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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　椎間装置において、
　骨ケージに連結されたときにその後面が当該骨ケージに面するように、当該骨ケージと
連結されるように構成されたフェースプレートであって、
　　当該フェースプレートは、前記後面を画定する前壁、および、前記前壁からそれぞれ
後方向に延在する第１のアームと第２のアームを含み、それにより、前記第１のアームが
第１の端部で終端し、前記第２のアームが第２の端部で終端し、前記第２のアームが、前
記後方向に直交する第１の方向に沿って前記第１のアームからオフセットし、前記前壁が
、前記後面の反対側にある前面、上面及び下面を有し、前記フェースプレートが前記前面
から前記上面に向けて延在する第１の通り穴を画定し、並びに、前記フェースプレートが
前記前面から前記下面に向けて延在する第２の通り穴を画定し、前記第１のアームは前記
フェースプレートが前記骨ケージに連結されたときに前記骨ケージに面するように構成さ
れた第１の内側壁を含み、前記第２のアームは前記フェースプレートが前記骨ケージに連
結されたときに前記骨ケージに面するように構成された第２の内側壁を含み、前記第１の
アームは、第１のテーパ形状の先端部に終端するように前記第１の内側壁から前記第２の
アームに向かって延在する第１の突出部を画定し、ここにおいて、前記第１の突出部は、
　　（１）前記後方向とは反対側である前方向に前記第１の端部からオフセットし、
　　（２）前記第１の方向に関し、前記第１のアームの前記第１の突出部以外の部分が前
記第１の突出部より前記第２のアームに近くならないように位置され、
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　　（３）前記前方向と前記第１の方向の両方に直交する第２の方向に関し、前記上面と
前記下面から等距離であり、
　　前記第２のアームは、前記第２の端部から前記前方向にオフセットする第２のテーパ
形状の先端部に終端するように前記第２の内側壁から前記第１のアームに向かって延在す
る第２の突出部を画定する、
フェースプレートと、
　前記第１の通り穴に受容されるように構成され、遠位先端部、上にねじ山形状を有する
中間軸、及び近位ヘッドを有する、第１のねじと、を備え、
　前記第１のねじの前記中間軸が、前記第１のねじが前記第１の通り穴に受容されたとき
、前記前壁に対し上向きの角度をなしている、椎間装置。
【請求項２】
　前記骨ケージを更に備え、当該骨ケージが、後壁ならびに前記第１の側壁及び第２の側
壁を備え、前記フェースプレートが、前記骨ケージに嵌合するように構成された別個のフ
ェースプレートである、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記第１の通り穴が、前記前壁の前記上面を通じて上方に延在し、前記第２の通り穴が
、前記前壁の前記下面を通じて下方に延在する、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記第１の通り穴が、前記前壁の前記後面を通じて上方に延在し、前記第２の通り穴が
、前記前壁の前記後面を通じて下方に延在する、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記第２の通り穴に受容され、遠位先端部、上にねじ山形状を有する中間軸、及び近位
ヘッドを有する、第２のねじを更に備え、
　前記第２のねじが前記第２の通り穴に受容されるとき、前記第２のねじの前記中間軸が
前記前壁に対し下向きの角度をなしている、請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記第１のアームと前記第２のアームが、前記第１の方向に関し互いに整列する、請求
項２に記載の装置。
【請求項７】
　前記フェースプレートが、前記骨ケージの一部の周囲に巻き付くように前記骨ケージに
連結されている、請求項２に記載の装置。
【請求項８】
　前記フェースプレートが前記骨ケージに圧入されて前記フェースプレートが前記骨ケー
ジに連結される、請求項２に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　椎間板の融合のための頸部脊椎手術時に、前方進入法、椎間板切除、及びスペーサ／ケ
ージの挿入がよく行われる。しかしながら、これらの状況では、脊椎外科医は、多くの場
合、頭部及び尾椎体の前面を通じて定着させることによる板腔の前面上にプレートを挿入
しないことを好む。前方プレートがあまりにも突出している状態にあり、それ故にその特
性が患者に不快感を与え、発語障害及び／又は発声障害を引き起こす場合があるという観
測結果からこの抵抗感が生じている。
【０００２】
　独立型スペーサを使用するいくつかの融合事例では、外科医は、時として困難な取り組
みを経て鋭角で定着装置（ねじ等）をスペーサに挿入する必要がある。これは、外科医が
、下方にねじを下椎体内に配置すること（患者の顎によって妨害される可能性がある）、
又は上方にねじを上椎体内に配置すること（患者の胸骨によって妨害される可能性がある
）のいずれかを実行する必要があるので、頚椎には特に難しいこともある。
【０００３】
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　米国特許第７，１３５，０４３号（Ｎａｋａｈａｒａ）は、調節された挿入方向の隆起
部を含む椎間ケージを開示する。このケージは、上面、下面、及び一対の側面によって画
定される本体を含むことがある。後退防止部分は、本体の上面及び／又は下面に、頂面図
又は底面図の側面に対して非対称に設けられる。後退防止部分は、椎間ケージの挿入方向
を調節する。ねじを保持するＮａｋａｈａｒａ装置のこの部分は、上面及び下面上に歯群
を保有しない。
【０００４】
　米国特許第２００７－０２５０１６７号（「Ｂｒａｙ」）は、骨本体の定着及び支持用
の装置を開示し、２つの骨本体の間の位置で患者に移植するための基板部材を含む。この
装置の基板部材は、融合材料を受容するための仕切られたチャンバ及び隣接する骨本体に
埋め込まれ得る骨締結具を受容するための開口部を含む。この装置は、基板部材から延在
する突出部を更に含み、この突出部は、移植する際に１つ以上の骨本体との連結及び移植
後のある期間にわたり少なくとも１つの骨本体への進行性貫通（progressive penetratio
n）のために構成される。しかしながら、ねじを保持するフェースプレートは、板腔内に
移植されるように意図されていないが、むしろ上椎体の前壁を覆うものである。
【０００５】
　Ｇｌｏｂｕｓ　Ｃｏａｌｉｔｉｏｎケージは、前面から始まる突出部を有し、挿入した
時点で、板腔内から貫通するよりむしろ軌道形成の望ましい深さを通じて前面から骨を移
動させる。
【０００６】
　米国特許第７２３２４６４号（Ｍａｔｈｉｅｕ）は、（ａ）２つの隣接する椎骨の端板
に支持されるように設計される上面及び下面、（ｂ）左側面及び右側面、（ｃ）前面及び
後面、（ｄ）上面と下面との間に位置する水平な中心面、（ｅ）左側面及び右側面との間
に位置する垂直な中心面、並びに（ｆ）長手方向の定着要素を受容するように設計される
移植組織片構造を通過する複数のボアホールであって、前記要素の軸が水平な中心面と交
差する、複数のボアホールを備える三次元構造の形態での椎間移植組織片を開示する。ボ
アホールのうちの少なくとも１つは、それに受容される定着要素が椎間移植組織片に剛連
結され得るような方法で設計される。この連結は、ねじ山を使用して、又は円錐面を整合
することによって、実施される。
【０００７】
　米国特許公開第２００８－０３０６５９６号（「Ｊｏｎｅｓ」）は、脊椎融合手順に使
用するための方法及び装置を開示する。椎体間融合装置は、隣接する椎骨の端板からの軸
荷重を支えるように設計された耐荷重性装置である第１の要素を有する。この椎体間融合
装置の第２の要素は、機能が耐荷重性装置の移動を防止することである保持装置である。
１つ以上の締結具は、保持装置を耐荷重性装置の上及び下で椎骨に固定する。この締結具
は、適切な融合を容易にするために、椎骨の端板を、耐荷重性装置への端板に圧縮させる
。
【０００８】
　米国特許公開第２００８－０２４９６２５号（Ｗａｕｇｈ）は、複合した椎体間スペー
サを開示し、第１の材料から形成された第１の部分（フェースプレート等）及び第２の材
料から形成された第２の部分（ケージ等）を含む。
【０００９】
　米国特許公開第２００８－０２４９５７５号（「Ｗａｕｇｈ」）は、骨アンカーを受容
する開口部がその中に形成された一体的鎖錠リングを有する、独立型融合ケージを開示す
る。
【００１０】
　ＰＣＴ公開済み特許出願第ＷＯ　０２／１３７３２号（「Ｂｒａｍｌｅｔ」）は、対向
する脊椎骨を融合するための装置及び方法を開示する。本発明の脊椎移植組織片の実施形
態では、移植組織片は、本体アセンブリ及び本体アセンブリに連結された保持部材を含む
。保持部材は、タングが本体アセンブリから拡張可能である場合のタングを含む。本発明
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の方法では、この方法は、第１の縮小した構成の移植組織片の保持部材によって隣接する
椎骨の間に移植組織片を挿入する工程を含む。この方法はまた、保持部材が、第２の拡張
した構成では、移植組織片から延在し、隣接する椎骨のうちの１つの中に延在する保持部
材のタングの部分である、第２の拡張した構成での保持部材を構成する工程を含む。
【００１１】
　米国特許第６３３６９２８号（「ＤｅＰｕｙ　Ｆｒａｎｃｅ」）は、結合される椎体内
に以前に確立された台座の中に実質的に垂直に導入され得、次に、導入後、椎体に一定の
圧縮を与え、かつ完全な固着を確保するために、互いに向かってある角度で折り畳まれ得
る、固着部分と共にそれぞれの端部で備え付けられた少なくとも１つのプレートを備え、
それぞれの固着部分は、２つの描かれた切り欠きを区切る中央結合区域を介して、固着部
分がプレートの値及び端部の値の両方で圧縮を可能にするような方法で、かつプレートの
それぞれの端部で固着部分が任意の抽出を防止する圧着を可能にするような方法で、この
区域の変形を可能にするために、対応するプレートの端部に結合される、少なくとも２つ
の椎体を結合するための装置を開示する。
【００１２】
　米国特許第６７７３４３７号（「Ｏｇｉｌｖｉｅ」）は、成長する若者において脊椎変
形を矯正する融合のない方法を開示し、形状記憶合金ステープルを利用して開示される。
形状記憶合金ステープルの様々な実施形態としては、形状記憶合金ステープル内にプロン
グの内面及び外面上に逆とげ等の特徴及びプロングを形状記憶合金ステープルに連結する
クロスバー又は隔板の上に切り欠きを使用することが挙げられる。一部の実施形態では、
形状記憶合金ステープルは、次々に縦部材の相互連結を可能にする骨接合用ねじ又は他の
骨アンカーを受容するための隔板を通じて画定される開口部を有する。
【００１３】
　米国特許第７５９４９３１号（「ＬＤＲ　Ｉ」）は、２つの隣接する椎骨の対面を切り
離す椎間腔内に挿入するための椎間関節固定を開示し、脊椎の軸に垂直に延在する棒を有
するリング状の椎間ケージを有する。この棒は、ケージの残り部分未満の高さを有する。
椎骨に接触するケージの表面は、椎骨面に平行な平面内のケージの摺動を制限するための
起伏のある形状を有する。
【００１４】
　ＰＣＴ公開済み特許出願第ＷＯ　２００８／１４９２２３号（「ＬＤＲ　ＩＩ」）は、
骨体間ケージ、椎間プロテーゼ、ケージ又はプロテーゼ及び固着装置の移植のための固着
装置及び器具、並びに脊椎移植組織片及び椎骨内の固着装置を移植するためのシステム及
び方法を開示する。骨体間ケージ又は椎間プロテーゼは、固着装置にしっかりと適合し、
縦軸上に伸長された形状の、縦軸に沿って描く湾曲形状の本体、固着装置が椎間腔の平面
に実質的に沿って縦軸を提示することによって脊椎の椎体プレート内に移植され得るよう
な方法で、曲率の寸法及び半径が設計される弧を含み、そこで、固着装置は、器具を用い
て、ケージの少なくとも１つの周辺部の壁部に位置する溝を通じて、又は少なくとも１つ
の椎体プレートに貫通するために椎間板プロテーゼのうちの少なくとも１つのプレート上
に、挿入される。
【００１５】
　ＰＣＴ公開済み特許出願第ＷＯ－２０１０／０２８０４５号（「Ｌａｗｔｏｎ」）は、
隣接する椎体の間、又は２つの骨部分の間の椎間板腔に挿入するための椎体移植組織片を
開示する。この移植組織片は、スペーサ部分、スペーサ部分に動作可能に連結されるプレ
ート部分、及び移植組織片を隣接する椎体に固定するための１つ以上のブレードを含む。
このブレードは好ましくは、隣接する椎体に係合するための上下の円筒状のピンを含む。
この移植組織片は、直接的横方向転位手法によって挿入されるように構成されてよい。別
の方法としては、この移植組織片は、前方手法を用いて挿入するために構成されてよい。
【００１６】
　米国公開済み特許出願第２００５－０１４９１９２号（「Ｚｕｃｈｅｒｍａｎ　Ｉ」）
は、椎間移植組織片を開示し、この移植組織片を少なくとも１つの椎体の海綿骨の中に固
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着する少なくとも１つの竜骨を有する融合本体を有する。移植の方法は、移植組織片の横
方向の移植を含む。
【００１７】
　米国公開済み特許出願第２００５－０１４９１９３号（「Ｚｕｃｈｅｒｍａｎ　ＩＩ」
）は、椎間移植組織片を開示し、この移植組織片を少なくとも１つの椎体の海綿骨の中に
固着する少なくとも１つの竜骨を有する融合本体を有する。移植の方法は、移植組織片の
横方向の移植を含む。
【００１８】
　米国公開済み特許出願第２００４－０２６０２８６号（「Ｆｅｒｒｅｅ」）は、Ｔｏｔ
ａｌ　Ｄｉｓｃ　Ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ（ＴＤＲ）と関連付けられている椎間板内構成
要素を開示し、例えば、押出し、引き抜き、及び／又は後退に抵抗する特性を有する、竜
骨を有する板腔内に維持される。好ましい実施形態では、竜骨は、押出し、特に前方又は
後方押出しに抵抗するように曲げられる。本発明は、一対の端板を有するＴＤＲを含む場
合があり、それぞれの端板は、竜骨が異なる椎体内に延在し、竜骨は、押出しに抵抗する
異なる方向に角度をなすか、又は曲げられる。代替の実施形態では、竜骨は、押出しに抵
抗するために外側に延在する１つ以上の部材を含み得る。そのような部材は、バネ偏向さ
れ、形状記憶材料からなり、又はねじを回すことによって加えられるように、加えられた
機械的力に応じて外側に延在してよい。竜骨は、押出しに抵抗するために骨内部成長プラ
グ、被覆、又は「歯群」を更に含んでよい。本発明による竜骨もまた、椎体を貫通する伸
長する部材の付加を通じて押出しに抵抗するように構成されてよい。そのような部材は、
二次的竜骨又はねじであってよい。
【００１９】
　米国公開済み特許出願第２００８－０１６７６６６号（「Ｆｉｅｒｅ」）は、椎体の皮
質骨に沿って置くために、留め具の中間枝上に嵌入れることによって２つの椎骨の椎体に
挿入され得るように、側枝が部位及び幅を有し、側枝の間の距離の縮小を可能にするよう
な方法で中間枝が変形可能である、少なくとも１つのＵ字形の留め具を含む器具を開示し
、中間枝は、移植前、他の側枝が下部椎骨のプレートを形成する皮質骨のわずか下に位置
決めされ得る間、側枝のうちの１つが下部椎骨のプレートを形成する皮質骨のわずか上に
位置決めされ得るような長さを有し、変形後、この２つの側枝が互いに近づき得るような
長さを有する。
【００２０】
　米国公開済み特許出願第２０１０－０００４７４７号（「Ｌｉｎ」）は、椎骨横断及び
椎骨内板を開示し、脊椎定着装置のプレートためのスロットを有する矩形ケージは、脊椎
椎体融合のための椎間動作を無効にするためのものである。垂直又は角度をなしたスロッ
トを有する矩形ケージは、脊柱の側面又は前面から椎間腔に挿入され、次に、プレートは
、ケージのスロットを通じて挿入され、三次元椎間定着を達成するために、２つの隣接す
る椎体の中に打ち伸ばされ、内側に埋め込まれる。
【００２１】
　前述の技術は、装置に隣接する移動防止定着要素を収容する融合装置を開示せず、移動
防止定着要素は次に、別の構成要素によって融合装置に固定される。
【００２２】
　この従来技術は、板腔を有するケージの表面にほぼ隣接する骨の中に固定される移動防
止要素を有するゼロプロファイルのケージを開示せず、移動防止定着要素は、この構造物
に別の構成要素を追加する際に、移植片領域上に圧縮をもたらす能力を有する。
【００２３】
　第ＷＯ２００９－０６４６４４号（Ｓｙｎｔｈｅｓ）は、隣接する椎体の中間の椎体板
腔内に移植するための低プロファイルの椎体移植組織片を開示する。椎体移植組織片は、
好ましくはスペーサに連結されるプレートを含む。このプレートは好ましくは、第１の材
料から形成され、このスペーサは好ましくは、第２の材料から形成され、第１の材料は、
第２の材料と異なる。このプレートは好ましくは、プレートがスペーサの周長を超えて延
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在しないように、サイズ決めされ、構成される。この方法では、このプレートは、スペー
サの高さプロファイルを増大させず、プレートは、スペーサとともに椎間板腔内に移植さ
れ得る。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００２４】
　本発明の第１の実施形態では、角度をなしたねじ等の角度をなした定着装置が提供され
る。この角度をなした定着装置は、脊椎板腔に対するスペーサを固定するために外科医に
よって使用され得る。角度をなした定着装置の近位端部分は、スペーサの前壁に垂直に駆
動させられ、それ故に脊椎端板に平行であり、はめ込み器と一直線上にある。角度をなし
た定着装置の遠位端部分は、それが入る脊椎端板に対して約４５度の角度（プラスマイナ
ス３０度）で配向される。角度をなした定着装置を挿入するとき、外科医は、スペーサの
前壁に垂直な（かつ端板に平行な）駆動特徴を前進させ、角度をなした軌道を隣接する椎
体に取り入れるために、角度をなした定着装置を押し入れる。
【００２５】
　角度をなした定着装置のインライン挿入は、スペーサ及び角度をなした定着装置のより
小さな切開及び投与部位を可能にし、外科医が鋭角で配設されたはめ込み器によって定着
装置を挿入せざるを得ない状態を避けることも可能にする。この本質的なインライン手法
は、外科医が患者の顎又は胸骨を避けることができるため、頚椎に特に好都合であり得る
。
【００２６】
　したがって、本発明によれば、椎間装置が提供され、この装置は、
　ａ）前壁、後壁、並びに前壁及び後壁を連結する第１の側壁及び第２の側壁を有し、前
壁が、前面、上面及び下面、前面から上方に延在する第１の通り穴、並びに前面から下方
に延在する第２の通り穴を有する、椎間スペーサと、
　ｂ）第１の通り穴に受容され、遠位先端部、上にねじ山形状を有する中間軸、及び近位
ヘッドを有する、第１のねじと、を備え、
　第１のねじの軸が、角度をなしている。
【００２７】
　したがって、本発明によれば、医療移植組織片が提供され、この移植組織片は、
　ａ）壁部であって、上面及び下面、前面、並びに前面から壁部の中に延在する第１の穴
を有する、壁部と、
　ｂ）第１の穴に受容され、遠位先端部、第１のねじ山を有する中間軸、及び近位ヘッド
を有する、第１のねじと、を備え、
　軸の一部分が、第１の穴に対してある角度で配設される。
【００２８】
　したがって、本発明によれば、椎間装置が提供され、この装置は、
　ａ）前壁、後壁、並びに前壁及び後壁を連結する第１の側壁及び第２の側壁を有し、前
壁が、前面、上面及び下面、前面から上方に延在する第１の通り穴、並びに前面から下方
に延在する第２の通り穴を有する、椎間スペーサと、
　ｂ）第１の通り穴に受容され、遠位先端部、上に複数の逆とげを有する中間軸、及び近
位ヘッドを有する、第１の釘と、を備え、
　第１の釘の軸が角度をなしている。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１Ａ】本発明の結合されたねじ。
【図１Ｂ】本発明の結合されたねじ。
【図１Ｃ】本発明の結合されたねじとともに使用するためのケージ。
【図１Ｄ】本発明の結合されたねじとともに使用するためのケージ。
【図１Ｅ】結合されたねじ及び椎間板内に移植されたケージ。
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【図１Ｆ】結合されたねじ及び椎間板内に移植されたケージ。
【図２Ａ】本発明の独立型ケージの一実施形態。
【図２Ｂ】ねじを有する本発明の独立型ケージ。
【図２Ｃ】ねじを有する本発明の独立型ケージ。
【図３Ａ】ねじを有する本発明の独立型ケージ。
【図３Ｂ】ねじを有する本発明の独立型ケージ。
【図３Ｃ】ねじを有する本発明の独立型ケージ。
【図４Ａ】異種材料を備える独立型ケージの様々な実施形態。
【図４Ｂ】異種材料を備える独立型ケージの様々な実施形態。
【図４Ｃ】異種材料を備える独立型ケージの様々な実施形態。
【図４Ｄ】異種材料を備える独立型ケージの様々な実施形態。
【図４Ｅ】異種材料を備える独立型ケージの様々な実施形態。
【図４Ｆ】異種材料を備える独立型ケージの様々な実施形態。
【図４Ｇ】異種材料を備える独立型ケージの様々な実施形態。
【図４Ｈ】異種材料を備える独立型ケージの様々な実施形態。
【図４Ｉ】異種材料を備える独立型ケージの様々な実施形態。
【図４Ｊ】異種材料を備える独立型ケージの様々な実施形態。
【図４Ｋ】異種材料を備える独立型ケージの様々な実施形態。
【図４Ｌ】異種材料を備える独立型ケージの様々な実施形態。
【図４Ｍ】異種材料を備える独立型ケージの様々な実施形態。
【図４Ｎ】異種材料を備える独立型ケージの様々な実施形態。
【図４Ｏ】異種材料を備える独立型ケージの様々な実施形態。
【図４Ｐ】異種材料を備える独立型ケージの様々な実施形態。
【図４Ｑ】異種材料を備える独立型ケージの様々な実施形態。
【図４Ｒ】異種材料を備える独立型ケージの様々な実施形態。
【図４Ｓ】異種材料を備える独立型ケージの様々な実施形態。
【図４Ｔ】異種材料を備える独立型ケージの様々な実施形態。
【図４Ｕ】異種材料を備える独立型ケージの様々な実施形態。
【図４Ｖ】独立型ケージのプレート。
【図５Ａ】後退防止機能を有する独立型ケージの様々な実施形態及び構成要素。
【図５Ｂ】後退防止機能を有する独立型ケージの様々な実施形態及び構成要素。
【図５Ｃ】後退防止機能を有する独立型ケージの様々な実施形態及び構成要素。
【図５Ｄ】後退防止機能を有する独立型ケージの様々な実施形態及び構成要素。
【図５Ｅ】後退防止機能を有する独立型ケージの様々な実施形態及び構成要素。
【図５Ｆ】後退防止機能を有する独立型ケージの様々な実施形態及び構成要素。
【図５Ｇ】後退防止機能を有する独立型ケージの様々な実施形態及び構成要素。
【図５Ｈ】後退防止機能を有する独立型ケージの様々な実施形態及び構成要素。
【図５Ｉ】後退防止機能を有する独立型ケージの様々な実施形態及び構成要素。
【図５Ｊ】後退防止機能を有する独立型ケージの様々な実施形態及び構成要素。
【図５Ｋ】後退防止機能を有する独立型ケージの様々な実施形態及び構成要素。
【図５Ｌ】後退防止機能を有する独立型ケージの様々な実施形態及び構成要素。
【図５Ｍ】後退防止機能を有する独立型ケージの様々な実施形態及び構成要素。
【図５Ｎ】後退防止機能を有する独立型ケージの様々な実施形態及び構成要素。
【図５Ｏ】後退防止機能を有する独立型ケージの様々な実施形態及び構成要素。
【図５Ｐ】後退防止機能を有する独立型ケージの様々な実施形態及び構成要素。
【図５Ｑ】後退防止機能を有する独立型ケージの様々な実施形態及び構成要素。
【図５Ｒ】後退防止機能を有する独立型ケージの様々な実施形態及び構成要素。
【図５Ｓ】後退防止機能を有する独立型ケージの様々な実施形態及び構成要素。
【図５Ｔ】後退防止機能を有する独立型ケージの様々な実施形態及び構成要素。
【図５Ｕ】後退防止機能を有する独立型ケージの様々な実施形態及び構成要素。
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【図５Ｖ】後退防止機能を有する独立型ケージの様々な実施形態及び構成要素。
【図５Ｗ】後退防止機能を有する独立型ケージの様々な実施形態及び構成要素。
【図６Ａ】フィンを有する独立型ケージの様々な実施形態及び構成要素。
【図６Ｂ】フィンを有する独立型ケージの様々な実施形態及び構成要素。
【図６Ｃ】フィンを有する独立型ケージの様々な実施形態及び構成要素。
【図６Ｄ】フィンを有する独立型ケージの様々な実施形態及び構成要素。
【図６Ｅ】フィンを有する独立型ケージの様々な実施形態及び構成要素。
【図６Ｆ】フィンを有する独立型ケージの様々な実施形態及び構成要素。
【図６Ｇ】フィンを有する独立型ケージの様々な実施形態及び構成要素。
【図６Ｈ】フィンを有する独立型ケージの様々な実施形態及び構成要素。
【図６Ｉ】フィンを有する独立型ケージの様々な実施形態及び構成要素。
【図６Ｊ】本発明の独立型ケージを移植する方法。
【図６Ｋ】本発明の独立型ケージを移植する方法。
【図６Ｌ】本発明の独立型ケージを移植する方法。
【図６Ｍ】本発明の独立型ケージを移植する方法。
【図６Ｎ】本発明の独立型ケージを移植する方法。
【図６Ｏ】本発明の独立型ケージを移植する方法。
【図６Ｐ】本発明の独立型ケージを移植する方法。
【図６Ｑ】本発明の独立型ケージを移植する方法。
【図６Ｒ】本発明の独立型ケージを移植する方法。
【図６Ｓ】本発明の独立型ケージを移植する方法。
【図６Ｔ】本発明の独立型ケージを移植する方法。
【図６Ｕ】本発明の独立型ケージを移植する方法。
【図６Ｖ】フィンを有する独立型ケージの様々な構成要素。
【図６Ｗ】フィンを有する独立型ケージの様々な構成要素。
【図６Ｘ】フィンを有する独立型ケージの様々な構成要素。
【図７Ａ】本発明の逆とげのある骨アンカー。
【図７Ｂ】本発明の逆とげのある骨アンカー。
【図８】後壁、第１の側壁、及び第２の側壁が一体的本体を形成する、融合装置。
【図９】一体的本体及び前壁が一対のピンによって連結される、図８の椎間融合装置の分
解図。
【図１０】前壁の相互鎖錠特徴内に受容されるピン。
【図１１】一体的本体が同種骨を備える、本発明の実施形態。
【図１２Ａ】本発明のはめ込み器の先端部。
【図１２Ｂ】本発明のはめ込み器の先端部。
【図１２Ｃ】本発明のはめ込み器の先端部。
【図１３Ａ】保持プレート及び保持プレートの構成要素を含む本発明の実施形態の正面図
。
【図１３Ｂ】保持プレート及び保持プレートの構成要素を含む本発明の実施形態の正面図
。
【図１３Ｃ】保持プレート及び保持プレートの構成要素を含む本発明の実施形態の正面図
。
【図１３Ｄ】保持プレート及び保持プレートの構成要素を含む本発明の実施形態の正面図
。
【図１４Ａ】活発なバネ及び活発なバネの構成要素を含む本発明の保持プレート実施形態
の上面図。
【図１４Ｂ】活発なバネ及び活発なバネの構成要素を含む本発明の保持プレート実施形態
の上面図。
【図１５Ａ】活発なバネ及び活発なバネの構成要素を含む本発明の保持プレート実施形態
の上面図。
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【図１５Ｂ】活発なバネ及び活発なバネの構成要素を含む本発明の保持プレート実施形態
の上面図。
【図１６】活発なバネ及び面取りされた挿入特徴を含む本発明の保持プレート実施形態の
正面図。
【図１７】本発明の保持プレートと係合されるはめ込み器具。
【図１８】本発明の面取りされた保持プレート及びケージ（一部）。
【図１９Ａ】板腔に挿入するための二次的ワッシャを有する定着ケージの異なる図。
【図１９Ｂ】板腔に挿入するための二次的ワッシャを有する定着ケージの異なる図。
【図１９Ｃ】板腔に挿入するための二次的ワッシャを有する定着ケージの異なる図。
【図２０】板腔に挿入するための二次的ワッシャを有する定着ケージの異なる図。
【図２１】板腔に挿入するための二次的ワッシャを有する定着ケージの異なる図。
【図２２】本発明のワッシャ。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　本発明の目的として、「ケージ」は、前壁を有しない本発明のスペーサである。即ち、
ケージは、後壁、第１の側壁及び第２の側壁から本質的になる。前壁もまた、「フェース
プレート」と呼ばれ得る。
【００３１】
　次に図１Ａを参照すると、一部の実施形態では、遠位先端部２、上にねじ山形状６を有
する中間軸４、及び近位ヘッド８を有する、第１のねじ３が提供される。第１のねじ３の
角度をなした軸部分１は、可撓性材料で製造される次に図１Ｂを参照すると、他の実施形
態では、遠位先端部２、上にねじ山形状６を有する中間軸４、及び近位ヘッド８を有する
、第２のねじ５が提供される。角度をなした軸部分７は、自在継手又は玉継手等の継手を
含む。
【００３２】
　次に図１Ａ～１Ｆを参照すると、椎間装置が提供され、この装置は、
　ａ）前壁１１、後壁１３、並びに前壁及び後壁を連結する第１の側壁及び第２の側壁１
４を有し、前壁が、前面１６、上面１８及び下面２０、前面から上方に延在する第１の通
り穴２２、並びに前面から下方に延在する第２の通り穴２４を有する、椎間スペーサ９と
、
　ｂ）第１の通り穴に受容され、遠位先端部１７、上にねじ山形状２１を有する中間軸１
９、及び近位ヘッド２３を有する、第１の骨締結具（ねじ１５等）と、を備え、
　第１のねじの軸が角度をなしている。
【００３３】
　一部の実施形態では、角度をなした軸は、可撓性構造物で製造されるが、他の実施形態
では、角度をなした軸は、自在継手又は玉継手等の継手を含む。
【００３４】
　一部の実施形態では、ねじは、逆とげを有する釘によって置き換えることができる。
【００３５】
　一部の実施形態では、スペーサは、後壁、第１の側壁及び第２の側壁から本質的になる
ケージを備え、前壁は、ケージに嵌合される別個に製造されたフェースプレートである。
【００３６】
　一部の実施形態では、第１の通り穴は、前壁の上面を通じて上方に延在し、第２の通り
穴は、前壁の下面を通じて下方に延在する。
【００３７】
　一部の実施形態では、第１の通り穴２２は、前壁に実質的に垂直に延在する前方部分２
６と、前壁の上面１８に延在する後方部分２８と、を有する。更に、後方部分２８は、移
植片窓の中に部分的又は全体に（上面のみではなく）延在することができる。
【００３８】
　一部の実施形態では、前壁は、後面３０を備え、第１の通り穴は、前壁の後面を通じて
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上方に延在し、第２の通り穴は、前壁の後面を通じて下方に延在する。
【００３９】
　一部の実施形態では、第２の通り穴に受容される第２のねじが提供され、第２の通り穴
は、遠位先端部、上にねじ山形状を有する中間軸、及び近位ヘッドを有し、第２のねじの
軸は角度をなしている。
【００４０】
　したがって、本発明の装置は概して、医療移植組織片であると見なすことができ、この
移植組織片は、
　ａ）壁部であって、上面及び下面、前面、並びに前面から壁部の中に延在する第１の穴
を有する、壁部と、
　ｂ）第１の穴に受容され、遠位先端部、第１のねじ山を有する中間軸、及び近位ヘッド
を有する、第１のねじと、を備え、
　軸の一部分が、第１の穴に対してある角度で配設される。
【００４１】
　この一般的実施形態では、第１の穴は好ましくは、前面に垂直ではない角度で壁部の中
に延在し、第１のねじの軸は角度をなしている。好ましくは、第１のねじの軸は可撓性で
ある。
【００４２】
　したがって、本発明は概して、壁部を有する医療移植組織片を定着させる方法であって
、壁部が、前面及び前面から壁部の中に延在する第１の穴を有し、方法が、
　ａ）移植組織片を患者に移植する工程と、
　ｂ）軸を有する第１のねじを第１の穴に挿入する工程と、を含み、
　軸の一部分が、挿入中に第１の穴に対してある角度で配設される。
【００４３】
　本発明の目的として、角度をなした軸を備える可撓性構造物は、本質的に可撓性材料、
又は屈曲若しくは曲げを可能にする形状を有する本質的に硬い材料のいずれかで製造する
ことができる。
【００４４】
　本発明の第２の態様
　本発明によれば、融合手順に使用することができ、板腔の内側に完全に位置するゼロプ
ロファイル又は低プロファイルの移植組織片が提供される。この移植組織片は、移植組織
片の中への端板沈下量を制御する移植組織片の１つ以上の表面に組み込まれる特徴を含む
。これらの特徴は、対象とされる骨を捕捉するために移植組織片の周辺部の周囲に位置決
めすることができる。
【００４５】
　一般に、移植組織片上の「制御された沈下特徴」は、沈下が移植組織片の中に進行する
につれて、端板沈下に対する増大する抵抗を与える。この抵抗の増加は概して、移植組織
片と端板との間の接触領域を増加させることによって行われ、それにより端板によって認
められる最大応力を低下させる。典型的に、鋭角の突出部を有するあらゆる表面は、沈下
を制御するために機能する。そのような突出部は、端板が移植組織片の中に陥没するにつ
れて、端板とますます大きな接触を有する。典型的に、制御された沈下特徴は、角錐、円
錐及びくさびを含む。一部の実施形態では、制御された沈下特徴は、移植組織片の上面又
は下面から外側に延在する先のとがった突出部である。そのような特徴は、移植組織片の
回転安定性を増大させることに加えてケージ移動を防止することにも役立つ。
【００４６】
　一部の実施形態では、移植組織片は、３つの壁のケージと、必要に応じてアンカーがそ
れを通して通過することを可能にするためにカム、ブッシング、及び／又はねじ山形状を
収容し得る望ましい機械的剛性を有する前方フェースプレートと、の２つの別個の構成要
素を備える。
【００４７】
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　本発明のケージを骨アンカー、ねじ等の任意の定着装置と１つ以上の高さの脊椎に固定
する方法も開示される。任意の定着装置は好ましくは、ケージの前壁の少なくとも一部分
を通過する。これらの実施形態では、定着装置は、板腔内又は部分的に板腔内から前壁内
及び前壁に沿ったどこかに上下椎体を入る。任意の定着を有する本発明のハイブリッドプ
レート／ケージアセンブリは本質的に、近接したゼロプロファイルアセンブリを作製する
。
【００４８】
　一部の実施形態では、前壁は、移動防止特徴を有する別個に製造されるフェースプレー
トである。このフェースプレートは、セラミックス、ヒドロキシアパタイト、リン酸三カ
ルシウム、同種移植片、ＣＦＲＰ、ＰＥＥＫ、及びＥｎｄｏｌｉｇｎのような多種多様な
材料から製造される別個のケージ構成要素に付着することができる。これらの構成要素は
、選択される外科的アプローチに基づく患者の解剖に適合する望ましいネット形状を形成
するために、多数の平面から（即ち、前後、上下、左右から）互いに連結することができ
る。
【００４９】
　一部の実施形態では、ケージ及びフェースプレート構成要素の両方の上に移動防止／排
出防止特徴を有する複数部品の椎間融合装置アセンブリが提供される。
【００５０】
　一部の実施形態では、骨の中への沈下を制御するように設計された特徴を含む薄い前壁
を有する移植組織片が提供される。好ましくは、これらの特徴は、前壁の上面及び下面の
両方の上に存在し、前壁にわたって均等に分布される。より好ましくは、それらは、対称
的に分布される。
【００５１】
　一部の実施形態では、フェースプレートの移動防止特徴は、角錐、歯、スパイク、ダイ
ヤモンド、竜骨又は隆起の形態である。それらは、移植片スペーサによって荷重分割を支
援するために、かつ融合前に最終配置を確保するのを支援するために、前面にわたって解
剖学的に分布される。
【００５２】
　次に図２Ａ～２Ｃを参照すると、対向する椎間端板によって画定される板腔に挿入する
ための椎間装置２０１が提供され、この装置は、
　ｉ）椎間スペーサ２０３であって、
　　ａ）上面２０７及び下面、前面２０９、並びに前面から上方に延在する第１の通り穴
２１１及び前面から下方に延在する第２の通り穴２１３を有する、前壁２０５と、
　　ｂ）上面２１７及び下面を有する後壁２１５と、
　　ｃ）前壁及び後壁を連結する第１の側壁及び第２の側壁２１９であって、それぞれが
、上面２２１及び下面を有する、側壁と、を備える、椎間スペーサ２０３と、
　ｉｉ）第１の通り穴に受容される第１の骨アンカー２２３と、
　ｉｉｉ）第２の通り穴に受容される第２の骨アンカー２２５と、を備え、
　前壁の上面及び下面が、対向する脊椎端板と接触し、
　前壁の上面及び下面のうちの少なくとも１つが、制御された沈下特徴２２７を備え、
　前壁が、固有強度を有する材料を特徴とし、スペーサの残部が、固有強度を有する材料
を特徴とし、前壁の材料の固有強度が、スペーサの残部の材料の固有強度を超える。
【００５３】
　一部の実施形態では、前壁の上面又は下面のそれぞれは、制御された沈下特徴を備える
。
【００５４】
　一部の実施形態では、制御された沈下特徴は、沈下が増大するにつれて、スペーサと端
板との間の接触領域を増大させるように作用する。
【００５５】
　一部の実施形態では、制御された沈下特徴は、前壁の上面又は下面から外側に延在する



(12) JP 5941048 B2 2016.6.29

10

20

30

40

50

、鋭角の突出部２２９を備える。
【００５６】
　一部の実施形態では、制御された沈下特徴は、角錐、円錐及びくさびからなる群から選
択される。
【００５７】
　一部の実施形態では、前壁は、側壁に付着するための付着特徴を備える。
【００５８】
　一部の実施形態では、少なくとも１つの側壁は、制御された沈下特徴を備える。
【００５９】
　次に図２Ｃを参照すると、対向する脊椎端板によって画定された板腔に挿入するための
椎間装置が提供され、装置は、最前面を有し、
　ｉ）椎間ケージ２３０であって、
　　ａ）上面及び下面を有する後壁と、
　　ｂ）前壁及び後壁を連結する第１の側壁及び第２の側壁であって、それぞれが、上面
及び下面を有する、側壁と、を備える、椎間ケージ２３０と、
　ｉｉ）側壁のそれぞれに付着して、装置の最前面を形成し、上面及び下面、並びに前面
を有する、フェースプレート２３１と、
　ｉｉｉ）ケージから上方及び後方に延在する第１の骨アンカーと、
　ｉｖ）ケージから下方及び後方に延在する第２の骨アンカーと、を備え、
　フェースプレートの上面及び下面が、対向する脊椎端板と接触し、
　フェースプレートの上面及び下面のうちの少なくとも１つが、制御された沈下特徴を備
える。
【００６０】
　一部の実施形態では、対向する椎間端板によって画定される板腔に挿入するための椎間
装置が提供され、この装置は、
　ｉ）椎間スペーサであって、
　　ａ）上面及び下面、前面、並びに前面から上方に延在する第１の通り穴及び前面から
下方に延在する第２の通り穴を有する、前壁と、
　　ｂ）上面及び下面を有する後壁と、
　　ｃ）前壁及び後壁を連結する第１の側壁及び第２の側壁であって、それぞれが、上面
及び下面を有する、側壁と、を備える、椎間スペーサと、
　ｉｉ）第１の通り穴に受容される第１の骨アンカーと、
　ｉｉｉ）第２の通り穴に受容される第２の骨アンカーと、を備え、
　前壁の上面及び下面が、対向する脊椎端板と接触し、
　前壁の上面及び下面が、前壁の高さを画定し、後壁の上面及び下面が、後壁の高さを画
定し、
　前壁の高さが、後壁の高さを超える。
【００６１】
　好ましくは、フェースプレートの上面及び下面のうちの少なくとも１つは、制御された
沈下特徴を備える。
【００６２】
　また、本発明によれば、椎間装置を板腔に挿入する方法が提供され、この装置は、
　ｉ）椎間スペーサであって、
　　ａ）上面及び下面、前面、並びに前面から上方に延在する第１の通り穴及び前面から
下方に延在する第２の通り穴を有する、前壁と、
　　ｂ）上面及び下面を有する後壁と、
　　ｃ）前壁及び後壁を連結する第１の側壁及び第２の側壁であって、それぞれが、上面
及び下面を有する、側壁と、を備える、椎間スペーサと、
　ｉｉ）第１の通り穴に受容される第１の骨アンカーと、
　ｉｉｉ）第２の通り穴に受容される第２の骨アンカーと、を備え、
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　前壁の上面及び下面のうちの少なくとも１つは、制御された沈下特徴を備え、
　前壁は、スペーサの残部とは別個の構成要素として製造され、
　方法が、
　ａ）対向する脊椎端板の間に板腔を作製する工程と、
　ｂ）前壁の上面及び下面が対向する脊椎端板と接触するように、装置を板腔に挿入する
工程と、を含む。
【００６３】
　好ましくは、前壁は、固有強度を有する材料を特徴とし、スペーサの残部が、固有強度
を有する材料を特徴とし、前壁の材料の固有強度が、スペーサの残部の材料の固有強度を
超える。
【００６４】
　本発明の第３の態様
　一部の実施形態では、本発明の独立型椎間融合装置と関連付けられているねじは、改良
された定着特徴を有する。本発明の目的として、改良された定着特徴を有するねじは、以
下からなる群れから選択される：
　ａ）ヒドロキシアパタイト、チタン又はリン酸カルシウム等の骨内部成長物質によって
コーティングされたねじ。そのようなねじは、骨形成特性が適切な骨内部成長を提供する
ことができない可能性がある老齢患者に使用するのに望ましい。
　ｂ）セメント、生物学的注入又は骨内部成長材料のいずれかとともに使用するための有
窓ねじ。そのようなねじは、骨粗鬆症の骨におけるねじの引き抜き強度を向上させるのに
有用であり得る。
　ｃ）装置移動を防止するのに有用であり得る、伸張ねじ。
　ｄ）誘導線を使用して経皮的又は他の低侵襲的処置に有用であり得る、カニューレを取
り付けたねじ。
　ｅ）融合が生じたとき、患者から徐々に除去され得る、吸収性ねじ。そのようなねじは
、ＰＬＡ、ＰＧＡ、ＰＬＧＡ、ＨＡ充填ポリマー、ＴＣＰ充填ポリマー、又はＢＩＯＣＲ
ＹＬ　ＲＡＰＩＤＥ（商標）等の吸収性材料から製造され得る。
　ｆ）感染の危険性をもたらす外傷症例を処置するのに特に有用であり得る、抗菌剤によ
ってコーティングされたねじ。
　ｇ）それ（肩部アンカー、ＭＩＴＥＫ（商標）肩部アンカー等）から延在するフィンを
有する釘。
【００６５】
　次に図３ａ～３ｃを概して参照すると、対向する椎間端板によって画定される板腔に挿
入するための椎間装置が提供され、この装置は、
　ｉ）椎間スペーサ３１０であって、
　　ａ）上面３１２及び下面３１３、前面３１４、並びに前面から上面に延在する第１の
穴３１５及び前面から下面に延在する第２の穴３１６を有する、前壁３１１と、
　　ｂ）上面３１８及び下面３１９を有する後壁３１７と、
　　ｃ）前壁及び後壁を連結する第１の側壁及び第２の側壁３２０であって、それぞれが
、上面３２１及び下面３２２を有する、側壁と、を備える、椎間スペーサ３１０と、
　ｉｉ）第１の穴に受容され、遠位先端部３２６、第１のねじ山３２８を有する中間軸３
２７、及び近位ヘッド３２９を有する、第１のねじ３２５と、
　ｉｉｉ）第１の穴に受容され、遠位先端部、第１のねじ山を有する中間軸３３７、及び
近位ヘッド３３９を有する、第２のねじ３３５と、を備える。
【００６６】
　本発明の第４の態様
　本発明によれば、それぞれの選択される材料の材料特性を利用するために共に連結され
る異種材料で製造される２つ以上の構成要素で製造されるスペーサを備える椎間移植組織
片が提供される。これらの構成要素は、様々な開示された形状によって連結されることが
できる。
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【００６７】
　次に図４Ａを参照すると、一実施形態では、ａ）骨（好ましくは、少なくとも５０ｖ／
ｏの骨）を含むケージ４１１と、ｂ）金属又は高分子材料を含むフェースプレート４１３
と、を備える装置が提供され、フェースプレートは、骨に付着する。その一実施形態では
、金属材料から本質的になる前壁が提供され、スペーサの残部は本質的に骨からなる。こ
の設計の１つの利点は、移植片を配置する従来の設計より多くの移植片及び端板の接触を
もたらすことである。この接触の利点は、本発明の装置が移植片チャンバを有する従来の
合成スペーサと比較されるときに特に明らかである。この設計の前壁の改良された強度の
ため、骨アンカーを装置の金属製の前壁部分内の開口部に通すことが可能であり得る。
【００６８】
　したがって、本発明によれば、対向する椎間端板によって画定された板腔に挿入するた
めの椎間装置が提供され、この装置は、
　ｉ）椎間スペーサであって、
　　ａ）上面及び下面、前面、並びに前面から上面に延在する第１の穴及び前面から下面
に延在する第２の穴を有する、前壁と、
　　ｂ）上面及び下面を有する後壁と、
　　ｃ）前壁及び後壁を連結する第１の側壁及び第２の側壁であって、それぞれが、上面
及び下面を有する、側壁と、を備える、椎間スペーサと、
　ｉｉ）第１の穴に受容され、遠位先端部、中間軸、及び近位ヘッドを有する、第１の骨
アンカーと、
　ｉｉｉ）第２の穴に受容され、遠位先端部、中間軸、及び近位ヘッドを有する、第２の
骨アンカーと、
　を備え、
　前壁が、第１の材料で製造され、スペーサの残部が、第２の材料で製造され、
　前壁は、それが浮かばないように、スペーサの残部の中に定着される。
【００６９】
　一部の実施形態では、骨ケージ及び金属製のフェースプレートは、蟻継ぎ特徴４１５等
の整合する連結特徴を保有する。
【００７０】
　一部の実施形態では、次に図４Ｂを参照すると、金属フェースプレートは、骨ケージの
周囲に巻き付け、後壁４１９を形成するように接触するアーム４１７を有する。
【００７１】
　一部の実施形態では、次に図４Ｃを参照すると、金属フェースプレート４２０は、骨ケ
ージの前面４２５の中に機械加工され、嵌合する凹み４２３に適合される横方向プロング
４２１を有する。
【００７２】
　代替の実施形態では、前壁の材料は、スペーサの残部（即ち、ケージ）の材料より硬く
ない。この状態は、ケージの中空内に収容される骨移植片が、より多くの荷重を受け取る
ことを可能にする。この設計もまた、所定の量の微細動作及び／又ははね返りをもたらす
ことができ、これは望ましい場合がある。
【００７３】
　したがって、本発明によれば、対向する椎間端板によって画定された板腔に挿入するた
めの椎間装置が提供され、この装置は、
　ｉ）椎間スペーサであって、
　　ａ）上面及び下面、前面、並びに前面から上方に延在する第１の通り穴及び前面から
下方に延在する第２の通り穴を有する、前壁と、
　　ｂ）上面及び下面を有する後壁と、
　　ｃ）前壁及び後壁を連結する第１の側壁及び第２の側壁であって、それぞれが、上面
及び下面を有する、側壁と、を備える、椎間スペーサと、
　ｉｉ）第１の通り穴に受容される第１の骨アンカーと、
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　ｉｉｉ）第２の通り穴に受容される第２の骨アンカーと、を備え、
　前壁が、第１の材料で製造され、スペーサの残部が、第２の材料で製造され、
　前壁の材料が、剛性を有し、スペーサの残部の材料が、剛性を有し、前壁材料の剛性が
、スペーサの残部の材料の剛性より低い。
【００７４】
　通常、材料の異種特質は、浮動構成で互いに隣接して配置される場合、望ましくない微
細動作を引き起こし得る。したがって、非置換可能、非浮動連結を形成するために２つの
構成要素を共に定着することが望ましい。
【００７５】
　一部の実施形態では、フェースプレートは、ケージに前面荷重される。
【００７６】
　次に図４Ｄを参照すると、一部の実施形態では、本発明の定着された連結は、ケージ及
びフェースプレート内の整列された穴を提供することによって行われ、これを通して少な
くとも１つの横ピン４０１を挿入する。
【００７７】
　それに関しての一実施形態では、次に図４Ｅを参照すると、フェースプレート４２２は
、後方に延在するウィング４２４を有し、このウィングは穴４２５を有する。フェースプ
レートがケージの前側に付着されると、穴４２７と整列するフェースプレートの穴がケー
ジの側壁４２９上に提供される。
【００７８】
　一実施形態では、次に図４Ｆを参照すると、フェースプレート４３０は、ケージの前面
４３５の中に機械加工される中央凹み４３３の中に適合する一対のプロング４３１を有す
る。
【００７９】
　一実施形態では、次に図４Ｇを参照すると、ケージのフェースプレート４３７及び前面
４３９は、ねじ付き特徴４４１を通じて嵌合される。
【００８０】
　一実施形態では、次に図４Ｈを参照すると、フェースプレート４４３は、Ｕ字形を有し
、ケージの前壁４４５の周囲に巻き付く。このフェースプレートは好ましくは、ケージの
前壁に圧入される。フェースプレートのアーム４４２は、ケージの下部４４４及び上部４
４６と接触する。
【００８１】
　それに関しての好ましい実施形態では、次に図４Ｉを参照すると、Ｕ字形のフェースプ
レートはその上に、骨ケージに追加の固定をもたらすプロング４４７を有する。
【００８２】
　それに関しての好ましい実施形態では、次に図４Ｊを参照すると、Ｕ字形のフェースプ
レートはその中に、骨ケージに追加の固定をもたらす分散ランス４４９を有する。
【００８３】
　それに関しての一部の好ましい実施形態では、次に図４Ｋを参照すると、Ｕ字形のフェ
ースプレート４５１は、フェースプレートの後面４５５がケージの前面４５７と同一平面
であるように、ケージの前壁４５３内の凹みに受容される。
【００８４】
　一実施形態では、次に図４Ｌを参照すると、フェースプレート４６３は、Ｕ字形を有し
、ケージの前壁４６５の周囲に巻き付く。このフェースプレートは好ましくは、ケージの
前壁に圧入される。フェースプレートのアーム４６２は、ケージの側壁４６４と接触する
。
【００８５】
　一実施形態では、次に図４Ｍを参照すると、フェースプレート４６７は、それから後方
に延在するピン４６９を有し、このピンは、ケージの前面４７３上に提供され、嵌合する
凹み４７１の中に延在する。
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【００８６】
　一部の実施形態では、フェースプレートは、ケージに側面荷重される。
【００８７】
　それに関しての一部の実施形態では、次に図４Ｎを参照すると、フェースプレート４７
５は、それから後方に延在する蟻継ぎ４７７を有し、同時に骨ケージ４８１の前面４７９
がその中に形成される蟻継ぎ凹み４８３を有する。フェースプレートの蟻継ぎは、蟻継ぎ
凹みの中に側面荷重される。
【００８８】
　それに関しての一部の実施形態では、次に図４Ｏを参照すると、フェースプレート４８
５は、タブを延在する穴４８９内に、それから後方に延在するタブ４８７を有する。この
フェースプレートは、ケージの前面４９３にわたって実質的に横方向に、同様に側壁４９
５を部分的に下方に、延在する凹み４９１を有するケージの中に側面荷重される。ケージ
の上面４９６は、ケージの穴がフェースプレートの穴と一直線になることができるように
、その中に開けられた一対の穴４９７を有する。挿入ピン４９８が、これらの整列された
穴の中に挿入される。
【００８９】
　一部の実施形態では、このフェースプレートは、ケージに上面荷重される。
【００９０】
　それに関しての一部の実施形態では、次に図４Ｐを参照すると、フェースプレート３０
１は、それから横方向に延在するタブ３０３及び上部方向にタブから延在する挿入ピン３
０５を有する。同様に、ケージ３０７は、それから横方向に延在するタブ３０９及び上部
方向にタブを通って延在する挿入穴を有する。このケージ及びフェースプレートは、フェ
ースプレートの挿入ピンがケージの挿入穴を通って延在することができるように、圧入方
法で嵌合される。
【００９１】
　それに関しての一部の実施形態では、次に図４Ｑを参照すると、フェースプレート３１
１は、それから横方向に延在するタブ３１３を有する。同様に、ケージ３１７は、それか
ら横方向に延在するタブ３１９を有する。これらのタブは、ケージ及びフェースプレート
が圧入方法で嵌合できるように、フェースプレートのタブがケージのタブと嵌合できるよ
うに、ジグソーパズル方法で形成される。
【００９２】
　それに関しての一部の実施形態では、次に図４Ｒを参照すると、フェースプレート３２
１は、それから後方に延在する蟻継ぎ３２３を有する。同様に、ケージ３２７の前壁３２
５は、ケージの上面３２９から下面に延在するその中に蟻継ぎ凹みを有する。このフェー
スプレートは、蟻継ぎ及び該当凹みが嵌合することができるように、ケージの中に上面又
は底面荷重される。
【００９３】
　それに関しての一部の実施形態では、次に図４Ｓを参照すると、フェースプレート３３
１は、ケージの周囲に巻き付ける本質的にバンドである。ケージ（図示せず）との摩擦適
合を強化する複数の圧潰リブ３３３がフェースプレートの後方部分に提供される。
【００９４】
　それに関しての一部の実施形態では、次に図４Ｔを参照すると、フェースプレート３４
１は、ケージ３４３と外部蟻継ぎを形成する外側アーム３３５を有する。
【００９５】
　それに関しての一部の実施形態では、次に図４Ｕを参照すると、フェースプレート３５
１は、それから後方に延在する複数の蟻継ぎ３５３を有する。同様に、ケージ３５７の前
壁３５５は、ケージの上面３５９から下面に延在するその中に複数の蟻継ぎ凹みを有する
。このフェースプレートは、蟻継ぎ及び該当凹みが嵌合することができるように、ケージ
の中に上面又は底面荷重される。
【００９６】
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　次に図４Ｖを参照すると、一部の実施形態では、本発明の定着された連結は、ケージの
前方部分上に整列された凹みと共に、フェースプレート４０７の後壁４０５上に挿入ピン
４０３を提供することによって行われる。挿入ピンは次に、それらが接触することができ
るように冷却される。挿入ピンは次に、ケージの前方部分内の整列された凹みに挿入され
る。挿入ピンを温めた時点で、伸張し、しっかり固定した摩擦適合を提供する。
【００９７】
　一部の実施形態では、２つの構成要素のアセンブリは、設計のモジュール性に起因して
手術室内で起こる可能性があり、したがって手術中の意思決定を可能にする。
【００９８】
　本明細書に使用されるように、「骨移植片」としては、合成骨（合成ヒドロキシアパタ
イト等）及び自然骨（同種移植片等）の両方が挙げられる。
【００９９】
　本発明の第５の態様
　ねじスペーサ界面が目的通りに機能せず、それ故にねじの後退の危険性があるため、ね
じによって定位置に固定された椎間スペーサを有する患者を再手術すること又は修正する
ことが必要となることもある。ねじの後退は、既知の安全性の問題である。したがって、
外科医は、別の器具を部位にまで通すこと、カム又はカバープレートを回転させることな
どの追加の外科的工程によく携わる必要がある。
【０１００】
　本発明によれば、スペーサに対するねじの改良された固定をもたらし、それ故に後退を
防止する、独立型の椎間融合装置が提供される。この設計は、固定特徴をスペーサのねじ
穴の一部及び基本的ねじの一部として基本的装置設計に組み込み、それ故に特性及び複雑
性を増大させ得る装置に追加の構成要素を追加しない。次に図５Ａ～５Ｂを参照すると、
ねじ穴５００は、少なくとも部分的に（好ましくは完全に）周囲を取り巻き、ねじ穴内に
完全に収容される機械により作製されたリング５０１を含む。次に図５Ｃ～５Ｅを参照す
ると、ねじ５０２に関して、ねじ山５０４の近位端部分５０３は、リングに平行にある近
位側壁５３５を含む。使用中、ねじ山は、穴の中にねじを通過させるためにリングを通り
越す。ねじ山形状全体がリングを通り越すことができるように、ねじが定位置の中にねじ
切られた時点で、ねじ頭の遠位部分は、リングに近位で隣接し、それによって更なる前進
を防止する。更に、ねじが後退を始める場合、ねじ山の最後の回転（即ち、平行な側壁を
有するねじ山の近位端部分）はすぐに、リングに接触して隣接し、それによって後退を防
止する。
【０１０１】
　一部の実施形態では、このリングは、ねじの前進を可能にするためにねじ軸のねじ山の
頂部の付け根及び／又は側面ウェルとの連結をもたらすようにサイズ決めされる。これは
、開口部の中に機械加工されたらせん状のねじ山形状を呈するが、立体らせんである必要
はない。
【０１０２】
　これらの設計特徴によって、これらの実施形態では、ねじとスペーサとの間の界面は、
（ブッシング等の事前の設計と比較して）押し出し強度の優位性、使いやすさ及び後退抵
抗を有する必要がある。これは、それがより少ない故障モードを有する一体的な機械によ
り作製されたリップであるためである。更に、本発明のこの設計は、外科医がスペーサ内
のねじを単純に前進させ、最も低い位置にすることによって、単一の工程でねじを固定す
ることを可能にし、それによって外科医により実行する追加の工程を排除する。更に、こ
の設計は、剛性又は可変のねじを収容でき、外科医の要求に応じて制御されたねじトグル
を可能にするのに十分に強固である。
【０１０３】
　したがって、本発明によれば、対向する椎間端板によって画定された板腔に挿入するた
めの椎間装置が提供され、この装置は、
　ｉ）椎間スペーサであって、
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　　ａ）上面及び下面、前面、並びに前面から上面に延在する第１の穴及び前面から下面
に延在する第２の穴を有する、前壁と、
　　ｂ）上面及び下面を有する後壁と、
　　ｃ）前壁及び後壁を連結する第１の側壁及び第２の側壁であって、それぞれが、上面
及び下面を有する、側壁と、を備える、椎間スペーサと、
　ｉｉ）第１の穴に受容され、遠位先端部、第１のねじ山を有する中間軸、及び近位ヘッ
ドを有する、第１のねじと、
　ｉｉｉ）第２の穴に受容され、遠位先端部、第２のねじ山を有する中間軸、及び近位ヘ
ッドを有する、第２のねじと、を備え、
　前壁が、第１の穴表面を有し、第１の穴表面が、それから延在する第１のリングを有し
、
　第１のねじ山が、リングに実質的に平行する近位側壁を有する近位端部分を有する。
【０１０４】
　一部の実施形態では、ねじ山の近位端部分は、ストレートカット５０３（図５Ｃのよう
に）、レリーフカット、リバースカット５０５（図５Ｄのように）からなる群から選択さ
れる輪郭を有し得る。
【０１０５】
　一部の実施形態では、機械により作製されたリングは、ストレートカット５０７（図５
Ｆのように）、レリーフカット５０９（図５Ｇのように）、リバースカット５０８（図５
Ｈのように）からなる群から選択される輪郭を有し得る。
【０１０６】
　一部の実施形態では、平行な側壁を有するねじ山の近位端部分は、ねじ山の横振れ部分
の実質的全てを含む。
【０１０７】
　したがって、次に図５Ｉ～５Ｋを参照すると、対向する椎間端板によって画定される板
腔に挿入するための椎間装置が提供され、この装置は、
　ｉ）椎間スペーサ５１０であって、
　　ａ）上面５１２及び下面５１３、前面５１４、並びに前面から上面に延在する第１の
穴５１５及び前面から下面に延在する第２の穴５１６を有する、前壁５１１と、
　　ｂ）上面５１８及び下面５１９を有する後壁５１７と、
　　ｃ）前壁及び後壁を連結する第１の側壁及び第２の側壁５２０であって、それぞれが
、上面５２１及び下面５２２を有する、側壁と、を備える、椎間スペーサ５１０と、
　ｉｉ）第１の穴に受容され、遠位先端部５２６、第１のねじ山５２８を有する中間軸５
２７、及び近位ヘッド５２９を有する、第１のねじ５２５と、
　ｉｉｉ）第２の穴に受容され、遠位先端部、第２のねじ山を有する中間軸、及び近位ヘ
ッドを有する、第２のねじと、
　を備え、前壁が、第１の穴表面５３０を有し、第１の穴表面５３０が、それから延在す
る第１のリング５３１を有し、
　第１のねじ山が、リングに実質的に平行する近位側壁５３５を有する近位端部分を有す
る。
【０１０８】
　一部の実施形態では、第１のリングは、後退を防止するために近位側壁に隣接する。好
ましくは、リングは、ねじの前進を可能にするために第１のねじ山の通過を可能にするよ
うにサイズ決めされる。一部の実施形態では、第１のリングは完全に周辺を取り巻き、他
の実施形態では、部分的に周辺を取り巻く。一部の実施形態では、第１のリングは前壁の
一体的部分である。一部の実施形態では、第１のリングは、前壁とは別個に製造される。
【０１０９】
　したがって、本発明は概して、医療移植組織片に関し、この移植組織片は、
　ａ）壁部であって、上面及び下面、前面、並びに前面から壁部の中に延在する第１の穴
を有する、壁部と、
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　ｂ）第１の穴に受容され、遠位先端部、第１のねじ山を有する中間軸、及び近位ヘッド
を有する、第１のねじと、を備え、
　壁部が、第１の穴表面を有し、第１の穴表面が、それから延在する第１のリングを有し
、
　第１のねじ山が、リングに実質的に平行する近位側壁を有する近位端部分を有する。
【０１１０】
　同様に、本発明を使用する方法は概して、壁部を備える移植組織片を定着させる方法に
関し、壁部は、前面及び前面から壁部の中に延在する第１の穴を有し、壁部が、第１の穴
表面を有し、第１の穴表面が、それから延在する第１のリングを有し、この方法は、
　ａ）骨に対して移植組織片を配置する工程と、
　ｂ）遠位先端部、第１のねじ山を有する中間軸、及び近位ヘッドを有する第１のねじを
選択する工程であって、第１のねじ山が、リングに実質的に平行する近位側壁を有する近
位端部分を有する、第１のねじを選択する工程と、
　ｃ）第１の穴を通じて第１のねじを骨に挿入する工程と、を含む。
【０１１１】
　一部の実施形態では、第１のねじは、第１のねじ山の近位端部分がリングを通り過ぎて
前進することができるように、骨に挿入される。一部の実施形態では、第１のねじは、リ
ングが第１のねじ山の近位端部分と近位ヘッドとの間に配設されるように、骨に挿入され
る。一部の実施形態では、この首部分の長さは、望ましい圧縮のレベルに応じて異なる可
能性がある。
【０１１２】
　次に図５Ｌ～５Ｎの後退防止の実施形態を参照すると、ねじ５５３が挿入後に後退する
のを防止するためにらせん状のリング５５１がある。このらせん状のリングのピッチ及び
形状は、ねじが容易に挿入されるように、ねじのそれと整合する。ねじが完全に挿入され
た時点で、ねじ頭５５５の底面は、らせん状のリングの上面５５７と接触する。この時点
で、ねじ上のねじ山５５９は、フェースプレート上の立体らせんを完全に通過し、ねじ頭
の底面とねじ上の最後のねじ山の端部との間に存在する。ねじを取り出すために、ねじ山
は、立体らせんと再び係合する必要がある。軸荷重は、ねじが適切に挿入された時点で、
ねじを後退しないようにする。
【０１１３】
　次に図５Ｏ～５Ｓを参照すると、後退防止の実施形態は、ａ）ねじの頭の遠位表面５６
５に切り込まれる凹み５６３から形成される複数のバネのタブ５６１、及びｂ）フェース
プレート内の嵌合するねじ溝を備える。ねじが骨に挿入されると、ねじ頭の底面は、それ
がフェースプレートを通過できないように、連続リングに押し付けられる。同時に、ねじ
頭のバネタブ上の突出部５６７は、ねじがフェースプレートから後退するのを防止するた
めに、フェースプレート上の嵌合するねじ溝の中に入れられる。
【０１１４】
　次に図５Ｔ～５Ｗを参照すると、この実施形態では、後退防止は、バルシール５６９を
用いて達成される。ねじ溝５７１は、円形バネ５７３が配置されるフェースプレートに切
り込まれる。別のねじ溝５７５は、ねじ５７９の頭５７７に切り込まれる。ねじが挿入さ
れるとき、このねじ頭の底面は、フェースプレート内のリングに接触して完全に載置され
る。この時点で、ねじの頭の形状は、バネを平坦にし、完全に載置された時点で、バネは
、正常な位置に回復し、ねじの頭の上のねじ溝に収容され、それによってねじが後退する
のを防止する。ねじの頭の形状は、バネの中にねじを係止するには最小限の力（４．４５
Ｎ（１ポンド））を必要とするが、バルシールからねじを取り出すには、より大きな力（
１１１Ｎ（２５ポンド））が必要となるように設計され得る。
【０１１５】
　本発明の第６の態様
　前方進入法、椎間板切除、及びスペーサ／ケージの挿入を実施した後、一部の脊椎外科
医は、頭部及び尾椎体の前面を通じて定着させることによる板腔の前面上にプレートを挿
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入しないことを好む。多くの場合、このプレートが突出し過ぎていると見なされ、その特
性が、時として患者に不快感を与え、発語障害を引き起こす場合がある。
【０１１６】
　定着要素及びそのための多数の移植組織片の実施形態によって椎間板腔に対して椎間融
合ケージを固定する方法が開示される。このケージが外科医の選好によって配置され、位
置決めされた後、定着要素（フィン、ピン、ブレード、竜骨、及びフック等）は、ケージ
の近位面に直面して挿入される。この定着要素は、ケージの近位面に実質的に垂直な配向
で、はめ込み器と実質的に一直線上に、ケージに挿入される。この定着要素は次に、ケー
ジの前面上の傾斜特徴によって挿入する間、ケージから外側に偏向させられる。好ましく
は、この傾斜特徴は、上方傾斜面及び下方傾斜面を画定するテーパ形状セクションである
。理想的には、偏向された定着要素は、隣接する椎体を貫通し、圧縮キャップによって定
位置に固定される。
【０１１７】
　それらの望ましい位置に配置された時点で、定着要素は、ケージ上に圧縮を更にもたら
し得る。定着要素は好ましくは、材料で製造され、この機能を行うように設計された形状
を所有する。この定着要素が好ましくは、この圧縮機能を行うようにする材料としては、
ステンレス鋼及びチタン合金等の金属、ポリマー、自家移植片、セラミックス、並びにＨ
Ａ及びＴＣＰ等の吸収性材料が挙げられる。この定着要素が好ましくは、圧縮機能を行う
ようにする形状は、図６Ａ～６Ｗに提供されるものを含む。
【０１１８】
　本発明の定着ケージは、板腔に平行である直接アクセスが提供されるため、外科医がケ
ージ及び定着要素のためにより小さく切開して投与部位を作るのを可能にする。定着要素
のインライン挿入は、外科医が、時として困難な取り組みを経て高角度に定着要素を挿入
せざるを得ない状態を避けることも可能にする。
【０１１９】
　次に図６Ａ～６Ｃを参照すると、椎間移植組織片６００が提供され、この移植組織片は
、
　ａ）前壁６０３、後壁６０５、並びに前壁及び後壁を連結する第１の側壁及び第２の側
壁６０７を有し、前壁が、前面６０９、上面６１１及び下面６１３を有し、前面が、上方
傾斜面６１７及び下方傾斜面６１９を画定するテーパ形状セクション６１５を有する、椎
間スペーサ６０１と、
　ｂ）近位セクション６２３、中間セクション６２５及び遠位セクション６２７を有する
第１のフィン６２１と、
　ｃ）第１の部分６３１及び第２の部分６３３を有する圧縮キャップ６２９と、を備え、
　第１のフィンが、前面のテーパ形状セクションの上方傾斜セクションに接触し、
　第１のフィンの遠位セクションが、前壁の上面の上方に延在し、
　第１のフィンの近位セクションが、圧縮キャップの第１の部分に接触する。
【０１２０】
　一部の実施形態では、この前壁は、それの上方傾斜面と下方傾斜面との間に位置する、
ねじ付き穴６３５を更に備え、圧縮キャップは、遠位ねじ山６３７を備え、このねじ付き
穴は、圧縮キャップのねじ山をねじ込み可能に受容する。このねじ付き連結は、フィンを
ケージに固定する確実な方法を提供する。
【０１２１】
　一部の実施形態では、近位セクション６４１、中間セクション６４３、及び遠位セクシ
ョン６４５を有する第２のフィン６３９が提供され、
　第２のフィンが、前面のテーパ形状セクションの下方傾斜セクションに接触し、第２の
フィンの遠位セクションが、前壁の下面の下に延在し、第２のフィンの近位セクションが
、圧縮キャップの第２の部分に接触する。この第２のフィンは、対向する椎体の間にケー
ジの両面定着を提供する。
【０１２２】
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　一部の実施形態では、このスペーサが、前壁と後壁との間に中空部分６４７を更に備え
、骨移植片が、中空内に収容され、フィンが、骨移植片に圧縮を付与する。したがって、
このフィンは、装置に対する骨移植片圧縮の更なる効果をもたらす。
【０１２３】
　一部の実施形態では、第１のフィンは、凹面６４９及び対向する凸面６５１を備える。
これらの表面は、このフィンが端板に、より垂直な配向で対向する椎体を入れることを可
能にする上方又は下方湾曲をこのフィンに提供する。
【０１２４】
　一部の実施形態では、第１のフィンの凸面は、前壁の前面のテーパ形状部分の上方傾斜
面と接触する。これは、上方傾斜面が椎体の中に延在するにつれて、上方傾斜面がフィン
の角度を決定することを可能にする。
【０１２５】
　次に図６Ｄを参照すると、一部の実施形態では、第１のフィンの凹面及び凸面のうちの
少なくとも１つは、それから延在する歯６５３を有する。これらの歯群は、更なる定着特
徴をフィンにもたらす。好ましくは、第１のフィンの凹面及び凸面のうちの少なくとも１
つは、それから延在する複数の歯群を有する。
【０１２６】
　次に図６Ｇを参照すると、一部の実施形態では、第１のフィンの凹面及び凸面のうちの
少なくとも１つは、その中にねじ溝６５５を有する。このねじ溝は、更なる定着特徴をフ
ィンに供給し、実施するために意図的な曲げ／屈曲を可能にするように設計される場合が
ある。
【０１２７】
　次に図６Ｄを参照すると、一部の実施形態では、第１のフィンは、凹面と凸面との間に
延在する少なくとも１つの側面６５７を更に備え、少なくとも１つの側面は、その上に歯
６５９を備える。これらの歯群は、更なる定着特徴をフィンに供給する。
【０１２８】
　次に図６Ｅを参照すると、一部の実施形態では、第１のフィンの遠位セクションは、フ
ォークを形成する少なくとも２つの歯６６０を備える。このフォークは、定着する２つの
先端部を提供し、以前の手術から存在するハードウェアがその隙間内にあるとき、効果を
もたらす。
【０１２９】
　次に図６Ｆを参照すると、一部の実施形態では、第１のフィンの近位部分は、それから
横方向に延在するウィング６６１を有する。このウィングは、ラッチ及び転心を提供する
。それに関して一部の実施形態では、ウィングは、テーパ形状の前壁表面への保持を提供
するために可撓性である。
【０１３０】
　次に図６Ｈを参照すると、一部の実施形態では、第１のフィンの遠位部分は、テーパ形
状６６４である。このテーパは、骨セグメントへの挿入を容易にする。一部の実施形態で
は、図６Ｈの実施形態は、図６Ｘに示されるように、フィンに対して横断する複数の通り
穴を有し得る。この実施形態では、定着ブレードを通過する一連の幾何学的模様付きの穴
６８１がある。これらの通り穴は、骨の隙間がブレードを通じて成長することを可能にし
、より硬い定着及びより完全な融合をもたらす。これらのブレード又は少なくともこれら
の穴は、この骨成長を開始するのに役立つために骨導電性コーティングを有し得る。
【０１３１】
　次に図６Ｉを参照すると、一部の実施形態では、第１のフィンの近位部分は、可撓性及
び／又は保持をもたらすために、その中に長手方向のねじ溝６６６を有する。
【０１３２】
　一部の実施形態では、第１のフィンの近位セクションは、前面のテーパ形状セクション
の上方傾斜セクションに接触する。一部の実施形態では、第１のフィンの中間セクション
は、前面のテーパ形状セクションの上方傾斜セクションに接触する。
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【０１３３】
　一部の実施形態では、第１のフィンは、前壁の上方傾斜セクションによって確定される
角度で前壁の上面の上に延在する。これは、フィンが移植組織片によって予め定められる
椎体の中に延在する角度を可能にする。
【０１３４】
　一部の実施形態では、椎間スペーサの前壁、後壁、並びに第１の側壁及び第２の側壁の
うちの少なくとも１つは、歯付き６６７である上面６６３及び下面６６５を更に備える。
これらの歯群は、椎体に対してケージの更なる定着をもたらす。一部の実施形態では、椎
間スペーサの前壁、後壁、並びに第１の側壁及び第２の側壁のうちのそれぞれは、歯付き
である上面及び下面を更に備える。
【０１３５】
　図６Ｖ及び６Ｗは、ブレード版の圧縮キャップの別の実施形態を開示する。両図は、そ
れを通過し、ケージの前面上の開口部に付着する、締結具（即ち、ねじ）を有する。図６
Ｖは、キャップ６６８を開示し、図６Ｗは、キャップ６７０を開示する。
【０１３６】
　本発明のケージの挿入は、以下の手順に従い得る。次に図６Ｊを参照すると、挿入装置
６７０に隣接する本発明のスペーサ６０１が提供される。次に図６Ｋを参照すると、スペ
ーサは、アセンブリ６７１を形成するために挿入装置に付着される。次に図６Ｌ及び６Ｍ
を参照すると、アセンブリは、椎間板腔ＤＳに挿入される。次に図６Ｎ及び６Ｏを参照す
ると、第１のフィン６２１は、挿入装置のねじ溝６７３に挿入される。次に図６Ｐ～６Ｒ
を参照すると、フィンは、はめ込み器のロッド６７５によって定位置に圧入される。次に
図６Ｓ～６Ｕを参照すると、圧縮キャップ６７７は、スペーサに対してフィンを係止する
ためにアセンブリに挿入される。
【０１３７】
　本発明のケージは好ましくは、頚椎に使用するのに適しているが、同様に腰椎及び胸椎
に使用されてもよい。
【０１３８】
　本発明のケージは好ましくは、一対の骨接合用ねじでの使用に適しているが、２つを超
える締結具で使用されてもよい。場合によっては、本発明のケージは、「１つが上方に／
２つが下方に」又は「２つが上方に／１つが下方に」のいずれかで提供される３つの骨接
合用ねじで締結される。
【０１３９】
　一部の実施形態では、次に図７Ａ及び７Ｂを参照すると、本発明の融合ケージで使用さ
れるねじ７０１は、修正され、ねじのねじ山は、実質的に周囲を取り巻くリブ７０３又は
逆とげと置き換えられる。これらの実施形態では、この装置は、その定着強度のためのね
じ付き手段とは対照的に、フィン、逆とげ、又はリブを使用する。この装置は、ねじ付き
の代わりにプレドリル穿孔された穴に穿刺され得る。これは、ねじ付き穴から取り外し、
かつ定着強度を失う危険性がなく、より速くかつより容易な定着装置の挿入につながり得
る。逆とげの数及び逆とげの形状は、挿入のためのより少ない力を必要としつつ、可能な
限り最高の定着強度を得るように設計され得る。
【０１４０】
　一部の実施形態では、このスペーサは、前壁と後壁との間に連続的に延在する骨を備え
、フィンは、骨に圧縮を付与する。
【０１４１】
　本発明の第７の態様
　次に図８を参照すると、本発明の椎間融合装置が提供され、この装置は、
　ｉ）椎間スペーサ７５１であって、
　　ａ）上面及び下面、前面、並びに前面から上方に延在する第１の通り穴及び前面から
下方に延在する第２の通り穴を有する、前壁７５３と、
　　ｂ）上面及び下面を有する後壁と、
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　　ｃ）前壁及び後壁を連結する第１の側壁及び第２の側壁であって、それぞれが、上面
及び下面を有する、側壁と、を備える、椎間スペーサと、
　ｉｉ）第１の通り穴に受容される第１の骨アンカー７５５と、
　ｉｉｉ）第２の通り穴に受容される第２の骨アンカー７５７と、を備え、
　後壁、並びに第１の側壁及び第２の側壁が一体的本体７５９を形成する。
【０１４２】
　一実施形態では、２片のスペーサは、横断ピンによって連結される相互鎖錠面を有する
。図９は、一体的本体７５９及び前壁７５３が一対のピン７６１によって連結される、図
８のスペーサの分解図を開示する。前壁７５３は、その中に穴を有する舌部特徴７５４を
有し、一体的本体の前方部分７５６は、その中に穴７６０を有するねじ溝特徴７５８を有
し、舌部及びねじ溝がピンを相互鎖錠し、受容するとき、この穴は一直線になる。
【０１４３】
　他の実施形態では、これらの構成要素は、一方向のスナップ式の特徴で組み立てられ得
る。
【０１４４】
　図１０は、ピン７６１が前壁７５３の舌部特徴内に受容される様子を開示する。
【０１４５】
　図１１は、スペーサが一体的本体７５９に連結される前壁７５３を備え、一体的本体が
実質的に固体であり、２つの側壁及び１つの後壁を備え、同種骨で製造される、本発明の
実施形態を開示する。
【０１４６】
　図１２Ａ～Ｃは、本発明のはめ込み器の先端部７６０を開示する。このはめ込み器の先
端部は、２つの遠位歯７６３を形成する近位バレル７６１を備える。それぞれの歯は、移
植組織片を掴むための付着特徴７６５及び骨接合用ねじを受容するための円環７６７を有
する。
【０１４７】
　本発明の第８の態様
　従来の頸部ケージは典型的に、ねじによって隣接する椎骨の中に固着されるプレートを
用いて定位置に保持される。しかしながら、特定の頚椎間融合ケージは、プレートを使用
せずにねじをケージに入れ、椎骨の中に固着することを可能にする角度をなしたねじ穴を
有する。これらのケージはよく、「独立型」ケージと呼ばれる。プレートを有益に除去す
ることは、下部プロファイル移植組織片、より少ない移植組織片の構成要素、及びより低
コストをもたらす。しかしながら、独立型ケージは、挿入されたねじがケージから後退す
るのを防止する、ねじ保持機構を保有することが重要であり、ケージの弛緩、又は更には
食道穿孔を引き起こす場合がある。
【０１４８】
　本発明は、ケージ内のこれらの固着ねじを保持する保持要素を備える。それは好ましく
は、追加の構成要素、即ち、保持プレート８０１を含み、図１３Ａに単独で示される。保
持プレートは、ケージの前面８０３上に摺動自在に取り付けられ、図１３Ｂに単独で示さ
れる。ケージの前面上の保持プレートのアセンブリは、図１３Ｃ及び１３Ｄに示される。
このプレートは、蟻継ぎ又は軌道等の従来の取付け機構を使用してケージに摺動自在に取
り付けることができる。この保持プレートは、ケージ内に提供されるそれぞれのねじ穴８
０５につき１つの、いくつかの通り穴８０４を備える。このケージは、ケージの穴と整列
していないプレート穴によって挿入され得る。この状態では、プレートは、その「保持す
る」又は「閉じた」位置にある。挿入後、プレートは、「開放」位置に移動し、それによ
ってプレート内の穴は、図１３Ｃのように、ケージ内の穴と整列する。これは、ねじの挿
入位置である。このアンカーねじは次に、それらがケージを椎骨の中に固着することがで
きるように、保持プレート及びケージ内の整列した穴を通じて挿入される。最後に、プレ
ートは、プレートの通り穴が再び、ケージのねじ穴と整列しないように、（図１３Ｄの）
その「保持する」位置に移動する。整列していないねじ穴は、ねじがケージから後退する
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のを防止する。
【０１４９】
　したがって、本発明によれば、対向する椎間端板によって画定された板腔に挿入するた
めの椎間装置が提供され、この装置は、
　ｉ）椎間スペーサであって、
　　ａ）上面及び下面、前面、並びに前面から上面に延在する第１の穴及び前面から下面
に延在する第２の穴を有する前壁と、
　　ｂ）上面及び下面を有する後壁と、
　　ｃ）前壁及び後壁を連結する第１の側壁及び第２の側壁であって、それぞれが、上面
及び下面を有する、側壁と、を備える、椎間スペーサと、
　ｉｉ）第１の穴に受容され、遠位先端部、第１のねじ山を有する中間軸、及び近位ヘッ
ドを有する、第１のねじと、
　ｉｉｉ）第１の摺動自在な位置及び第２の摺動自在な位置でスペーサの前面に摺動自在
に取り付けられ、第１の穴及び第２の穴を有する、保持プレートと、を備え、
　第１の摺動自在な位置では、プレートの第１の穴が、スペーサの第１の穴と整列して、
それらの穴をねじが通過することを可能にし、
　第２の摺動自在な位置では、プレートの第１の穴が、スペーサの第１の穴と整列せず、
ねじの後退を防止する。
【０１５０】
　更に、機構は、プレートが手術後にそれの初期の開放位置に逆戻りするのを防止する。
いくつかのそのような機構は、内側横方向（図１３Ｃ及び１３Ｄのように）で構成要素の
係合を配向し、他の機構は、前後方向で構成要素の連結を配向する。
【０１５１】
　一部の実施形態では、図１３Ａ～Ｄのように、ケージの前面上の突出部型の鎖錠特徴８
１１は、プレート上の鎖錠アーム８１５上の嵌合する凹み８１３を係合し、それによって
プレートが「開放」位置に戻るのを防止する。この鎖錠機構は、望ましい鎖錠を製造する
ために内側横方向又は前後方向に移動する特徴を含む、多数の異なる実施形態によって提
供され得る。
【０１５２】
　例えば、第１の（内側横方向）実施形態では、次に図１３Ａ～Ｄを参照すると、ケージ
の前面上に提供され、突出する嵌合特徴８１１は、装置がその「保持する」位置にあると
き、プレート上に提供される、埋め込まれた嵌合特徴８１３を係合するために横方向に移
動し、それによってプレートが「開放」位置に戻るのを防止する。典型的に、これらの特
徴のうちの１つは、嵌合特徴が定位置にはめ込むことができるように、可撓性又はバネの
ような要素として提供され、それによってプレート及びケージの相対位置を係止する。こ
れらの嵌合特徴もまた、「開放」位置と「保持する」位置との間のプレートを指示するよ
うに設計され得る。それに関しての一部の実施形態では、突出部は、凹みを係合するため
にプレートにわたって横方向に移動する可撓性アームの端部で提供され得る。別の方法と
しては、ケージの前面上に提供され、埋め込まれた嵌合特徴は、装置がその「保持する」
位置にあるとき、プレート上に提供される突出する嵌合特徴を係合する可能性があり、再
びプレートの相対位置を係止する。
【０１５３】
　第２の（前後方向）実施形態では、移動可能な突出（ボール戻り止め等）は、前後方向
に移動し、プレート内の凹みを係合するためにケージ内に取り付けられ、再び２つの位置
のプレートを指示する。別の方法としては、前後方向の偏向方向で鎖錠プレートに切り込
まれる鎖錠アームは、ケージに切り込まれる凹みに係合し得る。
【０１５４】
　本発明を用いる一方法では、このプレート及びケージのアセンブリは、板腔の中に最初
に荷重される。ケージ挿入及びねじ配置に使用される挿入器具は、ケージの前面を横切っ
て横方向に摺動する追加の機構を有する。プレートが「開放」位置の中に摺動するとき、
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ねじは、それを通して挿入される。プレートが次に、「保持する」位置の中に摺動すると
き、プレート及びケージ内の穴は、整列せず、それによってねじが後退するのを防止する
。
【０１５５】
　したがって、一部の実施形態では、プレートは、スペーサの前面にわたって内側横方向
に摺動自在であり、他の実施形態では、プレートは、スペーサの前面にわたって上下方向
に摺動自在である。
【０１５６】
　一部の実施形態では、スペーサ及びプレートは、整列していない状態で穴を保持するた
めの鎖錠特徴を含む。好ましくは、この鎖錠特徴は、鎖錠アーム又はボール戻り止めを備
える。一部の実施形態では、鎖錠特徴は、内側横方向に係止し、他の実施形態では、鎖錠
特徴は、前後方向に係止し、更に他の実施形態では、鎖錠特徴は、上下方向に係止する。
【０１５７】
　一部の実施形態では、鎖錠特徴は、突出部及び凹みを備える。
【０１５８】
　別の実施形態では、次に図１４Ａ～１５Ｂを参照すると、保持プレート８２３の側壁８
２１は、活発なバネ８２５を備える。このプレートは、ケージの前面にわたって横方向に
延在する一対の平行なレール（図示せず）を摺動自在に係合するように適合される。プレ
ートの横方向の動作は、ラッチ８２６によって阻止される。プレート上の通り穴８２７の
配置は、ａ）（図１４Ｂのように）バネを完全に圧縮するためにプレートが偏向されると
き、プレートの通り穴がケージのねじ穴８２９と一直線になり、ｂ）（図１５Ｂのように
）バネの伸張を可能にするためにバイアスが解放されるとき、プレートの通り穴がケージ
のねじ穴と整列しないように、予め定められる。
【０１５９】
　図１６は、「活発なバネ」８３３を備える側壁８３１を有するプレート８３０の別の実
施形態を提示する。プレートの対向する側壁８３５は、グラバー器具上の面取りされた表
面と嵌合する面取り特徴８３７を有する。図１６のこの実施形態を用いるとき、次に図１
７を参照すると、装置は典型的に、それの偏向されない位置のプレートによって取り付け
られる。ねじをケージの中に挿入する前に、グラバー器具の対向あご８４１は、プレート
の面取りされた表面８３７及びケージの側壁８３４と接触するために、装置の周囲に配置
される。グラバー器具は次に、バネ８３３を圧縮するためにそのあご８４１が圧縮される
ように作動する。この偏向された位置に、穴が整列し、ねじは、その穴を通してケージに
挿入され得る。挿入する際に、このグラバーのあごは、バイアスをバネから解放し、穴が
整列していないその元の位置にプレートを戻すために、解放され得、それによってねじの
後退を防止する。
【０１６０】
　他の実施形態では、活発なバネは、独立型の圧縮バネ又はリーフスプリングと置き換え
られる。
【０１６１】
　別の実施形態では、次に図１８を参照すると、このプレートは、上述されたグラバー器
具の必要性を除去するために変更され得る。この実施形態では、プレートの通り穴８５１
には、挿入されているねじの遠位先端部８５５と嵌合する片側の面取り部８５３が設けら
れている。この先端部を通り穴に継続的に挿入することは、バネ８６１を圧縮させ、プレ
ート８５７を横方向に摺動させ、それによってプレートの穴をケージの穴８５９で一直線
にする。ねじの頭がプレートの面取りされた穴を通った時点で、整列しない穴を引き起こ
すためにプレートの活発なバネ構成要素８６１が伸長し、ねじの後退を防止する。
【０１６２】
　したがって、本発明によれば、プレートは、第１の側壁及び第２の側壁を更に備え、第
１の側壁が活発なバネを備える。それに関しての一部の実施形態では、プレートの第２の
側壁は、グラバー器具と嵌合するための特徴（好ましくは、面取り部）を備える。他の実
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施形態では、プレートの穴は、ねじの遠位先端部と嵌合するように適合される面取り部を
備える。
【０１６３】
　本発明の第９の態様
　二次ワッシャを備える定着ケージに関連する先行技術の参照としては、米国特許公開第
２０１０－００５７２０６号、同第２００９－００８８８４９号、同第２０１０－０１４
５４５９号、米国特許第６７３０１２７号、同第７６６２１８２号、同第６９７２０１９
号、米国特許公開第２００８－０２４９５６９号、同第２００９－０１０５８３１号、米
国特許第７３０６６０５号、同第７２８８０９４号、米国特許公開第２０１０－０３１２
３４５号、同第２０１０－０２８６７７７号、米国特許第６９４５９７３号、米国特許公
開第２０１０－０１０６２４９号、米国特許第６８４９０９３号、同第６９８４２３４号
、米国特許公開第２００９－０１０５８３０号、同第２００９－０２１００６２号、米国
特許第７６７４２７９号、同第７４５２３７０号、同第６５５８４２３号、同第６８９０
３３５号、同第６６２９９９８号が挙げられる。
【０１６４】
　従来の定着ケージは、角度をなした骨係合ねじを捕捉し、それらのねじが後退しないこ
とを確実にするためのいくつかの手段を有する。従来の後退防止機構としては、組み立て
られた回転カバープレート、カム、ブッシング、伸長するねじ、及び止めねじが挙げられ
る。１つの特定の後退防止手段は、ケージ自体にスナップ式に留めるか、ねじ等の追加の
ハードウェアを使用してケージに結合させ、ケージのフェースプレートに固定させるかの
、いずれかの二次カバープレートである。二次カバープレートは、ねじ頭の最近位部分を
完全に又は部分的に覆うことができ、理論的には任意のねじの後退を防止し得る。
【０１６５】
　上述したように、上記の図５Ｃ～Ｅは、ねじ山の近位端部分が平行な側壁を有する特定
の後退防止機構を利用する一部の実施形態を記載する。ねじ山形状全体がリングを通り越
すことができるように、ねじが定位置の中にねじ切られた時点で、ねじ頭の遠位部分は、
リングに近位で隣接し、それによって更なる前進を防止する。更に、ねじが後退を始める
場合、ねじ山の最後の回転（即ち、平行な側壁を有するねじ山の近位端部分）はすぐに、
リングに接触して隣接し、それによって後退を防止する。
【０１６６】
　本発明では、このリングは、ねじ穴に対して前方に位置決めされる独立型のワッシャに
よって置き換えられる。
【０１６７】
　定着ねじに（ケージに直接ではなく）付着する前方頸部融合の領域に既知の二次ワッシ
ャ及び／又はプレートはない。そのようなワッシャは、ねじの首の近似的に周囲に浮かび
、又はねじの頭と一体であり得る。このワッシャは、他の角度をなした定着ねじのうちの
１つ以上を覆い、したがって、ねじの後退を防止する。
【０１６８】
　したがって、装置が上述したねじ内の遅れ特徴及びケージのボア内のらせん状の特徴を
保有する場合、この装置は、二次ワッシャを更に備え得る。二次ワッシャの目的は、ねじ
の後退に更に抵抗することである。
【０１６９】
　二次ワッシャは好ましくは、最終定着ねじの近位軸に緩く付着され得る。二次ワッシャ
の組合せは、装置アセンブリを完成するためにケージ構造物に追加される最後の品目であ
る。このワッシャは、ねじ頭の遠位の定着ねじの所定の区域に浮かぶように設計され、理
想的には特別な装置によってのみ取り外される。
【０１７０】
　したがって、次に図１９Ａ～Ｃ、２０及び２１を参照すると、対向する椎間端板によっ
て画定された板腔に挿入するための椎間装置が提供され、この装置は、
　ｉ）椎間スペーサ９００であって、
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　　ａ）前壁９０１であって、上面９０３及び下面９０５、前面９０７、並びに前壁の前
面から上面又は下面に延在する第１のねじ穴９０９を有する、前壁９０１と、
　　ｂ）上面９１３及び下面９１５を有する後壁９１１と、
　　ｃ）前壁及び後壁を連結する第１の側壁及び第２の側壁９１７であって、それぞれが
、上面９１９及び下面９２１を有する、側壁と、を備える、椎間スペーサ９００と、
　ｉｉ）第１のねじ穴に受容され、遠位先端部９２５、第１のねじ山９２９を有する中間
軸９２７、及び近位ヘッド９３１を有する、第１のねじ９２３と、
　ｉｉｉ）本体部分９３５、開口部９３７、近位面９３９、及び遠位面９４１を有し、そ
の開口部が第１のねじ穴と整列するように、前面に対して前方に位置決めされる、ワッシ
ャ９３３と、を備え、
　ねじの軸が、遠位ワッシャの開口部に受容される。
【０１７１】
　このワッシャは、該当ねじ穴を取り囲む壁部の領域に接触して、ケージの前壁の前（近
位）面上に載置するように設計される。それは、スナップ式の留め具の特徴９５１及びケ
ージの上面又は下面（図２０及び２１に示す）上に存在する該当凹み９５３によって定位
置に保持され得る。
【０１７２】
　一部の実施形態では、ワッシャは、最終載置の際に適切な位置決めを確実にするために
、ケージ内の該当特徴に隣接する設計特徴を更に備える。そのような一実施形態では、図
２２のように、ワッシャの周辺部は、ケージの前方部分の凹み内に整合し、載置する、輪
郭９６１を有する。
【０１７３】
　一部の実施形態では、設計特徴は、ワッシャの回転に抵抗する場合がある。そのような
一実施形態では、ワッシャの遠位面は、ケージの前面の該当凹み内に整合し、載置する少
なくとも１つの突出部９６３を有する。
【０１７４】
　別の実施形態では、ワッシャの近位面又は遠位面は、ねじの後退を遮断する役割を果た
す少なくとも１つの突出部９６５を有する。
【０１７５】
　また、一部の実施形態では、ワッシャは、ねじ連結特徴を備える。ねじの最終回転の定
着の際に、ねじは、角度をなした軌道でワッシャ内の開口部を通過する。開口部を取り巻
くワッシャの特徴は、ねじの容易な反時計回りの取り出しを防止するために、ねじの特徴
をそれの最終回転度内に係合し得る。
【０１７６】
　ワッシャがねじ頭と一体であるとき、この頭は、それから延在する少なくとも１つのフ
ランジ（即ち、ワッシャ）を備え、このフランジは、近位面及び遠位面を有する。
【０１７７】
〔実施の態様〕
（１）　椎間装置であって、
　ａ）前壁、後壁、並びに前記前壁及び前記後壁を連結する第１の側壁及び第２の側壁を
有し、前記前壁が、前面、上面及び下面、前記前面から上方に延在する第１の通り穴、並
びに前記前面から下方に延在する第２の通り穴を有する、椎間スペーサと、
　ｂ）前記第１の通り穴に受容され、遠位先端部、上にねじ山形状（threadform）を有す
る中間軸、及び近位ヘッドを有する、第１のねじと、を備え、
　前記第１のねじの前記軸が角度をなしている、椎間装置。
（２）　前記角度をなした軸が可撓性材料で製造される、実施態様１に記載の装置。
（３）　前記角度をなした軸が継手を含む、実施態様１に記載の装置。
（４）　前記角度をなした軸が自在継手を含む、実施態様１に記載の装置。
（５）　前記角度をなした軸が玉継手を含む、実施態様１に記載の装置。
【０１７８】
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（６）　前記スペーサが、前記後壁、前記第１の側壁及び第２の側壁から本質的になるケ
ージを備え、前記前壁が、前記ケージに嵌合される別個に製造されたフェースプレートで
ある、実施態様１に記載の装置。
（７）　前記第１の通り穴が、前記前壁の前記上面を通じて上方に延在し、前記第２の通
り穴が、前記前壁の前記下面を通じて下方に延在する、実施態様１に記載の装置。
（８）　前記前壁が、後面を備え、前記第１の通り穴が、前記前壁の前記後面を通じて上
方に延在し、前記第２の通り穴が、前記前壁の前記後面を通じて下方に延在する、実施態
様１に記載の装置。
（９）　ｃ）前記第２の通り穴に受容され、遠位先端部、上にねじ山形状を有する中間軸
、及び近位ヘッドを有する、第２のねじを更に備え、
　前記第２のねじの前記軸が角度をなしている、実施態様１に記載の装置。
（１０）　医療移植組織片であって、
　ｃ）壁部であって、上面及び下面、前面、並びに前記前面から前記壁部の中に延在する
第１の穴を有する、壁部と、
　ｄ）前記第１の穴に受容され、遠位先端部、第１のねじ山を有する中間軸、及び近位ヘ
ッドを有する、第１のねじと、を備え、
　前記軸の一部分が、前記第１の穴に対してある角度で配設される、医療移植組織片。
【０１７９】
（１１）　前記第１の穴が、前記前面に垂直ではない角度で前記壁部の中に延在する、実
施態様１０に記載の移植組織片。
（１２）　前記第１のねじの前記軸が角度をなしている、実施態様１０に記載の移植組織
片。
（１３）　前記第１のねじの前記軸が可撓性である、実施態様１０に記載の移植組織片。
（１４）　壁部を有する医療移植組織片を定着させる方法であって、前記壁部が、前面及
び該前面から前記壁部の中に延在する第１の穴を有し、前記方法が、
　ｄ）前記移植組織片を患者に移植する工程と、
　ｅ）軸を有する第１のねじを前記第１の穴に挿入する工程と、を含み、
　前記軸の一部分が、挿入中に前記第１の穴に対してある角度で配設される、方法。
（１５）　前記軸が可撓性である、実施態様１４に記載の方法。
【０１８０】
（１６）　椎間装置であって、
　ａ）前壁、後壁、並びに前記前壁及び前記後壁を連結する第１の側壁及び第２の側壁を
有し、前記前壁が、前面、上面及び下面、前記前面から上方に延在する第１の通り穴、並
びに前記前面から下方に延在する第２の通り穴を有する、椎間スペーサと、
　ｂ）前記第１の通り穴に受容され、遠位先端部、上に複数の逆とげを有する中間軸、及
び近位ヘッドを有する、第１の釘と、を備え、
　前記第１の釘の前記軸が角度をなしている、装置。
（１７）　対向する脊椎端板によって画定された板腔（disc space）に挿入するための椎
間装置であって、
　ｉ）椎間スペーサであって、
　　ａ）上面及び下面、前面、並びに前記前面から上方に延在する第１の通り穴及び前記
前面から下方に延在する第２の通り穴を有する、前壁と、
　　ｂ）上面及び下面を有する後壁と、
　　ｃ）前記前壁及び前記後壁を連結する第１の側壁及び第２の側壁であって、それぞれ
が、上面及び下面を有する、側壁と、を備える、椎間スペーサと、
　ｉｉ）前記第１の通り穴に受容される第１の骨アンカーと、
　ｉｉｉ）前記第２の通り穴に受容される第２の骨アンカーと、を備え、
　前記前壁の前記上面及び下面が、前記対向する脊椎端板と接触し、
　前記前壁の前記上面及び下面のうちの少なくとも１つが、制御された沈下特徴を備え、
　前記前壁が、固有強度を有する材料を特徴とし、前記スペーサの残部が、固有強度を有
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する材料を特徴とし、前記前壁の前記材料の前記固有強度が、前記スペーサの残部の前記
材料の前記固有強度を超える、椎間装置。
（１８）　前記前壁の前記上面又は下面のそれぞれが、制御された沈下特徴を備える、実
施態様１７に記載の装置。
（１９）　前記制御された沈下特徴が、沈下が増大するにつれて、前記スペーサと前記端
板との間の接触領域を増大させるように作用する、実施態様１８に記載の装置。
（２０）　前記制御された沈下特徴が、前記前壁の前記上面又は前記下面から外側に延在
する、鋭角の突出部を備える、実施態様１７に記載の装置。
【０１８１】
（２１）　前記制御された沈下特徴が、角錐、円錐及びくさびからなる群から選択される
、実施態様１７に記載の装置。
（２２）　前記前壁が前記側壁に付着するための付着特徴を備える、実施態様１７に記載
の装置。
（２３）　少なくとも１つの側壁が制御された沈下特徴を備える、実施態様２２に記載の
装置。
（２４）　対向する脊椎端板によって画定された板腔に挿入するための椎間装置であって
、最前面を有し、
　ｉ）椎間ケージであって、
　　ａ）上面及び下面を有する後壁と、
　　ｂ）前記前壁及び前記後壁を連結する第１の側壁及び第２の側壁であって、それぞれ
が、上面及び下面を有する、側壁と、を備える、椎間ケージと、
　ｉｉ）前記側壁のそれぞれに付着して、前記装置の前記最前面を形成し、上面及び下面
、並びに前面を有する、フェースプレートと、
　ｉｉｉ）前記ケージから上方及び後方に延在する第１の骨アンカーと、
　ｉｖ）前記ケージから下方及び後方に延在する第２の骨アンカーと、を備え、
　前記フェースプレートの前記上面及び下面が、前記対向する脊椎端板と接触し、
　前記フェースプレートの前記上面及び下面のうちの少なくとも１つが、制御された沈下
特徴を備える、椎間装置。
（２５）　対向する脊椎端板によって画定された板腔に挿入するための椎間装置であって
、
　ｉ）椎間スペーサであって、
　　ａ）上面及び下面、前面、並びに前記前面から上方に延在する第１の通り穴及び前記
前面から下方に延在する第２の通り穴を有する、前壁と、
　　ｂ）上面及び下面を有する後壁と、
　　ｃ）前記前壁及び前記後壁を連結する第１の側壁及び第２の側壁であって、それぞれ
が、上面及び下面を有する、側壁と、を備える、椎間スペーサと、
　ｉｉ）前記第１の通り穴に受容される第１の骨アンカーと、
　ｉｉｉ）前記第２の通り穴に受容される第２の骨アンカーと、を備え、
　前記前壁の前記上面及び下面が、前記対向する脊椎端板と接触し、
　前記前壁の前記上面及び下面が、前壁の高さを画定し、前記後壁の前記上面及び下面が
、後壁の高さを画定し、
　前記前壁の高さが、前記後壁の高さを超える、椎間装置。
【０１８２】
（２６）　前記フェースプレートの前記上面及び下面のうちの少なくとも１つが、制御さ
れた沈下特徴を備える、実施態様２５に記載の装置。
（２７）　椎間装置を板腔に挿入する方法であって、前記装置が、
　ｉ）椎間スペーサであって、
　　ａ）上面及び下面、前面、並びに前記前面から上方に延在する第１の通り穴及び前記
前面から下方に延在する第２の通り穴を有する、前壁と、
　　ｂ）上面及び下面を有する後壁と、
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　　ｃ）前記前壁及び前記後壁を連結する第１の側壁及び第２の側壁であって、それぞれ
が、上面及び下面を有する、側壁と、を備える、椎間スペーサと、
　ｉｉ）前記第１の通り穴に受容される第１の骨アンカーと、
　ｉｉｉ）前記第２の通り穴に受容される第２の骨アンカーと、を備え、
　前記前壁の前記上面及び下面のうちの少なくとも１つが、制御された沈下特徴を備え、
　前記前壁が、前記スペーサの残部とは別個の構成要素として製造され、
　前記方法が、
　ａ）対向する脊椎端板の間に前記板腔を作製する工程と、
　ｂ）前記前壁の前記上面及び下面が前記対向する脊椎端板と接触するように、前記装置
を前記板腔に挿入する工程と、を含む、方法。
（２８）　前記前壁が、固有強度を有する材料を特徴とし、前記スペーサの前記残部が、
固有強度を有する材料を特徴とし、前記前壁の前記材料の前記固有強度が、前記スペーサ
の前記残部の前記材料の前記固有強度を超える、実施態様２７に記載の方法。
（２９）　対向する脊椎端板によって画定された板腔に挿入するための椎間装置であって
、
　ｉ）椎間スペーサであって、
　　ａ）上面及び下面、前面、並びに前記前面から上方に延在する第１の通り穴及び前記
前面から下方に延在する第２の通り穴を有する、前壁と、
　　ｂ）上面及び下面を有する後壁と、
　　ｃ）前記前壁及び前記後壁を連結する第１の側壁及び第２の側壁であって、それぞれ
が、上面及び下面を有する、側壁と、を備える、椎間スペーサと、
　ｉｉ）前記第１の通り穴に受容され、遠位先端部、中間軸、及び近位ヘッドを有する、
第１の骨アンカーと、
　ｉｉｉ）前記第２の通り穴に受容され、遠位先端部、中間軸、及び近位ヘッドを有する
、第２の骨アンカーと、を備え、
　前記第１の骨アンカー及び前記第２の骨アンカーのうちの少なくとも１つが、改良され
た定着特徴を有する、椎間装置。
（３０）　前記第１の通り穴が、前記前壁の前記上面を通じて上方に延在し、前記第２の
通り穴が、前記前壁の前記下面を通じて下方に延在する、実施態様２９に記載の装置。
【０１８３】
（３１）　前記前壁が、後面を備え、前記第１の通り穴が、前記前壁の前記後面を通じて
上方に延在する、実施態様２９に記載の装置。
（３２）　前記第２の通り穴が、前記前壁の前記後面を通じて下方に延在する、実施態様
３１に記載の装置。
（３３）　前記骨アンカーが、骨内部成長物質によってコーティングされたねじである、
実施態様２９に記載の装置。
（３４）　前記骨アンカーが、セメント及び／又は生物学的注入剤及び／又は骨内部成長
材料のいずれかとともに使用するための有窓ねじである、実施態様２９に記載の装置。
（３５）　前記骨アンカーが移動を防止するための伸張ねじである、実施態様２９に記載
の装置。
【０１８４】
（３６）　前記骨アンカーが、経皮的又は他の低侵襲的処置に使用するためのカニューレ
を取り付けたねじ（cannulated screw）である、実施態様２９に記載の装置。
（３７）　前記骨アンカーが吸収性ねじである、実施態様２９に記載の装置。
（３８）　前記骨アンカーが、抗菌剤によってコーティングされたねじである、実施態様
２９に記載の装置。
（３９）　前記骨アンカーが、釘であり、前記釘が、それから延在するフィンを有する、
実施態様２９に記載の装置。
（４０）　抗菌剤によってコーティングされる、実施態様２９に記載の装置。
【０１８５】
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（４１）　対向する脊椎端板によって画定された板腔に挿入するための椎間装置であって
、
　ｉ）椎間スペーサであって、
　　ａ）上面及び下面、前面、並びに前記前面から上方に延在する第１の通り穴及び前記
前面から下方に延在する第２の通り穴を有する、前壁と、
　　ｂ）上面及び下面を有する後壁と、
　　ｃ）前記前壁及び前記後壁を連結する第１の側壁及び第２の側壁であって、それぞれ
が、上面及び下面を有する、側壁と、を備える、椎間スペーサと、
　ｉｉ）前記第１の通り穴に受容される第１の骨アンカーと、
　ｉｉｉ）前記第２の通り穴に受容される第２の骨アンカーと、を備え、
　前記前壁が、第１の材料で製造され、前記スペーサの残部が、第２の材料で製造され、
　前記前壁の前記材料が、剛性を有し、前記スペーサの前記残部の前記材料が、剛性を有
し、前記前壁材料の剛性が、前記スペーサの前記残部の前記材料の剛性より低い、椎間装
置。
（４２）　前記スペーサが、前記壁部の間に中空を備え、前記装置が、ｉｖ）前記中空内
に収容される骨移植片を更に備える、実施態様４１に記載の装置。
（４３）　対向する脊椎端板によって画定された板腔に挿入するための椎間装置であって
、
　ｉ）椎間スペーサであって、
　　ａ）上面及び下面、前面、並びに前記前面から前記上面に延在する第１の穴及び前記
前面から前記下面に延在する第２の穴を有する、前壁と、
　　ｂ）上面及び下面を有する後壁と、
　　ｃ）前記前壁及び前記後壁を連結する第１の側壁及び第２の側壁であって、それぞれ
が、上面及び下面を有する、側壁と、を備える、椎間スペーサと、
　ｉｉ）前記第１の穴に受容され、遠位先端部、中間軸、及び近位ヘッドを有する、第１
の骨アンカーと、
　ｉｉｉ）前記第２の穴に受容され、遠位先端部、中間軸、及び近位ヘッドを有する、第
２の骨アンカーと、を備え、
　前記前壁が、金属材料を備え、前記スペーサの残部が骨移植片を備える、椎間装置。
（４４）　前記前壁が、金属材料から本質的になり、前記スペーサの残部が、骨移植片か
ら本質的になる、実施態様４３に記載の装置。
（４５）　対向する脊椎端板によって画定された板腔に挿入するための椎間装置であって
、
　ｉ）椎間スペーサであって、
　　ａ）上面及び下面、前面、並びに前記前面から前記上面に延在する第１の穴及び前記
前面から前記下面に延在する第２の穴を有する、前壁と、
　　ｂ）上面及び下面を有する後壁と、
　　ｃ）前記前壁及び前記後壁を連結する第１の側壁及び第２の側壁であって、それぞれ
が、上面及び下面を有する、側壁と、を備える、椎間スペーサと、
　ｉｉ）前記第１の穴に受容され、遠位先端部、中間軸、及び近位ヘッドを有する、第１
の骨アンカーと、
　ｉｉｉ）前記第２の穴に受容され、遠位先端部、中間軸、及び近位ヘッドを有する、第
２の骨アンカーと、を備え、
　前記前壁が、第１の材料で製造され、前記スペーサの残部が、第２の材料で製造され、
　前記前壁が、それが浮かばないように、前記スペーサの前記残部の中に定着される、椎
間装置。
【０１８６】
（４６）　前記前壁が金属材料で製造される、実施態様４５に記載の装置。
（４７）　前記前壁がチタン合金を備える、実施態様４６に記載の装置。
（４８）　前記スペーサの残部が同種移植骨又は骨代用材を備える、実施態様４７に記載
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の装置。
（４９）　前記スペーサの前記残部がポリマーを備える、実施態様４７に記載の装置。
（５０）　前記スペーサの残部が同種移植骨を備える、実施態様４７に記載の装置。
【０１８７】
（５１）　対向する脊椎端板によって画定された板腔に挿入するための椎間装置であって
、
　ｉ）椎間スペーサであって、
　　ａ）上面及び下面、前面、並びに前記前面から前記上面に延在する第１の穴及び前記
前面から前記下面に延在する第２の穴を有する、前壁と、
　　ｂ）上面及び下面を有する後壁と、
　　ｃ）前記前壁及び前記後壁を連結する第１の側壁及び第２の側壁であって、それぞれ
が、上面及び下面を有する、側壁と、を備える、椎間スペーサと、
　ｉｉ）前記第１の穴に受容され、遠位先端部、第１のねじ山を有する中間軸、及び近位
ヘッドを有する、第１のねじと、
　ｉｉｉ）前記第２の穴に受容され、遠位先端部、第２のねじ山を有する中間軸、及び近
位ヘッドを有する、第２のねじと、を備え、
　前記前壁が、第１の穴表面を有し、前記第１の穴表面が、それから延在する第１のリン
グを有し、
　前記第１のねじ山が、前記リングに実質的に平行する近位側壁を有する近位端部分を有
する、椎間装置。
（５２）　前記第１のリングが、後退を防止するために前記近位側壁に隣接する、実施態
様５１に記載の装置。
（５３）　前記リングが、ねじの前進を可能にするために前記第１のねじ山の通過を可能
にするようにサイズ決めされる、実施態様５２に記載の装置。
（５４）　前記第１のリングが完全に周辺を取り巻く、実施態様５１に記載の装置。
（５５）　前記第１のリングが部分的に周辺を取り巻く、実施態様５１に記載の装置。
【０１８８】
（５６）　前記第１のリングが前記前壁の一体的部分である、実施態様５１に記載の装置
。
（５７）　前記第１のリングが前記前壁とは別個に製造される、実施態様５１に記載の装
置。
（５８）　医療移植組織片であって、
　ａ）壁部であって、上面及び下面、前面、並びに前記前面から前記壁部の中に延在する
第１の穴を有する、壁部と、
　ｂ）前記第１の穴に受容され、遠位先端部、第１のねじ山を有する中間軸、及び近位ヘ
ッドを有する、第１のねじと、を備え、
　前記壁部が、第１の穴表面を有し、前記第１の穴表面が、それから延在する第１のリン
グを有し、
　前記第１のねじ山が、前記リングに実質的に平行する近位側壁を有する近位端部分を有
する、医療移植組織片。
（５９）　壁部を備える移植組織片を定着させる方法であって、前記壁部が、前面及び該
前面から前記壁部の中に延在する第１の穴を有し、前記壁部が、第１の穴表面を有し、前
記第１の穴表面が、それから延在する第１のリングを有し、
　前記方法が、
　ａ）骨に対して前記移植組織片を配置する工程と、
　ｂ）遠位先端部、第１のねじ山を有する中間軸、及び近位ヘッドを有する第１のねじを
選択する工程であって、前記第１のねじ山が、前記リングに実質的に平行する近位側壁を
有する近位端部分を有する、第１のねじを選択する工程と、
　ｃ）前記第１の穴を通じて第１のねじを前記骨に挿入する工程と、を含む、方法。
（６０）　前記第１のねじが、前記第１のねじ山の前記近位端部分が前記リングを通り過
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ぎて前進することができるように、前記骨に挿入される、実施態様５９に記載の方法。
【０１８９】
（６１）　前記第１のねじが、前記リングが前記第１のねじ山の前記近位端部分と前記近
位ヘッドとの間に配設されるように、前記骨に挿入される、実施態様５９に記載の方法。
（６２）　椎間移植組織片であって、
　ａ）前壁、後壁、並びに前記前壁及び前記後壁を連結する第１の側壁及び第２の側壁を
有し、前記前壁が、前面、上面及び下面を有し、前記前面が、上方傾斜面及び下方傾斜面
を画定するテーパ形状セクションを有する、椎間スペーサと、
　ｂ）近位セクション、中間セクション及び遠位セクションを有する第１のフィンと、
　ｃ）第１の部分及び第２の部分を有する圧縮キャップと、を備え、
　前記第１のフィンが、前記前面の前記テーパ形状セクションの前記上方傾斜セクション
に接触し、
　前記第１のフィンの前記遠位セクションが、前記前壁の前記上面の上方に延在し、
　前記第１のフィンの前記近位セクションが、前記圧縮キャップの前記第１の部分に接触
する、移植組織片。
（６３）　前記前壁が、それの前記上方傾斜面と下方傾斜面との間に位置する、ねじ付き
穴を更に備え、前記圧縮キャップが、遠位ねじ山を備え、前記ねじ付き穴が、前記圧縮キ
ャップの前記ねじ山をねじ込み可能に受容する、実施態様６２に記載の移植組織片。
（６４）　ｄ）近位セクション、中間セクション、及び遠位セクションを有する第２のフ
ィンを更に備え、
　前記第２のフィンが、前記前面の前記テーパ形状セクションの前記下方傾斜セクション
に接触し、
　前記第２のフィンの前記遠位セクションが、前記前壁の前記下面の下に延在し、
　前記第２のフィンの前記近位セクションが、前記圧縮キャップの前記第２の部分に接触
する、実施態様６２に記載の移植組織片。
（６５）　前記スペーサが、前記前壁と前記後壁との間に中空部分を更に備え、骨移植片
が、前記中空内に収容され、前記フィンが、前記骨移植片に圧縮を付与する、実施態様６
４に記載の移植組織片。
【０１９０】
（６６）　前記第１のフィンが凹面及び対向する凸面を備える、実施態様６２に記載の移
植組織片。
（６７）　前記第１のフィンの前記凸面が、前記前壁の前記前面の前記テーパ形状部分の
前記上方傾斜面に接触する、実施態様６６に記載の移植組織片。
（６８）　前記第１のフィンの前記凹面及び前記凸面のうちの少なくとも１つが、それか
ら延在する歯を有する、実施態様６６に記載の移植組織片。
（６９）　前記第１のフィンの前記凹面及び前記凸面のうちの少なくとも１つが、それか
ら延在する複数の歯群を有する、実施態様６６に記載の移植組織片。
（７０）　前記第１のフィンの前記凹面及び前記凸面のうちの少なくとも１つが、その中
にねじ溝を有する、実施態様６６に記載の移植組織片。
【０１９１】
（７１）　前記第１のフィンが、前記凹面と前記凸面との間に延在する少なくとも１つの
側面を更に備え、前記少なくとも１つの側面が、その上に歯を備える、実施態様６６に記
載の移植組織片。
（７２）　前記第１のフィンの前記遠位セクションがフォーク状である、実施態様６２に
記載の移植組織片。
（７３）　前記第１のフィンの前記遠位部分がテーパ形状である、実施態様６２に記載の
移植組織片。
（７４）　前記第１のフィンの前記近位部分が、それから横方向に延在するウィングを有
する、実施態様６２に記載の移植組織片。
（７５）　前記ウィングが可撓性である、実施態様７４に記載の移植組織片。
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【０１９２】
（７６）　前記第１のフィンの前記近位セクションが、前記前面の前記テーパ形状セクシ
ョンの前記上方傾斜セクションに接触する、実施態様６２に記載の移植組織片。
（７７）　前記第１のフィンの前記中間セクションが、前記前面の前記テーパ形状セクシ
ョンの前記上方傾斜セクションに接触する、実施態様６２に記載の移植組織片。
（７８）　前記第１のフィンが、前記前壁の前記上方傾斜セクションによって確定される
角度で前記前壁の前記上面の上に延在する、実施態様６２に記載の移植組織片。
（７９）　前記椎間スペーサの前記前壁、後壁、並びに第１の側壁及び第２の側壁のうち
の少なくとも１つが、歯付きである上面及び下面を更に備える、実施態様６２に記載の移
植組織片。
（８０）　前記椎間スペーサの前記前壁、後壁、並びに第１の側壁及び第２の側壁のうち
のそれぞれが、歯付きである上面及び下面を更に備える、実施態様６２に記載の移植組織
片。
【０１９３】
（８１）　前記スペーサが、前記前壁と前記後壁との間に連続的に延在する骨を備え、前
記フィンが、前記骨に圧縮を付与する、実施態様６４に記載の移植組織片。
（８２）　対向する脊椎端板によって画定された板腔に挿入するための椎間装置であって
、
　ｉ）椎間スペーサであって、
　　ａ）上面及び下面、前面、並びに前記前面から延在する第１の穴を有する前壁と、
　　ｂ）後壁と、
　　ｃ）前記前壁及び前記後壁を連結する第１の側壁及び第２の側壁と、を備える、椎間
スペーサと、
　ｉｉ）前記第１の穴に受容され、遠位先端部、第１のねじ山を有する中間軸、及び近位
ヘッドを有する、第１のねじと、
　ｉｉｉ）第１の摺動自在な位置及び第２の摺動自在な位置で前記スペーサの前記前面に
摺動自在に取り付けられ、第１の穴を有する、保持プレートと、を備え、
　前記第１の摺動自在な位置では、前記プレートの前記第１の穴が、前記スペーサの前記
第１の穴と整列して、それらの穴を前記ねじが通過することを可能にし、
　前記第２の摺動自在な位置では、前記プレートの前記第１の穴が、前記スペーサの前記
第１の穴と整列せず、前記ねじの後退を防止する、椎間装置。
（８３）　前記プレートが、前記スペーサの前記前面にわたって内側、外側方向に摺動自
在である、実施態様８２に記載の装置。
（８４）　前記プレートが、前記スペーサの前記前面にわたって上下方向に摺動自在であ
る、実施態様８２に記載の装置。
（８５）　前記スペーサ及び前記プレートが、整列していない状態で前記穴を保持するよ
うに適合される鎖錠特徴を含む、実施態様８２に記載の装置。
【０１９４】
（８６）　前記鎖錠特徴が鎖錠アームを備える、実施態様８５に記載の装置。
（８７）　前記鎖錠特徴がボール戻り止めを備える、実施態様８５に記載の装置。
（８８）　前記鎖錠特徴が内側、外側方向に係止する、実施態様８５に記載の装置。
（８９）　前記鎖錠特徴が前方、後方方向に係止する、実施態様８５に記載の装置。
（９０）　前記鎖錠特徴が上下方向に係止する、実施態様８５に記載の装置。
【０１９５】
（９１）　前記鎖錠特徴が突出部及び凹みを備える、実施態様８５に記載の装置。
（９２）　前記プレートが、第１の側壁及び第２の側壁を更に備え、前記第１の側壁が、
活発なバネ（living spring）を備える、実施態様８２に記載の装置。
（９３）　前記プレートが、第１の側壁及び第２の側壁を更に備え、前記装置が、前記側
壁の間に配設される独立型の圧縮バネ又はリーフスプリングを更に備える、実施態様８２
に記載の装置。
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（９４）　前記プレートの前記第２の側壁が、グラバー器具と嵌合するための特徴を備え
る、実施態様８２に記載の装置。
（９５）　前記プレートの前記第２の側壁が面取り部を備える、実施態様８２に記載の装
置。
【０１９６】
（９６）　前記プレートの前記第１の穴が面取り部を備える、実施態様８２に記載の装置
。
（９７）　前記面取り部が、前記ねじの前記遠位先端部と嵌合するように適合される、実
施態様９６に記載の装置。
（９８）　対向する脊椎端板によって画定された板腔に挿入するための椎間装置であって
、
　ｉ）椎間スペーサであって、
　　ａ）前壁であって、上面及び下面、前面、並びに前記前壁の前記前面から前記上面又
は前記下面に延在する第１のねじ穴を有する、前壁と、
　　ｂ）上面及び下面を有する後壁と、
　　ｃ）前記前壁及び前記後壁を連結する第１の側壁及び第２の側壁であって、それぞれ
が、上面及び下面を有する、側壁と、を備える、椎間スペーサと、
　ｉｉ）前記第１のねじ穴に受容され、遠位先端部、第１のねじ山を有する中間軸、及び
近位ヘッドを有する、第１のねじと、
　ｉｉｉ）本体部分、開口部、近位面、及び遠位面を有し、その開口部が前記第１のねじ
穴と整列するように、前記前面に対して前方に位置決めされる、ワッシャと、を備え、
　前記ねじの前記軸が、前記遠位ワッシャの前記開口部に受容される、椎間装置。
（９９）　前記ワッシャの前記遠位面が、それから遠位に延在する突出部を備える、実施
態様９８に記載の装置。
（１００）　前記前壁が、前記突出部に対応する凹みを有し、前記突出部が、前記凹みに
受容される、実施態様９８に記載の装置。
【０１９７】
（１０１）　前記ワッシャが、周辺部の輪郭を有し、前記前面が、前記周辺部の輪郭に整
合する凹みを有し、前記ワッシャが、前記凹みに受容される、実施態様９８に記載の装置
。
（１０２）　前記第１のねじ山の近位端部分が、平行な側壁を有する、実施態様９８に記
載の装置。
（１０３）　対向する脊椎端板によって画定された板腔に挿入するための椎間装置であっ
て、
　ｉ）椎間スペーサであって、
　　ａ）上面及び下面、前面、並びに前記前面から前記上面に延在する第１の穴及び前記
前面から前記下面に延在する第２の穴を有する、前壁と、
　　ｂ）上面及び下面を有する後壁と、
　　ｃ）前記前壁及び前記後壁を連結する第１の側壁及び第２の側壁であって、それぞれ
が、上面及び下面を有する、側壁と、を備える、椎間スペーサと、
　ｉｉ）前記第１の穴に受容され、かつ遠位先端部、第１のねじ山を有する中間軸、及び
近位ヘッドを有する、第１のねじであって、前記近位ヘッドが、それから延在する少なく
とも１つのフランジを備え、前記フランジが近位面及び遠位面を有する、第１のねじと、
を備える、装置。
（１０４）　前記フランジの前記遠位面が、それから遠位に延在する突出部を備える、実
施態様１０３に記載の装置。
（１０５）　前記前壁が、前記突出部に対応する凹みを有し、前記突出部が、前記凹みに
受容される、実施態様１０３に記載の装置。
【０１９８】
（１０６）　前記フランジが、周辺部の輪郭を有し、前記前面が、前記周辺部の輪郭に整
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合する凹みを有し、前記フランジが、前記凹みに受容される、実施態様１０３に記載の装
置。
（１０７）　前記第１のねじ山の近位端部分が、平行な側壁を有する、実施態様１０３に
記載の装置。
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