
JP 5079825 B2 2012.11.21

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　椎弓形成術に伴い外科処置により分割された脊椎椎弓板の間の間隙を維持するためのプ
レートであって、
　分割された脊椎椎弓板の間隙に等しい長さを有するスペーサ部分と、
　前記スペーサ部分と一体として形成され、分割された前記脊椎椎弓板の一方の分離面に
突き当てることのできる第１凹面を備えた第１端部と、
　前記スペーサ部分と一体として形成され、分割された前記脊椎椎弓板の他方の分離面に
突き当てることのできる第２凹面を備えた第２端部と
　を備えるプレートにおいて、
　前記第１端部及び前記第２端部は、突き当てられた前記脊椎椎弓板の少なくとも２方向
への動きを拘束し、
　前記第１端部及び前記第２端部の少なくともいずれか一方は、分割された前記脊椎椎弓
板の周りにかしめることのできるカフを含んでおり、
　前記カフは、分割された前記脊椎椎弓板に沿って伸長するスロットを含んでいる、プレ
ート。
【請求項２】
　椎弓形成術に伴い外科処置により分割された脊椎椎弓板の間の間隙を維持するためのプ
レートであって、
　分割された脊椎椎弓板の間隙に等しい長さを有するスペーサ部分と、
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　前記スペーサ部分と一体として形成され、分割された前記脊椎椎弓板の一方の分離面に
突き当てることのできる第１凹面を備えた第１端部と、
　前記スペーサ部分と一体として形成され、分割された前記脊椎椎弓板の他方の分離面に
突き当てることのできる第２凹面を備えた第２端部と
　を備えるプレートにおいて、
　前記第１端部及び前記第２端部は、突き当てられた前記脊椎椎弓板の少なくとも２方向
への動きを拘束し、
　前記第１端部及び前記第２端部の少なくともいずれか一方は、分割された前記脊椎椎弓
板の周り全周に配置可能なカップを含んでおり、
　前記カップは、端部に開口を有している、プレート。
【請求項３】
　椎弓形成術に伴い外科処置により分割された脊椎椎弓板の間の間隙を維持するためのプ
レートであって、
　分割された脊椎椎弓板の間隙に等しい長さを有するスペーサ部分と、
　前記スペーサ部分と一体として形成され、分割された前記脊椎椎弓板の一方の分離面に
突き当てることのできる第１凹面を備えた第１端部と、
　前記スペーサ部分と一体として形成され、分割された前記脊椎椎弓板の他方の分離面に
突き当てることのできる第２凹面を備えた第２端部と
　を備えるプレートにおいて、
　前記第１端部及び前記第２端部は、突き当てられた前記脊椎椎弓板の少なくとも２方向
への動きを拘束し、
　前記第１端部及び前記第２端部の少なくともいずれか一方は、分割された前記脊椎椎弓
板の後方面に沿って配置可能な第１フランジと、分割された当該脊椎椎弓板の前方面に沿
って配置可能な第２フランジとを含んでおり、
　前記第１及び第２フランジは、その間に骨把持部を形成している、プレート。
【請求項４】
　前記第１及び第２フランジは、それぞれ、そこから延伸する少なくとも１つの骨係合機
構を含んでいる、請求項３に記載のプレート。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載のプレートを含む、椎弓形成術架橋装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概括的には椎弓形成術の分野に、より厳密には椎弓形成術用のプレート及び
椎弓形成術架橋装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本出願は、２００２年５月３日出願の米国仮特許出願第６０／３８４，５７３号の出願
日の恩典を請求し、同出願内容全体を参考文献としてここに援用する。
　毎年、多くの人が外傷による頚部、背部、及び／又は脊椎の重大な損傷に苦しんでいる
（人の典型的な脊柱については、頚部１１０、胸部１２０、腰部１３０、仙骨１４０、及
び尾骨１５０の部位を含む図１の斜視図の脊柱１００を参照のこと）。それら損傷として
は、頚部骨折、骨折転位と円板の後方突進との合併症、及びその他主要な損傷を挙げるこ
とができる。更に、毎年、多くの人々が変性疾患、特に変性脊柱管狭窄症の手術を受けて
いる。脊柱管狭窄症では、脊髄及び神経根が中に入っていてそれらを保護している脊柱管
が狭くなり、その結果、脊髄と神経が圧迫されることになる。外科処置の目的には、脊柱
の圧迫された全てのレベルに減圧を施してしっかりとした固定（Ｓｏｌｉｄ Ｆｕｓｉｏ
ｎ）で安定を図ることが挙げられる。
【０００３】
　解剖学的背景を更に示すために、図２では典型的な椎骨２００構造を示している。脊柱



(3) JP 5079825 B2 2012.11.21

10

20

30

40

50

の各区分の椎骨の正確な構造は、当該区分に必要な機能に対応するために幾分異なってい
る。とはいうものの、典型的な椎骨２００は、椎体２１０と呼ばれる前方部と、脊柱管２
８０を取り囲んでいる椎弓２２０と呼ばれる後方部とで構成されている。椎弓２２０は、
棘突起２５０を含んでおり、この棘突起２５０は椎弓板２４０により関節面２３０と横突
起面２６０に繋がっている。関節面２３０、２６０は、椎弓根２７０により椎体２１０に
繋がっている。
【０００４】
　脊柱管内の空間を広げるための後方進入的方法には２つの方法がある。第１の方法は、
脊柱管の背面を形成している骨構造と付帯する靭帯を除去する椎弓切除術である。頚部部
位では、椎弓切除術を行うと脊柱が不安定になり、即ち「スワン・ネック」変形と呼ばれ
る変形を生じることもある。この変形は、矯正が非常に難しい問題であり、通常は首を正
しい形に維持する機能の一部を果たす椎骨の背面の支持構造が欠損することにより首と肩
に相当な不快感を発生させることもある。これは更なる脊髄損傷を生じる原因ともなる。
【０００５】
　脊髄圧迫を緩和する別の方法は、椎弓形成術と呼ばれる外科処置手法である。椎弓形成
術は、脊柱管を取り囲んでその中の脊柱管を形成している１つ又はそれ以上の椎骨構造を
改質することに関わる。例えば、骨構造を弱体化して、後方に撓み易く或いは揺動するよ
うにして、脊柱管を開き脊髄用の追加的空間を作り出すことができる。この手法に伴う問
題は、正しく治癒するために改質した１つ又はそれ以上の椎骨を安定させることに関わっ
ている。
【０００６】
　椎弓形成術技法は、１つ又はそれ以上の椎骨の背面が扉のように揺動して開くようにさ
れるため、しばしば「開扉（ｏｐｅｎ ｄｏｏｒ）椎弓形成術」と呼ばれる。椎弓形成術
手法には、片開き式（ｈｅｍｉｌａｔｅｒａｌ ｏｐｅｎ ｄｏｏｒ）椎弓形成術（或いは
、単扉椎弓形成術）、及び両開き式（ｂｉｌａｔｅｒａｌ ｏｐｅｎ ｄｏｏｒ）椎弓形成
術（或いは、背中椎弓形成術、フランス扉椎弓形成術、二扉椎弓形成術）を含め、様々な
変型がある。
【０００７】
　片開き式椎弓形成術では、分割された椎弓板の後方部と前方部との間の分離を確実に維
持することが１つの課題である。この分離を行うのに骨移植片を使用することが知られて
いるが、そのような移植片を使用するには、適当な移植骨片を通常は患者又は死体の骨盤
から採取するために更なる外科処置と時間が必要になる。更に、椎弓形成術の処置後に骨
移植片が移動する可能性がある。これにより、脊柱管の断面積が狭くなったり、患者の脊
髄に当たったり、及び／又は固定部分の断裂や伸びを発生させる可能性がある。
【０００８】
　フランス扉椎弓形成術では、課題はもっと難題である。例えば、切断し分離された椎弓
板に骨移植片を固定するのに縫合が使用されている。しかしながら、このような縫合は技
術的に難しく、挿入に時間がかかり、通常は骨移植片を切断された椎弓板にしっかりと固
定することができない。従って、骨移植片と切断された２つの椎弓板の内の何れかとの間
におけるその後の移動により、両者の間の固定部に断裂及び／又は伸びが発生するという
不都合が起きかねない。
【特許文献１】米国仮特許出願第６０／３８４，５７３号
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　広くなった断面積を有する脊柱管で使用するための椎弓形成術プレートが提供される。
このプレートは、分割された椎弓板部分の変位により形成された隙間に架かるスペーサ部
分を含んでいる。このプレートは、骨スペーサ部分の第１端部に隣接する第１椎弓板係合
部分を含み、この第１椎弓板係合部分は第１の複数のフランジを含む。第１のフランジは
、椎弓板の周りの１つ又は複数の箇所で、第１の分割された脊椎椎弓板の外側面に接触し
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又はこれに隣接して配置することができる。
【００１０】
　椎弓形成術に伴い外科処置により分割された脊椎椎弓板を安定させるために、椎弓形成
術プレートが提供される。このプレートは、スペーサ部分及び椎弓板係合部分を含んでい
る。椎弓板係合部分としては、分割された椎弓板の一部を受け入れ、又はその周りに伸長
するカップ、カフ、及び／又は複数のフランジを挙げることができる。
【００１１】
　椎弓形成術に伴い外科処置により分割された少なくとも１つの脊椎椎弓板を安定させる
ために、椎弓形成術プレートが提供される。このプレートは、棘突起の除去及び椎弓板の
分割対により形成された隙間に架かるスペーサ部分を含んでいる。本プレートは、スペー
サ部分の第１端部に隣接する第１椎弓板係合部分も含んでおり、この第１椎弓板係合部分
は第１骨把持部分を含んでいる。本プレートは、更に、スペーサ部分の第２端部に隣接す
る第２椎弓板係合部分を含んでおり、この第２椎弓板係合部分は第２骨把持部分を含んで
いる。
【００１２】
　椎弓形成術に伴い外科処置により分割された脊椎椎弓板を固定するための椎弓形成術プ
レートが提供される。このプレートは、椎弓形成術の間に少なくとも椎弓板の一部を除去
することにより形成された隙間に架かるスペーサ部分を含んでいる。プレートは、また、
スペーサ部分の第１端部に隣接する第１係合部分を含んでいる。第１係合部分は分割され
た脊椎椎弓板の少なくとも第１側部及び第２側部に沿って伸長している。
【００１３】
　脊柱管の断面積を大きくする段階を含んでいる椎弓形成術処置用のプレートが提供され
る。このプレートは、第１端部及び第２端部を有するスペーサ部分を備えている。スペー
サ部分は、分割された脊椎椎弓板の第１の部分と第２の部分との間に配置することができ
る。このプレートは、スペーサ部分の第１端部に隣接する第１椎弓板係合部分を含んでい
る。第１椎弓板係合部分は、分割された椎弓板の第１の部分の前方面、後方面、上方面及
び下方面の内の少なくとも２つに沿って伸長可能な第１の複数の椎弓板安定化フランジを
含んでいる。
【００１４】
　脊柱管の断面積を大きくする段階を含んでいる椎弓形成術処置用のプレートが提供され
る。このプレートは、第１端部及び第２端部を有するスペーサ部分を備えている。スペー
サ部分は、分割された脊椎椎弓板の第１の部分と第２の部分との間に配置することができ
る。このプレートは、スペーサ部分の第１端部に隣接する第１椎弓板係合部分を含んでい
る。第１椎弓板係合部分は、分割された椎弓板の第１の部分の前方面、後方面、上方面、
及び下方面の内の少なくとも２つに沿って配置可能な第１の複数のフランジを含んでいる
。スペーサ部分の第２端部に隣接して、第２椎弓板係合部分が設けられている。この第２
椎弓板係合部分は、分割された脊椎椎弓板の第２の部分の前方面、後方面、上方面、及び
下方面の内の少なくとも１つに沿って配置することのできる１つ又は複数のフランジを含
むことができる。
【００１５】
　椎弓形成術に伴い外科処置により分割された脊椎椎弓板を安定化するための、脊椎椎弓
板と少なくとも１つの椎弓板係合部分との間に配置することのできるスペーサ部分を含ん
でいるプレートが提供される。椎弓板係合部分は、少なくとも１つのフランジを含んでお
り、このフランジから、分割された椎弓板の隣接する部分に係合するための骨係合機構が
伸長している。
【００１６】
　椎弓形成術に伴い外科処置により分割された脊椎椎弓板を安定化するための椎弓形成術
プレートが提供される。このプレートは、スペーサ部分と、スペーサ部分と外科処置によ
り分割された脊椎椎弓板との間の動きを少なくとも２方向で拘束するためのスペーサ部分
から伸長している複数のフランジと、を備えている。
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【００１７】
　脊柱管の断面積を大きくする椎弓形成術用のプレートが提供される。このプレートは、
第１の分割された脊椎椎弓板部分を変位させることにより形成された隙間に配置すること
のできるスペーサ部分を備えている。スペーサ部分の端部から伸長する第１椎弓板係合部
分は、第１の分割された脊椎椎弓板部分の周囲の複数の箇所に接触するように作られてい
る。
【００１８】
　椎弓形成術に伴い外科処置により分割された脊椎椎弓板を固定するための椎弓形成術プ
レートが提供される。このプレートは、第１及び第２端部を有するスペーサ部分を備えて
いる。スペーサ部分は、椎弓形成術の際に椎弓板の少なくとも一部を除去することにより
形成された隙間に、又はこれに隣接して配置することができる。プレートは、スペーサ部
分の第１端部から伸長する第１椎弓板係合部分を含んでいる。椎弓板係合部分は、分割さ
れた椎弓板の第１の部分の周りに実質的に伸長するように作られた椎弓板係合カップ又は
カフの１つを含んでいる。
【００１９】
　椎弓形成術に伴い外科処置により分割された脊椎椎弓板を安定化するための、スペーサ
部分とスペーサ部分の端部に隣接する椎弓板係合カップとを含んでいる椎弓形成術プレー
トが提供される。
【００２０】
　椎弓形成術に伴い外科処置により分割された脊椎椎弓板を安定化するための、スペーサ
部分とスペーサ部分の端部に隣接する椎弓板係合カフとを含んでいる椎弓形成術プレート
が提供される。
【００２１】
　椎弓形成術に伴い外科処置により分割された椎弓板を安定化するための椎弓形成術プレ
ートが提供される。このプレートは、互いに反対側の第１端部及び第２端部を有するスペ
ーサ部分を含んでいる。スペーサ部分は、棘突起及び／又は分割された１つ又は複数の椎
弓板部分の除去により形成された隙間に、又はこれに隣接して配置することができる。ス
ペーサ部分の一方の端部に隣接する、第１骨把持部分を含む第１椎弓板係合部分がある。
第２椎弓板係合部分は、スペーサ部分の他方の端部に隣接しており、第２骨把持部分を含
んでいる。
【００２２】
　椎弓形成術に伴い外科処置により分割された少なくとも１つの脊椎椎弓板を安定化する
ための方法が提供される。本方法は、第１端部と第２端部とを含むスペーサ部分を有する
椎弓形成術プレートを設ける段階を含んでおり、椎弓形成術プレートは、更に、第１端部
に隣接する第１椎弓板係合部分を有しており、第１椎弓板係合部分は第１の複数の骨把持
部分を含んでいる。本方法は、更に、第１の分割された椎弓板の部分と第２の分割された
椎弓板の部分との間の所定の隙間を、椎弓形成術プレートのスペーサ部分で保持する段階
も含んでいる。
【００２３】
　片開き式椎弓形成術に伴い外科処置により分割された脊椎椎弓板を安定化するための方
法が提供される。本方法は、外科処置を受ける患者に、第１端部と第２端部とを含むスペ
ーサ部分を有する椎弓形成術プレートを提供する段階を含んでおり、椎弓形成術プレート
は、更に、スペーサ部分の第１端部に隣接する第１係合部分を有している。本方法は、更
に、第１係合部分を分割された脊椎椎弓板の第１の部分の前方面及び後方面に接触させる
段階を含んでいる。
【００２４】
　フランス扉椎弓形成術に伴い外科処置により分割された脊椎椎弓板を安定化するための
方法が提供され、本方法は、外科処置を受ける患者に、互いに反対側の第１端部及び第２
端部を含むスペーサ部分を有する椎弓形成術プレートを提供する段階を含んでいる。椎弓
形成術プレートは、更に、スペーサ部分の第１端部に隣接する第１椎弓板係合部分と、ス
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ペーサ部分の第２端部に隣接する第２椎弓板係合部分を有している。本プレートは、プレ
ートが第１の分割された椎弓板と第２の分割された椎弓板との間に、椎骨に付帯する棘突
起の除去によって形成された隙間に亘って伸長するように、分割された脊椎椎弓板に隣接
して配置される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　添付図面を参照しながら以下の詳細な説明を読めば、本発明と、その考えられる多様な
各種実施形態が容易に理解頂けるであろう。
　本発明の原理の理解を促すことを目的として、これより図面に示す実施形態を参照して
ゆくが、説明に当たっては特定の言語を使用する。但し、それにより本発明の範囲を限定
する意図はない。記載の装置に加えられるあらゆる変更及び修正、及びここに記載する本
発明の原理のこの他の適用の全てについては、本発明が関係する分野の当業者であれば普
通に考案できるものと考えられる。
【００２６】
　椎弓形成術処置の結果分割された椎弓板の第１及び第２の部分を安定化するためのシス
テムが提供される。分割された椎弓板部分は、片開き式椎弓形成術又はフランス扉椎弓形
成術処置の結果として作り出すことができる。或る種の椎弓形成術処置には或る種の実施
形態がより特定的に適しているかもしれないが、各実施形態の態様はどの様な椎弓形成術
処置にも応用できる。
【００２７】
　図４から図７は、椎弓形成術システム７００を固定するための、椎骨４００に対する片
開き式椎弓形成術の処置を示す平面図である。同処置の開始段階では、患者が適当に位置
決めされ、関心部位の椎骨の後方要素を露出させるように切開が施される。典型的には、
あらゆる骨増殖体が除去され、次いで棘突起が除去される。少なくとも１つの椎骨４００
の椎弓板４６０の中央皮質層にレリーフ４１５が切り込まれる。レリーフ４１５は、溝、
樋、トラフの形態に、高速バードリルを使って形成することができる。或る特定の実施形
態では、レリーフ４１５は、「開く」側となる側で椎弓板を分割するため、深度が約３か
ら４ミリメートル、幅が約３ミリメートルである。次に、骨ヒンジ４５０を作り出すため
、同様の方法を用いて反対側の椎弓板骨４６０を薄くする。更に、付帯する黄色靭帯、被
膜、及び／又は静脈を分割して、分割された椎弓板が外側に回転できるようにする。
【００２８】
　図５では、分割された椎弓板４１０の後方部分４２０が、ヒンジ部椎弓板４６０を中心
に外向き又は後方に回転され、これにより脊柱管４４０を開き、又はその断面積を広げて
いる。図６では、分割された椎弓板の後方部分４２０と前方部分（側部塊）４３０との間
にスペーサ部材７３０が挿入されている。スペーサ部材７３０は、分割された椎弓板の後
方部分４２０が新しい位置から元の位置に向けて閉じるのを防ぐことができる。分割され
た椎弓板は、スペーサ部材７３０としっかりと突き合わされて、分割された椎弓板が互い
に向かってそれ以上動くのを防ぐくさびとして働く。
【００２９】
　ここで論じるスペーサ部材は、分割された椎弓板を支える非融合部材、又は分割された
椎弓板の融合のための道筋又はプラットフォームをも提供する融合部材であってもよい。
例えば、スペーサ部材は、分割された椎弓板の間の骨の成長のために１つ又はそれ以上の
道筋を提供する骨移植片又は人工装置であってもよい。スペーサ部材は、金属、合金、セ
ラミック、プラスチック、分解吸収性素材、非分解吸収性素材、骨素材、及び／又は複合
物を含む、どのような生体適合性材料で作ってもよい。スペーサ部材は、実際の又は合成
の骨及び／又はＤＢＭ（脱鉱物骨基質）で作られた骨移植片であってもよい。スペーサ部
材としては、骨チップ、ペースト又はパテ等の骨成長促進又は誘導材料、及び／又はＢＭ
Ｐ（骨形成蛋白質）、ＬＭＰ（ＬＩＭ鉱物化蛋白質）などの蛋白質を含浸したスポンジ、
基質、及び／又はシートなどの担体を挙げることもできる。
【００３０】
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　図７は、脊柱管を拡大するために分離された第１及び第２の分割された椎弓板部分を安
定させるための椎弓形成術システム７００を含んでいる。システム７００は、片開き式椎
弓形成術が施された１つ又はそれ以上の椎骨に固定された椎弓形成術プレート７１０を含
んでいる。椎弓形成術プレート７１０は、分割された椎弓板の後方部分４２０に、随意的
にはスペーサ部材７３０に、そして分割された椎弓板の前方部分（側部塊）４３０（及び
／又は関節面）に取り付けられ、スペーサ部材７３０を所定の位置に固定する。椎弓形成
術プレート７１０は、分割された椎弓板の間の扉又は開口部が開閉するのに抵抗し、スペ
ーサ部材７３０の位置も維持する。
【００３１】
　椎弓形成術プレート７１０は、スペーサ部分７１５と、一方の端に第１の複数のフラン
ジ７５０、７６０を含んだ椎弓板係合部分を含んでいる。椎弓板係合部分は、椎弓板の隣
接する後方部分４２０に係合可能であり、プレート７１０に対する及び／又はスペーサ部
材７３０に対する後方部分４２０の動きを低減、拘束、及び／又は防止するのを支援する
。これは、例えば、後方部分４２０の端部とスペーザ部材７３０の端部との間の融合を促
進することにより、治癒を促す。
【００３２】
　中央スペーサ部分７１５の反対側の端部は、第２の椎弓板係合部分を含んでいる。図示
の実施形態では、第２の椎弓板係合部分は、分割された椎弓板の前方部分４３０及び／又
は側部塊の、プレート７１０に対する及び／又はスペーサ部材７３０に関する動きを低減
、拘束、及び／又は防止するのを支援する１つ又はそれ以上のフランジ７４５を含んでい
る。これは、例えば、前方部分４３０の分割端部とスペーサ部材７３０の端部との間の融
合を促進することにより、治癒を促す。スペーサ部分７１５は、手術前の骨構造にほぼ匹
敵する及び／又はそれ以上に、脊椎及び／又は脊柱管を保護するのに十分な構造強度を有
するものである。
【００３３】
　係止機構付又は同機構無しのスクリューの様な１つ又は複数の固定機構７７０を、椎弓
形成術プレートを貫通する１つ又は複数の固定穴を介して椎弓形成術プレート７１０に通
し、分割された椎弓板部分４２０、４３０及び／又はスペーサ部材７３０に挿入する。ス
ペーサ部材７３０には、更に、椎弓形成術プレート７１０に挿入された１つ又は複数の固
定機構７７０を受け入れて係合し、それによって椎弓形成術プレート７１０をスペーサ部
材７３０に固定するための、１つ又は複数の穿孔及び／又はねじ孔７３２が設けられてい
る。骨スクリュー以外の固定機構としては、ファスナ、アンカー、釘、ステープル、ナッ
トとボルト、糊、骨セメント、及び／又はピン等も考えられる。
【００３４】
　図８、９、１０は、例えば片開き式椎弓形成術システムに採用することのできる別の椎
弓形成術プレート８００を示しているが、他の椎弓形成術処置に適用することも考えられ
る。プレート８００は、分割された椎弓板部分がそれぞれ適切な開扉位置にあるときにそ
の間隔に合う大きさのスペーサ部分８１０を含んでいる。スペーサ部分８１０の一方の端
部は、例えば、分割された椎弓板の後方部分の外側面の周囲に隣接する、対向する、及び
／又は分散する箇所に、取り付けられ又は係合することになる第１の複数のフランジ８２
０を有する第１椎弓板係合部分８１５を含んでいる。
【００３５】
　スペーサ部分８１０の他方の端部は、例えば、分割された椎弓板の前方部分及び／又は
対応する関節面の外側面上の隣接する、対向する、及び／又は分散する箇所に取り付けら
れ又は係合することになる第２の複数のフランジ８３０、８３５を有する椎弓板係合部分
８２５を含んでいる。フランジ８３０は、分割された椎弓板の前方部分の後方面に沿って
伸長する。各フランジ８３５は、分割された椎弓板の前方部分の分割面、即ち他方の分割
された椎弓板部分に向けて配置された面に当接し及び／又は係合する棚部である。フラン
ジ８３５は、スペーサ部分８１０の上下縁部それぞれに隣接して配置され、フランジ８３
０は、スペーサ部分８１０から伸長しこれと概ね同じ幅を有している。フランジ８３５同
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士の間の空間は、スペーサ部材が分割された椎弓板部分の骨面に係合するための通路を提
供している。フランジ８３５は、フランジ８３０に対して横向きである。或る実施形態で
は、フランジ８３５はフランジ８３０と直交している。他の実施形態では、フランジ８３
５とフランジ８３０の配置は別の向きを考えている。
【００３６】
　固定穴８４０は、例えば、下の骨及び／又は融合部材（図示せず）に挿入され椎弓形成
術プレートを骨及び／又は融合部材に固定するためのスクリューの様な固定機構を受け入
れることができる。固定機構は、穴８４０から戻り出るのを防止するために、タブ又は二
次スクリューの様な係止機構を含んでいてもよい。スペーサ部分８１０は、プレート８０
０が分割された椎弓板に固定されるときには脊柱中心軸の方向に伸長する幅８９５を有し
ている。或る特定の実施形態では、幅８９５は、椎骨１個の高さに合わせた大きさであり
、約５ミリメートルから約２０ミリメートルの範囲にある。他の実施形態では、スペーサ
部の幅はここで論じた以外の値を考えている。例えば、幅は椎骨２個又はそれ以上に相当
する幅に及ぶ大きさになっていてもよい。
【００３７】
　フランジ８２０は、スペーサ部分８１０と角度８９１を成し、フランジ８３０は、分割
された椎弓板部分の後方面に沿ってスペーサ部８１０と角度８９２を成している。角度８
９１と８９２は、図示のように同じでもよいし、違った値でもよい。或る実施形態では、
角度８９１と８９２は約４５度である。他の実施形態では、角度８９１と８９２は３５度
から５５度の範囲、２５度から６５度の範囲、又は０度から９０度の範囲を考えている。
【００３８】
　図１１、１２、１３は、例えば、片開き式椎弓形成術システムに採用することのできる
別の実施形態の椎弓形成術プレート９００を示しているが、他の椎弓形成術処置に適用す
ることも考えられる。特記しない限り、椎弓形成術プレート９００は、図８、９、１０の
椎弓形成術プレート８００と同じである。スペーサ部分９１０の一方の端部は、例えば、
分割された椎弓板の後方部分の外側面の周りの隣接する、対向する、及び／又は分散する
箇所に取り付けられ及び／又は係合する第１の複数のフランジ９２０を含む第１の椎弓板
係合部分９１５を含んでいる。
【００３９】
　プレート９００は、スペーサ部分９１０の他方の端部に、フランジ９３０と一対のフラ
ンジ棚部９３５とを有する第２の椎弓板係合部分９２５を含んでいる。フランジ棚部９３
５は、スペーサ部分９１０の一方の縁部に隣接して配置され、フランジ９３０はスペーサ
部分９１０から両フランジ９３５の間を伸長している。フランジ９３５は、フランジ９３
０に対して横向きである。或る実施形態では、フランジ９３５はフランジ９３０と直交し
ている。他の実施形態では、フランジ９３５とフランジ９３０との間の他の向きを考えて
いる。固定穴９４０は、例えば、骨スクリューの様な１つ又は複数の固定機構（図示せず
）を、下の骨及び／又はスペーサ部材（図示せず）に挿入し、椎弓形成術プレート９００
を下の椎弓板部に固定できるようにしている。スペーサ部分９１０のスロット状固定穴９
４５は、１つ又は複数の固定機構を、下のスペーサ部材に対して可変的に方向付け且つ配
置できるようにしている。スロット状固定穴９４５は、それに沿った固定具を無数の可変
配置を可能とする。他の実施形態では、１つ又は複数の個別のファスナ位置をスロット状
固定穴９４５に沿って形成している窪み付きスロット状固定穴９４５を考えている。
【００４０】
　図１４は、例えば片開き式椎弓形成術システムに採用することのできる別の実施形態の
椎弓形成術プレート１０００の斜視図であるが、他の椎弓形成術への適用も考えられる。
プレート１０００は、第１端部１０１２と第２端部１０１４を有するスペーサ部分１０１
０を含んでいる。スペーサ部分１０１０の縦方向の長さは、分割された椎弓板の後方部分
と前方部分との間の所望の分離距離に対応している。
【００４１】
　第１端部１０１２に隣接して第１係合部分１０２０があり、これは、分割された椎弓板
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の第１の部分の椎弓形成術プレート１０００に対する少なくとも２方向への動きを低減し
及び／又は防止する働きをする。第１係合部分１０２０は、第１椎弓板安定化フランジ１
０３０及び第２椎弓板安定化フランジ１０４０の様な１つ又は複数の椎弓板安定化フラン
ジを含んでいる。椎弓形成術プレート１０００に対する椎弓板部分の動きを低減、拘束、
及び／又は防止するために、何れでもよいがフランジ１０３０、１０４０は、椎弓板部分
の期待される縦方向軸周りに配置され及び／又は分散配置され、及び／又は両者の間に椎
弓板部分を少なくとも部分的には捕捉し又は受け入れるのに十分な長さとなっている。更
に、何れでもよいがフランジ１０３０、１０４０は、１つ又は複数の固定穴１０３２を有
するに十分な長さである。更に、骨を握る、把持する、係合する、かしめる、挟む、捕捉
する、及び／又は拘束するために、何れでもよいがフランジ１０３０、１０４０は、骨係
合機構１０４２を有している。図示の実施形態では、骨係合機構１０４２は、隣接する骨
に食い込む細長い尖った峰を含んでいる。例えば、１つ又は複数の歯、峰と谷、棚部、ス
パイク、ギザギザ、摩擦増加造形、及び／又は骨支承面などを含め、他の骨係合機構も考
えられる。
【００４２】
　第１係合部分１０２０の第１フランジ１０３０は、スペーサ部分１０１０に対して角度
１０９１を成し、これは或る実施形態ではおよそ５度から８５度の範囲にある。別の実施
形態では、第１フランジ１０３０とスペーサ部分１０１０との間の角度１０９１は、１５
度から７５度の範囲にある。別の実施形態では、第１フランジ１０３０とスペーサ部分１
０１０との間の角度１０９１は、３０度から６０度の範囲にある。更に別の実施形態では
、第１フランジ１０３０とスペーサ部分１０１０との間の角度１０９１は、４０度から５
０度の範囲にある。
【００４３】
　第１フランジ１０３０は、分割された椎弓板の後方部分の後方面に接触する。同様に、
第１フランジ１０３０の内側に配置された第２フランジ１０４０は、分割された椎弓板の
後方部分の前方面に接触する。第２フランジ１０４０は、スペーサ部分１０１０から横方
向に伸長し、次いでスペーサ部分に沿う方向に縦方向に伸長しているように示されている
。第２フランジ１０４０は、スペーサ部１０１０から何れの方向に伸長していてもよく、
又は第１フランジ１０３０から伸長していてもよい。第１及び第２フランジ１０３０、１
０４０は、分割された椎弓板部分を中に入れるレセプタクルを形成し、椎弓板部分のプレ
ート１０００に対する少なくとも２方向の相対運動を制限している。
【００４４】
　第２フランジ１０４０は、スペーサ部分１０１０と角度１０９３を成す接続部分１０４
３と、角度１０９４で第１フランジから遠ざかるように伸長する端部１０４５とを含んで
いる。或る特定の実施形態では、角度１０９３は約６７度であり、角度１０９４は約８度
である。他の実施形態では、角度１０９３は、４５度から９０度の範囲、２５度から１３
５度の範囲、又は１０度から１８０度未満の範囲、を考えている。他の実施形態では、角
度１０９４は、１５度から０度の範囲、又は４５度から０度の範囲を考えている。端部１
０４５は、第１フランジ１０３０に向けて狭くなっていくことも考えられる。
【００４５】
　一対のフランジ１０３０、１０４０は、協働して、分割された椎弓板の後方部分と係合
する。或る実施形態では、フランジ１０３０、１０４０を、互いに向けて曲げ、変形させ
、又は動かし、分割された椎弓板の後方部分を挟み、固定し、及び／又は安定化させるこ
とができる。固定穴１０３２を通って伸びる固定機構が、引っ張られて緩み、分割された
椎弓板の後方部分から係合解除され、及び／又は外れても、フランジ１０３０、１０４０
が分割された椎弓板部分に係合していることにより、椎弓形成術プレートは分割された椎
弓板の後方部分と係合された状態のまま止まることができる。
【００４６】
　スペーサ部分１０１０の第２端部１０１４は、第１フランジ１０５２と、１つ又は複数
の固定穴が設けられた第２フランジ１０５４とを有する第２係合部分１０５０を含んでい
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る。第１フランジ１０５２は、分割された椎弓板の前方部分（側部塊）の様な切開された
骨の端面に面し且つ対向する面を提供するように構成された骨棚部である。第１フランジ
１０５２は、平面状の、平らな、曲がった、曲線をなす、起伏した、連続した、及び／又
は不連続な形状で、これに押し当てて配置される骨の輪郭（プロファイル）に一致する形
状である。第２係合部分１０５０の第２フランジ１０５４は、スペーサ部分１０１０に対
して角度１０９２を成し、この角度は或る実施形態では５度から８５度である。別の実施
形態では、第２フランジ１０５４とスペーサ部分１０１０との間の角度１０９２は、１５
度から７５度の範囲にある。別の実施形態では、第２フランジ１０５４とスペーサ部分１
０１０との間の角度１０９２は、３０度から６０度の範囲にある。更に別の実施形態では
、第２フランジ１０５４とスペーサ部分１０１０との間の角度１０９２は、４０度から５
０度の範囲にある。
【００４７】
　図示してはいないが、第１フランジ１０５２及び／又は第２フランジ１０５４は、分割
された椎弓板部分の隣接する骨を握り、把持し、係合し、かしめ、挟み、捕捉し、及び／
又は拘束するための１つ又は複数の追加的骨係合機構を含んでいてもよい。このような係
合機構の例としては、少なくとも１つの骨係合歯、ノッチ、リブ、溝、ねじ、スプライン
、スパイク、ギザギザ、峰、谷、棚、摩擦増加造形、及び／又は骨支承面を挙げることが
できる。
【００４８】
　椎弓形成術プレート１０００の第２係合部分１０５０は、固定穴１０５６を通って伸び
る１つ又は複数の固定機構を介して、例えば、分割された椎弓板の前方部分（及び／又は
関節面）に取り付けられる。これら固定機構が緩んでも、第１フランジ１０５２及び／又
は第２フランジ１０５４は、椎弓形成術プレート１０００の第２係合部分１０５０並びに
分割された椎弓板の前方部分が脊柱管内に入り込まないように又は脊髄に当たらないよう
に抵抗する。更に、第１フランジ１０５２は一対のフランジ１０３０、１０４０並びにス
ペーサ部分１０１０と協働して、椎弓板の分割端部に突き当たり、分割された椎弓板が「
閉鎖された扉」の位置に動くのを防ぐ。椎弓板係合部分１０２０と１０５０も、分割され
た椎弓板の後方面に突き当たり又は係合して、プレートが横滑りして脊柱管に嵌って新た
に拡大した断面積が小さくなるのを防止する。
【００４９】
　第２フランジ１０４０は、スペーサ部分１０１０から横方向に、次いで第１フランジ１
０３０に概ね平行に伸長しているように示されている。１つ又は複数のフランジが、代わ
りに、フランジ１０３０の一方の側に概ね垂直に、そしてこれに沿って伸長し、それによ
ってフランジ１０３０との交差部がＬ字型になるようにしてもよい。第１の椎弓板係合部
分１０２０は、図１６から１９に関連して以下に論じるようにＣ字型に設けてもよい。
【００５０】
　図１５には、椎弓形成術プレート２１００を示している。特記しない限り、プレート２
１００は上記プレート１０００と同じである。プレート２１００は、上記第２椎弓板係合
部分１０５０と同様の第２椎弓板係合部分２１５０を備えたスペーサ部分２１１０を含ん
でいる。スペーサ部分２１１０の第１端部２１１２に隣接して、第１係合部分２１２０が
あり、これは１つのフランジ２１３０を含んでいるが、他のフランジ配置も考えられる。
スペーサ部分２１１０の前方に向いた面から少なくとも１つの拘束部材２１８０が伸長し
て設けられている。或る実施形態では、スペーサ部材２１９０は拘束部材２１８０を受け
入れる形状に成形され、例えばリブ様の拘束部材２１８０に対応する溝２１９２がスペー
サ部材２１９０に設けられている。拘束部材２１８０は、スペーサ部分２１１０と１つ又
は複数の隣接するスペーサ部材２１９０との間の相対運動に抵抗する何らかの形態を含む
ことができ、例えば、１つ又は複数のリブ、スプライン、ウェブ、溝、歯、スパイク、山
、谷、アンカー、及び／又は粗面などを挙げることができる。
【００５１】
　図１６は、例えば片開き式椎弓形成術システムに採用することのできる別の実施形態の
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椎弓形成術プレート１１００の側面図であるが、他の椎弓形成術処置に適用することも考
えられる。プレート１１００は、上記プレート１０００に付いて述べたスペーサ部分１０
１０及び第２椎弓板係合部分１０５０と同様の、スペーサ部分１１１０及び第２椎弓板係
合部分１１５０を含んでいる。プレート１１００は、第１フランジ１１３０に対して垂直
に伸長する第２フランジ１１４０を有する第１椎弓板係合部分１１４４を含んでいる。第
３フランジ１１４２は、第２フランジ１１４０に垂直に且つ第１フランジ１１３０に概ね
平行に伸長している。図１７に示すように、フランジ１１３０、１１４０、１１４２は、
分割された椎弓板の一部をその前方、後方、及び下方面に沿って受け入れるように略Ｃ字
型を成している。従って、分割された椎弓板の後方面は、第１フランジ１１３０に接触又
は係合する。第２フランジ１１４０は、分割された椎弓板部分とその底面又は下方面上で
接触又は係合する。第３フランジ１１４２は、分割された椎弓板部分とその前方面で係合
又は接触する。他の実施形態では、第２フランジ１１４０を分割された椎弓板分部の上方
面に沿って配置することを考えている。
【００５２】
　図１８は、例えば片開き式椎弓形成術システムに採用することのできる別の実施形態の
椎弓形成術プレート１３００の側面図であるが、他の椎弓形成術処置に適用することも考
えられる。プレート１３００は、上記プレート１０００に付いて述べたスペーサ部分１０
１０及び第２椎弓板係合部分１０５０と同様の、スペーサ部分１３１０及び第２椎弓板係
合部分１３５０を含んでいる。プレート１３００は、第１フランジ１３３０に対して垂直
に伸長する第２フランジ１３４２を有する第１椎弓板係合部分１３４４を含んでいる。第
３フランジ１３４０は、第１フランジ１３３０に垂直に且つ第２フランジ１３４２に概ね
平行に伸長している。図１９に示すように、フランジ１３３０、１３４０、１３４２は、
分割された椎弓板の一部を受け入れるように略Ｃ字型を成している。従って、分割された
椎弓板部分の上方面は第２フランジ１３４２と接触又は係合し、分割された椎弓板部分の
下方面は第３フランジ１３４０と接触又は係合し、第１フランジ１３３０は分割された椎
弓板部分の後方面と接触することになる。
【００５３】
　図１６から１９の第１椎弓板係合部の図示の実施形態は、直角のＣ字型となっている。
他の実施形態では、椎弓板係合部分のフランジの内側面プロファイルとして、丸味の付い
た、円形の、楕円形の、非円形の又は多角形の内側面プロファイルも含めて考えている。
【００５４】
　図２０は、フランス扉椎弓形成術処置を受けた椎骨の平面図である。棘突起は除去され
、各椎弓板に、及び／又は各椎弓板とそれぞれの関節面との間に、ヒンジが形成されてい
る。ヒンジ付き椎弓板は、フランス扉椎弓形成術処置用の椎弓形成術プレート１５００に
よりそれぞれの開位置に固定された状態で示されている。
【００５５】
　第１の椎弓板部分１５１０は、プレート１５００のスペーサ部分１５３０により第２の
椎弓板部分１５２０から所定の距離だけ離して保持されている。スペーサ部分１５３０の
長手方向の長さは、第１の椎弓板部分１５１０と第２の椎弓板部分１５２０との間の所望
の分離距離に対応している。スペーサ部分１５３０は、以前の骨構造に凡そ匹敵し及び／
又はそれ以上に脊椎及び／又は脊柱管を保護するのに十分な構造強度を有している。
【００５６】
　スペーサ部分１５３０の一方の端部には第１椎弓板係合部分１５７０が、他方の端部に
は第２椎弓板係合部分１５６０が、それぞれ隣接して設けられている。第１椎弓板係合部
分１５７０は、第１の椎弓板部分１５１０と係合するための第１の複数の椎弓板係合フラ
ンジ１５４０と１５５０を含んでいる。フランジ１５４０、１５５０は、第１の椎弓板部
分１５１０の少なくとも２つの面、即ち図示の実施形態では前方面と後方面、と係合する
ために、第１の椎弓板部分１５１０の周りに配置及び／又は分散配置されている。椎弓板
部分１５１０はフランジ１５４０、１５５０の間に受け入れられ、椎弓板部分１５１０が
両フランジの間に少なくとも部分的には捕捉又は位置付けられるようになっている。固定
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機構を受け入れるため、何れかのフランジ１５４０、１５５０を貫通して固定穴が設けら
れている。椎弓板部分１５１０をプレート１５００に対して握り、把持し、係合し、かし
め、挟み、捕捉し、及び／又は拘束するために、フランジ１５４０、１５５０の一方又は
両方に、１つ又は複数の骨係合機構１５４２を設けることができる。第２椎弓板係合部分
１５６０は、第１椎弓板係合部分１５７０と同様に構成されている。
【００５７】
　図２１は、フランス扉椎弓形成術用の別の実施形態の椎弓形成術プレート１６００の斜
視図であるが、他の椎弓形成術処置に適用することも考えられる。椎弓形成術プレート１
６００は、フランス扉椎弓形成術を受けた特定の椎骨の分割された椎弓板の一方及び／又
は両方による脊髄への可能性のある衝突を防止することができる。プレート１６００は、
第１端部１６１２と第２端部１６１４を有するスペーサ部分１６１０を含んでいる。端部
１６１２と１６１４は、スペーサ部分１６１０上で長手方向に互いに反対側にある。第１
椎弓板係合部分１６２０は第１端部１６１２に隣接し、第２椎弓板係合部分１６３０は第
２端部１６１４に隣接している。
【００５８】
　第１椎弓板係合部分１６２０は、第１側方フランジ１６２２及び第１中央フランジ１６
２６を有し、両者の間に第１の骨把持部が形成されている。第１側方フランジ１６２２は
、１つ又は複数の内側に向いた骨係合機構１６２４を有している。第１中央フランジ１６
２６は、１つ又は複数の外側に向いた骨係合機構１６２８を有している。こうして、一対
の対向する骨係合機構が、フランジ１６２２、１６２６により提供される。骨係合機構１
６２４、１６２８は、幾何学的形状が同じでも異なっていてもよい。例えば、係合機構１
６２４、１６２８の何れも、機構１６２４について示されているように多数の接点で、あ
るいは機構１６２８について示されているように１つの接点で、分割された椎弓板部分の
残り部分と接触線に沿って接するように構成できる。このような接点ができると、機構は
分割された椎弓板部分に食い込み又はこれを把持することができる。
【００５９】
　第２椎弓板係合部分１６３０は、第２側方フランジ１６３２及び第２中央フランジ１６
３６を有し、両者の間に第２の骨把持部分が形成されている。第２側方フランジ１６３２
は、１つ又は複数の内側に向いた骨係合機構１６３４を有している。第２中央フランジ１
６３６は、１つ又は複数の外側に向いた骨係合機構１６３８を有している。こうして、一
対の対向する骨係合機構が、フランジ１６３２、１６３６により提供される。骨係合機構
１６３４、１６３８は、幾何学的形状が同じでも異なっていてもよい。例えば、係合機構
１６３４、１６３８の何れも、機構１６３４について示されているように多数の接点で、
あるいは機構１６３８について示されているように１つの接点で、分割された椎弓板部分
と接触線に沿って接するように構成できる。このような接点ができると、機構は分割され
た椎弓板部分に食い込み及び／又はこれを把持することができる。
【００６０】
　第２椎弓板係合部分１６３０は、第１椎弓板係合部分１６２０と対称でもよい。スペー
サ部分１６１０、第１係合部分１６２０、第２係合部分１６３０、及び／又は何れかのフ
ランジ１６２２、１６２６、１６３２及び／又は１６３６は、固定機構を受け入れるため
の１つ又は複数の固定穴を有していてもよい。装着時に上から見ると、スペーサ部分１６
１０は、残りの分割椎弓板の間で除去された棘突起の箇所に亘って伸長し、それにより脊
柱管の断面積を維持し、除去された骨に代わる構造を提供する。
【００６１】
　第１椎弓板係合部分１６２０の第１側方フランジ１６２２は、分割された椎弓板部分の
側方又は後方に向いた外側面に接触する。同様に、第１中央フランジ１６２６は、分割さ
れた椎弓板部分の中央又は前方に向いた内側面に接触する。フランジ１６２２、１６２６
は、骨係合機構１６２４、１６２８を、その間に配置されている分割された椎弓板部分と
係合させるために、かしめ及び／又は共に締めつけることができ、それによって、分割さ
れた椎弓板部分を挟み、その動き及び／又は第１フランス扉が閉じるのを防止する。
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【００６２】
　同様に、装着時に上から見ると、第２椎弓板係合部分１６３０の第２側方フランジ１６
３２は、第２の分割された椎弓板部分の側方又は後方に向いた外側面に接触する。第２中
央フランジ１６３６は、第２の分割された椎弓板部分の中央又は後方に向いた内側面に接
触する。フランジ１６３２、１６３６は、骨係合歯１６３４、１６３８を、第２の分割さ
れた椎弓板部分がその間に配置された状態で、これと係合させるために、かしめ及び／又
は共に締めつけることができ、それによって第２の分割された椎弓板を挟み、その動き及
び／又は分割された椎弓板が閉じるのを防止する。
【００６３】
　代わりの実施形態（図示せず）では、第１椎弓板係合部分１６２０は上フランジ及び下
フランジを含んでいる。上フランジは、第１の分割された椎弓板部分の上方面に接するよ
うになっている。第２椎弓板係合部分１６３０は、同じように構成される。代わりに、椎
弓板係合部分１６２０、１６３０の一方又は両方に、Ｃ字型又は囲み型の配置を利用して
もよい。
【００６４】
　スペーサ部材は、第１と第２の分割された椎弓板の間に挿入される。そのようなスペー
サ部材は、スペーサ部分１６１０、第１椎弓板係合部分１６２０、第１側方フランジ１６
２２、第１中央フランジ１６２６、第２椎弓板係合部分１６３０、第２側方フランジ１６
３２、及び／又は第２中央フランジ１６３６の固定穴（図示せず）を通って伸長する固定
機構介して固定される。こうして、スペーサ部材は、第１と第２の分割された椎弓板の間
に保持され、椎弓板の両端は互いに対して固定され、引っ張られて離れることが防止され
る。スペーサ部材が融合部材である場合、分割された椎弓板の両端と融合部材との間の接
触はプレート１６００により維持及び保護され、融合が促進される。
【００６５】
　第１及び第２側方フランジ１６２２、１６３２は角度１６９５を成し、スペーサ部分１
６１０は半径１６９７に沿って曲がっている。或る特定の実施形態では、角度１６９５は
約５３度で、半径１６９７は約２１ミリメートルである。他の実施形態では、角度１６９
５は４０度から６５度の範囲、又は０度以下から１８０度以上の範囲を考えている。他の
実施形態では、スペーサ部分１６１０に他の半径１６９７を考えている。曲がっておらず
、真っ直ぐで、又は角度を付けてずらした一連の直線部分又は一連の湾曲部分を含むスペ
ーサ部１６１０も考えられる。
【００６６】
　中央フランジ１６２６、１６３６は、図示のように平行に伸長している。他の実施形態
では、中央フランジ１６２６、１６３６は、スペーサ部分１６１０から伸長するにつれ、
互いに対して離れるか又は近付くことを考えている。中央フランジ１６２６、１６３６は
、それぞれ、接続部分１６２７、１６３７と、端部１６２９、１６３９を有している。端
部１６２９、１６３９は、それぞれ接続部分１６２７、１６３７から伸長している。或る
実施形態では、接続部分１６３７は、端部１６３９と角度１６９６を成す。同様に、接続
部分１６２７は端部１６２９と或る角度を成す。或る特定の実施形態では、角度１６９６
は約１２０度である。他の実施形態では、角度１６９６に他の値を考えている。
【００６７】
　図２２は、図２０のプレート１５００及び図２１のプレート１６００と同様の、別の実
施形態の椎弓形成術プレート２４００の平面図である。プレート２４００は、一方の端部
に隣接する第１椎弓板係合部分２４４０と他方の端部に隣接する第２椎弓板係合部分２４
５０とを有するスペーサ部分２４３０を含んでいる。スペーサ部分２４３０には１つ又は
複数の固定穴２４６０が設けられ、各係合部分２４４０、２４５０には１つ又は複数の固
定穴２４７０が設けられている。固定穴２４６０、２４７０は、１つ又は複数の固定機構
（図示せず）を下の椎弓板部分２４１０、２４２０及び／又はスペーサ部材２４８０に挿
入して、椎弓形成術プレート２４００を椎弓板部分２４１０、２４２０及び／又はスペー
サ部材２４８０に対して固定できるようにしている。固定穴２４６０、２４７０は、下の
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椎弓板部分２４１０、２４２０及び／又はスペーサ部材２４８０に対して固定機構を可変
的に向け、配置できるようにするためのスロットを更に含んでいてもよい。
【００６８】
　図２３は、図２１の椎弓形成術プレート１６００の代わりの実施形態の側面図である。
椎弓形成術プレート２５００は、スペーサ部分２５１０と、第１及び第２端部２５１４、
２５１８それぞれに隣接する椎弓板係合部分２５３０、２５２０とを含んでいる。スペー
サ部分２５１０の固定穴２５５０は、下のスペーサ部材に対して椎弓形成術プレートを可
変的に向け、配置できるようにするスロットを更に含んでいる。係合部分２５２０、２５
３０は、それぞれ、隣接する椎弓板部分と係合するための複数のフランジを含んでいる。
椎弓板係合部分２５２０、２５３０は、それぞれ、各椎弓板部分の前方面及び後方面と係
合するための、そして椎弓板部分の上方面及び下方面のうちの一方と係合するためのＣ字
型部分を含んでいる。係合部分２５２０、２５３０の固定穴２５４０は、１つ又は複数の
固定機構（図示せず）を下の椎弓板部分に挿入できるようにしている。各Ｃ字型椎弓板係
合部分の開口端は、スペーサ部分２５１０に沿って配置された骨スペーサと隣接する椎弓
板部分との間が全面接触できるようにしている。
【００６９】
　別の実施形態では、プレート２５００の少なくとも一方の端部において、フランジを、
分割された椎弓板の端部を完全に又は実質的に取り囲む椎弓板係合カップ又は環に取り替
えることができる。このようなカップは、分割された椎弓板部分の端部が椎弓板の軸を中
心に３６０度まで半径方向に動くのを低減、拘束、及び／又は防止して、それにより脊柱
管の融合と保護を更に促すことができ有用である。カップは、分割された椎弓板の端にか
しめて両者と固定係合することができる。更に、カップは、例えば、歯、スプライン、ね
じ、及び／又は溝の様な、椎弓板部分との係合のための１つ又は複数の骨係合機構で裏打
ちし及び／又は形成してもよい。カップは、固定機構を挿入し、カップと下の椎弓板部分
とを連結する１つ又は複数の固定穴を含んでいてもよい。また、カップは、骨の内成長面
及び／又は骨成長誘導材料を含んでいてもよい。
【００７０】
　椎弓板係合カップを有する椎弓形成術プレートの別の例を図２４及び図２５に示す。特
記しない限り、椎弓形成術プレート１７００は、図８、９、１０の椎弓形成術プレート８
００と同様のものとすることができる。椎弓形成術プレート１７００は、スペーサ部分１
７２０の端部に椎弓板係合カップ１７１０を含んでいる。カップ１７１０には底が無いの
で、細長い環、閉じた多角形、又はＯ型のレセプタクルに似ている。カップ１７１０の断
面は、どのような閉じた多角形でもよく、従って円形、楕円形、長円形、矩形、多角形な
どでもよい。更に、椎弓板の断面は、カップ１７１０に嵌るように又はその特定の形状に
所望通り嵌合するように、処置時に成形してもよい。
【００７１】
　カップ１７１０には、スペーサ部１７２０に関して中央方向に配向された底面１７３０
を設けてもよい。カップ１７１０の開口した底面１７３９は、分割された椎弓板部分の間
の融合が求められる処置では望ましいはずである。カップ１７１０の壁は、椎弓板の端部
並びにスペーサ部材の端部を越えて滑動可能に伸長できるようになっており、カップ１７
１０と下の椎弓板部分及びスペーサ部材との間に１つ又は複数の接触点、接触線、及び／
又は接触面を提供する。また、カップ１７１０は、椎弓板部分とそこに配置されたスペー
サ部材とを接触、係合、把持、及び／又はかしめることができるようになっていて、更に
両者間の相対移動を妨げるようになっていてもよい。或る実施形態では、プレート１７０
０及び／又はカップ１７１０は、分解吸収性材料で形成され、分割された椎弓板の端部と
隣接するスペーサ部材との間に一旦融合が起きると、プレート１７００及び／又はカップ
１７１０が分解吸収されることになる。
【００７２】
　別の例示的な実施形態では、図２６及び２７に示すように、調整可能カフ１９１０は、
椎弓形成術プレート１９００が設けられ、スペーサ部分１９２０の端部に取り付けられて
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いる。特記しない限り、椎弓形成術プレート１９００は、図８、９、１０の椎弓形成術プ
レート８００と同様である。カフ１９１０はカップ１７１０と同様ではあるが、カフ１９
１０の断面は開口したあらゆる多角形又は湾曲形状を画定する。調整可能カフ１９１０の
両壁は、離れる方向に広げ、下の椎弓板部分の骨に嵌るように調整することができる。カ
フ１９１０は、この様に、カフ１９１０の両アーム間を広げることにより、分割された椎
弓板部分に側方から装着できるようになっている。更に、椎弓板の断面を、特定の形状の
カフ１９１０の中に嵌るような形にすることもできる。カフ１９１０の両アーム間の隙間
は、分割された椎弓板部分への上部又は底部から装着できるように配置してもよい。カフ
１９１０は、ばねで付勢して自然な状態に向かって戻るようにして、広げて椎弓板部分の
周りに配置すると、椎弓板部分を挟み込み、これと係合させることができる。カフ１９１
０及び／又は分割された椎弓板部分は、挟み力が分割された椎弓板部分にまで及ばないよ
うな大きさにしてもよい。挟むか挟まないかに関わらず、係合機構及び／又は固定機構用
の固定穴を設けて、カフ１９１０を分割された椎弓板部分に係合させてもよい。
【００７３】
　図２８及び図２９は、別の実施形態の椎弓形成術プレートの斜視図である。椎弓形成術
プレート２７００は、片開き式椎弓形成術処置に特に適しているが、他の椎弓形成術処置
での適用も考えられる。プレート２７００は、第１端部２７１２と第２端部２７１４との
間に伸長するスペーサ部分２７１０を含んでいる。スペーサ部分２７１０は、スロット状
の固定穴２７１６を有している。固定穴２７１６には、スペーサ部分２７１０の後方向き
の面に隣接して窪み部分２７１８がある。この窪み部分２７１８は、固定機構が少なくと
も部分的には窪み部分に嵌り込み、スペーサ部分２７１０に対して低プロファイルとなる
ようにしている。窪み部分２７１８は、更に、固定機構をスペーサ部分２７１０に対して
可変角度で配置できるように、固定機構の球形面と合う球形の側面を有している。スペー
サ部分２７１０は、固定穴２７１６を収容すると共に、第１及び第２端部２７１２、２７
１４に隣接するスペーサ部分２７１０の幅を最小限にするために、固定穴２７１６周りに
幅が広くなっている拡幅部分２７２０を有している。拡幅部分２７２０は、スペーサ部分
２７１０の剛性を上げると共に、端部２７１２、２７１４を幅狭にすることによって、椎
弓板係合部分２７１２、２７１４を曲がり易くしている。
【００７４】
　第１端部２７１２に隣接して、第１椎弓板係合部分２７３０がある。椎弓板係合部分２
７３０は、第１ノード２７３２と第２ノード２７３４を含んでいる。ノード２７３２、２
７３４は、第１端部２７１２から伸長する第１フランジ２７４８の軸に沿って整列してい
る。ノード２７３２、２７３４は、それぞれ固定穴２７３６、２７３８を収容するため、
第１フランジ２７４８より幅広になっている。固定穴２７３６には、第１ノード２７３２
の外側に向いた面に隣接して窪み部分２７４０がある。この窪み部分２７４０は、固定機
構が少なくとも部分的には窪み部分に嵌り込み、第１フランジ２７４８に対して低プロフ
ァイルとなるようにしている。固定穴２７３８にも、第２ノード２７３４の外側に向いた
面に隣接して窪み部分２７４２がある。この窪み部分２７４２は、固定機構が少なくとも
部分的には窪み部分に嵌り込み、第１フランジ２７４８に対して低プロファイルとなるよ
うにしている。窪み部分２７４０、２７４２は、更に、固定機構を第１フランジ２７４８
に対して可変角度で配置できるように、固定機構の球形面と合う球形の側面を有している
。
【００７５】
　第２端２７１４に隣接して、第２椎弓板係合部分２７５０がある。椎弓板係合部分２７
５０は、第１ノード２７５２と第２ノード２７５４を有する第２フランジ２７６８を含ん
でいる。第１及び第２フランジ２７４８、２７６８は、図８、９、１０のプレート８００
に関連して先に述べたと同様の様式でスペーサ部分２７１０に対して配置されている。ノ
ード２７５２、２７５４は、第２フランジ２７６８の長手方向軸に対して横向きに伸長す
る軸に沿って整列している。ノード２７５２、２７５４は、それぞれ固定穴２７５６、２
７５８を収容するため、フランジ２７６８ より幅広になっている。固定穴２７５６には
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、第１ノード２７５２の外側に向いた面に隣接して窪み部分２７６０がある。この窪み部
分２７６０は、固定機構が少なくとも部分的には窪み部分に嵌り込み、フランジ２７６８
に対して低プロファイルとなるようにしている。固定穴２７５８にも、第２ノード２７５
４の外側に向いた面に隣接して窪み部分２７６２がある。この窪み部分２７６２は、固定
機構が少なくとも部分的には窪み部分に嵌り込み、第２フランジ２７６８に対して低プロ
ファイルとなるようにしている。窪み部分２７６０、２７６２は、更に、固定機構を第２
フランジ２７６８に対して可変角度で配置できるように、固定機構の球形面と合う球形の
側面を有している。
【００７６】
　これまでに論じてきたプレートの更に別の形態では、椎弓形成術プレートの少なくとも
１つの椎弓板係合部分のフランジの個数を、係合部分と分割された椎弓板部分の間の接触
点、接触線、及び／又は接触面を追加するために、増やすことができる。フランジは、分
割された椎弓板の周囲又は外側面周りに分散させることができる。また、フランジは、分
割された椎弓板の周囲に均一又は不均一に分散させることができる。更に、この分散は、
分割された椎弓板の長手方向軸を中心にしても、スペーサ部分の長手方向軸に平行な線を
中心にしても、及び／又は椎弓形成術プレートの長手方向軸に平行な線を中心にしてもよ
い。更に、１つ又は複数のフランジは、平らでも、及び／又は分割された椎弓板の外側面
の曲率と合うように曲がっていてもよい。フランジは、下の椎弓板部分に接触し、取り付
け、周りをかしめ又は挟み、及び／又は把持することにより、分割された椎弓板部分と少
なくとも部分的には係合する。
【００７７】
　図３０は、分割された椎弓板部分の間に配置可能なスペーサ部材の斜視図である。スペ
ーサ部材２８００は、或る作動方向で、後方面２８０４と前方面２８０６の間に伸長して
いる本体２８０２を含んでいる。本体２８０２は、第１端部２８０８と第２端部２８１０
とを更に含んでいる。第１端部２８０８は、分割された椎弓板の第１の部分を少なくとも
部分的には受け入れるための第１レセプタクル２８１２を形成する凹面を含んでいる。同
様に第２端部２８１０は、分割された椎弓板の第２の部分を少なくとも部分的には受け入
れるための第２レセプタクル２８１４を形成する凹面を含んでいる。面２８１２、２８１
４は、連続した曲線、一連の曲線、一連の直線部分、又は曲線部分と直線部分の組み合わ
せで構成することができる。何れの場合も、椎弓板係合レセプタクル２８１２、２８１４
は、隣接する椎弓板部分を受け入れることができる。面２８１２、２８１４により、係合
をやり易くする大きな接合面積が与えられ、また、スペーサ部材２８００が融合部材であ
る場合には、骨の内成長にとってより大きな面が与えられることになる。
【００７８】
　使用時には、前方面２８０６が脊柱管に向けて配置され、後方面２８０４は椎弓形成術
プレートに隣接して配置される。面２８０４に開いている孔２８１６は、スペーサ部材２
８００を椎弓形成術プレートに固定するための固定機構を受け入れる。スペーサ部材２８
００は、ここで論じた何れの椎弓形成術プレートでも使用することができる。スペーサ部
材２８００は、椎弓形成術プレートに、及び／又は隣接する分割された椎弓板部分に、取
り付けることができる。また、スペーサ部材２８００を、椎弓形成術プレート無しで使用
し、分割された椎弓板部分に直接取り付けることも考えられる。或る形態では、スペーサ
部材２８００は、分割された椎弓板部分の隣接する両分離面の輪郭に一致するように成形
し又は変形させることのできる材料で構成される。面２８１２、２８１４は、接触表面積
を増してより良好に装着できるように、例えば隣接する分割された椎弓板部分の後方及び
前方面に沿って伸長していてもよい。スペーサ本体２８０２は、面２８１２、２８１４が
隣接する椎弓板部分の上方及び下方面に沿って伸長するように向けることもできる。
【００７９】
　ここで論じたスペーサ部材の実施形態は、合成又は天然の自己移植片組織、同種移植片
組織、及び異種移植片組織を含む、生体適合性のある何れの材料で作ってもよく、分解吸
収性であってもなくてもよい。組織材料の例としては、硬組織、結合組織、脱鉱物骨基質
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、及びそれらの組み合わせを挙げることができる。更に分解吸収性材料の例としては、ポ
リラクチド、ポリグリコライド、チロシン誘導ポリカーボネート、ポリ無水物、ポリオル
トエステル、ポリホスファゼン、リン酸カルシウム、ヒドロキシアパタイト、生物活性ガ
ラス、及びそれらの組み合わせを挙げることができる。非分解吸収性材料の例としては、
非強化ポリマー、炭素強化ポリマー複合物、ＰＥＥＫ及びＰＥＥＫ複合物、形状記憶合金
、チタン、チタン合金、コバルトクロム合金、ステンレス鋼、セラミック、及びそれらの
組み合わせ又はその他の組み合わせを挙げることができる。
【００８０】
　ここに論じた椎弓形成術プレートは、分割された椎弓板部分の安定化を図り、分割され
た椎弓板部分の間に配置されたスペーサ部材との融合を促進する。患者の股関節部又は骨
盤からの骨移植片の採取を回避することができ、患者の不快さと痛みが軽減される。スペ
ーサ部材の変位及び／又はスペーサ部材の位置異常は低減され又は無くなる。また、分割
された椎弓板が脊柱管に入り込む可能性も少なくなり又は無くなるので、プレート又はス
ペーサ部材の何れかが脊髄に当たる可能性も少なくなり及び／又は無くなる。分割された
椎弓板部分並びにスペーサ部材に対する安定性がプレートにより増すことによって、術後
の固定具の必要性も少なくなり又は無くなる。
【００８１】
　ここに論じた椎弓形成術プレートは、一体構成で、スペーサ部分、椎弓板係合部分、及
び／又はフランジは、一体的に形成し、又は単一材料で形成することができる。代わりの
実施形態では、椎弓形成術プレートの各構成要素は、一体ではなく、椎弓形成術プレート
の他の構成要素に取り付け及び／又は連結できるものを考えている。椎弓形成術プレート
は、椎弓形成術処置の対象となり得るあらゆる種類の椎骨に対応できる大きさで、且つ脊
柱管に沿う椎弓形成術を施す複数レベルに合わせた大きさとすることができる。椎弓形成
術プレートの各実施形態では、特定の患者の解剖学的構造に合わせるため、屈曲可能なス
ペーサ部分及び／又は１つ又は複数の屈曲可能な椎弓板係合部分を考えている。スペーサ
部分及び／又は椎弓板係合部分は、術前の計画又は術中に遭遇する解剖学的考察に基づい
て、患者の解剖学的構造に対応するために前もって曲げることもできる。
【００８２】
　椎弓形成術プレートは、分割された椎弓板の開放位置を維持できるだけの強度を有する
生体適合性のある材料であれば、どの様な材料で形成してもよい。適した材料としては、
或る種の金属、ポリマー、セラミック、及び／又は複合物を挙げることができる。椎弓形
成術プレートは、熱硬化性、硬化性、分解吸収性、Ｘ線透過性、及び／又は骨成長誘導性
のある材料で作ることができる。或る特定の実施形態では、１つの適した材料として、チ
タン合金、例えば、ＣＰＴｉ２等級合金のようなチタンが挙げられる。別の適した材料に
は、ＰＡＥＫ（ポリアリールエーテルケトン）化合物、特にＰＥＥＫ（ポリエーテルエー
テルケトン）化合物がある。
【００８３】
　以上、図面と上記記述により本発明を図示し詳しく説明してきたが、それらは、性質上
、本発明を説明するものであり限定するものではなく、好適な実施形態を図示し説明した
に過ぎず、本発明の精神に含まれる全ての変更及び修正は保護の対象となるものとする。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１】典型的な人の脊柱の斜視図である。
【図２】典型的な椎骨の斜視図である。
【図３】図２の典型的な椎骨の分解斜視図である。
【図４】片開き式椎弓形成術の第１段階の平面図である。
【図５】片開き式椎弓形成術の第２段階の平面図である。
【図６】分割された椎弓板部分の間に挿入された骨移植片を示す、片開き式椎弓形成術の
第３段階の平面図である。
【図７】片開き式椎弓形成術の第４段階と本発明の椎弓形成術プレートの一実施形態を示
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す部分断面平面図である。
【図８】別の実施形態の椎弓形成術プレートの斜視図である。
【図９】図８の椎弓形成術プレートの正面図である。
【図１０】図８の椎弓形成術プレートの右側面図である。
【図１１】別の実施形態の椎弓形成術プレートの斜視図である。
【図１２】図１１の椎弓形成術プレートの正面図である。
【図１３】図１１の椎弓形成術プレートの右側面図である。
【図１４】更に別の実施形態の椎弓形成術プレートの斜視図である。
【図１５】更に別の実施形態の椎弓形成術プレートの斜視図である。
【図１６】更に別の実施形態の椎弓形成術プレートの正面図である。
【図１７】図１６の１７－１７線に沿う断面図である。
【図１８】別の実施形態の椎弓形成術プレートの正面図である。
【図１９】図１８の１９－１９線に沿う断面図である。
【図２０】フランス扉椎弓形成術を行っている椎骨と、当該椎骨に固定された別の実施形
態の椎弓形成術プレートを示す平面図である。
【図２１】別の実施形態の椎弓形成術プレートの斜視図である。
【図２２】フランス扉椎弓形成術を行っている椎骨と、当該椎骨に固定された別の実施形
態の椎弓形成術プレートを示す部分断面平面図である。
【図２３】別の実施形態の椎弓形成術プレートの斜視図である。
【図２４】別の実施形態の椎弓形成術プレートの正面図である。
【図２５】図２４の２５－２５線に沿う断面図である。
【図２６】別の実施形態の椎弓形成術プレートの正面図である。
【図２７】図２６の２７－２７線に沿う断面図である。
【図２８】別の実施形態の椎弓形成術プレートを、後方側から見た斜視図である。
【図２９】図２８の椎弓形成術プレートの前方側の斜視図である。
【図３０】スペーサ部材の斜視図である。
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