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(57)【要約】
　本発明の実施態様によるシステムおよび方法は、脊椎
を伸延するために関節接合部の中に配置されるインプラ
ント(1900)であって、該配置によって脊柱管の面積、お
よび脊髄および神経が通過する開口を拡大し、脊髄およ
び／または神経根に対する圧を下げるインプラントを含
む。このインプラント(1900)は、側方または後方から挿
入される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　関節接合部の可動性を維持しながら、脊椎狭窄症およびその他の脊椎病態に対処する関
節接合部インプラントであって、
　固定プレート；
　関節接合部スペーサ；および
　固定プレートを関節接合部スペーサに接続する連結接合体
　を含む前記インプラント。
【請求項２】
　前記連結接合体が、ヒンジ、ボール・ソケット接合体、および湾曲性材料の内の一つで
あることを特徴とする、請求項１のインプラント。
【請求項３】
　連結接合体が、
　固定プレートを有する腔；および、
　関節接合部スペーサから延び、固定プレートの腔の中に配置される球形末端
　を含むことを特徴とする、請求項１のインプラント。
【請求項４】
　ロックねじ；
　骨ねじ；
をさらに含み、前記固定プレートは第1開口および第2開口をさらに含み、骨ねじは第1開
口内部に受容が可能であり、かつ、ロックねじは第2開口内部に受容が可能であることを
特徴とする、請求項１のインプラント。
【請求項５】
　ロックねじは、骨ねじが、後方変位および回転変位の内の少なくとも一つが出来ないよ
うに阻止するヘッドを有することを特徴とする、請求項４のインプラント。
【請求項６】
　ロックねじは、鑿状尖端をさらに含み、鑿状尖端は自身で切削してロックねじを椎骨へ
進入させることを特徴とする、請求項４のインプラント。
【請求項７】
　前記連結接合体は、前記関節接合部スペーサが、固定プレートに対して自在に動き、傾
斜することを可能とすることを特徴とする、請求項１のインプラント。
【請求項８】
　前記関節接合部スペーサが、関節接合部を収容する形状を持ち、かつ、関節接合部の上
面と下面の間に適合することを特徴とする、請求項１のインプラント。
【請求項９】
　固定プレートが側方体に固定されるように適応することを特徴とする、請求項１のイン
プラント。
【請求項１０】
　関節接合部スペーサは、脊椎関節接合部を伸延し、かつ、脊椎関節接合部の可動性を可
能とするように適応されることを特徴とする、請求項１のインプラント。
【請求項１１】
　前記関節接合部スペーサが、関節接合部に嵌合するように適応される凸型表面を有する
ことを特徴とする、請求項１のインプラント。
【請求項１２】
　前記関節接合部スペーサが、前端が関節接合部にこじ入れられるのを可能とするように
適応した楔型前端を含み、関節接合部スペーサが、関節接合部の可動性を排除することな
く、関節接合部を伸延し、椎間孔面積を増大させることを特徴とする、請求項１のインプ
ラント。
【請求項１３】
　脊椎狭窄症および脊椎のその他の病態を矯正するように適応される関節接合部インプラ
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ントであって、
　第1レベルの2個の隣接脊椎骨によって形成される第1関節接合部内に配置するように適
応される第1関節接合部スペーサ；
　第1レベルの2個の隣接脊椎骨によって形成される第2関節接合部内に配置するように適
応される第2関節接合部スペーサ；および、
　第1関節接合部スペーサを第2関節接合部スペーサにつなぐカラー
　を含む前記インプラント。
【請求項１４】
　カラーは、第1ヒンジによって第1関節接合部スペーサに屈曲性に接続され、かつ、カラ
ーは、第2ヒンジによって第2関節接合部スペーサに屈曲性に接続されることを特徴とする
、請求項１３による関節接合部インプラント。
【請求項１５】
　前記カラーは可撓的に前記第1関節接合部スペーサに接続され、かつ、カラーは屈曲性
に第2関節接合部スペーサに接続されることを特徴とする、請求項１３による関節接合部
インプラント。
【請求項１６】
　カラーが、第1関節接合部スペーサに隣接して配置される第1開口、および、第2関節接
合部スペーサに隣接して配置される第2開口をさらに含み、第1開口は、第1骨ねじを受容
することが可能であり、かつ、第2開口は、第2骨ねじを受容することが可能であり、いず
れのねじもインプラントを椎骨に固定するように適応されることを特徴とする、請求項１
３による関節接合部インプラント。
【請求項１７】
　カラーは、患者の頸椎の解剖学的形状に一致するように曲げることが可能であることを
特徴とする、請求項１３による関節接合部インプラント。
【請求項１８】
　第1骨ねじの変位を阻止するように配置される第1ロック装置、および、第2骨ねじの変
位を阻止するように配置される第2ロック装置を含むことを特徴とする、請求項１６によ
る関節接合部インプラント。
【請求項１９】
　第1関節接合部スペーサの面、および第2関節接合部スペーサの面は、頸椎関節面の形状
に近似するように凸型であることを特徴とする、請求項１３による関節接合部インプラン
ト。
【請求項２０】
　第1関節接合部スペーサの第1遠位端、および第2関節接合部スペーサの第2遠位端が、頸
椎間接接合部への挿入をやり易くするためにテーパー型とされることを特徴とする、請求
項１３による関節接合部インプラント。
【請求項２１】
　インプラントは、骨の切除無しに埋め込まれるように適応されることを特徴とする、請
求項１による関節接合部インプラント。
【請求項２２】
　骨ねじ；
　ロックねじ；
　骨ねじおよびロックねじを受容する固定プレートを含み、
　ロックねじは、自身で切削して椎骨内に進入し、かつ、骨ねじを封止するように適応し
、ロックねじと骨ねじは、固定プレートを椎骨に固定するように適応する、
　ことを特徴とする、請求項１の関節接合部インプラント。
【請求項２３】
　ロックねじは、骨ねじが、後方変位および回転変位の内の少なくとも一つが出来ないよ
うに阻止するヘッドを有することを特徴とする、請求項２２のインプラント。
【請求項２４】
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　ロックねじは、鑿状尖端をさらに含み、鑿状尖端は自身で切削してロックねじを椎骨へ
進入させることを特徴とする、請求項２２のインプラント。
【請求項２５】
　固定プレートに対して伸展位置と折り曲げ位置の間で軸回転可能で、関節接合部に挿入
されるよう適応される関節接合部スペーサを含み、関節接合部スペーサは、該関節接合部
スペーサが伸展位置を超えて軸回転しないように構成されることを特徴とする、請求項１
の関節接合部インプラント。
【請求項２６】
　関節接合部スペーサは、該関節接合部スペーサの伸展位置を超えた動きを阻止するため
の後方突起を含むことを特徴とする、請求項２５のインプラント。
【請求項２７】
　関節接合部スペーサは、凸型頂上面および底面を含み、頂上面がある角度をもって底面
に向かって薄くなって前端を形成することを特徴とする、請求項１のインプラント。
【請求項２８】
　固定プレートが、埋め込みツールの、後退可能部材を受容するように適応される嵌合口
を含むことを特徴とする、請求項１の関節接合部インプラント。
【請求項２９】
　固定プレートが、埋め込みツールの受容スロットに対応的に合致するように適応される
突起を有する側面をさらに含むことを特徴とする、請求項１のインプラント。
【請求項３０】
　固定プレートが、向き合う側面にそって一対の翼状突起をさらに含み、該突起は、埋め
込みツールの対応スロットに合致するように適応することを特徴とする、請求項１のイン
プラント。
【請求項３１】
　関節接合部に埋め込むための関節接合部インプラントを選択するために、関節接合部の
採寸をするためのツールと組み合わされる関節接合部インプラントであって、前記ツール
が
　ハンドル；面取りした遠位端と近位端を持ち、近位端においてハンドルと接続する関節
間スペース採寸器、および、関節間スペース採寸器の近位端においてストッパーを含み、
ストッパーは、採寸の際に、関節間スペース採寸器の過剰な挿入を阻止するように適応さ
れることを特徴とする、請求項１の関節接合部インプラント。
【請求項３２】
　関節間スペース採寸器の遠位端は、採寸される頸椎関節接合部への挿入をやり易くする
ために、その厚みが漸減されることを特徴とする、請求項３１によるツール。
【請求項３３】
　連結接合体が、関節接合部スペーサよりも狭いことを特徴とする、請求項３１の関節接
合部インプラント。
【請求項３４】
　関節接合部スペーサおよび屈曲性接続部は組み合わさってP-型に形成されることを特徴
とする、請求項１のインプラント。
【請求項３５】
　インプラントの挿入のために脊椎の隣接関節面を伸延する伸延ツールと組み合わされる
関節接合部インプラントであって、前記ツールが
　a.閉鎖位置において互いに共同平面を形成する、第1ヘッド成分と第2ヘッド成分を有す
る伸延ヘッド；および、
　b.伸延ヘッドに結合する活性化可能なハンドルを含み、ハンドルが操作されて第1およ
び第2ヘッド成分を活性化して開放位置に移動させると、第1ヘッド成分と第2ヘッド成分
とは共同平面を形成しなくなることを特徴とする、請求項１の関節接合部インプラント。
【請求項３６】
　第1ヘッド成分は第1組のフィンガーを含み、かつ、第2ヘッド成分は第2組のフィンガー
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を含み、第1および第2組のフィンガーが、互い違いに組み合わさる形状を持つことを特徴
とする、請求項３５のツール。
【請求項３７】
　インプラントを挿入する埋め込みツールと組み合わされる関節接合部インプラントであ
って、前記ツールが
　a.スイッチを有するハンドル；および、
　b.ハンドルから延びて、インプラントを受容するように適応される嵌合ヘッドを含み、
嵌合ヘッドは、インプラントの対応する側壁を受容するように適応される一対の側壁を有
するフォーク状末端を含み、活性化スイッチに結合されて、スイッチが活性化されると、
受容したインプラントが離脱されるように構成されることを特徴とする、請求項１の関節
接合部インプラント。
【請求項３８】
　嵌合ヘッドは、側壁の間に配置され、かつ、スイッチが活性化されると、延長位置と後
退位置との間で移動することが可能な嵌合部材をさらに含み、該嵌合部材は、延長位置に
ある場合、インプラントの嵌合口の中に挿入されるよう適応することを特徴とする、請求
項３７のツール。
【請求項３９】
　嵌合ヘッドの側壁の内の少なくとも一つは、インプラントの側壁から突出する突起を受
容するよう適応されるスロットを含むことを特徴とする、請求項３７のツール。
【請求項４０】
　固定プレートの中に配され、固定プレートを椎骨に固定するように適応される骨ねじ；
　骨ねじを固定プレートの所定の場所に保持するロックねじを含み、
　前記ロックねじが、骨ねじを固定プレートにロックする第1位置、および、骨ねじの固
定プレートからの除去を可能とする第2位置を有することを特徴とする、請求項１の関節
接合部インプラント。
【請求項４１】
　前記ロックねじが非対称ヘッドを有することを特徴とする、請求項４０のインプラント
。
【請求項４２】
　前記ヘッドが、骨ねじの固定プレートからの除去を可能とする切り込みを含むことを特
徴とする、請求項４１のインプラント。
【請求項４３】
　前記ロックねじが、凹型部分と凸型部分を有するヘッドを含むことを特徴とする、請求
項４０のインプラント。
【請求項４４】
　骨ねじが固定プレートの陥凹に受容され、ロックねじが固定プレートの陥凹に受容され
ることを特徴とする、請求項４０のインプラント。
【請求項４５】
　関節接合部スペーサを関節接合部に保持するように適応された、関節接合部スペーサか
ら延びる、少なくとも1個の突起を含むことを特徴とする、請求項１の関節接合部インプ
ラント。
【請求項４６】
　前記関節接合部スペーサは、上面および下面を持ち；
　上面は、関節接合部の下関節面に隣接して配置されるように適応され；
　下面は、関節接合部の上関節面に隣接して配置されるように適応され；および
　少なくとも1個の突起は下面から延びて、上関節面に嵌合するように適応されることを
特徴とする、請求項４５のインプラント。
【請求項４７】
　複数の突起が下面から延びることを特徴とする、請求項４５のインプラント。
【請求項４８】
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　少なくとも1個の突起は、関節接合部スペーサが関節接合部に挿入される方向から遠ざ
かるように指向することを特徴とする、請求項４５のインプラント。
【請求項４９】
　下層シムおよび上層シムを含み、前記下層シムは、上層シムよりも剛性が高く、柔軟性
が低いことを特徴とする、請求項１の関節接合部インプラント。
【請求項５０】
　前記上層シムは、前記下層シムの上に成形されることを特徴とする、請求項４９のイン
プラント。
【請求項５１】
　前記下層シムは金属から成り、前記上層シムはポリマーから成ることを特徴とする、請
求項４９のインプラント。
【請求項５２】
　前記下層シムは、チタンおよびステンレススチールの内の一つから成り、上層シムはポ
リアリールエーテルケトンから成ることを特徴とする、請求項４９のインプラント。
【請求項５３】
　前記下層シムは、上層シムとは異なる材料から成ることを特徴とする、請求項４９の関
節接合部インプラント。
【請求項５４】
　前記切り込みは三日月形であることを特徴とする、請求項４２のインプラント。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、棘突起間インプラントに関する。
【０００２】
（優先権の主張）
　本出願は、下記の出願に対する優先権を主張する。なお、これらの出願を引用すること
により本出願に含める。
　2004年12月13日登録、James F. Zuckerman等による、名称「頸椎椎間インプラントおよ
び方法」なる米国特許仮出願第60/635,453号（代理人ドーケット番号KLYC-01118US0）、
　2005年4月4日登録、Scott A. Yerby等による、名称「頸椎椎間インプラント伸延ツール
」なる米国特許仮出願第60/668,053号（代理人ドーケット番号KLYC-01125US0）、
　2005年5月10日登録、Charles J. Winslow等による、名称「埋め込みツール付き頸椎関
節間インプラント」なる米国特許仮出願第60/679,363号（代理人ドーケット番号KLYC-011
18US7）、
　2005年5月10日登録、Charles J. Winslow等による、名称「埋め込みツールによる頸椎
椎間インプラント」なる米国特許仮出願第60/679,361号（代理人ドーケット番号KLYC-011
18US8）、
　2005年5月10日登録、Charles J. Winslow等による、名称「埋め込みツールによる頸椎
椎間インプラント」なる米国特許仮出願第60/679,377号（代理人ドーケット番号KLYC-011
18US9）、
　2005年6月6日登録、James F. Zuckerman等による、名称「複数方向性接合ジョイント付
き頸椎椎間インプラントおよび埋め込み法」なる米国特許仮出願第60/687,765号（代理人
ドーケット番号KLYC-01118US6）、
　2005年9月15日登録、James F. Zuckerman等による、名称「表面補強体付き頸椎椎間イ
ンプラント」なる米国特許仮出願第60/717,369号（代理人ドーケット番号KLYC-01133US0
）、
　2005年2月8日登録、Charles J. Winslow等による、名称「頸椎椎間インプラントおよび
方法」なる米国実用新案特許出願第11/053,399号（代理人ドーケット番号KLYC-01118US1
）、
　2005年2月8日登録、Charles J. Winslow等による、名称「頸椎椎間インプラントおよび
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方法」なる米国実用新案特許出願第11/053,624号（代理人ドーケット番号KLYC-01118US2
）、
　2005年2月8日登録、Charles J. Winslow等による、名称「頸椎椎間インプラントおよび
方法」なる米国実用新案特許出願第11/053,735号（代理人ドーケット番号KLYC-01118US3
）、
　2005年2月8日登録、Charles J. Winslow等による、名称「頸椎椎間インプラントおよび
方法」なる米国実用新案特許出願第11/053,346号（代理人ドーケット番号KLYC-01122US0
）、
　2005年3月30日登録、Charles J. Winslow等による、名称「ロックねじ付き頸椎椎間イ
ンプラントおよび方法」なる米国実用新案特許出願第11/093,557号（KLYC-01118US5）、
および、
　2005年3月30日登録、Carl Lauryssen等による、名称「頸椎椎間インプラントおよび関
節接合部周囲組織の保存法」なる米国実用新案特許出願第11/093,689号（KLYC-01124US0
）。
【背景技術】
【０００３】
　脊柱は、主に、靭帯、筋肉、脊椎骨、および椎間円板から構成される生体力学的構造で
ある。脊柱の生体力学的機能は、(1)体重移動および、頭部、躯幹、および両腕の、骨盤
および両脚に向かう曲げ運動を含む生体の支持、(2)上記各生体部分間の複雑な生理的運
動、および(3)脊髄および神経根の保護を含む。
【０００４】
　現在の社会が老化するにつれて、高齢者に特徴的な不快な脊椎病態の増加が予想される
。例示のためだけに挙げるのであるが、加齢と共に脊椎狭窄症（中心管狭窄症および側部
狭窄症を含むが、これらに限定されない）および椎間関節症の増加が現れる。脊椎狭窄症
は、椎間孔面積（すなわち、神経および血管通過のために利用が可能なスペース）の減少
をもたらすが、これは、頸椎神経根を圧迫し、神経根疼痛を招く。Humpreys, S.C. et al
., 「C5-C6孔スペースに及ぼす屈曲・伸延作用」“Flexion and traction effect on C5-
C6 foraminal space,” Arch. Phys. Med. Rehabil., vol. 79, 1105(1998年9月)。脊椎
狭窄症のもう一つの症状は脊髄障害で、これは、頸部疼痛および筋の脱力を招く。上記文
献。頸部の伸展および同側回転はさらに孔面積を狭くするので、疼痛、神経根圧迫、およ
び神経損傷を招く。上記文献；Yoo, J.U. et al., 「ヒト頸椎の神経孔サイズに及ぼす頸
椎運動の作用」“Effect of cervical spine motion on the neuroanatomical dimension
s of human cervical spine,” Spine, vol. 17, 1131(1992年11月10日)。一方、頸部の
屈曲は孔面積を増す。Humpeys, S.C. et al., 1105、上記。
【０００５】
　特に、椎間円板ヘルニアおよび頸椎脊椎症による椎間孔狭窄症による頸椎根障害は、通
常、40代および50代の患者を襲うものであるが、毎年10万人当たり83.2人の発生率を持つ
（1994年の情報に基づく）。頸椎根障害は、通常、関節面切除術を伴う、または伴わない
、前方頸椎円板切除・融合術（“ACDF”）、または後方椎弓板・孔切除術(“PLD”)によ
って外科的に治療される。ACDFが、頸椎根障害に対しもっとも広く実行される外科処置で
ある。なぜなら、この手術の方が、PLFと比べると、孔のサイズを有意に増すことが明ら
かにされているからである。
【０００６】
　全ての人々にとって、特に高齢者には、大手術を無しで済ませることは好ましい。従っ
て、脊椎狭窄症による疼痛、および、頸髄の損傷または変性によって引き起こされる、そ
の他の病態による疼痛を緩和する脊椎インプラントを開発する必要が存在する。
【０００７】
　本発明は、一方では頸椎を伸延しながら、他方では運動性と正常な前湾曲線を維持する
インプラント、および、頸椎の少なくとも一つの椎間関節に装置を埋め込む方法によって
、上記必要に応えるものである。
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【発明の開示】
【０００８】
　本発明の実施態様は、脊柱の生理を保存する頸椎インプラント用の、最小侵襲手術によ
る外科的埋め込み法および装置を提供する。特に、実施態様は、伸展位置および中立位置
において孔サイズを増すために頸椎の伸延を実現する。このインプラントは、頸椎の関節
接合部に埋め込まれると、両脊椎骨を伸延し、または、両脊椎骨間のスペースを増し、そ
れによって、孔面積またはサイズを増し、頸椎の神経および血管に対する圧を緩和する。
【０００９】
　脊柱における関節接合部は、二つの椎骨の間に下記のように形成される。各椎骨は、四
つの後方関節面を持つ。すなわち、二つの上関節面および二つの下関節面であり、下方椎
骨の上関節面と、上方椎骨の下関節面とは、脊柱の各一側において、面接合部を形成する
。頸椎では、面接合部の上関節面が上方に傾斜しているために、相当の屈曲および伸展の
外に、側方の可動性が可能となる。各面接合部は、関節面辺縁を丁度超えたところに付着
する、高密度で、弾性的な関節包によって被われる。この関節包は、胸椎および腰椎より
も、頸椎のものの方が大きく、緩い。関節包の内側は、この面接合部を潤滑するための滑
液を分泌する滑膜によってコートされている。関節包の外側は、カプセル状の靭帯によっ
て囲まれる。人工的関節面接合部スペーサまたは関節面スペーサを挿入するために、本明
細書に記載される実施態様で切断しなければならないのは、この靭帯と関節包である。
【００１０】
　ある特定の好ましい実施態様では、幅1.5から2.5 mmの、埋め込まれた関節面スペーサ
は、伸展および中立位置で孔サイズを増大させる関節面伸延をもたらすことが可能である
。下記に記載される本発明によって、関節面スペーサの、他の形態も考慮される。本実施
態様はまた、関節接合部の可動性も保存する。
【００１１】
　本発明のさらに別の実施態様は、脊柱のそれぞれ異なる解剖学的構造に適応し、脊髄に
対するさらに新たな外傷を最小化し、外科的埋め込みに関し侵襲的な方法を取らなくても
済むようにする。本発明の実施態様はまた、脊柱伸展によって悪化した脊髄病態に対処す
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　図1は、二つの隣接頸椎骨の間に形成される頸椎関節接合部1を強調した、頸椎の一部の
概略図である。棘突起3は後方に位置し、椎体5は前方に位置し、神経根管7が見える。各
椎骨は、四つの後方関節面を持つ。すなわち、二つの上関節面および二つの下関節面であ
り、下方椎骨の上関節面と、上方椎骨の下関節面とは、脊柱の各一側において、面接合部
を形成する。頸椎では、面接合部の上関節面の上方傾斜のために、側方の可動性ばかりで
なく、相当の屈曲および伸展が可能となる。各面接合部は、関節面辺縁を丁度超えたとこ
ろに付着する、高密度で、弾性的な関節包によって被われる。この関節包は、胸椎および
腰椎よりも、頸椎のものの方が大きく、緩い。関節包の内側は、この面接合部を潤滑する
ための滑液を分泌する滑膜によってコートされている。関節包の外側は、カプセル状の靭
帯によって囲まれている。本明細書に記載される関節接合部スペーサまたは関節面スペー
サ挿入法の実施態様で押し退けられるのは、この靭帯である。
【００１３】
　図2は、頸椎の椎間孔狭窄を示す。図から、神経根管7は、図1に描かれる神経根管7に比
べて狭められている。脊柱管および／または椎間孔も狭窄症によって狭められる可能性が
ある。この狭窄は、脊髄根および神経根の圧迫を招く可能性がある。
【００１４】
　図3Aは、本発明の第1実施態様100を示す。これは、一方で神経孔のサイズを拡大しなが
ら、他方では関節面接合部の可動性を保持するために、少なくとも一つの関節面を伸延す
ることを意図したものである。この楔型実施態様、または関節面スペーサ100は、頸椎関
節接合部101の中に、該接合部を伸延し、神経根管107の狭窄進行を逆転するために配置さ
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れる楔型インプラントである。この実施態様、または関節面スペーサ100では、インプラ
ントは、楔の狭小部分が前方を向くように配置される。しかしながら、実施態様または関
節面スペーサ100を、頸椎後湾を整復するため、または頸椎前湾を除去するために、楔の
広大部分が前方を向くように配置する（図3B）ことも本発明の範囲内にある。
【００１５】
　図4を参照すると、インプラントの実施態様200は、頸椎関節接合部101に配置される、
接合部挿入体または関節面スペーサ210を持つ。これもまた、本明細書では、関節接合部
スペーサまたは関節面スペーサと呼ばれる。接合部挿入体または関節面スペーサ210は、
楔の狭小部分が前方を向くような楔型であってもよい。それとは別に、接合部挿入体また
は関節面スペーサ210は、楔型である必要はなく、実質的に均一な厚みを持っていてもよ
い。その際、厚みは、頸椎関節接合部201の伸延に対する個別の患者の要求によって決め
られる。実施態様100の場合と同様、本実施態様の一つの目的は、関節接合部の伸延、お
よび埋め込み後の関節の可動性である。接合部挿入体または関節面スペーサ210は、骨と
実質的に平行に整列するように、接合部挿入体または関節面スペーサ210からある角度を
もって曲げられた後方シース220と連続する。この後方シースは、椎弓板、好ましくはそ
の側方体に接することが可能である。後方シース220は、骨ねじ240を受容することが可能
な開口230を持ってもよい。それとは別に、開口230は、実施態様200を脊椎に固定するこ
とが可能な、任意の他の、適正で、および／または、等価的な固定装置を受容してもよい
。このようにして、装置は、脊椎骨に、好ましくは側方体に固定されることによって付着
する。
【００１６】
　図5は、二つの隣接頸椎のそれぞれに1個のインプラントが固定される、二つの実施態様
200を用いる実施態様300を示す。実施態様200と同様、埋め込まれた関節接合部は伸延さ
れ、接合部の可動性は保持される。2個のインプラントのそれぞれから接合部挿入体また
は関節スペーサ310が挿入され、頸椎関節接合部301に配置される。この実施態様では、接
合部挿入体または関節スペーサ310は、実質的に平坦で、互いに平行であり、楔型ではな
い。それとは別に、二つの接合部挿入体または関節スペーサ310は、一緒になって、患者
にとって好適な楔型挿入体を定めることも可能である。例示として述べるのであるが、こ
の、組み合わされた、二つの接合部挿入体または関節スペーサ310は、図4の、接合部挿入
体または関節スペーサ210の形を取ることも可能である。次に、実施態様300は、後方シー
ス320の開口330を通じて挿入されるねじ340、または任意の他の好適な固定装置によって
脊柱に固定される。後方シース320には、ネジを受け容れるためにねじ溝が切られてもよ
い。ねじは、椎弓板、好ましくはできれば側方体に埋め込まれる。
【００１７】
　頸椎後湾症、または前湾の消失を整復するように本発明のインプラントを使用および／
または修飾することは本発明の範囲内にある。図6は頸椎前湾症を示す。図7は、関節接合
部の可動性を維持しながらこの脊椎骨異常を整復するために2個のインプラントの設置を
考慮する実施態様400を示す。各インプラントの接合部挿入体または関節スペーサ410は、
前方部分において厚みを増すような形状を持つ。それとは別に、インプラントは、例えば
、図3Aに示すように、後方端においてより厚くなるようが形状を取ることも可能である。
各インプラントの後方シース420は、側方体および／または椎弓板に接して配置されるよ
うに、接合部挿入体または関節スペーサ410からある角度で曲げられ、かつ、実施態様400
を、脊椎骨、好ましくは側方体に固定するために、ねじ440、または、その他の好適な、
および／または等価な固定手段を受容するための開口430を有する。2個の接合部挿入体ま
たは関節スペーサ410を頸椎関節接合部401に設置することによって、関節接合部は伸延さ
れ、該伸延は、椎骨をより解剖学的位置に移動、維持し、脊柱の生理を保存する。
【００１８】
　図8は、本発明のインプラントのさらに別の実施態様500を示す。この実施態様では、接
合部挿入体または関節スペーサ510は、該接合部挿入体または関節スペーサ510の下面に竜
骨550を持つ。竜骨550は、上述のものと同じ材料（単数または複数）から製造されてもよ
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い。竜骨550の表面は、インプラント500を安定化し、固定する骨の内部成長を促進するた
めに粗大であってもよい。別の実施態様では、竜骨550は、骨増殖を促進する物質、例え
ば、骨形態発生タンパク（“BMP”）、または構造材料、例えば、ヒアルロン酸“HA”、
またはその他の、竜骨550に対する、またはその内部に侵入する骨の増殖を促す物質によ
ってコートされてもよい。
【００１９】
　竜骨550は、インプラントの保持を促進するために関節骨に埋め込まれてもよい。竜骨5
50は、関節骨中のチャンネル中に設置することも可能である。チャンネルはあらかじめ切
っておいてもよい。頸椎関節接合部501におけるインプラント500の保持を促進するために
、竜骨550の上に歯（図示せず）が、好ましくは後方に配置して形成されてもよい。前述
したように、接合部挿入体または関節スペーサ510は、必要な伸延タイプに応じて、すな
わち、伸延は、頸椎における異常な曲線の補正に必要なのか、または曲線の不足を補うの
に必要なのかに応じて、実質的に平坦であったり、または楔型とされる。接合部は融合さ
れないので、前述の実施態様および後述の実施態様同様に、可動性は保持される。
【００２０】
　図9は、本発明のインプラントのさらに別の実施態様600は、インプラント600の安定性
と保持のために、ねじ固定と竜骨650の両方を有することが可能であることを示す。実施
態様600において、接合部挿入体または関節スペーサ610は、ねじ640を受容するための開
口630を持つ後方シースと連続する。ねじは、開口630を貫通し、椎骨内部、好ましくは側
方体、または椎弓板に侵入する。開口630には、溝付きねじ、または等価的装置を受容可
能となるようにねじ溝が切ってあってもよく、切ってなくともよい。それとは別に、開口
630は、溝を切っていない等価的装置を受容できるよう、ねじ溝を切っておく必要はない
。竜骨650は、接合部挿入体または関節スペーサ610に接続され、インプラントの保持を促
進するために、頸椎関節接合部601の骨の中に埋め込まれる。
【００２１】
　さらに別の実施態様700が図10に描かれる。この実施態様700では、接合部挿入体または
関節スペーサ710は、下面に少なくとも1個の歯760を持つ。複数の歯760の方が好ましいこ
とは当業者には明白であろう。歯760は、接合部701におけるインプラント700の保持を促
進するために、頸椎関節接合部701の骨の中に埋め込まれる。歯760は、インプラント700
の保持のために、挿入方向とは実質的に反対方向に向くことも可能である。前記実施態様
と同様、接合部挿入体または関節スペーサ710は、所望の伸延に応じて、楔型であっても
よいし、または厚みが実質的に均一であってもよい。インプラントは伸延し融合なく保持
されるので、関節接合体の可動性は保持される。
【００２２】
　図11は、本発明のインプラントのさらに別の実施態様800を示す。この実施態様800では
、接合部挿入体または関節スペーサ810は、前述のように、固定装置840を受容するための
開口830を有する後方シース820と連続する。固定装置840は、ねじ溝付き開口830に適合す
るねじであってもよい。それとは別に、固定装置830は、他の任意の適合的で、適切な装
置であってもよい。本実施態様800はさらに、頸椎関節接合体801におけるインプラント80
0の固定に対処するために、後方シース820、開口830、および固定装置840と、接合部挿入
体または関節スペーサ810の下面の少なくとも1個の歯860を組み合わせる。インプラント8
00は、接合物挿入体または関節スペーサ810の下面に複数の歯860を含んでもよいことが当
業者には認識されよう。
【００２３】
　図12は、本発明のインプラントのさらに別の実施態様900を示す。この実施態様900では
、2個のインプラント900の接合部挿入体または関節スペーサ910が、頸椎関節接合部901に
配置される。前述のように、接合部挿入体または関節スペーサ910は、頸椎の解剖学的曲
線を回復し、伸延するために要すれば楔型であってもよいし、あるいは、接合部挿入体ま
たは関節スペーサ910は、実質的に均一な厚みを持ってもよい。インプラント900は、それ
ぞれ、頸椎関節接合部901の骨と相互作用を持つ外面970を有する接合部挿入体または関節
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スペーサ910を含む。上方インプラント900では、骨と相互作用を持つ平面970は上面970で
あるが、下方インプラント900では、骨と相互作用を持つ平面970は下面970である。各面9
70は、骨性の浸透成長面980を含み、多孔質面を形成し、骨の浸透成長および固定を促進
するようにしてもよい。このような一つの処置は、プラズマ・スプレイ状チタンで行って
もよいし、焼結ビーズのコーティングで行ってもよい。それとは別に、インプラント900
は、金型成形による多孔質表面970を持ってもよい。この場合、多孔表面はインプラント9
00と一体である。さらに別態様として、表面970は、インプラント900のこれらの定められ
た表面に対する骨の浸透成長を促すために粗大にされてもよい。別の実施態様では、表面
970は、骨増殖を促進する物質、例えば、骨形態発生タンパク（“BMP”）、または構造材
料、例えば、ヒアルロン酸“HA”、または、インプラント900の他の外面970に対する骨の
増殖を促す他の物質によってコートされてもよい。これらの方策は、関節接合体における
インプラント900の固定を促進するが、接合部の融合を招くことはなく、そのため、一方
では関節接合部の可動性を保持し、他方では接合部の伸延を実現する。
【００２４】
　図13は、本発明のインプラントのさらに別の実施態様1000を示す。この実施態様1000で
は、2個のインプラント1000から成る接合部挿入体または関節スペーサ1010は、頸椎関節
接合体1001の中に配置される。前述したように、接合部挿入体または関節スペーサ1010は
、頸椎の解剖学的曲線を回復し、伸延するために要すれば楔型であってもよく、あるいは
、接合部挿入体または関節スペーサ1010は、実質的に均一な厚みを持ってもよい。インプ
ラント1000は、それぞれ、頸椎間接接合部1001の骨と相互作用を持つ外面1070を有する接
合部挿入体または関節スペーサ1010を含む。上方インプラント1000では、骨と相互作用を
持つ表面1070は上面であるが、下方インプラント1000では、骨と相互作用を持つ表面1070
は下面である。前述したように、各外面1070は、骨浸透成長性表面1080を含んでもよい。
これによって、多孔質表面が形成され、関節接合部の融合および可動性の消失を被ること
なく、骨の浸透性成長および固定を増進することが可能になる。一つの好ましい実施態様
では、骨浸透性成長面1080は、プラズマ・スプレイ状チタンで形成してもよいし、および
／または、焼結ビーズのコーティングで形成してもよい。別の好ましい実施態様では、イ
ンプラント1000は、金型成形による多孔質表面1070を持ってもよい。この場合、多孔質表
面はインプラント1000と一体である。さらに別の好ましい実施態様では、表面1070は、イ
ンプラント1000のこれらの定められた表面に対する骨の浸透成長を促すために粗大にされ
てもよい。別の好ましい実施態様では、表面1070は、骨増殖を促進する物質、例えば、BM
P、または構造材料、例えば、HA、または、インプラント1000の他の外面1070に対する骨
の増殖を促す他の物質によってコートされてもよい。
【００２５】
　インプラント1000は、後方アラインメントガイド1090を持ってもよい。各インプラント
1000の後方アラインメントガイド1090は、接合部挿入体または関節スペーサ1010と連続し
てもよい。後方アラインメントガイドは、接合部挿入体または関節スペーサ1010が頸椎関
節接合部1001に挿入されると、椎骨の骨体に実質的に一致する。後方アラインメントガイ
ド1090は、インプラント同士1000の軸を揃えるのに使用される。軸揃えは、接合部挿入体
または関節スペーサ1010が頸椎関節接合部1001に配置された場合、接合部挿入体または関
節スペーサ1010は、互いに接触するが、頸椎関節接合部1001の骨には接触しないように行
われる。
【００２６】
　図14は、本発明のインプラントのさらに別の実施態様1100を示す。この実施態様1100で
は、2個のインプラント1100から成る接合部挿入体または関節スペーサ1110が、頸椎関節
接合部1101に挿入される。接合部挿入体または関節スペーサ1110はそれぞれ、頸椎関節接
合部拡張器または関節拡張面1192と連続する。接合部挿入体または関節スペーサ1110の骨
接触面1170は、頸椎関節接合部拡張器1192の骨接触面1193に対し、頸椎関節接合部拡張器
1192が、頸椎関節接合部1101外側の椎骨骨部と一致するように、ある角度を持って連続す
る。頸椎関節接合部拡張器1192の、この一致は、例えば、接合部挿入体1110が配置された
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場合、頸椎関節接合部拡張器1192が、頸椎関節接合部1101の外側の骨の周囲に曲線を描く
ように、頸椎関節接合部拡張器1192を形成することによって実現される。
【００２７】
　頸椎関節接合部拡張器は、接合部挿入体または関節スペーサ1110の接合関節面1182と連
続する第2表面1184を持つ。この第2表面1184は、インプラント1100を後方に延ばし、接合
関節面1182を拡大し、それによって接触を増し、少なくともインプラント1100の領域にお
いて脊柱の安定度を増す。このような関節接合部拡張器1192は、本明細書において説明さ
れ、図示される他の実施態様にも加えることが可能であることを理解しなければならない
。
【００２８】
　図15に描かれる実施態様は、頸椎関節接合部1201に配置される2個のインプラント1200
を示す。インプラントは、一つの好ましい固定法として骨浸透成長面を有し、もう一つの
好ましい固定法としてねじを使用する。この実施態様では、2個のインプラント1200は、
それぞれ、頸椎関節接合部1201に配置される接合部挿入体または関節スペーサ1210を持つ
。前述したように、接合部挿入体または関節スペーサ1210は、頸椎の解剖学的曲線を回復
し伸延するために、要すれば楔型であってもよいし、あるいは、接合部挿入体または関節
スペーサ1210は実質的に均一な厚みを持っていてもよい。インプラント1200は、頸椎関節
接合部1001の骨と相互作用を持つ外面1270を有する接合部挿入体または関節スペーサ1210
を含む。上方インプラント1200では、骨と相互作用を持つ表面1270は上面であるが、下方
インプラント1200では、骨と相互作用を持つ表面1270は下面である。前述したように、各
外面1270は、多孔質表面を形成し、それによって骨の浸透性成長および固定を増進するた
めに、骨浸透成長表面1280を含んでもよい。一つの好ましい実施態様では、骨浸透成長面
1280は、プラズマ・スプレイ状チタンで形成してもよいし、および／または、焼結ビーズ
のコーティングで形成してもよい。別の好ましい実施態様では、インプラント1200は、金
型成形による多孔質表面1270を持ってもよい。この場合、多孔質表面はインプラント1200
と一体である。さらに別の好ましい実施態様では、表面1270は、インプラント1200のこれ
らの定められた表面に対する骨の浸透成長を促すために粗大にされてもよい。別の好まし
い実施態様では、表面1270は、骨増殖を促進する物質、例えば、BMP、または構造材料、
例えば、HA、または、インプラント1200の他の外面1270において骨の増殖を促す他の物質
によってコートされてもよい。
【００２９】
　インプラント1200において、頸椎関節接合部1201に固定するために、ねじ固定またはそ
の他の適切な固定法を用いることが可能である。接合部挿入体または関節スペーサ1210は
、骨、好ましくは側方体、または椎弓板と実質的に平行に整列するように、接合部挿入体
または関節面スペーサ1210からある角度をもって曲げられた後方シース1220と連続する。
後方シース1220は、好ましくは側方体または椎弓板に挿入される骨ねじ1240を受容するこ
とが可能な開口1230を持ってもよい。それとは別に、開口1230は、実施態様1200を脊椎に
固定することが可能な、任意の他の、適正で、および／または、等価的な固定装置を受容
してもよい。
【００３０】
　図16は、本発明のさらに別の好ましい実施態様を示す。この実施態様1300では、2個の
接合部挿入体または関節スペーサ1310が、頸椎関節接合部1301に配置される。接合物挿入
体または関節スペーサは、それぞれ、頸椎関節接合部を形成する椎骨骨体と相互作用を持
つ外面1370を持つ。実施態様1300の外面1370は、骨浸透成長面1380となるように処理され
てもよい。すなわち、骨浸透成長面1380は、インプラント1300の二つの接合部挿入体また
は関節スペーサ1310の安定化に貢献する。一つの好ましい実施態様では、骨浸透成長面13
80は、プラズマ・スプレイ状チタンで形成してもよいし、および／または、焼結ビーズの
コーティングで形成してもよい。別の好ましい実施態様では、インプラント1300は、金型
成形による多孔質表面1370を持ってもよい。この場合、多孔質表面はインプラント1300と
一体である。さらに別の好ましい実施態様では、表面1370は、インプラント1300のこれら
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の定められた表面に対する骨の浸透成長を促すために粗大にされてもよい。別の好ましい
実施態様では、表面1370は、骨増殖を促進する物質、例えば、BMP、または構造材料、例
えば、HAでコートされてもよいし、あるいは、インプラント1300の他の外面1370において
骨の増殖を促す他の物質によってコートされてもよい。この固定は、接合部を融合させる
ことなく、関節接合部にインプラント1300を安定化し、従って、インプラントは接合部の
可動性を保持する一方、他方では伸延を実現し、孔のサイズを増大させる。
【００３１】
　さらに図16には、インプラント1300の関節内面1382が示される。これらの面は、金属お
よびポリエチレン、すなわち、屈曲性を持ち、頸椎の前方湾曲／屈曲および後方伸展を実
現する材料から形成される。図16の実施態様1300は、少なくとも二つの形態を持つように
製造される。第1形態は、例示として述べるのであるが、ポリエチレン、またはその他の
適当な、屈曲性インプラント材料を用いて製造される屈曲性スペーサ1382を含む。屈曲性
スペーサ1382は、上方および下方接合部挿入体または関節スペーサ1310に対し恒久的に付
着されてもよい。スペーサ1382は、平坦でも、または、楔型でも、あるいは、椎骨の湾曲
を補正するものであれば他の任意の形態を取ってもよい。他の形態としては、スペーサ13
82は、上方挿入体1310だけに、または、下方挿入体1310に付着されてもよい。その際、上
方挿入体1310および下方挿入体1310は別々のユニットである。
【００３２】
　図17は、本発明のインプラントのさらに別の好ましい実施態様を示す。この実施態様14
00では、インプラントは、接合部挿入体または関節スペーサ1410にローラー1496を取り付
ける。このローラーは、接合部の可動性を保持する一方、他方では伸延を実現するさらに
別の手段となる。ローラー1496も、接合部挿入体または関節スペーサ1410も、頸椎関節接
合部1401の中に配される。この接合部挿入体または関節スペーサ1410は、他の実施態様同
様、骨対向面1470と、接合関節面1482とを持つ。骨対向面1470は、頸椎関節接合部1401の
下方骨と相互作用を持つことが可能である。それとは別に、骨対向面は、頸椎関節接合部
1401の上方骨と相互作用を持つことも可能である。骨対向面1470と接合関節面1482との間
には、ローラー1496がその周囲を回転する軸がある。ローラー1496は、接合部挿入体また
は関節スペーサ1410の腔の中で回転し、頸椎関節接合部1401の頂上骨と相互作用を持つ。
それとは別に、接合部挿入体または関節スペーサ1410の骨対向面1470が、頸椎関節接合部
1401の頂上骨と相互作用を持つ場合、ローラー1496は、接合部挿入体または関節スペーサ
1410の腔中で回転し、頸椎関節接合部1401の下方骨と相互作用を持つ。ローラー1496の回
転によって、頸椎棘突起の屈曲および伸展が可能となる。それとは別に、ローラー1496の
ようなローラーを、図7の挿入体410のような、上方および下方挿入体に固定させてもよい
。図18に描かれるように、複数のローラー1496も可能である。
【００３３】
　図19は、本発明のインプラントのさらに別の実施態様を示す。この実施態様では、2個
のインプラント1500が頸椎関節接合部1501に埋め込まれる。頸椎関節接合部1501に固定す
るために、インプラント1500にはねじ固定、またはその他の適切な固定法が用いられる。
接合部挿入体または関節スペーサ1510は、骨、好ましくは側方体、または椎弓板と実質的
に平行に整列するように、接合部挿入体または関節面スペーサ1510からある角度をもって
曲げられた後方シース1520と連続する。各インプラント1500の後方シース1520は、好まし
くは側方体または椎弓板に挿入される骨ねじ1540を受容することが可能な開口1530を持っ
てもよい。それとは別に、開口1530は、実施態様1500を脊椎に固定することが可能な、任
意の他の、適正で、および／または、等価的な固定装置を受容してもよい。各インプラン
ト1500の各後方シース1520におけるねじ1540のヘッドは、溝1598、または、弾性バンド15
97を保持するためのその他の機構を有する。弾性バンド1597は、関節接合部の可動性を奪
うことなく頚椎の運動を制限するために、二つのねじ1540のそれぞれの周囲に取り付けら
れる。バンド1597は、屈曲および側方移動を制限可能とすることが好ましい。弾性バンド
1597は、生体適合性、屈曲性物質から製造される。
【００３４】
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　図20は、図19における弾性バンドの使用に対する別態様を示す。図20の実施態様では、
弾性バンドは、ばね制限体1699に置換される。この制限体は、2本のねじ1640の内のそれ
ぞれ1本のねじが、頸椎関節接合部1601において二つのインプラント1600の一方を固定す
る、そのような2本のねじのヘッドの間に延びる。
【００３５】
　図21は、図19または図20と同様に、弾性バンドおよび／またはばねの使用に対する別の
実施態様を示す。図21では、2個のねじ1740の間の制限体としてマグネット1795が用いら
れる。マグネット1795は、移動を制限するように作動するために、二つの反対向きの磁場
、または、二つの同じ磁場から構成されてもよい。二つのねじ1740の内の一方のヘッドは
磁化され、他方のねじ1740のヘッドは、同じか、または反対の磁場によって磁化される。
二つのマグネット1795が同じ向きの極性を有する場合、該マグネット同士は互いにはねつ
け合うので、拡張を制限する。二つのマグネット1795が反対向きの極性を有する場合、該
マグネット同士は互いに引き付け合うので、屈曲および側方移動を制限する。
【００３６】
　図22A-24Bは、本発明のインプラントのさらに別の実施態様1800を示す。この実施態様
では、関節接合部スペーサ（または挿入体）または関節スペーサ（または挿入体）1810は
、ヒンジ1822を有する側方体プレート1820（本明細書ではアンカープレートとも呼ばれる
）に接続される。このヒンジ1822によって、側方体プレート1820は、関節接合部スペーサ
または関節スペーサに対して広範囲の角度で、好ましくは90°を超える角度で曲がること
が可能となり、この屈曲性により、その解剖学的形態が個々人において極めて高い変動性
を示す患者の関節接合体に対し、関節接合部スペーサまたは関節スペーサ1810の配置およ
び挿入がやり易くなる。この特性は、ヒンジ、または、他の何かの等価的構造または材料
特性によって湾曲が可能とされる機構を有する、後述の実施態様にも適用される。ヒンジ
1822は、インプラントの固定、すなわち、固定装置の配置の、個人の要求に合わせた特注
をやり易くする。ヒンジは、側方体プレート1820が患者の頸椎の解剖学に一致した配置を
可能とし、側方体プレート1820は、骨に侵入する固定装置を受容する。関節接合部スペー
サまたは関節面接合部スペーサ1810は、遠位端1812において曲線または円状に丸められて
もよく（図23A）、関節接合部内の骨の形に近似するように、上面1813において凸型また
はドーム型となっていてもよい。下面1815は平坦または平面状であってもよい。それとは
別に、下面1815は凹型であってもよい。さらに別の態様として、下面1815は凸型であって
もよい。
【００３７】
　脊柱に埋め込まれた場合、側方体プレート1820は、関節接合部の外側、好ましくは、側
方体または椎弓板に接して配置される。側方体プレート1820は貫通孔1830を持つ。貫通孔
1830は、側方体プレート1820を、好ましくは側方体に、またはそれとは別に脊柱の別の部
分に確保し、それによってインプラントを固定するために、骨ねじ1840、これは側方体ね
じとも呼ばれる、を受容することが可能である。側方体ねじ1840は、適正な形態を持つレ
ンチを受容するよう6角ヘッドを持つことが好ましい。後述するように、ヘッドは、ロッ
クプレート1824の適合性プローブ1826を受容する。
【００３８】
　ロックプレート1824は、好ましくは、関節接合体の外の側方体または椎弓板にインプラ
ントを固定し、側方体プレート1820およびロックプレート1824の回転を阻止するために、
楔型遠位端を有する竜骨1828を含む。竜骨1828は、該竜骨1828が椎骨の中に切り込む際に
、竜骨1828をガイドし軸揃えをするための、側方体プレート1820の辺縁にそって形成され
る溝1823と同軸である。
【００３９】
　前述したように、ロックプレート1824は、側方体ねじ1840のヘッドに当接するプローブ
1826を含む。ロックプレートはさらに、ロックプレート1824と側方体プレート1820とが互
いに対して回転的ずれを生ずることがないように保持するために、側方体プレート1820の
軸揃えした開口1829に向けて貫通する機械ねじ（図示せず）を受容する開口1831を含む。
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従って、ロックプレート1824は少なくとも二つの機能を果たす。すなわち、(1)側方体ね
じ1840のプローブ1826に対する位置を維持し、それによってねじ1840が戻って飛び出すこ
とがないように保持すること、および、(2)竜骨1828および機械ねじを有するインプラン
トの、頸椎または他の椎骨に対する回転を阻止すること、である。
【００４０】
　ロックプレート1824を側方体プレート1820にロックするためには、他の機構も用いるこ
とが可能であることを理解しなければならない。例えば、ロックプレートは、側方体プレ
ートのポートに挿入することが可能な、棘付きプローブを含んでもよい。この棘は、側方
体プレートのポートの側壁を定めるリブと嵌合することが可能である。
【００４１】
　図25A、25Bに示す好ましい実施態様では、側方体プレート1920は、ロックプレート1924
を受容するための陥凹域1922を含む。これにより、プローブ1926が側方体ねじ1940に当接
し、竜骨1928が椎骨の側方体または椎弓板に挿入された場合、ロックプレート1924の平面
は、側方体プレート1920の上面1925と揃って平坦とされる。図25A、25Bに示す好ましい実
施態様では、関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ1910は、頸椎関節接合部に
対する、該関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ1910の挿入がやり易くなって
いる。この実施態様では、関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ1910の遠位端
1912が丸められる。遠位端1912は、挿入をやり易くするために厚みがテーパーされる。こ
のテーパー遠位端1912は、この実施態様では均一の厚みを持つ近位の中央セクション1916
と合致し、連続する。中央セクションは、前述したように、側方体プレート1920に対し、
好ましくはヒンジ1922によって屈曲性に接続する。近位中央セクション1916およびテーパ
ー遠位端1912を有する、関節接合部スペーサ（または挿入体）、または関節面接合部スペ
ーサ（または挿入体）1910は下方に曲線を描くので、関節接合部スペーサまたは関節面接
合部スペーサ1910の上面1913も曲線を描く。この曲線によって、上面1913は凸型となるが
、この凸型は、患者の頸椎関節接合部（単複）の解剖学的構造に適合するように様々のイ
ンプラント1900の間で変動させてもよい。従って、下面1915は、凹型、平坦、または凸型
であることが好ましい。インプラントの曲線形は、上方椎骨の下面と、隣接下方椎骨の上
面とから成る頸椎関節接合部の形態に適合される。関節接合部スペーサまたは関節面接合
部スペーサ1910の上面1913の凸型は、上方頸椎下面の凹型と適合する。関節接合部スペー
サまたは関節面接合部スペーサ1910の下面1915の凹型は、頸椎の上面の凸型と適合する。
関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサの上面および下面の凸面および凹面度は
、患者の解剖学的形態、および、治療される隣接頸椎の特定の組み合わせに適合するよう
に変動させることが可能である。例えば、患者の頸椎の解剖を採寸し（後述するように）
、関節面の凸面度および凹面度が比較的低いことが判明した場合には、曲率の低い、関節
接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ1910を使用することが可能である。一般に、
同じレベルでは、右の関節接合部に対する入力と、左関節接合部に対する入力とは近似の
形態を取る。関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサの形の近似性、および表面
同士が滑らかで等高であることによって、頸椎の可動性を失うことなく、かつ、頸椎骨に
対し損傷を与えることなく、関節接合部の伸延を可能とすることが期待される。さらに、
中央セクション1916の幅は1.5 mm から2.5 mmであることが好ましい。
【００４２】
　上で別様に説明した場合を除いて、図22A-24Bに示した実施態様は、図25A、25Bに示し
た実施態様に近似する。従って、1900代の要素番号を持つ残余の要素も、上に記載された
、1800代の要素番号を持つ記載の要素と実質的に近位することが好ましい。従って、例示
として挙げるのであるが、要素1923、1928、1929、および1930は、それぞれ、要素1823、
1828、1829、および1830と近似する。
【００４３】
　図30は、本発明のインプラントの挿入法のフローチャートである。本発明の実施態様18
00または1900は、下記のやり方で挿入されるのが好ましい（本発明の方法の記述的説明の
ために、本明細書には実施態様1800の要素のみが記載される）。先ず、関節接合部を露出
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する。椎骨関節接合部に配置される、本発明のインプラントの適正なサイズを選択するた
めに、採寸ツール2200（図29A-Cを参照）が挿入される。この工程は、要すれば、様々な
サイズのツール2200を用いて必要なだけ適切なサイズが決められるまで繰り返してよい。
この採寸工程も、インプラントの挿入をやり易くするために関節接合部および周囲組織を
伸延する。次に、天然または人工の関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ1810
が、関節面の間において関節接合部の中に挿入される。関節面そのものはいく分ボールと
ソケット状である。従って、この形に適合するように、スペーサ1810は、その先端が楔、
または組織拡張器のように丸められてもよい。これによって、関節接合部スペーサまたは
関節面接合部スペーサが椎骨の関節接合部に押し込まれる際、関節接合部の伸延が引き起
こされる。天然または人工の関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ1810はまた
、脊椎の関節接合部の形態に十分に適応するために凸面1813を含む。しかしながら、上に
説明し、図25Bで示したように、別態様として、一方では、凸型上面1913および凹型下面1
915を有し、かつ挿入をやり易くするために遠位端1912をテーパーさせた、曲線形の天然
または人工関節接合部スペーサ（または挿入体）または関節面接合部スペーサ（または挿
入体）1910を設けることも可能であるし、他方では、残余部分（すなわち、近位セクショ
ン1916）が均一の厚みを有する、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部
スペーサ1910を設けることも可能である。
【００４４】
　一旦天然または人工接合部スペーサ1810が配置されたならば、側方体プレート1820が、
椎骨に接するヒンジ1822の周囲において下方に回転させられ、好ましくは側方体または椎
弓板に当接される。このようにして、側方体プレート1820は、天然または人工関節接合部
スペーサまたは関節面接合部スペーサ1810に対してある角度をもって配され、代表的脊柱
形態を取る。本実施態様は（ヒンジ）軸の周囲に回転可能なので、天然または人工関節接
合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ1800に対する、側方体プレート1820の最終位置
は、実際の脊柱形態に依存することを理解しなければならない。本発明の実施態様は、天
然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサと、側方体プレートとの間
の接続が、十分な屈曲性を持ち、そのため、側方体プレートが、患者の解剖と適合するよ
うに天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサに対して湾曲させる
ことが可能である限り、ヒンジ無しで製造することも可能である。側方体プレート1820が
配置された後で、あるいは、側方体プレート1820の配置前に、骨ねじ1824を容れるための
開口が骨に掘削される。それとは別に、ねじ1824は、自己掘削性であってもよい。次に、
ねじが開口1830を貫通し、骨、好ましくは側方体または椎骨弓に固定される。このように
して、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ1800を所定の場所
に保持する。骨ねじ1824を所定の場所にロックし、天然または人工関節接合部スペーサま
たは関節面接合部スペーサ1800、および側方体プレート1820を所定の場所にロックするた
めに、ロックプレート1824が側方体プレート1820の上に配される。このように配置される
と、プローブ1826は、開口1830を貫き、骨ねじのヘッドに当接し、骨ねじが動かないよう
にする。竜骨1828は、のみ型の鋭い先端を持つために、好ましくは骨の中に自ら溝を切り
込むことが可能であり、そのため、竜骨1828は、側方体プレート1820の溝1831と整列し、
かつ該溝によって受容されるので、竜骨1828は骨の中にロックされる。それとは別に、溝
は、竜骨1828を受容するようにあらかじめ骨の中に切り込まれていてもよい。この場合、
ロックプレート1824の開口1829は、側方体プレート1820のねじ溝付き開口1831と軸が揃っ
ており、機械ねじが挿入されて、側方体プレートに対しロックプレートを固定することが
可能である。このロック作用によって、側方体プレート1820および天然または人工関節接
合部スペーサまたは関節間接合部スペーサ1810の回転が阻止され、前述したように、骨ね
じ1840が戻されて椎骨から脱出することが阻止される。インプラントは、C5およびC6の間
の椎骨レベル、またはC6およびC7の椎骨レベルに設置されることが好ましい。なお、椎骨
間の各レベルにおいて二つのインプラントが埋め込まれることが好ましい。すなわち、後
ろから見た場合に、一つのインプラント1800は右の関節接合部に、さらに、左の関節接合
部にも設置される。この処置を用いて、伸展または中立位置において脊椎の孔面積または
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サイズを増加または伸延し（頸椎の前湾に対して有害作用を及ぼすことなく）、かつ、神
経および血管に対する圧を緩和することが可能である。同時に、この処置は関節接合部の
可動性を保存する。
【００４５】
　図26A-27Bは、本発明のインプラントのさらに別の実施態様を示し、実施態様2000は、
図27Aおよび27Bに示されるように頸椎に埋め込まれる。インプラント2000は、第1天然ま
たは人工関節接合部スペーサ（または挿入体）または関節面接合部スペーサ（または挿入
体）2010、および第2天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ201
0を含む。各天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサは、同じレ
ベルの二つの隣接頸椎の両側の頸椎関節接合部への挿入をやり易くするように、テーパー
型または楔型をした遠位端2012を持っていてもよい。この天然または人工関節接合部スペ
ーサまたは関節面接合部スペーサはさらに、頸椎関節接合部の頸椎関節面の形に近似する
ように、その上面2013がドーム型であっても、凸型となっていてもよい。
【００４６】
　この、第1および第2天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ20
10は、カラー2015によって架橋結合される。カラー2015は、隣接頸椎の棘突起の間を通過
する。図26Bに見られるように、インプラントは、“V”型、または「ブーメラン」型であ
ることが好ましい。インプラント2000全体、または本インプラントのカラー2015は、屈曲
性材料、例えば、チタンで製造され、そのために、天然または人工関節接合部スペーサま
たは関節面接合部スペーサ2010を頸椎関節接合部に挿入した場合、頸椎関節接合部カラー
2015が、好ましくは、患者の頸椎の側方体または椎弓板の形に一致し、該インプラントを
所定の場所に保持することが可能となるよう湾曲可能となっていてもよい。天然または人
工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2010のそれぞれに隣接するインプラン
ト2000に開口2029を設けることが好ましい。これらの開口2029は、図27A、27Bに示すよう
に、骨ねじを受容して、側方体または椎弓板に対してインプラントを当接配置する。図28
A、28Bにおける実施態様2100の説明によって、インプラント2000を脊椎骨に付着させる方
法に関してさらに詳細が得られる。インプラント2100も、PEEK、または本明細書に記載さ
れる他の材料によって製造されてよい。実施態様2000（図27Bに描かれる「ブーメラン」
型）はさらに、例えば、図22Aのロックプレート1824のようなロックプレートを持っても
よい。実施態様2000のロックプレート（図示せず）は、ロックプレート1824と同じ特徴的
機構を有してもよい。すなわち、(1)骨ねじが戻って飛び出すことがないように、ねじが
飛び出すとインプラント2000のずれが確実に起こると考えられるので、骨ねじと相互作用
を持つプローブ1826、および、(2)のみ型先端を有する竜骨1828で、該先端は骨の中に埋
め込まれ、インプラントの回転ずれを阻止する竜骨1828を有してもよい。しかしながら、
実施態様2000のカラー2015形態の下では、のみ型は、2本の骨ねじによって安定化される
カラーを持たない前述の実施態様の場合と同じ目的のためには役立たない可能性がある。
従って、実施態様2000におけるロックプレートは、竜骨無しとしてもよい。
【００４７】
　図28Aおよび28Bは、本発明2100のインプラントのさらに別の実施態様を示す。この実施
態様2100では、カラー2115は、チタンのような屈曲性材料、または実質的に屈曲性を持た
ない材料、または、本明細書に記載される他の材料によって製造される。実質的屈曲性は
また、第1の天然または人工関節接合部スペーサ（または挿入体）または関節面接合部ス
ペーサ（または挿入体）2110を、第1ヒンジ2117を用いてカラー2115に接続し、第2天然ま
たは人工関節接合部スペーサ（または挿入体）または関節面接合部スペーサ（または挿入
体）2110を、第2ヒンジ2117を用いてカラー2115に接続することによって得られる。第1ヒ
ンジ2117および第2ヒンジ2117を用いることによって、カラー2115は、下方に軸回転され
て、特定の患者の頸椎の解剖学的形態に合致することが可能になる。言い換えると、軸回
転の度合いは、様々な患者の間で変動するが、第1ヒンジ2117および第2ヒンジ2117によっ
て、インプラント2100はこの変動を受容することが可能となる。
【００４８】
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　ヒンジ付き実施態様2100では、実施態様2000と同様、カラー2115は、第1ヒンジ2117の
下方に第1開口2129、第2ヒンジ2117の下方に第2開口2129を持ってもよい。第1骨ねじは第
1開口2130を貫通し、側方体または椎弓板に侵入し、第2骨ねじは、第2開口2130を貫通し
、側方体または椎弓板に侵入し、第1および第2骨ねじはインプラントの固定に働く。第1
骨ねじおよび第2骨ねじのために、開口を、できれば側方体に掘削してもよい。それとは
別に、ねじは自己掘削性であってもよい。プレート1924（図25A）と同様の、第1ロックプ
レートが、第1骨ねじのヘッドの周囲に固定され、第2ロックプレートが、第2骨ねじのヘ
ッドの周囲に固定され、第1および第2骨ねじ2140のずれが阻止される。第1ロックプレー
トは、プローブによって第1骨ねじの動きを遮断し、第2ロックプレートは、プローブによ
って第2骨ねじの動きを遮断する。
【００４９】
　実施態様2000および2100は、隣接頸椎間のただ一つの頸椎関節接合部にインプラントが
必要とされる病態、すなわち、治療が一側の関節接合体に限局される頸椎の狭窄症、およ
びその他の頸椎病態の治療にも適応されるように構成することが可能であることに注意し
なければならない。この場合、カラー2015、2115は内側に延びるが、第2天然または人工
関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2010、2110には延びない。ヒンジ付き実
施態様2100の場合、インプラントは単一ヒンジ2117を含み、カラー2115は、インプラント
2100を固定する1本の骨ねじを受容するただ1個の開口2129しか持たない。
【００５０】
　図29A-Eは、本発明の採寸および伸延ツール2200を示す。採寸ツール2200は、ハンドル2
203、および、本発明のインプラントの天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面
接合部スペーサ（例えば1810）と同様の形態を持つ遠位ヘッド2210を有する。すなわち、
ヘッド2210は、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ1810と事
実上同じ特徴的機構を持つが、ヘッド2210のサイズは、治療される頸椎関節接合部のサイ
ズを決定し、次に適当なサイズのインプラントの選択を可能とするように、採寸ツール22
00毎に変動してよい。ヘッド2210は、関節接合部にインプラントを埋め込む工程の前に関
節接合部を伸延するために使用されることが好ましい。このために、ヘッド2210は、その
最大遠位点2212において丸められるが、頸椎関節接合部への挿入をやり易くするためにテ
ーパー型となっていてもよい。ヘッド2210はまた、やや凸の上面2213を持ってもよく、そ
の凸型曲面の度合いは、頸椎関節接合部に埋め込まれるインプラントの所望の凸面度を決
めるために、異なる採寸ツール2200の間で変動する。ヘッド2210は、近位の中央セクショ
ン2216にそって均一な厚みを持ってもよい。従って、下面2215は、凹型であることが好ま
しい。それとは別に、近位の中央セクション2212は、均一な厚みを取ることなく上面1813
において凸型であってもよい。従って、下面2215は平坦または平面であってもよい。ヘッ
ドも曲面であってもよい。
【００５１】
　ヘッド2210は、採寸ツール2200のヘッド2210が、関節接合部へ過度に挿入されるのを阻
止するためのストッパー2218を有する。このストッパー2218は、ヘッド2210をハンドル22
03から隔てる隆起であってもよい。それとは別に、ストッパー2218は、ストッパー2218を
超えた挿入を阻止するものであれば、例えば、ペグ、歯等を含む任意の構造体であっても
よい。
【００５２】
　ある範囲のサイズを持つヘッド2210をカバーする、様々な採寸ツール2200が、次々に頸
椎関節接合部に挿入され、それによって、該頸椎に配置されるインプラントの適正なサイ
ズ、適正な凸面度および凹面度を持つ天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接
合部スペーサを有するインプラントが選択される。関節接合部を伸延するために、それぞ
れ、好ましくはより大きいヘッドを使用してもよい。
【００５３】
　図31Aは、本発明のインプラントのさらに別の実施態様2300の後面図を示す。実施態様2
300は、本明細書に記載される全ての実施態様同様、本明細書に記載される他の実施態様
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と関連して記載される利点の内のいくつか、またはその全てを享受することが可能である
。さらに図31Aに示すように、実施態様2300は、テーパー型または薄くなる遠位端2312を
有する天然または人工関節接合部スペーサ（または挿入体）または関節面接合部スペーサ
（または挿入体）2310を有し、この遠位端2312によって、頸椎関節接合部に対する該天然
または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2310の挿入が促進される。遠
位端2312は、関節接合部の丸みに一致するように、図31Aの平面図に見られるように、丸
められてもよい。天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2310は
さらに、該天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2310の上面23
13が凸面となり、下面2315が凹面となり、インプラント2300を受容する頸椎関節接合部の
自然な形に近似するような曲面を形成していてもよい。曲線部は均一な厚みを持ってもよ
いし、あるいは、該厚みは変動してもよい。さらに、天然または人工関節接合部スペーサ
または関節面接合部スペーサ2310の側縁は、負荷担持のストレスを分布させるために曲げ
られるか、丸められる。本明細書に記載される他の実施態様同様、天然または人工関節接
合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2310はまた、接合部の可動性および屈曲性を維
持するために、屈曲性で、生体適合性材料、例えば、PEEKによって製造される。
【００５４】
　天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2310は、側方体プレー
ト2320に屈曲可能な形で接続されるが、この屈曲性接続はヒンジ2322であることが好まし
い。図31Aの平面図に見られるように、インプラント2300は実質的に砂時計型をしている
。この型は、図32の型同様下記に詳述される。ヒンジ2322は、天然または人工関節接合部
スペーサまたは関節面接合部スペーサ2310よりも狭く、かつ、ヒンジ2322は、実質的に、
天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2310と側方体プレート23
20との間の狭隘部2317に坐を占める。ヒンジ2322周囲の曲線的辺縁またはフィレットは、
負荷担持のストレスをインプラント2300の上により均一に分布させ、従って、ストレスが
辺縁の周囲に集中するのを阻止するのに役立つ。
【００５５】
　ヒンジ2322によって、インプラント2300がヒンジ2322において曲がることが可能となり
、そのため、側方体プレート2320は患者の椎骨の側方体および／または椎弓板に接し、特
定の患者の解剖学的形態に合致するようになる。側方体プレート2320は、後述のように骨
ねじおよびその他のハードウェアの使用を支える、生体適合性屈曲性材料、好ましくはチ
タン、または本明細書に記載されるその他の生体適合性材料、例えばPEEKで製造されても
よい。側方体プレート2320は、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部ス
ペーサ2310に対し広範囲の角度に渡って、好ましくは90°を超える角度でヒンジ2322にお
いて下方に曲げられ、この屈曲性によって、天然または人工関節接合部スペーサまたは関
節面接合部スペーサの配置および挿入が促進される。この、天然または人工関節接合部ス
ペーサまたは関節面接合部スペーサ2310に対する、側方体プレート2320の屈曲性はさらに
、患者の椎骨の側方体および／または椎弓板に対する側方体プレートの配置を促進する。
側方体プレート2320が骨、好ましくは頸椎の側方体に接して配置されたならば、第1骨ね
じ、例えば、骨ねじ1840が、第1側方体プレート2320の第1開口2330中に挿入され、頸椎側
方体の骨の中に埋め込まれる。
【００５６】
　側方体プレート2320はさらに、第1開口2330に対して好ましくは内側に配される第2開口
2329を含む。従って、図31Aの場合にようにインプラントを後方から透視的に眺めると、
側方体プレート2320の第2開口2329は、第1開口2330の左、または右側に配される。第2開
口2329の位置は、インプラント2300が、患者の左側の頸椎関節接合体への挿入を意図され
るか、それとも右側かに応じて決まる。具体的に言うと、右側の頸椎関節接合体（すなわ
ち、患者の右側）に挿入されるインプラント2300では、インプラント2300を後方から透視
的に見た場合、図31Aに描かれるように、第2開口2329は第1開口2330の左に配され、一方
、左側の頸椎関節接合部に挿入されるインプラント2300では、インプラント2300を後方か
ら透視的に見た場合、第2開口2329は第1開口2330の右に配される。
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【００５７】
　側方体プレート2320を貫通する第2開口2329は、好ましくはのみ型の尖端2391を有する
ロックねじである、第2ねじ2390を受容するように適応する（図31B）。このロックねじ23
90は、第2開口2329によって受容され、その、のみ型尖端2391は骨の中に穴を自己切削す
る。ロックねじ2390は、好ましくは、骨ねじが第1開口2330を通じて骨の中に埋め込まれ
た後、第2開口2329の中に挿入されて骨の中に埋め込まれる。第2開口2329の位置、すなわ
ち、第1開口2330に対し内側にある位置のために、第2開口2329がより外側に配置されてい
た場合では実現できないほどの強靭な骨組織にロックねじ2390が埋め込まれることになる
。ロックねじは、骨ねじと組んで、インプラント2300の回転性および／または後退移動を
阻止する。ロックねじ2390は第2開口2329によって受容されるので、ロックねじ2390のヘ
ッド2392は、第1開口2330中の第1骨ねじのヘッドと整列し、第1骨ねじのヘッドの動きを
遮断し、第1骨ねじが後退して、椎骨および第1開口2330から飛び出るのを阻止する。
【００５８】
　図32は、後方から見た、本発明のインプラントのさらに別の実施態様2400を示す。実施
態様2400は、頸椎関節接合部の解剖学的形態、特に、関節包を含む、頸椎関節接合体周囲
の軟部組織を保存する方式の埋め込みに適応する。
【００５９】
　インプラント2400は、インプラント2300および上に開示したその他のインプラント同様
、屈曲性に、好ましくはヒンジ2422によって、側方体プレート2420に接続される、天然ま
たは人工関節接合部スペーサ（または挿入体）または関節面接合部スペーサ（または挿入
体）2410を有する。図32に見られるように、天然または人工関節接合部スペーサ（または
挿入体）または関節面接合部スペーサ（または挿入体）2410およびヒンジ2422を含むイン
プラント2400は、実質的に“P”型をしている。後述するように、この“P”型は、関節包
および、関節包靭帯および関節接合部に関連するその他の軟部組織を無傷のままで、イン
プラント2400が関節接合部に挿入されるのを助ける。上に開示したインプラント2300およ
びその他のインプラント同様、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部ス
ペーサは、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2410において
、その上面2413が凸型であり、下面2415が凹型であってもよいし、あるいは、インプラン
ト2400を受容する頸椎関節接合部の自然の形に近似するように適切に成形されているもの
であればいずれの形態であってもよい。天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面
接合部スペーサ2410の厚みは均一であっても、変動してもよい。天然または人工関節接合
部スペーサまたは関節面接合部スペーサはまた、関節の可動性および屈曲性を維持するた
めに、PEEKのような屈曲性の、生体適合性性材料で製造されてもよい。ヒンジ2422は、上
に開示したように、負荷ストレスを分散させるために滑らかな、面取り辺縁を持ってもよ
い。他の実施態様の他の特性および利点も、要すれば、図32の実施態様の設計の中に組み
込んでもよい。例えば、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ
2410はさらに、テーパー型または薄くなる辺縁2412を持ち、そのために、頸椎関節接合部
に対する該天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサの挿入が促進
されるようになっていてもよい。辺縁2412は曲線的であってもよい。しかしながら、この
実施態様2400では、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2410
のテーパー型辺縁2412は、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペー
サ2300のテーパー型辺縁2312のように、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面
接合部スペーサ2400の遠位端においてではないことが好ましい。むしろ、テーパー型辺縁
2412は、インプラント2400のヒンジ2422に向かって側方に配されるのが好ましい。そのテ
ーパー型辺縁2412は、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ24
10の側面曲線2440と実質的に一致する。側面曲線は、インプラント2400の内側に対して際
立ち、すなわち、“P”型の呼称の理由となる。言い換えると、“P”2440のヘッドの曲線
部分は、テーパ型辺縁2412と一致し、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接
合部スペーサ2410を、好ましくは、関節接合部の軟部組織に設けた切開創を通じて頸椎関
節接合部中に挿入開始するに際し、インプラント2400の先導辺縁となる。“P”型は、狭
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隘部2417で狭まり、ここで、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペ
ーサ2410は、ヒンジ2422により側方体プレート2420に連結される。滑らかな、または面取
りした辺縁またはフィレットにより、ストレスはインプラント2400に分散される。インプ
ラント2400の、前述の“P”型により、インプラント2400は、後述するように、関節接合
部の所定の場所に軸回転することが可能になる。天然または人工関節接合部スペーサまた
は関節面接合部スペーサ2410のテーパー辺縁2412および先導側面曲線2440によって、イン
プラント2400の、関節包切開創を通じての頸椎関節接合部への挿入がやり易くなる。次に
、インプラント2400は、所定の位置に軸回転させられ、これによって、側方体プレート24
20は、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2410に対して下方
に曲げられることになり、側方体および／または椎弓板と整列、隣接するようになる。次
に、側方体プレート2420は骨に締結される。
【００６０】
　インプラント2400の側方体プレート2420は、インプラント2300の側方体プレート同様、
屈曲性に、好ましくは滑らかな辺縁を持つヒンジ2422によって、天然または人工関節接合
部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2410に、天然または人工関節接合部スペーサまた
は関節面接合部スペーサの狭い、下方部分において接続される。側方体プレート2420は、
生体適合性、屈曲性材料、好ましくはチタン、または、後述のように、骨ねじおよびその
他のハードウェアの使用を支える、任意の他の、生体適合性で、屈曲性の材料、例えばPE
EKによって製造される。
【００６１】
　側方体プレート2420は、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペー
サ2410に対し、広範囲の角度において、好ましくは90°を超える角度で下方に曲げられる
。天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2410に対する側方体プ
レート2420の屈曲性によって、患者の椎骨の側方体および／または椎弓板に対する側方体
プレート2420の配置がさらにやリ易くなる。
【００６２】
　前述の実施態様2300と同様、側方体プレート2420は、インプラント2400を所定の場所に
固定するのを助けるために骨ねじ2440を受容するように適応した第1開口2430を有する。
側方体プレート2420は、上にインプラント2300に関して開示したように、第1開口2430に
対して内側に配されるように適応した第2開口2429をさらに含む。第2開口2429の位置は、
インプラント2400を後方から透視的に見た場合（図32）、インプラント2400が、患者の左
側または右側頸椎関節接合部のどちらに埋め込みを意図されるかに応じて決められる。従
って、第1開口2430の左側に配される第2開口2429を持つインプラント2400は、図32に描か
れるように、患者の右側頸椎関節接合部への埋め込みが意図されるが、一方、第1開口243
0の右側に配される第2開口2429を持つインプラント2400は、患者の左側頸椎関節接合部へ
の埋め込みが意図される。
【００６３】
　側方体プレート2420を貫通する第2開口2429は、ヘッド2492を持つ第2ねじ2490を受容す
るように適応する。該ねじは、好ましくは、ねじ2390のようにのみ型尖端を持つロックね
じである。開口2430に配される骨ねじおよび開口2429に配されるロックねじの機能および
目的は、インプラント2300に関連して前述した通りである。
【００６４】
　本発明はさらに、インプラント2400を埋め込む方法を含む（図33A、33B）。天然または
人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2410を挿入するために、関節接合部
が評価され、切開創、または一対の切開創が、関節包靭帯、関節包、および滑膜に形成さ
れ、インプラント2400のテーパー型辺縁2412が、これらの組織を貫いて頸椎関節接合体に
挿入されるようにする。関節包靭帯および関節包、および、頸椎関節接合体周囲の軟部組
織は、小切開創を除いては実質的に無傷のままとし、将来は縫合されて、インプラント24
00の周囲に治癒することが許される。要すれば、天然または人工関節接合部スペーサまた
は関節面接合部スペーサ2410の、テーパー辺縁2412によって曲線セクション2440を頸椎関
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節接合体にこじ入れる前に、頸椎関節接合部は延伸される。テーパー型辺縁2412を持つ、
天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2410の曲線セクション24
40が、頸椎関節接合部にこじ入れられたならば、インプラント2400を、好ましくは約90度
軸回転し、そうすることによって、第2開口2429を、第1開口2430に対し内側に配されるよ
うにする。これによって、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペー
サ2410は、関節接合体の中に配置される。天然または人工関節接合部2410の、狭隘部2417
を含む全体サイズは、2310の場合と同様、以前の実施態様よりもいく分小さくなっていて
もよい。そうすることによって、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部
スペーサを、関節包を実質的に無傷のままで関節接合部の辺縁内に納めることが可能とな
るからである。次に、側方体プレート2420を、ヒンジ2422の周囲に、患者の椎骨の側方体
または椎弓板に接する位置まで下方に曲げる。この位置は、個別の患者の頸椎の解剖学に
依存する。
【００６５】
　側方体プレート2420が、骨に、好ましくは頸椎の側方体に接して配置されたならば、第
1骨ねじが、側方体プレート2420の第1開口2430の中に挿入され、頸椎の側方体の骨の中に
埋め込まれ、インプラント2400を固定する。骨ねじが埋め込まれた後、ロックねじが、側
方体プレート2420の第2開口2429の中に挿入される。第2開口2429は第1開口2430の内側に
配される。ロックねじは、ロックねじが、開口をあらかじめ切削するための道具を要する
ことなく骨の中に掘削することを可能とするようにのみ型尖端を持つ。それとは別に、開
口をあらかじめ切削し、のみ型尖端を持たないロックねじを用いてもよい。ロックねじが
骨に埋め込まれると、ロックねじのロックヘッドは、骨ねじのヘッドに接近し、骨ねじの
後退移動を阻止する。このため、インプラント2400は骨ねじによって固定された状態を維
持する、すなわち、骨ねじは後退して骨から飛び出すことはない。埋め込まれたロックね
じはまた、一方では、インプラント2400の回転的ずれを阻止する一方、他方では、第1骨
ねじの後退移動を遮断する。
【００６６】
　図34Aおよび36Bを参照すると、本発明によるインプラント2500の、さらに別の実施態様
は、球形の接合機構2538、または、その他の形態を取る、複数方向曲げ接合機構によって
側方体プレート（本明細書では固定プレートとも呼ばれる）2520に接続される、天然また
は人工関節接合部スペーサ（または挿入体）または関節面接合部スペーサ（または挿入体
）2510を含む。天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2510は、
上関節面および下関節面から成る対向表面によって相互に印加される負荷を、適当に分散
させるような大きさと形に形成された、負荷担持構造を有する。図示のように、負荷担持
構造は皿型をしているが、下記に詳述するように（かつ、前述の実施態様で記載したよう
に）、他の実施態様では、上関節面および下関節面の間で、所望の負荷分散および分離が
実現される限り、他の形態を取ってもよい。天然または人工関節接合部スペーサまたは関
節面接合部スペーサ2510は、負荷担持面と接続するハンドル様構造を含む。該ハンドル様
構造は、狭隘部2517に頸を持ち、回転軸端2526に終止する。ある実施態様では、回転軸端
2526は、実質的に球形、卵形、または類似の球形である。下記に述べるように、天然また
は人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2510は、屈曲性材料、例えば、PE
EKのような生体適合性ポリマー、または、さらに剛性の高い材料、例えば、チタンのよう
な生体適合性材料を含んでもよい。図示のように、側方体プレート2520は、四隅を面取り
した全体として正方形をしている。しかしながら、他の実施態様では、側方体プレート25
20は、該側方体プレート2520が、インプラント2500を所定の場所に固定するための十分な
支えとなる限り、かつ、側方体プレート2520が、天然または人工関節接合部スペーサまた
は関節面接合部スペーサ2510に対し所望の運動範囲を可能とする限り、任意の数の形を取
ってもよい。側方体プレート2520は、その中に回転軸端2526が保持される腔2527を含む。
球形接合機構2538は、回転軸端2526および腔2527を含み、かつ、後述するように、天然ま
たは人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2510が、該側方体プレート2520
に対して傾斜し、自在に接合することを可能とする。
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【００６７】
　図34Aは、側方体プレート2520の後面2352を示す後面図であり、一方、図34Bは、側方体
プレート2520の前面2534を示す前面図である。側方体プレート2520は、前面2534の辺縁に
そって形成される前方ノッチ2524（図35参照）またはその他の切り込み、および、後面25
32にそって形成される後方ノッチ2522またはその他の切り込みを含む。後方および前方ノ
ッチ2522、2524は、側方体プレート2520の辺縁にそって全体として軸揃えされており、腔
2527に接続する。ノッチ2522、2524は、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面
接合部スペーサ2510の運動を、側方体プレート2520に対し前後方向に制限し、そのため、
天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2510は、様々な角度で前
後方向に傾斜することが可能になる。図35を参照すると、前方ノッチ2524は後方ノッチ25
22よりも狭い幅を持つ。すなわち、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合
部スペーサ2510の回転軸端2526の、腔2527への接近を可能とする寸法を持ち、このため回
転軸端2526の腔2527への挿入が可能となる。回転軸端2526が腔2527の内部に配置されたな
らば、プラグ2528を側方体プレート2520と嵌合させ、回転軸端2526を腔2527内の所定の場
所にロックし、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2510の運
動の自由度をさらに制限すること、特に、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節
面接合部スペーサ2510の、後方への傾斜を制限することが可能になる。プラグ2528は、後
方ノッチ2522に押し込み適合させてもよいし、さらに溶接またはその他のやり方で側方体
プレート2520としっかりと締結されてもよい。医師は、埋め込みの標的となる運動セグメ
ント、および／または、患者の特定の解剖学的特徴に従って、適切なおよび／または所望
の、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2510、側方体プレー
ト2520、およびプラグ2528を選ぶことができる。適切な組み合わせの成分が特定されたな
らば、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2510および側方体
2520が嵌合され、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2510が
、プラグ2528によって所定の場所にロックされる。
【００６８】
　さらに図34Aから35までに見られるように、側方体プレート2520は、第1貫通孔2530を有
する。この第1開口2530は、側方体プレート2520を、好ましくは側方体、椎弓板、または
、脊椎の他の部分に固定し、それによってインプラント2500を確保するための骨ねじ2540
（本明細書では側方体ねじとも呼ばれる）を受容することが可能である。側方体ねじ2540
は、レンチであれ、ドライバーであれ、または他のツールであれ、外科処置のために選ば
れるツールを受容することが可能なヘッド2542を持つことが好ましい。側方体プレート25
20は、第1開口2530に対して好ましくは内側に配される第2開口2529をさらに含む。図34A
を参照すると、側方体プレート2520の第2開口2529は、第1開口2530の左側か、右側のいず
れかに配することが可能である。第2開口2529の位置は、インプラント2500が、患者の左
側または右側において頸椎関節接合部への挿入が意図されるかどうかに応じて決められる
。具体的に言うと、右側の頸椎関節接合部（すなわち、患者の右側）に挿入されるインプ
ラント2500では、第2開口は、インプラント2500を後方から透視的に見た場合、図34Aに示
すように、第1開口2530の左に配され、一方、左側の頸椎関節接合部に挿入されるインプ
ラント2500では、第2開口2529は、インプラント2500を後方から透視的に見た場合、第1開
口2530の右に配される。
【００６９】
　側方体プレート2520を貫通する第2開口2529は、好ましくはのみ型尖端2591を持つロッ
クねじである第2ねじ2590を受容するように適応する。ロックねじ2590は第2開口2529によ
って受容され、のみ型尖端2591は骨の中に穴を自己切削する。ロックねじ2590は、好まし
くは第2開口2529に挿入され、骨ねじ2540が第1開口2530を通じて骨の中に埋め込まれた後
、骨の中に埋め込まれる。第1開口2530に対して、第2開口2529が内側に位置するために、
ロックねじ2590は、第2開口2529がより外側に配置された場合に実現されるよりも、より
強靭な骨組織に埋め込まれる。ロックねじ2590は、骨ねじ2540と組んで、側方体プレート
2520の回転性および／または後退移動を阻止する。ロックねじ2590は第2開口2529によっ
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て受容されるので、ロックねじ2590のヘッド2592は、第1開口2530中の第1骨ねじのヘッド
2540のヘッド2542と整列し、第1骨ねじ2540のヘッド2542の動きを遮断し、第1骨ねじ2540
が後退して、椎骨および第1開口2530から飛び出るのを阻止する。後面2532は、陥凹部253
9を含み、および／または、第2開口2529の入り口は引っ込んでおり、そのために、ロック
ねじ2590が、後面2532から、所望のレベル異常に突出することがないようにされていても
よい。
【００７０】
　ある好ましい実施態様では（図34A-37に示されるように）、球形接合機構2538は、球形
回転軸端2526、および、球形回転軸端2526とほぼ一致する形を持つ腔2527を含む。そのた
め、球形接合機構2538はボール・ソケット配置である。このボール・ソケット配置2538に
より、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2510は、側方体プ
レート2520に対して自由に動くことが可能となり、その際、天然または人工関節接合部ス
ペーサまたは関節面接合部スペーサ2510は、側方体プレート2520によって妨げられない。
例えば、図36Aに示すように、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部ス
ペーサ2510は、前方（例えば、位置1）に傾くことも可能であるし、後方（例えば、位置2
）に傾くことも可能である。天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペ
ーサ2510が前方に傾くと、狭隘部2517が、前方ノッチ2524の中で動くので、天然または人
工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2510は、障害無く傾斜を続けることが
できる。逆に、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2510が後
方（例えば、位置2）に傾くと、狭隘部2517はプラグ2528に接触し、そのため、天然また
は人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2510の後方への傾き量は制限され
る。
【００７１】
　図36Bを参照すると、ボール・ソケット配置によって、天然または人工関節接合部スペ
ーサまたは関節面接合部スペーサ2510は、側方体プレート2520に対して自在運動（例えば
、位置3に向かって）することが可能となり、これによって、天然または人工関節接合部
スペーサまたは関節面接合部スペーサ2510が、上および下関節面によりよい一致的配置を
実現する可能性が高まる。さらに、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合
部スペーサ2510の自在運動能によって、側方体プレート2520の固定位置に関する選択肢が
増える。医師は、例えば、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペー
サ2510に対する側方体プレート2520の配置を変えることによって、側方体プレート2520を
、側方体にそって、より適合的、または有利な方向および／または位置に確保することが
できる。許容される自在運動量（全体として許容される運動の自由度）は、成分の形と大
きさに依存する。例えば、狭隘部2517が十分に狭く、長さが長い場合は、傾きと組み合わ
せてさらに大きい自在運動が実現されるが、あるいは例えば、プラグが、図36Aおよび36B
に示すように、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2510の一
部の上に延びている場合は、後方に可能な傾きの量は制限される。当業者であれば、天然
または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2510の、側方体プレート2520
に対する運動の自由度は、実質的に、または完全に、成分の大きさと形によって制限され
る、従って、所望の範囲の運動を実現するように変更することが可能であることが了解さ
れよう。ボール・ソケット配置は、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合
部スペーサから延びるボール、および、側方体プレートの中に形成されるソケットを含む
ことを要しない。例えば、この接合体のボールは、ロックまたは固定プレートから延びて
もよいし、ソケットは、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ
の中に含まれてもよい。さらに、これまで好ましい実施態様はボール・ソケット配置とし
て説明されてきたわけであるが、様々な結果をもたらす他の配置を用いることも可能であ
る。本発明による実施態様は、丸く抉られた腔と嵌合する球形をした端部を含むことが必
要であると憶測してはならない。本発明の範囲は、ボール・ソケット配置に限定されるこ
とを意図するものではなく、むしろ、複数の運動自由度、複数の成分の置換性が実現され
る全ての類似の配置を含むことが意図される。
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【００７２】
　再び図36Aおよび36Bを参照すると、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接
合部スペーサ2510の負荷担持構造は、全体として凸型の上面2513と、やや凹型の下面2514
を含む。負荷担持構造の形は、上および下関節面という対向面の形に近似することが意図
される。上面および下面2513、2514は、運動セグメントおよび患者の間で変動してもよい
。例えば、図37に示すように、頸椎骨が、実質的に凸型の自然平面を持つ下関節面を含む
場合には、医師は、より凹型の下面2614を持つ負荷担持構造を含む、天然または人工関節
接合部スペーサ（または挿入体）または関節面接合部スペーサ（または挿入体）2610を、
固定される特定の側方体に対してより適当なサイズを持つ骨ねじ2640を有する側方体プレ
ート2620と組み合わせて選択することが可能である。（図示のように、骨ねじ2640の長さ
はより短く、直径はより広い）。医師には、複数の負荷担持構造を有する天然または人工
関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサが提供されてもよい。前述のように、天
然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサを、異なる側方体プレート
に適合させる能力があると、医師が、患者に対し適切な治療を提供する能力は向上し、さ
らには、手術部位が暴露された後でも、医師に、インプラントを再構成し、異なる成分の
組み合わせの方が適切であるという判断を下す弾力性が与えられる。
【００７３】
　さらに別の実施態様では、図34A-37の球形接合配置2538が、例えば図26A-27Bに示すよ
うにカラー構造に適用される。これにより、カラー構造の一端における天然または人工関
節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサは運動範囲が増大されるので、天然または
人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサと、上および下関節面との適合が改
善される（すなわち、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサと
接触する関節表面面積を増大させる）。
【００７４】
　図38は、図34Aから37に記載されるインプラントを埋め込むための、本発明による方法
の実施態様のフローチャートである。先ず、切開創を設けて、手術部位を暴露し、標的と
する関節接合部に接近しなければならない（工程2500）。関節接合部に達したならば、関
節接合部を採寸し、伸延する（工程2502）。採寸ツール2200（例えば、図29A-Cを参照）
を挿入し、その頸椎関節接合部に配置するための、本発明のインプラント2500の適正なサ
イズを選択する。この工程を、要すれば、様々のサイズのツール2200を用い、適切なサイ
ズが決まるまで必要なだけ繰り返す。この採寸工程もまた、インプラント2500の挿入をや
り易くするために、関節接合部および周囲組織を延伸する。適切なサイズが決められたな
らば、医師は、側方体プレート2520を有する、適切な天然または人工関節接合部スペーサ
（または挿入体）または関節面接合部スペーサ（または挿入体）2510を選ぶことができる
（工程2504）。次に、この天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペー
サ2510は、関節面の間を、関節接合部の中に押し込まれる（工程2510）。関節面それ自体
が、ややボールとソケット接合のような形をしている。従って、この形状に適応するため
に、天然または人工接合部2510は、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合
部スペーサが椎骨の関節接合面に押し込まれる際、関節接合部が延伸されるように、楔、
または組織拡張器のような形をした、面取りした先導辺縁を持ってもよい。天然または人
工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2510はまた、椎骨の関節接合部の形状
により十分に適応するように、凸型上面2513を含んでもよい。しかしながら、上に記載し
、図37に示したように、別態様として、凸型上面2613および凹型下面2614を持つ、曲線形
天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2610を設けることも可能
である。この天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2610の遠位
端は、挿入をやり易くするためにテーパー型であり、一方、該天然または人工関節接合部
スペーサまたは関節面接合部スペーサ2610の他の部分は、均一な厚みを持つ。
【００７５】
　天然または人工接合部2510が配置されたならば、側方体プレート2520が傾けられ、およ
び／または、自在運動させられ、それによって、側方体プレート2520は、椎骨に、好まし
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くは側方体または椎弓板に接触させられる（工程2512）。このようにして、側方体プレー
ト2520は、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2510に対しあ
る角度をもって配され、代表的脊柱形態に合致する。天然または人工関節接合部スペーサ
または関節面接合部スペーサ2510に対する側方体プレート2520の最終位置は、実際の脊柱
形態に応じて決まることを理解しなければならない。側方体プレート2520が配置されたな
らば、あるいは、側方体プレート2520の配置前に、骨ねじ2540を受容するために骨に開口
が掘削される。それとは別に、ねじ2540は自己切削性であってもよい。次にねじ2540が第
1開口2530に挿入され、骨に、好ましくは、側方体または椎弓板に固定される。これによ
って、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2510を所定の場所
に保持することが可能になる（工程2514）。骨ねじ2540を所定の場所にロックし、かつ、
天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2510、および側方体プレ
ート2520を所定の場所にロックするために、自己切削性ロックねじ2590が、側方体プレー
ト2520の第2開口2529の中に配置され、骨に固定される。これは、側方体プレート2520の
不要の動きを妨げる（工程2516）。ロックねじ2590のヘッド2592はさらに、骨ねじヘッド
2452をロックねじヘッド2592と第1開口2530の間に捕捉することによって骨ねじ2540の動
きを遮断する。従って、ロックねじ2590は、側方体プレート2520および、天然または人工
関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2510の回転を阻止し、かつ、上述したよ
うに、骨ねじ2540が後退して椎骨から突出するのを阻止する。インプラントはC5およびC6
の椎骨レベルに、またはC6およびC7椎骨レベルにあることが好ましい。椎骨間の各レベル
において二つのインプラントが埋め込まれることが好ましいことに注意しなければならな
い。すなわち、インプラントは、後方の視点から見た場合、右の関節接合面と、さらに左
の関節接合面に設置される。この処置を用いて、伸展または中立位置において脊椎の孔面
積またはサイズを増加または延伸し（頸椎前湾に対して有害作用を及ぼすことなく）、か
つ、神経および血管に対する圧を緩和することが可能である。この処置により、同時に、
関節接合体の可動性が保存される。
【００７６】
　図39Aは、本発明のインプラントの別の実施態様2600の後面図を示す。実施態様2600は
、本明細書に記載される全ての実施態様同様、本明細書に記載される他の実施態様に関連
する特性および利点の内のいくつか、または全てから利益を得ることが可能である。図示
のように、実施態様2600は、テーパー型、または細まる遠位端2612を有する、天然または
人工関節接合部スペーサ（または挿入体）または関節面接合部スペーサ（または挿入体）
2610を持つ。天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2610はさら
に、該天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2610の上面2613が
凸型に、下面2615が凹型となるように曲線を描き、それによってインプラント2600を受容
することになる頸椎関節接合部の天然の形に近似する。一つの実施態様では、下面2615は
実質的に平坦であり、そのため上面2613は凸型である（図39B）。図39Bに示すように、凸
型上面2613は、遠位端2612における下面2615に向かって漸進的に大きな角度で細まる。こ
の、上面2513の輪郭は、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ
2610の、関節接合体に対する滑らかな挿入を助ける。前述の他の実施態様の場合と同様、
天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2610もまた、接合部の可
動性と屈曲性を維持するため、屈曲性で、生体適合性材料、例えば、PEEKによって製造さ
れてもよい。
【００７７】
　天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2610は、屈曲可能とし
て、好ましくはヒンジ2622によって、側方体プレート2620に接続される。ヒンジ2622によ
って、インプラント2600の、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペ
ーサ2610と側方体プレート2620とは、前述したように、伸展位置と、屈曲または折り畳み
位置との間を、互いに対して曲げられることが可能になる。側方体2620が骨、好ましくは
側方体に接して配置されたならば、第1骨ねじ、例えば、骨ねじ1840が、側方体プレート2
620の第1開口2630から挿入され、頸椎の側方体の骨の中に埋め込まれる。さらに、側方体
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プレート2620が第1骨ねじで確保されたならば、第2骨ねじが、側方体プレート2620の第2
開口2629に挿入され、それによって第2骨ねじは、頸椎骨の側方体の骨の中に埋め込まれ
る。第1および第2開口の詳細については既に論じた。
【００７８】
　側方体プレート2620は、生体適合的、屈曲性材料、好ましくはチタン、または、本明細
書で記載される、骨ねじおよび他のハードウェアを支える、任意の他の生体適合的屈曲性
材料、例えば、後述のようにPEEKから製造されてもよい。側方体プレート2620は、天然ま
たは人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2610に対し広範な角度でヒンジ
2622の周囲で下方に曲げられる。別の実施態様では、天然または人工関節接合部スペーサ
または関節面接合部スペーサ2620および側方体プレート2610間の境界面について、任意の
他のタイプが考慮の対象とされる（例えば、ボール・ソケット接合部）。この屈曲性によ
って、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2610の配置・挿入
が促進される。
【００７９】
　図39Bは、一つの実施態様による天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合
部スペーサおよび側方体プレートの側面図を示す。図39Bに示されるように、天然または
人工関節接合部スペーサ（または挿入体）または関節面接合部スペーサ（または挿入体）
2610は、一つの実施態様では超伸展タブ2622を含む。超伸展タブ2622は、天然または人工
関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2610を始め、側方体プレート2620も、図
39Aおよび39Bに示す伸展位置を超えた方向に移動するのを阻止する。側方体2620は、側方
体プレート2620と天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2610と
の間の境界面において陥凹2611を含む。該境界面は、図39Aに示す伸展位置においてタブ2
622を収容する。天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2610が
ある角度で曲げられた場合、タブ2622は陥凹2611には接触しない。しかしながら、タブ26
22は、図39Aに示すように伸展位置では陥凹2611に接触する。さらに、タブ2622は、陥凹2
611に収容されると、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ261
0および側方体プレート2620が、伸展位置を超えて移動するのを阻止する。この特性は、
インプラントは図39Bに示す伸展位置を超えて曲げ戻されることがないので、インプラン
トの関節接合体への設置を補強する。一方、この配置は、天然または人工関節接合体2610
が関節接合部に埋め込まれた場合、側方体プレート2620が下方に曲げられて椎骨に合致す
ることを可能にする。
【００８０】
　図39Aに示すように、側方体プレート2620は、後端近くに位置する第3開口2602を含む。
第3開口2602は、後述の埋め込みツール2600の嵌合ロッド2716（図40B）を受容することが
好ましい。第3開口2602は、側方体プレートの上面および下面を貫いて延びることが好ま
しいが、必ずしもそうでなくともよい。第3開口2602は円形であるが、対応する形のロッ
ド2716と嵌合する限り、任意の他の形状を考慮に入れることが可能である（図40B）。側
方体プレート2620の後端2604は、後述するように、埋め込みツール2700の嵌合ヘッド2706
（図40B）によって嵌合される。
【００８１】
　さらに、側方体プレート2620は、該側方体プレート2620の側縁から突出する、1個以上
の翼状突起物、例えば、タブ、小翼、または耳2608を含むことが好ましい。図39Aは、二
つの翼状突起物2608を有するインプラント2600を示す。突起2608は、インプラント2600を
上手く埋め込みツール2700に結合するためのガイドとして役立つ。さらに、突起は、イン
プラント2600をツール2700に確保する嵌合機構としても働く。翼状突起2608は好ましいが
、インプラント2600を埋め込みツール2700に効果的にガイドし、確保することが確実であ
るならば、任意の他の適切な設計による形態を取ってもよい。
【００８２】
　図40Aは、本発明の実施態様による埋め込みツールを示す。図40Aに示すように、ツール
2700は、近位端と遠位端を有するハンドル2702を持つことが好ましい。ツール2700は、活



(28) JP 2008-522787 A 2008.7.3

10

20

30

40

50

性化スイッチ2708を始め、ハンドル2702の遠位端から延びる軸2704を含む。図40Aに示す
ように、軸2704は、ハンドル2702と同軸に延びることが好ましいが、ただし軸2704は、ハ
ンドル2702に対してある角度を持っていてもよい。軸2704から延びるのは嵌合ヘッド2706
である。嵌合ヘッドは、軸2704および／またはハンドル2702に対しある角度の方向性を持
つことが好ましい。軸2704に対するヘッド2706の角度によって、医師が脊椎の中にインプ
ラント2600を埋め込む工程がやり易くなる。この角度によって、医師は、天然または人工
関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2620を、関節接合部の中に、ツール2700
を用いて、好ましくは脊柱に対してほぼ直角に滑り込ませることが可能になる。ヘッドは
、ハンドル2704に対して45と90度の間の角度にあることが好ましい。しかしながら、他の
角度も考慮の対象になる。
【００８３】
　図40Bを参照すると、嵌合ヘッド2706は、フォーク状形態を取ることが好ましく、一対
の側壁2710、嵌合シート2712の外に、側壁2710および嵌合シート2712の間の領域として定
義される受容空間2718を含む。嵌合ヘッド2706は、部分的に受容スペース2618の中に延び
る後退可能な嵌合ロッド2716を含む。側壁2610はそれぞれ、スロット2712を含む内面を持
つ。スロット2712は受容スペース2718に向く。スロット2712は、側方体プレート2620の翼
状突起2608を滑走可能的に受容するような寸法を持つのみならず、側方体プレート2620を
嵌合ヘッド2706に対し保持する。嵌合シート2712は、側方体プレート2620の後端2604を受
容する。
【００８４】
　一つの実施態様では、嵌合ヘッド2706は、図40Bに示すように、嵌合ロッド2716を含む
ことが好ましい。この嵌合ロッド2716は、側方体プレート2620の第3開口2602の内部に適
合する寸法を持つ。嵌合ロッド2716は、ハンドル2702のスイッチ2708に結合する。スイッ
チ2708を活性化すると、嵌合ロッド2716は後退する。後退させられると同時に、嵌合ロッ
ド2716は、第3開口2602から外れ、インプラント2600が、嵌合ヘッド2706から外れること
を可能にする。ツール2700は、図40Bに示すように、嵌合ロッド2716を伸展位置に駆動す
るための、ばね、またはその他の駆動手段を含む。別の実施態様では、嵌合ロッド2716は
、それに対し変位力の印加を要することなく、伸展位置と後退位置の間を自由に移動する
ことが可能である。
【００８５】
　嵌合ロッド2716は、図40Aおよび40Bでは円筒形として示されることに注意しなければな
らない。しかしながら、嵌合ロッド2716は、側方体プレート2620の第3開口2602の形に一
致する限り、他の任意の形を取ってもよい。別の実施態様では、嵌合ヘッド2706は、イン
プラント2600をツール2700に保持するために、嵌合ロッド2716を含まず、別の機構を含む
。さらに別の実施態様では、側壁2710のスロット2712を用いて、嵌合機構を用いることな
くヘッド2706の中にインプラント2600を保持する。
【００８６】
　好ましい操作では、インプラント2600をツール2700に嵌合するために、インプラント27
00は、インプラント2600の後面2604が、嵌合シート2714に一致し嵌合するように右側が持
ち上がるような方向性を持つ。インプラント2600は、嵌合ヘッド2706のフォーク部分と軸
揃えされ、これによって、インプラント2600の翼状突起2608は、スロット開口2712の中に
挿入される。翼状突起2608が対応するスロット2712に収容されると同時に、側方体プレー
ト2620もスロット2712にガイドされ嵌合され、最終的に後端2604が嵌合シート2714に嵌合
する。次に嵌合ロッド2716が第3開口2602に挿入され、側方体プレート2620が嵌合ヘッド2
706に保持されることが好ましい。一つの実施態様では、ユーザーは手動でスイッチ2708
を活性化し、嵌合ロッド2716を後退させ、それによって、側方体プレート2620は完全に受
容空間に挿入される。次に、スイッチ2708は、開口2602と嵌合ロッド2716が整列した時点
で解除され、それによって嵌合ロッド2716は延びて、第3開口2602に嵌合する。別の実施
態様では、側方体プレート2620の上面と、嵌合ロッド2716との接触によって、嵌合ロッド
2716は少し引き戻される一方で、他方では、プレート2620が嵌合シート2714の中に移動す
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る。側方体プレート2620が所定の場所に納まったならば、第3開口2602は、嵌合ロッド271
6と合致することが好ましく、その際、押し込む力によって、嵌合ロッド2716は自動的に
第3開口2602に嵌合する。
【００８７】
　外科処置の際、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2610は
、上に詳述したように、伸延された関節接合体に挿入される。天然または人工関節接合部
スペーサまたは関節面接合部スペーサ2610が関節接合部に満足いくように挿入された時点
で、ユーザーはスイッチ2708を活性化することが好ましく、それによって、嵌合ロッド27
16は第3開口2602から外れる。外科医師は、ツール2700を関節接合部から引き抜き、その
ため側方体プレート2620は受容領域から滑って抜け出し、スロット2712にガイドされる。
このようにして、側方体プレート2620は、前述のように、椎体中に固定される。
【００８８】
　さらに別の実施態様では、第1開口に収容された骨ねじの動きを抑えるために別の構造
体が用いられる。図41Aおよび41Bを参照すると、ある実施態様では、カム2824が、側方体
プレート2820に回転可能的に連結され、そのため第1開口2830は、選択的に閉塞、または
閉塞解除され、これによって、骨ねじ2840の、第1開口2830内における受容が可能とされ
、あるいは、第1開口2830内に収容された骨ねじ2840の運動の抑制が可能とされる。図41A
に示すように、カム2824は、第1位置では、カムの表面2828が、第1開口2830とほぼ等高で
あり、骨ねじ2840の第1開口2830に対する貫通を可能とする形状を持つ。第2位置に回転さ
れると（図41B）、カム2824表面の突出部2826が、第1開口2830の少なくとも一部を横切っ
て延び、そのため、第1開口2830の中に収容された骨ねじ2840は遮られ、骨ねじ2840は、
第1開口2830から後退して飛び出すことを阻止される。カム2824は、該カムが、ツール（
図示せず）によって把捉され、所望の位置まで回転されるのを可能とする機構2831（例え
ば、歯形）を含んでもよい。図示のように、カム2824は、側方体プレート2820のスロット
の中に配されるので、側方体プレート2820の表面から不要に突出することはない。
【００８９】
　別様に注記しない限り、図22A-24Bに示す実施態様は、図41A-41Bに示す実施態様と同様
である。
【００９０】
　本発明によるインプラント2900のさらに別の実施態様を図42A-42Gに示す。このインプ
ラント2900は、天然または人工関節接合部スペーサ（または挿入体）または関節面接合部
スペーサ（または挿入体）2910が、側方体プレート2920に対し運動自由度が小さいという
点で、図22A-25Aに示したインプラントと似ている。図から見て取れるように、ヒンジ292
2は、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2910を、側方体プ
レート2920に接続する。これによって天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接
合部スペーサは、側方体プレート2920の平面に対して、上下に同軸回転することが可能に
なる。しかしながら、別の実施態様では、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節
面接合部スペーサ2910は、球形接合配置（前述のような）、または、何か他の構造体を介
して側方体プレート2920に接続されてもよい。天然または人工関節接合部スペーサまたは
関節面接合部スペーサ2910の下面2915は、下面2915から延びる複数の棘（本明細書では突
起とも呼ばれる）2986を含む。図42Aに見られる一つの例では、棘は、天然または人工関
節の関節接合部に対する挿入方向に対向する方向を指す。これは、挿入工程をやり易くし
、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサが、関節接合部から後
退して突出するのを阻止するためである。さらに、棘または突起は、一つの実施態様では
、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサの上面と、天然または
人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサの下面との間に定められる天然また
は人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサの厚みよりも小さい厚みを持つ。
頸椎の標的関節接合体に挿入された場合、複数の棘2986が上関節面に侵入、または把捉し
、そのために、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2910が、
関節上面に対して滑走することが防止される。棘2986は、標的関節接合部の上方椎骨の下
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面が、該天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2910の上面2913
にそって移動することを直接制限することはしない。棘2986はさらに、表面を粗大にする
ことによって、脱離の減少をもたらす表面接触の増加が望まれる場合、有利な結果をもた
らす可能性のある骨成長を促す。好ましい実施態様では、天然または人工関節接合部スペ
ーサまたは関節面接合部スペーサ2910は、ヒンジ2922に接続され、所望の強度を持つ、軽
量の、生体適合性材料、例えば、チタン、チタン合金、アルミニウム、アルミニウム合金
、医用級ステンレススチール等によって形成される下面2915を含んでもよい。このような
構造体はまた本明細書では下面シム2980とも呼ばれる。図示のように、上面2913を含む、
天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2910の実質部分は、後述
の生体適合性ポリマーによって形成されてもよい。この実質部分はまた上面シム2982とも
呼ばれる。この材料はX線透明であり、所望の滑らかさを持ち、かつ、下面2915に対して
圧縮強度が低く、そのため、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペ
ーサ2910の上面2913は、関節接合部の下面に対し所望の滑脱が可能となる。上面2913は、
脊柱の骨構造に対して、低い圧縮強度および高い弾性を持つ。上面シム2982は下面シム29
80の上に金型成形されて、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペー
サ2910を形成してもよく、あるいは、上面シム2982は、下面シム2980に対し、接着的に、
または、下面シム2980に選択的に設けられた突起との干渉的適合によって締結されてもよ
い。当業者であれば、上面シム2982を下面シム2980に固定的に接続するための種々の技術
に思い至るであろう。
【００９１】
　さらに、下面シムは剛性材料から構成され、一方、上面シムは、より柔軟で、および／
または、より圧縮可能な材料から構成されることを理解しなければならない。従って、下
面シムは関節接合部で経験される負荷を担持することが可能であり、一方、上面シムはよ
り柔軟であることができる。天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペ
ーサは、例えば、下面シムの領域における比較的高い剛性から、上面シムの領域における
より剛性が低く、より柔軟性が高い勾配を持つように形成される材料から構成されてもよ
い。例えば、後述するPEEKポリマー材料が、材料の硬さと強度を増す充填剤と共に下面シ
ムの領域に形成され、一方、上面シムの領域におけるPEEKポリマーはそのような充填剤を
含まず、従ってより柔軟となるようにしてもよい。
【００９２】
　好ましい実施態様では、インプラント2900の棘2986は、下面2915から伸び、鋸歯状の形
と配置を持ち、それによって関節接合部から全体として後方への（すなわち、図示の側方
体プレート2920に向かう）動きを抑え、さらに、関節接合部に対して側方の動きを抑える
。しかしながら、棘2986は、その形状および配置において必ずしも鋸歯状である必要はな
い。例えば、棘2986は、円錐形、角錐形、曲線形等をしていてもよい。さらに、特に図42
Cに示すように、4個の棘2986が下面2915から延びる。別の実施態様では、任意の数の棘29
86が設けられ、棘2986同士は同じサイズおよび形を持つか、あるいは、サイズおよび形が
まちまちである。本明細書に含まれる教示に徴すれば、当業者であれば、棘2986が形成可
能な、無数の異なる形態を思い描くことが可能であろう。埋め込みにおける棘2986の性能
および技術も、形状および数に従って様々であろう。しかしながら、本発明は、そのよう
な変動全てを含むことが意図される。
【００９３】
　インプラント2900はさらに、要すれば任意に、側方体プレート2920の面から延びて、椎
骨の骨構造（例えば、側方体）に実質的に接触するプレート棘2988を含んでもよい。この
プレート棘2988は、側方体プレート2920を所定の場所に固定するのに役立ち、それによっ
て、骨ねじ2940が骨構造に連結された場合に移動を抑えるのを助け、骨ねじ2940の付属物
として補佐する。プレート棘2988による表面粗大によって、側方体プレート2920近傍の、
および／または、プレートと一体の骨増殖が促進される。特に図42Cに示されるように、
それぞれが円錐構造を持つプレート棘2988である4個のプレート棘2988が存在する。しか
しながら、前述したように、プレート棘2988は、サイズ、数、および形において変動して
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よい。例えば、プレート棘2988は、鋸歯状、角錐状、曲線状等をしていてもよい。
【００９４】
　図42Dから42Gまでを参照すると、インプラント2900の骨ねじ2940は、開口2930において
、骨ねじ2940と開口2930とが、ボール・ソケット接合に似た運動の相対的自由度が可能と
なるように配置される。この配置は、インプラント2900の骨構造に対する締結において屈
曲性を許容するので、外科医は、病的なまたは脆弱化した骨構造を回避し、インプラント
2900を、より強靭で、健康な骨構造に締結することが可能になる。骨ねじ2940は、天然ま
たは人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ2910に向かって、または離れて
、および／または、並列を回避するように、開口2930において自在に動かされる。骨ねじ
2940が所望のように配置されると、保持プレート2924（図42B）が側方体プレート2920に
付着され、前述の実施態様で示された機構の機能と同様に、骨ねじ2940の後退・飛び出し
を抑制する。図42Bにおいて見てとれるように、保持プレート2924は、側方体プレート292
0の陥凹2927に適合する隆起2925を持ってもよい。その場合、骨ねじ2940が保持プレート2
924に対して締め付けられると、保持プレート2924の回転は阻止される。
【００９５】
　図43を参照すると、さらに別の実施態様では、本発明によるインプラントは、下面3015
および上面3013の両方において、該面から延びる棘3086を有する。この実施態様は、例え
ば、関節接合部を融合するのに用いられる。棘3086は、下および上関節面の相対的動きを
抑制し、さらに、関節面を粗大にすることによって骨増殖を促し、関節接合部の融合を促
進する。天然または人工関節接合部スペーサ（または挿入体）または関節面接合部スペー
サ（または挿入体）3010は、軽量で、高強度の、生体適合性材料、例えば、チタン、チタ
ン合金、アルミニウム、アルミニウム合金、医用級ステンレススチール等によって形成さ
れてもよい。それとは別に、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペ
ーサ3010は、後述の生体適合性ポリマーによって形成されてもよく、あるいは、天然また
は人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ3010は、固定的に接続され、同じ
または異なる材料から形成される下面および上面シム（図示せず）を含んでもよい。本明
細書に含まれる教示に徴すれば、当業者であれば、天然または人工関節接合部スペーサま
たは関節面接合部スペーサ3010が形成される様々な方法を思い描くことが可能であろう。
【００９６】
　図42A-Gを参照しながら前述したように、棘3086は形と配置において鋸歯状であるが、
別態様として、何か別の形および／または配置を取ってもよい。例えば、棘3086は、角錐
形、曲線形、円錐形等であってもよい。さらに、下面3015の棘3086の形、サイズ、および
配置は、上面3013の棘3086と違っていても、同じであってもよい。棘3086の形、サイズ、
および配置は、埋め込み場所、外科医の好み、標的関節接合部の物理的状態等に基づいて
選ばれる。
【００９７】
　図40は、図34Aから39までに記載されるインプラントを埋め込むための、本発明による
方法の実施態様のフローチャートである。
【００９８】
　図44は、本発明の一つの実施態様による伸延ツールの側面図である。図44に示すように
、伸延ツール203は、ハンドル部分202、アーム部分204、および伸延器ヘッド部分206を含
むことが好ましい。特に、ハンドル部分202は、第1ハンドル202Aおよび第2ハンドル202B
を含むのが好ましい。各ハンドル202A、202Bの近位端は、それぞれ、フィンガーループ21
2Aおよび212Bを含むことが好ましい。ハンドル202Aおよび202Bは、互いにピン208におい
て結合される。好ましい実施態様では、第1ハンドル202Aは運動可能であるが、一方、第2
ハンドル202Bは、第1ハンドル202Aに対して静止する。別の実施態様では、第2ハンドル20
2Bは、第1ハンドル202Aに対しピン208の周囲に軸回転可能である。それとは別に、両ハン
ドルとも、互いに対してピン208の周囲に軸回転可能である。
【００９９】
　図44の実施態様において示されるように、アーム部分204は、第1アーム204Aおよび第2
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アーム204Bを持つ。これらのアーム204は、X軸にそって長軸方向に延びる。上方アーム20
4Bは、第2ハンドル202Bに付着するのが好ましい。しかしながら、それとは別に、第2アー
ム204Bは、第1ハンドル202Aに付着してもよい。図44の実施態様では、第1アーム204Aおよ
び第2ハンドル202Bは一体部品である。それとは別に、第1アーム204Aおよび第2ハンドル2
02Bは、結合される、二つの別々の部品である。
【０１００】
　前述のように、第1ハンドル202Aは、ピン208の周囲に回転可能であり、その際、ピン20
8は、ハンドル202Aの中点と遠位端の間にあることが好ましい。図3Aおよび3Bに示す実施
態様では、第1アーム204Aの近位端は、ピン210において第1ハンドル202Aの遠位端と結合
する。別の実施態様では、ハンドル202Aの遠位端は、ハンドル202Aを第1アーム204Aに結
合する、中間リンクに結合される。
【０１０１】
　第1ハンドル202Aは、図44に示す非伸延位置と、図45に示す伸延位置の間を、ピン208の
周囲において移動可能であることが好ましい。図44に示すように、第1ハンドル202Aは、X
軸に対し角度αの方向性を持つ。さらに、第2ハンドル202Bは、X軸に対し角度βの方向性
を持つ。図44において、非伸延位置における第1ハンドル202Aの角度αは、伸延位置にお
ける第1ハンドル202Aの角度φよりも大きい。ハンドル202A、202Bが握り締めによって近
づけられると、ツール203は、非伸延位置から伸延位置に活性化される。
【０１０２】
　ツール203のハンドル202A、202Bが握り締められると、ピン208周囲におけるハンドル20
2Aの時計回り回転によって、ハンドル202Aの遠位端が、正のX軸にそって長軸方向に第1ア
ーム204Aを移動させる（図45）。逆に、ハンドル202が解除されると、あるいは、手動で
非伸延位置に向けて活性化されると、ハンドル202Aの反時計回りの動きによって、ハンド
ル202Aの遠位端は、負のX軸にそって第1アームを反対方向に移動させる（図44）。X軸に
そう第1アーム204Aの長軸方向の移動によって、伸延ヘッド206は活性化され、それによっ
て隣接関節面を分離し、インプラントの埋め込みを可能とする。
【０１０３】
　第1および第2アーム204A、204Bの遠位端は、図44および45に示すように、伸延ヘッド20
6に結合される。伸延ヘッド206は、第1伸延ヘッド成分206Aおよび第2伸延ヘッド成分206B
を含むことが好ましい。一つの実施態様では、第1アーム204Aの遠位端は、第1伸延ヘッド
成分206Aと結合し、第2アーム204Bの遠位端は、第2伸延ヘッド成分206Bに結合する。別の
実施態様では、第1アーム204Aの遠位端は、第2伸延ヘッド206Bと結合し、第2アーム204B
の遠位端は第1伸延ヘッド206Bに結合する。第1アーム204Aは第1伸延ヘッド成分206Aと結
合しているので、X軸にそう第1アーム204Aの移動によって、好ましくは第1伸延ヘッド成
分206AもX軸にそって移動させられる。第2ヘッド成分206Bは、好ましくは第2アーム204B
に固定される。従って、正のX軸にそうアーム204の移動によって、第1ヘッド成分206Aは
、好ましくは第2ヘッド成分206Bから遠ざかるように移動させられる。第1ヘッド成分206A
および第2ヘッド成分206Bは隣接関節面を好ましくは1.5から2.5 mm引き離し、インプラン
トの天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサの厚みを受け入れ可
能とする。しかしながら、他の距離も考慮に入れられるので、前記にのみ限定されない。
【０１０４】
　好ましい実施態様では、伸延ヘッドの遠位部分は、図44および45に示すように、アーム
204A、204Bに対し実質的に垂直に延びる。別の実施態様では、伸延ヘッドの上面および下
面は、アーム204Aおよび204Bから90度以外の角度で延びる。図44および45に示す好ましい
実施態様では、伸延ツール206のヘッド成分206A、206Bは、先端230が、負のY方向に延び
るような方向性を持つ。それとは別に、伸延ヘッド206は、先端が正のY軸方向に延びるよ
うな方向性を持つ。しかしながら、伸延ヘッド206は、図48Aおよび48Bに示すように、先
端がアーム202からZ方向に延びるような方向性持つことも考えられる。本発明の伸延ヘッ
ド206の先端230は、アーム204およびハンドル202に対し、負のZ方向を含む任意の方向に
向かってもよいことが考えられる。
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【０１０５】
　本発明のツール203は、医用級金属で製造されることが好ましい。例えば、ツール203は
、チタン、ステンレススチール、合金、または、埋め込み過程において隣接関節面を引き
離すのに十分な強度をツール203に付与する、任意の他の材料から製造される。一つの実
施態様では、伸延ヘッド206は、同じツールで異なるサイズの伸延ヘッドの使用が可能と
なるように、アームの遠位端から取り外しが可能である。この特性によって、外科医は、
異なる頸椎関節接合部のために、別のツールの使用を要することなく、伸延ヘッドを、異
なるサイズのものと交換することが可能となる。別の実施態様では、伸延ヘッド206は、
ツール203のアーム204に取り付けられる。その際、ヘッドの上方成分206Aは、下方アーム
204Aに溶接され、ヘッドの下方成分206Bは、上方アーム204Bに溶接されるか、あるいはそ
の逆とされる。伸延ヘッド206をアーム204に付着させるには、他にも適切な任意の方法が
考えられる。
【０１０６】
　ツール203は、移動制限機構を含むことが好ましい。その機構は、ハンドル202が活性化
された場合、第1および第2ヘッド成分206A、206Bの間の伸延量を制限することが好ましい
。図44および45に示すように、第1アーム204Aの近位端は、楔型部分216を持つことが好ま
しい。さらに、第2アーム204Bは、対応する形を持つスロット218を含む。このスロットは
、楔型部分216がXの正方向に移動する際該楔型部分216を受容する。スロット218は、ハン
ドル202が握り締められた場合、第1アーム204AのX軸にそう長軸方向の移動を制限する。
これは、結果的に、埋め込み過程において関節面を互いに引き離す際に、ヘッド成分206A
、206Bが離れる距離を制限する。それとは別に、伸延ヘッド206の移動を制限するために
は任意の他の機構も考えられ、本ツールの楔型部分216、および対応スロット218に限定さ
れない。なお、それとは別に、移動制限機構は、本発明のツールに組み込まれていないこ
とに注意すべきである。
【０１０７】
　図46Aは、伸延位置にある、一つの実施態様による伸延ヘッド206の斜視図を示す。図46
Bは、非伸延位置にある、図46Aの伸延ヘッド206の斜視図を示す。図46Aおよび46Bに示す
ように、伸延ヘッド206は、近位部分と遠位部分とを持つ第1ヘッド成分206Aの外に、近位
部分と遠位部分とを持つ第2ヘッド成分206Bを含むことが好ましい。図46Aおよび46Bに示
すように、第1ヘッド成分206Aは、近位端に嵌合スロット222Aを含む。さらに、第2ヘッド
成分206Bは、嵌合スロット222Aと軸が揃った貫通スロット222Bを含む。第1ヘッド成分206
Aの嵌合スロット222Aは、第1アーム204Aの遠位端を受容し、該遠位端に取り付けられるこ
とが好ましい。第1アーム204Aは、第2ヘッド成分206Bの貫通スロット222Bを貫通し、アー
ム204Aが、第2ヘッド成分206Bを妨げることなく、第1ヘッド成分206Aを自由に動かすこと
ができるようになることが好ましい。第2伸延ヘッド206Bの近位部分は、第2アーム204Bの
遠位端に付着される。第2アーム204Bは、第2ヘッド成分206Bの下面240に取り付けられ、
第2アーム204Bが第1アーム204Aに隣接配置されるのが好ましい。ヘッド成分に関する前記
説明は好ましいが、本発明による伸延を可能とするものである限り、他の任意の形態を取
ることも可能であることに注意しなければならない。
【０１０８】
　第1および第2伸延ヘッド206A、206Bの遠位部分は共に、230Aおよび230Bとして示される
先端を含む。この先端は、関節接合部に対する伸延ヘッド206の挿入を可能とするよう該
接合部に侵入するために用いられる。図46Aに示すように、第1および第2ヘッド成分の遠
位部分は、互い違いに配置されるところが図示される数本のフィンガーを含む。特に、第
1伸延ヘッド206Aは2本のフィンガー224Aを持つところが図示されるが、一方、第2伸延ヘ
ッド206Bは3本のフィンガー224Bを持つところが図示される。別の実施態様では、上方お
よび下方伸延ヘッド206A、206Bにおいて、フィンガーの数は、それぞれ1本ずつを含め、
図46Aに示したものよりも多いか、または少ない。これらのフィンガー224A、224Bはまと
まって、図46Bに示すように、伸延ヘッド206の、全体として丸くなった先端230を形成す
る。別の実施態様では、フィンガーの先端230は、丸い先端を形成せず、他の任意の形を
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取ることも可能である。
【０１０９】
　図46Aおよび46Bに示すように、第2ヘッド成分206Bは、伸延ヘッド206が非伸延位置にあ
る場合、第1ヘッド成分206Aのフィンガー224Aを受容するフィンガースロット206を含む（
図46B）。図46Bに示すように、非伸延位置では、第1ヘッド成分206Aと第2ヘッド成分206B
とは同一平面にあり、その際、フィンガー224Aと224Bとは互いに組み合わさることが好ま
しい。ヘッド成分が同一平面であることによって、伸延ヘッド206が容易に関節接合部へ
挿入されるのを可能とする、高さまたは厚みが実現される。ハンドル202が握り締められ
ると、第1ヘッド成分206Aが、第2ヘッド成分206Bから強制的に引き離され、そのため、第
1組のフィンガー224Aが、第2ヘッド成分206Bのフィンガースロット232から滑り脱ける。
このようにして、第1ヘッド成分206Aは、第2ヘッド成分206Bから、二つのヘッド成分の間
に所望の距離が実現されるまで、離れる。図46Aに示すように、第1ヘッド成分206Aのフィ
ンガー224Aは、第2ヘッド成分206Bのフィンガー224Bから離れ、その伸延位置ではもはや
同一平面にはない。
【０１１０】
　図46Aに示すように、フィンガー224A、224Bは、それぞれ、上面226A、226Bの外に、下
面228A、228Bを持つ。一つの実施態様では、フィンガー224A、224Bの先端231A、231Bは、
図46Aおよび46Bに示すように、丸められるか、曲線を描く。別の実施態様では、フィンガ
ー224A、224B先端は尖らせられる。
【０１１１】
　一つの実施態様では、伸延ヘッド成分206A、206Bの上面226A、226Bは、伸延ヘッド206
が関節接合部に挿入された場合、椎体の下関節面と嵌合する。さらに、一つの実施態様で
は、伸延ヘッド206A、206Bの下面228A、228Bは、椎体の上関節面と嵌合する。しかしなが
ら、ツール203を裏返しにして、ヘッド206の上面が椎体の上関節面と嵌合し、ヘッド206
の下面が下関節面と嵌合するようにすることも考えられる。
【０１１２】
　図46Aおよび46Bに示すように、伸延ヘッド206の遠位部分は、ヘッド成分206A、206Bの
上面および下面226、228が、全体として互いに平行で、均一の厚みを持つように比較的平
坦である。別の実施態様では、上面および下面は、先端231A、231Bにおいて互いに向かっ
てテーパー型に細まる。ヘッド成分306A、306Bは、別形態を取り、関節面の形をなぞって
もよい。関節面事態は、いく分、ボール・ソケット接合のような形態を取る。従って、図
47Aおよび47Bに示すように、伸延ヘッド306は、凸型の上面326および凹型の下面328を持
ってもよい。この曲線状上面および下面は、挿入を促進するために、先端322A、322Bにお
いて相互に向けて細まり、一方、伸延ヘッドの残余の部分は均一の厚みを持ってもよい。
【０１１３】
　さらに、図47Bに示すように、個々のヘッド成分がそれぞれ、凹型および／または凸型
形状を持ってもよい。別の実施態様では、上面および下面326A、326B、328A、328Bの内の
一方が凸型または凹型であり、一方、他方の表面が平坦で、曲線形を持たない。従って、
伸延ヘッド306の上面および下面は、関節のそれぞれの面をなぞるものであることが好ま
しい。ヘッド306の上面および／または下面の輪郭のために、上面および下面成分は、ツ
ールが伸延位置に活性化される間、上および下関節面に対し比較的一定の力を印加するこ
とが可能になる。さらに、伸延ヘッド306の輪郭をなぞった形状は、そのフィンガーと相
俟って、伸延処置の間、ヘッド成分が、それぞれの関節面をさらに確かに把捉することを
可能とする。
【０１１４】
　図48Aおよび48Bは、図44および45に示すものとは別の方向性を持つ伸延ヘッドを有する
ツールの別の実施態様を示す。図48 Aに示すように、ツール403は、ハンドル部分402、ア
ームセクション404、および伸延ヘッド406を含む。図48Aに示すように、アーム部分404は
、X軸にそった方向性を持つ。しかしながら、図44および45に記載するツール203と違って
、伸延ヘッド406は、アーム部分404から、先端430が正のZ方向に向くように延びる。図48
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Aに示す実施態様では、伸延ヘッド406は、アーム404に対してほぼ90度の角度で、アーム
部分から正のZ方向にそって延びる。しかしながら、伸延ヘッド406は、負のZ方向にそっ
て、または、90度以外の任意の角度でアーム404から延びる方向性を持っていてもよい。
【０１１５】
　操作時、ハンドル402Aを活性化することによって、アーム404AはX軸にそって移動させ
られ、図48Bに示すように伸延ヘッド406を活性化する。図48Bに示すように、第1および第
2ヘッド成分406A、406Bの先端430A、430Bはテーパー型であることが好ましい。Z方向にお
ける先端230の方向性のために、ツール403は、埋め込み過程において、図44および45のツ
ール203とは別の方向性を持つ。ツール403のこの別様方向性は、ツール403を異なる角度
で伸延することを要求する、脊柱の様々な部分にそって関節面を伸延するために有利であ
る。さらに、各医師の個人的趣味は、図44および45の実施態様におけるヘッド206の方向
性よりも、ツール403の上記別方向性を好むかも知れない。
【０１１６】
　図49A-49Cは、本発明のツールによる隣接関節面を伸延する方法を描く。図49Dは、本発
明の一つの実施態様による埋め込み法のフローチャートを示す。図49Aに示すように、先
ず、工程602において、関節接合部60に接近する。工程604において、挿入されるインプラ
ントの適切なサイズを選ぶために、採寸ツールが関節接合部60に挿入される。一つの実施
態様では、採寸ツールは、本発明のツール203とは別ユニットである。別の実施態様では
、本発明のツール203は採寸ゲージを持ち、そのため、図49に関連して前述したように、
外科医は、どのサイズのインプラントを関節接合部に挿入すべきかを決定することが可能
である。次に、図49Aに示すように、ツール203の先端231が関節接合部60の中に、伸延ヘ
ッド206が関節接合部60内に十分移動されるまで、かつ、図49Bに示すように、上および下
関節面56、58の間に、押し込まれる。図49A-49Cでは、ツール203は、上方接近（すなわち
、逆向き）によって接合部に達する。しかしながら、ツール203は、別のやり方で、下方
接近（例えば、右側上）、または側方接近（例えば、横から）接合部に達することも可能
である。
【０１１７】
　伸延ヘッドが挿入されたならば、医師は、ハンドル202A、202Bを握り締める。それによ
って、工程604に見られるように、インプラントの挿入を促進するよう、伸延ヘッド成分2
06Aおよび206Bは互いに離れ、関節接合部と周辺組織を伸延する（図49C）。隣接関節面が
所望の距離だけ伸延されたならば、ツール203は接合部から取り出され、隣接関節面は互
いに離れた状態で残される。関節面を取り巻く伸延組織はゆっくりと収縮するので、医師
には、工程606において、インプラントの天然または人工関節接合部スペーサまたは関節
面接合部スペーサ104を、関節面の間から関節接合部へ押し込むための時間が残される。
【０１１８】
　天然または人工関節が挿入されたならば、工程608において、インプラントの側方体プ
レートが、ヒンジの周囲において、側方体または椎弓板に向けて下方に軸回転される。側
方体プレートが配置されたならば、あるいは、側方体プレートの配置前に、骨に、骨ねじ
を収容するための開口を掘削してもよい。次に、工程610において、ねじを、開口を通じ
て設置し、骨に固定し、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサ
を所定の場所に確保する。工程612において、骨ネジをロックし、天然または人工関節接
合部スペーサまたは関節面接合部スペーサを所定の場所に配置するために、ロックプレー
トが、側方体プレートの上に載せられる。工程614において、ロックプレートに隣接して
配置される竜骨は、好ましくは骨の中に溝を自己切削して、竜骨をロックし、インプラン
トを固定する。次に、工程616において、ロックプレートは、開口中に挿入されたねじに
よって側方体プレートに締結される。次に、工程618において、この方法が、脊柱の、任
意の他の関節接合部に対して繰り返される。
【０１１９】
　図50Aおよび50Bは、本発明のツールの別の実施態様を示す。図50Aおよび50Bに示す実施
態様は、椎体の隣接関節面を伸延するように構成され、同時に該関節接合部に対するイン
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プラントの挿入を可能とする伸延ヘッド806を含む。図50Aおよび50Bに示すツール803は、
ハンドル部分802、アーム部分804の外に、伸延ヘッド806を含む。
【０１２０】
　図50Aおよび50Bに示すように、伸延ヘッド806のフィンガーは、ツール803のアーム804A
および804Bに隣接して突出する。図50Aおよび50Bに示すように、伸延ヘッド806は、負のY
方向に向いていることろが示される先端808の外に、正のY方向に向く挿入端811A、811Bを
含む。挿入端811A、811Bは、先端808に対し、ヘッド806の反対末端に位置することが好ま
しい。先端808は、関節接合部に挿入されて、隣接関節面を上述のように伸延するように
構成される。挿入端811A、811Bは、伸延されると、ツール203が関節面を同時に引き離し
ている間に、インプラントが関節接合部に挿入されるのを可能とする。ヘッド成分806A、
806Bが伸延されると、それぞれ、ヘッド成分806A、806Bの挿入端811A、811Bが分離する。
これによって、第1および第2ヘッド成分806A、806Bの間（図50B）に挿入導管824が創出さ
れる。挿入導管812は高さ距離Dを持つ。これは、第1ヘッド成分806Aの下面と、第2ヘッド
成分804Bの上面824との間に十分な隙間を与えるので、インプラントのその隙間を通じて
の挿入が可能となる。上述のように、伸延ヘッド806は、ツール803のアーム804とハンド
ル802に隣接して突出する。そのため、ヘッド806の位置は、インプラントが貫通挿入され
るための十分な余地を提供する。
【０１２１】
　手術時、伸延ヘッド806が関節接合部に挿入されると、両ハンドル802が握り締められ、
そのために伸延ヘッド成分806が分離されて、関節面を、挿入導管812が所望の高さサイズ
Dに達するまで、伸延する。所望の高さサイズDは、いくつかの因子、例えば、天然または
人工関節接合部スペーサまたは関節面接合部スペーサのサイズ、ヘッド成分のフィンガー
の厚み、および、関節接合部の場所（例えば、頸椎、胸椎、腰椎）に依存して決められる
。高さサイズDは、1.5から2.5 mmまでであることが好ましいが、他のサイズも考慮の対象
となる。所望の高さサイズを実現するために、後述するように、高さサイズDは伸延ゲー
ジによって測定してもよい。
【０１２２】
　所望の高さサイズDを実現したならば、インプラントの天然または人工挿入関節を、挿
入端811A、811Bを通じて挿入導管812の中に挿入する。挿入導管812は、脊椎の関節接合部
と連通していると考えると、インプラントは、導管812を通じて関節接合部に滑り込むこ
とが可能である。天然または人工椎間関節または椎間関節スペーサが関節接合部に確保さ
れたならば、伸延ヘッド806が関節接合部から取り出され、関節接合部に挿入されたイン
プラントをそのまま残す。次に、インプラントは前述のように固定される。
【０１２３】
　この実施態様により、医師は、インプラントの挿入中、関節面の間に伸延距離を維持す
ることが可能になる。後述の採寸ゲージを含めた本実施態様によって、医師は、一つのツ
ールを用いて、採寸し、伸延し、かつ、インプラントを挿入することが可能となる。図49
Aの実施態様では、伸延ヘッドの先端および挿入端はY方向に向いていたが、先端および挿
入端はZ方向、または任意の他の方向に向いてもよいことに注意しなければならない。
【０１２４】
　図51に示す一つの実施態様では、伸延ツール903は、本発明の一つの実施態様による採
寸機構を含むことが可能である。図51に示すように、伸延ゲージ950は、ハンドル902Aお
よび902Bの内の一方に結合する。他方のハンドルは、伸延ゲージ950において伸延高測定
を指示するためのフラグ952またはポインターを含んでもよい。このようにして、ハンド
ル902Aが伸延位置に向かって駆動されると、伸延ゲージ950は、指針と共にフラグ952を滑
走通過し、その際、指針は、伸延ヘッド成分906Aおよび906Bの間の、漸増する伸延高Dを
示す。一つの実施態様では、伸延ゲージ950は、第1ヘッド成分906Aの下面と、第2ヘッド
成分906Bの上面の間（すなわち、導管）の距離量を与えるように構成される。別の実施態
様では、伸延ゲージ950は、第1および第2ヘッド成分の厚みを含み、従って、隣接関節面
間の全体伸延距離を示すように構成される。
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【０１２５】
　一つの実施態様では、ツール903は、ハンドル902A、902Bを、非伸延位置から離れるよ
うに駆動するためのばね機構を含む。例えば、ハンドル902A、902Bに対して外向き偏倚を
与えるために、ハンドル902A、902Bの内面に板ばね912が構成されてもよい。別の実施例
では、ばねは、スロット918の内壁と、アーム904Aの楔型部分916との間に配され、楔型部
分916を、従ってハンドル902Aを、非伸延位置に向けて駆動するようにしてもよい。
【０１２６】
　それに加えて、またはそれとは別に、ツール903は、ツール903を所望の位置にロックす
るためのロック機構を含んでもよい。例えば、ロック機構は、ピボット支点916において
ハンドル902A、902Bの内の一方に結合されるねじ溝付きロッド914を含んでもよい。その
際、ロッド914は、第1および第2ハンドル902A、902Bの内の他方に開いた貫通孔を自由に
通過する。ロッド914は、ハンドル904Aの外面に回転ボルト922を含む。該ボルトは、ばね
910の力によって引き起こされるハンドル902の動きを制限する。ハンドル902Aが閉鎖に向
けて駆動されると、ねじ溝付きロッド914が貫通孔を通過し、軸回転し、ハンドル902Aの
弧状移動に従う。伸延ストッパー920は、ねじ溝付きロッド914にそって配置され、そのサ
イズを変えることが可能であり、そのため、該伸延ストッパー920は、ねじ溝付きロッド9
14の自由な移動を遮断することが可能であり、従って、ハンドル902のそれ以上の移動を
阻止し、伸延高を制限する。一つの実施態様では、伸延ストッパー920は、ねじ溝付きロ
ッド914にそう位置で固定されるが、別の実施態様では、伸延ストッパー920は、ねじ溝付
きロッド914にそって調節的に配置され、最大伸延高の調節を可能とする。
【０１２７】
本発明のインプラントに使用される材料
　上に示唆し、下記に詳述するように、ある実施態様では、インプラント、およびインプ
ラントの成分（すなわち、側方体プレート、骨ねじ、ロックねじ等）は、医用級材料、例
えば、チタン、ステンレススチール、コバルトクロム、およびそれらの合金、あるいは、
同様に高い強度および生体適合性を持つ、好適なインプラント材料から製造されてもよい
。さらに、インプラントは、少なくとも部分的に、形状記憶金属、例えば、チタンとニッ
ケルの合金であるニチノールから製造されてもよい。このような金属は、通常、X線不透
明であり、X線画像法および他のタイプの画像法で目に見える。本発明によるインプラン
ト、および／または、その部分（特に、天然または人工関節接合部スペーサまたは関節面
接合部スペーサ）もまた、やや屈曲性および／または変位性の高い材料から製造すること
が可能である。これらの実施態様では、インプラントおよび／またはその部分は、全体と
してまたは部分的に、医用級生体適合性ポリマー、コポリマー、ポリマー混合物、および
ポリマー組成物から製造することが可能である。コポリマーは、1種を超えるモノマーか
ら得られるポリマーである。ポリマー組成物は、二つ以上の物質から成る異種混合物であ
って、成分同士が混じり合わず、従って、相互の間に界面を形成する混合物である。ポリ
マー混合物は、異なる2種以上のポリマーから成る、巨視的には均一な混合物である。多
くのポリマー、コポリマー、ポリマー混合物、およびポリマー組成物は、X線透明性であ
り、X線またはその他のタイプの画像法では目に見えない。このような材料を含むインプ
ラントは、医師に対し、完全にX線不透過材料から成るインプラントと比べると、視像化
される脊柱について比較的妨げられない目視を可能とする。しかしながら、インプラント
は、X線透過材料を含むことを要しない。
【０１２８】
　生体適合性ポリマーの1グループは、いくつかのメンバー、例えば、ポリエーテルエー
テルケトン（PEEK）、およびポリエーテルケトンケトン(PEKK)を含む、ポリアリールエー
テルケトン・グループである。PEEKは、インプラントに好適な耐久性材料であることが判
明しており、生体適合性基準に合致する。医用級PEEKは、英国、ランカシャーのVictrex
社から製品名PEEK-OPTIMAの下で市販されている。医用級PEKKは、Oxford Performance Ma
terialsからOXPEKKの名の下で、また、CoorsTekからBioPEKKの名の下で市販されている。
これらの医用級材料は、強化ポリマー樹脂として、例えば、比較的高い材料強度を示す強
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化樹脂としても市販されている。ある実施態様では、インプラントはPEEK 450Gから製造
される。これは、Victrexから市販される、医用埋め込みが承認されている、充填剤無添
加のPEEKである。この材料の他の供給源としてはインドのPanoliに位置するGhardaが挙げ
られる。PEEK 450Gは、ほぼ、下記の性質を持つ。すなわち、

性質　　　　　　　　　　値
密度　　　　　　　　　　1.3 g/cc
ロックウェルM　　　　　 99
ロックウェルR　　　　　 126
引っ張り強度　　　　　　97 MPa
弾性係数　　　　　　　　3.5 GPa
曲げ強度係数　　　　　　4.1 GPa

PEEK 450Gは、適切な物理的・力学的性質を持つので、隣接棘突起間の物理的負荷を担持
し、分散させるのに好適である。インプラント、および／またはその部分は、押し出し成
形、射出成形、圧縮成形、および／または機械加工技術によって形成することが可能であ
る。
【０１２９】
　選択された材料には充填剤を添加することも可能であることに注意しなければならない
。ポリマー材料を補強するために、充填剤を、ポリマー、コポリマー、ポリマー混合物、
またはポリマー組成物に添加することが可能である。充填剤は、力学的、光学的、および
熱的性質のような性質を修飾するために添加される。例えば、カーボン線維は、ある用途
、例えば、負荷担持装置用として強度を機械的に強化するためポリマー補強用として添加
される。ある実施態様では、他の等級のPEEKも利用が可能であり、本発明によるインプラ
ントへの使用が考えられる。例えば、30%ガラス充填、または30%カーボン線維充填等級PE
EKも、それらの材料の体内埋め込み装置用使用が、FDA、またはその他の統制機関によっ
て承認される限り、考慮の対象になる。ガラス充填PEEKは、充填されないPEEKに比べて、
膨張率を下げ、PEEKの曲げ強度係数を上げる。その結果得られる製品は、強度、剛性、ま
たは安定性の強化にとって理想的であることが知られる。カーボン充填PEEKも、磨耗耐性
および負荷担持能を提供する。
【０１３０】
　了解されるように、他の、同様に好適な生体適合性の、熱可塑性、または熱可塑性ポリ
縮合材料で、疲労に耐え、優れた記憶を持ち、屈曲性を持ち、および／または変位可能で
あり、水分吸収度が極めて低く、磨耗および／または研磨耐性に優れる材料も、本発明の
範囲から逸脱することなく使用が可能である。前述したように、インプラントは、ポリエ
ーテルケトンケトン（PEKK）から構成されてもよい。他の、使用が可能な材料としては、
ポリエーテルケトン(PEK)、ポリエーテルケトンエーテルケトンケトン(PEKEKK)、ポリエ
ーテルエーテルケトンケトン（PEEKK）、およびポリアリールエーテルケトン全般が挙げ
られる。さらに、他のポリケトンも、他の可塑プラスチック同様に使用が可能である。イ
ンプラントに使用が可能な適切なポリマーに関する参照が、下記の文書に対して行われる
。これらの全てを、参照することにより本明細書に含める。そのような文書としては、20
02年1月10日発行、名称「生体適合性ポリマー材料」なるPCT公報WO 02/02158 A1、2002年
1月3日発行、名称「生体適合性ポリマー材料」なるPCT公報WO 02/00275 A1、および、200
2年1月3日発行、名称「生体適合性ポリマー材料」なるPCT公報WO 02/00270 A1が挙げられ
る。他の材料、例えば、カリフォルニア州、バークレーのPolymer Technology Groupによ
って市販されるBionate7、ポリカーボネートウレタンも、酸化安定性、生体適合性、機械
的強度、および磨耗耐性が優れるので好適である可能性がある。
【０１３１】
　本発明の前記記述は、例示と説明のために提示されたものである。それは、網羅的であ
ることを意図するものではなく、あるいは、本発明を、開示された厳密な形態に限定する
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ことを意図するものでもない。多くの改定版および変異形が当業者には明らかであろう。
実施態様は、本発明の原理とその実際の応用を説明し、それによって、当業者にも、様々
な実施態様、および、考えられる特定の用途に好適な様々な修飾を通じて本発明の理解を
可能とするように選択され、記載されたものである。本発明の範囲は、頭書の特許請求項
およびその等価物によって定義されることが意図される。
【０１３２】
　本発明の他の実施形態は以下のとおりである。
（１）
　関節接合部の可動性を維持しながら、脊椎狭窄症およびその他の脊椎病態に対処する関
節接合部インプラントであって、
　固定プレート；
　関節接合部スペーサ；および
　固定プレートを関節接合部スペーサに接続する連結接合体
　を含む前記インプラント。
（２）
　前記連結接合体が、ヒンジ、ボール・ソケット接合体、および湾曲性材料の内の一つで
あることを特徴とする、（１）のインプラント。
（３）
　連結接合体が、
　固定プレートを有する腔；および、
　関節接合部スペーサから延び、固定プレートの腔の中に配置される球形末端
　を含むことを特徴とする、（１）のインプラント。
（４）
　ロックねじ；
　骨ねじ；
をさらに含み、前記固定プレートは第1開口および第2開口をさらに含み、骨ねじは第1開
口内部に受容が可能であり、かつ、ロックねじは第2開口内部に受容が可能であることを
特徴とする、（１）のインプラント。
（５）
　ロックねじは、骨ねじが、後方変位および回転変位の内の少なくとも一つが出来ないよ
うに阻止するヘッドを有することを特徴とする、（４）のインプラント。
【０１３３】
（６）
　ロックねじは、鑿状尖端をさらに含み、鑿状尖端は自身で切削してロックねじを椎骨へ
進入させることを特徴とする、（４）のインプラント。
（７）
　前記連結接合体は、前記関節接合部スペーサが、固定プレートに対して自在に動き、傾
斜することを可能とすることを特徴とする、（１）のインプラント。
（８）
　前記関節接合部スペーサが、関節接合部を収容する形状を持ち、かつ、関節接合部の上
面と下面の間に適合することを特徴とする、（１）のインプラント。
（９）
　固定プレートが側方体に固定されるように適応することを特徴とする、（１）のインプ
ラント。
（１０）
　関節接合部スペーサは、脊椎関節接合部を伸延し、かつ、脊椎関節接合部の可動性を可
能とするように適応されることを特徴とする、（１）のインプラント。
（１１）
　前記関節接合部スペーサが、関節接合部に嵌合するように適応される凸型表面を有する
ことを特徴とする、（１）のインプラント。
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（１２）
　前記関節接合部スペーサが、前端が関節接合部にこじ入れられるのを可能とするように
適応した楔型前端を含み、関節接合部スペーサが、関節接合部の可動性を排除することな
く、関節接合部を伸延し、椎間孔面積を増大させることを特徴とする、（１）のインプラ
ント。
【０１３４】
（１３）
　脊椎狭窄症および脊椎のその他の病態を矯正するように適応される関節接合部インプラ
ントであって、
　第1レベルの2個の隣接脊椎骨によって形成される第1関節接合部内に配置するように適
応される第1関節接合部スペーサ；
　第1レベルの2個の隣接脊椎骨によって形成される第2関節接合部内に配置するように適
応される第2関節接合部スペーサ；および、
　第1関節接合部スペーサを第2関節接合部スペーサにつなぐカラー
　を含む前記インプラント。
（１４）
　カラーは、第1ヒンジによって第1関節接合部スペーサに屈曲性に接続され、かつ、カラ
ーは、第2ヒンジによって第2関節接合部スペーサに屈曲性に接続されることを特徴とする
、（１３）による関節接合部インプラント。
（１５）
　前記カラーは可撓的に前記第1関節接合部スペーサに接続され、かつ、カラーは屈曲性
に第２関節接合部スペーサに接続されることを特徴とする、（１３）による関節接合部イ
ンプラント。
（１６）
　カラーが、第1関節接合部スペーサに隣接して配置される第1開口、および、第2関節接
合部スペーサに隣接して配置される第2開口をさらに含み、第1開口は、第1骨ねじを受容
することが可能であり、かつ、第2開口は、第2骨ねじを受容することが可能であり、いず
れのねじもインプラントを椎骨に固定するように適応されることを特徴とする、（１３）
による関節接合部インプラント。
（１７）
　カラーは、患者の頸椎の解剖学的形状に一致するように曲げることが可能であることを
特徴とする、（１３）による関節接合部インプラント。
（１８）
　第1骨ねじの変位を阻止するように配置される第1ロック装置、および、第2骨ねじの変
位を阻止するように配置される第2ロック装置を含むことを特徴とする、（１６）による
関節接合部インプラント。
【０１３５】
（１９）
　第1関節接合部スペーサの面、および第2関節接合部スペーサの面は、頸椎関節面の形状
に近似するように凸型であることを特徴とする、（１３）による関節接合部インプラント
。
（２０）
　第1関節接合部スペーサの第1遠位端、および第2関節接合部スペーサの第2遠位端が、頸
椎間接接合部への挿入をやり易くするためにテーパー型とされることを特徴とする、（１
３）による関節接合部インプラント。
（２１）
　インプラントは、骨の切除無しに埋め込まれるように適応されることを特徴とする、（
１）による関節接合部インプラント。
（２２）
　骨ねじ；
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　ロックねじ；
　骨ねじおよびロックねじを受容する固定プレートを含み、
　ロックねじは、自身で切削して椎骨内に進入し、かつ、骨ねじを封止するように適応し
、ロックねじと骨ねじは、固定プレートを椎骨に固定するように適応する、
　ことを特徴とする、（１）の関節接合部インプラント。
（２３）
　ロックねじは、骨ねじが、後方変位および回転変位の内の少なくとも一つが出来ないよ
うに阻止するヘッドを有することを特徴とする、（２２）のインプラント。
（２４）
　ロックねじは、鑿状尖端をさらに含み、鑿状尖端は自身で切削してロックねじを椎骨へ
進入させることを特徴とする、（２２）のインプラント。
【０１３６】
（２５）
　固定プレートに対して伸展位置と折り曲げ位置の間で軸回転可能で、関節接合部に挿入
されるよう適応される関節接合部スペーサを含み、関節接合部スペーサは、該関節接合部
スペーサが伸展位置を超えて軸回転しないように構成されることを特徴とする、（１）の
関節接合部インプラント。
（２６）
　関節接合部スペーサは、該関節接合部スペーサの伸展位置を超えた動きを阻止するため
の後方突起を含むことを特徴とする、（２５）のインプラント。
（２７）
　関節接合部スペーサは、凸型頂上面および底面を含み、頂上面がある角度をもって底面
に向かって薄くなって前端を形成することを特徴とする、（１）のインプラント。
（２８）
　固定プレートが、埋め込みツールの、後退可能部材を受容するように適応される嵌合口
を含むことを特徴とする、（１）の関節接合部インプラント。
（２９）
　固定プレートが、埋め込みツールの受容スロットに対応的に合致するように適応される
突起を有する側面をさらに含むことを特徴とする、（１）のインプラント。
（３０）
　固定プレートが、向き合う側面にそって一対の翼状突起をさらに含み、該突起は、埋め
込みツールの対応スロットに合致するように適応することを特徴とする、（１）のインプ
ラント。
（３１）
　関節接合部に埋め込むための関節接合部インプラントを選択するために、関節接合部の
採寸をするためのツールと組み合わされる関節接合部インプラントであって、前記ツール
が
　ハンドル；面取りした遠位端と近位端を持ち、近位端においてハンドルと接続する関節
間スペース採寸器、および、関節間スペース採寸器の近位端においてストッパーを含み、
ストッパーは、採寸の際に、関節間スペース採寸器の過剰な挿入を阻止するように適応さ
れることを特徴とする、（１）の関節接合部インプラント。
（３２）
　関節間スペース採寸器の遠位端は、採寸される頸椎関節接合部への挿入をやり易くする
ために、その厚みが漸減されることを特徴とする、（３１）によるツール。
【０１３７】
（３３）
　連結接合体が、関節接合部スペーサよりも狭いことを特徴とする、（３１）の関節接合
部インプラント。
（３４）
　関節接合部スペーサおよび屈曲性接続部は組み合わさってP-型に形成されることを特徴
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とする、（１）のインプラント。
（３５）
　インプラントの挿入のために脊椎の隣接関節面を伸延する伸延ツールと組み合わされる
関節接合部インプラントであって、前記ツールが
　a.閉鎖位置において互いに共同平面を形成する、第1ヘッド成分と第2ヘッド成分を有す
る伸延ヘッド；および、
　b.伸延ヘッドに結合する活性化可能なハンドルを含み、ハンドルが操作されて第1およ
び第2ヘッド成分を活性化して開放位置に移動させると、第1ヘッド成分と第2ヘッド成分
とは共同平面を形成しなくなることを特徴とする、（１）の関節接合部インプラント。
（３６）
　第1ヘッド成分は第1組のフィンガーを含み、かつ、第2ヘッド成分は第2組のフィンガー
を含み、第1および第2組のフィンガーが、互い違いに組み合わさる形状を持つことを特徴
とする、（３５）のツール。
（３７）
　インプラントを挿入する埋め込みツールと組み合わされる関節接合部インプラントであ
って、前記ツールが
　a.スイッチを有するハンドル；および、
　b.ハンドルから延びて、インプラントを受容するように適応される嵌合ヘッドを含み、
嵌合ヘッドは、インプラントの対応する側壁を受容するように適応される一対の側壁を有
するフォーク状末端を含み、活性化スイッチに結合されて、スイッチが活性化されると、
受容したインプラントが離脱されるように構成されることを特徴とする、（１）の関節接
合部インプラント。
【０１３８】
（３８）
　嵌合ヘッドは、側壁の間に配置され、かつ、スイッチが活性化されると、延長位置と後
退位置との間で移動することが可能な嵌合部材をさらに含み、該嵌合部材は、延長位置に
ある場合、インプラントの嵌合口の中に挿入されるよう適応することを特徴とする、（３
７）のツール。
（３９）
　嵌合ヘッドの側壁の内の少なくとも一つは、インプラントの側壁から突出する突起を受
容するよう適応されるスロットを含むことを特徴とする、（３７）のツール。
（４０）
　固定プレートの中に配され、固定プレートを椎骨に固定するように適応される骨ねじ；
　骨ねじを固定プレートの所定の場所に保持するロックねじを含み、
　前記ロックねじが、骨ねじを固定プレートにロックする第1位置、および、骨ねじの固
定プレートからの除去を可能とする第2位置を有することを特徴とする、（１）の関節接
合部インプラント。
（４１）
　前記ロックねじが非対称ヘッドを有することを特徴とする、（４０）のインプラント。
（４２）
　前記ヘッドが、骨ねじの固定プレートからの除去を可能とする切り込みを含むことを特
徴とする、（４１）のインプラント。
（４３）
　前記ロックねじが、凹型部分と凸型部分を有するヘッドを含むことを特徴とする、（４
０）のインプラント。
（４４）
　骨ねじが固定プレートの陥凹に受容され、ロックねじが固定プレートの陥凹に受容され
ることを特徴とする、（４０）のインプラント。
【０１３９】
（４５）
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　関節接合部スペーサを関節接合部に保持するように適応された、関節接合部スペーサか
ら延びる、少なくとも1個の突起を含むことを特徴とする、（１）の関節接合部インプラ
ント。
（４６）
　前記関節接合部スペーサは、上面および下面を持ち；
　上面は、関節接合部の下関節面に隣接して配置されるように適応され；
　下面は、関節接合部の上関節面に隣接して配置されるように適応され；および
　少なくとも1個の突起は下面から延びて、上関節面に嵌合するように適応されることを
特徴とする、（４５）のインプラント。
（４７）
　複数の突起が下面から延びることを特徴とする、（４５）のインプラント。
（４８）
　少なくとも1個の突起は、関節接合部スペーサが関節接合部に挿入される方向から遠ざ
かるように指向することを特徴とする、（４５）のインプラント。
（４９）
　下層シムおよび上層シムを含み、前記下層シムは、上層シムよりも剛性が高く、柔軟性
が低いことを特徴とする、（１）の関節接合部インプラント。
（５０）
　前記上層シムは、前記下層シムの上に成形されることを特徴とする、（４９）のインプ
ラント。
（５１）
　前記下層シムは金属から成り、前記上層シムはポリマーから成ることを特徴とする、（
４９）のインプラント。
（５２）
　前記下層シムは、チタンおよびステンレススチールの内の一つから成り、上層シムはポ
リアリールエーテルケトンから成ることを特徴とする、（４９）のインプラント。
【０１４０】
（５３）
　前記下層シムは、上層シムとは異なる材料から成ることを特徴とする、（４９）の関節
接合部インプラント。
（５４）
　前記切り込みは三日月形であることを特徴とする、（４２）のインプラント。
【図面の簡単な説明】
【０１４１】
【図１】図1は、頸椎関節面接合部を強調した、二つの隣接頸椎と棘突起の側面図を示す
。
【図２】図2は、椎骨狭窄症を呈する頸椎の側面図を示す。
【図３Ａ】図3Aは、頸椎関節面接合部に配置された、本発明のインプラントの楔型実施態
様による、頸椎狭窄症またはその他の病態の整復を示す。
【図３Ｂ】図3Bは、本発明の楔型実施態様の楔を、図3Aに示したものと反対方向に配置し
た場合の頸椎後湾の整復、または前湾の消失を示す。
【図４】図4は、単一椎骨に付着されるねじ固定装置を含む、本発明のインプラントのさ
らに別の実施態様による、頸椎狭窄症またはその他の病態の整復を示す。
【図５】図5は、二つの隣接椎骨のそれぞれに1個のインプラントが固定される、2個のイ
ンプラントを含む、本発明のインプラントの、さらに別の実施態様による頸椎狭窄症また
その他の病態の整復を示す。
【図６】図6は、頸椎後湾症、または前湾の消失を示す。
【図７】図7は、ねじで固定された2個の関節インプラントを含む、本発明のインプラント
のさらに別の実施態様による、頸椎後湾症、または前湾の消失の整復を示す。
【図８】図8は、関節インプラントおよび竜骨を含む、本発明のインプラントのさらに別
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の実施態様による、頸椎狭窄症またはその他の病態の整復を示す。
【図９】図9は、関節インプラント、竜骨、およびねじ固定を含む、本発明のインプラン
トのさらに別の実施態様による、頸椎狭窄症またはその他の病態の整復を示す。
【図１０】図10は、歯付きの関節インプラントを含む、本発明のインプラントのさらに別
の実施態様による、頸椎狭窄症またはその他の病態の整復を示す。
【図１１】図11は、歯およびねじ固定付きの関節インプラントを含む、本発明のインプラ
ントのさらに別の実施態様による、頸椎狭窄症またはその他の病態の整復を示す。
【図１２】図12は、骨性の浸透成長面を有する2個の関節インプラントを含む、本発明の
インプラントのさらに別の実施態様による、頸椎狭窄症またはその他の病態の整復を示す
。
【図１３】図13は、骨性の浸透成長面および後方アラインメントガイドを有する2個の関
節インプラントを含む、本発明のインプラントのさらに別の実施態様による、頸椎狭窄症
またはその他の病態の整復を示す。
【図１４】図14は、関節接合部接触表面を増大させた、2個の関節インプラントを含む、
本発明のインプラントのさらに別の実施態様による、頸椎狭窄症またはその他の病態の整
復を示す。
【図１５】図15は、骨浸透成長面とねじ固定を有する、2個の関節インプラントを含む、
本発明のインプラントのさらに別の実施態様による、頸椎狭窄症またはその他の病態の整
復を示す。
【図１６】図16は、内部関節面を有する2個の関節インプラントを含む、本発明のインプ
ラントのさらに別の実施態様による、頸椎狭窄症またはその他の病態の整復を示す。
【図１７】図17は、ローラー付き関節接合部インプラントを含む、本発明のインプラント
のさらに別の実施態様による、頸椎狭窄症またはその他の病態の整復を示す。
【図１８】図18は、複数のローラー付き関節接合部インプラントを含む、本発明のインプ
ラントのさらに別の実施態様による、頸椎狭窄症またはその他の病態の整復を示す。
【図１９】図19は、2個の関節接合部インプラント、ねじ固定、および弾性制限体を含む
、本発明のインプラントのさらに別の実施態様による、頸椎狭窄症またはその他の病態の
整復を示す。
【図２０】図20は、2個の関節接合部インプラント、ねじ固定、およびばね制限体を含む
、本発明のインプラントのさらに別の実施態様による、頸椎狭窄症またはその他の病態の
整復を示す。
【図２１】図21は、2個の関節接合部インプラント、ねじ固定、および磁気制限体を含む
、本発明のインプラントのさらに別の実施態様による、頸椎狭窄症またはその他の病態の
整復を示す。
【図２２Ａ】図22Aは、本発明のインプラントのさらに別の実施態様の斜視図を示す。
【図２２Ｂ】図22Bは、図22Aに示した本発明のインプラントの実施態様のロックプレート
の分解斜視図を示す。
【図２３Ａ】図23Aは、図22Aに示した本発明のインプラントの実施態様のロックプレート
の後面図を示す。
【図２３Ｂ】図23Bは、図22Aに示した本発明のインプラントの実施態様のロックプレート
の後面図を示す。
【図２４Ａ】図24Aは、図22Aに示した本発明のインプラントの実施態様の側面図を示す。
【図２４Ｂ】図24Bは、図22Aに示した本発明のインプラントの実施態様のロックプレート
の竜骨の側面図を示す。
【図２５Ａ】図25Aは、本発明のインプラントのさらに別の実施態様の斜視図を示す。
【図２５Ｂ】図25Bは、図25Aの本発明のインプラントであって、テーパー先端を含む、曲
線的で、均一の厚みを持つ人工関節接合部スペーサまたは関節スペーサを有するインプラ
ントの実施態様の側面図を示す。
【図２６Ａ】図26Aは、第1位置にロッキングカムを有する、本発明のインプラントのさら
に別の実施態様の斜視図を示す。
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【図２６Ｂ】図26Bは、図26Aに示した本発明のインプラントの実施態様の後面図を示す。
【図２７Ａ】図27Aは、頸椎に埋め込まれた、図26Aおよび26Bに示す本発明のインプラン
トの実施態様の側面図を示す。
【図２７Ｂ】図27Bは、図26A、26B、および図27Aに示した本発明のインプラントの実施態
様の後方斜視図を示す。
【図２８Ａ】図28Aは、本発明のインプラントのさらに別の実施態様の後方斜視図を示す
。
【図２８Ｂ】図28Bは、図28Aに示した本発明のインプラントの実施態様の側面図を示す。
【図２９Ａ】図29Aは、本発明の採寸ツールの実施態様の側面図を示す。
【図２９Ｂ】図29Bは、図29Aに示す本発明の採寸ツールの実施態様の平面図を示す。
【図２９Ｃ】図29Cは、図29Aおよび29Bに示す本発明の採寸ツールの実施態様の斜視図を
示す。
【図２９Ｄ】図29Dは、図29Aに示す本発明の採寸ツールのヘッドの側面図を示す。
【図２９Ｅ】図29Eは、図29A-29Cに示す本発明の採寸ツールのヘッドの断面図を示す。
【図３０】図30は、本発明の方法の実施態様のフローチャートである。
【図３１Ａ】図31Aは、本発明のインプラントのさらに別の実施態様の後面図を示す。
【図３１Ｂ】図31Bは、図31Aに示した本発明のインプラントのロックねじの実施態様の側
面図を示す。
【図３２】図32は、本発明のインプラントのさらに別の実施態様の後面図を示す。
【図３３Ａ】図33Aは、図32に示す本発明の実施態様の初回挿入位置および最終挿入位置
を示す。
【図３３Ｂ】図33Bは、図32に示す本発明の実施態様の初回挿入位置および最終挿入位置
を示す。
【図３４Ａ】図34Aは、本発明による頸椎関節インプラントの別態様の頂上および底部平
面図を示す。
【図３４Ｂ】図34Bは、本発明による頸椎関節インプラントの別態様の頂上および底部平
面図を示す。
【図３５】図35は、図34Aおよび34Bのインプラントの部分的分解斜視図である。
【図３６Ａ】図36Aは、図34Aおよび34Bのインプラントにおいて、該インプラントの全体
的運動範囲示す、インプラントの側面図である。
【図３６Ｂ】図36Bは、図34Aおよび34Bのインプラントにおいて、該インプラントの全体
的運動範囲示す、インプラントの側面図である。
【図３７】図37は、本発明によるインプラントのさらに別の実施態様の側面図である。
【図３８】図38は、本発明による方法の実施態様のフローチャートである。
【図３９Ａ】図39Aは、本発明のインプラントのさらに別の実施態様の後面図である。
【図３９Ｂ】図39Bは、本発明のインプラントのさらに別の実施態様の側面図である。
【図４０Ａ】図40Aは、本発明の埋め込みツールの実施態様の斜視図である。
【図４０Ｂ】図40Bは、本発明の埋め込みツールの嵌合ヘッドの斜視図である。
【図４１Ａ】図41Aは、第1位置にロッキングカムを有する、本発明のインプラントのさら
に別の実施態様の斜視図を示す。
【図４１Ｂ】図41Bは、第2位置にロッキングカムを有する、本発明のインプラントのさら
に別の実施態様の斜視図を示す。
【図４２Ａ】図42Aは、本発明によるインプラントのさらに別の実施態様の側面図である
。
【図４２Ｂ】図42Bは、図42Aのインプラントの平面図である。
【図４２Ｃ】図42Cは、図42Aのインプラントの底面図である。
【図４２Ｄ】図42Dは、インプラントに連結する骨ねじの各種配置を描く、図42Aのインプ
ラントの側面図である。
【図４２Ｅ】図42Eは、インプラントに連結する骨ねじの各種配置を描く、図42Aのインプ
ラントの側面図である。
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【図４２Ｆ】図42Fは、インプラントに連結する骨ねじの各種配置を描く、図42Aのインプ
ラントの側面図である。
【図４２Ｇ】図42Gは、インプラントと連結した骨ねじの配置を描く図42Fのインプラント
の、別の角度から見た端面図である。
【図４３】図43は、本発明によるインプラントのさらに別の実施態様の側面図である。
【図４４】図44は、本発明の一つの実施態様による伸延ツールの側面図を示す。
【図４５】図45は、本発明の一つの実施態様による伸延ツールの側面図を示す。
【図４６Ａ】図46Aは、本発明の一つの実施態様による伸延ツールの伸延ヘッドの斜視図
を示す。
【図４６Ｂ】図46Bは、本発明の一つの実施態様による伸延ツールの伸延ヘッドの斜視図
を示す。
【図４７Ａ】図47Aは、本発明の一つの実施態様による伸延ツールの曲線的伸延ヘッドの
側面図を示す。
【図４７Ｂ】図47Bは、本発明の一つの実施態様による伸延ツールの曲線的伸延ヘッドの
側面図を示す。
【図４８Ａ】図48Aは、本発明の一つの実施態様による伸延ツールの斜視図を示す。
【図４８Ｂ】図48Bは、本発明の一つの実施態様による伸延ツールの平面図を示す。
【図４９Ａ】図49Aは、本発明の伸延ツールを用いる一つの伸延過程を示す。
【図４９Ｂ】図49Bは、本発明の伸延ツールを用いる一つの伸延過程を示す。
【図４９Ｃ】図49Cは、本発明の伸延ツールを用いる一つの伸延過程を示す。
【図４９Ｄ】図49Dは、本発明の一つの実施態様による一つの埋め込み法のフローチャー
トを示す。
【図５０Ａ】図50Aは、本発明の一つの実施態様による伸延および挿入ツールの斜視図を
示す。
【図５０Ｂ】図50Bは、本発明の一つの実施態様による、図50Aに示す伸延および挿入ツー
ルの平面図を示す。
【図５１】図51は、本発明の一つの実施態様による、採寸機構付き伸延ツールの斜視図を
示す。
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【手続補正書】
【提出日】平成19年8月17日(2007.8.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　関節接合部の可動性を維持しながら、脊椎狭窄症およびその他の脊椎病態に対処する関
節接合部インプラントであって、
　固定プレート；
　関節接合部スペーサ；および
　固定プレートを関節接合部スペーサに接続する連結接合体
　を含む前記インプラント。
【請求項２】
　前記連結接合体が、ヒンジ、ボール・ソケット接合体、および湾曲性材料の内の一つで
あることを特徴とする、請求項１記載のインプラント。
【請求項３】
　ロックねじ；
　骨ねじ；
をさらに含み、前記固定プレートは第1開口および第2開口をさらに含み、骨ねじが第1開
口内部に受容が可能であり、かつ、ロックねじが第2開口内部に受容が可能であることを
特徴とする、請求項１記載のインプラント。
【請求項４】
　前記関節接合部スペーサが、関節接合部を収容する形状を持ち、かつ、関節接合部の上
面と下面の間に適合することを特徴とする、請求項１記載のインプラント。
【請求項５】
　前記関節接合部スペーサが、脊椎関節接合部を伸延し、かつ、脊椎関節接合部の可動性
を可能とするように適応されることを特徴とする、請求項１記載のインプラント。
【請求項６】
　前記関節接合部スペーサが、関節接合部に嵌合するように適応される凸型表面を有する
ことを特徴とする、請求項１記載のインプラント。
【請求項７】
　前記関節接合部スペーサが、前端が関節接合部にこじ入れられるのを可能とするように
適応した楔型前端を含み、関節接合部スペーサが、関節接合部の可動性を排除することな
く、関節接合部を伸延し、椎間孔面積を増大させることを特徴とする、請求項１記載のイ
ンプラント。
【請求項８】
　脊椎狭窄症および脊椎のその他の病態を矯正するように適応される関節接合部インプラ
ントであって、
　第1レベルの2個の隣接脊椎骨によって形成される第1関節接合部内に配置するように適
応される第1関節接合部スペーサ；
　第1レベルの2個の隣接脊椎骨によって形成される第2関節接合部内に配置するように適
応される第2関節接合部スペーサ；および、
　第１関節接合部スペーサを第2関節接合部スペーサにつなぐカラー
　を含む前記インプラント。
【請求項９】
　前記カラーが可撓的に前記第１関節接合部スペーサに接続され、かつ、カラーが屈曲性
に前記第2関節接合部スペーサに接続されることを特徴とする、請求項８による関節接合
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部インプラント。
【請求項１０】
　第１関節接合部スペーサの第１遠位端、および第2関節接合部スペーサの第２遠位端が
、頸椎間接接合部への挿入をやり易くするためにテーパー型とされることを特徴とする、
請求項８による関節接合部インプラント。
【請求項１１】
　インプラントが、骨の切除無しに埋め込まれるように適応されることを特徴とする、請
求項１による関節接合部インプラント。
【請求項１２】
　固定プレートに対して伸展位置と折り曲げ位置の間で軸回転可能で、関節接合部に挿入
されるよう適応される関節接合部スペーサを含み、関節接合部スペーサが、該関節接合部
スペーサが伸展位置を超えて軸回転しないように構成されることを特徴とする、請求項１
記載の関節接合部インプラント。
【請求項１３】
　関節接合部スペーサが、凸型頂上面および底面を含み、頂上面がある角度をもって底面
に向かって薄くなって前端を形成することを特徴とする、請求項１記載のインプラント。
【請求項１４】
　固定プレートが、埋め込みツールの、後退可能部材を受容するように適応される嵌合口
を含むことを特徴とする、請求項１記載の関節接合部インプラント。
【請求項１５】
　固定プレートが、埋め込みツールの受容スロットに対応的に合致するように適応される
突起を有する側面をさらに含むことを特徴とする、請求項１記載のインプラント。
【請求項１６】
　関節接合部に埋め込むための関節接合部インプラントを選択するために、関節接合部の
採寸をするためのツールと組み合わされる関節接合部インプラントであって、前記ツール
が
　ハンドル；面取りした遠位端と近位端を持ち、近位端においてハンドルと接続する関節
間スペース採寸器、および、関節間スペース採寸器の近位端においてストッパーを含み、
ストッパーが、採寸の際に、関節間スペース採寸器の過剰な挿入を阻止するように適応さ
れることを特徴とする、請求項１記載の関節接合部インプラント。
【請求項１７】
　インプラントの挿入のために脊椎の隣接関節面を伸延する伸延ツールと組み合わされる
関節接合部インプラントであって、前記ツールが
　ａ.閉鎖位置において互いに共同平面を形成する、第1ヘッド成分と第2ヘッド成分を有
する伸延ヘッド；および、
　ｂ.伸延ヘッドに結合する活性化可能なハンドルを含み、ハンドルが操作されて第１お
よび第２ヘッド成分を活性化して開放位置に移動させると、第１ヘッド成分と第２ヘッド
成分とは共同平面を形成しなくなることを特徴とする、請求項１記載の関節接合部インプ
ラント。
【請求項１８】
　インプラントを挿入する埋め込みツールと組み合わされる関節接合部インプラントであ
って、前記ツールが
　ａ.スイッチを有するハンドル；および、
　ｂ.ハンドルから延びて、インプラントを受容するように適応される嵌合ヘッドを含み
、嵌合ヘッドは、インプラントの対応する側壁を受容するように適応される一対の側壁を
有するフォーク状末端を含み、活性化スイッチに結合されて、スイッチが活性化されると
、受容したインプラントが離脱されるように構成されることを特徴とする、請求項１記載
の関節接合部インプラント。
【請求項１９】
　関節接合部スペーサを関節接合部に保持するように適応された、関節接合部スペーサか
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ら延びる、少なくとも１個の突起を含むことを特徴とする、請求項１記載の関節接合部イ
ンプラント。
【請求項２０】
　前記関節接合部スペーサが、上面および下面を持ち；
　上面が、関節接合部の下関節面に隣接して配置されるように適応され；
　下面が、関節接合部の上関節面に隣接して配置されるように適応され；および
　少なくとも1個の突起は下面から延びて、上関節面に嵌合するように適応されることを
特徴とする、請求項１９記載のインプラント。
【手続補正２】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図３２】
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