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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面、近い端部、遠い端部、及び長さ部を有する、軸に沿ったチューブであって、当該
表面は複数のスリットを規定し、当該複数のスリットは軸方向にずらされた少なくとも２
つの拡張部を規定する、チューブと、
　前記チューブの前記遠い端部に取り付けられた拡張部材と、
　スペーサの拡張を制御する束縛具と、
　を備える拡張可能な骨内スペーサにおいて、
　前記少なくとも２つの拡張部は、前記チューブから少なくとも４つの異なる方向へ張り
出す少なくとも４つの拡張部を含み、
　前記スリットは、まっすぐであり、
　前記スリットは、前記チューブへの切り目により形成され、
　前記スリットは、前記チューブの軸にほぼ平行であり、
　前記スリットは、長さの等しい対として設けられており、
　前記拡張部材が操作されて前記チューブが軸方向に圧縮された場合に、当該チューブの
前記拡張部は前記束縛具によって選定された領域で前記表面から外へ拡張し、拡張された
スペーサの外形を規定する、
　拡張可能なスペーサ。
【請求項２】
　表面、近い端部、遠い端部、及び長さ部を有する、軸に沿ったチューブであって、当該
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表面は複数のスリットを規定し、当該複数のスリットは軸方向にずらされた少なくとも２
つの拡張部を規定する、チューブと、
　前記チューブの前記遠い端部に取り付けられた拡張部材と、
　スペーサの拡張を制御する束縛具と、
　を備える拡張可能な骨内スペーサにおいて、
　前記少なくとも２つの軸方向にずらされた拡張部は、少なくとも３つの拡張部を含み、
前記３つの拡張部は、前記チューブから少なくとも３つの異なる方向へ張り出し、
　前記スリットは、まっすぐであり、
　前記スリットは、前記チューブへの切り目により形成され、
　前記スリットは、前記チューブの軸にほぼ平行であり、
　前記スリットは、長さの等しい対として設けられており、
　前記拡張部材が操作されて前記チューブが軸方向に圧縮された場合に、当該チューブの
前記拡張部は前記束縛具によって選定された領域で前記表面から外へ拡張し、拡張された
スペーサの外形を規定する、
　拡張可能なスペーサ。
【請求項３】
　表面、近い端部、遠い端部、及び長さ部を有する、軸に沿ったチューブであって、当該
表面は複数のスリットを規定し、当該複数のスリットは軸方向にずらされた少なくとも２
つの拡張部を規定する、チューブと、
　前記チューブの前記遠い端部に取り付けられた拡張部材と、
　スペーサの拡張を制御する束縛具と、
　を備える拡張可能な骨内スペーサにおいて、
　前記少なくとも２つの拡張部は、前記チューブから少なくとも４つの異なる方向へ張り
出す少なくとも４つの拡張部を含み、
　前記スリットは曲がっており、
　前記スリットは、前記チューブへの切り目により形成され、
　前記スリットは、前記チューブの軸にほぼ平行であり、
　前記スリットは、長さの等しい対として設けられており、
　前記拡張部材が操作されて前記チューブが軸方向に圧縮された場合に、当該チューブの
前記拡張部は前記束縛具によって選定された領域で前記表面から外へ拡張し、拡張された
スペーサの外形を規定する、
　拡張可能なスペーサ。
【請求項４】
　表面、近い端部、遠い端部、及び長さ部を有する、軸に沿ったチューブであって、当該
表面は複数のスリットを規定し、当該複数のスリットは軸方向にずらされた少なくとも２
つの拡張部を規定する、チューブと、
　前記チューブの前記遠い端部に取り付けられた拡張部材と、
　スペーサの拡張を制御する束縛具と、
　を備える拡張可能な骨内スペーサにおいて、
　前記少なくとも２つの拡張部は、前記チューブから少なくとも４つの異なる方向へ張り
出す少なくとも４つの拡張部を含み、
　前記スリットは、まっすぐであり、
　前記スリットは、前記チューブから除去された切片により形成され、
　前記スリットは、前記チューブの軸にほぼ平行であり、
　前記スリットは、長さの等しい対として設けられており、
　前記拡張部材が操作されて前記チューブが軸方向に圧縮された場合に、当該チューブの
前記拡張部は前記束縛具によって選定された領域で前記表面から外へ拡張し、拡張された
スペーサの外形を規定する、
　拡張可能なスペーサ。
【請求項５】
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　表面、近い端部、遠い端部、及び長さ部を有する、軸に沿ったチューブであって、当該
表面は複数のスリットを規定し、当該複数のスリットは軸方向にずらされた少なくとも２
つの拡張部を規定する、チューブと、
　前記チューブの前記遠い端部に取り付けられた拡張部材と、
　スペーサの拡張を制御する束縛具と、
　を備える拡張可能な骨内スペーサにおいて、
　前記少なくとも２つの拡張部は、前記チューブから少なくとも４つの異なる方向へ張り
出す少なくとも４つの拡張部を含み、
　前記スリットは、まっすぐであり、
　前記スリットは、前記チューブへの切り目により形成され、
　前記スリットは、前記チューブの軸に非平行であり、
　前記スリットは、長さの等しい対として設けられており、
　前記拡張部材が操作されて前記チューブが軸方向に圧縮された場合に、当該チューブの
前記拡張部は前記束縛具によって選定された領域で前記表面から外へ拡張し、拡張された
スペーサの外形を規定する、
　拡張可能なスペーサ。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
［関連出願］
　　この出願は、ＰＣＴ出願ＰＣＴ／ＩＢ９８／００５２３の一部継続出願に基づく特願
2000-595624の分割出願である。ＰＣＴ出願ＰＣＴ／ＩＢ９８／００５２３は、米国を指
定しており、その開示内容は、参照によりここに組み込まれる。この出願は、本願と同日
に、椎間板・オー・テック・メディカル・テクノロジーズ社を出願人として、アトーニー
・ドケット１１０／０１３５７及び１１０／０１３６２によりイスラエル受理官庁に提出
され、米国を指定する２つのＰＣＴ出願にも関連している。上記２つのＰＣＴ出願の開示
内容は、参照によりここに組み込まれる。
【０００２】
［発明の分野］
　本発明は、特に脊柱プロテーゼとして使用するための拡張可能なインプラントに関する
。
【０００３】
［発明の背景］
　医療一般の難問の一つに脊髄における椎間板の断裂がある。椎間板を出た物質は、脊髄
を圧迫し、激しい苦痛を引き起こす。破裂した椎間板は、一般に外科的処置で処理される
。この処置では、損傷を受けた椎間板の一部又は全部が取り去られ、そして脊柱が融合、
つまり、取り去られた椎間板に隣り合う少なくとも２つの椎骨が融合する。脊柱融合に関
しては、多くのアプローチがある。あるアプ
ローチでは、プレート及び／又はねじを用いて椎骨がつなげられる。他のアプローチでは
、２つの椎骨の間にスペーサ（「ケージ装置」ともいう）が挿入され、その空間内へと成
長した骨が隣り合う椎骨を融合させる。一般に、スペーサの軸は、脊柱の軸及び体の面に
対して垂直である。ときとして、スペーサ内への骨の成長を促進するために、スペーサは
複数の孔を有する。参照によりその開示内容
がここに組み込まれるＰＣＴ公開ＷＯ９８／３８９１８は、すぼめた状態で挿入され、椎
骨間の空間を満たすために拡張されるスペーサを記載している。参照によりその開示内容
がここに組み込まれるピサロディの米国特許第５，１２３，９２６号（その他）により例
示されている他の型のスペーサは、スペーサの一部、通常はその中心部分、が比較的小さ
な量だけ拡張し、近接している椎骨をつなげ、常固定用ねじとして機能する。
【０００４】
　参照によりその開示内容がここに組み込まれる米国特許第５，８００，５４９号は、シ
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リンジを用いて挿入される柔軟な椎間板の置換具を記載している。しかし、この置換具は
隣り合う椎骨を融合させない。むしろ、取り去られた椎骨間の椎間板の形状及び機能に取
って代わることを目的としている。
【０００５】
　公知であるいくつかの融合用装置における欠点の一つは、その装置を挿入するのに比較
的大きな入り口が人体に必要とされる点である。いくつかにおいて、標準的大きさの外科
的な切開が必要となる。他においては、侵襲が極小である腹腔鏡サイズの孔が必要となる
が、その孔は、一般に、融合用装置のサイズより大きい。
【０００６】
　いくつかの公知の融合用装置における他の欠点は、その装置のデリバリー(delivery)の
ための手順が比較的複雑であるということである。
【０００７】
　いくつかの公知の融合用装置における他の欠点は、処置の侵襲性（例えば、椎骨の処置
は切開又は開腹を必要とする）と、融合装置及び骨の間の接触領域とにトレードオフが要
求されるということである。一般に、接触面が小さいと、融合装置が骨に埋まり、脊柱が
ゆっくりと縮む。
【０００８】
［発明の要約］
　本発明のいくつかの好ましい実施形態の目的は、細い直径の針を用いて挿入できる椎骨
間スペーサを提供することである。
【０００９】
　本発明のいくつかの好ましい実施形態の一側面において、第１の直径を有するスペーサ
が挿入され、そして、より大きな第２の直径に拡張される。好ましくは、第２の直径は、
第１の直径の３倍、４倍、５倍、又はそれ以上に大きい。従って、１２ｍｍの椎骨間空間
用のスペーサは、（内）径が４ｍｍの針を用いて挿入することができる。しかし、本発明
のいくつかの実施形態では、例えば、２０％及び２００％又は３００％の間のように、直
径の増大はより小さい。
【００１０】
　本発明の好ましい実施形態では、外科的処置による過大な侵襲を行うことなく、高い椎
骨間充填を達成するために、スペーサの半径方向における拡張が利用される。好ましくは
、スペーサと椎骨とが大きな面で接触する。
【００１１】
　本発明のいくつかの好ましい実施形態の一側面は、拡張するスペーサに役立つ幾何学的
構造の一群に関する。本発明の好ましい実施形態において、スペーサは、はじめに直径が
細い構造からなる。スペーサが拡張されると、直径が増大する。本発明の好ましい実施形
態では、スペーサの直径は、スペーサの長さを代償にして増大する。つまり、スペーサの
長さは短くなる。本発明の好ましい実施形態において、スペーサは、拡張することにより
、長く、実質的にまっすぐな物体から、波状の輪郭を有するより短い物体へと変わる。変
化したスペーサの実効径は、波の径である。波の径は、初期の直径より相当に大きい。
【００１２】
　本発明の好ましい実施形態において、スペーサは、表面に軸方向のスリットが複数形成
された中空のチューブから形成される。好ましくは、スリットは、平行なスリットの組と
して配列される。各組は、スパイクを規定する。そのスパイクは、好ましくは、スリット
間の部材がスリットに対して垂直に折り曲げられたときに形成される。チューブが圧縮さ
れた場合に、スパイクが、好ましくは逆「Ｖ字」の形で、外へ折れ曲がる。本発明のすべ
ての実施形態ではないが、典型的には、スパイクは、短い基部と、１以上（通常は少なく
とも２つ）の足又は側部とを含み、そして、足の端部と連結された頂部を含んでもよい。
例えば逆「Ｖ字」のようないくつかの実施形態において、スパイクは、頂部に代えて、又
は頂部に加えて、ピーク頂部を有する。
【００１３】
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　本発明の好ましい実施形態では、チューブが全ての方向に「拡張」するように、チュー
ブの外周回りに複数のスパイクが形成されている。好ましくは、全てのスパイクが同じ長
さを有する。あるいは、スパイクの長さは、外周上のスパイクの角度位置に依存すること
であってもよい。一例において、外周は、チューブの単位軸方向長さ毎に８つのスパイク
を有し、拡張されたチューブの断面は正方形
であり、４つの等しい長さのスパイクが正方形の各辺の中央にあり、４つのより長いスパ
イクが正方形の角部にある。本発明の好ましい実施形態において、スペーサは、複数の連
続したチューブのセグメントからなり、各セグメントが１以上のスパイクを含む。一例で
は、一方が（正方形の辺にくる）短いスパイクを有し、他方が（正方形の角にくる）より
長いスパイクを有する２種類のセグメントを交互に配置することにより正方形断面を達成
する。あるいは、スパイクの長さは、回転対称ではない。上記に代えて又は上記に加えて
、断面は回転対称ではない。上記に代えて又は上記に加えて、スパイクの長さ及び／又は
外形は、スペーサに沿ったスパイクの軸方向位置、そして恐らくは角度位置の関数として
変化する。本発明の好ましい実施形態において、スパイクの配置及び／又は長さは、椎骨
間の空間の予想される形状に従う。
【００１４】
　本発明のいくつかの好ましい実施形態による完成したスペーサは、例えば２つの椎骨の
間隔を離すための所望の外形を提供すべく、体内に入れられる複数のスパイクを含む。拡
張しないチューブの本体部分はスパイクを相互連結し、例えば、スパイクが失われること
を防止し、及び／又は、最終的な外形が達成されるようにスパイクの最終的な配置を補助
又は案内する。従って、スパイク以外の幾何的構造もまた、同様の効果を得るために提供
される。
【００１５】
　本発明の好ましい実施形態において、各スパイクは、等しい長さの２つの平行なスリッ
トにより規定される。あるいは、２つのスリットの長さは等しくない。上記に代えて又は
上記に加えて、スリットは平行でない。例えば、スリットが、千鳥状になっている。上記
に代えて又は上記に加えて、スパイクの少なくとも一部は、２以上のスリット、例えば３
つ又は４つのスリットにより規定されてもよい。
【００１６】
　本発明の好ましい実施形態において、スリットは、チューブの軸に平行である。あるい
は、スリット又はスリットの対の少なくとも一部は、チューブに平行でない。本発明の一
つの実施形態において、スリットは、チューブ上に螺旋を形成する。
【００１７】
　本発明の好ましい実施形態において、張り出したスパイクは、チューブの軸に対して実
質的に垂直である。スパイクの少なくとも一部は、その軸に対して傾斜している。一例に
おいて、外側のスパイクは、外に曲げられ、例えば、周囲の骨組織をしっかり保持する。
他の例では、スパイクの少なくとも一部は、内側に曲げられ、例えば、圧縮力を作用させ
、例えば、スペーサが挿入されている骨折した骨を一緒にして保持する。
【００１８】
　本発明の好ましい実施形態において、スパイクは実質的にまっすぐである。あるいは、
少なくとも一部のスパイクが、スパイク及びチューブの軸を有する平面内で、及び／又は
その平面から外へ、曲げられる。曲げる代わりに、少なくとも一つのスパイクは、複数の
まっすぐな部分を有し、その部分の各々がスパイクの他の部分に対して傾斜していてもよ
い。
【００１９】
　本発明の好ましい実施形態において、スパイクは、チューブの表面に対して垂直である
。あるいは、少なくとも一つのスパイクが表面に対して垂直ではない。一例では、スパイ
クは、チューブの表面に平行又はほぼ平行な角度でチューブの表面から突き出ている。
【００２０】
　本発明の好ましい実施形態において、拡張されたスペーサは、だいたい円筒形状であり
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、円筒形状の軸は、チューブの軸と一致する。いくつかの実施形態において、拡張したス
ペーサの断面は、円以外（例えば矩形）であるが、このようなスペーサはチューブの軸に
一致する主軸を有することが好ましい。しかし、本発明の他の好ましい実施形態では、拡
張されたスペーサの主軸は、チューブの軸と一致しない。一例では、スペーサの断面を見
たときにスペーサの一方の側の全てのスパイクが、反対側のスパイクよりも長い場合に、
軸が平行であってもよい。他の例では、軸は非平行であってもよく、あるいは、同一面内
にないことでさえあってもよい。非平行な軸が役に立つ一つの状況として、スペーサが、
椎骨の間に斜めの角度で（例えば斜め後ろ方向から）挿入される場合がある。このような
挿入においては、それでも拡張されたスペーサが椎骨の終板と平行であることが望ましい
。本発明の好ましい実施形態において、スペーサが斜めの角度で挿入され、拡張された場
合に、拡張されたスペーサの輪郭の軸が、体の軸の一つと実質的に整列するように、スペ
ーサ上のスパイクの長さが整えられる。場合によっては、椎骨間の空間がより充填される
ように、２つのスペーサが異なる斜めの角度で挿入される。
【００２１】
　本発明の好ましい実施形態において、チューブの断面は円形である。あるいは、断面は
多角形、例えば正方形又は三角形であり、チューブの周回りにあるスパイクの数と同数の
面があることが好ましい。
【００２２】
　中空チューブの表面に形成されたスパイクに代えて、チューブ自体（中空である必要は
ない）、又はリボン状のものを波状の側面形状を形成するために曲げてもよい。
【００２３】
　本発明のいくつかの好ましい実施形態における一側面は、不均一な厚み及び／又は機械
的特性を有する材料からチューブを形成することに関する。いくつかの実施形態において
、スペーサの機械的特性は、スペーサ（又はスペーサが切り出されるチューブ）が組み立
てられてから変えられる。他の実施形態では、このような機械的特性はスペーサが形成さ
れる前に少なくとも部分的に変えられる。本発明の好ましい実施形態では、拡張されたス
ペーサのスパイクに圧力がかけられると応力が集中する点又は領域において、厚み及び／
又は強度が増大させられる。上記に代えて又は上記に加えて、拡張されたスペーサのスパ
イクに圧力がかけられると、応力が集中する点において、厚み及び／又は強度が増大させ
られる。上記に代えて又は上記に加えて、チューブが拡張した後にスパイクがつぶれるこ
とを機械的に妨げるために、１以上のスパイクにおいて、厚みが増大される、及び／又は
突出部が設けられる。一つの例として、交互に配置されたスパイクのセグメントをスペー
サが有する場合、一つのセグメントは、隣接するセグメントのスパイクを強化する１以上
の突出部を有することができる。上記に代えて又は上記に加えて、チューブが拡張したと
きに折れ曲がる（及び／又は広がる）と予想されるチューブの部分には、より弱い力又は
／及び予備的な応力が加えられる。上記に代えて又は上記に加えて、厚み及び／又は強度
及び／又は弾性における変化は、周囲の組織によりよく一致するスペーサ部分を形成する
。本発明のいくつかの実施形態において、スペーサは、周囲の組織の外形にぴったりと合
う。他の実施形態では、スペーサの機械的特性が周囲の組織に合わせられる。例えば、固
い骨と相対するスペーサでは弾力性が高められる。
【００２４】
　本発明のいくつかの好ましい実施形態における一側面は、張り出すスパイクを有し、そ
のスパイクの少なくとも一部は「非Ｖ字」形状の輪郭を有する椎骨間スペーサに関する。
本発明の好ましい実施形態において、スパイクは平坦な頂部を有する。椎骨の中にスパイ
クが埋まらないように、事によるとその頂部の上には小さな突出物が形成される。上記に
代えて又は上記に加えて、スパイクは凹形状の側面を有するので、圧力がかかってもつぶ
れない。
【００２５】
　本発明のいくつかの好ましい実施形態における一側面は、スペーサの拡張に関する。本
発明の好ましい実施形態において、拡張は、スペーサの一端から多端へと進行する。ここ
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で、一つのセグメントにおけるスパイクは、隣接するスパイクが張り出す前に、完全に張
り出す。あるいは、全てのスパイクが同時に張り出す。あるいは、拡張の順番は制御され
ない。あるいは、はじめに第１のグループのスパイクが部分的に張り出し、次に、他のス
パイクが少なくとも一部張り出した後に、第１のグループのスパイクがより多く張り出す
。本発明の好ましい実施形態において、スペーサの拡張は、造形要素をスペーサに挿入し
、及び／又は、スパイクの拡張を制限又は妨げる外側束縛部を用いて制御される。事によ
ると、スペーサは、造形要素と係合するために、内側にねじ山を有する。上記に代えて又
は上記に加えて、拡張は、スペーサの異なる部分に異なる機械的強度を与え、拡張時に弱
い部分を最初に拡張させることで制御される。
【００２６】
　本発明のいくつかの好ましい実施形態における一側面は、スパイクの拡張する寸法を制
限することに関する。一般に、スパイクは、折り曲げられた材料の細片からなる２つの側
部から形成される。２つの側部は、チューブ（又はその軸）の一部によって規定される基
部とともに、三角形（又は口述する他の形状）を形成する。スパイクの２つの構成要素で
ある側部の長さは、一般に、スリットにより一定量に制限されているので、スパイクが最
終的に拡張する長さ（つまり、三角形の高さ）は、基部の長さに反比例する。本発明のい
くつかの実施形態において、基部の長さが（スパイク自体の厚みを除いて）実質的にゼロ
となるようにスペーサが軸方向に圧縮される。あるいは、本発明の好ましい実施形態では
、基部が相当長くなるように、チューブの軸方向の収縮が制限される。好ましくは、スパ
イクの２つの側部の一方又は双方にある突出部が、側部間の最小距離、つまり、基部の最
小寸法、及びスパイクの最大長さを定める。あるいは、チューブの本体自体がその収縮を
機械的に制限することであってもよい。一例において、チューブが拡張された（及び軸方
向に圧縮された）場合に、スパイクとして外へ向けて張り出さずに、自身の上に折り重な
る又はチューブの中に突出するような材料部
分を２つのスリットが形成することができる。軸方向の収縮は、折り重ねられた材料の厚
み、又は、チューブの内側に当たる材料により制限される。
【００２７】
　２つの足部により形成されるスパイクに代わり、スパイクは、同一平面内にない３つ以
上の足部により形成されてもよい。一つの例では、３つの足部及び基部が、４面体形状の
スパイクを形成する。あるいは、２つの足部及び（基部ではなく）頂部を用いて矩形又は
逆三角形の輪郭を形成することもできる。
【００２８】
　本発明のいくつかの好ましい実施形態の一側面は、スペーサの特性を制御するために、
チューブの一部を切り取ることに関する。本発明の好ましい実施形態において、除去され
た部分は、スペーサの拡張された外形を形成するのに使用される。一つの例では、スパイ
クを規定するチューブ部分のほとんどがスペーサから除去される。スペーサが拡張（及び
軸方向に圧縮）された場合、除去された部分の２つの端は、接触し、そして、さらに軸方
向に収縮することが不可能となる、又は、より大きな抵抗を受けるようになるまで進む。
他の例では、チューブの除去された部分は、スペーサの一方の側を弱化させ、拡張時にス
ペーサがその方向に曲がる原因となる。
【００２９】
　上記に代えて又は上記に加えて、スペーサ（チューブ及び／又はスパイク部分）の除去
された部分は、スペーサの中への骨の成長を促進できる。
【００３０】
　スペーサの除去部分に代えて又はそれに加えて、スペーサの拡張した外形に、例えばチ
ューブ部分の外形に、事によるとスパイクの外形から独立して、影響を及ぼすために１以
上のスリットを形成してもよい。
【００３１】
　本発明のいくつかの好ましい実施形態の一側面は、筋違を有するスペーサに関する。こ
のスペーサにおいて、各筋違は、スペーサが展開されたときに２以上のスパイクを相互に
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連結することが好ましい。本発明の好ましい実施形態において、筋違は、チューブの表面
から形成される。このチューブの表面は、スパイクをも形成する。あるいは、筋違は、ス
パイクが形成される層の上又は下に配置された、材料の第２の層から形成される。いくつ
かの好ましい実施形態において、第２の層は、拡張されたスペーサにおいて、筋違がスパ
イクに連結される場所においてのみ第１の層に付けられる。
【００３２】
　本発明の好ましい実施形態において、筋違はスパイクの頂部を相互に連結する。上記に
代えて又は上記に加えて、筋違は、スパイクの側部を、例えばその中央部において、連結
してもよい。上記に代えて又は上記に加えて、筋違は、側部と頂部を連結してもよい。上
記に代えて又は上記に加えて、スパイクは、スパイク部分をチューブ自体と連結してもよ
い。好ましくは、必須のことではないが、相互に連結されたスパイクと筋違は、三角形又
は四面体の形を形成する。
【００３３】
　本発明の好ましい実施形態では、一つの筋違は２つのスパイクを相互に連結する。いく
つかの実施形態では、一つのスパイクが２つ以上の筋違に連結されてもよい。例えば、外
周に４つのスパイクを有するスペーサでは、スペーサの断面を包囲するリングを形成する
ように４つの筋違を備えてもよい。径方向に相互に連結しているスパイクに代えて又はそ
れに加えて、筋違は、スパイクを軸方向に相互連結してもよく、例えば、スペーサの軸に
平行な筋違のラインを形成してもよい。実質的に、スパイクを相互に連結するいかなるパ
ターンも提供でき、例えば、拡張されたスペーサにおいて（例えばスペーサの軸回りに）
螺旋パターンを形成するように、スパイクを相互に連結する螺旋状の筋違のパスも提供で
きる。
【００３４】
　本発明の好ましい実施形態において、筋違は、スペーサの断面の外形に対して平行であ
り、例えば、スペーサが矩形断面を有する場合には、矩形を規定する。しかしながら、他
の実施形態では、そのような平行性は要求されない。例えば、筋違は、スペーサの断面に
対して４５°回転した矩形を規定できる。
【００３５】
　本発明の好ましい実施形態において、筋違は、放射状の対称に配列される。上記に代え
て又は上記に加えて、筋違は軸対称に配列される。あるいは、筋違は非対称に配列される
。好ましくは、筋違の非対称なパターンは、スパイクの非対称のパターンに合わせられる
、及び／又は、そろえられる。あるいは、パターンは、合わせられず、及び／又は、そろ
えられない。
【００３６】
　本発明の好ましい実施形態において、筋違は、スパイク間、及び／又はスペーサ部分と
の間の相対運動を構造的に制限する。好ましくは、これは、スパイクによって連結された
２つの部分が互いの方へ（及び／又は離れる方へ）動くことを妨げることにより行われる
。上記に代えて又は上記に加えて、筋違は、他の構造的支援、例えば、２点の相対的な外
向きの運動を制限すること、スペーサの一部の拡張を制限すること、圧力によるスペーサ
の所定の変形を制限すること、及び／又はスパイクの拡張を制限すること、に対する支援
を提供できる。
【００３７】
　筋違を使用することに代えて又はそれに加えて、これら筋違の機能の１以上をワイヤで
提供してもよい。ここで用いる場合、（共に相互連結要素の例である）ワイヤ及び筋違の
違いは、主にそれらの剛性及び厚みにある。さらに、筋違は、スペーサが拡張されたとき
と、すぼめられた（又は予め定められた場所で折り曲げられた）ときとで、通常、同じ剛
性の形態を維持する。一方、ワイヤは、その形態を変えることができ、例えば、スペーサ
がすぼめられたときには折れ曲がり、スペーサが拡張されたときには伸びる。直接的な構
造的機能に代えて又はそれに加えて、筋違及び／又はワイヤは、例えば、骨との融合を促
進する、又は周囲の骨にスパイクが埋め込まれる又は沈むのを制限するような所望の接触
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面を得るのに使用できる。
【００３８】
　本発明の好ましい実施形態において、相互連結要素は、一定の断面を有する。あるいは
、断面及び／又は機械的特性は、相互連結要素の長さ、幅、及び／又は厚みに沿って変化
してもよい。事によると、異なる相互連結要素（例えば異なる筋違）は、異なる外形及び
／又は材料特性を有することであってもよい。
【００３９】
　本発明の好ましい実施形態の一側面は、軸方向に縮小するスペーサのための固定機構に
関する。本発明の好ましい実施形態において、固定機構は、スペーサの内部ボルトをスペ
ーサの外側部分に対して固定する。好ましくは、スペーサを収縮させるために使用する部
材を引くことにより固定が行われる。あるいは、その部材を前に進める及び／又は回転さ
せることにより固定が行われる。本発明の好ましい実施形態において、固定機構及び／又
は部材解除機構は、軸方向の収縮を完了したスペーサによって用意される。
【００４０】
　本発明のいくつかの好ましい実施形態の一側面は、特に椎間板除去用の、組織穴掘り用
の工具に関する。本発明の好ましい実施形態において、その工具は、細長い部材からなる
。細長い部材は、その端部に拡張可能な部分を有し、その拡張可能な部分は、複数のスパ
イクを備えている。その工具は、直径が小さい状態で脊椎に挿入し、それからスパイクを
広げることができる。組織の穴掘りは、スパイクが組織を壊すように、その工具を回転さ
せて行うことが好ましい。すると、それらのスパイクが、椎間板組織を分解する。好まし
くは、工具は中空で、壊された組織は、椎骨間空間から吸い出される。上記に代えて又は
上記に加えて、その工具の入り口地点からの直線上にない場所に届くように、その工具を
曲げてもよい。上記に代えて又は上記に加えて、工具の中空部の中にスタイレットが挿入
され、椎骨間空間の中の種々の場所に案内される。工具は金属から形成されることが好ま
しいが、他の材料、例えば合成樹脂、から形成されてもよい。工具の回転速度は、例えば
、１００ＲＰＭと遅くてもよく、例えば、３０００ＲＰＭと早くてもよい。いくつかの実
施形態において、スパイクは鋭いエッジを有する。一方、他の実施形態では、このような
鋭いエッジは必要ない、及び／又は、備えられない。
【００４１】
　本発明のいくつかの好ましい実施形態の一側面は、拡張可能なチューブ－スパイク構造
を他の用途、例えば骨の固定、歯のインプラント、長い、短い及び曲がった等の骨を含む
骨折した骨の支持、股関節又は指の関節のような関節用の（好ましくは骨髄チャンネルの
内側における）骨固定具、及び／又は徐々に変化する骨構造、等の使用に関する。本発明
の好ましい実施形態において、スペーサは、針を用いて直すべき骨の中に挿入され、及び
／又は支持される。一例において、スペーサは拡張されていない形態で挿入される。一旦
骨の切片が、例えばＸ線画像技術を用いてそろえられると、骨の切片を把持するためにス
ペーサが拡張され、そして、事によるとそれらをくっつける。本発明の好ましい実施形態
では、骨が接合すると、スペーサをすぼませ、細いカニューレを用いて除去することがで
きる。
【００４２】
　本発明のいくつかの好ましい実施形態の一側面は、外部から供給される電力及び／又は
制御を用いて埋め込まれたスペーサの形態を制御することに関する。本発明の好ましい実
施形態では、スペーサの拡張状態は、このように外部から供給された電力及び／又は制御
信号に応じて増大及び／又は減少する。好ましくは、このような増大及び／又は減少は、
スペーサが埋め込まれた骨、例えば肋骨又は足の骨、を徐々に曲げる、まっすぐにする、
長くする、短くする、ねじる、及び／又は他の方法で骨を整形することに用いる。一例と
して、軸方向長さに応じて曲がるスペーサを用いて、骨を曲げる及び／又はまっすぐにす
る。好ましくは、骨の整形用のスペーサが外部からの命令に応じて、及び／又はつめ車機
構を用いて、予め定められた量を毎日自動的に伸びる／曲がる。
【００４３】
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　本発明のいくつかの好ましい実施形態の一側面は、内部の生理的なパラメータを知らせ
るために埋め込まれたスペーサを使用することに関する。一例として、治療をしている医
師が回復過程を監視できるように、スペーサが骨の内部成長を知らせる。他の例として、
治療している医師が骨及び／又はスペーサの構造上の問題を判断できるように、スペーサ
は加わったトルク及び圧力を知らせる。本発明の好ましい実施形態では、スペーサにセン
サ、例えばシリコン圧力又はひずみセンサが備えられる。あるいは、例えば、骨の内部成
長に応じて変化するスペーサの振動モードにより、及び／又は、装置の形態の変化、特に
圧力に敏感な特定部分における形態変化を（医療的画像技術を用いて）追跡することによ
り、スペーサのボディ自体が検出結果の少なくとも一部を提供する。圧力に敏感な部分と
は、例えば、成長する骨による外部からの圧力により圧縮される中空の金属バブルである
。バブルの形状は、例えばＸ線画像又はスペーサの共振特性の解析から測定することがで
きる。
【００４４】
　このように、本発明の好ましい実施形態によれば、表面、近い端部、遠い端部、及び長
さを有する軸方向チューブを備え、前記表面は、複数のスリットを規定しており、前記複
数のスリットは、軸方向にずらされた２つの拡張部を規定し、前記チューブが軸方向に圧
縮された場合に、前記拡張部は前記表面から外へ拡張し、拡張されたスペーサの外形を規
定する拡張可能なスペーサが提供される。
【００４５】
　好ましくは、前記少なくとも２つの軸方向にずらされた拡張部は、少なくとも３つの拡
張部を含み、前記３つの拡張部は、前記チューブから少なくとも３つの異なる方向へ張り
出す。上記に代えて又は上記に加えて、前記少なくとも２つの軸方向にずらされた拡張部
は、少なくとも４つの拡張部を含み、前記４つの拡張部は、前記チューブから少なくとも
４つの異なる方向へ張り出す。
【００４６】
　本発明の好ましい実施形態において、前記スリットはまっすぐである。上記に代えて又
は上記に加えて、前記スリットは曲がっている。
　本発明の好ましい実施形態において、前記スリットは幅が狭い。
　本発明の好ましい実施形態において、前記スリットは、その範囲の少なくとも一部にお
いて、わずかではない幅を有する。
【００４７】
　本発明の好ましい実施形態において、前記スリットは、前記チューブの軸に実質的に平
行である。
　本発明の好ましい実施形態において、前記スリットは、前記チューブの軸に非平衡であ
る。
　本発明の好ましい実施形態において、前記スリットは、長さが等しい一対として設けら
れている。
　本発明の好ましい実施形態において、前記スリットは、長さが等しくない一対として設
けられている。
　本発明の好ましい実施形態において、第１の拡張部に係るスリットが、軸方向にずれて
いる第２の拡張部に係るスリットと軸方向に重なっている。
【００４８】
　本発明の好ましい実施形態において、前記チューブの前記近い端部は、基部のエンドキ
ャップを規定し、前記エンドキャップは、拡張された前記拡張部の外形により規定される
空間から外側へ張り出す。
　本発明の好ましい実施形態において、前記チューブの前記遠い端部は、遠端ののエンド
キャップを規定し、前記エンドキャップは、拡張された前記拡張部の外形により規定され
る空間から外側へ張り出す。あるいは、前記拡張部の少なくとも一つは、前記チューブの
前記近い端部と面が揃っている。あるいは、前記拡張部の少なくとも一つは、前記チュー
ブの前記遠い端部と面が揃っている。
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【００４９】
　本発明の好ましい実施形態において、前記スペーサに近接する生組織と係合するために
、前記スペーサから軸方向に伸びる少なくとも一つの棘を含む。好ましくは、前記少なく
とも一つの棘は、前記スペーサから軸方向に伸びる少なくとも２つの棘を含む。
　本発明の好ましい実施形態において、スペーサは、内部ボルトを含む。好ましくは、前
記内部ボルトは、滑らかな外面を有する。あるいは、前記内部ボルトは、ねじを切られた
外面を有する。
【００５０】
　本発明の好ましい実施形態において、前記ボルトは基部を有し、前記基部は、前記チュ
ーブの内径よりも大きな外径を有し、前記基部は、前記ボルトと相対的な一方向における
前記チューブの軸方向の移動を制限する。
　本発明の好ましい実施形態において、前記ボルトは頭部を有し、前記頭部は、前記チュ
ーブの少なくとも一つの端部に対し固定され、前記チューブの軸方向の拡張を防止する。
好ましくは、前記頭部は、前記チューブから前記ボルト頭部へ向けて伸びる少なくとも一
つの突出部と係合する構成されている。あるいは、前記頭部は、前記チューブと係合する
ために、前記頭部から前記チューブへ向けて伸びる少なくとも一つの突出部を含む。ある
いは、前記頭部は、前記チューブの内径よりも大きな外径を有するように外側へ張り出す
フランジを含む。
【００５１】
　本発明の好ましい実施形態において、前記ボルトは、前記スペーサのを配置している間
に前記ボルトを保持するための棒要素と係合するように構成されている。好ましくは、前
記ボルトは、前記棒要素と係合するために内側にねじ山を有する。あるいは、前記チュー
ブが前記ボルトの頭部を閉じこめている限り、前記ボルトは前記棒要素と機械的に係合す
る。
　本発明の好ましい実施形態において、前記スペーサは複数の切片を含み、各切片は、前
記スペーサから張り出す１以上の拡張部を規定している。好ましくは、前記切片は、少な
くとも２種類の切片を含み、各種類の切片は、前記チューブに対して異なる方向に張り出
す拡張部を規定している。好ましくは、前記２種類の切片は、一つの線に沿って張り出す
２つの拡張部を規定する水平切片と、前記２つの拡張部に対して約４５°で張り出す４つ
の拡張部を規定する切片とを含む。
【００５２】
　本発明の好ましい実施形態において、前記少なくとも２つの拡張部の少なくとも１つの
拡張方向は、前記チューブに対して垂直である。
　本発明の好ましい実施形態において、前記少なくとも２つの拡張部の少なくとも１つは
、前記チューブの軸を含む平面内において、前記チューブの軸と鋭角を形成する。
【００５３】
　本発明の好ましい実施形態において、前記少なくとも２つの拡張部の少なくとも１つは
、前記チューブに対して非垂直方向に張り出す。
　本発明の好ましい実施形態において、前記少なくとも２つの拡張部の少なくとも１つは
、前記チューブの軸を含む平面内において、先端が前記チューブから離れる方向を向いた
三角形の輪郭を有する。
【００５４】
　本発明の好ましい実施形態において、前記少なくとも２つの拡張部の少なくとも１つは
、前記チューブの軸を含む平面内において、曲がった輪郭を有する。
　本発明の好ましい実施形態において、前記少なくとも２つの拡張部の少なくとも１つは
、前記チューブの軸を含む平面内において、前記チューブから離れる方向に沿って、幅が
狭くなり、次に幅が広くなる輪郭を有する。
【００５５】
　本発明の好ましい実施形態において、前記少なくとも２つの拡張部の少なくとも１つは
、前記チューブの軸に垂直な面内において、前記チューブから離れる方向に沿って、幅が
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狭くなる輪郭を有する。
　本発明の好ましい実施形態において、前記少なくとも２つの拡張部の少なくとも１つは
、前記チューブの軸に垂直な面内において、前記チューブから離れる方向に沿って、幅が
狭くなり、次に幅がひろくなる輪郭を有する。
【００５６】
　本発明の好ましい実施形態において、前記少なくとも２つの拡張部の少なくとも１つは
、前記チューブの軸に垂直な面内において、一様な輪郭を有する。
　本発明の好ましい実施形態において、前記少なくとも２つの拡張部の少なくとも１つは
、尖った先端形状を有する。あるいは、前記少なくとも２つの拡張部の少なくとも１つは
、前記拡張部の基部と実質的に同じ大きさの先端形状を有する。あるいは、前記少なくと
も２つの拡張部の少なくとも１つは、前記拡張部の基部より実質的に大きい先端形状を有
する。
【００５７】
　本発明の好ましい実施形態において、前記拡張部は、前記軸に沿って不均一に分布され
ている。あるいは、前記拡張部は、前記軸に沿って均一に分布されている。
　本発明の好ましい実施形態において、前記拡張部は、前記チューブの周囲に沿って不均
一に分布されている。あるいは、前記拡張部は、前記チューブの周囲に沿って均一に分布
されている。
【００５８】
　本発明の好ましい実施形態において、前記拡張部の異なるものは異なる外形を有する。
上記に代えて又は上記に加えて、前記拡張部は、螺旋状のパターンに分布されている。上
記に代えて又は上記に加えて、前記チューブの軸は、前記拡張された外形と同軸である。
本発明の好ましい実施形態において、前記チューブの軸は、前記拡張された外形の軸と平
行である。
【００５９】
　本発明の好ましい実施形態において、前記チューブの軸は、前記拡張された外形の軸と
非平行である。好ましくは、前記チューブの軸及び前記拡張された外形の軸は、拡張した
状態において椎骨と整列するようスペーサを斜めに挿入できるように構成されている。
　本発明の好ましい実施形態において、前記スペーサが拡張されたときの外形の断面は円
形である。
【００６０】
　本発明の好ましい実施形態において、前記スペーサの拡張されたときの外形の断面は矩
形である。
　本発明の好ましい実施形態において、前記拡張された外形の断面は、前記拡張された外
形の軸に沿って変化する。
【００６１】
　本発明の好ましい実施形態において、前記拡張された外形の断面直径は、前記拡張され
た外形の軸に沿って変化する。好ましくは、前記断面は矩形であり、前記断面の直径は前
記拡張された外形の軸に沿って増大する。
　本発明の好ましい実施形態において、前記チューブの断面の直径は、前記チューブの軸
に沿って変化する。上記に代えて又は上記に加えて、前記チューブの断面は、前記チュー
ブの軸に沿って変化する。
【００６２】
　本発明の好ましい実施形態において、前記チューブは、円形断面を有する。
　本発明の好ましい実施形態において、前記チューブは、楕円形断面を有する。
　本発明の好ましい実施形態において、前記チューブは、矩形断面を有する。上記に代え
て又は上記に加えて、前記スペーサが拡張されていないとき、前記チューブの軸は曲がっ
ている。
　本発明の好ましい実施形態において、前記スペーサが拡張されていないとき、前記チュ
ーブの軸はまっすぐである。上記に代えて又は上記に加えて、前記スペーサが拡張されて
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いるとき、前記チューブの軸は曲がっている。
【００６３】
　本発明の好ましい実施形態において、前記スペーサが拡張されているとき、前記チュー
ブの軸はまっすぐである。
　本発明の好ましい実施形態において、拡張された形態において前記スペーサを保持する
つめ車機構を含む。
　本発明の好ましい実施形態において、前記スペーサの少なくとも一部は、前記スペーサ
の軸方向の収縮を防止する。好ましくは、前記少なくとも一部は、前記スペーサが軸方向
に収縮されたときに当たる一対のタブを含む。あるいは、前記少なくとも一部は、折れ曲
がって前記スペーサの対向する２つの側面の間に厚みを形成し、前記対向する側面が接触
することを防止する細片を含む。
【００６４】
　本発明の好ましい実施形態において、前記拡張部の少なくとも一つが、前記拡張部がす
ぼむことを防止する突出部を少なくとも含む。
　本発明の好ましい実施形態において、前記拡張部の少なくとも一つが、前記２つの拡張
部を連結させる突出部を少なくとも含む。
　本発明の好ましい実施形態において、前記拡張部が拡張された時に前記拡張部を互いに
連結させる相互連結要素を少なくとも一つ含む。好ましくは、前記相互連結要素は、柔軟
なワイヤを含む。あるいは、前記相互連結要素は、実質的に剛体である筋違を含む。
【００６５】
　本発明の好ましい実施形態において、前記拡張部の少なくとも一つは、曲げ動作のみを
行う継ぎ目 のみを含む。
　本発明の好ましい実施形態において、前記拡張部の少なくとも一つは、少なくとも一つ
のねじり動作を行う継ぎ目を含む。
　本発明の好ましい実施形態において、前記拡張部の少なくとも一つは、前記拡張された
外形を形成するために、かなり大きな軸方向部分を前記チューブから離れる方へ持ち上げ
る持ち上げ式拡張部を含む。
　本発明の好ましい実施形態において、前記拡張部の少なくとも一つは、拡張部の先端部
により連結された少なくとも２つの足部を含む。
【００６６】
　本発明の好ましい実施形態において、前記拡張部の少なくとも一つは、拡張部の先端部
により連結された少なくとも３つの足部を含む。
　本発明の好ましい実施形態において、前記拡張部の少なくとも一つは、拡張部の先端部
により連結された少なくとも４つの足部を含む。上記に代えて又は上記に加えて、前記拡
張部の少なくとも一つは、少なくとも２つの足部を含み、前記足部は前記チューブの軸と
一直線に並んでいる。上記に代えて又は上記に加えて、前記スペーサの拡張を補助するた
めに、複数の焼きなまされた箇所が前記スペ
ーサに設けられている。上記に代えて又は上記に加えて、前記スペーサの拡張を補助する
ために、複数のエッチングされた箇所が前記スペーサに設けられている。上記に代えて又
は上記に加えて、前記スペーサの拡張を補助するために、複数の孔が前記スペーサに設け
られている。好ましくは、前記孔は、応力を前記スペーサに分散させる。
　本発明の好ましい実施形態において、前記スペーサは、全体が焼きなまされる。
【００６７】
　本発明の好ましい実施形態において、前記スペーサは、前記スペーサが埋め込まれた後
に、時間とともに前記スペーサの軸方向長さを変える手段を含む。上記に代えて又は上記
に加えて、前記スペーサは金属から形成される。あるいは、前記スペーサは合成樹脂から
形成される。
　本発明の好ましい実施形態において、前記スペーサは、異なる材料の別個の領域の組み
合わせから形成される。
【００６８】
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　本発明の好ましい実施形態において、前記スペーサは、前記拡張変形時に弾性変形をす
る弾性材料を含む。上記に代えて又は上記に加えて、前記スペーサは、前記拡張変形時に
塑性変形をする塑性材料を含む。上記に代えて又は上記に加えて、前記スペーサは、前記
拡張変形時に超弾性変形をする超弾性材料を含む。上記に代えて又は上記に加えて、前記
スペーサは、形状記憶材料を含む。
【００６９】
　本発明の好ましい実施形態において、前記スペーサは、２０ｋｇ以上の軸方向圧力の下
で軸方向へ変形するように構成されている。上記に代えて又は上記に加えて、前記スペー
サは、３０ｋｇ以上の軸方向圧力の下で軸方向へ変形するよう
に構成されている。上記に代えて又は上記に加えて、前記スペーサは、５０ｋｇ以上の軸
方向圧力の下で軸方向へ変形するように構成されている。上記に代えて又は上記に加えて
、前記スペーサは、７０ｋｇ以上の軸方向圧力の下で軸方向へ変形するように構成されて
いる。上記に代えて又は上記に加えて、前記スペーサは、９０ｋｇ以上の軸方向圧力の下
で軸方向へ変形するように構成されいてる。
【００７０】
　本発明の好ましい実施形態において、人間の脊椎に対して前記チューブの軸が垂直にな
るように配置された場合、活動している前記人間の椎骨の中で前記スペーサが拡張状態を
維持するように構成されている。上記に代えて又は上記に加えて、前記チューブの断面の
直径は、前記拡張された外形における断面の最大直径
の２分の１以下である。
　本発明の好ましい実施形態において、前記チューブの断面の直径は、前記拡張された外
形における断面の最大直径の４分の１以下である。
　本発明の好ましい実施形態において、前記拡張された外形は、人間の椎骨の間に合うよ
うに大きさを定められている。
【００７１】
　本発明の好ましい実施形態において、前記拡張部は先端部を有し、前記先端部は、対象
となっている椎骨が前記スペーサの外形と接触する表面に対し、少なくとも２０％の表面
充填率を有する。
　本発明の好ましい実施形態において、前記拡張部は先端部を有し、前記先端部は、対象
となっている椎骨が前記スペーサの外形と接触する表面に対し、少なくとも４０％の表面
充填率を有する。
　本発明の好ましい実施形態において、前記拡張部は先端部を有し、前記先端部は、対象
となっている椎骨が前記スペーサの外形と接触する表面に対し、少なくとも６０％の表面
充填率を有する。
【００７２】
　本発明の好ましい実施形態において、前記拡張した外形は、椎間板に接触していた、対
象となっている椎骨の表面の少なくとも４０％を覆う。
　本発明の好ましい実施形態において、前記拡張した外形は、椎間板に接触していた、対
象となっている椎骨の表面の少なくとも６０％を覆う。
　本発明の好ましい実施形態において、前記拡張した外形は、椎間板に接触していた、対
象となっている椎骨の表面の少なくとも８０％を覆う。
【００７３】
　本発明の好ましい実施形態において、表面、及び一部分に最大断面を有する細長い本体
と；および前記本体から放射状に張り出す複数の拡張部とを備え、前記拡張部は、前記本
体の表面領域の少なくとも５０％が拡張部により覆われるように、前記一部分を含む前記
本体の少なくとも４０％の上に集中しており、前記集中している拡張部は、前記本体の直
径の少なくとも３倍の直径を形成し、前記拡張部は、前記表面に形成される、スペーサが
提供される。好ましくは、前記拡張部は、前記本体の少なくとも５０％の上に集中してい
る。上記に代えて又は上記に加えて、前記拡張部は、前記本体の少なくとも７０％の上に
集中している。
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【００７４】
　本発明の好ましい実施形態において、前記スペーサは、生物活性化被覆剤により被覆さ
れている。好ましくは、前記生物活性化被覆剤は、骨の内部への成長を遅らせる。上記に
代えて又は上記に加えて、前記生物活性化被覆剤は、骨の内部への成長を促進させる。
　本発明の好ましい実施形態において、前記拡張部は、スパイクを含む。
　本発明は、本発明の好ましい実施形態についての下記の詳細な説明、及び、添付の図面
からより明確に理解できるであろう。
【００７５】
［好ましい実施形態の詳細な説明］
基本スペーサ（ケージ）の説明
　図１Ａは、本発明の好ましい実施形態による拡張可能なスペーサ２０が拡張されていな
い形態を示す平面投影図である。図１Ｂは、スペーサ２０の斜視図である。スペーサ２０
は、チューブのような細長い中空の物体２２から構成され、その上に複数のスパイク２４
が（平坦な形状に）形成されており、各スパイクは、一組のスロット２６によって輪郭を
定められている。軸方向投影図３６に示されるように、本発明の好ましい実施形態では、
チューブ２２の断面は円形である。図１Ａに示された実施形態において、チューブ２２は
、スパイク部分２８と非スパイク部分３０とを交互に有している。好ましくは、チューブ
２２の一端にエンドキャップ３４が形成されている。本発明の好ましい実施形態では、エ
ンドキャップ３４は中空である。あるいは、エンドキャップ３４は中実であるが、骨の内
部への成長を促進するために、多孔質材料から構成されるか、孔を有することが好ましい
。エンドキャップの代わりに、又はエンドキャップに加えて、スペーサ２０は、チューブ
の端部に取り付けられ、これによりチューブの一部のみ、好ましくは端部にスリットが形
成されているようにする。
【００７６】
　図１Ｃ－１Ｄは、拡張された形態のスペーサ２０を示す。図１Ｃは、平面投影図（側面
及び軸方向）であり、図１Ｄは、斜視図である。拡張された場合、スパイク２８は外向き
に広がり、チューブ２２は軸方向に圧縮される。非スパイク部分３０及びエンドキャップ
３４は、ゆがまないことが好ましい。図において見られるように、直径が相当に、例えば
５倍に拡大する。さらに、図１Ｃにおけるスパイク２４の厚み（３８）を図１Ａの（２８
）と比較すると明らかなように、軸方向の相当な収縮が生じる。
【００７７】
　スペーサ２０は非スパイク部分を有すると説明したが、本発明のいくつかの好ましい実
施形態、例えば、図１Ａにおいて点線３５により例示されているように、スリットが交互
に重ねられた場合には、このような非スパイク部分が形成されないことが理解されるべき
である。
【００７８】
　本発明の好ましい実施形態では、チューブのスリット２６は、その端部に丸い孔、例え
ば孔３２、を有する。これらの孔は、好ましくは、応力及び／又は機械的欠陥のチューブ
２２内における伝播を抑制すべく形成される。これに代えて又はこれに追加して、これら
の孔は、スペーサ２０が軸方向につぶされた場合に、スパイク２８がスリットの端部にお
いて選択的に外へ折れ曲がるように、スリットの端部を弱化するために形成される。これ
に代えて又はこれに追加して、スリット２６は、その中央部（スパイク２８の頂点）に孔
３３を有し、その孔の位置におけるスパイクの折れ曲がりを促進してもよい。
　上記は、スペーサの限られた一部の種類についての説明であり、下記にその変形が明ら
かにされる。
【００７９】
基本的なデリバリー方法
　図２Ａ－Ｄは、スペーサ２０を挿入し拡張させる手順を示している。図２Ａにおいて、
損傷を受けた椎間板５４が椎骨５０及び椎骨５２の間である椎骨間空間５５に位置してい
る。一般に、２つの椎骨の間にスペーサを挿入する前に、椎間板５４が部分的に又は完全
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に除去される。好ましくは、椎間板５４は、最小侵襲技術を用いて、例えば図９Ａ及び９
Ｂを参照して後に説明するように、好ましくは細い針のみを用いて、除去される。あるい
は、例えばＷＯ９８／３８９１８に記載されている腹腔鏡によるアプローチを用いる。こ
の場合、患者の外傷が最小となるように注意することが好ましい。
【００８０】
　本発明の好ましい実施形態では、当該技術において公知のように、全ての軟骨終板が除
去されるが、これは必須ではない。上記の代わりとして又は上記に追加して、骨の成長を
促進するために、終板及び／又は椎骨自体に複数の孔が形成される。
【００８１】
　図２Ｂにおいて、椎間板は除去され、スペーサが拡張されていない形状で椎骨間の空間
５５へ挿入されている。本発明の好ましい実施形態において、スペーサ２０は、細長い部
材６０の端部に取り付けられるか、又は形成される。好ましくは、スペーサ２０は、シリ
ンジを用いて、又は、スペーサが一旦挿入されると回収できる「オーバーチューブ」に入
れて挿入される。上記に代えて又は上記に追加して、脊髄への損傷を回避するために、ス
ペーサ２０はＸ線誘導を用いて挿入される。
【００８２】
　図２Ｃにおいて、スペーサ２０は、放射状に拡張（そして軸方向に短縮）される過程に
ある。スペーサ２０の部分６２は拡張されており、一方、スペーサ６２の範囲６４は未だ
に拡張されていない。
【００８３】
　図２Ｄにおいて、スペーサ２０は、その拡張範囲の全体にわたって放射状に拡張され、
椎骨間の空間５５を満たしている。本発明の好ましい実施形態では、椎骨５０及び椎骨５
２の間の融合を促進するために、骨スラリー又は整骨用の固定用化合物のような固定剤が
椎骨間の空間５５の中へ供給される。骨スラリー、骨チップ、又は骨粉の場合、このよう
な整骨は一週間程度のベットでの安静を必要とするであろう。好ましくは、スペーサ２０
は、ベットでの安静期間が少なくなるか、全く必要なくなるように、骨が整骨するまで自
身の形状を維持できる程度に十分に固い。上記に代えて又は上記に加えて、要求される剛
性の少なくともいくらかは、固定剤によって提供される。上記に代えて又は上記に加えて
、固定剤は、空間の充填材として役立ち、及び／又は、圧縮強さを高める。上記に代えて
又は上記に加えて、固定剤として又は固定剤の一部として、成長ホルモン、酵素、抗バク
テリア薬、抗炎症化合物、及び／又はその他の生物に作用する物質を空間５５に注入し、
融合及び／又は他の所望の効果を促進してもよい。好ましくは、充填材は、空間５５の全
体を満たす連続体である。
【００８４】
　テンペルのオルソロジック社は、「スピナロジック」という名称の装置を生産している
。その装置は、磁場を生成することにより回復を促進しているようである。本発明のいく
つかの実施形態では、スペーサが、磁力線を制御するために、（好ましくは、カプセルに
包まれた、又はコーティングされた）フェライトのような磁性材料から構成されるか磁性
材料を含む。上記に代えて又は上記に加えて、スピナロジックの装置を回復促進のために
標準的な方法で用いてもよい。
【００８５】
　同日に提出されたとして前述したＰＣＴ出願の一つには、椎間板へのアクセス及びスペ
ーサのデリバリー・システムの例が記載されている。
【００８６】
内部成長の制御
　本発明の好ましい実施形態において、骨スラリーは、骨チップ、例えば球、立方体、又
は平坦な矩形の形状をしたチップを含む。このようなチップは、例えば、小さな揺動のこ
ぎり及び／又は骨刀を用いて生成できる。デリバリーチューブに骨チップを押し通すこと
に下垂体鉗子又は骨インパクターホルダーを利用できる。必ずしもではないが、一般的に
このデリバリーチューブは、スペーサが通されたチューブと同じである。一応用例におい
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て、チューブは内径６ｍｍを有し、したがって、骨チップは最も大きくて５．９ｍｍでな
ければならない。
【００８７】
　典型的な骨の供給源としては、トリコーシアル・オートローガス・クレスト・移植骨片
、腓骨移植銀行、又は死体の骨がある。上記に代えて又は上記に加えて、骨スラリーは、
当該技術で公知のように、メッシュ、ヒドロキシアパタイト及び／又は骨化加速材料を含
むことができる。骨チップは、用いられている特定のスパイクの間にぴたりとはめ込むこ
とができ、かつ、スパイクの側面を通過できるように選択してもよい。
【００８８】
　本発明の他の好ましい実施形態では、固定材が、いくつかの実施形態のように取り囲む
チューブを通してよりも部材６０を通して供給されるので、そのようなチューブは提供さ
れない。その代わりに、少なくとも脊椎内のいくつかの作業について、部材６０がそのよ
うな外側チューブとして役立つ。あるいは、固定材は、シリンジを用いて供給される。図
１Ｄを見れば、拡張した形態においてスペーサ２０が、椎骨間空間５５の間及びスペーサ
２０の内側に骨スラリー（及び／又は新しく成長した骨）を流すための広い孔を有し得る
ことが分かるであろう。本発明の好ましい実施形態では、スペーサ２０が、ホルモンのよ
うに、骨の成長を促進する材料を被覆されている。上記に代えて又は上記に加えて、スペ
ーサ２０は、新しく成長した骨が付着できる物質を被覆される。上記に代えて又は上記に
加えて、スペーサ２０は、そこへの骨の付着を促進するために、少なくともその一部が荒
く仕上げられる。一例として、スペーサの少なくとも一部がサンドブラストにより仕上げ
られる。上記に代えて又は上記に加えて、スペーサは、骨の内部への成長を促進するため
に、孔及び／又は小さな突起を形成されていてもよい。このような孔は、チューブ上及び
／又はスパイク上に形成されてもよい。好ましくは、このような孔を囲む領域は、スペー
サの拡張した形状に孔が悪影響を及ぼさないように、より強固となるように処理される。
【００８９】
　あるいは、スペーサの少なくともいくつかの部分は、骨の成長を遅らせるように処理す
る、例えば、放射能を持たせたり、骨の成長を妨げる材料でコーティングすることとして
もよい。このような遅延は、スペーサの除去（後述）を可能とするのに便利であろう。こ
のような遅延は、スペーサが除去されない場合に骨がそれを取り囲むこととなるように、
短期間のものであり、その効果はある時間の後に消えることが好ましい。上記に代えて又
は上記に加えて、スペーサの少なくとも一部が、骨の内部への成長を促進する仕上げ及び
／又は形状（例えば孔）を有する。上記に代えて又は上記に加えて、スペーサは、突き通
すことができない材料、例えばバルーン、を囲む又はそれに囲まれることであってもよい
。その材料は、スペーサの拡張時に膨張させられる。事によると、バルーンの表面は、組
織の付着及び／又はしばらくして分解を助ける。あるいは、バルーンはスペーサにその長
さに沿って取り付けられ、バルーンを膨張することでスペーサが拡張される。
【００９０】
　あるいは、外側にメッシュ、織地、又はバルーンのようなものを用いてスペーサと骨の
間の接触を、恐らく所望の領域を除いて、促進する、例えば接触領域を増大させる及び／
又はスペーサと周囲の骨との間における接触圧力が高くなることを防止することができる
。メッシュ及び／又はバルーンは、好ましくはスペーサより先に挿入され、スペーサは、
そのメッシュ又はバルーンの内側で拡張される。あるいは、メッシュ又はバルーンは、ス
ペーサが体に挿入される前にスペーサに取り付けられる。たぶん、メッシュは生体が吸収
可能なものであり、メッシュの中に骨が成長してから消滅する。メッシュに代えて、より
きつく織った織地又はフェルトを用いてもよい。なお、当該技術では、一時的な骨内部成
長構造物が多く知られており、スペーサ及び骨の間に（及び／又は内側に）備えることが
できる。
【００９１】
スペーサへの蓋の取り付け
　埋込手順の次の段階は、好ましくは、スペーサ２０を供給するために用いた切断部を閉
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じることである。あるいは、より一般的には、最小侵襲処理において、部材６０を引き出
すことである。本発明のいくつかの好ましい実施形態では、部材６０がまだ挿入されてい
る間よりも、部材６０が取り去られた後に、針を用いて骨スラリーを注入することができ
る。
【００９２】
　本発明の好ましい実施形態では、スペーサ２０が、例えばねじが切られた連結器により
部材６０に取り付けられ、処置の最後に部材２０をスペーサ６０から取れるようにする。
【００９３】
　あるいは、スペーサ２０は、部材６０の延長部を形成する。本発明の好ましい実施形態
において、スペーサ２０は、それが椎骨間の空間５５に入る位置において、又はその近く
において、例えば部材６０の内側に又は周りに挿入された切断具を用いて切断される。あ
るいは、部材６０は、スペーサ２０からねじり取られる。部材６０は、スペーサ２０との
結合部において弱化されていることが好ましい。スペーサの拡張されていない部分は、拡
張された部分（この部分は骨としっかり係合しているだろう）と比較して相対的に弱い。
したがって、スペーサ２０の拡張されていない部分は、弱い結合部分として働くことがで
きる。おそらく、部材６０はスペーサ２０からねじ取られる（そして、その結果生じる鋭
い縁は、おそらく部材６０を通して又はその周りから挿入された工具を用いて、全て滑ら
かにされるだろう）。上記に代えて又は上記に加えて、スペーサ２０は、弱化された結合
部分と重なり合うスリーブを含む。したがって、部材６０がねじり取られると、残ったギ
ザギザのエッジは全てそのスリーブにより覆われ、スペーサを囲む組織と接触しない。上
記に代えて又は上記に加えて、スペーサの拡張が完了した後に、そのギサギザの端部は蓋
をされる。蓋は、スペーサの端部にねじ付けることができる。上記に代えて又は上記に加
えて、蓋は、細長いねじを切られた部分に取り付けられたエンドキャップを有するボルト
の形状をしている。細長いねじが切られている部分は、たぶん離れた方の端部においてス
ペーサと係合し、エンドキャップは、スペーサの近いほうの端部に押し付けられるか、（
例えばねじを用いて）係合する。以下、蓋をするための他の機構を説明する。
【００９４】
　上記に代えて又は上記に加えて、図２Ｄに示すように一旦スペーサが拡張されると、関
係のない（つまり、椎骨間の空間５５から外へ突出している）スペーサの部分が全て切り
取られる。スペーサの取り去られた部分は、拡張されてもよく、部分的に拡張されてもよ
く、又は拡張されなくてもよい。本発明の好ましい実施形態において、切断は、部材２０
の内側から、例えば回転する切歯を用いて行う。切歯は、部材６０の内側に挿入された幅
の狭い細長い部材に取り付けられる。
【００９５】
スペーサのサイズ合わせ
　スペーサの埋め込みにおいて考慮すべき問題の一つは、スペーサ２０を椎骨間の空間５
５に確実に合わせることである。本発明の好ましい実施形態では、（例えば工具一式とし
て）各々が異なる（圧縮された）軸方向長さ及び／又は異なる径方向の直径を有する埋込
用の複数のスペーサを利用できる。必要なスペーサのサイズは、椎骨間の空間５５のＣＴ
画像又はＸ線画像における測定値から決めることができる。あるいは、拡張可能な要素を
椎骨間の空間に挿入し、その要素が拡張した程度に基づいて、充填すべき空間の大きさ、
及び必要とするスペーサの外形を見積もってもよい。
【００９６】
スペーサのデリバリー方向
　本発明の好ましい実施形態において、外科的アプローチは、患者の背中から行われる。
あるいは、横から又は後横からのアプローチを用いてもよい。埋め込まれたスペーサは、
埋込中は非常に細いので、他の融合装置を用いると提供できないアプローチを計画し、及
び／又はアプローチ方向を使用することが容易である。上記に代えて又は上記に加えて、
本発明のいくつかの好ましい発明において、少なくとも拡張していない形態において、特
にそこにスリットを形成した結果として、スペーサをその主軸に沿って曲げやすく作るこ
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とができる。したがって、スペーサは、曲がったガイド、たぶん内視鏡やカテーテルのよ
うな曲げることのできるガイド、を用いて椎骨間の空間５５に備えることができる。ある
いは、スペーサが形状記憶材料から形成されている場合には、スペーサを容易に曲げられ
るように、延性を示すようになる温度以下にスペーサを冷やしてもよい。上記の代わり又
は上記に加えて、特にスペーサが弾性又は超弾性を有する場合、曲がった外側チューブを
用いるのに代えて又は加えて、スペーサの中を通して挿入された、曲がったスタイレット
を用いて、挿入の間、スペーサを曲がった形状に維持する。後述する図２Ｐは、挿入の代
替方法を描いている。この代替方法では、都合のよい方向からの椎骨へのアプローチを可
能とするために、スペーサの小さな断面と、いくつかの拡張可能な構造における固有の柔
軟性とを利用する。
【００９７】
　本発明の好ましい実施形態では、スペーサが細いために、患者の体にあまり外傷を与え
ない。上記に代えて又は上記に加えて、細いスペーサを用いることにより、又は異なる外
科的なアプローチを用いることにより、先行技術以前の外傷を回避する。咬合小面間接、
筋肉、じん帯、血管、脊椎、及び／又は他の体の構造を犠牲にすることなく、又は犠牲を
少なくするという利益を得つつも、使用できるアプローチの範囲は広く、外科的切開も用
いることができることに留意すべきである。
【００９８】
スペーサの拡張の制御
　図２Ｅ－２Ｇは、本発明の好ましい実施形態による、スペーサを拡張させ、その拡張を
制御する種々の方法を示している。図２Ｅでは、示されているように、拡張は本質的に制
御されていない。スペーサ７０は、エンドキャップ７４に取り付けられた拡張部材７２を
用いて拡張される。部材７２がスペーサ７０と相対的に矢印の方向に動かされると、その
結果生じた応力によりスペーサ７０が軸方向につぶれ、スパイクが外に張り出す。スパイ
クが張り出す順番は、とりわけ、スパイクの相対的な硬さに依存する。通常、スパイクは
ほぼ同じ硬さを有するので、拡張はスペーサ全体で徐々に生じるか、最初に曲がった位置
で突然生じるであろう。あるいは、スペーサは、設計により、特定の順番にスパイクの張
り出しが規定できるように、いくつかのスパイクが他のスパイクより弱くなるように構成
できる。
【００９９】
　本発明の好ましい実施形態では、部材７２の相対運動は、部材７２を椎骨に対して適切
な位置に維持し、そしてスペーサ７０を部材７２の端部へ向けて押すことを含む。相対運
動は、直接力を加えることにより達成されることが好ましい。あるいは、相対運動は、よ
りゆっくり行うことができ、制御可能であるねじ動作を用いて行われる。スペーサにねじ
を設けるのは、部材６０に沿ったいずれの場所でもよい。しかし、本発明のいくつかの好
ましい実施形態では、スペーサ７０は、エンドキャップ７４と反対側の端部の内側にねじ
を切られる。
【０１００】
　本発明の好ましい実施形態において、部材７２は、拡張過程の最後に、突然衝撃力を加
え、部材とエンドキャップ７４との間の結合を破ることにより、スペーサ７０から取り去
られる。あるいは、部材７２は、エンドキャップ７４からねじ切られる。あるいは、特に
スペーサ２０に切られたねじを用いて相対運動が達成されている場合には、部材７２は、
好ましくは、スペーサに切られたねじと逆の
ねじを用いてエンドキャップ７４と結合される。したがって、部材７２は、ねじ切ること
ができる。ある実施形態では、エンドキャップのねじは、スペーサのねじと同じ方向に切
られる。
【０１０１】
　図２Ｆは、内部間隔設定部材８２を用いて拡張されるスペーサ８０を示す。しかし、図
２Ｅの例と異なり、拡張は束縛具８４を用いて制御されている。束縛具８４は、選定され
た領域を除き、スペーサ８０からスパイクを広げさせない。好ましくは、選定された領域



(20) JP 4897766 B2 2012.3.14

10

20

30

40

50

は、束縛具８４の端部である。あるいは、特に図２Ｇにおいて示すように、選定された領
域は、束縛具の端部から離れていてもよい。外側の束縛具８４に代えて又はそれに加えて
、スペーサ８０は、内部にある束縛具を利用してもよい。好ましくは、内部の束縛具は、
束縛具に設けられた雄ねじ及び／又はスペーサ８０に設けられた雌ねじを用いてスペーサ
８０と係合する。上記に代えて又は上記に加えて、スペーサは、ねじを用いず、ねじ動作
ではなく
直接引っ張ることにより拡張される。
【０１０２】
　本発明の好ましい実施形態では、内部の束縛具と外部の束縛具との動きが、スペーサの
拡張を制御するために同期させられる。一例では、スペーサと相対的に外部の束縛具を回
転させることによりスペーサが外部の束縛具から繰り出される（好ましくは、スペーサと
外部束縛具とはねじ結合をしている）。したがって、新しく「押し出された」スペーサの
部分は、拡張されておらず、また、束縛されていない。その後、又はできればそれと同期
して、内部の束縛具又は部材７２が、ここでも多分スペーサと相対的に回転して（好まし
くは、それらの間のねじ結合を利用して）引っ込められる。これが、スペーサに軸方向の
応力を生じさせ、新しく押し出された部分を拡張させる。ある実施形態では、内部及び外
部の束縛具は、同時に回転させてもよい。しかし、各束縛具は、スペーサに対して、異な
るねじ山の角度を有し、各々が同じ回転運動を異なる軸方向運動に変換する。
【０１０３】
　いくつかの実施形態では、部材７２及び／又は内部の束縛具は、スペーサの内側にある
一以上のレール及び／又は一連の突起と部材内の溝を用いて、スペーサに対して所望の角
度に維持される。実施形態によっては、レール、溝、及び／又は突起は、直線上に配置さ
れていない。
【０１０４】
　先に飛んで、図２Ｋ及び２Ｌは、本発明の好ましい実施形態による、束縛具８４用の先
端を示す。この形の効果の１つは、束縛されている他のスパイクに対し（束縛具により束
縛されていない）１以上のスパイクの選択的に拡張することであり、それにより、スペー
サの拡張及び／又はスパイクの広がりを制御できることである。
【０１０５】
　戻って、図２Ｇは、外部の枠９２を用いて拡張を制御されるスペーサ９０を示す。本発
明の好ましい実施形態において、枠９２は、複数の孔９４を有する。スペーサ９０が枠９
２に対して相対的に動かされると、スパイクは予め定められている孔９４からのみ張り出
すことができる。スペーサの相対運動は、上記した技術のいずれを用いて実現してもよい
。しかし、スペーサ９０が枠９２に対して押しつけられるので、本発明のいくつかの好ま
しい実施形態では、内部部材を必要としない。本発明のいくつかの好ましい実施形態では
、枠９２は、体内に残される。本発明の好ましい実施形態では、少なくともいくつかの孔
９４が、そこからスパイクが張り出すことができるような、軸方向又は横方向のスロット
の形状を有する。例えば、いくつかの実施形態において、枠９２が束縛具とつながってい
るフォークの歯状の部位を有し、そのフォークの歯状の部位は、スペーサの方向に向けて
開口しており、上記スロットを形成している。このような枠は、スペーサが拡張した後に
引っ込めることができる。
【０１０６】
　本発明の好ましい実施形態において、このような枠は、ワイヤなどの中実部材の湾曲を
制御することに用いることもできる。この中実部材は、まっすぐな要素を波打つリボン状
の要素に折り曲げることで「拡張」される（リボンの湾曲部が各スパイクとなる）。好ま
しくは、複数の弱められた部分、強化された部分、及び／又は断面が増大された領域がワ
イヤの長手方向に沿って形成され、これにより、枠９２の孔から押し出されたワイヤの広
がりを制限及び／又は制御する。したがって、スペーサの拡張、少なくともリボンタイプ
のスペーサの拡張は、スペーサの軸方向長さと無関係なものとすることができる。
【０１０７】
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　上記に代えて又は上記に加えて、スペーサの拡張に（不図示の）バルーンを用いてもよ
い。バルーンは、スペーサの内腔に挿入され、膨張されたときにスパイクを半径方向に広
げる。一般に、スペーサの「リング」部分はバルーンの影響を受けない。事によると、バ
ルーンは、「リング」には影響を及ぼさないが、スパイクを押し出す複数の指状突起を有
する。上記に代えて又は上記に加えて、リング部分もバルーンによって変形されてもよい
。一例として、リング部分は、スパイクほどではないが拡張できるメッシュ材からなる。
本発明の好ましい実施形態では、リングが変形する前にスパイクが外へ広がるように、リ
ング部分は、スパイクよりも大きな力によって塑性変形をする。
【０１０８】
スペーサの拡張の例
　図１３Ａ－１３Ｃは、本発明の好ましい実施形態による、スペーサを拡張する方法の例
を示す。スペーサ１００２は、内部にボルト１００８を有するチューブとして用意される
。ボルト１００８は、好ましくは、スペーサ１００２の端部がそのボルトを通り過ぎて前
進することを防止する。スペーサの拡張部を形作るために、外側束縛具１００４が備えら
れている。腹腔鏡管１００６も示されている。この実施形態では、ボルト１００８及び管
１００６の双方が体の外のベース１０１０に固定されている。このベースは、体の方へ進
むことを防止するために、例えば患者及び／又は患者のベッドに固定してもよい。
【０１０９】
　図１３Ａは、開始位置を示し、ボルト１００８と（拡張されていない状態の）スペーサ
１００２が（不図示の）２つの椎骨の間に伸びている。　スペーサ１００２及び束縛具１
００４の双方が前進させられる。しかし、スペーサは、ボルトにより前進を妨げられてい
るので、束縛具１００４により拡張が妨げられていない領域で拡張し、１以上のスパイク
を形成する。その結果は、図１３Ｂに示されている。
　次に、束縛具及びスペーサの双方が再び前進できるように、束縛具１００４が後ろに引
かれる（図１３Ｃ）。
【０１１０】
スペーサの除去
　ときに、スペーサが挿入された後、事によるとスペーサの挿入処置が完了した数日後で
あっても、スパイクの長さを調整する必要が生じることがある。
　スペーサが不正確に埋め込まれたことが、例えばＸ線画像により証明された場合にも、
スペーサを除去する必要が生じるだろう。本発明の好ましい実施形態によれば、スペーサ
の調整及び／又は除去が可能である。
【０１１１】
　本発明の好ましい実施形態において、スペーサの除去は、スペーサが細い直径を有する
ようにスペーサを拡張していない状態にし、そしてスペーサを取り去ることを意味する。
一般に、スペーサは、拡張していない状態とする過程において軸方向に長くなるので、ス
ペーサの中には自動的に除去されるものがあろう。好ましくは、スペーサの一端は、その
一端が動かない一方で、他端が制止されている一端から遠ざかるように、動きを制限され
る。上記に代えて又は上記に加えて、（軸方向に伸長している）スペーサの他端は、敏感
な組織と衝突しないように案内される。
【０１１２】
　スペーサの応力は、スパイクの長さを増大（又は減少）させることにより変えることが
でき、これにより、周囲の骨の組織をより大きな（又はより小さな）力で押圧できる。あ
るいは、応力は、スペーサ又は椎骨間の空間に、好ましくは針を用いて、弾性材を加える
ことで増大させることができる。図４Ｅに示したように、ある例では、第２のスペーサ（
１４２）が第１のスペーサ（１４４）の中に挿入される。スパイクの長さを減少させるこ
とは、スペーサの長さを許容できない量に増大させるかもしれない。スペーサの余分な長
さは、切り取り、体から取り去ることが好ましい。
【０１１３】
スペーサ特性の制御
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　本発明の好ましい実施形態では、スペーサの下記３つの特性、スペーサの軸方向長さ、
スパイクの長さ、及びスパイクの張力、のうち１つ以上が独立して制御できるべきである
。いくつかの実施形態では、利用可能なスペーサのセットから特定のスペーサを挿入のた
めに選択することで、これらの特性を制御できる。他の実施形態では、所望の特性を得る
ようにスペーサを適合させてもよい。例えば
、長さは、スペーサ全体を拡張させず、そして非拡張部分を切断することで制御できる。
さらに、本発明のいくつかの実施形態では、スペーサの特性をその挿入後に変更すること
が望まれる。従って、体の中にありながら、スペーサを最適な動作形態に維持又は変更で
きることが望まれている。
【０１１４】
　いくつかのケースでは、スペーサの長さの変更が望まれるが、それに伴う張力又はスパ
イク長さのいかなる変化も望まれない又は承認されない。前記したように、スペーサの張
力は、第２のスペーサを挿入することで増大できる。
【０１１５】
　図２Ｈ－２Ｊは、スペーサが拡張された後に、スペーサの外形及び／又は張力特性を変
えるための種々の方法を示す。ありふれた変更方法は、スペーサを取り去り、新しいスペ
ーサを挿入するか、同じスペーサを修正した後に挿入するというものである。本発明の好
ましい実施形態において、スペーサの除去は、スペーサをしぼませ、その結果として細い
直径を有するチューブを取り去ることを含む。
【０１１６】
　図２Ｈは、維持部材１０６及び把持部材１０４を用いてさらに拡張させられたり、すぼ
まさせられたりするスペーサ１００を示す。本質的に、部材１０４はスペーサの一端に係
合し、部材１０６は、スペーサ１００の他端に係合する。２つの部材が互いに相対的に動
くと、スペーサは拡張したり、拡張状態から戻ったりする。本発明の好ましい実施形態に
おいて、維持部材１０６は、エンドキャップ１０８に係合する。係合は、単純な接触、部
材１０６がエンドキャップ１０８内のくぼみにぴったり嵌る、又はねじ結合であることが
できる。把持部材１０４は、スペーサ１００をその近い方の端部１０２で把持することが
好ましく、端部１０２の中でねじ結合することが好ましい。あるいは、端部１０２の外部
に結合、おそらくねじ結合、してもよい。本発明の好ましい実施形態では、スペーサ１０
０を修正するときに、部材１０６はその場に維持され、その結果、エンドキャップ１０８
は体の中へと進むことはない。
【０１１７】
　図２Ｉは、ねじ、即ちブッシュ１１２の挿入により拡張状態から戻される（すなわち完
全にすぼまさせられる）スペーサ１１０を示す。あるいは、スペーサが挿入された場合、
ねじがスペーサに残っていてもよい。ねじ１１２は、ねじが切られている端部１１８及び
エンドキャップ１１６と係合する。ねじが回されると、スペーサは拡張状態から戻される
。発明の好ましい実施形態において、ねじは、シリンジを用いて挿入される。ことによる
と、ねじはシリンジのニードルを形成する。あるいは、ねじは挿入されたねじ回しを用い
て、ヘッド１１４において係合される。
【０１１８】
　本発明の好ましい実施形態では、ねじ１１２が、ニードルを用いてスペーサに挿入され
る。本発明の好ましい実施形態において、ねじはスペーサにねじ込まれる。あるいは、ス
ペーサの近い側のエンドキャップが鍵穴の形を有し、その鍵穴は、ねじを挿入できる直径
が大きな部分と、ねじが係合できる直径が小さな部分とを有する。遠い側のエンドキャッ
プは、ねじと係合する代わりに、ねじを押しつけることのできる止め具として作用するこ
とであってもよい。
【０１１９】
　本発明の好ましい実施形態では、スペーサの内部の内腔は、ねじが係合できるねじ山及
び／又は突起を有する。突起は、スペーサの拡張により作られることであってもよい。上
記に代えて又は上記に加えて、突起は、スペーサの中を遠い側のエンドキャップまで挿入
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された針のねじを案内する案内部を形成する。案内部は、針／ねじが脱線し、スペーサの
側面から出てしまうことを阻止する。スペーサが体内で曲がった形をとるとき、この類の
案内部が備えられることが好ましい。
【０１２０】
　本発明の好ましい実施形態では、スペーサの近い側のエンドキャップがフレア状の開口
部を有し、ねじ、ニードル、又はねじ回しのヘッドのスペーサへの挿入、及び／又はエン
ドキャップとの係合を容易にする。上記に代えて又は上記に加えて、エンドキャップの磁
化、及び挿入する物体における対応する磁気センサ、又は超音波トランスヂューサ等の案
内機構が備えられてもよい。上記に代えて又は
上記に加えて、スペーサが挿入された後、ワイヤガイドがスペーサに取り付けられたまま
残り、内視鏡その他の挿入された物体がそのワイヤをたどってスペーサまで案内されるこ
とであってもよい。ワイヤの一方の端は、体の外へ出ていてもよい。上記に代えて又は上
記に加えて、例えば大径のボールを取り付けることで、ワイヤの端は容易に認識できるよ
うになる。
【０１２１】
　図２Ｊは、一体式拡張制御機構を有するスペーサ１２０を示す。内側にねじが切られて
いるチューブ１２２が、外側にねじが切られているねじ１２４と共に提供される。ねじの
エンドキャップ１２６が回転させられると、ねじはチューブと相対的に移動し、スペーサ
が拡張し、あるいは、拡張状態から戻る。代わりに、ねじを固定してチューブを回転させ
てもよい（つまり、チューブがスペーサに対して相対的に回転でき、ねじが少なくとも回
転に関してスペーサに固定されている）。ねじ回し１２８、又は少なくともその先端は、
ねじまで挿入される。あるいは、スペーサ１２０は、つめ車機構を有し、それにより、部
材１２４がホルダー１２２に押し込まれることはできるが、戻って出ることができないと
してもい（又はその逆としてもよい）。この場合、把持部材１０４（図２Ｈ）のような把
持具が備えられ、スペーサ１２０の動きを制御できることが好ましい。
【０１２２】
　本発明の好ましい実施形態において、スペーサ１２０の内部は、チューブ１２２（又は
ホルダー１２２）として機能し、好ましくは予めねじを切られている。いくつかの実施形
態では、チューブの内腔内に蓄積されているあらゆる物質の放出を促進するために、チュ
ーブ１２２の両端は開口しているか、孔を形成されている。上記に代えて又は上記に加え
て、ねじ１２２の直径は、チューブ１２２の内部断面の全てを占めてしまうことがないよ
うに、十分に小さい。
【０１２３】
　本発明の好ましい実施形態において、ねじ１２４は、スペーサの拡張が完了した後に、
好ましくは挿入処置の一部として、挿入される。あるいは、調整が必要であるという決定
等の事実があった後に、ねじ１２６が挿入されることであってもよい。あるいは、スペー
サ１２０が最初に拡張されている間に、その拡張を完了させるためにねじ１２４を挿入し
てもよい。
【０１２４】
　本発明の好ましい実施形態では、スペーサ１２０の拡張の修正は、図２Ｆ－２Ｇに示し
たように、内部又は外部の束縛具又は枠体を挿入することで制御できる。したがって、ス
ペーサの一部（例えば中央部又は端部）においてのみスパイク長を変更すること及び／又
はスペーサの一部における軸方向長さの増大をスペーサの他の部分におけるスパイクの拡
張で補うことが可能である。上記に代えて又は上記に加えて、図２Ｅ－２Ｊにおいて説明
したねじ山及び／又は「エンドキャップ」は、端部以外のスペーサの部分に配置してもよ
い。
【０１２５】
　本発明の好ましい実施形態において、スペーサの内腔の「最小直径」は、スペーサが拡
張されても、すぼまさせられても、変化しない。あるいは、例えば、チューブの一部が、
スパイクのように外側に向けてではなく、内腔の中へと折れ曲がる場合には、内腔は減少
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してもよい。
【０１２６】
スペーサの変形過程
　本発明の好ましい実施形態において、スペーサは、その素材の塑性変形を利用して拡張
したり、すぼんだりする。つまり、チューブは、拡張したスペーサを形成するために塑性
変形する。あるいは、拡張又はすぼみの少なくとも１つは、素材の弾性、超弾性、又は形
状記憶特性を利用して行う。一例として、スペーサは、部分的に拡張されてから、挿入の
前に、弾性変形により完全にすぼまされる。したがって、拡張が開始されると、いくつか
の又は全てのスパイクがスペーサから突出する。そして、スペーサにかかる軸方向の力が
増大すると、スパイクはさらに外へ動くが、中へ動くことはない。スペーサのいくつかの
部分は、中へ折れ曲がるように構成されてもよい。これらの部分は、スペーサの挿入の前
に、それらの「内部の位置」からどくように弾性変形させられてもよい。後述する図６Ｘ
Ｉ－６ＸＬは、拡張されたスパイクの形状を制御するためにスペーサの弱化された部分を
示す。
【０１２７】
　上記に代えて又は上記に加えて、スペーサは、それを構成する材料の超弾性特性を利用
する。一例では、スペーサは、拡張した形態に自身で広がる。必要なことは、そのような
拡張が望まれるまで拡張を制限することである。このような制限は、スペーサの軸方向長
さを維持することにより、又は、スペーサをすぼんだ形態で維持する外部制限チューブを
備えることにより達成できる。あるいは、スペーサとほぼ全長において係合する雄ねじを
用いて軸方向長さを維持してもよい。一つの実施形態では、スペーサが制限を行うチュー
ブ（又はねじ）から繰り出されると、制限されなくなったスペーサの部分が拡張し、及び
／又は周囲の骨の組織と係合する。
【０１２８】
　他の例では、スペーサは、例えば、図２Ｉ及び２Ｊとの関連で上記したねじにより抑制
されない限り、自身でつぶれてすぼんだ形態となる。上記に代えて又は上記に加えて、ス
ペーサは、連動機構、好ましくはつめ車型機構を用いてその形状を維持する。例えば、（
後述する）図８Ａの実施形態では、２つのタブが隣接すること又は重なり合うことができ
る。一方のタブが突起を有し、他方のタブが凹部を有し、それらのタブが重なり合えば、
突起が凹部と噛み合い、つめ車機構が形成される。上記に代えて又は上記に加えて、一端
においてスペーサに結合され、棘を有する他端をスペーサの他の部分と係合させる、棘を
備えた、スペーサ内部の細長い部材により専用のつめ車機構を形成してもよい。
【０１２９】
　上記に代えて又は上記に加えて、拡張及び／又はすぼむことは、部分的に超弾性及び部
分的に塑性又は弾性によるものであってもよい。
【０１３０】
　本発明の好ましい実施形態では、ＮｉＴｉのような形状記憶材料によってスペーサを構
成することにより超弾性が得られる。好ましくは、材料が状態変化をする温度を約３０℃
に設定し、埋め込まれた後にスペーサが自然に状態を変化させないようにする。
【０１３１】
　本発明の好ましいいくつかの実施形態では、スペーサは、冷やすことによりすぼむ。あ
る実施形態において、スペーサは、冷やされると曲がりやすくなる形状記憶材料から形成
され、冷やされることで上記のようにすぼむ。他の実施形態において、スペーサは、超弾
性部分と形状記憶部分とから形成され、（より強い）形状記憶部分がスペーサを拡張され
た形態に維持し、超弾性部分がすぼんだ形態に戻る他の力を加える。互いに異なる温度で
状態変化をする２種類の形状記憶材料を備えていてもよい。本発明の好ましい実施形態で
は、スペーサが冷やされると、形状記憶部分から作用する力が弱くなってスペーサがすぼ
む。つめ車機構部分のみが形状記憶材料及び超弾性材料から形成され、装置の他の部分は
超弾性材料から形成されていてもよい。
【０１３２】
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　本発明の好ましい実施形態では、スペーサ全体が単一種類の材料　－塑性変形を行う材
料、弾性変形を行う材料、超弾性材料、又は形状記憶材料－　からなる。あるいは、スペ
ーサは、各々が異なる特性を有する材料の多重層からなる。上記に代えて又は上記に加え
て、スペーサの異なる部分は、異なる機械的特性を有し、及び／又は異なる材料から形成
されていてもよい。一例として、リング部分は塑性を有し、スパイクは弾性を有する。他
の例では、異なるスパイクは異なる弾性特性を有していてもよい。他の例では、スペーサ
の一方の側面がある特性を有し、他方の側面が異なる特性を有していてもよい。
【０１３３】
スペーサのエンドキャップ
　本発明のいくつかの好ましい実施形態において、エンドキャップは、（図２Ｈのエンド
キャップ１０８がそうであるように）スペーサが拡張した後にスペーサから突出する。い
くつかのケースにおいて、エンドキャップは、骨の組織と係合するスパイクを有していて
もよい。あるいは、エンドキャップは、最も端にあるスパイクによって規定される平面内
に存在するように形成されてもよい。一例として、これは、エンドキャップをスペーサの
中へ予め折り曲げることにより達成できる。あるいは、エンドキャップを拡張過程の一部
においてスペーサの中へ折り曲げる、例えば、部材７２を引っ張ることによりエンドキャ
ップ７４を逆さまにする（図２Ｅ参照）ことであってもよい。あるいは、エンドキャップ
は、スペーサの中に弾性により折り曲げられるように製作されてもよい。あるいは、端に
あるスパイクの変形によりエンドキャップをスペーサに折り曲げることであってもよい。
上記に代えて又は上記に加えて、スペーサが拡張した後に、エンドキャップに係合してい
るねじを引っ張ることによりエンドキャップを引っ込めることであってもよい。先に飛ん
で、図２Ｏのスペーサは、エンドキャップがスペーサの内側に形成されており、その結果
、張り出したスパイクが広い範囲でスペーサの端部に達している。
【０１３４】
エンドキャップ固定
　図２Ｉを参照する。いくつかの実施形態において、ボルト１１２は、スペーサ１１０に
ねじ付けられていないが、一旦スペーサの拡張が完了すると、ボルトがスペーサ１１０に
、例えばエンドキャップ１１８において、固定されることが好ましい。この場合、必ずし
もねじ山を用いることはない。
【０１３５】
　図１３Ａは、スペーサ１００２とボルト１００８とが体から外部の台座までの広い範囲
に伸びていることを示しているが、本発明の好ましい実施形態では、ボルト及びスペーサ
はそれより相当に短い。その代わりに、スペーサ１００２は、押し器を用いて前進させら
れ、ボルト１００８は、棒要素を用いて前進することを制限される。
【０１３６】
　スペーサとそのボルトを固定するのに、多くの機構を利用できる。本発明の好ましい実
施形態では、固定機構は下記の特徴の１つ以上を含む：
（ａ）スペーサ保持機構を引っ込めると、スペーサが固定される；
（ｂ）スペーサ保持機構を（特にねじを用いて）前進させると、スペーサが固定される；
（ｃ）機構は、スペーサの拡張が完了した場合にのみ固定することを主とする；及び／又
は
（ｄ）固定機構は（変形において）塑性を有するか、弾性（つまり、拘束状態が解除され
て機構が固定される）を有する。
【０１３７】
　後述の固定機構は独立したものとして示されているが、実施形態によっては、１つの固
定機構の特徴を他の固定機構の特徴と組み合わせてもよい。例えば、固定機構は、スペー
サ上のフィンと、ボルト上のフィンとを同じスペーサ装置において組み合わせてもよい。
【０１３８】
固定用フィンの実施形態
　図１４Ａ及び１４Ｂは、フィンに基づく固定機構を示している。示された固定機構では
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、１以上のフィンがボルトから跳ね出てスペーサと係合することで、スペーサがすぼまる
のを防止する。他の実施形態、例えば後述する例では、ボルトは塑性変形し、及び／又は
フィンの少なくとも一部は、ボルトと係合するために、スペーサから提供できる。
【０１３９】
　図１４Ａは、拡張され、内部ボルト１０２２を有するスペーサ１０２０を概略的に示し
ている。
【０１４０】
　複数のフィン１０２８がボルト１０２２から伸び、スペーサ１０２０のエンドキャップ
１０２６と係合している。この実施形態において、エンドキャップ１０２６は、フィン１
０２８がよりよく係合できるように、傾斜した縁を有する。フィン１０２８は、塑性、超
弾性、又は形状記憶による拡張機構を用いて広がることが好ましいが、代わりに他の機構
を用いてもよい。棒要素１０２４がボルト１０２２から引っ込められていることが示され
ている。
【０１４１】
　図１４Ｂは、拡張されていない状態のスペーサ１０２０を示す。この状態において、フ
ィン１０２８は、スペーサ１０２０により広がることを制限され、また、棒１０２４に形
成されているへこみにおいて棒１０２４と係合することにより、棒１０２４がボルト１０
２２から引き抜かれることを防止している。
【０１４２】
　図１４Ａに戻って、エンドキャップ１０２６に対してフィン１０２８が完全に広がるこ
とを確実にするために、棒要素１０２４を前に出すことができる。フィンは、スペーサが
軸方向に十分に短縮した場合にのみ上記のように広がることができることに注意する。な
ぜならば、そうでなければ、フィンはケージの中にあるからである。さらに、一旦フィン
が広がると、棒要素１０２４を取り去ることができる。
【０１４３】
　本発明のいくつかの好ましい実施形態において、スペーサ１０２０は、フィンを径方向
に圧縮することでスペーサに対するボルトの固定を解除し、それによりスペーサをすぼま
せる装置を用いて取り去られる。
【０１４４】
　この実施形態及び他の実施形態において、スパイクが拡張するスペーサの部位にフィン
１０２８が隣接していることが好ましい。これは、フィンがスパイクと係合することを防
ぐためである。上記に代えて又は上記に加えて、フィンはスパイクより幅が広いことであ
ってもよい。上記に代えて又は上記に加えて、フィンがスパイクと係合しないように、ス
パイクに対して角度がずれた位置にフィンを配置してもよい。あるいは、フィンは、スペ
ーサの端部以外の位置でスペーサと係合するように広がることであってもよい。これは、
例えば、軸方向に沿って、間隔をおいて設けられた複数のフィン係合位置を有するエンド
キャップを提供する、又は、フィンが（スペーサの内側から）スペーサ又はスパイクの雌
ねじに係合できるようにすることで行う。
【０１４５】
塑性変形したフィンの実施形態
　図１５Ａ及び１５Ｂは、塑性変形を利用している点を除き、図１４Ａ－１４Ｂと類似す
る固定機構を示す。エンドキャップ１０３６に固定するための複数のフィン１０３８がボ
ルト１０３２から伸びている。棒要素１０３４をボルト１０３２へと前進させると、フィ
ンが塑性変形をしてエンドキャップと係合する。好ましくは、棒要素１０３４は、ボルト
１０３２内に切られているねじ山に合うねじ山が設けられており、棒要素１０３４が回転
することで前進する。棒は、ねじ出すことにより引くことができる。あるいは、ねじは周
方向の一部のみに沿って設け、半回転が完了したときに、棒要素１０３４がねじから外れ
ることであってもよい。
【０１４６】
リングを曲げる実施形態
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　図１６Ａ－１６Ｆは、本発明の好ましい実施形態による、広がるフランジを利用した固
定機構を示す。
【０１４７】
　図１６Ａは、ボルトのフランジ１０４８によりボルト１０４２に固定される前のスペー
サ１０４０を示す。棒要素１０４４が、例えばねじ込まれることにより、ボルト１０４２
と係合している。
　図１６Ｂでは、棒１０４４がボルト１０４２に対して相対的に前進し、これによりフラ
ンジ１０４８を広げ、この結果、フランジがエンドキャップ１０３６に形成された開口よ
り大きくなり、スペーサがボルトから引き抜けなくなっている。
【０１４８】
　図１６Ｃは、プッシングチューブ１０４９を拡大した図であり、チューブの端部に形成
された突起１０４７を示している。突起１０４７は、スペーサ１０４０における対応する
切り欠きと係合するためのものである。対応する突起と切り欠きは、プッシングチューブ
１０４９を用いて、体内で、スペーサ１０４０の角度方向を維持制御することを可能にす
る。
　図１６Ｄは、棒要素１０４４の構造の詳細を示す線図である。
　図１６Ｅは、ボルト１０４２の斜視図であり、幅の広い基部１０４３を示している。基
部１０４３は、図１３Ａ－１３Ｃに示されるようにスペーサが前進させられたときに、ス
ペーサ１０４０がボルトを通り過ぎて前進することを防ぐ。
　図１６Ｆは、ボルト１０４２の構造の詳細を示す線図である。
【０１４９】
フィンがスペーサ上にある実施形態
　図１７Ａ－１７Ｃは、他の固定機構を示す。この固定機構では、スペーサ上のフィンが
スペーサの内側のボルトに係合する。図１７Ａは、固定機構が作動する前の形態を示す。
スペーサ１０５０は、その端に形成された複数のフィン１０５８を有する。スペーサの内
側のボルト１０５２は、１以上のくぼみ１０５７を有する。くぼみ１０５７は、ボルト１
０５２をまわる帯状に形成することができる。プッシングチューブ１０５９は、内側に向
けて突出する先端部１０５６を有する。先端部１０５６は、フィンがくぼみ１０５７内に
ないときに、フィン１０５８と係合する。したがって、プッシャーチューブ１０５９は、
スペーサ１０５０から滑り落ちることはない。
【０１５０】
　スペーサが十分に収縮している場合、フィン１０５８は、くぼみ１０５７にぴたりと合
う。プッシャー１０５９を引くと、突起１０５６がフィン１０５８をくぼみ１０５７の中
へと押し、ボルト１０５２をスペーサ１０５０に固定する。好ましくは、フィン１０５８
のこの動きにより、同時にプッシャー１０５９は自由に引くことができるようになる。し
かし、このことは本質的なことではない。本発明の好ましい実施形態では、スリーブ１０
５５（できれば腹腔鏡管１００６）により、突起１０５６が外へ曲がるのではなく、確実
にフィン１０５８が中へ曲がるようにする。軸方向に間隔をおいて複数のくぼみ１０５７
を設け、スペーサ１０５０の種々の拡張形状を可能としてもよい。
　図１７Ｂは、固定機構が作動した後の形態を示す。
　図１７Ｃは、スリーブがない状態における図１７Ａの形態の斜視図である。
【０１５１】
引き出し型の固定機構
　図１８Ａ－１８Ｄは、本発明の好ましい実施形態による、ボルトの棒要素が引かれたと
きにボルト上のフィンが広がる固定機構を示す。
　図１８Ａは、拡張していない形態のスペーサ１０６０を示す。棒要素１０６４の伸長部
１０６５は、内側に向けて曲がっている複数のボルト１０６２のフィン１０６８によって
保持されている。伸長部１０６５は、フィンの面１０６３と接触し、軸方向に束縛を受け
ている。フィン１０６８は、スペーサ１０６０により、内側に向いた形態に維持されてい
る。
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【０１５２】
　図１８Ｂでは、スペーサが軸方向に十分に収縮しており、フィン１０６８がスペーサ１
０６０のエンドキャップ１０６６を越えて伸びることができる。この伸長部は、基本的に
弾性、超弾性、又は形状記憶材からなる。あるいは、棒１０６４がプッシャー１０６９か
ら相対的に引かれた場合、伸長部１０６５がフィン１０６８の面１０６３に向けて動かさ
れ、フィン１０６８が外へ広がり、エンドキャップ１０６６に係合する。
【０１５３】
　面１０６３がフィンの先端から遠くにある上記のフィンのデザインの代わりに、面１０
６３はフィンの先端のより近くにあってもよい。このようにすれば、（一般的に曲がる箇
所である）フィンの基部もまたフィンの先端方向へ移動していなければ、フィンを広げる
のに必要な力が小さくなる。この結果、伸長部１０６５は、示されているよりも長くなる
。
　図１８Ｃは、ボルト１０６２の斜視図であり、基部１０６１をも示している。
　図１８Ｄは、棒要素１０６４の斜視図であり、伸長部１０６５及び残りの棒１０６４の
好ましい取り付け方法を示している。
【０１５４】
リング固定の実施形態
　図１９Ａ－１９Ｃは、本発明の好ましい実施形態による、リングを用いた固定機構を示
す。ケージ１０７０とボルト１０７２は、リング１０７５を用いて互いに固定される。リ
ング１０７５は、ボルト１０７２に形成された溝１０７７に嵌り、それにより、ボルトを
スペーサ１０７０のエンドキャップ１０７６に固定する。
【０１５５】
　図１９Ａでは、スペーサは拡張していない。プッシャー１０７９が前進すると、スペー
サ１０７０は軸方向に収縮し、径方向に拡張する。同時に、リング１０７５は、スペーサ
１０７０に向けて進む。
　図１９Ｂでは、リング１０７５が溝１０７７内へと収縮し、それによりスペーサを固定
している。
　図１９Ｃは、リング１０７５の一例を示す。リング１０７５は、ニチノールのような超
弾性材料から形成されるのが好ましい。しかし、これは必須ではない。
【０１５６】
チューブの断面
　本発明の好ましい実施形態において、チューブ２２（図１Ａ－１Ｄ）の断面は円形であ
る。あるいは、他の断面、例えば、三角形や正方形等の多角形断面を用いる。スパイクは
、多角形の側面に形成されることが好ましい。上記に代えて又は上記に加えて、スパイク
は、多角形の頂点に形成される。本発明の好ましい実施形態では、チューブの内側断面と
外側断面とが同じ形を有し、及び／又は、位置合せがされている。あるいは、チューブ２
２の素材は、径方向の厚みが不均一である。一例では、内側断面は三角形であり、外側断
面は正方形又は円形である。上記に代えて又は上記に加えて、断面はチューブ２２の主軸
に対して非対称であってもよい。上記に代えて又は上記に加えて、チューブの断面形状は
、スペーサの軸方向寸法に沿って変化してもよい。本発明の好ましい実施形態では、断面
及び／又はチューブ素材の厚みの変化は、スパイクの位置及び／又は求められるその機能
による。例えば、チューブの直径は、エンドキャップにおいて増大する。
【０１５７】
ワイヤ
　図２Ｍは、ワイヤ１２１を示す。このワイヤ１２１は、例えば、スペーサの拡張を制限
することに使用できる。図において、ワイヤ１２１は、隣り合うスパイク、スパイク１２
３及びスパイク１２５、の先端間のとりうる距離を制限する。このようなワイヤが、スペ
ーサの周囲の全てのスパイクの先端間に形成された場合、スパイクが拡張できる最大限が
ワイヤの長さにより制限される。上記に代えて又は上記に加えて、ワイヤは、２つのスパ
イク間の角度距離のみを制限することであってもよい。上記に代えて又は上記に加えて、
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このようなワイヤは、スパイクと、スペーサの拡張されない部分とを結ぶことであっても
よい。上記に代えて又は上記に加えて、このようなワイヤは、スパイクの先端以外の部分
、例えばスパイクの足部の中央に取り付けられてもよい。実施形態によっては、ワイヤ配
置が、スペーサの回りに一様に分布するのではない。例えば、軸方向位置、径方向位置の
関数、及び／又はスパイク形状又は分布のである。上記に代えて又は上記に加えて、いく
つかのワイヤは、スペーサの挿入前に、医者によって切断又は除去されてもよい。
【０１５８】
スペーサの断面
　一般に、拡張されたスペーサの断面は、所望の用途に合うように適当に選択される。椎
骨では、椎間板を、それぞれが脊柱の端に配置された平行な２つのスペーサに置き換える
ことができる。このような配置において、椎骨間スペーサの断面は、端よりも中央が厚い
矩形の箱に近いものとなる。本発明の好ましい実施形態では、前述したように、スパイク
の長さ又はチューブの直径を変化させることにより断面を軸方向に変化させられる。上記
に代えて又は上記に加えて、スペーサの断面形状は、円形から、例えば矩形又は正方形に
変化させられる。正方形のスペーサは、たいてい、丸いスペーサより動き回ることがない
。
【０１５９】
　本発明の好ましい実施形態において、断面の形状は、軸に沿って変化してもよく、例え
ば、半径が軸と共に増大若しくは減少し、又は、砂時計の形状、若しくは葉巻の形状に近
いものであってもよい。あるいは、断面形状は、例えば、一端で円形であり、他端で正方
形となるように変化してもよい。
【０１６０】
スペーサの軸形状
　本発明の好ましい実施形態において、チューブ２２の軸は、すぼんだ形態でも、拡張さ
れた形態でも実質的にまっすぐである。あるいは、スペーサの挿入中、及び／又は挿入完
了後において、スペーサの軸は曲がっていてもよく、ピースワイズに折れ曲がっていても
よい。上記に代えて又は上記に加えて、すぼんだスペーサにおいて、スペーサの軸は、曲
がっていても、おれていてもよい。
【０１６１】
　一例では、スペーサは、挿入を補助するために曲がった形態で製造される。挿入中、ス
ペーサは、まっすぐに伸ばされる、及び／又は挿入された空間に合わせられることが好ま
しい。
【０１６２】
　他の例では、スペーサはまっすぐ挿入され、それから挿入された空間に合うように曲げ
られる。一例として、「Ｃ」字又は蹄鉄形状のスペーサは、１つのスペーサで椎間板全体
にとって代わる。
【０１６３】
　スペーサは、軸方向において曲がるように予め形成され、それから弾性又は超弾性によ
り挿入のための異なる形態に維持されてもよい。あるいは、例えば、部材７２が曲がった
スタイレットである場合（図２Ｅ参照）、又は曲がった束縛具を用いて（図２Ｆ参照）、
拡張中にスペーサを塑性変形させる。あるいは、スペーサは、例えば曲げることができる
スタイレットをスペーサの内腔に挿入して、それからスタイレットを（体の外側から）曲
げることにより、部分的に又は完全に拡張された後に曲げられる。
【０１６４】
　上記に代えて又は上記に加えて、スペーサは、拡張されたときに曲がるように構成され
てもよい。一例では、スパイクのスロットが、対向する側面に不均一に設けられ、これに
より、スペーサの対向する側面でリング部分が異なる軸方向寸法を有するようにする。図
２Ｎは、スペーサのレイアウトを示す。このレイアウトにおいて、一方のスパイク「Ａ」
は、スペーサの反対側にある第２のスパイク「Ｂ」より短い。スペーサが拡張された場合
、不均一なスパイク長のために、スペーサは曲がる。
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【０１６５】
　他の例では、スペーサの２つの側面においてスパイクの長さが等しくない。したがって
、それらスパイクが周囲の骨に押しつけられると、内腔が曲がる。あるいは、スパイクと
周囲の骨との間で所望の接触及び／又は接触圧が得られるように曲げの形態が選択される
。上記に代えて又は上記に加えて、スパイク長及び／又はスロットは、拡張したときにス
ペーサがその軸の回りにねじられるように構成される。例えば、スパイクのスロットが、
スペーサの軸に対して平行でない図５のように構成される。
【０１６６】
空間充填用のスペーサ
　実施形態によっては、椎骨間の空間をスペーサが可能な限り完璧に充填することが望ま
れる。特に、スペーサと椎骨とを最大限接触させることが望まれる。結果として、スペー
サがなるべく椎骨に埋め込まれないことが期待される。後述するように、このような結果
は、スペーサをメッシュ、織物、又はバルーンで包むことにより達成できる。あるいは、
図６Ｆ及び６Ｃと関連して後述するようなスパイクの形状も接触領域を増大させる。図６
Ｆの例では、椎骨に刺すための小さな伸長部がスパイクに設けられ、スペーサの滑りを防
止している。
【０１６７】
　図２Ｐは、拡張されたスペーサの軸に平行でない内部軸１３６を有するスペーサ１３０
を示す。本発明の好ましい実施形態において、スペーサ１３０は、椎骨間の空間５５に、
その空間の主軸に対して斜めの角度で挿入され、重要な人体構造へ損傷を与える危険性を
最小にする。しかし、スペーサが拡張されると、非対称に構成されたスパイク長により、
拡張されたスペーサの最終的な輪郭が椎骨間の空間５５に合う。図２Ｐの例では、スパイ
ク１３２の長さがスペーサに沿って減少し、反対側の対応するスパイクの長さが増大する
。椎骨間空間の他方の側から、図に示す点線１３８に沿って、第２のスペーサを挿入して
もよい。図２Ｐの実施形態において、図の面に垂直なスパイクの長さは等しいことが好ま
しい。しかし、他の実施形態では、これらのスパイクも、不均一な長さを示してもよい。
本発明の好ましい実施形態において、細長い部材６０（図２）は、スペーサの正しい向き
を示す印又は溝をその上に有する。
【０１６８】
筋違
　本発明の好ましい実施形態において、スペーサが拡張し、スパイクが広がると、本明細
書で「筋違」と呼ぶ付加的な構造要素が、２（若しくはそれ以上）のスパイク間、又は１
（若しくはそれ以上）のスパイクとスペーサのリング部分との間に張られる。明快のため
に、（拡張されたスペーサにおける）種々の筋違の形態を説明し、それから、そのような
筋違の形態を生成する仕組みについて説明する。
【０１６９】
　図３Ａ－３Ｅは、本発明の好ましい実施形態による筋違を備えたスペーサの軸方向の図
である。図３Ａを参照して、（拡張されたときの）スペーサ２００は、管状部分２０６と
、そこから径方向に広がる複数のスパイク２０２とを有する。複数の筋違２０４がスパイ
ク２０２の頂点をつないでいる。図３Ａの例において、拡張されたスペーサの輪郭は矩形
であり、スパイクを結びつける矩形の輪郭を形成するために４つの筋違が備えられている
。
【０１７０】
　より多い又は少ない数のスパイクを周囲に形成してもよく、例えば、図３Ｂに示すよう
に、６つのスパイク及び６つの筋違を備えてもよい。
【０１７１】
　全てのスパイクが、筋違によって、完全に相互連結させられる必要はない。例えば、図
３Ｃに示されるように、筋違２０４Ａはスパイク２０２Ａ及びスパイク２０２Ｂを結び、
筋違２０４Ｂはスパイク２０２Ｃ及び２０２Ｄを結ぶが、スパイク２０２Ａ及び２０２Ｃ
、又はスパイク２０２Ｂ及び２０２Ｄを結ぶ筋違はない。
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【０１７２】
　さらに、筋違を相互接続するパターンは対称である必要はない。例えば、図３Ｄに示さ
れるように、スパイク（及び筋違）は、スペーサの一方の側からのみ伸びている。可能性
として、これら及び／又は他の筋違に関する変形は、スペーサにおける軸方向位置及び／
又は径方向位置との関係で決まる。
【０１７３】
　さらに、あるスパイクは筋違に接続され、あるスパイクは全く筋違に接続されないこと
であってもよい。例えば、図３Ｅに示されるように、２つのスパイク２１０及び２１２が
筋違２１４によって接続されており、一方、スパイク２１６及び２１８は、いずれのスパ
イクとも接続されていない。
【０１７４】
　図３Ａ－３Ｅは、筋違が、同じ断面上のスパイクをスペーサが接続している所を示して
いる。いくつかの実施形態では、筋違によって、完全な環（実際には多角形）が形成され
る。あるいは、筋違は、軸方向に（も）ずれたスパイクを結ぶことであってもよい。例え
ば、筋違は、スペーサの軸に実質的に平行であってもよい。例えば、筋違の相互接続のパ
ターンは、スペーサの軸回りの螺旋を形成してもよい。これらの軸方向の相互接続は、ス
ペーサの円周回りの接続に追加するものであってもよく、又はそれに代わるものであって
もよい。
【０１７５】
　上記の図において、筋違は、隣り合うスパイクの頂点を結ぶものとして示された。本発
明の好ましい実施形態において、筋違は、隣り合っていないスパイクを結ぶ。上記に代え
て又は上記に加えて、筋違は、少なくともその一方の側をスパイクの頂点でない部分、ス
ペーサのスパイクでない部分、例えばチューブ、ワイヤ、又は他の筋違、に結合される。
【０１７６】
　本発明の好ましい実施形態において、筋違はまっすぐである。あるいは、少なくとも１
つの筋違は曲がっている。ある実施形態では、筋違が予め曲げられている。他の実施形態
では、筋違が、例えばその筋違の中央に接続されたワイヤ又は第２の筋違により、拡張過
程において曲げられる。好ましくは、曲げを管理するために、筋違上に弱化された部分が
形成される。
【０１７７】
　図３Ｆ－３Ｍは、スパイク間に筋違を備える１つの機構を示す。この例において、筋違
は、スパイクの頂点においてスペーサを囲む。本発明の他の実施形態において、筋違は、
付加的な又は代替的な機構を用いて提供される。例えば、スペーサを層状の素材で形成し
、その層状の素材において、スパイクを形成する層と異なる層により筋違を形成する。
【０１７８】
スペーサの継ぎ目
　ここで、継ぎ目のいくつかの型と、継ぎ目の動きの相対運動とについて考察することは
有益である：
　（ａ）拡張過程において軸方向にのみ移動する継ぎ目、例えばスパイクの基部の継ぎ目
；
　（ｂ）拡張過程において径方向に移動する継ぎ目、例えばスパイクの頂点；そして、
　（ｃ）角度方向に動く継ぎ目。
　さらに、一組の継ぎ目の間では数種類の相対運動がある、例えば：
　（ａ）相対運動なし－スペーサの同じ円周上にある２つのスパイクの基部；
　（ｂ）軸方向移動－同じスパイクの２つの基部の継ぎ目；
　（ｃ）径方向移動－スパイクの基部の継ぎ目と頂点の継ぎ目；
　（ｄ）一定距離－スパイクの基部の継ぎ目と頂点の継ぎ目；
　（ｅ）距離が変化－同じスパイクの２つの基部の継ぎ目；
　（ｆ）角度方向移動－拡張の間にスペーサがねじれる場合。
　場合によっては、これらのいろいろなタイプの移動及び相対運動は、１つの継ぎ目にお



(32) JP 4897766 B2 2012.3.14

10

20

30

40

50

いて組み合わされることもある。
【０１７９】
筋違形状
　図３Ｆ及び３Ｇは、すぼんだ状態にある筋違付きスペーサの展開図（３Ｆ）及び軸方向
から見た図（３Ｇ）である。展開図では、スペーサは軸方向に割って開かれ、上から見ら
れている（やや円筒図法に類似している）。
　図３Ｈ－３Ｊは、スパイクは広がっているが筋違がその最終的な位置にない準拡張状態
にある同じスペーサを示している（展開図、軸方向図、及び側面図）。
　図３Ｋ－３Ｍは、最終的な拡張状態にある同じスペーサを示している（展開図、軸方向
図、及び側面図）。
【０１８０】
　上記の図一式は、いくらか概略的であり、場合によっては、正しい形状がやや
歪んでいたり、あるいは、１つの図に示されている小さな形が他の対応する図に
示されていなかったりする。
【０１８１】
　以下の記述において、説明の簡単のために、スパイクの動きが筋違の動きから独立して
いる。しかし、本発明のいくつかの実施形態では、ここで独立した段階として説明されて
いることが、実際には組み合わされた１つの段階であり、その中では、筋違がその最終的
な位置へ移動している間にスパイクが拡張する。さらに、簡単のために、スパイクは幅も
厚みもないものとして示されているが、これは実際の実施形態と異なっている。
【０１８２】
　図３Ｆは、スペーサの軸部分を展開したレイアウトであり、４つのスパイクＡＥＩ、Ｂ
ＦＪ、ＣＧＫ、及びＤＨＬを示している。［ＡＥＩ」は、２つの基部の継ぎ目が「Ａ」及
び「Ｉ」であり、頂点の継ぎ目が「Ｅ」であるスパイクを描いている。筋違は、頂点の継
ぎ目の間、ＥＦ、ＦＧ、ＧＨ、及びＨＥに形成されている。図の両側に現れる点「Ｅ」は
、同じ点であり、レイアウト図であるために２つある。
【０１８３】
　図３Ｇは、すぼんだスペーサの軸方向の図である。この図において、Ａ、Ｅ、Ｉ（及び
Ｄ、Ｈ、Ｌ、　Ｃ、Ｇ、Ｋ、　Ｂ、Ｆ、Ｊ）は、単一の点として示されている。
　図３Ｈは、スパイクが完全に拡張された後のスペーサを展開したレイアウトである。各
スパイクＡＥＩ、ＢＦＪ、ＣＧＫ、及びＤＨＬは、実質的に単一の点として示されている
。なお、複数のスパイクはまだ軸方向にずれている。
　図３Ｉは、スペーサの軸方向の図である。この図において、スパイクは拡張しており、
筋違がスパイクの頂点を相互に連結している。
【０１８４】
　図３Ｊは、スペーサの側面図であり、筋違が最終的な形態にないことを示している。ス
パイクの拡張により筋違がスペーサの表面から持ち上げられていることが示されている。
スパイクは、少なくともその一端においてスペーサに直接取り付けられている。
【０１８５】
　図３Ｋは、拡張（及び軸方向の収縮）後のスペーサの展開されたレイアウトである。ス
パイクは、スペーサの同じ軸方向位置にあることが示されている。
　図３Ｌは、スペーサを軸方向から見た図であり、完全に展開されたスパイク及び筋違を
示している。
　図３Ｍは、スペーサの側面図であり、スペーサと筋違とが同じ軸方向位置にあることを
示している。
【０１８６】
スペーサのパラメータ制御
　スペーサの設計において、すぼんだスペーサ、及び／又は拡張されたスペーサの特性は
、スペーサの種々の形態で制御することで変えることができる。特に、下記の形態の１以
上を変えることができる：
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　（ａ）すぼんでいるスペーサの長さ；
　（ｂ）すぼんでいるスペーサの外形；
　（ｃ）スパイクの長さ、幅、数、密度、及び／又は外形；
　（ｄ）スパイク間、及び／又はスペーサの他の部分に対するスパイクの相対的位置；
　（ｅ）スペーサを構成する部分の、及び／又は、スパイクの、及び／又は、（もしあれ
ば）スペーサの拡張しない部分の材料の弾性、剛性、塑性、及び他の機械的特性；
　（ｆ）スペーサの冶金処理及び他の処理；
　（ｇ）スペーサの厚み及び厚みの変化；及び
　（ｈ）コーティング
【０１８７】
　特に、ことのほかここに説明するように、スペーサの異なる部分ごと、及び／又は、異
なるスパイクごとに上記の形態が異なっていてもよい。上記に代えて又は上記に加えて、
上記の点は、時間と共に変化してもよく、例えば、スペーサが徐々に「学習」した結果、
弾性が変化してもよい。
【０１８８】
スペーサの製造
　本発明の好ましい実施形態では、金属性のチューブをレーザ又は電子ビームで切断する
ことによりスペーサを製造する。金属製のチューブは、例えば押し出しにより管として成
形されてもよく、又は、例えば溶接によりシートから管として形成してもよい。溶接線は
、これは直線でないかもしれないが、スパイクの間に配置されることが好ましい。シート
は、はじめに切断され、及び／又は、さもなければ少なくとも部分的に形づくられてから
管に成形される。
【０１８９】
　本発明のいくつかの好ましい実施形態では、スペーサの選択された部分に冶金処理が施
される。ある実施形態では、例えば、レーザ、電子ビーム、又はプラズマビームにより（
切断するのではなく）加熱することによりスペーサの一部分を焼きなます。上記に代えて
又は上記に加えて、スペーサの残りの部分は、例えば外側又は内側に熱発散用の型枠を用
いて、又は加熱用のビームを遮断するマスクを用いて、ビームの加熱から保護される。型
枠は、銅又はアルミニウムのような熱伝導性の材料を含むことであってもよい。上記に代
えて又は上記に加えて、型枠は、能動的な冷却手段、例えば水、オイル、若しくはガスに
よる冷却手段、又は型枠材の昇華による冷却手段を有する。
【０１９０】
　本発明の好ましい実施形態において、焼き鈍しは、ねじられる又は曲げられる場所又は
領域をより柔軟にし、その一方で、（スパイクの足部及び筋違のように）歪まない部分を
より硬く維持するために用いられる。
【０１９１】
　他に考えられる（おそらく型枠を利用する）局所的な冶金処理としては、局所的なアブ
レーション（切り通さない）、イオンのデポジション、局所的な焼結、局所的な溶接、ク
ラッディング、メッキ処理、小さな孔の孔あけ、及び／又は材料のさらなる厚み付けがあ
る。拡張過程でスペーサの多くの部分が冷間加工を施されるので、実施形態によっては、
スペーサ全体を焼きなますことすらできることに留意すべきである。拡張過程は、焼きな
まされた部分と、焼きなまされていない部分との間の境界領域が過度に歪まないように注
意して、例えば拡張を押さえるための適当な型枠、例えば図２の束縛具を備えて行うこと
であってもよい。
【０１９２】
　本発明の好ましい実施形態における焼き鈍しプロセスは、（接触式又は非接触式の）セ
ンサを利用して、焼き鈍された場所、及び／又は焼き鈍されていない場所における局所的
な温度にフィードバックをかける。例えば、そのセンサは、焼き鈍し用のビームにより金
属が溶解してしまうことを防止するのに使用してもよい。そのセンサは、ビーム強度及び
ドウェル時間のリアルタイム制御に使用でき
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る。上記に代えて又は上記に加えて、そのセンサは、特定の領域が焼き鈍されるために、
さらに処理を施す必要があるかどうかを決定するのに使用できる。
【０１９３】
　図２０は、本発明の好ましい実施形態によるスペーサの一部１１００を示す。図におい
て、模様が付された領域は、スペーサの拡張を促進するために、焼き鈍しを施す部分を示
す。
【０１９４】
　図２０に示されるように、スパイクを形成するスリットは、まっすぐである必要なく、
例えば曲がっていてもよい。示されているように、スパイクの形状は、砂時計のそれであ
る。スパイクの中央を焼き鈍すことにより、砂時計の逆の形とすることもできる。
【０１９５】
　スペーサの孔は、応力を再生する(relive)ために用いられ、丸い必要はなく、例えば図
２１Ａ及び２１Ｂに示すように、スリットと孔の形状は、スプラインの形状をしている。
このような形は、スペーサに非平面的な応力が加わると、スペーサの面からスパイクが外
へ広がるので望ましい。示されている寸法は、１１×１１ｍｍの断面、及び４ｍｍのチュ
ーブ断面を有する前湾症用のスペーサの寸法である。
【０１９６】
　イスラエル受理官庁に同日に提出されたＰＣＴ出願に記載されているように、このよう
な局所的な焼きなましは、他のインプラント類、例えば歯科用のインプラント、又は髄内
釘、そして特に、４０％又はそれ以上の大きな伸長が要求される医療成形外科用のインプ
ラントの一部分にも応用できる。
【０１９７】
　本発明の好ましい実施形態では、スペーサに上記処置の１つ以上が施され、及び／又は
、スペーサの１以上の上記形態及び／又は設計特性が改善され、これにより、本明細書に
おいて特に記載するように、下記のスペーサの望ましい特性を得る：
　（ａ）弾性特性、好ましくは、力の作用方向の関数として；
　（ｂ）すぼみ特性、つまり、どれだけの径方向の力が（通常は望まれていないのに）ス
ペーサをすぼまさせ、そしてスペーサはどれだけすぼむか；
　（ｃ）挿入前、挿入中、及び／又は挿入後の軸方向、回転方向、径方向、ねじり方向、
及び／又は曲げの運動に対する抵抗；
　（ｄ）拡張されている最中、及び／又は適所に置かれた後に、体の構造の形に対する一
致度及び形を合わせる能力、事によると、スペーサの特性を変えること
が要求される
　（ｅ）骨と接触する仕方及び／又は程度、特に骨に食い込むことに関して；
　（ｆ）表面領域、特に新たに成長した骨へ付着及び／又は体を刺激する危険性に関して
；
　（ｇ）挿入、拡張、骨の固定、調整、及び／又は回収の方法及びその容易；
　（ｈ）作業域の大きさ、つまり、特定の医療状況に特定のスペーサを合わせるときの許
容誤差；及び
　（ｉ）新たに成長した骨の支持及び／又は質の向上
【０１９８】
スペーサの表面処理
　本発明の好ましい実施形態では、スペーサは、ＡＳＴＭ　Ｆ６７による第２等級の純粋
なチタンから作られる。内部ボルトは、好ましくは、ＡＳＴＭ　１３６によるＴｉ－６Ａ
Ｌ－４Ｖから作られる。
【０１９９】
　本発明の好ましい実施形態において、スペーサは６５０－８００℃の間で、好ましくは
真空中又は反応性のない雰囲気中で熱処理される。、例えば４００℃以上、７００℃以上
、又は８００℃以上の他の温度範囲及び／又は種々の焼き鈍し時間を用いてもよい。必須
ではないが、好ましくは、温度は１１００℃以下、１０００℃以下、又は９００℃以下で
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ある。焼き鈍し時間は、例えば、１ミリ秒、１秒、及び１０秒である。一般に、焼き鈍し
時間及び温度は、材料の種類及び／又は先に行われた材料の処理により変わる。場合によ
っては、表面を溶かすことさえも望ましい。
【０２００】
　スペーサは、熱処理の前又は後のいずれかに、（切断により）チューブから形成される
。もっとも、スペーサは、シートから形成されてもよく又は他の方法を用いて形成されて
もよい。
　その後、スペーサにいくつかの処理、汚染物質を取り去る、成形過程で生じたくずを取
り去る、尖った縁を滑らかにする、バリを取り去る、及び／又は微小な割れを縮小するた
めに、下記のうちの一以上を施すことができる。
【０２０１】
　最初の処理では、ＨＮＯ３を５ｍｌ、ＨＦを２ｍｌ含み、水を用いて１００ｍｌに仕上
げられた２５℃の試薬に１００秒間浸される。次にスペーサは、超音波攪拌されている６
０℃の水浴中で洗われ、すすがれる。次にスペーサは、空気乾燥される。
　第２の処理、機械的洗浄では、スペーサはトラマル内に置かれ、ガラス（好ましくは小
さな結晶を用いる）を吹き付けられ、砂を吹き付けられ、及び／又は（好ましくは粒子サ
イズが小さい）ダイヤモンドペーストで研磨される。
【０２０２】
　上記に代えて又は上記に加えて、例えば、６６０ｍｌのエタノール、４４０ｍｌの２－
ブトキシ－エタノール、及び過塩素酸の混合物、又は、（体積が）ＨＮＯ３が７０％、Ｈ
Ｆが１０％、及びＨ２Ｏが２０％の混合物を用いた電解研磨法が用いられる。電流は、例
えば約１００ｍＡ／ｍｍ２である。電圧は、例えば１５Ｖである。
【０２０３】
　上記に代えて又は上記に加えて、表面処理は、
　（ａ）油及びくずを除去するためにレーザ切断の後に光洗浄が行われる；
　（ｂ）水洗い；
　（ｃ）室温で１から５分の酸洗浄；
　（ｄ）水洗い；
　（ｅ）超音波攪拌されている６０℃の水で洗浄；及び
　（ｆ）空気乾燥。
からなる。
　酸洗浄用の酸は、例えば、２０－４０ｍｌのＨＮＯ３と、１－２ｍｌのＨＦの混合物を
水を用いて１００ｍｌにしたもの、又は、１０ｍｌのＨＮＯ３、５ｍｌＨＦ、及び３０ｍ
ｌの乳酸の混合物である。
【０２０４】
　表面処理の他の例は塩浴である：
　（ａ）５－１０分間、２０℃の塩浴に浸す；
　（ｂ）水で洗浄する；
　（ｃ）２－５分間、体積比１０％のＨ２ＳＯ４溶液に浸す；
　（ｄ）水で洗浄する；そして
　（ｅ）所望の厚さの層が除去されるまで酸に浸すことを繰り返す。耐酸材料を用いてス
ペーサを選択的に被覆することにより、選択性エッチングを行える。
【０２０５】
四角いスペーサの実施形態
　図４Ａは、本発明の好ましい実施形態による、拡張されたときに四角い断面を有するス
ペーサが拡張されていない形態にあるときの平面図投影図である。図４Ｂは、拡張された
状態における図４Ａのスペーサの平面投影図である。図４Ｃは、拡張された状態における
図４Ａのスペーサの斜視図である。上記の図は、本発明の好ましい実施形態の寸法をも含
んでいる。例えば、長さは１１４ｍｍ（非拡
張時）及び２３．９ｍｍ（拡張時）、各々の端の直径が４ｍｍ（非拡張時）及び１４ｍｍ
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（拡張時）、材質はチタン、厚みが０．５ｍｍである。上記に代えて又は上記に加えて、
材質は、ニチノール（ＮｉＴｉ）、チタン、外科用のステンレススチール、合成樹脂、複
合材、及び／又は種々の合金、例えば生物不活性合金、を含んでもよい。
【０２０６】
　本発明のいくつかの実施形態では、骨が内部へ成長するにつれスペーサが分解する用に
、スペーサを生物に吸収されるように作る。これにより、スペーサが、（リモデリングを
引き起こすような）局所的な高圧を椎骨に作用させる可能性が減る。スペーサの一部、例
えば鋭い端部、のみが吸収されてもよい。
【０２０７】
スペーサの仕上げ
　本発明の好ましい実施形態において、本明細書において説明するように、スペーサは滑
らかな表面を有する。一般に、滑らかな表面は、破砕する傾向、及び／又は微小な割れが
伝播する傾向が少ない。上記に代えて又は上記に加えて、骨の成長及び／又は付着を促進
するために、スペーサの表面の少なくとも一部が荒く仕上げられている。上記に代えて又
は上記に加えて、スペーサの表面の少なくとも一部は、骨又は柔らかい組織と係合するた
めの小さな棘を有する。いくつかの実施形態では、スパイクの先端及び／又は先端近くの
領域のみが円滑でない表面を有する。このような荒さ及び／又は棘は、滑らかなスペーサ
をコーティングすることによっても得られる。
【０２０８】
前湾症用のスペーサ
　図４Ｄは、本発明の好ましい実施形態による、図４Ａ－４Ｃのスペーサの変形例を示す
。これらの変形例では、スパイクが８つではなく６つの軸に交わる方向にのみ拡張してい
る。
【０２０９】
　スペーサ１１２１の側面図１１２０が示されている。示されているように、断面の直径
は、軸に沿って増大する。大きい方の直径は、患者の胃に近い方の端に備えられることが
好ましい。
【０２１０】
　正面図１１２２は、６つのスパイク方向のみが利用されていることを示している。スパ
イク１１２６は、２つの椎骨を引き離し、そして、スパイク１１２４は、スペーサ１１２
１を安定させる。背中には、水平方向の圧力は存在しないので、水平方向を向くスパイク
はこの実施形態には用意されていない。
【０２１１】
２重のスペーサ
　図４Ｅは、例えばスペーサの剛性を増大させるために、スペーサ１４２が他のスペーサ
１４０の内側で拡張されているというスペーサの形態を示す。本発明の好ましい実施形態
では、内側のスペーサ１４２のスパイク１４６が、外側のスペーサ１４０のスパイク１４
４のくぼみに合う形態を有する。上記に代えて又は上記に加えて、スペーサ１４０は、内
側のスペーサ１４２の拡張に対し、（例えば
図２Ｇのように）型枠として機能してもよい。実施形態によっては、このことは、内側の
スペーサのスパイクがより鋭い形となることを必要とするであろうし、及び／又は、拡張
する内側のスペーサのスパイクが適切に案内されるように、外側のスペーサの内部構造が
案内部のようになることを必要とするであろう。
【０２１２】
　あるいは、スパイク１４６は、例えば点線１４８で示すように、スパイク１４４に合わ
なくてもよい。好ましくは、いずれのスパイクも合わないように、及び／又は、一方の側
面及び／又は一部分のスパイクのみが合うように、２つのスペーサは選択される。
【０２１３】
　一般に、第１のスペーサの剛性が小さすぎることが確認されると、内側用のスペーサが
第１のスペーサの中に挿入される。場合によっては、このことは、スペーサ１４０の拡張
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が制限された結果として生じるので、スパイク１４４の基部は幅が広くなっている（結果
として弱いスパイクとなる）。好ましくは、内側のスペーサは、同じ処置の間に挿入され
る。あるいは、内側のスペーサは後で、例えば最初の処置が完了してから数日後に挿入さ
れてもよい。
【０２１４】
　１つのスペーサを他のスペーサの内側に挿入することに代えて又は加えて、他の形態を
有する単一の椎骨間空間（又は他の体の空間）に複数のスペーサを用いてもよい。ある形
態では、椎間板が、脊柱の各々の端に１つずつおかれた２つの平行なスペーサで置き換え
られる。一般に、その２つのスペーサは接触しない。あるいは、２つのスペーサは曲げら
れて、それらの一つの又は二つの端部で接触してもよい。他の例では、２、３、４、又は
それ以上のスペーサが同軸に、例えば直列に挿入されてもよく、及び／又は、同一平面に
、例えば並べて挿入されてもよい。一般的に、少なくとも摩擦及び／又はスパイク固有の
柔軟性のために、２つのスペーサのスパイクが連結する。場合によっては、スパイクの間
隔及び／又はスパイクの形状は、そのような連結を促進又は抑制するように選択してもよ
い。スペーサが直列に挿入される場合、連結を促進するために、スペーサは、前方に折れ
曲がったスパイク、及び／又は後方へ折れ曲がったスパイクを含んでいてもよい。複数の
スペーサは、同時に拡張されてもよい。あるいは、第１のスペーサが既に拡張された後に
限り第２のスペーサが拡張される。しかしながら、恐
らく、第１のスペーサの拡張は、第２のスペーサの拡張に合わせるように調整されるであ
ろう。場合によっては、スペーサは同軸ではなく、例えば図２Ｐに関連して説明したよう
に、それらの軸はほぼ直角である。
【０２１５】
　上記に代えて又は上記に加えて、恐らく１つのスペーサで十分である空間を充填するの
に複数のスペーサを用いてもよい。場合によっては、複数のスペーサを用いた方が、空間
及び／又は脊柱の支持の制御がしやすい。
【０２１６】
　本発明の好ましい一実施形態において、スペーサは、例えば複合化した、及び／又は局
所的に変えられた機械的特性を得るために、種々の材料を含んでいてもよい。上記に代え
て又は上記に加えて、例えば骨の成長を促進するために、スペーサ間の電気化学的ポテン
シャルを小さくすべく種々の材料を用いてもよい。上記に代えて又は上記に加えて、スペ
ーサを構成するのに２層の材料を用い、そのスペーサの層の間に絶縁体を備えることによ
り、小さな電位差ポテンシャルを得ることができる。恐らく、電圧源はスペーサ間で接続
され、回路は体液で閉じられる。
【０２１７】
螺旋状に切れ目を入れたスペーサ
　図５は、スリット１５２が螺旋状のパターンでスペーサ上に形成されたスペーサ１５０
を示す。この実施形態では、軸方向の力よりも、スペーサに回転方向の力を加えることで
スペーサ１５０を拡張できる。本発明の好ましい実施形態では、骨に適した固定具を提供
すべく、例えば一組の伸張部１５４で例示されるように、骨と噛み合うようにスペーサの
一端が変形される。本発明の好ましい実施形
態において、伸張部１５４は、例えば点線１５６により示されるように、外に折れ曲がり
、スペーサが拡張する前に径方向において骨と噛み合う。好ましくは、伸張部が弾性又は
超弾性材料から作られ、スペーサが適切な場所に挿入されるまで軸方向の形状に維持され
る。このような固定方法は、ここに記載されている本発明の他の実施形態においても有用
である。しかし、本発明の他の実施形態では、スペーサを固定しなくても適切な場所で拡
張できるので、骨の固定部は備えられていない。
【０２１８】
スパイクの変形例
　図６Ａ－６Ｖは、本発明の好ましい実施形態によるスパイクの変形例、及び／又はスパ
イクの向き、及び／又はスパイクの配置パターンを示す。
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【０２１９】
スパイクの側面の輪郭
　図６Ａ－６Ｋは、本発明の好ましい実施形態による、種々のスパイク側面の（つまり、
スペーサの側面からみた）輪郭を示している。一般に、スパイクの両側の輪郭はつり合っ
ている。しかし、本発明のいくつかの好ましい実施形態では、その輪郭は、幅方向におい
て変化してもよい。例えば、スパイクに垂直な面、及び／又はスパイクの軸に平行な面へ
のスパイクの投影は、四角形であってもよくが、三角形であってもよく、例えば砂時計の
ようなより複雑な形であってもよい。
【０２２０】
　図６Ａは、三角形の輪郭を示している。しかし、スパイクの頂点は、通常、もっと丸い
であろう。
　図６Ｂは、四角形の輪郭を示している。
　図６Ｃは、逆算角形の輪郭を示している。
　図６Ｄは、砂時計の輪郭を示している。６Ｃ及び６Ｄの輪郭は、隣り合う骨と大きな領
域で接触するという利点を有し得る。おそらく、図６Ｄのスパイクの利点は、つぶれるこ
とに対する抵抗力、及び、つぶれるても、部分的であり、完全につぶれる代わりにスパイ
クが短くなることが見込まれるということにある。これら逆さまのスパイクの他の利点は
、それらの逆さまになった基部が隣り合うスパイクの基部に寄り掛かり、恐らくスペーサ
の剛性を高め点である。
【０２２１】
　図６Ｅ及び６Ｆは、２段スパイクを示している。このようなスパイクにおいて見込まれ
る利点は、上段のスパイクが、下段のスパイク部分に影響を与えることなく、つぶれるこ
とができる点である。他に見込まれる利点は、大きな加重に耐えられる下段のスパイクと
、隣接する骨組織によりよく噛み合う上段のスパイクを提供する点である。このようなス
パイクの他に見込める利点は、スパイクと骨の間により大きな接触面を提供する点である
。
【０２２２】
　図６Ｇは、非対称なスパイクを示している。なお、ここで説明する他のスパイクも非対
称に構成することができる。
　図６Ｈは、スペーサ表面よりも低い部分を有するスパイクを示している。
　図６Ｉは、張り出しており、スペーサに対して角度が垂直でないスパイクを示している
。角度は、８９°と２０°の間でもよく、例えば約４０°、約６０°、約７０°、又は約
８０°である。上記に代えて又は上記に加えて、スパイクの輪郭は曲がっていてもよい。
【０２２３】
　図６Ｊは、一つの腕部のみがスペーサに結合されているスパイクを示している。このよ
うなスパイクは、好ましくは、張り出すための細片にあらかじめ荷重をかけ、スペーサが
挿入及び／又は軸方向に収縮されるまで、平な位置に維持することにより製造される。本
発明の好ましい実施形態では、スペーサが短縮された場合、スパイク要素がスペーサ表面
より上にあり、スペーサ表面によって、より張り出した形状へと導かれる。場合によって
は、スパイクと交差するスペーサの表面はスペーサから出っ張り、（軸方向の移動を許容
するよりも）スパイクを径方向へさらに押しやる。
　図６Ｋは、複数のサブスパイクを有するスパイクを示している。
【０２２４】
スパイクの方向
　図６Ｌ－６Ｎは、スペーサの軸に垂直な面におけるスパイクとスペーサ間の角度の変形
例を（軸方向からみた図を用いて）示している。右に傾いたスパイクが示されているが、
本発明のいくつかの好ましい実施形態では、左に傾いたスパイクが用いられている。
　図６Ｌは、スペーサ表面に垂直なスパイクを示している。
　図６Ｍは、スペーサ表面に対して中間の角度、例えば１０°と８０°の間、例
えば約３０°、約５０°、又は約７０°にあるスパイクを示している。
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　図６Ｎは、スペーサ表面に対して平行なスパイクを示している。
【０２２５】
　図６Ｏ－６Ｓは、スペーサ軸に垂直な平面におけるスパイクの輪郭の変形例を（軸方向
からみた図を用いて）示している。スパイクを規定するスリットを所望の輪郭の形状に切
ることにより、スパイクの輪郭における変化に影響を及ぼすことができる。好ましくは、
スパイクを規定する領域が矩形の形状を有するようにスペーサ表面の部分が除去される。
しかし、これは必須ではない。前方の輪郭のみが示されている。一般に、後方の輪郭は前
方の輪郭とそろっている。しかし、本発明のいくつかの好ましい実施形態では、前方と後
方の輪郭が異なっていてもよい。
【０２２６】
　図６Ｏは、矩形の輪郭を示している。
　図６Ｐは、台形の輪郭を示している。
　図６Ｑは、三角形の輪郭を示している。
　図６Ｒは、斜めになった輪郭を示している。
　図６Ｓは、曲がった輪郭を示している。
【０２２７】
スパイクの配置
　図６Ｔ－６Ｖは、本発明の種々の好ましい実施形態による、すぼんだスペーサの表面上
におけるスパイクの展開されたレイアウトを示している。
　図において、スペーサは拡張され、軸方向に切断され、平らにされ、上から見られてい
る。スパイクは、上から見たときに他の形、典型的には矩形をしているかもしれないが、
その位置は、円で示されている。径方向、及び／又は軸方向、及び／又は空間の密度は、
いくつかの実施形態で図に示すものとは異なる可能性がある。
【０２２８】
　図６Ｔは、互い違いのスパイクパターンを示している。このパターンにおいてスパイク
はリング状に配置されており、そのリングの間に角度方向のオフセットある。リング毎の
スパイクの数は、全てのリング間で同じでもよく、周期的に及び／又は軸方向位置の関数
として異なっていてもよい。このパターンは、６角形のグリッド配列のようにも見える。
　図６Ｕは、矩形グリッドのグリッド頂点に配置されたスパイクの一様な分布を示してい
る。
【０２２９】
　図６Ｖは、軸方向位置の関数として軸方向のスパイク密度が変化するスパイク分布を示
している。上記に代えて又は上記に加えて、径方向の密度が、軸方向位置の関数として変
化してもよい。上記に代えて又は上記に加えて、径方向の密度は、径方向位置の関数とし
て変化してもよい。上記に代えて又は上記に加えて、軸方向の密度は、径方向位置の関数
として変化してもよい。
【０２３０】
複数の足部を有するスパイク
　図６Ｗ及び６Ｘは、２以上の足部を有するスパイクを示す。特に図６Ｗのスパイク３０
０は、３つの足部３０２、３０４、及び３０６を有する。図６Ｘにおいて、スパイク３０
８も３つの足部を有する：２つの足部３１４及び１つの足部３１２である。スパイク３０
８が（図に垂直な方向に）張り出すと、バー３１０が、前述したいくつかのスパイクのよ
うに曲がるよりはむしろ、ねじれる。利用可能な別のタイプの変形は、ピボット型の変形
である。このピボット型の変形では、継ぎ目がスペーサの中に形成される。この様な継ぎ
目は、スペーサの他の部分とは異なる材料（又は異なる処理を施された材料）を継ぎ目に
用いることで形成されるだろう。これらの変形のタイプ（曲げ、ねじり、及びピボット）
及び／又は他の変形タイプは、筋違及びワイヤを形成することにも用いることができる。
図６Ｘにおいて、例えば足部３１２が足部３１４の間へと軸方向に移動する場合には、ス
パイク３０８の基部の幅はゼロになるであろうことに注意する。
【０２３１】
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リフトアップ・スパイク
　図６ＸＡ－６ＸＣは、リフトアップ機構を示す。リフトアップ機構では、スパイク（こ
の例では頂部が平坦なスパイク）が拡張されていないスペーサの面から持ち上げられる。
図６ＸＡは、側面図であり、図６ＸＢは、斜視図であり、図６ＸＣは、平面の見取り図で
ある。図６ＸＢ及び図６ＸＧ（後述）を参照する。スペーサ部分の端部３１５及び３１６
がくっつけられると、足部３２０が曲がり、部分３１８が矢印の方向へスペーサから外へ
持ち上げられる。本発明の好ましい実施形態では、足部３２０がその端部において弱化さ
れており、足部は、弱化された領域及び／又は弱化により規定される方向にのみ曲がる。
【０２３２】
　図６ＸＤ－６ＸＨは、リフトアップ機構の代案を示す。この代案において、複数の足部
３２０’及び持ち上げ部３１８’は、実質的に、スペーサの同じ半面にあるので、２つの
対称に向かい合うリフトアップ・スパイクを１つのスペーサ部分に作ることができる。図
６ＸＨは、平面見取り図であり；図６ＸＤ及び６ＸＥは、すぼんでいるスペーサの側面図
であり；図６ＸＨは、すぼんでいるスペーサの斜視図である。図６ＸＧは、拡張され、部
分３１８がスペーサから持ち上げられているスペーサの側面図である。この図は、図６Ｘ
Ａ－６ＸＣに同じように当てはまる。
【０２３３】
　リフトアップ・スパイクの一つの利点は、持ち上げられる部分は曲げられないことから
、湾曲している材料片からリフトアップ・スパイクを容易に形成できることである。リフ
トアップ・スパイクの他の利点は、より大きな面接触領域を提供する能力があることであ
る。その接触領域は、スパイクを付けたときよりも滑らかにすることができる。
【０２３４】
選択的弱化
　図６ＸＩ－６ＸＬは、図６Ａ－６Ｋに示したスパイクの輪郭のいくつかを達成すること
を補助するために、スペーサ材を弱化する例（スペーサの軸方向部分を取り去った側面図
を用いて）を示す。図示した弱化は、スペーサ表面に垂直な方向に材料をエッチング及び
／又は切断するというものである。弱化は、化学的処理又は冶金処理により、例えば継ぎ
目に小さな孔をあけるなど、他の方法によって達成してもよい。さらに、弱化の方向は、
他の方向、（図６ＸＡに示すように）例えばスペーサの表面に沿った方向、又はそこに対
して斜め方向であってもよい。上記に代えて又は上記に加えて、スペーサの弱化及び／又
は強化は、優先的に歪む方向を定めるために加えてもよい。図６ＸＩは、対称形のスパイ
クを得ることを補助する弱化パターンを示している。図６ＸＪは、非対称形のスパイクを
得ることを補助する弱化パターンを示している。図６ＸＫは、平坦な頂部のスパイクを得
ることを補助する弱化パターンを示している。図６ＸＬは、円弧形状のスパイクを得るこ
とを補助する弱化パターンを示している。
【０２３５】
スパイクの組み合わせ
　これまでの図では、個々のスペーサの形を例示したが、本発明のいくつかの好ましい実
施形態では、一つのスペーサに、事によると一つのスパイクに、２以上の上記図面におけ
る形を組み合わせることができる。その選択される特定のスパイク形状は、とりわけ、ス
ペーサの予定される用途に依存するであろう。特に、スパイクの組み合わせ及び／又は形
状は、例えば隣り合わせるスパイクが互いにもたれかかる、又は互いに係合するというス
パイク間で望まれる相互作用に応じて選択されるだろう。
【０２３６】
突出部
　図７は、本発明の好ましい実施形態によるスペーサ部分４００における突出部を概略的
に示している。上記部分は、側面図及び斜視図で示されている。部分４００は、スパイク
４０２及び（場合によってはリング部分である）基部４１０を有する。本発明の好ましい
実施形態では、スパイク４０２の剛性を高めるために、及び／又は圧力によりすぼむこと
を防止するために、突出部４０４及び／又は突出部４０６が備えられている。突出部４０
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４の例では、突出部４０４が動きを妨げるので、スパイク４０２は右に折れ曲がることが
きない。突出部４０６の例では、そのような動きは再び妨げられる。突出部４０６は、ス
パイク４０２と（軸方向及び／又は径方向にずれた）隣接するスパイク４０８との間の隙
間を埋めることにより、スペーサの剛性を高めることに代わる又はそれに付加される機能
を有することができる。
【０２３７】
　本発明の好ましい実施形態において、突出部は、スペーサの厚みの変化させることで作
られる。あるいは、突出部は、外へ（又は内へ）折れ曲がるチューブの一部から構成され
てもよい。好ましくは、その部分は、外側に存在するように作られ、スペーサがすぼんで
いる間は、例えば外側にある束縛具を用いて内側に保持される。あるいは、突出部は拡張
により作られてもよく、例えば突出部は、小さなスパイクから構成されてもよい。
【０２３８】
軸方向収縮の制限
　図８Ａは、本発明の好ましい実施形態によるスペーサ４２０を示している。スペーサ４
２０は、スペーサのチューブ部分４２２の構造により、軸方向の収縮が制限されている。
スペーサ４２０が拡張する場合、チューブ４２２が軸方向に縮み、スパイク４２４が張り
出す。さらに、両側のチューブ部分が互いの方向へと進む。これらの部分は、図中、タブ
４２８及びタブ４２６と印を付けられている。しかし、タブは一つだけが必要であり、他
方のチューブ部分はスパイクの基部と面がそろっていてもよく、あるいは、それよりも下
がってすらいてもよい。２つのタブが当たると、さらに軸方向に縮むことは不可能になる
か、厳しく制限される。さらなる収縮は、もし起こった場合は、一方のタブがつぶれるこ
と、又は、一方のタブが他方のタブの上を移動することを要する。図６Ｊに関連して言及
したように、この様なタブは、スパイクの張り出し方向をガイドするのに役立つであろう
。
【０２３９】
　本発明の好ましい実施形態において、スペーサの機械的特性、例えば応力、の調整は、
例えば外部から針を作用させて一方のタブを他方のタブと相対的に動かし、それらタブが
軸方向の運動を続けることができるようにすることで行う。なお、この様な軸方向の運動
が可能になると、スペーサはさらに拡張できる。
【０２４０】
　拡張されたスペーサ及び／又はスペーサ上の個々のスパイクの最終的な長さ及び／又は
形状は、タブ４２６及び４２８により相当影響される。本発明の好ましい実施形態では、
軸方向の圧縮をタブが妨げるように、又は妨げないように、タブを取り去る及び／又は曲
げることにより、スペーサを特定の用途に合わせる。一例として、この様なタブは、外科
医がＸ線画像での最終的な測定を行った後に、手術室でその外科医によって除去されても
よい。他の例では、スペーサが合わない場合に、スペーサを取り去り、調整して、再挿入
する（又は、新しい、調整済みのスペーサが挿入される）。
【０２４１】
　本発明の実施形態では、タブ４２６（及び４２８）は、スペーサの長さ全体にわたって
一様に分布していてもよい。あるいは、軸方向に不均一に分布していてもよい。上記に代
えて又は上記に加えて、径方向に不均一に分布していてもよい。上記に代えて又は上記に
加えて、タブの長さがスペーサの場所により異なっていてもよい。スペーサ上のタブの不
均一な分布は、拡張されたスペーサが曲がった形状となる、及び／又は、スパイクが不均
一な長さを有することの原因となる。
【０２４２】
軸方向の収縮制限の代案
　図８Ｂは、本発明の他の実施形態を示す。この実施形態では、スペーサ４３０の一部が
自身の上に折り畳まれ、スペーサの軸方向の縮みを制限する。本発明の好ましい実施形態
において、この様な折り畳みは、スペーサ４３０の細片を例えば参照番号４３６で示され
る複数の箇所で弱化することにより達成される。好ましくは、弱化は、素材を折る側にお
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いて薄くすることを含む。上記に代えて又は上記に加えて、その部分は波状の形に予め形
成され、そして、（例えば塑性変形する前の）張り出していないスパイク、又は、（例え
ば図２に関連して前述したような）制限装置のいずれかにより折り畳まれていない状態に
維持される。点線４３８は、スペーサが拡張したときのスパイクの張り出しを示す。
　本発明の他の実施形態では、スペーサの内腔の外の代わりに中へスパイクが張り出し、
それによりスペーサの軸方向の収縮を制限する。
【０２４３】
　図８Ａ及び８Ｂに示された実施形態では、軸方向収縮を制限する要素は、スパイクの代
わりに配置されているように見える。このことは可能であるが、これは必須ではない。本
発明の他の実施形態では、タブ及び／又は波状に折り曲げられたチューブ部分の少なくと
もいくつかを半径方向においてスパイクの間に配置でき、例えばある半径に４つのスパイ
クと４つの軸方向収縮制限要素を含めることができる。上記に代えて又は上記に加えて、
例えば図８Ａに点線４２７及び４２９により示すように、タブが、スパイク自体の一部と
して形成されてもよい。
【０２４４】
穴掘り用の工具
　図９Ａは、本発明の好ましい実施形態による穴掘り用の工具４５０を示す。本発明の好
ましい実施形態では、工具４５０は、スペーサの挿入に先立って椎間板を砕くのに用いら
れる。工具４５０は、好ましくは、シャフト４５２と先端部４５４とを有する。本発明の
好ましい実施形態では、先端部４５４が、スペーサとの関連で前述したように、半径方向
に膨張可能な要素を有する。これにより、工具は、すぼんでいる直径で挿入でき、掘るべ
き空間内でのみ膨張させることができる。シャフト４５２が回転させられると、先端部４
５４も回転し、椎間板の物質を砕く。
【０２４５】
　本発明の好ましい実施形態では、工具４５０の全体が単一の材料から作られる。あるい
は、異なる固さ、剛性、及び／又は耐研磨性のある材料を先端部に用いてもよい。上記に
代えて又は上記に加えて、先端部４５４の中の側部及び／又は端部は、粉砕を促進するた
めに、尖らせる、及び／又は研磨性材料を被覆することであってもよい。
【０２４６】
　図９Ｂには、図９Ａの工具が描かれており、本発明の好ましい実施形態に従い曲げられ
た形態が点線により示されている。一般に、掘られる空間の形状は、円断面ではない。本
発明の好ましい実施形態では、少なくとも先端部４５４の近傍にでシャフト４５２を曲げ
ることで、先端部４５４の届く範囲をより大きくしてもよい。上記に代えて又は上記に加
えて、先端部４５４自身を曲げてもよい。本発明の好ましい実施形態では、シャフト４５
２内に形成された内腔４５６内へスタイレット４５８を挿入することにより曲げを行う。
あるいは、近傍４６２が柔軟で、先端部４５４が自由に曲がることを許容する。
【０２４７】
　本発明の好ましい実施形態では、スタイレット４５８は、シャフト４５２とともには回
転せず、先端部４５４は一定の角度に維持され、たとえば先端部４５４を位置４６０に維
持する。あるいは、スタイレット及びシャフトは同期して回転させられる。
【０２４８】
　上記に代えて又は上記に加えて、工具４５４は、工具４５４の軸方向の収縮により曲げ
られてもよい。上記に示したように、タブ４２６の不均一な分布のために（図８Ａ）、軸
方向の収縮がスペーサの２つの側面で等しくなくてもよい。一例では、標準的な軸方向の
収縮は、まっすぐな工具の先端部をもたらす。軸方向の収縮が増大された場合（例えば、
そしてスパイクがより拡張され、及び／又はより多くのタブが当たると）、工具は一方の
方向へ曲がり、そして、収縮がさらに増大すると、工具は他の方向へ、おそらく反対の方
向へ曲がる。
【０２４９】
　本発明のいくつかの好ましい実施形態では、工具４５０内の内腔が、他の用途を有して
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いてもよい。これらの用途は、内腔４５６と同じ内腔を用いてもよいし、独立した内腔を
必要としてもよい。その用途は、シャフトが回転している間、及び／又はシャフトが静止
している間に利用されてもよい。このような内腔の一つの用途に、砕かれた椎間板の物質
を吸い出すことがある。他の用途は、流体、例えば医薬、組織軟化剤、及び／又は医療画
像造影剤、を注入することである。上記に代えて又は上記に加えて、内腔は、例えばレー
ザ光線、ナイフ・エッジ、低温手術用の工具、ＲＦコイル又は電気カッター、を内腔を通
して供給することによる切断作用を提供するために用いられてもよい。上記に代えて又は
上記に加えて、研磨剤の高圧流を供給してもよい。上記に代えて又は上記に加えて、内腔
は、クリップ又はステープルのような、内視鏡手術用の工具及び／又は組織結合器を提供
するために用いられてもよい。上記に代えて又は上記に加えて、内腔は、光学的検査手段
又は超音波検査手段のような、画像形成手段を提供することに用いられてもよい。上記に
代えて又は上記に加えて、内腔を介して、スペーサを提供し、及び／又は拡張させ、及び
／又はすぼませてもよい。本発明の一つの好ましい実施形態では、椎間板が除去された後
に、工具自体をさらに膨張させてスペーサとして用いてもよい。
【０２５０】
　本発明のいくつかの好ましい実施形態によれば、内腔の上記用途は、スペーサによって
も行える。特に、工具４５０は、スペーサを通して提供されてもよい。他の例では、第２
のスペーサを第１のスペーサを通して挿入してもよい。第２のスペーサの挿入は、第２の
スペーサの部材６０を拡張されたスペーサの中を通すことにより行う。
【０２５１】
スペーサの外形の他の用途
　前述したように、拡張可能なスペーサは、脊柱融解に特に適している。しかし、類似の
外形をした装置は、他の用途を有していてもよい。一つの用法は、例えば、先に言及した
ＰＣＴ刊行物ＷＯ９８／３８９１８に記載された一般的な要求を満たす骨の固定装置であ
る。図１０Ａは、（この例では骨の固定具として用いられている）スペーサ７０４が挿入
された骨折部７０２を有する骨を例示している。オプションとしての細長い部材７０６が
、例えば図２との関連で前述したように、ガイドとしてあってもよく、又はスペーサの延
長部用としてあってもよい。本発明のスペーサは、いくつかの実施形態では、小さな孔を
通して、おそらく切開手術をせずに、挿入できる。スペーサは、少なくともその先端部に
雄ねじを有し、それによって骨の中へねじ込むことができることとしてもよい。好ましく
は、切開手術による切り口を必要とせずに、骨にもうけた同じ孔又は新しい孔を通してス
ペーサを除去することもできる。図１０Ｂに示されるように、スペーサの挿入が完了する
と、スペーサの調整及び／又は除去を補助するために、恐らくスペーサの延長部を用いて
、フレア状の開口部７０８が骨に維持される。あるいは、通常、スペーサは骨の大きな容
積を塞ぐのではないので、スペーサを除去する必要がないかもしれない。図１０Ｃは、曲
がった骨７１０、例えば肋骨、へのスペーサの挿入を示している。このようなスペーサは
、小さな骨、例えば指の骨、にも挿入することができる。
【０２５２】
歯科用インプラント
　図１１は、本発明の好ましい実施形態による歯科用インプラント６００の分解図である
。顎６０１において歯が失われ、その後に穴６０２が残っている。本発明の好ましい実施
形態では、拡張可能なスペーサ６０４が穴に挿入され、そこで拡張され、歯の被せ物６０
６用の支えを形成する。好ましくは、粉状の骨又は歯の物質のような充填剤が穴６０２を
充填するために用いられる。歯の被せ物のための完全な支えを形成する代わりに又はそれ
に加えて、支えと、穴６０２の壁との間の空間を充填するために拡張可能なスペーサを用
いることもできる。上記に代えて又は上記に加えて、複数の根を有する自然の歯の一つの
根を拡張可能なスペーサで置き換えてもよい。骨の組織、歯の物質、神経組織、及び／又
は血管は、スペーサの中空部の中へと成長できることに注意する。強化のために、内部の
支え、例えば図２との関連で前述したねじ、をスペーサの中に挿入することであってもよ
い。
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【０２５３】
柔軟な生組織の結合器
　図１２Ａ－１２Ｃは、本発明の好ましい実施形態による、軸方向に収縮する、生組織の
留め具６１０の使用状態を示している。組織６１２が組織６１４に留められる。留め具６
１０の先端部６１１は、好ましくは先鋭であり、おそらく返し又は曲げが設けられており
、好ましくは、図１２Ａに示すように２つの組織を突き通す。留め具６１０は、幅が狭く
及び／又は柔軟であり、このためにカテーテル、内視鏡を用いた、及び又は外部のシリン
ジのような装置を用いた応用に適している。
【０２５４】
　図１２Ｂにおいて、第１の組のスパイク６１６及び／又は第２の組のスパイク６１８が
、好ましくは張り出し、組織が互いから離れないようにしている。一組のスパイク、例え
ばスパイク６１６、のみが張り出している場合には、２つの組織をまとめるために留め具
を軸方向、例えば矢印６２０の方向、へ動かしてもよい。組織６１２及び／又は組織６１
４は、相当な厚みを有しうることに留意すべきである。このような場合、スパイクは、図
１２Ｂに示したように後ろではなく、組織の中へと張り出すことが好ましい。しかし、組
織を係合させるという機能は、果たされることが好ましい。
【０２５５】
　図１２Ｃにおいて、留め具６１０の残りは軸方向に収縮し、２つの組織を極めて近接さ
せる。留め具の中間部分６２２の幅は、スパイク６１６及び６１８が張り出されたときの
組織間の距離によるであろうし、及び／又は、処置の間に留め具が動いたかによるであろ
う。しかし、一般に、２つの組織間の距離は図１２Ａにおけるより相当小さくなり、２つ
の組織は、好ましくは相対運動をわずかに許容するか、全く許容しないように、部分６２
２により連結される。留め具（又は前述したようなスペーサ）は、互いに相対的に回転で
きる複数のリンクにより形成されてもよい。したがって、取り付けられた２つの柔軟な組
織は、おのおのがスペーサの異なるリンクにより保持された場合、互いに相対的に回転で
きる。本発明の好ましい実施形態において、このようなリンクの各々は、独立して拡張し
たり、すぼませたりできる。
【０２５６】
　前述したのように、留め具６１０のスパイクは、所定の順番で拡張することが好ましい
。しかし、図１２Ａ－Ｃの動作は、すべてのスパイクが同時に拡張されても生じる。一般
に、軸方向のわずかな収縮の後、スパイク６１６は、先端６１１により組織６１２に作ら
れた孔を通って引き戻されない程度に十分に拡張する。さらなる軸方向の収縮は、（組織
６１２を伸ばす／動かすことにより）孔における張力を増大させるが、スパイクの大きさ
をも増大させ、この結果、スパイクの引き戻しはあり得なくなる。
【０２５７】
　本発明の好ましい実施形態では、留め具６１０を正確に配置する必要はない。なぜなら
ば、一旦、組織６１２及び６１４が留め具６１０により曲げられ、それぞれ２つのスパイ
ク位置の間に置かれると、留め具のさらなる軸方向の収縮が、必ず組織を係合させ、それ
らをまとめるからである。
【０２５８】
　本発明のいくつかの好ましい実施形態では、部分６２２におけるスパイクの長さが、留
め具６１０の残りにおけるものより長く、より大きな軸方向の収縮を可能にしている。い
くつかの応用例において、留められた柔軟な組織の間にいくらかの「自由」空間を許容す
ることが望ましい。
【０２５９】
　本発明の好ましい実施形態において、一旦、図１２Ａ－１２Ｃのプロセスが完了すると
、留め具６１０は、それを適所に保持していた（不図示の）部材からその端部６２４にお
いて切り離される。あるいは、留め具６１０は、部材に保持されることなく、組織の中へ
注入され、自身で拡張できる弾性または超弾性の要素からなる。あるいは、留め具６１０
は、連続押し出しされた留め具の一部から構成されることであってもよい。柔らかい組織
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を留めることを求められた場合、図１２Ａ－１２Ｃにあるように留め具の短い部分が使用
され、そして留め具の残りの部分が切断される。したがって、要求される最小の直径、最
小限の道具交換及び／又は除去動作により、複合的な留めるための動作を実行できる。
【０２６０】
　代わりの実施形態として、単一のスパイクが、スパイク６１６及び６１８にかかってい
てもよい。図２Ｋ（マルチ－サブ－スパイクのスパイク例）に戻って、単一のスパイクは
、２以上のサブスパイク、例えばサブスパイク６１６及びサブスパイク６１８、を含んで
いてもよい。このような単一のスパイクが部分的に広がると、その２つのサブスパイクが
柔軟な組織と係合する。スパイクが続いて広がる（留め具の軸方向の圧縮）につれ、サブ
スパイクの各々の半径方向の広がりが増大し、そして互いに近づけられる。このような挙
動は、例えば図２ＸＩとの関連で前述したように、スパイクを適当に弱化させることによ
り制御できる。スパイクが異なる方向において異なる程度で弱化されていると、軸方向の
圧縮が加えられた場合に、弱化された場所が一般に最初に、次にもっとも強い場所が、折
れ曲がる。
【０２６１】
　柔軟な組織を柔軟な組織に留める代わりに、留め具６１０に似た留め具を柔軟な組織を
骨に取り付けるのに使用してもよい。一例において、先端部６１１が骨への固定具を有す
る場合、図１２Ａ－Ｃのプロセスは、骨の中にスパイク６１６を張り出す必要がない点を
のぞき、組織６１４を骨６１２へ取り付けるために実行することができる。あるいは、ス
パイク６１６は、骨をよりよく保持するために、小さな量だけ拡張される。あるいは、例
えば、先端部６１１が骨の皮質部分から柱部分へ突き抜けた場合、スパイク６１６は大き
な量を拡張される。
【０２６２】
　柔軟な組織を骨に留めることに代えて又はこれに加えて、骨を骨に取り付けるのに、及
び／又は２つの骨の間に引きつける力を加えるために、同様な留め具を使用することがで
きる。この実施形態では、スペーサが軸方向に短くなった場合に、スパイクが広がる必要
はないであろう。本発明の好ましい実施形態では、図６Ｋに示された、スパイクが最小量
張り出すスパイク形状が使用される。あるいは、スパイクは、好ましくは図６Ｋの逆のス
パイク輪郭を用いて、内腔の中へと「張り出す」ことでもよい。
【０２６３】
スペーサを用いての空間の充填
　拡張するスペーサの他の可能な用途は、体内の空洞を充填すること、及び／又は体の組
織の機械特性、例えば剛性、弾性、圧縮されたときの最小寸法、を変えることである。例
えば、このようなスペーサは、椎間板を硬化するのに使用できる。上記に代えて又は上記
に加えて、このようなスペーサは、新しい組織の成長のための枠組みとして使用できる。
上記に代えて又は上記に加えて、排膿を向上させるのに使用される。体の組織の機械的特
性を変えることは、美容目的、例えば弛みを減らすこと、しまりのない肉の隠蔽、にも使
用できる。
【０２６４】
　このようなケースのいくつかにおいて、スペーサは、少なくとも一部において、図４Ａ
－４Ｃとの関係において記載したよりも柔らかく、薄く、及び／又はより柔軟な材料から
構成される。一例において、スペーサは合成樹脂から作られる。他の例では、スペーサは
、ポリマーをコーティングした金属からなる。
　このようなスペーサの他の可能な用途は、押しつぶされた、又はそうでなければ塞がれ
た空気の通路をあけることである。上記スペーサのいくつかの実施形態の利点は、例えば
スペーサが適切に開けることに失敗しても、スペーサが本質的にさえぎることにならない
ことである。
【０２６５】
スペーサ外形の外部からの制御
　本発明の好ましい実施形態において、スペーサは、例えば前述したように、挿入後に、
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体の外から制御することができる。一例では、図２Ｊにもどって、例えば小さな永久磁石
がねじに連結されていれば、体の外から磁力を作用させることにより、ねじ１２４を回す
ことができる。強力な永久磁石が体の外で回されると、小さいねじにトルクが加わり、ね
じがまわる。他の例において、外部から加えられた磁場及び／又は電場を、加圧された流
体にバルーンの膨張又は収縮をさせるバルブの制御に使用し、それにより、軸方向に、及
び／又は半径方向にスペーサを拡張又はすぼまさせることができる。いくつかの実施形態
において、例えば、スペーサを周期的に軸方向に圧縮するために、スペーサの中に統合さ
れた（電
気的又は機械的）ロジック(logic)を使用してスペーサの拡張を制御する。電力及び／又
は制御信号は、体の内側から、又は体の外の電源（又はコンピュータ）から供給されても
よい。
【０２６６】
　上述した、拡張可能な挿入物に関する装置及び装置をいろいろな方法により変更できる
ことは理解されるであろう。加えて、方法及び装置の双方に関する種々の特徴の多様性が
記載されてきた。種々の特徴が種々の方法で組み合わせられることは理解されるべきであ
る。特に、上記で特定の実施形態において示された特徴の全てが、本発明の好ましい類似
の実施形態の全てで必要とされるのではない。さらに、上記特徴の組み合わせも本発明の
好ましいいくつかの実施形態の範囲内にある。多くの実施形態は装置又は方法としてのみ
記載されたが、本発明の範囲は、装置を使用する方法、及び方法を提供する装置の双方を
含むこともまた理解されるべきである。本発明の範囲は、ここに記載された装置を作るた
めの機械をも含む。加えて、本発明の範囲は、ここに記載された装置を使用する、組み立
てる、較正する、及び／又は維持する方法を含む。段落の見出しは、明快と、明細書の拾
い読みを容易にすることを意図しており、記載された主題の適用可能性を制限するものと
解釈されてはならない。クレーム又は上記文章において、「構成する」、「からなる」、
「含む」、「含んでいる」その他の用語は、「含むが限定されない」ことを意味する。
【図面の簡単な説明】
【０２６７】
【図１Ａ】図１Ａは、本発明の好ましい実施形態による拡張可能なスペーサが拡張されて
いない形態の平面投影図を示す。
【図１Ｂ】図１Ｂは、図１Ａのスペーサの斜視図を示す。
【図１Ｃ】図１Ｃは、拡張された形態における図１Ａのスペーサの軸方向平面投影図及び
正面平面投影図を示す。
【図１Ｄ】図１Ｄは、拡張された形態における図１Ａのスペーサの斜視図を示す。
【図２Ａ－２Ｄ】図２Ａ－２Ｄは、本発明の好ましい実施形態に基づくスペーサを挿入し
拡張させる手順を示す。
【図２Ｅ－２Ｇ】図２Ｅ－２Ｇは、本発明の好ましい実施形態によるスペーサの拡張を制
御する方法を示す。
【図２Ｈ－２Ｊ】図２Ｈ－２Ｊは、本発明の好ましい実施形態による除去可能及び／又は
調整可能なスペーサを示す。
【図２Ｋ－２Ｌ】図２Ｋ－２Ｌは、本発明の好ましい実施形態によるスペーサの拡張を制
御するように成形された先端部を示す。
【図２Ｍ】図２Ｍは、本発明の好ましい実施形態による拡張を制限するワイヤを有するス
ペーサを広げたレイアウトである。
【図２Ｎ】図２Ｎは、本発明の好ましい実施形態による自身で曲がるスペーサを広げたレ
イアウトである。
【図２Ｏ】図２Ｏは、本発明の好ましい実施形態による内部エンドキャップを有するスペ
ーサを示す。
【図２Ｐ】図２Ｐは、本発明の好ましい実施形態による拡張されたスペーサの軸に対して
すぼんだときの軸が平行でないスペーサを示す。
【図３Ａ－３Ｅ】図３Ａ－３Ｅは、本発明の好ましい実施形態による筋違を有するスペー
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サの軸方向からの図である。
【図３Ｆ－３Ｍ】図３Ｆ－３Ｍは、スパイクの間に筋違を備える一つの方法を示し、この
例では筋違がスパイクの頂部においてスペーサを取り囲む。
【図４Ａ】図４Ａは、本発明の好ましい実施形態による、拡張されたときに四角い輪郭を
有するスペーサが拡張していない形態にあるときの平面投影図である。
【図４Ｂ】図４Ｂ拡張された形態にある、図４Ａのスペーサの軸方向平面投影図及び正面
平面投影図である。
【図４Ｃ】図４Ｃは、拡張された形態にある、図４Ａのスペーサの斜視図である。
【図４Ｄ】図４Ｄは、本発明の好ましい実施形態による図４Ａ－４Ｃのスペーサの変形例
を示しており、スパイクが８つではなく６つの軸に交わる方向にのみ拡張している。
【図４Ｅ】図４Ｅは、一方のスペーサが他方のスペーサの中で拡張しているスペーサの形
態を示す。
【図５】図５は、スリットが螺旋状にスペーサに形成されているスペーサを示す。
【図６Ａ－６Ｖ】図６Ａ－６Ｖは、本発明の好ましい実施形態による、スパイク及び／又
はスパイク方向の変形例を示す。
【図６Ｗ－６Ｘ】図６Ｗ及び６Ｘは、スペーサが拡張したときにねじれる部分を有するス
パイクを示す。
【図６ＸＡ－６ＸＣ】図６ＸＡ－６ＸＣは、本発明の好ましい実施形態による、平坦な頂
部を有するスパイクを示す。
【図６ＸＤ－６ＸＨ】図６ＸＤ－６ＸＨは、本発明の他の好ましい実施形態による、平坦
な頂部を有するスパイクを示す。
【図６ＸＩ－６ＸＬ】図６ＸＩ－６ＸＬは、所望のスパイク形状を得るために、スペーサ
の一部を移動させる方法を示す。
【図７】図７は、本発明の好ましい実施形態による、スペーサの一部にある突出部を示す
。
【図８Ａ－８Ｂ】図８Ａ－８Ｂは、本発明の好ましい実施形態による、スペーサのチュー
ブ部分の構造によりスペーサの軸方向収縮が制限されるスペーサを示す。
【図９Ａ】図９Ａは、本発明の好ましい実施形態による穴掘り工具を示す。
【図９Ｂ】図９Ｂは、本発明の好ましい実施形態による図３４の工具を曲がった形態で示
す。
【図１０Ａ－１０Ｃ】図１０Ａ－１０Ｃは、本発明の好ましい実施形態による拡張可能な
骨のインプラントを示す。
【図１１】図１１は、本発明の好ましい実施形態による歯科用のインプラントの展開図で
ある。
【図１２Ａ－１２Ｃ】図１２Ａ－１２Ｃは、本発明の好ましい実施形態による、軸方向に
短縮する組織留め具の用途を示す。
【図１３Ａ－１３Ｃ】図１３Ａ－１３Ｃは、本発明の好ましい実施形態によるスペーサの
拡張の制御方法を示す。
【図１４Ａ－１４Ｂ】図１４Ａ及び１４Ｂは、１以上のフィンがボルトから飛び出しスペ
ーサと係合する本発明の好ましい実施形態によるフィンによる固定機構を示す。
【図１５Ａ－１５Ｂ】図１５Ａ－１５Ｂは、本発明の好ましい実施形態による、塑性変形
を利用した図１４Ａ－１４Ｂと類似の固定機構を示す。
【図１６Ａ－１６Ｆ】図１６Ａ－１６Ｆは、本発明の好ましい実施形態による、拡張する
フランジを利用した固定機構を示す。
【図１７Ａ－１７Ｃ】本発明の好ましい実施形態による、スペーサ上のフィンがスペーサ
内のボルトに係合する他の固定機構を示す。
【図１８Ａ－１８Ｄ】図１８Ａ－１８Ｄは、本発明の好ましい実施形態による、ボルトの
棒要素が引かれたときにボルト上のフィンが広がる固定機構を示す。
【図１９Ａ－１９Ｃ】１９Ａ－１９Ｃは、本発明の好ましい実施形態によるリングによる
固定機構を示す。
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【図２０】図２０は、本発明の好ましい実施形態による、スペーサの拡張を補助するスペ
ーサの部分を示す図であって、縞模様の複数の領域が焼きなまされるべき部分を示してい
る。
【図２１Ａ－２１Ｂ】図２１Ａ－２１Ｂは、本発明の好ましい実施形態による、応力緩和
のためのスパイクのデザインを示す。
【符号の説明】
【０２６８】
２０、１００、１１０、１２０　スペーサ
２２、１２２　チューブ
２４　スパイク
２６　スリット
２８　スパイク部分
３０　非スパイク部分
３４、１０８、１１６　エンドキャップ
５０、５２　椎骨
５４　椎間板
１０４　把持部材
１０６　維持部材
１１２、１２４　ねじ
１２８　ねじ回し

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図４Ａ】 【図４Ｂ】



(54) JP 4897766 B2 2012.3.14

【図４Ｃ】 【図４Ｄ】

【図４Ｅ】 【図５】



(55) JP 4897766 B2 2012.3.14

【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図６Ｃ】

【図６Ｄ】

【図６Ｅ】

【図６Ｆ】

【図６Ｇ】

【図６Ｈ】



(56) JP 4897766 B2 2012.3.14

【図６Ｉ】

【図６Ｊ】

【図６Ｋ】

【図６Ｌ】

【図６Ｍ】

【図６Ｎ】

【図６Ｏ】

【図６Ｐ】



(57) JP 4897766 B2 2012.3.14

【図６Ｑ】

【図６Ｒ】

【図６Ｓ】

【図６Ｔ】

【図６Ｕ】

【図６Ｖ】

【図６Ｗ】

【図６Ｘ】



(58) JP 4897766 B2 2012.3.14

【図６ＸＡ】 【図６ＸＢ】

【図６ＸＣ】 【図６ＸＤ】



(59) JP 4897766 B2 2012.3.14

【図６ＸＥ】 【図６ＸＦ】

【図６ＸＧ】 【図６ＸＨ】



(60) JP 4897766 B2 2012.3.14

【図６ＸＩ】

【図６ＸＪ】

【図６ＸＫ】

【図６ＸＬ】

【図７】 【図８Ａ】



(61) JP 4897766 B2 2012.3.14

【図８Ｂ】 【図９Ａ】
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