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(57)【要約】
【課題】特定の設計に関わらずさまざまなタイプの受け
部に適用可能な受け部を含む骨固定装置を提供する。
【解決手段】骨固定具をロッドに結合するための受け部
が提供される。骨固定具は、骨もしくは脊椎に固定する
ためのシャンクを含む。受け部は、第１の端部と第２の
端部とを含み、第２の端部は、シャンクに接続される。
受け部はさらに、固定装置を受けるために、第１の端部
から延在する穴を含む。穴は穴軸線を有する。受け部は
さらに、ロッドを受けるための凹部を含む。凹部は、ロ
ッドの挿入を可能とするために受け部の第１の端部にお
いて開かれる。ロッドが凹部に挿入されると、ロッドの
長手軸は穴軸線に対して実質的に垂直に延在する。凹部
は、穴の少なくとも一方側に対向する側壁を含む。弾性
保持要素が対向する側壁の少なくとも一方に設けられ、
弾性保持要素は、ロッドが挿入された時に少なくとも一
方の側壁に向けて偏向可能である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　骨固定具をロッドに結合するための受け部であって、
　前記骨固定具は、骨もしくは脊椎に固定するためのシャンク（２，２′）を含み、前記
受け部 （３，３′，３′′，３′′′，３０，３０′，３０′′，３０′′′）は、
　第１の端部（３ａ）と第２の端部（３ｂ）とを含み、前記第２の端部（３ｂ）は、前記
シャンク（２，２′）に接続され、前記受け部はさらに、
　前記第１の端部 （３ａ）から固定装置（９）を受けるための前記受け部内に延在する
穴（７）を含み、前記穴は穴軸線（Ｃ）を有し、前記受け部はさらに、
　ロッド（１００，１０００）を受けるための凹部（４，４′，４′′）を含み、前記凹
部は、前記ロッドの挿入を可能にするために前記受け部の前記第１の端部（３ａ）におい
て開かれ、ロッドが前記凹部に挿入されると、前記ロッドの長手軸（Ｌ）は、前記穴軸線
（Ｃ）に対して実質的に垂直に延在し、前記凹部（４，４′，４′′）は、前記穴（７）
の少なくとも一方の側に対向する側壁（４ｂ）を含み、
　弾性保持要素（４０，４００，４００′，４００′′，４００′′′）は、前記対向す
る側壁（３ｂ）の少なくとも一方に設けられ、前記弾性保持要素は、前記ロッド（１００
，１０００）が挿入されると前記少なくとも一方の側壁（４ｂ）に向けて偏向可能である
、受け部。
【請求項２】
　前記凹部（４，４′，４′′）は、前記受け部の２つの対向する脚部（５，６）を形成
し、前記脚部（５，６）は、前記ロッドが挿入された時に広がらないように構成される、
請求項１に記載の受け部。
【請求項３】
　前記弾性保持要素（４０，４００，４００′，４００′′，４００′′′）は、挿入さ
れたロッドを前記凹部内に摩擦により保持するように構成されるような程度で前記凹部内
に突出する、請求項１または２に記載の受け部。
【請求項４】
　前記弾性保持要素 （４０，４００，４００′，４００′′，４００′′′）は、前記
ロッドが前記凹部（４，４′，４′′，４００ａ′′′）の底部（４ａ，１０ａ，１１ａ
，１２ａ，４ａ′，４ａ′′，４００ａ′′′）にある時に挿入されたロッドの軸方向に
おける高さの半分以上である前記穴軸線（Ｃ）の軸方向における高さに位置決めされる、
請求項１から３のいずれか１項に記載の受け部。
【請求項５】
　前記対向する側壁（４ｂ）は、第１の対向する側壁であり、前記チャネルの第２の対向
する側壁が前記穴（７）の反対側に設けられ、好ましくは弾性保持要素（４０，４００，
４００′，４００′′，４００′′′）が前記対向する側壁の各々に設けられる、請求項
１から４のいずれか１項に記載の受け部。
【請求項６】
　前記弾性保持要素（４０，４００，４００′，４００′′，４００′′′）および前記
少なくとも１つの側壁（４ｂ）は一体に形成される、請求項１から５のいずれか１項に記
載の受け部。
【請求項７】
　前記弾性保持要素（４０，４００，４００′，４００′′，４００′′′）は、前記凹
部内に突出するとともにスリット（４１，４０１，４０１′，４０１′′）によって前記
少なくとも１つの側壁（４ｂ）から分離されている突出部によって形成される、請求項１
から６のいずれか１項に記載の受け部。
【請求項８】
　前記スリット（４１）は、２つの対向する側において開かれる、請求項７に記載の受け
部。
【請求項９】
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　前記スリット （４０１，４０１′，４０１′′）は、３つの側において開かれる、請
求項７または８に記載の受け部。
【請求項１０】
　前記弾性保持要素（４００′′′）は別個の部品である、請求項１から５に記載の受け
部。
【請求項１１】
　前記弾性保持要素は、前記対向する側壁（４ｂ）における溝（４０１′′′）に挿入さ
れる実質的にＵ字形状のクリップである、請求項１０に記載の受け部。
【請求項１２】
　前記チャネルの前記凹部 （４，４′，４′′）の底部（４ａ′）は、異なる直径を有
する少なくとも２つのロッド（１００，１０００）を支持するように構成された形状を有
し、好ましくは、前記保持要素 （４００′）は、異なる直径のロッド（１００，１００
０）と係合するように構成される、請求項１から１１のいずれか１項に記載の受け部。
【請求項１３】
　前記凹部（４，４′，４′′）は、挿入部分（４ｃ′′）と、前記ロッドが置かれ得る
ロッド座部部分（４ａ′）とを有し、前記挿入部分は、前記ロッドのための挿入方向に対
して横断する方向に前記ロッド座部部分からずれている、請求項１から１２のいずれか１
項に記載の受け部。
【請求項１４】
　請求項１から１３のいずれか１項に記載の受け部と、骨もしくは脊椎に固定するための
シャンク（２，２′）を有する骨固定具と、ロッド（１００，１０００）とを含む、骨固
定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、骨固定具をロッドに結合するための受け部、およびこのような受け部を含む
骨固定装置に関する。より具体的に、この発明は、ロッドを受けるための凹部と、凹部に
おいてロッドを一時的に保持するための少なくとも１つの弾性保持要素とを有する受け部
に関する。骨固定装置は、脊椎安定化システムにおける使用に特に好適である。
【背景技術】
【０００２】
　脊椎安定化システムを使用して脊柱を安定化する工程は、たとえば椎弓根スクリューな
どの骨固定具、および骨固定具を接続するロッドを配置することを伴う。外科的処置時に
おいて、骨固定具の受け部は、ロッドが挿入されて最終的に固定され得るように位置合わ
せしなければならない。受け部のうちの１つにひとたび挿入されたロッドが固定される前
に再び滑り落ちることが起こり得る。これは、処置を困難にするとともに時間を浪費し得
ることから、望ましくない。
【０００３】
　米国特許第７，７３１，７３６号Ｂ２から、骨固定システムのレシーバーが公知である
。このレシーバーは、ロッドがレシーバーに挿入された時にロッドを自動的に仮保持する
ものである。レシーバーは、ロッド座部と、間隔を空けられた脚部とを含み、脚部は対向
するタブの形態の仮保持構造をさらに含む。タブは、レシーバーのポケット内に横方向へ
突出する。ロッドを挿入する前に、レシーバーの脚部は、偏向していない配向にある。ロ
ッドがポケット内で下方向に押されると、これによって脚部が互いに離れる方向に偏向し
、ロッドが収容される。特定の実施形態において、部分的に偏向した脚部がロッドに対し
て締付力を加える。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許第７，７３１，７３６号Ｂ２
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、ロッドを骨固定具に結合するための向上した受け部、およびロッドを
一時的に保持することができ、特定の設計に関わらずさまざまなタイプの受け部に適用可
能な、このような受け部を含む骨固定装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この目的は、請求項１に記載の受け部および請求項１４に記載の骨固定装置によって解
決される。さらなる発展形は、従属請求項において特定される。
【０００７】
　本発明によれば、骨固定具をロッドに結合するための受け部が提供され、受け部は、ロ
ッドを受けるための凹部と、固定装置を挿入するための穴とを含み、穴軸線は、挿入され
るロッドの長手軸に対して実質的に垂直であり、凹部は、対向する側壁と、対向する側壁
のうちの少なくとも一方から突出する弾性保持要素とを含む。ロッドが凹部に挿入される
と、ロッドは少なくとも１つの保持要素によって凹部内で一時的に保持され得る。
【０００８】
　保持要素が凹部の側壁に設けられ、固定要素を収容する穴内に設けられていないことか
ら、ロッドのための凹部を有する受け部の任意の従来公知の設計に、受け部および受け部
と相互作用する他の部分の設計を実質的に変更することなくこのような保持要素を設ける
ことができる。保持要素の機能は、単軸骨固定装置の受け部、上部搭載タイプもしくは底
部搭載タイプの多軸骨固定装置の受け部、ならびにヘッドの締付および係止が外側係止リ
ングによってもたらされる受け部など、すべてのタイプの受け部において同じとなる。ロ
ッドを最終的に固定装置に固定した後は、保持要素はさらなる機能を有し得ない。
【０００９】
　保持要素は、ロッドが凹部から滑り落ちることを防止し、特に、ロッドを複数の骨固定
装置に挿入する工程において、またはロッドに対する骨固定装置の位置を調節する際にロ
ッドが不意に滑り落ちることを防止する。
【００１０】
　保持要素は、ロッドを所定位置に仮保持するためにロッドに摩擦力を加えるような位置
に設けられ得る。
【００１１】
　さらなる局面において、保持要素を有する受け部は、異なる直径のロッドを保持するこ
とができるような態様で構成され得る。これを実現するために、ロッド座部を形成する凹
部の底部は、Ｖ字溝などの特定の形状を有し得る。これにより、１つの同じ骨固定装置を
異なる直径を有するロッドとともに使用することができる。
【００１２】
　さらなる局面において、保持要素は、凹部の一方の側壁のみに設けられ得て、ロッドの
ための挿入部分は、受け部の穴軸線から偏り得るが、チャネルの底部のロッド座部は、穴
軸線に対して実質的に対称となり得る。保持要素の保持機能は、この構成によって向上し
得る。
【００１３】
　さらなる局面において、保持要素は、凹部の側壁に接続可能な別個の部品によって形成
される。これにより、保持要素を特に弾性的に保持要素の材料を使用することができる。
保持要素の材料は、受け部の材料とは異なり得る。
【００１４】
　本発明のさらなる特徴および利点は、添付の図面による実施形態の記載によって明らか
となる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
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【図１】シャンク（一部のみが示される）および受け部を有する、ならびにロッドおよび
固定装置を有する、単軸骨固定装置を含む骨固定装置の一実施形態を示す分解斜視図であ
る。
【図２】組み立てられた状態の図１の骨固定装置を示す斜視図である。
【図３】断面が受け部の穴軸線を通るとともにロッドの長手軸に対して垂直に延在する、
図２の組み立てられた骨固定装置を示す断面図である。
【図４ａ】図１から図３の骨固定装置の受け部にロッドを挿入して保持するステップを示
す正面図である。
【図４ｂ】図１から図３の骨固定装置の受け部にロッドを挿入して保持するステップを示
す正面図である。
【図４ｃ】図１から図３の骨固定装置の受け部にロッドを挿入して保持するステップを示
す正面図である。
【図４ｄ】図１から図３の骨固定装置の受け部にロッドを挿入して保持するステップを示
す正面図である。
【図５】受け部と、受け部に対して多軸的に接続可能な別個の骨固定具と、ロッドと、固
定装置とを含む骨固定装置の変形実施形態を示す分解斜視図である。
【図６】断面が受け部の穴軸線を通るとともにロッドの長手軸に対して垂直に延在する、
組み立てられた状態の図５に係る骨固定装置の変形実施形態を示す断面図である。
【図７】受け部と、受け部に対して多軸的に接続可能な別個の骨固定具と、ロッドと、固
定装置とを有する骨固定装置のさらなる変形実施形態を示す図である。
【図８】断面が受け部の穴軸線を通るとともにロッドの長手軸に対して垂直に延在する、
組み立てられた状態の図７の骨固定装置を示す断面図である。
【図９】受け部と、受け部に対して多軸的に接続可能であって外側リングによって係止さ
れ得る別個の骨固定具と、さらにロッドと固定装置とを含む、骨固定装置のさらなる変形
実施形態を示す図である。
【図１０】断面が受け部の穴軸線を通るとともにロッドの長手軸に対して垂直に延在する
、組み立てられた状態の図９に示される骨固定装置を示す断面図である。
【図１１】受け部とこれに接続されたシャンク（一部のみが示される）とを含む単軸骨固
定装置の形態の骨固定装置のさらなる実施形態を示す斜視図である。
【図１２ａ】図１１に係る骨固定装置にロッドを挿入するステップを示す正面図である。
【図１２ｂ】図１１に係る骨固定装置にロッドを挿入するステップを示す正面図である。
【図１３】受け部とこれに接続されたシャンク（一部のみが示される）とを含む単軸骨固
定装置の形態の骨固定装置のさらなる実施形態を示す斜視図である。
【図１４】図１３の骨固定装置を示す正面図である。
【図１５】第１の直径を有するロッドが挿入され、固定装置が取り付けられた、図１３お
よび図１４の骨固定装置を示す正面図である。
【図１６】第２の直径を有するロッドが挿入され、固定装置が取り付けられた、図１３お
よび図１４の骨固定装置を示す正面図である。
【図１７】受け部とこれに接続されたシャンク（一部のみが示される）とを含む骨固定装
置のさらなる実施形態を示す斜視図である。
【図１８】図１７の骨固定装置を示す正面図である。
【図１９ａ】図１７および図１８の骨固定装置にロッドを挿入するステップを示す正面図
である。
【図１９ｂ】図１７および図１８の骨固定装置にロッドを挿入するステップを示す正面図
である。
【図２０】受け部と、これに接続されたシャンク（一部のみが示される）と、別個の保持
要素と、ロッドとを含む単軸骨固定装置の形態の骨固定装置のさらなる実施形態を示す図
である。
【図２１】断面が受け部の穴軸線に平行かつロッドのためのチャネルの側壁を通って延在
する、保持要素が組み立てられた状態の図２０の骨固定装置を示す断面図である。
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【図２２ａ】保持要素が図２１と同様に組み立てられ、ロッドが挿入された、図２０の骨
固定装置を示す断面図である。
【図２２ｂ】図２２ａの詳細を示す図である。
【図２３】延長タブを伴う脚部を有する受け部と受け部に接続されるシャンク（一部のみ
示される）とを含む骨固定装置のさらなる実施形態を示す斜視図である。
【図２４ａ】延長タブの対向する内側壁において保持突出部のパターンが視認可能である
、組み立てられた状態の図２３の骨固定装置を示す断面図である。
【図２４ｂ】図２４ａの詳細を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　受け部の実施形態は、単軸骨固定装置１を示す図１から図３に示される。骨固定装置１
は、骨ねじ部と先端（図示せず）とを有するシャンク２と、骨固定装置を他の骨固定装置
に接続するロッド１００を受けるための、シャンク２に固く接続された受け部３とを有す
る。単軸という用語は、受け部３に対して固定された角度でシャンク軸が延在することを
意味する。実施形態において、角度は０度であるが、他の角度であってもよい。受け部３
は、第１の端部３ａと反対側の第２の端部３ｂとを含み、第２の端部３ｂはシャンク２に
隣接する。第１の端部３ａにおいて、凹部４の形態のロッドのためのチャネルが設けられ
、これはロッド１００のための座部を形成する凹部の底部４ａを伴う実質的にＵ字形状の
断面を有する。凹部４によって、２つの自由脚部５，６が形成される。穴７は、第１の端
部３ａから凹部４の底部４ａの下方の深さへ延在する。第１の端部３ａに隣接して、内ね
じ部８が脚部５，６に設けられる。内ねじ部８は、固定要素９の対応する外ねじ部と協働
する。実施形態において、示される固定要素９は止めねじである。穴７は、ねじ切りシャ
ンク２の回転軸線と同軸である穴軸線Ｃを有する。凹部４の対向する側壁４ｂは、穴７の
両側に形成されており、そのため、一対の対向する側壁４ｂが穴７の各側に配置される。
【００１７】
　凹部４の側壁４ｂの各々に、実質的にＵ字形状の凹部４の幅を穴軸線に対して垂直な方
向に減少させるように構成される保持要素４０が設けられる。保持要素４０は、２つの対
向する保持要素４０の間の距離がロッド１００の幅よりも小さくなるように凹部４０へ突
出する。実施形態に係る筒状ロッド１００の場合において、対向する側壁４ｂの保持要素
４０の間の距離は、ロッド１００の直径よりも小さい。保持要素４０は、穴軸線Ｃに対し
て垂直であってロッド１００の長手軸Ｌに対して平行に延在するリブの形状を有する。穴
軸線Ｃの軸方向における位置は、ロッド１００が挿入されて底部４ａ上に支持された時に
凹部４の底部４ａから測定してロッド１００の中心以上に保持要素４０が位置決めされる
ように設定される。
【００１８】
　保持要素４０は弾性を有する。特に、保持要素４０は、側壁４ｂのそれぞれと一体に形
成される。保持要素４０の弾性は、ロッド１００が挿入された時に保持要素が外方へ移動
するように、すなわち、穴軸線Ｃから離れる方向へ移動するように構成され、保持要素４
０の間の距離が大きくなり、ロッド１００がその間を通れるように設定される。ロッド１
００が取り外され、保持要素４０に対して圧力が加えられなくなると、保持要素４０は元
の形状に戻り、凹部の幅を再び制限する。
【００１９】
　保持要素４０の弾性は、側壁４ｂのそれぞれを通って受け部３の外側から穴７へ穴軸線
に対して実質的に垂直な方向に延在する、角度を付けたスリットもしくは凹部４１を側壁
４ｂの各々に設けることによって実現される。このため、凹部４１は２つの側で開かれる
。凹部４１の断面は、Ｖ字形状に似ており、Ｖの脚の間は鈍角である。凹部４１により、
保持要素４０を形成するリブは、凹部４１内へ移動する空間があることから、外方向に押
され得る。
【００２０】
　凹部４１のサイズ、形状、および位置は、保持要素４０の所望の柔軟性を得るように選
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択され得る。
【００２１】
　受け部３の外形は、実質的に筒状であり得るが、任意の他の形状が考えられ得る。
　骨固定装置の部品は、たとえば、生体適合金属、生体適合合金、または生体適合プラス
チック材料などの生体適合材料からなる。このような材料の例は、ステンレス鋼、チタン
、たとえばニチノールなどのニッケルチタン合金ＮｉＴｉ、βチタン、またはＰＥＥＫ（
ポリエーテルエーテルケトン）などである。特に、保持要素４０を含む部分は、たとえば
ニチノールのような超弾性形状記憶合金またはβチタンなど、高い弾性特性を提供する材
料から作られ得る。加えて、骨固定装置もしくはその部品は、少なくとも部分的に生分解
性材料からなり得る。特に、このような材料は、たとえばＰＬＬＡ（ポリＬ－ラクチド）
などの分解性ポリマー、たとえばマグネシウムなどの分解性金属、またはたとえばマグネ
シウム系合金もしくは鉄系合金などの分解性合金を含む。
【００２２】
　使用時において、ひとたび骨固定装置１がシャンク２を用いて骨もしくは脊椎に固定さ
れると、図４ａから図４ｂに示されるように、ロッド１００が挿入され、受け部３におい
て保持され得る。図４ａから分かり得るように、保持要素４０は、その静止位置において
、対向する保持要素４０の最も内側の表面の間の距離がロッド１００の直径よりも小さく
なるようにロッド１００のためのチャネルを狭める。次に、図４ｂに示されるように、ロ
ッド１００が挿入されると、ロッド１００は自動的に保持要素４００の間を通ることはで
きない。図４ｃに示されるように、ロッド１００が下方向に押されると、ロッド１００は
保持要素４０に対して横方向の力を加える。保持要素４０は、ロッド１００を通すために
外方向に偏向して経路を広げる。最後に、ロッド１００が凹部４の底部４ａに置かれると
、保持要素４０はその弾性によって元の形状に戻ろうとし、ロッド１００を仮保持する横
方向の摩擦力をロッド１００に加える。ロッド１００は、垂直位置、すなわち、凹部４の
底部４ａのロッド座部において保持されるだけでなく、水平位置、すなわちチャネルの長
さに沿った位置においても保持され得る。
【００２３】
　保持要素４０が偏向していない状態において、ロッドの最大直径の領域もしくはそれよ
りも上方の位置、すなわち凹部４の底部４ａから測定してロッド１００の半径よりも高い
軸方向の位置に保持要素４０が置かれるようにリブの位置が設定されていることから、ロ
ッド１００は、ひとたび置かれると第１の端部３ａから移動して出ないように防止される
。
【００２４】
　受け部の変形実施形態は、図５および図６を参照して説明される。上記の実施形態の部
品および部分と同一もしくは類似の部品および部分は、同じ参照符号を用いて記載され、
その詳細な説明は繰り返されない。例示的な多軸骨固定装置１′は、シャンク２ａと通常
は球台形状のヘッドであるヘッド２ｂとを有する、骨固定具２′を含む。受け部３′は、
上記の実施形態の部分に加え、第２の端部３ｂの開口３ｃと、骨固定具２′のヘッド２ｂ
のための座部３ｄとを含む。座部３ｄは、骨固定具２′のヘッド２ｂを内部で枢動させる
ことが可能な球形状の座部もしくは任意の他の座部であり得る。座部３ｄは、穴７と連通
している。例示的な多軸骨固定装置は、上部搭載タイプである。すなわち、骨固定具２′
が上部もしくは第１の端部３ａから受け部３′に挿入される。加圧要素１０が設けられ、
加圧要素１０は、穴７内に配置され、骨固定具２′のヘッド２ｂに圧力を加えてヘッド２
ｂを受け部３′に対して所望の角度配向で係止するように構成される。このため、多軸と
いう用語は、シャンク２ａが受け部３′に対してさまざまな角度になることが可能である
ことを意味する。さらに、加圧要素１０は、この実施形態においてロッド座部を形成する
、ロッド１００のための支持表面１０ａを提供する。保持要素４０は、上記の実施形態の
保持要素４０と同一もしくは類似である。図６に示されるように、組み立てられた状態に
おいて、ヘッド２ｂが座部３ｄにあり、加圧要素１０が骨固定具２′のヘッド２ｂの上部
にあり、ロッド１００が挿入されると、保持要素４０の位置は、リブが加圧要素１０のロ
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ッド支持表面１０ａからロッド１００の半径以上の軸方向の距離に置かれるように設定さ
れる。
【００２５】
　さらなる変形実施形態が図７および図８を参照して説明される。上記の実施形態の部品
および部分と同一もしくは類似の部品および部分は、同じ参照符号を用いて記載され、そ
の説明は繰り返されない。図７および図８に示される骨固定装置１′′は、下部搭載タイ
プの例示的な多軸骨固定装置である。これは、上記の実施形態と同様の別個の骨固定具２
′と、受け部３′′とを含む。受け部３′′は、骨固定具２′のヘッド２ｂの直径よりも
大きい開口３ｃ′′を第２の端部３ｂに含む。さらに、受け部３′′は、狭まり部分３ｄ
′′において下方開口３ｃ′′に向けて狭まる収容空間３ｅ′′を含む。収容空間 ３e′
′は、ヘッド２ｂおよびキャップ状加圧要素１１を収容するものである。キャップ状加圧
要素１１は、キャップ状部分１１ｂを含む。キャップ状部分１１ｂは、スリット１１ｃに
よって柔軟であり、球台形状のヘッド２ｂの外径が最大となる領域にわたって延在する。
キャップ状部分１１ｂの反対側に、加圧要素１１は、この実施形態においてロッド座部を
形成する、ロッドのためのロッド支持表面１１ａを含む。受け部３′′および加圧要素１
１の寸法は、加圧要素１１が受け部３′′内に置かれた時に、キャップ状部分１１ｂが収
容空間３ｅ′′内で拡大してヘッド２ｂの挿入を可能とする挿入位置を取り得るように設
定される。次に、加圧要素１１は、事前係止位置を取り得る。この事前係止位置において
、加圧要素１１は、ひとたびヘッド２ｂが挿入されると下方向に移動し、これにより、キ
ャップ状部分１１ｂが狭まり部分３ｄ′′において締め付けられ、挿入されたヘッド２ｂ
が外れないように防止される。最後に、加圧要素１１は、係止位置を取り得る。この係止
位置において、加圧要素１１および挿入されたヘッド２ｂは、キャップ状部分１１ｂおよ
びヘッド２ｂに対して狭まり部分３ｄ′′によって加えられた締付力によってヘッド２ｂ
が係止される範囲まで下方向に移動される。上記の実施形態と同様に、保持要素４０は、
受け部３′′の凹部４の側壁４ｂに設けられる。保持要素４０は、挿入されてロッド支持
表面１１ａに置かれたロッド１００がその位置に保持要素４０によって保持されるような
高さに位置する。
【００２６】
　さらなる変形実施形態が図９および図１０を参照して説明される。骨固定装置１′′′
は、下部搭載タイプの多軸骨固定装置であり、骨固定具２′のヘッド２ｂが外側リングに
よって締め付けられる。受け部３′′′は、ロッド受け部分３１を含み、ロッド受け部分
３１は、ロッド１００のためのチャネルを形成する凹部４と、保持要素４０と、穴７とを
含む。ロッド受け部分３１に隣接し、ヘッド受け部分３２が設けられる。ヘッド受け部分
は、第２の端部３ｂに向られた開口を有する中空の内部３３と、第２の端部３ｂに開かれ
たスリット３６によって柔軟となっている柔軟な壁とを含む。中空の内部３３は、ヘッド
２ｂを収容するようにサイズ設定および成形される。ヘッド２ｂは、摩擦によってヘッド
受け部分３２内に保持され得る。ヘッド受け部分３２の周りに延在する係止リング１２が
設けられる。係止リング１２上の２つの対向する突出部１２ａは、この実施形態において
ロッド座部を形成し得る。係止リング１２は、ロッド１００の圧力によってヘッド受け部
分３２がヘッド２ｂを覆うまで下方開口３４を通じたヘッド２ｂの挿入を可能とするロッ
ド受け部分３１に近い第１の位置から、係止リング１２が第１の位置よりも第２の端部３
ｂに近く、ヘッド２ｂが下方開口３４を通って外れることを防止する少なくとも第２の位
置へ移動され得る。係止リング１２は、ヘッド２ｂが係止されるようにヘッド受け部分３
２を圧縮する、第２の位置よりも第２の端部３ｂに近い第３の位置を取り得る。
【００２７】
　さらなる実施形態は、図１１、図１２ａ、および図１２ｂに示される。骨固定装置は、
受け部３０に固く接続されたシャンク２を有する単軸骨固定装置１１０として示される。
受け部３０は、図１から図３の受け部３と同様である。同一もしくは類似の部品および部
分は、同じ参照符号を用いて示され、説明は繰り返されない。受け部３０は、保持要素の
設計が異なる。保持要素 ４００の各々は、自由端４００ａを有するとともに自由端４ａ
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の反対側の端部において側壁４ｂに一体に接続される弾性フラップとして成形される。凹
部もしくはスリット４０１は、保持要素４００を偏向させるための空間を提供する。フラ
ップの配向は、自由端４００が受け部３０の第２の端部３ｂに向けられるように設定され
る。図１１において分かり得るように、凹部４０１は３つの側に向けて開いている。第２
の端部３ｂに隣接し、内表面部分４００ｂ、すなわち、ロッドのためのチャネルの内側に
向けられる表面部分は、ロッドの形状に一致する形状を有して凹形状となっている。保持
要素４００は、ロッド１００が挿入されていない時に保持要素４００間の最も短い距離が
、挿入されるロッド１００の直径よりも小さくなるようにチャネル内に突出する。
【００２８】
　使用時において、ロッド１００が挿入されると、ロッド１００は保護要素４００の内表
面に沿って摺動し、保持要素４００を凹部４０１内に向けて外方向に偏向させる。ロッド
１００がＵ字形状の凹部４の底部４ａ内に置かれると、ロッド１００は、保持要素４００
間に留められ、ロッド表面と保持要素４００の凹状表面部分４００ｂとの間の摩擦によっ
て暫定的および一時的にそこに保持される。
【００２９】
　変形実施形態が図１３から図１６に示される。単軸骨固定装置１１０′は、異なる直径
を有する少なくとも２つのロッド１００，１０００と共に使用されるように構成される。
受け部３０′は、保持要素の形状、およびチャネルを形成する凹部の底部の形状が受け部
３０とは異なる。チャネルを形成する凹部４′は、実質的に円形でない底部４ａ′を有す
る。より具体的に、底部４ａ′は、実質的にＶ字形状である。これにより、異なる直径を
有するロッド１００，１０００、特に筒状ロッドをチャネル内に置くことができる。筒状
ロッドが使用される場合、筒状ロッドはロッドの長手軸に対して平行な方向に少なくとも
２つの接触線を有し、ロッドの直径に関わらずロッドが少なくとも２つの接触線によって
安全に支持される。保持要素４００′は、上記の実施形態においてフラップ状に形成され
る。フラップは、凹部４０１′の断面が実質的に三角となるようにチャネル内へ内方向に
延在する。凹部４０１′の閉じられた端部４０１ａ′は、拡大され得て、たとえば、フラ
ップの曲げを容易にするために円の部分の断面を有し得る。これにより、内方向に突出す
るフラップは、小さい直径を有するロッドも使用されるとともに一時的に保持されるよう
に、ロッドのためのチャネルの幅を減少させる。チャネルの内側に面する保持要素４００
′の内表面は、いくつかの凹状表面部分４００ｂ′を異なる位置に有し、対応するロッド
を掴み得る。
【００３０】
　図１５に示されるように、たとえば直径が４．５ｍｍのロッドなど、直径の小さい第１
のロッド１００が使用される場合、保持要素４００′は、凹部４０１′へ外方向に向けて
わずかにのみ偏向する。ロッド１００はチャネルの基部における少なくとも２つの接触線
に沿って支持されることから、ロッドは、保持要素４００′およびチャネルの底部４ａ′
によって安全に仮保持される。図１６に示されるように、たとえば直径が５．５ｍｍのロ
ッドなど、より直径の大きいロッド１０００が使用される場合、ロッドは、小さいロッド
と比較してより大きな角度で保持要素４００′を外方向へ偏向させる。保持要素４００′
の弾性により、ロッドを挿入した場合の外方向への偏向の角度は、段階の無い態様で変化
し得る。このため、直径の異なるさまざまなロッドが、受け部に一時的に保持され得る。
【００３１】
　さらなる実施形態が図１７から図１９ｂを参照して説明される。単軸骨固定装置１１０
′′は、受け部３０′′に単軸で接続されたシャンク２を含む。受け部３０′′は、ロッ
ドを挿入するための凹部および保持要素の配置が上記の実施形態の受け部とは異なる。上
記の実施形態と同様に、受け部３０′′は、シャンク軸と同軸である穴軸線Ｃを有する穴
７を含む。凹部４′′は、受け部３０′′の第１の端部３ａから始まり、第２の端部３ｂ
から所定の距離に位置するロッド座部を形成する底部部分４ａで終わる。底部部分４ａ′
′は、実質的に弓形状の断面を有し、円の中心は、穴軸線Ｃを通って延在する面にある。
さらに、凹部４′′は、実質的に矩形の断面を有する挿入部分４ｃ′′を含む。挿入部分
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４ｃ′′は、底部部分４ａ′′に入り込み、これによって僅かに突出するリブ４０２が側
壁４ｂの一方に形成される。挿入部分４ｃ′′の中心綿は、特に図１９ａおよび図１９ｂ
に示されるように、穴軸線Ｃからずれている。突出するリブ４０２に対向する側壁４ｂに
おいて、受け部３０分′の第１の端部３ａに面する自由端４００ａ′′を有する弾性保持
要素 ４００′′が形成される。弾性保持要素４００′′は、内部輪郭４００ｂを有する
。内部輪郭４００ｂは、実質的に筒状であり、そこに受けられるロッドのサイズに適合さ
れる。また、 シリンダーセグメント形状の凹部４０１′′は、弾性保持要素４００′′
の外方向の偏向のための空間を提供する。このため、この実施形態において、リブの形態
の１つの固い保持要素 ４０２が側壁４ｂ上にあり、１つの弾性保持要素４００′′が対
向する側壁４ｂ上にある。
【００３２】
　使用時において、図１９ａに示されるように、偏った挿入部分４ｃ′′を通ってロッド
が挿入されると、弾性保持要素４００′′は、ロッド１００が通過して底部部分４ａ′′
に嵌め込まれるまで外方向に偏向される。そして、ロッド１００は、保持要素４００′′
，４０２によって底部部分４ａ′′に一時的に保持される。挿入部分４ｃ′′は底部部分
４ａ′′の中心から偏っていることから、自由端４００ａ′′は、障害物が設けられるこ
となくロッドのための挿入部分４ｃ′′に向けられ得て、ロッド１００′が挿入される。
これにより、ロッド１００の把持が向上し得る。
【００３３】
　なお、固い保持要素４０２も省かれ得る。
　さらなる実施形態が図２０から図２２ｂを参照して説明される。この実施形態に係る単
軸骨固定装置１１０′′′は、受け部３０′′′に固く接続されたシャンク２を含む。受
け部３０′′′は、シャンク軸と同軸の穴軸線Ｃを有する穴７と、ロッド座部を提供する
ための底部ａ′′′を有する実質的にＵ字形状の凹部４′′′とを含む。この実施形態に
おいて、ロッド１００のためのチャネルを形成する凹部４′′′は、穴軸線Ｃを通って延
在するとともにロッド軸を含む面に対して対称であり得る。実質的にＵ字形状の凹部４′
′′によって形成された側壁４ｂの各々は、別個の保持要素４００′′′を受けるよう機
能する実質的にＵ字形状の溝４０１′′′を含む。別個の保持要素４００′′′は、実質
的にＵ字形状のクリップとして形成され、溝４０１′′′に適合する外側輪郭とロッド座
部として機能する実質的にシリンダーセグメント形状の底部部分４００ａ′′′とを含み
、底部部分４００ａ′′′と自由端との間に、たとえば歯が受け部３０′′′の第１の端
部３ａへ上方に向けられた歯状構造であり得る把持輪郭４００ｃ′′′を含む。把持構造
４００ｃ′′′は、ロッドをチャネル内において僅かに締め付けるように機能する。示さ
れる実施形態において、別個の保持要素４００′′′が、穴７の両側に設けられる。保持
要素４００′′′は、ロッドが挿入されると保持要素４００′′′のアームが僅かに外方
向に曲げられて溝４０１′′′内で締め付けられるように設計され得る。保持要素４００
′′′の材料は、受け部３０′′′と同じ材料からなる保持要素と比して高い弾性を有す
る材料であり得る。たとえば、別個の保持要素４００′′′は、超弾性生体適合合金また
は生体適合プラスチック材料からなり得る。
【００３４】
　使用時において、ロッド１００が挿入されると、ロッド１００は別個の保持要素４００
′′′のアームを外方向へ押し、アームが溝４０１′′′内において締め付けられる。そ
して、ロッド１００は、把持輪郭４００ｃ′′′によってロッド座部４００ａ′′′内に
保持される。
【００３５】
　なお、記載された実施形態の各々は、図５から図１０に例示的に示された多軸骨固定装
置の受け部においても実現され得ることは言うまでもない。
【００３６】
　骨固定装置１′′′′のさらなる実施形態が図２３から図２４に示される。骨固定装置
１′′′′は、図９および図１０に示されるものと同様であり、下部搭載多軸骨固定装置
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として形成され、骨固定具２′のヘッド２ｂは、外側係止リング１２によって締め付けら
れる。図９および図１０の実施形態と異なるこれらの部品のみが以下で説明され、同一も
しくは類似の特徴についての詳細な記載はここでは繰り返されない。
【００３７】
　受け部３′′′′は、ロッド１００を受けるためのチャネルを形成する凹部４を含むロ
ッド受け部分３１を含む。また、ロッド受け部分３１は、凹部４によって互いに離された
２つの脚部５，６を有する。２つの脚部５，６は、それぞれの上方の先端部に受け部３′
′′′の第１の端部３ａを含む。しかしながら、それを取り外す前に、離脱延長タブ５０
，６０は、それぞれ脚部５０，６０の各々において第１の端部３ａから一体に延在する。
離脱延長タブの使用は当該技術において周知である。この実施形態の離脱延長タブ５０，
６０は、とりわけ、挿入されたロッドを受け部３′′′′のロッド受け部分３１に向けて
案内することを補助する。ひとたびロッドが離脱延長タブ５０，６０の内側壁４ｃを通っ
て案内されて固定要素９（図２３から図２４ｂには示されない）が離脱延長タブ５０，６
０の内ねじ８０を介してねじ込まれると、これらのタブは所定の破壊点５１，６１の周り
で外方へ曲げることによって取り除かれ得る。破壊点５１，６１は、第１の端部３ａにお
いて受け部３′′′′の薄い壁部分として形成される。この実施形態において、所定の破
壊点５１，６１は、受け部３′′′′の外壁面における周方向の溝もしくは切り込みとし
て形成される。
【００３８】
　所定の破壊点５１，６１により、離脱延長タブ６０，６０は、延長タブ５０，６０を離
脱させるのに十分な曲げ力を加える前に弾性的に曲げることができる。さらに、離脱延長
タブ５０，６０の対向する内側壁４ｃは、相互の距離を含み、この距離は、保持リング１
２の突出部１２ａにロッドが置かれる位置にロッドを案内する脚部５，６の対向する側壁
４ｂ間の距離と同じである。しかしながら、対向する側壁４ｃの各々には１つ以上の保持
突出部６２が形成され得て、これによって凹部４の幅がこの上方部分で狭まる。タブ５０
，６０の弾性により、ロッド１００は、挿入されると、２つの保持突出部６２の各々の間
の側壁４ｃの平坦部分６３に一時的に保持され、タブ５０，６０は、ロッド１００が対向
する保持突出部６２を通ってタブ５０，６０を外方向へ押すと、互いに離れる方向に曲が
る。
【００３９】
　なお、保持突出部６２は、２つの側壁４ｃの一方のみに設けられ得る。また、保持突出
部６２は、一定のパターンを形成し得て、たとえば、４つから６つの保持突出部６２が各
側壁４ｃ上に形成され、ラチェット状の保持気候がロッド１００のために確立され得る。
これは、操作者に対して触知可能な応答を与えるとともに、さらに、特定の必要に応じて
ロッド受け部分３１の上方のいくつかの可能な垂直位置においてロッド１００を保持する
ことができる。破壊点５１，６１に近い部分と比して、タブ５０，６０の上端が所与の曲
げ力で互いにさらに離れる方向に移動すると、ロッド１００を一時的に保持するための保
持力が、ロッド受け部分３１（底端部）により近い位置に位置決めされた保持突出部６２
において増大し、操作者は望み通りのロッド１００を一時的に保持するための力を選択す
ることができる。この実施形態において、保持突出部６２を含む曲げることが可能なタブ
５０，６０は、弾性保持要素を形成する。
【００４０】
　実施形態のさらなる変形例も可能である。保持要素は、実施形態に示される特定の形状
に限定されない。同じ機能が実現される限りは逸脱も可能である。
【００４１】
　実施形態では、ロッドが受け部の上部側から受け部へ搭載される骨固定装置について記
載されたが、本発明は、ロッドが側部から挿入可能である、すなわち、ロッドの挿入方向
が穴軸線に対してたとえば９０°の角度を含む、側部搭載装置においても実現され得る。
【００４２】
　固定装置については、２部品固定装置、外側ナット、差し込みピン固定装置、およびそ
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【００４３】
　骨固定具については、ねじ切りシャンクを有するねじタイプの骨固定具、掛かりを有す
る、もしくは有さない釘タイプの骨固定具、管状骨固定具、フックなど、骨固定具のすべ
ての種類が使用され得る。
【００４４】
　ロッドは筒状ロッドとして例示的に示されたが、必ずしも筒状である必要はなく、矩形
、正方形、楕円形などの他の断面も有し得る。断面はロッドの長さ全体にわたって一定で
ある必要はない。ロッドは、平滑であっても良く、粗くてもよく、その他の構造であって
もよい。また、多ピースロッドもしくは湾曲ロッドも考えられ得る。
【００４５】
　いくつかの異なる実施形態が本願明細書において開示されている。異なる実施形態の構
成部品は、他の異なる実施形態を作るために混合および適合され得る。
【符号の説明】
【００４６】
　１　単軸骨固定装置１、２　シャンク、３　受け部、４　凹部、４ａ　底部、４ｂ　側
壁、４０　保持要素、４１　凹部、５　脚部、６　脚部、７　穴、８　内ねじ部、９　固
定要素、１００　ロッド、Ｃ　穴軸線、Ｌ　長手軸。

【図１】 【図２】
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【図２０】 【図２１】
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