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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　脊椎の後方から移植するようになった素子を備えた、椎間板及び脊椎関節突起関節の少
なくとも一部を代替するための人工脊椎関節において、
　スペーサと；
　天然の骨表面に取り付けるようになった第１の表面と、上記スペーサの一部を受け入れ
て保持するように形状づけられた第２の表面と、上方の関節突起部材とを有する上方の保
持部材と；
　天然の骨表面に取り付けるようになった第１の表面と、上記スペーサの一部を受け入れ
て保持するように形状づけられた第２の表面と、下方の関節突起部材とを有する下方の保
持部材と；
を有し、
　体内に移植した後に、上記スペーサが上記上方及び下方の保持部材のうちの少なくとも
一方に関して摺動自在に装着され、上記上方及び下方の関節突起部材は、天然の関節突起
関節の案内運動を少なくとも部分的に代替する人工関節突起関節を形成するように、脊椎
の曲げ運動中に、一方が他方上で摺動することを特徴とする人工脊椎関節。
【請求項２】
　上記スペーサが上記上方及び下方の保持部材の一方と一体的に形成されることを特徴と
する請求項１に記載の装置。
【請求項３】
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　上記上方及び下方の保持部材の各々がセグメントからなり、上記スペーサが上記人工関
節の上記セグメント間に位置することを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　上記上方及び下方の保持部材の上記セグメントが一緒に接続されることを特徴とする請
求項３に記載の装置。
【請求項５】
　上記上方及び下方の上記セグメントが体内空間内で一緒に対応的に嵌合する外側部分を
有することを特徴とする請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　天然の椎間板の一部が上記上方及び下方の保持部材のうちの少なくとも一方を体内空間
内で保持することを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　上記上方及び下方の保持部材のうちの少なくとも一方を天然の骨材料に取り付けるため
の少なくとも１つの茎スクリューを更に有することを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　１以上の天然の靭帯の機能を補足又は代替するために上記上方及び下方の保持部材間を
延びる張力バンドを更に有することを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　上記スペーサが人工板であることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
　上記セグメントが体内空間内で一緒に結合されることを特徴とする請求項３に記載の装
置。
【請求項１１】
　上記上方の保持部材が左右の部分を有し、上記下方の保持部材が当該上方の上記左右の
部分とそれぞれ整合する左右の部分を有することを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項１２】
　上記スペーサが上記上方及び下方の保持部材の双方と一体的に形成されることを特徴と
する請求項１に記載の装置。
【請求項１３】
　上位の椎骨と下位の椎骨との間にカップリングの少なくとも一部を生じさせるための人
工脊椎関節において、
　少なくとも、
　左方上方の関節突起部材を有する左方の上方部材と；
　上記左方の上方部材と一緒に関節運動し、左方下方の関節突起部材を有する左方の下方
部材と；
　右方上方の関節突起部材を有する右方の上方部材と；
　上記右方の上方部材と一緒に関節運動し、右方下方の関節突起部材を有する右方の下方
部材と；
を有する前方の関節交換素子；を有し、
　上記左方の上方部材及び上記右方の上方部材の各々が互いに接続するように形状づけら
れ、上記左方の下方部材及び上記右方の下方部材が各々互いに接続するように形状づけら
れ、
　体内に移植した後に、上記左方上方及び左方下方の関節突起部材、及び上記右方上方及
び右方下方の関節突起部材は、ぞれぞれ、天然の関節突起関節の案内運動を少なくとも部
分的に代替する人工関節突起関節を形成するように、脊椎の曲げ運動中に、一方が他方上
で摺動することを特徴とする人工脊椎関節。
【請求項１４】
　上記左方の下方部材及び上記右方の下方部材がロック及びキーパターンを介して互いに
接続するように形状づけられることを特徴とする請求項１３に記載の人工脊椎関節。
【請求項１５】
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　上記左方の上方部材及び上記右方の上方部材がロック及びキーパターンを介して互いに
接続するように形状づけられることを特徴とする請求項１３に記載の人工脊椎関節。
【請求項１６】
　上位の椎骨と下位の椎骨との間にカップリングの少なくとも一部を生じさせるための人
工脊椎関節において、
　少なくとも、
　左方上方の関節突起部材を有する左方の上方部材と；
　上記左方の上方部材と一緒に関節運動し、左方下方の関節突起部材を有する左方の下方
部材と；
　右方上方の関節突起部材を有する右方の上方部材と；
　上記右方の上方部材と一緒に関節運動し、右方下方の関節突起部材を有する右方の下方
部材と；
を有する前方の関節交換素子；を有し、
　上記左方の下方部材及び上記右方の下方部材の各々が互いに接続するように形状づけら
れ、
　体内に移植した後に、上記左方上方及び左方下方の関節突起部材、及び上記右方上方及
び右方下方の関節突起部材は、それぞれ、天然の関節突起関節の案内運動を少なくとも部
分的に代替する人工関節突起関節を形成するように、脊椎の曲げ運動中に、一方が他方上
で摺動することを特徴とする人工脊椎関節。
【請求項１７】
　上記左方の下方部材及び上記右方の下方部材がロック及びキーパターンを介して互いに
接続するように形状づけられることを特徴とする請求項１３に記載の人工脊椎関節。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施の形態は一般に脊椎手術を達成するための装置及び方法に関し、特に、あ
る実施の形態においては、椎間板空間内に後方から配置することができる脊椎関節形成装
置に関する。後方からの接近による天然の脊椎関節の椎間板及び関節突起の両方の機能の
全体の脊椎関節形成交換での使用を含む、本発明の種々の履行が想定される。
【背景技術】
【０００２】
　この出願は「後方腰部関節形成」という名称の２００４年１月９日に出願された米国仮
特許出願第６０／５３４，９６０号からの優先権を主張する。以下の出願はまた上述の仮
特許出願に対する優先権を主張し、本出願に関連する。これらの出願は参照としてここに
組み込む。
「二重関節運動脊椎装置及び方法」という名称の２００５年１月７日に出願された米国特
許出願；
「スプリット型脊椎装置及び方法」という名称の２００５年１月７日に出願された米国特
許出願；
「相互接続脊椎装置及び方法」という名称の２００５年１月７日に出願された米国特許出
願；
「モバイル軸受脊椎装置及び方法」という名称の２００５年１月７日に出願された米国特
許出願；
「支持構造装置及び方法」という名称の２００５年１月７日に出願された米国特許出願；
「中央関節運動脊椎装置及び方法」という名称の２００５年１月７日に出願された米国特
許出願；
　「後方脊椎装置及び方法」という名称の２００５年１月７日に出願された米国特許出願
。
【０００３】
　当業界で既知のように、人間の解剖学的構造においては、脊椎は引っ張り及び圧縮荷重
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を受けることができる実質上可撓性の柱であり、曲げ運動を許容し、肋骨、筋肉及び靭帯
取り付け箇所を提供する。一般に、脊椎は３つの区分：即ち、頚部、胸部及び腰部の脊椎
に分割される。図１は健康な人間の脊柱の腰部脊椎１及び仙骨区域３を概略的に示す。脊
椎の区分は椎骨と呼ばれる個々の骨で構成され、椎骨はそれらの間に位置する椎間板によ
り分離される。
【０００４】
　図２は２つの隣接する椎骨７、９間に位置する健全な椎間板５を備えた腰部脊椎区分の
右側の一部を示す。任意の与えられた関節においては、頂部の椎骨は上位の椎骨と呼ぶこ
とができ、底部の椎骨は下位の椎骨と呼ぶことができる。各椎骨は重量を支持する主要な
領域であるほぼ円筒状の本体７ａ、９ａと、３つの骨突起、例えば７ｂ、７ｃ、７ｄ（そ
のうちの２つを図２に示す）と、を有する。すべての突起を図示した図７Ａに示すように
、突起７ｂ、７ｃ、７ｄは円周方向で離間した位置において椎骨本体７から外方に延びる
。数ある機能の中でも、突起は筋肉及び靭帯取り付けのための領域を提供する。隣接した
椎骨は関節突起素子７ｅ（図２）を介して相対的に移動することができ、これらの素子は
椎骨の円筒状本体から延び、脊椎の運動を案内するように屈曲している間に他方上で一方
が摺動するようになっている。隣接する椎骨に関連する、上方及び下方の関節突起素子に
より各々画定される２つの関節突起素子が存在する。健全な椎間板は図３に示す。図３に
示すように、椎間板は４つの区域：即ち、髄核１１、推移帯１３、内側の線維環区域１５
及び外側の線維環１７を有する。一般に、内側の線維環区域１５及び外側の線維環区域１
７はその上方及び下方で椎骨本体に強固に取り付けられた繊維性の軟骨質の材料の層で構
成される。髄核１１は典型的には本来、より水和性である。
【０００５】
　これらの椎間板はショックアブゾーバ及び関節として機能する。椎間板は脊柱に作用す
ることのある圧縮及び引っ張り荷重を吸収するように設計され、同時に、特に脊椎の曲げ
（撓み）中、隣接する椎骨本体が互いに関して限られた量だけ移動するのを許容する。従
って、椎間板は常に筋力及び（又は）重力の圧力下にあり、一般に「磨耗及び破断」の兆
候を示すための腰部脊椎の第１の部分となる。
【０００６】
　関節突起関節の退化も一般的である。その理由は、関節突起が脊椎と一緒にほぼ常に運
動するからである。実際に、関節突起関節の退化及び椎間板の退化はしばしば一緒に生じ
る。一般に、脊椎の変化した力学から由来して、一方が主要な問題となり、他方が二次的
な問題となることがあるが、手術的なオプションを考えることにより、関節突起関節の退
化及び椎間板の退化の双方が典型的に生じていた。例えば、関節突起関節及び（又は）椎
間板の変化した力学は脊椎の狭窄、退化的な脊椎すべり症及び退化的な脊柱変形を生じさ
せることがある。
【０００７】
　これらの状態を処理するための１つの手術手順は前方及び（又は）後方の双方において
遂行されてきた脊椎関節固定（即ち脊椎融着）である。後方手順は本来の場所での融着、
後方横方向の器具による融着、大後頭孔腰部体内融着（「ＴＬＩＦ」）及び後方腰部体内
融着（「ＰＬＩＦ」）である。そのレベルでのいかなる運動をも排除するように脊椎セグ
メントを頑丈に融着すると、当面の徴候を緩和できるが、ある患者にとっては、運動を残
しておくほうが有利な場合がある。また、退化した椎間板又は関節突起関節をそれぞれ人
工の椎間板又は人工の関節突起関節と手術的に交換することが知られている。しかし、既
知の装置又は方法はいずれも本開示の実施の形態の利点を提供しない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従って、上述のことから、既知の移植片及び手術技術の欠陥及び欠点を回避する改善さ
れた脊椎関節形成の要求がある。
【課題を解決するための手段】
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【０００９】
　この開示の第１の実施の形態は、上位の椎骨と下位の椎骨との間でカップリングの少な
くとも一部を生じさせるための人工脊椎関節を提供する。人工脊椎関節は前方の関節交換
素子と、前方の関節交換素子に結合され、前方の関節交換素子から後方の延びるブリッジ
とを有することができる。更に、後方の関節交換素子は人工脊椎関節の一部としてブリッ
ジに結合することができる。
【００１０】
　別の実施の形態においては、人工脊椎関節は左方の上方部材と、左方の上方部材と一緒
に関節運動する左方の下方部材と、右方の上方部材と、右方の上方部材と一緒に関節運動
する右方の下方部材とを有する。この実施の形態においては、左方の下方部材及び右方の
下方部材は各々互いに接続するように形状づけられる。
【００１１】
　更に別の実施の形態においては、この開示は人工脊椎関節を移植する方法を述べる。方
法は患者の背中に切開部を形成する工程と、切開部を通して椎間板材料にアクセスする工
程を含む、脊椎椎間板から脊椎椎間板材料の少なくとも一部を除去する工程と、切開部を
通して移植片を挿入する工程とを有する。この実施の形態においては、椎間板及び関節突
起関節の少なくとも一部を代替する移植片が挿入される。
【００１２】
　開示する実施の形態は腰部脊椎、後方外傷性の椎間板起因の関節突起の痛み又は脊椎す
べり症の退化的な変化に対して及び（又は）腰部の脊椎の複数のレベルでの運動を維持す
るために有用となることができる。
【００１３】
　付加的な及び代替の特徴、利点、使用及び実施の形態は以下の説明、添付図面及び特許
請求の範囲に記載されるか又はそれらから明らかとなろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　図面は椎間板又は椎間板と少なくとも１つの対応する関節突起関節との組合せと交換す
るようになった人工椎骨間関節の種々の実施の形態を示す。本開示の原理に係る人工椎骨
間関節の種々の実施の形態は、特に例えば腰部脊椎の退化的な変化、後方外傷性の椎間板
起因の関節突起の痛み又は脊椎すべり症を含む関節交換をそれ自体招くようないかなる問
題をも処理し及び（又は）腰部脊椎の複数のレベルでの運動を維持するために使用するこ
とができる。
【００１５】
　図４－７は人工椎骨間関節の第１の代表的な実施の形態を示す。図４及び５に示すよう
に、各関節はスペーサ即ち板（ディスク）１９と保持部分２１とを各々備えた２つの関節
形成半部分を有する。保持部分２１は第１の保持部分２１ａと第２の保持部分２１ｂとを
有する。図４に示す例においては、第１の保持部分２１ａは第２の保持部分２１ｂの上位
（上方）にあり、板１９はこれらの間に位置する。この代表的な実施の形態に係る人工椎
骨間関節は第１の保持部分及び第２の保持部分の各々に対して２つの半部分を有するが、
人工椎骨間関節が単一の第１の保持部分、単一の第２の保持部分及び単一のスペーサを有
するような代わりの実施の形態を履行することができることを理解すべきである。また、
不等寸法の半部分又は３つ以上の素子でそれぞれ構成された第１の保持部分、第２の保持
部分及び（又は）板を有する関節形成物を用いて、代わりの実施の形態も実行できること
を理解すべきである。
【００１６】
　更に、図４に示すように、第１の保持部分２１ａ及び第２の保持部分２１ｂは２つの隣
接する椎骨間に位置する。一層詳細には、第１の保持部分は２つの隣接する椎骨のうちの
上方の椎骨の下位表面に沿って位置することができ、第２の保持部分は２つの隣接する椎
骨のうちの下方の椎骨の上位表面の上方に位置することができる。しかし、当業者なら、
第１の保持部分及び第２の保持部分はこのような配列に限定されず、異なる方向に指向で
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きるか及び（又は）図示のものとは異なって形状づけできることを理解すべきである。
【００１７】
　椎骨の残っている端板に接触する関節形成物の保持部分２１ａ、２１ｂの表面は、骨の
成長（内植）及びその間の強固な接続を促進させるように、ビード材料で被覆できるか又
はプラズマスプレーを施すことができる。特に、骨の成長を促進させるための表面はチタ
ン／カルシウム／リン酸塩のダブルコーティング、メッシュ表面又は任意の他の有効な表
面仕上げを伴うコバルト／クロム／モリブデン合金とすることができる。代わりに又はこ
れと組み合わせて、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）のような接着剤又はセメント
を使用して、移植片のすべて又は一部を端板の一方又は両方に固定することができる。
【００１８】
　後に詳細に説明するが、ある実施の形態では約３００度である外側の環区域１７（例え
ば図４、７Ｂ参照）のかなりの部分は端板の下位部分上に保持することができ、保持部分
をそのそれぞれの椎骨に強固に取り付けるために骨の成長が生じるまで下方の保持部分を
適所に保持するストッパとして作用する（図４は保持される外側の環１７の一部のみを示
す）。これとは逆に、従来の前方関節形成においては、典型的には、外側の環区域１７の
約２７０度が除去される。更に、茎スクリューはまた以下に説明する他の実施の形態に関
連して一層詳細に説明するような即時固定のために使用することができる。
【００１９】
　この開示の種々の実施の形態においては、第１の保持部分２１ａ及び第２の保持部分２
１ｂはその間に板１９を保持するように構成される。例えば、２つの凸状の表面１９ａを
備えた板１９の場合、第１の保持部分２１ａ及び第２の保持部分２１ｂの各々は、その中
で板１９を保持できる空間を画定する凹状の表面２１ｃを有することができる。例えば、
図４に示す代表的な実施の形態においては、板１９の上方の凸状表面１９ａは第１の保持
部分２１ａの凹状表面２１ｃにより画定されるくぼみ内に嵌合し、板１９の下方の凸状表
面１９ｂは第２の保持部分２１ｂの凹状表面２１ｃにより画定されるくぼみ内に嵌合する
。
【００２０】
　図５は両方の関節形成半部分を適所に備えた代表的な組立てられた人工椎骨間関節の前
方図を示し、図６は図５に示す組立てられた人工椎骨間関節の側面図を示す。図５、６に
示すように、板１９は第１の保持部分２１ａと第２の保持部分２１ｂとの間に保持される
。板１９は第１の保持部分２１ａと第２の保持部分２１ｂとの間に保持できるが、板１９
は第１の保持部分２１ａ及び第２の保持部分２１ｂの対応する表面２１ａにより画定され
る空間内で摺動できることを理解すべきである。このようにして、隣接する椎骨間の限ら
れた運動が提供される。
【００２１】
　図４、５、６に示す代表的な実施の形態においては、板１９は第１の保持部分２１ａと
第２の保持部分２１ｂとの間に挿入される別個の素子である。しかし、後に説明するが、
スペーサ即ち板１９は第１の保持部分２１ａ及び第２の保持部分２１ｂの一方又は双方と
一体的に形成できるか又はこれらに組み込むことができることを理解すべきである。
【００２２】
　開示の代表的な実施の形態においては、図４、６、７Ａ、７Ｂに明示するように、人工
椎骨間関節の各保持部分は第１の人工関節突起素子２３ａと、第２の人工関節突起素子２
３ｂとを有する。図７Ａ、７Ｂに示すように、第１の人工関節突起素子２３ａは面２５ａ
を有し、対応する第２の人工関節突起素子２３ｂは、他方の椎骨に関する各椎骨の運動性
を保持し、案内しながら、隣接する椎骨を安定化させるために面２５ａが面２５ｂに対応
的に嵌合するように形状づけられた面２５ｂを有する。各セットの上方及び下方の保持部
分２１ａ、２１ｂは一緒になって関節突起関節を画定する一対の関節突起素子２３ａ、２
３ｂを有することができる。この実施の形態に従った関節突起との全体の関節交換に対し
て、左右の関節形成物は、後方から見た場合に、２つの隣接する関節突起関節を画定する
。



(7) JP 4589932 B2 2010.12.1

10

20

30

40

50

【００２３】
　人工関節突起関節を設けたと否とに拘わらず、関節形成物の左右の半部分に関連するそ
れぞれの上方及び下方の保持部分は互いに完全に独立することができる。すなわち、図７
Ａに示すように、例えば、各半部分に関連する第１の保持部分２１ａは互いに直接接触し
ない。図７Ｂに示す第２の保持部分２１ｂに関しても同じことが言える。しかし、当業者
なら、人工関節突起関節を含む開示の実施の形態においても、各半部分の第１の保持部分
２１ａの少なくとも一部及び（又は）各半部分の第２の保持部分２１ｂの少なくとも一部
は、図１７－１８の説明に関連して一層詳細に説明するように、互いに直接接触できるか
及び（又は）互いに接続できることを理解すべきである。
【００２４】
　更に、開示の種々の実施の形態においては、板１９、第１の保持部分２１ａ及び第２の
保持部分２１ｂは各隣接する表面間でほぼ横断方向における上述の摺動運動を提供しなが
ら、圧縮及び引っ張り力を伝達する接続を容易にする任意の適当な材料で作ることができ
る。例えば、第１の実施の形態においては、第１の保持部分２１ａ及び第２の保持部分２
１ｂは典型的には、ステンレス鋼、チタン及びコバルトクロムのような手術用移植片に適
した任意の金属又は金属合金から、又は炭素繊維のような複合材料から、又はポリエーテ
ルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）のようなプラスチック材料から、又は他の適当な材料から
作ることができる。板は高分子量ポリエチレン又はＰＥＥＫのようなプラスチックから、
又はセラミック、金属及び、これらに限定されないが、炭素繊維、ゴムのような天然又は
合成繊維から、又は他の適当な材料から作ることができる。一般に、表面の摺動特性を維
持する補助を行うため、表面は円滑な表面を提供するように研磨できるか及び（又は）コ
ーティングできる。例えば、表面を金属で作った場合は、金属表面は研磨した金属とする
ことができる。
【００２５】
　図８－１４は人工椎骨間関節の第２の実施の形態を示す。第１の実施の形態とは異なる
特徴のみをここで詳細に説明する。第２の代表的な実施の形態においては、例えば茎スク
リュー２７のような固定素子を設けて、対応する椎骨に対する第１の保持部分２１ａ及び
（又は）第２の保持部分２１ｂの各々間の一層の固定及び即時の接続を提供する。更に、
この実施の形態は保持部分の一方、ここでは下方の保持部分２１ｂと一体化された板１９
を示す。板１９はその保持部分と同じ材料から一体的に形成することができるが、また、
類似又は非類似の材料から別個に形成され、一体のユニットを形成するようにそれに恒久
的に接続することができる。この実施の形態においては、板１９及び保持部分はすべて金
属から形成することができる。
【００２６】
　図１５、１６は人工椎骨間関節の第３の実施の形態を示す。第３の代表的な実施の形態
においては、例えば張力バンド３１のような付加的な固定素子を設けて、第１の保持部分
２１ａを第２の保持部分２１ｂに固定することにより、隣接する椎骨間の運動性を制限す
る後方の靭帯の機能を補足するか又はその機能を代替する。図１５－１６に示すように、
後方の張力バンド３１は、対応する茎スクリュー２７又は他の便利な取り付け地点のまわ
りにバンドを巻き付けることにより、設けることができる。
【００２７】
　図１７、１８は人工椎骨間関節の第４の実施の形態を示す。図１７、１８に示す代表的
な実施の形態においては、人工椎骨間関節は人工関節突起関節を除いて上述のすべての特
徴を有することができる。この実施の形態においては、天然の関節突起関節を残す。ある
実施の形態では、靭帯のような張力バンドもまたそのまま残すことができる。更に、この
実施の形態は、第１の保持部分２１ａ及び第２の保持部分２１ｂの配置を維持する補助を
行う、それぞれの上方及び下方の保持部分間の前方中心線接続の特定の例を含む。
【００２８】
　図１７、１８は、第２の保持部分２１ｂ上に設けられた対応する嵌合部分により補い合
うロック及びキー形式のパターンを備えた第１の保持部分２１ａを提供することが可能で
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あることを示す。一層詳細には、第１の保持部分２１ａの半部分はＵ字状の部分３５ａを
備えた外側境界を有し、一方、対応する第１の保持部分２１ａの他方の半部分はＵ字状の
部分３５ａ内へ嵌合する突出部分３５ｂを備えた外側境界を有する。その結果、第１の保
持部分２１ａの各半部分は所定の位置に維持することができる。しかし、上方又は下方の
保持部分は、移植を容易にするか及び（又は）ほぼ安定した対称的な形状で関節を提供及
び（又は）保持する補助を行うような任意の態様で、例えばその中心線前方部分の近傍に
おいて、体内空間内で一緒に嵌合することができるか及び（又は）接続することができる
。図１８に示すような下位の端板上に残った環１７により提供される内向きの力のために
、下方の保持部分間にこのような接続を設けることがむしろ重要となる。それぞれの下方
の保持部分間の中心線接続は中心線３７の方へ保持部分を移動させる傾向を有する外側の
環の力に抵抗する。
【００２９】
　種々の代表的な実施の形態に示すように、第１及び（又は）第２の保持部分の互いに関
する部分の位置を維持するためにロック及びキーのように一緒に嵌合できる部位を除いて
は、人工椎骨間関節の各半部分は椎骨の中心線３７のまわりでほぼ対称的になることがで
きる。
【００３０】
　重ねて言うが、これらの代表的な実施の形態は単なる例示であって、本発明のすべての
可能なデザイン、履行、修正及び使用を排斥する意図のものではない。更に、開示の１つ
の実施の形態に関連して説明した特徴は、明白に上述していない場合も、他の実施の形態
に関連して使用することができる。
【００３１】
　当業者なら上述の説明から容易に明白となるはずであるが、人工関節を移植するために
使用できる適当な手術手順の簡単な説明を以下に行う。一般に、上述のように、人工椎骨
間関節は既知のＴＬＩＦ又はＰＬＩＦ手順と類似の後方大後頭孔接近法を使用して体内に
移植することができる。この接近法によれば、中心線切開のような切開を患者の背中に対
して行うことができ、冒された椎間板及びまわりの組織の一部又は全部を、孔を介して除
去することができる。関節突起関節のいずれが交換されるかに応じて、天然の関節突起関
節は人工関節突起関節のための余地を作るように切り取ることができる。次いで、人工椎
骨間関節の半部分を、それぞれ左右の大後頭孔開口を通して部片ごとに挿入することがで
きる。すなわち、上方及び下方の保持部分（関節突起素子を有する場合も有さない場合も
）及び別個に提供される場合は人工板を含む人工椎骨間関節の部片は孔を通して嵌入され
、適当な椎骨間空間内に配置される。人工関節の部片は完全に別個とすることができ、ま
たは、それらのうちの２又はそれ以上は、孔を通しての挿入前に、布又は当業界で既知の
他の材料により一緒に結束するか又は梱包することができる。天然の椎間板の外側の環の
少なくとも一部を保持できるような場合は、人工椎骨間関節の各側の下方の保持部分は、
これらが環の対応する部分に当接するように、挿入される。中心線前方接続が提供される
場合、保持部材の左右の半部分は一緒に嵌合され、外側の環により適所に保持される。こ
のように、環の残りの部分は手順前にあった場所と実質上同じ場所をとることができる。
【００３２】
　更に、天然の椎間板の環を完全に除去しなければならないか又は不十分な環が残ってい
るような場合は、例えば、人工椎骨間関節の部片が適所に残ることを保証するように茎ス
クリューを実行するような開示の実施の形態を使用することができる。当業者なら、後方
手順の利点が制限されるが人工関節は前方接近法又は前方及び後方の組合せ接近法を介し
て移植できることを理解すべきである。例えば、人工椎骨間関節の部片のいくつかは前方
接近法で挿入することができ、残りは後方から挿入できる。前方及び後方から配置された
部分は図１７、１８に示す実施の形態と同様に一緒に嵌合することができる。
【００３３】
　以上、いくつかの代表的な実施の形態のみを詳細に説明したが、当業者にとっては、こ
の開示の新規な教示及び利点から実質的に逸脱することなく、代表的な実施の形態内で多
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変更は特許請求の範囲で規定されるような本発明の範囲内に含まれるものとする。また、
当業者なら、このような修正及び等価の構成又は方法が本開示の精神及び範囲から逸脱し
ないこと、及び、本開示の精神及び範囲から逸脱することなく、種々の変更、代替及び変
形を行うことができることを認識できよう。「水平」、「垂直」、「頂部」、「上方」、
「下方」、「底部」、「左」及び「右」のようなすべての空間的な用語は単なる説明のも
のであって、開示の範囲内で変えることができることを理解されたい。特許請求の範囲に
おいて、手段及び機能に関する条項は列挙した機能を遂行するものとしてここで述べた構
造、及び構造上の等価物のみならず等価の構造をもカバーするものである。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】健康な人間の脊柱の腰部脊椎及び仙骨区域の概略側立面図である。
【図２】２つの椎骨間に位置する健全な椎間板を伴う図１に示す腰部椎骨の右側の一部を
示す詳細な斜視図である。
【図３】椎間板の主要な部分を示す図２に示す椎間板の頂部斜視図である。
【図４】開示の原理に従って構成された人工椎骨間関節の第１の実施の形態を示す腰部脊
椎の一部の分解側立面図である。
【図５】開示の第１の実施の形態に従って構成された組立てた人工椎骨間関節の左半分及
び右半分の上位、板及び下位部分を示す腰部脊椎の一部の前方立面図である。
【図６】図５に示す人工椎骨間関節の右半分の側立面図である。
【図７Ａ】図４に示す人工椎骨間関節の上位部分を示す腰部脊椎の一部の横断方向の下か
ら見た図である。
【図７Ｂ】図４に示す人工椎骨間関節の下位部分を示す腰部脊椎の一部の横断方向の上か
ら見た図である。
【図８】移植を補助するために茎スクリューを使用するような人工椎骨間関節の上位部分
の第２の実施の形態を示す腰部脊椎の一部の横断方向の下から見た図である。
【図９】移植を補助するために茎スクリューを使用するような人工椎骨間関節の下位部分
の第２の実施の形態を示す腰部脊椎の一部の横断方向の上から見た図である。
【図１０】茎スクリューの１つが見える状態での、図８に示す人工椎骨間関節の上位部分
を示す腰部脊椎の一部の側面図である。
【図１１】茎スクリューの１つが見える状態での、図９に示す人工椎骨間関節の下位及び
一体の椎間板部分を示す腰部脊椎の一部の側面図である。
【図１２】２つの茎スクリューが見える状態での、図８に示す人工椎骨間関節の上位部分
を示す腰部脊椎の一部の後面図である。
【図１３】２つの茎スクリューが見える状態での、図９に示す人工椎骨間関節の下位部分
を示す腰部脊椎の一部の後面図である。
【図１４】組立てた位置での茎スクリューを備えた第２の実施の形態を示す腰部脊椎の一
部の側立面図である。
【図１５】張力バンドを使用するような人工椎骨間関節の下位、板及び上位の部分の第３
の実施の形態を示す腰部脊椎の一部の後面図である。
【図１６】組立てた位置において張力バンドを使用するような第３の実施の形態を示す腰
部脊椎の一部の側立面図である。
【図１７】関節突起関節を交換していないような、開示の原理に従って構成された人工椎
骨間関節の第４の実施の形態の上位部分を示す腰部脊椎の一部の横断方向の下から見た図
である。
【図１８】人工椎骨間関節の第４の実施の形態の下位部分を示す腰部脊椎の一部の横断方
向の上から見た図である。
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