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(57)【要約】
　本発明の実施形態は、椎体スペーサを植え込む器具お
よび方法を含む。幾つかの開示された措置で、外科的側
方進入路が想定される。幾つかの実施形態の器具は、円
板腔に挿入可能であり、それによって伸延を達成し、望
ましい円板腔高さを決定して、対応するインプラントを
選択する。インプラントの前端の高さがその中心付近よ
り少なくとも３ｍｍ小さくなるように、凸状に曲線を描
く前方側壁（２１０）および凸状の曲線を描く上面およ
び／または下面（２０３、２０５）を有する側方進入路
の椎間板癒着インプラント（２０１）が開示される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上部椎骨の終板と下部椎骨の終板との間にインプラントを配置するシステムであって、
　異なる寸法の少なくとも２つの試行器具を有する試行器具のセットを備え、各試行器具
が、
　　前記上部椎骨に向かって配置可能な上面と、
　　前記下部椎骨に向かって配置可能な下面と、
　　それぞれ前記上面および前記下面と合うように、自身から分岐する区画を有する、前
端部分と、を備えており、
　脊椎円板腔内に配置可能な細長い本体を有するインプラントを備え、当該インプラント
が、
　　前記上部椎骨に向かって配置可能な上面と、
　　前記下部椎骨に向かって配置可能な下面と、
　　前端部分および反対側の後端部分と、
　　前記前端部分と前記後端部分との間に延在し、少なくとも部分的に凸状に曲線を描く
前方側壁と、
　　前記前端部分と前記後端部分との間に延在する後方側壁とを備えており、
　前記インプラントの中心付近の高さが、前記インプラントの前端の高さより大きいよう
に、前記上面および前記下面の少なくとも一方が曲線を描き、
　前記インプラントの中心付近の前記高さが約７ｍｍ～１９ｍｍの間であり、
　前記インプラントの前端の前記高さが、前記インプラントの中心付近の前記高さより少
なくとも約３ｍｍ小さい、システム。
【請求項２】
　前記試行器具の少なくとも１つの前記上面が凸状に曲線を描く、請求項１に記載のシス
テム。
【請求項３】
　前記試行器具の少なくとも１つの前記下面が凸状に曲線を描く、請求項１に記載のシス
テム。
【請求項４】
　前記試行器具の少なくとも１つの前記前端部分が、前記上面と前記下面との間に延在す
る曲線である、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記試行器具の前記前端部分が半径である、請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記試行器具の少なくとも１つがほぼ前記インプラントと同じ形状である、請求項１に
記載のシステム。
【請求項７】
　前記インプラントの前記上面が凸状に曲線を描く、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記インプラントの前記下面が凸状に曲線を描く、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記前方側壁が最前方部分と、前記前端部分と前記最前方部分との間に延在する第１曲
線部分と、前記後端部分と前記最前方部分との間に延在する第２曲線部分とによって画定
される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　アクセス入口をさらに備え、当該アクセス入口は、切開部を通して挿入可能であり、前
記試行器具又は前記インプラントが前記アクセス入口を通過する、請求項１に記載のシス
テム。
【請求項１１】
　前記アクセス入口が管状ポートを備える、請求項１０に記載のシステム。
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【請求項１２】
　前記アクセス入口が開創器を備える、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記開創器が、
　近位端および遠位端を有し、前記切開部内に配置可能である第１開創器部分と、
　近位端および遠位端を有し、前記第１開創器部分と協働して前記切開部内に配置可能で
ある第２開創器部分と、
　前記第１および第２開創器部分の前記近位端間に結合する分離器具とを備え、前記分離
器具は、前記第１および第２開創器部分を、前記第１および第２開創器部分が相互に隣接
する挿入構成から、前記第１および第２部分が相互から分離される第２構成と変位するよ
うに動作可能である、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記分離器具が軸の一方側に偏る、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記分離器具に着脱式に装着可能な中間開創器をさらに備え、前記中間開創器が、前記
分離器具から前記第１および第２開創器部分に向かって開創器ブレードへと延在する連結
腕部を備え、前記開創器ブレードが前記連結腕部へと横方向に配置され、前記連結腕部が
前記分離器具に装着されて、前記第１および第２開創器が前記第２構成である場合に、前
記第１開創器部分と第２開創器部分との間で、前記切開部内に配置可能である、請求項１
３に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記アクセス入口を前記切開部に配置する前に、前記切開部の寸法を増大させるように
構成された拡張器をさらに備える、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１７】
　拡張器のセットをさらに備え、前記セットが、
　前記セットの他の拡張器と比較して、相対的に小さい断面の初期挿入拡張器と、
　前記初期挿入拡張器上に填り、前記切開部をさらに開く同心拡張器とを備える、請求項
１６に記載のシステム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は概して脊椎インプラントの分野に関し、特に椎体スペーサおよび椎体スペーサ
を植え込む方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　椎体スペーサは、変性円板疾患または他の脊椎状態に応答して、隣接する椎骨間の空間
を維持するために使用される。通常、関連する外科措置の目的は、隣接する椎骨が相互に
成長または「融合」することである。椎体スペーサは通常、生体適合性合成材料または同
種移植片骨で作成される。
【０００３】
　椎体スペーサは、長年、前方進入路、孔を横切る進入路、傾斜進入路、後方進入路、お
よび他の外科的進入路から植え込まれてきた。また、側方外科的進入路も遂行されてきた
。しかし、側方進入路に関連する以前のインプラント、器具、および方法は最適ではない
。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　側方進入路で使用されている既存のインプラントは、椎骨終板の自然の曲線、または椎
体の前方部分の自然の前方曲線に一致しないことがある。器具および側方インプラントは
、隣接する終板を損傷せずに、円板空間を効率的に延伸させるのに必ずしも適切でない。
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器具および側方インプラントの形状は、周囲組織の破壊を減少させるために特に調整され
ていない。現在の方法は、骨および他の組織を大幅に切断し、操作する必要があることが
ある。
【０００５】
　知られている器具、装置および方法に関連する特定の欠点および問題に関する本明細書
の記述は、本発明の範囲をこのような知られている器具、装置および方法を除外するよう
に制限するものではない。本発明の実施形態は、本明細書で述べた欠点および問題に患わ
されずに、知られている器具、装置および方法の一部または全てを含むことができる。
【０００６】
　手術を実行する方法および器具が、１９９６年３月２２日出願の米国特許第５７９２０
４４号「Devices and Methods for Percutaneous Surgery」、２００２年１０月２１日出
願の米国特許出願第１０／２７４８５６号「Systems and Techniques for Restoring and
 Maintaining Intervertebral Anatomy」、２００４年１月２８日出願の米国特許出願第
１０／７６６１６７号「Systems and Techniques for Restoring and Maintaining Inter
vertebral Anatomy」、および２００４年３月３日出願の米国特許出願第１０／７９２３
５８号「Instruments and Methods for Minimally Invasive Tissue Retraction and Sur
gery」で開示され、これは全て参照により本明細書に組み込まれる。組み込まれた参照文
献で述べられ、本発明の構成要素とともに使用するように適用可能である全ての関連する
インプラント、器具、方法または外科的アプローチは、本明細書で述べ、請求の範囲にあ
る本発明の範囲に入る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の１つの実施形態は、脊椎円板腔に配置可能な細長い本体があるインプラントで
ある。実施形態は、上部椎骨の終板に向かって配置可能な凸状に曲線を描く上面、下部椎
骨の終板に向かって配置可能な凸状に曲線を描く下面、前端部分、および反対側の後端部
分を有する。少なくとも部分的に凸状に曲線を描く前方側壁が、前端部分と後端部分の間
に延在し、後方側壁が前端部分と後端部分の間に延在する。本体は、上面と下面の間に、
上部椎骨終板と下部椎骨終板との間の望ましい円板腔高さに対応する高さを含む。前端部
分は、少なくとも部分的に潰れた状態で円板腔に挿入するように構成され、高さは、本体
を潰れた円板腔に挿入した場合に、潰れた円板腔を望ましい円板腔高さへと回復させるよ
うな寸法にされる。
【０００８】
　本発明の実施形態は、脊椎円板腔に配置可能な細長い本体があるインプラントである。
実施形態は、上部椎骨の終板に向かって配置可能な上面、下部椎骨の終板に向かって配置
可能な下面、前端部分、および反対側の後端部分を有する。少なくとも部分的に凸状に曲
線を描く前方側壁が、前端部分と後端部分の間に延在し、後方側壁が前端部分と後端部分
の間に延在し、後方側壁は前方側壁の平均高さより小さい平均高さを有する。上面と下面
のうち少なくとも一方は、インプラントの中心付近の高さがインプラントの前端の高さよ
り大きくなるように曲線を描く。インプラントの中心付近の高さは、約７ｍｍ～１９ｍｍ
の間である。インプラントの前端の高さは、インプラントの中心付近の高さより少なくと
も約３ｍｍ小さい。
【０００９】
　本発明の別の実施形態は、脊椎円板腔に配置可能な細長い本体があるインプラントであ
る。実施形態は、凸状の曲線を描く上面、凸状の曲線を描く下面、上面と下面の間に延在
する凸状の曲線を描く表面によって画定される前端部分、および上面と下面の間に延在す
るほぼ平面の表面によって画定される後端部分を有する。前方側壁は、最前方部分、前端
部分と最前方部分の間に延在する第１曲線部分、および後端部分と最前方部分の間に延在
する第２曲線部分によって画定される。後方側壁は、前端部分と後端部分の間に延在する
。インプラントの中心付近の高さは、約８ｍｍ～１４ｍｍの間である。インプラントの前
端部分の高さは、インプラントの中心付近の高さより少なくとも約３ｍｍ小さい。
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【００１０】
　本発明の追加の実施形態は、脊椎円板腔に配置可能な細長い本体を有するインプラント
を含む。実施形態は、上部椎骨とほぼ協働状態で適合するために上部椎骨の終板に向かっ
て配置可能な上面手段、下部椎骨とほぼ協働状態で適合するために下部椎骨の終板に向か
って配置可能な下面手段、上部椎骨と下部椎骨との間へのインプラントの挿入を促進する
前端手段、および反対側の後端部分を有する。実施形態は、インプラントの一部が上部椎
骨の皮質縁と下部椎骨の皮質縁の間に前方進入できるようにする、少なくとも部分的に凸
状の曲線を描く前方側壁手段も有する。後方側壁は前端手段と後端部分の間に延在する。
インプラントの中心付近の高さは、約７ｍｍ～１９ｍｍの間である。インプラントの前端
の高さは、インプラントの中心付近の高さより少なくとも約３ｍｍ小さい。
【００１１】
　本発明のさらに別の実施形態は、インプラントを上部椎骨の終板と下部椎骨の終板の間
に配置するシステムである。実施形態は、異なる寸法の少なくとも２つの器具がある試行
器具のセットを含む。
【００１２】
　試行器具のセットの各試行器具は、上部椎骨に向かって配置可能な上面、下部椎骨に向
かって配置可能な下面、およびそれぞれ上面および下面に合うように前端から分岐する区
画を有する前端部分を有する。実施形態は、脊椎円板腔に配置可能な細長い本体を有する
インプラントも含む。インプラントは、上部椎骨に向かって配置可能な上面、下部椎骨に
向かって配置可能な下面、前端部分および反対側の後端部分、前端部分と後端部分の間に
延在する少なくとも部分的に凸状の曲線を描く前方側壁および前端部分と後端部分の間に
延在する後方側壁を有する。上面と下面のうち少なくとも一方は、インプラントの中心付
近の高さがインプラントの前端より大きくなるように曲線を描き、インプラントの中心付
近の高さは、約７ｍｍ～１９ｍｍの間である。インプラントの前端の高さは、インプラン
トの中心付近の高さより少なくとも約３ｍｍ小さい。
【００１３】
　本発明のさらに別の実施形態は、全体的に側方の外科的進入路から椎体間にインプラン
トを外科的に配置する方法である。実施形態は、患者の手術側がアクセス可能になるよう
に患者を配置することと、患者の胸郭と腸骨稜の間で患者の手術側に切開部を作成するこ
とと、椎体間に初期挿入拡張器を配置することと、切開部をさらに開くために、初期挿入
拡張器上に適合する第１同心拡張器で組織を拡張することと、椎体間に植え込むための開
口を生成するために、椎骨円板物質を除去することと、椎体間に試行器具を挿入すること
と、椎体間にインプラントを挿入することとを含む。インプラントは、上部椎体に向かっ
て配置可能な上面、下部椎体に向かって配置可能な下面、前端部分および反対側の後端部
分、前端部分と後端部分の間に延在する前方側壁、および前端部分と後端部分の間に延在
する後方側壁を有する。上面と下面のうち少なくとも一方は、インプラントの中心付近の
高さがインプラントの前端の高さより大きくなるように曲線を描く。インプラントの中心
付近の高さは、約７ｍｍ～１９ｍｍの間である。インプラントの前端の高さは、インプラ
ントの中心付近の高さより少なくとも約３ｍｍ小さい。
【００１４】
　本発明の別の実施形態は、全体的に側方の外科的進入路から椎体間にインプラントを外
科的に配置する方法である。実施形態は、患者の手術側がアクセス可能になるように患者
を配置することと、患者の胸郭と腸骨稜の間で患者の手術側に切開部を作成することと、
椎体間に初期挿入拡張器を配置することと、切開部をさらに開くために、初期挿入拡張器
上に適合する第１同心拡張器で組織を拡張することと、椎体間に植え込むための開口を生
成するために、椎骨円板物質を除去することと、椎体間に試行器具を挿入することと、椎
体間にインプラントを挿入することとを含む。インプラントは、上部椎体の終板に向かっ
て配置可能な凸状の曲線を描く上面、下部椎体の終板に向かって配置可能な凸状の曲線を
描く下面、前端部分および反対側の後端部分、前端部分と後端部分の間に延在する前方側
壁、および前端部分と後端部分の間に延在する後方側壁を有する。本体は、上面と下面の
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間に、上部椎骨の終板と下部椎骨の終板との間の望ましい円板腔高さに対応する高さを含
む。前端部分は、少なくとも部分的に潰れた状態で円板腔に挿入するように構成され、高
さは、本体を潰れた円板腔に挿入した場合に、潰れた円板腔を望ましい円板腔高さへと回
復させるような寸法にされる。
【００１５】
　本発明の実施形態は、全体的に側方の外科的進入路から椎体間にインプラントを外科的
に配置する方法である。実施形態は、患者の胸郭と腸骨稜の間で患者の手術側に切開部を
作成することと、椎体間に試行器具を挿入することと、椎体間に細長い本体があるインプ
ラントを挿入することとを含む。インプラントは、上部椎骨の終板に向かって配置可能な
上面、下部椎骨の終板に向かって配置可能な下面、前端部分および反対側の後端部分、最
前方部分によって画定された前方側壁、前端部分と最前方部分の間に延在する第１曲線部
分、および後端部分と最前方部分の間に延在する第２曲線部分、および前端部分と後端部
分の間に延在する後方側壁を有する。インプラントを挿入する動作は、前方側壁の第１曲
線部分および第２曲線部分が、ほぼ上部椎骨の皮質縁と下部椎骨の皮質縁の間に配置され
るように、椎体間に前方からインプラントを配置することを含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　図１～図４は、脊椎円板腔に配置可能な細長い本体があるインプラント１を示す。上部
椎骨の終板に向かって配置可能な凸状の曲線を描く上面３、および下部椎骨の終板に向か
って配置可能な凸状の曲線を描く下面５が図示されている。幾つかの実施形態では、上部
および下部曲線は相互に鏡像であるか、曲線が異なってもよい。例えば、より明白な上方
椎骨の下方終板の曲線およびそれほど明白でない下方椎骨の上方終板の曲線への一致を向
上させるために、上部曲線を下部曲線より大きくすることができる。上面３および下面５
は、一定の半径を有するか、複合曲線であるか、一方または両方が平坦でもよい。
【００１７】
　図１～図４に示すように上下面３、５はキャビティ（空隙）４によって中断される。キ
ャビティ４は一部または全体がインプラント１に貫入する。図示の実施形態では、上面３
および下面５は、キャビティ４の全側部に部分を有する。幾つかの図では、明快さを期し
て表面は１つの側部にしかラベルが付けられていないが、表面は、キャビティ４の各範囲
を越えて部分を含むように意図されている。図示のように、上面３および下面５は、イン
プラント１の本体の全長に沿って凸状の曲線を描く。「全長」という用語は、幾つかの実
施形態では、インプラント１の端部付近の様々な延長部分または打ち切り部分を含まない
。本発明の他の実施形態では、曲線は長さの一部のみが凸状でよい、または凸部分間に他
の形状が散在してよい、または平坦区画または様々な形状の区画によって全体的に凸状の
形状を形成し、全体的に凸状の形状を生成してもよい。
【００１８】
　前端部分７および反対側の後端部分９も、図１～図４に図示されている。図示の前端部
分は上面３と下面５の間に丸まったノーズを有する。図示の前端のノーズも、前方側壁１
０と後方側壁１１の間で部分的に丸くなっている。幾つかの実施形態では、ノーズは側壁
の間で完全に丸くなっているか、他の実施形態では平坦部分を含んでもよい。図示の後端
部分９は平面であり、前方側壁１０と後方側壁１１の間に延在する。他の実施形態では、
後端部分は曲線を描くか、角張っているか、任意の他の機能的形状でよい。
【００１９】
　前方側壁１０は前端部分７と後端部分９の間に延在し、図示の前方側壁１０は少なくと
も部分的に凸状の曲線を描く。図１に示すように、前方側壁１０は、最前方部分１０ｃ、
前端部分７と最前方部分１０ｃの間に延在する第１曲線部分１０ａ、および後端部分９と
最前方部分１０ｃの間に延在する第２曲線部分１０ｂによって画定される。図示のように
、第１および第２曲線部分１０ａ、１０ｂは凸状曲線であり、最前方部分１０ｃは平坦な
区画である。他の実施形態では、第１および第２曲線部分１０ａ、１０ｂは、同じ凸状曲
線の一部でよく、最前方部分１０ｃは曲線に沿った点でよい。あるいは、前方側壁１０を
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備える第１および第２曲線部分１０ａ、１０ｂの一方しかないか、側壁が様々な形状の区
画の組合せでもよい。幾つかの実施形態では、前方側壁１０の凸状曲線が、丸まった隅ま
たは面取り部以上のものを含む。
【００２０】
　幾つかの実施形態では、前方側壁１０の曲線は、インプラント１、特に第１および第２
曲線部分１０ａ、１０ｂを、皮質縁の境界を越えて延在させることなく、支持された椎骨
の皮質縁間にほぼ配置できるようにするのに有用である。図３３を参照すると、皮質縁６
１０は下方椎体Ｖの前方部分の周囲に延在している。第１および第２曲線部分１０ａ、１
０ｂが曲線を描いているので、インプラント１はさらに前方で、さらに皮質縁６１０に沿
って配置することができる。皮質縁６１０は、椎体Ｖの下方海綿骨６２０よりも多くの支
持を提供する。インプラントの代替配置が図３４に図示されている。側方進入路から配置
されているが、椎体Ｖ上のさらに後方に配置された代替インプラント６０１が図示されて
いる。
【００２１】
　図示の後方側壁１１は、インプラント１の前端部分７と後端部分９の間に延在する。イ
ンプラント１の本体は、上面３と下面５の間に、上部椎骨終板と下部椎骨終板の間の望ま
しい円板腔高さに対応する高さを含む。「高さ」という用語は、上面３と下面５の間の距
離を指す。幾つかの実施形態では、上下面３、５は平面ではなく、相互から一定の距離で
はない。したがって、高さという用語は、特定の距離に制限されず、椎骨の望ましい間隔
を生成する全体的形状を述べるために使用することができる。
【００２２】
　幾つかの実施形態では、インプラント１の中心付近の高さが、インプラント１の後端部
分７付近の高さより大きくなるように、上面３と下面５のうち少なくとも一方が曲線を描
く。前彎形状を含むインプラント１などのインプラントでは、インプラントの中心付近の
高さは、インプラントの中心付近の最大高さである。図１～図４に示すように、高さとは
、中心付近の前方側壁１０の高さである。非前彎状インプラント１０１（図５）などのイ
ンプラントでは、インプラントの中心付近の高さは、前方側壁１１０または後方側壁１１
１のいずれかの中心付近の高さである。例えば、非前彎状インプラント１０１（図５）の
中心付近の高さをｈiとする。インプラント１の後端部分７付近の高さは、ノーズなどの
前端部分７の丸まった部分または尖った部分より前の上面３と下面５の間の最大距離であ
る。例えば、非前彎状インプラント１０１（図５）の前端部分付近の高さをｈnとする。
【００２３】
　本発明の実施形態のインプラントのインプラント中心付近の高さは、約７ｍｍ～１９ｍ
ｍの間であり、このようなインプラントの前端付近の高さは、個々のインプラントの中心
付近の高さより少なくとも約３ｍｍ小さい。例えば、中心付近の高さが１２ｍｍのインプ
ラントは、前端付近の高さが９ｍｍ以下になる。別の特定の実施形態では、インプラント
の中心付近の高さは約１３ｍｍ～１９ｍｍの間であり、インプラントの前端の高さは、約
４ｍｍと９ｍｍとの間である。別の実施形態では、インプラントの中心付近の高さは約９
ｍｍと１３ｍｍとの間であり、インプラントの前端の高さは約４ｍｍ～７ｍｍの間である
。さらに別の実施形態では、インプラントの中心付近の高さは約６ｍｍ～９ｍｍの間であ
り、インプラントの前端の高さは約３ｍｍ～５ｍｍの間である。さらに別の実施形態では
、本発明の実施形態のインプラントのインプラント中心付近の高さは約８ｍｍ～１４ｍｍ
の間であり、このようなインプラントの前端付近の高さは、個々のインプラントの中心付
近の高さより少なくとも約３ｍｍ小さい。
【００２４】
　本発明の幾つかの実施形態の前端部分７は、少なくとも部分的に潰れた状態で円板腔内
に挿入するように構築される。このような実施形態では、前端部分７を含むインプラント
１の高さは、本体を潰れた円板腔に挿入した状態で、潰れた円板腔を望ましい円板腔高さ
まで回復するような寸法にされる。前端部分７は、相対的に短い高さのせいで挿入を容易
にすることができ、インプラント１の長さに沿って増加する高さが、潰れた円板腔を回復



(8) JP 2008-534135 A 2008.8.28

10

20

30

40

50

する。
【００２５】
　図１～図４に示すように、前方側壁１０の平均高さは、後方側壁１１の平均高さより大
きい。幾つかの方法で植え込んだ場合、これはインプラント１が椎骨間の前彎症を矯正す
ることを容易にする。図３３および図３４は、前方側壁の平均高さが後方側壁より大きい
インプラントで、前彎症を矯正する器具の配置を示す。他の実施形態では、前方および後
方側壁が同じ高さでよく、または後方側壁の方が部分的または平均で高くてもよい。後方
壁の方が高くなると、変形を矯正するか外傷性傷害を治療するために後彎が望ましい場合
に、脊椎の部分で有用なことがある。
【００２６】
　インプラント１はその上面３および／または下面５に沿って幾つかの係合部材１５を含
んでよい。図１～図４に示す係合部材１５は、上下面３、５から外側に突出して、インプ
ラント１が脊椎円板腔に配置された場合に、隣接する椎骨終板の体組織と係合する。図示
の係合部材１５は、インプラントの挿入方向に向かって傾斜する空洞４に沿った幾つかの
歯である。係合部材１５は、摩擦コーティングまたは摩擦表面処理などの要素を含む、運
動に対する多少の抵抗を生成する歯または他の突起またはキャビティでよい。図示の係合
部材１５は、インプラントの挿入部分に向かって傾斜し、挿入に対する抵抗を低下させた
状態で、挿入切開部を通したインプラントの排除に抵抗するが、係合部材は、全方向への
運動に抵抗するように構成してもよい。
【００２７】
　図２および図３に示すように、インプラント１は前方側壁１０の第１切欠部１６、およ
び後方側壁１１の第２切欠部１８を含む。図示の第１および第２切欠部１６、１８は、平
坦な上下面を有するが、切欠部は、結合部材でのインプラント１の把持を容易にする任意
の構成でよい。結合部材は、挿入器具５５０（図８）または他のこのような器具の要素の
一部または全部を含んでよい。結合部材は、インプラント１の本体を結合部材に固定する
ために、第１および第２切欠部１６、１８のそれぞれに配置可能な第１および第２指状部
５６８、５７０を有してよい。幾つかの実施形態では、結合部材は、円板腔に挿入するた
めにインプラント１に組み込まれる。本発明の幾つかの実施形態では、固定機構１９が組
み込まれる。固定機構１９は、ねじを切った軸またはねじを受けるねじ穴でよい。固定機
構は、結合部材との接続を容易にするために、結合部材と係合する干渉嵌めまたは任意の
他の器具を提供するようにも構成することができる。
【００２８】
　図５を参照すると、本発明のインプラントの別の実施形態が図示されている。非前彎状
インプラント１０１は、ほぼ同じ高さである前方側壁１１０および後方側壁１１１を有す
る。このようなインプラントは、前彎矯正が必要ではない臨床状況で椎骨を隔置するのに
有用である。非前彎状インプラント１０１の他の特徴および構成は、上述したインプラン
ト１の特徴および構成と同様である。
【００２９】
　本発明の別の実施形態が、図６および図７に図示されている。対称性インプラント２０
１は、脊椎円板腔に配置可能な細長い本体を有する。上部椎骨の終板に向かって配置可能
な凸状の曲線を描く上面２０３、および下部椎骨の終板に向かって配置可能な凸状の曲線
を描く下面２０５が図示されている。幾つかの実施形態では、上部および下部曲線は相互
に鏡像であるか、曲線が異なってもよい。例えば、より明白な上方椎骨の下方終板の曲線
およびそれほど明白でない下方椎骨の上方終板の曲線への一致を向上させるために、上部
曲線を下部曲線より大きくすることができる。上面２０３および下面２０５は、一定の半
径を有するか、複合曲線であるか、一方または両方が平坦でもよい。
【００３０】
　図７に示すように上下面２０３、２０５はキャビティ２０４によって中断される。キャ
ビティ２０４は一部または全体が対称性インプラント２０１に貫入する。図示の実施形態
では、上面２０３および下面２０５は、キャビティ２０４の全側部に部分を有する。幾つ
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かの図では、明快さを期して表面は１つの側部にしかラベルが付けられていないが、表面
は、キャビティ２０４の各範囲を越えて部分を含むように意図されている。図示のように
、上面２０３および下面２０５は、対称性インプラント２０１の本体の全長に沿って凸状
の曲線を描く。「全長」という用語は、幾つかの実施形態では、対称性インプラント２０
１の端部付近の様々な延長部分または打ち切り部分を含まない。本発明の他の実施形態で
は、曲線は長さの一部のみが凸状でよい、または凸部分間に他の形状が散在してよい、ま
たは平坦区画または様々な形状の区画によって全体的に凸状の形状を形成し、全体的に凸
状の形状を生成してもよい。
【００３１】
　前端部分２０７および反対側の後端部分２０９も、図６および図７に図示されている。
対称性インプラント２０１は、第１または第２端部分２０７、２０９を円板腔に最初に挿
入する状態で、挿入することができる。同様に、第１または第２端部分２０７、２０９を
挿入器具に結合することができる。外科医は、様々な時に左側または右側から患者にアプ
ローチしたいと考える。対称に構成されたインプラントは、他にも目的がある中で、様々
な形状の上下面２０３、２０５があるインプラントが必要な場合に、在庫を減少させるた
めに有用である。
【００３２】
　前方側壁２１０および後方側壁２１１の構成は、以上で詳細に述べた前方側壁１０およ
び後方側壁１１と同様であり、全ての特徴がいずれの実施形態にも当てはまる。
　本発明の幾つかの実施形態の第１および第２端部分２０７、２０９は、少なくとも部分
的に潰れた状態で円板腔に挿入するように構築される。挿入された端部分を含む対称性イ
ンプラント２０１の高さは、本体を潰れた円板腔に挿入すると、潰れた円板腔を望ましい
円板腔高さまで回復するような寸法にされる。挿入された端部分は、相対的に短い高さの
せいで挿入を容易にすることができ、インプラント２０１の長さに沿って増加する高さが
、潰れた円板腔を回復する。
【００３３】
　対称性インプラント２０１はその上面２０３および／または下面２０５に沿って幾つか
の係合部材２１５を含んでよい。図６に示す係合部材２１５は、上下面２０３、２０５か
ら外側に突出して、対称性インプラント２０１が脊椎円板腔に配置された場合に、隣接す
る椎骨終板の体組織と係合する。図示の係合部材２１５は、空洞２０４に沿った幾つかの
歯である。係合部材２１５は、摩擦コーティングまたは摩擦表面処理などの要素を含む、
運動に対する多少の抵抗を生成する傾斜した歯などの歯または他の突起またはキャビティ
でよい。係合部材は、全方向への運動に抵抗するように構成してもよい。
【００３４】
　図７に示すように、対称性インプラント２０１は、第１端部分２０７と第２端部分２０
９の両方で、前方側壁２１０の第１切欠部２１６、および後方側壁２１１の第２切欠部２
１８を含む。図示の第１および第２切欠部２１６、２１８は、平坦な上下面を有するが、
切欠部は、結合部材でのインプラント１の把持を容易にする任意の構成でよい。結合部材
は、挿入器具５５０（図８）または他のこのような器具の要素の一部または全部を含んで
よい。結合部材は、対称性インプラント２０１の本体を結合部材に固定するために、第１
および第２切欠部２１６、２１８のそれぞれに配置可能な第１および第２指状部５６８、
５７０を有してよい。幾つかの実施形態では、結合部材は、円板腔に挿入するために対称
性インプラント２０１に組み込まれる。本発明の幾つかの実施形態では、固定機構２１９
が組み込まれる。固定機構２１９は、ねじを切った軸またはねじを受けるねじ穴でよい。
固定機構は、結合部材との接続を容易にするために、結合部材と係合する干渉嵌めまたは
任意の他の器具を提供するようにも構成することができる。
【００３５】
　図８を参照すると、挿入器具５５０が図示されている。挿入器具５５０は、細長い軸５
５２を含み、これは近位部分５５４と、インプラント１などのインプラントを軸５５２に
結合する結合部材として働く遠位把持部分５５６との間に延在する。近位部分５５４は、
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軸５５２へと横方向に延在する柄５５８を含む。１つの実施形態では、柄５５８は軸５５
２へと斜めに向いて配置されて、操作および挿入器具５５０での身振りでの指示を容易に
する。軸５５２は柄５５８からハウジング部分５６０へと近位方向に突出する。ハウジン
グ部分５６０は、自身内に収容された調節部材５６２を含む。内軸５６４（図９）は調節
部材５６２から軸５５２を通して遠位把持部分５５６へと遠位方向に延在する。調節部材
５６２は、サムホィールまたは他の適切な把持要素を提供して、内軸５６４の遠位端をイ
ンプラントと係合させるために、外科医が内軸５６４を外軸５５２内で回転することを容
易にする。
【００３６】
　遠位把持部分５５６は本体部材５６６と、本体部材５６６の反対側から遠位方向に延在
する１対の指状部５６８、５７０とを含む。内軸５６４の遠位端は、本体部材５６６から
遠位方向に突出し、指状部５６８、５７０の中心に配置される。図１０に示すように、指
状部５６８、５７０は、図示の実施形態のインプラント１のように、挿入器具５５０が係
合しているインプラントの個々の切欠部に配置可能である。内軸５６４は、インプラント
１の固定機構１９のように、インプラントの近位端壁の孔に係合可能である。指状部５６
８、５７０の外面は、インプラント１の側壁の外側面と面一であるか、それに対して窪み
、したがって指状部５６８、５７０はインプラント１の側壁を越えて突出していない。イ
ンプラント１と係合した場合、指状部５６８、５７０は全体的な幅を画定し、これは側壁
の外側面の間のインプラントの幅より小さい。これは、インプラントおよび器具組立体の
挿入輪郭を最小限に抑え、脊椎円板腔への侵襲性進入路の小型化を容易にする。
【００３７】
　図１１を参照すると、別の実施形態の挿入器具５８０が図示されている。挿入器具５８
０は、内軸５８４の周囲で長手方向に動作可能な外軸５８２を含む。挿入器具５８０は、
インプラントを内軸５８４に結合する結合部材を形成する遠位把持部分５８６を含む。遠
位把持部分５８６は、ベース部分５９８、および中心スロット５９６によって分離された
１対の偏倚部材５８８、５９０を含む本体部材を内軸５８４の遠位端に含む。偏倚部分５
８８、５９０は、ベース部分５９８に形成された一体蝶番または一体成形蝶番の周囲で相
互に結合される。指状部５９２、５９４は、個々の偏倚部材５８８、５９０から遠位方向
に延在する。ベース部分５９８は、近位方向に先細になる外面輪郭を含む。外軸５８２は
、偏倚部材５８８、５９０を、したがって指状部５９２、５９４を相互に向かって動作さ
せ、その間のインプラントを把持するために、内軸５８４に対して、少なくともベース部
分５９８の外面輪郭に沿って遠位方向に動作可能である。インプラントは、偏倚部材５８
８、５９０を、したがって指状部５９２、５９４を相互から通常状態に向かって動作させ
ることが可能であるように、内軸５８４に対して外軸５８２を近位方向に変位させること
によって解放することができる。
【００３８】
　外軸５８２、５８４を動作させる様々な機構が想定される。例えば、軸５８２、５８４
を相互にねじ係合することができ、外軸５８４を内軸５８２の周囲で回転させ、その間に
近位方向および遠位方向の動作を実行する。別の実施形態では、近位柄アクチュエータを
内外軸５８２、５８４を結合し、柄を操作するにつれて、柄が軸間で近位方向および遠位
方向に直線運動する。内外軸を相互に対して長手方向に動作させる他の適切な機構も想定
される。
【００３９】
　図１２を参照すると、脊椎円板腔内に配置可能な細長い本体がある移植インプラント（
グラフトインプラント）３０１が図示されている。この実施形態は、上部椎骨の終板に向
かって配置可能な凸状の曲線を描く上面３０３、および下部椎骨の終板に向かって配置可
能な凸状の曲線を描く下面３０５が図示されている。少なくとも部分的に凸状の曲線を描
く前方側壁３１０が、前端部分３０７と後端部分３０９の間に延在し、後方側壁３１１が
前端部分３０７と後端部分３０９の間に延在する。移植インプラント３０１は、上下面３
０３、３０５の間に、上部椎骨終板と下部椎骨終板の間の望ましい円板腔高さに対応する
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高さを含む。前端部分３０７は、少なくとも部分的に潰れた状態で円板腔に挿入するよう
に構成され、高さは、移植インプラント３０１を潰れた円板腔に挿入した場合に、潰れた
円板腔を望ましい円板腔高さへと回復させるような寸法にされる。
【００４０】
　移植インプラント３０１は、上記で詳述したインプラント１と構成、機能および説明が
同じである。また、移植インプラント３０１の実施形態、および本明細書で述べる他の実
施形態は、骨移植材料（骨グラフト材料）で構築することができる。制限ではなく、骨移
植材料は同種移植片の骨でよい。幾つかの実施形態では、移植インプラント３０１は骨の
中実区間で構築される。他の実施形態では、移植インプラント３０１は、骨の厚板を組み
合わせて最終構成にして構築する。移植インプラント３０１は、移植インプラント３０１
の１つまたは複数の長手方向軸を通って水平または垂直面に沿って組み合わせた骨の厚板
で構築してよい。幾つかの実施形態では、移植インプラント３０１を通してキャビティを
切り取るか、構築する。キャビティは、移植材料を含むために有用である。
【００４１】
　インプラントの実施形態は、上面手段、下面手段、前端手段、反対側の後端部分、およ
び少なくとも部分的に凸状の曲線を描く前方側壁手段がある器具を含む。試行器具の試行
本体およびインプラント本体は、合成または自然の自家移植片、同種移植片または異種移
植片組織、などの任意の生体適合性材料から作成することができ、再吸収性または非再吸
収性の性質でよい。組織材料の例は、硬組織、結合組織、脱ミネラル骨基質およびその組
合せを含む。再吸収性材料のさらなる例は、ポリラクチド、ポリグリコライド、チロシン
誘導ポリカーボネート、ポリ無水物、ポリオルトエステル、ポリフォスファゼン、燐酸カ
ルシウム、ヒドロキシアパタイト、生体活性ガラス、およびその組合せである。非再吸収
性材料のさらなる例は、非強化ポリマ、炭素強化ポリマ複合体、ＰＥＥＫとＰＥＥＫの複
合体、形状記憶合金、チタン、チタン合金、コバルトクロム合金、ステンレス鋼、セラミ
ックスおよびその組合せその他である。試行器具またはインプラントが放射線透過性材料
から作成される場合、放射線写真用マーカを試行器具またはインプラントに配置して、脊
椎円板腔内の本体の位置を放射線写真またはＸ線透視写真で監視し、決定する能力を提供
することができる。試行本体を構成する材料は、中実、多孔性、スポンジ状、有孔性、穿
孔および／または開放状態でよい。
【００４２】
　隣接する椎骨間の脊椎円板腔に挿入するインプラントが想定される。インプラントは、
円板腔に詰め込むか押し込むことができる。インプラントには、潰れた円板腔に挿入する
寸法である遠位端または挿入前端を設けることができる。インプラントを挿入すると、イ
ンプラントは潰れた円板腔を望ましい円板腔高さへと回復することができる。望ましい円
板腔高さは、遠位端に近いインプラントの高さに対応する。挿入されると、インプラント
は、円板腔を望ましい円板腔高さに維持することができる。
【００４３】
　挿入すると、上部椎骨と下部椎骨の間で潰れた円板腔に対して望ましい円板腔高さを回
復し、維持するインプラントが、さらに想定される。インプラントは、遠位端、近位端、
上部椎骨の終板に向かって配置可能な上面、および下部椎骨の終板に向かって配置可能な
下面がある本体を含む。インプラントの本体は、上面と下面の間に、望ましい円板腔高さ
に対応する第１高さを有する。インプラントの本体は、その遠位端に、潰れた円板腔の高
さより小さい第２高さも有する。
【００４４】
　インプラントには上面および下面の両凸曲線を設け、インプラントを円板腔の終板の中
心に配置可能にすることができることが想定される。インプラントの上下面を平面である
か、複合形状を含むことが可能であることが、さらに想定される。インプラントの上下面
は、隣接する椎体間に前彎または後彎角形成を確立するように構成することもできる。
【００４５】
　挿入器具を椎間インプラントの側壁と係合できることが想定される。挿入器具は、イン
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プラントの対応する側壁に形成された切欠部に配置可能な遠位結合部分を含む。結合部分
は、切欠部内のインプラントと係合する第１位置、および切欠部内のインプラントから係
合解除する第２位置を有する。第１および第２位置それぞれの結合部分の幅は、インプラ
ントの側壁間のインプラントの幅より小さい。
【００４６】
　本発明のある実施形態は、インプラントを上部椎骨の終板と下部椎骨の終板の間に配置
し、試行器具のセットおよびインプラントを含むシステムである。システムのインプラン
トは、インプラント１、非前彎状インプラント１０１、対称性インプラント２０１、また
は移植インプラント３０１などの上述した任意のインプラント、または本明細書で述べる
システムセットと適合性の任意の他のインプラントを含んでよい。
【００４７】
　図１３には、幾つかの試行器具５２、５４、５６、５８、６０、６２、６４、６６、６
８および７０を有する試行器具のセット５０が図示されている。試行器具５２は柄５２ａ
、柄５２ａから遠位方向に延在する軸５２ｂ、および試行本体５２ｃを含む。他の各試行
器具も柄、軸および試行本体を含む。試行器具の各試行本体は、潰れた円板腔を回復する
ために、上下接触面の間に異なる高さを提供することが想定される。
【００４８】
　本明細書では、試行器具の寸法または形状に関する「試行器具」という用語は、試行本
体の寸法または形状を含むことができる。試行器具５２には、器具セット５０の最少高さ
Ｈを有する試行本体を設けることができ、試行器具７０には、器具セット５０の最大高さ
Ｈ’を有する試行本体を設けることができる。残りの試行器具は、ＨとＨ’の間の高さの
範囲で幾つかの異なる高さの試行器具を提供することができる。器具セット５０の１つの
特定の実施形態では、セットの試行器具の高さが１ミリメートルの増分で増加する。別の
特定の実施形態では、高さが１ミリメートルの増分で６ミリメートルから１９ミリメート
ルの範囲である。他の増分および他の高さの範囲も想定される。
【００４９】
　試行器具のセット５０のある実施形態は、異なる寸法の少なくとも２つの器具を有する
。図１３ａ～図１３ｄで示すように、試行器具のセット５０の器具は、上部椎骨に向かっ
て配置可能な上面、下部椎骨に向かって配置可能な下面、およびそれぞれ上面と下面に合
うために前端から分岐する区画がある前端部分を有してよい。
【００５０】
　図１３ａ～図１３ｄでさらに示すように、試行器具のセット５０の器具は、凸状曲線が
ある上面および／または下面を有してよく、その上面と下面の間に延在する曲線を有して
よい。上面と下面の間に延在する曲線は、半径であるか、曲線が組み込まれていても、い
なくても、任意の他の機能的形状でよい。幾つかの実施形態では、試行器具のセット５０
の試行器具の少なくとも１つが、システムのインプラントとほぼ同じ形状である。試行器
具のセット５０の試行器具の少なくとも１つが、インプラントの水平面または垂直面、あ
るいは両方の面を中心にして、システムのインプラントとほぼ同じ形状でよい。
【００５１】
　システムは、切開部を通して挿入可能なアクセス入口も含んでよい。このようなアクセ
ス入口は、試行器具、インプラントまたはその両方が通過できる路を提供することができ
る。アクセス入口は管状ポート、開創器、または手術部位を開放状態で保持する任意の他
の機構でよい。管状ポート１７０は図１４ｅに図示されている。開創器構造１８０は図１
４ｆに図示され、様々な実施形態については図１５～図３０に関連して述べられる。
【００５２】
　図１５および図１６を参照すると、開創器３２０のある実施形態が図示されている。開
創器３２０は、第１開創器部分３２２および第２開創器部分３４２を含む。第１部分３２
２は、遠位端３２４と反対側の近位端３２６との間に延在する本体３２３を含む。第２部
分は、遠位端３４４と反対側の近位端３４６との間に延在する本体３４３を含む。遠位端
３２４、３４４は、挿入を容易にするために面取りするか、遠位方向に先細にすることが



(13) JP 2008-534135 A 2008.8.28

10

20

30

40

50

できるが、面取りしない端部も想定される。
【００５３】
　第１部分３２２は、第１部分３２２の長手方向縁部３２５、３２７および第２部分３４
２の長手方向縁部３４５、３４７のうち隣接する縁部に沿って第２部分３４２に隣接して
配置するか、それと対合することができる。以上で検討したように、隣接する縁部の間の
他の配置構成も想定される。長手方向縁部は、挿入構成で相互から隔置できることが、さ
らに想定される。作業導管３５０が第１部分３２２と第２部分３４２の間に形成される。
作業導管３５０は、遠位端３２４、３４４と近位端３２６、３４６の間に延在し、これを
開く。
【００５４】
　開創器３２０は、手術部位への作業導管３５０を提供するために、患者の皮膚および組
織を通して挿入可能である。開創器３２０は、図１５～図１８で示すように、作業導管３
５０のために挿入構成で皮膚および組織を通して挿入されることが想定される。挿入構成
で、作業導管３５０は、第１部分３２２および第２部分３４２によってほぼ囲まれるか、
外接される。患者に挿入後、作業導管３５０は、第１部分３２２と第２部分３４２の間に
延在する軸３２１に沿ってこれを相互から分離することによって拡大することができる。
第１部分３２２と第２部分３４２とを分離すると、近位端３２６、３４６から遠位端３２
４、３４４へと作業導管３５０の寸法が増加する。第１部分３２２および第２部分３４２
は、手術部位付近の少なくとも１つの構造と結合する結合構造（図示せず）も含んでよい
。骨ねじなどの締結具を使用して、第１部分３２２と第２部分３４２のいずれか、または
両方と手術部位付近の構造とを結合することができる。結合は、第１部分３２２と第２部
分３４２との分離前、または分離後に実行することができる。
【００５５】
　図１５～図１８の挿入構成で、作業導管３５０は、第１部分３２２および第２部分３４
２によって外接されるか、ほぼ囲まれる。本体３２３および３４３は、開創器３２０の一
部の本体に関して、上記で検討したように構成することができる。作業導管３５０は、挿
入構成で、１つまたは複数の手術器具および／またはインプラントが患者の体内の手術位
置へと通過できるような寸法を有することができるが、これより小さい寸法も想定される
。手術中には、挿入構成で作業導管３５０を通して提供される位置より先の患者の体内の
位置へと、さらに大きいアクセスを提供することが望ましいことがある。したがって、第
１部分３２２および第２部分３４２は、作業導管３５０を拡大するために、軸３２１に沿
って相互から離れるように動作可能である。
【００５６】
　第１部分３２２は、遠位端３２４と近位端３２６の間に延在する半円筒形状の本体３２
３を含む。カラー３２８が近位端３２６の周囲に延在し、本体３２３の外面の周囲に延在
するリップ（唇状部）を形成する。第２部分３４２は、遠位端３４４と近位端３４６の間
に延在する半円筒形状を有する本体３４３を含む。カラー３４８が、第２部分３４２の近
位端３４６の周囲に延在し、本体３４３の外面の周囲に延在するリップを画定する。第１
および第２部分３２２、３４２に、カラーおよび／またはリップを設ける、または設けな
くてよいことが、さらに想定される。第１および第２部分３２２、３４２には、患者の体
内に配置する際に開創器３２０を支持する外部腕部と係合するブラケット部材も設けるこ
とができる。
【００５７】
　第１部分３２２のカラー３２８から、自身内に窪み部３３３が形成された頭部３３６を
有する第１係合構造３３２が延在している。第２部分３４２のカラー３４８から、自身内
に窪み部３５３が形成された頭部３５６を有する第２係合構造３５２が延在している。係
合構造３３２、３５２は、個々のカラー３２８、３４８と一体形成するか、着脱式にそれ
と係合することができる。以下でさらに検討するように、第１部分３２２と第２部分３４
２を分離する器具は、第１部分３２２と第２部分３４２を分離することによって作業導管
３５０を拡大するために分離力を与えるために、係合構造３３２、３５２に非着脱式また
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は着脱式に係合することができる。このような器具は、第１部分３２２および第２部分３
４２と着脱式または非着脱式に係合することもできる。係合構造３３２、３５２は、分離
器具で作業導管３５０を遮ることなく、分離器具の係合構造３３２、３５２への係合を容
易にするために、部分３２２、３４２から横方向に延在する。このような器具は、挿入中
および挿入後に第１部分３２２および第２部分３４２を初期挿入構成で維持することもで
きる。分離器具は、本来の位置で作業導管３５０の拡大構成を維持することもできる。
【００５８】
　窪み部３３３、３５３は、部分３２２、３４２に係合可能な分離器具の係合腕部を受け
るような構成である。図示の実施形態では、係合構造３３２、３５２は個々のカラー３２
８、３４８から横方向に延在し、その上で近位方向に突出する。係合構造３３２、３５２
は、部分３２２、３４２が挿入構成にある場合に、相互に並んで延在し、相互に突き当た
る。係合構造の他の構成も想定される。例えば非直線で、部分３２２、３２４が挿入構成
にある場合に相互から離れる方向に延在する係合構造、および挿入構成で相互に突き当た
らない係合構造である。
【００５９】
　窪み部（凹部）３３３、３５３は、分離器具の個々の係合腕部を受けるために横方向に
開放している。窪み部３３３は、キー溝開口３３５と、当該開口３３５に連絡する受け口
３３７とを含む。受け口３３７は開口３３５に対して拡大し、自身内に配置された分離器
具の係合腕部の一部を受けるように成形される。同様に、窪み部３５３はキー溝開口３５
５および開口３５５と連絡する受け口３５７を含む。受け口３５７は開口３５５に対して
拡大し、自身内に配置された分離器具の係合腕部の一部を受けるように成形される。開口
３３５、３５５および受け口３３７、３５７は、個々の係合構造３３２、３５２の近位側
に沿って開放し、自身内への分離器具係合腕部の配置を容易にする。囲まれた窪み部、均
一な窪み部、または係合腕部の少なくとも一部を受けるのに適切な任意の他の構成など、
窪み部３３３、３５３の他の構成も想定される。さらに他の実施形態は、係合構造３３２
、３５２が窪み部を含まず、分離器具の個々の係合腕部を受けるか、それ以外の方法でそ
れと係合するように成形されることを想定する。
【００６０】
　図１９および図２０で示すように、係合構造３３２、３５２の一方（図示の実施形態で
は係合構造３５２）の一方側に沿って、位置合わせ部材３３０を設けることができる。図
示の実施形態では、位置合わせ部材３３０は、係合構造３３２、３５２が相互に隣接して
配置された場合に、他方の係合構造３３２、３５２の隣接する側に設けられた穴で受ける
丸まった突起である。位置合わせ部材３３０は、挿入中および挿入後に、第１部分３２２
および第２部分３４２を相互に長手方向に位置合わせされた状態に維持する。他の実施形
態は、第１部分３２２および第２部分３４２を相互に位置合わせする、かつ／または着脱
式に結合する他の配置構成を想定する。このような配置構成の実施形態は、例えばあり継
ぎ接続部、締結具、ねじ結合部材、クランプ部材、スナップリング、圧縮帯、ストラップ
、玉と回り止めの機構、および着脱式に連結するカムまたはタブを含む。
【００６１】
　図１７～図２０を参照すると、作業導管３５０を拡大するために第１部分３２２と第２
部分３４２とを相互から離すように動作可能である分離器具３６０が図示されている。分
離器具３６０は、第１および第２開創器部分を軸３２１に沿って相互から直線的に離すよ
うに動作可能である横方向セパレータを含むことが想定される。分離器具３６０は、第１
および第２部分３２２、３４２の遠位端を軸３２１に沿って相互から離すように枢動（旋
回）させる少なくとも１つの回転セパレータを含むことが、さらに想定される。横方向お
よび回転セパレータは、外科措置中に外科医が選択的に使用し、作業導管３５０を拡大し
て、作業導管３５０を通して外科措置を実行するために望ましいように組織を後退させる
ことができる。作業導管３５０が拡大すると、開創器部分３２２、３４２の遠位端の遠位
側にある手術部位から組織をさらに後退させて、組織、骨構造、および開創器３２０の遠
位側に位置する他の解剖学的腔へのアクセスを増大させることができる。
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【００６２】
　分離器具３６０は、第２接続組立体３６４と可動状態で結合する第１接続組立体３６２
を含む。第１接続組立体３６２はさらに第１部分３２２に結合し、第２接続組立体３６４
は第２部分３４２に結合する。第１および第２接続組立体３６２、２６４は、第１および
第２部分３２２、３４２から、および作業導管３５０の近位端の開口から延在し、外科措
置中に作業導管３５０へのアクセスを容易にする。第１および第２接続組立体３６２、３
６４は、第１および第２部分３２２、３４２を相互に対して移動させ、組織を分離するよ
うに動作可能である。第１および第２接続組立体３６２、３６４はさらに、レバー組立体
３６９、３８９を含み、これはそれぞれ近位端の周囲で第１および第２部分３２２、３４
２を回転させて、遠位端を相互から離すように動作可能である。
【００６３】
　第１接続組立体３６２は、第１部分３２２の第１係合構造３３２に結合する第１係合腕
部３７２、および第１係合腕部３７２から延在する第１延長腕部３６６を含む。結合腕部
３６８は、第１係合腕部３７２の反対側の第１延長腕部３６６の端部へと横方向に向けて
配置され、そこから延在する。ブラケット部材３７６が結合腕部３６８から延在し、例え
ば手術台に装着した可撓腕部によって係合可能である。第１接続組立体３６２はさらに、
第１延長腕部３６６に固定結合された第１中間部材３６７を含む。第１係合腕部３７２は
、中間部材３６７に対して回転可能である。第１装着部材３７５は第１係合腕部３７２か
ら延在する。第１レバー腕部３７４は、第１装着部材３７５に枢動状態で装着され、図１
７に示すようなロック位置と、図２１に示すような枢動位置（枢支位置）との間で動作可
能である。
【００６４】
　同様に、第２接続組立体３６４は、第２部分３４２の第２係合構造３５２に結合する第
２係合腕部３９４、および第２係合腕部３９４から延在する第２延長腕部３９２を含む。
ハウジング３９０が、第２係合腕部３９４の反対側で第２延長腕部３９２の端部から延在
する。ハウジング３９０は通路を含み、これを通して結合腕部３６８を可動状態で受ける
。ハウジング３９０に装着された調節機構３９９は、結合腕部３６８に係合可能であり、
第１および第２部分３２２、３４２を横軸３２１に沿って相互に対して動作させるために
、ハウジング３９０内で結合腕部３６８を並進させるように動作可能である。
【００６５】
　図示の実施形態では、結合腕部３６８は自身に沿って形成された幾つかのラチェット歯
３７０を含み、これは調節機構３９９によって係合可能である。調節機構３９９は、柄３
９８を回転するとハウジング３９０内の結合腕部３６８を動作させるために歯３７０を互
いに噛み合う歯がある歯車４００を含む。ロック機構４０２は、柄３９８が解放されると
、ばねで偏倚されて歯３７０を係合し、第１部分３２２と第２部分３４２との間隔を維持
する。ロック機構４０２を押下して、その係合端を枢動させ、歯４７０との係合を解除し
て、第１および第２部分３２２、３４２が相互に近づくようにすることもできる。
【００６６】
　第２接続組立体３６４はさらに、第２延長腕部３９２に固定結合した第２中間部材３９
３を含む。第２係合腕部３９４は、中間部材３９３に対して回転可能である。第２装着部
材３９７は、第２中間部材３９３とともに第２係合腕部３９４から延在する。第２レバー
腕部３９６は、第２装着部材３９７に枢動状態で装着され、図１７に示すようなロック位
置と図２１に示すような枢動位置との間で動作可能である。中間部材３６７、３９３は、
別個の構成要素として提供するか、個々の延長腕部と一体でもよい。
【００６７】
　図２３～図２４に示すように、第１および第２係合腕部３７２、３９４は、それぞれ足
３７８、４０４を含む。足３７８、４０４は、係合構造３３２、３５２の個々の窪み部３
３３、３５３で滑動自在および着脱式に受ける。図示の実施形態では、足３７８、４０４
は拡大した外端部分３７９、４０５、および係合腕部３７２、３９４と拡大した外端部分
３７９、４０５の間に延在して、断面が小さくなった中間遷移部分３８１、４０７を含む
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。中間遷移部分３８１、４０７は、中間キー溝開口３３５、３５５で受け、拡大した外端
部分３７９、４０５は受け口３３７、３５７で受ける。
【００６８】
　以下でさらに検討するように、係合腕部３７２、３９４をそれぞれ個々の軸３７１、３
９１の周囲で回転することによって、レバー腕部３７４、３９６が第１および第２開創器
部分３２２、３４２を枢動できるような方法で、足３７８、４０４を窪み部３３３、３５
３（図１５）で受ける。さらに、分離器具３６０は第１および第２開創器部分３２２、３
４２から容易に外すことができ、それによって外科措置後の器具組立体の洗浄を容易にす
る。使い捨ての第１および第２部分３２２、３４２を使用するか、様々な長さ、形状およ
び／または寸法で第１および第２部分３２２、３４２のセットを設けて、外科医がそこか
ら選択し、分離器具３６０とともに使用できることも想定される。
【００６９】
　中間部材３６７、３９３はそれぞれ、個々のレバー腕部ロック組立体４２０、４０８と
係合可能な、図２４、図２６に示す係合部分４２６、４１４のようなロック部分を含む。
レバー腕部ロック組立体４２０、４０８はそれぞれ、隣接する装着部材３７５、３９７と
枢動状態で結合する爪４０９、４２１を含む。例えば、図２４および図２６に示すように
、レバー腕部ロック組立体４２０は、装着部材３７５に装着された枢動ピン４２２を含み
、それを中心に爪４２１が枢動することができる。同様に、レバー腕部ロック組立体４０
８は、装着部材３９７に装着された枢動ピン４１０を含み、それを中心に爪４０９が枢動
することができる。中間部材３６７、３９３はそれぞれ、個々の係合部分４２６、４１４
を含み、ロック部材４２０、４０８がこれと係合可能で、第１および第２部分３２２、３
４２の枢動位置を維持する。
【００７０】
　例えば、中間部材３６７に対して図２６で示すように、中間部材３６７に沿って爪４２
１に向かって配置された係合部分４２６が設けられる。爪４２１は近位柄部分４２３およ
び遠位係合端４２４を含む。遠位係合端４２４は、第１部分３２２の枢動位置を維持する
ために、歯４２８の間に設けた窪み部の少なくとも１つに配置可能である。レバー腕部３
７４が反時計回りに回転して、開創器部分３２２の遠位端を開創器部分３４２の遠位端か
ら枢動させると、爪４２１が係合部分４２６の周囲で動作して、枢動した開創器部分３２
２の位置に対応する位置で係合する。
【００７１】
　個々の開創器部分が枢動すると、中間部材３６７、３９３が動作可能になることを想定
する実施形態もある。このような実施形態では、爪４０９、４２１が係合腕部とともに動
作または回転せず、個々の中間部材３６７、３９３が回転するにつれ、その隣接する係合
部分と係合するために固定されたままである。
【００７２】
　図２４では、装着部材３７５上で枢動位置へと枢動した第１レバー腕部３７４が図示さ
れ、装着部材３９７上でロック位置へと枢動した第２レバー腕部３９６が図示されている
。ロック位置で、レバー腕部３９６は、爪４０９の近位柄部分と係合可能な突起４０６を
含む。係合位置で、近位柄部分４１３は、中間部材３９３の係合部分４１４に沿って歯か
ら係合端４１２を外すために、装着部材３９７に向かって動作することができない。した
がって、第２開創器部分３４２の枢動位置は、レバー腕部３９６をロック位置に配置する
ことによってロックされ、第２開創器部分３４２は、レバー腕部３９６が枢動位置へと動
作しない限り、動作することができない。
【００７３】
　図２４では、枢動位置にある第１レバー腕部３７４が図示され、これは爪４２１に接触
しない状態で配置された第１レバー腕部３７４から延在する突起４１８を含む。この位置
で、爪４２１はピン４２２の周囲で枢動して、係合端４２４を歯４２８の間から外すこと
ができる。次に、レバー腕部３７４を操作して、第１開創器部分３２２を軸３２１に沿っ
て所望の角位置へと枢動することができる。レバー腕部３７４が枢動すると、ロック部材
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４２０がそれとともに動作して、歯４２８の間の別の空間と位置合わせされる。第１部分
３２２の望ましい方向が獲得されたら、近位柄部分４２３を解放し、ロック部材４２０を
ばねで偏倚するか、他の方法で動作させ、係合部分４２６と係合して、第１部分３２２の
枢動位置を維持することができる。次に、レバー腕部３９６を装着部材３７５上でロック
位置へと枢動することができ、ここで突起４１８が爪４２１と係合して、これが係合部分
４２６から解放されることを防止する。
【００７４】
　図２７～図２８を参照すると、分離器具３６０と係合可能な第１中間開創器組立体４５
０が図示されている。中間開創器組立体４５０は、作業導管３５０からの組織を軸３２１
に対して横方向に後退かつ／または維持させるために、第１開創器部分３２２と第２開創
器部分３４２との間に配置可能な開創器ブレード４５２を含む。脊椎への１つの手術進入
路では、開創器部分３２２、３４２が脊柱の中心軸の方向に配置された軸３２１に沿って
動作可能であるように、開創器３２０を配置し、ブレード４５０を他方の開創器ブレード
部分３２２、３４２に対して脊柱の中間、または脊柱に隣接して配置する。開創器ブレー
ドおよび開創器部分に対する切開部の他の手術方向も想定される。
【００７５】
　第１中間開創器組立体４５０は、遠位端４５４と近位端４５６の間に延在するブレード
４５２を含む。図２８で示すように、遠位端４５４は、作業導管３５０から離れるように
曲線を描き、後退させた切開部内に配置すると、骨または他の組織に載ることができる。
ブレード４５２は、遠位端４５４と近位端４５６の間に平坦な輪郭を含むか、長手方向軸
の周囲で、または長手方向軸に沿って凸状の曲線を含むことができる。ブレード４５２は
単一の部材として設けるか、ブレード４５２を延長または短縮するために相互に対して動
作可能な１つまたは複数の構成要素で設けることもできる。
【００７６】
　連結腕部４５８が、ブレード４５２の近位端４５６に対して横方向に配置され、そこか
ら延在する。ブレード４５２の反対側には、第１および第２フック部材４６２、４６４の
形態の係合部分を設ける。下部ロック部材４６４は、分離器具３６０の結合腕部３６８の
周囲に配置することができる。連結腕部４５８は、切開部の組織からブレード４５２にか
かる圧力が、フック部材４６４を結合腕部３６８に当ててしっかり保持するような長さを
有する。上部フック部材４６２は、結合腕部３６８への下部フック部材の配置、または中
間開創器組立体４５０の取り外しを容易にするための柄として働くことができる。例えば
締結具および嵌合構成要素など、ブレード４５２を結合腕部３６８に固定する他の配置構
成も想定される。
【００７７】
　第１中間開創器組立体４５０はさらに、図２９および図３０に示すように第２中間開創
器組立体４７０によって装着可能である。第２中間開創器組立体４７０は、遠位端４７４
と近位端４７６の間に延在するブレード４７２を含む。遠位端４７４およびそこから延在
するブレード部分は、ブレード４５２に関して以上で検討したように構成することができ
る。第２連結腕部４７８が近位端４７６から延在し、ブレード４７２の反対側で係合足４
８０を含む。係合足４８０は、第１中間開創器組立体４５０の連結腕部４５８に着脱式に
装着可能である。
【００７８】
　第１連結腕部４５８は、自身を通って延在し、第２連結腕部４７８の足４８０の下面か
ら延在するピン（図示せず）を受けるような構成であるスロット付き穴４６０（図２７～
図２８）を含む。ピンには、スロット付き穴４６０の拡大部分に配置可能な拡大頭部を設
けることができ、頭部がスロット付き穴４６０に捕捉されるように、スロット付き穴４６
０の細い方の端部へと滑動可能である。図示の実施形態では、スロット付き穴４６０の狭
い方の部分は開創器ブレード４７２の反対側に延在し、したがって切開部の周囲の組織が
ブレード４７２を押す圧力が、足４８０のピンをスロット付き穴４６０の狭い方の端部に
維持する。
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【００７９】
　第２連結腕部４７８は、第１連結腕部４５８に対して横方向に延在するオフセット部分
４８６を含む。オフセット部分４８６は、自身の間に延在するオフセット部材４７９によ
って連結される。オフセット部材４７９には、作業導管３５０へのアクセスを妨害しない
ように、隣接する個々の開創器部分３２２、３４２の周囲に延在するアーチ状輪郭を設け
ることができる。開創器ブレード４７２は、組織の後退状態を維持し、作業導管の開創器
ブレード４５２とは反対側の側部に沿って配置された組織を保護することができる。第１
および第２中間開創器組立体４５０、４７０は、外科措置中に、組織の後退および保護に
関して、開創器３２０に係合した分離器具３６０で容易に利用可能な追加の選択肢を外科
医に提供する。
【００８０】
　１つの外科措置にて、開創器３２０が分離器具３６０に係合し、切開部に挿入される。
開創器３２０は、１つまたは複数の拡張器上を前進して、切開部を拡張するか、切開部内
へと直接前進することができる。次に、分離器具３６０を操作して、開創器部分３２２、
３４２を軸３２１に沿って相互から直線的に離し、作業導管３５０を拡大する。レバー腕
部３７４、３９６の一方または両方を枢動位置へと動作させ、個々の開創器部分３２２、
３４２を枢動するように操作することができる。開創器部分が枢動したら、そこから延在
する突起が隣接する爪４０９、４２１と係合して、爪と隣接する係合部分４１４、４２６
との係合状態を維持するように、個々のレバー腕部をロック位置へと動作させる。
【００８１】
　望ましい間隔を獲得すると、外科医には第１中間開創器組立体４５０を選択するという
選択肢がある。ブレード４５２が、分離した第１開創器部分と第２開創器部分３２２、３
４２の間で切開部に配置され、連結腕部４５８が結合腕部３６８に固定される。外科医に
はさらに、第２中間開創器組立体４７０を選択し、ブレード４７２をブレード４５２とは
反対側で切開部に配置するという選択肢がある。これで、連結腕部４７８を連結腕部４５
８に固定することができる。開創器部分３２２、３４２の間隔および方向のさらなる調節
は、分離器具３６０および／またはレバー腕部３７４、３９６によって完了することがで
きる。
【００８２】
　さらに、開創器部分３２２、３４２を相互から直線的に分離する必要はなく、外科措置
中にその一方または両方を軸３２１に沿って枢動するだけで分離することが想定される。
作業導管３５０が望ましいアクセスを提供したら、外科医は開創器３２０を通して骨、組
織、円板材料、または他の物質を取り出すことができる。癒着器具、ねじ、板、棒、人工
円板、骨成長および他の補修器具または治療物質などのインプラントを、開創器３２０を
通して患者の体内の望ましい部位に送出することができる。
【００８３】
　システムは、切開部内にアクセス入口を配置する前に、切開部の寸法を拡大するように
構成された拡張器も含んでよい。拡張器は、図１４ａ～図１４ｆで示すような拡張器のセ
ットを含んでよい。拡張器および他の関連する器具の使用を含む手順について、図示の実
施形態で説明する。
【００８４】
　この実施形態は、脊椎へのほぼ側方からの進入を可能にする。後外側、中線または内後
側、および前側など、脊椎への他の進入路から措置の多くの態様を実行できることが理解
される。誘導線１５０が皮膚および組織を通って円板腔または椎体Ｖ内へと前進すること
ができる。皮膚に小さい切開部を作成して、皮膚を通る誘導線の貫入を容易にすることが
できる。また、Ｋ線でもよい誘導線を、放射線写真または画像で誘導した制御下で挿入し
、適切な配置を評価することができる。言うまでもなく、誘導線１５０を脊椎のほぼ任意
の位置および椎骨Ｖの任意の部分に配置できることが理解される。
【００８５】
　次に、１つまたは複数の組織拡張器が、図１４ｂおよび図１４ｃで示すように、誘導線
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１５０上を前進することができる。あるいは、誘導線に補助されずに拡張器が切開部を通
して前進し、下組織の鈍的切開がこれに続くことができる。特定の図示の実施形態では、
一連の徐々に大型化する拡張器１５１、１５２および１５３を次々に誘導線１５０上に同
心状に配置し、体内へと前進させ、その後に軟組織を拡張する。特定の実施形態では、拡
張器は５ｍｍから９ｍｍ、さらに最大の拡張器の１２．５ｍｍまでの範囲で連続的に拡大
する直径を有する。解剖学的進入路および作業導管の望ましい寸法に応じて、他の拡張器
の寸法が想定される。
【００８６】
　本発明のある実施形態では、最終拡張ステップで過剰拡張器１５４（図１４ｄ）を使用
して、手術部位に隣接する組織の拡張を有意に増大させることなく、手術部位から組織を
さらに追加的に拡張する。
【００８７】
　このような後退は、手術部位の明視化を向上させ、手術部位付近の神経および脈管構造
の処置を増大させずに、操作中の角張った器具のために追加の空間を提供するのに有用で
ある。幾つかの実施形態では、過剰拡張器１５４をアクセス入口として所定の位置に残す
ことができる。幾つかの実施形態では、過剰拡張器１５４は、追加の管状ポート、開創器
、またはアクセス入口を生成するための他の何らかの構造のために組織を準備するように
設計される。図示の過剰拡張器１５４は、これより小さい拡張器１５０～１５３上に同心
状に填り、遠位端より大きい近位端を有する。図示の器具は円形の断面を有するが、任意
の機能的断面または断面の組合せが想定される。
【００８８】
　図１４ｅに示すように、管状ポート１７０は最大の拡張器１５３上を前進する。次に、
拡張器および誘導線１５０を取り出し、所定の位置に管状ポート１７０を残して、アクセ
ス入口として働かせることができる。同様に、図１４ｆに示すように、開創器１８０が最
大の拡張器１５３上を前進する。次に、拡張器および誘導線１５０を取り出し、管状ポー
ト１７０を所定の位置に残して、アクセス入口として働かせることができる。
【００８９】
　アクセス入口が確立されると、患者の皮膚と脊椎に隣接する作業空間の間に作業導管を
形成する。アクセス入口の長さは、実行中の特定の外科手術、および作業空間を囲む解剖
学的構造によって決定されることが理解される。
【００９０】
　幾つかの実施形態では、管状ポート１７０または開創器１８０は、少なくとも最初は患
者の軟組織および皮膚によってしか支持されない。しかし、管状ポート１７０および開創
器１８０は両方とも、知られている設計でよい可撓性支持腕部１６０に締結するための装
着構造を含む。可撓性支持腕部１６０は、図１４ｅおよび図１４ｆで示すように、ボルト
および蝶ナット１６１によって管状ポート１７０または開創器１８０に装着することがで
きるが、他の締結具も想定される。この可撓性腕部１６０は、手術台に装着するか、アク
セス入口をしっかり支持するために、固定位置になるように容易に調節することができる
。可撓性腕部１６０は、手術部位の邪魔にならず、外科医が措置を通じて使用する様々な
道具を操作するための十分な余地ができるように、必要に応じて輪郭を描くように構成さ
れる。様々な可視化および照明器具も管状ポート１７０および開創器１８０に取り付けて
、外科医の所望通りに手術部位へのアクセスを向上させることができる。その例は、光フ
ァイバ照明、可視化管、内視鏡、顕微鏡などを含むが、それに制限されない。
【００９１】
　２つ以上の自動伸延式試行器具および少なくとも１つのインプラントを有する器具セッ
トが、さらに想定される。２つ以上の試行器具はそれぞれ、潰れた円板腔に挿入するよう
な寸法の挿入前端がある本体を有する。各試行器具の挿入前端は、ほぼ同じ寸法および形
状である。各試行器具は、潰れた円板腔の高さを他の試行本体とは異なる高さまで回復す
る高さを挿入前端の近位側に有する。少なくとも１つのインプラントは、試行器具の試行
本体の少なくとも１つの挿入前端とほぼ同じ寸法および形状である挿入前端を有する。イ
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ンプラントは、少なくとも１つの試行器具によって回復した望ましい円板腔高さに対応す
る高さを挿入前端の近位側に有する。
【００９２】
　それぞれが遠位端に試行器具を有する試行器具のセットを含むキットも想定される。試
行本体は、潰れた脊椎円板腔に挿入可能な自動後退式前端部分を有する。キットはさらに
、潰れた脊椎円板腔に配置可能なインプラントのセットを含む。各インプラントは、個々
の試行器具の寸法および形状に対応するような寸法および形状にされる。脊椎円板腔に各
インプラント本体が填ることは、対応する試行器具が填ることによって医師に示される。
試行器具が所望通りに填った場合は、試行器具を取り出し、その試行器具に対応するイン
プラントを、引き出した試行器具が以前に占有していた位置で、潰れた円板腔に挿入する
。
【００９３】
　図３１ａ、図３１ｂおよび図３２を参照すると、人体骨格のそれぞれ前頭面および矢状
面に沿った立面図が提示されている。図３２は、人間の腰部を通る断面図を示す。腰部椎
体Ｌ３とＬ４の間で終了する外科的側方進入路のベクトル６００が図示されている。骨格
の胸郭６１１および腸骨６０３が進入路ベクトル６００の各側に図示されている。
【００９４】
　本発明の方法の実施形態は、概ね側方の外科的進入路から椎体間にインプラントを外科
的に配置することを含む。１つの全体的に側方の外科的進入路が、外科的側方進入路ベク
トル６００によって図示されている。側方進入路の変形は、後斜方および前斜方偏移、さ
らに前頭面に沿った偏移を含むが、これに制限されない。進入路が脊椎の長手方向軸に対
して直角ではないように進入路を「傾斜させる」ことを含めて、前頭面での偏移は、様々
な脊椎円板に到達する、かつ／または患者の特定の骨格および軟組織を回避するために必
要なことがある。
【００９５】
　患者は、患者の手術側がアクセス可能であるように配置される。患者は、このようにア
クセスするために横向き、仰向けまたは俯せで配置することができる。アクセスするため
に、患者が配置された台または他の構造を任意の面で傾斜させるか、上昇させることがで
きる。状況によっては、手術側で患者の胸郭６１１と腸骨稜６０３の間を分離させるため
に、患者の非手術側に当てて突起を配置することが望ましい。実際に、このような実施形
態では患者を突起の「周囲で曲げて」、手術側を切開する。胸骨６１１と腸骨６０３の間
で患者の手術側を切開する。切開は任意の効果的な器具で実行することができ、これは初
期挿入拡張器の挿入を含む。初期挿入拡張器は誘導線１５０（図１４ａ～図１４ｆ）でよ
い。初期挿入拡張器は、本発明の実施形態では椎体間に配置する。他の実施形態では、初
期挿入拡張器を椎体の１つに、または何らかの他の組織領域に配置することができる。組
織は、初期挿入拡張器に填る第１同心拡張器で拡張して、さらに切開部を開くことができ
る。この手順の変形および追加の有効な手順を、図１４ａ～図１４ｆに関して説明する。
【００９６】
　本発明の実施形態は、管状ポート１７０（図１４ｅ）または開創器構造１８０を切開部
に挿入することを含む（図１４ｆ）。管状ポート１７０または開創器構造１８０は、手術
部位にアクセス入口を提供する。幾つかの実施形態では、管状ポート１７０または開創器
構造１８０の挿入は、１つまたは複数の拡張器上に挿入することを含む。さらに切開部を
開くために、開創器構造１８０の動作を遂行することができる。開創器構造１８０の動作
については、図１５～図３０に関して包括的に説明する。幾つかの実施形態では、開創器
構造１８０の一部を、締結具または他の有効な器具で１つまたは複数の椎体に取り付ける
ことができる。このような取り付けは、椎体間に後退力を加えることによって補助する、
かつ／または開創器構造１８０および解剖学的構造の相対的配置を安定させることができ
る。
【００９７】
　椎体間に植え込むために椎骨円板材料を取り出して、開口を生成することは、円板材料
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を取り出すことができる任意の道具で遂行することができる。幾つかの実施形態では、脳
下垂体の骨鉗子、ロータリシェーバ、やすり、およびスクレーパのうち少なくとも１つを
使用する。このような器具は、手で操作するか、動力源で駆動することができる。１つの
方法によると、潰れた円板腔にアクセスし、試行本体および／またはインプラントの幅に
相当する幅を有する環状に開口を形成する。環状開口を通して円板材料を取り出し、外科
医の所望に応じて、スクレーパまたは終板をざらざらにする他の適切な器具で、終板を手
作業でざらざらにする。
【００９８】
　幾つかの実施形態では、椎体間に試行器具を挿入する。試行の機能は、円板腔の寸法を
評価するか、円板腔の高さを伸延させることもある。外科医は、挿入した試行器具または
インプラントの触覚フィードバックによって、または目視検査によっても、試行器具また
はインプラントが望ましい円板腔高さを提供しているか、判断することもできる。挿入し
た試行器具またはインプラント本体が、残りの環状組織を十分に伸張して、試行またはイ
ンプラント本体の上下面と隣接する椎骨終板との間をしっかり係合させることが望ましい
ことがある。インプラントに対する隣接椎骨の手術後の動作を防止するか、最小限に抑え
るために、十分な表面積が接触することが望ましいことがある。対応する寸法および形状
の試行本体およびインプラント本体を提供し、試行本体およびインプラント本体を伸延し
ていない円板腔に挿入することによって、挿入した試行またはインプラント本体は、適合
の望ましさを外科医に直接フィードバックすることができる。例えば第２開創器などで延
伸が維持されたら、インプラントの手術後の適合に関する外科医へのフィードバックは、
延伸を除去するまで、全く信頼できないか、入手できない。したがって、外部延伸を使用
せずに、試行本体およびインプラントを使用することができるか、試行器具およびインプ
ラントの挿入中に、別の円板腔位置で延伸を維持することができる。
【００９９】
　しかし、２次延伸を使用して、インプラントおよび試行本体を引き出した後に、円板腔
の延伸を少なくとも部分的に維持することができる。例えば、椎弓根スクリューおよび棒
を使用して、特定のインプラントまたは試行器具で獲得した延伸を少なくとも部分的に維
持することができるが、それを使用する必要はない。さらに、試行本体は、円板腔位置へ
のインプラントの適合を示す。インプラントは、試行器具のそれと対応する形状を含むこ
とができるので、対応するインプラントが試行器具の占有した腔に適合することを、外科
医は直接確認する。
【０１００】
　次に、試行本体および／またはインプラントを順番に円板腔に挿入し、必要に応じて環
状開口を通して引き出す。インプラントは自動で伸延するので、インプラントを受けるた
めに椎骨終板をのみで削るか、穿孔する、または他の方法で形成する必要がないが、この
ようなステップは排除されない。その結果、両側伸延、外部芯柄、のみでの削り、穿孔お
よびリーマ加工が省略されるので、外科措置で必要なステップが少なくなる。また、円板
腔に他の器具または器具がないので、円板腔の準備、試行器具の挿入および／またはイン
プラントの挿入の明視化が容易になる。円板腔に切開器具がないことは、措置の安全性も
改善することができる。
【０１０１】
　試行器具およびインプラントを使用する最小侵襲性技術が想定される。任意の特定の患
者で、インプラントは、後方、後外側、前外側、孔を横切る、遠外側および／または前方
進入路の任意の１つまたは組合せを介して挿入することができる。インプラントの挿入は
、潰れた脊椎円板腔への１本の通路を通して、または潰れた円板腔への複数の通路を通し
て、または脊柱の複数レベルの潰れた円板への複数の通路を通して実行することができる
。インプラントを、および使用している場合は試行器具を、同じ進入路から同じ円板腔位
置へと挿入するので、インプラントを挿入する手順全体を、１本の通路を通して完了する
ことができる。複数通路の手順を使用すべき場合、外科医は第２通路を生成して、そこで
作業するために移動する前に、１本の通路を通してインプラントの挿入を完了することが
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できる。
【０１０２】
　伸延およびインプラントの挿入は、潰れた円板腔への同じ通路に沿って実行されるので
、インプラントおよび試行器具は、潰れた円板腔への通路を提供するために開創器スリー
ブを使用する最小侵襲性措置で使用するのに適切である。このような開創器スリーブは、
作業導管内の要素を内視鏡で見ること、開創器スリーブの近位端上のシステムを顕微鏡で
見ること、Ｘ線透視装置で見ること、ルーペ、肉眼および／または画像案内のうち任意の
１つ、またはその組合せを使用することができる。
【０１０３】
　特定の方法の実施形態によると、椎体間にインプラントを挿入する。上述したインプラ
ントの実施形態のいずれか、さらに特定の他のインプラントを、本明細書で述べる方法の
一部として挿入することができる。幾つかの実施形態のインプラントを、円板腔に詰め込
むか、押し込むことができる。その結果、環状組織、および潰れた円板腔への進入路上に
ある組織の破壊が軽減される。というのは、円板腔におけるインプラントの足跡を、円板
腔へのインプラントの進入路によって占有された足跡と同じにできるからである。また、
試行器具と同じ足跡を有するインプラントを提供し、同じ入口または通路を通して伸延お
よびインプラントの挿入を実行することにより、インプラントの挿入中に円板腔の伸延に
対応するために、追加の組織の切開および／または後退が必要なくなる。
【０１０４】
　図３３を参照すると、前方壁１０が少なくとも部分的に曲線である、前方に配置したイ
ンプラント１が図示されている。幾つかの実施形態では、インプラント１を挿入する行為
は、前方側壁１０の第１曲線部分１０ａおよび第２曲線部分１０ｂがほぼ、上部椎骨の皮
質縁と下部椎骨の皮質縁６１０の間に配置されるように、インプラント１を椎体間に前方
から配置することを含む。幾つかの実施形態では、第１曲線部分１０ａおよび第２曲線部
分１０ｂの一方または両方を、上部椎骨と下部椎骨の皮質縁間に配置することができる。
他の実施形態では、前方壁１０全体を上部椎骨と下部椎骨の皮質縁間に配置することがで
きる。開示された前方側壁１０の曲線は、皮質縁の境界を越えて延在せずに、インプラン
ト１、特に第１および第２曲線部分１０ａ、１０ｂをほぼ、支持された椎骨の皮質縁間に
配置できるようにするには有用である。皮質縁６１０は、椎体Ｖの内部海綿骨６２０より
も多くの支持を提供する。
【０１０５】
　潰れた脊椎円板腔にアクセスする手段を含む椎間板インプラントを挿入する方法も想定
される。幾つかの試行本体に、伸延していない円板腔に挿入されるような寸法の前端部分
を設ける。試行本体を円板腔に順番に挿入し、取り出す。所望の円板腔高さを提供する試
行器具を使用して、最後に挿入した試行器具の高さおよび前端部分に対応する高さおよび
自動伸延する前端部分を有するインプラントを選択する。次に、そのインプラントを伸延
していない円板腔に挿入して、円板腔を回復し、望ましい円板腔高さを術後に維持する。
【０１０６】
　本発明の実施形態を本開示で詳細に図示し、説明してきたが、この開示は例示的であり
、限定的な性質ではないと見なされるべきであり、また、本発明の精神に含まれる全ての
変更および改造は保護されることが望ましいと見なされるべきである。
【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】本発明の実施形態のインプラントの斜視図である。
【図２】図１のインプラントの別の斜視図である。
【図３】図１のインプラントの端面図である。
【図４】図１のインプラントの端面図である。
【図５】本発明の別の実施形態のインプラントの端面図である。
【図６】本発明の実施形態のさらに別のインプラントの立面図である。
【図７】図６のインプラントの断面図である。
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【図８】本発明の実施形態の結合部材の斜視図である。
【図９】図８の結合部材の遠位端の斜視図である。
【図１０】インプラントに取り付けられた本発明の実施形態の結合部材の斜視図である。
【図１１】本発明の別の実施形態の結合部材の遠位端の斜視図である。
【図１２】本発明の別の実施形態のインプラントの斜視図である。
【図１３】本発明の実施形態の器具セットの斜視図である。
【図１３ａ】本発明の実施形態の試行器具の遠位部分の斜視図である。
【図１３ｂ】図１３ａの試行器具の遠位部分の側面図である。
【図１３ｃ】図１３ａの試行器具の遠位部分の端面図である。
【図１３ｄ】図１３ｂの線１３ｄ－１３ｄを通る断面図である。
【図１４】図１４ａ～図１４ｆは、脊柱に適用した本発明の実施形態の部分断面図および
側面図である。
【図１５】挿入構成での開創器の斜視図である。
【図１６】図１５の開創器の平面図である。
【図１７】分離器具が係合した状態の図１５の開創器の平面図である。
【図１８】図１７の組立体の斜視図である。
【図１９】開創器部分を分離した状態の図１７の組立体の別の斜視図である。
【図２０】図１９の組立体の平面図である。
【図２１】レバー腕部が枢動位置へと移動した状態の図１９の組立体の斜視図である。
【図２２】自身に係合した開創器部分が非枢動位置にある場合のレバー腕部ロック組立体
を示す、図２１の線２２－２２を通る分離器具の一部の断面図である。
【図２３】開創器から外した図１７の分離器具の斜視図である。
【図２４】図１７の分離器具の一部の立面図である。
【図２５】枢動した開創器部分を示す組立体の斜視図である。
【図２６】自身に係合した開創器部分が非枢動位置にある場合のレバー腕部ロック組立体
を示す、分離器具の一部の図２５の線２６－２６を通る断面図である。
【図２７】枢動した開創器部分、および分離器具に係合した第１中間開創器組立体を示す
、図１９の組立体の斜視図である。
【図２８】図２７の組立体の平面図である。
【図２９】第２中間開創器組立体が第１中間開創器組立体に係合した状態の図２７の組立
体の斜視図である。
【図３０】図２９の組立体の平面図である。
【図３１ａ】人体骨格の前頭面に沿った立面図である。
【図３１ｂ】人体骨格の矢状面に沿った立面図である。
【図３２】人体の腰部領域を通る断面図である。
【図３３】椎骨終板および本発明の実施形態のインプラントの輪郭の平面図である。
【図３４】椎骨終板および本発明の実施形態のインプラントの輪郭の平面図である。
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