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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）下面、上面、および、前記下面から前記上面へと延びる少なくとも１つの開口部
を備える骨プレートと、
　（ｂ）前記開口部を通して挿入可能な、かつ、ねじ切りされた頭部を有するファスナと
、
　（ｃ）前記開口部の前記下面と同一の面において、内周面から内側に延在する、一層の
連続した複数の突出するフィンと、
を備え、
　前記複数の突出するフィンが、前記ファスナのねじ切りされた頭部を様々な角度で定位
置に固定できるように構成されていることを特徴とする、多軸骨固定アセンブリ。
【請求項２】
　前記開口部がねじ切りされていない内部表面を有することを特徴とする、請求項１に記
載の多軸骨固定アセンブリ。
【請求項３】
　前記開口部が前記上面にて丸い周縁によってさらに画成され、ジグザグの周縁が前記突
出するフィンによって前記下面にて形成されていることを特徴とする、請求項１または２
に記載の多軸骨固定アセンブリ。
【請求項４】
　前記突出するフィンが前記内部表面の凹部を形成していることを特徴とする、請求項１
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から３のいずれか一項に記載の多軸骨固定アセンブリ。
【請求項５】
　前記複数の突出するフィン間部分が、前記開口部の前記内周面と同一面になることを特
徴とする、請求項１から４のいずれか一項に記載の多軸骨固定アセンブリ。
【請求項６】
　前記フィンが、先細形状、直線形状、矩形形状、または三角形状を有していることを特
徴とする、請求項１から５のいずれか一項に記載の多軸骨固定アセンブリ。
【請求項７】
　前記骨プレートが、大腿骨、遠位脛骨、近位脛骨、近位上腕骨、遠位上腕骨、鎖骨、腓
骨、尺骨、橈骨、足の骨、または手の骨と接触するように適合されていることを特徴とす
る、請求項１から６のいずれか一項に記載の多軸骨固定アセンブリ。
【請求項８】
　前記骨プレートが、以下の
　（ａ）輪郭づけられた、直線状の、または平坦な、
　（ｂ）特定の骨表面と一致するように輪郭づけられた頭部部分、
　（ｃ）Ｌ字形、Ｔ字形、またはＹ字形を形成するように広がる頭部、および
　（ｄ）それらの何らかの組合せのうちの、１つ以上のフィーチャを有していることを特
徴とする、請求項１から７のいずれか一項に記載の多軸骨固定アセンブリ。
【請求項９】
　前記骨プレートが頭部を有し、前記頭部上に前記開口部が配置されていることを特徴と
する、請求項１から８のいずれか一項に記載の多軸骨固定アセンブリ。
【請求項１０】
　前記骨プレートが、以下の
　（ａ）ねじ切りされた開口部、
　（ｂ）ねじ切りされない開口部、
　（ｃ）係止または非係止ファスナを受けるようになされた開口部、
　（ｄ）組合せスロット、
　（ｅ）それらの何らかの組合せのうちの、１つ以上の開口部を有していることを特徴と
する、請求項１から９のいずれか一項に記載の多軸骨固定アセンブリ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、参照によりその内容全体が本明細書に組み込まれている、2005年7月25日出
願の「Locking Screw」という名称の、米国仮出願第60/702,231号の利益を主張する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、一般に、骨折部を固定するための、整形外科用固定装置および骨プレートシ
ステムに関し、詳細には、ファスナの多軸固定をもたらす骨プレートを使用するための、
システムおよび方法に関する。
【０００３】
　骨折は、骨折部を横断して骨プレートを固定することにより、修復されることが多い。
どの骨を治療するかに応じて、骨プレートがそのために設計される骨の輪郭に一致するよ
うに、骨プレートを、直線状とし、または湾曲させることができる。骨プレートはまた、
多くの形状およびサイズで設けることができる。骨が激しく粉砕されている場合、または
骨部分が紛失している場合、骨プレートおよびねじシステムは、骨とプレートとの間に剛
性の固定または支持構造を提供することによって、骨折の癒合を促進する。
【０００４】
　骨プレートは、多くの方法で骨に固定することができる。既存の1つの解決法は、ねじ
がプレート内に係止される、プレートおよびねじシステムである。骨ねじは、プレート内
の開口を通り、骨内へとねじ込まれる。次いでねじは、骨プレート内のねじ切りされた開
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口と協働する、ねじ頭部内のねじ山によって、骨プレートへと固定される。プレートと(1
つ以上の)ねじとの間の関係が固定されるので、これによって、プレートが骨に対して固
定され、堅い固定がもたらされる。係止ねじ頭部が、プレート内のねじ山と相互嵌合する
ので、プレートおよび(1つ以上の)ねじは、1つの安定的なシステムを形成し、骨折部の安
定性は、構造の剛性によって決めることができる。ねじをプレート内に係止することによ
って、角度的な安定性および軸方向の安定性を達成することができ、ねじがトグル（togg
le）し、摺動し、または取り外される可能性がなくなり、術後の整復が損なわれる危険性
が低減される。
【０００５】
　しかし、ゆるみの発生を低減することはできるが、それらは、プレートと(1つ以上の)
ねじとの間の固定角度関係を、1つしかもたらさない。頭部のねじ山は、穴のねじ山と1方
向でのみかみ合うので、それらは限られた挿入角度を有する。ねじの長手軸は、穴の中心
軸と整列し、角度変動は不可能である。つまり係止ねじは、単方向性であり、いくつかの
例においてそれらの使用が制限される。
【０００６】
　たとえば、重篤な骨折部を治療する場合、断片が粉砕され、不規則な位置にあることが
ある。外科医は、一緒に使用される係止ねじおよび骨プレートによる利益を得ることを望
むことがあるが、いくつかの開口部にて係止ねじがプレートから延びる角度が、所望の不
揃いな骨断片を外科医が「把持する」(または掴み、または別の方法で固定する)ことを可
能にする角度ではないことがある。この場合、外科医は、どこか別の位置でプレートを骨
に固定し、または、非係止ねじを使用することが必要となることがある。非係止ねじは、
プレート内に係止しないが、様々な角度で挿入することができる。
【０００７】
　具体的には、非係止ねじは、係止ねじと同じようにして骨内に固定されるが、非係止ね
じはプレートに固定されない。それらの頭部は通常、骨プレートに接触するところが丸く
なっている。すなわち、非係止ねじの1つの利点は、それらを様々な角度で挿入すること
ができるということである。というのも、非係止ねじは、係止ねじと骨プレートとの、ね
じ山同士の接触によって制限されないからである。しかし、係止ねじとプレートとの堅く
安定した構造を外科医が所望する場合、所望の角度向きを得るために非係止ねじを使用す
ることは、必ずしも最適ではない。
【０００８】
　非係止ねじまたは係止ねじを選択する選択肢を外科医にもたらす、骨プレートシステム
が開発されてきた。いくつかの実施形態では、これらのシステムは、(係止ねじまたは非
係止ねじのいずれかを受けることができる)いくつかのねじ切りされた穴と、(非係止ねじ
のための)ねじ切りされない穴とを有する、プレートを提供する。非係止ねじまたは係止
ねじをともに使用することを可能にするための、部分的にねじ切りされたスロットを提供
するシステムも存在する。そのようなスロットの組合せは、プレートを、係止ねじととも
に使用するか、非係止ねじとともに使用するか、あるいは両方の組合せとともに使用する
かについての、術中の選択を外科医に提供する。これらのスロットの組合せは、通常、圧
迫ねじまたは係止ねじのいずれかを受けることができる、部分的にねじ切りされた開口部
を有する。ただし、これらのスロットの組合せは、部分的にしかねじ切りされないので、
(1つ以上の)係止ねじは、生理的な負荷の下で、(1つ以上の)ねじとプレートとの間の固定
された角度関係を維持することができない。具体的には、プレート内の係止ねじは、部分
的にしかつなぎ止められず、すなわち、ねじ山によって部分的にしか取り囲まれない。高
度な応力および荷重状態において、スロットは、変形することがあり、また、係止ねじと
プレートとの間の固定された角度関係の変化を可能にすることがある。これにより、固定
が損なわれ、術中に確立されたプレート向きが損なわれるおそれがある。さらに、係止ね
じは依然、単一の角度、すなわち製造業者によって規定された事前設定された角度でしか
、挿入することができない。
【０００９】
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　さらに、現在の骨およびねじシステムは依然、(a)ファスナを骨プレートに対して係止
するが、依然(b)ファスナが様々な角度で骨プレートから延びることを可能にするための
、外科医の能力を制限する。係止ねじは、プレート内に係止するが、単一の角度構成でし
か係止せず、非係止ねじは、様々な角度構成を可能にするが、プレートとの安定した構造
をもたらさない。したがって、これらの選択肢はいずれも、プレート上に剛性的に設けら
れた開口の軸と整列しない骨断片を外科医がつなぎ止めることを可能にしない。この問題
の例を、図21に示す。すなわち、現在利用可能な選択肢は依然、不整列および不十分な臨
床結果につながるおそれがある。
【００１０】
　しかし、多軸係止システムを提供するためのいくつかの試みがなされてきた。たとえば
、努力の1つとして、角度固定係止ペグおよび多方向係止ペグを受け入れる穴を設け、多
軸ペグを定位置に保持するために、ねじ切りされたキャップを多軸ペグ上に挿入すること
が挙げられる。多軸ペグは、いかなる角度で挿入することもできるが、外科医は、ペグ頭
部の頂部上およびプレート内へと小さいキャップをねじ込む必要があり、余分なステップ
、余分な時間、および余分な器具類が必要となるので、そのようなシステムは使用が煩わ
しくなるおそれがある。そのようなシステムはまた、非係止部材を、係止ペグおよび多方
向ペグと関連づけて使用することを可能にすることができない。
【００１１】
　多軸固定を提供することを試みてきた別のシステムは、変形可能な材料で製作された、
穴の周囲にある挿入部を有し、プレートの残りの部分がチタンで製作される、骨プレート
を提供することを含む。プレートが製造され、次いで挿入部が穴の周囲内に押し込まれ、
変形および圧力によって定位置に係合させられる。ねじが挿入されるとき、挿入部が変形
し、プレートの穴の縁部間で圧迫され、それによって、ねじおよび挿入部が定位置に保持
される。そのようなシステムに伴う問題は、それらを非係止ねじとともに使用することが
できず、挿入部が、通常の係止ねじを受容および保持するための強度をもたず(すなわち
、それらは外科医に選択肢を提供しない)、変形可能な挿入部を有するプレートは、通常
の骨プレートよりも製造に費用がかかることである。別の試みは、適当な係止機構の提供
に失敗してきた。
【００１２】
　多軸固定における別の試みとして、内部ジャケットを備える穴を有する、プレートを提
供することが挙げられ、内部ジャケットは、穴の軸から離れまたは内部ジャケット表面内
へと延びる、凹部を有する。この試みは、Bone Plateという名称の、国際出願WO 2005/01
8472に記載されている。その出願に記載されているプレートの内部ジャケット表面は、ね
じ切りされており、またはリブもしくは突起を有する。骨ねじは、内部ジャケット表面に
よって、プレートの穴の内部へと引き込まれることが意図される。骨ねじ頭部がねじ込ま
れる場合、ねじが傾くときに、ねじ切りされた頭部は、凹部によって中断されたプレート
の穴内部のねじ山のピッチを「切り抜ける(cutting through)」のではなく、それらを「
飛び越える(jump over)」ことが意図される。本発明の目標は、穴の指定された軸とは異
なる角度で導入され定位置に固定される骨ねじを有することができる、骨プレートを提供
することである。
【００１３】
　ただし、この計画された解決法は、(1)骨プレート内のねじ切りされた開口部が、通常
、プレートがある厚さであることを必要とし、したがって、薄いプレートとともに使用す
るのに向いていない、(2)ねじ切りされた開口部は、骨プレート内のねじ切りされない穴
よりも、製造が困難かつ高価となる可能性がある、(3)ねじ切りされた開口部は、外科医
が使用のために適当に位置合せする必要があるので、使用がより大変になる可能性がある
、といういくつかの問題に遭遇する。さらに、本出願のねじ山は、凹部によって中断され
るので短く、そのためファスナは、良好な係合を得るためにねじ山を実際に「把持」しな
い傾向がある。
【特許文献１】国際出願WO 2005/018472
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　したがって、従来技術の欠点を克服する、改善された骨プレートシステムが必要とされ
ている。ファスナが骨プレート内へと係止する間に、骨プレートとファスナとの間で様々
な角度を得ることを可能にするファスナを用いて、骨と骨プレートとの間に安定した連結
をもたらすシステムが必要とされている。これにより、高度に破砕された骨断片を有する
重篤な骨折の場合に、不規則な位置にある不揃いな骨断片を、外科医がつなぎ止めること
が可能になる。これらおよびその他の場合に、ねじがプレートの開口を通して挿入されそ
の中に堅く固定される角度を、外科医が選択することを可能にするファスナおよびプレー
トシステムを提供することが有利である。
【００１５】
　そのような改善により、外科医は、必ずしもプレート内の開口の真下に配置されていな
い骨断片に向かって、ファスナを方向付けることが可能になる。これはまた、骨折部に対
するプレートの配置において、柔軟性をもたらす。ファスナがプレート内へと挿入される
角度を、外科医が選択することを可能にすることによって、治療される骨折部の特有の性
質に対する、システムのより高度な適合性がもたらされる。また、これによって外科医は
、手術部位にアクセスした後であるがファスナを骨材料内へと挿入する前に、必要に応じ
てその戦略を調整することが可能になる。さらに、ファスナを共軸または多軸方向で挿入
することが望ましい状況において、本明細書に記載される実施形態は、非常に確実な嵌合
をもたらす。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明の実施形態は、多軸固定をもたらすことができる、骨固定アセンブリに関する。
多軸固定は、骨プレート内の開口部から突出するフィン、またはファスナ頭部から突出す
るフィンによって、もたらすことができる。たとえば、本発明の一態様によれば、
　(a)下面、上面、および、下面から上面へと延びる少なくとも1つの開口部を備える骨プ
レートと、
　(b)開口部を通して挿入可能なファスナと、
　(c)開口内またはファスナ上に配置された複数の突出するフィンを含む、開口部とファ
スナとの間の少なくとも1つの協働部材とを備える、多軸骨固定アセンブリを提供するこ
とができる。
【００１７】
　特定の態様または実施形態において、開口部は、ねじ切りされていない内部表面を有し
、その内部表面上に、フィンが配置される。
【００１８】
　さらなる実施形態は、ファスナのねじ切りされた頭部を様々な角度で定位置に固定する
ようになされた、凹状にへこみ内側に突出する一連のフィンである、フィンを有する。
【００１９】
　さらなる実施形態によれば、開口部は、上面にて丸い周縁によってさらに画成され、ジ
グザグの周縁が、突出するフィンによって下面にて形成される。
【００２０】
　さらなる一実施形態によれば、突出するフィンは、内部表面の凹部を形成する。
【００２１】
　さらに別の実施形態によれば、突出するフィンは、内部表面とほぼ同一平面内で接触す
る基部を有する。
【００２２】
　別の実施形態によれば、ファスナは、突出するフィンと係合するようになされるねじ切
りされた頭部を有する。
【００２３】
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　別の実施形態は、先細形状、直線形状、矩形形状、または三角形状を有する、フィンを
提供する。
【００２４】
　さらなる実施形態は、頭部上に開口部が配置された、骨プレートを提供する。
【００２５】
　さらなる特定の態様または実施形態では、ファスナは、フィンを備える頭部を有し、フ
ィンは、骨プレート内のねじ山と協働するようになされる。
【００２６】
　別の実施形態によれば、フィンは、1つより多い層として設けられる。
【００２７】
　別の実施形態は、1つ以上の矩形ねじ山を有する、骨プレート内の開口を提供する。
【００２８】
　さらなる実施形態では、フィンは、台形形状、丸形、楕円形、矩形、湾曲、菱形、ダイ
ヤ形、または三角形である。フィンはまた、内側または外側へと先細になり、あるいは互
いにほぼ平行になる、フィンの縁部を有することができる。
【００２９】
　さらなる実施形態によれば、骨プレートは、大腿骨、遠位脛骨、近位脛骨、近位上腕骨
、遠位上腕骨、鎖骨、腓骨、尺骨、橈骨、足の骨、または手の骨と接触するように適合さ
れる。
【００３０】
　さらなる実施形態は、以下の、
　(a)輪郭づけられた、直線状の、または平坦な、
　(b)特定の骨表面と一致するように輪郭づけられた頭部部分、
　(c)L字形、T字形、またはY字形を形成するように広がる頭部、および
　(d)それらの何らかの組合せのうちの、1つ以上のフィーチャを備える骨プレートを有す
る。
【００３１】
　別の実施形態は、以下の
　(a)ねじ切りされた開口部、
　(b)ねじ切りされない開口部、
　(c)係止または非係止ファスナを受けるようになされた開口部、
　(d)組合せスロット、
　(e)それらの何らかの組合せのうちの、1つ以上の開口部を備える骨プレートを提供する
。
【００３２】
　本発明の別の態様はまた、多軸固定を用いて骨プレートを骨に固定するための方法を提
供する。たとえば、一態様は、
　(a)骨プレートを提供するステップであって、骨プレートが、下面、上面、および、下
面から上面へと延びる少なくとも1つの開口部を備え、開口部が、ねじ切りされない内部
表面を有し、1つ以上の突出するフィンが、内部表面上に配置される、骨プレートを提供
するステップと、
　(b)軸部および頭部を有するファスナを提供するステップであって、頭部が、突出する
フィンと協働するようになされた少なくとも1組のねじ山を有する、ファスナを提供する
ステップと、
　(c)ファスナを骨プレートの開口部内へと挿入し、プレートのフィンに少なくとも1組の
ねじ山が係合することを可能にするステップと、
　(d)骨プレートを骨に固定するステップと、を含む、多軸固定を用いて骨プレートを骨
に固定するための方法を提供する。
【００３３】
　別の態様は、
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　(a)骨プレートを提供するステップであって、骨プレートが、下面、上面、および、下
面から上面へと延びる少なくとも1つの開口部を備え、開口部が、1つ以上のねじ山を有す
る、骨プレートを提供するステップと、
　(b)軸部および頭部を有するファスナを提供するステップであって、頭部が、プレート
のねじ山と協働するようになされた少なくとも1組のフィンを有する、ファスナを提供す
るステップと、
　(c)ファスナを骨プレートの開口部内へと挿入し、ファスナ頭部のフィンに1つ以上のね
じ山が係合することを可能にするステップと、
　(d)骨プレートを骨に固定するステップと、を含む、多軸固定を用いて骨プレートを骨
に固定するための方法を提供する。
【００３４】
　上記態様の実施形態は、骨断片を位置合せするように引き込むために、多軸固定を用い
るステップを含む。
【００３５】
　別の実施形態は、骨プレート内に係止または非係止ねじを挿入するステップを含む。
【００３６】
　本明細書で使用する「実施形態」とは、本発明の態様または目的を意味し、またその逆
であるとみなすことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　本発明の実施形態は、ファスナを多角度で受容および固定することができる骨固定アセ
ンブリを提供する。骨固定アセンブリ10の特定の実施形態を、図1の骨プレート12および
ファスナ80として示す。図2～図4により詳細に示すように、骨プレート12は、下面14およ
び上面16、ならびに、下面14から上面16へと延びる1つ以上の開口部18を有する。
【００３８】
　本明細書で説明される実施形態は、図11～図15に示す非限定的な例など、いかなるタイ
プの骨プレートと関連づけて使用することもできる。プレート12は、大腿骨、遠位脛骨、
近位脛骨、近位上腕骨、遠位上腕骨、鎖骨、腓骨、尺骨、橈骨、足の骨、手の骨のうちの
1つ以上と接触するように、適合させることができる。骨プレートは、湾曲させ、輪郭付
けし、直線状とし、または平坦とすることができる。プレートは、関節周囲プレート、ま
たは直線状プレートとすることができる。直線状プレートの一例を、図11に示す。プレー
トは、頭部を有することができ、頭部は、骨幹端または骨幹など特定の骨の表面に一致す
るように輪郭づけられ、軸部から広がり、軸部とともに、L字形、T字形、Y字形を形成し
、または、治療される骨に適合するような別の何らかの適当な形状を形成する。T字形プ
レートの一例を、図12～図15に示す。これらの図におけるプレート上の開口部を、以下で
より詳細に説明する。
【００３９】
　骨プレート12は、チタン、ステンレス鋼、コバルトクロム、ポリエーテルエーテルケト
ン(PEEK)、ポリエチレン、超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)などのプラスチック、または
炭素複合材、すなわち吸収性ポリ乳酸(PLA)、ポリグリコール酸(PGA)、そのような材料の
組合せまたは合金、若しくは骨に固定され骨を保持するのに十分な強度をもちながら、体
内に埋め込まれるのに十分な生体適合性も有する、別の何らかの適当な材料で構成するこ
とができる。上記の材料のリストは、骨プレートを製作することができる多くの典型的な
材料を含むが、いかなる適当な材料で構成される骨プレートも、本発明の範囲内にあるこ
とが理解されるべきである。
【００４０】
　図示のプレート12の開口部18は、中心軸20を有し、ファスナを受けるように適合される
。ファスナは、いかなる典型的な、標準的係止ファスナまたは非係止ファスナとすること
もできるが、本明細書に記載する実施形態は、頭部上に一連のねじ山を有する係止ファス
ナとの使用が特に意図されている。図5～図6は、本発明の実施形態に従って使用すること
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ができるファスナ80の例を示す。図6に具体的に示すように、ファスナ80は、軸部82およ
び頭部84を有する。軸部82は、骨に係合するようにねじ切りし、または別のやり方で構成
することができる。これは、完全にねじ切りすることができ、部分的にねじ切りすること
ができ、螺旋形のブレードを備えることができ、且つ/または、1つ以上の鋲、展開可能な
かぎ爪、拡張する要素などを、備えることができる。軸部82が骨に係合することを可能に
するいかなるフィーチャも、本発明の範囲に含まれるとみなされ、便宜上、「ねじ切りさ
れた軸部」と全体的に呼ぶことができる。ただし、ファスナ80がペグまたはピンの形をと
るように、軸部82をねじ切りしないことも可能である。この代替実施形態は、たとえば、
主な目的が骨部分の傾斜を防止することであるいくつかの手技、あるいは、ファスナ80が
骨から抜ける心配がなく、したがって軸部82ねじ切りし、または別の方法で骨に係合する
ように構成する必要がない手技において、好ましいことがある。参照の目的で、長手軸86
を有する軸部82も示す。軸部82の端部は、図5により詳細に示すように、セルフタッピン
グ（self-tapping）またはセルフドリリング（self-drilling）チップとすることができ
る。
【００４１】
　ファスナ80の頭部84は、好ましくは、少なくとも1組のねじ山88を有する。ねじ山88は
、通常、何らかの標準的なタイプのねじ山である。たとえば、ねじ山88は、連続的なリッ
ジまたは非連続的なリッジとすることができる。それは、部分的な回転、1回の完全な回
転、複数回の回転、単一リード、または複数リード、あるいは、当業界で知られた別の何
らかのねじ山を含むことができる。さらに、またはあるいは、ファスナ80の頭部84は、プ
レートの特定のフィーチャに係合し、その中に着座する、別の何らかの表面を備えること
ができる(以下でさらに説明する)。たとえば、頭部84は、一連のくぼみ、リッジ（ridges
）、バンプ（bumps）、質感を有する領域、または、ファスナ80を本明細書で説明するよ
うに固定することができる、別の何らかの表面を有することができる。以下でより詳細に
説明するように、頭部のねじ山88は、開口部18のフィン24に係合し、結合され、または別
の方法でそれと協働するようになされる。つまり、いかなるタイプのねじ切りされたファ
スナ頭部も、本発明の様々な実施形態とともに使用することが意図される。
【００４２】
　図2を参照すると、図示の実施形態が、内部表面22を備える開口部18を有し、内部表面2
2は、凹状にへこみ内側に突出する、一連のフィン24によって画成されることが分かる。
フィン24は、開口部18内へと、中心軸20に向かって延びる。フィン24の基部26は、上面16
の丸い周縁30またはその付近にて、凹部28を形成する。(「丸い」周縁という用語は、円
、楕円、卵形周縁、またはファスナ80の頭部を受けるように形状づけられた別の何らかの
開口部など、何らかの丸い形状を指すものである。) フィン24の基部26はすべて、実質的
に同一平面内に集まり、次いで、同様の角度または勾配で、下方および内方へと傾斜する
。
【００４３】
　凹部28は、滑らかでねじ切りされていないことに留意されたい。実際、凹部28上、また
は開口部18の内部表面22上のどこにも、ねじ山は存在しない。ねじ山がないことは、プレ
ート12の製造を容易にするのに役立ち、プレートを望まれるだけ薄く製造することを可能
にする。
【００４４】
　たとえば、プレート12の厚さ、およびフィン24の寸法は、通常、ファスナ80のピッチお
よびねじ山によって決まる。たとえば、より大きいファスナとともに使用するためのより
大きいプレート12(たとえば大腿骨上で使用するための)は、より厚くなる傾向があり、よ
り小さいプレート(たとえばより小さい骨上で使用するための)よりも、より大きくより厚
いフィンを有することになる。特定の実施形態では、フィン24は特に薄く、そのため、そ
れらを上下に動かし、かつ圧力によって変形させることができる。いくつかの実施形態で
は、フィンを、プレート開口部の縁部に向かって押すことができる。フィンの厚さの非限
定的な例示的な範囲は、約0.5mmから約5mmとすることができるが、より大きいまたはより
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小さいサイズが可能である。理論的には、フィン24は、図1に示すようにファスナ80上の
クリンプの間に嵌ることが意図される。
【００４５】
　また、ねじ切りされていない内部表面22を提供することによって、ファスナ80をいかな
る所望の角度で開口部18内へと挿入することも可能になる。というのも、図5に示すよう
に、所望の角度を妨げるいかなるねじ山も存在しないからである。フィン24は、ファスナ
80を開口部18内で定位置に固定するために、わずかに屈曲または変形することが意図され
る。フィン24は、実際に、ファスナ10のねじ山88または別の表面に係合する。
【００４６】
　再び図2を参照すると、図示の実施形態では、フィン24は、中心軸20に向かって延びる
につれて先細になり、先細の側部32を形成する。フィンは、丸い先端34にて終端するが、
先端34は、尖らせ、方形にし、矩形にし、または、別の何らかの適当な構成にすることが
できる。たとえば、図7および図8に示すように、フィン24は、直線状の縁部または側部42
、および直線状の端部44を有することができる。この実施形態は、部分的に矩形形状であ
るフィン24を示す。フィン24の間の開口部46は、スリット形状である。
【００４７】
　一代替実施形態を、より三角形の形状を有するフィン24を示す、図9および図10に示す
。この実施形態では、図示のフィン24は、内側へと先細になる側部52と、側部52が終端す
る頂端領域56を形成する、平坦で小さい縁部54とを有する。フィン24の間の開口部58は、
開口部46よりも細長い。これらの代替実施形態における、図示の開口部46、58の組はいず
れも、丸い後部60を有し、そこで開口部18の内部表面22と直面する。ただし、これらはフ
ィン24の形状、および開口部46、58の単なる例に過ぎず、いかなる適当な形状も可能であ
り、本発明の範囲内であるとみなされることが理解されるべきである。非限定的な例は、
台形、正方形、丸形、円形、三角形(頂端領域56ではなく尖った先端を有する)、および別
の何らかの可能な選択肢を含む。
【００４８】
　図4に示すように、プレート12の下面または底面14にある第2の周縁36は、フィン24が下
面14の一部を形成することにより、上面16にある丸い周縁30よりもジグザグに見えること
がある。周縁は、ほとんど「花のように」見える可能性があり、各フィン24が、周縁の花
びらを形成しているように見える。あるいは、図7～図10の実施形態では、第2の周縁は、
フィン24によって作り出された形状と同様に見える。
【００４９】
　図は、約5つから8つのフィン24を有する開口部18を示すが、いかなる数のフィン24も、
本発明の範囲内であるとみなされることが理解されるべきである。たとえば、開口部18の
使用が意図されるプレートに応じて、2つまたは3つのフィン、あるいは20以上のフィン24
が存在することがある。
【００５０】
　フィン24の主要な目的は、ファスナを骨プレート12内で定位置に、しかしいかなる角度
でも固定するように、頭部がねじ切りされたファスナの1つ以上のねじ山88を、把持する
ことである。たとえば、ねじ切りされた開口(ファスナの頭部のねじ山に一方向のみで係
合し、外科医が必要に応じてファスナを傾斜させるための能力を制限する)とは対照的に
、この実施形態のフィン24はさらに、ファスナの頭部のねじ山を定位置に、しかしいかな
る角度でも固定することが意図される。ファスナが挿入されるとき、そのねじ山は、図1
に示すようにフィン24に係合し始める。上記で議論したように、フィン24は、非常に薄く
することができ、そのため、頭部のねじ山88がフィン24を把持し始めるとき、フィン24は
、ねじ山88に係合しファスナ80を固定するのに適するように、上下に動くことができる。
つまり、ねじ山88は、フィン24に係合する(またはフィン24の間に嵌り込む)。ほとんどの
場合、フィン24のこの運動は永久変形であり、そのため、フィンは撓んで戻ることができ
ず、ファスナを脱出可能にすることができない。
【００５１】
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　上記で議論したように、フィン付きの開口部18は、全てのタイプの骨プレート上に設け
ることができる。その例を図11～図15に示す。図11は、フィン24を有する開口部18(フィ
ン付き開口部18と呼ぶ)、滑らかな開口部60、ねじ切りされた開口部62、および仮のピン
開口部64の具体的な例を示す。別の選択肢は、組合せスロットと同様に、ねじ切りされた
ファスナまたはねじ切りされていないファスナとともに使用することができる穴である。
様々なタイプの開口部を、いかなるタイプの骨プレート上で、いかなる組合せおよびいか
なるサイズにおいても使用することができることが、理解されるべきである。その例を図
12～図15に示す。図12は、骨プレート12の頭部70内の、複数のフィン付き開口部18を示す
。これは、折れた骨のより良好な固定を実現するのに、役立つことがある。というのも、
ファスナは、骨折中に骨から分裂した、「転向した(renegade)」または不規則な骨断片を
つなぎ止めるために、様々な角度で挿入することができるが、依然として骨断片をプレー
トに固定するからである。たとえば、手根骨が破損されると、様々な方向に粉砕すること
がある多数の断片が存在することになる。本明細書で説明するフィン付き開口部18を有す
るプレート12は、別の方法では係止または非係止ファスナを使用するだけでは骨プレート
に固定されない、転向した断片をつなぎ止める目的で、ファスナ80を様々な角度で配置す
るために使用することができる。(フィン付き開口部18に加えて、またはその代わりに)別
のタイプの開口部が、頭部70内ならびにプレート12上のどこかに存在することができるこ
とが、さらに理解されるべきである。
【００５２】
　上述したように、ファスナ80は、いかなる典型的な材料で製作された、いかなる典型的
なファスナとすることもできる。これは通常、ファスナを骨内およびプレート12内に固定
するために、ドライバを受けるためのボアを有する。受容ボアは、いかなるサイズおよび
形状とすることもでき、たとえば、対応する六角形のドライバを受けるように構成された
六角形構造、フィリップスねじ頭部、平頭、星形構成、トルクス、または、ファスナを配
置するためにドライバと協働することができる、何らかの適当な構成を有することができ
る。
【００５３】
　次に埋込み方法に移ると、外科医は、目的の手術部位にアクセスする。この部位は、適
切な癒合を保証するための安定化を必要とする骨断片が位置する、内部部位である可能性
がある。骨折部は、(当業者に知られた)従来の鉗子およびガイドを用いて整復することが
でき、適当なサイズおよび形状の骨プレートが、骨折部位を覆って配置される。いくつか
の例では、骨プレートは、仮固定ピンを用いて一時的に骨に固定することができる。図11
および図12に示す骨プレートでは、仮ピン開口部、あるいは、プレート内の(ねじ切りさ
れた、ねじ切りされない、またはフィン付きの)別の何らかの開口部のいずれかを通る、
仮固定ピンを使用することができる。骨プレートを骨に永久固定するために骨ねじを配置
する前に、骨プレートが適切に位置決めされたことを確信することができるように、仮固
定では、骨プレートを通して固定ねじを配置する前に、骨プレートを骨に一時的に固定す
る。さらに、仮固定を用いると、視野内に余計な機器を伴わずに、骨プレート/構造のX線
を撮影することができる。
【００５４】
　プレート12が、(別の適当な方法を使用することができるが、通常1つ以上の仮固定ピン
を用いて)骨折部に対する所望の位置に固定されると、外科医は次いで、挿入角度、また
は、ファスナ80が選択された開口部18を通って挿入され骨材料内へと押し進められる方向
を、確認する。骨プレート12が、図に示すように複数の開口部を備える場合、外科医はま
た、使用される特定の開口を選択する。所望の挿入角度および開口を選択した後、外科医
は、開口18を通して軸ファスナ80を、先端が骨材料に接触するまで挿入する。いくつかの
例では、ファスナ80の初期タッピングまたは挿入を容易にするために、挿入角度に沿って
、骨内に穴を穿孔またはタッピングすることが必要になることがある。外科医は次いで、
頭部84の受容ボア内で適当な駆動ツールを使用して、ファスナ80を定位置へと操作する。
【００５５】
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　ファスナ10は、図5に示すように、開口部18の中心軸20と位置合せされる以外の角度で
挿入することができるので、ファスナ80は、係止ねじが正常に挿入される従来の角度から
外れた骨断片を、把持または固定するために使用することができる。外科医は、移動させ
られた骨断片を固定し引き込むために、ファスナ80をトグルさせ、または操作することが
必要となることがある。
【００５６】
　骨断片が固定されると、ファスナ80は、プレート12に容易に固定することができる。フ
ァスナ80が、骨内へとさらに押し進められるにつれて、ファスナ80はまた、プレート12内
へとさらに引き込まれる。ファスナ頭部84のねじ山88が、フィン24に接触し始めるとき、
中心軸20と整列しない角度であってもファスナ80が所望の角度で定位置に保持されるよう
に、フィンをねじ山内に係合させることが可能になる。フィン24とねじ山88との間の係合
の作用により、ファスナ80は、所望の挿入角度で骨プレート12へと堅く固定される。いく
つかの実施形態では、外科医は次いで、従来の係止および/または非係止ねじを、プレー
ト上の別の開口部内で使用することができる。これは、必要に応じて骨プレートを骨の骨
折部にさらに固定することを、助けることができる。開口部18の1つの利点は、プレート1
2とともに使用することができる、可能ないかなるファスナをも受けるように適合される
ことである。
【００５７】
　いくつかの例では、全てのファスナおよび/またはねじが配置された後、特に、骨折部
を横断する使用されない開口部がある場合に、外科医は、プレート12を強化するために、
使用されていない開口部を覆ってカバーを配置することができる。さらに、またはあるい
は、外科医は、骨移植片材料、骨セメント、骨空隙充填材、および骨の癒合を助ける別の
何らかの材料を使用することができる。
【００５８】
　固定アセンブリの一代替実施形態を、図16～図18に示す。これらの図は、フィン付き頭
部104を有するファスナ102を示す。具体的には、フィン付き頭部104は、その上方部分108
にある受容ボア106と、頭部104の主部112の周りの、少なくとも1組の延長フィン110とを
備える。正方形、または先細縁部を有する台形形状の、フィン110を示すが、それらは、
丸形、楕円形、矩形、湾曲、菱形、ダイヤ形、三角形、または別の何らかの適当な形状と
することもできる。フィン110の縁部111は、内側または外側へと先細にすることができ、
あるいは、互いにほぼ平行にすることができる。フィン110は、ヘッド104の周りの単一の
列として設けることができ、あるいは、図示のような多数の列として層状にすることがで
きる。多数の列として層状になる場合、個々のフィン110をそれぞれ、別のフィンの真上
にすることができる(そのため、ファスナ100の頂部が図18に示すように見える)。あるい
は、下層内の個々のフィン110をそれぞれ、上層内のフィンからずらすことができる。1組
内のフィン24の数もまた、2つまたは3つ程度から、頭部104の主部112上に嵌めることがで
きる所望の数まで、変えることができる。上記で説明した開口部18のフィン24と同様、フ
ィン110は、好ましくは極めて薄く、厚さは、ファスナおよびプレートの用途に応じて変
わる。たとえば、より大きいプレートとともに使用するためのより大きいファスナ102(た
とえば大腿骨上で使用するための)は、より小さいファスナ(たとえばより小さい骨上で使
用するための)よりも、より大きくより厚いフィンを有することになる。特定の実施形態
では、フィン110は特に薄く、そのため、それらを上下に動かし、または圧力により圧縮
させることができる。フィンの厚さの非限定的な例示的な範囲は、約0.5mmから約5mmとす
ることができるが、より大きいまたはより小さいサイズが可能である。理論的には、フィ
ン110は、プレートのねじ形(threadform)の間に嵌ることが意図される。ファスナはまた
、ファスナ80に関して上記で説明したような、ねじ切りされた、またはねじ切りされてい
ない、軸部114を有することができる。
【００５９】
　ファスナ102は、ねじ切りされた開口部を有する、いかなる骨プレートとともに使用す
ることもできる。上記で説明された図示のいかなる例も、ファスナ102とともに使用する
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ことができる。ファスナ110とともに使用することができる具体的な骨プレートの1つの選
択肢を、図19に示す。この骨プレート120は、骨プレート内で通常使用される尖った鋭い
ねじ山よりも矩形の形状を有する、アクメねじ山124を有する。図20に示すように、開口
部122は、それらの縁部126が矩形形状で終端する、ねじ山124を有する。より平坦な縁部1
26を矩形形状にすることによって、フィン110が係合するためのより大きいチャネルが可
能になる。さらにより具体的な一実施形態では、ねじ山124は、開口部122の中心軸130か
ら約15°～20°、より具体的には、中心軸130から約18°ずらして傾斜させることができ
る。
【００６０】
　使用方法の一例は、上記で説明した方法と同様である。ファスナ102が骨プレート120内
へと挿入されるとき(いかなる従来の骨プレートも使用することができ、アクメねじ山は
必須ではないことが理解されるべきであるが)、フィン110は、プレートのねじ山に係合す
ることが意図され、上記で説明した骨プレートのフィンとほぼ同様、フィン110は非常に
薄く、そのため、プレートのねじ山がフィン110を把持し始めるとき、フィン110は、図16
に示すようにプレートのねじ山に係合し、ファスナ102を定位置に固定するために、必要
に応じて上下に動くことができる。ほとんどの場合、フィン110のこの運動は永久変形で
あり、そのため、フィンは撓んで戻ることができず、ファスナを脱出可能にすることがで
きない。
【００６１】
　本発明の例示的な実施形態の上記説明は、例示および説明のためだけに提示され、網羅
的なものではなく、本発明を開示されたとおりの形態に限定するものではない。上記の開
示および添付の特許請求の範囲の、範囲または精神から逸脱することなく、上記で参照し
図面に示した構造および方法に対する多くの修正および変形が可能である。本発明および
様々な実施形態を、様々な修正形態とともに、企図された特定の用途に合うよう当業者が
製作および利用することが可能になるように、本発明の原理およびそれらの実用的な応用
例を説明するために、実施形態を選択し、説明した。本発明の精神および範囲から逸脱す
ることなく、代替実施形態が、本発明に関する当業者に明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】ファスナが内部に挿入された状態の、本発明の一実施形態による、フィンを有す
る骨プレートを示す斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態による、骨プレート内の開口部を示す頂部斜視図である。
【図３】ファスナが内部に挿入された状態の、多数の開口を有する骨プレートを示す頂面
図である。
【図４】図3の骨プレートを示す底面図である。
【図５】プレートがファスナを受けることができる多数の角度のうちのいくつかを示すた
めの、ファスナが内部に挿入された骨プレートを示す側部斜視図である。
【図６】本明細書で説明する様々な骨プレートとともに使用するための、ファスナの一例
を示す図である。
【図７】骨プレート内の開口の一代替実施形態を示す頂部平面図である。
【図８】図7の骨プレートを示す斜視図である。
【図９】骨プレート内の開口のさらなる実施形態を示す頂部平面図である。
【図１０】図9の骨プレートを示す斜視図である。
【図１１】本発明の様々な実施形態とともに使用することができる、代替形状およびタイ
プの骨プレートを示す図である。
【図１２】本発明の様々な実施形態とともに使用することができる、代替形状およびタイ
プの骨プレートを示す図である。
【図１３】本発明の様々な実施形態とともに使用することができる、代替形状およびタイ
プの骨プレートを示す図である。
【図１４】本発明の様々な実施形態とともに使用することができる、代替形状およびタイ
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プの骨プレートを示す図である。
【図１５】本発明の様々な実施形態とともに使用することができる、代替形状およびタイ
プの骨プレートを示す図である。
【図１６】骨プレート内の定位置にフィン付きファスナを有する、一代替実施形態を示す
断面図である。
【図１７】本発明の一実施形態による、フィン付き頭部を有するファスナを示す側部斜視
図である。
【図１８】図17のファスナを示す頂部斜視図である。
【図１９】図17および図18のファスナを受けるために使用することができる、骨プレート
を示す頂部斜視図である。
【図２０】図19のプレートのねじ山を示す断面図である。
【図２１】本発明の様々な実施形態を用いて治療することができる、骨折部の例を示す図
である。
【符号の説明】
【００６３】
　10　　骨固定アセンブリ
　12　　骨プレート
　14　　下面
　16　　上面
　18　　開口部
　20　　中心軸
　22　　内部表面
　24　　フィン
　26　　基部
　28　　凹部
　30　　周縁
　36　　周縁
　46　　開口部
　52　　側部
　54　　縁部
　56　　頂端領域
　58　　開口部
　60　　後部
　62　　開口部
　64　　仮のピン開口部
　70　　頭部
　80　　ファスナ
　82　　軸部
　84　　頭部
　86　　長手軸
　88　　ねじ山
　102　　ファスナ
　104　　フィン付き頭部
　106　　受容ボア
　108　　上方部分
　110　　延長フィン
　111　　縁部
　112　　主部
　114　　軸部
　120　　骨プレート
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　122　　開口部
　124　　ねじ山
　126　　縁部
　130　　中心軸

【図１】 【図２】
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