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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　脊椎の骨接合術用の連結装置（１）であって、
　前記連結装置は、骨のアンカー手段（３）と、カップリングロッド（２）を受承するよ
うに設計され、かつアンカー手段（３の一端に組み付けられたコネクタ（４）と、カップ
リングロッド（２）を固定するための締着手段（５）とを備え、
　コネクタ（４）およびアンカー手段（３）は、アンカー手段（３）を貫通し、かつ旋回
可能な連結を構成するピン（６）により互いに組み付けられ、
　さらに前記連結装置（１）は、該装置が患者の中に埋設されたときに前記ロッドとアン
カー手段とを含む平面において前記アンカー手段に対して、前記コネクタを固定するため
の固定手段を備え、
　ピン（６）がアンカー手段（３）上においてピン（６）に直交する方向に対する角度変
位を可能にするために、アンカー手段（３）の内部に配設されるように設計されたピン（
６）の部分は、ピン（６）の外周上に均一に分布された凸部を備えることを特徴とする連
結装置。
【請求項２】
　前記固定手段は、ピン（６）がカップリングロッド（２）の軸線方向に対して平行な軸
線方向を有するように構成されるとともに、ピン（６）を中心とする前記コネクタ（４）
の旋回動作と、カップリングロッド（２）に直交する面に対する前記コネクタ（４）の傾
斜動作とのみを可能とするように構成されることを特徴とする請求項１に記載の連結装置
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【請求項３】
　前記固定手段は、ピン（６）がカップリングロッド（２）の軸線方向に対して直交する
軸線方向を有するように構成され、さらに前記装置はコネクタ（４）がアンカー手段（３
）上において軸旋回しないようにするためのロック手段を備えることを特徴とする請求項
１に記載の連結装置。
【請求項４】
　軸線方向に対する一定の程度の旋回と、少なくとも１つの直交方向に対する一定の程度
の角度変位とに関して、コネクタ（４）はピン（６）と協働することを特徴とする請求項
１に記載の連結装置。
【請求項５】
　コネクタ（４）が、軸線方向に対して９０°～１８０°の範囲の旋回に関してピン（６
）と協働することを特徴とする請求項４に記載の脊椎の骨接合術用の連結装置。
【請求項６】
　少なくとも１つの直交方向に対する角度変位の大きさは２０°～６０°の範囲であるこ
とを特徴とする請求項４に記載の脊椎の骨接合術用の連結装置。
【請求項７】
　ピン（６）がアンカー手段（３）上において矢状面の角度変位の移動を可能にするため
に、アンカー手段（３）の内部に配設されるように設計されたピン（６）の部分は、ピン
（６）の外周上に均一に分布された凸部を備えることを特徴とする請求項２に記載の連結
装置（１）。
【請求項８】
　ピン（６）がアンカー手段（３）上において前額面の角度変位の移動を可能にするため
に、アンカー手段（３）の内部に配設されるように設計されたピン（６）の部分は、ピン
（６）の外周上に均一に分布された凸部を備えることを特徴とする請求項１に記載の連結
装置（１）。
【請求項９】
　コネクタ（４）は、カップリングロッド（２）を支持する支持面（１４）を備え、支持
面（１４）は、カップリングロッド（２）がアンカー手段（３）に対して付加的な矢状面
の角度変位の移動を可能とするように構成されていることを特徴とする、請求項２または
請求項７に記載の連結装置（１）。
【請求項１０】
　支持面（１４）は凸形状を有することを特徴とする請求項９に記載の連結装置（１）。
【請求項１１】
　支持面（１４）はコネクタ（４）中に配設された受け台形成要素を備え、該受け台形成
要素は、付加的な矢状面の角度変位が生じ得るように、コネクタ（４）と協働する底面の
凹部（１１）と、カップリングロッド（２）を受承するように設計された頂面の凹部とを
備えることを特徴とする、請求項９に記載の連結装置（１）。
【請求項１２】
　カップリングロッド（２）を受承する貫通中間要素（１０）はコネクタ（４）を貫通し
、貫通中間要素（１０）は、装置（１）のすべての旋回の自由度をロックすることが可能
なように、アンカー手段（３）の端部と協働する底面の凹部（１１）を備えることを特徴
とする、請求項２または請求項７に記載の連結装（１）。
【請求項１３】
　貫通中間要素（１０）は、カップリングロッド（２）がコネクタ（４）に対して矢状面
の角度変位の移動を可能にする凸状の形状をなす頂面を有することを特徴とする、請求項
１２に記載の連結装置（１）。
【請求項１４】
　前記貫通中間要素（１０）は、カップリングロッド（２）がコネクタ（４）に対して矢
状面の角度変位の移動を可能にする受け台形成貫通要素を備えることを特徴とする、請求
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項１２に記載の連結装置。
【請求項１５】
　貫通中間要素（１０）の底面の凹部は、少なくとも１つの鋸歯状をなす領域、または少
なくとも１つの溝付きの領域を備えることを特徴とする、請求項１２乃至１４のいずれか
に記載の連結装置（１）。
【請求項１６】
　アンカー手段（３）の端部は、その全面またはその一部が、鋸歯または溝が施されてい
ることを特徴とする、請求項１２乃至１５のいずれかに記載の連結装置（１）。
【請求項１７】
　前記ロック手段はコネクタ（４）を貫通する部品を備え、該貫通部品は、アンカー手段
（３）の端部と協働する凹部により構成された底面と、カップリングロッド（２）を受承
する頂面とを備え、それにより、装置（１）のすべての旋回の自由度をロックすることが
可能であることを特徴とする、請求項３に記載の連結装置（１）。
【請求項１８】
　前記頂面は凸形状を有することを特徴とする請求項１７に記載の連結装置（１）。
【請求項１９】
　前記貫通部品は、カップリングロッド（２）を受承するための凹部を、その頂面に有す
る受け台形成要素を備えることを特徴とする請求項１７に記載の連結装置（１）。
【請求項２０】
　前記貫通部品の底面にある凹部は、少なくとも一部に鋸歯または溝が施されていること
を特徴とする請求項１７に記載の連結装置（１）。
【請求項２１】
前記貫通部品と接触するアンカー手段（３）の端部は、少なくとも一部に鋸歯または溝が
施されていることを特徴とする請求項１７に記載の連結装置（１）。
【請求項２２】
　ピン（６）は、その全面またはその表面の一部に、長手方向の溝（１３）が施されてい
ることを特徴とする請求項１乃至２１のいずれかに記載の連結装置（１）。
【請求項２３】
　ピン（６）はアンカー手段（３）の端部を貫通するとともに、コネクタ（４）の枝部（
４１０，４１１）に付与された２つの孔（４１４，４１４）と協働し、前記孔はピン（６
）の断面積に対応する断面積を備え、枝部（４１０，４１１）はピン（６）の両側に配設
されることを特徴とする、請求項１乃至２２のいずれかに記載の連結装置（１）。
【請求項２４】
　アンカー手段（３）は、ねじ山が形成された部分（９）を有するねじ（３）と、円柱状
をなすピン（６）の一部を受承するための空洞（８）を備えた球状の頭部（７）とにより
構成されることを特徴とする、請求項１乃至２３のいずれかに記載の連結装置（１）。
【請求項２５】
　コネクタ（４）は、ピン（６）を備えるアンカー手段（３）の一端、およびカップリン
グロッド（２）を受承するように設計されたほぼＵ字形をなすロッド受承部品（４１）と
、締着手段（５）を使用することによりコネクタ（４）のロッド受承部分（４１）上にカ
ップリングロッド（２）を保持するために、ロッド受承部品（４１）上に係合する閉鎖部
品（４２）とにより構成されることを特徴とする、請求項１乃至２４のいずれかに記載の
連結装置（１）。
【請求項２６】
　脊柱に関する骨接合術のためのシステム、より具体的には脊椎を固定するためのシステ
ムであって、請求項１乃至２５のいずれかに記載の少なくとも１つのカップリングロッド
（２）と少なくとも２つの連結装置（１）とを備えるシステムであり、夫々の連結装置（
１）は、各脊椎に繋止されるのに適するシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、脊柱を矯正し、固定するための脊椎手術に有用な脊椎の骨接合術の分野に関
する。
　より詳細には、本発明は脊椎の骨接合術用の連結装置に関し、その連結装置は、骨用の
アンカー手段と、カップリングロッドを受承するように設計されており、かつアンカー手
段の一端に組み付けられたコネクタと、カップリングロッドを固定するための締着手段と
を備える。
【背景技術】
【０００２】
　脊柱を矯正したり固定したりするための従来技術においては、多数のシステムが公知で
ある。
　特許文献１は、脊柱を矯正し、かつ固定するための装置を固定するように設計された骨
用ねじについて記載している。その目的のために、該骨用ねじは、カップリングロッドを
受承するための半円形の凹状をなす領域を備えた頭部を有する。カップリングロッドは、
ほぼＵ字形をなす閉鎖部品により骨用ねじの頭部に固定されており、この閉鎖部品は、前
記ねじの頭部に挟持するためのクランプを形成している。
【０００３】
　このような解決策によって生じる問題は、カップリングロッドを含み、かつ骨用ねじを
通過する平面内において、ロッドが傾斜して固定されていないことである。
　特許文献２もまた、ねじ山が形成された部分と球形の一部をなす部分を備える頭部とを
有するねじ要素と、ねじ要素の頭部と骨用ねじに組み付けられたバーとを受承するように
設計された円柱形をなす受承部品とを備える骨用ねじを提案している。受承部品は、その
一端に配置され、かつねじ要素のねじ山形成部分が通過できるように設計された第１の孔
と、前記頭部に適合するように設計された中空の球形部分と、第１の孔と反対側に形成さ
れ、かつ頭部に設けられたねじ山形成部分を挿入するように設計された第２の開放孔とを
備える。受承部品はまた、２つの自由枝部を有するほぼＵ字形をなす部分を備え、枝部は
、それぞれ外周に形成されたねじ山と、内周に形成されたねじ山とを備えている。前記Ｕ
字形部分には、頭部に対して作用する押圧要素と、Ｕ字形部分に配置されたバーの上部に
おいて、開放端に螺合する固定用ねじと、受承部品の枝部の外側のねじ山に対して螺合さ
れる固定ナットとが設置されている。
【０００４】
　残念なことに、従来技術による装置には不具合がある。第１に、骨用ねじ上で許容され
る移動は、特に前額面において比較的小さい。したがって、これは取り扱いが困難であり
、特に、カップリングロッドを骨用ねじに対して組み付けること、およびカップリングロ
ッドを骨用ねじから取り外すことが困難である。第２に、再調整の手術中に、ねじの駆動
手段がカップリングロッドを受承する頭部と整合されていないと、骨用ねじを外すことが
困難なことがある。
【特許文献１】ドイツ国実用新案第４１０７４８０号
【特許文献２】欧州特許第０６１４６４９号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、カップリングロッドを保持するコネクタが脊椎に使用されるアンカー
手段上で移動可能である程度を増大させることができる連結装置を提案することにより、
従来技術の不具合を改善することにある。
【０００６】
　したがって、本発明の目的は取り扱いを容易にする装置を提供することにある。さらに
具体的には、カップリングロッドをアンカー手段に対して組み付け易くするとともに、カ
ップリングロッドをアンカー手段から取り外し易くし、かつ再調整手術中において、アン
カー手段を取り外し易くする装置を提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この目的に対して本発明は上記のようなものであり、本発明は最も広義には、コネクタ
およびアンカー手段は、アンカー手段を貫通し、旋回可能な連結を構成するピンにより相
互に組み付けられていること、および該装置が患者に埋設されたときに、ロッドとアンカ
ー手段とを含む平面において、アンカー手段に対してコネクタを固定するための固定手段
を備えることを特徴とする。
【０００８】
　軸線方向に対する一定の程度の旋回と、少なくとも１つの直交方向に対して一定の程度
の角度変位とに関して、コネクタはピンと協働することが好ましい。
　軸線方向に対する旋回の大きさが９０°～１８０°の範囲で、さらに、少なくとも１つ
の直交方向に対する角度変位の大きさが２０°～６０°の範囲で、コネクタはピンと協働
することが有利である。
【０００９】
　ピンに対して直交する方向に対してアンカー手段上におけるピンの角度変位の移動を可
能とするために、ピンのアンカー手段内に配置されるように設計された部分は、ピンの外
周上に均一に分布した凸部を備えることが好ましい。
【００１０】
　本発明の第１の実施態様において、ピンがカップリングロッドの軸線方向に対して平行
な軸線の方向を有するように、固定手段が構成されている。これにより、ロッドに対して
直交する平面内で傾斜することを除いて、ある程度の軸旋回のみが可能である。
【００１１】
　ピンがアンカー手段上の矢状面の角度変位の移動を可能とするために、アンカー手段の
内部に配設されるように設計されているピンの部分は、ピンの外周上に均一に分布した凸
部を有することが有利である。
【００１２】
　本発明の第１の実施態様の第１の変形例において、コネクタはカップリングロッドを支
持する支持面を備え、その支持面は、カップリングロッドがアンカー手段に対して付加的
な矢状面の角度変位の移動を可能とするように構成されている。
【００１３】
　前記支持面は凸面の形状をなすか、またはコネクタ内に配設される受け台形成要素から
なり、その受け台形成要素は、付加的な矢状面の角度変位を生じさせるようにコネクタと
協働する底部の嵌凹と、カップリングロッドを受承するように設計された頂部の嵌凹とを
備えることが有利である。
【００１４】
　本発明の第１の実施態様の第２の変形例においては、カップリングロッドを受承する中
間要素はコネクタを貫通し、貫通中間要素は装置の全ての回転自由度がロックできるよう
に、アンカー手段の端部と協働する底部の嵌凹を有する。
【００１５】
　貫通中間要素は、カップリングロッドがコネクタに対して矢状面の角度変位の移動を可
能にするように凸面形状の頂面を有するか、または貫通要素が、カップリングロッドがコ
ネクタに対して矢状面の角度変位の移動を可能にする受け台形成をする貫通要素を備える
ことが有利である。
【００１６】
　貫通中間要素の底部の嵌凹は、少なくとも１つの鋸歯状の領域または溝付きの領域を備
えることが有利である。同様に、アンカー手段の端部は全面またはその一部が鋸歯状、ま
たは溝付きである。
【００１７】
　本発明の第２の実施態様において、ピンがカップリングロッドの軸線方向に対して直交
する軸線方向を有しており、それ故に、装置はコネクタがアンカー手段上で軸旋回しない
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ようにするためのロック手段をさらに備えている。
【００１８】
　ピンがアンカー手段上での前額面の角度変位の移動を可能にするために、アンカー手段
の内部に配設されるように設計されているピンの一部は、ピンの外周上に均一に分布した
凸部を有することが好ましい。
【００１９】
　ロック手段はコネクタを通って通過する部品を備え、その貫通部品は、アンカー手段の
端部と協働する嵌凹により構成された底面と、カップリングロッドを受承する頂面とを備
え、これにより、装置の全ての回転自由度をロックすることができることが有利である。
第１の実施例において、貫通部品は凸状の形状の頂面を備える。他の実施例において、貫
通部品は頂面にカップリングロッドを受承するための嵌凹を有する受け台形成要素を備え
る。
【００２０】
　貫通部品の底面に存する嵌凹は、少なくともその一部は鋸歯状であるか、または溝付き
であることが有利である。同様に、貫通部品と接するアンカー手段の端部は、少なくとも
その一部は鋸歯状であるか、または溝付きである。
【００２１】
　ピンはその全面または一部が長手方向の溝を備えることが有利である。
　ピンはアンカー手段の端部を通過するとともに、コネクタの枝部に付与された２つの孔
と協働することが有利である。その孔はピンの断面積に対して対応する断面積を備え、さ
らに枝部はピンの両側に配設される。
【００２２】
　アンカー手段はねじ山が形成された部分を有するねじと、円柱状をなすピンの一部を受
承するための空洞を備えた球形をなす頭部とにより構成されることが有利である。
　コネクタは、ピンおよびカップリングロッドを付与されたアンカー手段の一端を受承す
るように設計されたほぼＵ字形をなすロッド受承部品と、締着手段を使用することにより
コネクタのロッド受承部分上においてカップリングロッドを保持するための、ロッド受承
部品上に係合するようになる閉鎖部品とからなることが有利である。
【００２３】
　本発明はまた、脊柱に関する骨接合術のためのシステムを提供する。本発明は、より詳
細には、脊椎を固定するためのシステムである。そのシステムは、任意の前述の請求項に
よる少なくとも１つのカップリングロッドと、少なくとも２つの連結装置であって、夫々
の連結装置は各脊椎にアンカーされることに適している。
【００２４】
　単なる説明に加えて付随する図面を参照することにより、提示される本発明の実施態様
に関する以下の記述を読むと、本発明は一層よく理解されよう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　図１は、脊椎の骨接合術のための本発明の連結装置（１）の分解図である。連結装置（
１）を脊椎用のカップリングロッド（２）とともに示す。
　連結装置（１）は、骨のアンカー手段（３）と、カップリングロッド（２）に連結する
ためのコネクタ（４）とを備える。装置（１）は、アンカー手段（３）を固定するための
締着手段（５）、およびカップリングロッド（２）を保持するコネクタ（４）をさらに備
える。
【００２６】
　骨のアンカー手段（３）は、ねじ山部分（９）から形成される骨用のねじ（３）と、そ
の一端において球形をなす頭部（７）とからなることが有利である。ねじ（３）の頭部（
７）には、円柱状のピン（６）が貫通するように設計された空洞（８）が設けられる。空
洞（８）とピン（６）との間の連結は、ピン（６）が空洞（８）に進入できるような方法
によって行われる。この目的のために、当業者であれば、ねじ（３）の頭部（７）に形成
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された空洞（８）の寸法、および／またはピン（６）の寸法を決定することができる。た
とえば、ピン（６）が相当程度まで角度変位することを可能とするために、ねじ（３）の
頭部（７）の空洞（８）の入口に傾斜部を形成することができる。
【００２７】
　さらに、ピン（６）と空洞（８）との間の移動を調節するために、以下に説明するよう
に、非平面の表面を備えるピン（６）を使用することも可能である。
　このような状況において、ピン（６）が中央凸部（６０）を有することが有利である。
中央凸部（６０）はその両側面において、溝（６２，６２）により端部（６１，６３）か
ら分離されている。これにより、ピン（６）がねじ（３）の頭部（７）に形成された空洞
（８）を通って配置されると、中央部分（６０）は空洞（８）内に配置される。
【００２８】
　カップリングロッド（２）をねじ（３）に対して連結するように設計されたコネクタ（
４）は、２つの部品、すなわちロッド受承部品（４１）と閉鎖部品（４２）とからなる。
　ロッド受承部品（４１）はほぼＵ字形をなしており、詳細には、ほぼクレビスを形成す
る２つの枝部（４１０，４１１）から構成される。互いに対して対称形に配設された枝部
（４１０，４１１）は、相互連結側壁（４１２，４１３）により相互に連結されている。
【００２９】
　夫々の枝部（４１０，４１１）の下端には、夫々、孔（４１４，４１４）が設けられて
いる。それらの孔（４１４，４１４）はピン（６）の断面積に対応する断面積を有し、そ
れにより、ピンはコネクタ（４）上に緊密に嵌合して装着されるのが有利である。
【００３０】
　孔（４１４，４１４）が設けられた枝部（４１０，４１１）の両端部の間の隙間は、カ
ップリングロッド（２）がコネクタ（４）を介してねじ（３）に組み付けられたとき、ね
じ（３）の角度位置の如何にかかわらず、ねじ（３）の頭部（７）を受承するのに充分な
空間を形成する。
【００３１】
　Ｕ字形をなす枝部（４１０，４１１）と相互連結壁（４１２，４１３）とにより形成さ
れた頂部の隙間は、カップリングロッド（２）を受承するための凹部（４１５）を形成す
る。
【００３２】
　コネクタ（４）の閉鎖部品（４２）はほぼＵ字形をなし、さらにＵ字形をなす閉鎖部品
の枝部（４２０，４２１）の端部には、Ｕ字形をなす枝部（４２０，４２１）の内側に向
かって弓形に湾曲した肩部（４２２，４２２）が設けられている。枝部（４２０，４２１
）および肩部（４２２，４２２）の寸法と形状とは、閉鎖部品（４２）がロッド受承部品
（４１）上に配置でき、かつ嵌着できるように決定される。
【００３３】
　枝部（４２０，４２１）同士の間に形成された台座部において、閉鎖部品（４２）は凹
部（４２３）を有する。凹部（４２３）には締着手段（５）を受承するためのねじ山が形
成されており（図示せず）、これにより締着手段（５）を締めることにより、閉鎖部品を
恒久的にロックすることができることが有利である。
【００３４】
　受け台を形成する貫通中間要素（１０）は、ロッド受承部品（４１）とカップリングロ
ッド（２）との間に配設されている。受け台要素（１０）はその底面において、凹部（１
１）を形成する凹状の領域を有し、凹部（１１）はねじ（３）の頭部と協働するような寸
法を有する。同様に、カップリングロッド（２）を受承するように設計された中間要素（
１０）の頂面において、貫通中間要素（１０）は第２の凹部（１２）を形成する凹状の領
域を有し、凹部（１２）はカップリングロッド（２）と協働するような寸法を有する。
【００３５】
　このようにして得られた連結装置は各要素間に作用する力によりロックされる。かくし
て、締着手段（５）はカップリングロッド（２）に対して圧力を与え、カップリングロッ
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ド（２）自身は貫通中間要素（１０）に対して圧力を与え、中間要素（１０）自身は骨の
アンカー手段（３）に対して圧力を与える。さらに、ねじ（３）の頭部（７）を貫通する
ピン（６）はロッド受承部品（４１）に対して牽引力を与え、ロッド受承部品（４１）自
身は、閉鎖部品（４２）の肩部（４２２，４２２）がロッド受承部品（４１）に形成され
た弓形部を締め付けることにより、閉鎖部品（４２）に対して圧力を与え、閉鎖部品はね
じ山が形成された凹部（４２３）を介して締着手段（５）に対して牽引力を与える。
【００３６】
　図２は互いに組み付けられた図１の連結装置（１）およびカップリングロッド（２）の
斜視図である。
　コネクタ（４）は、ピン（６）によってねじ（３）の頭部（７）に組み付けられている
。ピン（６）は、ねじ（３）の頭部（７）を貫通するとともに、ピン（６）の両側に配置
されるコネクタ（４）の枝部（４１０，４１１）に設けられた２つの孔（４１４，４１４
）と協働する。
【００３７】
　コネクタ（４）の閉鎖部品（４２）はこれと対応するロッド受承部品（４１）上に配置
され、それにより閉鎖部品（４２）の枝部（４２０，４２１）の内面が、ロッド受承部分
（４１）の相互連結壁（４１２，４１３）と接触する。閉鎖部品（４２）がカップリング
ロッド（２）を支持するロッド受承部品（４１）を閉鎖することにより、カップリングロ
ッド（２）はねじ（３）上に保持され、かつねじ（３）と連結される。
【００３８】
　本発明の連結装置（１）を形成する多様な要素同士の間の相互作用について、カップリ
ングロッド（２）に組み付けられた連結装置（１）の断面図である図３に図示する。
　詳細には、図３は、閉鎖部品（４２）がコネクタ（４）のロッド受承部品（４１）上に
ロックされる方法を示している。そのロックは、ロッド受承部品（４１）の相互連結壁（
４１２，４１３）に形成された弓形部の中に挿入される閉鎖部品（４２）の肩部（４２２
）により行われる。
【００３９】
　上記の結果として得られる組み付けられた連結装置（１）は、コネクタ（４）がカップ
リングロッド（２）を堅固に保持するとともに、ねじ（３）に対して２つの方向に軸旋回
することを可能とする。２つの方向の旋回とは、カップリングロッド（２）の軸線方向に
対して平行な第１の方向における旋回（ねじ（３）上におけるコネクタ（４）の前額面の
変位）と、カップリングロッド（２）の軸線方向に対して直交する軸線上における旋回（
ねじ（３）上のコネクタ（４）の矢状面の変位）とであり、矢状面の旋回は付加的な側方
への旋回により増大され得る。これらの多様な旋回の動作を、図４乃至７に図示する。
【００４０】
　詳細には、ねじ（３）上のコネクタ（４）の前額面の変位を、連結装置（１）の側面断
面図である図４に示す。図４において、作用の理解をより容易にするために、コネクタ（
４）のロッド受承部品（４１）、貫通中間要素（１０）、およびねじ（３）のみを図示す
る。
【００４１】
　上記のように、ピン（６）およびねじ（３）の頭部（７）に形成された空洞（８）のそ
れぞれの寸法と形状とにより、ピン（６）において、カップリングロッド（２）の軸線に
対して直交する方向における旋回運動を発生させることが可能である（矢状面の変位）。
さらに、ピン（６）に対して固定された部分であるコネクタ（４）のロッド受承部分（４
１）は、ねじ（３）の頭部（７）上で旋回する。この構成により、貫通中間要素（１０）
が載置されているねじ（３）の頭部（７）上を摺動することにより、貫通中間要素（１０
）はねじ（３）に対するロッド受承部分（４１）の旋回に追随する。
【００４２】
　前額面の変位は１８０°まで可能であることが有利である。
　矢状面の旋回は、カップリングロッド（２）を備えた本発明の連結装置（１）の正面向
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きの断面図である図６，７に図示する。先に詳述したように、矢状面の旋回は、２つの独
立した動作、または２つの組み合わせた動作として行われる。
【００４３】
　行われ得る２つの矢状面の移動を適切に理解するために、図５は平面位置にある連結装
置（１）の正面向きの断面図を示す。この位置において、ねじ（３）の頭部（７）を貫通
するピン（６）は、カップリングロッド（２）の軸線方向に対して平行な軸線方向を有す
るように見える。
【００４４】
　この停止位置から、カップリングロッド（２）の第１の旋回動作は、貫通中間要素（１
０）を貫通中間要素（１０）が載置されているねじ（３）の頭部（７）上で摺動させるこ
とにより行うことができる（図６）。第１の動作は、図７に図示するように、ねじ（３）
の頭部（７）の空洞（８）内に位置するピン（６）の凸部（６０）の旋回に関連する第２
の旋回動作によって補完される。第１の旋回動作中に、カップリングロッド（２）の軸線
方向が修正されるのと同様の方法で、ピン（６）の軸線方向の変更もまた確実になる。
【００４５】
　当然のことではあるが、図示はしないが、ピン（６）の軸旋回動作は、貫通中間要素（
１０）の軸旋回動作とは独立に行われ得、かつ好ましくは角度変位が６０°に達するよう
に、貫通中間要素（１０）の動作に追加され得る。
【００４６】
　軸旋回動作を制御するために、それらの動作が前額面の旋回動作、または矢状面の旋回
動作である場合には、必ずしも平滑ではなく、凹凸を有する連結面を提案することが有利
である。
【００４７】
　詳細には、前額面の旋回動作に関しては、長手方向の溝（１３）が設けられたピン（６
）を使用することは有利である。溝は全面に渡って配されてもよいし、ねじの空洞（７）
中に配設される表面の少なくとも一部に配されてもよい（図１０）。
【００４８】
　ねじ（３）は図１１および図１２に図示するように、溝付きであったり、鋸歯状であっ
たりすることもまた有利である。
　同様に、貫通中間要素（１０）は、ねじ（３）の頭部（７）と接触する表面に、鋸歯状
領域、または溝付き領域を有することができる（図８および図９）。
【００４９】
　図１３は、本発明の別の実施態様におけるカップリングロッド（２）を付与された連結
装置（１）の斜視断面図である。
　この実施態様において、連結装置（１）は、ねじ（３）であるアンカー手段と、コネク
タ（４）と、締着手段（５）とを備える。
【００５０】
　ロッド受承部品（４１）は、その上にカップリングロッド（２）が配設されている凸状
をなす支持面（１４）を有することが有利である。そのため、上記の実施態様において、
貫通中間要素（１０）により得られる旋回動作は、カップリングロッドが支持面（１４）
上にて傾斜することによって得られる。したがって、この実施態様では、ねじ（３）は、
締着後において、前額面に傾斜することは自在である。その結果、連結装置（１）の部品
要素同士の間には次のような力が作用する。すなわち、締着手段（５）はカップリングロ
ッド（２）に圧力を与え、カップリングロッド自身はロッド受承部品（４１）の支持面（
１４）に圧力を与え、ロッド受承部品（４１）は閉鎖部品（４２）に牽引力を与え、さら
に閉鎖部品（４２）自身は締着キャップ（５）に牽引力を与える。
【００５１】
　本発明は、上記の実施例により説明される。当然のことながら、当業者は本願の範囲を
逸脱することなく、本発明の多様な改変案を実施することが可能である。
【図面の簡単な説明】
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【００５２】
【図１】本発明の第１の実施態様による連結装置およびカップリングロッドの分解斜視図
。
【図２】図１の連結装置とカップリングロッドとを組み付けたときの斜視図。
【図３】カップリングロッドを有する図２の連結装置の斜視断面図。
【図４】前額面に対して角度変位している、カップリングロッドを有しない連結装置の側
面断面図。
【図５】図２の連結装置およびカップリングロッドの正面軸上断面図。
【図６】カップリングロッドを付与され、連結装置は矢状面の角度変位をした、図５の連
結装置の正面軸上断面図。
【図７】カップリングロッドを付与され、連結装置は矢状面に対して最大限まで角度変位
をした、図５の連結装置の正面軸上断面図。
【図８】本発明の実施態様の一変形例による連結装置の受け台形成要素を示す斜視図。
【図９】本発明の実施態様の別の変形例による連結装置の受け台形成要素を示す斜視図。
【図１０】本発明の一変形例による連結装置を貫通するピンの斜視図。
【図１１】本発明の実施態様の一変形例による連結装置のアンカー手段の斜視図。
【図１２】本発明の実施態様の別の変形例による連結装置のアンカー手段の斜視図。
【図１３】本発明の別の実施態様による、カップリングロッドを付与された連結装置の斜
視断面図。

【図１】 【図２】



(11) JP 4629045 B2 2011.2.9

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】
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