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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　解剖学的位置に係止されるよう構成されたアンカアセンブリであって、
　拡張可能部分を形成するアンカ本体を有するアンカを備え、前記拡張可能部分は延在方
向を形成しており、前記アンカ本体は、アイレットと、前記延在方向に沿ってアイレット
から間隔を置かれた複数のループとを形成しており、該複数のループは、前記拡張可能部
分を貫通しかつ実質的に前記延在方向に沿って互いから間隔を置かれた各々の複数の開口
を形成しており、前記拡張可能部分が、前記延在方向から角度方向にずれた第２の方向に
沿って第１の最大厚さを形成する第１の状態から、前記拡張可能部分が、前記第１の最大
厚さよりも大きな、前記第２の方向に沿って第２の最大厚さを形成する拡張状態へ作動さ
せられるように構成されており、
　前記アンカはさらに、作動部材を有し、該作動部材は、前記拡張可能部分が前記第１の
状態にあるときに前記アイレットに結合される結合位置と、前記延在方向に沿って前記結
合位置から延びた第１及び第２の部分とを規定しており、前記作動部材は、前記拡張可能
部分が前記第１の状態にあるときに前記第１及び第２の部分の両方が前記アイレットから
前記複数の開口のうちの同じ少なくとも２つを貫通するように構成されており、これによ
り、前記作動部材が前記複数の開口の同じ少なくとも２つのそれぞれを通過する経路を規
定しており、前記作動部材の前記第１及び第２の部分のうちの少なくとも一方は、作動力
を受け、該作動力に応答して、前記拡張可能部分を、前記第１の状態から拡張状態へ作動
させるために前記アイレットを前記経路に沿って前記拡張可能部分に引き通すように構成
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されていることを特徴とする、解剖学的位置に係止されるよう構成されたアンカアセンブ
リ。
【請求項２】
　前記アンカ本体は、複数の開口を形成した、編まれた材料、編組された材料及び織られ
た材料のうちの少なくとも１つであるサブストレートを含む、請求項１記載のアンカアセ
ンブリ。
【請求項３】
　前記サブストレートが、アンカ本体ストランドを含む、請求項２記載のアンカアセンブ
リ。
【請求項４】
　前記アンカ本体ストランドが、縫合糸のストランドを含む、請求項３記載のアンカアセ
ンブリ。
【請求項５】
　前記拡張可能部分が第１の状態から拡張状態へ作動させられるときに前記拡張可能な部
分は延在方向に沿って潰れる、請求項１記載のアンカアセンブリ。
【請求項６】
　前記作動部材は、作動ストランドを含む、請求項１記載のアンカアセンブリ。
【請求項７】
　前記拡張可能部分が前記第１の状態にあるときに前記複数のループは実質的に前記延在
方向に沿って前記アイレットから間隔を置かれている、請求項１記載のアンカアセンブリ
。
【請求項８】
　前記アイレットは、前記アンカ本体の一方の端部における結び目によって形成されてい
る、請求項７記載のアンカアセンブリ。
【請求項９】
　前記アンカ本体は、前記アイレットを形成するためにそれ自体を通って縫われている、
請求項７記載のアンカアセンブリ。
【請求項１０】
　前記アンカ本体は、前記アイレットを形成するためにそれ自体に溶接されている、請求
項７記載のアンカアセンブリ。
【請求項１１】
　前記作動部材は、第１及び第２の端部を形成した作動ストランドであり、前記結合位置
は、前記第１及び第２の端部の間に配置された折り返し部であり、該折り返し部は前記ア
イレットを通って延びている、請求項７記載のアンカアセンブリ。
【請求項１２】
　前記第１及び第２の端部のそれぞれは、前記延在方向に沿って前記複数の開口を１つお
きに交互に通って延びている、請求項１１記載のアンカアセンブリ。
【請求項１３】
　前記アイレットは、前記アンカ本体を第２のアンカ本体に接続する別のストランドに取
り付けられるように構成されている、請求項１記載のアンカアセンブリ。
【請求項１４】
　前記拡張可能部分は、互いに反対側の近位端部及び遠位端部を規定しており、前記延在
方向は、前記近位端部と前記遠位端部との間に線形に延びている、請求項１記載のアンカ
アセンブリ。
【請求項１５】
　前記拡張可能部分は、中心軸線に沿って延在している、請求項１４記載のアンカアセン
ブリ。
【請求項１６】
　前記中心軸線の少なくとも一部は、前記延在方向に対してずらされている、請求項１５
記載のアンカアセンブリ。
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【請求項１７】
　前記アンカは、第１のアンカであり、該第１のアンカの作動部材は、第１の作動ストラ
ンドであり、前記第１のアンカのアンカ本体は、第１のアンカ本体であり、前記アンカア
センブリは、さらに、第２のアンカを有し、該第２のアンカは、（１）実質的に第２の延
在方向に沿って延びた第２のアンカ本体であって、前記第２のアンカは、前記第２のアン
カ本体を通る第２の複数の開口を形成しており、該第２の複数の開口は前記第２の延在方
向に沿って間隔をおいて配置されている、第２のアンカ本体と、（２）前記第２の複数の
開口のうちの少なくとも２つを通って織られた第２の作動ストランドであって、前記第２
のアンカをそれぞれの第１の状態からそれぞれの拡張状態へ拡張させるために、実質的に
前記第２の延在方向に沿った方向に沿って前記第２の作動ストランドに加えられる作動力
は、前記第２のアンカ本体を前記第２の延在方向に沿って潰れさせかつ前記第２の延在方
向に対して角度方向にずれた方向に沿って拡張させる、第２のストランドと、を備える、
請求項１記載のアンカアセンブリ。
【請求項１８】
　前記第１の作動ストランドは、前記第２の作動ストランドに取り付けられている、請求
項１７記載のアンカアセンブリ。
【請求項１９】
　前記第１の作動ストランドは、前記第２の作動ストランドと一体である、請求項１８記
載のアンカアセンブリ。
【請求項２０】
　前記第１の作動ストランドは、前記第２の作動ストランドとは別個でありかつ該第２の
作動ストランドに取り付けられている、請求項１８記載のアンカアセンブリ。
【請求項２１】
　さらに、前記第１のアンカを前記第２のアンカに取り付けるコネクタ部材を備える、請
求項１７記載のアンカアセンブリ。
【請求項２２】
　前記コネクタ部材は、前記第１及び第２の作動ストランドのうちの一方を前記第１及び
第２の作動ストランドのうちの他方に対して前記コネクタ部材を通って並進させる摺動部
材を形成している、請求項２１記載のアンカアセンブリ。
【請求項２３】
　前記コネクタ部材は、前記第１及び第２の作動ストランドが前記第１及び第２の作動ス
トランドのうちの他方に対して前記コネクタ部材を通って並進することを防止するロッキ
ング部材を形成している、請求項２１記載のアンカアセンブリ。
【請求項２４】
　前記コネクタ部材は、前記第１及び第２の作動ストランドによって形成されている、請
求項２１記載のアンカアセンブリ。
【請求項２５】
　さらに、前記第１及び第２のアンカの間に取り付けられたコネクタストランドをさらに
備える、請求項１７記載のアンカアセンブリ。
【請求項２６】
　前記コネクタストランドは、第１の部分と、該第１の部分から間隔を置いて配置された
第２の部分とを形成しており、前記アンカアセンブリは、前記アンカのうちの少なくとも
一方に力を加え、該力が前記アンカを他方のアンカに向かって付勢するように、前記第１
及び第２の部分の一方を前記第１及び第２の部分の他方に対して並進させる摺動部材を有
する、請求項２５記載のアンカアセンブリ。
【請求項２７】
　前記第１のアンカ本体の前記アイレットは第１のアイレットであり、前記第２のアンカ
本体は、第２のアイレットと、前記第２の延在方向に沿って前記第２のアイレットから間
隔を置かれた第２の複数のループとを備え、該第２の複数のループは、それぞれの第２の
複数の開口を形成しており、前記第１及び第２の作動ストランドは、それぞれの第１及び
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第２のアンカ本体を通って織られかつ前記第１及び第２のアイレットに取り付けられてい
る、請求項２１記載のアンカアセンブリ。
【請求項２８】
　前記第１の作動ストランドは、前記第２の作動ストランドと一体である、請求項２７記
載のアンカアセンブリ。
【請求項２９】
　前記第１の作動ストランドは、第１の作動部分と、それぞれが前記第１のアンカ本体か
ら延びた第１の取付け部分とを備え、前記第２の作動ストランドは、第２の作動部分と、
各々のアンカの各々の拡張可能部分が各々の拡張状態にあるときにそれぞれが前記第２の
アンカ本体から延びた第２の取付け部分とを有する、請求項２７記載のアンカアセンブリ
。
【請求項３０】
　前記第１の取付け部分が、前記第２の取付け部分と一体である、請求項２９記載のアン
カアセンブリ。
【請求項３１】
　前記コネクタ部材は、前記第１の作動部分と前記第２の作動部分とを取り付けている、
請求項２９記載のアンカアセンブリ。
【請求項３２】
　前記コネクタ部材は、前記第１の作動部分と前記第２の作動部分とによって形成されて
いる、請求項３１記載のアンカアセンブリ。
【請求項３３】
　前記コネクタ部材は、前記第１の作動部分と前記第２の作動部分とによって形成された
結び目を含む、請求項３２記載のアンカアセンブリ。
【請求項３４】
　前記結び目を、前記第１及び第２の作動部分のうちの少なくとも一方が前記第１及び第
２の作動部分のうちの他方に対して前記結び目を通って並進可能であるアンロック状態と
、前記第１及び第２の作動部分が前記結び目を通って互いに並進不能に固定されているロ
ック状態との間で作動させることができる、請求項３３記載のアンカアセンブリ。
【請求項３５】
　前記第１及び第２の作動部分はそれぞれ、各々の第１及び第２のアンカを各々の第１の
状態から拡張状態へ作動させる各々の作動力を受けるよう構成されている、請求項３１記
載のアンカアセンブリ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願とのクロスリファレンス
　本願は、２０１０年４月２７日に出願された米国特許出願第６１／３２８２５１号明細
書（Overes）、２０１０年６月２９日に出願された米国特許出願第６１／３９８６９９号
明細書（Overes, et al.）、２０１１年１月１４日に出願された米国特許出願第６１／４
３２７５５号明細書（Henrichsen, et al.）、２０１１年１月１８日に出願された米国特
許出願第６１／４６１４９０号明細書（Henrichsen, et al.）、及び２０１１年２月１５
日に出願された米国特許出願第６１／４４３１４２号明細書（Overes）の利益を請求し、
これらの各出願の開示は、引用したことで本明細書に全体が示されたものとして本明細書
に含まれる。
【０００２】
　背景
　整形外科手術手技はしばしば固定装置の使用を伴う。通常、骨又は柔軟な組織にアクセ
ス穴が形成され、このアクセス穴に適切な固定装置を固定することができる。スクリュの
他に、拡張可能な固定装置を使用することができ、この固定装置は、押しつぶされた状態
で穴に挿入され、正しく位置決めされると拡張状態に変換される。
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【０００３】
　腰部微細椎間板切除術のような、整形外科手術手技の一例において、神経根障害は、中
性減圧術を達成するために、髄核ヘルニアを外科的に除去することによって治療される。
腰部微細椎間板切除術は、今日行われる最も一般的な脊椎外科手術の１つである。多くの
患者はこの手技により軽減されるが、その他の患者にとって、ディスクが、環における開
口を通じて再脱漏する恐れがあり、継続する苦痛を生じ、潜在的に追加的な外科手術を必
要とする。現在、標準的な微細椎間板切除技術は、環欠陥を閉鎖することを含まず、外科
医にジレンマを与えている。外科医は、神経に突き当たる核の脱漏した部分を除去するこ
とを選択し、これは、神経根障害を治療するが、環の存在する欠陥により、残りの核の術
後再脱漏のリスクを高める。択一的に、外科医は、広範囲の縮小を行うことを選択し、こ
の場合、残っている核材料のほとんどが、脱漏した部分に加えて除去され、術後再脱漏の
リスクを減じる。しかしながら、術後のディスク高さ潰れ、及びその後の下部背中痛への
進展のリスクが高まる。
【０００４】
　慣用の拡張可能なインプラントは、スリーブを有し、このスリーブは、複数のフィンガ
を有する拡張可能部分か、又はスリーブの周壁における中間スロット又は穴によって形成
された拡張可能部分と、スリーブの中央ボアを貫通した圧縮エレメントとを備える。圧縮
エレメントは、スリーブの前端に結合することができ、これにより、スリーブの後端に向
かって前記圧縮エレメントを引っ張ったときに、前記フィンガ又は拡張可能部分が、半径
方向外方へ曲がり、これにより、前記拡張可能部分を潰れた状態から拡張状態へ変換させ
る。
【０００５】
　概要
　１つの実施の形態によれば、アンカアセンブリは、目標の解剖学的位置に固定されるよ
う構成することができる。アンカアセンブリは、アンカを有し、このアンカ自体は、拡張
可能部分を形成するアンカ本体を有する。拡張可能部分は、第１の状態にあるときに、実
質的に延在方向に沿って延びている。アンカは複数の開口を形成しており、これらの開口
は、アンカ本体を貫通しており、実質的に延在方向に沿って間隔を置かれている。アンカ
は、さらに、開口のうちの少なくとも２つを貫通した作動部材を有する。作動部材は、作
動力を受けるよう構成されており、作動力に応答して、拡張可能部分を第１の状態から拡
張状態へ作動させ、拡張可能部分は、延在方向に沿って潰れ、かつ延在方向に関して角度
方向にずれた（所定角度傾斜した）方向に沿って拡張する。
【０００６】
　前記概要、及び出願の実施の形態の例の以下の詳細な説明は、添付の図面に関連して読
んだ場合により理解され、図面には、例示の目的で実施の形態の例が示されている。しか
しながら、本願は、図示された配列及び構成自体に限定されないことを理解すべきである
。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１Ａ】解剖学的欠陥に跨がって埋め込まれかつ第１の状態において示された一対のア
ンカ本体を有するアンカアセンブリの概略的な側面図である。
【図１Ｂ】図１Ａに示されたアンカアセンブリの概略的な側面図であり、拡張された状態
及び近接された位置におけるアンカ本体を示している。
【図１Ｃ】図１Ａに示されたアンカアセンブリの概略的な側面図であり、１つの実施の形
態による補助的な構造体に固定されて示されている。
【図１Ｄ】図１Ｃに示されたアンカアセンブリの概略的な側面図であり、別の実施の形態
による補助的な構造体に固定されて示されている。
【図２Ａ】１つの実施の形態により構成されたアンカの斜視図である。
【図２Ｂ】別の実施の形態により構成されたアンカの斜視図である。
【図２Ｃ】別の実施の形態により構成されたアンカの斜視図である。
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【図２Ｄ】別の実施の形態により構成されたアンカの斜視図である。
【図２Ｅ】別の実施の形態により構成されたアンカの斜視図である。
【図２Ｆ】別の実施の形態により構成されたアンカの斜視図である。
【図２Ｇ】別の実施の形態により構成されたアンカの斜視図である。
【図２Ｈ】別の実施の形態により構成されたアンカの斜視図である。
【図３Ａ】アンカのアンカ本体を形成するための方法ステップを示す図である。
【図３Ｂ】アンカのアンカ本体を形成するための方法ステップを示す図である。
【図３Ｃ】アンカのアンカ本体を形成するための方法ステップを示す図である。
【図４Ａ】１つの実施の形態による図２Ｇに示されたアンカの摺動結び目を形成するため
の方法ステップを示す図である。
【図４Ｂ】１つの実施の形態による図２Ｇに示されたアンカの摺動結び目を形成するため
の方法ステップを示す図である。
【図４Ｃ】１つの実施の形態による図２Ｇに示されたアンカの摺動結び目を形成するため
の方法ステップを示す図である。
【図４Ｄ】１つの実施の形態による図２Ｇに示されたアンカの摺動結び目を形成するため
の方法ステップを示す図である。
【図４Ｅ】１つの実施の形態による図２Ｇに示されたアンカの摺動結び目を形成するため
の方法ステップを示す図である。
【図４Ｆ】１つの実施の形態による図２Ｇに示されたアンカの摺動結び目を形成するため
の方法ステップを示す図である。
【図５Ａ】１つの実施の形態による図２Ｈに示されたアンカのアイレットを形成するため
の方法ステップを示す図である。
【図５Ｂ】１つの実施の形態による図２Ｈに示されたアンカのアイレットを形成するため
の方法ステップを示す図である。
【図５Ｃ】択一的な実施の形態による図２Ｈに示されたアンカのアイレットを形成するた
めの方法ステップを示す図である。
【図５Ｄ】択一的な実施の形態による図２Ｈに示されたアンカのアイレットを形成するた
めの方法ステップを示す図である。
【図６Ａ】別の実施の形態により構成されたアンカの斜視図であり、第１の状態における
アンカを示している。
【図６Ｂ】図６Ａに示されたアンカの斜視図であり、拡張された状態におけるアンカを示
している。
【図６Ｃ】図６Ａに示されたアンカを形成するための方法ステップを示す斜視図である。
【図６Ｄ】図６Ａに示されたアンカを形成するための方法ステップを示す斜視図である。
【図６Ｅ】図６Ａに示されたアンカを形成するための方法ステップを示す斜視図である。
【図７Ａ】アンカ本体の拡張可能部分によって形成された複数の開口を通って織られた、
アンカ本体と一体の作動ストランドを有するアンカの斜視図であり、第１の状態における
アンカ本体を示している。
【図７Ｂ】図７Ａに示されたアンカの斜視図であり、拡張状態におけるアンカ本体を示し
ている。
【図７Ｃ】図７Ａに示したようにアンカ本体が第１の状態にあるときの、開口を通じた作
動ストランドの挿入を示す斜視図である。
【図８Ａ】択一的な実施の形態によるアンカ本体の拡張可能部分によって形成された複数
の開口を通って織られた、アンカ本体と一体の作動ストランドを有するアンカの斜視図で
あり、第１の状態におけるアンカ本体を示している。
【図８Ｂ】図８Ａに示されたアンカの斜視図であり、拡張状態におけるアンカ本体を示し
ている。
【図９Ａ】アンカ本体及びアンカ本体から延びたアイレットとを有するアンカ、及びアイ
レットに取り付けられかつアンカ本体の拡張可能部分を通って織られた作動ストランドと
の斜視図であり、第１の状態における拡張可能部分を示している。
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【図９Ｂ】図９Ａに示されたアンカの斜視図であり、第１の状態から拡張された状態へ作
動させられた拡張可能部分を示している。
【図９Ｃ】図９Ａに示されたアンカの斜視図であり、拡張された状態における拡張可能部
分を示している。
【図１０Ａ】１つの実施の形態による、図９Ａに示されたアイレットを形成する方法ステ
ップを示す図である。
【図１０Ｂ】１つの実施の形態による、図９Ａに示されたアイレットを形成する方法ステ
ップを示す図である。
【図１０Ｃ】１つの実施の形態による、図９Ａに示されたアイレットを形成する方法ステ
ップを示す図である。
【図１０Ｄ】１つの実施の形態による、図９Ａに示されたアイレットを形成する方法ステ
ップを示す図である。
【図１０Ｅ】１つの実施の形態による、図９Ａに示されたアイレットを形成する方法ステ
ップを示す図である。
【図１０Ｆ】１つの実施の形態による、図９Ａに示されたアイレットを形成する方法ステ
ップを示す図である。
【図１０Ｇ】１つの実施の形態による、図９Ａに示されたアイレットを形成する方法ステ
ップを示す図である。
【図１１Ａ】１つの実施の形態による図９Ａに示された拡張可能部分を形成する方法ステ
ップを示す図である。
【図１１Ｂ】１つの実施の形態による図９Ａに示された拡張可能部分を形成する方法ステ
ップを示す図である。
【図１１Ｃ】１つの実施の形態による図９Ａに示された拡張可能部分を形成する方法ステ
ップを示す図である。
【図１１Ｄ】１つの実施の形態による図９Ａに示された拡張可能部分を形成する方法ステ
ップを示す図である。
【図１１Ｅ】１つの実施の形態による図９Ａに示された拡張可能部分を形成する方法ステ
ップを示す図である。
【図１１Ｆ】１つの実施の形態による図９Ａに示された拡張可能部分を形成する方法ステ
ップを示す図である。
【図１１Ｇ】１つの実施の形態による図９Ａに示された拡張可能部分を形成する方法ステ
ップを示す図である。
【図１１Ｈ】１つの実施の形態による図９Ａに示された拡張可能部分を形成する方法ステ
ップを示す図である。
【図１２Ａ】図９Ａに示されたアンカ本体への作動ストランドの取外し可能な取付けの方
法ステップを示す図である。
【図１２Ｂ】図９Ａに示されたアンカ本体への作動ストランドの取外し可能な取付けの方
法ステップを示す図である。
【図１３Ａ】択一的な実施の形態による、アンカ本体と、アンカ本体を通って織られた作
動部材とを有するアンカの側面図であり、第１の状態におけるアンカ本体を示している。
【図１３Ｂ】図１３Ａに示されたアンカの側方から見た断面図である。
【図１３Ｃ】図１３Ａに示されたアンカの側面図であり、拡張された状態におけるアンカ
本体を示している。
【図１４Ａ】１つの実施の形態により構成されたダブルセグメントのアンカ本体の側面図
である。
【図１４Ｂ】別の実施の形態による一対の別個のストランドを有する、ダブルセグメント
のアンカ本体の側面図である。
【図１５Ａ】メッシュの形態のアンカ本体と、メッシュと一体の作動ストランドとを備え
たアンカの斜視図であり、第１の状態におけるアンカ本体を示している。
【図１５Ｂ】図１５Ａに示されたアンカの斜視図であり、第１の状態におけるアンカ本体
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を示している。
【図１５Ｃ】複数の切断開口を形成したアンカ本体と、アンカ本体と一体の作動ストラン
ドとを有するアンカの斜視図であり、第１の状態におけるアンカ本体を示している。
【図１５Ｄ】編まれたアンカ本体と、編まれたアンカ本体と一体の作動ストランドとを有
するアンカの斜視図である。
【図１６Ａ】メッシュの形態の拡張可能部分を有するアンカ本体と、拡張可能部分から延
びたアイレットとを有するアンカの斜視図であり、第１の状態における拡張可能部分を示
している。
【図１６Ｂ】拡張可能部分に結合された作動ストランドを有する、図１６Ａに示されたア
ンカの斜視図であり、第１の状態における拡張可能部分を示している。
【図１６Ｃ】複数の開口を形成した拡張可能部分と、拡張可能部分から延びたアイレット
とを有するアンカ本体を有するアンカの斜視図である。
【図１７Ａ】共通のストランドに摺動可能に結合された複数のアンカ部材を有するアンカ
の斜視図であり、第１の状態におけるアンカを示している。
【図１７Ｂ】図１７Ａに示されたアンカの斜視図であり、拡張状態におけるアンカを示し
ている。
【図１８Ａ】各々の第１の状態において示されかつ解剖学的構造に埋め込まれた第１及び
第２のアンカを有するアンカアセンブリの側面図である。
【図１８Ｂ】各々の拡張状態における第１及び第２のアンカを示す、図１８Ａに示された
アンカアセンブリの側面図である。
【図１８Ｃ】第１のアンカを第２のアンカに取り付けるコネクタ部材を有する、図１８Ｂ
に示されたアンカアセンブリの側面図である。
【図１８Ｄ】図１８Ａに示されたアンカアセンブリの側面図であるが、１つの実施の形態
による第１及び第２のアンカ本体の間に取り付けられた補助的なコネクタストランドを有
する。
【図１９Ａ】結び目として構成された、図１８Ｃに示されたコネクタ部材の斜視図である
。
【図１９Ｂ】第１及び第２のアンカと、第１のアンカを第２のアンカに取り付ける、別の
実施の形態により構成されたコネクタ部材とを含む、アンカアセンブリの側面図である。
【図１９Ｃ】第１及び第２のアンカと、第１のアンカを第２のアンカに取り付ける、別の
実施の形態により構成されたコネクタ部材とを含む、アンカアセンブリの側面図である。
【図１９Ｄ】各々の第１の状態において示されかつ解剖学的構造に埋め込まれた第１及び
第２のアンカを有する、別の実施の形態により構成されたアンカアセンブリの側面図であ
る。
【図１９Ｅ】各々の拡張状態における第１及び第２のアンカを示す、図１９Ｄに示された
アンカアセンブリの側面図である。
【図１９Ｆ】第１及び第２のコネクタ部材を有する、図１９Ｅに示されたアンカアセンブ
リの一部の拡大した側面図である。
【図１９Ｇ】図１９Ｆに示された第２のコネクタ部材を拡大した側方から見た断面図であ
る。
【図１９Ｈ】図１９Ｆに示された第２のコネクタ部材を拡大した側方から見た断面図であ
る。
【図２０Ａ】別の実施の形態により構成されたアンカアセンブリの側面図である。
【図２０Ｂ】別の実施の形態により構成されたアンカアセンブリの側面図である。
【図２０Ｃ】別の実施の形態により構成されたアンカアセンブリの側面図である。
【図２１Ａ】各々の第１の状態において示されかつ解剖学的構造に埋め込まれた第１及び
第２のアンカを有する、別の実施の形態により構成されたアンカアセンブリの側面図であ
る。
【図２１Ｂ】各々の拡張された状態における第１及び第２のアンカを示す、図２１Ａに示
されたアンカアセンブリの側面図である。
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【図２１Ｃ】図２１Ｂと同様のアンカアセンブリの側面図であるが、択一的な実施の形態
により構成されたコネクタ部材を有する。
【図２２Ａ】１つの実施の形態により構成されたコネクタ部材の斜視図である。
【図２２Ｂ】各々の第１の状態において示されかつ解剖学的構造に埋め込まれかつ図２２
Ａに示されたコネクタ部材を介して取り付けられた第１及び第２のアンカを含むアンカア
センブリの側面図である。
【図２２Ｃ】各々の拡張状態における第１及び第２のアンカを示す、図２２Ｂに示された
アンカアセンブリの側面図である。
【図２２Ｄ】別の実施の形態により構成されたコネクタ部材の斜視図である。
【図２２Ｅ】各々の第１の状態において示されかつ解剖学的構造に埋め込まれかつ図２２
Ｄに示されたコネクタ部材を介して取り付けられた第１及び第２のアンカを含むアンカア
センブリの側面図である。
【図２２Ｆ】各々の拡張状態における第１及び第２のアンカを示す、各々の拡張状態にお
ける第１及び第２のアンカを示す、図２２Ｅに示されたアンカアセンブリの側面図である
。
【図２３Ａ】別の択一的な実施の形態により構成されたアンカアセンブリの一部の端部断
面図である。
【図２３Ｂ】各々の拡張状態において示されかつ解剖学的構造に埋め込まれた第１及び第
２のアンカを含む、図２３Ａに示されたアンカアセンブリの側面図である。
【図２３Ｃ】各々の拡張状態における第１及び第２のアンカを示す、図２３Ｂに示された
アンカアセンブリの側面図である。
【図２３Ｄ】図２３Ｃに示されたアンカアセンブリのコネクタ部材の断面図である。
【図２４Ａ】各々の第１の状態において示されかつ解剖学的構造に埋め込まれた第１及び
第２のアンカを含む、別の実施の形態により構成されたアンカアセンブリの側面図である
。
【図２４Ｂ】各々の拡張状態における第１及び第２のアンカを示す、図２４Ａに示された
アンカアセンブリの側面図である。
【図２５Ａ】各々の第１の状態において示されかつ解剖学的構造に埋め込まれた第１及び
第２のアンカを含む、別の実施の形態により構成されたアンカアセンブリの側面図である
。
【図２５Ｂ】各々の拡張状態における第１及び第２のアンカを示す、図２５Ａに示された
アンカアセンブリの側面図である。
【図２６Ａ】各々の第１の状態において示されかつ解剖学的構造に埋め込まれた第１及び
第２のアンカを含む、別の実施の形態により構成されたアンカアセンブリの側面図である
。
【図２６Ｂ】各々の拡張状態における第１及び第２のアンカを示す、図２６Ａに示された
アンカアセンブリの側面図である。
【図２７Ａ】各々の第１の状態において示されかつ解剖学的構造に埋め込まれた第１及び
第２のアンカを含む、別の実施の形態により構成されたアンカアセンブリの側面図である
。
【図２７Ｂ】各々の拡張状態における第１及び第２のアンカを示す、図２７Ａに示された
アンカアセンブリの側面図である。
【図２８Ａ】各々の第１の状態において示されかつ解剖学的構造に埋め込まれた第１及び
第２のアンカを含む、別の実施の形態により構成されたアンカアセンブリの側面図である
。
【図２８Ｂ】各々の拡張状態における第１及び第２のアンカを示す、図２８Ａに示された
アンカアセンブリの側面図である。
【図２８Ｃ】接近させられた状態における第１及び第２のアンカを示す、図２８Ｂに示さ
れたアンカアセンブリの側面図である。
【図２８Ｄ】図２８Ｃに示したものと同様のアンカアセンブリの側面図であるが、解剖学
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的構造から延出したアイレットを示している。
【図２９Ａ】各々の第１の状態において示されかつ解剖学的構造に埋め込まれた第１及び
第２のアンカを含む、別の実施の形態により構成されたアンカアセンブリの側面図である
。
【図２９Ｂ】各々の拡張された状態における第１及び第２のアンカを示す、図２９Ａに示
されたアンカアセンブリの側面図である。
【図２９Ｃ】図２９Ｂに示されたアンカアセンブリのコネクタ部材の斜視図である。
【図２９Ｄ】図２９Ｂに示されたアンカアセンブリの別のコネクタ部材の斜視図である。
【図３０Ａ】各々の第１の状態において示されかつ解剖学的構造に埋め込まれた第１及び
第２のアンカを含む、別の実施の形態により構成されたアンカアセンブリの側面図である
。
【図３０Ｂ】各々の拡張された状態における第１及び第２のアンカを示す、図３０Ａに示
されたアンカアセンブリの側面図である。
【図３０Ｃ】近接させられた状態における第１及び第２のアンカを示す、図３０Ｂに示さ
れたアンカアセンブリの側面図である。
【図３０Ｄ】図３０Ａに示されたアンカアセンブリの拡大した部分である。
【図３１Ａ】各々の第１の状態において示されかつ解剖学的構造に埋め込まれた第１及び
第２のアンカを含む、別の実施の形態により構成されたアンカアセンブリの側面図である
。
【図３１Ｂ】各々の拡張状態における第１及び第２のアンカを示す、図３１Ａに示された
アンカアセンブリの側面図である。
【図３１Ｃ】近接させられた状態における第１及び第２のアンカを示す、図３１Ｂに示さ
れたアンカアセンブリの側面図である。
【図３２Ａ】各々の第１の状態において示されかつ解剖学的構造に埋め込まれた第１及び
第２のアンカを含む、別の実施の形態により構成されたアンカアセンブリの側面図である
。
【図３２Ｂ】各々の拡張状態における第１及び第２のアンカを示す、図３２Ａに示された
アンカアセンブリの側面図である。
【図３２Ｃ】近接させられた状態における第１及び第２のアンカを示す、図３２Ｂに示さ
れたアンカアセンブリの側面図である。
【図３３Ａ】各々の第１の状態において示されかつ解剖学的構造に埋め込まれた第１及び
第２のアンカを含む、別の実施の形態により構成されたアンカアセンブリの側面図である
。
【図３３Ｂ】各々の拡張状態における第１及び第２のアンカを示す、図３３Ａに示された
アンカアセンブリの側面図である。
【図３３Ｃ】近接させられた状態における第１及び第２のアンカを示す、図３３Ｂに示さ
れたアンカアセンブリの側面図である。
【図３４Ａ】各々の拡張状態において示されかつ解剖学的構造に埋め込まれた第１及び第
２のアンカを含む、別の実施の形態により構成されたアンカアセンブリの側面図である。
【図３４Ｂ】近接させられた状態における第１及び第２のアンカを示す、図３４Ａに示さ
れたアンカアセンブリの側面図である。
【図３５Ａ】近接させられた状態におけるアンカアセンブリを示す、各々の拡張状態に示
されかつ目標解剖学的構造に埋め込まれた第１及び第２のアンカを含む、別の実施の形態
により構成されたアンカアセンブリの側面図である。
【図３５Ｂ】アンカアセンブリを近接させられた状態へ作動させる前の状態で示された、
図３５Ａに示されたアンカアセンブリの側面図である。
【図３５Ｃ】図３５Ｂに示したアンカアセンブリと同様のアンカアセンブリの側面図であ
るが、択一的な実施の形態により構成されたコネクタ部材を含む。
【図３５Ｄ】図３５Ａに示したアンカアセンブリと同様のアンカアセンブリの側面図であ
るが、択一的な実施の形態により構成されたコネクタ部材を含む。
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【図３６Ａ】各々の第１の状態において示されかつ解剖学的構造に埋め込まれた第１及び
第２のアンカを含む、別の実施の形態により構成されたアンカアセンブリの側面図である
。
【図３６Ｂ】各々の拡張状態における第１及び第２のアンカを示す、図３６Ａに示された
アンカアセンブリの側面図である。
【図３７Ａ】各々の第１の状態において示された第１及び第２のアンカを含む、別の択一
的な実施の形態により構成されたアンカアセンブリの側面図である。
【図３７Ｂ】各々の第１の状態における第１及び第２のアンカを示す、図３７Ａに示され
たアンカアセンブリの側面図である。
【図３７Ｃ】目標解剖学的構造に埋め込まれて示された、図３７Ｂに示したアンカアセン
ブリの側面図である。
【図３７Ｄ】各々の拡張状態における第１及び第２のアンカを示す、図３７Ａに示された
アンカアセンブリの側面図である。
【図３７Ｅ】アイレットと、アイレットを通って延びた複数の作動ストランドとを有する
アンカの側面図である。
【図３８Ａ】各々の第１の状態における第１及び第２のアンカを示す、別の実施の形態に
より構成されたアンカアセンブリの側面図である。
【図３８Ｂ】目標解剖学的構造に埋め込まれて示された、図３８Ａに示されたアンカアセ
ンブリの側面図である。
【図３８Ｃ】各々の拡張状態における第１及び第２のアンカを示す、図３８Ｂに示された
アンカアセンブリの側面図である。
【図３９Ａ】第１及び第２のアンカを含む、別の実施の形態により構成されたアンカアセ
ンブリの側面図である。
【図３９Ｂ】第２のアンカに取り付けられた第１のアンカを示す、図３９Ａに示されたア
ンカアセンブリの側面図である。
【図３９Ｃ】各々の第１の状態における、目標解剖学的構造に埋め込まれた第１及び第２
のアンカを示す、図３９Ｂに示されたアンカアセンブリの側面図である。
【図３９Ｄ】各々の拡張状態における第１及び第２のアンカを示す、図３９Ｃに示された
アンカアセンブリの側面図である。
【図４０Ａ】第１及び第２のアンカを含む、別の実施の形態により構成されたアンカアセ
ンブリの側面図である。
【図４０Ｂ】目標解剖学的構造に埋め込まれて示されかつ各々の第１の状態における第１
及び第２のアンカを示す、図４０Ａに示されたアンカアセンブリの側面図である。
【図４０Ｃ】近接させられた状態において示された、図４０Ｂに示されたアンカアセンブ
リの側面図である。
【図４１Ａ】第１及び第２のアンカを含む、別の実施の形態により構成されたアンカアセ
ンブリの側面図である。
【図４１Ｂ】目標解剖学的構造に埋め込まれて示されかつ各々の第１の状態における第１
及び第２のアンカを示す、図４１Ａに示されたアンカアセンブリの側面図である。
【図４１Ｃ】各々の拡張状態における第１及び第２のアンカを示す、図４１Ｂに示された
アンカアセンブリの側面図である。
【図４２Ａ】第１及び第２のアンカを含む、別の実施の形態により構成されたアンカアセ
ンブリの側面図である。
【図４２Ｂ】目標解剖学的構造に埋め込まれて示されかつ各々の第１の状態における第１
及び第２のアンカを示す、図４２Ａに示されたアンカアセンブリの側面図である。
【図４２Ｃ】各々の拡張状態における第１及び第２のアンカを示す、図４２Ｂに示された
アンカアセンブリの側面図である。
【図４３Ａ】目標解剖学的構造に埋め込まれて示された第１及び第２のアンカを含む、各
々の第１の状態における第１及び第２のアンカを示す、別の実施の形態により構成された
アンカアセンブリの側面図である。
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【図４３Ｂ】各々の拡張状態における第１及び第２のアンカを示す、図４３Ａに示された
アンカアセンブリの側面図である。
【図４３Ｃ】目標解剖学的構造に埋め込まれて示された第１及び第２のアンカを含む、各
々の第１の状態における第１及び第２のアンカを示す、別の実施の形態により構成された
アンカアセンブリの側面図である。
【図４３Ｄ】各々の拡張状態における第１及び第２のアンカを示す、図４３Ｃに示された
アンカアセンブリの側面図である。
【図４４Ａ】解剖学的欠陥を跨いで互いに取り付けられた複数対のアンカを含む、択一的
な実施の形態により構成されたアンカアセンブリの概略的な平面図である。
【図４４Ｂ】共通のハブにおいて解剖学的欠陥を跨いで互いに取り付けられた複数のアン
カを含む、択一的な実施の形態により構成されたアンカアセンブリの概略的な平面図であ
る。
【図４５Ａ】少なくとも１つのアンカ及び挿入器具を含む固定キットの側面図である。
【図４５Ｂ】図４５Ａに示された固定キットの側方から見た断面図である。
【図４６Ａ】第１の回転状態において示された、択一的な実施の形態により構成された固
定キットの断面図である。
【図４６Ｂ】線４６Ｂ－４６Ｂに沿って見た、図４６Ａに示されたキットの側方から見た
断面図である。
【図４６Ｃ】図４６Ａに示された固定キットの側方から見た断面図であるが、一対の開口
が位置合わせされた第２の回転状態において示されている。
【図４６Ｄ】線４６Ｄ－４６Ｄに沿って見た、図４６Ｃに示された固定キットの側方から
見た断面図である。
【図４７Ａ】組立中の挿入器具の側方から見た断面図である。
【図４７Ｂ】図４７Ａに示された挿入器具の側方から見た断面図であるが、組み立てられ
た状態で示されている。
【図４７Ｃ】図４７Ｂに示された挿入器具のハンドルの側方から見た断面図である。
【図４７Ｄ】図４７Ｃに示されたハンドルの斜視図である。
【図４８】別の実施の形態により構成された固定キットの側面図である。
【０００８】
　詳細な説明
　最初に図１Ａ及び図１Ｂを参照すると、アンカアセンブリ２０は、複数の拡張可能なア
ンカ２２のような少なくとも１つの拡張可能なアンカ２２を有することができ、この拡張
可能なアンカ自体は、少なくとも１つの解剖学的構造（生物体の構造）２４によって形成
することができる解剖学的位置（解剖学的構造の所定位置）に固定されるよう構成された
各々のアンカ本体２８を有する。例示した実施の形態によれば、アンカアセンブリ２０は
、それぞれ解剖学的構造２４のような解剖学的位置に固定されるよう構成された、第１の
アンカ２２ａ及び第２のアンカ２２ｂを有する。解剖学的構造２４は、例えば、人間又は
その他の動物の解剖学的構造、又は人間又はその他の動物の解剖学的構造に固定された又
は固定されるよう構成されたインプラントによって形成することができる。解剖学的構造
は、腱、靱帯、軟骨、椎間板の環、又は同様のもののような、骨及び軟組織のうちの少な
くとも１つを含むことができる組織によって形成することができる。
【０００９】
　１つの実施の形態によれば、少なくとも１つの解剖学的構造２４は、間隙２４ｃのよう
な間隙の両側における第１及び第２の目標解剖学的位置２４ａ及び２４ｂを形成すること
ができる。つまり、間隙２４ｃは、解剖学的構造に配置することができ、例えば、解剖学
的欠陥を形成することができるか、異なる解剖学的構造の間に配置することができる。第
１及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂは、間隙２４ｃの両側における各々の第１及び第２
の目標解剖学的位置２４ａ及び２４ｂに噴射又はその他の形式で駆動又は挿入することが
でき、その後、間隙２４ｃを狭めるために互いに向かって引っ張ることができる。択一的
に又はさらに付加的に、図１Ｃ及び図１Ｄに関して以下でより詳しく説明するように、ア
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ンカアセンブリ２０は、補助構造２５を解剖学的構造２４に固定するよう構成されている
。これに関して、アンカアセンブリ２０は、望みに応じてあらゆる数のアンカ２２を有す
ることができることをさらに認識すべきである。
【００１０】
　各々のアンカ本体２８は、拡張可能部分３６と、作動ストランド３８のような作動部材
３７とを有することができる。作動ストランド３８は、拡張可能部分３６、ひいてはアン
カ本体２８を、アンカ本体２８が最初に目標解剖学的位置に配置された図１Ａに示された
第１の状態から、アンカ本体２８を解剖学的構造２４に固定することができる図１Ｂに示
した拡張状態へ作動させるよう構成されている。つまり、アンカ２２ａ及び２２ｂのアン
カ本体２８を、例えばアンカ本体２８を目標解剖学的位置２４ａ及び２４ｂに噴射する時
に形成することができる各々の目標解剖学的位置２４ａ及び２４ｂにおける開口２３を通
って挿入することができる。
【００１１】
　第１及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂの各々の作動ストランド３８を互いに取り付け
ることができる。例えば、第１のアンカ２２ａの作動ストランド３８は、第２のアンカ２
２ｂの作動ストランド３８と一体であることができる。択一的に、後でより詳細に説明す
るように、第１のアンカ２２ａの作動ストランド３８は、第２のアンカ２２ａの作動スト
ランド２８とは別個であることができ、これにより、第１及び第２のアンカ２２ａ及び２
２ｂの作動ストランド３８は、あらゆる適切なコネクタ部材６３を用いて、直接に又は間
接的に、後から取り付けることができる（例えば図１８Ｃ参照）。コネクタ部材６３は、
作動ストランド３８の一方又は両方と一体であることができるか（例えば図１９Ａ参照）
又は各々の作動ストランド３８に別個に取り付けることができる（例えば図２０Ａ参照）
。１つの実施の形態によれば、第１及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂそれぞれの作動ス
トランド３８は、少なくとも１つの作動部分１３１を形成しており、さらに、少なくとも
１つの取付け部分１３３を有することができる。各々の作動部分１３１は、各々のアンカ
２２ａ及び２２ｂを第１の状態から拡張状態へ作動させる作動力を受け取るよう構成され
ている。
【００１２】
　例示した実施の形態によれば、第１及び第２のアンカの作動ストランド３８の取付け部
分１３３は、互いに取り付けられるよう構成されている。取付け部分１３３は、互いに一
体的であることができるか、又はあらゆる適切なコネクタ部材を用いて互いに取り付ける
ことができる。さらに、例示した実施の形態によれば、作動部分１３１も、作動力Ｆが作
動部分１３１に加えられる前又は後に、あらゆる適切な形式で互いに取り付けられるよう
構成された取付け部分を形成することができる。つまり、各々のアンカの取付け部分１３
３は、各々のアンカを、他方のアンカの取付け部分１３３のような、別のアンカに取り付
けるよう構成されている。さらに、各々のアンカの作動部分１３１は、各々のアンカを別
のアンカに取り付けるよう構成されている。例示された実施の形態によれば、第１のアン
カ２２ａの作動ストランド３８の取付け部分１３３は、第２のアンカ２２ｂの作動ストラ
ンド３８の取付け部分１３３と一体であるが、第１及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂの
取付け部分１３３は、後でより詳細に説明するように、互いに別個でありかつ互いに取り
付けることができることを認識すべきである。
【００１３】
　引き続き図１Ａ及び図１Ｂを参照すると、アンカ２２ａ及び２２ｂの拡張可能部分３６
が拡張状態に作動させられると、作動ストランド３８を緊張した状態で配置することがで
きる。例えば、１つの実施の形態によれば、接近力ＡＦを、第１及び第２のアンカ２２ａ
及び２２ｂの作動ストランド３８の作動部分１３１の一方又は両方に加えることができ、
これにより、第１及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂを互いに向かって引っ張る付勢力を
加えるために、第１及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂの作動ストランド３８に張力を生
ぜしめる。したがって、間隙２４ｃが第１及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂの間に配置
されていると、付勢力に応答した互いに向かうアンカ２２ａ及び２２ｂの移動は、幾つか
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の実施の形態において、上述のような組織欠陥のような解剖学的欠陥であることができる
間隙２４ｃを狭める。
【００１４】
　択一的に又は付加的に、図１Ｃに示したように、アンカアセンブリ２０は、補助構造２
５を、各々の目標解剖学的位置２４ａ及び２４ｂを形成することができる解剖学的構造２
４に固定するよう構成されている。補助構造２５は、上述の組織、又は移植片、メッシュ
、クレー、ハードウェア、骨プレート、又は望みに応じてあらゆる択一的な構造体として
構成することができるインプラントのような、解剖学的構造として構成することができる
。これに関して、アンカアセンブリ２０は望みに応じてあらゆる数のアンカ２２を有する
ことができることをさらに認識すべきである。例えば、補助構造２５を、作動ストランド
３８の一方又は両方、特に取付け部分１３３の一方又は両方と、少なくとも１つの解剖学
的構造２４との間に位置決めすることができる。したがって、作動ストランド３８、特に
取付け部分１３３において張力が生ぜしめられると、（軟組織のような）補助構造２５を
、例えば第１及び第２の目標解剖学的位置２４ａ及び２４ｂの間の位置で作動ストランド
３８と解剖学的構造２４との間において、（骨のような）解剖学的構造２４に向かって引
っ張り、この解剖学的構造２４に固定することができる。これに関して、補助構造２５と
解剖学的構造２４との間の間隙が減じられることを認識すべきである。さらに、図１Ａ及
び図１Ｂに示したように、アンカ２２ａ及び２２ｂの間に間隙が配置されていると、作動
ストランド３８における張力は、補助構造２５を解剖学的構造２４に固定することに加え
、間隙２４ｃをさらに狭めることができる。したがって、そうでないことが示されない限
り、間隙２４ｃを狭めるよう構成された作動ストランド３８における張力の以下の説明は
、作動ストランド３８と、第１及び第２の目標解剖学的位置２４ａ及び２４ｂを形成する
少なくとも１つの解剖学的構造２４との間に補助構造を固定するよう構成されている。
【００１５】
　択一的に又はさらに付加的に、図１Ｄに示したように、アンカアセンブリ２０は、補助
構造２５を作動ストランド３８と解剖学的構造２４との間に固定するよう構成された少な
くとも１つのアンカ２２を有することができる。例えば、アンカ２２は、上記形式におい
て解剖学的構造２４の目標解剖学的位置２４ａに固定することができる。（作動部分１３
１及び取付け部分１３３それぞれによって形成することができる）互いに反対側の第１及
び第２の端部のような、作動ストランド３８は、別の解剖学的構造２７に締結、縫い付け
、又はその他の形式で固定することができ、これにより、作動ストランド３８に張力を生
ぜしめ、例えば作動ストランド３８と解剖学的構造２４との間において、（軟組織のよう
な）補助構造２５を（骨のような）解剖学的構造２４に引っ張って固定する。これに関し
て、補助構造２５と解剖学的構造２４との間の間隙が減じられることを認識すべきである
。作動ストランド３８は、例えば図２Ａ及び図２Ｂに示したように、アンカ本体２８とは
別個で、アンカ本体２８を通って織り込むことができるか、又は例えば図８Ａに示したよ
うにアンカ本体２８と一体であることができる。
【００１６】
　さらに、欠陥２４が接近させられた後に作動ストランド３８が緊張状態に維持される場
合、アンカ本体２８が、解剖学的構造から戻り出ることが防止される。この戻り出ること
は、解剖学的欠陥を解放させる恐れがある。つまり、間隙２４ｃが狭められると、第１及
び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂの間の張力を維持しかつ第１及び第２のアンカ２２ａ及
び２２ｂが分離するのを防止するために、第１のアンカ２２ａの作動ストランド３８を第
２のアンカ２２ｂの作動ストランド３８に取り付けることができる。
【００１７】
　図１Ａ及び図１Ｂに示された第１及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂはそれぞれ、図２
Ａ及び図２Ｂに関して以下で説明されるように構成されているが、アンカ２２ａ及び２２
ｂは、本明細書に説明されるあらゆる実施の形態又は望みに応じてあらゆる択一的な実施
の形態にしたがって構成することができることを認識すべきである。さらに、アンカアセ
ンブリ２０は、間隙２４ｃの両側に埋め込まれるよう構成された第１及び第２のアンカ２
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２ａ及び２２ｂを有するが、アンカアセンブリ２０は、複数の（例えば少なくとも２つの
）アンカ２２に取り付けることができる望みに応じた数のアンカ２２を有することができ
る。これらのアンカ２２は、個々の対を成して配置することができるか、又は望みに応じ
てその他の形式で、例えば同じ間隙又は解剖学的欠陥を跨いで、又は２つ以上の間隙を跨
いで配置することができるか、又は望みに応じて間隙の同じ側に配置することができる。
さらに択一的に、複数のアンカ２２を全て一緒に取り付けることができ、これにより、ア
ンカ２２のうちの選択されたアンカを、解剖学的欠陥の一方の側に配置することができ、
かつアンカ２２のうちの選択された別のアンカを、解剖学的欠陥の別の側に配置すること
ができるか、又は択一的に異なる解剖学的欠陥を跨いで配置することができる。
【００１８】
　引き続き図２Ａ及び図２Ｂを参照すると、アンカ本体２８及び拡張可能部分３６は、中
心軸線２９に沿って細長く、第１の端部若しくは近位（アンカの操作者に近い方の）端部
３０と、実質的に中心軸線２９に沿って近位端部３０から間隔を置かれた第２の端部若し
くは遠位（アンカの操作者から遠い方の）端部３２とを形成している。中心軸線２９は、
あらゆる形状、又は望みに応じてあらゆる形状を有する部分、を形成することができる。
例えば、中心軸線２９、又は中心軸線２９の部分は、線形、実質的に線形、非線形である
ことができ、規則的に、不規則に、又はその他の形式で湾曲していることを含み、又は望
みに応じてその他の形状を有することができる。したがって、アンカ本体２８は、第１の
端部３０と第２の端部３２との間に線形に延びた延在方向３４を形成することができる。
例えば中心軸線２９が実質的に直線である場合、延在方向３４は、実質的に中心軸線２９
と一致することができることを認識すべきである。例えば中心軸線２９が非直線形である
場合には、延在方向３４は、少なくとも部分的に又は実質的に完全に中心軸線２９から間
隔を置かれていることをさらに認識すべきである。アンカ本体２８はさらに、第１の端部
若しくは近位端部３９ａと、第２の端部若しくは遠位端部３９ｂとを有する拡張可能部分
３６を形成している。拡張可能部分３６の近位端部３９ａは、アンカ本体２８の近位端部
３０と一致しているか、又はアンカ本体２８の近位端部３０とは異なる（例えばアンカ本
体２８の近位端部３０に対して後退させられている）ことができ、拡張可能部分３６の遠
位端部３９ｂは、アンカ本体２８の遠位端部３２と一致しているか、又はアンカ本体２８
の遠位端部３２とは異なる（例えばアンカ本体２８の遠位端部３２に対して後退させられ
ている）ことができる。
【００１９】
　アンカ２２は、さらに、作動ストランド３８として構成することができる作動部材３７
を有し、この作動部材３７は、拡張可能部分３６、ひいてはアンカ本体２８を、図１Ａに
示した第１の状態から、図１Ｂに示した拡張状態へ作動させることができる。作動ストラ
ンド３８は、縫合糸として提供することができるか、又は望みに応じてあらゆる択一的に
構成されたストランドであることができる。アンカ本体２８の拡張可能部分３６は、第１
の状態において延在方向３４に沿って近位端部３９ａから遠位端部３９ｂまで測定したと
きの初期距離Ｄ１を形成するように延在方向３４に沿って延びている。初期距離Ｄ１は、
望みに応じてあらゆる長さであることができ、例えば、約５ｍｍ、択一的に約１０ｍｍ、
さらに択一的に約２０ｍｍ、さらに択一的に約２４．５ｍｍによって形成することができ
る下限と、約５０ｍｍ、択一的に約４０ｍｍ、さらに択一的に約３０ｍｍ、さらに択一的
に約２５．５ｍｍによって形成することができる上限とを有する範囲内の長さであること
ができる。
【００２０】
　さらに、第１の状態において、拡張可能部分３６は、延在方向３４、つまり第１の方向
に対して実質的に垂直な第２の方向３５に延びた初期最大厚さＴ１を形成している。初期
最大厚さＴ１は、望みに応じて寸法決めすることができる。図１Ｂに示したように、拡張
可能部分３６が拡張状態にあるとき、拡張可能部分３６は、延在方向３４に沿って、延在
方向３４に沿って近位端部３９ａから遠位端部３９ｂまで測定したときの第２の距離Ｄ２
に潰されている、例えば圧縮されている若しくはもつれさせられている。第２の距離Ｄ２
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は、初期距離Ｄ１より小さいことができる。拡張可能部分３６が延在方向に沿って潰れた
とき、例えば拡張可能部分３６が第１の状態から拡張状態へ作動させられたとき、拡張可
能部分３６は、第２の方向３５に沿って、初期最大厚さＴ１よりも大きな第２の最大厚さ
Ｔ２に拡張する。第２の最大厚さＴ２は、延在方向３４に対して実質的に垂直な第２の方
向３５に沿って延びている。
【００２１】
　第２の方向３５における最大厚さＴ１及びＴ２は、アンカ本体２８が、最大厚さＴ１及
びＴ２それぞれよりも大きな第２の方向３５における厚さを形成しないように、形成する
ことができる。例えば拡張状態における拡張可能部分３６の状態により、拡張可能部分３
６が拡張状態に作動するときに近位端部３９ａ及び遠位端部３９ｂが拡張可能部分３６に
おける位置を変化させることができることを認識すべきである。しかしながら、拡張可能
部分３６が拡張状態にあるときに、近位端部３９ａ及び遠位端部３９ｂは、拡張可能部分
３６の最も近位の端部及び最も遠位の端部を形成し続け、これにより、拡張可能部分３６
が拡張状態にあるときに、延在方向３４に沿った距離Ｄ２は、拡張可能部分３６の近位端
部３９ａと遠位端部３９ｂとの間に線形に形成される。
【００２２】
　拡張可能部分３６は複数のループ３１を形成することができ、これらのループは、第２
の方向３５に沿って拡張可能部分３６を通って延びる（少なくとも２つの開口４０のよう
な）各々の開口４０を形成している。例えば、ループ３１は、図３Ａ～図３Ｃに示された
ループ５６、図１１Ａ～図１１Ｈに示されたループ９９、又はあらゆる適切な択一的に構
成されたループに関して以下で説明するように構成することができる。拡張可能部分３６
は、あらゆる数のループ３１、例えば８個のループ、９個以上のループ、又は７個以下の
ループを有することができる。開口４０は、実質的に中心軸線２９に沿って間隔を置かれ
ており、つまり、実質的に延在方向３４に沿っても間隔を置かれている。例えば、開口４
０は、延在方向３４に沿って構成部材を有する方向に沿って間隔を置かれている。つまり
、開口４０は、延在方向３４及び第２の方向３５の両方に沿って間隔を置かれている。
【００２３】
　開口４０は、最も近位の開口４０ａと、最も遠位の開口４０ｂと、最も近位の開口４０
ａと最も遠位の開口４０ｂとの間に配置された複数の中間開口４０ｃのような少なくとも
１つの中間開口４０ｃとを形成することができる。拡張可能部分３６は、近位開口４０ａ
と遠位開口４０ｂとの間に配置することができ、近位開口４０ａ及び遠位開口４０ｂを形
成するループ３１を有する。作動ストランド３８は、複数の開口４０（例えば開口４０の
うちの少なくとも２つから全てまで）を含む、開口４０のうちの少なくとも１つを通って
織り込まれるよう構成されている。したがって、実質的に延在方向３４に沿って作動スト
ランド３８に作動力Ｆが加えられると、作動ストランド３８は、拡張可能部分３６、ひい
てはアンカ本体２８を、延在方向３４に沿って押し潰しかつ第２の方向３５に拡張するよ
うに付勢することができ、これにより、アンカを第１の状態から拡張状態へ拡張させる。
力Ｆは、純粋な引張力、又は純粋な引張力からずれていることができるが純粋な引張力で
ある成分を有する力を含む、引張力であることができる。力Ｆが延在方向３４に対して平
行な又は延在方向３４と一致する方向成分を有することができるか又は力Ｆが延在方向３
４と完全に平行であるか又は延在方向３４と一致することができるように、力Ｆを実質的
に延在方向３４に沿って各々の作動ストランド３８に加えることができることを認識すべ
きである。
【００２４】
　拡張可能部分３６が第１の状態にあるときに、開口４０のうちの少なくとも１つから開
口４０のうちの全てまでは、各々のループ３１の近位端部と遠位端部との間の第１の最大
寸法と、各々のループ３１の近位端部と遠位端部との間に延びる各々のループの反対側の
側部間の第２の最大寸法とを形成することができることを認識すべきである。ループ４０
のうちの少なくとも１つからループ４０のうちの全てまでの、第１の寸法に対する第２の
寸法の比は、拡張可能部分３６が第１の状態から拡張状態へ拡張するときに増大すること
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ができる。さらに、拡張可能部分が拡張状態にあるときに、ループ３１の反対側の側部の
ような、複数のループ３１は、第２の方向３５に沿って、拡張可能部分３６第１の状態に
あるときよりも大きく重なり合うことができる。１つの実施の形態によれば、ループ３１
の反対側の側部は第２の方向３５に沿って重ならないか、又は、拡張可能部分３６に生ぜ
しめられる張力の大きさに応じて第２の方向３５に沿って僅かに重なり合うことができる
。
【００２５】
　ここで図３Ａ～図３Ｃを参照すると、アンカ本体２２は、サブストレート（基質）４２
の形態であることができる。このサブストレート４２は、１つの実施の形態においては、
アンカ本体ストランド４４を形成する、縫合糸ストランド又はあらゆる択一的に構成され
たストランドのようなストランドであることができる。アンカ本体ストランド４４は、ア
ンカアセンブリ２０の他の構成部材とともに、望みに応じて再吸収性であることができる
。アンカ本体ストランド４４は、例えばＵＳＰ７－０からＵＳＰ５まで、ＵＳＰ２－０か
らＵＳＰ５まで、例えばＵＳＰ２の、望みに応じてあらゆる適切なＵＳＰ（米国薬局方）
寸法（又は直径）を有することができる。アンカ本体ストランド４４は、開口を形成する
ために織り込むことができかつ多孔質であることができるか、又は望みに応じて織り込ま
ないことができかつ開口を有さないことができる。アンカ本体ストランド４４が織られて
いるか又は織られていないかにかかわらず、アンカ本体ストランド４４は、開口４０を形
成するために望みに応じて編み込むことができる。アンカ本体ストランド４４からアンカ
本体２２、ひいては拡張可能部分を構成する方法は、第１のストッパ結び目４６を結ぶス
テップを含み、この第１のストッパ結び目４６は、ポスト端部４８及び自由端部５０を有
する、アンカ本体２８の近位ストッパ結び目４６を形成することができる。
【００２６】
　アンカ本体ストランド４４は、第１のストッパ結び目４６の自由端部５０を形成する近
位端部のような第１の端部５２と、近位ストッパ結び目４６のポスト端部４８を形成する
、遠位端部のような、第２の端部５４とを形成している。この方法はさらに、近位端部３
０に配置された末端ループであることができる第１の近位ループ５６ａを形成するために
、第１のストッパ結び目４６に隣接した位置において第１の端部５２をループにするステ
ップを含む。第１の端部５２が第１の近位ループ５６ａからストッパ結び目４６を通って
延びるように、第１の近位ループ５６ａがストッパ結び目４６を通過させられる。図２Ａ
及び図２Ｂに示したようにアンカ本体２８のループ３１の最も近位のループ５７を形成す
るために、第１の端部５２をさらに第１の近位ループ５６ａに引き通し、締め付けること
ができる。アンカ本体ストランド４４の第１の端部５２は、望まれる場合には、ループ３
１の最も近位のループ５７の近く、ひいては、近位端部３０及び３９ａの近くの位置にお
いて、切断するか又は単純な結び目に結ぶことができ、使用中のアンカストランド４４の
構造的一体性を維持するために望みに応じてサインすることができる。つまり、第１の端
部５２は、アンカ本体２８のループ３１の最も近位のループ５７の自由端部を形成するこ
とができる。
【００２７】
　この方法は、さらに、実質的に中心軸線２９に沿って間隔を置かれた拡張可能部分３６
の複数の同様に構成されたループ５６を形成するために、第２の端部５４を遠位に編むス
テップを含む。ループ５６は、複数の開口４０の各々１つを形成する。例えば、方法は、
さらに、第１の近位ループ５６ａのような前のループに隣接して第２の遠位ループ５６ｂ
のような新たなループを形成するために、第２の端部５４をループにするステップを含む
ことができる。編むステップは、さらに、第２のループ５６ｂのような前のループが付加
的な遠位ループ５６ｃに関して近位に配置されるように、第２の端部５４から、第３の遠
位ループ５６ｃであることができる新たなループを形成する付加的なステップを含むこと
ができる。付加的な遠位ループ５６ｃは、前のループ５６ｂにすぐ隣接して配置されてお
り、方法はさらに、すぐ近位のループ５６ｂに付加的な遠位ループ５６ｃを通過させるス
テップを含む。
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【００２８】
　方法はさらに、望みに応じて第２の端部５４から付加的な遠位ループを形成し、付加的
な新たな遠位ループ５６を各々の前のループに通過させて別の新たな遠位ループを形成す
るステップを含む。所望の長さの編み５８と、所望の数のループ５６とが形成されるまで
、付加的な新たな遠位ループ５６を形成することができる。編み５８が所望の長さに達す
ると、第２のストッパ結び目６０を形成するために最も遠位のループ５６遠位の位置にお
いて結ぶか又はその他の形式で終了させることができ、第２のストッパ結び目６０はアン
カ本体２８の遠位ストッパ結び目を形成することができる。第２の端部５４は、第２のス
トッパ結び目６０の近位の位置において、望みに応じて切断又は結ぶことができ、使用中
の構造的一体性を維持するためにサインすることができる。つまり、第２の端部５４は、
第２のストッパ結び目６０の自由端部を形成する。
【００２９】
　図３Ａ～図３Ｃに示したように拡張可能部分３６のループ５６は同じアンカ本体ストラ
ンド４４から構成することができ、これにより、例示した実施の形態によれば互いに一体
であるが、択一的に、拡張可能部分３６は、２つ以上のアンカストランド５５を有するこ
とができ、これらのアンカストランド５５は、単独で及び／又は組み合わされて、編まれ
たセグメント若しくはループ５６を形成し、これらの編まれたセグメント又はループ５６
を、接合することができる、例えば溶接することができるか（図５Ｃに関して後でより詳
細に説明される）、縫い合わせることができるか（図５Ｄに関して後でより詳細に説明さ
れる）、結ぶことができるか、継ぎ合わせることができるか、又はその他の方式で取り付
けることができることを認識すべきである。本明細書で説明されるように第１の状態から
拡張状態へ作動させられるよう構成された拡張可能部分３６を有するアンカ本体を形成す
るために、望みに応じて、アンカストランド４４をあらゆる択一的な形式で編むことがで
きることをさらに認識すべきである。
【００３０】
　作動ストランド３８は、拡張可能部分３６とは別個若しくは非一体であることができ、
作動ストランド３８に加えられる作動力Ｆによりアンカ本体２８が第１の状態から拡張状
態へ作動させられるように、望みに応じてあらゆる形式で、図１Ａ、図１Ｂ、図２Ａ及び
図２Ｂに示したように拡張可能部分３６に取り付けることができる。作動ストランドは、
例えばＵＳＰ７－０からＵＳＰ５までの、例えばＵＳＰ２－０からＵＳＰ５までの、望み
に応じてあらゆる適切なＵＳＰ（米国薬局方）寸法（若しくは直径）を有することができ
る。例えば、図２Ａに示したように、アンカ２２は、作動本体２８のサブストレート４２
とは別個又は非一体でありかつサブストレート４２に取り付けられた補助ストランド３３
を有することができる。補助ストランド３３は、第１の又は近位の選択開口４５ａと、第
１の選択開口４５ａに関して遠位に配置された第２の若しくは遠位の選択開口４５ｂのよ
うな、一対の開口４０を通って織る、つまり延びることができる。例示した実施の形態に
よれば、第１の選択開口４５ａは最も近位の開口であり、第２の選択開口４５ｂは最も遠
位の開口４０ｂであるが、第１及び第２の選択開口４５ａ及び４５ｂの一方又は両方を中
間開口４０ｃから選択することができることを認識すべきである。作動ストランド３８は
、第１の部分４１を形成することができ、この第１の部分４１は、作動ストランド３８を
受容する開口４０に関して近位の位置においてアンカ本体２８から延出した、例えば近位
に延出した作動部分を形成することができる。第１の部分４１はさらに、解剖学的位置２
４からさらに延びていることができ、作動力Ｆを受けるよう構成されている。幾つかの実
施の形態によれば、第１の部分４１はさらに、作動ストランド３８の末端部を形成するこ
とができる。作動ストランド３８は、第１の部分４１から遠位に延びていることができる
。
【００３１】
　複数の実施の形態が、第１及び第２の選択開口４５ａ及び４５ｂに関してここでは説明
される。符号"４５ａ"及び"４５ｂ"は、第１及び第２の選択開口を特定する様々な実施の
形態に関して第１及び第２の選択開口を概念的に特定するために使用される。特定の第１
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及び第２の選択開口４５ａ及び４５ｂを形成する開口４０のうちの特定の開口は、必ずし
も実施の形態ごとに一致せず、実際は、望みに応じて実施の形態ごとに異なることができ
る。
【００３２】
　作動ストランド３８は、第１及び第２の部分を形成するために、第２の選択開口４５ｂ
を通ってさらにループ状にすることができる。前記第１及び第２の部分は、第１の部分４
１と、解剖学的構造２４から近位に延びたループ状部分を形成することができかつ第１の
部分４１とは反対側の、第２の部分４３とを形成する。後でより詳細に説明するように、
幾つかの実施の形態によれば、拡張可能部分３６を第１の状態から拡張状態へ作動させる
ために、作動ストランド３８、例えば第１の部分４１及び第２の部分４３のうちの少なく
とも一方又は両方に、作動力Ｆを加えることができる。例示した実施の形態によれば、第
２の部分４３は、作動ストランド３８がループ５３を形成するように、第１及び第２の選
択開口４５ａ及び４５ｂの間に配置することができる複数の選択開口４０のような開口４
０のうちの少なくとも１つを通って織られる、つまり延びることができる。例えば、作動
ストランド３８の第２の部分４３は、複数の中間開口４０ｃを通って織られることができ
、さらに、最も近位の開口４０ａであることができる第１の選択開口４５ａを通って織ら
れることができる。作動力Ｆを第１の部分４１に加えることができかつ第２の部分４３を
第２のアンカの作動ストランドに取り付けることができるように、第１及び第２の部分４
１及び４３はアンカ本体から近位に解剖学的構造の外へ延びることができる。つまり、例
示した実施の形態によれば、第１の部分４１は作動ストランド３８の作動部分１３１を形
成し、第２の部分４３は作動ストランド３８の取付け部分１３３を形成する。択一的に、
図２Ｂに示したように、第２の部分４３は作動力Ｆを受けることができ、第１の部分４１
を第２のアンカの作動ストランドに取り付けることができる。つまり、第２の部分４３は
作動ストランド３８の作動部分１３１を形成することができ、第１の部分４１は作動スト
ランド３８の取付け部分を形成することができる。
【００３３】
　図１Ａ及び図１Ｂに関して上述したように、作動ストランド３８は第２のアンカの作動
ストランドと一体であることができる。択一的に、作動ストランド３８は、例えば接着剤
、結び目、溶接部（例えば図５Ｃ参照）、縫製（例えば図５Ｄ参照）、添え継ぎ（例えば
図１９Ｄ～１９Ｈ参照）、結び目（例えば図４Ａ参照）、補助コネクタ部材（例えば図２
０Ａ参照）又は望みに応じてあらゆる択一的な適切なコネクタ部材のような、あらゆる適
切なコネクタ部材を介して、望みに応じてあらゆる形式で取り付けることができる。
【００３４】
　操作中、引き続き図２Ａを参照すると、拡張可能部分３６の近位端部３９ａが編み込ま
れかつ作動ストランド３８の第２の部分４３が緊張させられているときに作動力Ｆが作動
ストランド３８、特に作動ストランド３８の第１の部分４１に加えられると、拡張可能部
分３６の遠位端部３９ｂが拡張可能部分３６の近位端部３９ａに向かって引っ張られなが
ら、ループ５３のサイズが減少する。アンカ本体２８の近位端部３９を、例えば解剖学的
構造２４又はブレーシング工具によって締め付けることができるか、又は択一的にアンカ
本体２８の近位端部３０が例えば解剖学的構造２４又はブレーシング工具によって締め付
けられるときに締め付けることができる。したがって、拡張可能部分３６は第１の状態か
ら拡張状態へ拡張する。例示した実施の形態によれば、遠位端部３９ｂが近位端部３９ａ
に向かって引っ張られたときに、拡張可能部分３６は実質的にＵ字形を形成することがで
きる。
【００３５】
　図１Ａ及び図１Ｂも参照すると、作動力Ｆが第１の部分４１に加えられ続けると、補助
ストランド３８はアンカ本体２８を通って並進させられ、これにより、第２の部分４３に
おけるたるみを減じ、結果的に、第２の部分４３における張力を生ぜしめる。第２の部分
４３が緊張させられると、第１の部分４１への作動力Ｆのさらなる提供が、ループ５３の
寸法を減じ、これにより、拡張可能部分３６を作動ストランド３８の第２の部分４３に沿
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って滑らせ、これにより、遠位端部３９ｂを作動ストランド３８に沿って近位端部３９ａ
に向かってさらに引っ張り、拡張可能部分３６をもつれさせる若しくは潰す。なぜならば
、拡張可能部分は拡張状態にとどまるからである。作動ストランドの第２の部分４３、又
は第２のアンカに取り付けられた作動ストランド３８の端部に生ぜしめられる付加的な張
力は、アンカ２２を第２のアンカに向かって付勢することができ、これにより、上記のよ
うに間隙２４を狭めることを認識すべきである。
【００３６】
　図２Ａに示されたアンカ２２が、図１Ａ及び図１Ｂに示された第１のアンカ２２ａを形
成し、かつ図２Ｂに示されたアンカ２２が、図１Ａ及び図１Ｂに示された第２のアンカ２
２ｂを形成する場合、第１のアンカ２２ａの作動ストランド３８の第１の部分４１が作動
力Ｆを受け、第２のアンカ２２ｂの作動ストランド３８の第２の部分４３が作動力Ｆを受
けることができる。第１のアンカ２２ａの作動ストランド３８の第２の部分４３を、第２
のアンカ２２ｂの作動ストランド３８の第１の部分４１に取り付けることができる。つま
り、作動ストランド３８への作動力の提供による第１及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂ
の作動ストランド３８に生ぜしめられる張力により、第１及び第２のアンカ２２ａ及び２
２ｂは第１の状態から拡張状態へ作動する。以下により詳細に説明するように、第１のア
ンカ２２ａの作動ストランド３８の第１及び第２の部分４１及び４３のうちの一方又は両
方は作動力Ｆを受けることができ、第１のアンカ２２ａの作動ストランド３８の第１及び
第２の部分４１及び４３のうちの一方又は両方を、第２のアンカ２２ｂの作動ストランド
３８に取り付けることができ（一体に又は別個に取り付けられる）、第２のアンカ２２ｂ
の作動ストランド３８の第１及び第２の部分４１及び４３のうちの一方又は両方が作動力
Ｆを受けることができ、第２のアンカ２２ｂの作動ストランド３８の第１及び第２の部分
４１及び４３のうちの一方又は両方は、第１のアンカ２２ａの作動ストランド３８に取り
付けることができる（一体に又は別個に取り付けられる）ことを認識すべきである。
【００３７】
　第１及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂの作動は、間隙２４ｃを跨がる作動ストランド
３８に生ぜしめられる張力にかかわらずに生じることができる。例えば、アンカ２２ａ及
び２２ｂのうちの一方を、拡張状態に作動させることができ、アンカ２２ａ及び２２ｂの
うちの他方を、拡張状態に作動させることができる。作動ストランド３８の取り付けられ
た部分１３３が互いに取り付けられている場合、作動ストランド３８の一方又は両方の作
動部分１３１に力を引き続き提供することは、作動ストランド３８の取付け部分１３３に
張力を生ぜしめることができる。
【００３８】
　ここで図２Ｃを参照すると、拡張可能部分３６を第１の状態から拡張状態へ作動させる
作動方向に沿った開口４０を通った作動ストランド３８の移動を容易にするために、作動
ストランド３８をフック状にすることができることを認識すべきである。つまり、作動ス
トランド３８は、作動方向に沿った拡張可能部分３６を通る作動ストランドの一方向移動
を許容するが作動方向とは反対の方向に沿った作動ストランド３８の移動を防止又は制限
するラチェットを形成することができる。
【００３９】
　作動ストランド３８はモノフィラメントを含むことができ、１つの実施の形態において
は、クイル縫合糸であることができる。例示したように第２の部分４３であることができ
る、作動ストランド３８の作動部分１３１は、第１の複数のフック６１のような第１の少
なくとも１つのフック６１を有することができ、これらの各々のフックは前端部６５を有
し、この前端部６５は、前端部６５の方向（例えば作動方向）での作動ストランド３８の
移動を容易にするためにカムを形成している。各々のフックはさらに後端部６７を形成す
ることができ、この後端部６７は、作動方向とは反対方向に沿った開口４０を通じた作動
ストランド３８の移動を防止するための捕捉部を形成している。
【００４０】
　例示したように第１の部分４１であることができる、作動ストランド３８の取付け部分
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１３３は、第１の状態から拡張状態への拡張可能部分３６の作動の前及び作動の間には拡
張可能部分３６の外部にとどまるよう構成された第１の部分４１ａを有する。第１の部分
４３の第１の部分４１ａは、第２の複数のフック６９のような第２の少なくとも１つのフ
ック６９を有することができ、これらの第２のフックは、各々の第１の複数のフック６１
の前端部６５とは反対に向けられた前端部６５を形成している。各々の第２の複数のフッ
ク６９はさらに、第１の複数のフック６１の後端部６７とは反対に向けられた後端部６７
を形成することができる。したがって、第１及び第２のフック６１及び６９の後端部６７
は互いに面している。各々の第２のフック６９の後端部６７は、作動ストランド３８が作
動方向に沿って移動するときに開口４０を通る作動ストランド３８の移動を防止するため
にアンカ本体ストランド４４を捕捉するよう構成された係合部材を形成することができる
。例示したように第１の部分４１であることができる、作動ストランド３８の取付け部分
１３３は、さらに、第１の選択開口４５ａの遠位に配置されかつ複数の第１のフック６１
を有することもできる第２の部分を有する。
【００４１】
　したがって、操作中に、第２の部分４３のような、作動ストランド３８の作動部分１３
１に作動力Ｆが加えられると、作動ストランド３８は開口４０を通って移動する。各々の
第１の複数のフック６１は、拡張可能部分３６を第１の状態から拡張状態へ作動させる方
向に沿った開口４０を通る作動ストランド３８の移動を可能にするラチェットを形成する
ように、向けられている。最も近位の開口４０を形成するループ３１であることができる
第１の選択開口４５ａの近くの位置において第２のフック６９のうちの１つの後端部６７
がアンカ本体を捕捉するまで、作動ストランド３８は開口４０を通って並進する。拡張可
能部分３６の近位端部３９ａが締め付けられる一方で作動力Ｆがさらに作動ストランド３
８に加えられると、係合した第２のフック６９によって作動ストランド３８が拡張部分を
第２の選択開口４５ｂから第１の選択開口４５ａに向かって移動させ、これにより、拡張
可能部分３６をもつれさせる若しくはさもなければ潰し、拡張可能部分３６を第１の状態
から拡張状態へ作動させる。
【００４２】
　さらに択一的に、図２Ｄを参照すると、補助ストランド３３は、拡張可能部分３６に関
して近位に配置された開口４９を形成することができる摺動部材４７を形成する又は支持
することができる。特に、第２の部分４３は、複数の開口４０を通って織られることがで
き、さらに摺動部材４７を形成することができる。例示した実施の形態によれば、第２の
部分４３は摺動部材４７において終わっていることができる。第１の部分４１は、開口４
０のうちの少なくとも１つ、例えば複数の開口４０を通って織られることができ、ループ
５３を形成するために摺動部材４７の開口４９を通って近位に延びていることができる。
したがって、第１及び第２の部分４１及び４３は互いに摺動可能に接続されている。１つ
の実施の形態によれば、作動ストランド３８は、開口４９を含む複数の開口を形成する織
られたストランドとして構成することができる。択一的に、開口４９は、第２の部分４３
において切断、例えばレーザ切断することができる。操作中に、摺動部材４７及び拡張可
能部分３６が（例えば解剖学的構造２４又はブレーシング工具によって）締め付けられる
ときに作動力Ｆを第１の部分４１に加えることができ、これは、拡張可能部分３６が第１
の状態から拡張状態へ作動するときにループ５３の寸法を減じかつ拡張可能部分３６を作
動ストランド３８、例えば第２の部分４３に沿って移動させる。つまり、第１の部分４１
は、作動部分１３１及び取付け部分１３３の両方を形成することができる。言い換えれば
、作動ストランドは、部分４１又は部分４３のような端部を形成することができ、この端
部は、作動力Ｆを受けることができかつ第２のアンカの作動ストランド３８に取り付ける
ことができる。これに関して、第１の部分４１は摺動部材４７を形成又は支持することが
でき、第２の部分４３は作動部分１３１及び取付け部分１３３を形成することができるこ
とを認識すべきである。
【００４３】
　例えば、図２Ｅを参照すると、第１の部分４１は、図２Ｄに関して上述したように摺動



(22) JP 5763173 B2 2015.8.12

10

20

30

40

50

部材４７を形成又は支持することができる。例示した実施の形態によれば、第１の部分４
１は摺動部材４７において終わっていることができる。特に、第２の部分４３は、複数の
開口４０を通って織られ、摺動部材４７を通ってアンカ本体２８の近位へ延びていること
ができる。したがって、第１及び第２の部分４１及び４３は互いに摺動可能に接続されて
いる。
【００４４】
　つまり、摺動部材４７は、作動ストランド３８の作動部分１３１（例えば第１の部分４
１又は第２の部分４３）を、作動ストランド３８の取付け部分１３３（例えば第１の部分
４１及び第２の部分４３の他方）に関して摺動可能に接続することができることを認識す
べきである。操作中、（解剖学的構造２４又はブレーシング工具によって）拡張可能部分
３６の摺動部材４７が締め付けられるときに作動力Ｆを作動部分１３１に加えることがで
き、これは、拡張可能部分３６が第１の状態から拡張状態へ作動するときにループ５３の
寸法を減じかつ拡張可能部分３６を作動ストランド３８に沿って移動させる。
【００４５】
　さらに択一的に、図２Ｆを参照すると、第１の部分４１は、作動部分１３１を形成する
ために、上述のように複数の開口４０を通って、アンカ本体２８から近位に延びているこ
とができ、第２の部分４３は、開口４０のうちの最も遠位の開口から延びていることがで
き、第２の部分４３は、開口４０のいずれも又はアンカ本体２８における他のいかなると
ころも通ることなく、解剖学的構造２４を通って、この解剖学的構造２４から近位に延び
ている。第２の部分４３は、取付け部分１３３を形成することができ、この取付け部分１
３３は、アンカ２２の作動ストランド３８に取り付けられることができ、かつ別のアンカ
２２に取り付けられるよう構成されている。操作中、例示した実施の形態による第１の部
分４１のような、作動ストランド３８の作動部分１３１に、作動力Ｆが加えられたとき、
拡張可能部分３６の近位端部３９ａが（例えば解剖学的構造２４又はブレーシング工具に
よって）締め付けられるとき、拡張可能部分３６の遠位端部３９ｂは、開口４０を通って
織られた作動ストランド３８の部分に沿って近位端部３９ａに向かって引っ張られ、これ
により、拡張可能な部分３６が第１の状態から拡張状態へ作動させられるとき、拡張可能
部分３６はもつれさせられる。
【００４６】
　ここで図２Ｇ及び図４Ａを参照すると、アンカ２２は、さらに、あらゆる適切なコネク
タ部材６３を有することができ、このコネクタ部材６３は、作動ストランド３８の摺動可
能な部分（例えば作動部分１３１及び取付け部分１３３）の相対位置を選択的に固定する
よう構成されたロッキング部材６４を形成することができる。コネクタ部材６３は、結び
目６６として又はここに記載されたタイプのあらゆる適切な択一的に構成されたコネクタ
部材６３又はあらゆる適切な択一的なコネクタ部材として構成することができる。結び目
６６は、作動ストランド３８によって形成することができ、アンカ本体２８の近位端部３
０に関して近位に配置することができる。作動ストランド３８は、結び目６６のポスト端
部６８と、結び目６６の自由端部７０とを形成することができ、この自由端部７０は、自
由端部７０が結び目６６においてポスト端部６８の周囲に締め付けられる前にポスト端部
６８が自由端部７０に関して摺動可能であるように、ループにされ、ポスト端部６８の周
囲に結ばれる。例示した実施の形態によれば、自由端部７０は、ポスト端部６８の周囲に
４つのループ７１Ａ～７１Ｄのような複数のループを形成することができるが、自由端部
７０は、望みに応じた数のループをポスト端部６８の周囲に形成することができることを
認識すべきである。作動ストランド３８の自由端部７０は、結び目６６からアンカ本体２
８内へ遠位に延びた静止部分７０ａと、結び目６６から延びておりかつアンカ本体２８内
へは延びていない自由部分７０ｂとを有する。
【００４７】
　ポスト端部６８を、第１の部分４１及び第２の部分４３のうちの一方によって形成する
ことができ、自由端部７０を、第１の部分４１及び第２の部分４３のうちの他方によって
形成することができる。例示した実施の形態によれば、ポスト端部６８は、第１の部分４
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１として示された作動部分１３１によって形成されており、自由端部７０は第２の部分４
３によって形成されている。したがって、第１の部分４１が第２の部分４３に対して摺動
するように、第１の部分４１及び第２の部分４３は互いに摺動可能に接続されている。つ
まり、ロッキング部材６４はさらに摺動部材４７を形成することができ、結び目６６をさ
らに摺動ロッキング結び目と称呼することができることを認識すべきである。
【００４８】
　操作中、第１の部分４１に作動力Ｆが加えられると、第１の部分４１は第２の部分４３
に対して近位に摺動し、これにより、ループ５３の寸法を減じ、アンカ本体２８を第１の
状態から拡張状態へ作動させる。ポスト端部６８の周囲に自由端部７０を締め付けるため
に、第２の部分４３によって形成することができる自由端部７０を締め付けることができ
、これにより、第１の部分４１によって形成されたポスト端部６８を、自由端部７０に対
する並進に関してロックする。自由端部７０がポスト端部６８の周囲に締め付けられ、こ
れにより、結び目６６をポスト端部６８の周囲に固定すると、自由端部７０は作動ストラ
ンド３８の取付け部１３３を形成することができる。択一的に又は付加的に、アンカ本体
２０が拡張状態に拡張させられると、結び目６６はポスト端部６８に沿って遠位に並進す
ることができ、これにより、ループ５３の寸法を減じ、拡張可能な部分３６を拡張状態に
作動させ、続いて、ループ５３の減少した寸法を固定しかつ幾つかの例では拡張状態にア
ンカ本体２８を保持するのを助けるために、結び目６６をポスト端部６８の周囲に締め付
けることができる。
【００４９】
　１つの実施の形態による結び目６６の構成を以下に図４Ａ～図４Ｅを参照して説明する
。図４Ａに示したように、自由端部７０は、ポスト端部６８に沿って摺動するよう構成さ
れた、ポスト端部６８の周囲の複数の摺動ループ７１Ａ～７１Ｄを形成している。ループ
７１Ａ～７１Ｄのうちの少なくとも１つ、例えば例示したような最も遠位のループ７１Ａ
及び７１Ｂは、さらにロッキングループを形成していることができ、これらのロッキング
ループは、自由端部７０ｂに締付力Ｆ１が提供されると締め付けられ、これにより、上述
の形式でポスト端部６８の周囲に自由端部７０を締め付けるよう構成されている。図４Ｂ
に示したように、結び目６６は、ポスト端部６８の周囲に自由端部７０を、同じ方向に沿
って少なくとも一回、例えば二回だけループ状にすることによって形成され、これにより
、ポスト端部６８の周囲に一対のループ、例えば第１の摺動ループ７１Ａ及び第２の摺動
ループ７１Ｂのような少なくとも１つの摺動ループ７１Ａを形成する。望みに応じた数の
摺動ループ７１を形成するために、望みに応じた回数だけ自由端部７０をポスト端部６８
の周囲にループ状にすることができることを認識すべきである。例示した実施の形態によ
れば、自由端部７０はポスト端部６８の周囲にループ状にされるときに、自由端部７０は
遠位に並進させられ、これにより、第１のループ７１Ａは第２のループ７１Ｂに関して近
位に配置される。つまり、自由端部７０は、ループ７１から近位に延びた自由部分７０ｂ
と、ループ７１から遠位に延びた静止部分７０ａとを形成し、作動ストランド３８の第２
の部分４３をも形成することができる。
【００５０】
　次いで、図４Ｃを参照すると、摺動ループ７１Ａ及び７１Ｂを互いに押し付けるために
、ポスト端部６８及び自由ストランド７０ａを緊張状態に維持しながら自由端部７０の自
由部分７０ｂは締め付けられる。例えば、自由部分７０ｂに遠位締付力を加えることがで
き、これにより、第２のループ７１Ｂを第１のループ７１Ａに対して押し付ける。次いで
、図４Ｄに示したように、第３の摺動ループ７１Ｃを形成するために、第１の摺動ループ
７１Ａの近位の位置において、摺動ループ７１Ａ及び７１Ｂと同じ方向で自由部分７０ｂ
は再びポスト端部６８の周囲にループ状にされる。自由部分７０ｂがポスト端部６８の周
囲にループ状にされるので、自由部分７０ｂとポスト端部６８との間に間隙７３が形成さ
れる。次いで、摺動ループ７１Ｃがさらにロッキングループを形成し、かつ自由部分７０
ｂが摺動ループ７１Ｃから延びるように、自由部分７０ｂを間隙７３に通すことができる
。次いで、図４Ｅを参照すると、自由部分７０ｂが間隙７３から延びるように、第３の摺
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動ループ７１Ｃを、すぐ隣接した、近位に間隔を置かれた第１の摺動ループ７１Ａに押し
付けるために、自由部分７０ｂを締め付けることができる。
【００５１】
　図４Ｆに示したように、第４の摺動ループ７１Ｄを形成するために、第３の摺動ループ
７１Ｃの近位の位置において、自由部分７０ｂは摺動ループ７１Ａ～７１Ｃと同じ方向で
ポスト端部６８の周囲に再びループにされる。自由部分７０ｂがポスト端部６８の周囲に
ループにされると、自由部分７０ｂとポスト端部６８との間に間隙７３ａが形成される。
第４の摺動ループ７１Ｄがさらにロッキングループを形成しかつ自由部分７０ｂが第４の
摺動ループ７１Ｄから延びるように、次いで自由部分７０ｂを間隙７３に通すことができ
る。次いで、図４Ａに示したように、第４の摺動ループ７１Ｄを、すぐ隣接した、近位に
間隔を置かれた第３の摺動ループ７１Ｃに押し付けるために、自由部分７０ｂを締め付け
ることができる。
【００５２】
　結び目６６は、少なくとも１つの摺動ループ７１又は複数の摺動ループ７１のような、
あらゆる数の摺動ループ７１であることができることを認識すべきである。摺動ループ７
１の少なくとも１つから全てまでがさらに望みに応じてロッキングループ７１を形成する
ことができることをさらに認識すべきである。操作中、結び目６６が形成されると、第１
の部分４１として例示された作動部分１３１を形成することができるポスト端部６８に、
作動力Ｆを加えることができ、これにより、アンカ本体２８の拡張可能部分３６は第１の
状態から拡張状態に拡張する。結び目６６は、ロックされていない状態に配置することが
でき、この場合、アンカ本体２８が拡張するときにポスト端部６８は結び目６６までルー
プ７１に対して並進することができることをさらに認識すべきである。結び目６６をロッ
クされた状態に作動させるために、引張力であることができるロッキング力を自由部分７
０ｂに加えることができる。特に、ロッキングループ７１はポスト端部６８の周囲に締め
付けられ、作動部分１３１は結び目６６を通って並進することを妨げられる。自由端部７
０の自由部分７０ｂは、図２Ｇに示したように結び目６６から延びることができ、アンカ
本体２８を別のアンカに取り付ける、作動ストランド３８の取付け部分１３３を形成する
。
【００５３】
　図２Ｈに示したように、自由部分７０ｂ、つまり取付け部分１３３は、直接に又は間接
的に別のアンカの作動ストランドに取り付けられるよう構成されたコネクタ部材６３を形
成することができる。例示した実施の形態によれば、コネクタ部材６３は、作動ストラン
ド３８と一体のアイレット７２として構成されている。したがって、作動ストランド３８
は、アンカ本体２０の拡張可能部分３６から延びているので、アイレット７２は同様に拡
張可能部分３６から延びていると言うこともできる。択一的に又は付加的に、アンカ本体
２８は、拡張可能部分３６から延びたアイレット８４ｂ（図６Ａ及び図６Ｂ参照）、同様
に拡張可能部分３６から延びたアイレット９０（図９Ａ～図９Ｃ参照）、又は拡張可能部
分３６から直接に又は間接的に延びた、あらゆる択一的に構成されたアイレット、を含む
ことができる。
【００５４】
　アンカ２２を第２のアンカに取り付けるために、作動ストランドの取付け部分のような
相補的なストランド、又はコネクタストランドのような補助的なコネクタ部材（例えば図
３３Ａ～図３３Ｃ）を、アイレット７２に通すことができる。相補的なストランドはアイ
レット７２を通って並進することができるので、アイレット７２は、アイレット８４ｂ及
び９０とともに摺動部材４７を形成することができることを認識すべきである。例えば、
図２Ｇに示された作動ストランド４８の自由部分７０ｂによって形成された取付け部分１
３３を、アイレット７２、アイレット８４ｂ、アイレット９０、又はアンカ本体を第２の
アンカ本体に取り付けるためにアンカ本体の拡張部分に直接に又は間接的に取り付けられ
るあらゆる適切な択一的に構成されたアイレット、として構成された、第２のアンカ本体
のアイレットに通すことができる。これに関して、アンカアセンブリ２０は、２つ以上の
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アンカを互いに接合するよう構成された少なくとも１つのコネクタ部材６３を有すること
ができることを認識すべきである。コネクタ部材６３は、作動ストランド３８のうちの少
なくとも１つと一体であることができるか、又は別個であり、作動ストランド３８のうち
の少なくとも１つに取り付けることができる。
【００５５】
　図５Ａ及び図５Ｂを参照すると、ステム７６のような、第１の端部から延びた折り返さ
れた部分７４を形成するために、自由部分７０ｂをまず折り返すことにより、アイレット
７２を構成することができる。つまり、ステム７６は、結び目６６（図２Ｈ参照）と折り
返された部分７４との間に延びている。自由部分７０ｂは、折り返された部分７４から延
びた、末端部７８のような第２の端部を形成している。自由部分７０ｂは、末端部７８を
ステム７６に隣接して配置することができるように向けることができる。折り返された部
分７４は、ループ８１を形成するためにステム７６及び末端部７８上にループにすること
ができ、引き続き、ステム７６及び末端部７８の下側と、ループ８１の中を通すことがで
き、これにより、折り返された部分７８を閉鎖しかつアイレット７２を形成する閉鎖位置
において、アイレット結び目８０を形成する。結び目８０を締め付けかつ折り返された部
分７４を閉鎖するために、折り返された部分７８に引張力を加えることができ、これによ
り、ステム７６及び末端部７８は結び目８０から延び、折り返された部分７４も結び目か
ら延び、アイレット７２を形成する。つまり、アイレット７２は、例えば結び目８０によ
って形成されたベースを有するか、又はあらゆる択一的な閉鎖部材によって形成すること
ができる。
【００５６】
　例えば、図５Ｃを参照すると、折り返された部分７４を閉鎖しかつアイレット７２を形
成するために、末端部７８を、閉鎖位置１１３においてステム７６に溶接することができ
る、例えば加熱することができるか又は接着剤を介して結合することができる。閉鎖位置
１１３は、アイレット７２のベースを形成することができる。さらに択一的に、図５Ｄを
参照すると、折り返された部分７４を閉鎖しかつアイレット７２のベースを形成するため
に、末端部７８を閉鎖位置１１３においてステム７６に縫い付けることができる。例えば
、末端部７８をステム７６に接合するために、少なくとも１つの縫合ストランド７５のよ
うなストランドを、末端部７８及びステム７６を通して縫い付けることができる。つまり
、アイレット７２を形成するために、末端部７８をあらゆる公知の形式でステム７６に取
り付けることができ、図１Ａ及び図１Ｂに関して上述したように、別のアンカ２２の作動
ストランド又は結合ストランドをアイレット７２に通し、アイレット７２に力、例えば狭
め力を加えることができることを認識すべきである。図１Ａ及び図１Ｂに示したように、
接近力は、アンカ本体２８の間に配置された間隙２４ｃを狭めるために十分であることが
できる。
【００５７】
　ここで図６Ａ及び図６Ｂを参照すると、アンカ２２は、さらに、作動ストランド３８を
拡張可能部分３６に作用的に結合するために、拡張可能部分３６のようなアンカ本体２８
と、作動ストランド３８との両方に取り付けられることができる取付け部材を有すること
ができる。取付け部材８２は、アンカ本体２８に対して補助的であり、かつアンカ本体ス
トランド４４及び作動ストランド３８の両方に対して別個若しくは非一体であることがで
きる。取付け部材８２は、ループ状ストランド７９を形成することができ、このループ状
ストランド７９は、ループ状ストランド７９のアイレット、例えば互いに反対側の第１及
び第２の端部８２ａ及び８２ｂそれぞれにおける第１のアイレット８４ａ及び第２のアイ
レット８４ｂのような少なくとも１つの固定領域を形成する。取付け部材８２は、さらに
、取付け部材８２が連続的なループ８３を形成することができるように、アイレット８４
ａ及び８４ｂの間に取り付けられた本体部分８５を有することができる。
【００５８】
　第１及び第２のアイレット８４ａ及び８４ｂは、実質的に第２の方向３５に沿って本体
部分８５からアンカ本体２８の少なくとも１つの各々の開口４０を通って延びることがで
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きる。例示された実施の形態によれば、第１及び第２のアイレット８４ａ及び８４ｂは、
第１のアイレット８４ａが第２のアイレット８４ｂに対して近位に配置されるように、望
みに応じて配置することができる各々の第１及び第２の選択開口４５ａ及び４５ｂの各々
を通って延びている。本体部分８５は、例示したように第１及び第２のアイレット８４ａ
及び８５ｂの間において拡張可能部分３６の外側に延びていることができるか、又は本体
部分８５は択一的に、複数の開口４０を含む、第１及び第２の選択開口４５ａ及び４５ｂ
の間の開口４０のうちの少なくとも１つを通って延びることができる。１つの実施の形態
によれば、第１の選択開口４５ａは、第１のアイレット８４ａが最も近位の開口４０ａを
通って延びることができるように、最も近位の開口４０ａであることができ、第２の選択
開口４５ｂは、第２のアイレット８４ｂが最も遠位の開口４０ｂを通って延びることがで
きるように、最も遠位の開口４０ｂであることができる。取付け部材８２はアンカ本体２
８に取り付けられており、第１及び第２のアイレット８４ａ及び８４ｂがアンカ２２の各
々の開口８７ａ及び８７ｂを形成していることを認識すべきである。
【００５９】
　第２のアイレット８４ｂから延びた第１及び第２の部分４１及び４３を形成するために
、作動ストランド３８を第２のアイレット８４ｂに取り付けることができ、例えば第２の
アイレット８４の開口８７ｂに通すことができる。第１及び第２の部分４１及び４３に作
動力Ｆを加えることができ、これにより、作動ストランド３８は第２のアイレット８４ｂ
を第１のアイレットに向かって付勢し、これにより、拡張可能部分３６を、第２の選択開
口４５ｂを形成するループ３１から近位に、第１の選択開口４５ａを形成するループ３１
に向かって移動させ、これにより、拡張可能部分３６を第１の状態から拡張された状態へ
作動させる。例示された実施の形態によれば、第２のアイレット８４ｂに取り付けるよう
構成された折り返し部８６のような結合位置を形成するために、作動ストランド３８は折
り返される。第１及び第２の部分４１及び４３は、折り返し部８６の互いに反対の側から
近位に延びている。折り返し部８６は、第２のアイレット８４ｂを通って延びることがで
き、第２の部分４１及び４３は、折り返し部８６から近位にかつ第１のアイレット８４ａ
の開口８７ａを通って延びることができる。したがって、第１及び第２の部分４１及び４
３は、第１のアイレット８４ａの第１の開口８７ａを通って延びており、作動ストランド
３８を第２のアイレット８４ｂに取り付けるために折り返し部は第２のアイレット８４ｂ
の開口を通ってループにされている。つまり、拡張可能部分３６が第１の状態から拡張状
態へ作動させられるときに、作動ストランド３８は、第１のアイレット８２ａを通る第２
のアイレット８４ｂのための移動経路を形成する。
【００６０】
　例えば、操作中、第１のアイレット８４ａから近位に延びた第１及び第２の部分４１及
び４３に作動力Ｆを加えることができる。つまり、第１及び第２の部分４１及び４３は、
作動ストランド３８の作動部分１３１を形成することができる。択一的に、作動力Ｆの提
供の間に作動ストランドに張力を生ぜしめるために、第１及び第２の端部の他方が締め付
けられながら、第１及び第２の部分４１及び４３の一方に作動力Ｆを加えることができる
。つまり、第１及び第２の部分４１及び４３の少なくとも一方は、拡張可能部分３６を第
１の状態から拡張状態へ作動させるために作動力Ｆを受け取る作動部分１３１を形成する
ことができると言うことができる。作動力Ｆにより、折り返し部８６、ひいては作動スト
ランド３８は、作動ストランド３８によって形成された経路に沿って、第１のアイレット
８４ａに向かって近位にかつこの第１のアイレット８４ａを通って付勢される。第２のア
イレット４８ｂが近位に移動するとき、取付け部材８２は、拡張可能部分３６を第１の状
態から拡張状態へ作動させる。
【００６１】
　第１及び第２の部分４１及び４３のうちの少なくとも一方又は両方は、第２のアンカに
取り付けられる取付け部分１３３を形成することができることをさらに認識すべきである
（例えば図２８Ａ参照）。択一的に、望まれるならば第２のアイレット８４ｂは第１のア
イレット８４ａから、さらに解剖学的構造２４から延出することができ、作動ストランド
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３８をアイレット８４ｂから取り外すことができ、コネクタストランドのようなコネクタ
部材を、引き続き、第２のアイレット８４ｂへ供給し、望みに応じてアンカ２２を第２の
アンカに取り付けるために第２のアンカに直接に又は間接的に取り付けることができる。
【００６２】
　図６Ｃに示したように、取付け部材８２は、サブストレートの形態であることができ、
このサブストレートは、１つの実施の形態においては、第１及び第２の互いに反対側の端
部７９ａ及び７９ｂを有するストランド、例えば縫合ストランド又はあらゆる択一的に構
成されたストランド７９であることができる。図６Ｄに示したように取付け部材８２が連
続的なループ８３を形成するように、互いに反対側の端部７９ａ及び７９ｂを望みに応じ
て取り付けることができる。例えばループの互いに反対側の端部において、第１及び第２
の選択開口４５ａ及び４５と位置合わせさせることができる第１及び第２のアイレット８
４ａ及び８４ｂを形成するためにループ８３を形成することができる。図６Ｅに示したよ
うに第１及び第２のアイレット８４ａ及び８４ｂを各々の選択開口４５ａ及び４５ｂに挿
入することができる。望みに応じて、第１及び第２の選択開口４５ａ及び４５ｂの間に配
置された開口４０のうちの少なくとも１つ、例えば複数の中間開口４０ｃを通して、本体
部分８５をさらに織ることができることを認識すべきである。
【００６３】
　上述のように作動ストランド３８はアンカ本体２８のサブストレート４２とは別個若し
くは非一体でありかつアンカ本体２８に取り付けることができるが、択一的に作動部材３
７はアンカ本体２８と一体であることができることを認識すべきである。つまり、作動ス
トランド３８は択一的に、アンカ本体ストランド４４のようなサブストレート４２と一体
であることができ、つまり、したがって拡張可能部分３６と一体であることもできる。
【００６４】
　例えば、図７Ａ～図７Ｃを参照すると、作動ストランド３８を、図３Ａ～図３Ｃに関し
て上述したように構成することができるか又はその他の形式で構成することができるアン
カ本体ストランド４４の第１及び第２の端部５２及び５４のうちの一方によって形成する
ことができる。例示した実施の形態によれば、アンカ本体２０から近位に延びた第１の端
部５２は作動ストランド３８を形成しており、アンカ本体２８から遠位に延びた第２の端
部５４は、アンカ本体２８の近くの位置、例えば拡張可能部分３６の対応する遠位端部３
９ｂの近くの位置において終わっていることができ、これにより、第２の端部５４は、ア
ンカ本体２８を第２のアンカのアンカ本体に取り付けるために不十分な長さを有する。
【００６５】
　図３Ａ～図３Ｃに関して上述したようにアンカ本体ストランド４４の第１の端部５２は
ループ３１の最も近位のループ５７の近くの位置において終わっていることができるが、
第１の端部５２は択一的に、拡張可能部分３６の近位端部３９ａから遠位に延びた作動ス
トランド３８を形成することができ、拡張可能部分３６の近位端部３９ａから遠位に間隔
を置かれた開口４０の少なくとも１つの選択開口４５ａを通して織り、ひいては延びるこ
とができる。選択開口４５ａは、例示したように最も遠位の開口４０ｂであることができ
るか、択一的に中間開口４０ｃのうちの１つであることもできる。作動ストランド３８は
、第１及び第２の部分４１及び４３を含むループ５３を形成するために、選択開口４５ａ
を通って延びていることができる。例えば、第１の部分４１は第１の部分５２から遠位に
第１の選択開口４５ａまで延びていることができる。第２の部分４３は、第１の選択開口
４５ａから近位に、アンカ本体２８の外へかつ解剖学的構造２４の外へ延びていることが
できる。例えば、例示した実施の形態によれば、第２の部分４３は、近位端部３９ａと選
択開口４５ａとの間に配置することができる複数の選択開口４０のような開口４０のうち
の少なくとも１つを通して織る、つまり延びることができる。例えば、作動ストランド３
８の第２の部分４３を、複数の中間開口４０ｃのような中間開口のうちの少なくとも１つ
を通して織ることができる。第２の部分４３は、最も近位の開口４０ａであることができ
る開口４０の第２の選択開口４５ｂ、例えば最も近位のストッパ結び目を通って、アンカ
本体２８の拡張可能部分３６から延出していることができる。
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【００６６】
　つまり、近位端部３９ａのような拡張可能部分３６が締め付けられているときに例えば
第１の部分４１において作動ストランド３８に加えられる近位に向けられた力であること
ができる引張力Ｆは、拡張可能部分３６を第１の状態から拡張状態へ移動させる。つまり
、第１の部分４１は、一体の作動ストランド３８の作動部分１３１を形成することができ
る。特に、拡張可能部分３６は、延在方向３４に沿って第１の距離Ｄ１から第２の距離Ｄ
２へ延在方向３４に沿って潰れながら、作動ストランド３８に沿って、例えば第２の部分
４３に沿って摺動する。拡張可能部分３６は作動ストランド３８に沿って潰れるとき、拡
張可能部分３６は、第２の部分４３に沿って移動しながら、もつれさせられる又はその他
の形式で変形させられることができ、これにより、拡張可能部分３６を第２の方向３５で
、初期最大厚さＴ１から、初期最大厚さＴ１よりも大きな拡張した最大厚さＴ２まで拡張
させる。次いで、第１の部分４１は、アンカ本体２８の近くの位置において、終わらされ
る、例えば切断されかつ焼くことができるか、又は択一的に、第２のアンカに取り付ける
ことができる、例えばここに記載されたようなあらゆる所望の形式で第２のアンカの相補
的なコネクタ部材に接合することができる、取付け部分１３３を形成することができる。
つまり、アンカ本体２８から解剖学的構造２４の外に延びた第１の部分４１は、作動部分
１３１及び取付け部分１３３のうちの少なくとも一方又は両方を形成することができる。
【００６７】
　択一的に、図８Ａ及び図８Ｂに示したように、アンカ２２を、図７Ａ～図７Ｃに関して
上述したように構成することができるが、アンカ本体ストランド４４の第２の端部５４は
、拡張可能部分３６の遠位端部３９ｂから、アンカ２２を第２のアンカに取り付けるため
に、第２のアンカに取り付けるよう構成された取付け部分１３３を形成するために十分な
距離だけ延びていることができる。例えば、取付け部分１３３を、第２のアンカのアンカ
ストランドに取り付けることができる。取付け部分１３３は、第２のアンカのアンカスト
ランドと一体であることができるか、又は、アンカアセンブリ２０は、第２のアンカの作
動ストランドのような、第２のアンカに、取付け部分１３３を取り付けるコネクタを有す
ることができる。コネクタは、作動ストランド３８及び第２のアンカの作動ストランドの
少なくとも一方又は両方と一体であることができるか、別個であり、作動ストランド３８
及び第２のアンカの作動ストランドの少なくとも一方又は両方に取り付けることができる
。操作中に、上述のように作動部分１３１を形成することができる第１の部分４１に作動
力Ｆを加えることができる。作動力Ｆを、例示した実施の形態においては第２の部分４３
によって形成された取付け部分１３３によって少なくとも部分的に釣り合わせることがで
きる。さらに、図１Ｄに関して上述したように、（作動部分１３１及び取付け部分１３３
によって各々形成することができる）作動ストランド３８の互いに反対側の第１及び第２
の端部を、別の解剖学的構造２７に結ぶ、縫い付ける、又はその他の方式で固定すること
ができ、これにより、作動ストランド３８に張力を生ぜしめ、作動ストランド３８と解剖
学的構造２４との間に補助構造２５を固定する。
【００６８】
　ここで図９Ａを参照すると、上述のように、アンカ本体２８は、拡張可能部分３６から
延びたアイレット９０を有することができる。例示した実施の形態によれば、拡張可能部
分３６が第１の状態にあるときには、アイレット９０をアンカ本体２８の遠位端部３２に
配置することができる。アイレット９０を、ここで説明したように構成することができる
か、又は択一的にアンカ本体２８のループの選択された１つ、例えばアンカ本体２９によ
って形成された他のループのうちの１つ以上よりも大きいループを有することができる。
アンカ２２は、補助ストランド３３を有することができ、この補助ストランド３３は、ア
ンカが目標解剖学的構造２４に埋め込まれたときに、アンカ２２を上述の形式で第１の状
態と拡張状態との間で作動させるよう構成された作動ストランドを形成することができる
。択一的に又は付加的に、補助ストランド３３は、例えば図３７Ａ～図３７Ｄに関して後
でより詳細に説明するように、別のアンカに対するアンカ２２の取付けを容易にするよう
構成された展開ストランドを形成することができる。
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【００６９】
　補助ストランド３３は、第１及び第２の部分４１及び４３と、第１及び第２の部分４１
及び４３の間に配置されかつ第１及び第２の部分４１及び４３の間に一体に取り付けられ
た折り返し部８６のような結合位置と、を形成することができる。補助ストランド３３を
アイレット９０に取り付けるために、拡張可能部分３６が第１の状態にあるときに第１及
び第２の部分４１及び４３がアイレット９０から近位に、開口４０の複数の選択開口４５
のような少なくとも１つの選択開口４５を通って延びるように、折り返し部８６はアイレ
ット９０を通って延びることができる。選択開口４５は、少なくとも１つの中間開口４０
ｃを有することができ、さらに、最も近位の開口４０ａを有することができる。望まれる
ならば、補助ストランド３３はさらに、アイレット９０に結ばれるか又はその他の形式で
取り付けることができる。例示した実施の形態によれば、第１及び第２の部分４１及び４
３は、開口４０の複数の選択開口４５を通って延びており、さらに、同じ開口４０を通っ
て延びている。例えば、第１及び第２の部分４１及び４３は、アイレット９０から近位方
向に沿った１つおきの開口４０、アイレット９０から近位方向に沿った２つおきの開口、
アイレット９０から近位方向に沿った全ての開口４０を通って延びていることができるか
、又は望みに応じてあらゆる規則的な反復パターン又はあらゆる不規則な反復していない
パターンでアイレット４０を通って延びていることができる。
【００７０】
　図９Ｂを参照すると、第１及び第２の部分４１及び４３は、アイレット９０から近位方
向に沿って同じ選択開口４５を通って延びているので、作動力Ｆが第１及び第２の部分４
１及び４３に加えられたとき、第１及び第２の部分４１及び４３は、選択開口４５を通る
アイレット９０のための移動経路を形成している。したがって、加えられた作動力Ｆに応
答して補助ストランド３３の第１及び第２の部分４１及び４３はアンカ本体２８の選択開
口４５を通って近位に移動するので、拡張可能部分が第１の状態から拡張状態へ作動する
ときにアイレット９０は作動部材３８とともに選択開口４５を通って移動する。その結果
、図９Ｃに示したように、加えられた作動力Ｆに応答して補助ストランド３８は十分な距
離だけ移動することができ、拡張可能部分３６が拡張状態にあるときに、ループ８６は拡
張可能部分３６に関して近位に配置される。したがって、拡張可能部分３６が拡張状態に
あるときには、アイレット９０も拡張可能部分３６から近位に延びている。
【００７１】
　つまり、アイレット９０は、アンカ本体２８、つまりアンカ２２のコネクタ部材６３を
形成することができ、このコネクタ部材６３は、直接に（例えば第２のアンカと一体のコ
ネクタ部材を介して）又は間接的に（第２のアンカとは別個若しくは非一体でありかつ第
２のアンカに取り付けられた少なくとも１つのコネクタ部材を介して）第２のアンカに取
り付けられるよう構成されている。１つの実施の形態によれば、アイレット９０は、アン
カ２２を第２のアンカに取り付けるストランドを受容することができる。例えば、受容さ
れたストランドは、第２のアンカの作動ストランドであることができるか、又は第２のア
ンカの作動ストランドをアイレット９０に直接に又は間接的に取り付けるコネクタストラ
ンドであることができる。
【００７２】
　例えばアイレット９０を形成することによって及びさらに望みに応じてあらゆる適切な
形式で拡張可能部分３６を形成することによって、アンカ本体２８を望みに応じてあらゆ
る形式で構成することができる。つまり、アンカ本体ストランド４４を、アイレット９０
を形成するために結び目において結ぶことができるか、又はアイレット９０を形成するた
めにそれ自体に溶接するか、縫い付けるか、又はその他の形式で取り付けることができる
。
【００７３】
　１つの実施の形態によれば、概して図１０Ａ及び図１０Ｂを参照すると、ループ９１と
、ループ９１の互いに反対の側から延びた各々の第１及び第２のセグメント９２ａ及び９
２ｂとを形成するために、アンカ本体ストランド４４を折り返し、それ自体を通って縫う
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ことができる。第１のセグメント９２ａを通って延びる第１のチャネルを形成するために
、針９４の先端部を第１のセグメント９２ａに挿入することができる。針９４の後端部に
おいて第２のセグメント９２ｂを針９４のアイレットに通すことができる。次いで、第１
のセグメント９２ａを通って針９４を前方へ並進させることができ、これにより、第２の
セグメント９２ｂは、針９４によって形成された第１のセグメント９２ａにおけるチャネ
ルを通って引っ張られ、これにより、図１０Ｂに示したようにループ９１を閉鎖し、第１
の縫い目９３を形成する。ループ９１は、第１の縫い目９３から遠位に延びている。図１
０Ｃに示したように、望みに応じてループ９１の寸法を調節するために、第２のセグメン
ト９２ｂを第１のセグメント９２ａを通って反対方向に並進させることができる。１つの
実施の形態によれば、ループ９１は、図１０Ｃに示したように、引っ張られたときに約５
ｍｍの長さに調節することができる。
【００７４】
　次いで、図１０Ｄ及び図１０Ｅを参照すると、アンカ本体ストランド４４を、それ自体
を通って二回縫うことができる。例えば、第１の縫い目９３の遠位の位置においてアンカ
本体ストランド４４の両セグメント９２ａ及び９２ｂに針９４の先端部を突き通すことが
でき、これにより、第１の縫い目９３の遠位の位置において第１及び第２のセグメント９
２ａ及び９２ｂの各々を貫通する第２及び第３のチャネルを形成する。図１０Ｅに示した
ように、針９４のアイレットに第２のセグメント９２ｂを通すことができ、次いで、第２
及び第３のチャネルを通って張り９４を前方へ並進させることができ、これにより、第２
のセグメント９２ｂは、ループ９１の一方の側においてそれ自体を通って引っ張られ、さ
らにループ９１の反対側において第１のセグメント９２ａを通って引っ張られ、これによ
り、第１の縫い目９３の遠位の位置において第２の縫い目９５を形成する。第１及び第２
の縫い目９３及び９５は、ループ９１のベースを形成することができる。第２のセグメン
ト９２ｂはさらに、第１及び第２の縫い目９３及び９５から延びたループ９６を形成して
いる。したがって、第２の縫い目９５が形成された後に、ループ９１の寸法は約１ｍｍだ
け減じられることが認識される。
【００７５】
　図１０Ｆ及び１０Ｇを参照すると、アイレット９０を形成するループ９１の寸法を固定
するために第１及び第２の縫い目９３及び９５においてアンカ本体ストランド４４を結び
目９７に結ぶことができる。例えば、第２のセグメント９２ｂは自由端部９２ｃを形成す
ることができ、この自由端部９２ｃは、第２のセグメント９２ｂの第３のチャネルからル
ープ９６を通って延びており、引き続き、結び目９７を形成するように締め付けられる。
つまり、結び目９７はループのベースに配置されている。ループ９１を固定するために結
び目を形成するために、第２のセグメント９２ｂを望みに応じた回数だけループ９１を通
って縫うことができることを認識すべきである。つまり、少なくとも１つの縫い目、例え
ば２つの縫い目を形成しこれによりループを形成するためにアンカ本体ストランド４４を
それ自体を通って縫い、その後、アイレット９０を固定するためのループのベースの周囲
に結び目９７を結ぶことによって、アイレット９０を形成することを認識すべきである。
【００７６】
　拡張可能部分を構成する１つの方法は、ここで図１１Ａ～図１１Ｈに関して説明するよ
うに作動ストランド４４を編むことを含む。例えば、図１１Ａに示したように、アンカ本
体ストランド４４の一方の端部は、アイレット９０を有し、このアイレットは、例えば、
結び目９７又は図５Ａ～図５Ｄに示された閉鎖部材のような択一的な閉鎖部材によって形
成されたベースを有する。つまり、アンカ本体ストランド４４は、アイレット９０及び第
２のセグメント９２ｂを形成する第１端部若しくは近位端部５２と、アイレット９０から
延びておりかつ第１のセグメント９２ａを有することができる第２端部若しくは遠位端部
５４とを形成している。
【００７７】
　アンカ本体２８の拡張可能部分３６を構成する方法は、概して、図９Ａに示したように
実質的に延在方向３４に沿って間隔を置かれた各々の開口４０を形成する複数の同様に構
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成されたループ９９を形成するために、第２の端部５４を遠位に編むステップを有する。
ループ９９及び各々の開口が、延在方向３４に沿った方向成分を有する方向に沿って間隔
を置かれているならば、ループ９９及び開口４０は、実質的に延在方向３４に沿って間隔
を置かれていると言うことができることを認識すべきである。各々のループ９９は、上述
のように複数の開口４０のうちの各々１つを形成することができる。例えば、図１１Ａに
示したように、この方法は、さらに、第２の端部５４が、結び目８６とアイレット９０と
の間に延びた第１のループ９９ａのような第１の新たなループを形成するように、アイレ
ット９０のような第１の前のループを通って第２の端部５４をループにするステップを含
むことができる。第１のループ９９ａは、各々の開口４０を形成しており、第１のセグメ
ント１０１ａ及び第２のセグメント１０１ｂを有する。第１のループ９９ａの第１のセグ
メント１０１ａは結び目９７から延びており、第２のセグメント１０１ｂは、第１のルー
プ９９ａを形成するために第１のセグメント１０１ａから遠位に延びている。第２の端部
５４の自由端部１００と、第１のループ９９ａとがアイレット９０の互いに反対の側に位
置するように、第２の端部５４は、第２のセグメント１０１ｂから遠位に延びた自由端部
１００を形成することができる。
【００７８】
　次いで、図１１Ｂに示したように、各々の開口４０を形成しかつ第１のセグメント１０
３ａ及び第２のセグメント１０３ｂを有する第２のループ９９ｂのような第２の新たなル
ープを形成するために、第２の端部５４を折り返すことができる。第１のセグメント１０
３ａが第２のセグメント１０３ｂに関して近位に配置されるように、第１のループ９９ａ
によって形成することができる第２の前のループを通って第２のループ９９ｂを引っ張る
ことができる。択一的に、自由端部１００を第１の方向に第１のループ９９ａを通し、第
２のループ９９ｂを形成するために折り返し、第１の方向とは反対の第２の方向で第１の
ループ９９ａに再び通すことができる。したがって、第２のループ９９ｂを形成するため
に、第１のセグメント１０３ａはアイレット９０から延び、第２のセグメント１０３ｂは
第１のセグメント１０３ａから延びる。第２の端部５４の自由端部１００と、第２のルー
プ９９ｂとが、第１のループ９９ａの互いに反対の側に位置するように、第２の端部５４
の自由端部１００は第２のセグメント１０３ｂから遠位に延びている。図１１Ｃに示した
ように、第２のループ９９ｂの第１のセグメント１０３ａに張力を加えることができ、こ
れは、第１のループ９９ａの寸法を減じ、第２のループ９９ｂの周囲に締め付けさせる。
【００７９】
　次いで、図１１Ｄに示したように、開口４０を形成しかつ第１のセグメント１０５ａ及
び第２のセグメント１０５ｂを有する第３のループ９９ｃのような新たなループを形成す
るために、第２の端部５４は再び折り返される。第１のセグメント１０５ａが第２のセグ
メント１０５ｂに関して近位に配置されるように、第２のループ９９ｂのような前のルー
プの開口を通って、第３のループ９９ｃを引っ張ることができる。択一的に、自由端部１
００を、第１の方向で第２のループ９９ｂに通し、第３のループ９９ｃを形成するために
折りたたみ、第１の方向とは反対の第２の方向で第２のループ９９ｂに再び通すことがで
きる。したがって、第１のセグメント１０５ａは第１のループ９９ａから延び、第２のセ
グメント１０５ｂは、第３のループ９９ｃを形成するために第１のセグメント１０５ａか
ら延びる。第２の端部５４の自由端部１００と、第３のループ９９ｃとが、第２のループ
９９ｂの互いに反対側に位置するように、第２の端部５４の自由端部１００は第２のセグ
メント１０５ｂから遠位に延びている。図１１Ｅを参照すると、第１のセグメント１０５
ａは締め付けられ、これは、第２のループ９９ｂの寸法を減じ、第３のループ９９ｃの周
囲に締め付けさせる。
【００８０】
　次いで、図１１Ｆに示したように、各々の開口４０を形成しかつ第１のセグメント１０
７ａ及び第２のセグメント１０７ｂを有する第４のループ９９ｄのような新たなループを
形成するように、第２の端部５４を再び折り返すことができる。第１のセグメント１０７
ａが第２のセグメント１０７ｂに関して近位に配置されるように、第３のループ９９ｃの
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ような前のループの開口４０を通って、第４のループ９９ｄを引っ張ることができる。択
一的に、自由端部１００を、第１の方向で第３のループ９９ｃに通し、第４のループ９９
ｄを形成するために折り返し、第１の方向とは反対の第２の方向で第３のループ９９ｄに
再び通すことができる。したがって、第４のループ９９ｄを形成するために、第１のセグ
メント１０７ａは第２のループ９９ｂから延びており、第２のセグメント１０７ｂは第１
のセグメント１０７ａから延びている。第２の端部の自由端部１００と、第４のループ９
９ｄとが、第３のループ９９ｃの互いに反対の側に位置するように、第２の端部５４の自
由端部１００は、第２のセグメント１０７ｂから遠位に延びている。図１１Ｇを参照する
と、第１のセグメント１０７ａは締め付けられ、これにより、第３のループ９９ｃの寸法
を減じ、第４のループ９９ｄの周囲に締め付ける。
【００８１】
　つまり、拡張可能部分３６、ひいてはアンカ本体２８を形成する方法は、前のループを
形成し、後続のループ９９が前のループの一方の側に配置されかつ端部が前のループの反
対側において後続のループ９９から延びるように第２の端部５４を折り返し、前のループ
の寸法を減じるために後続のループ９９の第１のセグメントに張力を加える、反復される
方法ステップを含むことができる。これらの方法ステップは、図１１Ｈに示したように、
例えば、結果として生じるアンカ本体２８の所望の長さ及び拡張性に依存して、望みに応
じた数のループ９９を形成するために繰り返すことができる。最終的なループ９９が形成
されると、拡張可能部分３６の遠位端部３９ｂを閉鎖する結び目を形成するために、第２
の端部５４の自由端部１００を、最後のループに通し、締め付けることができる。次いで
、第２の端部５４の残りを、拡張可能部分３６の遠位端部３９ｂの近位の位置において終
わらせることができるか、又はアンカ本体２８と一体の作動ストランド３８を形成するた
めの拡張可能部分から近位に延びることができかつ図７Ａ～図８Ｂに関して上述したよう
に選択開口４０を通して織ることができるか、又は択一的に、図４２Ａ～図４２Ｃに関し
て後で説明するようにアンカ２２を別のアンカに取り付けるよう構成された一体のコネク
タストランドを形成することができる。例示した実施の形態によれば、最後のループ９９
は開口４０を有さないことができることを認識すべきである。１つの実施の形態において
、拡張可能部分３６は、各々が開口４０を有する１８個のループ９９を有することができ
る。さらに別の実施の形態において、拡張可能部分３６は、８個の開口４０を形成するこ
とができる。
【００８２】
　アンカ本体２２は、上述のように構成することができる、拡張可能部分３６及びアイレ
ット９０を有するが、拡張可能部分３６及びアイレット９０をあらゆる適切な択一的な方
法を用いて形成することができることを認識すべきである。例えば、ここで説明したよう
に第１の状態から拡張状態へ作動させられるよう構成された拡張可能部分３６を有するア
ンカ本体２８を形成するために、アンカ本体ストランド４４をあらゆる択一的な形式で択
一的に編むことができる。付加的に、拡張可能部分３６をアンカ本体ストランド４４から
形成することができ、アイレット９０を、アンカ本体ストランド４４とは別個の若しくは
非一体的なストランドから製造することができ、アイレット９０を、例えば接着剤、継ぎ
合わせ、結び目又はあらゆる適切な択一的な取付けを用いて、拡張可能部分３６に取り付
けることができる。つまり、アイレット９０は、アンカ本体ストランド４４と一体である
ことができ、ひいては拡張可能部分３６と一体であることができるか、又は作動部分３６
とは別個若しくは非一体であり、作動部分３６に取り付けることができる。さらに、拡張
可能部分３６のループ５６は、同じアンカ本体ストランド４４から構成することができ、
ひいては、例示した実施の形態によれば互いに一体であるが、拡張可能部分３６は、２つ
以上のアンカ本体ストランドを有することができる。これらのアンカ本体ストランドは、
単独で及び／又は互いに組み合わされて、編まれたセグメント又はループ５６を形成し、
この編まれたセグメント又はループ５６は、接続することができ、例えば縫い付けるか（
図５Ｃ参照）、溶接するか（図５Ｄ参照）、結ぶか、継ぎ合わせるか、又はその他の形式
で互いに取り付けることができる。
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【００８３】
　ここで図１２Ａ及び図１２Ｂを参照すると、補助ストランド３３は、アイレット９０を
通って延びることができ、さらに、拡張可能部分３６が第１の状態にあるときに、複数の
選択開口４０のような開口４０の少なくとも１つの選択開口４５を通って延びることがで
きる。例えば、補助ストランド３３の第１及び第２の部分４１及び４３のうちの１つをア
イレット９０に通すことができる。針９４のような針を、選択開口４０に通すことができ
、この選択開口４０は、補助ストランド３３が通る開口４０として特定される。選択開口
４０は、拡張可能部分３６の開口４０のあらゆる１つ以上から全てまでによって形成する
ことができる。例えば、針９４は、第２のループ９９の開口４０と、３つおきの後続のル
ープ９９とを通って遠位に延びることができる。第１及び第２の部分４１及び４３を針９
４のアイに通すことができ、拡張可能部分３６を通って針９４を近位に並進させることが
でき、これにより、第１及び第２の部分４１及び４３を、各々の選択開口４５のような開
口４０のうちの少なくとも１つを通ってアイレット９０から近位に織る。針９４のアイが
拡張可能部分３６を通過すると、図９Ａに示したように第１及び第２の部分４１及び４３
を引き続き針９４から取り外すことができる。
【００８４】
　ここで図１１Ｈ、図１２Ａ及び図１２Ｂを参照すると、少なくとも複数の開口４０から
全ての開口４０までの各々は、実質的に第２の方向に沿って、第１の部分１０２ａと、こ
の第１の部分１０２ａに隣接した第２の部分１０２ｂとを形成するように分割されており
、第１の部分１０２ａと、第２の部分１０２ｂとは、開口４０を通って延びておりかつア
ンカ本体ストランド４４と一体のストランド１０４によって分離されている。１つの実施
の形態によれば、第１及び第２の部分４１及び４３は、交互に、第１及び第２の部分１０
２ａ及び１０２ｂのうちの選択された１つを通り、選択開口４５を通って、連続的に延び
ている。さらに、第１及び第２の部分４１及び４３は、第１の選択開口４５の第１及び第
２の部分１０２ａ及び１０２ｂの同じ第１の１つを通って、第２の選択開口の第１及び第
２の開口１０２ａ及び１０２ｂの同じ第２の１つを通って延びており、その後に続く選択
開口の第１及び第２の部分１０２ａ及び１０２ｂの間を交互に延びつづける。
【００８５】
　再び図９Ａ～図９Ｃを参照すると、補助ストランド３３の第１及び第２の部分４１及び
４３は、アイレット９０に取り付けられており、アイレット９０から同じ開口４０を通っ
て延びており、開口４０の同じ部分１０２ａ及び１０２ｂを通って延びており、アンカ本
体２８から、例えばアンカ本体２８から近位に、目標解剖学的位置から延びている。した
がって、補助ストランド３３、特に第１及び第２の部分４１及び４３は、作動力Ｆが補助
ストランド３３に、特に第１及び第２の部分４１及び４３のうちの少なくとも１つに加え
られたときにアイレット９０のための移動経路を形成している。つまり、第１及び第２の
部分４１及び４３の少なくとも一方又は両方は作動部分１３１を形成することができ、第
１及び第２の部分４１及び４３の少なくとも一方又は両方は取付け部分１３３を形成する
ことができる。したがって、拡張可能部分３６の近位端部３９ａが作動力Ｆに関して締め
付けられながら作動力Ｆが第１及び第２の部分４１及び４３の少なくとも一方に加えられ
ると、アイレット９０は拡張可能部分３６を通って近位に移動し、これは、拡張可能部分
３６を第１の状態から拡張状態へ作動させる。作動力Ｆは、アイレット９０が拡張された
作動本体３６から近位に延びるまで補助ストランド３３に加えることができる。
【００８６】
　以下でより詳細に説明するように、アイレット９０は、アンカ２２を直接に又は間接的
に第２のアンカに取り付けるよう構成されたコネクタ部材６３を形成することができる。
例えばアンカ２２の補助ストランド３３を第２のアンカに取り付けることができる。例え
ば、補助ストランド３３は、一体であるか、第２のアンカの補助ストランドとは別個であ
りかつこの補助ストランドに直接に又は間接的に取り付けることができるか、又は択一的
に、第２のアンカが第１の状態から拡張状態へ作動させられた後に作動ストランドが第２
のアンカから取り外されるならば、第２のアンカのアンカ本体に直接に取り付けることが
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できる。択一的に、補助ストランド３３をアンカ２２及び別のストランド、例えば別のア
ンカの補助ストランドから取り外すことができ、アンカ２２を別のアンカに取り付けるた
めに、及び以下でより詳細に説明するようにアンカ２２が解剖学的構造に埋め込まれたと
きにかつ作動ストランドを提供するために、アイレット９０に挿入することができる。
【００８７】
　ここで図１３Ａ及び図１３Ｂを参照すると、上述のように、アンカ本体ストランド４４
は、開口４０を形成するために多孔質であることができるか、開口４０がアンカ本体スト
ランド４４に形成されるように非多孔質であることができる。例えば、開口は、レーザ切
断されるか、アンカ本体ストランド４４に針を挿入することによって形成されるか、又は
望みに応じてその他の形式で形成することができる。アンカ本体の中心軸線２９は、アン
カ本体ストランド４４の中心軸線を形成することもできる。アンカ本体ストランド４４は
、中心軸線２９に対して実質的に垂直に延びた横断面寸法Ｃ１を形成することができる。
１つの実施の形態によれば、横断面寸法Ｃ１は、アンカ本体ストランド４４の直径である
ことができる。作動ストランド３８は、同様に、中心軸線１１０に対して垂直な横断面寸
法Ｃ２を形成することができる。横断面寸法Ｃ２は、アンカ本体ストランド４４の横断面
寸法Ｃ１よりも小さい。言い換えれば、作動ストランド３８は、アンカ本体ストランド４
４よりも細い。１つの実施の形態によれば、作動ストランド３８の横断面寸法Ｃ２は、作
動ストランド３８の直径であることができる。
【００８８】
　したがって、アンカ本体ストランド３８は、開口４０の少なくとも１つ、例えば複数の
開口４０に挿入することができ、つまりこれらの複数の開口４０を通って延びることがで
きる。作動ストランド３８は、固定位置１１５における結合部１０８においてアンカ本体
ストランド４４に固定することができる。結合部１０８は、作動ストランド１３８によっ
て形成することができるか、又は作動ストランドに取り付けられた補助ストランドによっ
て形成することができる。例示した実施の形態によれば、結合部１０８は、結び目、焼き
付け、又は同様のものであることができる。結合部１０８は、アンカ本体ストランド４４
の外側に配置することができ、隣接する開口よりも大きな寸法を有することができ、結合
部は、引張力が作動ストランド３８に加えられたときに開口４０を通って移動することな
く作動ストランド４４の外面に当接する。択一的に、結合部１０８は、アンカ本体ストラ
ンド４４の外側で又はアンカ本体ストランド４４の内側で、アンカ本体ストランド４４に
溶接するか、縫い付けるか、継ぎ合わせるか、又はその他の形式で固定することができる
。これに関して、アンカ本体ストランド４４は、作動ストランド３８がアンカ本体２８か
ら出るアンカ本体２８に沿った位置に関して遠位の位置において、上述のアンカ本体２８
のいずれかに取り付ける、例えば結ぶか、溶接するか、縫い付けるか、継ぎ合わせるか、
又はその他の形式で取り付けることができる。
【００８９】
　作動ストランド３８は、アンカ本体ストランド４４を通って延び、結合部１０８に関し
て近位に配置された排出位置１１９において出る。図１３Ｃを参照すると、操作中、拡張
可能部分３６の近位端部３９ａが締め付けられながら作動力Ｆが作動ストランドに加えら
れると、拡張可能部分３６の固定位置１１５は出口位置１１９に向かって近位に並進し、
これにより、拡張可能部分３６を第１の状態から拡張状態へ作動させる。例えば、拡張可
能部分３６は、実質的にアコーディオン状の構造に折りたたむことができる。
【００９０】
　ここで図１４Ａを参照すると、上記のアンカ２２は、二重セグメント状のアンカストラ
ンド４４によって構成することができる。例えば、アンカストランド４４は、一緒に互い
に反対側の端部５２及び５４を形成することができる第１及び第２のアンカストランドセ
グメント４４ａ及び４４ｂを形成するように折りたたむことができる。例えば、例示した
ようにアンカストランド４４の折りたたまれた端部は第１の端部５２を形成することがで
き、アンカストランドセグメント４４ａ及び４４ｂの自由端部は第２の端部５４を形成す
ることができる。択一的に、アンカストランド４４の折りたたまれた端部は第２の端部５
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４を形成することができ、アンカストランドセグメント４４ａ及び４４ｂの自由端部は第
１の端部５２を形成することができる。アンカストランドセグメント４４ａ及び４４ｂは
、様々な実施の形態にしたがってアンカ２２を構成するために、アンカストランド４４に
関して上述したように一緒に操作することができる。上述のように一緒に操作することが
できる所望の数のアンカストランドを形成するために、アンカストランド４４を望みに応
じた回数だけ折りたたむことができることを認識すべきである。択一的に及び付加的に、
図１４Ｂに示したように、アンカストランドセグメント４４ａ及び４４ｂ、又は望みに応
じた数のアンカストランドを、別個の非一体のアンカストランド４４によって形成するこ
とができる。したがって、アンカ本体２８は二重セグメント状であることができるか、又
はさもなければストランドの複数のセグメントを形成することができることを認識すべき
である。
【００９１】
　ここで図１５Ａ～図１５Ｄを参照すると、上述のように、アンカ本体２８のサブストレ
ート４２を織ることができ、ひいては、製造しながら開口４０を形成することができる。
例えば、図１５Ａに示したように、拡張可能部分３６を含むアンカ本体２０のサブストレ
ート４２は、メッシュ１１１を形成するように織られた複数のアンカ本体繊維１０９を形
成することができる。繊維１０９は、択一的に、編み物、織物、メッシュ又はニットのよ
うな織り構造を形成することができることを認識すべきである。サブストレート４２は、
複数の開口４０を形成しており、これらの開口４０は、メッシュ１１１を貫通しており、
かつ実質的に延在方向３４に沿って及び実質的に第２の方向３５に沿って間隔を置かれて
いることができる。
【００９２】
　１つの実施の形態によれば、図１５Ｂに示したように、作動ストランド３８は、メッシ
ュ１１１と一体であることができ、例えば図７Ａ～図７Ｃに関して、上記形式で開口４０
の選択開口４５を通って織られていることができる。例えば、作動ストランド３８は、ア
ンカ本体２８から近位に、たとえはアンカ本体２９の近位端部３０から延びていることが
でき、開口４０のうちの選択されたものを通って延びるように織られていることができる
。作動ストランド３８が開口４０を通って織られるとき、メッシュ１１１のアンカ本体繊
維１０９は、作動ストランド３８を受け入れる開口４０を拡大するように分離する若しく
は割れることができる。例示した実施の形態によれば、アンカストランド３８を第１の選
択開口４５に通してループにすることができ、その後、延在方向３４に沿って間隔を置か
れた複数の選択開口４５のような、少なくとも１つの付加的な選択開口４５を通って近位
に織ることができる。作動ストランド３８は、拡張可能部分３６から近位に延びているこ
とができ、これにより、上述のように作動力Ｆが作動ストランド３８に加えられたときに
、作動ストランド３８は拡張可能部分３６を第１の状態から拡張状態へ作動させる。
【００９３】
　ここで図１５Ｃを参照すると、上述のようにアンカ本体２８のサブストレート４２を織
る又は織らないことができ、作動ストランド３８をサブストレート４２に通して織る前に
、開口４０をサブストレート４２に切断することができる。例えば、開口４０を、レーザ
切断するか、機械的に切断するか、化学的に切断するか、又は望みに応じてあらゆる適切
な択一的方法を用いて切断することができる。開口４０は、実質的に延在方向３４に沿っ
て間隔を置かれている。作動ストランド３８は、アンカ本体２８と一体であることができ
、上述のように作動力Ｆが作動ストランド３８に加えられたときに作動ストランド３８が
拡張可能部分３６を第１の状態から拡張状態へ作動させるように、開口４０に通して織る
ことができる。
【００９４】
　ここで図１５Ｄを参照すると、アンカ本体２８のサブストレート４２は、複数のアンカ
本体ストランド４４のような少なくとも１つのアンカ本体ストランドを形成することがで
き、このアンカ本体ストランドは、織ることができる又は織らないことができ、製造され
るときに複数の開口４０を有する編まれたストランドを形成するように編まれる。開口４
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０は、実質的に延在方向３４に沿って間隔を置かれていることができる。作動ストランド
３８は、アンカ本体２８と一体であることができ、上述のように、作動力Ｆが作動ストラ
ンド３８に加えられた時に作動ストランド３８が拡張可能部分３６を第１の状態から拡張
状態へ作動させるように開口４０を通って編まれていることができる。
【００９５】
　ここで図１６Ａを参照すると、拡張可能部分３６を含むアンカ本体２８のサブストレー
ト４２は、図１５Ａに関して上述したようにメッシュ１１１を形成するように編まれた複
数のアンカ本体繊維１０９を形成することができる。サブストレート４２は、メッシュを
通って延びておりかつ実質的に延在方向３４に沿って及び実質的に第２の方向３５に沿っ
て間隔を置かれていることができる複数の開口４０を形成している。アンカ本体２８は、
さらに、拡張可能部分３６が第１の状態にあるときに拡張可能部分３６から延びたアイレ
ット１１２を形成していることができる。例えば、アイレット１１２は、拡張可能部分３
６から遠位に延びていることができ、アイレット９０に関して上述したように拡張可能部
分を通って近位に引っ張られることができる。
【００９６】
　１つの実施の形態によれば、図１６Ｂに示したように、作動ストランド３６は、アンカ
本体２８とは別個又は非一体であることができ、アイレット１１２を通って延びているこ
とができ、さらに、複数の開口４０のような、開口４０の少なくとも１つを通って延びて
いることができる。例えば、作動ストランド３６は、図９Ａ～図９Ｃに関して上述したよ
うに、第１及び第２の部分４１及び４３と、第１及び第２の部分４１及び４３の間に配置
されかつ一体に取り付けられた折返し部８６とを形成することができる。第１及び第２の
部分４１及び４３は、図９Ａ～図９Ｃに関して上述したように拡張可能部分３６が拡張状
態へ作動させられたときにアイレット１１２のための移動経路を形成するためにアイレッ
ト１１２から近位に所定の方向に沿って複数の開口４０を通って織られていることができ
る。したがって、アイレット１１２は、拡張可能部分が拡張状態にあるときに拡張可能部
分３６から近位に延びていることができる。
【００９７】
　択一的に、アイレット１１２又はアイレット９０は、拡張可能部分３６が第１の状態に
あるときに各々の拡張可能部分３６から近位に延びていることができ、作動ストランド３
８は、上述のように拡張可能部分３６を第１の状態から拡張状態へ作動させるための作動
力を受け取るために拡張可能部分３６の複数の開口４０を通って延びていることができる
。つまり、アイレット１１２及び９０は、拡張可能部分が拡張状態へ作動させられた後に
拡張可能部分３６から近位に延びていることができる。
【００９８】
　図１６Ｃを参照すると、アンカ本体２８のサブストレート４２を上述のように織ること
ができるか又は織らないことができ、開口４０は、図１５Ｃに関して上述したように、作
動ストランド３８をサブストレート４２に通して織る前にサブストレート４２に切断する
ことができる。例えば、開口４０は、レーザ切断するか、機械的に切断するか、化学的に
切断するか、又は望みに応じてあらゆる適切な択一的方法を用いて切断することができる
。開口４０は実質的に延在方向３４に沿って間隔を置かれていることができる。アンカ本
体２８は、さらに、拡張可能部分３６が第１の状態にあるときに拡張可能部分３６から例
えば遠位に延びたアイレット１１２を有することができる。１つの実施の形態によれば、
作動ストランドは、アンカ本体２８とは別個若しくは非一体であることができ、アイレッ
ト１１２を通って延びていることができ、図９Ａ～図９Ｃ及び図１６Ａ～図１６Ｂに関し
て上述したように、複数の開口４０のような、開口４０のうちの少なくとも１つを通って
さらに延びていることができる。したがって、アイレット１１２は、拡張可能部分が拡張
状態にあるときに拡張可能部分３６から近位に延びていることができる。
【００９９】
　ここで図１７Ａ及び図１７Ｂを参照すると、アンカアセンブリ２０は、共通の作動スト
ランド３８に沿って互いに関して摺動可能な複数のアンカ部材１１４を接続する、共通の



(37) JP 5763173 B2 2015.8.12

10

20

30

40

50

作動ストランド３８のような作動部材３７を有することができる。アンカ部材１１４は、
予め結ばれた結び目として形成することができ、各々のアイレット１１６は、共通の作動
ストランド３８にアンカ部材１１４の各々を摺動可能に接続するよう構成されている。例
えば、アンカ部材１１４の各々を、例えばアンカ部材１１４を共通の目標解剖学的位置に
噴射するときに形成することができるか又は図１Ａ及び図１Ｂに関して上述したように組
織における欠陥により形成することができる、共通の目標解剖学的位置における開口を通
じて、共通の目標解剖学的位置に挿入することができる。
【０１００】
　共通の作動ストランド３８の第１の部分４１は、アイレット１１７を形成していること
ができ、このアイレット１１７は、作動ストランド３８がループ１１８を形成するように
、第２の部分４３を第１の部分４１に対してアイレット１１７を通って摺動させる摺動結
び目のような摺動部材４７を形成している。つまり、第１及び第２の部分４１及び４３は
、互いに摺動可能に取り付けられていることができる。作動力Ｆが第２の部分４３に加え
られると、この作動力Ｆは、アイレット１１７を通って第２の部分４３を引っ張り、ルー
プ１１８の大きさが減じ、これにより、アンカ部材１１４は共通の作動ストランド３８に
沿って摺動し、集合した結び目の房１２０を形成するように集合する。つまり、第２の部
分４３は、作動部分１３１を形成することができ、取付け部分１３３を形成するように第
２のアンカに取り付けることもできる。房１２０は、各々のアンカ部材１１４の最大厚さ
Ｔ１よりも大きく、かつ共通の目標解剖学的位置における開口の寸法と少なくとも等しい
か又はそれよりも大きいことができる最大厚さＴ２を形成するように寸法決めされている
。
【０１０１】
　したがって、房１２０は、図１Ａ及び図１Ｂに関して上述したタイプの間隙２４ｃを狭
めるために、間隙２４ｃに跨がって別のアンカに取り付けることができるアンカ２２を形
成することができる。択一的に、アンカ部材１１４は、第１の状態又は拡張状態のいずれ
かにおいて、上記の実施の形態のうちのいずれかにより構成されたアンカ本体２８を形成
することができる。房１２０は、本明細書で記載されたあらゆる形式において第２のアン
カ２２に取り付けることができる。例えば、第２のアンカに直接に又は間接的に共通の作
動ストランド３８を取り付けることができる。例えば、第２のアンカの作動ストランドに
直接に又は間接的に共通の作動ストランド３８を取り付けることができる。１つの実施の
形態によれば、共通の作動ストランドは第２のアンカの作動ストランドと一体である。
【０１０２】
　ここで図１８Ａ～図１８Ｃを参照すると、図１Ａ及び図１Ｂに関して上記で概略的に説
明したように、アンカアセンブリ２０は、第１及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂを有す
ることができる。第１のアンカ２２ａは、第１のアンカ本体２８ａを有し、この第１のア
ンカ本体２８ａは、実質的に延在方向３４に沿って延びており、第１のアンカ本体２８ａ
を貫通した第１の複数の開口４０ａを形成している。第１のアンカ２２ａは、さらに、開
口４０ａのうちの少なくとも１つ、例えば複数の開口を貫通した第１の作動ストランド３
８ａを有し、この第１の作動ストランド３８ａは、作動力Ｆを受けるよう構成されており
、この作動力Ｆは、上述の形式で第１のアンカ本体２８ａを第１の状態から拡張状態へ作
動させる。第１の作動ストランド３８ａは、例えば図２Ａ～図２Ｈに関して説明したよう
に、第１のアンカ本体２８ａとは別個のものでありこの第１のアンカ本体２８ａに取り付
ける、例えば第１のアンカ本体２８ａに織り込むことができるか、又は図７Ａ～図７Ｃに
関して上述したように第１のアンカ本体２８ａと一体であることができる。
【０１０３】
　第２のアンカ２２ｂは、第２のアンカ本体２８ｂを有し、この第２のアンカ本体２８ｂ
は、実質的に延在方向３４に沿って延びており、第２のアンカ本体２８ｂを貫通した第２
の複数の開口４０ｂを形成している。第２のアンカ２２ｂは、さらに、第２の作動ストラ
ンド３８ｂを有し、この第２の作動ストランドは、開口４０ｂのうちの少なくとも１つ、
例えば複数の開口を貫通しており、作動力Ｆを受けるように構成されており、この作動力
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Ｆは、上述の形式で第２のアンカ本体２８ｂを第１の状態から拡張状態へ作動させる。第
２の作動ストランド３８ｂは、図２Ａ～図２Ｈに関して上述したように、第２のアンカ本
体２８ｂとは別個のものでありこの第２のアンカ本体２８ｂに取り付ける、例えば第２の
アンカ本体２８ｂに織り込むことができるか、又は図７Ａ～図７Ｃに関して上述したよう
に第２のアンカ本体２８ｂと一体であることができる。
【０１０４】
　第１のアンカ２２ａ及び第２のアンカ２２ｂは、各々の第１及び第２のアンカ本体２８
ａ及び２８ｂと、第１及び第２のアンカ本体２８ａ及び２８ｂと一体の作動ストランド３
８ａ及び２８ｂのような第１及び第２の作動部材３７ａ及び３７ｂとを有することができ
る。第１及び第２のアンカ本体２８ａ及び２８ｂの各々は、上述のように第１の状態から
第２の拡張状態へ作動するよう構成された各々の第１及び第２の拡張可能部分３６ａ及び
３６ｂを有する。
【０１０５】
　図１８Ａ及び１８Ｂに示した実施の形態によれば、第１及び第２の作動ストランド３８
ａ及び３８ｂは、各々の第１及び第２のアンカ本体２８ａ及び２８ｂと一体である。別の
実施の形態によれば、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂは、各々の第１及
び第２のアンカ本体２８ａ及び２８ｂとは別個のものでこれらの第１及び第２のアンカ本
体２８ａ及び２８ｂに取り付けられて例示されている。さらに別の実施の形態によれば、
第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの一方が各々のアンカ本体と一体
であり、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの他方が、各々のアンカ
本体とは別個でかつアンカ本体に取り付けられている。第１及び第２の作動ストランド３
８ａ及び３８ｂが各々の第１及び第２のアンカ本体２８ａ及び２８ｂと一体として例示さ
れかつ説明される実施の形態によれば、そうでないことが示されない限り、第１及び第２
の作動ストランド３８ａ及び３８ｂは択一的に各々の第１及び第２のアンカ本体２８ａ及
び２８ｂとは別個のものでありこれらの第１及び第２のアンカ本体２８ａ及び２８ｂに取
り付けることができることを認識すべきである。さらに、第１及び第２の作動ストランド
３８ａ及び３８が各々の第１及び第２のアンカ本体２８ａ及び２８ｂとは別個のものであ
り第１及び第２のアンカ本体２８ａ及び２８ｂに取り付けられたものとして例示及び説明
されている実施の形態によれば、そうでないことが示されない限り、第１及び第２の作動
ストランド３８ａ及び３８ｂは択一的に各々の第１及び第２のアンカ本体２８ａ及び２８
ｂと一体であることができることを認識すべきである。
【０１０６】
　引き続き図１８Ｃを参照すると、アンカアセンブリ２０は、少なくとも１つのコネクタ
部材６３を有することができ、このコネクタ部材６３は、アンカ２２を接合するよう構成
されており、かつ付勢力がアンカ２２ａ及び２２ｂのうちの少なくとも１つに加えられる
ようにし、前記付勢力は、アンカ２２ａ及び２２ｂを互いに引っ張り、これにより、解剖
学的欠陥２４を狭める。コネクタ部材６３は、第１及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂの
うちの一方又は両方、例えば第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの一
方又は両方と一体であることができるか、第１及び第２のアンカ本体のうちの一方又は両
方と一体であることができるか、又は第１及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂのうちの一
方又は両方と別個でありかつ第１及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂのうちの一方又は両
方に（直接に又は間接的に）取り付けることができる。例えば、コネクタ部材６３は、以
下でより詳細に説明するように、第１及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂとは別個であり
第１及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂの間に取り付けることができる。コネクタ部材６
３は様々な実施の形態にしたがって本明細書で説明されているが、アンカアセンブリ２０
は択一的に、第１のアンカ２２ａを第２のアンカ２２ｂに取り付けるよう構成されたあら
ゆる適切なコネクタ部材を含むことができる。作動ストランドのうちの少なくとも一方又
は両方と、作動ストランド３８がアイレット９０から取り外された後に例えばアイレット
９０又はあらゆる適切な択一的なアイレットに取り付けることができるコネクタストラン
ドとは、接近力ＡＦを受けるよう構成されており、この接近力ＡＦは、間隙２４ｃを狭め
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るように第１及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂのうちの少なくとも一方を他方に向かっ
て付勢する。
【０１０７】
　アンカアセンブリ２０は、対応する作動ストランド３８ａ及び３８ｂと一体のコネクタ
部材６３を有することができる。上述のように、第１及び第２のアンカ本体２８ａ及び２
８ｂの各々は、図１８Ａに示したように間隙２４ｃの互いに反対の側に配置された各々の
第１及び第２の目標解剖学的位置２４ａ及び２４ｂに埋め込むことができる。第１及び第
２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂの各々は、実質的に延在方向３４に沿って作動力Ｆ
を受け取ることができ、この作動力は、各々の第１及び第２のアンカ本体２８ａ及び２８
ｂ、特に各々の拡張可能部分３６ａ及び３６ｂを第１の状態から拡張状態へ作動させ、こ
れにより、第１及び第２のアンカ本体２８ａ及び２８ｂを、各々の第１及び第２の目標解
剖学的位置２４ａ及び２４ｂに固定する。各々の作動ストランド３８ａ及び３８ｂに加え
られる作動力Ｆは、様々な作動力の形態であることができるか、又は以下でより詳細に説
明するように、同じ作動力であることができる。
【０１０８】
　ここで図１８Ｂを参照すると、第１及び第２のアンカ本体２８ａ及び２８ｂが各々の第
１及び第２の目標解剖学的位置２４ａ及び２４ｂに固定されると、接近力ＡＦを、第１及
び第２の作動セグメント３８ａ及び３８ｂのうちの少なくとも一方又は両方に、実質的に
各々の第１及び第２のアンカ本体２８ａ及び２８ｂのうちの他方に向かう方向に沿って加
えることができ、この方向は、各々の間隙２４ｃに向かう方向であることもできる。つま
り、接近力ＡＦは、各々の第１及び第２のアンカ本体２８ａ及び２８ｂのうちの他方に向
かう方向成分を有することができ、例えば、純粋に第１及び第２のアンカ本体２８ａ及び
２８ｂの他方に向かって方向付けられていることができる。同様に、接近力ＡＦは、間隙
２４ｃに向かって方向付けられた、例えば純粋に間隙２４ｃに向かって方向付けられた方
向成分を有することができる。したがって、接近力ＡＦは、アンカ本体２８ａ及び２８ｂ
のうちの少なくとも一方又は両方を、アンカ本体２８ａ及び２８ｂのうちの他方に向かっ
て、間隙２４ｃを狭めるための各々の付勢された位置へ付勢する。
【０１０９】
　再び図１８Ｃを参照すると、コネクタ部材６３は、摺動部材４７と、例えば接合部１２
５において第１及び第２のコネクタ作動ストランド３８ａ及び３８ｂを互いに引き付ける
ロッキング部材６４との少なくとも一方を形成することができる。つまり、摺動部材４７
及びロッキング部材６４のうちの少なくとも一方は同様に第１の作動ストランド３８ａを
第２の作動ストランド３８ｂに取り付けることができることを認識すべきである。１つの
実施の形態によれば、間隙２４ｃを狭めた状態に維持するために第１及び第２の作動スト
ランド３８ａ及び３８ｂが緊張させられた後に、コネクタ部材６３は第１及び第２の作動
ストランド３８ａ及び３８ｂを取り付けることができる。間隙２４ｃを狭めた状態から開
かせる第１及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂの分離を防止するか又はこの分離に抵抗す
るために、部材６３をロック状態へ作動させることができる。択一的に又は付加的に、作
動ストランド３８ａ及び３８ｂに接近力ＡＦを加えかつ作動ストランド３８ａ及び３８ｂ
を緊張状態に配置する前、したがって間隙２４ｃを狭める前に、コネクタ部材６３は第１
及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂを互いに取り付けることができる。
【０１１０】
　幾つかの実施の形態によれば、コネクタ部材６３は、第１及び第２の作動ストランド３
８ａ及び３８ｂによって形成されており、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８
ｂと一体である。コネクタ部材６３は、接合部１２５において摺動部材４７及びロッキン
グ部材６４のうちの少なくとも一方を形成している。下記の幾つかの実施の形態によれば
、コネクタ部材６３は、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂの間に取り付け
られた補助コネクタ部材７７（例えば図２０Ａ）として構成することができ、２つ以上の
ストランド、例えば第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂのいずれか又は両方
を、別のアンカ又は別の解剖学的構造に接続することができる付加的なストランドと共に
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収容するよう構成されている。つまり、コネクタ部材６３は、第１及び第２の作動ストラ
ンド３８ａ及び３８ｂを直接に又は間接的に互いに取り付けることができる。
【０１１１】
　幾つかの実施の形態において、例えば図１８Ｄに示したように、補助コネクタ部材７７
はコネクタストランド５９として構成することができ、これにより、コネクタ部材６３は
、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂを互いに取り付けるために、コネクタ
ストランド５９をそれ自体に取り付けることができる（例えば図３２Ａ～図３２Ｃも参照
）。例えば、コネクタストランド５９は、第２のアンカ本体２８ｂから離れる方向に沿っ
て第１のアンカ本体２８ａの開口４０のうちの第１の開口を通って延びることができ、第
２のアンカ本体２８ｂに向かう方向に沿って第１のアンカ本体２８ａの開口４０のうちの
第２の開口を通り、かつ第２のアンカ本体２８ｂの開口４０のうちの第１の開口を通って
折り返すことができ、第２のアンカ本体２８ｂの開口４０のうちの第２の開口を通って折
り返される。つまり、コネクタストランド５９は、第１及び第２のアンカ本体２８ａ及び
２８ｂの間に延びた第１の部分１２０と、第１のアンカ本体２８ａの開口４０のうちの第
２の開口から解剖学的構造２４の外に延びた第２の部分１２１ａと、第２のアンカ本体２
８ｂの開口４０のうちの第２の開口から解剖学的構造２４の外に延びた第３の部分１２１
ｂとを形成することができる。アンカアセンブリ２０は、第１及び第２のアンカ２２ａ及
び２２ｂを互いに取り付けるために第２の部分１２１ａを第３の部分１２１ｂに取り付け
る、本明細書に説明されたあらゆる適切なコネクタを有することができることを認識すべ
きである。コネクタストランド５９は、望みに応じた数の第１及び第２のアンカ本体２８
ａ及び２８ｂの開口を通って延びていることができることを認識すべきである。
【０１１２】
　択一的に、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂの間にコネクタストランド
を取り付けることができ、これにより、コネクタ部材６３はコネクタストランド５９を第
１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの一方又は両方に取り付けることが
できる。つまり、アンカアセンブリ２０は、少なくとも１つのコネクタ部材６３を有する
ことができ、このコネクタ部材６３は、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂ
を互いに取り付け、これにより、第１及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂと、対応するア
ンカ本体２８ａ及び２８ｂとを互いに取り付ける。
【０１１３】
　図１９Ａも参照すると、コネクタ部材６３は、摺動部材４７と、２つのアンカ２２ａ及
び２２ｂを互いに取り付けかつ固定するロッキング部材６４とを形成することができる。
摺動部材４７は、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの少なくとも一
方を他方に対して摺動させることができ、これにより、作動ストランド３８ａ及び３８ｂ
に張力を生ぜしめ、アンカ２２ａ及び２２ｂのうちの少なくとも一方又は両方をアンカ２
２ａ及び２２ｂのうちの他方に向かって、各々の付勢された位置へ付勢し、これにより、
解剖学的欠陥を狭める。作動ストランド３８ａ及び３８がコネクタ部材を介して他方に対
して並進することを防止し、これにより、アンカ２２ａ及び２２ｂのうちの少なくとも一
方又は両方を各々の付勢された位置に固定するように、ロッキング部材６４は作動させら
れる。
【０１１４】
　例えば、コネクタ部材６３は、結び目６６を形成することができ、この結び目６６は、
図４Ａ～図４Ｆに関して上述したように構成することができ、第１及び第２の作動ストラ
ンド３８ａ及び３８ｂによって形成することができる。例示した実施の形態によれば、第
１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂは結び目を形成するが、第１及び第２の作
動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの選択された１つと、選択された作動ストランドに
取り付けられたコネクタストランドとによって結び目６６を形成することができることを
認識すべきである。つまり、コネクタ部材６３の少なくとも一部は、作動ストランド３８
ａ及び３８ｂの少なくとも一方又は両方と一体であることができる。
【０１１５】
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　第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの一方はポスト端部６８を形成
することができ、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂの他方は自由端部７０
を形成することができる。例示した実施の形態によれば、第１の作動ストランド３８ａは
ポスト端部６８を形成しており、第２の作動ストランド３８ｂは自由端部７０を形成して
いる。第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂは、第１及び第２のアンカ２２ａ
及び２２ｂを互いに向かって付勢する作動ストランド３８ａ及び３８ｂに張力を加える前
に、結び目６６に結ぶことができる。結び目６６が形成されると、結び目６６はロック解
除された状態になったときに、ポストストランド６８に接近力ＡＦを加えることができ、
この接近力ＡＦは、ポスト端部６８をループ７１ａ～７１ｄを通って摺動させ、各々のア
ンカ、例えば第１のアンカ２２ａを、別のアンカ、例えば第２のアンカ２２ｂに向かって
引っ張る。間隙２４ｃが狭められると、例えば第２の作動ストランド３８ｂによって形成
された自由端部７０の自由ストランド７０ｂを緊張状態で配置することができ、これによ
り、ループ７１ａ～７１ｄをポストストランド６８又は第１の作動ストランド３８ａの周
囲にロックし、これにより、結び目６６をロック状態に作動させ、作動ストランド３８ａ
及び３８ｂを緊張状態に固定する。
【０１１６】
　コネクタ部材６３は、結び目として構成されたロッキング部材６４を形成することがで
きるが、望みに応じてロッキング部材６４を形成するように択一的にコネクタ部材６３を
構成することができることを認識すべきである。例えば、図１９Ｂを参照すると、ロッキ
ング部材６４を形成する溶接部１３０としてコネクタ部材６３を構成することができる。
例えば、例えばアンカ本体２８ａ及び２８ｂを分離させる相対移動に関して、第１及び第
２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂを互いに固定する溶接部１３０を形成するために、
作動ストランド３８ａ及び３８ｂを互いに溶接する、例えば互いに加熱するか、又は接着
剤を介して互いに接着することができる。つまり、第１及び第２の作動ストランド３８ａ
及び３８ｂのうちの少なくとも一方又は両方は各々の接近力ＡＦを受けることができ、こ
の接近力ＡＦは、間隙２４ｃを狭めるために、アンカ本体２８ａ及び２８ｂのうちの少な
くとも一方又は両方をアンカ本体２８ａ及び２８ｂの他方に向かって付勢位置へ付勢する
。次いで、第１及び第２のアンカ本体２８ａ及び２８ｂを付勢位置に固定する溶接部１３
０を形成するために、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂを互いに溶接する
ことができる。
【０１１７】
　ここで図１９Ｃを参照すると、第１のアンカ２２ａを第２のアンカ２２ｂに取り付ける
ロッキング部材６４を形成する捩り結束部１３２としてコネクタ部材６３を構成すること
ができる。捩り結束部１３２、つまりコネクタ部材６３を、例えば第１及び第２の作動ス
トランド３８ａ及び３８ｂによって形成することができる。つまり、捩り結束部１３２を
形成するために接合部１２５において第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂを
捩り合わせることができるように、作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの少なくとも
一方又は両方を柔軟な変形可能な材料から形成することができる。つまり、操作中、第１
及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの少なくとも一方又は両方は、各々の
接近力ＡＦを受けることができ、この接近力ＡＦは、間隙２４ｃを狭めるためにアンカ本
体２８ａ及び２８ｂのうちの少なくとも一方又は両方をアンカ本体２８ａ及び２８ｂの他
方に向かって付勢位置へ付勢する。次いで、第１及び第２のアンカ本体２８ａ及び２８ｂ
を付勢位置に固定する捩り結束部１３２を形成するために、第１及び第２の作動ストラン
ド３８ａ及び３８ｂを捩り合わせることができる。択一的に又は付加的に、間隙２４ｃを
狭める、又はさらに狭めるために第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂが捩り
結束部１３２にねじられながら、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうち
の一方又は両方に接近力ＡＦを加えることができる。
【０１１８】
　ここで図１９Ｄ～図１９Ｈを参照すると、アンカアセンブリ２０は、一対の各々の接合
部１２５ａ及び１２５ｂにおいて第１の作動ストランド３８ａを第２の作動ストランド３
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８ｂに接続する一対のコネクタ部材６３ａ及び６３ｂのような、少なくとも１つのコネク
タ部材６３を有することができる。例えば、コネクタ部材６３ａ及び６３ｂの各々を、第
１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂによって形成された各々の引通し部１３４
ａ及び１３４ｂとして構成することができる。例えば、第１及び第２の作動ストランド３
８ａ及び３８ｂのうちの一方を、作動ストランド３８ａ及び３８ｂの他方に織り込むか、
さもなければ作動ストランド３８ａ及び３８ｂの他方に引き通すことができる。例示した
実施の形態によれば、第１の引通し部１３４ａを形成するために第２の作動ストランド３
８ａを第１の作動ストランド２８ａに織り込むか、又はさもなければ第１の作動ストラン
ド２８ａに引き通すことができ、第２の引通し部１３４ｂを形成するために第１の作動ス
トランド３８ａを第２の作動ストランド３８ｂに織り込むか、又はさもなければ第２の作
動ストランド３８ｂに引き通すことができる。第１の引通し部１３４ａが第２の引通し部
１３４ｂよりも第１のアンカ２２ａの近くに配置されかつ第２の引通し部１３４ｂが第１
の引通し部１３４ａよりも第２のアンカ２２ｂの近くに配置されるように、第１及び第２
の引通し部１３４ａ及び１３４ｂを離間させることができる。
【０１１９】
　特に、第２の作動ストランド３８ｂは、第１の作動ストランド３８ａに進入することが
でき、対応する第２のアンカ本体２８ｂから離れる方向に沿って第１の作動ストランド３
８ａ内へ第１の作動ストランド３８ａに沿って延びることができ、これにより、第１の作
動ストランド３８ａから出る前に第１の引通し部１３４ａを形成する。つまり、第１の作
動ストランド３８ａは、第２の作動ストランド３８ｂの長さの一部に沿って、第２の作動
ストランド３８ｂを取り囲んでいることができる。第２の作動ストランド３８ｂは、作動
ストランド３８ａから出た、第１の作動ストランド３８ａの作動部分１３１ａを形成する
ことができる末端部１３５ｂを形成している。第２の作動ストランド３８ｂは、第２の作
動ストランド３８ｂが進入した第１の作動ストランド３８ａの反対側から第１の作動スト
ランド３８ａを出ることができる。例えば、第２の作動ストランド３８ｂは、第１の作動
ストランド３８ａに進入する前には解剖学的構造２４に関して第１の作動ストランド３８
ａの内側に配置することができ、第１の作動ストランド３８ａを出た後には解剖学的構造
２４に関して第１の作動ストランド３８ａの外側に配置することができる。
【０１２０】
　第１の作動ストランド３８ａは、第２の作動ストランド３８ｂを出る前に第２の引通し
部１３４ｂを形成するために、第２の作動ストランド３８ｂに進入し、第１のアンカ本体
２８ａから離れる方向に沿って第２の作動ストランド３８ｂの内側で第２の作動ストラン
ド３８ｂに沿って延びていることができる。つまり、第２の作動ストランド３８ｂは、第
１の作動ストランド３８ｂの長さの一部に沿って第１の作動ストランド３８ａを取り囲ん
でいることができる。第１の作動ストランド３８ａは、第２の作動ストランド３８ｂを出
て、第１の作動ストランド３８ａの作動部分１３１ａを形成することができる末端部１３
５ａを形成している。第１の作動ストランド３８ａは、第１の作動ストランド３８ａが進
入した作動ストランド３８ｂの同じ側において第２の作動ストランド３８ｂから出ること
ができる。例えば、第２の作動ストランド３８ｂに進入する前及び第２の作動ストランド
３８ｂから出た後に、第１の作動ストランド３８ａを解剖学的構造２４に関して第２の作
動ストランド３８ｂの外側に配置することができる。
【０１２１】
　操作中、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂはそれぞれ、各々の作動力Ｆ
を受けることができ、この作動力Ｆは、アンカ本体２８ａ及び３８ｂを各々の第１の状態
から各々の拡張状態へ作動させる。作動力Ｆは、例示したように各々の第１及び第２の末
端部１３５ａ及び１３５ｂにおいて第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂに直
接に加えることができるか、又は各々の引通し部１３４ｂ及び１３４ａの上流の位置にお
いて第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂに加えることができる。次いで、第
１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂの第１及び第２の末端部１３５ａ及び１３
５ｂの各々は、接近力ＡＦを受けることができ、この接近力ＡＦは、間隙２４ｃを狭める
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ためにアンカ本体２８ａ及び２８ｂのうちの少なくとも一方をアンカ本体２８ａ及び２８
ｂの他方に向かって付勢位置へ付勢する。例えば作動力Ｆが末端部１３５ａ及び１３５ｂ
に加えられる場合、接近力ＡＦは作動力Ｆの継続であることができる。第１及び第２の作
動ストランド３８ａ及び３８ｂが緊張状態に配置されると、作動ストランド３８ａは第１
の引通し部１３４ａにおいて第２の作動ストランド３８ｂに圧縮力ＣＦ１を加え、第２の
作動ストランド３８ｂは、第２の引通し部１３４ｂにおいて第１の作動ストランド３８ａ
に圧縮力ＣＦ２を加える。第１の圧縮力ＣＦ１は、第２のアンカ本体２８ｂに向かう方向
で第２の作動ストランド３８ｂが第１の引通し部１３４ａから戻り出ることを防止するの
に十分であり、第２の圧縮力ＣＦ２は、第１のアンカ本体２８ａに向かう方向で第１の作
動ストランド３８ａが第２の引通し部１３４ｂから戻り出ることを防止するのに十分であ
る。
【０１２２】
　したがって、第１及び第２の引通し部１３４ａ及び１３４ｂは、第１及び第２の作動ス
トランド３８ａ及び３８のうちの一方を第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂ
のうちの他方に対して摺動させる摺動部材４７を形成しており、さらに、例えば第１及び
第２のアンカ本体２８ａ及び２８ｂを分離させる相対移動に関して、第１及び第２の作動
ストランド３８ａ及び３８ｂを互いに固定するロッキング部材６４を形成している。
【０１２３】
　コネクタ部材６３は、作動ストランド３８ａ及び３８ｂが互いに直接に取り付けられる
ように作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの少なくとも一方又は両方と一体であるよ
うに説明したが、アンカアセンブリ２０は、択一的に又は付加的に、第１及び第２のアン
カ２２ａ及び２２ｂを互いに取り付けるために第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び
３８ｂのうちの一方又は両方に取り付けられる補助コネクタ部材７７として構成されたコ
ネクタ部材６３を有することができることを認識すべきである。補助コネクタ部材７７は
、択一的に又は付加的に、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの少な
くとも一方をコネクタストランドに取り付けることができ、このコネクタストランドは、
同様に補助コネクタ部材７７を形成することができるか、又は例えば作動ストランド３８
ａ及び３８ｂがアイレットを形成しておりかつコネクタストランドがこれらのアイレット
を通って延びている場合、第１の作動ストランド３８ａを第２の作動ストランド３８ｂに
取り付けるためにコネクタストランドの複数の部分をそれ自体に取り付けることができる
。補助コネクタ部材７７は、以下の説明から説明されるように、金属、プラスチック、縫
合糸、又はあらゆる適切な択一的な材料から形成することができる。
【０１２４】
　例えば、ここで図２０Ａを参照すると、補助コネクタ部材７７は、ストランド１３６と
して構成することができ、このストランド１３６は、例えば上述の形式で間隙２４ｃが狭
められた後に、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂを互いに取り付けるため
に第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂに縫い込まれている。ストランド１３
６は、例えば図７Ａ～図７Ｃに示したように、望みに応じてあらゆる形式で構成すること
ができるアンカ２２ａ及び２２ｂの間の位置において第１及び第２の作動ストランド３８
ａ及び３８ｂに縫い込むことができる。
【０１２５】
　択一的に又は付加的に、図２０Ｂに示したように、補助コネクタ部材７７をステープル
１３８として構成することができ、このステープル１３８は、クロスバー１４０と、この
クロスバー１４０から延びた一対の間隔を置かれた脚１４２とを有する。脚１４２の少な
くとも一方又は両方は、上述の形式で間隙２４ｃが狭められた後にストランド３８ａ及び
３８ｂをステープル１３８に、ひいては互いに取り付けるために第１及び第２の作動スト
ランド３８ａ及び３８ｂを通って延びることができる。択一的に又は付加的に、図２０Ｃ
に示したように、脚１４２は、各々の開口１４４を形成するようにクロスバー１４０に向
かって湾曲していることができ、開口１４０のうちの少なくとも一方又は両方は、作動ス
トランド３８ａ及び３８ｂをステープル１３８に、ひいては互いに取り付けるために第１
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及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの各々一方又は両方を収容することが
できる。例えば、作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの各々一方又は両方を各々の脚
１４２とクロスバー１４０との間に挟持するために、脚１４２をクロスバー１４０に向か
って変形させることができる。アンカ２２ａ及び２２ｂの間の位置においてステープル１
３８を第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂに取り付けることができる。
【０１２６】
　図２１Ａ及び図２１Ｂを参照すると、補助コネクタ部材７７を、あらゆる適切な金属、
プラスチック、又はあらゆる択一的な生体適合性材料から形成することができ、アンカ２
２ａ及び２２ｂの間の位置において第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂのう
ちの一方又は両方に取り付けるように構成されたフレキシブル又は剛性であることができ
る本体１４６として構成することができる。例えば、アンロックされた状態からロックさ
れた状態へ作動させることができる結び目１４８を形成するために、第１及び第２の作動
ストランド３８ａ及び３８ｂの各々を、本体１４６に縫い込みかつ本体１４６の周囲に結
ぶことができる。第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂは、結び目１４８がア
ンロックされた状態にあるときには本体１４６に対して摺動可能であり、結び目１４８が
ロックされた状態にあるときには本体１４６に対する摺動運動に関して固定されている。
本体１４６は、望みに応じたあらゆる形状、例えば実質的に円筒形を形成することができ
、望みに応じてフレキシブル又は実質的に剛性であることができる。
【０１２７】
　操作中、作動ストランド３８ａ及び３８ｂを、解剖学的構造２４から離れる方向に沿っ
て本体１４６に縫い込み、各々の結び目１４８がアンロックされた状態になるように本体
１４６の周囲に結ぶことができる。本体１４６は、本体の長軸１４９が解剖学的構造２４
に対して実質的に平行に向けられるように、向けることができる。作動ストランド３８ａ
及び３８ｂが緊張した状態で、本体１４６を、解剖学的構造２４に向かって矢印５０の方
向に沿って第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂに沿って並進させることがで
き、これは、作動ストランド３８ａ及び３８ｂを、矢印１５２によって示された反対方向
に沿って本体１４６に対して並進させる。本体１４６が間隙２４ｃに向かって作動ストラ
ンド３８ａ及び３８ｂに沿って並進すると、本体１４６は作動ストランド３８ａ及び３８
ｂに作動力Ｆを加え、これは、アンカ２２ａ及び２２ｂを第１の状態から拡張状態へ作動
させる。
【０１２８】
　アンカ２２ａ及び２２ｂが、拡張状態へ作動させられた後、本体１４６が間隙２４ｃに
向かってさらに並進すると、本体１４６は、作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの少
なくとも一方又は両方に接近力ＡＦを加え、この接近力ＡＦは、アンカ２２ａ及び２２ｂ
のうちの少なくとも一方又は両方を互いに向かって内方へ引っ張り、これにより、間隙２
４ｃを狭める。これに関して、接近力ＡＦは作動力Ｆの継続であることができることを認
識すべきである。択一的に、作動力Ｆは、本体１４６の上流の位置において、若しくは作
動ストランド３８ａ及び３８ｂを本体１４６に取り付ける前に、作動ストランド３８ａ及
び３８ｂに加えることができる。次いで、第１及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂの分離
を防止するために第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂを本体１４６に、ひい
ては互いに対しても固定するように、結び目１４８を締め付けることができる。間隙２４
ｃが狭められると、本体１４６、ひいては結び目１４８を、解剖学的構造２４の外面に沿
って配置することができる。択一的に、間隙２４ｃが狭められるとアンカ本体２８ａ及び
２８ｂを収容する開口に本体１４６の一部、ひいては結び目１４８が配置されるように、
本体１４６を寸法決めすることができる。したがって、結び目１４８を解剖学的構造２４
の背後に配置することができるか、又は解剖学的構造２４に埋め込むことができる。
【０１２９】
　つまり、本体１４６は、間隙２４ｃを狭めるために第１及び第２の作動ストランド３８
ａ及び３８ｂのうちの一方を第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの他
方に対して摺動させる摺動部材４７を形成することができ、さらに、例えば第１及び第２
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のアンカ本体２８ａ及び２８ｂを分離させる相対移動に関して第１及び第２の作動ストラ
ンド３８ａ及び３８ｂを互いに固定するロッキング部材６４を形成することができる。
【０１３０】
　択一的に、図２１Ｃを参照すると、例えば実質的に長軸１４９に沿って反対方向に、第
１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの少なくとも一方又は両方を本体１
４６に織り込むことができる。本体１４６は、作動ストランド３８ａ及び３８ｂがコアに
織り込まれるようにコアを形成する縫合糸として、又は作動ストランド３８ａ及び３８ｂ
が本体の選択編み物に織り込まれるように、チューブのような編まれた本体として構成す
ることができる。つまり、作動力Ｆ及び接近力ＡＦは、本体１４６から延びた作動ストラ
ンド３８ａ及び３８ｂの端部１３５ａ及び１３５ｂに加えられることができ、作動ストラ
ンド３８ａ及び３８ｂを本体１４６を通って並進させる。つまり、本体１４６は摺動部材
４７を形成することができる。作動力Ｆは、アンカ２２ａ及び２２ｂの各々を第１の状態
から拡張状態へ作動させ、さらに、間隙２４ｃを狭めるためにアンカ２２ａ及び２２ｂを
互いに引っ張る。各々のアンカ本体２８ａ及び２８ｂに向かう方向に沿って作動ストラン
ド３８ａ及び３８ｂが本体１４６から戻り出て、アンカ２２ａ及び２２ｂを分離させるこ
とを防止するために、作動ストランド３８ａ及び３８ｂは本体１４６に摩擦により係合す
ることができる。つまり、本体１４６はロッキング部材６４を形成することができる。択
一的に又は付加的に、各々の第１及び第２の末端部において作動ストランド３８ａ及び３
８ｂを結び目に結ぶことができる。結び目は、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び
３８ｂが本体１４６から戻り出ることを防止するのに十分に寸法決めされている。
【０１３１】
　作動ストランド３８ａ及び３８ｂ、又は作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの一方
又は両方に直接に又は間接的に取り付けられたコネクタストランドを並進させるよう構成
されたコネクタ部材６３は、摺動部材を形成すると言うことができることを認識すべきで
ある。さらに、作動ストランド３８ａ及び３８ｂ、又は作動ストランド３８ａ及び３８ｂ
のうちの一方又は両方に直接に又は間接的に取り付けられたコネクタストランドが並進す
ることを引き続き防止するよう構成されたコネクタ部材６３は、ロッキング部材６４を形
成すると言うことができる。
【０１３２】
　ここで図２２Ａ～図２２Ｃを参照すると、補助コネクタ部材７７は、上述のように間隙
２４ｃが狭められた後に第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂを互いに取り付
けるために第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂに取り付けるよう構成された
クリップ１５４として構成することができる。クリップ１５４は、アンカ２２ａ及び２２
ｂの間の位置において第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂに取り付けること
ができる。例えば、クリップ１５４は、互いに取り付けることができる一対の本体部分１
５６ａ及び１５６ｂを有することができる。１つの実施の形態によれば、本体部分１５６
ａ及び１５６ｂのうちの少なくとも一方又は両方は、本体部分１５６ａ及び１５６ｂを互
いに固定するために他方の本体部分の各々の開口内にロックする脚１５８を有することが
できる。
【０１３３】
　本体部分１５６ａ及び１５６が互いに取り付けられているとき、クリップ１５４は、作
動ストランド３８ａ及び３８ｂを収容することができるチャネル１６０を形成する。本体
部分１５６ａ及び１５６ｂは、第１の状態において互いに取り付けられることができ、引
き続き、互いに向かって、チャネルの寸法が減じられる第２の状態へ締め付けられる。し
たがって、クリップ１５４は、作動ストランド３８ａ及び３８ｂがチャネル１６０内で自
由に移動することができるようにチャネル１６０が寸法決めされているアンロック状態（
図２２Ｂ）から、クリップ１５４が作動ストランド３８ａ及び３８ｂを固定しかつ作動ス
トランド３８ａ及び３８ｂが互いに対して及びクリップ１５４に対して移動することを防
止するロック状態（図２２Ｃ）へ可動である。
【０１３４】
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　クリップ１５４が第１及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂの間に位置決めされ、クリッ
プ１５４がアンロック状態にあるときに、作動ストランド３８ａ及び３８ｂを、実質的に
長軸１４９に沿った反対方向でチャネル１６０に通すことができる。作動力Ｆを作動スト
ランド３８ａ及び３８ｂに加えることができ、これにより、アンカ２２ａ及び２２ｂを第
１の状態から拡張状態へ作動させる。アンカ２２ａ及び２２ｂが作動させられると、接近
力ＡＦが作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの少なくとも一方又は両方に加えられ、
この接近力ＡＦは、アンカ２２ａ及び２２ｂのうちの少なくとも一方又は両方を他方に向
かって内方へ引っ張り、これにより、間隙２４ｃを狭める。これに関して、接近力ＡＦは
作動力Ｆの継続であることができることを認識すべきである。択一的に、クリップ１５４
の上流の位置において又は作動ストランド３８ａ及び３８ｂをクリップ１５４に取り付け
る前に、作動力Ｆを直接に作動ストランド３８ａ及び３８ｂに加えることができる。間隙
２４ｃが狭められると、クリップ１５４をロック状態へ作動させることができ、これによ
り、クリップ１５４を通る並進に関して第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂ
を固定し、したがって、作動ストランド３８ａ及び３８ｂを互いに対しても固定し、これ
により、第１及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂの分離を防止する。
【０１３５】
　つまり、クリップ１５４は、間隙２４ｃを狭めるために第１及び第２の作動ストランド
３８ａ及び３８ｂのうちの一方を第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうち
の他方に対して摺動させる摺動部材４７を形成することができ、さらに、例えば第１及び
第２のアンカ本体２８ａ及び２８ｂを分離させる相対移動に関して、第１及び第２の作動
ストランド３８ａ及び３８ｂを互いに対して固定するロッキング部材６４を形成すること
ができる。
【０１３６】
　図２２Ｄ～図２２Ｆを参照すると、クリップ１５４は、単一のハウジング１５６を有す
ることができ、上述の形式で間隙２４ｃが狭められた後に第１及び第２の作動ストランド
３８ａ及び３８ｂをクリップ１５４に、ひいては互いにも取り付けるために第１及び第２
の作動ストランド３８ａ及び３８ｂに圧着されるよう構成することができる。例えば、第
１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂを、実質的に長軸１４９に沿って反対方向
にチャネル１６０内に又はチャネル１６０を通って挿入することができる。択一的に、又
は付加的に、クリップ１５４は、ハウジング１５６を貫通してチャネル１６０内へ延びた
開口１６１を形成することができ、この開口は、長軸１４９に対して角度方向にずれた、
例えば実質的に垂直な方向に沿って作動ストランド３８ａ及び３８ｂを収容するよう構成
されている。
【０１３７】
　作動ストランド３８ａ及び３８ｂがチャネル１６０において摺動可能であるように、ク
リップ１５４がアンロック状態にあるときにクリップ１５４は作動ストランド３８ａ及び
３８ｂを収容することができる（図２２Ｅ）。作動力Ｆを作動ストランド３８ａ及び３８
ｂに加えることができ、これにより、アンカ２２ａ及び２２ｂを第１の状態から拡張状態
へ作動させる。アンカ２２ａ及び２２ｂが作動させられると、接近力ＡＦが作動ストラン
ド３８ａ及び３８ｂのうちの少なくとも一方又は両方に加えられ、この接近力ＡＦは、ア
ンカ２２ａ及び２２ｂのうちの少なくとも一方又は両方を他方に向かって内方へ引っ張り
、間隙２４ｃを狭める。これに関して、接近力ＡＦは作動力Ｆの継続であることができる
ことを認識すべきである。択一的に、クリップ１５４の上流の位置において又は作動スト
ランド３８ａ及び３８ｂをクリップ１５４に取り付ける前に作動力Ｆを作動ストランド３
８ａ及び３８ｂに加えることができる。間隙２４ｃが狭められると、クリップ１５４を図
２Ｆに示したようなロック状態に作動させることができ、この場合、クリップ１５４は第
１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂに圧着され、これにより、クリップ１５４
を通って第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂが並進することを防止し、作動
ストランド３８ａ及び３８ｂを互いに固定し、第１及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂの
分離を防止する。
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【０１３８】
　図２３Ａ～図２３Ｄを参照すると、補助コネクタ部材７７を、第１及び第２の作動スト
ランド３８ａ及び３８ｂの周りに巻き付けられるシュリンク・ラップ材料１６２として構
成することができる。例えば、図２３Ａ及び図２３Ｂに示したように、シュリンク・ラッ
プ材料１６２は、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂがチャネル１６４内で
摺動可能であるように、シュリンク・ラップ材料１６２がアンロック状態にある間に第１
及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂを収容するチャネル１６４を形成することが
できる。シュリンク・ラップ材料１６２は、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３
８ｂを収容するチャネル１６４を形成するために実質的に管状であることができるか、又
は択一的に、チャネル１６４を形成するために第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び
３８ｂの周りに巻き付けることができる。
【０１３９】
　アンカ２２ａ及び２２ｂを第１の状態から拡張状態へ作動させるために、作動力Ｆを作
動ストランド３８ａ及び３８ｂに加えることができる。アンカ２２ａ及び２２ｂが作動さ
せられると、接近力ＡＦを作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの少なくとも一方又は
両方に加えることができ、この接近力ＡＦは、アンカ２２ａ及び２２ｂのうちの少なくと
も一方又は両方を他方に向かって内方へ引っ張り、これにより、間隙２４ｃを狭める。こ
れに関して、接近力ＡＦは作動力Ｆの継続であることができることを認識すべきである。
間隙２４ｃが狭められると、シュリンク・ラップ材料１６２を作動させる、例えば加熱す
ることができ、これにより、シュリンク・ラップ材料１６２をロック状態に作動させ、図
２３Ｃ及び図２３Ｄに例示したように第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂの
周りに締め付け、これにより、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂに圧縮力
を加え、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂを互いに取り付けて、第１及び
第２のアンカ２２ａ及び２２ｂの分離を防止する。
【０１４０】
　つまり、シュリンク・ラップ材料１６２は、間隙２４ｃを狭めるために第１及び第２の
作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの一方をシュリンク・ラップ材料１６２を通って
第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの他方に対して摺動させる摺動部
材４７を形成することができる。さらに、シュリンク・ラップ材料１６２は、第１及び第
２のアンカ本体２８ａ及び２８ｂを分離させる、シュリンク・ラップを通る並進に関して
、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂを固定するロッキング部材６４を形成
することができる。
【０１４１】
　図２４Ａ及び図２４Ｂを参照すると、補助コネクタ部材７７を縫合糸クリート１６６と
して構成することができ、この縫合糸クリート１６６は、本体１６８と、本体１６８から
延びておりかつ縫合糸クリート１６６を解剖学的構造２４に係止するよう構成された少な
くとも１つの鉤状部１７０、例えば一対の鉤状部１７０とを有する。１つの実施の形態に
よれば、縫合糸クリート１６６は、例えば解剖学的構造２４が骨である場合に解剖学的構
造に取り付けられるよう構成された縛りクリップとして構成することができる。つまり、
図２４Ａに示したように、作動ストランド３２ａ及び３２ｂは、第１及び第２のアンカ２
２ａ及び２２ｂの各々を第１の位置から拡張した位置へ作動させるために作動力Ｆを受け
るよう構成されている。次いで、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂを縫合
糸クリート本体１６８に固定することができ、縫合糸クリート１６６を、間隙２４ｃに隣
接しかつアンカ２２ａ及び２２ｂの間の位置において、下に位置する解剖学的構造２２に
埋め込みかつ埋設することができる。例えば、第１及び第２のストランド３８ａ及び３８
ｂを、縫合糸クリート本体１６８に圧着することができるか、又は望みに応じてその他の
形式で縫合しクリート本体に固定することができる。
【０１４２】
　各々のアンカ本体２８ａ及び２８ｂと縫合糸クリート１６６との間の第１及び第２の作
動ストランド３８ａ及び３８ｂの長さは、縫合糸クリート１６６が解剖学的構造に埋め込
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まれたときに縫合糸クリート１６６が第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂに
張力を生ぜしめるように、また、接近力ＡＦが第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び
３８ｂに加えられ、この接近力ＡＦが第１及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂを付勢して
互いに向かって移動させ、間隙２４ｃを狭めるように、寸法決めすることができる。鉤状
部１７０は、縫合糸クリート１６６を解剖学的構造２４に保持するのを助け、縫合糸クリ
ート１６６が解剖学的構造２４から戻り出ることを防止する。
【０１４３】
　ここで図２５Ａ及び図２５Ｂを参照すると、補助コネクタ部材７７をカラー１７２とし
て構成することができ、このカラー１７２は、上述の形式で第１及び第２の作動ストラン
ド３８ａ及び３８ｂを互いに取り付けるために第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び
３８ｂに取り付けるよう構成されている。カラー１７２を、アンカ２２ａ及び２２ｂの間
の位置において第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂに取り付けることができ
る。例えば、カラー１７２は、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの
選択された一方を収容するように構成された一対のチャネル１７４及び１７６を形成する
ことができる。チャネル１７４及び１７６は、カラー１７２の長軸１８２に対して実質的
に平行に向けられた各々の軸線に沿って延びていることができる。さらに、カラー１７２
は、少なくとも１つの内部ラチェット歯１７８、例えば複数のラチェット歯１７８を形成
しており、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂの各々は、カラー１７２のラ
チェット歯１７８に対して相補的な各々のラチェット歯１８０ａ及び１８０ｂを形成する
ことができる。
【０１４４】
　例示した実施の形態によれば、ラチェット歯１７８は、第１及び第２の作動ストランド
３８ａ及び３８ｂをカラーを通って各々の第１及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂから離
れる方向に沿って摺動させ、かつ第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂがカラ
ー１７２において各々の第１及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂに向かう方向に沿って摺
動することを防止するためにロックするように、ラチェット歯１８０ａ及び１８０ｂと噛
み合っている。つまり、作動ストランド３８ａ及び３８ｂは、例えばカラー１７２が、下
に位置する解剖学的構造２４に対して実質的に平行に向けられておりかつカラー１７２が
第１及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂの間に位置決めされているときに、実質的にカラ
ー１７６の長軸１８２に沿った反対方向で各々のチャネル１７４及び１７６に通すことが
できる。
【０１４５】
　作動力Ｆを作動ストランド３８ａ及び３８ｂに加えることができ、この作動力Ｆは次い
で、アンカ２２ａ及び２２ｂを第１の状態から拡張状態へ作動させる。例えば、作動スト
ランド３８ａ及び３８ｂをカラーに挿入する前に作動力Ｆを作動ストランド３８ａ及び３
８ｂに加えることができる。択一的に、ラチェット歯１８０ａ及び１８０ｂがカラー１７
２の相補的なラチェット歯１７８を超えて摺動するように、作動ストランド３８ａ及び３
８ｂがカラーに挿入された後に作動力Ｆを作動ストランド３８ａ及び３８ｂに加えること
ができる。アンカ２２ａ及び２２ｂが作動させられると、接近力ＡＦが作動ストランド３
８ａ及び３８ｂのうちの少なくとも一方又は両方、例えば各々の末端部１３５ａ及び１３
５ｂに加えられ、この接近力ＡＦは、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂが
各々のアンカ２２ａ及び２２ｂから離れるように並進しながらラチェット歯１８０ａ及び
１８０ｂをカラー１７２の相補的なラチェット歯１７８を超えて摺動させ、これにより、
アンカ２２ａ及び２２ｂのうちの少なくとも一方又は両方を他方に向かって内方へ引っ張
り、間隙２４ｃを狭める。これに関して、接近力ＡＦは作動力Ｆの継続であることを認識
すべきである。ストランド３８ａ及び３８ｂが各々のアンカ本体２８ａ及び２８ｂに向か
う方向に沿って並進し、このことが第１及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂを分離させる
ことを防止するために、カラー１７２のラチェット歯１７８は第１及び第２の作動ストラ
ンド３８ａ及び３８ｂのラチェット歯１８０ａ及び１８０ｂとロックする。
【０１４６】
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　つまり、カラー１７２は、間隙２４ｃを狭めるために第１及び第２の作動ストランド３
８ａ及び３８ｂのうちの一方を第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの
他方に対して摺動させる摺動部材４７を形成することができ、さらに、例えば第１及び第
２のアンカ本体２８ａ及び２８ｂを分離させる相対移動に関して、作動ストランド３８ａ
及び３８ｂを互いに固定するロッキング部材６４を形成することができる。
【０１４７】
　コネクタ６３は、各々のアンカ本体２８ａ及び２８ｂと一体の第１及び第２の作動スト
ランド３８ａ及び３８ｂの間に取り付けられて、図１８Ａ～図２５Ｂに示されているが、
上述のように、コネクタ６３は択一的に第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂ
を取り付けられることができ、この場合、作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの少な
くとも一方又は両方は、各々のアンカ本体２８ａ及び２８ｂとは別個で、各々のアンカ本
体２８ａ及び２８ｂに取り付けられている、例えば各々のアンカ本体２８ａ及び２８ｂに
織り込まれている補助ストランド３３によって形成されていることを認識すべきである。
さらに、図１Ａ及び図１Ｂに関して上述したように、第１及び第２の作動ストランド３８
ａ及び３８ｂの各々は、作動力Ｆを受けるよう構成されておりかつさらに接近力ＡＦを受
けるよう構成することができる各々の第１の部分若しくは作動部分１３１ａ及び１３１ｂ
と、各々の第２の部分若しくは取付け部分１３３ａ及び１３３ｂとを形成することができ
る。
【０１４８】
　各々の作動ストランド３８ａ及び３８ｂの取付け部分１３３ａ及び１３３ｂは、各々の
アンカ２２ａ及び２２ｂを互いに取り付けるために作動ストランド３８ａ及び３８ｂのう
ちの他方の取付け部分１３３ａ及び１３３ｂに取り付けられるよう構成されている。例え
ば、作動ストランド３８ａ及び３８ｂの取付け部分１３３ａ及び１３３ｂは互いに一体で
あることができる。択一的に、取付け部分１３３ａ及び１３３ｂはあらゆる適切なコネク
タ６３を介して取り付けることができ、このコネクタ６３は、作動ストランド３８ａ及び
３８ｂのうちの一方又は両方と一体であることができるか、作動ストランド３８ａ及び３
８ｂとは別個であり、作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの一方又は両方に直接に又
は間接的に取り付けられることができる。
【０１４９】
　アンカ２２ａ及び２２ｂを互いに取り付けるために作動ストランド３８ａ及び３８ｂの
作動部分１３１ａ及び１３１ｂをさらに互いに取り付けることができることをさらに認識
すべきである。つまり、取付け部分１３３ａ及び１３３ｂが取り付けられているかに拘わ
らず、作動部分１３１ａ及び１３１ｂの取付けは各々の第１及び第２のアンカを互いに取
り付けると言うことができる。つまり、取付け部分１３３ａ及び１３３ｂが取り付けられ
ているかに拘わらず、作動部分１３１ａ及び１３１ｂの取付けは各々の第１及び第２のア
ンカ２２ａ及び２２ｂを互いに取り付けると言うことができる。同様に、作動部分１３１
ａ及び１３１ｂが取り付けられているかに拘わらず、取付け部分１３３ａ及び１３３ｂの
取付けは各々の第１及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂを互いに取り付けると言うことが
できる。
【０１５０】
　作動ストランド３８ａ及び３８ｂを取り付けるコネクタ部材６３のここでの説明は、そ
うでないことが示されない限り、作動ストランド３８ａ及び３８ｂの他の部分が、例えば
一体に、又はコネクタストランドを含むことができる別のコネクタ部材６３を介して、既
に取り付けられているとしても、作動ストランド３８ａ及び３８ｂの結合部分に当てはま
ることができる。例えば、コネクタ部材６３は、コネクタストランドを、作動ストランド
３８ａ及び３８ｂのうちの一方又は両方に取り付けることができる。択一的に、コネクタ
部材６３は、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂ、又はアンカ本体２８ａ及
び２８ｂを互いに取り付けるために、コネクタストランドをそれ自体に取り付けることが
できる。
【０１５１】



(50) JP 5763173 B2 2015.8.12

10

20

30

40

50

　ここで図２６Ａ及び２６Ｂを参照すると、図１Ａ及び図１Ｂに関して概略的に上述した
ように、アンカアセンブリ２０は、各々の作動ストランド３８ａ及び３８ｂを形成するた
めにアンカ本体２８ａ及び２８ｂに織り込むことができる補助ストランド３３を有する。
第１の取付け部分１３３ａは、間隙２４ｃに跨がって作動ストランド３８ａ及び３８ｂ、
つまりアンカ２２ａ及び２２ｂを取り付けるために、第２の取付け部分１３３ｂと一体で
あることができる。作動ストランド３８ａ及び３８ｂは、さらに、アンカ２２ａ及び２２
ｂを第１の状態から拡張状態へ作動させるための作動力Ｆと、アンカ２２ａ及び２２ｂを
互いに向かって付勢し、これにより、間隙２４ｃを狭めるための接近力ＡＦと、を受ける
ようそれぞれ構成された第１及び第２の作動部分１３１ａ及び１３１ｂを形成している。
さらに、第１及び第２の作動部分１３１ａ及び１３３ｂは、互いに取り付けられるよう構
成されている。
【０１５２】
　ここで特に図２６Ａ及び図２６Ｂを参照すると、補助コネクタ部材７７をラチェットハ
ウジング１８４として構成することができ、このラチェットハウジング１８４は、第１及
び第２の作動部分１３１ａ及び１３１ｂに取り付けられるよう構成されており、これによ
り、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂを互いに取り付け、また、アンカ２
２ａ及び２２ｂを互いに取り付ける。ラチェットハウジング１８４を、アンカ２２ａ及び
２２ｂの間の位置において第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂに取り付ける
ことができる。さらに、ラチェットハウジング１８４は、第１及び第２の作動ストランド
３８ａ及び３８ｂのうちの選択された１つを収容するよう構成された一対のチャネル１８
６及び１８８を形成することができる。第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂ
は、下に位置する解剖学的構造２４から離れるように、かつ対応するアンカ２２ａ及び２
２ｂから離れるように、実質的に同じ方向に沿ってチャネル１８６及び１８８に挿入する
ことができる。ラチェットハウジング１８４は、チャネル１８６及び１８８が、ラチェッ
トハウジング１８４の中心軸線１８７に対して実質的に平行であることができる各々の軸
線に沿って延びるように向けられることができる。つまり、ラチェットハウジング１８４
は、中心軸線１８７が、下に位置する解剖学的構造２４に対して実質的に垂直に延びるよ
うに向けられることができる。
【０１５３】
　さらに、ラチェットハウジング１８４は、少なくとも１つの内側ラチェット歯１９０、
例えば複数のラチェット歯１９０を形成しており、第１及び第２の作動ストランド３８ａ
及び３８ｂの各々は、ラチェットハウジング１８４のラチェット歯１９０に対して相補的
な各々のラチェット歯１９２ａ及び１９２ｂを形成することができる。例示した実施の形
態によれば、ラチェットハウジング１８４を、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び
３８ｂに沿って、下に位置する解剖学的構造２４に向かう方向で、つまり間隙２４ｃに向
かう方向で摺動させるために、ラチェット歯１９０はラチェット歯１９２ａ及び１９２ｂ
と咬み合う。ラチェットハウジング１８４が第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３
８ｂに沿って、下に位置する解剖学的構造２４から離れる方向で摺動することを防止する
ために、ラチェット歯１９０はさらにラチェット歯１９２ａ及び１９２とロックする。つ
まり、操作中、ラチェット歯１９２a及び１９２ｂがラチェットハウジング１８４のラチ
ェット歯１９０と係合するように、作動ストランド３８ａ及び３８ｂを、解剖学的構造２
４から離れる方向に各々のチャネル１８４及び１８６に通すことができる。
【０１５４】
　作動ストランド３８ａ及び３８ｂに作動力Ｆを加えることができ、これにより、ラチェ
ット歯１９２ａ及び１９２ｂがラチェットハウジング１８４の相補的なラチェット歯１９
０を超えて摺動しながら、アンカ２２ａ及び２２ｂを第１の状態から拡張状態へ作動させ
る。アンカ２２ａ及び２２ｂが作動させられると、作動ストランド３８ａ及び３８ｂのう
ちの少なくとも一方又は両方に接近力ＡＦが加えられ、この接近力ＡＦは、ラチェットハ
ウジング１８４が解剖学的構造２４に向かって並進しながらラチェット歯１９２ａ及び１
９２ｂをラチェットハウジング１８４の相補的なラチェット歯１９０を超えて摺動させ、
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これにより、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂに接近力ＡＦを加え、これ
により、作動部分１３１ａ及び１３１ｂ並びに取付け部分１３３ａ及び１３３ｂを含む第
１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂに張力を生ぜしめる。言い換えれば、作動
部分１３１ａ及び１３１ｂそれぞれの第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂ、
特に末端部１３５ａ及び１３５ｂは、ラチェットハウジング１８４に対して、解剖学的構
造２４及び各々のアンカ２２ａ及び２２ｂから離れるように並進する。
【０１５５】
　これに関して、接近力ＡＦは作動力Ｆの継続であることを認識すべきである。択一的に
、作動力Ｆを、ラチェットハウジング１８４の上流の位置において作動ストランド３８ａ
及び３８ｂに、又は作動ストランド３８ａ及び３８ｂをラチェットハウジング１８４に取
り付ける前に取付けストランド１３３ａ及び１３３ｂに、又は作動ストランド３８ａ及び
３８ｂに、加えることができる。第１及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂを分離させる恐
れのある、アンカ２２ａ及び２２ｂから離れる方向に沿ったラチェットハウジング１８４
の並進を防止するために、ラチェットハウジング１８４のラチェット歯１９０は第１及び
第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂのラチェット歯１９２ａ及び１９２ｂとロックす
る。
【０１５６】
　つまり、ラチェットハウジング１８４は、間隙２４ｃを狭めるために第１及び第２の作
動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの一方を第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び
３８ｂのうちの他方に対して摺動させる摺動部材４７を形成することができ、さらに、作
動ストランド３８ａ及び３８ｂを互いに、第１及び第２のアンカ本体２８ａ及び２８ｂを
分離させるような、例えば互いに対する及びラチェットハウジング１８４に対する相対移
動に関して固定する、ロッキング部材６４を形成することができる。
【０１５７】
　図２７Ａ及び図２７Ｂを参照すると、補助コネクタ部材７７は、第１及び第２の作動ス
トランド３８ａ及び３８ｂとを互いに取り付けるよう構成されたジップ締結ハウジング１
９４として構成することができる。ジップ締結ハウジング１９４は、アンカ２２ａ及び２
２ｂの間の位置において、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂに、特に作動
部分１３１ａ，１３１ｂに取り付けることができる。例えば、ジップ締結ハウジング１９
４は、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの選択された１つを収容す
るよう構成された一対のチャネル１９６及び１９８を形成することができる。ジップ締結
ハウジング１９４は、チャネル１９６及び１９８が、ジップ締結ハウジング１９４の中心
軸線９７に対して実質的に平行であることができる各々の軸線に沿って延びるように向け
られることができる。つまり、ジップ締結ハウジング１９４は、中心軸線１９７が、下に
位置する解剖学的構造２４に対して実質的に垂直に延びるように向けられることができる
。
【０１５８】
　さらに、ジップ締結ハウジング１９４は、少なくとも１つの内部歯２００、例えば複数
の歯２００を形成しており、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂの各々は、
ジップ締結ハウジング１９４の歯２００に対して相補的な歯の各々のラック２０２ａ及び
２０２ｂを形成することができる。歯２００及び２０２ａ，２０２ｂは、上述の歯１９０
及び１９２ａ，１９２ｂよりも浅くなっていることができ、歯２０２ａ，２０２ｂは、上
述のラチェット歯１９２ａ，１９２ｂよりも、互いに狭い間隔で配置することができる。
さらに択一的に、作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの少なくとも一方又は両方は、
実質的に滑らかであることができ、ここに説明された形式でジップ締結ハウジング１９４
の歯２００と係合することができる。
【０１５９】
　例示した実施の形態によれば、ジップ締結ハウジング１９４を第１及び第２の作動スト
ランド３８ａ及び３８ｂに沿って、下に位置する解剖学的構造２４に向かう方向で、つま
り間隙２４ｃに向かう方向で摺動させるために、歯２００が、相補的な歯２０２ａ及び２
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０２ｂと係合する。歯２００は、さらに、ジップ締結ハウジング１９４が、第１及び第２
の作動ストランド３８ａ及び３８ｂに沿って、下に位置する解剖学的構造２４から離れる
方向及びアンカ本体２８ａ及び２８ｂから離れる方向で摺動することを防止するために、
歯２０２ａ及び２０２ｂとロックする。つまり、操作中、歯２０２ａ及び２０２ｂがジッ
プ締結ハウジング１９４のラチェット歯２００と係合するように、作動ストランド３８ａ
及び３８ｂを、各々のアンカ本体２８ａ及び２８ｂから離れる方向で各々のチャネル１９
６及び１９８に通すことができる。
【０１６０】
　作動ストランド３８ａ及び３８ｂ、特に作動部分１３１ａ，１３１ｂに作動力Ｆを加え
ることができ、これにより、歯２０２ａ及び２０２ｂがジップ締結ハウジング１９４の相
補的な歯２００を超えて摺動するときにアンカ本体２８ａ及び２８ｂを第１の状態から拡
張状態へ作動させる。アンカ２２ａ及び２２ｂが作動させられると、作動ストランド３８
ａ及び３８ｂのうちの少なくとも一方又は両方に接近力ＡＦを加えることができ、この接
近力ＡＦは、ジップ締結ハウジング１９４が解剖学的構造２４に向かって並進するときに
歯２０２ａ及び２０２ｂをジップ締結ハウジング１９４の相補的な歯２００を超えて摺動
させ、これにより、作動部分１３１ａ，１３１ｂ及び取付け部分１３３ａ，１３３ｂの両
方を含む作動ストランド３８ａ及び３８ｂに張力を生ぜしめる。言い換えれば、第１及び
第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂは、ジップ締結ハウジング１９４に対して、解剖
学的構造及び各々のアンカ本体２８ａ及び２８ｂから離れるように並進する。
【０１６１】
　これに関して、接近力ＡＦは作動力Ｆの継続であることができる。択一的に、作動部分
１３１ａ，１３１ｂをジップ締結ハウジング１９４に取り付ける前又は後に、作動部分１
３１ａ，１３１ｂ及び取付け部分１３３ａ，１３３ｂのうちの一方又は両方を含む作動ス
トランド３８ａ及び３８ｂに作動力Ｆを直接に加えることができる。第１及び第２のアン
カ２２ａ及び２２ｂを分離させる方向に沿ったジップ締結ハウジング１９４の並進を防止
するために、ジップ締結ハウジング１９４の歯２００は、第１及び第２の作動ストランド
３８ａ及び３８ｂの歯２０２ａ及び２０２ｂとロックする。
【０１６２】
　つまり、ジップ締結ハウジング１９４は、間隙２４ｃを狭めるために第１及び第２の作
動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの一方を第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び
３８ｂのうちの他方に対して摺動させる摺動部材４７を形成しており、さらに、第１及び
第２のアンカ本体２８ａ及び２８ｂを分離させる、互いに対する及びジップ締結ハウジン
グ１９４に対する並進に関して、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂを固定
するロック部材６４を形成することができる。
【０１６３】
　ここで図２８Ａ～図２８Ｃを参照すると、第１及び第２のアンカ２２ａ，２２ｂは、図
６Ａ～図６Ｅに関して上述した形式の各々の第１及び第２の取付け部材８２ａ，８２ｂを
有することができる。つまり、第１及び第２の取付け部材８２ａ，８２ｂは、各々のアイ
レット８４ａ及び８４ｂを係止する各々のループ状のストランド７０を有し、前記アイレ
ット自体は各々の開口８７ａ及び８７ｂを形成する。補助ストランド３３は、作動ストラ
ンド３８ａ及び３８ｂをアンカ本体２８ａ及び２８ｂの各々の拡張可能部分３６に作用的
に結合するために、各々のアイレット８４ａ及び各々のアイレット８４ｂをそれぞれ通っ
て延びる作動ストランド３８ａ及び３８ｂを形成することができる。アイレット８４ｂは
さらに解剖学的構造から延びることができることを認識すべきである。
【０１６４】
　アンカアセンブリ２０は、第１及び第２の作動部分１３１ａ及び１３１ｂに取り付けら
れるよう構成することができるコネクタ部材６３を有し、これにより、第１及び第２の作
動ストランド３８ａ及び３８ｂを互いに取り付け、また、アンカ２２ａ及び２２ｂを互い
に取り付ける。補助ストランド３３の取付け部分１３３ａ，１３３ｂは、例えば例示した
実施の形態に従って一体に、間隙２４ｃを跨いで取り付けることができる。
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【０１６５】
　上述のように、摺動部材４７、及び例えば図１８Ｃに関して上述したように接合部１２
５において第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂを互いに取り付けるロッキン
グ部材６４のうちの少なくとも一方を形成することができる。さらに、例示した実施の形
態によれば、コネクタ部材６３は、補助ストランド３３、ひいては作動ストランド３８ａ
及び３８ｂによって形成することができる。つまり、１つの実施の形態によれば、コネク
タ部材６３は、間隙２４ｃを狭められた状態に維持するために、作動ストランド３８ａ及
び３８ｂが緊張させられながら第１の作動ストランド３８ａを第２の作動ストランド３８
ｂに取り付けることができる。択一的に又は付加的に、作動ストランド３８ａ及び３８ｂ
を緊張状態に配置する前に、ひいては間隙２４ｃを狭める前に、コネクタ部材６３が第１
及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂを互いに取り付けることができることを認識
すべきである。
【０１６６】
　例示した実施の形態によれば、コネクタ部材６３は、第１及び第２の作動ストランド３
８ａ及び３８ｂによって形成されており、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８
ｂと一体である。つまり、作動ストランド３８ａ及び３８ｂは互いに直接に取り付けられ
ている。コネクタ部材６３は、接合部１２５において摺動部材４７及びロッキング部材６
４を形成することができる。例えば、コネクタ部材６３は、図４Ａ～図４Ｆに関して上述
したように構成することができる結び目６６を形成することができ、作動ストランド３８
ａ及び３８ｂのうちの１つ以上から全てまでによって形成することができるが、結び目は
択一的に作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの少なくとも一方と、コネクタストラン
ドとによって形成することができる。さらに択一的に、例えばコネクタストランドが作動
ストランド３８ａ及び３８ｂに取り付けられているときには、結び目６６は、作動ストラ
ンド３８ａ及び３８ｂを取り付けるためにコネクタストランドの部分を互いに取り付ける
ことができる。例示した実施の形態によれば、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び
３８ｂは結び目６６を形成している。つまり、コネクタ部材６３の少なくとも一部は、作
動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの少なくとも一方又は両方と一体であることができ
る。
【０１６７】
　第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの一方はポスト端部６８を形成
することができ、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの他方は自由端
部７０を形成することができる。例示した実施の形態によれば、第１の作動ストランド、
例えば第１の作動部分１３１ａはポスト端部６８を形成し、第２の作動ストランド３８ｂ
、例えば第２の作動部分１３１ｂは自由端部７０を形成する。自由端部の自由部分７０ｂ
は、第２の作動ストランド１３５ｂの末端部１３５ｂによって形成することができる。同
様に、第１の作動ストランド３８ａの末端部１３５ａは、ポスト端部６８として結び目６
６から延びている。
【０１６８】
　第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂは、第１及び第２のアンカ２２ａ及び
２２ｂを互いに向かって付勢しかつ間隙２４ｃを狭める張力を作動ストランド３８ａ及び
３８ｂに加える前に、結び目６６に結ぶことができる。結び目６６が形成されると、結び
目６６がアンロック状態にあるときには、各々の拡張可能部分３６を第１の状態から拡張
状態へ作動させるために、作動力Ｆを、作動ストランド３８ａ及び３８ｂ、特に作動部分
１３１ａ，１３１ｂに加えることができる。次いで、接近力ＡＦを、ポストストランド６
８を形成する第１の作動ストランド３８ａの末端部１３５ａに加えることができ、これに
より、ポスト端部６８を結び目６６を通って摺動させ、各々のアンカ、例えば第１のアン
カ２２ａを、他方のアンカ、例えば第２のアンカ２２ｂに向かって引っ張る。間隙２４ｃ
が狭められると、結び目６６をロックしかつ第１の作動ストランド３８ａが結び目６６を
通って並進するのを防止するために、例えば第２の作動ストランド３８ｂの末端部１３５
ｂによって形成された自由端部７０の自由ストランド７０ｂを、緊張状態に配置すること
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ができ、これにより、作動ストランド３８ａ及び３８ｂを緊張状態に固定する。
【０１６９】
　コネクタ部材６３を結び目６６として構成することができるが、コネクタ部材６３を、
択一的に、ここで説明したあらゆる実施の形態にしたがって構成することができるか、望
みに応じてあらゆる適切な択一的なコネクタであることができることを認識すべきである
。さらに、アンカ２２ａ及び２２ｂの各々は、各々の取付け部材８２を有するように例示
されているが、アンカのうちの一方が取付け部材８２を有することができ、他方のアンカ
は直接に各々の作動ストランド３８に結合されていることを認識すべきである。図２８Ｄ
に示したように、アンカ２２ａ及び２２ｂのうちの一方又は両方のアイレット８４ｂは、
望みに応じて解剖学的構造２４から延びることができることをさらに認識すべきである。
【０１７０】
　ここで図２９Ａ及び図２９Ｂを参照すると、アンカアセンブリ２０は、作動ストランド
３８ａ及び３８ｂのうちの少なくとも一方又は両方に取り付けられるよう構成された複数
のコネクタ部材６３を有することができる。例示した実施の形態によれば、各々の取付け
部分１３３ａ及び１３３ｂが互いに一体であるように、作動ストランド３８ａ及び３８ｂ
は、共通のストランド、例えば補助ストランド３３によって形成されている。つまり、例
示した実施の形態によれば、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂは互いに一
体である。アンカアセンブリ２０は、作動部分１３１ａ及び１３１ｂを共通のストランド
の他の位置、つまり互いに取り付けるよう構成された第１及び第２のコネクタ部材６３ａ
及び６３ｂを有することができる。例示した実施の形態によれば、第１のコネクタ部材６
３ａは、対応する第１の作動部分１３１ａを、第１の作動部分１３１ａから間隔を置かれ
た補助ストランド３３の別の位置に取り付けることができる。同様に、第２のコネクタ部
材６３ｂは、対応する第２の作動部分１３１ｂを、第２の作動部分１３１ｂから間隔を置
かれた補助ストランド３３の別の位置に取り付けることができる。例えば、例示した実施
の形態によれば、第１のコネクタ部材６３ａは、第１の作動部分１３１ａを第１の取付け
部分１３３ａに取り付け、第２のコネクタ部材６３ｂは、第２の作動部分１３１ｂを第２
の取付け部分１３３ｂに取り付ける。
【０１７１】
　つまり、例えば取付け部分１３３ａ及び１３３ｂのうちの少なくとも一方又は両方を介
して間接的に第１及び第２の作動部分１３１ａ及び１３１ｂを互いに取り付けるために、
少なくとも１つのコネクタ部材、例えば第１及び第２のコネクタ部材６３ａ及び６３ｂは
、補助ストランド３３の各々の別の位置に取り付けることができると言うことができる。
さらに、第１のコネクタ部材６３ａは第１の作動ストランド３８ａの１つの部分を作動ス
トランド３８ａの別の位置に作用的に取り付け、第２のコネクタ部材６３ｂは、第２の作
動ストランド３８ｂの１つの部分を第２の作動ストランド３８ｂの別の位置に作用的に取
り付けると言うことができる。択一的に、第１及び第２のコネクタ部材６３ａ及び６３ｂ
は、各々の第１及び第２の作動部分１３１ａ及び１３１ｂを、アンカ本体２８、例えば第
１及び第２の端部５２及び５４に取り付けることができることを認識すべきである。作動
ストランド３８ａ及び３８ｂは、互いに別個であるように例示されているが、作動ストラ
ンド３８ａ及び３８ｂは、択一的に、外側コネクタストランドを形成するために、ここで
説明した形式のあらゆる適切なコネクタ部材６３を介して互いに取り付けることができる
。
【０１７２】
　例示した実施の形態によれば、第１及び第２のコネクタ部材６３ａ及び６３ｂの各々は
、補助ストランド３３によって形成された各々の結び目６６ａ及び６６ｂとして構成する
ことができる。結び目６６ａ及び６６ｂは、図４Ａ～図４Ｆに関して上述したように構成
することができるか、又は望みに応じて択一的に構成することができる。例示した実施の
形態によれば、第１の結び目６６ａは、第１の作動ストランド３８ａの作動部分１３１ａ
によって形成することができるポスト端部６８と、自由端部７０とを有し、この自由端部
７０は、第１の取付け部分１３３の第１の端部１３７ａによって形成された固定部分７０
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ａと、第１の取付け部分１３３ａの第２の端部１３９ａによって形成された自由部分７０
ｂとを含むことができる。第１の端部１３７ａを結び目６６ａと第１のアンカ本体２８ａ
との間に配置することができ、第２の端部１３９ａを結び目６６ａと第２のコネクタ部材
６３ｂとの間に配置することができる。択一的に、自由部分７０ｂを、第２の作動ストラ
ンド３８ｂの取付け部分１３３ｂによって形成することができる。
【０１７３】
　１つの実施の形態によれば、第２の結び目６６ｂは、第２の作動ストランド３８ｂの作
動部分１３１ｂによって形成することができるポスト端部６８と、自由端部７０とを有し
、この自由端部７０は、第２の取付け部分１３３ｂの第１の端部１３７ｂによって形成さ
れた固定部分７０ａと、第２の取付け部分１３３ｂの第２の端部１３９ｂによって形成さ
れた自由部分７０ｂとを含むことができる。第１の端部１３７ｂを結び目６６ｂと第２の
アンカ本体２８ｂとの間に配置することができ、第２の端部１３９ｂを結び目６６ｂと第
１のコネクタ部材６３ａとの間に配置することができる。択一的に、自由部分７０ｂを、
第１の作動ストランド３８ｂの取付け部分１３３ａによって形成することができる。取付
け部分１３３ａ及び１３３ｂは、互いに一体のものとして例示されているが、例えばアン
カアセンブリ２０が、第１及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂそれぞれに作用的に結合さ
れた第１及び第２の補助ストランド３３ａ及び３３ｂを形成している場合に、取付け部分
１３３ａ及び１３３ｂは別個であり、互いに取り付けられていることを認識すべきである
（例えば図３０Ａ～図３０Ｄ参照）。
【０１７４】
　第１及び第２の結び目６６ａ及び６６ｂの各々は、各々の摺動部材４７を形成すること
ができ、この摺動部材４７は、各々のポスト端部６８を、これらの摺動部材４７を通って
自由端部７０に対して並進させる。つまり、摺動部材４７は、例えば結び目６６ａ及び６
６ｂがアンロック状態にあるときに、加えられた作動力Ｆに応答して第１及び第２の取付
け部分１３３ａ及び１３３ｂに対して第１及び第２の作動部分１３１ａ及び１３１ｂを並
進させ、これにより、各々のアンカ本体２８ａ及び２８ｂを第１の状態から拡張状態へ作
動させる。各々の結び目６６は、さらに、アンカ２２ａ及び２２ｂのうちの少なくとも一
方又は両方を各々の付勢位置に固定するためにロックされた状態に作動させることができ
るロッキング部材６４を形成している。例えば、作動部分１３１ａ及び１３１ｂが取付け
部分１３３ａ及び１３３ｂに対して結び目６６ａ及び６６ｂを通って並進することを防止
するために、結び目６６ａ及び６６ｂの自由端部の自由部分７０ｂに、引張ロッキング力
を加えることができる。
【０１７５】
　アンカ本体２２ａ及び２２ｂが各々の目標解剖学的位置２４ａ及び２４ｂに挿入された
ときに間隙２４ｃが狭められた状態に維持されるように、第１及び第２の結び目６６ａ及
び６６ｂを、補助ストランド３３に沿って一定の距離Ｋだけ間隔を置いて配置することが
できる。例えば、結び目６６ａ及び６６ｂを各々の目標解剖学的位置２４ａ及び２４ｂ内
に噴射する前に間隙２４ｃを狭めることができる。操作中、第１及び第２のアンカ２２ａ
及び２２ｂが各々の第１及び第２の目標解剖学的位置２４ａ及び２４ｂに埋め込まれると
、各々の作動ストランド３８ａ及び３８ｂ、例えば作動部分１３１ａ及び１３１ｂへの作
動力Ｆの付加が各々のアンカ本体２８ａ及び２８ｂを第１の状態から拡張状態に作動させ
るように、結び目６６ａ及び６６ｂをアンロック状態にすることができる。次いで、結び
目６６ａ及び６６ｂをロック状態に作動させかつアンカ２２ａ及び２２ｂを拡張状態に維
持するために、引張ロッキング力を、対応する結び目６６ａ及び６６ｂに対して各々の取
付け部分１３３ａ及び１３３ｂに加えることができる。
【０１７６】
　第１及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂが解剖学的構造の背後において拡張させられか
つ補助ストランド３３によって接続されたときに間隙２４ｃが狭められるように、また、
作動ストランド３８ａ及び３８ｂにおいて生ぜしめられる張力が間隙２４ｃの狭まりを維
持するように、第１及び第２の結び目６６ａ及び６６ｂの間の距離Ｌを、目標解剖学的位
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置２４ａ及び２４ｂの間の距離と実質的に等しくするか、又はそれよりも小さくすること
ができる。第１及び第２のコネクタ部材６３ａ，６３ｂを各々の結び目６６として構成す
ることができるが、第１及び第２のコネクタ部材６３ａ及び６３ｂのうちの一方又は両方
を択一的に、本明細書において説明されたあらゆる形式のあらゆる適切なロッキング部材
６３として、又はあらゆる適切な択一的に構成されたロッキング部材として構成すること
ができることを認識すべきである。例えば、コネクタ部材６３ａ及び６３ｂのうちの少な
くとも一方又は両方は、引通し部を形成することができ、この場合、各々の作動ストラン
ド３８ａ及び３８ｂは、作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの他方又はそれ自体を通
って引き通されることができ、コネクタストランドは、アンカストランド３８ａ及び３８
ｂの並進を防止する圧縮力を加えるためにアンカ２２ａ及び２２ｂの作動後に緊張自体に
配置される。このような引通し部の一例は、図１９Ｄ～図１９Ｈに関して上述されている
。
【０１７７】
　図２９Ａ～図２９Ｄに関して上述したように、第１及び第２の取付け部分１３３ａ及び
１３３ｂは、両方とも共通の補助ストランド３３と一体である第１及び第２の作動ストラ
ンド３８ａ及び３８ｂを取り付けるために互いに一体であることができる。択一的に、図
３０Ａ及び図３０Ｂに示したように、アンカアセンブリ２０は、第１の作動ストランド３
８ａを形成する第１の補助ストランド３３ａと、第２の作動ストランド３８ｂを形成しか
つ第１の補助ストランド３３ａとは別個の第２の補助ストランド３３ｂとを有することが
できる。したがって、第１及び第２の取付け部分１３３ａ及び１３３ｂは、互いに別個で
あることができる。アンカアセンブリ２０は、図２９Ａ～図２９Ｄに関して上述した形式
で作動部分１３１ａ及び１３１ｂを各々の取付け部分１３３ａ及び１３３ｂに取り付ける
ことができる第１及び第２のコネクタ部材６３ａ及び６３ｂを有することができる。アン
カアセンブリ２０は、さらに、少なくとも１つのコネクタ部材、例えば一対の第３及び第
４のコネクタ部材６３ｃ及び６３ｄを有することができ、これらのコネクタ部材は、作動
ストランド３８ａ及び３８ｂ、例えば取付け部分１３３ａ及び１３３ｂ、ひいては第１及
び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂを互いに取り付けるよう構成されている。
【０１７８】
　例示した実施の形態によれば、第３及び第４のコネクタ部材６３ｃ及び６３ｄの各々を
、第１及び第２の補助ストランド３３ａによって形成することができる。例えば、第１の
取付け部分１３３ａは、第１のコネクタ部材６３ａから第２のコネクタ部材３６ｂに向か
って延びており、つまり、第２の取付け部分１３３ｂにも向かって延びている。同様に、
第２の取付け部分１３３ｂは、第２のコネクタ部材６３ｂから第１のコネクタ部材３６ａ
に向かって延びており、つまり第１の取付け部分１３３ａにも向かって延びている。
【０１７９】
　例示した実施の形態によれば、第２の作動ストランド３８ｂ、特に第２の取付け部分１
３３ｂは、第１の作動ストランド３８ａを第２の作動ストランド３８ｂに取り付ける第３
のコネクタ部材６３ｃを形成するために、第１の作動ストランド３８ａ、特に第１の取付
け部分１３３ａに織り込まれるか又はその他の形式で引き通される。つまり、第３のコネ
クタ部材６３ｃを引通し部１３４ｃとして構成することができる。第２の取付け部分１３
３ｂは、第１のアンカ２２ａを第２のアンカ２２ｂに取り付ける第１の位置において第３
のコネクタ部材６３ｃを形成するために、望みに応じた回数だけ取付け部分１３３ａに織
り込むか又はその他の形式で引き通すことができる。例示した実施の形態によれば、取付
け部分１３３ｂは、第１のコネクタ部材６３ａから第２のコネクタ部材に向かう方向に沿
って、つまり第１のアンカ本体２８ａから第２のアンカ本体２８ｂに向かう方向に沿って
、第１の取付け部分１３３ａに織り込まれる。しかしながら、第２の取付け部分１３３ｂ
は、第２のコネクタ６３ｂから第１のコネクタ６３ａに方向に沿って、つまり第２のアン
カ本体２８ｂから第１のアンカ本体３８ａに向かう方向に沿って、第１の取付け部分１３
３ａに織り込むことができる。第１の取付け部分１３３ｂは、第２の末端部１３５ｂを形
成するように第１の取付け部分１３３ａから出ることができる。
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【０１８０】
　例示した実施の形態によれば、第１の作動ストランド３８ａ、特に第１の取付け部分１
３３ａは、第１の作動ストランド３８ａを第２の作動ストランド３８ｂに取り付ける第４
のコネクタ部材６３ｄを形成するために、第２の作動ストランド３８ｂ、特に第２の取付
け部分１３３ｂに織り込まれるか又はその他の形式で引き通される。つまり、第４のコネ
クタ部材６３ｃを引通し部１３４ｄとして構成することができる。第１の取付け部分１３
３ａは、第１のアンカ２２ａを第２のアンカ２２ｂに取り付ける第１の位置において第４
のコネクタ部材６３ｄを形成するために、望みに応じた回数だけ第２の取付け部分１３３
ｄに織り込むか又はその他の形式で引き通すことができる。例示した実施の形態によれば
、第１の取付け部分１３３ａは、第２のコネクタ部材６３ｂから第１のコネクタ部材６３
ａに向かう方向に沿って、第２のアンカ本体２８ｂから第１のアンカ本体２８ａに向かう
方向にも沿って、第２の取付け部分１３３ｂに織り込まれている。しかしながら、第１の
取付け部分１３３ａを、第１のコネクタ６３ａから第２のコネクタ６３ｂに向かう方向に
沿って、つまり第１のアンカ本体２８ａから第２のアンカ本体３８ｂに向かう方向に沿っ
て、第２の取付け部分１３３ｂに織り込むことができる。第１の取付け部分１３３ａは、
第１の末端部１３５ａを形成するために第２の取付け部分１３３ｂから出ることができる
。
【０１８１】
　第１の末端部１３５ａは、第２の末端部１３５ｂから間隔を置かれている。例えば、第
２の末端部１３５ｂを、第１の末端部１３５ａよりも第１のアンカ本体２８ａの近くに配
置することができ、第１の末端部１３５ａは、第２の末端部１３５ｂよりも第２のアンカ
本体２８ｂの近くに間隔を置かれていることができるが、第１及び第２の末端部１３５ａ
及び１３５ｂは、望みに応じて、互いに対して及び第１及び第２のアンカ本体２８ａ及び
２８ｂに対してあらゆる適切な空間的関係を形成するように間隔を置かれることができる
ことを認識すべきである。例えば、アンカアセンブリ２０は、さらに、第１及び第２の末
端部１３６ａ及び１３５ｂを互いに取り付けるコネクタ部材を有することができる。例え
ば、第１及び第２の末端部１３５ａ及び１３５ｂを、（例えば図３３Ａ～図３３Ｃにおけ
る第１及び第２のコネクタストランド５９ａ及び５９ｂに関して例示したように）結び目
６６のような適切な結び目を形成するために結ぶことができる。
【０１８２】
　操作中、第１及び第２の結び目６６ａ及び６６ｂは、第１及び第２の作動部分１３１ａ
，１３１ｂの各々への作動力Ｆの提供が各々の第１及び第２のアンカ本体２８ａ及び２８
ｂを第１の状態から拡張状態へ作動させるように、各々のアンロックされた状態にあるこ
とができる。次いで、図２９Ａ～図２９Ｄに関して上述した形式で第１及び第２の結び目
６６ａ及び６６ｂをロックするために、第１及び第２の取付け部分１１３ａ及び１１３ｂ
に引張ロッキング力を加えることができる。
【０１８３】
　例示した実施の形態によれば、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂの第１
及び第２の末端部１３５ａ及び１３５ｂに接近力ＡＦが加えられる。接近力ＡＦが第２の
末端部１３５ｂに加えられると、第２の作動ストランド３８ｂの第２の取付け部分１３３
ｂは、例えば第３のコネクタ部材６３ｃによって形成された引通し部において、第１の作
動ストランド３８ａの第１の取付け部分１３３ａを通って並進する。接近力ＡＦが第１の
末端部１３５ａに加えられると、第１の作動ストランド３８ａの第１の取付け部分１３３
ａは、例えば第４のコネクタ部材６３ｄによって形成された引通し部において、第２の作
動ストランド３８ｂの第２の取付け部分１３３ｂを通って並進する。つまり、第３及び第
４のコネクタ部材６３ｃ及び６３ｄは、第１及び第２の取付け部分１３３ａ及び１３３ｂ
、ひいては第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂを互いに対して並進させるこ
とができる摺動部材４７及び４７を形成することができることを認識すべきである。接近
力ＡＦは、結び目６６の自由部分７０ｂにロッキング力を加えることができる、作動スト
ランド３８ａ及び３８ｂにおける張力を生ぜしめ、これにより、結び目６６をロック状態
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に作動させる。つまり、接近力ＡＦは、結び目６６のためのロッキング力を形成すること
ができる。さらに、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂにおいて生ぜしめら
れる張力は、第１及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂのうちの少なくとも一方又は両方を
他方に向かって付勢し、これにより、間隙２４ｃを狭める。
【０１８４】
　各々の第１の末端部分１３５ａへの接近力ＡＦの提供に応答して第１の取付け部分１３
３ａに生ぜしめられた張力により、第１の取付け部分１３３ａは第３のコネクタ部材６３
ｃにおいて第２の取付け部分１３３ｂに圧縮力を加えることができる。圧縮力は、第３の
コネクタ部材６３ｃを形成する引通し部において第２の取付け部分１３３ｂが第１の取付
け部分１３３ａに対して並進することを防止する。つまり、第３のコネクタ部材６３ｃは
さらに各々の第３のロッキング部材６４ｃを形成することができることを認識すべきであ
る。同様に、各々の第２の末端部１３５ｂへの接近力ＡＦの提供に応答して第２の取付け
部分１３３ｂに生ぜしめられた張力により、第２の取付け部分１３３ｂは、第４のコネク
タ部材６３ｄにおいて第１の取付け部分１３３ａに圧縮力を加えることができる。圧縮力
は、第４のコネクタ部材６３ｄを形成する引通し部において第１の取付け部分１３３ａが
第２の取付け部分１３３ｂに対して並進することを防止する。つまり、第４のコネクタ部
材６３ｄはさらに各々の第４のロッキング部材６４ｄを形成することができることを認識
すべきである。
【０１８５】
　第３及び第４のコネクタ部材６３ｃ及び６３ｄの各々は、第１及び第２の作動ストラン
ド３８ａ及び３８ｂのうちの一方が第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂのう
ちの他方を通って引き通されている引通し部として構成されているが、第３及び第４のコ
ネクタ部材６３ｃ及び６３ｄを、本明細書で説明された形式のあらゆる適切なコネクタ部
材又は第１の作動ストランド３８ａを第２の作動ストランド３８ｂに取り付けるよう構成
されたあらゆる適切な択一的なコネクタ部材として構成することができる。例えば、第３
及び第４のコネクタ部材６３ｃ及び６３ｄのうちの少なくとも一方又は両方を、上述した
形式の結び目６６のような各々の結び目又はあらゆる適切な択一的なロッキング部材とし
て構成することができる。
【０１８６】
　同様に、第１及び第２のコネクタ部材６３ａ及び６３ｂの各々が、第１及び第２の作動
ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの一方が第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３
８ｂのうちの他方に結ばれている結び目６６として構成されているが、第１及び第２のコ
ネクタ部材６３ａ及び６３ｂを、本明細書で記載された形式のあらゆる適切なコネクタ部
材又は第１及び第２の作動部分１３１ａ及び１３１ｂを各々の第１及び第２の取付け部分
１３３ａ及び１３３ｂに取り付けるよう構成されたあらゆる適切な択一的なコネクタ部材
として構成することができることを認識すべきである。例えば、第１及び第２のコネクタ
部材６３ａ及び６３ｂのうちの少なくとも一方又は両方を、本明細書に記載された形式の
引通し部１３４ｃ及び１３４ｄのような各々の引通し部又はあらゆる適切な択一的なロッ
キング部材として構成することができる。
【０１８７】
　ここで図３１Ａ及び図３１Ｂを参照すると、アンカアセンブリ２０は、図３０Ａ～図３
０Ｃに関して上述したように作動部分１３１ａ及び１３１ｂを対応する取付け部分１３３
ａ及び１３３ｂに取り付ける第１及び第２の結び目６６ａ及び６６ｂとして構成された第
１及び第２のコネクタ部材６３ａ及び６３ｂを有することができる。さらに、図３０Ａ～
図３０Ｃに関して上述したように、第３及び第４のコネクタ部材６３ｃ及び６３ｄを、本
明細書に記載された形式のあらゆる適切なコネクタ又はあらゆる適切な択一的なコネクタ
として構成することができる。例えば、第３のコネクタ部材６３ｃを、第２の作動ストラ
ンド３８ｂによって形成することができ、かつアイレット、例えば図２Ｈに関した上述し
た形式のアイレット７２として構成することができるが、アイレットは択一的に、本明細
書に記載されたあらゆる実施の形態又はあらゆる適切な択一的な実施の形態に従って構成



(59) JP 5763173 B2 2015.8.12

10

20

30

40

50

することができることを認識すべきである。つまり、第３のコネクタ部材６３ｃのアイレ
ットを、作動ストランド３８ｂ、アンカ本体２８ｂ、又はアンカ本体２８ｂに取り付けら
れるよう構成された取付け部材８２のような取付け部材として形成することができる（図
６Ａ及び図６Ｂ参照）。例示した実施の形態によれば、第２の取付け部分１３３ｂは、上
述の形式で第２の結び目６６ｂの自由部分７０ｂを形成するように第２のコネクタ部材６
３ｂから延びていることができる。第２の取付け部分１３３ｂはさらにアイレット７２を
形成することができる。
【０１８８】
　つまり、第３のコネクタ部材６３ｃは、第２の作動ストランド３８ｂを第１の作動スト
ランド３８ｂに取り付けるよう構成されている。例えば、第１の作動ストランド３８ａ、
特に例示したような第１の取付け部分１３３ａの第１の端部１３７ａは、第１のコネクタ
部材６３ａから、つまり第１のアンカ本体２８ａから、第３のコネクタ部材６３ｃに向か
う、つまり第２のアンカ２２ｂに向かう第１の方向に延びていることができる。第１の取
付け部分１３３ａは、第１の取付け部分１３３ａをアイレット７２、つまり第２の取付け
部分１３３ｂに取り付けるために実質的に第１の方向とは反対の第２の方向に沿って第１
の取付け部分１３３ａの第２の端部１３９ａが第１のコネクタ部材６３ａに向かって、つ
まり第１のアンカ本体２８ａに向かって延びて戻るように、アイレット７２を通って延び
ていることができる。第１の取付け部分１３３ａ、つまり第１の作動ストランド３８ａは
、アイレット７２を通って、第２の取付け部分１３３ｂ、つまり第２の作動ストランド３
８ｂに対して摺動可能であるので、第３のコネクタ部材６３ｃは、摺動部材４７を形成す
ると言うことができる。
【０１８９】
　第４のコネクタ部材６３ｄを、取付け部分１３３ａ、特に取付け部分１３３ａの第１及
び第２の端部１３７ａ及び１３７ｂのような、作動ストランド３８ａによって形成するこ
とができる、上述の形式の結び目６６ｄのような結び目として構成することができる。つ
まり、第４のコネクタ部材６３ｄは、摺動部材４７と、第１及び第２の作動ストランド３
８ａ及び３８ｂを取り付けるために作動ストランド３８ａをそれ自体に取り付けるロッキ
ング部材６４との両方を形成することができる。結び目６６ｄは、第１の取付け部分１３
３ａの第２の端部１３９ａによって形成することができるポスト端部６８と、自由端部７
０とを有することができ、この自由端部７０は、第１の取付け部分１３３ａの第１の端部
１３７ａによって形成された固定部分７０ａと、第１のコネクタ部材６３ａと第４のコネ
クタ部材６３ｄとの間に配置された取付け部分１３３ａによって形成された自由部分７０
ｂとを含む。したがって、第１の作動ストランドの第１の末端部１３５ａも、結び目６６
ｄから延びており、ポスト端部６８の一部を形成している。
【０１９０】
　つまり、操作中、各々の結び目６６ａ及び６６ｂがアンロック状態にあるときに第１及
び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂの作動部分１３１ａ及び１３１ｂに作動力Ｆを
加えることができ、これにより、作動部分１３１ａ及び１３１ｂは、それぞれ取付け部分
１３３ａ及び１３３ｂに対して結び目６６ａ及び６６ｂを通って摺動可能である。したが
って、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂの作動部分１３１ａ及び１３１ｂ
にそれぞれ作動力Ｆが加えられたとき、対応するアンカ本体２８ａ及び２８ｂは、上述の
形式で第１の状態から拡張状態へ作動する。
【０１９１】
　次いで、結び目６６ａ及び６６ｂをロッキング状態に作動させかつアンカ本体２８ａ及
び２８ｂを拡張状態に固定するために、結び目６６ａ及び６６ｂの自由部分７０ｂにロッ
キング力を加えることができる。例えば、ロッキング力を、結び目６６ａ及び６６ｂの自
由部分７０ｂに直接に加えることができる。択一的に、作動ストランド３８ａ及び３８ｂ
に張力を生ぜしめるために第１の作動ストランド３８ａの第１の末端部１３５ａに接近力
ＡＦを加えることができ、これにより、第１及び第２の結び目６６ａ及び６６ｂの自由部
分７０ｂにロッキング力が加えられる。
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【０１９２】
　例えば、結び目６６ｄは、上述のようにアンロックされた状態で構成することができ、
これにより、第１の取付け部分１３３ａの第２の端部１３９ａは、第１の取付け部分１３
３ａの第１の端部１３７ａに対して結び目６６ｄを通って並進可能である。つまり、作動
ストランド２８ａ及び３８ｂに張力を生ぜしめるために第１の作動ストランド３８ａの第
１の末端部１３５ａに接近力ＡＦを加えることができ、この接近力ＡＦは、第１及び第２
のアンカ本体２８ａ及び２８ｂに各々の付勢力を加え、この付勢力は、アンカ本体２８ａ
及び２８ｂを互いに向かって並進させ、間隙２４ｃを狭める。例えば、間隙２４ｃが狭め
られると、末端部１３５ａに加えられる継続する力は、作動ストランド３８ａ及び３８ｂ
に十分な張力を蓄積させることができ、これにより、結び目６６ａ，６６ｂ及び６６ｄの
各々の自由部分７０ｂが、結び目６６ａ，６６ｂ及び６６ｄにロッキング力を加え、これ
により、結び目６６ａ，６６ｂ及び６６ｄをロック状態に作動させ、これにより、間隙２
４ｃを狭められた状態に維持する。
【０１９３】
　ここで図３２Ａ及び図３２Ｂを参照すると、アンカアセンブリ２０は、図３１Ａ～図３
１Ｃに関して上述したように作動部分１３１ａ及び１３１ｂを対応する取付け部分１３３
ａ及び１３３ｂに取り付ける第１及び第２の結び目６６ａ及び６６ｂとして構成された第
１及び第２のコネクタ部材６３ａ及び６３ｂを有することができる。さらに、図３１Ａ～
図３１Ｃに関して上述したように、第３及び第４のコネクタ部材６３ｃ及び６３ｄを、本
明細書で説明した形式のあらゆる適切なコネクタ又はあらゆる適切な択一的なコネクタと
して構成することができる。
【０１９４】
　例えば、第３のコネクタ部材６３ｃは、第２の作動ストランド３８ｂによって形成する
ことができ、アイレット、例えば図２Ｈに関した上述した形式のアイレット７２として構
成することができるが、アイレットを、図３１Ａ～図３１Ｃに関して上述したように、本
明細書で説明したあらゆる実施の形態又はあらゆる適切な択一的な実施の形態にしたがっ
て択一的に構成することができることを認識すべきである。つまり、第３のコネクタ部材
６３ｃのアイレットを、作動ストランド３８ｂ、アンカ本体２８ｂ、又はアンカ本体２８
ｂに取り付けられるよう構成された部材８２のような取付け部材によって形成することが
できる（図６Ａ及び図６Ｂ参照）。例示した実施の形態によれば、第２の取付け部分１３
３ｂは、上述の形式で第２の結び目６６ｂの自由部分７０ｂを形成するように第２のコネ
クタ部材６３ｂから延びていることができる。第２の取付け部分１３３ｂはさらにアイレ
ット７２を形成することができる。つまり、第３のコネクタ部材６３ｃは、第２の作動ス
トランド３８ｂを第１の作動ストランド３８ａに、上述のように直接に、又は図３２Ａ～
図３２Ｃに示したように間接的に取り付けるよう構成されている。
【０１９５】
　さらに、第４のコネクタ部材６３ｄを、第１の作動ストランド３８ａによって形成する
ことができ、アイレット、例えば図２Ｈに関して上述した形式のアイレット７２として構
成することもできるが、択一的に、図３１Ａ～図３１Ｃに関して上述したように、アイレ
ットを本明細書に記載されたあらゆる実施の形態又はあらゆる適切な択一的な実施の形態
にしたがって構成することもできることを認識すべきである。つまり、第４のコネクタ部
材６３ｄのアイレットを、作動ストランド３８ａ、第１のアンカ本体２８ａ、又はアンカ
本体２８ａに取り付けられるよう構成された取付け部材８２（図２８Ａ～図２８Ｃ）のよ
うな取付け部材によって形成することができる。例示した実施の形態によれば、第１の取
付け部分１３３ａは、上述の形式で第１の結び目６６ａの自由部分７０ｂを形成するため
に第１のコネクタ部材６３ａから延びていることができる。第１の取付け部分１３３ａは
さらにアイレット７２を形成することができる。つまり、第４のコネクタ部材６３ｄは、
第２の作動ストランド３８ｂを第１の作動ストランド３８ａに、上述のように直接に、又
は図３２Ａ～図３２Ｃに例示したように間接的に取り付けるよう構成されている。
【０１９６】
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　特に、アンカアセンブリ２０は、少なくとも１つのコネクタ部材、例えば第１及び第２
の作動ストランド３８ａ及び３８ｂの間に取り付けられたコネクタストランド５９のよう
な補助コネクタ部材７７として構成された第５のコネクタ部材６３ｅ、を有することがで
きる。コネクタストランド５９は、望みに応じて縫合糸又はあらゆる択一的に構成された
ストランドとして提供することができる。つまり、アンカアセンブリ２０は、少なくとも
１つのコネクタ部材、例えば第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂにコネクタ
ストランド５９を取り付けかつ固定するよう構成することができる第６のコネクタ部材６
３ｆを有することができ、これにより、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂ
を互いに取り付けかつ固定する。例示した実施の形態によれば、第１及び第２の作動スト
ランド３８ａ及び３８ｂを互いに、コネクタストランド５９を介して間接的に取り付ける
ために、コネクタストランド５９の第１の部分１２０をコネクタストランド５９の第２の
部分１２１に取り付ける。つまり、そうでないことが示されない限り、第１の作動ストラ
ンド３８ａを第２の作動ストランド３８ｂに取り付けることができる、本明細書に記載さ
れたあらゆるコネクタ部材６３は、コネクタストランド５９の第１の部分１２０をコネク
タストランドの第２の部分１２１に取り付けることができる。択一的に又は付加的に、ア
ンカアセンブリ２０は、コネクタストランド５９の第１の部分１２０を第１のアンカ本体
２８ａに取り付けるコネクタと、コネクタストランド５９の第２の部分１２１を第２のア
ンカ本体２８ｂに取り付ける第２のコネクタ部材とを有することができる。例えば、第１
の作動ストランド３８ａのアイレット７２は、コネクタストランド５９を第１のアンカ本
体２８ａに取り付けることができ、第２の作動ストランド３８ｂのアイレット７２は、コ
ネクタストランド５９を第２のアンカ本体２８ｂに取り付けることができる。
【０１９７】
　例示した実施の形態によれば、コネクタストランド５９の第１の部分１２０は第１の作
動ストランド３８ａのアイレット７２を通って延びており、コネクタストランドの第２の
部分１２１は第２の作動ストランド３８ｂのアイレット７２を通って延びており、これに
より、第１及び第２の部分１２０及び１２１は各々のアイレット７２に摺動可能に取り付
けられており、つまり、摺動部材４７を形成している。第６のコネクタ６３ｅは、コネク
タストランド５９の第１の部分１２０をコネクタストランド５９の第２の部分１２１に取
り付け、これにより、第１の作動ストランド３８ａを第２の作動ストランドに取り付け、
つまり第１のアンカ２２ａを第２のアンカ２２ａに取り付ける。
【０１９８】
　第６のコネクタ部材６３ｆは、本明細書に記載された形式のあらゆる適切なコネクタ部
材、又はコネクタストランド５９の第１の部分１２０をコネクタストランド５９の第２の
部分１２１に取り付けるよう構成されたあらゆる適切な択一的なコネクタ部材として構成
することができることを認識すべきである。例示した実施の形態によれば、第６のコネク
タ部材６３ｆは、上述の形式の結び目６６ｆのような結び目を有する。特に、コネクタス
トランド５９の第１及び第２の部分のうちの一方、例えば第１の部分１２０は、結び目６
６ｆのポスト端部６８を形成することができ、コネクタストランド５９の第１及び第２の
部分のうちの他方は、結び目６６ｆの自由端部７０を形成することができる。つまり、コ
ネクタストランド５９と、コネクタストランド５９と一体であるか又はコネクタストラン
ド５９とは別個でかつコネクタストランド５９に取り付けられていることができるコネク
タ６３ｆとは、閉鎖したループ２０４を形成することができる。結び目６６ｆがアンロッ
ク状態にあるときにループ２０４の寸法を減じるために、第１の部分１２０は、第２の部
分１２１に対して、結び目６６ｆを通って並進可能である。
【０１９９】
　つまり、操作中、各々の結び目６６ａ及び６６ｂがアンロック状態にあるときに第１及
び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂの作動位置１３１ａ及び１３１ｂに作動力Ｆを
加えることができ、これにより、作動部分１３１ａ及び１３１ｂは、それぞれ取付け部分
１３３ａ及び１３３ｂに対して結び目６６ａ及び６６ｂを通って摺動可能である。したが
って、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂの作動部分１３３ａ及び１３３ｂ
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それぞれに作動力Ｆが加えられると、対応するアンカ本体２８ａ及び２８ｂが、上述の形
式で第１の状態から拡張状態へ作動する。
【０２００】
　次いで、結び目６６ａ及び６６ｂをロッキング状態に作動させかつアンカ本体２８ａ及
び２８ｂを拡張状態に固定するために、結び目６６ａ及び６６ｂの自由部分７０ｂにロッ
キング力を加えることができる。例えば、ロッキング力を、結び目６６ａ及び６６ｂの自
由部分７０ｂに直接に加えることができる。択一的に、狭め力ＡＦを作動ストランド３８
ａ及び３８ｂに加えることができ、これにより、ロッキング力が第１及び第２の結び目６
６ａ及び６６ｂの自由部分７０ｂに加えられる。
【０２０１】
　例えば、上述のように結び目６６ｆをアンロック状態に構成することができ、これによ
り、コネクタストランド５９の第１の部分１２０はコネクタストランドの第２の部分１２
１に対して結び目６６ｆを通って並進可能であり、これにより、ループ２０４の寸法を減
じ、ループ２０４における張力を生ぜしめる。つまり、コネクタストランド５９は、第１
及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂ、特に第１及び第２の作動ストランド３８ａ
及び３８ｂの取付け部分１３３ａ及び１３３ｂに狭め力ＡＦを加える。つまり、狭め力Ａ
Ｆにより、結び目６６ａ及び６６ｂの自由部分７０ｂを形成することができる第１及び第
２の取付け部分１３３ａ及び１３３ｂが、結び目６６ａ及び６６ｂに引張ロッキング力を
加え、これにより、結び目６６ａ及び６６ｂを各々のロック状態に作動させる。狭め力Ａ
Ｆは、さらに、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂ、つまり第１及び第２の
アンカ本体２８ａ及び２８ｂを、互いに向かって移動するよう付勢し、これにより、間隙
２４ｃを狭める。さらに、間隙２４ｃが狭められると、コネクタストランド５９の第１の
部分１２０に加えられる継続力は、ループ２０４に十分な張力を生ぜしめることができ、
この張力により、第１及び第２のアンカ本体２８ａ及び２８ｂは、第１及び第２のアンカ
本体２８ａ及び２８ｂの間の位置において解剖学的構造２４に圧縮力を加える。つまり、
アンカ本体２８ａ及び２８ｂは、間隙２４ｃに圧縮力を加え、この圧縮力は間隙２４ｃを
狭められた状態に維持する。結び目６６ｆをロック状態に作動させ、これにより、ループ
２０４の寸法を固定しかつアンカ２２ａ及び２２ｂに対する付勢力を維持するために、コ
ネクタストランド５９の第２の部分１２１に引張ロッキング力を加えることができる。
【０２０２】
　ここで図３３Ａ及び図３３Ｂを参照すると、アンカアセンブリ２０は、図３２Ａ～図３
２Ｃに関して上述したように作動部分１３１ａ及び１３１ｂを対応する取付け部分１３３
ａ及び１３３ｂに取り付ける第１及び第２の結び目６６ａ及び６６ｂとして構成された第
１及び第２のコネクタ部材６３ａ及び６３ｂを有することができる。さらに、上述のよう
に、第３及び第４のコネクタ部材６３ｃ及び６３ｄを、第２の作動ストランド３８ｂによ
って形成することができ、アイレット、例えば図２Ｈに関して上述した形式のアイレット
７２として構成することができるが、アイレットを択一的に、本明細書に記載されたあら
ゆる実施の形態又はあらゆる適切な択一的な実施の形態にしたがって構成することができ
ることを認識すべきである。
【０２０３】
　特に、アンカアセンブリ２０は、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂの間
に取り付けられた少なくとも１つのコネクタ部材を有することができる。例えば、少なく
とも１つのコネクタを、第５のコネクタ部材６３ｅとして構成することができ、この第５
のコネクタ部材６３ｅは、互いに取り付けられかつさらに第１及び第２の作動ストランド
３８ａ及び３８ｂの間に取り付けられた第１のコネクタストランド５９ａ及び第２のコネ
クタストランド５９ｂのような少なくとも１つのコネクタストランドを有することができ
る。つまり、アンカアセンブリ２０は、第１及び第２の作動ストランドのうちの少なくと
も一方又は両方に直接に又は間接的に取り付けられるよう構成された少なくとも１つのコ
ネクタストランド５９を有することができると言うことができる。例えば、例示した実施
の形態によれば、第１のコネクタストランド５９ａは第１の作動ストランド３８ａに直接
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に取り付けられており、第２のコネクタストランド５９ｂは第２の作動ストランド３８ｂ
に直接に取り付けられている。例示した実施の形態によれば、第１及び第２のコネクタス
トランド５９ａ及び５９ｂは、上述のように第１及び第２の作動ストランド５９ａ及び５
９ｂを各々の作動ストランド３８ａ及び３８ｂに対して摺動させる摺動部材４７を形成す
る、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂの各々のアイレット７２に取り付け
られている。つまり、第１のコネクタストランド５９ａは第２のコネクタストランド５９
ｂを介して第２の作動ストランド３８ｂに間接的に取り付けられており、第２のコネクタ
ストランド５９ｂは第１のコネクタストランド５９ａを介して第２の作動ストランド３８
ｂに間接的に取り付けられている。コネクタ部材６３ｃ及び６３ｄは各々の作動ストラン
ドと一体であるが、コネクタ部材６３ｃ及び６３ｄは択一的に又は付加的に各々のコネク
タストランド５９ａ及び５９ｂと一体であることができることを認識すべきである。アン
カアセンブリ２０は、第１のコネクタストランド５９ａ及び第１の作動ストランド３８と
は別個でありかつ第１のコネクタストランド５９ａと第１の作動ストランド３８ａとの間
に取り付けられた補助コネクタ部材７７と、第２のコネクタストランド５９ｂ及び第２の
作動ストランド３８ｂとは別個でありかつ第２のコネクタストランド５９ｂと第２の作動
ストランド３８ｂとの間に取り付けられた補助コネクタ部材７７とを有することができる
。
【０２０４】
　つまり、アンカアセンブリ２０は、各々の第１及び第２の拡張可能部分３６ａ及び３６
ｂを含む、各々の第１及び第２のアンカ本体２８ａ及び２８ｂを含む、第１及び第２のア
ンカ２２ａ及び２２ｂを、直接に又は間接的に、間隙２４ｃを跨いで互いに取り付けるよ
う構成された少なくとも１つのストランドを有することができる。少なくとも１つのスト
ランドは、アンカ２２ａ及び２２ｂのうちの少なくとも一方又は両方の作動ストランドで
あることができるか、又は作動ストランド３８ａ及び３８ｂとは別個のストランドである
ことができる。例えば、アンカ本体２８ａ及び２８ｂが第１の状態から拡張状態へ作動さ
せられた後に作動ストランド３８ａ及び３８ｂを除去することができ、アンカ本体２８ａ
及び２８ｂを間隙２４に跨がって取り付けるために第１及び第２のアンカ本体２８ａ及び
２８ｂのうちの少なくとも一方又は両方に直接に又は間接的に少なくとも１つのコネクタ
部材を取り付けることができることを、幾つかの実施の形態において認識すべきである。
【０２０５】
　例示した実施の形態によれば、アンカアセンブリ２０は、第１及び第２のコネクタスト
ランド５９ａ及び５９ｂの部分を互いに取り付けることができる、少なくとも１つ、例え
ば複数のコネクタ部材６３を有することができる。例示した実施の形態によれば、第１の
コネクタストランド５９ａは第１の部分１２０ａと第２の部分１２１ａとを形成しており
、第２のコネクタストランド５９ａは、第１の部分１２０ｂと第２の部分１２１ｂとを形
成している。少なくとも１つのコネクタ部材は、第１のコネクタストランド５９ａの第１
及び第２の部分１２０ａ及び１２１ａのうちの少なくとも一方又は両方を、第２のコネク
タストランド５９ｂの第１及び第２の部分１２０ｂ及び１２１ｂのうちの少なくとも一方
又は両方に取り付けることができ、これにより、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及
び３８ｂを、コネクタストランド５９ａ及び５９ｂを介して間接的に互いに取り付ける。
【０２０６】
　例示した実施の形態によれば、第１のコネクタストランド５９ａは、互いに間隔を置い
て配置された第１のコネクタストランド５９ａの第１及び第２の部分１２０ａ及び１２１
ａを形成するために第１の作動ストランド３８ａのアイレット７２を通って折り返され、
ひいてはこのアイレット７２を通って延びており、これにより、第１の作動ストランド３
８ａのアイレット７２は、第１及び第２の部分１２０ａ及び１２１ａを分離させる。同様
に、第２のコネクタストランド５９ｂは、互いに間隔を置いて配置された第２のコネクタ
ストランド５９ｂの第１及び第２の部分１２０ｂ及び１２１ｂを形成するために第２の作
動ストランド３８ｂのアイレット７２を通って折り返され、ひいてはこのアイレット７２
を通って延びており、これにより、第２の作動ストランド３８ｂのアイレット７２は、第
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１及び第２の部分１２０ｂ及び１２１ｂを分離させる。第１のコネクタストランド５９ａ
の第１及び第２の部分１２０ａ及び１２１ａは第２のアンカ２２ｂに向かって延びており
、第２の作動ストランド３８ｂの第１及び第２の部分１２０ｂ及び１２１ｂは第１のアン
カ２２ａに向かって延びている。コネクタストランド５９ａ及び５９ｂの一方又は両方は
各々の作動ストランド３８ａ及び３８ｂと一体であることができ、本明細書に記載された
アイレット９０又はあらゆる択一的に構成されたアイレットのような、アンカのアイレッ
トを通って延びることができることを認識すべきである。
【０２０７】
　第１及び第２のコネクタストランド５９ａ及び５９ｂは、本明細書に記載された形式の
あらゆる適切なコネクタを介して１つ以上の位置において互いに取り付けることができる
。例えば、第１のアンカ２２ａを第２のアンカ２２ｂに取り付けるために、第１のコネク
タストランド５９ａを、第２のコネクタストランド５９ｂのような他のストランドに織り
込むことができる。例えば、第２の作動ストランド３８ｂがアイレットを形成していない
実施の形態において、第１及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂを取り付けるために第１の
コネクタストランド５９ａを第２の作動ストランド３８ｂに織り込むことができることを
認識すべきである。例示した実施の形態によれば、各々の第１及び第２の引通し部１３４
ａ及び１３４ｂを形成するために２つの異なる位置において第２のコネクタストランド５
９ｂの第１の部分を第２のコネクタストランド５９ａの第１の部分１２０ａに織り込むか
又はその他の形式で引き通すことができ、各々の第３及び第４の引通し部１３４ｃ及び１
３４ｄを形成するために２つの異なる位置において第１のコネクタストランド５９ａの第
１の部分１２０ａを第２のコネクタストランド５９ｂの第１の部分１２０ｂに織り込むか
又はその他の形式で引き通すことができる。つまり、アンカアセンブリ２０は、１つ以上
の位置において互いに取り付けることができる少なくとも１つ、例えば複数のコネクタス
トランドを有することができることを認識すべきである。例えば、複数のコネクタストラ
ンドの各々を、引通し部１３４ａ～１３４ｄのような、１つ以上の引通し部において互い
に取り付けることができる。
【０２０８】
　例示した実施の形態によれば、第１の引通し部１３４ａは、第２のコネクタストランド
５９ｂの第１の部分１２０ｂと、第１のコネクタストランド５９ａの第１の部分１２０ａ
とによって形成することができる。特に、第２のコネクタストランド５９ｂの第１の部分
１２０ｂを、例えば対応する第１のアンカ本体２８ａから離れかつ第２のアンカ本体２８
ｂに向かう方向に沿って望みに応じた回数だけ第１のコネクタストランド５９ａの第１の
部分１２０ａに織り込むことができ、これにより、第１及び第２のコネクタストランド５
９ａ及び５９ｂを取り付け、ひいては第１及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂを取り付け
る第１の引通し部１３４ａを形成する。例示したように、第２のコネクタストランド５９
ｂの第１の部分１２０ｂを、第１のコネクタストランド５９ａの第１の部分１２０ａに織
り込むことができるが、第２のコネクタストランド５９ｂの第１の部分１２０ｂの一部が
、第１の部分１２０ａの延在方向に沿って第１のコネクタストランド５９ａの第１の部分
１２０ａ内に延びることができ、これにより、第１の部分１２０ａが、例えば図１９Ｇ及
び図１９Ｈに関して上述したように、前記一部の長さに沿って第１の部分１２０ｂの一部
を包囲することを認識すべきである。第２のコネクタストランド５９ｂの第１の末端部１
４１ｂを形成するために、第２のコネクタストランド５９ｂの第１の部分１２０ｂは、第
２のコネクタストランド５９ａの第１の部分１２０ａから出ている。
【０２０９】
　第２の引通し部１３４ｂを、第２のコネクタストランド５９ｂの第２の部分１２１ｂと
、第１のコネクタストランド５９ａの第２の部分１２１ａとによって形成することができ
る。例えば、第１及び第２のコネクタストランド５９ａ及び５９ｂを取り付け、ひいては
第１及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂを取り付ける第２の引通し部１３４ｂを形成する
ために、例えば対応する第１のアンカ本体２８ａから離れかつ第２のアンカ本体２８ｂに
向かう方向に沿って、望みに応じた回数だけ、第２のコネクタストランド５９ｂの第２の
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部分１２１ｂを、第１のコネクタストランド５９ａの第２の部分１２１ａに織り込むこと
ができる。第２のコネクタストランド５９ｂの第２の部分１２１ｂを、例示したような第
１のコネクタストランド５９ａの第２の部分１２１ａに織り込むことができるが、図１９
Ｇ及び図１９Ｈに関して上述したように、第２のコネクタストランド５９ｂの第２の部分
１２１ｂの一部が、第２の部分１２１ａの延在方向に沿って第１のコネクタストランド５
９ａの第２の部分１２１ａ内で延びることができ、これにより、第２の部分１２１ａが前
記一部の長さに沿って第２の部分１２１ｂの一部を包囲することを認識すべきである。第
２のコネクタストランド５９ｂの第２の部分１２１ｂは、第２のコネクタストランド５９
ｂの第２の末端部１４１ｂ′を形成するために第１のコネクタストランド５９ａの第２の
部分１２１ａから出る。
【０２１０】
　第１及び第２の末端部１４１ｂ及び１４１ｂ′は、互いに別個でかつ間隔を置かれた、
つまり互いから引き離された自由端部を形成することができるか、又は、択一的に、直接
に、又は、本明細書で説明した形式のあらゆる適切なコネクタ部材６３又はあらゆる適切
な択一的に構成されたコネクタ部材６３を介して間接的に、互いに取り付けられることが
できる。例えば、例示した実施の形態において、アンカアセンブリ２０は、第１及び第２
の末端部１４１ｂ及び１４１ｂ′によって形成された、上述の形式の結び目６６のような
、結び目を形成することができる。例えば、第１の末端部１４１ｂのような末端部のうち
の１つは、結び目６６の自由端部を形成することができるのに対し、第２の末端部１４１
ｂ′のような端部のうちの他方は、結び目６６の自由端部を形成することができる。つま
り、結び目６６がアンロック状態にあるときには、第１の末端部１４１ｂは、結び目６６
を通って第２の末端部１４１ｂ′に対して並進可能である。第１の末端部１４１ｂが結び
目６６を通って第２の末端部１４１ｂ′に対して並進不能に固定されるように、結び目６
６をロック状態に作動させるために、上述の形式で、第２の末端部１４１ｂ′によって形
成された自由部分７０ｂにロッキング力を加えることができる。
【０２１１】
　第３の引通し部１３４ｃを、第１のコネクタストランド５９ａの第１の部分１２０ａ及
び第２のコネクタストランド５９ｂの第１の部分１２０ｂによって形成することができる
。特に、第１及び第２のコネクタストランド５９ａ及び５９ｂを取り付け、ひいては第１
及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂをも取り付ける第３の引通し部１３４ｃを形成するた
めに、例えば対応する第２のアンカ本体２８ｂから離れかつ第１のアンカ本体２８ａに向
かう方向に沿って、第１のコネクタストランド５９ａの第１の部分１２０ａを、望みに応
じた回数だけ第２のコネクタストランド５９ｂの第１の部分１２０ｂに織り込むことがで
きる。例示したように第１のコネクタストランド５９ａの第１の部分１２０ａを第２のコ
ネクタストランド５９ｂの第１の部分１２０ｂに織り込むことができるが、第１のコネク
タストランド５９ａの第１の部分１２０ａの一部は、第１の部分１２０ｂの延在方向に沿
って第２のコネクタストランド５９ｂの第１の部分１２０ｂ内に延びていることができ、
これにより、第１の部分１２０ｂは、例えば図１９Ｇ及び図１９Ｈに関して上述したよう
に、前記一部の長さに沿って第１の部分１２０ａの一部を包囲している。第１のコネクタ
ストランド５９ａの第１の末端部１４１ａを形成するために、第１のコネクタストランド
５９ａの第１の部分１２０ａは、第２のコネクタストランド５９ｂの第１の部分１２０ｂ
から出る。
【０２１２】
　第４の引通し部１３４ｄは、第１のコネクタストランド５９ａの第２の部分１２１ａ及
び第２のコネクタストランド５９ｂの第２の部分１２１ｂによって形成することができる
。例えば、第１及び第２のコネクタストランド５９ａ及び５９ｂを取り付け、ひいては第
１及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂをも取り付ける第４の引通し部１３４ｄを形成する
ために、例えば対応する第２のアンカ本体２８ｂから離れかつ第１のアンカ本体２８ａに
向かう方向に沿って、第１のコネクタストランド５９ａの第２の部分１２１ａを、望みに
応じた回数だけ第２のコネクタストランド５９ｂの第２の部分１２１ｂに織り込むことが
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できる。例示したように、第１のコネクタストランド５９ａの第２の部分１２１ａを第２
のコネクタストランド５９ｂの第２の部分１２１ｂに織り込むことができるが、第１のコ
ネクタストランド５９ａの第２の部分１２１ａの一部は、第２の部分１２１ｂの延在方向
に沿って第２のコネクタストランド５９ｂの第２の部分１２１ｂ内に延びていることがで
き、これにより、例えば図１９Ｇ及び図１９Ｈに関して上述したように、第２の部分１２
１ｂは前記一部の長さに沿って第２の部分１２１ａの一部を包囲している。第１のコネク
タストランド５９ａの第２の末端部１４１ａ′を形成するために、第１のコネクタストラ
ンド５９ａの第２の部分１２１ａは第２のコネクタストランド５９ｂの第２の部分１２１
ｂから出る。
【０２１３】
　第１及び第２の末端部１４１ａ及び１４１ａ′は、互いから分離されかつ間隔を置かれ
た、つまり互いから引き離された自由端部を形成することができるか、又は、択一的に、
直接に、又は本明細書に記載された形式のあらゆる適切なコネクタ部材又はあらゆる適切
な択一的に構成されたコネクタ部材６３を介して間接的に、取り付けられることができる
。例えば、例示した実施の形態によれば、アンカアセンブリ２０は、第１及び第２の末端
部１４１ａ及び１４１ａ′によって形成された、上述の形式の結び目６６のような結び目
を形成することができる。例えば、第１の末端部１４１ａのような末端部のうちの１つは
、結び目６６のポスト端部６８を形成することができ、第２の末端部１４１ａ′のような
端部のうちの他方は、結び目６６の自由端部７０を形成することができる。つまり、結び
目６６がアンロック状態にあるときには、第１の末端部１４１ｂは結び目６６を通って第
２の末端部１４１ａ′に対して並進可能である。第１の末端部１４１ａが結び目６６を通
って第２の末端部１４１ａ′に関して並進不能に固定されるように結び目６６をロック状
態に作動させるために、上述の形式で、第２の末端部１４１ａ′によって形成された自由
部分７０ｂにロッキング力を加えることができる。
【０２１４】
　操作中、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂは、結び目６６ａ及び６６ｂ
が各々のアンロック状態にあるときにアンカ本体２８ａ及び２８ｂを各々の第１の状態か
ら各々の拡張状態へ作動させる各々の作動力Ｆをそれぞれ受けることができる。作動力Ｆ
は、例示したように各々の第１及び第２の作動部分１３１ａ及び１３１ｂにおいて第１及
び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂに直接に加えることができるか、又は各々の第
１及び第２のコネクタ部材６３ａ及び６３ｂの上流の位置において第１及び第２の作動ス
トランド３８ａ及び３８ｂそれぞれに加えることができる。次いで、結び目６６ａ及び６
６ｂを、作動ストランド３８の各々の取付け部分１３３ａ，１３３ｂに引張ロッキング力
を加えることによってロックすることができる。択一的に、今から説明するように、引張
ロッキング力を接近力ＡＦによって加えることができる。
【０２１５】
　例えば、アンカ本体２８ａ及び２８ｂが各々の拡張状態に作動させられると、第１及び
第２のコネクタストランド５９ａ及び５９ｂの第１及び第２の末端部１４１ａ及び１４１
ｂの各々は、それぞれ、コネクタストランド５９ａ及び５９ｂに張力を生ぜしめる接近力
ＡＦを受けることができ、これにより、作動ストランド３８ａ及び３８ｂに接近力ＡＦを
加え、アンカ２２ａ，２２ｂのうちの少なくとも一方又は両方、ひいては各々のアンカ本
体２８ａ，２８ｂを互いに向かって付勢位置へ付勢し、間隙２４ｃを狭める。コネクタス
トランド５９ａ及び５９ｂに生ぜしめられた張力はさらにアイレット７２を緊張状態に配
置することを認識すべきである。アイレット７２は各々の取付け部分１３３ａ，１３３ｂ
によって形成されているので、アイレット７２において生ぜしめられる張力は、結び目６
６ａ，６６ｂをロッキング状態に作動させる各々の結び目６６ａ，６６ｂに対する引張力
を生ぜしめる。
【０２１６】
　さらに、第１及び第２のコネクタストランド５９ａ，５９ｂは、接近力ＡＦの提供に応
答して緊張状態に配置されるので、第１のコネクタストランド５９ａは、例えば第１及び
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第２の引通し部１３４ａ，１３４ｂにおいて、第２のコネクタストランド５９ｂに圧縮力
を加えることができる。特に、第１のコネクタストランド５９ａの第１の部分１２０ａは
、第１の引通し部１３４ａにおいて第２のコネクタストランド５９ｂの第１の部分１２０
ｂに圧縮力を加えることができ、第１のコネクタストランド５９ａの第２の部分１２１ａ
は、第２の引通し部１３４ｂにおいて第２のコネクタストランド５９ｂの第２の部分１２
１ｂに圧縮力を加えることができる。第２のコネクタストランド５９ｂに第１のコネクタ
ストランド５９ａによって加えられる圧縮力は、各々の引通し部１３４ａ，１３４ｂにお
ける第１のコネクタストランド５９ａに対する第２のコネクタストランド５９ｂの並進を
減じる又は防止することができる。
【０２１７】
　さらに加えて、第２のコネクタストランド５９ｂは、第３及び第４の引通し部１３４ｃ
，１３４ｄにおいて、第１のコネクタストランド５９ａに圧縮力を加えることができる。
特に、第２のコネクタストランド５９ｂの第１の部分１２０ｂは、第３の引通し部１３４
ｃにおいて第１のコネクタストランド５９ａの第１の部分１２０ａに圧縮力を加えること
ができ、第２のコネクタストランド５９ｂの第２の部分１２１ｂは、第４の引通し部１３
４ａにおいて第１のコネクタストランド５９ａの第２の部分１２１ａに圧縮力を加えるこ
とができる。第１のコネクタストランド５９ａに第２のコネクタストランド５９ｂによっ
て加えられる圧縮力は、各々の引通し部１３４ｃ，１３４ｄにおける第２のコネクタスト
ランド５９ｂに対する第１のコネクタストランド５９ａの並進を減じる又は防止すること
ができる。
【０２１８】
　間隙２４ｃが狭められると、第１のコネクタストランド５９ａの各々の第１及び第２の
末端部１４１ａ及び１４１ａ′を取り付ける結び目６６を、第１及び第２の部分１２０ａ
及び１２１ａが結び目６６を通って互いに対して並進することを防止されるロック状態に
作動させることができる。同様に、第２のコネクタストランド５９ｂの各々の第１及び第
２の末端部１４１ｂ及び１４１ｂ′を取り付ける結び目６６を、第１及び第２の部分１２
０ｂ及び１２１ｂが結び目６６を通って互いに対して並進することを防止されるロック状
態に作動させることができる。
【０２１９】
　アンカアセンブリ２０は、少なくとも１つの一体のコネクタ部材を介して欠陥部を跨い
で第２のアンカに取り付けるアイレットを有することができる少なくとも１つのアンカを
含むものとして説明されたが、アンカアセンブリは、択一的に又は付加的に、解剖学的欠
陥を跨いで一方のアンカのアイレットを第２のアンカに取り付けるために、本明細書で説
明したあらゆる形式の補助コネクタ部材を有することができる。
【０２２０】
　例えば、図３４Ａ及び図３４Ｂを参照すると、第１及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂ
のうちの少なくとも一方又は両方は、本明細書に記載された形式のあらゆる適切なアイレ
ット、又はあらゆる択一的に構成されたアイレット、例えば例示した実施の形態によるア
イレット７２を有することができる。アンカアセンブリ１０は、さらに、第１のアンカ２
２ａを第２のアンカ２２ｂに取り付ける補助コネクタ部材７７を有することができる。例
えば、補助コネクタ部材７７は、第１のアンカ２２ａを第２のアンカ２２ｂに取り付ける
一対のフック２１０ａ及び２１０ｂのような少なくとも１つのフックとして構成すること
ができる。１つの実施の形態によれば、第１のフック２１０ａは、対応する第１の取付け
端部２１２ａ及び第２の係合端部２１４ａを形成することができ、第２のフック２１０ｂ
は、第２の取付け端部２１２ｂ及び第２の係合端部２１４ｂを形成することができる。第
１及び第２の取付け端部２１２ａ及び２１２ｂを、各々の作動ストランド３８ａ及び３８
ｂ、例えば第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂによって形成されたアイレッ
ト７２に取り付けることができる。１つの実施の形態によれば、取付け端部２１２ａ，２
１２ｂはアイレットを形成することができ、各々のアイレット７２の形成中に第１及び第
２の取付け端部２１２ａ，２１２ｂに通すことができる。択一的に、第１及び第２の取付
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け端部２１２ａ及び２１２ｂを、予め形成されたアイレット７２に取り付けることができ
る、例えばクリップ止めするか、接着により取り付けるか、又はその他の形式で取り付け
ることができる。
【０２２１】
　係合端部２１４ａ，２１４ｂは、例えばアンカ２２ａ及び２２ｂが拡張状態に作動させ
られた後に、第１のフック２１０ａを第２のフック２１０ｂに取付け、これにより第１の
アンカ２２ａをも第２のアンカ２２ｂに取り付けるために、互いに係合するよう構成され
ている。１つの実施の形態によれば、フック２１０ａ及び２１０ｂが係合させられると、
フック２１０ａ及び２１０ｂが、係合させられる時のフック２１０ａ及び２１０ｂの形状
とは異なる形状に戻るように、ニチノールのような形状記憶材料から形成することができ
る。つまり、フック２１０ａ，２１０ｂは、係合させられる時の第１の形状と、フック２
１０ａ，２１０ｂが係合させられた後の第１の形状とは異なる第２の形状とを形成するこ
とができる。
【０２２２】
　例えば、フック２１０ａ及び２１０は、解剖学的構造２４に沿って実質的に平坦に存在
することができる。択一的に、フック２１０ａ及び２１０は、互いに係合させられた後の
形状を維持することができる。フック２１０ａ，２１０ｂは、フック２１０ａ，２１０ｂ
が係合させられるとフック２１０ａ，２１０ｂが作動ストランド３８ａ，３８ｂに接近力
を加えるように、アンカ２２ａ，２２ｂの間に延びた十分な長さを形成することができ、
接近力は、アンカ本体２８ａ及び２８ｂのうちの少なくとも一方又は両方を他方に向かっ
て付勢し、間隙２４ｃを狭める。択一的に又は付加的に、例えばフック２１０ａ，２１０
ｂがニチノールのような形状記憶材料から形成されているならば、アンカ２２ａ，２２ｂ
の間のフック２１０ａ，２１０ｂの長さは、フック２１０ａ，２１０ｂが係合させられた
後に、作動ストランド３８ａ，３８ｂに接近力を加えるために減じられることができる。
つまり、補助コネクタ部材７７はロッキング部材を形成することができ、このロッキング
部材は、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂを互いに固定して取り付けるこ
とができ、かつ間隙２４ｃを狭め、間隙２４ｃを狭められた状態に維持するためにアンカ
２２ａ及び２２ｂを互いに向かって付勢する接近力を加えることもできる。
【０２２３】
　ここで図３５Ａ～図２５Ｃを参照すると、補助取付け部材７７を、実質的に上述のよう
なコネクタストランド５９として構成することができ、このコネクタストランド５９は、
コネクタストランドの第１及び第２の部分１２０及び１２１と一体のコネクタ部材６３を
形成することができる。例示した実施の形態によれば、コネクタストランド５９は、第１
及び第２の作動ストランド３８ａ，３８ｂのアイレット７２の間に延びた中間部分１２３
を形成することができる。第１及び第２の部分１２０及び１２１がアイレット７２から延
びかつ互いに取り付けられるよう構成されるように、コネクタストランド５９はアイレッ
トに通されるか又はその他の形式でアイレットを通って延びる。例えば、第１及び第２の
部分１２０及び１２１のうちの少なくとも一方、例えば例示したような第１の部分１２０
は、鉤状であることができ、ひいては、各々の前端２１６ａ及び後端２１６ｂを有する、
外方へ突出したラチェット歯２１６を形成することができる。第１及び第２の部分１２０
及び１２１のうちの他方、例えば例示したような第２の部分１２１は、第１の部分１２０
を第２の部分１２１に取り付けるためにラチェット歯２１６と係合するよう構成された少
なくとも１つの捕捉部材２１８を形成することができる。例えば、捕捉部材２１８を、第
１及び第２の部分１２０及び１２１の各々１つによって形成される開口２２０として構成
することができる。開口２２０は、図３５Ｂに例示したように第２の部分１２１に穿孔さ
れることができ、例えば第２の部分がメッシュ２２３又は編まれた構造である場合には、
第２の部分１２１の繊維の間の隙間２２２によって形成することができるか、又は鉤状の
第１の部分１２０を収容するのに適したこのような隙間２２２を形成するあらゆる択一的
な構造によって形成することができる。捕捉部材２１８を択一的に望みに応じて構成する
ことができることを認識すべきである。
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【０２２４】
　操作中、第１及び第２のアンカ２２ａ，２２ｂを上述の形式で拡張状態に作動させるこ
とができ、アンカ２２ａ，２２ｂが作動させられる前又は作動させられた後にコネクタス
トランド５９を各々のアイレット７２に通すことができる。コネクタストランド５９が閉
じたループ２０４を形成するように、第１の部分１２０のラチェット歯２１６を第２の部
分２１０の捕捉部材２１８と係合させることができる。例えば、第１の部分１２０を第２
の部分１２１に取り付け、これにより、第１の作動ストランド３８ａも第２の作動ストラ
ンド３８ｂに取り付けるために、鉤状の第１の部分２１０を第２の部分１２１の開口２２
０に通すことができる。ラチェット歯２１６の前端２１６ａ及び後端２１６ｂは、実質的
にループ２０４の寸法を減じる方向に沿って第１の部分１２０を第２の部分１２１に対し
て移動させ、実質的にループ２０４の寸法を増大させる反対方向で第１の部分１２０が第
２の部分１２１に対して移動することを防止するように、構成することができる。ループ
２０４の寸法が減少すると、コネクタストランド５９は第１及び第２の作動ストランド３
８ａ及び３８ｂに接近力を加え、この接近力は第１及び第２のアンカを互いに向かって付
勢し、間隙２４ｃを狭める。図３４Ａ及び図３４Ｂに例示されたコネクタ部材は、摺動部
材と、本明細書に記載された形式のロッキング部材とを形成することができる。
【０２２５】
　ここで図３５Ｄを参照すると、補助取付け部材７７を、第１及び第２の作動ストランド
３８ａ及び３８ｂの間、ひいては第１及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂの間に取り付け
られるよう構成されたばね部材２２４として構成することができる。ばね部材２２４は、
例示したようにコイルばねとして、又はアンカ２２ａ及び２２ｂの間に取り付けられた時
にアンカ２２ａ及び２２ｂを互いに向かって付勢するばね定数を有する択一的に構成され
たばね部材として、構成することができる。例えば、ばね部材２２４は、弾性ストランド
、又はあらゆる択一的な適切に構成されたばね部材２２４として構成することができる。
ばね部材２２４は、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂそれぞれに取り付け
られるよう構成された第１及び第２の取付け端部２２４ａ及び２２４ｂを形成することが
できる。例えば、取付け端部２２４ａ，２２４ｂはアイレットを形成することができ、各
々の作動ストランド３８ａ，３８ｂ、例えば取付け部分１３１ａ，１３１ｂを、各々のア
イレット７２の形成中に第１及び第２の取付け端部２１２ａ，２１２ｂに通すことができ
る。択一的に、第１及び第２の取付け端部２１２ａ及び２１２ｂを、予め形成されたアイ
レット７２に取り付ける、例えばクリップ止めするか、接着により取り付けるか、又はそ
の他の形式で取り付けることができる。さらに択一的に、第１及び第２の取付け端部２１
４ａ，２１４ｂは作動ストランド３８ａ及び３８ｂと一体であることができ、これにより
、ばね部材２２４は、互いに一体であることができる第１及び第２の作動ストランド３８
ａ及び３８ｂの両方を形成する補助ストランド部材３３の弾性の部分として形成されてい
る。
【０２２６】
　操作中、第１及び第２のアンカ２２ａ，２２ｂを、上述の形式で拡張状態に作動させる
ことができ、アンカ２２ａ，２２ｂが作動させられる前又はその後に、ばね部材２２４を
作動ストランド３８ａ及び３８ｂに取り付けることができ、ひいてはアンカ本体２８ａ，
２８ｂに取り付けることができる。ばね部材２２４は、接近力を形成するばね力を、第１
及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂに加え、この接近力は、第１及び第２のアン
カを互いに向かって付勢し、間隙２４ｃを狭める。
【０２２７】
　本明細書で記載された形式のコネクタ部材６３は、第１及び第２の作動ストランド３８
ａ及び３８ｂを互いに取り付けるよう構成されており、これにより、アンカ２２ａ及び２
２ｂに接近力を加えることができ、この接近力は、アンカ２２ａ及び２２ｂを互いに向か
って付勢し、間隙２４ｃを狭めることを認識すべきである。図３６Ａ及び図３６Ｂを参照
すると、作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの一方は各々のアンカ本体２８ａ及び２
８ｂと一体であることができ、作動ストランド３８ｂ及び３８ｂのうちの他方は、各々の
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アンカ本体２８ａ及び２８ｂとは別個であり、作動ストランドをアンカ本体に取り付ける
ために各々のアンカ本体２８ａ及び２８ｂに織り込むことができることを、認識すべきで
ある。例示した実施の形態によれば、第２の作動ストランド３８ｂはアンカ本体２８ｂと
一体であり、第１の作動ストランド３８ａは、第１のアンカ本体３８ｂに対して補助スト
ランド３３ａを形成する。つまり、第２のアンカ２２ｂの一体の作動ストランド３８ｂは
、第１のアンカの補助作動ストランド３８ｂを形成することができる。つまり、図７Ａ及
び図７Ｂに関して上述したように、第２のアンカ本体２２ｂの第１の部分４１は、各々の
作動部分１３１ｂ及び取付け部分１３３ｂを形成することができる。さらに、本明細書に
記載された形式のコネクタ部材６３は、図３７Ａ及び図３７Ｂに関して以下でより詳細に
説明するように、補助ストランド３３が除去された後に、本明細書に記載された形式のあ
らゆるアイレット、例えばアイレット９０に直接に取り付けることができる。
【０２２８】
　第２の作動ストランド３８ｂの取付け部分１３３ｂは、第１の作動ストランド３８ａの
取付け部分１３３ａと一体であることができる。第１のアンカ２２ａの第１の作動部分１
３１ａが、第１のアンカ本体２８ａから延び、かつ上述の形式で第１の取付け部分１３３
ａから間隔を置かれているように、第１の作動ストランド３８ａを上述の形式でアンカ本
体に織り込むことができる。アンカアセンブリ２０は、第１の作動部分１３１ａを補助ス
トランド３３ａの別の位置、例えば第１及び第２の取付け部分１３３ａ及び１３３ｂのう
ちの一方又は両方に取り付けるコネクタ部材６３を有することができる。例示した実施の
形態によれば、コネクタ部材６３は、第１の作動部分１３１ａを第２の作動部分１３３ｂ
に取り付ける。コネクタ部材６３は、第１の作動部分１３１ａを、補助ストランド３３ａ
の別の目標位置、例えば第１及び第２の取付け部分１３３ａ及び１３３ｂのうちの少なく
とも一方又は両方に、直接に又は間接的に取り付けるのに適した本明細書に記載されたい
ずれかの実施の形態により、構成することができる。
【０２２９】
　例示した実施の形態によれば、コネクタ部材６３は、第１の作動部分１３１ａと、上述
のように第２の取付け部分１３３ｂであることができる補助ストランド３３ａの目標位置
とによって形成された結び目６６として構成されている。末端部１３５ａが結び目６６か
ら延び、かつ第２の作動ストランド３８ｂが結び目６６の自由端部７０を形成することが
できるように、第１の作動部分１３１ａは結び目６６のポスト端部６８を形成することが
できる。例えば、結び目６６とアンカ本体２８ｂとの間に配置された第２の作動ストラン
ド３８ｂの部分は、自由端部７０の固定部分７０ａを形成することができ、結び目６６と
第１のアンカ本体２８ａとの間に配置された第２の作動ストランド３８ｂは、自由端部７
０の自由部分７０ｂを形成することができる。
【０２３０】
　操作中、ポスト端部６８、若しくは第１の作動部分１３１ａが、自由端部７０、若しく
は第２の作動ストランド３８ｂに対して、結び目６６を通って摺動可能であるように、結
び目をアンロック状態に配置することができる。つまり、作動力Ｆを第１の作動部分１３
１ａ、特に第１の末端部１３５ａに加えることができ、この作動力Ｆは、第１及び第２の
作動ストランド３８ａ及び３８ｂに張力を生ぜしめ、これにより、第１及び第２のアンカ
２２ａ及び２２ｂをそれぞれ第１の状態から拡張状態へ作動させる。第１の作動部分１３
１ａ、特に第１の末端部１３５ａへの接近力ＡＦの提供は、さらに、第１及び第２の作動
ストランド３８ａ及び３８ｂに張力を生ぜしめ、これにより、第１及び第２のアンカ２２
ａ及び２２ｂを互いに向かって付勢し、間隙２４ｃを狭める。つまり、接近力ＡＦは作動
力Ｆの継続であることができる。
【０２３１】
　上述のように、アンカアセンブリ２０は、第１のアンカ２２ａの第１のアイレットと第
２のアンカ２２ｂの第２のアイレットとの間に取り付けられたコネクタ部材６３を有する
ことができる。第１及び第２のアイレットのうちの少なくとも一方又は両方は、本明細書
に記載されたあらゆる適切な実施の形態又はあらゆる適切な択一的な実施の形態にしたが
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って構成することができる。図３７Ａ～図４３Ｃを参照すると、第１及び第２のアイレッ
トのうちの少なくとも一方又は両方を、図９Ａ～図１２Ｂを参照して上述したようにアイ
レット９０として構成することができる。
【０２３２】
　例えば、図３７Ａ～図３７Ｄを参照すると、図９Ａ～図９Ｃに関して上述したように、
補助ストランド３３は、アイレット９０を通って延びることができ、アンカ本体２８が第
１の状態から拡張状態へ作動させられたときにアンカ本体２８を通るアイレット９０のた
めの経路を形成するためにアンカ本体２９に織り込むことができる。さらに、補助ストラ
ンド３３は、別のアンカへのアンカ２２の取付けを容易にする展開ストランドとして構成
することができるか、又は、択一的に又は付加的に、解剖学的構造２４に埋め込まれると
アンカを第１の状態から拡張状態へ作動させる作動力を受け取る作動ストランドとして構
成することができる。
【０２３３】
　例示した実施の形態によれば、アンカアセンブリ２０は、第１及び第２のアンカ２２ａ
及び２２ｂを有することができ、各アンカは、図９Ａ～図９Ｃに関して上述したように拡
張状態へ作動させられる各々のアイレット９０ａ及び９０ｂを有する。次いで、アンカ２
２ａ，２２ｂのうちの一方の補助ストランド３３を、各々のアイレット９０ａ，９０ｂか
ら取り外すことができ、アンカ２２ａ，２２ｂのうちの他方の補助ストランド３３を、補
助ストランドが取り外されたアンカ２２ａ，２２ｂのアイレット９０ａ，９０ｂに通すこ
とができる。つまり、アンカのうちの一方の補助ストランド３３は、第１の作動ストラン
ド３８ａ及び第２の作動ストランド３８ｂを形成することができる。択一的に、アンカ２
２ａ及び２２ｂの両方の補助ストランド９０ａ，９０ｂは、各々のアイレット９０ａ，９
０ｂから取り外すことができ、第１のアンカ２２ａ及び２２ｂを互いに取り付けるために
両方のアイレット９０ａ及び９０ｂに新たな補助ストランド３３を通すことができる。つ
まり、図３７Ａは、互いに一体の各々の作動ストランド３８ａ及び３８ｂを形成するため
に、両方のアンカ本体２８ａ及び２８ｂとは別個でかつ各々のアイレット９０ａ及び９０
ｂを通って延びる補助ストランド３３を示している。
【０２３４】
　図３７Ｂに例示したように、アンカ本体２８ａ及び２８ｂは、各々の作動ストランド３
８ａ及び３８ｂに沿って、各々の拡張状態から各々の第１の状態へもたらすことができる
。したがって、作動ストランド３８ａ及び３８ｂは、図９Ａ～図９Ｃに例示した補助スト
ランド３３に関して上述したように、アンカ本体２８ａ及び２８ｂの同じ各々の開口を通
って延びている。つまり、作動ストランド３８ａ及び３８ｂは、それぞれ、第１及び第２
の作動部分１３１ａ，１３１ｂと、第１及び第２の取付け部分１３３ａ，１３３ｂとを形
成している。第１及び第２の作動部分１３１ａ，１３１ｂは、上述の形式でアンカ本体２
８ａ，２８ｂを拡張状態に作動させる各々の作動力Ｆを受けるよう構成されており、第２
の作動部分１３３ａ，１３３ｂは互いに取り付けられるよう構成されている。例えば、第
１及び第２の作動部分１３３，１３３ｂは互いに一体であることができるか、又は本明細
書に記載された形式のあらゆる適切なコネクタ部材を介して取り付けられることができる
。
【０２３５】
　引き続き図３７Ａ～図３７Ｄを参照すると、アンカアセンブリはコネクタ部材６３を有
することができ、このコネクタ部材６３は、第１及び第２の作動部分１３１ａ及び１３１
ｂに取り付けられるよう構成することができ、これにより、第１及び第２の作動ストラン
ド３８ａ及び３８ｂを互いに取り受け、アンカ２２ａ及び２２ｂも互いに取り付ける。補
助ストランド３３の取付け部分１３３ａ，１３３ｂを、間隙２４ｃに跨がって、例えば、
例示した実施の形態によれば一体に取り付けることができる。
【０２３６】
　上述のように、コネクタ部材６３は、摺動部材４７と、例えば接合部１２５において第
１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂを互いに取り付けるロッキング部材６４と
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を形成することができる。さらに、例示した実施の形態によれば、コネクタ部材６３を補
助ストランド３３によって、つまり作動ストランド３８ａ及び３８ｂによって形成するこ
とができる。つまり、１つの実施の形態によれば、間隙２４ｃを狭められた状態に維持す
るために、作動ストランド３８ａ及び３８ｂが緊張状態にある間に、コネクタ部材６３は
第１の作動ストランド３８ａを第２の作動ストランド３８ｂに取り付けることができる。
択一的に又は付加的に、作動ストランド３８ａ及び３８ｂを緊張状態に配置する前に、し
たがって間隙２４ｃを狭める前に、コネクタ部材６３は第１及び第２の作動ストランド３
８ａ及び３８ｂを互いに取り付けることができることを認識すべきである。
【０２３７】
　例示した実施の形態によれば、コネクタ部材６３は、第１及び第２の作動ストランド３
８ａ及び３８ｂによって形成されており、かつ第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び
３８ｂと一体である。つまり、作動ストランド３８ａ及び３８ｂは互いに直接に取り付け
られている。コネクタ部材６３は、接合部１２５において摺動部材４７とロッキング部材
６４とを形成することができる。例えば、コネクタ部材６３は、図４Ａ～図４Ｆに関して
上述したように構成することができる結び目６６を形成することができ、作動ストランド
３８ａ及び３８ｂの１つ以上から全てまでによって形成することができるが、択一的に、
結び目を作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの少なくとも一方とコネクタストランド
とによって形成することができることを認識すべきである。さらに択一的に、結び目６６
は、例えばコネクタストランドが作動ストランド３８ａ及び３８ｂに取り付けられたとき
に、作動ストランド３８ａ及び３８ｂを取り付けるためにコネクタストランドの部分を互
いに取り付けることができる。例示した実施の形態によれば、第１及び第２の作動ストラ
ンド３８ａ及び３８ｂは結び目６６を形成する。つまり、コネクタ部材６３の少なくとも
一部は、作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの少なくとも一方又は両方と一体である
ことができる。
【０２３８】
　第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの一方は、ポスト端部６８を形
成することができ、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの他方は、自
由端部７０を形成することができる。例示した実施の形態によれば、第１の作動ストラン
ド、例えば第１の作動部分１３１ａは、ポスト端部６８を形成し、第２の作動ストランド
３８ｂ、例えば第２の作動部分１３１ｂは、自由端部７０を形成する。自由端部の自由部
分７０ｂは、第２の作動ストランド１３５ｂの末端部１３５ｂによって形成することがで
きる。同様に、第１の作動ストランド３８ｂの末端部１３５ａは、ポスト端部６８として
結び目６６から延びている。
【０２３９】
　第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂは、第１及び第２のアンカ２２ａ及び
２２ｂを互いに向かって付勢しかつ間隙２４ｃを狭める張力を作動ストランド３８ａ及び
３８ｂに加える前に、結び目６６に結ぶことができる。結び目６６が形成されると、結び
目６６がアンロック状態にあるときに、各々の拡張可能部分３６を第１の状態から拡張状
態へ作動させるために、作動力Ｆを作動ストランド３８ａ及び３８ｂ、特に作動部分１３
１ａ，１３１ｂに加えることができる。次いで、ポストストランド６８を形成する第１の
作動ストランド３８ａの末端部１３５ａに接近力ＡＦを加えることができ、これにより、
ポスト端部６８を結び目６６を通って摺動させ、各々のアンカ、例えば第１のアンカ２２
ａを他方のアンカ、例えば第２のアンカ２２ｂに向かって引っ張る。間隙２４ｃが狭めら
れると、例えば第２の作動ストランド３８ｂの末端部１３５ｂによって形成された、自由
端部７０の自由ストランド７０ｂを緊張状態に配置することができ、これにより、結び目
６６をロックして、第１の作動ストランド３８ａが結び目６６を通って並進することを防
止し、これにより、作動ストランド３８ａ及び３８ｂを緊張状態に固定する。
【０２４０】
　コネクタ部材６３を結び目６６として構成することができるが、コネクタ部材６３を、
択一的に、望みに応じて、本明細書に記載されたあらゆる実施の形態又はあらゆる適切な
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択一的なコネクタにしたがって構成することができることを認識すべきである。さらに、
アンカ２２ａ及び２２ｂのそれぞれは各々の取付け部材８２を有するものとして例示され
ているが、アンカのうちの１つは取付け部材８２を有することができるのに対し、他方の
アンカは各々の作動ストランド３８に直接に接続されていることを認識すべきである。
【０２４１】
　さらに、ここで図３７Ｅを参照すると、アンカアセンブリ２０のアンカ２２のうちの少
なくとも１つは、図３７Ａ及び図３７Ｂに関して上述した形式でアイレット９０を通って
延びる複数の（例えば２つ以上の）作動ストランド３８ａ，３８ｂを有することができる
ことを認識すべきである。例えば、アンカ本体２８が拡張状態へ作動させられ、アイレッ
ト９０が拡張可能部分３６から近位に突出すると、複数の補助ストランド３８ａ，３８ｂ
をアイレット９０に挿入することができる。アンカ本体２９は、各々の作動ストランド３
８ａ，３８ｂに沿って拡張状態から各々の第１の状態へもたらすことができる。したがっ
て、複数の作動ストランド３８ａ，３８ｂの各々は、図９Ａ～図９Ｃに例示した補助スト
ランド３３に関して上述したようにアンカ本体２８の同じ各々の開口を通って延びている
。作動ストランド３８ａ，３８ｂを、望みに応じて他方のアンカ本体又は解剖学的位置に
取り付けるよう構成することができることを認識すべきである。これに関して、複数の作
動ストランド３８ａ，３８ｂのうちの少なくとも１つを、さらに、望みに応じてコネクタ
ストランドと称呼することができることを認識すべきである。
【０２４２】
　ここで、図３８Ａ～図３８Ｃを参照すると、図３７Ａ～図３７Ｄに関して上述したアン
カアセンブリ２０は、作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの少なくとも一方又は両方
に取り付けられるよう構成された複数のコネクタ部材６３を有することができる。例示し
た実施の形態によれば、作動ストランド３８ａ及び３８ｂは、共通のストランド、例えば
、補助ストランド３３によって形成されており、これにより、各々の取付け部分１３３ａ
及び１３３ｂは互いに一体である。つまり、例示した実施の形態によれば、第１及び第２
の作動ストランド３８ａ及び３８ｂは互いに一体である。アンカアセンブリ２０は、作動
部分１３１ａ及び１３１ｂを共通のストランドの別の位置に、ひいては互いに取り付ける
よう構成された第１及び第２のコネクタ部材６３ａ及び６３ｂを有することができる。例
示した実施の形態によれば、第１のコネクタ部材６３ａは、対応する第１の作動部分１３
１ａを、第１の作動部分１３１ａから間隔を置いて配置された補助ストランド３３の別の
位置に取り付けることができる。同様に、第２のコネクタ部材６３ｂは、対応する第２の
作動部分１３１ｂを、第２の作動部分１３１ｂから間隔を置いて配置された補助ストラン
ド３３の別の位置に取り付けることができる。例えば、例示した実施の形態によれば、第
１のコネクタ部材６３ａは第１の作動部分１３１ａを第１の取付け部分１３３ａに取り付
け、第２のコネクタ部材６３ｂは第２の作動部分１３１ｂを第２の取付け部分１３３ｂに
取り付ける。
【０２４３】
　つまり、少なくとも１つのコネクタ部材、例えば第１及び第２のコネクタ部材６３ａ及
び６３ｂは、第１及び第２の作動部分１３１ａ及び１３１ｂを補助ストランド３３の各々
の別の位置に取り付けることができ、これにより、第１及び第２の作動部分１３１ａ及び
１３１ｂを互いに、例えば取付け部分１３３ａ及び１３３ｂのうちの少なくとも一方又は
両方を介して間接的に取り付ける、と言うことができる。さらに、第１のコネクタ部材６
３ａは第１の作動ストランド３８ａの１つの部分を作動ストランド３８ａの別の位置に作
用的に取り付け、第２のコネクタ部材６３ｂは第２の作動ストランド３８ｂの１つの部分
を第２の作動ストランド３８ｂの別の位置に作用的に取り付けると言うことができる。
【０２４４】
　例示した実施の形態によれば、第１及び第２のコネクタ部材６３ａ及び６３ｂの各々は
、補助ストランド３３に沿った様々な位置において補助ストランド３３によって形成され
た各々の結び目６６ａ及び６６ｂとして構成することができる。結び目６６ａ及び６６ｂ
は、図４Ａ～図４Ｆに関して上述したように構成することができるか、又は、択一的に、
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望みに応じて構成することができる。例示した実施の形態によれば、第１の結び目６６ａ
は、第１の作動ストランド３８ａの作動部分１３１ａによって形成することができるポス
ト端部５８と、自由端部７０とを有し、この自由端部７０は、第１の取付け部分１３３ａ
の第１の端部１３７ａによって形成された固定部分７０ａと、第１の取付け部分１３３ａ
の第２の端部１３９ａによって形成された自由部分７０ｂとを有することができる。第１
の端部１３７ａは、結び目６６ａと第１のアンカ本体２８ａとの間に配置することができ
、第２の端部１３９ａは結び目６６ａと第２のコネクタ部材６３ｂとの間に配置すること
ができる。択一的に、自由部分７０ｂは、第２の作動ストランド３８ｂの取付け部分１３
３ｂによって形成することができる。
【０２４５】
　１つの実施の形態によれば、第２の結び目６６ａは、第２の作動ストランド３８ｂの作
動部分１３１ｂによって形成することができるポスト端部と、自由端部７０とを有し、こ
の自由端部７０は、第２の取付け部分１３３ｂの第１の端部１３７ｂによって形成された
固定部分７０ａと、第２の取付け部分１３３ｂの第２の端部１３９ｂによって形成された
自由部分７０ｂとを有することができる。第１の端部１３７ｂを結び目６６ｂと第２のア
ンカ本体２８ｂとの間に配置することができ、第２の端部１３９ｂを結び目６６ｂと第１
のコネクタ部材６３ａとの間に配置することができる。択一的に、自由部分７０ｂを、第
１の作動ストランド３８ａの取付け部分１３３ａによって形成することができる。取付け
部分１３３ａ及び１３３ｂは、互いに一体のものとして例示されているが、例えばアンカ
アセンブリ２０が、第１及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂに作用的に接続された第１及
び第２の補助ストランド３３ａ及び３３ｂをそれぞれ形成している場合、取付け部分１３
３ａ及び１３３ｂは別個でありかつ互いに取り付けられていることを認識すべきである（
例えば図３０Ａ～図３０Ｄ参照）。
【０２４６】
　第１及び第２の結び目６６ａ及び６６ｂの各々は、各々の摺動部材４７を形成すること
ができ、この摺動部材４７は、各々のポスト端部６８を、結び目を通って自由端部７０に
対して並進させる。つまり、結び目６６ａ及び６６ｂがアンロック状態にあるときに末端
部１３５ａ及び１３５ｂに加えることができる加えられた作動力Ｆに応答して、摺動部材
４７は、第１及び第２の作動部分１３１ａ及び１３１ｂを第１及び第２の取付け部分１３
３ａ及び１３３ｂに対して並進させ、これにより、各々のアンカ本体２８ａ及び２８ｂを
第１の状態から拡張状態へ作動させる。各結び目６６は、さらに、アンカ２２ａ及び２２
ｂのうちの少なくとも一方又は両方を各々の付勢位置に固定するためにロック状態に作動
させることができるロッキング部材６４を形成している。例えば、作動部分１３１ａ及び
１３１ｂが結び目６６ａ及び６６ｂを通って取付け部分１３３ａ及び１３３ｂに対して並
進することを防止するために、結び目６６ａ及び６６ｂの自由端部の自由部分７０ｂに引
張ロッキング力を加えることができる。
【０２４７】
　第１及び第２の結び目６６ａ及び６６ｂを、補助ストランド３３に沿って一定距離Ｌだ
け離間させることができ、これにより、アンカ本体２２ａ及び２２ｂが各々の目標解剖学
的位置２４ａ及び２４ｂに挿入された時に間隙２４ｃが狭められたまま維持される。例え
ば、各々の目標解剖学的位置２４ａ及び２４ｂ内に結び目６６ａ及び６６ｂを噴射する前
に間隙２４ｃを狭めることができる。操作中、各々の第１及び第２の目標解剖学的位置２
４ａ及び２４ｂに第１及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂが埋め込まれると、結び目６６
ａ，６６ｂはアンロック状態になることができ、各々の作動ストランド３８ａ，３８ｂ、
例えば作動部分１３１ａ，１３１ｂへの作動力Ｆの提供が各々のアンカ本体２８ａ，２８
ｂを第１の状態から拡張状態へ作動させる。次いで、引張ロッキング力を、対応する結び
目６６ａ，６６ｂに対して各々の取付け部分１３３ａ，１３３ｂに加えることができ、結
び目６６ａ，６６ｂをロック状態に作動させ、アンカ２２ａ，２２ｂを拡張状態に維持す
る。
【０２４８】
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　第１及び第２の結び目６６ａ及び６６ｂの間の距離Ｌは、目標解剖学的位置２４ａ及び
２４ｂの間の距離と実質的に等しいか又はそれよりも小さく、第１及び第２のアンカ２２
ａ及び２２ｂが解剖学的構造の背後で拡張させられかつ補助ストランド３３によって接合
されたときに間隙２４ｃが狭められ、作動ストランド３８ａ及び３８ｂに生ぜしめられる
張力は間隙２４ｃの狭まりを維持する。第１及び第２のコネクタ部材６３ａ，６３ｂを各
々の結び目６６として構成することができるが、第１及び第２のコネクタ部材６３ａ及び
６３ｂのうちの一方又は両方を、択一的に、本明細書に記載されたあらゆる形式のあらゆ
る適切なロッキング部材６３又はあらゆる適切な択一的に構成されたロッキング部材とし
て構成することができることを認識すべきである。例えば、コネクタ部材６３ａ，６３ｂ
のうちの少なくとも一方又は両方は引通し部を形成することができ、この場合、作動スト
ランド３８ａ，３８ｂのうちの一方又は両方は、それ自体又は作動ストランド３８ａ，３
８ｂの他方を通って引き通され、アンカストランド３８ａ，３８ｂの並進を防止する圧縮
力を加えるためにアンカ２２ａ及び２２ｂの作動後にコネクタストランドが緊張状態に配
置される。このような引通し部の１つの例は図１９Ｄ～図１９Ｆに関して上述されている
。
【０２４９】
　ここで図３９Ａ～図３９Ｄを参照すると、補助ストランド３３は、図３７Ａに関して上
述したような第１及び第２のアンカ本体２８ａ及び２８ｂのアイレット９０ａ及び９０ｂ
を通って挿入されることができ、つまり延びていることができ、その結果、２つ以上の位
置、例えば、第１及び第２のアンカ本体２８ａ及び２８ｂの間の方向に沿って互いから離
間させられた２つの位置において、それ自体を通って引き通されることができる。つまり
、アンカセンブリ２０は、少なくとも１つのコネクタ部材６３、例えば、第１の作動スト
ランド３８ａを第２の作動ストランド３８ｂに接合する一対のコネクタ部材６３ａ及び６
３ｂを有することができる。
【０２５０】
　例えば、コネクタ部材６３ａ及び６３ｂの各々を、第１及び第２の作動ストランド３８
ａ及び３８ｂによって形成された各々の引通し部１３４ａとして構成することができる。
１つの例において、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの一方を、補
助ストランド３３の別の位置を通って、例えば作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの
他方を通って織り込む又はさもなければ引き通すことができる。例示した実施の形態によ
れば、第２の作動ストランド３８ｂの第１の部分若しくは作動部分１３１ｂを、第２の作
動ストランド３８ｂの第２の部分若しくは取付け部分１３３ｂと、第１の作動ストランド
３８ａの第２の部分若しくは取付け部分１３３ａとを通って織り込む又はさもなければ引
き通すことができ、これにより、第１の引通し部１３４ａを形成する。第２の作動ストラ
ンド３８ｂは、第１の作動ストランド３８ａに進入することができ、第１の末端部１３５
ｂにおいて第１の作動ストランド３８ａから出る前に第１の引通し部１３４ａを形成する
ために、対応する第２のアンカ本体２８ｂから離れる方向に沿って、第１の作動ストラン
ド３８ａ内で第１の作動ストランド３８ａに沿って延びていることができる。つまり、第
１の作動ストランド３８ａは、第２の作動ストランド３８ｂの長さの一部に沿って第２の
作動ストランド３８ｂを包囲していることができる。
【０２５１】
　さらに、第１の作動ストランド３８ａを、第２の作動ストランド３８ｂを通って織り込
む又はさもなければ引き通すことができ、これにより、第２の引通し部１３４ｂを形成す
る。例示した実施の形態によれば、第１の作動ストランド３８ａの第１の部分若しくは作
動部分１３１ａを、第１の作動ストランド３８ａの第２の部分若しくは取付け部分１３３
ａと、第２の作動ストランド３８ｂの第２の部分若しくは取付け部分１３３ｂとのうちの
少なくとも一方又は両方を通って織り込むか又はさもなければ引き通すことができる。第
１及び第２の取付け部分１３３ａ及び１３３ｂは、互いに取り付けられることができ、例
えば一体であるか又はコネクタ部材を介して別個に取り付けられることができる。第１及
び第２の引通し部１３４ａ及び１３４ｂは、互いに間隔を置いて配置することができ、第
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１の引通し部１３４ａは、第２の引通し部１３４ｂよりも第１のアンカ２２ａの近くに配
置されており、第２の引通し部１３４ｂは、第１の引通し部１３４ａよりも第２のアンカ
２２ｂの近くに配置されている。第１の作動ストランド３８ａは、第２の作動ストランド
３８ｂに進入し、第２の作動ストランド３８ｂに沿って第２の作動ストランド３８ｂ内へ
、第１のアンカ本体２８ａから離れる方向に沿って延びており、第１の末端部１３５ａに
おいて第２の作動ストランド３８ｂから出る前に第２の引通し部１３４ｂを形成する。つ
まり、第２の作動ストランド３８ｂは、第１の作動ストランド３８ａの長さの一部に沿っ
て第１の作動ストランド３８ａを包囲している。
【０２５２】
　操作中、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂ、特に第１及び第２の作動端
部１３１ａ及び１３１ｂは、それぞれ、アンカ本体２８ａ及び２８ｂを各々の第１の状態
から各々の拡張状態へ作動させる各々の作動力Ｆを受けることができる。作動力Ｆを、各
々の第１及び第２の作動部分１３１ａ及び１３１ｂにおいて、例えば例示したように第１
及び第２の末端部１３５ａ及び１３５ｂにおいて、第１及び第２の作動ストランド３８ａ
及び３８ｂに直接に加えることができるか、又は各々の引通し部１３４ｂ及び１３４ａの
上流の位置において第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂに加えることができ
る。
【０２５３】
　次いで、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂの第１及び第２の作動部分１
３１ａ及び１３１ｂのそれぞれは、それぞれ、間隙２４ｃを狭めるために、アンカ本体２
８ａ及び２８ｂのうちの少なくとも一方又は両方をアンカ本体２８ａ及び２８ｂの他方に
向かって付勢する接近力ＡＦを受けることができる。例えば作動力Ｆが作動部分１３１ａ
及び１３１ｂに加えられるならば、接近力ＡＦは作動力Ｆの継続であることができる。第
１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂが緊張状態に配置されると、第１の作動ス
トランド３８ａは第１の引通し部１３４ａにおいて第２の作動ストランド３８ｂに圧縮力
を加え、第２の作動ストランド３８ｂは第２の引通し部１３４ｂにおいて第１の作動スト
ランド３８ａに圧縮力を加える。第１の圧縮力は、第２の作動ストランド３８ｂが第２の
アンカ本体２８ｂに向かう方向に沿って第１の引通し部１３４ａから戻り出ることを防止
するのに十分であり、第２の圧縮力は、第１の作動ストランド３８ａが第１のアンカ本体
２８ａに向かう方向に沿って第２の引通し部１３４ｂから戻り出ることを防止するのに十
分である。
【０２５４】
　したがって、第１及び第２の引通し部１３４ａ及び１３４ｂはそれぞれ、間隙２４ｃを
狭めるために第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの一方を第１及び第
２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの他方に対して摺動させる摺動部材４７を形
成しており、さらに、例えば第１及び第２のアンカ本体２８ａ及び２８ｂを分離させる相
対移動に関して第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂを固定するロッキング部
材６４を形成している。
【０２５５】
　ここで図４０Ａ～図４０Ｃを参照すると、第１及び第２のアンカ本体を第１の状態に作
動させる前に、図３７Ａに関して上述したように、第１及び第２のアンカ本体２８ａ及び
２８ｂのアイレット９０ａ及び９０ｂを通って、補助ストランド３３が挿入されることが
できる、つまり延びていることができる。補助ストランド３３はさらにそれ自体を通って
引き通すことができる。例えば、補助ストランド３３は、少なくとも１つの開口を形成す
る、編み物、織物、メッシュ、又はニットのような織られた構造体、又はあらゆる適切な
択一的に構成された部材、例えば不織構造体、を形成することができる圧縮部材２２８を
有することができる。第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂの第２の部分若し
くは取付け部分１３３ａ及び１３３ｂを、第１及び第２のアンカ本体２８ａ及び２８ｂの
間の方向に沿って間隔を置かれた各々の取付け位置２３０ａ及び２３０ｂにおいて、圧縮
部材２２８に、例えば圧縮部材２２８の互いに反対側の端部２２８ａ及び２２８に、取り
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付けることができる。つまり、補助ストランド３３は、第１及び第２の作動ストランド３
８ａ及び３８ｂのための、また圧縮部材２２８のための、共通のストランドを形成するこ
とができる。実施の形態によれば、取付け部分１３３ａ及び１３３ｂを、圧縮部材２２８
に織り込むことができるか、圧縮部材２２８に結ぶことができるか、圧縮部材２２８に接
着により取り付けることができるか、圧縮部材２２８に溶接することができるか、織られ
た部分と一体であるか、又はあらゆる所望の形式で圧縮部材２２８にその他の形式で取り
付けることができる。これに関して、例えば取付け部分１３３ａ及び１３３ｂが圧縮部材
２２８と一体である場合、補助ストランド３３の実質的に全体が、織られた構造体である
ことができることを認識すべきである。圧縮部材２２８は、補助ストランド３３と一体の
コネクタ部材６３を形成することができるか、又は補助ストランド３３とは別個であり、
補助ストランドに取り付けることができる。
【０２５６】
　したがって、アンカアセンブリ２０は、補助ストランド３３によって、特に第１及び第
２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂと圧縮部材２２８とによって形成された各々の引通
し部１３４ａ及び１３４ｂとして構成された、第１及び第２のコネクタ部材６３ａ及び６
３ｂを形成することができる。一例において、第１の引通し部１３４ａを形成するために
、第１の作動ストランド３８ａの第１の作動部分１３１ａは圧縮部材２２８を通って延び
ていることができる。第１の作動部分１３１ａは、実質的に第１のアンカ本体２８ａから
第２のアンカ本体２８ｂに向かう第１の方向に沿って、圧縮部材２２８を通って延びてい
ることができる。圧縮部材２２８は、つまり、第１の作動ストランド３８ａの作動部分１
３１ａの所定の長さを包囲していることができる。第１の作動部分１３１ａは第１の末端
部１３５ａにおいて圧縮部材２２８から出ることができる。同様に、第２の引通し部１３
４ｂを形成するために、第２の作動ストランド３８ｂの第２の作動部分１３１ｂは圧縮部
材２２８を通って延びていることができる。つまり、圧縮部材２２８は、第２の作動スト
ランド３８ｂの作動部分１３１ｂの所定の長さを包囲していることができる。第２の作動
部分１３１ｂは、実質的に第２のアンカ本体２８ｂから第１のアンカ本体２８ａに向かう
第２の方向に沿って、圧縮部材２２８を通って延びていることができる。つまり、第２の
方向は、実質的に第１の方向とは反対であることができる。第２の作動部分１３１ｂは、
第２の末端部１３５ｂにおいて圧縮部材２２８から出ることができる。
【０２５７】
　操作中、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂ、特に第１及び第２の作動端
部１３１ａ及び１３１ｂは、それぞれ、アンカ本体２８ａ及び２８ｂを各々の第１の状態
から各々の拡張状態へ作動させる各々の引張作動力Ｆを受けることができる。作動力Ｆを
、各々の第１及び第２の作動部分１３１ａ及び１３１ｂにおいて、例えば例示したように
第１及び第２の末端部１３５ａ及び１３５ｂにおいて第１及び第２の作動ストランド３８
ａ及び３８ｂに直接に加えることができるか、又は各々の引通し部１３４ｂ及び１３４ａ
の上流の位置において第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂに加えることがで
きる。
【０２５８】
　次いで、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂの第１及び第２の作動部分１
３１ａ及び１３１ｂの各々は、それぞれ、間隙２４ｃを狭めるためにアンカ本体２８ａ及
び２８ｂのうちの少なくとも一方又は両方をアンカ本体２８ａ及び２８ｂのうちの他方に
向かって付勢位置へ付勢する第１の方向に沿って、コネクタ６３を形成することができる
圧縮部材２２８を通って、第１及び第２の作動部分１３１ａ及び１３１ｂを並進させる引
張り狭め力ＡＦを受けることができる。接近力ＡＦは、例えば接近力ＡＦが作動部分１３
１ａ及び１３１ｂに加えられるならば、作動力Ｆの継続であることができる。接近力ＡＦ
は、補助ストランド３３を緊張状態に配置し、これにより、圧縮部材２２８は、第１の引
通し部１３４ａにおいて、第１の作動ストランド３８ａ、特に第１の作動部分１３１ａに
、及び第２の引通し部１３４ｂにおいて、第２の作動ストランド３８ｂ、特に第２の作動
部分１３１ｂに、圧縮力を加えることを認識すべきである。圧縮部材２２８によって第１
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及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂに加えられた圧縮力は、各々の第１及び第２
のアンカ本体２８ｂに向かって、第１の方向とは反対の第２の方向に沿って、第１及び第
２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂが圧縮部材２２８から戻り出ることを防止する。
【０２５９】
　したがって、第１及び第２の引通し部１３４ａ及び１３４ｂは、間隙２４ｃを狭めるた
めに第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの一方を第１及び第２の作動
ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの他方に対して摺動させる摺動部材４７を形成してお
り、さらに、例えば第１及び第２のアンカ本体２８ａ及び２８ｂを分離させる、実質的に
第１の方向とは反対の第２の方向に沿った相対移動に関して、第１及び第２の作動ストラ
ンド３８ａ及び３８ｂを互いに対して固定するロッキング部材６４を形成している。
【０２６０】
　ここで図４１Ａ～図４１Ｃを参照すると、補助ストランド３３は、第１及び第２の作動
ストランド３８ａ及び３８ｂを形成することができる。第１の作動ストランド３８ａは、
第１の端部２３２ａと、反対側の第２の端部２３４ａとを形成しており、第２の作動スト
ランド３８ｂは、第１の端部２３２ｂと、反対側の第２の端部２３４ｂとを形成している
。補助ストランド３３はさらに圧縮部材２２８を形成しており、第１及び第２の作動スト
ランド３８ａ及び３８ｂの第１の端部２３２ａ及び２３２ｂは、第１及び第２のアンカ本
体２８ａ及び２８ｂの間の方向に沿って間隔を置かれた各々の取付け位置２３０ａ及び２
３０ｂにおいて、圧縮端部２２８に、例えば圧縮部材２２８の互いに反対の端部２２８ａ
及び２２８ｂに取り付けられている。１つの実施の形態によれば、取付け部分１３３ａ及
び１３３ｂを、圧縮部材２２８に織り込むか、圧縮部材２２８に結びつけるか、圧縮部材
２２８に接着により取り付けるか、圧縮部材２２８に溶接するか、織られた部分と一体で
あるか、又はさもなければあらゆる所望の形式で圧縮部材２２８に取り付けることができ
る。つまり、圧縮部材２２８は、補助ストランド３３と一体のコネクタ部材６３を形成す
ることができるか、又は補助ストランドとは別個であり、補助ストランドに取り付けるこ
とができる。
【０２６１】
　第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂの各々は、第１及び第２のアンカ本体
を第１の状態に作動させる前に、図３７Ａに関して上述したように第１及び第２のアイレ
ット９０ａ及び９０ｂの両方を通って延びていることができる。例えば、第１の作動スト
ランド３８ａは、第１の端部２３２ａから、第１のアイレット９０ａを通って、第２のア
イレット９０ｂを通って延びていることができ、第２の端部２３４ａは、圧縮部材２２８
を通って延びる対応する開口２３６ａを通って延びることができる。同様に、第２の作動
ストランド３８ｂは、第２の端部２３２ａから、第２のアイレット９０ｂを通って、第１
のアイレット９０ａを通って延びていることができ、第２の端部２３４ｂは、圧縮部材２
２８を通って延びる対応する開口２３６ｂを通って延びていることができる。第１及び第
２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂは、圧縮部材２２８の下流に延びる各々の末端部１
３５ａ及び１３５ｂを形成することができる。第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び
３８ｂの第２の端部２３４ａ及び２３４ｂを、さらに、圧縮部材２２８の近くの位置にお
いて、例えば圧縮部材の上流において、圧縮部材２２８の各々の開口２３６ａ及び２３６
ｂに進入しかつ各々の末端部１３５ａ及び１３５ｂを形成する前に、互いの周囲に折り返
すことができる。第１の作動ストランド３８ａの第１の末端部１３５ａは、第１の位置に
おいて圧縮部材２２８から出ており、第２の作動ストランド３８ｂの第２の末端部１３５
ｂは、第１の位置よりも第１のアンカ本体２８ａの近くに配置することができる第２の位
置において圧縮部材２２８から出ている。補助ストランド３３は、第２の作動ストランド
３８ａ及び３８ｂのための、また圧縮部材２２８のための、共通のストランドを形成する
ことができることを認識すべきである。
【０２６２】
　したがって、アンカアセンブリ２０は、補助ストランド３３によって形成された、特に
第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂと圧縮部材２２８とによって形成された
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各々の引通し部１３４ａ及び１３４ｂとして構成された第１及び第２のコネクタ部材６３
ａ及び６３ｂを形成することができる。一例において、第１の引通し部１３４ａは、例え
ば第１の開口２３６ａにおいて、圧縮部材２２８を通って延びた第１の作動ストランド３
８ａの第２の端部２３４ａによって形成されている。第２の引通し部１３４ｂは、例えば
第１の開口２３６ａにおいて、圧縮部材２２８を通って延びた第２の作動ストランド３８
ｂの第２の端部２３４ｂによって形成されている。つまり、圧縮部材２２８は、第１及び
第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂの所定の長さを包囲している。
【０２６３】
　操作中、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂ、特に第１及び第２の末端部
１３５ａ及び１３５ｂは、それぞれ、アンカ本体２８ａ及び２８ｂを各々の第１の状態か
ら各々の拡張状態に作動させる各々の引張作動力Ｆを受けることができる。作動力Ｆを、
例示したように各々の第１及び第２の末端部１３５ａ及び１３５ｂにおいて第１及び第２
の作動ストランド３８ａ及び３８ｂに直接に加えることができるか、又は各々の引通し部
１３４ｂ及び１３４ａの上流の位置において第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３
８ｂに加えることができる。
【０２６４】
　次いで、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂの第１及び第２の末端部１３
５ａ及び１３５ｂのそれぞれは、各々、間隙２４ｃを狭めるためにアンカ本体２８ａ及び
２８ｂのうちの少なくとも一方又は両方をアンカ本体２８ａ及び２８ｂのうちの他方に向
かって付勢位置へ付勢する第１の方向に沿って圧縮部材２２８を通って第１及び第２の作
動ストランド３８ａ及び３８ｂを並進させる引張接近力ＡＦを受けることができる。例え
ば作動力Ｆが末端部１３５ａ及び１３５ｂに加えられるならば、接近力ＡＦは作動力Ｆの
継続であることができる。接近力ＡＦは補助ストランド３３を緊張状態に配置し、これに
より、圧縮部材２２８は、第１の引通し部１３４ａにおいて第１の作動ストランド３８ａ
に、第２の引通し部１３４ｂにおいて第２の作動ストランド３８ｂに、圧縮力を加えるこ
とを認識すべきである。圧縮部材２２８によって第１及び第２の作動ストランド３８ａ及
び３８ｂによって加えられる圧縮力は、各々の第１及び第２のアンカ本体２８ｂに向かっ
て、第１の方向とは反対の第２の方向に沿って、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及
び３８ｂが圧縮部材２２８から戻り出ることを防止する。
【０２６５】
　したがって、第１及び第２の引通し部１３４ａ及び１３４ｂはそれぞれ、間隙２４ｃを
狭めるために第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの一方を第１及び第
２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの他方に対して摺動させる摺動部材４７を形
成しており、例えば第１及び第２のアンカ本体２８ａ及び２８ｂを分離させる、実質的に
第１の方向とは反対の第２の方向に沿った相対移動に関して、第１及び第２の作動ストラ
ンド３８ａ及び３８ｂを互いに固定するロッキング部材６４を形成している。
【０２６６】
　ここで図４２Ａ～図４２Ｃを参照すると、アンカアセンブリは、少なくとも１つのアン
カ、例えば上述の形式のアイレット９０を有する第１及び第２のアンカ２２ａ，２２ｂを
有することができ、それぞれ、さらに、各々のアンカ本体２８ａ及び２８ｂの端部、例え
ば対応する第２の端部５４ａ及び５４ｂによって形成された各々のコネクタストランド５
９ａ及び５９ｂを有することができる。つまり、コネクタストランド５９ａ及び５９ｂは
、アンカ本体２８ａ及び２８ｂと一体であり、第１及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂを
第１及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂのうちの他方に取り付けるよう構成されている。
例えば、第１のコネクタストランド５９ａは、第１のアンカ本体２８ａから延びており、
第２のアンカ２２ｂの第２のアイレット９０ｂに織り込むことができる。したがって、第
１のコネクタストランド５９ａは、第２のアイレット９０ｂを通って延びており、第１の
アンカ本体２８ａから第２のアイレット９０ｂまで延びた第１の部分１２０ａと、第１の
部分１２０ａから間隔を置いた位置において第２のアイレット９０ｂから延びた第２の部
分１２１ａとを形成している。同様に、第２のコネクタストランド５９ｂは、第２のアン
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カ本体２８ｂから延びており、第１のアンカ２２ａの第１のアイレット９０ａに織り込む
ことができる。したがって、第２のコネクタストランド５９ｂは、第１のアイレット９０
ａを通って延びており、第２のアンカ本体２８ｂから第１のアイレット９０ａまで延びた
第１の部分１２０ｂと、第１の部分１２０ｂから間隔を置いた位置において第１のアイレ
ット９０ａから延びた第２の部分１２１ｂとを形成している。
【０２６７】
　第２のコネクタストランド５９ｂが第１のアイレット９０ａに取り付けられ、これによ
り、第１のアンカ２２ａを第２のアンカ２２ｂに取り付けると、第１のアンカ本体２８ａ
を、各々のコネクタストランド５９ｂに沿って、特に第１及び第２の部分１２０ｂ及び１
２１ｂに沿って、拡張状態から第１の状態へもたらすことができる。したがって、第２の
コネクタストランド５９ｂは、第１のアンカ２２ａの第１の作動ストランド３８ａを形成
することができる。第２のコネクタストランド５９ｂの第１の部分１２０ｂは、第１の作
動ストランド３８ａの取付け部分１３３ａを形成することができ、第２のコネクタストラ
ンドの第２の部分１２１ｂは、第１の作動ストランド３８ａの作動部分１３１ａを形成す
ることができる。したがって、第１の作動ストランド３８ａは、第１のアンカ本体２８ａ
に対して補助ストランド３３ａを形成することができ、第２のアンカ本体２８ｂと一体で
あることができる。
【０２６８】
　同様に、第１のコネクタストランド５９ａが第２のアイレット９０ｂに取り付けられ、
これにより、第１のアンカ２２ａを第２のアンカ２２ｂに取り付けると、第２のアンカ本
体２８ｂを、各々のコネクタストランド５９ａに沿って、特に第１及び第２の部分１２０
ａ及び１２１ａに沿って、拡張状態から第１の状態へもたらすことができる。したがって
、第１のコネクタストランド５９ａは、第２のアンカ２２ｂの第２の作動ストランド３８
ｂを形成することができる。第１のコネクタストランド５９ａの第１の部分１２０ａは、
第２の作動ストランド３８ｂの取付け部分１３３ｂを形成することができ、第１のコネク
タストランド５９ａの第２の部分１２１ａは、第２の作動ストランド３８ｂの作動部分１
３１ｂを形成することができる。したがって、第２の作動ストランド３８ｂは、第２のア
ンカ本体２８ｂに対して補助ストランド３３ｂを形成することができ、第１のアンカ本体
２８ａと一体であることができる。
【０２６９】
　アンカアセンブリ２０は、少なくとも１つのコネクタ部材６３、例えば第１の作動スト
ランド３８ａの作動部分１３１ａを第１の作動ストランド３８ａの取付け部分１３３ａに
取り付ける第１のコネクタ部材６３ａを有することができる。アンカアセンブリ２０は、
さらに、第２の作動ストランド３８ｂの作動部分１３１ｂを第２の作動ストランド３８ｂ
の取付け部分１３３ｂに取り付ける第２のコネクタ部材６３ｂを有することができる。例
えば、コネクタ部材６３ａ及び６３ｂのそれぞれは、第１及び第２の作動ストランド３８
ａ及び３８ｂによって形成された各々の引通し部１３４ａ及び１３４ｂとして構成するこ
とができる。一例において、第１の作動ストランド３８ａの取付け部分１３３ａ及び作動
部分１３１ａのうちの一方を、他方に通して織り込むか又はさもなければ引き通すことが
できる。同様に、第２の作動ストランド３８ｂの取付け部分１３３ｂ及び作動部分１３１
ｂのうちの一方を、他方に通して押し込むか又はさもなければ引き通すことができる。例
示した実施の形態によれば、第１の作動ストランド３８ａの作動部分１３１ａを、例えば
第１のアンカ本体２８ａから第２のアンカ本体２８ｂに向かう方向に沿って、第１の作動
ストランド３８ａの取付け部分１３３ａを通して織り込むか又はさもなければ引き通すこ
とができ、第２の作動ストランド３８ｂの作動部分１３１ｂを、例えば第２のアンカ本体
２８ｂから第１のアンカ本体２８ａに向かう方向に沿って、第２の作動ストランド３８ｂ
の取付け部分１３３ｂを通して織り込むか又はさもなければ引き通すことができる。
【０２７０】
　つまり、第１の作動ストランド３８ａの作動部分１３１ａは、第１の引通し部１３４ａ
を形成するように第１の作動ストランド３８ａの取付け部分１３３ａを通って延びている
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ことができ、これにより、取付け部分１３３ａは作動部分１３１ａの所定の長さを包囲し
ている。同様に、つまり、第２の作動ストランド３８ｂの作動部分１３１ｂは、第２の引
通し部１３４ｂを形成するために第２の作動ストランド３８ｂの取付け部分１３３ｂを通
って延びていることができ、これにより、取付け部分１３３ｂは作動部分１３１ｂの所定
の長さを包囲している。第１及び第２の作動部分１３１ａ及び１３１ｂは、各々の引通し
部１３４ａ及び１３４ｂから下流に延びた各々の末端部１３５ａ及び１３５ｂを形成する
。
【０２７１】
　操作中、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂ、特に第１及び第２の作動端
部１３１ａ及び１３１ｂは、それぞれ、アンカ本体２８ａ及び２８ｂを各々の第１の状態
から各々の拡張状態へ作動させる作動力Ｆを受けることができる。作動力Ｆを、各々の第
１及び第２の作動部分１３１ａ及び１３１ｂにおいて、例えば例示したように第１及び第
２の末端部１３５ａ及び１３５ｂにおいて第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８
ｂに直接に加えることができるか、又は各々の引通し部１３４ｂ及び１３４ａの上流の位
置において第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂに加えることができる。
【０２７２】
　次いで、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂの第１及び第２の作動部分１
３１ａ及び１３１ｂのそれぞれは、それぞれ、間隙２４ｃを狭めるためにアンカ本体２８
ａ及び２８ｂのうちの少なくとも一方又は両方をアンカ本体２８ａ及び２８ｂのうちの他
方に向かって付勢位置へ付勢する接近力ＡＦを受けることができる。例えば作動力Ｆが作
動部分１３１ａ及び１３１ｂに加えられるならば、接近力ＡＦは作動力Ｆの継続であるこ
とができる。第１及び第２の作動部分１３１ａ及び１３１ｂに加えられる接近力ＡＦは第
１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂを緊張状態に配置し、これにより、第１の
取付け部分１３３ａは第１の引通し部１３４ａにおいて第１の作動部分１３１ａに第１の
圧縮力を加え、第２の取付け部分１３３ｂは第２の引通し部１３４ｂにおいて第１の取付
け部分１３１ｂに第２の圧縮力を加える。第１の圧縮力は、第１の作動部分１３１ａが各
々の第１のアンカ本体２８ａに向かう方向に沿って第１の引通し部１３４ａから戻り出る
ことを防止するために十分であり、第２の圧縮力は、第２の作動部分１３１ｂが第２のア
ンカ本体２８ｂに向かう方向に沿って第１の引通し部１３４ｂから戻り出ることを防止す
るために十分である。
【０２７３】
　したがって、第１の引通し部１３４ａは、各々のアンカ本体２８ａを第１の状態から拡
張状態へ作動させるために、また間隙２４ｃを狭めるために、第１の作動ストランド３８
ａの第１の部分を第１の作動ストランド３８ａの第２の部分に対して並進させる摺動部材
４７を形成することができ、さらに、例えば第１及び第２のアンカ本体２８ａ及び２８ｂ
を分離させる相対移動に関して、作動ストランド３８ａの第１及び第２の部分を互いに固
定するロッキング部材６４を形成することができる。同様に、第２の引通し部１３４ｂは
、各々のアンカ本体２８ｂを第１の状態から拡張状態へ作動させるために、また間隙２４
ｃを狭めるために、第２の作動ストランド３８ｂの第１の部分を第２の作動ストランド３
８ｂの第１の部分に対して並進させる摺動部材を形成することができ、さらに、例えば第
１及び第２のアンカ本体２８ａ及び２８ｂを分離させる相対移動に関して、第２の作動ス
トランド３８ｂの第１及び第２の部分を互いに固定するロッキング部材６４を形成するこ
とができる。
【０２７４】
　ここで図４３Ａ及び図４３Ｂを参照すると、アンカアセンブリ２０は、図３７Ａ～図３
７Ｄに関して上述したような各々のアイレット９０ａを含む第１のアンカ２２ａを有する
ことができ、第２のアンカ２２ｂは、図３６Ａ及び図３６Ｂに関して上述したように一体
の作動ストランド２８ｂを有する各々のアンカ本体２８ｂを有することができる。つまり
、上述のように、作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの一方は、各々のアンカ本体２
８ａ及び２８ｂと一体であることができ、作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの他方
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は、各々のアンカ本体２８ａ及び２８ｂとは別個であり、作動ストランドをアンカ本体に
取り付けるために各々のアンカ本体２８ａ及び２８ｂを通って織り込むことができる。例
示した実施の形態によれば、第２のアンカ２２ｂの一体の作動ストランド３８ｂは、第１
のアンカ２２ａの補助作動ストランド３８ａを形成している。つまり、図７Ａ及び図７Ｂ
に関して上述したように、第２のアンカ本体２２ｂの第１の部分４１は、各々の作動部分
１３１ｂ及び取付け部分１３３ｂの両方を形成することができる。
【０２７５】
　第２の作動ストランド３８ｂの取付け部分１３３ｂは、第１の作動ストランド３８ｂの
取付け部分１３３ａと一体であることができる。第１の作動ストランド３８ａを、図９Ａ
～図９Ｃに関して上述した形式でアンカ本体に織り込むことができ、これにより、第１の
作動ストランド３８ａは、アンカ本体２８ａが第１の状態から拡張状態へ作動させられる
ときにアイレット９０ａが移動することができる経路を形成することができる。さらに、
第１の部分若しくは作動部分１３１ａ及び第２の部分若しくは取付け部分１３３ａは、第
１のアンカ本体２８ａから延びており、上述の形式で互いから間隔を置かれている。アン
カアセンブリ２０は、第１の作動部分１３１ａを補助ストランド３３ａの別の位置に、例
えば第１及び第２の取付け部分１３３ａ及び１３３ｂのうちの一方又は両方に取り付ける
コネクタ部材６３を有することができる。例示した実施の形態によれば、コネクタ部材６
３は、第１の作動部分１３１ａを第２の取付け部分１３３ｂに取り付ける。コネクタ部材
６３は、第１の作動部分１３１ａを、直接に又は間接的に、補助ストランド３３ａの別の
目標位置、例えば、第１及び第２の取付け部分１３３ａ及び１３３ｂのうちの少なくとも
一方又は両方に取り付けるのに適した、本明細書に記載された実施の形態のいずれかに従
って構成することができる。
【０２７６】
　例示した実施の形態によれば、コネクタ部材６３は、第１の作動部分１３１ａと、上述
したように第２の取付け部分１３３ｂであることができる、補助ストランド３３ａの目標
位置とによって形成された、結び目６６として構成されている。第１の作動部分１３１ａ
は、結び目６６のポスト端部６８を形成することができ、これにより、末端部１３５ａは
、結び目６６から延びており、第２の作動ストランド３８ｂは、結び目６６の自由端部７
０を形成することができる。例えば、結び目６６とアンカ本体２８ｂとの間に配置された
第２の作動ストランド３８ｂの部分は、自由端部７０の固定部分７０ａを形成することが
でき、結び目６６と第１のアンカ本体２８ａとの間に配置された第２の作動ストランド３
８ｂの部分は、自由端部７０の自由部分７０ｂを形成することができる。
【０２７７】
　操作中、ポスト端部６８、又は第１の作動部分１３１ａが自由端部７０、又は第２の作
動ストランド３８ｂに対して結び目６６を通って摺動可能であるように、結び目６６をア
ンロック状態に配置することができる。つまり、作動力Ｆを、第１の作動部分１３１ａ、
特に第１の末端部１３５ａに加えることができ、この作動力Ｆは、第１及び第２の作動ス
トランド３８ａ及び３８ｂに張力を生ぜしめ、これにより、第１及び第２のアンカ２２ａ
及び２２ｂそれぞれを第１の状態から拡張状態へ作動させる。第１の作動部分１３１ａ、
特に第１の末端部１３５ａへの接近力ＡＦの提供は、さらに、第１及び第２の作動ストラ
ンド３８ａ及び３８ｂに張力を生ぜしめ、これにより、第１及び第２のアンカ２２ａ及び
２２ｂを互いに向かって付勢し、間隙２４ｃを狭める。つまり、接近力ＡＦは作動力Ｆの
継続であることができる。
【０２７８】
　図４３Ａ及び図４３Ｂに例示されたコネクタ部材６３は、結び目６６として例示されて
いるが、コネクタ部材６３を、本明細書に記載されたようなあらゆる適切な実施の形態又
はあらゆる適切な択一的な実施の形態にしたがって構成することができる。例えば、図４
３Ｃ及び図４３Ｄに例示したように、コネクタ部材６３を、第１及び第２の作動ストラン
ド３８ａ及び３８ｂによって形成された引通し部１３４として構成することができる。例
示した実施の形態によれば、第１の作動ストランド３８ａは、引通し部１３４を形成する



(83) JP 5763173 B2 2015.8.12

10

20

30

40

50

ために第２の作動ストランド３８ｂを通って引き通されている。
【０２７９】
　特に、第１の作動部分１３１ａは、第２のアンカ本体２８ｂから延びた第２の作動スト
ランド３８ｂを通って引き通されている。つまり、上述のように、第２の作動ストランド
３８ｂの長さは、第１の作動ストランド３８ａの長さを包囲することができる。択一的に
、第１の作動ストランド３８ａは、引通し部１３４を形成するために望みに応じた回数だ
け第２の作動ストランド３８ｂを通って織り込むことができる。
【０２８０】
　操作中、第１の作動ストランド３８ａ、特に作動部分１３１ａの末端部１３５ａは作動
力Ｆを受けることができ、この作動力Ｆは、アンカ本体２８ａを各々の第１の状態から拡
張状態へ作動させ、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂに張力をも生ぜしめ
る。第１の作動ストランド３８ａによって第２の作動ストランド３８ｂに生ぜしめられた
張力は、第２の作動ストランド３８ｂに作動力Ｆを加え、これにより、各々の第２のアン
カ本体２８ｂを第１の状態から拡張状態へ作動させる。次いで、第１の末端部１３５ａは
、接近力ＡＦを受けることができ、この接近力ＡＦは、第１の作動ストランド３８ａに沿
って第２の作動ストランド３８ｂに伝達され、間隙２４ｃを狭めるためにアンカ２８ａ及
び２８ｂのうちの少なくとも一方又は両方をアンカ本体２８ａ及び２８ｂのうちの他方に
向かって付勢位置へ付勢する。例えば作動力Ｆが末端部１３５ａに加えられると、接近力
ＡＦは作動力Ｆの継続であることができる。第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３
８ｂの両方が緊張状態に配置されると、第２の作動ストランド３８ｂは、引通し部１３４
において第１の作動ストランド３８ａに圧縮力を加え、この圧縮力は、第１の作動ストラ
ンド３８ａが、第１のアンカ本体２８ａに向かう方向に沿って第２の引通し部１３４ｂか
ら戻り出ることを防止するのに十分である。
【０２８１】
　したがって、第２の引通し部１３４は、間隙２４ｃを狭めるために第１の作動ストラン
ド３８ａを第２の作動ストランド３８ｂに対して並進させる摺動部材４７を形成しており
、さらに、例えば第１及び第２のアンカ本体２８ａ及び２８ｂを分離させる相対移動に関
して、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂを互いに固定するロッキング部材
６４を形成している。
【０２８２】
　幾つかのコネクタ部材６３は、作動ストランド３８ａ及び３８ｂが互いに直接に取り付
けられるように作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの少なくとも一方又は両方と一体
であるように説明されているが、アンカアセンブリ２０は、択一的に又は付加的に、第１
及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂを互いに取り付けるために第１及び第２の作動ストラ
ンド３８ａ及び３８ｂのうちの一方又は両方に取り付けられる補助コネクタ部材７７とし
て構成されたコネクタ部材６３を有することを認識すべきである。補助コネクタ部材７７
は、択一的に又は付加的に、第１及び第２の作動ストランド３８ａ及び３８ｂのうちの少
なくとも一方を、補助コネクタ部材７７を形成することもできるコネクタストランドに取
り付けることができるか、又は例えば作動ストランド３８ａ及び３８ｂがアイレットを形
成しておりかつコネクタストランドがアイレットを通って延びている場合には、第１の作
動ストランド３８ａを第２の作動ストランド３８ｂに取り付けるためにコネクタストラン
ドの複数の部分をそれ自体に取り付けることができる。補助コネクタ部材７７は、金属、
プラスチック、縫合糸、又はあらゆる適切な択一的な材料から形成することができる。
【０２８３】
　アンカアセンブリ２０は、欠陥部を跨いで取り付けられる一対のアンカ２２ａ及び２２
ｂを例示した実施の形態に従って上述されているが、アンカアセンブリ２０は、望みに応
じてあらゆる形式及び配置で互いに取り付けることができる、望みに応じた数のアンカを
有することができる。例えば、図４４Ａを参照すると、アンカアセンブリ２０は、同じ解
剖学的欠陥又は異なる解剖学的欠陥であることができる間隙２４ｃの互いに反対の側に取
り付けられた、複数の対の第１及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂを有することができる
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。アンカの各対の第１及び第２のアンカ２２ａ及び２２ｂは、本明細書に記載された実施
の形態のいずれか又はあらゆる適切な択一的な実施の形態に従って取り付けることができ
る。択一的に、図４４Ｂを参照すると、複数の対の第１及び第２のアンカ２２ａ及び２２
ｂを、間隙２４ｃを跨いで目標解剖学的構造２４に埋め込むことができ、アンカアセンブ
リ２０は、アンカ２２ａ及び２２ｂのそれぞれを共通のハブ２４０において互いに取り付
けるよう構成されたコネクタ部材６３を有することができる。コネクタ部材６３は、本明
細書に記載された形式のあらゆる適切なコネクタ部材として構成することができるか、又
は例えばアンカ２２ａ及び２２ｂの取付け部分のうちの少なくとも１つから全てまでと、
アンカ２２ａ及び２２ｂのコネクタストランドとを取り付けることができるあらゆる適切
な択一的なコネクタとして構成することができる。
【０２８４】
　ここで図４５Ａを参照すると、固定キット２５０は、少なくとも１つのアンカ２２と、
図１Ａ及び図１Ｂに例示したように解剖学的構造２４にアンカ２２を噴射するよう構成さ
れた挿入機器２５２とを有することができる。固定キット２５０は、単独か、互いに取り
付けられているか、又は本明細書に記載された実施の形態のいずれかに従って互いに取り
付けられるよう構成された、本明細書に記載されたアンカ２２のうちの少なくとも１つ以
上から全てまでを含むことができることを認識すべきである。挿入機器２５２は、中央開
口２５６を備えたカニューレ２５４と、中央開口２５６に同軸に挿入可能なプランジャ又
はプッシュロッド２５８とを有することができる。カニューレ２５４は、鋭い先端２６０
と、先端２６０から軸方向に延びたスロット２６８とを有する。
【０２８５】
　さらに、挿入機器２５２は、操作レバー２６４を備えたハンドル２６２を有する。ハン
ドル２６２の一方の端部は、カニューレ２５４に解離可能に取り付けられており、操作レ
バー２６４は、プランジャ２５８に解離可能に取り付けられている。プランジャ２５８の
外径は、カニューレ２５４の中央開口２５６の内径に対応する。後端部において、カニュ
ーレ２５４の中央開口は、入口２６６においてカニューレ２５４の後端部に向かって拡大
するように円錐形に構成されている。つまり、アンカのアンカ本体２８を、第１の状態に
おいて、円錐形の入口２６６を通ってカニューレ２５４の中央開口２５６内へ挿入するこ
とができ、これにより、アンカ本体２８を圧縮することができる。
【０２８６】
　プランジャ２５８を前方へ押し付けることによりカニューレ２５４からアンカ本体２８
が押し出されると、アンカ本体２８は、半径方向に、例えば第２の方向３５に拡張するこ
とができ（図１Ａ及び図１Ｂ参照）、この場合、アンカ本体２８を締め付けるために作動
ストランド３８に引張力が加えられたときにカニューレ２５４の前面によって保持するこ
とができるように、アンカ本体２８をカニューレ２５４の前面により保持することができ
る。カニューレ２５４が解剖学的構造２４に挿入されたときに作動ストランド３８をカニ
ューレ２５４と並んで導くことができるように、作動ストランド３８はスロット２６８を
通って導かれる。作動ストランド３８の自由端部において、針２７０が取り付けられてお
り、この針２７０は、アンカ２２のアンカ本体２８が拡張状態に作動させられかつ解剖学
的構造２４に固定されたときに外科的手技を完了するために使用することができる。
【０２８７】
　図４５Ｂを参照すると、プランジャ２５８は、カニューレ２５４の中央開口２５６の内
径又は横断面寸法よりも小さな外径又は択一的な横断面寸法を有することができる。つま
り、プランジャ２５８がカニューレ２５４の中央開口２５６に挿入されると、アンカ２２
の作動ストランド３８をカニューレ２５４の中央開口２５６を通って導くことができる。
ハンドル２６２において操作レバー２６４を作動させることにより、アンカ本体２８がカ
ニューレ２５４の先端部２６０において中央開口２５６から出るまで、アンカ２２をカニ
ューレ２５４において前方へ押し付けることができる。アンカ本体２８が中央開口２５６
に位置決めされると、カニューレ２５４の後端部において作動ストランド３８を後方へ引
っ張ることができ、これにより、アンカ本体２８をキャビティ２５６において拡張状態に
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【０２８８】
　図４６Ａ～図４６Ｄを参照すると、プランジャ２５８は中央ボア２７２を形成している
ことができ、この中央ボアを通ってアンカ２２の作動ストランド３８を導くことができる
。さらに、カニューレ２５４は、カニューレ２５４の先端部２６０と後端部との間に延び
た第１の長手方向開口２７４を有し、これにより、カニューレ２５４は全長に亘ってスロ
ットが形成されている。プランジャ２５８の前端と後端との間にプランジャ２５８におい
て第２の長手方向開口２７６が延びており、これにより、プランジャ２５８も全長に亘っ
てスロットが形成されている。図４６Ｂに示したように、カニューレ２５４がプランジャ
２５８に対する第１の回転位置にあるとき、カニューレ２５４の第１の長手方向開口２７
４は、プランジャ２５８の第２の長手方向開口２７６に対して直径方向で反対向きになっ
ている。カニューレ２５４の第１の回転位置において、アンカ２２の作動ストランド３８
は中央ボア２７２によって保持されている。アンカ２２のアンカ本体２８が、アンカ２２
の作動ストランド３８を後方へ引っ張ることにより患者の身体の腔に固定されると、カニ
ューレ２５４をプランジャ２５８に対して第２の回転位置へ回転させることができる（図
４６Ｄ）。カニューレ２５４のこの第２の回転位置において、カニューレ２５４の第１の
長手方向開口２７４は、プランジャ２５８の第２の長手方向開口２７６と整合させられ、
挿入機器２５２をアンカ２２の作動ストランド３８から開放させることができる。
【０２８９】
　図４７Ａ～図４７Ｄは、ハンドル２６２と、図４５Ａ～図４６Ｄの挿入機器２５２の実
施の形態のハンドル２６２へのカニューレ２５２の取付けとを例示している。カニューレ
２５４をハンドル２６２に解放可能に取り付けるよう構成された解放可能なスナップロッ
クを提供するために、ハンドル２６２の上端は、カニューレ２５４を挿入することができ
る溝２７８と、板ばね２７９のようなばね部材とを有する。プランジャ２５８の後端を、
操作レバー２６４の上端に配置された弾性フォーク２８０にスナップ嵌合させることがで
きる。
【０２９０】
　図４８を参照すると、挿入機器５２は、カニューレ２５４に被せ嵌められた深さ制御チ
ューブ２８２と、クランピングエレメント２８４とを有することができる。挿入機器５２
は、アンカ２２をカニューレ２５４に挿入しかつプランジャ２５８を挿入することによっ
て術前に準備される。アンカ２２及びプランジャ２５８が挿入されると、第１のタブ２８
６をカニューレ２５４の後部にスナップ嵌合させることにより挿入機器２５２の後端に複
数のクランピングエレメント２８４のうちのいずれか１つが取り付けられる。カニューレ
２５４に対するプランジャ２５８の意図しない移動を防止するために、クランピングエレ
メント２８４は、カニューレ２５４の後端に当接する第２のタブ２８８と、プランジャ２
５８の後端における拡大した部分に当接する第３のタブ２９０とを有する。挿入機器２５
２を使用する前に、クランピングエレメント２８４はカニューレ２５４から取り外され、
ハンドル２６２がカニューレ２５４に取り付けられ、挿入機器２５２を、本明細書で記載
された形式で操作することができる。
【０２９１】
　例示した実施の形態に関連して説明した実施の形態は、例示によって示されており、本
発明はしたがって、開示された実施の形態に限定されることを意図されていない。さらに
、上述の各々の実施の形態の構造及び特徴は、そうでないことが示されない限り、本明細
書に記載されたその他の実施の形態に適用することができる。したがって、当業者は、発
明が、例えば添付の請求項によって示されているような発明の思想及び範囲に含まれる全
ての変更及び択一的な配列を含むことが意図されていることを認識するであろう。
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