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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
組織又は筋肉壁の欠陥を修復するための埋め込み式プロテーゼであって、
前記埋め込み式プロテーゼは、プロテーゼ修復布の一枚のシートで形成されたパッチを
備え、
前記パッチは、前記組織又は筋肉壁の欠陥の少なくとも一部を覆うように形成され且つ
構成された本体部分と、前記パッチを被移植組織又は筋肉に固定するように形成され且つ
構成された固定部分とを含み、
前記パッチは、更に、予備成形された領域を含み、
前記予備成形領域は、前記パッチが組織又は筋肉に固定され且つ力が組織又は筋肉壁の
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欠陥に加わったときに前記固定部分での張力の有害作用の発生を減少するように、及び／
又は瘢痕化中の組織の収縮による前記組織又は筋肉壁に対する前記パッチの収縮を補償す
るように形成され且つ構成され、
前記予備成形領域は、前記組織又は筋肉壁の欠陥上に配置されるように形成された開放
端を有する予備成形ドームを含むことを特徴とする埋め込み式プロテーゼ。
【請求項２】
請求項１に記載の埋め込み式プロテーゼにおいて、
前記予備成形領域は、立体的形状を有することを特徴とする埋め込み式プロテーゼ。
【請求項３】
請求項１又は請求項２に記載の埋め込み式プロテーゼにおいて、
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前記本体部分は、予備成形領域を含むことを特徴とする埋め込み式プロテーゼ。
【請求項４】
請求項１又は請求項１に従属した請求項３に記載の埋め込み式プロテーゼにおいて、
前記本体部分は立体的形状を有することを特徴とする埋め込み式プロテーゼ。
【請求項５】
請求項４に記載の埋め込み式プロテーゼにおいて、
前記本体部分は、前記組織又は筋肉壁の欠陥上に配置されるように形成された、開放端
を持つ予備成形ドームを含むことを特徴とする埋め込み式プロテーゼ。
【請求項６】
請求項１に記載の、又は請求項１に従属した請求項３乃至５のうちのいずれか一項に記

10

載の埋め込み式プロテーゼにおいて、
前記パッチはほぼ平坦な形状を有することを特徴とする埋め込み式プロテーゼ。
【請求項７】
請求項１に記載の、又は請求項１に従属した請求項３又は請求項６のうちのいずれか一
項に記載の埋め込み式プロテーゼにおいて、
前記予備成形領域は、加わった力の作用によって拡張して固定位置での張力を解放する
ように、及び／又は前記プロテーゼ修復布の収縮を補償するように形成され且つ構成され
た複数のプリーツを含むことを特徴とする埋め込み式プロテーゼ。
【請求項８】
請求項７に記載の埋め込み式プロテーゼにおいて、
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前記複数のプリーツは、アコーディオン状の形態に構成されていることを特徴とする埋
め込み式プロテーゼ。
【請求項９】
請求項７に記載の埋め込み式プロテーゼにおいて、
前記複数のプリーツは、半径方向形体で構成されていることを特徴とする埋め込み式プ
ロテーゼ。
【請求項１０】
請求項１乃至９のうちのいずれか一項に記載の埋め込み式プロテーゼにおいて、
前記予備成形領域は、前記固定部分とは異なる材料から形成されていることを特徴とす
る埋め込み式プロテーゼ。
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【請求項１１】
請求項１乃至１０のうちのいずれか一項に記載の埋め込み式プロテーゼにおいて、
前記予備成形領域は、前記固定部分での有害な張力の発生を減少するように形成され且
つ構成されており、
前記予備成形領域は、前記固定部分の緩みの量よりも大きい所定量の緩みを有すること
を特徴とする埋め込み式プロテーゼ。
【請求項１２】
請求項１乃至１１のうちのいずれか一項に記載の埋め込み式プロテーゼにおいて、
前記予備成形領域は、前記組織又は筋肉壁の欠陥に対する前記パッチの収縮を補償する
ように形成され且つ構成されていることを特徴とする埋め込み式プロテーゼ。
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【請求項１３】
請求項１乃至１０のうちのいずれか一項に記載の埋め込み式プロテーゼにおいて、
前記予備成形領域は、前記固定部分での有害な張力の発生を減少するように、また、前
記組織又は筋肉壁の欠陥に対する前記パッチの収縮を補償するように形成され且つ構成さ
れていることを特徴とする埋め込み式プロテーゼ。
【請求項１４】
組織又は筋肉壁の欠陥を修復するための埋め込み式プロテーゼであって、
前記埋め込み式プロテーゼは、プロテーゼ修復布の一枚のシートで形成されたパッチを
備え、
前記パッチは、前記組織又は筋肉壁の欠陥の少なくとも一部を覆うように形成され且つ
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構成された本体部分と、前記パッチを被移植組織又は筋肉に固定するように形成され且つ
構成された固定部分とを含み、
前記パッチは、さらに、前記修復布が前記組織又は筋肉に固定され且つ力が前記組織又
は筋肉壁の欠陥に加わったとき、前記固定部分での有害な張力の発生を減少させるための
予備成形ドームを含み、
前記予備成形ドームは、前記組織又は筋肉壁の欠陥上に配置されるように形成された開放
端を有することを特徴とする埋め込み式プロテーゼ。
【請求項１５】
組織又は筋肉壁の欠陥を修復するための埋め込み式プロテーゼであって、
前記埋め込み式プロテーゼは、プロテーゼ修復布の一枚のシートで形成されたパッチを
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備え、
前記パッチは、前記組織又は筋肉壁の欠陥の少なくとも一部を覆うように形成され且つ
構成された本体部分と、前記パッチを被移植組織又は筋肉に固定するように形成され且つ
構成された固定部分とを含み、
前記パッチは、さらに、瘢痕化中の組織の収縮による前記組織又は筋肉壁の欠陥に対す
る前記本体部分の収縮を補償するための予備成形ドームを含み、
前記予備成形ドームは、前記組織又は筋肉壁の欠陥上に配置されるように形成された開放
端を有することを特徴とする埋め込み式プロテーゼ。
【請求項１６】
請求項１乃至１５のうちのいずれか一項に記載の埋め込み式プロテーゼにおいて、
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前記プロテーゼ修復布は、組織の内方成長を可能にするように形成され且つ構成された
複数の隙間を有することを特徴とする埋め込み式プロテーゼ。
【請求項１７】
組織又は筋肉壁の欠陥を修復するための埋め込み式プロテーゼであって、
前記埋め込み式プロテーゼは、プロテーゼ修復布の一枚のシートで形成されたパッチを
備え、
前記パッチは、メッシュ布からなる埋め込み可能な層を有し、
前記メッシュ布は、前記組織又は筋肉壁の欠陥の少なくとも一部をカバーするように形
成され且つ構成された立体的形状が予備成形された本体部分と、前記埋め込み式プロテー
ゼを被移植組織又は筋肉に固定するように形成され且つ構成された、前記本体部分から延
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びる固定部分とを含み、
前記本体部分は、前記組織又は筋肉壁の欠陥に被せるように形成された、開放端を持つ
キャビティを有することを特徴とする埋め込み式プロテーゼ。
【請求項１８】
請求項１７に記載の埋め込み式プロテーゼにおいて、
前記本体部分は、前記キャビティを形成するドームを有することを特徴とする埋め込み
式プロテーゼ。
【請求項１９】
請求項１７又は１８に記載の埋め込み式プロテーゼにおいて、
前記メッシュ布は、組織の内方成長を可能にするように形成され且つ構成された複数の
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隙間を有することを特徴とする埋め込み式プロテーゼ。
【請求項２０】
請求項１乃至１９のうちのいずれか一項に記載の埋め込み式プロテーゼにおいて、
前記パッチは、前記埋め込み式プロテーゼについての所望の固定位置と対応する複数の
印を含んでおり、
前記複数の印は、前記固定部分に予備成形されていることを特徴とする埋め込み式プロ
テーゼ。
【請求項２１】
請求項２０に記載の埋め込み式プロテーゼにおいて、
前記複数の印は、前記プロテーゼ修復布に対して対照的色彩のモノフィラメント糸を含
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むことを特徴とする埋め込み式プロテーゼ。
【請求項２２】
組織又は筋肉壁の欠陥を修復するための埋め込み式プロテーゼであって、
前記埋め込み式プロテーゼは、プロテーゼ修復布の一枚のシートを備え、
前記プロテーゼ修復布の一枚のシートは、前記組織又は筋肉壁の欠陥の少なくとも一部
に被さるように形成され且つ構成された立体的形状を有する本体部分と、前記プロテーゼ
修復布を、前記組織又は筋肉の欠陥と隣接する組織又は筋肉壁に固定するように形成され
且つ構成された固定部分とを含み、
前記本体部分は、前記組織又は筋肉壁の欠陥上に配置されるように形成された開放端を有
する予備成形ドームを備え、
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前記プロテーゼ修復布は、さらに、前記埋め込み式プロテーゼと前記組織又は筋肉との
間にある所望の固定位置と対応する予備成形された複数の印を前記固定部分に含むことを
特徴とする埋め込み式プロテーゼ。
【請求項２３】
請求項２０乃至２２に記載のいずれか一項に記載の埋め込み式プロテーゼにおいて、
前記複数の印は、張力無し鼠径ヘルニア修復技術と関連した前記固定位置と対応するこ
とを特徴とする埋め込み式プロテーゼ。
【請求項２４】
請求項１乃至２３のうちのいずれか一項に記載の埋め込み式プロテーゼにおいて、
前記固定部分はほぼ平坦であることを特徴とする埋め込み式プロテーゼ。

20

【請求項２５】
請求項１乃至２４のうちのいずれか一項に記載の埋め込み式プロテーゼにおいて、
前記本体部分及び前記固定部分は、一枚の修復布から一体的に形成されていることを特
徴とする埋め込み式プロテーゼ。
【請求項２６】
請求項１乃至２５のうちのいずれか一項に記載の埋め込み式プロテーゼにおいて、
前記プロテーゼ修復布は、鼠径ヘルニアを修復するように形成され且つ構成されている
ことを特徴とする埋め込み式プロテーゼ。
【請求項２７】
請求項２６に記載の埋め込み式プロテーゼにおいて、
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前記プロテーゼ修復布は、鼠径管の内側隅部を越えて延びるように形成された内側縁部
を含むことを特徴とする埋め込み式プロテーゼ。
【請求項２８】
請求項２７に記載の埋め込み式プロテーゼにおいて、
前記本体部分は、前記プロテーゼ修復布の内側縁部から内方に間隔が隔てられた丸味を
付けた内側セグメントを含むことを特徴とする埋め込み式プロテーゼ。
【請求項２９】
請求項２７又は２８に記載の埋め込み式プロテーゼにおいて、
前記プロテーゼ修復布の内側縁部には、丸味が付けてあることを特徴とする埋め込み式
プロテーゼ。
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【請求項３０】
請求項１乃至２９のうちのいずれか一項に記載の埋め込み式プロテーゼにおいて、
前記プロテーゼ修復布は、前記本体部分から延びる、個人の大腿輪を覆うように形成さ
れた延長部を含むことを特徴とする埋め込み式プロテーゼ。
【請求項３１】
請求項３０に記載の埋め込み式プロテーゼにおいて、
前記延長部は三角形形状であることを特徴とする埋め込み式プロテーゼ。
【請求項３２】
請求項３０又は３１に記載の埋め込み式プロテーゼにおいて、
前記延長部は、前記本体部分に対して所定の角度で方向決めされるように形成され且つ
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構成されていることを特徴とする埋め込み式プロテーゼ。
【請求項３３】
請求項１乃至３２のうちのいずれか一項に記載の埋め込み式プロテーゼにおいて、
前記埋め込み式プロテーゼは、さらに、前記プロテーゼ修復布に連結されたプラグを備
え、前記プラグは、前記組織又は筋肉壁の欠陥内に配置されるように形成されていること
を特徴とする埋め込み式プロテーゼ。
【請求項３４】
請求項１乃至１９のうちのいずれか一項に記載の埋め込み式プロテーゼにおいて、又は
、
請求項１乃至１９のいずれかに従属した請求項２４乃至３３のうちのいずれか一項に記
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載の埋め込み式プロテーゼにおいて、
前記プロテーゼ修復布は、前記埋め込み式プロテーゼについての所望の固定位置を同定
するための手段を含むことを特徴とする埋め込み式プロテーゼ。
【請求項３５】
鼠径管における組織又は筋肉壁の欠陥を修復するための埋め込み式プロテーゼであって
、
前記埋め込み式プロテーゼは、前記鼠径管に埋め込まれるように形成されたプロテーゼ
修復布の一枚のシートで形成されたパッチを備え、
前記パッチは、前記鼠径管の内側隅部を越えて延びるように形成された丸味を付けた内
側縁部を有し、
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前記パッチは、前記組織又は筋肉壁の欠陥の少なくとも一部を覆うように形成され且つ
構成されている本体部分を含み、前記本体部分は、前記パッチの前記内側縁部から内方に
間隔が隔てられた丸味を付けた内側セグメントを含み、前記本体部分は、前記パッチから
外方に突出して、前記組織又は筋肉壁の欠陥に被せるように形成された開放端を有するキ
ャビティを形成し、
前記パッチは、また、前記本体部分から延びる、前記パッチを被移植組織又は筋肉に固
定するように形成され且つ構成されたほぼ平坦な固定部分を含み、
前記本体部分は、前記パッチが前記組織又は筋肉に固定され且つ力が前記組織又は筋肉
壁の欠陥に加わったとき、前記固定部分での有害な張力の発生を減少するように、及び／
又は瘢痕化中の組織の収縮による前記組織又は筋肉壁の欠陥に対する前記パッチの収縮を
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補償するように形成され且つ構成されていることを特徴とする埋め込み式プロテーゼ。
【請求項３６】
請求項３５に記載の埋め込み式プロテーゼにおいて、
前記パッチは、前記固定部分に設けられた予備成形された複数の印を含み、
前記印は、前記埋め込み式プロテーゼと前記被移植組織又は筋肉との間の所望の固定位
置と対応することを特徴とする埋め込み式プロテーゼ。
【請求項３７】
鼠径領域の組織又は筋肉壁の欠陥を修復するための埋め込み式プロテーゼであって、
鼠径領域の前記埋め込み式プロテーゼは、プロテーゼ修復布の一枚のシートで形成され
た可撓性パッチを備え、前記パッチは、組織が内方成長するように形成され且つ構成され
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た開口部を有し、前記パッチは内側から外側への方向で細長くなっており、ほぼＤ形状の
内側部分を含み、
前記内側部分は、前記パッチから外方に突出した予備成形されたドームを含み、前記ド
ームは、前記組織又は筋肉壁の欠陥の少なくとも一部を覆うためのキャビティを形成する
ことを特徴とする埋め込み式鼠径領域プロテーゼ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は埋め込み式プロテーゼに関し、特に、軟質組織の修復及び再建に使用するための
プロテーゼに関する。
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【０００２】
【従来の技術】
組織及び筋肉壁ヘルニア等の解剖学的欠陥を修復し強化するための様々なプロテーゼ材料
が提案されてきた。例えば、鼠径ヘルニアの修復は、一般的には、編成ポリプロピレンメ
ッシュ（ＢＡＲＤ

ＭＥＳＨ）等の生体適合性布のシートを使用して行われる。この布は

、代表的には、縫合、ステープル止め、又は他の方法で欠陥の上、欠陥の下、又は欠陥内
の所定の場所に暫定的に固定される。最終的には、布内に及び／又は布に沿った組織の内
方成長等により組織が布と一体化することにより修復が完了する。
【０００３】
布を欠陥と隣接した被移植組織に取り付けることにより、例えば立ったり座ったり咳をし
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たりくしゃみをしたりしたとき等で腹圧が修復箇所で布に加わったとき、布と組織との間
の固定位置に張力が生じることがある。固定位置に加わった張力は、患者の術後疼痛、欠
陥の再発、又は新たな欠陥の形成を生じることもある。例えば、一つ又はそれ以上の固定
位置での張力により、縫合線又は他のファスナーが破損したり、組織が引き裂かれてしま
うと、元々の欠陥が再発したり、新たな欠陥が形成されたりする。固定位置の縫合線に作
用する張力は、組織の虚血を引起し縫合穴を拡大し、最終的には欠陥を生じる。
【０００４】
組織及び壁の欠陥の修復と関連した瘢痕形成（瘢痕化）により組織が修復箇所で収縮する
ことによって、組織と一体化した修復布が収縮してしまう場合がある。布の収縮により、
布が固定位置で被移植組織に対して引っ張られるため、患者は不快感を覚える。布の収縮
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により、ファスナーが破損したり組織が裂けてしまったりすることがあり、いずれの場合
も布が固定位置で組織又は筋肉から引き離されるため、欠陥の再発に繋がる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、組織又は筋肉壁の欠陥を修復するための改良した方法及びプロテーゼを
提供することである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明は、組織や筋肉壁の欠陥等の解剖学的欠陥を修復する埋め込み式プロテーゼ及び方
法である。プロテーゼは、腹内圧や組織の収縮によって修復箇所に加わった力のため、プ
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ロテーゼ及び被移植組織の固定位置での張力及び／又はプロテーゼの収縮と関連した有害
作用をもたらす可能性を小さくするように形成されている。プロテーゼは、術後疼痛を小
さくでき、張力及び／又はプロテーゼの収縮と関連した、欠陥の再発若しくは新たな欠陥
の形成のいずれもの可能性を小さくする。
【０００７】
プロテーゼは、特に、張力及び／又は収縮が懸念される修復で使用されるようになってい
る。プロテーゼを被移植組織に固定するために縫糸、ステープル、接着剤等のファスナー
を使用する技術については、プロテーゼは、被移植組織との間の固定位置の張力を制限で
きる。ファスナー無し技術については、組織がプロテーゼと一体化する場所の張力を制限
することによって、又はプロテーゼ内に成長し及び／又はプロテーゼに付着する組織の収
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縮と関連したプロテーゼの収縮を吸収することによって、プロテーゼの使用の利点が得ら
れる。ファスナーがプロテーゼを被移植組織に接合する位置及び／又は組織がプロテーゼ
と一体化してインプラントを所定位置に固定する位置を、全て、「固定位置」と呼ぶこと
ができる。
【０００８】
プロテーゼは、組織の強化及び組織又は筋肉壁の欠陥の閉鎖に適した生体適合性で可撓性
の埋め込み可能な修復布で形成されたパッチを含む。修復布は、組織又は筋肉壁の欠陥の
少なくとも一部を覆うための本体部分、及び欠陥と隣接した組織、筋肉等を含む被移植組
織にファスナーを用いて又はファスナーを用いないで布を固定するための固定部分を含む
。修復布は、組織の内方成長を可能にするように形成されており且つ構成された、複数の
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隙間を有する。プロテーゼは、更に、パッチと組み合わせて使用される、欠陥内に置かれ
るように形成されたプラグを含んでもよい。
【０００９】
本発明の一実施例では、修復布は、修復箇所に加わった力が固定位置に有害な張力を発生
するという見込みを減少し及び／又は瘢痕化中の修復箇所の組織の収縮により生じること
のあるプロテーゼの収縮を補償するように形成された予備成形領域を含んでもよい。
【００１０】
本発明の一つの特徴によれば、修復箇所に加わった力により固定箇所に有害な張力が発生
する見込みを小さくするため、予備成形領域は布の固定部分の緩みの量よりも大きい所定
量の緩みを有する。本発明の別の特徴によれば、予備成形領域は、プロテーゼの収縮を補
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償するための所定量の補償を有する。本発明の更に別の特徴によれば、予備成形領域は、
固定部分での有害な張力を減少し、且つプロテーゼの収縮を補償するように形成されてい
る。
【００１１】
本発明の別の実施例では、埋め込み式プロテーゼの本体部分は、予備成形した立体的形状
、及び欠陥に被せるように形成された、開放端を持つキャビティを含んでもよい。
【００１２】
本発明の別の実施例では、埋め込み式プロテーゼは、予備成形した複数の印を固定部分に
含んでもよい。これらの印は、プロテーゼと組織又は筋肉との間の所定の固定位置と対応
する。
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【００１３】
プロテーゼは、鼠径領域、鼠径大腿領域、及び大腿領域のうちの一つ又はそれ以上に位置
する組織又は筋肉壁ヘルニアの修復に特に適している。プロテーゼは、プロテーゼを鼠径
管に配置したときに、鼠径管の内側隅部及び外側端の夫々と隣接して位置決めされるよう
に形成された内側区分及び外側区分を含んでもよい。プロテーゼは、大腿領域内に延び且
つ大腿輪を覆うように形成された延長部を含んでもよい。
【００１４】
本発明のこの他の目的及び特徴は、添付図面を関連して以下の詳細な説明を読むことによ
り明らかになるであろう。添付図面は単なる例示の目的で提供されたものであって、本発
明の限度を形成しようとするものではないということは理解されるべきである。
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【００１５】
本発明の以上の及び他の目的及び利点は、同じ参照番号が同じ特徴に付してある図面から
更に完全に理解されよう。
【００１６】
【発明の実施の形態】
図１乃至図５は、軟質組織や筋肉組織の欠陥等の解剖学的欠陥を修復するための埋め込み
式プロテーゼの一実施例を示す。このプロテーゼは、腹内圧や組織の収縮等により修復箇
所に加わった力がプロテーゼと被移植組織との間の固定位置の張力と関連した有害作用及
び／又はプロテーゼの収縮をもたらす可能性を小さくするように形成されている。これに
関し、プロテーゼは、プロテーゼに力又は圧力が加わること及び／又はプロテーゼの収縮
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によって固定位置に発生する張力の量を制限するように形成されていてもよい。別の態様
では、プロテーゼは、修復箇所での組織の収縮によるプロテーゼの収縮を補償するように
形成されていてもよい。プロテーゼは、固定位置での張力を制限し且つ組織の収縮を補償
するように形成されていてもよい。プロテーゼは、術後不快感、欠陥の再発、又は張力及
び／又はプロテーゼの収縮と関連した新たな欠陥の発生を低減するのを容易にすることが
できる。。
【００１７】
プロテーゼ２０は、生体適合性可撓性材料製のプロテーゼ修復布でできたパッチ２２を含
む。パッチ２２は、少なくとも組織又は筋肉壁の欠陥の少なくとも一部を覆うための本体
部分２４、及び欠陥と隣接した組織や筋肉等を含む被移植組織に布を固定するための固定
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部分２６を含む。パッチは、欠陥内に配置されるように形成された修復布のプラグと組み
合わせることができる。
【００１８】
幾つかの修復技術では、固定部分２６を組織又は筋肉に固定するため、縫糸、ステープル
、接着剤、等のファスナーを使用できる。ファスナーを使用しないファスナー無し修復技
術では、固定部分２６に作用する圧力、摩擦、組織の内方成長等を使用して布を組織又は
筋肉に固定できる。修復布は、経時的に被移植組織と一体化でき、組織の十分な内方成長
を可能にする複数の隙間又は開口部を含んでもよい。プロテーゼ布は、別の態様では、組
織の浸潤が起こり難いように比較的無孔質であってもよい。
【００１９】
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修復箇所に加わる腹圧又は他の力により、固定位置の張力と関連する様々な有害作用の一
つ又はそれ以上が生じることがある。このような有害作用は、張力の量を制限する所定量
の緩みを持つ予備成形領域を埋め込み式プロテーゼに設けることによって軽減できる。こ
れに関し、緩みは、張力を制限するように修復箇所で力を吸収する緩み、弛み、伸長性等
の性質のうちの一つ又はそれ以上に関する。
【００２０】
一つの例示の実施例では、本体部分２４には緩み領域が形成されている。図示のように、
本体部分２４は、欠陥に重ねられてこれをカバーするように形成されたドーム等の予備成
形された立体的形状を有してもよい。本体部分は、欠陥全体に亘って延び且つこれをカバ
ーするように、欠陥よりも大きく形成されていてもよい。欠陥と隣接した組織又は筋肉に
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布を一つ又はそれ以上の固定位置で固定するため、一つ又はそれ以上の固定部分２６が本
体部分２４から延びている。これらの固定部分２６は、一部又は全部が本体部分２４の周
囲に配置されており、図示のように平坦であってもよいし、修復箇所のところで固定位置
の形状に合わせて形成されていてもよい。更に、固定部分は、問題の解剖学的箇所と形態
を一致できる。
【００２１】
ドームは、固定部分の緩みよりも大きな所定量の緩みを提供するように形成されている。
ドームは、プロテーゼを修復箇所に埋め込んだときに欠陥上にこの欠陥から間隔が隔てら
れた関係で配置される表面を含む。ドームは開放端を備えている。開放端は、欠陥上に配
置され且つ欠陥に対して露呈されるように配置され、それによって、欠陥のある組織又は
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筋肉が、有害な張力をもたらす過剰の量の力をプロテーゼに及ぼすことなく、腹内圧等に
より、ドーム内に延びることができる。これに関し、ドームは、欠陥のある組織又は筋肉
が、ドームのキャビティを埋め、本体部分が最初に欠陥から間隔が隔てられていない場合
よりも小さい力でドームの表面と接触できるように形成されていてもよい。この構成は、
修復領域での圧力の上昇又は他の力を調整又は吸収し、固定位置の組織又は筋肉に加わる
張力が存在した場合でも、この張力を最小にした状態とする。
【００２２】
例示のように、ドームは、概ね球形に又は湾曲形状をなして形成されていてもよい。しか
しながら、ドームは、組織又は筋肉をその中に受け入れるのに適した任意の形状を持つよ
うに形成されていてもよいということは理解されるべきである。
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【００２３】
緩み領域は本体部分２４の部分として示してあるけれども、プロテーゼと組織との間の固
定位置の張力を制限するのに適した、修復布２２の任意の部分に設けられていてもよい。
例えば、緩み領域は、固定部分に配置されていてもよいし、本体部分２４と固定部分との
間に配置されていてもよく、これに限定されない。更に、緩み領域は、プロテーゼの選択
された領域に緩みを提供するため、パッチ２２の様々な部分の二つ又はそれ以上の領域を
含んでもよい。
【００２４】
緩み領域は、固定位置での張力の有害作用を軽減するのに適した任意の方法で形成できる
ということもまた理解されるべきである。例えば、緩み領域は、固定位置において布と組
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織又は筋肉との間の張力を軽減するか或いは制限するように、加えられた力又は圧力の作
用で領域を拡張できるプリーツ又は他の形体を使用できる。緩み領域は、更に、当該緩み
領域が修復領域の圧力の上昇を拡張又は他の態様で吸収できるようにする様々な大きさの
フィラメント及び／又は編んだ若しくは織ったパターンを持つ材料を使用できる。緩み領
域は、プロテーゼの他の部分を形成する材料と異なる材料で形成されていてもよい。
【００２５】
修復プロセス中に組織とプロテーゼとの一体化が生じる場合には、組織が修復箇所で収縮
することにより、プロテーゼの収縮と関連した様々な有害作用の一つ又はそれ以上が生じ
る。このような有害作用は、修復領域での布の予想収縮量を吸収又は適応することによっ
て組織の収縮を補償する補償領域が予備成形された埋め込み式プロテーゼを提供すること
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によって軽減できる。
【００２６】
一つの例示の実施例では、本体部分２４は、組織の収縮によって生じる布の収縮を補償す
る追加の材料を提供する補償領域を含み、そのため、本体部分は欠陥を瘢痕化後にカバー
し（覆い）続ける。この構成は、一体化した組織の収縮時に、プロテーゼが固定された組
織又は筋肉からプロテーゼが引き離されないようにして、再発の発生を抑えることができ
る。
【００２７】
収縮量は、概ね、組織とプロテーゼとの一体化の程度で決まる。例えば、組織の一体化の
量が大きくなると、布の収縮量もまた大きくなる傾向がある。これに関し、布の孔径が組
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織の一体化の量に影響を及ぼし、従って、プロテーゼの収縮量に影響を及ぼす。孔径が大
きくなると、大量の組織が布の孔内に成長し、これにより組織の収縮中に布が大きく収縮
する。
【００２８】
図１乃至図５に示す実施例では、本体部分２４はドーム等の予備成形立体形状を有する。
これは、欠陥に被せ、平らな本体部分と比較して追加の量の材料を提供するように形成さ
れている。これにより布の収縮を補償する。組織の収縮中、ドームが収縮し、プロテーゼ
に及ぼされる有害作用を緩和する。一実施例では、ドームは、約１５％乃至約２５％の所
定範囲の布の収縮を吸収できる所定量の布で形成される。しかしながら、ドームを構成す
る材料の具体的な量は、任意の予想収縮量を吸収するように調節できる。
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【００２９】
補償領域は、プロテーゼの収縮を補償するのに適したパッチ２２の任意の部分に設けるよ
うにしてもよい。例えば、補償領域は、本体部分２４と隣接して配置できる。補償領域は
、更に、プロテーゼの選択された領域での布の収縮を補償するためにパッチの様々な部分
に配置された二つ又はそれ以上の領域でできていてもよい。
【００３０】
補償領域は、プロテーゼの収縮を吸収するのに適した任意の方法で形成できるということ
もまた理解されるべきである。例えば、上文中に説明した緩み領域と同様に、補償領域は
、患者の不快感を軽減し又は組織又は筋肉から布が分離しないように、当該補償領域が布
の収縮を吸収できるのに十分な材料を提供するプリーツ又は他の形体を使用できる。これ
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に関し、プリーツは、修復領域に加わった圧力又は他の力の上昇により布が拡張できるよ
うに形成でき、保持された場合には、プリーツの収縮を補償できる。補償領域は、更に、
瘢痕化中の組織の収縮を当該補償領域が吸収できるようにする様々な大きさのフィラメン
ト及び／又は編んだ若しくは織ったパターンを持つ材料を使用してもよい。補償領域は、
プロテーゼの他の部分を形成する材料と異なる材料から形成してもよい。
【００３１】
当業者には容易に理解されるように、プロテーゼは、修復箇所での圧力又は他の変数と関
連した、固定位置での張力を緩和し、修復領域での組織の収縮と関連した布の収縮を吸収
するように又は当該布の収縮に適応するように形成できる。図１乃至図５に示す実施例で
は、本体部分２４は緩み領域及び補償領域を含むように形成されている。しかしながら、
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プロテーゼ２０は、補償領域とは分離した又は別体の緩み領域を含んでもよいということ
は理解されよう。更に、緩み領域の構造は、補償領域とは、形状、大きさ、材料等のうち
の一つ又はそれ以上に関して異なっていてもよい。
【００３２】
プロテーゼ２０は、鼠径ヘルニアの修復に特に適している。図１乃至図５に示す例示の実
施例では、パッチ２２は、鼠径管の内側隅部及び外側端の夫々と隣接して位置決めされる
ように形成された内側区分２８及び外側区分３０を含む。プロテーゼの内側区分２８は、
プロテーゼを固定するために鼠径管の内側隅部を越えて延びるように形成された全体に丸
味を付けた内側縁部３２を含む。本体部分２４には、丸味を付けた内側セグメント３４が
形成されている。図示のように、内側セグメント３４は、内側縁部３２と内側セグメント
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３４との間に固定部分２６を持つパッチを提供するため、プロテーゼの内側縁部３２から
内方に間隔が隔てられている。しかしながら、本体部分の内側セグメント３４は、内側縁
部３２を含むパッチの周縁まで延びていてもよいということは理解されるべきである。更
に、本体部分２４は、内鼠径輪と隣接して位置決めされるようにプロテーゼの中央近くに
配置された外側セグメント３６を含むことができる。図示のように、本体部分２４は、ほ
ぼＤ形状の周囲を有するが、プロテーゼの特定の用途に適した任意の形状を使用できる。
【００３３】
図６に示すように、プロテーゼ２０は、本体部分の外側セグメント３６と近接して精索を
受け入れるために離間された一対のテール（尾部）４２、４４を形成するため、パッチの
外側縁部４０から内方に延びるスリット（切り込み）３８を備えていてもよい。テール４
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２、４４を精索の周囲で交差させ、縫合等で互いに固定し、内鼠径輪を強化する。これに
関して外科医を補助するため、テールを互いに固定するのに使用できる係止部をプロテー
ゼに設けるのが望ましい。
【００３４】
一実施例では、係止部は、テール４２、４４に配置された一対又はそれ以上の対をなした
ファスナー４６、４８を含み、これらのファスナーは、テールを精索の周囲で交差させた
ときに雄−雌型構成で互いに噛み合うように形成されている。図６に示すように、一連の
ファスナー４６、４８が、スリット３８長さの一部に沿ってスリット３８の両側に配置さ
れていてもよい。これらのファスナー４６、４８は、テールを精索の周囲で交差させたと
きに互いに整合するように、スリット３８に対して角度をなした平行でない線４７、４９
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に沿って延ばすことができる。ファスナーは、布と一体に予備成形されたスナップやジッ
パー型ストリップ等の構成を備えていてもよい。別の実施例では、係止部は、一方のテー
ルに取り付けられた縫合糸（縫糸）を含んでもよく、テールを精索の周囲で交差させたと
きに、縫合糸（縫糸）を少なくとも向き合ったテールに通し、テールを互いに固定する。
勿論、テールを精索の周囲で固定するのに当業者に明らかな任意の適当な係止部を使用し
てもよいということは理解されるべきである。
【００３５】
スリット３８は、プロテーゼ２０に予備成形されていてもよいし、外科医が修復術中に形
成してもよい。スリット３８の形成を容易にするため、プロテーゼには、スリットの位置
及び／又は長さを同定するように形成された表示が設けられていてもよい。一実施例では
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、パッチは、スリットについての好ましい位置を示すノッチ（切欠き）５０を外側縁部４
０に沿って備えている。しかしながら、外科医がスリットの位置を定めて形成するのを補
助するために任意の適当な表示を使用できるということは理解されよう。例えば、表示は
、プロテーゼの一部に沿って延び且つスリットの位置、長さ、及び／又は方向決めと対応
する一連の穴、対照的色彩のステッチ、等を含んでもよい。表示は、適当なインク又は染
料を使用してプロテーゼに印してあってもよい。
【００３６】
場合によっては、外科医は、大腿領域単独で又は鼠径ヘルニアの修復と関連して修復し又
は強化するのが望ましいということを発見する。従って、個人の鼠径大腿領域又は大腿領
域を強化するためにプロテーゼ２０を形成してもよいと考えられる。
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【００３７】
図７に示す一つの例示の実施例では、プロテーゼ２０は、レッチウスの空間（恥骨後隙も
しくは膀胱前隙）内へクーパー靱帯まで下方に延び、埋め込み時に大腿輪をカバーする（
覆う）ように形成された延長部５２を含む。図示のように、延長部５２は大腿輪と形態が
ほぼ一致する三角形形状に形成できる。しかしながら、プロテーゼは、任意の所望の形状
を持つ延長部を使用できるということは理解されるべきである。延長部は、折り目線５４
に沿って折り畳むことができ、そのため、埋め込み時に鼠径大腿領域の形態に適合するよ
うにプロテーゼの残りに対して約９０°で位置決めできる。プロテーゼには、鼠径大腿領
域でのプロテーゼの埋め込みを容易にするために所望の角度で位置決めされた延長部５２
が予備成形されていてもよいと考えられる。

10

【００３８】
例示の実施例では、延長部５２は一枚の布シートからプロテーゼと一体に形成される。別
の態様では、延長部は、プロテーゼとは別体の部品として形成でき、パッチ２２に取付け
られる。しかしながら、プロテーゼ２０は任意の適当な方法で形成できるということも理
解されるべきである。
【００３９】
上述のように、プロテーゼは、所望量の緩み及び補償の夫々を提供するのに適した任意の
形体を使用する緩み領域及び／又は補償領域（すなわち、緩み領域と補償領域のうちの少
なくとも一方）を備えていてもよい。図８、図９、及び図１０は、緩み領域及び／又は補
償領域を備えたプロテーゼについての様々な他の実施例を示す。これらの実施例は例示で
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あって、このような修復を行うために他の適当なプロテーゼ形体を埋め込むことができる
ということは理解されるべきである。
【００４０】
図８、図９は、緩み領域を提供する複数のプリーツ５６が予備成形された本体部分２４を
含むプロテーゼ２０の一実施例を示す。図示のように、プリーツ５６は、パッチ２２の幅
に亘って追加の材料を提供するようにアコーディオン状に形成されていてもよく、修復領
域に加えられた圧力又は他の力の上昇を吸収するために拡張するように形成されている。
更に、プリーツが提供する追加の材料は、拡張したときに、修復領域での組織の収縮を補
償できる。
【００４１】
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図１０は、傘のように半径方向に構成された複数のプリーツ５８が予備成形された本体部
分２４を含むプロテーゼの別の実施例を示す。プリーツ５８のこの構成もまた、緩み領域
及び補償領域を提供できる。
【００４２】
図１乃至図１０に示す様々な本体部分形体は、これらの形体に限定しようとするものでは
ないということは理解されるべきである。
本体部分２４は、一枚の布シートから固定部分２６と一体に形成されていてもよい。本体
部分２４は、所望量の緩み及び／又は補償を提供するのに適した任意の形状及び大きさを
持つように、型成形又は他の方法で布で予備成形されていてもよい。しかしながら、プロ
テーゼ２０は任意の適当な方法で形成できる。
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【００４３】
本体部分２４をプロテーゼとは別体の部品として形成してこれをパッチの布に取り付ける
ことができると考えられる。この方法で形成されたプロテーゼは、様々な形状や材料等を
本体部分に使用するのを容易にできる。
【００４４】
図１１に示す一つの例示の実施例では、予備成形した本体部分２４を、布片の穴６０に、
本体部分２４の外周６２が穴６０の内周６４に取り付けられた状態で、任意の適当な取り
付け技術を使用して位置決めする。例えば、予備成形した本体部分２４は、縫糸を使用し
て布に縫い付けてもよいし、本体部分の周囲に亘って分配した接着剤によって布に結合さ
れてもよい。別の態様では、本体部分２４は、熱及び圧力の組み合わせによって布に積層
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され、又は熱融着されていてもよい。更に、本体部分と布との間の接合部は、本体部分２
４及びパッチ布の残りの一方又は両方よりも大きな弾性を有することによって、プロテー
ゼの緩み特性及び／又は補償特性を高めるように形成されることができる。
【００４５】
幾つかの場合では、外科医がプロテーゼを好ましい固定位置に、縫合やステープル止め等
で欠陥と隣接する組織又は筋肉に取り付けるのを補助する一つ又はそれ以上の印をプロテ
ーゼに設けるのが望ましい。図１乃至図５に示す一つの例示の実施例では、複数の予備成
形した印６６を本体部分２４の幾つかの側部の周りの固定部分２６に設けることができる
。印６６は、所望の固定位置を示すため、修復布に対して対照的色彩のモノフィラメント
糸を含む。印６６の数及び位置は、修復を行うのに使用される特定の種類の修復及び／又
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は手術技術に基づいて選択できる。任意の適当な印６６をプロテーゼに設けることができ
るということは理解されるべきである。例えば、印には、隆起、窪み、穴等が含まれ、又
はプロテーゼに対照的色彩のインク又は染料で印すことができる。
【００４６】
一実施例では、プロテーゼ２０は、Ｃ．Ｒ．バード社から入手できるバードメッシュ（Ｂ
ＡＲＤ

ＭＥＳＨ）等の編成ポリプロピレンモノフィラメントメッシュ布のシートで形成

されている。埋め込んだとき、ポリプロピレンメッシュは、メッシュ構造内及びその周囲
での組織の迅速な内方成長を促す。別の態様では、組織の強化及び欠陥の閉鎖に適した、
プロレン（ＰＲＯＬＥＮＥ）、ソフトティッシュパッチ（ＳＯＦＴ

ＴＩＳＳＵＥ

ＰＡ

ＴＣＨ）（多孔質ｅＰＴＦＥ）、サージプロ（ＳＵＲＧＩＰＲＯ）、トレレックス（ＴＲ
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ＥＬＥＸ）、アトリウム（ＡＴＲＩＵＭ）、及びメルセレン（ＭＥＲＳＥＬＥＮＥ）を含
む他の手術材料を使用できる。組織又は壁の欠陥の一時的修復を含む用途には、ポリグラ
クチン（ＶＩＣＲＹＬ）、ポリグリコール酸（ＤＥＸＯＮ）、及びコラーゲンを含む吸収
性材料が適している。更に、多フィラメントヤーンからメッシュ布を形成でき、編成や型
成形等の任意の適当な方法を使用してプロテーゼメッシュ材料を形成できると考えられる
。
【００４７】
幾つかの場合には、組織の内方成長を促進しない修復布を使用するのが望ましい。このよ
うな用途については、修復布は、Ｗ．Ｌ．ゴアアンドアソシエーツ社から入手できる、組
織の内方成長を妨げる孔径（ミクロン以下）を持つプレクルード（ＰＲＥＣＬＵＤＥ）心
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膜、プレクルード腹膜、及びプレクルードデュラ代替膜（プレクルード代替硬膜）等の発
泡ポリテトラフルオロエチレン（ｅＰＴＦＥ）製シートから形成されていてもよい。他の
適当な無孔質材料の例示で非限定的試料には、ダウ・コーニング社が提供しているシラス
ティック（ＳＩＬＡＳＴＩＣ）Ｒｘ医療等級シート（プラチナ硬化させた）等のシリコー
ンエラストマー、テフロンメッシュ、及び微孔質ポリプロピレンシート（ＣＥＬＧＡＲＤ
）及びフィルムを含む。
【００４８】
当業者に明らかなように修復布に任意の適当な材料を使用できるということは理解される
べきである。
鼠径ヘルニアの修復に特に適した例示の実施例では、パッチ２２は、直径が約０．１５２
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４ｍｍ（約０．００６インチ）のポリプロピレンモノフィラメントから編成された厚さが
約０．６３５ｍｍ乃至０．７６２ｍｍ（約０．０２５インチ乃至０．０３０インチ）のバ
ードメッシュシートを含む。パッチ２２の長手方向軸線に沿った長さは約１５．１６３８
ｃｍ（約５．９７インチ）であり、側縁部間の幅は約５．９９４４ｃｍ（約２．３６イン
チ）である。本体部分２４は、高さが約６．５０２４ｍｍ（約０．２５６インチ）のドー
ムを含む。別の実施例では、ドームの高さは約８．４８３６ｍｍ（約０．３３４インチ）
であってもよい。本体部分２４は長さが約５．９９４４ｃｍ（約２．３６インチ）であり
、幅が約４．７２４４ｃｍ（約１．８６インチ）である。本体部分の内側セグメント３４
の半径は約２．３６２２ｃｍ（約０．９３インチ）である。これらの寸法は、外科医が鼠
径管の特定の大きさ及び形状と形態を一致させるために必要に応じて調整できるプロテー
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ゼの寸法である。しかしながら、これらの寸法は単なる例示であって、プロテーゼに対し
て任意の適当な大きさ及び形状を使用できるということは理解されるべきである。
【００４９】
一実施例では、本体部分２４は、ドームについての所望の形状を備えて形成された雄構成
要素及び雌構成要素を含むダイを使用してメッシュ布シートに形成できる。これらのダイ
構成要素間に布を挟み、約１３２．２0F（約２７０℃）の温度に約２時間に亘ってさらす
。しかしながら、プロテーゼの製造に任意の適当な製造プロセスを使用できるということ
は理解されるべきである。
【００５０】
本発明は、以下の利点の一つ又はそれ以上を備えた埋め込み式プロテーゼを提供する。プ
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ロテーゼ２０は、修復箇所における加わった力及び／又は組織の収縮により、プロテーゼ
と被移植組織との間の固定位置に作用する張力又はプロテーゼの収縮のいずれか、又は張
力及び収縮の両方と関連した有害作用がもたらされる可能性を小さくできる。更に、プロ
テーゼは、張力及び／又は収縮と関連した術後疼痛を減少する。術後疼痛は、日々の活動
を行う個人の能力を損ない、及び／又は欠陥の修復からの回復期間を長くする。プロテー
ゼは、組織や筋肉に縫い付けやステープル止め等でき、及び／又は組織との一体化によっ
て所定の場所に固定できる。
【００５１】
プロテーゼ２０は柔軟であり、これにより外科医はインプラントの形状を問題の解剖学的
箇所と一致するように操作でき、そこに固定できる。インプラントの形状及び大きさは、
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当業者には明らかであるように、手術の用途に従って変化する。これに関し、パッチ２２
は予備成形されていてもよく、又はその代わりに、手術中に外科医が選択的に形成できて
もよい。
【００５２】
本発明のプロテーゼ２０は、鼠径ヘルニアの修復用に特に示したプロテーゼである。一つ
の例示の修復技術には、リヒテンシュタインの「張力なし」修復技術が含まれ、この技術
では、平らなメッシュ布片を鼠径管に縫合し、メッシュと周囲組織との間の固定位置での
張力を制限するようにヘルニアをカバーし強化する。本発明のプロテーゼ２０は、張力無
し修復を行う外科医の能力を向上する、予備成形緩み領域及び／又は補償を含む修復布を
外科医に提供することによって、この技術を容易にする。
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【００５３】
本発明の以上の説明は、本発明の単なる例示であって、本発明のこの他の実施例、変更、
及び均等物は特許請求の範囲に記載した発明の範疇にあるということは理解されるべきで
ある。
【図面の簡単な説明】
【図１】

本発明の一つの例示の実施例による埋め込み式プロテーゼを上方から見た斜視

図である。
【図２】

図１の埋め込み式プロテーゼの上面図である。

【図３】

図１の埋め込み式プロテーゼの側面図である。

【図４】

図１の埋め込み式プロテーゼの正面図である。

【図５】

図３の５−５線に沿った図１の埋め込み式プロテーゼの断面図である。

【図６】

本発明の別の例示の実施例による埋め込み式プロテーゼの上面図である。

【図７】

本発明の更に別の例示の実施例による埋め込み式プロテーゼの上面図である。

【図８】

本発明の他の例示の実施例による埋め込み式プロテーゼの上面図である。

【図９】

図８の８−８線に沿った、半径時計廻り方向に回転させた図８の埋め込み式プ
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ロテーゼの断面図である。
【図１０】

本発明の更に他の例示の実施例による埋め込み式プロテーゼの上面図である

。
【図１１】
。

本発明の別の例示の実施例による埋め込み式プロテーゼの分解斜視図である
50

(14)

JP 4662684 B2 2011.3.30

【符号の説明】
２０

プロテーゼ

２２

プロテーゼ修復布パッチ

２４

本体部分

２６

固定部分

２８

内側区分

３０

外側区分

３２

内側縁部

３４

内側セグメント

３６

外側セグメント

３８

スリット

４０

外側縁部

４２、４４

テール

４６、４８

ファスナー

５０

10

ノッチ

【図１】

【図４】

【図２】
【図５】

【図３】

(15)
【図６】

【図８】

【図７】
【図９】

【図１０】

【図１１】
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