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(57)【要約】
【課題】骨充填材が椎体の外部に漏出することを有効に
防止できるとともに、椎体を前後に分離するような骨折
の治療にも利用できる脊椎用手術器具を実現する。
【解決手段】本例の脊椎用手術器具７は、チューブ部８
とバルーン部９とを備え、このうちのチューブ部８は、
中空管状で可撓性を有し、長さ方向両端部に開口部を有
するものであり、前記バルーン部９は、袋状で、前記チ
ューブ部８の長さ方向中間部にこのチューブ部８と一体
に設けられており、このチューブ部８を通じてその内部
空間に骨充填材が供給された際に、このチューブ部８の
外周面よりも径方向外側に膨出する様に構成される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　椎体内に骨充填材を充填するために用いる脊椎用手術器具であって、
　可撓性を有するとともに長さ方向両端部に開口部を有する中空管状のチューブ部と、こ
のチューブ部と一体に設けられたバルーン部とを備え、
　このバルーン部が、前記チューブ部の長さ方向中間部に設けられており、このチューブ
部を通じてその内部空間に空気圧あるいは前記骨充填材を供給される以前の状態で、この
チューブ部の外面よりも外側に突出しないように収納されており、このチューブ部を通じ
てその内部空間に空気圧あるいは前記骨充填材が供給されることにより、このチューブ部
の外面よりも外側に膨出することを特徴とする脊椎用手術器具。
【請求項２】
　前記バルーン部が、前記チューブ部を通じてその内部空間に空気圧あるいは前記骨充填
材を供給される以前の状態で、このチューブ部の内部に折り畳まれた状態で収納されてい
る、請求項１に記載した脊椎用手術器具。
【請求項３】
　前記バルーン部が弾性材料から造られており、前記チューブ部を通じてその内部空間に
空気圧あるいは前記骨充填材を供給される以前の状態で、このチューブ部の内部に萎んだ
状態で収納されている、請求項１～２のうちの何れか１項に記載した脊椎用手術器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、整形外科領域の手術に用いる手術器具のうち、脊椎を構成する椎体の骨折を
治療するための脊椎用手術器具に関する。具体的には、本発明の脊椎用手術器具は、経皮
的に椎体内部に骨セメントなどの骨充填材を充填するために利用するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年の高齢化社会の進行に伴い、骨粗鬆症に起因して生じる脊椎椎体の圧潰型（圧迫）
骨折の患者数が増加している。骨粗鬆症性の圧潰型骨折は、骨粗鬆症の進行により骨強度
の低下した椎体が、患者自身の体重や転倒などの衝撃により潰れることによって生じるも
のであり、多くの場合で腰痛や背中の激しい痛みを伴い、高齢者の患者のＱＯＬ（Qualit
y Of Life）を大きく低下させる原因になる。
【０００３】
　このような骨粗鬆症性の圧潰型骨折に対する治療方法として従来から、安静療法、コル
セットによる保存療法、薬物治療などが行われている。ただし、これらの治療方法は、治
癒するまでに数ヶ月かかるといった時間的なデメリットを生じる事に加えて、運動機能の
低下を招き、寝たきりの原因になったり、鬱の原因になるなどの弊害を生じることがある
。
【０００４】
　このような事情に鑑み、１９９０年代後半から、米国を中心に、骨折した椎体内部に骨
セメントなどの骨充填材を充填する手術（椎体形成術）が行われるようになり、今日では
日本国内の一部の医療機関でも行われている（非特許文献１、２参照）。この手術方法は
、たとえば、患部をＸ線透視しながら、専用の針を、刺入方向および深さを確認しつつ、
片側の椎弓根を通じて椎体内部に刺入する。そして、この針を通じて椎体内部に、ポリメ
チルメタクリレート（ＰＭＭＡ）に代表される骨セメント、リン酸カルシウム（ＣＰＣ）
ペースト、あるいは、ハイドロキシアパタイト（ＨＡ）ブロックなどの骨充填材を注入し
、該骨充填材を硬化させることにより、骨折した椎体を補強するとともに固定する。
【０００５】
　また、上述のような手術方法が開発された後には、潰れた椎体を整復可能な手術方法（
バルーン椎体形成術、balloon kyphoplasty）が開発された（特許文献１、２参照）。こ
の手術方法について、図６を参照しつつ、簡単に説明する。先ず、（Ａ）に示したように
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、カニューレなどの導入管１を、片側の椎弓根２ａを通じて骨折した椎体３の内部に挿入
する。次いで、この導入管１の内部に萎んだ状態で収納された拡張用バルーン４に空気圧
を供給して、（Ｂ）に示すように、該拡張用バルーン４を椎体３の内部で膨張させ、この
椎体３を整復する（高さを復元する）。そして、（Ｃ）に示すように、前記拡張用バルー
ン４を萎めて、前記椎体３の内部に骨充填材を充填するための空洞５を形成する。その後
、（Ｄ）に示すように、この空洞５内に骨充填材６を注入して、前記椎体３を補強すると
共に固定する。
【０００６】
　上述したような骨充填材を利用した手術方法（椎体形成術、バルーン椎体形成術）はい
ずれも、低侵襲でありながら、早期に痛みを解消ないし低減することが可能である。また
、拡張用バルーンを利用した手術方法によれば、椎体の整復も可能になるため、脊椎に後
弯変形が生じることも有効に防止できる。ただし、上述した手術方法（椎体形成術、バル
ーン椎体形成術）は、椎体内に骨セメントなどの骨充填材を直接注入するため、椎体の亀
裂や破損箇所を通じて骨充填材が椎体外に漏出する可能性がある。特に、骨充填材として
、骨セメントやリン酸カルシウムペーストを用いた場合には、骨充填材が脊柱管内に漏出
して神経障害を引き起こしたり、静脈内に漏出して肺塞栓症を引き起こす可能性がある。
また、骨セメントやリン酸カルシウムペーストは、血液などの体液が付着した場合に、硬
化しにくくなるといった問題も生じる。
【０００７】
　このような事情に鑑みて、たとえば特許文献３には、生体吸収材料から作製した袋状の
バルーンを膨張させた状態のまま椎体内部に留置し、このバルーン内に骨充填材を充填す
る手術方法が開示されている。このような手術方法によれば、潰れた椎体を整復できるだ
けでなく、骨充填材の漏出防止、骨充填材への体液の付着防止を図ることができる。
【０００８】
　ただし、前記特許文献３に記載された手術方法の場合には、注入管を通じて骨充填材を
バルーン内に充填したのち、このバルーンを注入管の先端部から取り外す必要がある。こ
のため、バルーンの開口部（注入管への装着部）を通じて骨充填材が漏出する可能性があ
る。さらに、前記特許文献３に記載された手術方法を含め、バルーンを利用して潰れた椎
体を整復することを可能にする従来の手術方法はいずれも、バルーンを片側の椎弓根を通
じて椎体内部に挿入し、膨張させる方法を採用している。このため、骨折の状態（骨折線
の向きなど）によっては、手術を適用できないといった問題を有している。具体的には、
図７中に破線で示したような、椎体を前後（「前後」とは患者の身体に関しての前後をい
う。本明細書全体で同じ。図７では左右を指す。）に分離するような骨折線が存在する場
合には、バルーンを膨張させることによって骨折線を広げることになるため、バルーンを
用いた手術を適用することはできない。したがって、このような場合には、骨充填材を椎
体内に直接注入する手術方法を採用したり、その他の安静療法などを採用せざるを得ず、
患者にとって十分に満足のいく治療を行うことは難しかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】米国特許第４９６９８８８号明細書
【特許文献２】特表平９－５０８２９２号公報
【特許文献３】特開２００６－２４７２５７号公報
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】川西昌弘、「日本脊髄外科学会－病気の解説と治療方法の紹介－圧迫骨
折椎体形成術」、［平成２２年７月２９日検索］、インターネット、＜ＵＲＬ：http://s
quare.umin.ac.jp/jsss-hp/intro/13.htm＞
【非特許文献２】「関節外科－基礎と臨床－Journal of Joint Surgery」、株式会社メデ
ィカルビュー社、平成２２年５月１９日、Ｖｏｌ．２９、ＮＯ．５、ｐ３２～３５、５６
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～６２
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、上述のような事情に鑑み、骨充填材が椎体外部に漏出することを有効に防止
できるとともに、椎体を前後に分離するような骨折の治療にも利用できる脊椎用手術器具
を実現すべく発明したものである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の脊椎用手術器具は、骨セメントなどの骨充填材を椎体内部に充填するために用
いる。
　特に、本発明の脊椎用手術器具は、チューブ部と、バルーン部とを備える。
　このうちのチューブ部は、中空管状で、可撓性を有するとともに、長さ方向両端部に開
口部を有する。
　また、前記バルーン部は、前記チューブ部の長さ方向中間部に、このチューブ部と一体
に設けられている。また、前記バルーン部は、このチューブ部を通じてその内部空間（収
容空間）に空気圧あるいは前記骨充填材を供給される以前の状態で、このチューブ部の外
面よりも外側に突出しないように収納されており、このチューブ部を通じてその内部空間
に空気圧あるいは前記骨充填材が供給されることにより、このチューブ部の外面よりも外
側に膨出するように構成されている。
【００１３】
　上述した本発明の脊椎用手術器具を実施する場合に好ましくは、前記バルーン部を、前
記チューブ部を通じてその内部空間に空気圧あるいは前記骨充填材を供給される以前の状
態で、このチューブ部の内部に折り畳んだ状態で収納する。
　あるいは、前記バルーン部を弾性材製とし、該バルーン部を、前記チューブ部を通じて
その内部空間に空気圧あるいは前記骨充填材を供給される以前の状態で、このチューブ部
の内部に萎んだ（収縮した）状態で収納する。
【発明の効果】
【００１４】
　上述のような構成を有する本発明の脊椎用手術器具の場合には、骨充填材を収容するた
めのバルーン部と、このバルーン部に骨充填材を供給するチューブ部とを一体に設けてい
るため、椎体内で互いに分離される別体のバルーンと注入管とを利用して骨充填材を充填
する場合に比べて、骨充填材が椎体外に漏出することをより有効に防止できる。
　また、本発明の脊椎用手術器具よれば、チューブ部の一部を椎体を前後に分離する骨折
線よりも前方に配置した状態で、このチューブ部の長さ方向両端部を左右の椎弓根を通じ
てそれぞれ皮膚の外側（背面側に）引き出すことができる。このため、前記チューブ部の
長さ方向両端部を後方に向けて引っ張りながら（前後に分離した椎体のうち、前方の椎体
片を後方の椎体片に向けて押し付けながら）、骨充填材を注入する作業が可能になる。こ
の結果、骨折線が広がることを有効に防止しつつ、前記バルーン部を膨出させて椎体を整
復し、該椎体を補強および固定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施の形態の１例にかかる脊椎用手術器具の略側面図であり、（Ａ）は
バルーン部を収納した状態を、（Ｂ）はバルーン部が膨出した状態をそれぞれ示す。
【図２】本発明の脊椎用手術器具を利用した手術方法の一例を工程順に示す横断面図であ
る。
【図３】同じく図２の（Ｄ）、（Ｅ）に相当する工程を、骨折した椎体を含む脊椎を側方
から見た状態で示す模式図である。
【図４】脊椎用手術器具を脊椎内に挿入するために利用するインサータを示す斜視図であ
る。
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【図５】チューブ部の開口部を塞ぐために利用するストッパを示す斜視図である。
【図６】従来から知られているバルーン椎体形成術の一例を説明するために示す横断面図
である。
【図７】椎体を前後に分離するような骨折を生じた椎体を含む脊椎のＸ線画像を示す図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図１～５は、本発明の実施の形態の１例を示している。まず、図１を参照しつつ、本例
の脊椎用手術器具７について説明する。本例の脊椎用手術器具７は、骨粗鬆症などに起因
して圧迫骨折した椎体内部に、骨セメントなどの骨充填材を充填するために利用するもの
で、中空管状のチューブ部８と、袋状のバルーン部９とを備える。このような構成を有す
る脊椎用手術器具７は、塩化ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレンなどの高分子材料
もしくはポリ乳酸、キトサン、グリコール酸と乳酸ポリエステルの化合物などの生体吸収
性材料を溶融押出成形するなどして造られる。また、前記脊椎用手術器具７を脊椎内に挿
入した状態で、その形状、位置および向きなどをＸ線装置により確認できるように、材料
中にＸ線造影剤などからなる線（糸、テープなど）を混入しておくこともできる。また、
前記脊椎用手術器具７を構成するチューブ部８とバルーン部９とは、同じ材質とすること
もできるし、異なる材質にすることもできる。異なる材質にする場合には、たとえば、バ
ルーン部９をチューブ部８に比べて剛性が低い（弾性係数が小さい）材質のものとするこ
とができる。さらに、前記脊椎用手術器具７は、骨充填材の漏出防止の面から、表面に空
孔が存在しないものや、使用する骨充填材を透過させない程度の大きさの空孔を有するも
のを好ましく使用できるが、骨充填材が著しく漏出しない程度の空孔を有するもの（メッ
シュ状のもの）であれば使用することは可能である。また、前記脊椎用手術器具７は、単
一材料からなる単層構造に限定されず、複数材料からなる複層構造とすることもできる。
【００１７】
　また、前記脊椎用手術器具７を構成するチューブ部８は、中空管状で、可撓性を有する
とともに長さ方向両端部に開口部を有する。このチューブ部８は、患者の体型や骨折した
椎体の大きさ、使用する骨充填材の種類などに応じて適宜好ましいサイズのものを使用す
ることができる。たとえば、前記チューブ８の仕様は、内径寸法が３～６ｍｍ、全長が５
００～１０００ｍｍ、肉厚が３～５００μｍである。また、前記チューブ部８は、図示の
ような円筒状のものに限定されず、角筒状のものを使用することもできるし、これらを組
み合わせたものを使用することもできる。また、前記チューブ部８の直径や肉厚は全長に
わたり一定である必要はなく、適宜変更しても良い。
【００１８】
　一方、前記バルーン部９は、袋状で、前記チューブ部８の長さ方向中央部の円周方向の
一部に、このチューブ部８と一体に設けられている。また、前記バルーン部９は、このチ
ューブ部８を通じてその内部空間（収容空間）に空気圧あるいは骨充填材を供給される以
前の状態で、図１の（Ａ）に示したように、前記チューブ部８の外周面よりも径方向外側
に突出しないように収納されている。図示の例では、前記バルーン部９を、前記チューブ
部８の内部に折り畳んだ状態で収納している。ただし、バルーン部９の収納態様は、図示
のような構造に限定されず、バルーン部９の形状、大きさ、材質、膨らみ易さなどを考慮
して適宜好ましい態様を採用できる。たとえば、バルーン部９を弾性材料から造る場合に
は、このバルーン部９を萎ませた（収縮させた）状態で、前記チューブ部８の内部にその
まま（あるいは折り畳んで）収納することができる。
【００１９】
　また、前記バルーン部９は、前記チューブ部８を通じてその内部空間に空気圧あるいは
骨充填材が供給された場合に、図１の（Ｂ）に示したように、前記チューブ部８の外周面
よりも径方向外側に膨出する（展開する）ように構成されている。図示の例では、前記バ
ルーン部９の膨出時の形状を略球状としている。このバルーン部９の膨出時の大きさは、
骨折した椎体の大きさ、椎体の潰れの程度、使用する骨充填材の種類などに応じて適宜好
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ましいサイズのものを選択できる。たとえば、前記バルーン部９の直径は１０～５０ｍｍ
とすることができる。また、バルーン部９の形状は、球状に限らず、半球状、柱状、ドー
ナツ状、円すい状、星状など、骨折の状態に応じて種々の形状を採用できる。なお、バル
ーン部９の形状が複雑化する際には、このバルーン部９の内部空間を細分化することもで
きる。また、バルーン部９の数は、１個に限定されず、骨折の状態に応じて、複数個（２
個以上）設けることもできる。
【００２０】
　以下、上述の様な構成を有する脊椎用手術器具７を使用して、骨折した椎体の内部に骨
充填材を充填する手順について、図１に加えて図２～図５を参照しつつ、説明する。
　まず、脊椎外科の分野の手術で一般的に使用されるペディクルスクリューの刺入と同様
の方法で、左右の椎弓根２ａ、２ｂから椎体３に向けて、経皮的にそれぞれ穴１０ａ、１
０ｂを穿つ。そして、ロンジュールなどの図示しない破砕具を用いて、椎体３の内部の海
綿状骨（骨梁）１１を粉砕し、図２の（Ａ）に示すように、前記両穴１０ａ、１０ｂの先
端部（奥端部）同士を連通させる。特に、図示の例の場合には、椎体３が前後に分離する
ように骨折しているため、骨折線（イ）よりも前方側（図２の下側）で前記両穴１０ａ、
１０ｂを連通させる。また、粉砕した海綿状骨１１は、吸引などの手段により除去してお
く。
【００２１】
　次いで、図示しない内視鏡を使用して、柔軟性のあるガイドワイヤ１２を、片側の椎弓
根２ａに形成した一方の穴１０ａを通じて、椎体３の内部に挿入していく。一方、他側の
椎弓根２ｂに形成した他方の穴１０ｂからは図示しない鉗子を挿入する。そして、該鉗子
により前記ガイドワイヤ１２の先端部を把持したならば、このガイドワイヤ１２を他方の
穴１０ｂから外側（背面側）に引き出す。これにより、図２の（Ｂ）に示すように、ガイ
ドワイヤ１２が、椎体３の内側を通過して左右の椎弓根２ａ、２ｂからそれぞれ引き出さ
れた状態となる。
【００２２】
　その後、前記ガイドワイヤ１２を案内として、前記脊椎用手術器具７を椎体３の内側に
挿入していく。本例の場合には、このような挿入作業を、図４の（Ａ）に示したような、
インサータ１３を利用して行う。このインサータ１３は、前記脊椎用手術器具７を椎体３
の内部に挿入する作業を容易にするための器具であり、たとえば、ポリエチレンやポリプ
ロピレンなどの高分子材料製で可撓性を有し、その全長は前記脊椎用手術器具７（チュー
ブ部８）とほぼ同様に５００～１０００ｍｍである。また、前記インサータ１３は、その
内側に前記ガイドワイヤ１２を挿通可能な（ガイドワイヤ１２の外径寸法よりも大きな内
径寸法を有する）挿通孔１４を有するとともに、部分円すい筒状の挿入部１５と、円筒状
の取付部１６とを備える。このうちの挿入部１５は、左右の椎弓根２ａ、２ｂに形成した
各穴１０ａ、１０ｂ内をスムーズに移動できるように、先端側の外径寸法を基端側の外径
寸法よりも小さくしている。また、最も外径寸法が大きくなった部分（基端側部分）の外
径寸法を、前記脊椎用手術器具７を構成するチューブ部８の長さ方向端部の外径寸法とほ
ぼ同じとしている。一方、前記取付部１６は、その外径寸法を前記チューブ部８の内径寸
法よりも僅かに小さくしている。このため、図４の（Ｂ）に示したように、前記脊椎用手
術器具７を、前記チューブインサータ１３の取付部１６に取り付ける（外嵌する）作業お
よび取り外す（引き抜く）作業は、容易に行える。
【００２３】
　前記脊椎用手術器具７を前記インサータ１３に装着したのちは、前記ガイドワイヤ１２
の長さ方向一端部（椎弓根２ａ、２ｂを通じて皮膚の外側に引き出された部分）を、この
インサータ１３の挿通孔１４内に前記挿入部１５側から挿入する。そして、これらインサ
ータ１３と脊椎用手術器具７とを、前記ガイドワイヤ１２を案内として、前記一方の穴１
０ａから椎体３の内側へと挿入し、他方の穴１０ｂを通じて椎体３の外側へと引き出す。
これにより、図２の（Ｃ）に示したように、前記チューブ部８の長さ方向中央部およびバ
ルーン部９が骨折線よりも前方に位置するとともに、このチューブ部８の長さ方向両端部
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が、左右の椎弓根２ａ、２ｂに形成された前記各穴１０ａ、１０ｂを通じて皮膚の外側（
背面側）に引き出された状態となる。また、この状態で、Ｘ線装置などで透視しつつ、前
記脊椎用手術器具７を回転させるなどして、前記バルーン部９の膨出方向（展開方向）が
適正になるように調整する。なお、前記バルーン部９の膨出方向は、骨折の状態に応じて
適宜決定される（図示の例では膨出方向を後向きとしている）。上述のようにして、前記
脊椎用手術器具７を挿入したのちは、前記インサータ１３とともに前記ガイドワイヤ１２
を引き抜き、椎体３（椎骨）の内部に、脊椎用手術器具７のみを留置する。
【００２４】
　その後、前記チューブ部８の長さ方向一端側の開口部から、図５に示したような、略円
柱状のストッパ１７を挿入する。このストッパ１７は、高分子ポリエチレン製あるいは気
孔率の少ないハイドロキシアパタイト製で、その略中央部に軸方向に貫通する状態で排出
孔１８を有する。この排出孔１８の内径寸法は、空気は容易に通過できるが骨充填材はほ
ぼ通過できない程度の大きさであり、使用する骨充填材の種類との関係で適宜決定される
。たとえば、このような排出孔１８の内径寸法は１～２ｍｍ程度である。また、前記スト
ッパ１７は、前記チューブ部８の内側に実質的に隙間なく内嵌可能な外径寸法を有する。
たとえば、このようなストッパ１７の外径寸法は、前記チューブ８の内径寸法と同じかこ
れよりも僅かに小さい３～６ｍｍである。図示の例では、ストッパ１７を先細のテーパ状
とすることで、前記椎弓根（２ａ、２ｂ）の骨内での固定性の向上を図っている。
【００２５】
　以上のような構成を有するストッパ１７を、皮膚の外側に引き出された前記チューブ部
８の長さ方向一端側の開口部から挿入し、このストッパ１７を一方の椎弓根（２ｂ）の内
側に位置するまで移動させる。これにより、前記チューブ部８の長さ方向一端側の開口を
前記椎弓根（２ｂ）内で塞いだならば、注射器のような空気注入装置１９を用いて、この
チューブ部８の長さ方向他端側の開口部から空気を送り込む。これにより、図２の（Ｄ）
および図３の（Ａ）に示したように、前記バルーン部９の内部空間に空気圧を供給して、
このバルーン部９を少しだけ膨出させる（展開させる）。本例の場合には、このようにバ
ルーン部９を少しだけ膨出させることによって、このバルーン部９の内部空間に骨充填材
６がスムーズに充填しやすくしている。なお、このようにバルーン部９が膨出したことは
、Ｘ線装置などを用いて確認する。
【００２６】
　次いで、前記チューブ部８の長さ方向他端部にセメント注入装置２０を取り付け、この
チューブ部８の内部空間に骨セメント（ＰＭＭＡ）などの骨充填材６を注入していく。特
に本例の場合には、この注入作業を、前記チューブ部８のうち、皮膚の外側に引き出され
た長さ方向両端部を後方に引き寄せながら行う。このようにして骨充填材６を注入し始め
ると、前記チューブ部８の内側に挿入された前記ストッパ１７の排出孔１８から、前記脊
椎用手術器具７内の空気が排出される（押し出される）とともに、図２の（Ｅ）および図
３の（Ｂ）に示したように、前記バルーン部９の内部空間に骨充填材６が充填し始め、こ
のバルーン部９が球状に膨らみ始める。そして、Ｘ線透視下のもと、椎体３の内部に十分
量の骨充填材６が充填され、この椎体３の整復が確認されたならば、骨充填材６の注入を
中止する。そして、前記チューブ部８の長さ方向他端部から前記セメント注入装置２０を
取り外し、このチューブ部８の長さ方向他端側の開口部から第二のストッパ２１を挿入す
る。そして、図２の（Ｆ）に示したように、この第二のストッパ２１を他方の椎弓根（２
ａ）の内側に位置するまで移動させて、前記チューブ部８の長さ方向他端側の開口をこの
椎弓根（２ａ）内で塞ぐ。これにより、前記脊椎用手術器具７からの骨充填材６の漏出を
防止する。その後、前記チューブ部８の長さ方向一端および他端側からハサミと同等の機
能を有する細い器具をそれぞれ挿入し、このチューブ部８の長さ方向両側部分を左右の椎
弓根２ａ、２ｂの外側でそれぞれ切断し取り除いたのち、閉創することによって手術を終
了する。
【００２７】
　以上のような本例の脊椎用手術器具７の場合には、骨充填材６を収容するためのバルー
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ため、前記特許文献３に記載されるような、椎体内で互いに分離される別体のバルーンと
注入管とを利用して骨充填材を充填する場合に比べて、骨充填材６が椎体３の外部に漏出
することをより有効に防止できる。
【００２８】
　また、本例の脊椎用手術器具７を用いれば、チューブ部８の長さ方向中央部を椎体３を
前後に分離する骨折線よりも前方に配置した状態で、このチューブ部８の長さ方向両端部
を前記両椎弓根２ａ、２ｂを通じてそれぞれ皮膚の外側に（背面側に）引き出すことがで
きる。このため、前記チューブ部８の長さ方向両端部を後方に引っ張りながら、骨充填材
６を注入する作業が可能になる。言い換えれば、前後に分離した椎体３のうち、前方の椎
体片を後方の椎体片に向けて押し付けながら、骨充填材６を注入することができる。この
結果、骨折線が広がることを有効に防止しつつ、前記バルーン部９を膨出させて椎体３を
整復し、該椎体３を補強および固定することができる。
　以上のように、本例の脊椎用手術器具によれば、骨充填材６が椎体３の外部に漏出する
ことを有効に防止できるとともに、椎体３を前後に分離するような骨折の治療にも有効に
利用できる。
【００２９】
　なお、本例に使用する骨充填材の種類は特に問わないが、本例の脊椎用手術器具を使用
すれば、脊柱管および静脈への骨充填材の漏出を有効に防止できるため、圧縮強度が高く
、最大硬化までの所要時間が１０分程度と短い、ＰＭＭＡなどの骨セメントを好ましく使
用できる。また、本例の脊椎用手術器具７を使用すれば、骨充填材が体液に触れることも
有効に防止できるため、骨セメント以外にも、リン酸カルシウムペーストも好ましく使用
できる。ただし、ハイドロキシアパタイトブロックなどの固形状の骨充填材に関しても、
使用することは可能である。
【符号の説明】
【００３０】
　１　　導入管
　２ａ、２ｂ　椎弓根
　３　　椎体
　４　　拡張用バルーン
　５　　空洞
　６　　骨充填材
　７　　脊椎用手術器具
　８　　チューブ部
　９　　バルーン部
１０ａ、１０ｂ　穴
１１　　海綿状骨
１２　　ガイドワイヤ
１３　　チューブインサータ
１４　　挿通孔
１５　　挿入部
１６　　取付部
１７　　ストッパ
１８　　排出孔
１９　　空気注入装置
２０　　セメント注入装置
２１　　第二のストッパ
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