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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人体において長期移植可能な材料により製造されたフラット状移植物において、
　硬口蓋に接続される接続構造（１１）が設けられた硬口蓋接続端（１）と、
　軟口蓋に挿入可能なフラット状移植物である支持体であって、バネ糸（２６）とコアシ
ート（２５）を備える支持体（２）と
を備え、
　前記支持体は前記コアシートの周囲に前記バネ糸を被覆することによって形成されてお
り、
　前記硬口蓋接続端（１）と前記支持体（２）とは、固定接続され、または、分離可能に
接続されている
ことを特徴とする移植式軟口蓋支持体。
【請求項２】
　前記硬口蓋接続端（１）における接続構造（１１）は、穴型構造、Ｕ型治具構造、ボタ
ン型構造、リベット式構造及び自己膨張ロック構造から選択されることを特徴とする請求
項１に記載の移植式軟口蓋支持体。
【請求項３】
　前記支持体（２）は、条形構造、板形構造、棒形構造及び網状構造から選択されるフラ
ット状移植物であることを特徴とする請求項１に記載の移植式軟口蓋支持体。
【請求項４】
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　前記支持体（２）は、人体軟口蓋が緩んだ際の自然湾曲度に合わせる弧度を有すること
を特徴とする請求項１に記載の移植式軟口蓋支持体。
【請求項５】
　前記支持体（２）には、貫通穴（２１）が設けられていることを特徴とする請求項１に
記載の移植式軟口蓋支持体。
【請求項６】
　前記支持体（２）には、凸凹模様が設けられていることを特徴とする請求項１に記載の
移植式軟口蓋支持体。
【請求項７】
　前記支持体（２）のエッジは、鈍化された鈍化エッジ（２３）であることを特徴とする
請求項１に記載の移植式軟口蓋支持体。
【請求項８】
　前記支持体（２）のエッジは、軟質高分子材料（２８）で被覆された鈍化エッジ（２３
）であることを特徴とする請求項７に記載の移植式軟口蓋支持体。
【請求項９】
　前記支持体（２）には、生体適合性を改善可能なコート（２４）が備えられていること
を特徴とする請求項１に記載の移植式軟口蓋支持体。
【請求項１０】
　前記移植式軟口蓋支持体は、人体において長期移植可能な金属材料、医用高分子材料や
医用生分解性材料により製造されたものであり、前記金属材料は、チタンやチタン合金、
チタンニッケル形状記憶合金から選択されることを特徴とする請求項１に記載の移植式軟
口蓋支持体。
【請求項１１】
　前記支持体（２）には、外力の作用で変形可能であり、外力が除去されると形状復元又
は大体形状復元可能である弾性モジュール（２０）が含まれていることを特徴とする請求
項１に記載の移植式軟口蓋支持体。
【請求項１２】
　前記弾性モジュール（２０）は、弾性高分子材料シートまたはストリップ、バネ構造、
及び軟質高分子材料で被覆されたバネ構造から選択されることを特徴とする請求項１１に
記載の移植式軟口蓋支持体。
【請求項１３】
　前記支持体（２）には、さらに、外力の作用で塑性変形可能であり、外力が除去される
と形状を復元できない剛性モジュール（４０）が含まれていることを特徴とする請求項１
１に記載の移植式軟口蓋支持体。
【請求項１４】
　前記支持体（２）には、さらに、組織を浸透・生長させることができる貫通穴（２１）
、凸凹面、または粗面（２２）が設けられていることを特徴とする請求項１１に記載の移
植式軟口蓋支持体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　[1]　本発明は、移植式軟口蓋支持体に関し、特に、成人閉塞型睡眠時無呼吸低呼吸症
候群（Ｏｂｓｔｒｕｃｔｉｖｅ　ｓｌｅｅｐ　ａｐｎｅａ／ｈｙｐｏｐｎｅａ　ｓｙｎｄ
ｒｏｍｅ、以下、ＯＳＡＨＳと略称）を治療するための移植式軟口蓋支持体及び移植方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　[2]　成人閉塞型睡眠時無呼吸低呼吸症候群（ＯＳＡＨＳ）は、寝る時に上気道におい
て落込みによる閉塞が発生することによる鼾及び呼吸の一時停止を臨床特徴とする睡眠呼
吸障害性疾患である。最低の診断基準によっても、ＯＳＡＨＳの罹病率は、成人男性にお
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いて約４％であり、女性において約２％であり、患者の生命健康を深刻に脅かしている。
【０００３】
　[3]　ＯＳＡＨＳの病原論としては、寝る時に上気道の開放を維持するための咽頭筋が
弛緩になり、軟組織の落込みによる閉塞が発生し、閉塞平面が軟口蓋、扁桃腺や舌根にあ
ることが多いことが要因であると考えられている。ＯＳＡＨＳの治療法は、多くあるが、
非手術治療と手術治療との２種類に分かれる。
【０００４】
　[4]　非手術治療法は、主に下記の通りである。
【０００５】
　[5]　１、持続的気道陽圧法（ＣＰＡＰ）：正圧を持続的に発生可能な呼吸器を鼻マス
クを介して患者の鼻顔部に緊密に接し、寝る時に気道における軟組織の落込みによる閉塞
を解消する方法である。この方法は、効果が良いが、約２／３の患者がそれに適応し難く
、呼吸器をつけながら寝ることができない。
【０００６】
　[6]　２、口腔内装置：口腔内に１つの装置を設置することで、下顎を前へ移動させ、
または、舌を前へ引き、咽頭腔を拡大し、寝る時の気道の閉塞を解消することである。こ
の方法は、種々のタイプがあり、効果がある程度あるが、多数の患者が適応し難い。この
口腔内装置を付けば、ある程度の刺激性及び異物感が感じられ、眠れないことになり、長
期に使用すると、顎関節の損傷を引き起す可能性がある。
【０００７】
　[7]　例えば、国際出願ＰＣＴ／ＵＳ２００５／００１３９　２００５．１．３におい
て、上気道閉塞を緩めるための方法及び装置が開示されている。この装置は、人の口腔に
おいてシールチャンバーを形成するための口腔内装置である。寝る時に口腔においてシー
ルチャンバーが形成されるようにこの装置を噛み、負圧発生器をこの装置に接続し、ＯＳ
ＡＨＳが発生すると、この装置は、気道が改めて大きく開放されるように、患者の舌及び
／又は上気道の軟組織を効果的に引き上げ、又は、咽頭後壁から引き離れることになる。
【０００８】
　[8]　中国実用新案ＺＬ２００６２０１１０２９９．７において、ＯＳＡＨＳ及びいび
き症を治療するための舌前方移動装置が開示されている。このような舌前方移動装置は、
１つの半月形ベースを備え、ベースの上部に前後の凸エッジからなる半月形上歯受け溝を
有し、ベースの真中に前後縁を貫通する舌引留穴を有し、ベースの下部に弧形前邪魔板を
有し、前後邪魔板の間に下前歯列のブラケットを構成する。このような舌前移動装置は、
患者の上下前歯列に積極的な噛合型を提供し、上下の筋肉が寝る時に無意識に常に比較的
緊張な状態になるようにして、上下顎と舌前方移動装置とにより安定した支点が形成され
、舌引留穴は、舌先に快適な引留め位置を与え、舌を舌引留穴と舌骨との間に拘束するこ
とで、口咽部気道における呼吸の順調を保ち、ＯＳＡＨＳ及びいびき症を治療する目的を
達成する。
【０００９】
　[9]　国際出願ＰＣＴ／ＵＳ２００５／００１３９　２００５．１．３による装置と中
国実用新案特許ＺＬ２００６２０１１０２９９．７による舌前方移動装置のような特許は
、まだたくさんあるが、何れも歯を支持点とし、寝る時に舌先または軟口蓋の緊張程度ま
たは位置を変更するように各種の装置を設計することで、ＯＳＡＨＳ及びいびき症を治療
する目的を図る。これらの装置は、寝る前に口腔に入れられて噛合・固定される必要があ
るが、人が寝る時に姿勢や口の形をよく変えるため、機能を効果的に果たせない場合が多
く、さらに、患者が使用時に不快感や煩わし感を感じることもある。
【００１０】
　[10]　手術治療法は、主に下記の通りである。
【００１１】
　[11]　１、高周波アブレーション技術：低温プラズマ高周波アブレーションともいう低
侵襲手術の１種である。主に、電極を気道の閉塞を引き起す軟組織、例えば軟口蓋、扁桃
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腺や舌根などの部位に刺し込み、通電により加熱して組織を凝固・壊死・線維化・収縮さ
せる。治療効果は、ある程度あり、軽い症状例に対して有効であるが、長期治療効果が好
ましくなく、重症患者に対しては無効である。
【００１２】
　[12]　２、口蓋咽頭形成術：１９８１年、Ｆｕｊｉｔａは、日本学者Ｉｋｅｍａｔｕｓ
の口蓋咽頭形成術を口蓋垂軟口蓋形成術（ｕｖｕｌｏｐａｌａｔｏｐｈａｒｙｎｇｏｐｌ
ａｓｔｙ，ＵＰＰＰ）に改良してアメリカへ輸入した後、Ｓｉｍｍｏｎｓ法、Ｆａｉｒｂ
ａｎｋｓ法、Ｄｉｃｋｓｏｎ法、Ｗｏｏｄｓｏｎ法、Ｚ型口蓋形成術、口蓋垂軟口蓋術、
口蓋垂を保留した軟口蓋咽頭形成術（Ｈ－ＵＰＰＰ）などを含むＵＰＰＰをベースにした
種々の改良技術が、次々と文献に記載されてきて、ＯＳＡＨＳ患者の症状の改善及びアフ
ターキュアに多大な貢献をした。外科治療手段より、大勢の患者が益を得たが、長期効果
から見れば、粘膜、軟口蓋組織構造が過剰に切除され、機能性筋肉が損傷されてしまうた
め、嚥下の時の鼻腔への逆流、開放性鼻音症、鼻咽頭腔狭窄・閉塞などの合併症を引き起
すことがある。損傷をさらに小さくし、または、低侵襲方式で手術治療を行う方法及びそ
れに対応する手術装置を如何に開発するかは、現在のＯＳＡＨＳ治療技術の研究・発展の
最前線及び重点となっている。
【００１３】
　[13]　３、軟口蓋移植術：国際出願ＰＣＴ／ＵＳ２００２／００７９６６　２００２．
３．１４において、軟口蓋に編物を移植することにより、軟口蓋が気流に従い揺動する際
の重心及び軟口蓋による空気力学的特徴を変更し、軟口蓋と咽頭との臨界空気流速を向上
させ、いびき症の発生を防止する、いびき症を治療する軟口蓋移植編物が開示されている
。しかし、このような方法は、ＯＳＡＨＳが軟口蓋の落込みにより上気道を塞ぐことによ
るため、ＯＳＡＨＳの発生を防止することができず、この方法及びその使用される移植編
物をＯＳＡＨＳの治療に用いることができない。重症患者は、軟口蓋の揺動部位の重さが
増加するため、ＯＳＡＨＳの発生の危険性がかえって増大する。
【００１４】
　[14]　上述したように、従来の技術手段によるＯＳＡＨＳ及びいびき症の治療は、効果
がある程度あるが、まだ多くの欠点があり、長期効果が好ましくない。
【００１５】
　[15]　ＯＳＡＨＳといびき症を治療するために、創傷を極力小さくする新規の方法、及
び安全・有効・簡単かつ信頼性がある新規の装置を開発することが必要となる。
【発明の開示】
【００１６】
　[16]　研究報告及び臨床経験により、軟口蓋部分の弛緩・落込みがいびき及びＯＳＡＨ
Ｓを引き起す要因であることが示されている。この病因に対して、下記のＯＳＡＨＳ及び
いびき症を治療する移植式軟口蓋支持体が発明された。
【００１７】
　本発明に係る移植式軟口蓋支持体は、人体組織内において長期移植可能な材料により製
造されたフラット状移植物であって、硬口蓋に接続される接続構造が設けられた硬口蓋接
続端と、軟口蓋に挿入可能なフラット状移植物である支持体とを備え、前記硬口蓋接続端
と前記支持体とは、固定接続され、または、分離可能に接続されている。
【００１８】
　[18]　本発明に係る移植式軟口蓋支持体によれば、前記硬口蓋接続端における接続構造
は、穴型構造、Ｕ型治具構造、ボタン型構造、リベット式構造や自己膨張ロック構造など
の本発明に係る移植式軟口蓋支持体を硬口蓋に固定し易い各種の接続構造から選択される
ものである。
【００１９】
　[19]　本発明に係る移植式軟口蓋支持体によれば、前記支持体は、条形構造、板形構造
、棒形構造及び網状構造などのフラット状物体から選択されるフラット状移植物である。
【００２０】
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　[20]　本発明に係る移植式軟口蓋支持体によれば、前記支持体は、人体軟口蓋が緩んだ
際の自然湾曲度に合わせる弧度を有する。
【００２１】
　[21]　本発明に係る移植式軟口蓋支持体によれば、前記支持体には、貫通穴が設けられ
ている。
【００２２】
　[22]　本発明に係る移植式軟口蓋支持体によれば、前記支持体には、凸段または凹溝が
設けられている。
【００２３】
　[23]　本発明に係る移植式軟口蓋支持体によれば、前記支持体は、エッジが鈍化された
鈍化エッジである。
【００２４】
　[24]　本発明に係る移植式軟口蓋支持体によれば、前記支持体は、エッジが軟質高分子
材料で被覆された鈍化エッジである。
【００２５】
　[25]　本発明に係る移植式軟口蓋支持体によれば、前記支持体には、生体適合性を改善
可能なコートが備えられている。
【００２６】
　[26]　本発明に係る移植式軟口蓋支持体によれば、前記硬口蓋接続端及び支持体は、一
体に製造されたものである。
【００２７】
　[27]　本発明に係る移植式軟口蓋支持体によれば、前記硬口蓋接続端と支持体は、互い
に分離することも、一体に組み合わせることもできるように組み立てられている。
【００２８】
　[28]　本発明に係る移植式軟口蓋支持体によれば、前記支持体は、コアシートとバネ糸
とからなるフラット状移植物である。
【００２９】
　[29]　本発明に係る移植式軟口蓋支持体によれば、前記支持体は、弾性糸で編まれたフ
ラット状移植物である。
【００３０】
　[30]　本発明に係る移植式軟口蓋支持体によれば、前記移植式軟口蓋支持体は、人体に
おいて長期移植可能な金属材料、医用高分子材料、または医用生分解性材料により製造さ
れる。
【００３１】
　[31]　本発明に係る移植式軟口蓋支持体によれば、前記金属材料は、チタン、チタン合
金、チタンニッケル形状記憶合金、チタン・ジルコニウム・ニオブ合金などの医用金属材
料である。
【００３２】
　[32]　本発明に係る移植式軟口蓋支持体によれば、前記支持体には、弾性モジュールが
含まれている。
【００３３】
　[33]　本発明に係る移植式軟口蓋支持体によれば、前記支持体における弾性モジュール
は、外力の作用で変形可能であり、外力が除去されると形状復元可能である。
【００３４】
　[34]　本発明に係る移植式軟口蓋支持体によれば、前記弾性モジュールは、弾性高分子
材料製のシートまたはストリップ、バネ構造、及び軟質高分子材料で被覆されたバネ構造
などの弾性フラット状物体から選択されるものである。
【００３５】
　[35]　本発明に係る移植式軟口蓋支持体によれば、前記支持体には、外力の作用で塑性
変形可能であり、外力が除去されると形状を復元できない剛性モジュールがさらに含まれ
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ている。剛性モジュールは、変形が発生した後、本発明に係る移植式軟口蓋支持体の湾曲
弧度を調整することが可能である。
【００３６】
　[36]　本発明に係る移植式軟口蓋支持体によれば、前記支持体には、さらに、組織を浸
透・生長させることができる貫通穴、凸凹面、または粗面が設けられている。
【００３７】
　[37]　本発明に係る移植式軟口蓋支持体の移植方法によれば、前記移植方法は、締付具
で移植式軟口蓋支持体の硬口蓋接続端を硬口蓋に固定し、移植式軟口蓋支持体の支持体を
軟口蓋に挿入する。
【００３８】
　[38]　本発明に係る移植方法によれば、前記支持体の軟口蓋に挿入した長さは、軟口蓋
の全長に対して１／５～４／５であり、２／３～３／４であることが最も好ましい。
【００３９】
　[39]　本発明に係る移植式軟口蓋支持体は、喉頭部において長期移植可能な材料により
製造されたフラット状移植物であり、硬口蓋接続端と支持体とから構成される。硬口蓋接
続端において硬口蓋に接続される接続構造が設けられ、支持体は、軟口蓋内に挿入可能な
フラット状移植物であり、硬口蓋接続端は、支持体に接続される。移植式軟口蓋支持体は
、寝る時に落込んだ軟口蓋を効果的に支え上げることが可能であるため、上気道が塞がれ
た状態を改善することができ、ＯＳＡＨＳ及びいびき症を治療する目的が達成される。本
発明に係る方法及び移植装置によれば、創傷が小さく、合併症が少なく、治療効果が信頼
でき、快適性が良いという利点を有し、低侵襲治療の目的が図れることが臨床応用により
証明されている。特に、本発明に係る移植式軟口蓋支持体を移植した患者は、手術後でも
、移植式軟口蓋支持体の形状及び湾曲度を調整することにより、最適な治療効果及び快適
度が得られるように、一定の範囲で軟口蓋を支持する際の支え上げ程度を調整することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】鼻で呼吸する際の人体頭部の側面を示す断面図である。
【図２】嚥下際の人体頭部の側面を示す断面図である。
【図３】ＯＳＡＨＳ患者の発病時の病原を示す図である。
【図４】本発明によるＯＳＡＨＳの治療方法の原理及び本発明に係る移植式軟口蓋支持体
の作動原理を示す図である。
【図５】本発明に係る移植式軟口蓋支持体が硬口蓋及び軟口蓋に移植された構造を示す図
である。
【図６】２つの本発明に係る移植式軟口蓋支持体を硬口蓋に固定する場合の方法を示す図
である。
【図７】１つの本発明に係る移植式軟口蓋支持体を硬口蓋に固定する場合の方法を示す図
である。
【図８】硬口蓋接続端における接続構造が穴型構造である本発明に係る移植式軟口蓋支持
体の構造を示す図である。
【図９】支持体に貫通穴が設けられた本発明に係る移植式軟口蓋支持体の構造を示す図で
ある。
【図１０】硬口蓋接続端における接続構造がドラム形穴構造を採用した本発明に係る移植
式軟口蓋支持体の構造を示す図である。
【図１１】硬口蓋接続端における接続構造が円形貫通穴構造を採用した本発明に係る移植
式軟口蓋支持体の構造を示す図である。
【図１２】硬口蓋接続端における接続構造がＵ型冶具構造を採用した本発明に係る移植式
軟口蓋支持体の構造を示す図である。
【図１３】硬口蓋接続端における接続構造が山字形Ｕ型冶具構造を採用した本発明に係る
移植式軟口蓋支持体の構造を示す図である。
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【図１４】硬口蓋接続端における接続構造がボタン型構造を採用した本発明に係る移植式
軟口蓋支持体の構造を示す図である。
【図１５】硬口蓋接続端における接続構造がリベット式構造を採用した本発明に係る移植
式軟口蓋支持体の構造を示す図である。
【図１６】硬口蓋接続端における接続構造が自己膨張ロック構造を採用した本発明に係る
移植式軟口蓋支持体の構造を示す図である。
【図１７】支持体に凸凹模様が設けられた本発明に係る移植式軟口蓋支持体の構造を示す
図である。
【図１８】支持体にナーリング式の凸凹模様が設けられた本発明に係る移植式軟口蓋支持
体の構造を示す図である。
【図１９】支持体に生体適合性のコートが設けられた本発明に係る移植式軟口蓋支持体の
構造を示す図である。
【図２０】支持体のエッジが鈍化された本発明に係る移植式軟口蓋支持体の構造を示す図
である。
【図２１】図２０のＡ－Ａにおける断面図である。
【図２２】支持体のエッジが高分子材料糸で鈍化された本発明に係る移植式軟口蓋支持体
の構造を示す図である。
【図２３】支持体のエッジがチタンニッケル形状記憶合金糸で鈍化された本発明に係る移
植式軟口蓋支持体の構造を示す図である。
【図２４】硬口蓋接続端と支持体とが組合せ式である本発明に係る移植式軟口蓋支持体の
構造を示す図である。
【図２５】支持体が記憶合金糸により製造された本発明に係る移植式軟口蓋支持体の構造
を示す図である。
【図２６】支持体に人字形貫通穴が設けられた本発明に係る移植式軟口蓋支持体の構造を
示す図である。本実施形態において、支持体と軟口蓋との結合力が向上するように、支持
体に人字形貫通穴が設置されている。
【図２７】支持体が並列する３本の合金糸である本発明に係る移植式軟口蓋支持体の構造
を示す図である。本実施形態において、支持体は、硬口蓋接続端に接続された並列する３
本の合金糸（例えば、チタン合金糸またはＮｉｔｉｎｏｌ合金糸）である。本実施形態は
、構造が簡単である利点を有する。
【図２８】支持体が糸網構造である本発明に係る移植式軟口蓋支持体の構造を示す図であ
る。
【図２９】硬口蓋接続端における接続構造が双孔構造である本発明に係る移植式軟口蓋支
持体の構造を示す図である。双孔接続構造は、硬口蓋に堅固に固定されている。
【図３０】形状が分岐型である本発明に係る移植式軟口蓋支持体の構造を示す図である。
【図３１】単孔分岐型である本発明に係る移植式軟口蓋支持体の構造を示す図である。
【図３２】全体プレス板型である本発明に係る移植式軟口蓋支持体の構造を示す図である
。
【図３３】尾翼付きの全体プレス板型である本発明に係る移植式軟口蓋支持体の構造を示
す図である。
【図３４】本発明に係る移植式軟口蓋支持体が硬口蓋に固定された時の構造を示す図であ
る。
【図３５】図３４の断面図であり、本発明に係る移植式軟口蓋支持体が硬口蓋に固定され
た時の構造を示す。
【図３６】本発明に記載の軟質高分子材料により製造された弾性モジュールを含む移植式
軟口蓋支持体の構造を示す図。本実施形態において、剛性モジュールと弾性モジュールと
が含まれ、外力の作用で塑性変形されるように、力で支持体の剛性モジュール部分を曲げ
ることで、支持体の湾曲弧度を調整し、軟口蓋の支え上げ程度を制御・調整することがで
き、弾性モジュールは、支持体に良好な可撓性を付与し、軟口蓋の揺動に従い運動可能で
あると共に、軟口蓋の緩んだ状態への復元に寄与する機能を果たせる。つまり、弾性モジ
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ュールの変形後の復元力は、軟口蓋が緩んだ状態に復元することに寄与し、軟口蓋を引き
上げまたは支える機能をする。
【図３６－１】図３６のＡ部分の拡大図である。
【図３６－２】図３６のＢ－Ｂにおける断面図である。
【図３７】本発明に係る組合せ式移植式軟口蓋支持体の組立てられる前の構造を示す図で
ある。
【図３８】図３７の組立てられた後の構造を示す図である。
【図３９】本発明に係る組合型移植式軟口蓋支持体の構造を示す図である。
【図４０】本発明に係る移植式軟口蓋支持体の構造を示す図である。
【図４１】本発明に係る移植式軟口蓋支持体の構造を示す図である。
【図４２】本発明に係る移植式軟口蓋支持体の構造を示す図である。
【図４３】硬口蓋接続端における接続構造がＵ型冶具構造を採用した本発明に係る移植式
軟口蓋支持体の構造を示す図である。本実施形態において、硬口蓋接続端にＵ型冶具構造
が設けられ、Ｕ型冶具が硬口蓋を挟み、更に締付具により補強してもよい。
【図４４】硬口蓋接続端における接続構造が山字形Ｕ型冶具構造を採用した本発明に係る
移植式軟口蓋支持体の構造を示す図である。本実施形態において、硬口蓋接続端に山字形
のＵ型冶具構造が設けられ、山字形Ｕ型冶具が硬口蓋を挟み、更に締付具により補強して
もよい。塑性変形が発生するように力で支持体を曲げることにより、支持体の湾曲弧度を
調整し、軟口蓋の支え上げ程度を制御・調整する。
【図４５】硬口蓋接続端における接続構造がボタン型構造を採用した本発明に係る移植式
軟口蓋支持体の構造を示す図である。本実施形態において、硬口蓋接続端は、ボタン型構
造に設計され、使用時に硬口蓋に貫通穴を打ち抜き、ロックボタンを硬口蓋に打ち抜かれ
た貫通穴を貫通させてから硬口蓋に係止し、固定構造を形成する。塑性変形が発生するよ
うに力で支持体を曲げることにより、支持体の湾曲弧度を調整し、軟口蓋の支え上げ程度
を制御・調整する。本実施形態の製造材料は、チタン金属を選択してもよく、特に、チタ
ンニッケル形状記憶合金（Ｎｉｔｉｎｏｌ合金）により製造することができる。形状記憶
合金（通常、復元温度が２０℃～３３℃である記憶合金を選択）の形状記憶特性を利用し
て復元温度以上に要求される製品の幾何学的形状を設定し、使用時に、冷水（０℃～１５
℃）において硬口蓋接続端における接続構造を小さくし、硬口蓋に打ち抜かれた貫通穴を
貫通させた後、体温の作用下で、硬口蓋接続端における接続構造を成形熱処理時に設定さ
れた幾何学的形状に復元し、本発明に係る移植式軟口蓋支持体を硬口蓋に堅固に固定する
。
【図４６】硬口蓋接続端における接続構造がリベット式構造を採用した本発明に係る移植
式軟口蓋支持体の構造を示す図である。本実施形態において、硬口蓋接続端は、リベット
式構造に設計され、使用時に、まず、硬口蓋に貫通穴を打ち抜き、その後、リベットを硬
口蓋に打ち抜かれた貫通穴を貫通させ、専用手術装置により硬口蓋接続端を硬口蓋にカシ
メし、固定構造を形成する。塑性変形が発生するように力で支持体を曲げることにより、
支持体の湾曲弧度を調整し、軟口蓋の支え上げ程度を制御・調整する。
【図４７】硬口蓋接続端における接続構造が自己膨張ロック構造を採用した本発明に係る
移植式軟口蓋支持体の構造を示す図である。本実施形態において、硬口蓋接続端は、自己
膨張ロック構造に設計され、使用時に、まず、硬口蓋に貫通穴を打ち抜き、その後、自己
膨張ロック構造を硬口蓋に打ち抜かれた貫通穴を貫通させ、弾性復元力の作用下で硬口蓋
接続端を硬口蓋に固定する。塑性変形が発生するように力で支持体を曲げることにより、
支持体の湾曲弧度を調整し、軟口蓋の支え上げ程度を制御・調整する。図４５に示す実施
形態と同様に、図４７は、移植が容易になるように、チタンニッケル形状記憶合金により
製造してもよい。
【図４８】Ｔ型締付具で本発明に係る移植式軟口蓋支持体を硬口蓋に固定した構造を示す
図である。
【図４９】本発明に係る組合せ式移植式軟口蓋支持体の支持体が硬口蓋接続端に組立てら
れる前の組立模式図である。
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【図５０】図４９の本発明に係る組合せ式移植式軟口蓋支持体の支持体が硬口蓋接続端に
組立てられた後の構造を示す図である。
【図５１】本発明に係る係合構造の組合せ式移植式軟口蓋支持体の組立てられる前の構造
を示す図である。
【図５２】図５１の組立てられた後の構造を示す図である。
【図５３】本発明に係る締付具により固定される組合せ式移植式軟口蓋支持体の組立てら
れる前の構造を示す図である。
【図５４】図５３の組立てられた後の構造を示す図である。
【図５５】高分子材料糸で支持体のエッジを鈍化した本発明に係る移植式軟口蓋支持体の
構造を示す図である。本実施形態において、支持体のエッジが鈍化された。鈍化する前に
、まず、支持体のエッジに穴又は溝を打ち抜き、その後、医用高分子材料糸で支持体のエ
ッジを被覆することで、支持体のエッジ効果を改善し、エッジの接触面積を増加し、エッ
ジ鈍化の目的を達成する。
【図５６】支持体に生体適合性コートが設けられた本発明に係る移植式軟口蓋支持体の構
造を示す図である。本実施形態において、支持体に生体適合性コートを設置することで、
支持体の生体適合性を改善し、支持体と軟口蓋との結合力を向上させる。
【図５７】コイルバネを弾性モジュールとして用いる本発明に係る移植式軟口蓋支持体の
構造を示す図である。
【図５８】コイルバネを弾性モジュールとして用いる本発明に係る移植式軟口蓋支持体の
構造を示す図である。弾性モジュールのコイルバネ自身は、軟口蓋組織に被覆されて巻き
付けられ、軟口蓋が呼吸中にそれの緩んだ状態に復元される際の引き上げ力が向上する。
【図５９】レーザエッチングによるバネを弾性モジュールとして用いる本発明に係る移植
式軟口蓋支持体の構造を示す図である。
【図６０】レーザエッチングによるバネを弾性モジュールとして用いる本発明に係る移植
式軟口蓋支持体の構造を示す図である。弾性モジュールのレーザエッチングによるバネ自
身は、軟口蓋組織に被覆されて巻き付けられ、軟口蓋が呼吸中にそれの緩んだ状態に復元
される際の引き上げ力が向上する。本実施形態におけるレーザエッチングによるバネは、
軟質高分子材料に被覆されていないが、生体適合性のコートを改善することが可能である
。
【図６１】本発明に係るＵ型移植式軟口蓋支持体の構造を示す図である。本実施形態にお
いて、移植式軟口蓋支持体の支持体の遠端に１対の対称的な小斜面が設けられ、前記小斜
面は、後ろへ撓み、その湾曲弧度が口蓋垂の運動に対応可能である。本発明に係るＵ型移
植式軟口蓋支持体は、特に重症ＯＳＡＨＳ患者の治療に適用され、この場合、軟口蓋支持
体が深く移植され、支え上げられた軟口蓋の面積が大きい。
【図６２】図６１の正面構造を示す図である。
【図６３】図６１の裏面構造を示す図である。
【図６４】本発明に係る移植式軟口蓋支持体の固定に用いられるネジナットＴ型締付具の
構造を示す図である。
【図６５】本発明に係る移植式軟口蓋支持体の固定に用いられるナットスクリューＴ型締
付具の構造を示す図である。
【図６６】本発明に係る移植式軟口蓋支持体の固定に用いられる単一切り欠きの凸凹係合
Ｔ型締付具の構造を示す図である。
【図６７】本発明に係る移植式軟口蓋支持体の固定に用いられる両切り欠きの凸凹係合Ｔ
型締付具の構造を示す図である。
【符号の説明】
【００４１】
　[109] １…硬口蓋接続端、２…支持体、１１…硬口蓋に接続される接続構造、２０…弾
性モジュール、２１…貫通穴、２２…凸凹模様または粗面、２３…鈍化エッジ、２４…生
体適合性コート、２５…支持体のコアシート、２６…バネ糸、２７…編物、２８…高分子
材料または高分子材料糸、２９…糸貫通用穴または溝、３０…チタンニッケル形状記憶合
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金、３１…ボルト、３２…ナット、４０…剛性モジュール、４１…小斜面、
　[110] １０１…硬口蓋、１０２…軟口蓋、１０３…鼻咽頭、１０４…軟口蓋の後端、１
０５…会厭、１０６…食道、１０７…気管、１０８…軟口蓋の前端、１０９…支持骨、１
１０…鼻腔、１１１…口腔、１１２…舌、１１３…硬口蓋と軟口蓋との境界線、１１４…
舌根、１１５…本発明に係る移植式軟口蓋支持体、１１６…締付具
【発明を実施するための最良の形態】
【００４２】
　[111]　本発明が容易に理解されるために、現在、図１～図３を参照しながら、ＯＳＡ
ＨＳの病原論について説明する。
【００４３】
　[112]　図１は、鼻で呼吸する際の人体頭部の側面を示す断面図である。人が呼吸する
際に、軟口蓋１０２が自然に吊り下がり、会厭１０５が開き、空気が鼻腔１１０を介して
（或いは、口を開いて呼吸する時に口腔１１１を介して）気管１０７に入り込むことがで
きる。
【００４４】
　[113]　図２は、嚥下際の人体頭部の側面を示す断面図である。人が嚥下する際に、軟
口蓋１０２が後ろに貼り、鼻咽頭１０３を閉塞し、それと同時に、会厭１０５が気管１０
７を閉塞し、食べ物が咽頭を介して食道１０６に入り込む。
【００４５】
　[114]　図３は、ＯＳＡＨＳ患者の発病時の病原を示す図である。ＯＳＡＨＳ患者は、
寝る時に発病すると、上気道軟組織が落込み、上気道が塞がれ、通気量の不足、ひいては
窒息になる。具体的には、ＯＳＡＨＳが発生すると、患者の軟口蓋１０２が後ろに落ち込
むことにより、軟口蓋１０２と鼻咽頭１０３との間の通路の狭窄化又は閉塞を引き起こす
とともに、舌根軟組織が落ち込むことにより、舌根１１４と軟口蓋１０２との間の通路の
狭窄化又は閉塞を引き起こし、呼吸時に通気量の不足又は窒息を引き起す。ＯＳＡＨＳの
患者には、軟口蓋１０２が落ち込むことにより、軟口蓋１０２と鼻咽頭１０３との間の通
路の狭窄化又は閉塞を直接に引き起こすとともに、軟口蓋１０２が落ち込むことにより、
舌根１１４と軟口蓋１０２との間の通路の狭窄化又は閉塞を直接に引き起こし、呼吸時に
通気量の不足又は窒息を引き起す者もいる。
【００４６】
　[115]　本発明は、硬口蓋１０１と軟口蓋１０２に軟口蓋支持体を移植する方法を利用
し、軟口蓋１０２を支え上げ、或いは、間接に舌根１１４を支え上げることにより、軟口
蓋１０２と鼻咽頭１０３との間の通路、及び、舌根１１４と軟口蓋１０２との間の通路を
拡大し、ＯＳＡＨＳを治療する目的を図る。具体的には、移植式軟口蓋支持体は、硬口蓋
接続端１と支持体２とから構成される。硬口蓋接続端１は、硬口蓋に接続される接続構造
１１が設置され、この接続構造１１を介して締結具１１６で硬口蓋１０１の後端に強固に
接続されて固定される。支持体２は、図４～図７、図３４～図３５に示すように、一定の
支持力を有するフラット状移植物であり、支持体２を軟口蓋に挿入し、軟口蓋を引き上げ
又は支え上げる機能を果たし、軟口蓋１０２と鼻咽頭１０３との間の通路、及び舌根１１
４と軟口蓋１０２との間の通路とを拡大し、ＯＳＡＨＳを治療する目的を図る。支持体２
の厚さは、０．０１～５ｍｍの範囲であり、好ましくは、０．２～１．１ｍｍの範囲であ
る。
【００４７】
　[116]　本発明に係る移植式軟口蓋支持体は、一端（硬口蓋接続端１）が硬口蓋に固定
され、他端（支持体２）が軟口蓋の筋層に移植されることが特に強調されるべきである。
軟口蓋の筋層に移植される支持体２は、フラット状移植物を採用する。これは、支持体２
を軟口蓋の中間の筋層に容易に挿入又は移植するためだけではなく、更に重要なのは、フ
ラット状移植物が軟口蓋を効果的に支え上げ、軟口蓋の揺動時の運動力に耐えてそれを分
散することができるからである。支持体２の接触面積を増加することにより、支持体２が
軟口蓋に移植された後に軟口蓋の前後揺動による切断力が低減される。これにより、非フ
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ラット状移植物（例えば、細かい金属糸一本）の軟口蓋の前後揺動に対して形成された切
断力が避けられる。長期移植後、軟口蓋の前後揺動による切断力は、非フラット状移植物
（例えば、細かい金属糸一本）が軟口蓋において変位し、ひいては露出することを引き起
す。非フラット状移植物は、軟口蓋において変位し、ひいては露出する場合に、患者に明
らかに異物感を感じさせるとともに、軟口蓋を支え上げる機能を失ってしまう。そのため
、支持体２が軟口蓋に移植された後に変位することを効果的に防止し、軟口蓋を効果的に
支え上げることができるように、支持体２としてフラット状移植物を採用する必要がある
。
【００４８】
　[117]　本発明に係る方法及び移植装置によりＯＳＡＨＳを治療すれば、創傷が小さく
、復元が速く、効果が明らかになり、低侵襲治療の目的が達成される。本発明に係る移植
式軟口蓋は、一端（硬口蓋接続端１）が硬口蓋に強固に固定されるため、支持力の支点と
することができ、他端である移植軟口蓋の支持体２が、支持体２の形状及び湾曲度を調整
することにより、最適な治療効果が達成されるように、一定の範囲で軟口蓋を支持する際
の支え上げ程度を調整することもできる。
【００４９】
　[118]　特に、本発明に係る移植式軟口蓋支持体を移植した患者が手術後に睡眠誘導さ
れた場合でも、電子喉頭鏡による監視下で、支持体２の形状及び湾曲度を調整することに
より、最適な治療効果及び快適感が得られるように、一定の範囲で軟口蓋の支持際の支え
上げ程度を調整することができる。このような治療方法及び移植装置は、創傷が小さく、
治療効果が信頼でき、快適感が良いため、ＯＳＡＨＳ又はいびき症の治療上で患者に深く
好まれていることが臨床応用により証明されている。
【００５０】
　[119]　実施形態１：硬口蓋接続端における接続構造が穴型構造である本発明に係る移
植式軟口蓋支持体
【００５１】
　[120]　図８～図１３に示すように、人体において長期移植可能な医用級チタン金属板
材を選択し、チタン金属製品の一般的な加工プロセスによって本発明に係る製品を製造す
ることにより、本発明に係る移植式軟口蓋支持体を得ることができる。このような貫通穴
型接続構造１１を採用し、締付具１１６（例えば、チタン骨ネジ、チタンリベット、チタ
ンナットボルト構造、チタン金属雄雌係合締付構造などの種々の締付具）により、本発明
に係る移植式軟口蓋支持体の硬口蓋接続端１を硬口蓋１０１に堅固に固定することができ
る。硬口蓋接続端１における位置決め用の貫通穴は、例えば、２つ、３つ、４つなど、複
数個であってもよく、原則的には、本発明に係る移植式軟口蓋支持体のそれぞれが、１つ
、多くとも２つにより堅固に固定可能である。
【００５２】
　[121]　図８及び図９に示すように、硬口蓋接続端における接続構造は、長方形の貫通
穴型構造を採用することで、本発明に係る移植式軟口蓋支持体の硬口蓋接続端用締付具（
例えば、チタン金属スクリュー、チタンナットボルト構造、チタン金属雄雌係合締付構造
の種々の締付具）を容易に硬口蓋に固定すると共に、一定の範囲で軟口蓋支持体の軟口蓋
に挿入する長さ及び湾曲角度を調整し、最終的に軟口蓋の支え上げ程度を制御・調整する
ことができる。
【００５３】
　[122]　図９に示すように、前記実施形態に係る支持体には、支持体と軟口蓋組織との
結合程度を上げるために、貫通穴が設けられている。軟口蓋組織は、支持体に設置された
貫通穴から浸透することができ、軟口蓋組織と支持体との結合力が増加する。
【００５４】
　[123]　図１０に示すように、硬口蓋接続端における接続構造は、ドラム形貫通穴構造
に設計されていることで、本発明に係る移植式軟口蓋支持体の硬口蓋接続端が硬口蓋に固
定された位置を容易に調整し、支持体の軟口蓋に挿入する長さ及び湾曲角度を調整し、最
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終的に軟口蓋の支え上げ程度を制御・調整することができる。また、支持体に設置された
貫通穴のレイアウト及び大きさについても、図９と相違している。
【００５５】
　[124]　図１１に示すように、硬口蓋接続端における接続構造は、直接に、最も簡単な
円形状の貫通穴構造を採用している。
【００５６】
　[125]　図１２に示すように、硬口蓋接続端には、硬口蓋を挟み、更に締付具により補
強してもよいＵ型冶具構造が設計されている。塑性変形が発生するように力で支持体を曲
げることにより、支持体の湾曲弧度を調整し、軟口蓋の支え上げ程度を制御・調整する。
【００５７】
　[126]　図１３に示すように、硬口蓋接続端には、硬口蓋を挟み、更に締付具により補
強してもよい山字形のＵ型冶具構造が設計されている。塑性変形が発生するように力で支
持体を曲げることにより、支持体の湾曲弧度を調整し、軟口蓋の支え上げ程度を制御・調
整する。
【００５８】
　[127]　臨床手術には、軟口蓋の支え上げ程度を調整するために、下記の方法を採用す
ることができる。まず、硬口蓋接続端１の固定位置を調整してもよく、次に、支持体２の
湾曲度を調整してもよく、更に、支持体２の軟口蓋１０２に挿入する長さを調整してもよ
い。この３つの方法は、何れも軟口蓋の支え上げ程度を効果的に調整することが可能であ
り、最適な治療効果が得られる。図８において硬口蓋接続端における接続構造１１が長方
形の貫通穴型構造を採用し、図１０において硬口蓋接続端における接続構造１１がドラム
形の貫通穴を採用することは、本発明に係る移植式軟口蓋支持体の硬口蓋接続端１の硬口
蓋１０１に固定される位置を容易に調整し、支持体２の軟口蓋１０２に挿入する長さ及び
湾曲角度を調整し、最終的に軟口蓋の支え上げ程度を調整するために設計されたのである
。本発明に係る技術的手段により、さらに多くの具体的な製品を設計することができる。
【００５９】
　[128]　手術後、患者が睡眠誘導された場合でも、電子喉頭鏡による監視下で、移植式
支持体の形状及び湾曲度を調整することにより、最適な治療効果が得られるように、一定
の範囲で軟口蓋の支え上げ程度を調整することができることは、特に意味がある。このよ
うな治療方法及び移植装置は、創傷が小さく、治療効果が信頼でき、異物感がなく、快適
感が良いため、ＯＳＡＨＳ及びいびき症の治療上で患者に深く好まれていることが臨床応
用により証明されている。
【００６０】
　[129]　本発明に係る移植式軟口蓋支持体は、喉頭部に長期移植可能な一定の力負荷作
用を有する何れの材料により製造されてもよい。医用チタン金属とチタン合金は、最も好
ましい材料である。特に、チタン合金のうちのチタンニッケル形状記憶合金（例えば、Ｎ
ｉｔｉｎｏｌ合金）、チタン・ジルコニウム・ニオブ合金などは、形質変換超弾性及び形
状記憶能力を有するため、支持体２の尾部の軟口蓋１０２に伴う揺動の要求に対応するよ
うに、支持体２の尾部を製造することに適用されると共に、その形状記憶の特徴を利用し
、セルフロック機能を有する固定接続構造１１に設計可能である。図２４、図２５に示す
ように、まず、医用チタン合金により硬口蓋接続端を製造し、そして、チタンニッケル形
状記憶合金糸で製造された、成形熱処理により人体の軟口蓋が緩んだ際の自然湾曲度に合
わせる弧度になる形状を支持体の尾部とし、最後に、記憶合金糸の糸頭端をチタン合金に
より製造された硬口蓋接続端にカシメし、支持力が強く、可撓性が良く、弾性が良い本発
明に係る移植式軟口蓋支持体を得る。
【００６１】
　[130]　図１４～図１６に記載の実施形態において、その硬口蓋接続端１は、チタンニ
ッケル形状記憶合金により製造されてもよい。使用時に、冷水（０℃～１５℃）において
硬口蓋接続端１における接続構造１１を小さくし、硬口蓋に打ち抜かれた貫通穴を貫通さ
せた後、体温の作用下で、硬口蓋接続端における接続構造１１を成形熱処理時に設定され
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た幾何学的形状に復元することにより、本発明に係る移植式軟口蓋支持体を硬口蓋に堅固
に固定する。
【００６２】
　[131]　図１４に示すように、硬口蓋接続端は、ボタン型構造に設計され、使用時に硬
口蓋に貫通穴を打ち抜き、ロックボタンを硬口蓋に打ち抜かれた貫通穴を貫通させてから
硬口蓋に係止し、固定構造を形成する。塑性変形が発生するように力で支持体を曲げるこ
とにより、支持体の湾曲弧度を調整し、軟口蓋の支え上げ程度を制御・調整する。本実施
形態の製造材料としては、チタン金属を選択してもよく、特に、チタンニッケル形状記憶
合金（Ｎｉｔｉｎｏｌ合金）により製造することができる。形状記憶合金（通常、復元温
度が２０℃～３３℃である記憶合金を選択）の形状記憶特性を利用して復元温度以上に要
求される製品の幾何学的形状を設定し、使用時に冷水（０℃～１５℃）において硬口蓋接
続端における接続構造を小さくし、硬口蓋に打ち抜かれた貫通穴を貫通させた後、体温の
作用下で、硬口蓋接続端における接続構造を成形熱処理時に設定された幾何学的形状に復
元し、本発明に係る移植式軟口蓋支持体を硬口蓋に堅固に固定する。
【００６３】
　[132]　図１５に示すように、硬口蓋接続端は、リベット式構造に設計され、使用時に
、まず、硬口蓋に貫通穴を打ち抜き、そして、リベットを硬口蓋に打ち抜かれた貫通穴を
貫通させ、専用手術装置により硬口蓋接続端を硬口蓋にカシメし、固定構造を形成する。
塑性変形が発生するように力で支持体を曲げることにより、支持体の湾曲弧度を調整し、
軟口蓋の支え上げ程度を制御・調整する。
【００６４】
　[133]　図１６に示すように、硬口蓋接続端は、自己膨張ロック構造に設計され、使用
時に、まず、硬口蓋に貫通穴を打ち抜き、そして、自己膨張ロック構造を硬口蓋に打ち抜
かれた貫通穴を貫通させ、弾性復元力の作用下で硬口蓋接続端を硬口蓋に固定する。塑性
変形が発生するように力で支持体を曲げることにより、支持体の湾曲弧度を調整し、軟口
蓋の支え上げ程度を制御・調整する。図１５に示す実施形態と同様に、図１６も、移植が
容易になるように、チタンニッケル形状記憶合金により製造してもよい。
【００６５】
　[134]　本発明に係る移植式軟口蓋支持体の支持体２に貫通穴２１を設置し、又は凸凹
模様２３を製造することで、支持体２と軟口蓋の組織との粘着性を増加することができる
。貫通穴２１は、配列方式が多くて様々あり、凸凹模様２３も多くて様々な設計を有し、
図１７及び図１８において２種類の異なる具体的な設計形態を示している。
【００６６】
　[135]　図１７に示すように、支持体と軟口蓋との結合力が向上するように凸凹模様を
採用している。図２８に示すように、支持体と軟口蓋との結合力が向上するようにナーリ
ング式凸凹模様を採用している。図２５において、支持体は、金属糸で編まれた網状物（
例えば、チタン合金糸で編まれた網状物又はＮｉｔｉｎｏｌ合金糸で編まれた網状物）で
あり、糸網は、一端が硬口蓋接続端に接続され、他端が軟口蓋に挿入されてもよい。
【００６７】
　[136]　本発明に係る移植式軟口蓋支持体と人体組織との生体適合性を改善するために
、図１９に示すように、移植式軟口蓋に表面処理を行い、生体適合性コート２４を設置す
ることにより、支持体の生体適合性を改善し、支持体と軟口蓋との結合力を向上させても
よい。各種のコートの溶射は、採用される方法の一つであり、生分解性材料、例えば、ポ
リ乳酸、ポリ乳酸・ポリエーテル共重合体、ポリカプロラクトン、ポリカプロラクトン・
ポリエーテルブロック共重合体、ポリカプロラクトン共重合体、ポリカプロラクトン・ポ
リエーテル・ポリラクチド共重合体、ポリ（グリコリド・ポリラクチド）共重合体、グリ
コリド・Ｌ・ラクチド・カプロラクトン共重合体、ポリカプロラクトン・ポリエチルラク
トン・ポリグリコリド共重合体と他の脂肪酸ポリラクトン共重合体、及びコラーゲン、キ
トサン、ゼラチンやアルギン酸塩天然高分子物質又は以上の各種の材料の混合物を塗布し
てもよく、非吸収性材料、例えば、水酸アパタイト、各種のバイオセラミックスなどを塗
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布してもよい。また、チタン及びチタン合金に対して表面処理を行うことも、有効な方法
の一つであり、例えば、チタン及びチタン合金に対してプラズマ溶射を行い、表層におけ
る多孔質構造を作製し、マグネトロンスパッタリング方法によりコートを製造するなど。
【００６８】
　[137]　実施形態２：硬口蓋接続端における接続構造がボタン型構造である本発明に係
る移植式軟口蓋支持体
【００６９】
　[138]　本実施形態において、硬口蓋接続端における接続構造１１は、ボタン型構造を
採用する。硬口蓋接続端１は、ボタン型構造に設計され、使用時に硬口蓋１０１に貫通穴
を打ち抜き、ロックボタン１１を硬口蓋に打ち抜かれた貫通穴を貫通させてから硬口蓋１
０１に係止し、固定構造を形成する。塑性変形が発生するように力で支持体２を曲げるこ
とにより、支持体２の湾曲弧度を調整し、軟口蓋１０２の支え上げ程度を制御・調整する
。本実施形態の製造材料は、チタン金属を選択してもよく、特に、チタンニッケル形状記
憶合金（Ｎｉｔｉｎｏｌ合金）により製造することができる。形状記憶合金（通常、復元
温度が２０℃～３３℃である記憶合金を選択）の形状記憶特性を利用し、復元温度以上に
要求される製品の幾何学的形状を設定する。使用時に、冷水（０℃～１５℃）において硬
口蓋接続端における接続構造１１を小さくし、硬口蓋に打ち抜かれた貫通穴を貫通させた
後、体温の作用下で、硬口蓋接続端における接続構造１１を成形熱処理時に設定した幾何
学的形状に復元し、本発明に係る移植式軟口蓋支持体を硬口蓋に堅固に固定する。図１４
及び図１６が参照される。
【００７０】
　[139]　実施形態３：組合せ式の本発明に係る移植式軟口蓋支持体
【００７１】
　[140]　本実施形態において、硬口蓋接続端１及び支持体２は、組合せ式構造である。
図２４、図３３が参照される。
【００７２】
　[141]　図２４に示すように、まず、医用チタン合金により硬口蓋接続端１及び支持体
２の一部を製造し、そして、チタンニッケル形状記憶合金糸で編まれて成形熱処理をした
記憶合金糸織物を支持体２の尾部とし、最後に、記憶合金糸織物の糸頭端をチタン合金に
より製造された硬口蓋接続端１又は支持体２の前部にカシメする。本実施形態に係る製品
によれば、軟口蓋支持・引き上げ力が確保されると同時に、支持体２の尾部における糸織
物が良好な可撓性及び弾性を有し、支持体２の尾部の軟口蓋の尾部１０４に伴う前後揺動
の要求に対応することが容易になる。また、尾部における織物は、医用高分子材料糸（例
えば、テリレン糸、ポリウレタン糸など）により製造されてもよい。
【００７３】
　[142]　図３２に示す本実施形態は、全体プレス製造プロセスにより製造され、硬口蓋
接続端における接続構造が双孔構造で、硬口蓋に堅固に固定可能であり、プレス板が支持
体として軟口蓋に挿入することができる。図３３は、支持体の尾部に編物で製造された支
持体の尾翼が嵌設され、柔軟で弾性がある尾翼が軟口蓋の尾部とともに揺動することがで
き、可撓性が良いことにおいて図３２と相違している。
【００７４】
　[143]　本実施形態において例を挙げて説明した軟口蓋の尾端１０４に伴って前後揺動
可能な支持体２における柔軟で弾性がある尾翼の製造方法は、様々あるが、そのうち、Ｎ
ｉｔｉｎｏｌ合金又はチタン・ジルコニウム・ニオブ超弾性合金のバネ糸の複雑な構造の
編物により製造することが、好ましい技術的手段の一つである。
【００７５】
　[144]　実施形態４：鈍化エッジ付きの本発明に係る移植式軟口蓋支持体
【００７６】
　[145]　本発明に係る移植式軟口蓋支持体のエッジの接触面積を増加し、エッジ鈍化の
目的を達成するために、糸（例えば、チタンニッケル形状記憶合金糸、テリレン糸、ポリ
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ウレタン糸などの高分子材料糸）で支持体２のエッジを被覆してもよい。これにより、支
持体２のエッジ効果を改善し、エッジの接触面積を増加し、エッジ鈍化の目的を達成する
と共に、支持体２の湾曲度を調整することが可能であり、可撓性が良い。図２０～図２３
が参照される。
【００７７】
　[146]　図２０及び図２１に示すように、支持体のエッジを鈍化し、エッジカールによ
り支持体のエッジ効果を改善し、エッジの接触面積を増加し、エッジ鈍化の目的を達成す
ると共に、支持体の剛性を向上させることが可能である。
【００７８】
　[147]　図２２に示すように、医用高分子材料糸２８で支持体２のエッジを鈍化する。
鈍化する前に、まず、支持体のエッジに穴又は溝２９を打ち抜き、そして、医用高分子材
料糸２８で支持体２のエッジを被覆し、鈍化されたエッジ２３を形成する。これにより、
支持体のエッジ効果を改善し、エッジの接触面積を増加し、エッジ鈍化の目的を達成する
。
【００７９】
　[148]　図２３に示すように、チタンニッケル形状記憶合金で支持体のコアシートを被
覆し、支持体のエッジ効果を改善し、エッジの接触面積を増加し、エッジ鈍化の目的を達
成すると共に、支持体の湾曲度を調整することが可能であり、可撓性が良い。
【００８０】
　[149]　実施形態５：生体適合性コート付きの本発明に係る移植式軟口蓋支持体
【００８１】
　[150]　本実施形態において（図１９参照）、支持体２に生体適合性コート２４が設置
され、支持体と軟口蓋との結合力が向上する。
【００８２】
　[151]　本発明に係る移植式軟口蓋支持体と人体組織との生体適合性を改善するために
、移植式軟口蓋支持体２上に表面処理を行い、生体適合性を改善するコート２４を作製し
てもよい。各種のコートの溶射は、採用される方法の一つである。生分解性材料、例えば
、ポリ乳酸、ポリ乳酸・ポリエーテル共重合体、ポリカプロラクトン、ポリカプロラクト
ン・ポリエーテルブロック共重合体、ポリカプロラクトン共重合体、ポリカプロラクトン
・ポリエーテル・ポリラクチド共重合体、ポリ（グリコリド・ポリラクチド）共重合体、
グリコリド・Ｌ・ラクチド・カプロラクトン共重合体、ポリカプロラクトン・ポリエチル
ラクトン・ポリグリコリド共重合体と他の脂肪酸ポリラクトン共重合体、及びコラーゲン
、キトサン、ゼラチンやアルギン酸塩天然高分子物質又は以上の各種の材料の混合物を塗
布してもよく、非吸収性材料、例えば、水酸アパタイト、各種のバイオセラミックスなど
を塗布してもよい。また、チタン及びチタン合金に対して表面処理を行うことも、有効な
方法の一つであり、例えば、チタン及びチタン合金に対してプラズマ溶射を行い、表層に
おける多孔質構造を作製し、マグネトロンスパッタリング方法によりコートを製造するな
ど。
【００８３】
　[152]　実施形態６：分岐型の本発明に係る移植式軟口蓋支持体
【００８４】
　[153]　本実施形態において、移植式軟口蓋支持体の形状は、分岐型である。硬口蓋接
続端１における接続構造１１は、双貫通穴構造であり、締付具１１６を介して硬口蓋１０
１に堅固に固定することが可能であり、分岐型の両翼が支持体２として軟口蓋１０２に挿
入することができる。図３０～図３１が参照される。図３１は、硬口蓋接続端における接
続構造が単孔構造であること以外、図３０と同様である。
【００８５】
　[154]　実施形態７：本発明に係る移植式軟口蓋支持体の移植方法
【００８６】
　[155]　本発明の移植方法としては、外科手術により、本発明に係る移植式軟口蓋支持
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体１１５の支持体２を軟口蓋１０２に挿入しておき、挿入した長さが軟口蓋１０２の全長
の１／５～４／５であり、２／３～３／４であることが最も好ましい。そして、硬口蓋１
０１における対応する位置に孔を開け、締付具１１６を介して、本発明に係る移植式軟口
蓋支持体１１５の硬口蓋接続端１を、硬口蓋と軟口蓋との境界線１１３に近い硬口蓋１０
１に固定する。図３４及び図３５が参照される。塑性変形が発生するように力で支持体２
を曲げることにより、支持体２の湾曲弧度を調整し、軟口蓋１０２の支え上げ程度を制御
・調整し、最適な治療効果を図る。組織を縫い合わせ、移植手術を完成する。
【００８７】
　[156]　締付具１１６は、ナットボルト構造の締付具を採用してもよく、特に、硬口蓋
１０１のような薄いシート状骨組織における本発明に係る移植式軟口蓋支持体１１５の固
定に適用される。そのネジ山は、金属部材またはプラスチック部材の間にあり、硬口蓋１
０１が薄過ぎるために通常のチタン骨ネジが硬口蓋１０１にネジで固定され難い欠点が解
消される。
【００８８】
　[157]　特に、本発明に係る移植式軟口蓋支持体を移植した患者は、手術後でも、睡眠
誘導された場合に、電子喉頭鏡の監視下で、移植式軟口蓋支持体１１５の形状及び湾曲度
を調整することにより、最適な治療効果及び快適感が得られるように、一定の範囲で軟口
蓋１０２の支持時の支え上げ程度を調整することができる。このような治療方法及び移植
装置は、創傷が小さく、治療効果が信頼できるため、ＯＳＡＨＳ又は／及びいびき症の治
療上で患者に深く好まれていることが臨床応用により証明されている。
【００８９】
　[158]　実施形態８：軟質高分子材料により製造された弾性モジュールの本発明に係る
移植式軟口蓋支持体
【００９０】
　[159]　人体において長期移植可能な医用級チタン金属板材を選択し、チタン金属製品
の通用加工プロセスによって本発明に係る製品であるプリフォームを製造し、支持体２の
遠端（或いは、尾部という）及び剛性モジュール４０を製造するためのチタン板に多数の
小さい貫通穴を開設し、医用シリカゲル浸透成形に用い、形成されたシリカゲル遷移層は
、弾性モジュール２０となり、支持体２の遠端と剛性モジュール４０とは、シリカゲルで
製造された弾性モジュール２０により一体に接続され、本発明に係る移植式軟口蓋支持体
を得ることになり、その弾性モジュールは、軟質高分子材料により製造される。図３６、
図３６－１、図３６－２が参照される。
【００９１】
　[160]　図３６に示すように、弾性モジュールと剛性モジュールとは、支持体の尾部に
交互に取付けられ、支持体の尾部の良好な可撓性及び引張変形後の優れた復元力が得られ
る。弾性モジュールは、軟質高分子材料により製造されたものであり、軟口蓋組織が比較
的に浸透しにくいもので、弾性モジュールは、一定の範囲で運動可能であり、優れた復元
力を発生させることができる。剛性モジュールは、軽量多孔質材料（例えば、多孔質ポリ
エチレン、多孔質ポリエチレン、貫通穴付きのチタン金属シートなど）により製造され、
軟口蓋組織がその上に浸透・生長することができ、軟口蓋組織と支持体との結合力が増加
する。このように、呼吸時に発生された外力の作用下で、支持体における弾性モジュール
は優れた復元力を発生させることができ、剛性モジュールに生長付着した軟口蓋組織が引
き上げられ、軟口蓋がそれの緩んだ際の正常位置に復元されるようにし、ＯＳＡＨＳ及び
いびき症の発生が防止される。
【００９２】
　[161]　弾性モジュール２０を製造するための軟質高分子材料は、医用シリカゲル、医
用ポリウレタンなどの人体において長期移植可能な弾性高分子材料を含むが、これらに限
定されない。
【００９３】
　[162]　剛性モジュール４０を製造するための材料は、チタン金属、チタン合金、Ｎｉ
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ｔｉｎｏｌ合金、医用高分子材料（例えば、多孔質ポリエチレン、多孔質ポリプロピレン
、多孔質ポリテトラフルオロエチレンなど）などの人体において長期移植可能な材料を含
むが、これらに限定されない。
【００９４】
　[163]　支持体２を製造するための材料は、チタン金属、チタン合金、チタン・ジルコ
ニウム・ニオブ合金、Ｎｉｔｉｎｏｌ合金、医用高分子材料や他の人体において長期移植
可能な材料を含むが、これらに限定されない。
【００９５】
　[164]　硬口蓋接続端１を製造するための材料は、チタン金属、チタン合金、Ｎｉｔｉ
ｎｏｌ合金、医用高分子材料や他の人体において長期移植可能な材料を含むが、これらに
限定されない。
【００９６】
　[165]　締付具１１６を製造するための材料は、チタン金属、チタン合金、Ｎｉｔｉｎ
ｏｌ合金、医用高分子材料や他の人体において長期移植可能な材料を含むが、これらに限
定されない。
【００９７】
　[166]　本実施形態は、支持体２の遠端（或いは尾部という）に少なくとも１つの弾性
モジュール２０が含まれることを特徴とする。弾性モジュール２０は、優れた弾性がある
のに対し、剛性モジュール４０は、変形しにくいが、組織の浸透・生長のために、表面が
荒れ、または孔を有する。本発明に係る移植式軟口蓋支持体は、支持体２の近端が軟口蓋
１０２に対して良い引き上げ力を有するほか、尾部に特に弾性モジュールが設置されるこ
とにより、かなり良い可撓性及び復元力を有し、軟口蓋１０２の尾部の可撓性が保持され
ると共に、軟口蓋が呼吸中にそれの緩んだ状態に復元される際の引き上げ力が向上し、臨
床治療効果が更に良くなる。図３６、図４９～図５４が参照される。
【００９８】
　[167]　実施形態９：バネ構造を採用した弾性モジュールの本発明に係る移植式軟口蓋
支持体
【００９９】
　[168]　本実施形態は、弾性モジュール２０が直接に各種のバネ構造を採用することに
おいて実施形態８と相違している。
【０１００】
　[169]　例えば、弾性合金糸により製造されたコイルバネは、直接に弾性モジュール２
０（図５７、図５８参照）を製造することができ、製造時に、コイルバネを支持体２の尾
部、或いは、支持体２の尾部と剛性モジュール４０との間、或いは、剛性モジュール４０
の間に接続する。このようなバネ構造は、良好な可撓性と復元力とを有し、軟口蓋１０２
の尾部の可撓性が保持されると共に、軟口蓋が呼吸中にそれの緩んだ状態に復元される際
の引き上げ力が向上する。
【０１０１】
　[170]　また、レーザエッチングの方法により、支持体２の尾部においてバネ構造を弾
性モジュール２０（図５９、図６０参照）としてエッチングしてもよく、エッチングされ
たバネ構造は、異なるエッチングパターンを有してもよく、バネ構造をエッチングしてな
る弾性モジュール２０は、軟口蓋組織により被覆されて巻き付けられ、軟口蓋が呼吸中に
それの緩んだ状態に復元される際の引き上げ力が向上する。このような構造の本発明に係
る移植式軟口蓋支持体は、支持体２の近端が軟口蓋１０２に対して良い引き上げ力を有す
るほか、尾部で弾性構造が軟口蓋組織により被覆されて巻き付けられるので、かなり良い
可撓性及び復元力を有し、軟口蓋１０２の尾部の可撓性が保持されると共に、軟口蓋が呼
吸中にそれの緩んだ状態に復元される際の引き上げ力が向上し、構造が更に簡単になり、
接続が堅固になる。
【０１０２】
　[171]　さらに、Ｎｉｔｉｎｏｌ合金により支持体２を製造する場合に、支持体２の硬
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口蓋接続端１側の部分は、焼鈍状態になるように部分的熱処理を行うことができ、即ち、
外力の作用で塑性変形を行うことができ、その一方、他の部分は、依然として超弾性また
は形状記憶能力を保持する。このように、このようなプロセスにより製造された支持体２
の近端（硬口蓋接続端１に近い部分）は、外力の作用で塑性変形を行うことができ、睡眠
誘導により、電子喉頭鏡の監視下で、最適な治療効果及び快適感が得られるように、支持
体２の形状及び湾曲度を調整し、一定の範囲で軟口蓋の支持時の支え上げ程度を調整する
ことができる。一方、支持体２の遠端は、依然として良好な可撓性及び復元力を保持し、
特に、レーザエッチングにより形成された複雑な模様のバネ構造が軟口蓋組織により被覆
されて巻き付けられ、軟口蓋が呼吸中にそれの緩んだ状態に復元される際の引き上げ力が
向上する。
【０１０３】
　[172]　なお、支持体２に対して表面改質を行うことで、支持体２の生体適合性を向上
させ、軟口蓋組織の浸透・生長能力を向上させることが可能である。各種のコートの溶射
は、採用される方法の一つであり、生分解性材料、例えば、ポリ乳酸、ポリ乳酸・ポリエ
ーテル共重合体、ポリカプロラクトン、ポリカプロラクトン・ポリエーテルブロック共重
合体、ポリカプロラクトン共重合体、ポリカプロラクトン・ポリエーテル・ポリラクチド
共重合体、ポリ（グリコリド・ポリラクチド）共重合体、グリコリド・Ｌ・ラクチド・カ
プロラクトン共重合体、ポリカプロラクトン・ポリエチルラクトン・ポリグリコリド共重
合体と他の脂肪酸ポリラクトン共重合体、及びコラーゲン、キトサン、ゼラチンやアルギ
ン酸塩天然高分子物質又は以上の各種の材料の混合物を塗布してもよく、非吸収性材料、
例えば、水酸アパタイト、各種のバイオセラミックスなどを塗布してもよい。また、チタ
ン及びチタン合金に対して表面処理を行うことも、有効方法の一つであり、例えば、図５
６、図６０に示すように、チタン及びチタン合金に対してプラズマ溶射を行い、表層にお
ける多孔質構造を製造し、マグネトロンスパッタリング方法によりコートを製造するなど
。
【０１０４】
　[173]　実施形態１０：軟質高分子材料によりバネ構造を被覆した弾性モジュールの本
発明に係る移植式軟口蓋支持体
【０１０５】
　[174]　本実施形態は、弾性モジュール２０が軟質高分子材料によりバネ構造を被覆す
ることにおいて実施形態９と相違している。製造時に、まず、支持体２の尾部と剛性モジ
ュール４０とをコイルバネで接続し、そして、組織がコイルバネ内へ浸透・生長しないよ
うに軟質高分子材料により被覆し、弾性モジュール２０の後に接続された剛性モジュール
４０により軟口蓋組織を動かせる。剛性モジュール４０は、軽量多孔質材料（例えば、多
孔質ポリエチレン、多孔質ポリエチレン、貫通穴付きのチタン金属シートなど）により製
造され、軟口蓋組織がその上に浸透・生長することができ、軟口蓋組織と支持体との結合
力が増加する。このように、呼吸時に、支持体における弾性モジュールは、優れた復元力
を発生させることができ、剛性モジュールに生長付着した軟口蓋組織が支え上げられ、軟
口蓋がそれの緩んだ際の正常位置に復元されるようにし、ＯＳＡＨＳまたはいびき症の発
生が防止される。図３７～図４７が参照される。
【０１０６】
　[175]　図３９に示すように、弾性モジュールは、軟質高分子材料で被覆されたバネ構
造により製造される。硬口蓋接続端と支持体とは、それぞれ製造された後、締付具により
一体に組立てられる。弾性モジュール２０であるバネ構造は、弾性チタン合金（例えば、
Ｎｉｔｉｎｏｌ合金、チタン・ジルコニウム・ニオブ合金など）シートを利用してレーザ
エッチングしてなり、さらに、医用軟質高分子材料（例えば、医用シリカゲル、ポリウレ
タン、ポリテトラフルオロエチレン薄膜など）で被覆し、弾性モジュール２０を得る。弾
性モジュール２０と剛性モジュール４０とは、支持体２の尾部に取付けられることで、支
持体の尾部の良好な可撓性及び引張変形後の優れた復元力が得られる。
【０１０７】
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　[176]　図４０に示すように、弾性モジュールは、軟質高分子材料で被覆された交差グ
リッド型バネ構造により製造される。バネ構造は、弾性合金糸で編まれた交差グリッド型
バネ構造を採用する。
【０１０８】
　[177]　図４１に示すように、弾性モジュールは、軟質高分子材料で被覆されたコイル
バネ構造により製造されたものであり、前記コイルバネは、医用弾性合金糸を巻付けたも
のである。
【０１０９】
　[178]　図４２に示すように、弾性モジュールは、軟質高分子材料で被覆された、レー
ザエッチングされたバネ構造により製造される。前記バネ構造は、弾性合金シートをレー
ザエッチングして形成したものである。
【０１１０】
　[179]　実施形態１１：硬口蓋接続端における異なる接続構造を採用した本発明に係る
移植式軟口蓋支持体
【０１１１】
　[180]　硬口蓋接続端１における接続構造１１は、様々な設計態様がある。
【０１１２】
　[181]　最も簡単な態様は、図３６～図３８、図４８～図５０に示すように、異なる形
状の貫通穴を採用して締付具１１６で硬口蓋１０１に接続する。
【０１１３】
　[182]　常用の締付具１１６は、チタン骨ネジ、チタンリベット、チタンナットボルト
構造、チタン金属雄雌係合締付け構造などの各種の締付具を含むが、これらに限定されな
い。
【０１１４】
　[183]　硬口蓋接続端１における位置決め用の貫通穴は、例えば、２つ、３つ、４つな
ど、複数個であってもよく、原則的には、本発明に係る移植式軟口蓋支持体のそれぞれが
、１つ、多くとも２つにより堅固に固定可能である。
【０１１５】
　[184]　臨床手術においては、軟口蓋の支え上げ程度を調整するために、下記の方法を
採用することができる。まず、硬口蓋接続端１の固定位置を調整してもよく、次に、支持
体２の湾曲度を調整してもよく、更に、支持体２の軟口蓋１０２に挿入する長さを調整し
てもよい。この３つの方法は、何れも効果的に軟口蓋の支え上げ程度を調整することが可
能であり、最適な治療効果が得られる。
【０１１６】
　[185]　手術後、患者が睡眠誘導された場合でも、電子喉頭鏡の監視下で、移植式支持
体の形状及び湾曲度を調整することにより、最適な治療効果が得られるように、一定の範
囲で軟口蓋の支え上げ程度を調整することができることは、特に意味がある。このような
治療方法及び移植装置は、創傷が小さく、治療効果が信頼でき、快適感が良いため、ＯＳ
ＡＨＳ又は／及びいびき症の治療上で患者に深く好まれていることが臨床応用により証明
されている。
【０１１７】
　[186]　本発明に係る移植式軟口蓋支持体は、人体において長期移植可能な一定の力負
荷作用を有する何れの材料により製造されてもよい。医用チタン金属とチタン合金は、最
も好ましい材料である。特に、チタン合金のうちのチタンニッケル形状記憶合金（例えば
、Ｎｉｔｉｎｏｌ合金）は、形質変換超弾性及び形状記憶合金能力を有するため、支持体
２の尾部の軟口蓋１０２に伴う揺動の要求に対応するように、支持体２の尾部を製造する
ことに適用されるだけでなく、その形状記憶の特徴を利用し、セルフロック機能を有する
固定接続構造１１に設計することができる。図４５～図４７に記載の実施形態において、
その硬口蓋接続端１は、チタンニッケル形状記憶合金により製造されてもよい。使用時に
、冷水（０℃～１５℃）において硬口蓋接続端１における接続構造１１を小さくし、硬口
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蓋に打ち抜かれた貫通穴を貫通させた後、体温の作用下で、硬口蓋接続端における接続構
造１１を成形熱処理時に設定された幾何学的形状に復元し、本発明に係る移植式軟口蓋支
持体を硬口蓋に堅固に固定する。
【０１１８】
　[187]　本発明に係る移植式軟口蓋支持体の支持体２に貫通穴２１を設置し、又は凸凹
模様２２や粗面２２を作製することにより、支持体２と軟口蓋の組織との粘着性を増加す
ることができる。貫通穴２１の配列方式は、様々あるが、凸凹模様又は粗面２２も、様々
な設計がある。
【０１１９】
　[188]　本発明に係る移植式軟口蓋支持体と人体組織との生体適合性を改善するために
、移植式軟口蓋支持体上に表面処理を行い、生体適合性を改善するコート２４を製造して
もよい。各種のコートの溶射は、採用される方法の一つであり、生分解性材料、例えば、
ポリ乳酸、ポリ乳酸・ポリエーテル共重合体、ポリカプロラクトン、ポリカプロラクトン
・ポリエーテルブロック共重合体、ポリカプロラクトン共重合体、ポリカプロラクトン・
ポリエーテル・ポリラクチド共重合体、ポリ（グリコリド・ポリラクチド）共重合体、グ
リコリド・Ｌ・ラクチド・カプロラクトン共重合体、ポリカプロラクトン・ポリエチルラ
クトン・ポリグリコリド共重合体と他の脂肪酸ポリラクトン共重合体、及びコラーゲン、
キトサン、ゼラチンやアルギン酸塩天然高分子物質又は以上の各種の材料の混合物を塗布
してもよく、非吸収性材料、例えば、水酸アパタイト、各種のバイオセラミックスなどを
塗布してもよい。また、チタン及びチタン合金に対して表面処理を行うことも、有効な方
法の一つであり、例えば、図５６、図６０に示すように、チタン及びチタン合金に対して
プラズマ溶射を行い、表層における多孔質構造を製造し、マグネトロンスパッタリング方
法によりコートを製造するなど。
【０１２０】
　[189]　本発明に係る移植式軟口蓋支持体のエッジの接触面積を増加し、エッジ鈍化の
目的を達成するために、糸（例えば、チタンニッケル形状記憶合金糸、テリレン糸、ポリ
ウレタン糸などの高分子材料糸）で支持体２のエッジを被覆することができ、支持体２の
エッジ効果を改善し、エッジの接触面積を増加し、エッジ鈍化の目的を達成すると共に、
支持体２の湾曲度を調整することが可能であり、可撓性が良い。図５５が参照される。
【０１２１】
　[190]　図４５の硬口蓋接続端における接続構造１１は、ボタン型構造を採用する。硬
口蓋接続端１は、ボタン型構造に設計され、使用時に硬口蓋１０１に貫通穴を打ち抜き、
ロックボタン１１を硬口蓋に打ち抜かれた貫通穴を貫通させてから硬口蓋１０１に係止し
、固定構造を形成する。塑性変形が発生するように力で支持体２を曲げることにより、支
持体２の湾曲弧度を調整し、軟口蓋１０２の支え上げ程度を制御・調整する。本実施形態
の製造材料は、チタン金属を選択してもよく、特に、チタンニッケル形状記憶合金（Ｎｉ
ｔｉｎｏｌ合金）により製造することができる。形状記憶合金（通常、復元温度が２０℃
～３３℃である記憶合金を選択）の形状記憶特性を利用し、復元温度以上に要求される製
品の幾何学的形状を設定する。使用時に、冷水（０℃～１５℃）において硬口蓋接続端に
おける接続構造１１を小さくし、硬口蓋に打ち抜かれた貫通穴を貫通させた後、体温の作
用下で、硬口蓋接続端における接続構造１１を成形熱処理時に設定された幾何学的形状に
復元し、本発明に係る移植式軟口蓋支持体を硬口蓋に堅固に固定する。
【０１２２】
　[191]　実施形態１２：鈍化エッジ付きの本発明に係る移植式軟口蓋支持体
【０１２３】
　[192]　本実施形態において、医用高分子材料糸２８で支持体２のエッジを鈍化する。
鈍化する前に、まず、支持体のエッジに穴又は溝２９を開設し、その後、医用高分子材料
糸又は医用高分子材料糸２８で支持体２のエッジを被覆し、鈍化されたエッジ２３を形成
する。これにより、支持体のエッジ効果を改善し、エッジの接触面積を増加し、鈍化エッ
ジの目的を達成する。図５５が参照される。
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【０１２４】
　[193]　実施形態１３：生体適合性のコート付きの本発明に係る移植式軟口蓋支持体
【０１２５】
　[194]　本実施形態において、支持体２に生体適合性のコート２４が設置され、支持体
と軟口蓋との結合力が向上する。
【０１２６】
　[195]　本発明に係る移植式軟口蓋支持体と人体組織との生体適合性を改善するために
、移植式軟口蓋支持体２上に表面処理を行い、生体適合性を改善するコート２４を製造し
てもよい。各種のコートの溶射は、採用される方法の一つである。生分解性材料、例えば
、ポリ乳酸、ポリ乳酸・ポリエーテル共重合体、ポリカプロラクトン、ポリカプロラクト
ン・ポリエーテルブロック共重合体、ポリカプロラクトン共重合体、ポリカプロラクトン
・ポリエーテル・ポリラクチド共重合体、ポリ（グリコリド・ポリラクチド）共重合体、
グリコリド・Ｌ・ラクチド・カプロラクトン共重合体、ポリカプロラクトン・ポリエチル
ラクトン・ポリグリコリド共重合体と他の脂肪酸ポリラクトン共重合体、及びコラーゲン
、キトサン、ゼラチンやアルギン酸塩天然高分子物質又は以上の各種の材料の混合物を塗
布してもよく、非吸収性材料、例えば、水酸アパタイト、各種のバイオセラミックスなど
を塗布してもよい。また、チタン及びチタン合金に対して表面処理を行うことも、有効方
法の一つであり、例えば、図５６、図６０に示すように、チタン及びチタン合金に対して
プラズマ溶射を行い、表層における多孔質構造を製造し、マグネトロンスパッタリング方
法によりコートを製造するなど。
【０１２７】
　[196]　実施形態１４：段階的に移植可能な組合せ式の本発明に係る移植式軟口蓋支持
体
【０１２８】
　[197]　本実施形態は、硬口蓋接続端１と支持体２が臨床上で段階的に移植可能である
ことを特徴とする。
【０１２９】
　[198]　まず、硬口蓋接続端１を締付具１１６により硬口蓋１０１に固定する。硬口蓋
接続端が移植された三ヶ月の後、硬口蓋接続端１と硬口蓋１０１との固定が既に堅固にな
り、さらに１回の手術を行い、支持体２を軟口蓋１０２に挿入しつつ、支持体２の近端と
硬口蓋接続端１とを凸凹係合又は締付具により一体に接続する（図５１、図５２、図４９
、図５０参照）。このように、硬口蓋接続端１と硬口蓋１０２との接続が堅固になるとい
う利点があるが、２回の手術を行う必要があり、患者の医療費用が増加するという欠点が
ある。
【０１３０】
　[199]　段階的に移植する組合せ式の本発明に係る移植式軟口蓋支持体の硬口蓋接続端
１と支持体２との組合せ方式は、凸凹係合型（図５１、図５２参照）又は締付具接続型（
図５３、図５４参照）がある。無論、本発明の技術的手段により、さらに多くの具体的な
異なる実施形態を提出することができる。
【０１３１】
　[200]　実施形態１５：重症ＯＳＡＨＳ患者に用いられる本発明に係る移植式軟口蓋支
持体
【０１３２】
　[201]　重症ＯＳＡＨＳ患者は、軟口蓋の落込みが比較的にひどいため、良い治療効果
が得られるように、大きい支持力と広い支持面積とが必要である。本実施形態において、
軟口蓋に深く挿入され、支持面積が大きく、支持力が大きい本発明に係る移植式軟口蓋支
持体が特に設計されている。その基本的な構造は、実施形態６に示された分岐型の本発明
に係る移植式軟口蓋支持体（図３０、図３１参照）に類似するが、図６１～図６３に示す
ように、その面積がさらに大きいとともに、口蓋垂に近接するように深く軟口蓋に挿入し
ているので、口蓋垂の揺動の要求に対応するように、本実施形態に係る支持体の尾部に、
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口蓋垂の揺動に合わせる小弧面４１が設けられていることにおいて相違している。小弧面
４１は、口蓋垂の揺動を影響せずに、本発明に係る移植式軟口蓋支持体が大きい支持及び
支持力を有することを保証することができ、特にＯＳＡＨＳ重症患者の治療に適用される
。
【０１３３】
　[202]　実施形態１６：Ｔ型締付具により本発明に係る移植式軟口蓋支持体を移植固定
する移植方法
【０１３４】
　[203]　本実施形態においては、本発明に係る移植式軟口蓋支持体を硬口蓋１０１に固
定する専用Ｔ型締付具と、本発明に係る移植式軟口蓋支持体を移植固定する方法を示す。
Ｔ型締付具は、凸凹係合型とネジ山型とに分かれ、その上端に移植式軟口蓋支持体１１５
を硬口蓋１０１に押付けるためのナット又はネジがある、コア棒が円柱形である簡単なＴ
型構造締付具（ネジ山型、図６４、図６５参照）、又は、切り欠きがあって対向して設け
られたＴ型構造締付具（凸凹係合型、図６６参照）、若しくは、２つの切り欠きで形成さ
れた４箇所に設けられたＴ型構造締付具（凸凹係合型、図６７参照）であって、ナットま
たはネジを押付ける必要がなく、直接に凸凹係合原理により本発明に係る移植式軟口蓋支
持体１１５を硬口蓋１０１に押付けることができるＴ型構造締付具を含む。使用時、まず
、硬口蓋１０１にＴ型締付具に合わせた長方形貫通穴を１つ開設し、その後、Ｔ型締付具
１１６を硬口蓋接続端１におけるＴ型締付具に合わせた長方形貫通穴１１及び硬口蓋１０
１にやすりを掛けて形成された長方形貫通穴を貫通させた後、Ｔ型締付具を９０度回動し
、さらにナットでＴ型締付具を締付けることにより、本発明に係る移植式軟口蓋支持体１
１５を硬口蓋１０１に押付けることができ、或いは、Ｔ型締付具を９０度回動し、対向し
て設けられたＴ型締付具または４箇所に設けられたＴ型締付具と、硬口蓋接続端１におけ
るＴ型締付具に合わせた長方形貫通穴１１との係合により、本発明に係る移植式軟口蓋支
持体１１５を硬口蓋１０１に押付けることができる。図４８～図５０が参照される。この
ようなＴ型締付具の利点は、創傷が小さく、口腔方向のみから本発明に係る移植式軟口蓋
支持体１１５を硬口蓋１０１に堅固に固定することができることにある。
【０１３５】
　[204]　また、このようなネジ山Ｔ型締付具は、ナットボルト構造を採用し、特に、硬
口蓋１０１のような薄いシート状骨組織に本発明に係る移植式軟口蓋支持体１１５を固定
することに適用される。そのネジ山は、金属部材またはプラスチック部材の間にあり、硬
口蓋１０１が薄過ぎるために通常のチタン骨ネジが硬口蓋１０１にネジで固定され難い欠
点が解消される。
【０１３６】
　[205]　本発明に開示・説明した構造は、同様の効果を有する他の構造で置き換えるこ
とが可能であり、また、本発明による実施形態は、本発明を実現するための唯一の構造で
はないことに注意すべきである。本発明の好ましい実施形態は、本願で紹介して説明され
たが、これらの実施形態が単に例示に過ぎないことは当業者にとって明らかであり、当業
者は、本発明の主旨を逸脱することなく、数多くの変更、改良及び置換をすることが可能
であるため、本発明の保護範囲は、本願に添付された特許請求の範囲の精神及び内容によ
り限定すべきである。
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