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(57)【要約】
脊髄屈曲を制限するためのシステムは、１対の柔軟部材
によって接合される上下テザー構造を含む。柔軟部材は
、テザー構造上で比較的低い弾性張力を付与する、張力
部材を備える。隣接する棘突起の上または上方にテザー
構造を配置することによって、疼痛を軽減するために脊
髄分節の屈曲を制御することができる。一実施形態にお
いて、少なくとも１つの脊髄分節の屈曲を制限するため
の方法は、上棘突起に連結される上端と、下棘突起また
は仙骨に連結される下端とを有する、拘束構造を埋め込
むステップを含み、該拘束構造は、７．５Ｎ／ｍｍから
２０Ｎ／ｍｍの範囲の該脊髄分節の中立位置を越える屈
曲に対する弾性抵抗を提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの脊髄分節の屈曲を制限するための方法であって、該方法は、
　上棘突起に連結される上端と、下棘突起または仙骨に連結される下端とを有する、拘束
構造を埋め込むステップを含み、
　該拘束構造は、７．５Ｎ／ｍｍから２０Ｎ／ｍｍの範囲の該脊髄分節の中立位置を越え
る屈曲に対する弾性抵抗を提供する、
　方法。
【請求項２】
　前記拘束構造は、３Ｎ／ｍｍより小さい前記脊髄分節の前記中立位置を越える伸張に対
する抵抗を提供する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記伸張に対する抵抗は、０．５Ｎ／ｍｍより小さい、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　埋め込むステップは、前記上棘突起を覆って、またはその中を通って上テザー構造を配
置するステップと、前記下棘突起または仙骨を覆って、またはその中を通って下テザー構
造を配置するステップとを含み、該テザー構造は、実質的に非伸張性であり、前記屈曲に
対する弾性抵抗を提供する、少なくとも１つの柔軟部材によって接合される、請求項１に
記載の方法。
【請求項５】
　前記テザー構造は、前記脊髄分節の正中線の右側および左側に配置される、少なくとも
２つの柔軟部材によって接合される、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記拘束構造は、前記脊髄分節が中立位置にとどまっている間に、屈曲前に１Ｎから２
５Ｎの範囲で前記棘突起に力を付与するように、該棘突起を覆ってきつく締められる、請
求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記拘束構造は、変形を開始する前に克服されなければならない、５Ｎから２５Ｎの範
囲の初期静的抵抗を提供するように、事前緊張される、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記拘束構造は、前記脊髄分節がその中立位置に戻ると、その変形されていない位置を
弾性的に回復する、請求項４に記載の方法。
【請求項９】
　前記拘束構造の前記テザーは、典型的な生理的荷重における１００万サイクル後に、１
０％より小さいクリープを起こす、請求項４に記載の方法。
【請求項１０】
　前記クリープは、５％以下である、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記クリープは、１％以下である、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　少なくとも１つの脊髄分節の屈曲を制限するためのデバイスであって、該構造は、
　少なくとも１つの上棘突起および少なくとも１つの下棘突起または仙骨を連結するよう
に適合される、拘束部を備え、
　該拘束部は、（１）該脊髄分節が中立位置にある時に、該棘突起または棘突起および仙
骨を覆った締め付けを可能にするように調整可能である、寸法を有し、（２）７．５Ｎ／
ｍｍから２０Ｎ／ｍｍの範囲の該中立位置を越える該脊髄分節の屈曲に対する弾性抵抗を
提供する、
　デバイス。
【請求項１３】
　前記拘束部は、３Ｎ／ｍｍより小さい前記中立位置を越える伸張に対する弾性抵抗を提
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供する、請求項１２に記載のデバイス。
【請求項１４】
　前記伸張に対する抵抗は、０．５Ｎ／ｍｍ以下である、請求項１３に記載のデバイス。
【請求項１５】
　前記拘束部は、前記上棘突起に連結されるように適合される上テザー構造と、前記下棘
突起または仙骨に連結されるように適合される下テザー構造と、少なくとも１つの柔軟部
材とを備え、該テザー構造は、実質的に非伸張性であり、該柔軟部材は、前記屈曲に対す
る抵抗を提供する、請求項１２に記載のデバイス。
【請求項１６】
　前記テザー構造が、前記棘突起または棘突起および仙骨を覆って配置されると、正中線
の両側に位置するように配設される、少なくとも２つの柔軟部材を備える、請求項１５に
記載のデバイス。
【請求項１７】
　前記拘束部は、変形を開始する前に克服されなければならない、屈曲に対する初期抵抗
力を提供するように、事前緊張される、請求項１３に記載のデバイス。
【請求項１８】
　前記初期抵抗力は、５Ｎから２５Ｎの範囲である、請求項１７に記載のデバイス。
【請求項１９】
　少なくとも１つの脊髄分節の屈曲を制限するためのシステムであって、
　上棘突起に連結するように適合され、右連結分節および左連結分節を有する、上テザー
構造と、
　下棘突起または仙骨に連結するように適合され、右連結分節および左連結分節を有する
、下テザー構造と、
　該上テザー構造の該右連結分節に接続可能な上端と、該下テザー構造の該右連結分節に
接続可能な下端とを有する、張力要素を含む、右柔軟部材と、
　該上テザー構造の該左連結分節に接続可能な上端と、該下テザー構造の該左連結分節に
接続可能な下端とを有する、張力要素を含む、左柔軟部材と
　を備える、システム。
【請求項２０】
　前記上下テザー構造は、実質的に非伸張性である、請求項１９に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記テザー構造は、隣接する上下棘突起の上面および下面を覆って配置されるように適
合される、細長いバンドを備える、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２２】
　各テザー構造の前記連結分節は、軸外荷重を最小限化するように、前記柔軟部材の前記
端の中心付近で前記張力部材に接続される、請求項２１に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記上テザー構造の１つの連結分節は、埋込の前に一方の柔軟部材に取り付けられ、前
記下テザー構造の１つの連結分節は、埋込の前に他方の柔軟部材に取り付けられる、請求
項１９に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記柔軟部材はそれぞれ、前記張力要素を覆う鞘をさらに備える、請求項１９に記載の
システム。
【請求項２５】
　前記柔軟部材はそれぞれ、伸長を限定する要素をさらに備える、請求項１９に記載のシ
ステム。
【請求項２６】
　前記伸長限界は、１０ｍｍを越える前記張力要素の伸長を防止する、請求項２５に記載
のシステム。
【請求項２７】
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　前記張力要素はそれぞれ、上テザーコネクタおよび下テザーコネクタを有するコイルバ
ネを備える、請求項１９に記載のシステム。
【請求項２８】
　前記テザーコネクタの一方は、調整可能な取付のために適合され、他方は、固定した取
付のために適合される、請求項２７に記載のシステム。
【請求項２９】
　前記コイルバネおよびテザーコネクタは、単一片の材料から形成される、請求項２７に
記載のシステム。
【請求項３０】
　前記コイルバネおよびテザーコネクタは、メタルブランクから鋳造、機械加工、または
切断される、請求項２７に記載のシステム。
【請求項３１】
　前記コイルバネおよびテザーコネクタは、ポリマー材料から成形、機械加工、または切
断される、請求項２７に記載のシステム。
【請求項３２】
　前記張力要素は、前記テザーコネクタを画定するように、上端および下端において形成
された特徴を有する、機械加工またはレーザ切断されたチタンストックを備える、請求項
２７に記載のシステム。
【請求項３３】
　一方の特徴は、一方のテザー構造の連結分節を調整可能に受容するための回転式ローラ
を有する、横穴を備える、請求項３２に記載のシステム。
【請求項３４】
　他方の特徴は、他方のテザー構造の連結分節を固定して受容するためのピンを有する、
横穴を備える、請求項３３に記載のシステム。
【請求項３５】
　前記張力要素はそれぞれ、３．７５Ｎ／ｍｍから８．７５Ｎ／ｍｍの範囲のバネ定数を
有する、請求項２７に記載のシステム。
【請求項３６】
　前記張力要素はそれぞれ、上テザーコネクタおよび下テザーコネクタを有する、エラス
トマー本体を備える、請求項１９に記載のシステム。
【請求項３７】
　前記エラストマー本体は、前記テザーコネクタを画定する別個の上下通路を有する、ビ
ームを備える、請求項３６に記載のシステム。
【請求項３８】
　前記エラストマー本体は、前記テザーコネクタを画定する中央開口部を有する、リング
を備える、請求項３６に記載のシステム。
【請求項３９】
　前記エラストマー本体は、上下端キャップを有する本体を備える、請求項３６に記載の
システム。
【請求項４０】
　前記エラストマー本体は、シリコーンゴムを備える、請求項３６に記載のシステム。
【請求項４１】
　前記エラストマー本体は、剛性値を安定させるように張力を事前に繰り返し与えられる
、請求項４０に記載のシステム。
【請求項４２】
　前記エラストマー本体は、３．７５Ｎ／ｍｍから８．７５Ｎ／ｍｍの範囲の剛性値を有
する、請求項４０に記載のシステム。
【請求項４３】
　各エラストマー本体の一方の端に調整可能に接続されるコードをさらに備え、該コード
は、前記テザー構造に付着して締めつけの調整を可能にする、請求項３６に記載のシステ
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ム。
【請求項４４】
　前記上下テザーはそれぞれ、編組管を備え、前記エラストマー本体は、該管の一方の端
の中で固定される、請求項３６に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の引用）
　本願は、先の仮出願第６０／９３６，８９７号（２００７年６月２２日出願、代理人事
件番号０２６３９８－０００４００ＵＳ）の利益を主張する。この仮出願の全開示は、参
照により本明細書に援用される。
【０００２】
　本願は、出願第１１／０７６，４６９号（２００５年３月９日出願）に関係するもので
あるが、その優先権を主張するものではない。この出願（第１１／０７６，４６９号）は
、仮出願第６０／５５１，２３５号（２００４年３月９日出願）、出願第１１／７７７，
３６６号（２００７年７月１３日出願、代理人事件番号０２６３９８－０００１１０ＵＳ
）、
出願第１１／８２７，９８０号（２００７年７月１３日出願、代理人事件番号０２６３９
８－０００１２０ＵＳ）、ＰＣＴ出願第ＵＳ２００７／０８１８１５号（２００７年１０
月１８日出願、代理人事件番号０２６３９８－０００１３０ＰＣ）、ＰＣＴ出願第ＵＳ２
００７／０８１８２２号（２００７年１０月１８日出願、代理人事件番号０２６３９８－
０００１４０ＰＣ）、出願第１１／９７５，６７４号（２００７年１０月１９日出願、代
理人事件番号０２６３９８－０００１５０ＵＳ）の利益を主張する。これらの全開示は、
参照により本明細書に援用される。
【０００３】
　（１．発明の分野）
　本発明は、概して、医療方法および装置に関する。より具体的には、本発明は、背痛ま
たは他の脊髄の症状を有する患者の脊髄屈曲を制限するための方法およびデバイスに関す
る。
【背景技術】
【０００４】
　慢性腰痛の主な原因は、内部椎間板途絶としても知られる、椎間板起因の疼痛である。
椎間板起因の疼痛に苦しんでいる患者は、若年である傾向があり、そうでなければ、背部
に限局された疼痛を示す健康な個人である。椎間板起因の疼痛は通常、脊椎の下部腰椎椎
間板において発生する（図１）。疼痛は典型的に、患者が腰椎を屈曲させる（すなわち、
着席または前屈することによる）と悪化し、腰痛を伸張させる（すなわち、立位または後
方に弓なりにする）と緩和される。椎間板起因の疼痛は、かなり支障を来たし、一部の患
者にとっては、仕事をする、あるいは生活を楽しむ能力に劇的な影響を及ぼし得る。
【０００５】
　そのような椎間板起因の腰痛は、屈曲の不安定性と考えることができ、他の症状で発現
される屈曲の不安定性に関係する。これらの中で最も多く見られるものは、脊椎すべり症
であり、異常な分節の平行移動が分節の屈曲によって悪化する、脊髄の症状である。
【０００６】
　慢性的な椎間板起因の疼痛と診断された患者のための現在の治療代替案は、かなり限定
されている。多くの患者は、理学療法、マッサージ、抗炎症および鎮痛薬、筋肉弛緩剤、
および硬膜外ステロイド注射等の保存治療経路を辿るが、典型的には、有意な程度の疼痛
に苦しみ続ける。他の患者は、一般的に隣接する椎骨の癒合とともに椎間板切除術（椎間
板の除去）を必要とする、脊椎固定術を受けることを選択する。不可逆的で、費用がかか
り、高い罹患率と関連し、有効性が疑わしいため、癒合は通常、椎間板起因の疼痛に推奨
されない。しかしながら、その欠点にもかかわらず、椎間板起因の疼痛に対する脊椎固定
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術は、実行可能な代替案の不足により、普及したままである。
【０００７】
　実践で一般的に使用されていないが、ＦＤＡによって使用が承認されている代替方法は
、棘突起または他の椎骨要素を取り囲むことができ、それにより、運動に対する制限を生
成する、骨締結デバイスの適用である。医師は、典型的には、生体構造上で一定の高い力
を付与するデバイスに、張力または伸長を付与し、それにより、１つの位置で分節を固定
し、効果的に運動を許容しない。そのようなデバイスの適用後に許容される運動の欠如は
、付随して行なわれる癒合の可能性を向上させるのに有用であると考えられる。融合が効
かない場合、これらのデバイスは、デバイスの破損またはデバイスが取り付けられる棘突
起の破損を通して機能しなくなる。これらのデバイスは、静的適用のために設計されてお
り、運動の範囲にわたる屈曲に対する動的な弾性抵抗を許容するように設計されてない。
骨締結デバイスおよび上記の他の技法の目的は、関心の脊椎分節の測定可能な運動をほぼ
完全に制限することである。所与の分節における、この運動の損失は、隣接する分節にお
ける異常荷重および運動を引き起こし、最終的に、隣接する分節の分節不健全につながる
。
【０００８】
　近年、椎間板起因の疼痛に対する低侵襲的で潜在的により効果的な治療が提案されてい
る。実質的に無制限の脊椎の伸張を許容しながら脊髄屈曲を阻止する、脊椎インプラント
が設計されている。インプラントは、隣接する１対以上の棘突起を覆って配置され、屈曲
中に発生する棘突起の広がりに弾性的な制限を提供する。そのようなデバイスおよびそれ
らの使用方法は、２００５年９月２９日に公開され、本出願と共通する発明者らを有する
、特許文献１で説明されている。
【０００９】
　図２に図示されるように、'０１７出願で説明されるようなインプラント１０は、典型
的には、１対の柔軟部材１６によって接合される、上ストラップ構成要素１２および下ス
トラップ構成要素１４を備える。上ストラップ１２が、Ｌ４の棘突起ＳＰ４の最上部を覆
って配置されて示されている一方で、下ストラップ１４は、Ｌ５の棘突起ＳＰ５の底部に
わたって延在して示されている。柔軟部材１６は、典型的には、棘突起ＳＰ４およびＳＰ
５が屈曲中に離れていくにつれて、ケーブルが「弾性的に」または「柔軟に」引き離され
得るような方法で、非弾性ケーブル７６ａおよび７６ｂに取り付けられる、エラストマー
部材７２ａおよび７２ｂ（'０１７出願の図７）等の内部要素を含む。特に、柔軟性また
は弾性は、それぞれの端におけるストッパ要素７８ａ、７８ｂ、８０ａ、および８０ｂの
間でエラストマー部材７２ａおよび７２ｂを圧縮する、ケーブルによって提供される。こ
のようにして、インプラントは、屈曲に抵抗する力を提供する弾性張力を棘突起上で提供
する。力は、突起がさらに移動し、ゴムまたはエラストマーブロックがより圧縮されるに
つれて、増加する。通常、弾性または柔軟性の程度が、柔軟部材１６におけるエラストマ
ー部材の性質のみによって制御および提供され得るように、ストラップまたはケーブル自
体は、本質的に非柔軟性となる。
【００１０】
　数１００万の使用サイクルにわたって潜在的に頑丈であるが、'０１７出願の「圧縮性
」柔軟部材は、該明細書で説明される、比較的低い２５Ｎ／ｍｍから７５Ｎ／ｍｍの範囲
内の制御された弾性張力を提供することが困難となり得る。柔軟部材での圧縮性ゴムまた
はエラストマーブロックの使用もまた、達成することができるデバイス伸長の長さを限定
する。たとえブロックによって提供される初期圧縮が標的弾性抵抗範囲内であっても、ブ
ロックが上下のストラップ上の棘突起を引くことによってさらに圧縮されるにつれて、圧
縮性ブロックの剛性は、急速に上昇し、潜在的に標的範囲から外れることが予期される。
また、２５Ｎ／ｍｍ以上のそのような比較的「低い」剛性さえも、棘突起ならびに椎骨お
よび脊椎の他の部分に損傷または外傷のいくらかの危険性を与え得る。圧縮力を低減し、
圧縮長を増加させるために、圧縮性ブロックのサイズを増加し得る。しかしながら、圧縮
性ブロックのサイズを増加させると、デバイスの全体的なサイズを増加し、望ましくない
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。ストラップまたはケーブルに圧縮性ブロックの全長を横断させる必要性もまた、インプ
ラント構造のサイズおよび複雑性を増加させる。デバイスのサイズを増加させることが、
埋込がより困難になることを含む、多くの理由で望ましくない一方で、デバイスの複雑性
を増加させることは、不具合の危険性を増加させるため望ましくない。
【００１１】
　これらの理由で、改良型脊椎インプラント、および椎間板起因の疼痛に苦しむ患者の屈
曲を阻止する際のそれらの使用方法を提供することが望ましいであろう。改良型デバイス
が、比較的長い移動長さにわたっても、棘突起に対する比較的低い初期張力および屈曲に
対する比較的低い弾性抵抗を確実に、かつ繰り返し提供することができれば、特に望まし
いであろう。また、脊椎の椎骨への障害の危険性が最小限化されるべきである。加えて、
デバイスは、埋込を促進し、不具合の危険性を低減するために、減少した複雑性とともに
比較的小さいサイズを有するべきである。さらに、デバイスは、多数のサイクル（例えば
、最大で数１００万サイクル）を通して長期間（例えば、最大で複数年の埋込）にわたっ
て循環された後でも、機能し続けるように設計されるべきであり、そのようなもとして、
最小の塑性、すなわち低クリープを伴う、主に弾性的な挙動を示すべきである。これらの
目的のうちの少なくともいくつかは、以下で説明される本発明によって満たされる。
【００１２】
　（２．背景技術の説明）
　特許文献１を上記で説明した。特許文献２は、少なくとも１Ｎ／ｍｍから少なくとも２
００Ｎ／ｍｍの剛性を有することができ、棘突起を包むことを含む、多くの目的で使用す
ることができる、整形外科用テザーを説明している。関心の他の特許および公開された出
願は、米国特許第３，６４８，６９１号、第４，６４３，１７８号、第４，７４３，２６
０号、第４，９６６，６００号、第５，０１１，４９４号、第５，０９２，８６６号、第
５，１１６，３４０号、第５，１８０，３９３号、第５，２８２，８６３号、第５，３９
５，３７４号、第５，４１５，６５８号、第５，４１５，６６１号、第５，４４９，３６
１号、第５，４５６，７２２号、第５，４６２，５４２号、第５，４９６，３１８号、第
５，５４０，６９８号、第５，５６２，７３７号、第５，６０９，６３４号、第５，６２
８，７５６号、第５，６４５，５９９号、第５，７２５，５８２号、第５，９０２，３０
５号、第Ｒｅ．３６，２２１号、第５，９２８，２３２号、第５，９３５，１３３号、第
５，９６４，７６９号、第５，９８９，２５６号、第６，０５３，９２１号、第６，２４
８，１０６号、第６，３１２，４３１号、第６，３６４，８８３号、第６，３７８，２８
９号、第６，３９１，０３０号、第６，４６８，３０９号、第６，４３６，０９９号、第
６，４５１，０１９号、第６，５８２，４３３号、第６，６０５，０９１号、第６，６２
６，９４４号、第６，６２９，９７５号、第６，６５２，５２７号、第６，６５２，５８
５号、第６，６５６，１８５号、第６，６６９，７２９号、第６，６８２，５３３号、第
６，６８９，１４０号、第６，７１２，８１９号、第６，６８９，１６８号、第６，６９
５，８５２号、第６，７１６，２４５号、第６，７６１，７２０号、第６，８３５，２０
５号、第７，０２９，４７５号、第７，１６３，５５８号、公開された米国特許出願第Ｕ
Ｓ　２００２／０１５１９７８号、第ＵＳ２００４／００２４４５８号、第ＵＳ２００４
／０１０６９９５号、第ＵＳ２００４／０１１６９２７号、第ＵＳ２００４／０１１７０
１７号、第ＵＳ２００４／０１２７９８９号、第ＵＳ２００４／０１７２１３２；ＵＳ２
００４／０２４３２３９号、第ＵＳ２００５／００３３４３５号、第ＵＳ２００５／００
４９７０８号、第ＵＳ２００６／００６９４４７号、第ＵＳ２００６／０１３６０６０号
、第ＵＳ２００６／０２４０５３３号、第ＵＳ２００７／０２１３８２９号、第ＵＳ２０
０７／０２３３０９６号、公開されたＰＣＴ出願第ＷＯ０１／２８４４２Ａ１号、第ＷＯ
０２／０３８８２Ａ２号、第ＷＯ０２／０５１３２６Ａ１号、第ＷＯ０２／０７１９６０
Ａ１号、第ＷＯ０３／０４５２６２Ａ１号、第ＷＯ２００４／０５２２４６Ａ１号、第Ｗ
Ｏ２００４／０７３５３２Ａ１、および公開された外国出願第ＥＰ０３２２３３４Ａ１号
、第ＦＲ２６８１５２５Ａ１号を含む。脊髄分節に適用される可撓性拘束部の機械的性質
は、Ｐａｐｐ　ｅｔ　ａｌ．（１９９７）　Ｓｐｉｎｅ　２２：１５１－１５５、Ｄｉｃ
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ｋｍａｎ　ｅｔ　ａｌ．（１９９７）　Ｓｐｉｎｅ　２２：５９６－６０４；ａｎｄ　Ｇ
ａｒｎｅｒ　ｅｔ　ａｌ．（２００２）　Ｅｕｒ．　Ｓｐｉｎｅ　Ｊ．Ｓ１８６－Ｓ１９
１、Ａｌ　Ｂａｚ　ｅｔ　ａｌ．（１９９５）　Ｓｐｉｎｅ　２０，Ｎｏ．１１，１２４
１－１２４４、Ｈｅｌｌｅｒ，（１９９７）　Ａｒｃｈ．　Ｏｒｔｈｏｐｅｄｉｃ　ａｎ
ｄ　Ｔｒａｕｍａ　Ｓｕｒｇｅｒｙ，１１７，Ｎｏ．１－２：９６－９９、Ｌｅａｈｙ　
ｅｔ　ａｌ．（２０００）　Ｐｒｏｃ．　Ｉｎｓｔ．　Ｍｅｃｈ．　Ｅｎｇ．　Ｐａｒｔ
　Ｈ：Ｊ．　Ｅｎｇ．　Ｍｅｄ．　２１４，Ｎｏ．５：４８９－４９５、Ｍｉｎｎｓ　ｅ
ｔ　ａｌ．，　（１９９７）　Ｓｐｉｎｅ　２２　Ｎｏ．１６：１８１９－１８２５、Ｍ
ｉｙａｓａｋａ　ｅｔ　ａｌ．（２０００）　Ｓｐｉｎｅ　２５，　Ｎｏ．６：７３２－
７３７、Ｓｈｅｐｈｅｒｄ　ｅｔ　ａｌ．（２０００）　Ｓｐｉｎｅ　２５，Ｎｏ．３：
３１９－３２３；Ｓｈｅｐｈｅｒｄ（２００１）　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｅｎｇ．　Ｐｈｙｓ
．　２３，Ｎｏ．２：１３５－１４１、およびＶｏｙｄｅｖｉｌｌｅ　ｅｔ　ａｌ（１９
９２）　Ｏｒｔｈｏｐ　Ｔｒａｕｍａｔｏｌ　２：２５９－２６４で説明されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００５／０２１６１０１７号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００５／０１９２５８１号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明は、改良型脊椎インプラント、および医師が脊髄屈曲を制御することを所望し得
る、椎間板起因の疼痛および脊椎すべり症等の他の脊髄の症状の治療のために、脊髄屈曲
を制限する際のそれらの使用方法を提供する。インプラントおよび方法は、１対の椎骨、
典型的には、隣接する椎骨上の棘突起の間に、または、通常はＬ５上の棘突起と仙骨との
間に、弾性抵抗を付与することによって、少なくとも１つの脊髄分節の屈曲を動的に限定
することを特に目的とする。インプラントおよび方法の意図は、少なくともいくつかの程
度の測定可能な運動を許容する一方で、椎骨の間の運動を限定することである。このこと
は、隣接する椎骨分節に異常に荷重を与えることなく、関心の分節における屈曲を制限す
る。典型的には２５Ｎ／ｍｍ以下、好ましくは２０Ｎ／ｍｍ以下、通常は７．５Ｎ／ｍｍ
から２０Ｎ／ｍｍの範囲、および好ましくは１０Ｎ／ｍｍから１５Ｎ／ｍｍの範囲である
、脊髄分節の屈曲に対する非常に低い弾性抵抗を付与することによって、比較的剛な構造
および高い弾性抵抗を有する弾性構造を用いた制限から生じ得る、棘突起ならびに他の椎
骨および脊椎構造への障害の最小危険性とともに、効果的な鎮痛を達成できることが、本
明細書の発明者らによって見出されている。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の好ましい方法およびシステムは、脊髄分節の伸張に対する最小弾性抵抗を提供
し、好ましくは全く提供しない。本発明の好ましい方法およびシステムは通常、可撓性ス
トラップを介して棘突起に連結され、それは、棘突起の周囲でのそれらの配置およびそれ
らの可撓性質により、本発明の好ましい方法およびシステムが伸張に対する抵抗を提供す
ることを非常に困難にする。さらに、本発明のインプラントは通常、隣接する棘突起の間
に位置する構造を含まないが、場合によっては、脊椎が伸張を受ける際に、構造が棘突起
の集束を実質的に妨害または阻害しない構造が提供され得る。伸張に対する、ある少量の
弾性抵抗が見出される場合があるが、それは、好ましくは３Ｎ／ｍｍ以下、より好ましく
は１Ｎ／ｍｍ以下、および通常は０．５Ｎ／ｍｍ以下となる。
【００１６】
　同様に、本発明の好ましい方法およびシステムは、脊髄分節の横曲げまたは回転に対す
る最小弾性抵抗を提供し、好ましくは全く提供しない。本発明の好ましい方法およびシス
テムは通常、可撓性ストラップを介して棘突起に連結され、それは、棘突起の周囲でのそ
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れらの配置およびそれらの可撓性質により、本発明の好ましい方法およびシステムが横曲
げまたは回転に対する抵抗を提供することを非常に困難にする。これは特に、回転の運動
範囲が通常プラスマイナス３°である、腰椎に当てはまる。横曲げまたは回転に対する、
ある少量の弾性抵抗が見出される場合があるが、それは、好ましくは３Ｎ／ｍｍ以下、よ
り好ましくは１Ｎ／ｍｍ以下、および通常は０．５Ｎ／ｍｍ以下となる。
【００１７】
　本明細書で使用されるような、「脊髄分節」という語句は、脊椎全体と同様に機械的特
性を示す、脊椎の最小生理的運動単位を指す。脊髄分節はまた、２つの隣接する椎骨、椎
間板、およびそれらの間の全ての隣接靱帯および組織から成る、「機能的脊柱単位」（Ｆ
ＳＵ）とも呼ばれる。脊髄分節またはＦＳＵのより完全な説明については、Ｗｈｉｔｅ　
ａｎｄ　Ｐａｎｊａｂｉ，Ｃｌｉｎｉｃａｌ　Ｂｉｏｍｅｃｈａｎｉｃｓ　ｏｆ　ｔｈｅ
　Ｓｐｉｎｅ，Ｊ．Ｂ．Ｌｉｐｐｉｎｃｏｔｔ，Ｐｈｉｌａｄｅｌｐｈｉａ，１９９０を
参照されたい。
【００１８】
　本明細書で使用される場合、「中立位置」とは、患者の脊椎が弛緩立位で静止する位置
を指す。「中立位置」は、患者によって異なる。通常、そのような中立位置は、脊椎がわ
ずかな前方凸性およびわずかな後方凹性を有する、脊椎のわずかな湾曲または前弯によっ
て特徴付けられる。場合によっては、本発明の拘束部の存在は、中立位置を修正し得、例
えば、デバイスは、未治療の脊椎のわずかな伸張を有する新しい中立位置を画定する、初
期力を付与し得る。そのようなものとして、「中立位置」という用語の使用は、デバイス
の有無との関連で解釈されるものである。本明細書で使用されるような、「脊髄分節の中
立位置」とは、脊椎が中立位置にある時の脊髄分節の位置を指す。
【００１９】
　本明細書で使用される場合、「分節の屈曲」とは、患者が前屈する際の、脊髄分節にお
ける隣接する椎骨の間の運動を指す。図１Ａを参照すると、患者が脊椎の中立位置から、
すなわち、曲線軸Ａに対して右側に、前屈するにつれて、椎間板Ｄの前方部分が圧縮され
るように、前方側の個々の椎骨Ｌの間の距離が減少する。対照的に、後方側の個々の棘突
起ＳＰは、矢印Ｂによって示された方向に離れていく。したがって、分節の屈曲とは、患
者が図１Ａに図示された中立位置から前屈する際の、隣接する椎骨の間の相対移動を指す
。
【００２０】
　本明細書で使用されるような、「分節の伸張」とは、患者が後屈し、脊椎が図１Ａに図
示された中立位置から延びる際の、個々の椎骨Ｌの運動を指す。患者が後屈するにつれて
、個々の椎骨の前端が離れていく。隣接する椎骨上の個々の棘突起ＳＰは、矢印Ｂによっ
て示された方向とは反対の方向に、ともに近づいていく。
【００２１】
　本明細書で使用されるような、「弾性抵抗」という語句は、棘突起の増加した運動がよ
り大きい拘束力をもたらすように、連続的な、通常は隣接する棘突起の間の運動に抵抗す
るための拘束力の付与を指す。弾性抵抗は、本明細書で説明される本発明では、変形時に
、棘突起に、または１つ以上の棘突起および仙骨に直接伝達される拘束力を生成すること
によって、個々の脊髄分節の運動を阻止する。弾性抵抗は、剛性の単位で、通常は、１ミ
リメートル当たりのニュートン（Ｎ／ｍｍ）等の、たわみあたりの力の単位で表すことが
できる。場合によっては、弾性抵抗は、概して、棘突起または棘突起および仙骨の予測さ
れる運動範囲にわたって、一定（プラスマイナス５％）となる。他の場合においては、典
型的には、以下で論議されるようなエラストマー構成要素により、弾性抵抗は、非線形と
なってもよく、潜在的に、生理的運動範囲にわたって初期抵抗の３３％から１００％まで
さまざまである。通常、本明細書で説明される本発明では、中間または直立位から最大屈
曲・曲がり位置まで広がる棘突起の術前運動範囲は、２ｍｍから２０ｍｍ、典型的には４
ｍｍから１２ｍｍの範囲となる。デバイスが埋め込まれると、中間または直立位から最大
屈曲・曲がり位置まで広がる棘突起の術後運動範囲は、縮小され、通常、１ｍｍから１０
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ｍｍ、典型的には２ｍｍから５ｍｍの範囲となる。そのような棘突起の広がりは、デバイ
スに同様の規模の変形を受けさせる。
【００２２】
　本発明の第１の具体的側面では、少なくとも１つの脊髄分節の屈曲を制限するための方
法は、上棘突起に連結される上端と、下棘突起または仙骨の一部に連結される下端とを有
する、拘束構造を埋め込むステップを含む。拘束構造は、上記で説明される範囲の脊髄分
節の中立位置を越える屈曲に対する弾性抵抗を提供する。好ましくは、拘束構造は、典型
的には上記で説明される力以下である、中立位置を越える脊髄分節の伸張に対する抵抗を
実質的に全く提供しない。拘束構造は、上棘突起を覆って、または通って上テザー構造を
配置し、下棘突起または仙骨の一部を覆って、または通って下テザー構造を配置すること
によって埋込まれ得る。テザー構造は、好ましくは非伸張性であり、屈曲に対する所望の
弾性抵抗を提供する、少なくとも１つの柔軟部材によって接合される。例示的実施形態で
は、上下テザー構造は、脊髄分節の正中線の右側および左側に対称的に配置される、１対
の柔軟部材によって接合され、その場合、各柔軟部材は、脊髄分節に付与される全弾性抵
抗の約２分の１を提供する。つまり、個々の柔軟部材は、好ましくは、１２．５Ｎ／ｍｍ
以下、通常は１０Ｎ／ｍｍ以下、典型的には３．７５Ｎ／ｍｍから８．７５Ｎ／ｍｍの範
囲、および好ましくは５Ｎ／ｍｍから７．５Ｎ／ｍｍの範囲の弾性抵抗を提供する。
【００２３】
　本発明の拘束構造によって付与される屈曲に対する弾性抵抗は、脊髄分節が中立位置を
越えて移動すると及ぼされ、拘束構造の弾性的特性、棘突起上の拘束構造の位置、拘束構
造の寸法、および患者の生体構造および動作を含む、いくつかの要因に依存する。拘束構
造は通常、上下のテザーが棘突起の中間の前方領域に係合するように位置付けられ、拘束
構造の寸法は通常、脊髄分節がその中立位置にあり、すなわち、屈曲およびがない時に、
テザーが張り詰めており、すなわち、たるみがないが、張力（軸方向荷重）が本質的にな
い状態となるように、調整される。分節が中立位置を越えて屈曲するにつれて、拘束構造
は、上記で説明される範囲の弾性抵抗を即座に提供する。
【００２４】
　場合によっては、構造物の寸法および組立は、柔軟部材が荷重を受ける前に、テザーお
よび柔軟部材がわずかに事前緊張されるように選択される。したがって、拘束構造は、脊
髄分節が中立位置から屈曲するとすぐに、典型的には、５Ｎから２５Ｎの範囲の所定の抵
抗力を付与する。そのような事前緊張がない場合は、柔軟部材は、荷重を受ける瞬間にゼ
ロ抵抗力を付与する。全ての場合において、分節が治療された中立位置を越えて屈曲する
につれて、拘束構造は、上記で説明される範囲の増加する弾性抵抗を提供する。
【００２５】
　通常、拘束構造は、脊髄分節が中立位置にある時に、最小の力を付与するか、または全
く付与しない。しかしながら、場合によっては、脊髄分節が中立位置にとどまっている間
に、屈曲前でも比較的低い有限の力（典型的には１Ｎから２５Ｎ、通常は５Ｎから１５Ｎ
の範囲）が付与されるように、棘突起を覆って拘束構造をきつく締めることが望ましいこ
とがある。
【００２６】
　結果として生じる低い力が、潜在的疼痛または不安定性を改善するのに十分に、拘束構
造が屈曲に抵抗することを可能にし、過剰な力による損傷の危険性を低減するので、本発
明の拘束構造によって与えられる比較的低い弾性抵抗は有利である。特に、上記で説明さ
れる好ましい弾性抵抗範囲は、有意な安全性限界が損傷の危険性を回避することを可能に
しながら、典型的な患者における屈曲の有意な変化を達成するのに十分な拘束を提供する
。本発明の拘束部によって提供される弾性抵抗は、屈曲関連の疼痛および脊椎の不安定性
の両方を軽減するのに望ましい、治療した脊髄分節上の棘突起の分離を限定する。
【００２７】
　本発明の弾性拘束部によって提供される、屈曲に対する抵抗は、拘束部がない場合の角
度運動範囲（ＲＯＭ）に対して、角度ＲＯＭを縮小する。角度ＲＯＭは、分節が屈曲を受
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ける時の、治療した分節の上椎体の下終板と治療した分節の下椎体の上終板との間の角度
の変化である。したがって、本発明の弾性拘束部によって得られる治療は、治療した分節
の比較的低い角度ＲＯＭを提供するが、典型的には、癒合した分節よりも高いＲＯＭであ
る。
【００２８】
　本発明の拘束構造は、屈曲を限定するが、脊椎固定術および脊椎スペーサの固定化と対
照的に、本発明の方法およびデバイスが制御された程度の屈曲が起こることを可能にする
ことに注目することが等しく重要である。典型的には、本発明の方法およびデバイスは、
拘束部がない場合に観察される屈曲の少なくとも約２５％に等しく、より典型的には、少
なくとも約５０％である、屈曲度を許容する。屈曲を低減するが排除しないことによって
、増加した疼痛、椎骨変性、隣接する分節における不安定性等の、癒合と関連する問題が
克服され得る。
【００２９】
　場合によっては、本発明の拘束構造は、隣接する分節に対して「緩い」脊髄分節の剛性
を修復するように作用する。しばしば、屈曲関連の疼痛または不安定性がある患者は、疼
痛を伴う分節における特定の弛緩または緩みに苦しむ。患者が前屈または着席すると、疼
痛を伴う緩い分節は、より堅い隣接する分節に対して優先的に屈曲する。脊髄分節がその
中立位置にある時に張り詰めた状態になるように、本発明のデバイスを調整することによ
って、患者が脊椎に屈曲を付与し始めるにつれて、治療した分節の剛性を即座に「正常化
」することができる。したがって、標的脊髄分節の早期および／または過剰屈曲を阻止ま
たは排除することができる。
【００３０】
　本発明のプロトコルおよび装置は、治療の個別化を可能にする。異なる剛性、伸長（移
動の長さ）、および他の特性を伴う柔軟部材を、症状に基づいて特定の患者に選択するこ
とができる。例えば、標的脊髄分節における剛性の重度の損失に苦しむ患者は、さらなる
弾性抵抗を提供するデバイスで治療され得る。逆に、天然の分節の剛性の最小損失しかな
い患者は、より少ない弾性抵抗を提供するデバイスで治療することができる。同様に、よ
り体が大きい患者には、より大きい最大伸長を有する柔軟部材が有益であり得る一方で、
より体が小さい患者には、より短い最大伸長を有する柔軟部材が有益であり得る。
【００３１】
　一部の患者、特に、天然の分節の剛性の大部分または全てを失った、非常に緩い脊髄分
節を有する患者については、本発明は、拘束構造の「事前緊張」を提供することができる
。上記のように、これを達成するための１つの方法は、脊椎がその中立位置またはわずか
に伸張した初期位置にある時に、少量の張力が拘束構造によって保持されるように、拘束
構造を短縮することによるものである。代替として、その長さを変化させることなく拘束
構造を事前緊張するように、事前緊張された柔軟要素を提供することができる。コイルバ
ネ、エラストマー本体、および同等物等の、本発明の柔軟部材で使用される張力または圧
縮要素は、それらが最初に変形された時に、典型的には、弾性抵抗を少ししか、または全
く示さない。したがって、脊髄分節が治療的抵抗を受容する前に、ある程度の柔軟部材の
伸長が生じる。さらに即座の緩和を提供するために、張力または圧縮部材は、変形を開始
するように克服されなければならない初期静的抵抗力を有するように、事前緊張され得る
。このようにして、拘束された脊髄分節は、患者が脊椎を屈曲し始める瞬間に屈曲せず、
それは、緩い脊髄分節を治療する時の利点である。そのような事前緊張を達成するための
、ある具体的実施形態を以下で詳細に説明する。
【００３２】
　本発明の第２の具体的側面では、少なくとも１つの脊髄分節の屈曲を制限するためのデ
バイスは、少なくとも１つの上棘突起および少なくとも１つの下棘突起を連結するように
適合される、拘束部を備える。拘束部は、術中に、棘突起または棘突起および仙骨を覆っ
た締め付けを可能にするように調整可能である、少なくとも１つの寸法を有する。拘束部
はまた、上記で説明される範囲の中立位置を越える脊髄分節の屈曲に対する弾性抵抗も提
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供する。好ましくは、拘束部は、上記で説明される限界内の中立位置を越える伸張に対す
る弾性抵抗を、少ししか、または全く提供しない。通常、拘束部は、上棘突起に連結され
るように適合される上テザー構造と、下棘突起または仙骨に連結されるように適合される
下テザー構造とを備える。テザー構造は、バンド、ケーブル、コード、ストラップ、編組
、網目状の物、または同等物等の、単一の連続セグメントであり得る。代替として、テザ
ー構造は、直列で、並列で、または任意の他の構成で取り付けられる、２つ以上の個々の
構成要素を備えてもよい。典型的には、テザー構造は、軸力を受けた時に本質的に非伸張
性であり、典型的には、１００Ｎの力を受けた時に、５％未満伸長し、通常は２％未満伸
長するように、非柔軟性である。１対の棘突起または棘突起および仙骨を横断する、その
ようなテザー構造の適用との関連で、そのような伸長は、典型的には、２ｍｍ未満、通常
は１ｍｍ未満である。好ましくは、本発明のデバイスは、テザー構造が棘突起または棘突
起および仙骨を覆って配置されると、脊髄分節の正中線の両側に対称的に位置するように
配設される、少なくとも２つの柔軟部材を備える。
【００３３】
　本発明の拘束構造は、長年にわたって、しばしば数１００万の使用サイクルにわたって
埋め込まれるため、本発明の弾性拘束部が寸法的に一定のままであり、一定の弾性的特性
を有することが望ましい。別個の柔軟部材を非柔軟性テザーまたはストラップと組み合わ
せることによって、特に、隣接する棘突起を拘束するための細長いポリマーケーブルを採
用する他の拘束構造に対して、デバイスの寸法安定性が向上される。本発明の実施形態で
は、柔軟部材を接合するテザーは、非伸張性となり、好ましくは５００Ｎ以上、より好ま
しくは２０００Ｎ以上の非常に高い引張強度を有する。そのような高い引張強度は、テザ
ー構造における「クリープ」（経時的な伸長）を最小限化するため、拘束部の埋込寿命に
わたってテザーによって寄与される、拘束部の全体的な伸長が、２ｍｍ未満、通常は１ｍ
ｍ未満、および好ましくは０．５ｍｍ未満となるように、好ましくは、生理的荷重を受け
ているテザーの長期クリープは、数１００万の使用サイクルまたは長年にわたって、１０
％未満、通常は５％未満、および好ましくは１％未満となる。織物ポリマーテザー等の織
物テザーの使用は、非荷重方向での可撓性のため、および繊維が荷重と整列した方向に配
向されるため、全く有利である。さらに、弾性伸長を柔軟部材に対し限定することによっ
て、材料および設計の適切な選択により、寸法安定性を向上させることができる。
【００３４】
　本発明の第３の具体的側面では、少なくとも１つの脊髄分節の屈曲を制限するためのシ
ステムは、上テザー構造と、下テザー構造と、右柔軟部材と、左柔軟部材とを備える。上
テザー構造は、上棘突起に連結するように適合され、右連結分節および左連結分節を含む
。通常、テザー構造は、埋め込まれた後に生じる軸方向荷重を受けている時に、少ししか
伸縮しないように、非常に可撓性だが本質的に非伸張性となる。伸張性に対する特定の限
度を上記で説明している。下テザー構造は、同様の性質を有し、下棘突起または仙骨に連
結するように適合される。右柔軟部材は、上テザー構造の右連結分節に接続可能な上端と
、下テザー構造の右連結分節に接続可能な下端とを有する、張力要素を含む。左柔軟部材
は、上テザー構造の左連結分節に接続可能な上端と、下テザー構造の左連結要素に接続可
能な下端とを有する、張力要素を含む。したがって、屈曲を制限するためのシステムは、
１対の連続または隣接する棘突起を覆って、または、典型的にはＬ５である下部椎骨の棘
突起および仙骨を覆って、対称的に埋め込まれ得る。通常、テザー構造は、軸外荷重を最
小限化するように、柔軟部材の中心付近で張力部材に接続される。しかしながら、他の実
施形態では、接続は、中心外で行なわれ得る。
【００３５】
　埋込を簡単にするために、テザー構造のうちのそれぞれの１つのインプラントは通常、
２つの柔軟部材のうちのそれぞれの張力要素の一方の端に事前に取り付けられる。通常、
事前に取り付けられた端は、固定して取り付けられる。各テザー構造の他方の自由端は通
常、以下でより詳細に説明されるように、他方の柔軟部材の一部である、調整可能な接続
要素または構成要素の中で受容される。調整可能な接続要素は、好ましくは、可逆的に調
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整可能となり、両方の構成要素を損傷することなく、柔軟部材に対するテザーの位置付け
および再位置付けを可能にする。そのような調整部材の特に好ましい実施例は、以下で詳
細に説明されるローラである。随意で、柔軟部材は、張力要素を覆う鞘を備えてもよい。
随意で、鞘は、鞘がコイルと相互作用する（例えば、挟持または摩耗によって）ことを防
止する、バッテンを組み込んでもよい。さらに随意で、柔軟部材はそれぞれ、コードまた
は同等物等の伸長を限定する要素を備えてもよい。通常、そのような伸長限界は、その中
立の非応力状態を越える、２０ｍｍまで、好ましくは１０ｍｍまでの張力要素の伸長を防
止する。
【００３６】
　本発明のシステムの特定の実施形態では、張力要素はそれぞれ、上テザーコネクタおよ
び下テザーコネクタを有する、コイルバネを備える。各張力要素上のテザーコネクタの一
方が、固定した取付のために適合される一方で、他方は、調整可能な取付のために適合さ
れる。通常、コイルバネおよびテザーコネクタは、メタルブランクまたはメタルロッド等
の単一片の材料から形成される。代替として、それらは、単一ポリマーブランクから形成
され得る。調整可能なコネクタは、他方の柔軟部材から自由テザー構造の連結分節を調整
可能に受容するための回転式ローラを備え得る。本発明のシステムの第２の特定の実施形
態では、張力要素は、上テザーコネクタおよび下テザーコネクタを有する、エラストマー
本体を備える。エラストマー本体は、典型的には、テザーコネクタを画定するように別個
の上下通路を有する、ビームを備える。代替として、エラストマー本体は、両方のテザー
コネクタを画定する中央開口部を有する、リングを備え得る。エラストマー本体は、シリ
コーンゴム、ならびに種々の熱可塑性プラスチックおよび熱硬化性エラストマー等の、比
較的低いデュロメータを有するエラストマーを備える。好ましい側面では、エラストマー
本体は、剛性値を安定させるように、事前に繰り返し緊張され得る。剛性値は、典型的に
は、上記で説明される範囲となる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】図１は、棘突起（ＳＰ）、面関節（ＦＪ）、椎弓板（Ｌ）、横突起（ＴＰ）、お
よび仙骨（Ｓ）を含む、脊椎の腰部を図示する概略図である。
【図１Ａ】図１Ａは、矢状面に沿って得られた、脊椎の腰部の一部分を図示する概略図で
ある。
【図２】図２は、ＵＳ２００５／０２１６０１７Ａ１で説明されている種類の脊椎インプ
ラントを図示する。
【図３】図３は、上下テザー構造と、左右柔軟部材とを備える、本発明のシステムの概略
図である。
【図４】図４は、例示的コイルバネ張力部材を図示する。
【図５Ａ】図５Ａおよび５Ｂは、鞘および図４のコイルバネ張力部材を覆った鞘の配置を
図示する。
【図５Ｂ】図５Ａおよび５Ｂは、鞘および図４のコイルバネ張力部材を覆った鞘の配置を
図示する。
【図６Ａ】図６Ａ－６Ｃは、テザー構造のバンド部材を取り外し可能に固定するための、
図４の張力部材に組み込まれた繋止機構の使用を図示する。
【図６Ｂ】図６Ａ－６Ｃは、テザー構造のバンド部材を取り外し可能に固定するための、
図４の張力部材に組み込まれた繋止機構の使用を図示する。
【図６Ｃ】図６Ａ－６Ｃは、テザー構造のバンド部材を取り外し可能に固定するための、
図４の張力部材に組み込まれた繋止機構の使用を図示する。
【図７Ａ】図７Ａ－７Ｃは、本発明の原理による、柔軟部材に組み込むために好適な第２
の例示的張力要素を図示する。この実施形態では、張力要素は、テザーコネクタを画定す
る上下通路を有する、エラストマー本体を備える。
【図７Ｂ】図７Ａ－７Ｃは、本発明の原理による、柔軟部材に組み込むために好適な第２
の例示的張力要素を図示する。この実施形態では、張力要素は、テザーコネクタを画定す
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る上下通路を有する、エラストマー本体を備える。
【図７Ｃ】図７Ａ－７Ｃは、本発明の原理による、柔軟部材に組み込むために好適な第２
の例示的張力要素を図示する。この実施形態では、張力要素は、テザーコネクタを画定す
る上下通路を有する、エラストマー本体を備える。
【図８Ａ】図８Ａ－８Ｃは、本発明の原理による、柔軟部材に組み込むために好適な第３
の例示的張力要素を図示する。この実施形態では、張力部材は、上下テザーコネクタを画
定する単一中央開口部を有する、リングを備える。
【図８Ｂ】図８Ａ－８Ｃは、本発明の原理による、柔軟部材に組み込むために好適な第３
の例示的張力要素を図示する。この実施形態では、張力部材は、上下テザーコネクタを画
定する単一中央開口部を有する、リングを備える。
【図８Ｃ】図８Ａ－８Ｃは、本発明の原理による、柔軟部材に組み込むために好適な第３
の例示的張力要素を図示する。この実施形態では、張力部材は、上下テザーコネクタを画
定する単一中央開口部を有する、リングを備える。
【図８Ｄ】図８Ｄ－８Ｇは、本発明の原理による、柔軟部材に組み込むために好適な第４
の例示的張力要素を図示する。この実施形態では、張力部材は、上下テザーコネクタに取
り付けるための上下キャップ部材を有する、エラストマー本体を備える。
【図８Ｅ】図８Ｄ－８Ｇは、本発明の原理による、柔軟部材に組み込むために好適な第４
の例示的張力要素を図示する。この実施形態では、張力部材は、上下テザーコネクタに取
り付けるための上下キャップ部材を有する、エラストマー本体を備える。
【図８Ｆ】図８Ｄ－８Ｇは、本発明の原理による、柔軟部材に組み込むために好適な第４
の例示的張力要素を図示する。この実施形態では、張力部材は、上下テザーコネクタに取
り付けるための上下キャップ部材を有する、エラストマー本体を備える。
【図８Ｇ】図８Ｄ－８Ｇは、本発明の原理による、柔軟部材に組み込むために好適な第４
の例示的張力要素を図示する。この実施形態では、張力部材は、上下テザーコネクタに取
り付けるための上下キャップ部材を有する、エラストマー本体を備える。
【図８Ｈ】図８Ｈおよび８Ｉは、張力および圧縮柔軟部材の両方に組み込むために好適な
エラストマー張力要素の代替実施形態を図示する。
【図８Ｉ】図８Ｈおよび８Ｉは、張力および圧縮柔軟部材の両方に組み込むために好適な
エラストマー張力要素の代替実施形態を図示する。
【図９Ａ】図９Ａ－９Ｂは、本発明の原理による、柔軟部材としての使用に好適な第５の
例示的張力要素を図示する。この実施形態では、張力要素は、一体上下テザー構造コネク
タを有する、Ｓ字形バネを備える。
【図９Ｂ】図９Ａ－９Ｂは、本発明の原理による、柔軟部材としての使用に好適な第５の
例示的張力要素を図示する。この実施形態では、張力要素は、一体上下テザー構造コネク
タを有する、Ｓ字形バネを備える。
【図１０Ａ】図１０Ａおよび１０Ｂは、本発明の原理による、柔軟部材としての使用に好
適な第６の例示的張力要素を図示する。この実施形態では、張力要素は、レバーアームま
たはカム繋止テザーコネクタを有し、バネを保護するための編組鞘を含む、らせんバネを
備える。
【図１０Ｂ】図１０Ａおよび１０Ｂは、本発明の原理による、柔軟部材としての使用に好
適な第６の例示的張力要素を図示する。この実施形態では、張力要素は、レバーアームま
たはカム繋止テザーコネクタを有し、バネを保護するための編組鞘を含む、らせんバネを
備える。
【図１０Ｃ】図１０Ｃおよび１０Ｄは、コイルバネ張力部材をコネクタに接合するための
代替的方法を図示する。
【図１０Ｄ】図１０Ｃおよび１０Ｄは、コイルバネ張力部材をコネクタに接合するための
代替的方法を図示する。
【図１１】図１１は、コイルバネ張力部材を上下コネクタ部材に接続するための特定の技
法を図示する。
【図１２Ａ】図１２Ａおよび１２Ｂは、鞘が、張力要素との鞘の相互作用を最小限化し、
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および／または張力を受けたアセンブリの最大伸長を限定する要素を含む、図１０Ａおよ
び１０Ｂに示されたものと同様の拘束アセンブリを図示する。
【図１２Ｂ】図１２Ａおよび１２Ｂは、鞘が、張力要素との鞘の相互作用を最小限化し、
および／または張力を受けたアセンブリの最大伸長を限定する要素を含む、図１０Ａおよ
び１０Ｂに示されたものと同様の拘束アセンブリを図示する。
【図１３Ａ】図１３Ａおよび１３Ｂは、最大伸長を潜在的に限定することもできる、アコ
ーディオン型鞘を図示する。
【図１３Ｂ】図１３Ａおよび１３Ｂは、最大伸長を潜在的に限定することもできる、アコ
ーディオン型鞘を図示する。
【図１４Ａ】図１４Ａおよび１４Ｂは、事前緊張された張力要素を有する、張力および圧
縮部材を図示する。
【図１４Ｂ】図１４Ａおよび１４Ｂは、事前緊張された張力要素を有する、張力および圧
縮部材を図示する。
【図１５Ａ】図１５Ａおよび１５Ｂは、事前緊張された張力および圧縮部材と事前緊張さ
れていない張力および圧縮部材との差異を図示する、力・変位グラフである。
【図１５Ｂ】図１５Ａおよび１５Ｂは、事前緊張された張力および圧縮部材と事前緊張さ
れていない張力および圧縮部材との差異を図示する、力・変位グラフである。
【図１６】図１６は、柔軟部材を隣接する棘突起に連結するための剛なフレームワークを
組み込む、棘突起拘束構造を図示する。
【図１７】図１７は、それぞれが複数の個別連結要素を備える、上下テザー構造を有する
、棘突起拘束構造を図示する。
【図１８】図１８および１９は、柔軟部材と関連テザーとの間の変位および／または力の
測定値を提供する、指示器の使用を図示し、指示された情報は、棘突起拘束システムの初
期位置付けおよび／または性能の後続監視において有用である。
【図１９】図１８および１９は、柔軟部材と関連テザーとの間の変位および／または力の
測定値を提供する、指示器の使用を図示し、指示された情報は、棘突起拘束システムの初
期位置付けおよび／または性能の後続監視において有用である。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　本発明による例示的棘突起拘束部を、図３で概略的に図示する。システム１０は、上テ
ザー構造１２および下テザー構造１４と、右柔軟部材１６および左柔軟部材１８とを備え
る。上テザー構造１２は、参照することにより本明細書に組み込まれている、関連先行出
願でさらに詳細に説明されるように、典型的には、２つの柔軟部材の間に延在し、上棘突
起ＳＳＰの上面を覆って位置し、それに一致するように適合されるサドル領域２０を提供
する、連続的なバンド、ケーブル、ストラップ、コード、または他の構造となる。下テザ
ー構造１４は、典型的には、上テザー構造１２と完全に同じではないとしても同様に構築
され、下棘突起２２の下面を覆って位置し、それに一致するように適合されるサドル領域
２２を提供する、バンド、ケーブル、または同等物を備える。しかしながら、ある場合に
おいては、下テザー構造１４は、それらの下端においてアンカ１５ａおよび１５ｂを有し
、下椎骨、またはより一般的には仙骨に別々に取り付けられるように適合される、破線で
示された別個のバンド、ケーブル、ストラップ、コード、または同等物１４ａおよび１４
ｂを備えてもよい。下方取付のためのそのような別個のテザー構造の使用は、同時係属出
願１１／８２７，９８０（代理人整理番号第０２６３９８－０００１２０ＵＳ号）でより
詳細に説明されており、その全開示は、参照することにより本明細書に以前に組み込まれ
ている。テザー構造は通常、引張荷重の下で最小伸長を許容するように、可撓性だが効果
的に非柔軟性となる。
【００３９】
　左右柔軟部材１６および１８は通常、同様または同一の構造を有し、上下テザー構造１
２および１４の連結分節を固定するために、調整可能取付構成要素３２と、固定取付構成
要素３４とを含む。通常、各柔軟部材１６および１８は、固定取付構成要素３４に事前に
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取り付けられる、テザー構造１２および１４のうちの１つを有する。次いで、その全開示
が参照することにより組み込まれる、同時係属出願１１／８７５，６７４（代理人整理番
号第０２６３９８－０００１５０ＵＳ号）でより詳細に説明されるように、２つのサブア
センブリは、棘突起の対向側上に導入することができ、テザー構造は、棘突起を覆って配
置するか、あるいは椎体に取り付けることができる。
【００４０】
　本発明は、特に、張力要素３０の性質に関係し、多数の具体的実施形態を以下で説明す
る。一般に、矢印３６によって示された方向に、取付部３２および３２を通して、上下テ
ザー構造１２および１４によって張力が付与されるにつれて、張力要素３０は、弾性的に
伸長する。拘束された脊髄分節の屈曲中に、棘突起または棘突起および仙骨が離れていく
につれて、概して図３の破線で示されるように、上下テザー構造１２および１４も離れて
いく。張力要素３０は、張力部材の機械的性質によって決定される力で、広がりに弾性的
に抵抗する。特に、張力部材は、上記で説明される比較的低い範囲で、バネ定数としても
知られる、引張または弾性的剛性を有するように選択される。そのような低い弾性収縮力
は、上記で説明されるような高い弾性力による完全制限または収縮と比較すると、多数の
利点を提供する。
【００４１】
　本発明の原理に従って構築された第１の例示的張力要素４０を、図４、５Ａ、および５
Ｂに図示する。張力要素４０は、単一片の材料から形成されたらせんバネ構造４１を備え
る。張力部材４０は、調整可能テザーコネクタ４２と、固定テザーコネクタ４４とを含み
、その両方は、好ましくは、らせんバネ構造４１と一体化して、または一体となって形成
される。典型的には、らせんバネ構造４１および両方のテザーコネクタ４２および４４は
、通常はチタン等の金属であるが、随意で、ポリマー、セラミック、強化ガラス、または
他の複合材料、または、所望の弾性および機械的性質を有し、所望の形状に形成すること
が可能な他の材料である、一片の材料から形成される。好ましい実施形態では、張力部材
４０は、チタン棒から機械加工またはレーザ切断される。代替として、好適なポリマー材
料は、ポリエチレンエーテルケトン（ＰＥＥＫ）となる。応力緩和穴４６等の他の特徴が
、張力部材４０に組み込まれ得る。調整可能テザーコネクタと嵌合する構成要素は、潜在
的に、ローラおよびロックナットを含み得る。そのような構成要素は、張力要素および調
整可能テザーコネクタと同じ材料で作製することができ（例えば、張力部材がチタンであ
ればチタン構成要素）、または、それらは異なる材料から作製することができる（例えば
、射出成形ＰＥＥＫ）。
【００４２】
　張力部材４０の外部は、図５Ａに図示されたエラストマー鞘５０等の保護カバーで覆わ
れてもよい。鞘５０は、コイルの巻きの間および要素の内部に、組織および身体物質が空
間の中へ侵入することを防止するために、図５Ｂに示されるように、張力部材４０の本体
を覆って配置され得る。
【００４３】
　図６Ａから６Ｃに図示されるように、テザー構造５２の自由端５３は、調整可能テザー
コネクタ４２に取り付けられ得る。最初に、スロット５６が、コネクタ４２の最上部の入
口開口部５８およびコネクタの側面の出口開口部６０と整列するように、バレル繋止機構
５４が回転可能に整列される。入口開口部５８は、中央に位置し、柔軟部材上で主要軸方
向荷重を提供し、それにより、柔軟部材に均一に荷重を与え、上記で説明される利点を有
する。次いで、テザー５２の自由端５５は、図６Ｃに示されるように、入口開口部５８、
スロット５６、および出口開口部６０を通って前進させられる。次いで、バレルロック５
４を９０°から１８０°回転させることによって、テザー５２は、図６Ａに示されるよう
に、コネクタ４２の中で定位置に繋止される。この単純な繋止機構は、テザーを定位置で
繋止する前に、テザー５２が個々の患者にとって適切に引っ張られることを可能にするこ
とが、理解されるであろう。次いで、テザーおよびローラを定位置で繋止するために、繋
止特徴、例えば、位置決めネジ、ナット、または、またはピン（図示せず）が使用され、
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展開または開放に対する付加的な抵抗を提供する。引張は、拘束アセンブリの埋込中に、
別々に、および／または同時に行うことができる。ピン、段部、または、ローラまたはロ
ックナットの移動を制御する他の特徴等の、機構の付加的な特徴は、機構の整列および動
作を支援し得る。
【００４４】
　別のテザー構造（図示せず）は、典型的にはピン（図示せず）を使用して、張力要素４
０の他方の端において固定コネクタ４４に取り付けられる。ピンは、１対の受容穴６２の
中で固着されてもよく、テザーの自由端は、ピンの上に巻きつけられてしっかりと取り付
けられ得る。通常、固定テザー構造は、１つのテザー構造が固定テザーコネクタに取り付
けられ、治療医が１対の張力部材のうちのそれぞれを埋め込むことができるように、製造
時に事前に取り付けられる。次いで、各テザー構造５２の残りの自由端は、概して図３に
示されるようなパターンで、棘突起の周囲に配備され得る（または、仙骨に取り付けられ
得る）。
【００４５】
　エラストマー本体６８を備える代替的張力要素６６を図７Ａ－７Ｃに図示する。エラス
トマー本体６８は、１対のリングコネクタ７２および７４によって接合される、中央引張
分節７０を備える。構造全体は、上記で説明されるように、所望の弾性的剛性またはバネ
力を提供する機械的性質を有する、エラストマー材料から成形または鋳造される。特に好
適なエラストマーは、シリコーンゴムであるが、他の熱可塑性プラスチックおよび熱硬化
性エラストマーも使用することができる。
【００４６】
　張力要素６６は、図７Ｂに示されるように、テザー構造７６および７８に接合され得る
。前の実施形態と同様に、各テザー構造７６および７８は、一方の端において一方の張力
要素６６に固定して取り付けられ、他方の端において他方の張力要素に調整可能に取り付
けられる。特に、上テザー構造７６の一方の端は、ピンまたはボルト８２でリングコネク
タ７２に取り付けられるシャックル８０の周りに巻きつくことによって、左張力部材６６
の上端に固定して取り付けられる。同様に、下テザー構造７８の一方の端は、シャックル
８２を使用して、右張力要素６６の下端でリングコネクタ７２に固定して取り付けられる
。
【００４７】
　対照的に、テザー構造７６および７８の調整可能な取付は、図７Ｃに示されるように、
ナット８６およびピン８８アセンブリ上の嵌合面を備える繋止構造で、緩められるか、ま
たはきつく締められ得る、コード８４によって提供される。ピン８８は、リングコネクタ
７４の中で受容され、ネジ式カップ９０を定位置で保持する。ナット８６は、カップ９０
の中で螺合可能に受容され、ピン８８の嵌合面に対して軸方向に平行移動させることがで
きる。したがって、コード８４は、ナット８６が緩められると、アセンブリを自由に通過
させられ得る。いったん所望の張力がテザー構造７６または７８にかかると、コード８４
を定位置で保持するように、ナット８６をきつく締めることができる。
【００４８】
　張力要素１００のさらなる代替実施形態を図８Ａ－８Ｃに図示する。張力要素１００は
、大きい中央開口部１０４を有する、単一エラストマーリング構造１０２を備える。エラ
ストマーリングは、要素６６について上記で記載されるエラストマーのうちのいずれから
も形成することができる。１対の張力要素１００は、図８Ｂに示されるように、テザー構
造１０６によって定位置で保持され得る。テザー構造１０６の端は、連続円周構造を提供
するように、中央開口部１０４を通る輪状にされ得る。図８Ｂに図示されるように、構造
の円周長さの調整可能性がない。しかしながら、例えば、図８Ｃに図示されるように、圧
着構造１１０を使用して、ループがきつく締められ、次いで定位置で保持され得るように
、テザー端の少なくとも一方は、自由なままにされ得る。代替として、４つのテザー構造
を使用することができ、それぞれ、各リングの各端の周囲の永久閉ループの形で事前に取
り付けられる。次いで、２つの下構造を相互に取り付けることができ（例えば、圧着によ
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って）、２つの上構造を同様に相互に取り付けることができる。
【００４９】
　ここで図８Ｄ－８Ｇを参照すると、代替的エラストマー張力要素２００は、上キャップ
部材２０４および下キャップ部材２０６を有する、細長いエラストマー本体２０２を備え
る。本体２０２は、上記で記載されるエラストマーのうちのいずれかから形成され、対向
引張力がキャップ２０４および２０６にかけられると、伸長に対する弾性抵抗を提供する
。
【００５０】
　エラストマー張力要素２００は、図８Ｅおよび８Ｆで見られるように、上テザー構造２
１０および下テザー構造２１２に組み込まれ得る。テザー構造２１０および２１２のそれ
ぞれは、編組ポリマー、または他の実質的に非伸張性の布地、織物、あるいは他の材料か
ら形成され、典型的には、ポリエステルまたはポリエチレンから形成されている、鞘２１
４を備える。鞘は、略管状構造を有し、編組または他の織物構造は、それが半径方向に拡
張され、一方の端において弾性張力要素２００を収容することを可能にする。図８Ｇで最
も良く見られるように、弾性張力要素２００は、鞘２１４の端に配置され、鞘の外部を覆
って配置され、カラー２２２によって保持されるリングまたはバンド２２０によって固定
される。カラー２２２は、典型的には、ＰＥＥＫまたはチタン等の生物学的に不活性なポ
リマーまたは金属から形成され、引張荷重が鞘２１４にかけられるにつれて、鞘２１４か
らキャップ部材２０４および２０６、したがってエラストマー本体２０２に荷重を伝達す
る働きをする。
【００５１】
　上下テザー構造２１０および２１２は、種々の方法で接合することができるが、特に便
利な手法は、弾性張力要素２００を保持する鞘２１４の端において、接続ループ２３０を
形成することである。ループ２３０は、単に、鞘の端を伸縮させて折り畳み、熱融着、接
着剤、圧着、または同等物によって、端を鞘の本体に取り付けることによって、形成され
得る。ループが形成された後、２つのテザー構造２１０および２１２は、図８Ｆで最も良
く見られるように、対向テザー構造のループ２３０を通して各鞘２１４の遠位端２３２を
引き寄せることによって、棘突起を覆った配置のための連続ループに接合され得る。遠位
端を引くことによって、いったん適正な張力がテザー構造２１０および２１２に付与され
ると、遠位端は、典型的には、定位置で圧着することができるアンカ２３４を使用して、
定位置で固定され得る。必ずしもそうではないが、好ましくは、エラストマー本体２０２
の所望の伸長を許容するように、緩い領域２４０が保持リング２２０の間で鞘２１４の中
に提供される。
【００５２】
　図８Ｈおよび８Ｉは、本発明の棘突起拘束システムで使用するために好適である、エラ
ストマー張力および圧縮要素の特定の実施形態を図示する。図８Ｈでは、エラストマー張
力要素３００は、張力要素２００と同様に形成され、上キャップ部材３０４および下キャ
ップ部材３０６を有するエラストマー本体３０２を含む。張力部材３００はまた、典型的
には、張力部材をテザー構造に連結するために使用される、カラー３０８を含む。エラス
トマー本体３０２の弾性またはバネ定数を強化および制御するために、本体は、波形また
は「アコーディオン」外形で形成される。アコーディオン外形は、弾性の程度が、円筒外
形を有する同様のサイズのエラストマー本体に対して増加されることを可能にする。
【００５３】
　エラストマー圧縮部材３２０を図８Ｉに図示する。エラストマー圧縮部材３２０は、上
記で記載されるエラストマーのうちのいずれからも形成され得るが、多数の穴または空洞
３２２を有するように形成される。そのような穴または空洞を有するエラストマーの形成
は、後に空洞を定位置に残すように除去される材料とともに、エラストマーを成形または
押出することによって達成され得る。エラストマー本体３２０のそのような空洞の存在は
、部材の圧縮弾性を大きくするか、または制御するのに役立つ働きをする。外向きの矢印
によって示されるようなテザー構造への軸方向張力が、内向きの矢印によって示されるよ
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うに、エラストマー本体３２０を圧縮するように、典型的には、上下テザー部材３３０お
よび３３２は、本体を通過し、それぞれ、端キャップ３３４および３３６の対向端に固着
される。
【００５４】
　図９Ａ－９Ｂに図示されるような、別の屈曲制限システム１２０は、１対の板バネ構造
１２２を備え、そのそれぞれは、Ｓ字形中心部分１２２と、２つのテザーコネクタ１２６
とを含む。上下テザー構造１３０および１３２はそれぞれ、テザーコネクタ１２６の中で
調整可能に受容される、２つの自由端を有する。テザーコネクタ１２６のそれぞれは、図
９Ｂに示されるように、所望に応じてテザー構造への張力の調整を可能にするために、緩
めるか、またはきつく締められ得る、クランプ面１３２をともなうネジを含む。板バネ構
造１２２のＳ字形中心部分１２４は、金属、ポリマー、補強複合材料、または上記の範囲
内の弾性剛性またはバネ定数を提供するように製造することができる任意の他の材料から
、形成され得る。テザーコネクタ１２６は、中心部分１２４と一体化して、または一体と
なって形成されてもよく、または代替として、別々に形成され、接着剤、締結具、または
同等物を使用して接着され得る。
【００５５】
　ここで図１０Ａおよび１０Ｂを参照して、本発明の原理による、さらなる屈曲制限シス
テム１４０を説明する。全ての前述のシステムと同様に、システム１４０は、それぞれ上
下テザー構造１４４および１４６に取り付けられる、１対の柔軟部材１４２を備える。柔
軟部材１４２はそれぞれ、固定テザーコネクタ１４８と、調整可能テザーコネクタ１５０
とを備える。テザーコネクタ１４８および１５０は、織物鞘１５４内に封入されるコイル
バネ１５２（図１０Ｂで最も良く見られる）によって接合される。上テザー構造１４４が
、左側柔軟部材１４２上で固定テザーコネクタ１４８に固定して接続される一方で、下テ
ザー構造１４６は、右柔軟部材１４２上で固定コネクタ１４８に固定して接続される。調
整可能テザーコネクタ１５０のそれぞれは、隣接する棘突起を覆ってテザーをきつく締め
るか、または掴むことができるように、テザー構造１４４または１４６の自由端がその下
で前進させられることを可能にするように、図１０Ａに示されるように持ち上げられるか
、または開かれ得る、ラッチアームカムロック１５６を含む。いったんテザー構造１４４
または１４６が十分にきつく締められると、ラッチアーム１５６は、テザー構造１４４ま
たは１４６を定位置でしっかりと保持するように、図１０Ｂに示されるように閉じられ得
る。弛緩を防止するために、各ラッチアームカムロック１４６には、表面刻み、またはス
パイクあるいはシェブロン１５８等の他の把持特徴が提供され得る。
【００５６】
　図１０Ａおよび１０Ｂの実施形態では、コイルバネ１５２は、任意の従来の技法によっ
て、固定および調整可能テザーコネクタ１４８および１５０に固定され得る。しかしなが
ら、ある場合においては、図１１に示されるように、旋回可能または調整可能な接続部を
提供することが望ましいことがある。そこで、ボールジョイント１６０が、それぞれ、上
下コネクタ１６２および１６４上に形成され得る。コイルバネ１６６は、その間にユニバ
ーサルジョイントを提供するようにボールジョイントを覆って固定することができる、集
束端１６８を有し得る。
【００５７】
　コイルバネ張力部材は、種々の方法で、図１０Ａおよび１０Ｂのコネクタ１４８および
１５０等の、固定および調整可能テザーコネクタの両方に固定され得る。図１０Ｃおよび
１０Ｄに示されるように、テザーコネクタ２５０は、図１０Ｄに図示されるように、コイ
ルバネにねじ込むことができるネジ式受容構成要素２５４を使用して、コイルバネ２５２
の端に取り付けられ得る。ネジ式受容構成要素２５４は、典型的には、コイルバネ上の内
部溝に螺合可能に係合することによって、コイルバネと嵌合し、したがって、バネの端に
わたって張力を均一に広げる。随意で、または代替として、受容構成要素２５４は、定位
置で溶接すること、好適な接着剤によって定位置で保持すること、または、ネジ、リベッ
ト、または同等物等の種々の２次締結具によって定位置で保持することができる。
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【００５８】
　ここで図１２Ａおよび１２Ｂを参照して、可撓性制限システム１７０のさらに別の代替
構造を説明する。可撓性制限システム１７０は、あらゆる点で、前述のような可撓性制限
システム１４０と同一であり得る。しかしながら、メッシュ鞘の代わりに、可撓性制限シ
ステム１７０は、鞘と制限システムとの間の相互作用を低減し、ならびに、それぞれ固定
および調整可能テザーコネクタ１７４および１７６の最大軸方向分離を限定するように軸
方向拘束部を提供する、複数のバッテンまたはワイヤ１７２を有する鞘を含む。図１２Ａ
に示されるように、バッテン１７２は、外向きにたわんで、引張部材から鞘を遠ざけるよ
うに、軸方向に圧縮される。図１２Ｂでは、固定および調整可能テザーコネクタ１７４お
よび１７６は、最大軸方向分離まで移動しており、バッテン１７２を真っ直ぐにしている
。
【００５９】
　ここで図１３Ａおよび１３Ｂを参照して、本発明の原理により構築された、さらに別の
可撓性制限システム１８０を説明する。それぞれ固定および調整可能テザーコネクタ１８
２および１８４の移動とともに、延長および短縮を提供するように、鞘構造がアコーディ
オン襞を有することを除いて、可撓性制限システム１８０は、システム１７０および１４
０の両方と同様である。アコーディオン襞は、純粋に円筒形の鞘よりも低い材料ひずみに
よる、鞘のより大きい全体伸長を可能にするとともに、鞘と引張部材との間の相互作用を
潜在的に低減する。アコーディオン襞を伴う鞘は、柔軟部材の最大伸長に対する拘束部の
役割を果たしても果たさなくてもよい。鞘はまた、最大伸長限界を提供するための別個の
張力部材とともに使用することもできる。
【００６０】
　柔軟部材の事前緊張または事前負荷を図１４Ａおよび１４Ｂに図示する。図１４Ａでは
、柔軟部材２６０は、筐体２６４の中に配置されたバネ圧縮部材２６２と、筐体２６４の
内部チャンバ２７０内で自由に摺動することができるピストン２６８に固定される、上テ
ザー構造２６６とを含む。コイルバネ２６２は、ピストン２６８の上面と筐体２６０の最
上端の下面との間に配置される。コイルバネ２６２が、圧縮なしでピストンと筐体の最上
端との間の空間を占有するようにサイズ決定される場合、柔軟部材２６０には、事前緊張
または事前負荷がない。しかしながら、事前緊張が所望される場合、上テザー２６６また
は下テザー２６７に張力がかけられていない時でさえも、バネ２６２が圧縮を受けるよう
に、バネ２６２は、ピストンと筐体の最上端との間の距離よりもわずかに長くなるように
選択される。筐体２６４の内面上に形成される保持段部２７０の位置を選択することによ
って、事前緊張の程度を制御できることに留意されたい。バネが矢印の方向に圧縮するに
つれて、柔軟部材２６０は、張力部材２６６および２６７の拡大に対する弾性抵抗を付与
する。
【００６１】
　代替的な柔軟部材２８０を図１４Ｂに図示する。柔軟部材２８０は、筐体２８６の内部
２８４の中に受容された張力バネ部材２８２を含む。上テザー構造２８８は、筐体２８６
の上端に取り付けられ、下テザー構造２９０は、筐体の内部２８４の中で摺動可能に受容
されるピストン２９２に取り付けられる。張力が上下テザー構造２８８および２９０に付
与されると、張力は、テザー構造の拡大に弾性的に抵抗する矢印の方向で、バネに伝達さ
れる。
【００６２】
　ピストン２９２の移動は、内部２８４の円周の周囲に形成される段部２９４によって拘
束される。その長さがピストン（段部２９４に対して係合された時）と内部２８４の上端
との間の長さに等しくなるように、バネ２８２が選択された場合、バネの事前緊張はなく
なる。しかしながら、その長さがピストン２９２とチャンバ２８４の上端との間の距離よ
り短くなるように、バネが選択される場合、テザー構造の間に力をかけることによる伸長
の前でさえも、バネが常に張力を受ける。このようにして、互に対するテザー構造の初期
変位は、バネの事前緊張力を克服するように作用する。
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【００６３】
　柔軟部材の運動への事前緊張の影響は、図１５Ａおよび１５Ｂを参照して最も良く理解
される。図１５Ａでは、事前緊張のない柔軟部材についての力Ｆと変位Ｄとの間の関係を
図示する。変位の前に、変位がゼロであると、バネ力は本質的にゼロとなる。バネ力は、
図示されるように、バネ定数ｋに応じてゼロから直線的に増加する。しかしながら、張力
部材２６２または２８４が事前に緊張されると、柔軟部材によって付与される初期力は、
図１５Ｂに示されるように、Ｆ０（ゼロより大きい）となる。Ｆ０の大きさは、事前緊張
の程度によって決定され、本明細書の柔軟部材については、典型的には０Ｎから５０Ｎ、
通常は５Ｎから２５Ｎの範囲である。しかしながら、いったん変位が開始すると、力（Ｆ
－Ｆ０）の増加は、直線的となり、再度、バネ定数ｋによって決定される。
【００６４】
　これまで図示されているように、本発明の棘拘束構造は、概して、柔軟部材の上端およ
び下端に隣接する、可撓性で、典型的には非伸張性のテザーを含んできた。そのような可
撓性テザー構造を採用する代わりに、柔軟部材は、図１６に図示されるような、剛体フレ
ーム構造３４０によって接合することができる。例えば、柔軟部材３４２は、上下ヨーク
３４４および３４６に接合することができ、そのそれぞれは、上下棘突起を覆った配置の
ための中央係合部材３４８を含む。随意で、係合部材３４８は、１対の隣接するウィング
部材３５０の間で旋回可能に取り付けることができる。次に、ウィング部材３５０は、棒
または柱３５２を使用して柔軟部材３４２に連結することができ、その場合、棒または柱
３５２は、随意で、棘突起を覆ったヨーク３４４および３４６の調整および締め付けを可
能にするようにネジ山付きである。柔軟部材３４２は、柱３５２に接続するために、前述
の張力部材および連結構造のうちのいずれかを有することができる。
【００６５】
　ここで図１７を参照すると、前述したテザー構造のさらなる代替案として、柔軟部材３
６０は、そのそれぞれが複数の個別連結要素３６６を備える、上下テザー構造３６２およ
び３６４によって接合され得る。個別連結要素３６６は、ポリマー、金属ポリマー、金属
・ポリマー複合物、および同等物から成る、フィラメント、ストランド、繊維、ワイヤ、
小径ケーブル、および同等物を含むことができる。連結要素は、単純な一定の直径の細長
い要素となり得るが、代替として、弾性領域、バネ状領域、剛領域、または同等物を含む
、異なる特性の領域を備えることができる。個々の繊維は、柔軟部材３６０をともに連結
するよう独立して機能するように、典型的には、相互に対して自由に移動することができ
るようになる。そのようにして、連結要素３６６のうちのいずれかが故障した場合、残り
の連結要素は損なわれない。代替として、個別連結要素３６６は、それらの全長またはそ
の一部分に沿って織るか、または編組することができる。個別連結要素の使用の利点は、
要素が広がり、より安定した接続を提供する棘突起の特定の形状に一致し得ることである
。ある実施形態では、連結要素は、全体的または部分的に、タンタル等の組織内方成長を
促進する材料から成ることができる。
【００６６】
　場合によっては、テザー構造と柔軟部材との間の変位および／または張力を監視する能
力を組み込むことが望ましいことがある。図１８に示されるように、上テザー部材３８０
には、変位またはバンドの長さを示す、目盛りまたは他の印３８２を提供することができ
る。代替として、目盛りまたは印３８２は、変位力を示すように較正することができる。
【００６７】
　変位または力の測定はまた、図１９に示されるように、指示器ウィンドウ３９０で提供
することもできる。しばしば、印は、埋込手技中に医師によって可視的となる。代替とし
て、印は、埋込手技中に、および随意で埋め込み手技後に、読み取るために伝送され得る
。印は、Ｘ線、ＭＲＩ、および同等物等の撮像手技で可視的となるように構成することが
できる。
【００６８】
　上記は、本発明の好ましい実施形態の完全な説明であるが、種々の代替案、修正、およ
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び同等物が使用され得る。したがって、上記の説明は、添付の請求項によって定義される
本発明の範囲を限定するものとして解釈されるべきではない。

【図１】 【図１Ａ】
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【図１９】

【手続補正書】
【提出日】平成22年2月23日(2010.2.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
　本発明のシステムの特定の実施形態では、張力要素はそれぞれ、上テザーコネクタおよ
び下テザーコネクタを有する、コイルバネを備える。各張力要素上のテザーコネクタの一
方が、固定した取付のために適合される一方で、他方は、調整可能な取付のために適合さ
れる。通常、コイルバネおよびテザーコネクタは、メタルブランクまたはメタルロッド等
の単一片の材料から形成される。代替として、それらは、単一ポリマーブランクから形成
され得る。調整可能なコネクタは、他方の柔軟部材から自由テザー構造の連結分節を調整
可能に受容するための回転式ローラを備え得る。本発明のシステムの第２の特定の実施形
態では、張力要素は、上テザーコネクタおよび下テザーコネクタを有する、エラストマー
本体を備える。エラストマー本体は、典型的には、テザーコネクタを画定するように別個
の上下通路を有する、ビームを備える。代替として、エラストマー本体は、両方のテザー
コネクタを画定する中央開口部を有する、リングを備え得る。エラストマー本体は、シリ
コーンゴム、ならびに種々の熱可塑性プラスチックおよび熱硬化性エラストマー等の、比
較的低いデュロメータを有するエラストマーを備える。好ましい側面では、エラストマー
本体は、剛性値を安定させるように、事前に繰り返し緊張され得る。剛性値は、典型的に
は、上記で説明される範囲となる。
（項目１）
　少なくとも１つの脊髄分節の屈曲を制限するための方法であって、該方法は、
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　上棘突起に連結される上端と、下棘突起または仙骨に連結される下端とを有する、拘束
構造を埋め込むステップを含み、
　該拘束構造は、７．５Ｎ／ｍｍから２０Ｎ／ｍｍの範囲の該脊髄分節の中立位置を越え
る屈曲に対する弾性抵抗を提供する、
　方法。
（項目２）
　前記拘束構造は、３Ｎ／ｍｍより小さい前記脊髄分節の前記中立位置を越える伸張に対
する抵抗を提供する、項目１に記載の方法。
（項目３）
　前記伸張に対する抵抗は、０．５Ｎ／ｍｍより小さい、項目２に記載の方法。
（項目４）
　埋め込むステップは、前記上棘突起を覆って、またはその中を通って上テザー構造を配
置するステップと、前記下棘突起または仙骨を覆って、またはその中を通って下テザー構
造を配置するステップとを含み、該テザー構造は、実質的に非伸張性であり、前記屈曲に
対する弾性抵抗を提供する、少なくとも１つの柔軟部材によって接合される、項目１に記
載の方法。
（項目５）
　前記テザー構造は、前記脊髄分節の正中線の右側および左側に配置される、少なくとも
２つの柔軟部材によって接合される、項目４に記載の方法。
（項目６）
　前記拘束構造は、前記脊髄分節が中立位置にとどまっている間に、屈曲前に１Ｎから２
５Ｎの範囲で前記棘突起に力を付与するように、該棘突起を覆ってきつく締められる、項
目１に記載の方法。
（項目７）
　前記拘束構造は、変形を開始する前に克服されなければならない、５Ｎから２５Ｎの範
囲の初期静的抵抗を提供するように、事前緊張される、項目１に記載の方法。
（項目８）
　前記拘束構造は、前記脊髄分節がその中立位置に戻ると、その変形されていない位置を
弾性的に回復する、項目４に記載の方法。
（項目９）
　前記拘束構造の前記テザーは、典型的な生理的荷重における１００万サイクル後に、１
０％より小さいクリープを起こす、項目４に記載の方法。
（項目１０）
　前記クリープは、５％以下である、項目９に記載の方法。
（項目１１）
　前記クリープは、１％以下である、項目１０に記載の方法。
（項目１２）
　少なくとも１つの脊髄分節の屈曲を制限するためのデバイスであって、該構造は、
　少なくとも１つの上棘突起および少なくとも１つの下棘突起または仙骨を連結するよう
に適合される、拘束部を備え、
　該拘束部は、（１）該脊髄分節が中立位置にある時に、該棘突起または棘突起および仙
骨を覆った締め付けを可能にするように調整可能である、寸法を有し、（２）７．５Ｎ／
ｍｍから２０Ｎ／ｍｍの範囲の該中立位置を越える該脊髄分節の屈曲に対する弾性抵抗を
提供する、
　デバイス。
（項目１３）
　前記拘束部は、３Ｎ／ｍｍより小さい前記中立位置を越える伸張に対する弾性抵抗を提
供する、項目１２に記載のデバイス。
（項目１４）
　前記伸張に対する抵抗は、０．５Ｎ／ｍｍ以下である、項目１３に記載のデバイス。
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（項目１５）
　前記拘束部は、前記上棘突起に連結されるように適合される上テザー構造と、前記下棘
突起または仙骨に連結されるように適合される下テザー構造と、少なくとも１つの柔軟部
材とを備え、該テザー構造は、実質的に非伸張性であり、該柔軟部材は、前記屈曲に対す
る抵抗を提供する、項目１２に記載のデバイス。
（項目１６）
　前記テザー構造が、前記棘突起または棘突起および仙骨を覆って配置されると、正中線
の両側に位置するように配設される、少なくとも２つの柔軟部材を備える、項目１５に記
載のデバイス。
（項目１７）
　前記拘束部は、変形を開始する前に克服されなければならない、屈曲に対する初期抵抗
力を提供するように、事前緊張される、項目１３に記載のデバイス。
（項目１８）
　前記初期抵抗力は、５Ｎから２５Ｎの範囲である、項目１７に記載のデバイス。
（項目１９）
　少なくとも１つの脊髄分節の屈曲を制限するためのシステムであって、
　上棘突起に連結するように適合され、右連結分節および左連結分節を有する、上テザー
構造と、
　下棘突起または仙骨に連結するように適合され、右連結分節および左連結分節を有する
、下テザー構造と、
　該上テザー構造の該右連結分節に接続可能な上端と、該下テザー構造の該右連結分節に
接続可能な下端とを有する、張力要素を含む、右柔軟部材と、
　該上テザー構造の該左連結分節に接続可能な上端と、該下テザー構造の該左連結分節に
接続可能な下端とを有する、張力要素を含む、左柔軟部材と
　を備える、システム。
（項目２０）
　前記上下テザー構造は、実質的に非伸張性である、項目１９に記載のシステム。
（項目２１）
　前記テザー構造は、隣接する上下棘突起の上面および下面を覆って配置されるように適
合される、細長いバンドを備える、項目２０に記載のシステム。
（項目２２）
　各テザー構造の前記連結分節は、軸外荷重を最小限化するように、前記柔軟部材の前記
端の中心付近で前記張力部材に接続される、項目２１に記載のシステム。
（項目２３）
　前記上テザー構造の１つの連結分節は、埋込の前に一方の柔軟部材に取り付けられ、前
記下テザー構造の１つの連結分節は、埋込の前に他方の柔軟部材に取り付けられる、項目
１９に記載のシステム。
（項目２４）
　前記柔軟部材はそれぞれ、前記張力要素を覆う鞘をさらに備える、項目１９に記載のシ
ステム。
（項目２５）
　前記柔軟部材はそれぞれ、伸長を限定する要素をさらに備える、項目１９に記載のシス
テム。
（項目２６）
　前記伸長限界は、１０ｍｍを越える前記張力要素の伸長を防止する、項目２５に記載の
システム。
（項目２７）
　前記張力要素はそれぞれ、上テザーコネクタおよび下テザーコネクタを有するコイルバ
ネを備える、項目１９に記載のシステム。
（項目２８）
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　前記テザーコネクタの一方は、調整可能な取付のために適合され、他方は、固定した取
付のために適合される、項目２７に記載のシステム。
（項目２９）
　前記コイルバネおよびテザーコネクタは、単一片の材料から形成される、項目２７に記
載のシステム。
（項目３０）
　前記コイルバネおよびテザーコネクタは、メタルブランクから鋳造、機械加工、または
切断される、項目２７に記載のシステム。
（項目３１）
　前記コイルバネおよびテザーコネクタは、ポリマー材料から成形、機械加工、または切
断される、項目２７に記載のシステム。
（項目３２）
　前記張力要素は、前記テザーコネクタを画定するように、上端および下端において形成
された特徴を有する、機械加工またはレーザ切断されたチタンストックを備える、項目２
７に記載のシステム。
（項目３３）
　一方の特徴は、一方のテザー構造の連結分節を調整可能に受容するための回転式ローラ
を有する、横穴を備える、項目３２に記載のシステム。
（項目３４）
　他方の特徴は、他方のテザー構造の連結分節を固定して受容するためのピンを有する、
横穴を備える、項目３３に記載のシステム。
（項目３５）
　前記張力要素はそれぞれ、３．７５Ｎ／ｍｍから８．７５Ｎ／ｍｍの範囲のバネ定数を
有する、項目２７に記載のシステム。
（項目３６）
　前記張力要素はそれぞれ、上テザーコネクタおよび下テザーコネクタを有する、エラス
トマー本体を備える、項目１９に記載のシステム。
（項目３７）
　前記エラストマー本体は、前記テザーコネクタを画定する別個の上下通路を有する、ビ
ームを備える、項目３６に記載のシステム。
（項目３８）
　前記エラストマー本体は、前記テザーコネクタを画定する中央開口部を有する、リング
を備える、項目３６に記載のシステム。
（項目３９）
　前記エラストマー本体は、上下端キャップを有する本体を備える、項目３６に記載のシ
ステム。
（項目４０）
　前記エラストマー本体は、シリコーンゴムを備える、項目３６に記載のシステム。
（項目４１）
　前記エラストマー本体は、剛性値を安定させるように張力を事前に繰り返し与えられる
、項目４０に記載のシステム。
（項目４２）
　前記エラストマー本体は、３．７５Ｎ／ｍｍから８．７５Ｎ／ｍｍの範囲の剛性値を有
する、項目４０に記載のシステム。
（項目４３）
　各エラストマー本体の一方の端に調整可能に接続されるコードをさらに備え、該コード
は、前記テザー構造に付着して締めつけの調整を可能にする、項目３６に記載のシステム
。
（項目４４）
　前記上下テザーはそれぞれ、編組管を備え、前記エラストマー本体は、該管の一方の端
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の中で固定される、項目３６に記載のシステム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの脊髄分節の屈曲を制限するためのデバイスであって、構造は、
　少なくとも１つの上棘突起および少なくとも１つの下棘突起または仙骨を連結するよう
に適合される拘束部を備え、
　該拘束部は、（１）該脊髄分節が中立位置にあるときに、該棘突起または棘突起および
仙骨を覆った締め付けを可能にするように調整可能である寸法を有し、（２）７．５Ｎ／
ｍｍから２０Ｎ／ｍｍの範囲の該中立位置を越える該脊髄分節の屈曲に対する弾性抵抗を
提供する、デバイス。
【請求項２】
　前記拘束部は、３Ｎ／ｍｍ未満の前記中立位置を越える伸張に対する弾性抵抗を提供す
る、請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記伸張に対する抵抗は、０．５Ｎ／ｍｍ未満である、請求項２に記載のデバイス。
【請求項４】
　前記拘束部は、前記上棘突起に連結されるように適合される上テザー構造と、前記下棘
突起または仙骨に連結されるように適合される下テザー構造と、少なくとも１つの柔軟部
材とを備え、該テザー構造は、実質的に非伸張性であり、該柔軟部材は、前記屈曲に対す
る抵抗を提供する、請求項２に記載のデバイス。
【請求項５】
　前記拘束部は、前記脊髄分節が中立位置に戻ると、変形されていない位置を弾性的に回
復する、請求項４に記載のデバイス。
【請求項６】
　前記拘束部の前記テザーは、典型的な生理的荷重における１００万サイクル後に、１０
％未満のクリープを起こす、請求項４に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記クリープは、５％未満である、請求項６に記載のデバイス。
【請求項８】
　前記クリープは、１％未満である、請求項７に記載のデバイス。
【請求項９】
　前記テザー構造が前記棘突起または棘突起および仙骨を覆って配置されるときに正中線
の両側に位置するように配設される少なくとも２つの柔軟部材を備える、請求項４に記載
のデバイス。
【請求項１０】
　前記拘束部は、変形を開始する前に克服されなければならない、屈曲に対する初期抵抗
力を提供するように、事前緊張される、請求項２に記載のデバイス。
【請求項１１】
　前記初期抵抗力は、５Ｎから２５Ｎの範囲である、請求項１０に記載のデバイス。
【請求項１２】
　少なくとも１つの脊髄分節の屈曲を制限するためのシステムであって、
　該システムは、
　上棘突起に連結するように適合され、右連結分節および左連結分節を有する上テザー構
造と、
　下棘突起または仙骨に連結するように適合され、右連結分節および左連結分節を有する
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下テザー構造と、
　該上テザー構造の該右連結分節に接続可能な上端と、該下テザー構造の該右連結分節に
接続可能な下端とを有する張力要素を含む右柔軟部材と、
　該上テザー構造の該左連結分節に接続可能な上端と、該下テザー構造の該左連結分節に
接続可能な下端とを有する張力要素を含む左柔軟部材と
　を備える、システム。
【請求項１３】
　前記上テザー構造および前記下テザー構造は、実質的に非伸張性である、請求項１２に
記載のシステム。
【請求項１４】
　前記テザー構造は、隣接する上棘突起および下棘突起の上面および下面を覆って配置さ
れるように適合される細長いバンドを備える、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　各テザー構造の前記連結分節は、軸外荷重を最小限化するように、前記柔軟部材の前記
端の中心付近で張力部材に接続される、請求項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記上テザー構造の１つの連結分節は、埋込の前に一方の柔軟部材に取り付けられ、前
記下テザー構造の１つの連結分節は、埋込の前に他方の柔軟部材に取り付けられる、請求
項１２に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記柔軟部材のそれぞれは、前記張力要素を覆う鞘をさらに備える、請求項１２に記載
のシステム。
【請求項１８】
　前記柔軟部材のそれぞれは、伸長を限定する要素をさらに備える、請求項１２に記載の
システム。
【請求項１９】
　前記伸長の限定は、１０ｍｍを越える前記張力要素の伸長を防止する、請求項１８に記
載のシステム。
【請求項２０】
　前記張力要素のそれぞれは、上テザーコネクタおよび下テザーコネクタを有するコイル
バネを備える、請求項１２に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記テザーコネクタの一方は、調整可能な取付のために適合され、他方は、固定した取
付のために適合される、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記コイルバネおよび前記テザーコネクタは、単一片の材料から形成される、請求項２
０に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記コイルバネおよび前記テザーコネクタは、メタルブランクから鋳造、機械加工、ま
たは切断される、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記コイルバネおよび前記テザーコネクタは、ポリマー材料から成形、機械加工、また
は切断される、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記張力要素は、前記テザーコネクタを画定するように上端および下端において形成さ
れた特徴を有する機械加工またはレーザ切断されたチタンストックを備える、請求項２０
に記載のシステム。
【請求項２６】
　一方の特徴は、一方のテザー構造の連結分節を調整可能に受容するための回転式ローラ
を有する横穴を備える、請求項２５に記載のシステム。
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【請求項２７】
　他方の特徴は、他方のテザー構造の連結分節を固定して受容するためのピンを有する横
穴を備える、請求項２６に記載のシステム。
【請求項２８】
　前記張力要素のそれぞれは、３．７５Ｎ／ｍｍから８．７５Ｎ／ｍｍの範囲のバネ定数
を有する、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２９】
　前記張力要素のそれぞれは、上テザーコネクタおよび下テザーコネクタを有するエラス
トマー本体を備える、請求項１２に記載のシステム。
【請求項３０】
　前記エラストマー本体は、前記テザーコネクタを画定する別個の上通路および下通路を
有するビームを備える、請求項２９に記載のシステム。
【請求項３１】
　前記エラストマー本体は、前記テザーコネクタを画定する中央開口部を有するリングを
備える、請求項２９に記載のシステム。
【請求項３２】
　前記エラストマー本体は、上端キャップおよび下端キャップを有する本体を備える、請
求項２９に記載のシステム。
【請求項３３】
　前記エラストマー本体は、シリコーンゴムを備える、請求項２９に記載のシステム。
【請求項３４】
　前記エラストマー本体は、剛性値を安定させるように張力を事前に繰り返し与えられる
、請求項３３に記載のシステム。
【請求項３５】
　前記エラストマー本体は、３．７５Ｎ／ｍｍから８．７５Ｎ／ｍｍの範囲の剛性値を有
する、請求項３３に記載のシステム。
【請求項３６】
　各エラストマー本体の一方の端に調整可能に接続されるコードをさらに備え、該コード
は、前記テザー構造に付着して締めつけの調整を可能にする、請求項２９に記載のシステ
ム。
【請求項３７】
　前記上テザーおよび前記下テザーのそれぞれは、編組管を備え、前記エラストマー本体
は、該管の一方の端の中で固定される、請求項２９に記載のシステム。



(38) JP 2010-530780 A 2010.9.16

10

20

30

40

【国際調査報告】



(39) JP 2010-530780 A 2010.9.16

10

20

30

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MT,NL,NO,PL,PT,RO,SE,SI,SK,T
R),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BR,BW,BY,
BZ,CA,CH,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,K
G,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT
,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,SV,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW

(72)発明者  フィールディング，　ルイス
            アメリカ合衆国　カリフォルニア　９４０７０，　サン　カルロス，　モントゴメリー　ストリー
            ト　１０５７
(72)発明者  ベネット，　アイアン
            アメリカ合衆国　カリフォルニア　９４１１４，　サンフランシスコ，　２５ティーエイチ　スト
            リート　４８３２，　ナンバー２
(72)発明者  コターリ，　マニッシュ
            アメリカ合衆国　カリフォルニア　９４９０１，　サン　ラファエル，　ミッション　アベニュー
            　２６
(72)発明者  アラミン，　トッド
            アメリカ合衆国　カリフォルニア　９４０６２，　ウッドサイド，　エレナー　ドライブ　１６８
(72)発明者  マランダイン，　ヒューガス
            アメリカ合衆国　カリフォルニア　９４０４３，　マウンテン　ビュー，　イースト　ミドルフィ
            ールド　ロード　１０１，　ナンバー　１１
(72)発明者  リサーランド，　クレイグ
            アメリカ合衆国　カリフォルニア　９４３０６，　パロ　アルト，　エル　カミーノ　リアル　４
            ０２０，　ナンバー　４１０３
(72)発明者  カーヒル，　コリン
            アメリカ合衆国　カリフォルニア　９４１３１，　サンフランシスコ，　２７ティーエイチ　スト
            リート　５４４，　アパートメント　１
Ｆターム(参考) 4C097 BB01  CC05  CC15  DD01  DD10 
　　　　 　　  4C160 LL24  LL37  LL69 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	search-report
	overflow

