
JP 4430712 B2 2010.3.10

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
骨に成形された空洞内に配置されるように構成された拡張可能な整形外科デバイスであっ
て、
　骨セメントに対して少なくとも部分的に透過性である折りたたみ可能な自己拡張多層編
み込みメッシュ構造体であって、該多層編み込みメッシュ構造体が、一次部材および二次
部材を備える、多層編み込みメッシュ構造体；ならびに
　該編み込みメッシュ構造体の少なくとも一部に形成された少なくとも１つのコーティン
グを備えるバッフルであって、該バッフルは、該編み込みメッシュ構造体の該部分の透過
性を低下させるように構成されており、そして該二次部材は、該デバイスの少なくとも１
つの領域から除去されて、該二次部材を通る少なくとも１つのセメント流動窓を形成する
、バッフル、
を備える、デバイス。
【請求項２】
前記バッフルが浸漬被覆を備える、請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
前記バッフルが、前記層状の編み込みメッシュ構造体の外側表面に形成されている、請求
項１に記載のデバイス。
【請求項４】
前記一次部材が、前記少なくとも１つのセメント流動窓を覆ったままである、請求項１に
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記載のデバイス。
【請求項５】
前記一次部材が、弾性のある、熱硬化性のモノフィラメントワイヤ部材を備える、請求項
１に記載のデバイス。
【請求項６】
前記一次部材が、骨空洞内への完全な挿入の際にその名目上の形状まで自己拡張するため
に十分な機械的強度および弾性を有する、請求項１に記載のデバイス。
【請求項７】
前記二次部材がポリマーを備える、請求項１に記載のデバイス。
【請求項８】
前記二次部材のうちの少なくとも１つが、前記一次部材より弾性が高い、請求項１に記載
のデバイス。
【請求項９】
前記二次部材が前記一次部材上に層状になっている、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１０】
椎体を処置するためのシステムであって、
　折りたたみ可能な自己拡張多層編み込みメッシュ構造体を、椎体に形成された空洞内に
挿入するための手段であって、該多層編み込みメッシュ構造体が：
　　一次部材；
　　二次部材；および
　　該編み込みメッシュ構造体の少なくとも一部に形成された少なくとも１つのコーティ
ングを備えるバッフルであって、該バッフルが、該編み込みメッシュ構造体の該部分の透
過性を低下させるように構成されており、そして該二次部材が、該デバイスの少なくとも
１つの領域から除去されて、該二次部材を通る少なくとも１つのセメント流動窓を形成し
ている、バッフル、
　を備える、手段；ならびに
　骨セメントを拡張した該編み込みメッシュ構造体に注入するための手段であって、該骨
セメントが、主として、該少なくとも１つの流動窓を通って該編み込みメッシュ構造体か
ら流出する、手段、
を備える、システム。
【請求項１１】
前記バッフルが浸漬被覆を備える、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
前記バッフルが前記層状の編み込みメッシュ構造体の外側表面に形成されている、請求項
１０に記載のシステム。
【請求項１３】
前記一次部材が、前記少なくとも１つのセメント流動窓を覆ったままである、請求項１０
に記載のシステム。
【請求項１４】
前記一次部材が、弾性のある、熱硬化性のモノフィラメントワイヤ部材を備える、請求項
１０に記載のシステム。
【請求項１５】
前記一次部材が、骨空洞内への完全な挿入の際にその名目上の形状まで自己拡張するため
に十分な機械的強度および弾性を有する、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１６】
前記二次部材がポリマーを備える、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１７】
前記二次部材のうちの少なくとも１つが、前記一次部材より弾性が高い、請求項１０に記
載のシステム。
【請求項１８】
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前記二次部材が前記一次部材上に層状になっている、請求項１０に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願への相互参照）
　本出願は、２００４年４月１５日に出願された仮米国特許出願第６０／５６２，６８６
号；２００４年８月２６日に出願された仮米国特許出願第６０／６０４，８００号；およ
び２００５年４月１４日に出願された非仮米国特許出願第１１／１０５，７８３号に基づ
き、この仮米国特許出願第６０／５６２，６８６号、仮米国特許出願第６０／６０４，８
００号および非仮米国特許出願第１１／１０５，７８３号から優先権を主張し、それらの
各々の内容は、参考として援用される。
【０００２】
　（発明の分野）
　概して、本発明は、整形外科用インプラントに関する。より詳細には、本発明は、椎骨
または他の骨の欠陥の骨セメント処置を容易にするために使用されるデバイスに関する。
【背景技術】
【０００３】
　（発明の背景）
　骨格において欠陥を引き起こす多くの疾患状態および異常な状態が存在する。例えば、
骨粗鬆症および他の代謝性骨疾患は、骨構造を弱め、骨折をしやすくする。処置されない
場合、特定の骨折および骨の欠陥は、重篤な神経性合併症または他の医学的合併症の発生
を進行し得、そして引き起こし得る。
【０００４】
　骨の欠陥の他の例は、骨格の良性障害または悪性障害の切除から生じるものである。腫
瘍の増殖は、多くの場合、骨構造の構造的完全性に欠陥を生じ、それによって、外科的安
定化および生物学的材料（例えば、骨移植片または骨セメント）を用いる欠陥の充填を必
要とする。
【０００５】
　多くの骨の欠陥を処置するための１つのアプローチは、生体適合性骨セメントを用いて
欠陥を注入する工程、填入する工程または充填する工程を包含する。このような骨セメン
トは、一般に、再吸収可能でない生体適合性ポリマー（例えば、ＰＭＭＡ（ポリメチルメ
タクリレート））、あるいはセメントと生きている骨とを徐々に置換し得る再吸収可能な
リン酸カルシウムセメントまたは硫酸カルシウムセメントの処方物である。骨セメントの
両方の型は、遠位の橈骨、踵骨、脛骨高平部、および椎体の圧迫骨折に派生的な骨の欠陥
の処置において首尾よく使用されている。
【０００６】
　しかしながら、歴史的に、骨セメントのほとんどの適用は、欠陥の縁が直接目に見える
下で、生物学的材料の外科医による注入、填入、または突き固める、開放型処置に限られ
ている。直接的な可視化は、外科医が、セメントの不用意な配置または注入により損なわ
れ得る隣接する構造体を確認することを最大限可能にするが、安全および効果的に生体適
合性セメントを配置する際に外科医を補助するより少ない侵襲性の手段（装置および技術
）が、一般に所望される。
【０００７】
　例えば、注射可能セメントを用いて処置するためにより少ない侵襲性の手段が所望され
る１つの衰弱させる状態は、骨粗鬆症の脊椎の圧迫骨折である。７００，０００より多く
の骨粗鬆症の椎骨の圧迫骨折が、毎年米国において（主に高齢の女性の集団において）発
生している。最近まで、このような骨折の処置は、従来の手術をしない治療（例えば、床
上安静、ブレーシング（ｂｒａｃｉｎｇ）および薬物療法）に限られていた。
【０００８】
　「椎骨移植術（ｖｅｒｔｅｂｒｏｐｌａｓｔｙ）」として公知の比較的新しい処置が、
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１９８０年代の中頃、椎体骨折についての不適切な従来の処置を解決するために開発され
た。この手順は、放射線不透性骨セメントを、Ｘ線透視検査制御下で最小限の侵襲性のカ
ニューレまたはニードルを通して、直接、骨折空隙に注入する工程を包含する。セメント
は、シリンジまたは同様のプランジャー機構によって加圧され、それによって、セメント
が空隙に充填されて、折れた小柱状の骨の隙間に浸透される。一旦硬化されると、セメン
トは骨折を固定して、（通常、劇的および即座に）痛みを減少させる。
【０００９】
　椎骨移植術に関連する１つの問題は、欠陥の縁内のセメントの封じ込めである。例えば
、骨粗鬆症の椎体の圧迫骨折は、セメントを含むための皮質骨の縁を欠く不安定な椎骨内
の欠陥へと進行し得、このような欠陥は、治癒を進行するために固定されなければならな
い異常な偽関節（ｐｓｕｅｄｏ－ｊｏｉｎｔ）になる。このような椎骨内の欠陥を処置す
るための最良の代替手段は、椎体を固定するための骨セメントの欠陥内への直接注入であ
るが、体腔内への骨の閉じ込めを超えて、セメントが流動する危険性が存在する。
【００１０】
　椎骨移植術に関連するさらに別の有意な危険性は、椎体内の静脈が、セメントを注入す
るために使用されるニードルのチップより大きいことに起因する、静脈系への直接的なセ
メントの注入である。注入圧力および固有の血圧の組み合わせは、肺への塞栓症を含む、
損害の大きい結果になる可能性のある肺静脈系へのセメントの意図しない取り込みを生じ
得る。
【００１１】
　近年、人気を得ている１つの技術は、改変された椎骨移植術の技術であり、この技術は
、骨折した骨を膨張するかまたは散らして、海綿質構造内の空隙を作製するためにカニュ
ーレアプローチによって椎体に挿入される「バルーンタンプ（ｂａｌｌｏｏｎ　ｔａｍｐ
）」である。公知のタンプは、加圧された流体（例えば、食塩水）を用いて膨張される。
バリア層を形成する範囲まで海綿質椎骨を小型化（ｃｏｍｐａｃｔ）し得るタンピング効
果は、拡張するバルーン膜の膨張によって引き起こされ、それによって半径方向力を生じ
る。収縮および取り除かれる場合、膜は空隙を残し、続いて、骨セメントを充填される。
セメントを注入する前に海綿質骨を小型化することにより海綿質骨内の空隙を作製するこ
とは、より大きい充填物のカニューレおよびより粘性のあるセメント（より粘性のあるセ
メントは、望ましくないか、または過剰のセメントを流動する傾向がほとんどないために
所望されている）の使用を容易にする。
【００１２】
　しかしながら、このようなバルーンタンプ手順に関連する多くの制限が存在する。特に
、現在、当該分野において公知であり、使用されているバルーンタンプは、散乱を引き起
こすのに十分な力を生じない。慢性的な椎骨の圧迫骨折の部分的治癒は、拡張する膜また
はコンテナに対する有意な対向力を配置し、患者が手術台に横たわっていて、椎体が無負
荷の間でさえも、膜またはコンテナが完全な椎骨の散乱を達成する能力を制限する。さら
に、膜が増加している圧力で膨張される場合、半径方向力は等しくおよび無差別に、膜と
接触する全ての骨表面に分布される。次いで、膜は、骨内で少なくとも対向力を提供する
方向に優先的に拡張する。椎体において、この方向は、横断面の側方である。一般に、矢
状面（ｓａｇｇｉｔａｌ　ｐｌａｎｅ）における奇形を矯正することが所望されるため、
従来の拡張する膜により送達される散乱力は、多くの場合、効果がないことがわかり得る
。結果として、大きい空隙が作製され、このことは、ほとんどの残っている無傷の小柱状
の骨を破壊し、完全に充填するための大きい容積のセメントを必要とする。毒性および臨
床的な合併症の割合は、注入されるセメントの容積を増加させると増加するとみなされて
いるため、この大きい容積は、有害な臨床的影響を有し得るか、または隣接する骨折した
レベルに対する処置の範囲を制限し得る。
【００１３】
　さらに、骨セメントまたは他の充填物材料の注入による処置についての長期の成功率は
、周囲の海綿状組織をセメントまたは他の充填物材料で嵌合することによって増加され得
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る。なぜなら、嵌合は、骨折した骨片の相対運動を防止するからであり、それによって、
痛みを軽減するからである。しかしながら、バルーンタンプは、「バリア層」と言及され
ているものを形成する点でさえ、海綿状組織を小型化すると公知であり、不運にもこのよ
うな有益な嵌合を妨げる。不十分なセメント／骨界面強度は、術後の除去の原因となるか
、またはセメントボーラスが緩み、医学的処置および外科的処置を必要とする。
【００１４】
　骨の欠陥（例えば、椎骨骨折）を処置するための別の最近の方法によると、それ自体負
荷されない支持面（すなわち、充填する前）である可撓性のメッシュバッグまたはコンテ
ナが、骨に形成されている空隙に挿入され、セメント、骨チップ、または他の充填物材料
で充填される。充填の際に、バッグの膨張はまた、周囲の海綿質骨の望ましくない圧縮を
引き起こし得る。さらに、バッグまたはコンテナの空隙率または透過率（またはそれらを
欠くこと）に依存して、バッグまたはコンテナは、それ自体、部分的または完全に、セメ
ントまたは充填物材料による周囲の海綿状組織のあらゆる嵌合を妨げる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　従って、椎骨移植術、バルーンタンピング、およびコンテナベースの処置の開発は、以
前の骨の欠陥を処置するための直接的な可視化技術より進歩したことを示すが、不安定な
椎体内の欠陥（特に、皮質の壁の欠陥にまで進行している欠陥）および他の骨の欠陥を修
復ならびに安定化するためのより良い手段についての必要性が残っている。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　（発明の要旨）
　本発明は、骨の欠陥、特に椎体内の欠陥を処置するために、骨セメントまたは同様の充
填物材料（本明細書中で骨セメントと総称的にいわれる）とともに使用される、折りたた
み可能で、自己復元するステント型のデバイスを特徴とする。このデバイスは、折りたた
み可能で、自己復元するワイヤ格子または編み込まれた一次構造および流動誘導特性を備
える。
【００１７】
　一次構造は、（このデバイスが、骨セメントが注入されている間、挿入される）腔の開
放を維持するために役立ち；その意味でこのデバイスは、ステント様である（この点に関
して、ステントまたはステント型デバイスは、骨の欠陥または骨折内の空隙の周囲の２つ
以上の組織面の分離を維持するため（例えば、椎骨骨折の骨セメントベース処置の間、手
動で維持するため、またはそうでなければ発生した分離または椎骨終板の散乱を維持する
ため）に半径方向の圧縮において十分な強度を有する構造として定義され得る）。しかし
ながら、分離もしくは散乱を発生および／または維持するために以前に使用されていたバ
ルーン、バッグ、または他のコンテナ型のデバイスと異なる、本発明の一次構造は、海綿
質骨を小型化しないか、または腔の周りにバリア層を形成せずに、使用される。従って、
骨空洞の縁における海綿質骨は、比較的正常な小柱状の構造を有し、このことは、骨セメ
ントと周囲の海綿質骨との有益な嵌合を強化する。
【００１８】
　一方で、このデバイスの流動誘導特性は、セメントが、皮質骨の縁を超えるか、または
血管洞もしくは神経構造内への望ましくないセメント流動（これらの全ては臨床的合併症
を引き起こし得る）を避けるように腔内に注入される場合、骨セメント流動の方向および
速度を制御する。種々の流動誘導特性（一次構造に取り付けられるバッフル、一次構造に
選択的に形成されるホールまたはスロット、および一次構造の種々の領域の異なる空隙率
が挙げられる（がこれらに限定されない））が企図される。可能なバッフルエレメントは
、金属格子の間隔を塞ぐか、または構造全体の成形性もしくは弾性を変化させずに一次構
造を編み込む共編み込みフィラメントを備え得るか、あるいはそれらは、不織布の二次フ
ィルム構造または成形性もしくは弾性を変化させずに格子領域に付着するコーティングを
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備え得る。しかしながら、全体としてこのデバイスは、最小の総流動抵抗または背圧を生
じ、それによって、セメントを含むというよりむしろ、誘導する。
【００１９】
　本発明のこれらおよび他の特徴および利点は、以下の説明および添付の図面から、より
明らかになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　（詳細な説明）
　本発明に従ったセメント誘導構造の第１の実施形態１００は、図１～図１１に示される
。示されるように、中空の構造１００は、概して、形が（以下に示すように、本発明の範
囲内であるように、種々の他の形状もまた企図されるが）卵形であってもよいか、または
フットボール形状であってもよい。概して、構造１００は、弾性で自己復元するコア部材
１０２（この部材１０２は、クリンプ、溶接、接着、縫い付けて閉じられるか、またはそ
うでなければ、一端１０４で閉じられて反対端１０６で開かれるか、もしくはクリンプさ
れない）；１つ以上のセメント流動窓１０８（示される実施形態は、一対のセメント流動
窓１０８を有する）；および流動遅延バッフル部材１１０を特徴とする。以下により詳細
に説明されるように、セメント流動窓１０８およびバッフル部材１１０は、コア部材１０
２の周囲領域と比較して、異なるセメント流動透過性領域を提供し、そしてこの異なる透
過性は、本発明に従った構造１００が、骨内に形成される腔内に注入される場合、セメン
ト流動の方向を制御することを可能にする。実施形態１００は、セメント流動窓１０８お
よびバッフル部材１１０の両方を利用するが、本発明に従ったセメント誘導構造はセメン
ト流動窓（単数または複数）のみか、またはバッフル部材（単数または複数）のみのいず
れかが使用される場合でも、十分に機能することが企図される。
【００２１】
　コア部材１０２は、多数の弾性のある、熱硬化したモノフィラメントワイヤ部材（例え
ば、ニチノールワイヤ）から形成され、このワイヤ部材は、平織り様式において一緒に編
み込まれて、折りたたみ可能で、自己拡張し、概して、当該分野で周知の技術を使用して
管状構造を形成する。他の金属性またはポリマーのモノフィラメントワイヤもまた使用さ
れ得る。しかしながら、合金（特にニトノール（Ｎｉｔｏｎｏｌ））の形状記憶／形状復
元の特性は、それらを好ましいものにする。コア部材１０２は、骨空洞内への完全な挿入
に対してその名目上の形状をとり、対向の骨折面に接触するのに十分な機械的強度および
弾性を有し、それによって、表面に対するいくつかの支持体を提供し、腔の開放を維持す
る。
【００２２】
　図５～図８に示されるように、好ましい実施形態は、実質的には、一次ワイヤ部材１１
２と、それとともに織り合わされた二次部材とを有する共編み込み構造である。二次部材
は、一次ワイヤ部材１１２より小さく、より弾性的であり得、この一次ワイヤ部材１１２
は、構造１００の形状の一次源であり、自己復元能力のある部材である。非限定的な例と
して、図５に示されるように、二次部材１１４は、一次ワイヤ部材１１２より細いモノフ
ィラメント金属ワイヤであり得るか；図６に示されるように、二次部材１１６は、擦り減
らされたポリマーのマルチフィラメントヤーンであり得るか；図７に示されるように、二
次部材１１８は、平らのワイヤであり得るか、または平らの編み込みであり得るか；ある
いは図８に示されるように、二次部材１２０は、標準的なマルチフィラメントワイヤであ
り得る。二次部材の型および特性（例えば、ワイヤの数、編み込み角度、直径など）は、
所望の堅さ、強度、メッシュ密度などのような特性の全体的な組み合わせを達成するため
に選択される。
【００２３】
　セメント流動窓１０８は、コア構造１０２の領域であり、二次部材は、一次ワイヤ部材
１１２によって形成される網構造から取り除かれ、それによって、コア構造１０２の周囲
領域に対するセメント流動に対する増加した透過性の領域を残す。しかしながら、この構
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造の表面の残りは、共編み込みのままである。従って、セメントは、セメント誘導構造１
００の内部に注入される場合、セメント流動窓１０８から優先的に流動する傾向がある。
コア部材が形成されて、その所望の構造に熱硬化された後、二次部材は、レーザーまたは
機械的切断によってコア部材１０２の構造から取り除かれ得る。
【００２４】
　もちろん、セメント流動窓１０８の特定の位置は、臨床的な目的に依存する。しかしな
がら、現在、好ましい構造に従って、２つのセメント流動窓１０８が提供される。縦方向
については、図１（１つのセメント流動窓１０８のみがそこに見える）に最良の形態が示
されるように、セメント流動窓１０８は、セメント誘導構造１００の２つの末端１０４と
１０６との間のほぼ中央にあり、各窓１０８の長さは、この構造全体の長さの約５０％と
約７５％との間である。周囲については、図４にもっとも良く示すように、各セメント流
動窓１０８は、弧の約３０°の範囲を定め、２つのセメント流動窓１０８は、互いから約
１２０°～約１６０°離れて（中央～中央）位置し、対称的に、構造１０２の側方の中央
面１０９の上と下に位置する。
【００２５】
　一方で、バッフル１１０は、一定の領域またはコア構造１０２の周囲領域と比較して、
セメント流動に対する減少した透過性の領域を提供する。言い換えれば、バッフル１１０
は、セメントが、構造１０２の内部に注入される場合、特定の位置においてセメント誘導
構造１０２からのセメントの流動をブロックするか、または厳しく制限する。この点に関
して、バッフル１１０は、コア編み込み構造１０２の内部もしくは外部のいずれかに付着
または結合される不浸透性で、可撓性のポリマーシートあるいはコーティングとして形成
され得る。この可撓性のポリマーコーティングは、シリコーンであってもよいか、または
他の生体適合性材料（例えば、ＥＰＴＦＥ（発泡されたポリテトロフルオロエチレン）ま
たはポリウレタン）であってもよく、密接に織られた繊維（例えば、ポリエステル）また
は他の生体適合性の縫合材料もしくは分解性の縫合材料を含んでもよい。このコーティン
グは、当該分野で公知の多くの製造プロセス（例えば、浸漬被覆または電気紡績（ｅｌｅ
ｃｔｒｏｓｐｉｎｎｉｎｇ））によってこの構造に付着または粘着され得る。バッフルコ
ーティングのおおよその厚さは、０．０００５～０．００３インチであるので、このコー
ティングは、編み込み構造全体の弾性変形を妨げない。
【００２６】
　セメント窓１０８についてと同様に、バッフル１１０の正確な位置は、臨床的な目的に
依存する。しかしながら、現在、好ましい実施形態に従って、図１～図３に示されるよう
に、バッフル１１０は、デバイスの一端１０４から遠いところの反対端１０６に拡張し、
末端を覆う。周囲については、バッフル１１０は、弧の約６０°～約８０°の範囲を定め
、中央にあり、構造１０２の側方の中央面１０９の上と下に拡張する。
【００２７】
　本発明に従った構造１００の基本構造は、図９～図１１に示される。第１に、図９に示
される中空の管状構造様は、当該分野で公知のブレーディング機械上で形成される。この
構造は、一次ワイヤ部材１１２および任意の二次部材（図９に示されない）を備える。次
いで、ワイヤは、編み込まれた管が特定の長さに切断される場合、特定の直径を維持して
、ワイヤがほどけるのを防ぐのに十分にアニールされる。図１０に示されるように、次い
で、切断して、編み込まれた管は、最終製品の所望の形状を有するマンドレル（点線で示
される）の上に配置され、そして図１１（二次部材は示されない）に示されるように、マ
ンドレルの上に折りたたまれて、さらに最終的な所望の形状に熱硬化される。次いで、マ
ンドレルは、構造の一端でワイヤを開くことによって取り除かれ、その一端で、ワイヤの
端は、送達カテーテル内への挿入のための構造の折りたたみを容易にするために自由なま
まで、集められない。次いで、構造のもう一端（例えば、図１～図３の末端１０４）は、
集められて、好ましくは、金属チューブでクリンプされるか、または縫って閉じられる。
金属クリンプが使用される場合、これは、Ｘ線透視検査の手段による椎体内の構造１００
の配置を容易にするために、放射線不透性材料（例えば、白金またはタンタルのような高
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密度金属）から作製され得る（クリンプチューブに加えて、少なくともいくつかの二次部
材の編み込みもまた、白金のような放射線不透性材料から作製され得るか、または構造１
０２（一次または二次のいずれか）のワイヤのうちのいくつかは、当該分野で公知の放射
線不透性インクでコーティングされ得る）。次いで、セメント流動窓１０８は、上記のよ
うに選択的に二次部材を取り除くことによって形成され、バッフル１１０は、例えば、上
記にまた示したように一次またはコア構造１０２のコーティングによって形成される。
【００２８】
　椎体（ＶＢ）内の構造１００の挿入およびセメント誘導操作は、図１２～図２０に示さ
れる。特に、構造１００を挿入するために使用される送達デバイスは、図１２～図１６に
示され、そして図１７～図２０において、この構造の配置および椎体内のセメントの流動
の誘導が示される。
【００２９】
　図１２～図１６に示されるように、構造１００は、１つの閉じた末端１０４および１つ
の開いた末端１０６を有するため、構造１００をカテーテル鞘１３２に挿入する前に、構
造１０２を中空の押棒１３０の上に折りたたむことが好まれ、その結果、押棒は、構造１
０２の閉じられた末端１０４に効果的に連結される（カテーテル鞘自体は、当該分野で公
知のような放射線不透性マーカーバンド１３５を備え得る）。中空の押棒１３０は、この
構造の閉じられた末端への取り外し可能な連結によって、カニューレ１３３を介して、折
りたたまれて、腔内に封入された構造の配置を容易にする。この取り外し可能な連結は、
機械的結合（例えば、ネジまたはルアーロックまたは他の適切な連結）であってもよい。
【００３０】
　一旦、鞘で覆われた構造１０２が、処置されるべき骨構造内に形成された腔内に完全に
挿入されると、図１５に示されるように、鞘１３２は引っ込められ、図１５および図１６
に示されるように、その最終的な形状にまで自己復元構造が拡張する。構造１０２の閉じ
られた末端１０４と押棒１３０との間の取り外し可能な連結は切断され、中空の押棒１３
２は、その先端が概ね構造１０２の中央に位置するまで部分的に引っ込められ、その点で
、押棒が、セメント注射器として二次的に使用され得る。
【００３１】
　次いで、棒のもう一端上の充填入り口（示されず）は、ルアーロック取り付け部品（示
されず）を介して、セメント注入シリンジに結合される。次いで、セメントは、カニュー
レ１３４に示される誘導の矢印によって示されるように、構造の中央内に注入される。こ
の構造の開いた末端が中空の押棒１３２の周りで折りたたまれ、それによって、縦方向の
自己復元デバイスの中央軸内の押棒１３２の流動入り口の位置決めおよび標的ならびにセ
メントを充填した後の押棒の容易な取り外しを確実にするスライド可能な連結を形成する
ことが好ましい。
【００３２】
　（あるいは、構造１０２に浸透し得る別の充填ニードル（図１７に点線で示される）が
、骨空洞におけるこの構造の配置後、この構造の網構造またはバッフルを穿孔し得、その
結果、セメント注入は、任意の特定の方向に制限されず；実際には、構造１０２は、流入
の多数の点における多数の方向で充填され得る。外側のメッシュを穿孔することによって
、ニードル流動入り口は、デバイスの中央に配置され得るか、または必要な場合、デバイ
スから、骨折部位内にセメントを直接注入することが所望され得るデバイスに対する骨の
外部領域までの全体に配置され得る。）
　図１７～図２０に示されるように、異なる透過性の領域（つまりセメント流動窓１０８
およびバッフル１１０）は、構造１００が挿入される椎体内へのセメントの流動の方向を
効果的に制御する。
【００３３】
　特に、より多量のセメントが、比較的薄く、小さい矢印によって示されるような構造１
００の残りから流動するより、比較的厚く、大きい矢印によって示されるようなセメント
流動窓１０８から流動する。椎体内の構造１００の所定の配向に関して、セメント流動窓
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１０８は前方上側および前方下側に面し、バッフル１００は後方に面し、有意な質量Ｍの
セメントは前方の第３番目の椎体内の前方上側および前方下側に配向され、それによって
、椎骨面を横切るセメントの「マントル」を形成する。このセメントの「マントル」は、
椎骨終板に隣接して位置し、それによって、セメントの負荷支持柱を形成する。
【００３４】
　構造１００から他のセメントの流動が存在する場合、より小さい体積または質量のｍの
セメントが形成される。これらのより小さい質量のｍのセメントは、周囲の正常な骨組織
と有利に嵌合し、それによって、椎体（ＶＢ）内に本発明の構造を適所に係留するのに役
立つ。
【００３５】
　逆に、セメントに対して不透過性であるバッフル１１０は、後方方向の構造１００から
のセメントの流動をブロックする。都合良く、このことは、セメントが後側（例えば、後
方の静脈複合体、脊柱管など）に流動することを防止するのに役立つ。
【００３６】
　本発明に従ったセメント誘導構造の改変された実施形態２００は、図２１および図２２
に示される。この実施形態において、バッフル２１０は、単一の領域２０３に沿って一次
編み込み構造２０２に連結されて、一次編み込み構造から拡張する固体ポリマーフィルム
、不織布ポリマーフィルム、または織物のいずれかから形成される可撓性のシート様材料
２１１をさらに備え、その結果、可撓性のシート様材料２１１は、構造２０２に接着され
ずにこの構造の周りに包まれる。従って、このシート様構造２１１は抑えつけられず、自
己復元構造２０２から独立して開き得る。この実施形態２００は、構造２０２を通してセ
メントが自由に流動し、シート様バッフル構造２１１と接触することを可能にする。セメ
ントと接触する力は、シート様バッフル２１１を、骨空洞によって規定される限界、また
はセメントを流動する力と、骨空洞の抵抗力との間の平衡状態が達成されるまで開かせる
。
【００３７】
　本発明の他の変形もまた可能である。例えば、上記の製造方法の改変を用いて、多層の
編み込み構造が形成され得る。例えば、編み込みがマンドレルより上の多層に形成され得
ることは、公知である。あるいは、図２３に示されるように、元の編み込まれた管構造は
、熱硬化する前にそれ自体の上で折りたたまれ得、二層または多層の編み込み構造を生じ
る。二層または多層の編み込み構造は、この構造の剛性を増加させ、この構造の層が重な
るメッシュ密度を増加させることによって、セメントの流動の方向付けに役立ち得る。
【００３８】
　本発明に従ったセメント誘導構造の別の多層の改変３００が図２４に示され、ここで、
弾性の編み込みフィラメントの２つのさらなる層３０２、３０４は、最外側層３０６内に
入れ子状に重ねられる。これらの連続的な層は、マンドレル（示されず）の上に形成され
得、次いで、共に熱硬化され得る。この多層は全て、鞘の中にスライドしてはめ込まれる
前に共に入れ子状に重なっているが、管状形態（示されず）中に折りたたまれ得る。
【００３９】
　積み重ねられた多層構造が、配置のために折りたたまれた状態で非常に厚くて鞘にはめ
込まれない場合、層状の構造は、個々の自己復元構造を連続して元の拡張された構造内に
配置することによってインビボで構築され得る。特定の例において、外層３０６は、第２
の層３０４を受け入れるのに十分な開口部を有し、その結果、インビボで第２の層が組み
立てられる場合、第１の層の開口部を塞ぐ。内部の拡張可能な構造３０２、３０４は、バ
ッフル構成部材、補助的なフィラメントまたはコーティングを備えてもよく、または備え
なくてもよく、さらに各層において向上された機械的強度を提供し、外層を拡張し、外層
と接触する。各々の連続したデバイスは、カニューレ内に折りたたまれた状態で予め組み
立てられ、次いで、順にカニューレを通して配置される（示されず）。この代替の実施形
態で規定された多層は、セメントマントルに対する強化の二次的な利点を有する。
【００４０】
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　これらの改変実施形態に加えて、上記の図に示される卵形またはフットボール形状以外
の形状が、所望され得る。例えば、図２５および図２６に示されるように各茎を通して左
右対称に椎体へ接近することが臨床的に示される場合、例えば、長楕円形または西洋ナシ
形状のセメント誘導構造４００が所望され得る。あるいは、図２７に示されるように比較
的薄いセメント誘導構造５００が、脊椎固定技術のために使用され得、ここで、セメント
誘導構造は、最小限の侵襲性手段によって、椎間板空間内に配置されて、椎間板切除後の
脊柱に対する支持体を提供する。最後に、編み込みによって形成されるメッシュ構造は上
に開示され記載されているが、当業者は、自己拡張して、折りたたみ可能なメッシュ構造
が、種々の他の技術（例えば、レーザー切断チューブなど）によって形成され得、本発明
が編み込みメッシュ構造に限定されないことを理解する。
【００４１】
　上に開示および記載した実施形態に対するこれらおよび他の改変は、当業者が考えつく
。このような改変の範囲が、本明細書中に開示された本発明の概念を組み込む範囲まで、
それらは添付の特許請求の範囲内であるとみなされる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】図１は、本発明に従う、セメント誘導デバイスの１つの実施形態の斜視図である
。
【図２】図２は、本発明に従う、セメント誘導デバイスの１つの実施形態の平面図である
。
【図３】図３は、本発明に従う、セメント誘導デバイスの１つの実施形態の側面図および
末端図である。
【図４】図４は、本発明に従う、セメント誘導デバイスの１つの実施形態の端面図である
。
【図５】図５は、図１～４に示されるデバイスに使用される可能な編み込み構造を示す詳
細図である。
【図６】図６は、図１～４に示されるデバイスに使用される可能な編み込み構造を示す詳
細図である。
【図７】図７は、図１～４に示されるデバイスに使用される可能な編み込み構造を示す詳
細図である。
【図８】図８は、図１～４に示されるデバイスに使用される可能な編み込み構造を示す詳
細図である。
【図９】図９は、図１～４に示されるデバイスの構築における中間の工程を示す。
【図１０】図１０は、図１～４に示されるデバイスの構築における中間の工程を示す。
【図１１】図１１は、図１～４に示されるデバイスの構築における中間の工程を示す。
【図１２】図１２は、骨空洞の中へ挿入するためのカニューレを装填して、次いで、カニ
ューレから取り出された本発明に従ったデバイスを示す連続的な側面図である。
【図１３】図１３は、骨空洞の中へ挿入するためのカニューレを装填して、次いで、カニ
ューレから取り出された本発明に従ったデバイスを示す連続的な側面図である。
【図１４】図１４は、骨空洞の中へ挿入するためのカニューレを装填して、次いで、カニ
ューレから取り出された本発明に従ったデバイスを示す連続的な側面図である。
【図１５】図１５は、骨空洞の中へ挿入するためのカニューレを装填して、次いで、カニ
ューレから取り出された本発明に従ったデバイスを示す連続的な側面図である。
【図１６】図１６は、骨空洞の中へ挿入するためのカニューレを装填して、次いで、カニ
ューレから取り出された本発明に従ったデバイスを示す連続的な側面図である。
【図１７】図１７は、椎体の横断面および矢状面の図であり、本発明に従うデバイスの中
へのセメントの流動およびデバイスを通るセメントの流動およびそれによって得られる硬
化されたセメント塊の生じる位置を示す。
【図１８】図１８は、椎体の横断面および矢状面の図であり、本発明に従うデバイスの中
へのセメントの流動およびデバイスを通るセメントの流動およびそれによって得られる硬
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【図１９】図１９は、椎体の横断面および矢状面の図であり、本発明に従うデバイスの中
へのセメントの流動およびデバイスを通るセメントの流動およびそれによって得られる硬
化されたセメント塊の生じる位置を示す。
【図２０】図２０は、椎体の横断面および矢状面の図であり、本発明に従うデバイスの中
へのセメントの流動およびデバイスを通るセメントの流動およびそれによって得られる硬
化されたセメント塊の生じる位置を示す。
【図２１】図２１は、本発明に従ったセメント誘導構造の代替の実施形態の端面図である
。
【図２２】図２２は、本発明に従ったセメント誘導構造の代替の実施形態の側方立面図で
ある。
【図２３】図２３は、本発明に従ったセメント誘導デバイスの代替の実施形態の製造を示
す、一連の側方立面図である。
【図２４】図２４は、本発明に従ったセメント誘導デバイスの別の代替の実施形態の側面
図である。
【図２５】図２５は、本発明に従ったセメント誘導デバイスの代替の実施形態を示す、椎
体における横断面の図である。
【図２６】図２６は、本発明に従ったセメント誘導デバイスの代替の実施形態を示す、椎
体における矢状面の図である。
【図２７】図２７は、椎間板切除の後の脊椎固定のために使用されている本発明に従った
セメント誘導デバイスの代替の実施形態を示す、一対の脊体の矢状面の図である。

【図１】 【図２】
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