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(57)【要約】
経皮的に組織を切除するための装置。また１実施形態で
は、該装置は外側管状部材を含む。また、該装置は外側
管状部材内に摺動的に受け取られる内側管状部材を含み
、内側管状部材は上部部材と下部部材とを含む遠位端を
有する。更に、該装置は、遠位端が外側管状部材から完
全に延ばされた開位置と、遠位端が外側管状部材内に配
置された閉位置とを含み、該装置が開位置にあるときに
、上部部材が該下部部材から離れる方に偏らされ、下部
部材に対して開放角度θ０で配置される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外側管状部材と、該外側管状部材内に摺動的に受け取られる内側管状部材とを備えた組
織切除装置であって、該内側管状部材が上部部材と下部部材とを含む遠位端を有し、該装
置が、該遠位端が該外側管状部材から完全に延ばされた開位置と、該遠位端が該外側管状
部材内に配置された閉位置とを有し、かつ、該装置が該開位置にあるときに、該上部部材
が該下部部材から離れる方に偏らされ、該下部部材に対して開放角度θ０で配置される組
織切除装置。
【請求項２】
　前記開放角度θ０が５°～３０°である請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記開放角度θ０が８°～２０°である請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記上部部材が、前記内側管状部材と一体になった固定端部と、組織を切断するように
なされた切断端部とを有する請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記固定端部と前記切断端部との間の前記上部部材の長さが、０．５インチ（約１．２
７ｃｍ）～１．０インチ（約２．５４ｃｍ）である請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記上部部材が、前記装置が閉位置のときは前記下部部材に対して閉角度θｃで配置さ
れ、閉角度θｃは０°～５°である請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　前記上部部材が、前記切断端部と前期固定端部との間に屈曲性領域を有し、前記上部部
材が該屈曲性領域周囲で屈曲されるようになされた請求項４に記載の装置。
【請求項８】
　前記上部部材の切断端部が、湾曲領域において前記内側管状部材の中心軸線の方に延び
て歯を形成する請求項４に記載の装置。
【請求項９】
　前記湾曲領域が曲線状の外面を有する請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記下部部材が前記内側管状部材と一体になった固定端部と、組織を切断するようにな
された切断端部とを含む請求項１に記載の装置。
【請求項１１】
　前記下部部材の切断端部が、１５°～４５°の鋭角λによって画定された斜角になった
エッジの切断先端部を有する請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記下部部材が前記外側管状部材と同軸である請求項１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記外側管状部材が組織を切断するようになされた冠状刃先を含む請求項１に記載の装
置。
【請求項１４】
　前記内側管状部材内に摺動的に受け取られるプランジャを更に備える請求項１に記載の
装置。
【請求項１５】
　正中面を有する患者の脊椎狭窄症を治療する方法であって、脊椎は後面と、硬膜鞘と、
後面と硬膜鞘との間にある硬膜外腔とを有する脊柱管を含み、狭窄の場所が脊椎の対象領
域を決定し、
ａ）外側管状部材と、該外側管状部材内に摺動的に受け取られる内側管状部材とを備えた
組織切除装置であって、該内側管状部材が上部部材と下部部材とを含む遠位端を有し、該
遠位端が該外側管状部材から完全に延ばされ、該上部および下部部材がその間に角度θ０
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を画定する開位置と、該遠位端が該外側管状部材内に配置されている閉位置とを有する組
織切除装置を対象領域に隣接して位置決めするステップと、
ｂ）該内側管状部材の遠位端を該管状部材から延ばすことによって該組織切除装置を開く
ステップと、
ｃ）該組織切除装置を対象領域の組織に挿入するステップと、
ｄ）該内側管状部材の遠位端の上に該外側管状部材を摺動させることによって、組織切除
装置を閉じるステップと、
ｅ）該対象領域の組織から該組織切除装置を引っ込めるステップとを含む方法。
【請求項１６】
　前記患者の黄色靭帯の一部が対象領域を占めており、ステップｃ）が前記組織切除装置
を対象領域の黄色靭帯に挿入するステップを含み、ステップｄ）が対象領域の黄色靭帯の
少なくとも一部を切除するステップを含み、ステップｅ）が該切断された黄色靭帯の少な
くとも一部を除去するステップを含む請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　流体を注入して安全領域を形成し、対象領域において作業領域を確立することによって
対象領域の硬膜鞘を圧迫するステップを更に含み、該安全領域は該作業領域と硬膜鞘との
間に位置する請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記組織切除装置から前記切断された組織を空にするステップを更に含む請求項１５に
記載の方法。
【請求項１９】
　脊椎に対して処置を行うキットであって、脊椎は硬膜鞘を含んでいる硬膜外腔を含み、
該キットが、
硬膜外腔にアクセスするための挿入部材と、
該挿入部材によって硬膜外腔内に挿入され、硬膜管の一部を圧迫して硬膜外腔内に安全領
域を設けるようになされた、ある体積の造影剤と、
外側管状部材と該外側管状部材内に摺動的に受けとられる内側管状部材とを含む組織切除
装置とを備えており、
該内側管状部材が上部部材と下部部材とを含む遠位端を有し、
該装置が、該遠位端が該外側管状部材から完全に延ばされた開位置と、該遠位端が該外側
管状部材内に配置された閉位置とを有し、かつ、
該装置が該開位置にあるときに、該上部部材が該下部部材から離れる方に偏らされ、該下
部部材に対して開放角度θ０で配置されるキット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に、画像誘導を用いて脊椎疾患を治療するための低侵襲的方法、装置、お
よびシステムに関する。更に具体的には、本発明は、狭窄を低減し、脊髄に使用可能な脊
柱管の断面積を増大するための装置および方法に関する。また更に特定的には、本発明は
肥大した黄色靭帯の諸部分を経皮的に切除するための装置および方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　脊柱（脊椎、脊柱、背骨）は軸骨格の主要部分を形成し、頭部および胴体のために強力
であるが柔軟性のある支持体を提供し、脊柱内に形成された脊柱管に配置された脊髄を保
護する。脊柱は隣接する椎骨間に椎骨と椎間板との積層体を含む。椎骨は椎骨を適所に保
持し、椎骨の運動を制限する、筋肉および靭帯によって安定されている。
【０００３】
　図１に示すように、各椎骨１０は椎弓１４を支持する椎体１２を含む。正中面２１０は
概ね、２つの実質的に等しい側方側に椎骨１０を分割する。直角体１２は短い円筒の一般
的形状を有し、椎弓１４の前方にある。椎弓１４は椎体１２と共に椎孔１５と呼ばれる空
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間を封入する。椎骨１０に隣接して脊柱に沿って椎孔１５が連続し、脊髄を含んだ脊柱管
を画定する。
【０００４】
　椎弓１４は、後方に突出して２つの椎弓板１６と交わる２つの椎弓根２４によって形成
される。２つの椎弓板１６は後内側で交わって棘突起１８を形成する。椎弓根２４および
椎弓板１６の接合部には６つの突起が生じる。２つの横突起２０は後外側方に突出し、２
つの上関節突起２２は概ね上方に突出し、概ね下方に突出する２つの下関節突起２５より
も上に位置する。
【０００５】
　椎孔１５は概ね、脊髄２８を含んで保護する楕円形の空間である。脊髄２８は脳脊髄液
（ＣＳＦ）および硬膜鞘３２と呼ばれる最外部の鞘／膜とによって囲繞された複数の神経
３４を含む。神経３４を含んでいる、ＣＳＦで満たされた硬膜鞘３２は比較的圧迫可能で
ある。椎孔１５内の脊髄２８の後方には黄色靭帯２６がある。脊柱内の隣接する椎弓１４
の椎弓板１６は、比較的幅広で弾性の黄色靭帯２６によって連結されている。
【０００６】
　脊椎が変性した状態では、脊柱管の狭小化（狭窄）が起こることがある。腰部脊柱管狭
窄症は、平均的な男性については、硬膜鞘の断面積が１００ｍｍ２未満または脊柱管の前
後（ＡＰ）寸法が１０～１２ｍｍ未満であると定義されることが多い。
【０００７】
　腰部脊柱管狭窄症の多くの症例の原因は、黄色靭帯の肥厚である。脊椎狭窄症は、亜脱
臼、小関節面の肥大、骨棘形成、脊柱管の発育不全、変形性脊椎症、椎間板変性症、変性
脊椎すべり症、変性関節症、椎骨副靭帯の骨化、等によって生じることもある。病的肥満
患者または経口コルチコステロイド剤投与患者に通常影響を及ぼす脊柱管狭窄症の稀な原
因は、硬膜外腔の過剰な脂肪である。この過剰な硬膜外脂肪は、そこに含まれた硬膜鞘、
神経根および血管を圧迫し、その結果、背痛、下肢痛、下肢の脱力感および痺れが生じる
。脊柱管狭窄症は頚部に影響を及ぼすこともあり、稀ではあるが、胸椎に影響を及ぼす場
合もある。
【０００８】
　脊柱管狭窄症に罹患した患者は一般に、最初は運動療法、鎮痛剤、および抗炎症剤を用
いて治療される。これらの保存療法選択は失敗に終わることが多い。症状が重篤な場合、
脊髄および神経根を除圧するには手術が必要になる。
【０００９】
　腰部の狭窄を補正するための従来の幾つかのアプローチでは、背中が切開され、筋肉お
よび支持構造体が脊椎から剥き出しにされて、脊柱の後面が露出される。次いで、肥厚し
た黄色靭帯は、脊柱管の後ろを覆っている、多くの場合椎弓板において椎弓の一部を除去
することによって露出される（椎弓切除術）。次いで、肥厚した黄色靭帯は、小さな組織
片を除去するのに用いられるケリソンパンチなどの外科用メスまたは穿孔器具を用いた鋭
的切開により切除が可能となる。この処置は全身麻酔下で行われる。患者の年齢および全
体的状態に応じて、患者は通常、約５～７日間入院させられる。この処置から回復するの
に患者は通常、６週間～３カ月を要する。また、独りで生活するのに十分な可動性を取り
戻すには、患者の多くはリハビリテーション施設での長期に及ぶ療法必要とする。
【００１０】
　観血的椎弓切除術後の疼痛および障害の大半は、脊柱を露出させる間に起こる背筋、血
管、支持靭帯、および神経の破砕および切断から生じる。また、椎弓切除中に背筋および
靭帯を安定させている脊椎が剥き出しにされ、脊椎から取り外されるので、これらの患者
は術後に脊椎不安定症を発症することが多い。
【００１１】
　低侵襲手技は、従来の観血的手術に比して、術後疼痛が抑えられ、回復がより早くなる
という可能性を提供する。脊椎の経皮的介入処置は局所麻酔を用いて実行することが可能
で、これにより、全身麻酔を用いた場合に回避できないリスクおよび回復時間を患者に負
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わさない。また、低侵襲手技を用いた場合、傍脊柱筋群および靭帯への損傷は少なくなり
、これにより疼痛が低減され、これらの重要な安定化構造体が温存される。
【００１２】
　脊椎を低侵襲治療するための種々の手技が知られている。顕微鏡視下椎間板切除術は、
皮膚および深部組織を小さく切開して脊椎にポータルを形成することによって実行される
。次いで、顕微鏡を用いて、椎間板切除術に先立って隣接する構造体を切除し易くする。
この処置の回復は従来の観血的椎間板切除術よりも非常に短い。蛍光透視誘導を用いる経
皮的椎間板切除装置は、椎間板疾患を治療するのにうまく用いられているが、脊柱管狭窄
症または黄色靭帯を直接治療するにはうまく使用されていない。脊柱管狭窄症を含む脊椎
疾患を治療するために、カテーテルまたは光学システムを用いた脊髄構造の関節鏡検査ま
たは直接可視化も提案されているが、これらの装置は標準的な小型手術器具および観血的
な手術手順に類似する脊椎の直接視覚化を依然として用いる。これらの装置および手技は
脊柱管の小さなサイズによって制限され、これらの操作は実行および習得が難しい。また
、これらの処置は痛みを伴い、多くの場合、全身麻酔を必要とする。更に、関節鏡検査処
法には時間がかかり、光ファイバシステムは購入および維持に費用がかかる。
【００１３】
　また更に、脊髄の神経は黄色靭帯に直接隣接し、その前方で脊柱管を通っているので、
観血的または経皮的に関わらず、どのような手術も脊髄の神経を損なうリスクを伴う。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　したがって、観血的手術を必要とせずに脊柱管狭窄症および他の脊髄疾患を治療するた
めの簡単な方法、手技、および装置を提供することが依然として望ましい。脊髄神経を含
んでいる硬膜鞘への損傷のリスクを低減することのできるシステムを提供することが更に
望ましい。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　当該分野におけるこれらおよび他の必要性は、１実施形態では経皮的に組織を切除する
装置によって対処される。ある実施形態では、この装置は外側管状部材を含む。また、こ
の装置は外側管状部材内に摺動的に受け取られる内側管状部材を含み、この内側管状部材
は、上部部材と下部部材とを含む遠位端を有する。更に、この装置は、遠位端が外側管状
部材から完全に延ばされた開位置と、遠位端が外側管状部材内に配設された閉位置とを含
み、上部部材は下部部材から離れる方に偏らされ、装置が開位置にあるときには下部部材
に対して開放角度θ０で配置される。
【００１６】
　これらおよび他の必要性は、別の実施形態では、正中面を有する患者の脊椎狭窄症を治
療する方法によって対処される。脊椎は、後面と、硬膜鞘と、後面と硬膜鞘との間にある
硬膜外腔とを有する脊柱管を含み、狭窄の場所が脊椎の対象領域を決定する。ある実施形
態では、この方法は対象領域に隣接して組織切除装置を位置決めするステップを含む。組
織切除装置は外側管状部材と外側管状部材内に摺動的に受け取られる内側管状部材とを含
む。内側管状部材は上部部材と下部部材とを含んだ遠位端を有する。また、この方法は、
外側管状部材から内側管状部材の遠位端を延ばすことによって組織切除装置を開けるステ
ップを含む。更に、この方法は組織切除装置を組織の対象領域に挿入するステップを含む
。また更に、この方法は、内側管状部材の遠位端に外側管状部材を摺動させることによっ
て組織切除装置を閉じるステップを含む。また、この方法は、組織の対象領域から組織切
除装置を引っ込めるステップを含む。
【００１７】
　当該分野におけるこれらおよび他の必要性は、別の実施形態では、硬膜鞘を含んだ硬膜
外腔を含んでいる脊椎に対して処置を行うキットによって対処される。１実施形態では、
このキットは、硬膜外腔にアクセスするための挿入部材を含む。また、このキットは、挿
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入部材によって硬膜外腔内に挿入され、硬膜管の一部を圧迫して硬膜外腔内に安全領域を
設けるように拡張された、ある体積の造影剤を含む。また、このキットは、外側管状部材
と外側管状部材内に摺動的に受け取られる内側管状部材とを含む、組織切除装置を備え、
内側管状部材は上部部材と下部部材とを含んだ遠位端を有する。
【００１８】
　したがって、本明細書に記載の実施形態は、ある種の従来技術の装置に関連する種々の
欠点に対処しようとする特徴および利点の組み合わせを含む。当業者であれば、上記の種
々の特徴、および他の特徴は、以下の「発明を実施するための最良の形態」を読み、添付
図面を参照すれば、すぐに明白となろう。概念および開示された具体的な実施形態は、本
明細書に記載の実施形態の同じ目的を実行するための他の構造を修正または設計するため
の基礎として当業者によって容易に利用されるであろうことを理解されたい。当業者であ
れば、そのような同等の構成は、添付の特許請求の範囲に定められた本発明の精神および
範囲から逸脱しないことも理解されたい。
【００１９】
　本発明を更に完全に理解するために、添付図面を参照されたい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下の議論は本発明の種々の実施形態に向けられたものである。これらの実施形態の１
つ以上は好ましいと考えられるが、開示された実施形態は特許請求の範囲を含む開示の範
囲を限定するものとして解釈または使用されるべきではない。また、当業者であれば、以
下の説明には幅広い用途があり、どの実施形態の議論も実施形態の例示であることを意味
するに過ぎず、特許請求の範囲を含む開示の範囲はその実施形態に限定されることを暗示
しようとするものではないことを理解するであろう。
【００２１】
　この議論のために、以下の説明が分かり易いように、図１、３、５、６および７にはｘ
、ｙおよびｚ軸線が示されている。ｘ、ｙおよびｚ軸線は次のように割り当てられる。ｘ
軸線は脊柱の長手方向軸線に対して直角で、冠状／前額面に対して直角である。（すなわ
ち、ｘ軸線は前方対後方の関係を画定する）。ｙ軸線は実質的には、脊柱に対して平行か
つ横断面に対して直角に走る（すなわち、ｙ軸線は上方対下方の関係を画定する）。ｚ軸
線は脊柱の長手方向軸線に対して直角で、正中／正中矢状面に対して直角である（すなわ
ち、ｚ軸線は身体部分の右側面および左側面を画定する）。座標軸線（ｘ、ｙおよびｚ軸
線）のセットは全体を通して一貫して維持されるが、椎骨および脊柱の異なる図が提示さ
れることもある。
【００２２】
　正中／正中矢状面は身体の最上部から底部までを通り、身体の右側面および左側面、な
らびに脊柱を実質的に等しく半分に（例えば、実質的に等しい２つの側面）に分割するこ
とを理解されたい。また、前額／冠状面は本質的に身体を前（前方）半分および後（後方
）半分に分割し、正中面に対して直角であることを理解されたい。また更に、横断面は、
正中面および冠状面の両方に対して直角であり、身体を上半分および下半分に分割する面
であることを理解されたい。
【００２３】
（脊柱管および脊髄狭窄症）
　図１を参照すると、椎孔１５は黄色靭帯２６の一部、脊髄２８、および黄色靭帯２６と
脊髄２８との間の硬膜外腔２７を含む。脊髄２８は硬膜鞘３２内に含まれた脳脊髄液（Ｃ
ＳＦ）によって囲繞された複数の神経３４を含む。神経３４は通常、硬膜鞘３２の体積の
少ない割合のみを含む。したがって、ＣＳＦで満たされた硬膜鞘３２は、局所的な圧力が
ＣＳＦを硬膜鞘の隣接部分に流すように、幾分局所的に圧迫可能である。硬膜外腔２７は
一般に血管および脂肪で満たされている。正常な硬膜外腔２７の後縁は概ね、図１には正
常で肥厚していない状態で示された黄色靭帯２６によって画定される。
【００２４】
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　図２は肥厚した黄色靭帯２６から生じた脊髄狭窄症の１例を示している。椎孔１５は比
較的硬い骨によって画定および囲繞されているので、その体積は本質的に一定である。し
たがって、椎孔１５内で黄色靭帯２６が肥厚すると、その結果、脊髄２８が圧迫されるこ
とになる。特に、肥厚した黄色靭帯２６は硬膜鞘３２の後面に圧迫力を及ぼし得る。また
、黄色靭帯２６の肥厚は硬膜外腔２７を占めている血管および脂肪を圧迫し得る。
【００２５】
　特に腰部においては、脊髄２８が圧迫されると、腰痛症のほか、脚部の疼痛または異常
な感覚が生じ得る。また、馬尾神経を収容する硬膜外腔２７の血管が圧迫されると、脊椎
性跛行と呼ばれる虚血性疼痛が生じ得る。
【００２６】
　肥厚または肥大した黄色靭帯２６に伴う症状を緩和するために、本明細書に記載の方法
、技術および装置を用いて、肥厚した黄色靭帯が硬膜外腔２７内の脊髄２８および血管に
及ぼす圧迫力を低減（例えば、硬膜外腔２７内の脊髄２８および血管を除圧）してもよい
。特に、肥厚／肥大した黄色靭帯２６が及ぼす圧迫力は、本明細書に記載の低侵襲靭帯除
圧（ＭＩＬＤ）処置の実施形態によって低減され得る。幾つかの実施形態では、黄色靭帯
２６の諸部分を切除することによって黄色靭帯２６の大きさを低減させるために、ＭＩＬ
Ｄ処置は経皮的に実行されてもよい。特に、ＭＩＬＤ処置の幾つかの実施形態では、経皮
的頭蓋－尾側アプローチによって、黄色靭帯２６は同側的（すなわち、椎弓１４の同じ側
で）にアクセスされ、切除され、除去される。このようなＭＩＬＤ処置の実施形態は、同
側的アプローチによるＭＩＬＤ処置（ＩＬＡＭＰ）として以降で記載される場合もある。
【００２７】
（安全領域の形成）
　図１および２に示すように、黄色靭帯２６は脊髄２８とは反対の後方にある。このため
、黄色靭帯２６内に器具を設置して黄色靭帯２６の諸部分を切除すれば、脊髄２８、硬膜
鞘３２、および／または神経３４を不注意に損傷させるリスクが生じる。したがって、本
明細書に記載の処置の好適な実施形態では、黄色靭帯２６内に組織切除装置を挿入する前
に、黄色靭帯２６と脊髄２８との間に空隙を形成して黄色靭帯２６と脊髄２８との間に安
全領域を設けることが有利である。
【００２８】
　図３は椎骨内の椎孔１５の拡大断面図を示す。椎孔１５は硬膜外腔２７と、硬膜鞘３２
内に神経３４およびＣＳＦを含む脊髄２８とを含む。また、肥厚／肥大した黄色靭帯２６
は椎孔１５内に延びる。硬膜鞘３２および脊髄２８への損傷リスクを低減するために、安
全領域４０が黄色靭帯２６と硬膜鞘３２との間に形成される。
【００２９】
　前述のように、脊髄２８はＣＳＦによって囲繞された神経３４を含み、硬膜鞘３２内に
含まれる。腰部における硬膜鞘３２の体積の９０％以上がＣＳＦによって満たされている
ので、硬膜鞘３２は大きく圧迫可能である。したがって、狭窄が脊髄２８の圧迫を引き起
こしている場合であっても、大抵の場合、脊髄２８を一時的に更に圧迫することが可能で
ある。したがって、好適な実施形態によれば、硬膜鞘３２は、流体を硬膜外腔２７内に注
入して安全領域４０を形成することによって対象領域において更に圧迫される。流体は針
などの挿入部材を用いて硬膜外腔２７内に挿入されてもよい。安全領域４０を含んだ注入
された流の存在は、追加の圧迫力が硬膜鞘３２の外面に穏やかに印加されて、硬膜鞘３２
内のＣＳＦの少なくとも一部が硬膜鞘３２の対象領域の外側に押し出される結果、硬膜鞘
３２と黄色靭帯２６との間に安全領域４０が得られる。
【００３０】
　幾つかの実施形態によれば、硬膜鞘３２は、標準的な放射線不透過性非イオン性脊髄造
影剤あるいはその他のイメージング可能な媒体または非イメージング可能な媒体を硬膜外
腔２７の対象領域に注入することによって圧迫される。これは経皮的注入を用いて行われ
るのが好ましい。十分な注入可能流体が好ましく注入されて、対象領域の外にＣＳＦを移
動させ、少なくとも所望の程度まで硬膜鞘３２を圧迫する。被注入媒体は実質的には、硬
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膜鞘３２の辺縁まで延在する硬膜外腔２７の境界内に含まれるのが好ましい。硬膜外腔は
実質的に水密性であり、硬膜外腔２７内の脂肪組織および血管新生が、好適な流体の粘性
と相まって、被注入媒体を望の対象領域において実質的に維持すように働く。脊柱２８を
保護するこの新規な方法は、以降「造影剤誘導硬膜保護」と呼ばれることもある。
【００３１】
　安全領域４０が形成されると、組織切除器具または装置１００は黄色靭帯２６内に挿入
され得る。装置１００は、肥厚／肥大した黄色靭帯２６により生じた狭窄を緩和するため
の適した装置、器具、または機器を備えてもよく、限定するものではないが、以下で更に
詳細に記載する組織切除装置および組織後退装置の実施形態を含む。また、図４に最もよ
く示されるように、装置１００は、装置１００が経皮的に身体にアクセスするときに、正
中面２１０の同じ側（同側）の黄色靭帯２６に挿入、位置決めされ、装置１００は正中面
２１０と交差しない。別の実施形態では、図４に最もよく示されるように、装置１００は
、装置１００が経皮的に身体にアクセスするときに、正中面２１０の反対側の黄色靭帯２
６に位置決めされ、装置１００は正中面２１０と交差する。幾つかの実施形態では、組織
切除装置１００は、カニューレによって誘導され、カニューレによって黄色靭帯２６に向
かって進められてもよい。他の実施形態では、装置１００が黄色靭帯２６に向かって進め
られるときに、装置１００を誘導するために、カニューレは用いられない。
【００３２】
　装置１００の先端が図示のように黄色靭帯２６内に留まっていることが好ましいが、装
置１００の先端が黄色靭帯２６の前面を突き破った場合であっても、安全領域４０が存在
することで、硬膜鞘３２が損傷を受ける可能性が低減される。
【００３３】
　本技術は経皮的に行われることが好ましいので、本発明のある種の態様はイメージング
によって促進されてもよい。本明細書に記載の処置の全部または一部を行い易くするため
に、イメージング窓（例えば、蛍光透視アクセス窓（fluoroscopic window of access－F
WA））を用いてもよい。図４に示すように黄色靭帯２６に装置１００を挿入し易くするた
めに、例えば、イメージング窓が用いられてもよい。好適なイメージング窓／像を以下で
更に詳細に記載する。
【００３４】
　この文脈においては、脊椎は、限定するものではないが、２Ｄ蛍光透視、３Ｄ蛍光透視
、ＣＴ、ＭＲＩ、超音波、あるいは光ファイバまたは顕微鏡下手術手技による直接的視覚
化などの適した技術を用いてイメージングすることができる。定位またはコンピュータ画
像融合技術も適している。現行では、本願に記載の技術には蛍光透視法が特によく適して
いる。蛍光透視機器は安全で、使用が簡単で、大半の医療施設においてすぐに利用可能で
あり、比較的安価である。一般的な処置では、直接的２方向透視誘導法および局所麻酔を
用いて硬膜外腔２７にアクセスして、手術部位近傍に造影剤を注入する。
【００３５】
　注入された造影剤が、例えば脊髄造影剤のような放射線不透過性である場合、蛍光透視
法またはＣＴイメージング法を用いて、拡張された硬膜外腔２７の辺縁部を容易に見るこ
とができる。したがって、本発明の造影剤誘導鼓膜圧迫手技によって形成された安全領域
４０は、ＭＩＬＤ処置中の硬膜鞘３２および脊髄２８への損傷のリスクを低減して、脊柱
管狭窄症を治療するために黄色靭帯２６および／または椎弓板１６の一部を除去または移
動することが可能である。
【００３６】
（注入可能媒体）
　手術部位において安全領域４０をよりよく限局化し、脊柱管からこの保護層が漏れるの
を阻止するように、必要に応じて、被注入媒体は再吸収可能な水溶性ゲルとして提供され
ることが可能である。注入可能ゲルは従来の硬膜外注射手技に関して著しく改善している
。このゲルは、好ましくは従来の造影剤よりも実質的により粘着性があり、比較的粘着性
および／または粘性があるゲルは、硬膜外造影法で用いられる標準的な液体造影剤と同程
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度に拡散しないように、所望の治療部位に限局し易いことが好ましい。これによって結果
的に、硬膜鞘３２をより均一に圧迫することもでき、造影剤の脊柱管からの漏れをより少
なくすることもできる。また、このゲルの好適な実施形態は従来のよりも緩徐に再吸収さ
れ、手術手順の工程中によりよい視覚化が可能となる。
【００３７】
　いくつかの実施形態では、造影剤をゲル自身に含むことが可能であるので、ゲルの嵩全
体が造影可能である。他の実施形態では、最初にある量の造影剤を注入し、次いで、所望
の量のゲルを注入してもよいし、最初に所望の量のゲルを注入し、次いで所望の量の造影
剤を注入してもよい。この場合、造影剤は拡散するゲルの嵩の表面上に補足されるので、
嵩の周縁部が造影可能である。
【００３８】
　当該分野では周知のあらゆる標準的な親水性－親油性ブロック共重合体（プルロニック
（Ｐｌｕｒｏｎｉｃ）ゲルが、注入可能媒体として用いられてもよい。このゲルは好まし
くは不活性の基体を有する。ある実施形態では、このゲル材料は周囲温度において液体で
あり、２７ゲージ針などの小孔を介して注入可能である。ゲルは、注入後に体温まで暖め
られると、粘性になることが好ましい。ゲルの粘度は調整仕様書により調節可能である。
ゲルまたは他の流体は、上記様式で硬膜鞘３２を圧迫および保護するため、および少なく
とも約３０分間は対象領域において十分に存在し続けるために、体温で十分な粘着性また
は粘性であることが好ましい。したがって、幾つかの実施形態では、被注入ゲルは、硬膜
外造影に一般に用いられる流体の粘度の２、３、６倍、または１０倍もの粘度に達する。
【００３９】
　ある実施形態では、被注入媒体は、低粘度流体として注入されるように体温まで温めら
れ、患者に注入されると濃くなり、冷却によってその低粘性状態に戻るときに、可逆的な
粘度変化を受ける。これらの実施形態では、被注入媒体は所望の通りに注入され、温める
と濃くなるが、冷却された先端が設けられたアスピレータなどの熱除去装置に被注入媒体
を接触させることによって除去が可能である。冷却が限局される結果、ゲルはその最初の
非粘性液体状態に戻り、冷却された針またはカテーテルへ容易に吸い上げることが可能で
ある。
【００４０】
　所望の特性を有する適した造影剤の１例は、市販の非イオン性ヨウ化脊髄造影剤である
、ニューヨーク州所在のナイコメッド（Ｎｙｃｏｍｅｄ）社から入手可能なオムニパーク
（Ｏｍｎｉｐａｑｕｅ）（登録商標）２４０である。他の適した注入可能媒体が当業者に
は周知であろう。脊髄２８および脊髄神経３４に近接しているので、注入可能媒体にイオ
ン性媒体を用いないことが好ましい。好適な組成物は処置後に比較的迅速に再吸収される
。したがってＭＩＬＤ処置後に残ったゲルが硬膜鞘３２を圧迫しても、比較的迅速に消失
する。例えば、好適な実施形態では、ゲルは硬膜鞘３２を３０分間圧迫するのに十分な粘
度および約２時間以内に実質的に再吸収されるのに十分な分解性を有するであろう。
【００４１】
　また、注入造影剤は、１つ以上の生物活性剤を更に含んでもよい。例えば、硬膜外ステ
ロイド注射に用いられる薬剤（例えば、デポ・メドロール（Ｄｅｐｏ　ｍｅｄｒｏｌ）、
セレストン・ゾルパン（Ｃｅｌｅｓｔｏｎｅ　Ｓｏｌｕｓｐａｎ）などの薬剤を硬膜外用
ゲル剤に加えて、治癒を早め、炎症、瘢痕および癒着を低減してもよい。ゲルは好ましく
は、ステロイド剤を緩徐に放出し、抗炎症作用を引き延ばして、このことは非常に有利で
あり得る。局所麻酔剤がゲルに添加されてもよい。これは硬膜外腔における局所麻酔剤の
作用の持続期間を引き延ばして、硬膜外麻酔中の疼痛緩和を引き延ばす。この実施形態で
は、ゲルはゲルの再吸収を遅くするように調整されてもよい。
【００４２】
　このゲルは急性および慢性脊椎痛の管理のための硬膜外ステロイド注射および神経周囲
遮断のために用いられてもよい。必要に応じて、トロンビンまたは他の止血剤を添加して
出血のリスクを低減することができる。
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【００４３】
　幾つかの実施形態では、ＣＳＦ漏出が生じる場合、ゲルが血液パッチの代替物として用
いられてもよい。腰椎穿刺後のＣＳＦ漏出または脳圧低下症の他の原因などの、腰椎穿刺
による合併症を治療するための代替的方法としてゲルが用いられてもよい。同様に、ゲル
を用いて術後のＣＳＦの漏れまたは硬膜破砕をパッチしてもよい。硬膜鞘が不注意で破砕
されたり、切断されたりする場合、ゲルはその部位を密封し、脳脊髄液の漏れを阻止する
ように直ちに働く。
【００４４】
　ＭＩＬＤ処置のための同側的アプローチ（ＩＬＡＭＰ）
　安全領域４０が形成されると、硬膜外腔２７の周縁部が被注入媒体によって明確に画定
され、イメージング可能媒体が用いられる場合、Ｘ線で視覚化され得る。次いで、前述の
ように、経皮的処置を黄色靭帯２６および／または囲繞組織に対してより安全に実行する
ことが可能となり、硬膜鞘３２および脊髄２８を損傷させる可能性が低減される。
【００４５】
　種々の適した手技および装置を用いて、肥厚／肥大した黄色靭帯２６の大きさを縮小さ
せ、これにより硬膜外腔２７内に含まれた脊髄２８および血管を除圧してもよい。適した
除圧術の例には、限定するものではないが、黄色靭帯２６からの組織の除去、椎弓切除術
、椎弓切開術、および黄色靭帯２６の後退および固定が挙げられる。いくつかの実施形態
では、黄色靭帯２６の全部または一部が組織切除装置または器具（例えば、装置１００）
を用いて切除される。組織切除器具の実施形態は以下で更に詳細に記載される。
【００４６】
　組織切除装置１００を用いて黄色靭帯２６にアクセスして黄色靭帯２６の諸部分を除去
することは、著しく困難な場合がある。例えば、肥大した黄色靭帯によって引き起こされ
る狭窄を矯正するための幾つかの従来のアプローチでは、患者の背中が切開され、次いで
、脊柱（脊椎）の筋肉および支持構造が剥ぎ取られ、脊柱の後面が露出される。続いて、
脊柱管の前側部分を封入している、椎弓１４の一部、多くの場合、椎弓板１６を除去する
ことによって肥厚した黄色靭帯が露出される（椎弓切除術）。次いで、肥厚した黄色靭帯
は外科用メスまたは穴開け器具を用いた鋭的切開によって切除可能となる。しかし、この
アプローチは、通常全身麻酔下で行われ、典型的には、長期にわたる入院、非常に長い回
復期間、および相当なリハビリテーションを必要とする。図２を簡単に参照すると、別の
例として、幾つかのＭＩＬＤ処置は、椎骨１０の椎弓１４、多くの場合、椎弓板１６に孔
を開けることによって黄色靭帯２６に経皮的にアクセスする。黄色靭帯２６にアクセスし
て切除するために、カニューレおよび／または装置１００はその孔に通されてもよいし、
かつ／または、その孔に固定されてもよい。しかし、このようなＭＩＬＤアプローチは低
侵襲性で、回復時間を短縮するが、このアプローチは対象の椎骨１０の後方を穿孔する追
加の工程を必要とする。したがって、場合によっては、椎骨を切断または穿孔する必要な
く黄色靭帯２６に経皮的にアクセスするＭＩＬＤを用いることが好ましい。
【００４７】
　図６は脊柱８０のある区間の部分断面側面図である。図５に示した脊柱８０の区間は３
つの椎骨１０ａ、１０ｂ、および１０ｃを含む。各椎骨１０ａ、１０ｂ、１０ｃは、椎弓
１４ａ、１４ｂ、１４ｃをそれぞれ支持する椎体１２ａ、１２ｂ、１２ｃを含む。垂直体
１２ａ、１２ｂ、１２ｃはそれぞれ、椎弓１４ａ、１４ｂ、１４ｃの前方にある。各椎弓
１４ａ、１４ｂ、１４ｃはそれぞれ椎体１２ａ、１２ｂ、１２ｃと共に、椎孔１５ａ、１
５ｂ、１５ｃを封入する。椎孔１５ａ、１５ｂ、１５ｃが椎骨１０ａ、１０ｂ、１０ｃに
隣接して連続して、脊柱８０の長さに沿って走る脊柱管８１（脊柱管）を画定する。脊柱
管８１は脊髄（図５には示さず）を含む。
【００４８】
　上記のように、各椎弓１４ａ、１４ｂ、１４ｃは、後方に突出して２つの椎弓板１６ａ
、１６ｂ、１６ｃとそれぞれ交わる、椎弓根２４ａ、２４ｂ、２４ｃを含む。この図では
、１つの椎弓根が各椎骨１０ａ、１０ｂ、１０ｃから除去され、椎弓板１６ａ、１６ｂ、
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１６ｃの断面のみが示されていることを理解されたい。２つの椎弓板１６ａ、１６ｂ、１
６ｃは後内側で交わって棘突起１８ａ、１８ｂ、１８ｃをそれぞれ形成する。
【００４９】
　隣接する椎骨１０ａ、１０ｂ、１０ｃの椎弓板１６ａ、１６ｂ、１６ｃは、黄色靭帯２
６（断面を示す）によって連結されている。比較的弾性の黄色靭帯２６は上位椎弓板から
下位椎弓板にほぼ垂直に延在する。特に、黄色靭帯２６は上位椎弓板の下面を起点とし、
下位椎弓板の上面に連結されている。例えば、黄色靭帯２６は上位椎骨１０ａの椎弓板１
６ａの下面を起点とし、下位椎骨１０ｂの椎弓板１６ｂの上面に連結されている。したが
って、黄色靭帯２６は椎弓間８２（すなわち、隣接する椎弓板の間の空間）にわたってい
る。椎弓間８２とは一般に、脊柱８０の隣接する椎弓板間の空間である。
【００５０】
　更に図６を参照すると、各椎弓板１６ａ、１６ｂ、１６ｃは、それぞれ椎弓根２４ａ、
２４ｂ、２４ｃから後内側に僅かに下方に延在する骨板の比較的広い平坦な板を含む。脊
柱８０の長さに沿って、椎弓板１６ａ、１６ｂ、１６ｃは板葺き屋根（ｒｏｏｆｉｎｇ　
ｓｈｉｎｇｌｅ）の如く重なり合い、各々、隣接する下位椎弓板に対して実質的に平行で
、それに対して少なくとも一部が重なっている。また、実質的に平行な隣接する椎弓板は
、間に入った黄色靭帯２６および椎弓間８２によって分離されている。例えば、椎弓板１
６ａは隣接する下位椎弓板１６ｂに実質的に平行で、一部が重なっており、黄色靭帯２６
および椎弓間８２によって椎弓板１６ｂから分離されている。
【００５１】
　図７は、脊椎の処置または手術中に遭遇する可能性のある場合に、前側が下方に位置決
めされ、後背面８５が上方に位置決めされた配向になるような、脊柱８０を示している。
また図６に示した実施形態では、黄色靭帯２６は肥厚／肥大しており、脊柱管狭窄症を引
き起こしている。特に、肥大した黄色靭帯２６の前側部分は脊柱管８１内へと延びて、脊
柱管８１内にある脊髄（図示せず）に対して圧迫力を及ぼしている可能性がある。
【００５２】
　前述のように、脊髄への圧迫力を緩和し、ひいては脊柱管狭窄症に伴う症状を緩和する
ために、黄色靭帯２６の諸部分が切除され得る。しかし、黄色靭帯２６の諸部分を低侵襲
的手技で経皮的に切除するためには、脊柱８０および各椎骨の固有の構造は、イメージン
グ上の重要な課題を提示し得る。例えば、実質的にｚ軸線方向の黄色靭帯２６の側方イメ
ージング窓／像は、種々の椎骨突起（例えば、横突起、上関節突起、下位関節突起）、各
椎弓板、等によって不明瞭になる場合がある。また、実質的にｘ軸線方向の黄色靭帯２６
の幾つかの前後（ＡＰ）イメージング窓／像も、椎弓板によって不明瞭になる場合がある
。特に、実質的にｘ軸線方向のＡＰのＸ線像平面においては、平行な椎弓板の後縁は重な
り合って、黄色靭帯２６および椎弓間８２を、特に、脊柱管８１近傍の黄色靭帯２６と椎
弓間８２との間の前方部分を不明瞭にする。しかし、Ｘ－Ｙ平面に対して実質的な平行な
平面にあり、概ね矢印８３方向に角度θで、棘突起の僅かに側方のイメージング窓／像を
用いれば、隣り合う椎弓板からの著しい妨害がない状態で椎弓間８２および黄色靭帯２６
を観察することができる。すなわち、イメージング窓／像が矢印８３（図６）と概ね整列
していると、椎骨、特に椎弓板による妨害が最小の状態で、椎弓間８２および黄色靭帯２
６を後背面からより直接的に観察することが可能になる。
【００５３】
　典型的には、実質的に平行な椎弓板（例えば、椎弓板１６ａ、１６ｂ、１６ｃ）および
椎弓間（例えば、椎弓間８２）の長軸線は、後背面８５に対して概ね６０°～７５°の配
向である。したがって、イメージング手段（例えば、Ｘ線ビーム、蛍光透視用チューブ、
等）概ね矢印８３で示した方向に位置決めされるのが好ましい（ここで、θは前背面８５
に対して実質的には６０°～７５°である）。すなわち、イメージング手段は椎弓板表面
に対して実質的に平行に位置決めされる。以下「上下後方像」と呼ばれる、得られるイメ
ージング窓／像は、概ね後背面８５からの、より明瞭で、より直接的、妨害を受けにくい
、椎弓間８２および黄色靭帯２６の像を可能にする。上下後方像は、概ねｙ軸線およびｚ
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軸線に沿った方向に椎弓間８２および黄色靭帯２６の比較的明瞭な像を可能にする。しか
し、上下後方像はそれ自身で、概ねｘ軸線方向に沿った椎弓間８２および黄色靭帯２６の
イメージング窓／像を明瞭にすることはできない。すなわち、上下後方像はそれ自身では
、黄色靭帯２６にわたって装置のｘ軸線に概ね沿って測定される後方－前方間の深さを正
確に決定するのに用いることのできる明瞭なイメージング窓／像を提供することができな
い。
【００５４】
　したがって、好適な実施形態では、以下「上下後外側像」と呼ぶ追加のイメージング窓
／像を用いて、概ねｙ軸線およびｚ軸線に沿った方向の椎弓間８２および黄色靭帯２６の
鮮明で、妨害されない像を提供する。上下後外側像は、患者の外面に対して概ね角度θに
イメージング手段を配向することにより、またこのイメージング手段を側方に斜めに配向
することによって生成され、椎弓板の前側で、下の硬膜鞘（図示せず）および脊髄（図示
せず）の後方にある黄色靭帯２６によって占められた椎弓間８２の部分側面像が明らかと
なる。
【００５５】
　上下後方像および上下後外側像の少なくとも１つを用いることによって、ｘ、ｙおよび
ｚ軸線に沿った方向の椎弓間８２および黄色靭帯２６の比較的より明瞭なイメージング窓
／像を得ることができる。
【００５６】
　図８は脊柱８０および器具１０１を示す。椎弓間８２および黄色靭帯２６の妨害されて
いない窓／像が上記様式で確立されると、器具１０１を用いて椎弓間８２および黄色靭帯
２６に経皮的にアクセスされる。器具１０１は、限定するものではないが組織切除装置、
組織切除装置を誘導するのに用いられるカニューレ、またはこれらの組み合わせを含む、
本明細書に記載のＭＩＬＤ処置を実行するのに必要なあらゆる適した装置であってもよい
。組織切除器具および装置を以下で更に詳細に記載する。
【００５７】
　更に具体的には、所望の１つ以上の方向から得られた椎弓間８２および黄色靭帯２６の
画像（例えば、上下後方像および上下後外側像）を用いて、器具１０１を使用して患者の
後背面８５の皮膚および軟組織を貫通することができる。好適な実施形態では、器具１０
１のための皮膚進入地点は、対象の椎弓間８２の後面の５～１０ｃｍ下（尾側）である。
例えば、椎弓板１６ａと椎弓板１６ｂとの間の黄色靭帯２６の部分が対象領域である場合
、器具１０１は患者の背中の椎弓間８２の後面８４の約５～１０ｃｍ下に挿入されてもよ
い。
【００５８】
ここで図７を参照すると、器具１０１は好ましくは、最初は、脊柱８０の長手方向軸線に
対して概ね平行に患者の後方組織および筋肉組織に挿入される。すなわち、後背面８５と
器具１０１との間の角度βは、器具１０１が最初に挿入される時は０°～１０°である。
また、図４図４に最も良く分かるように、器具１０１は対象領域（例えば、黄色靭帯２６
の標的部分）の正中面の同じ側（同側）で患者の後方組織および筋肉組織に挿入されるの
が好ましい。器具１０１が患者の後方組織および筋肉組織に挿入されると、黄色靭帯２６
の対象領域にわたって軌跡を形成するために、器具１０１は後背面８５に対して５～９０
°に配向され得る。器具１０１が患者の後背面８５に挿入されると、器具１０１の両端は
後背面８５の挿入場所周囲で概ねｙおよびｚ軸線方向に自由に旋回し、概ねｘ軸線方向に
後方または前方に進められてもよいことを理解されたい。
【００５９】
　患者の後方組織および筋肉組織に挿入されると、概ね対象領域の上の椎弓板の前面に向
かって、椎弓間８２の対象領域にわたって軌跡を提供するように器具１０１を位置決めす
ることが可能である。例えば、椎弓板１６ａと椎弓板１６ｂとの間の椎弓間８２が対象領
域である場合、椎弓板１６ａ（上位椎弓板）の前面に向かって、椎弓間８２にわたって椎
弓板１６ａと椎弓板１６ｂとの間に切除器具を挿入できるように器具１０１が位置決めさ
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れる。
【００６０】
　上下後方像と上下後外側像とを切り替えることによって、あるいは、上下後方像および
上下後外側像両方を同時に観察することによって、従来提示されていたものよりも更に確
実に器具１０１を黄色靭帯２６の対象領域に進めることができる。器具１０１が黄色靭帯
２６に達すると、黄色靭帯２６の諸部分が、脊髄神経への圧力を軽減するように組織切除
装置を用いて切除されてもよい。器具１０１が組織切除器具を含む場合、器具１０１を黄
色靭帯２６に挿入して黄色靭帯２６の諸部分を切除してもよい。しかし、器具１０１がカ
ニューレを含む場合、器具１０１は黄色靭帯２６に隣接して対象領域に位置決めされ、組
織切除装置を器具１０１を介して黄色靭帯２６の方に進め、黄色靭帯２６の対象領域に挿
入して、そこから組織を引っ込めてもよい。幾つかの実施形態では、切除は、概ね椎弓間
８２にわたって後方から前方に実行し、次いで、必要に応じて、黄色靭帯２６の前部分に
沿って側方に実行することも可能である。器具１０１（器具１０１がカニューレである場
合には、器具１０１を通過するあらゆる組織切除装置）の先端部の概ねｘ軸線方向の実際
の深さは、上下後外側像からの誘導を用い、器具１０１を適切に後退／進入させ、かつ器
具１０１を後背面８５に対して５°～９０°適切に調整することによって調節されてもよ
い。
【００６１】
　図４を参照すると、例示の組織切除装置１００の先端が黄色靭帯２６内に模式的に示さ
れている。組織切除装置１００は器具１０１と同じ装置であってもよいし、器具１０１が
カニューレである場合には器具１０１を通される器具であってもよい。特に、装置１００
は前述のＩＬＡＭＰ法に従って黄色靭帯２６にアクセスしている。したがって、装置１０
０は、装置１００が経皮的に挿入されるにつれて正中面２１０の同側の黄色靭帯２６の諸
部分を切除するように位置決めされる。すなわち、図４の図においては、装置１００は身
体の正中面２１０の右側に挿入され、正中面２１０の右側の黄色靭帯２６に入り、正中面
２１０の右側の黄色靭帯２６の諸部分を切除する。図４では、装置１００は正中面２１０
を交差していない。
【００６２】
　図５は代替ＭＩＬＤ法の１実施形態を示しており、例示の組織切除装置１００の諸部分
は、経皮的に挿入されるにつれて正中面２１０の反対の外側の黄色靭帯２６を切除するよ
うに位置決めされている。更に具体的には、装置１００は正中面２１０の右側の身体に挿
入され、正中面２１０の右側の黄色靭帯２６に入るが、正中面２１０の左側の黄色靭帯２
６の諸部分を切除するように位置決めされている。図５では、装置１００は正中面２１０
を交差している。
【００６３】
上記様式で、黄色靭帯の諸部分が経皮的ＭＩＬＤ処置によって切除可能である。特に、上
記アプローチを用いて、また図４および６に最もよく示されるように、黄色靭帯２６にア
クセスすることができ、器具１０１（例えば、カニューレ、組織切除器具、等）の入口地
点としての正中面２１０の同じ外側（同側）の椎弓間を解して黄色靭帯の諸部分を切除可
能である。このアプローチは、場合によって以降「同側的アプローチによるＭＩＬＤ処置
（ＩＬＡＭＰ）」と呼ぶことがある。
【００６４】
（組織切除装置）
　本明細書に記載の組織切除器具、装置、および方法の実施形態は、幾つかの形態を取っ
てもよく、上記のＩＬＡＭＰ法に従って用いられてもよいし、代替的なＭＩＬＤ処置（例
えば、図５に模式的に示したＭＩＬＤ処置）に従って用いられてもよい。こういった代替
的ＭＩＬＤ処置は米国特許出願シリアル番号第１１／１９３，５８１号に開示されており
、これを全体として本願に援用する。以下の組織切除装置の説明においては、装置の遠位
部分が詳細に記載される。本明細書で用いられる場合、用語「遠位」とは、対象領域に比
較的近い位置（例えば、除圧されるべき黄色靭帯の肥厚した部分）を指す。起動手段を含
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んだ組織切除装置のための近位端の例示的実施形態も以下で記載される。しかし、本明細
書に記載の組織切除装置の実施形態は、当業者には周知で理解されている種々の近位端お
よび種々の起動手段と共に用いられてもよいことを理解されたい。
【００６５】
　図９および１０は、開位置である組織切除装置２００の実施形態の遠位部分を示してい
る。組織切除装置２００は、外側管状部材２１０内に同軸的に配設され、それと摺動的に
係合する、内側管状部材２３０を含む。内側管状部材および外側管状部材２３０、２１０
は、中央の長手方向軸線２５０を共有する。外側部材２１０は軸線２５０からの内側半径
Ｒ１を有し、内側部材２３０は軸線２５０からの外側半径Ｒ２を有する。この実施形態で
は、外側半径Ｒ２は、内側半径Ｒ１と実質的に同じであるか、または僅かに小さくなって
おり、内側管状部材２３０の外面は管状部材２１０の内面と摺動的に係合する。したがっ
て、外側管状部材２１０および内側管状部材２３０は、相互に対して軸方向に（すなわち
、軸線２５０に沿って）動くことが可能である。管状部材２１０、２３０は限定するもの
ではないがハイポチューブ、カニューレ、またはカテーテルを含む、あらゆる適した中空
体から形成されてもよい。図９および１０に示した管状部材２１０、２３０は概ね、円形
断面を有するが、部材２１０、２３０は、限定するものではないが、円形、楕円形、また
は矩形を含む、あらゆる適した形状および断面を有してもよい。
【００６６】
　内側管状部材２３０は中央貫通孔２４０および遠位端２６０を含む。孔２４０は内側管
状部材２３０の長さにわたり、装置２００によって切除された組織（例えば、黄色靭帯の
切除片）で満たされ得る空隙または空間を提供する。遠位端２６０は上部部材２３１およ
び下部部材２３２を含む。上部部材２３１と下部部材２３２とを含む遠位端２６０は、２
００が図９および１０に示す開位置にあるときに、外側管状部材２１０から完全に延びる
。上部部材２３１および下部部材２３２は好ましくは、内側管状部材２３０と一体であり
、そこから形成される。こういった実施形態では、内側管状部材２３０の遠位端２６０は
、限定するものではないが鋳造または成形、レーザ切断、機械加工、熱間または冷間加工
、あるいはこれらの組み合わせを含むあらゆる適した手段によって、上部部材２３１およ
び下部部材２３２内へ形成されてもよい。
【００６７】
　下部部材２３２は好ましくは、内側管状部材２３０と一体になった固定端部２３２ａと
、下部部材２３２が組織に進められるにつれて組織を切断する切断先端部２３４を含んだ
切断端部２３２ｂとを備える。切断先端部２３４は、好ましくは１５°～４５°である鋭
角λによって画定された鋭いまたは斜角のエッジを有することが好ましい。図９および１
０に示す実施形態では、下部部材２３２は内側管状部材２３０の延長部であり、したがっ
て、外側管状部材２１０と同軸になっている。前述のように、下部部材２３２は好ましく
は内側管状部材２３０と一体である。しかし、下部部材２３２は固定端部２３２ａにて内
側管状部材２３０と機械的に結合される別個の構成要素であってもよいことを理解された
い。このような代替実施形態では、下部部材２３２は、限定するものではないが溶接、ピ
ン止め、またはこれらの組み合わせを含むあらゆる適した手段によって、内側管状部材２
３０に結合されてもよい。また、下部部材２３２は、それが組織を進められるときに最小
の可撓性および屈曲性を経験する比較的剛性の構造であることが好ましい。更に、図９お
よび１０に示した実施形態では、装置２００が開位置にあるときでも、下部部材２３２の
どの部分も、（軸線２５０から直角に）外側管状部材２１０の内側半径Ｒ１を超える半径
方向距離には位置していないことを理解されたい。
【００６８】
　図９および１０を参照すると、上部部材２３１は、内側管状部材２３０と一体になった
固定端部２３１ａと、上部部材２３１が組織を進められるにつれて組織を切断する切断先
端部２３３を含んだ切断端部２３１ｂとを備える。切断先端部２３３は、好ましくは２０
°～４５°である鋭角αによって画定された鋭いまたは斜角のエッジを有することが好ま
しい。
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【００６９】
　また、上部部材２３１は下部部材２３２に対して角度θで配設されている。装置２００
が図９および１０に示した完全に開かれた位置にあるとき、角度θは、本明細書では開放
角度θ０と定義される最大になる。一般に、上部部材２３１および下部部材２３２の角度
の付いた分離は、固定端部２３１ａ近傍の弾性のある屈曲性領域２３５において上部部材
２３１が屈曲または撓むことにより生じる。具体的には、上部部材２３１が製造されると
きは、上部部材２３１は、開放角度θ０を形成するように、鋭くなっているか、または屈
曲性領域２３５において可塑的に変形される。（切断先端部２３３から固定端部２３１ａ
まで）１．２７ｃｍ（０．５インチ）～２．５４ｃｍ（１．０インチ）を有する上部部材
２３１に関し、開放角度θ０は、好ましくは５°～３０°、更に好ましくは８°～２０°
である。
【００７０】
　屈曲性領域２３５は上部部材２３１の開位置を画定するが、上部部材２３１は屈曲性領
域２３５の内または周囲で弾性的に屈曲されてもよい。したがって、上部部材２３１は開
位置に偏らされるものとして説明することもできる。すなわち、上部部材２３１は、開放
角度θ０とは異なる角度θに屈曲するときは常に開放角度θ０に戻り易い。
【００７１】
　前述のように、屈曲性領域２３５は図９および１０に示した開位置に上部部材を可塑的
に変形、屈曲、または成形することによって形成される。別の実施形態では、上部部材２
３１は内側管状部材２３０に機械的に連結される別個の構成要素であってもよい。こうい
った代替的実施形態では、屈曲性領域２３５は、バネ等によって、開位置に偏らされる、
上部部材２３１と内側管状部材２３０との間の枢動的連結によって形成されてもよい。し
たがって、上部部材２３１は本明細書に記載の実施形態の屈曲性領域２３５において弾性
的に曲がるか、または屈曲するが、屈曲性領域２３５は枢動領域として説明することもで
きる。
【００７２】
　図９および１０を参照すると、上部部材２３１は第２の角度の付いた、または屈曲した
領域２３７において内側に（軸線２５０に向かって）延び、切断端部２３１ｂ近傍で歯２
３９を形成する。角度の付いた領域角度の付いた領域２３７における屈曲の量または程度
は、軸線２５０に対して角度ｐによって画定される。角度の付いた領域２３７は好ましく
は、１０°～３０°、更に好ましくは１２°～２５°の角度ｐを有する。また、角度の付
いた領域２３７は好ましくは、遠位端２６０が組織を滑らかに通過する能力を増強するた
めに、滑らかな輪郭の外面を有する。組織を切除する際のその有用性に加えて、外側管状
部材２１０の外側半径Ｒ３を越えて半径方向に延びる角度の付いた領域２３７を含んでい
ることで、蛍光透視法による視覚化の改善の可能性、ひいては装置２００の遠位端２６０
の制御が提供される。例えば、蛍光透視法による視覚化の下では、角度の付いた領域２３
７は、装置２００の他の部分、例えば装置２００に取り付けられたハンドル等によって生
じるであろうシャドウイングを越えて突出し得る。
【００７３】
　図９に最もよく示されるように、上部部材２３１は好ましくは、下部部材２３２よりも
僅かに長い。したがって、上部部材２３１および下部部材２３２は、上部部材２３１が矢
印２３８の方向に下部部材２３２に向かって屈曲性領域２３５の周囲で屈曲するときに、
上部部材２３１が「下方にクランプ（ｃｌａｍｐ　ｄｏｗｎ）」し、下部部材２３２と結
合するようなサイズおよび形状であるのが好ましい。具体的には、上部部材２３１が下部
部材２３２の方に屈曲すると、歯２３９は下部部材２３２の自由端２３２ｂおよび切断先
端部２３４の方に移動し、好ましくは最終的にそれと係合する。上部部材２３１が屈曲性
領域２３５周囲で矢印２３８方向に旋回または屈曲すると、上部部材２３１と下部部材２
３２との間の角度θは小さくなることを理解されたい。
【００７４】
　図１１～１３は、組織切除装置２００の開位置（図１１）から閉位置（図１３）への遷
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移を模式的に示している。図１１に示すように、組織切除装置２００は完全に開いている
。装置２００が開位置にあるとき、内側管状部材２３０の遠位端２６０は外側管状部材２
１０から完全に延びて、上部部材２３１は下部部材２３２から離れる方に偏らされ、下部
部材２３２に対して開放角度θ０で配置されている。組織切除装置２００を閉じるために
、外側管状部材２１０は遠位端２６０の方に概ね矢印２７０の方向に進められる。外側管
状部材２１０が遠位端２６０の上を進められると、外側管状部材２１０の内面は上部およ
び下部部材２３１、２３２の外面と係合する。特に、外側管状部材２１０の内面は、外側
管状部材２１０の内側半径Ｒ２を越えて半径方向に延びる上部部材２３１の諸部分と係合
する。その結果、外側管状部材２１０の内面は上部部材２３１の外面にある力を及ぼして
、上部部材２３１を屈曲性領域２３５の周囲で矢印２３８の方向に弾性的に屈曲または旋
回させる。したがって、図１２に最もよく示すように、角度θは小さくなる。外側管状部
材２１０が遠位端２６０の上を進められると、上部部材２３１は下部部材２３２の方に動
き続ける。図１３では、組織切除装置２００は完全に閉じられた位置を達成している。装
置２００が完全に閉じられた位置にあるとき、上部部材２３１および下部部材２３２は外
側管状部材２１０内に完全に配置され、上部部材２３１と下部部材２３２との間の角度θ
は、本明細書では閉角度θｃと呼ばれる最小になる。特に、装置２００が完全に閉じられ
た位置にあるとき、上部部材と下部部材との間の閉角度θｃは、好ましくは０°～５°で
ある。
【００７５】
　図１６を簡単に参照すると、組織切除装置４００の別の実施形態が模式的に示されてい
る。装置２００と同様、組織切除装置４００は、外側管状部材４１０内に同軸的に配設さ
れた内側管状部材４３０を含む。内側管状部材４３０は、上部部材４３１と下部部材４３
２とを有する遠位端４６０を含む。上部部材４３１は切断先端部４３３を含み、下部部材
４３２は切断先端部４３４を含む。装置４００は装置２００と実質的に同じに動作するが
、だだし、装置４００は、装置２００の上部部材２３１と同様に各々動作する２つの可動
部材４３１、４３２を含む。装置４００が図１６に示した開位置にあるとき、上部部材３
３１および下部部材３３２の両方は、（軸線４５０から）外側管状部材４１０の内側半径
を越えて半径方向に延びる。装置４００が閉位置において起動されるとき、上部部材４３
１および下部部材４３２は、外側管状部材４１０が遠位端４６０の上を進むにつれて相互
に向かって押しやられる。
【００７６】
（組織の切除および除去）
　図１４および１５は装置２００による組織１２６の一部の切除を模式的に示している。
幾つかの実施形態では、組織１２６への経皮的アクセスを提供するために、ポータルまた
はカニューレ（図示せず）が用いられてもよい。例えば、組織切除装置２００は、そのよ
うなポータルまたはカニューレを介して挿入および進められて組織１２６に達し得る。本
願と同時に出願され、本願に援用される米国特許出願シリアル番号第１１／４６１，０２
０号は、ポータルを用いて対象の組織への経皮的アクセスを提供するための幾つかの器具
、装置および方法を開示している。ポータルまたはカニューレを用いて装置２００を案内
する場合、装置２００は開位置または閉位置でそのようなカニューを介して通され得る。
【００７７】
　組織切除装置２００が対象の組織に達する様式にかかわらず（例えば、ポータルまたは
別法によって）、切除されるべき組織に挿入される前に、装置２００は図９、１１および
１４に示すような開位置に構成される。図１４に最もよく示されるように、装置２００を
開位置にした状態で、組織切除装置２００の遠位部分が組織１２６内に挿入される。組織
１２６は切除および除去されるべきどのようなタイプの組織であってもよく、限定するも
のではないが、軟組織、脂肪、筋肉、または骨を含む。肥厚した黄色靭帯によって生じる
脊柱管狭窄症を治療するのに用いられるとき、肥厚した黄色靭帯２６（図２および３を参
照のこと）の諸部分を安全に切断および除去し、これにより狭窄を低減させるためには、
装置２００の遠位端２６０は狭窄した黄色靭帯２６内に、好ましくは安全領域４０の後方
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に挿入されるのが好ましい。
【００７８】
　また図１３および１４を参照すると、装置２００が組織１２６に挿入され、進められる
と、切断先端部２３３、２３４が組織１２６を切開する。また、装置２００が１２６に挿
入されると、切断先端部２３３、２３４によって切断された組織１２６の諸部分は内側管
状部材２３０の孔２４０の少なくとも一部に滑り込み、そこを充填する。装置２００が組
織１２６内に更に進められると、より多くの組織１２６が切断され、内孔２４０を占める
切断された組織１２６はより多くなることを理解されたい。屈曲性領域２３５および角度
の付いた領域２３７を含む上部部材２３１、および下部部材２３２は好ましくは、装置２
００が組織を進められるときに装置が不注意に閉位置に移動しないほど十分な剛性である
。すなわち、上部部材２３１および下部部材２３２は好ましくは、十分な剛性があり、装
置２００が進められるときに囲繞組織１２６が上部部材２３１および下部部材２３２の外
面に及ぼす力が上部部材２３１を下部部材２３２の方に移動させないように構成される。
【００７９】
　幾つかの実施形態では、遠位端２６０は、組織が入る孔２４０が遠位端２６０の内面に
及ぼす力が、遠位端２６０の外面に作用する力によって実質的に平衡化されるような形状
および構成である。他の実施形態では、切断先端部２３３と切断先端部２３４との間の軸
線２５０に対して直角の距離は、孔２４０の直径の８０％～１２０％である。
【００８０】
所望の量の組織が装置２００によって切除され、内孔２４０内に廃棄されると、外側管状
部材２１０は遠位端２６０の方にその上を摺動されてもよく、これにより前述のように装
置２００が閉じられる。上部部材２３１および下部部材２３２が相互に向かって移動する
と、孔２４０内の組織１２６は囲繞組織１２６から切断される。例えば、歯２３９および
切断先端部２３３は孔２４０から軸方向に延びる組織をスライスし、外側管状部材２１０
の冠状刃先２１１は孔２４０から半径方向に延びる組織を上部部材２３１と下部部材２３
２との間でスライスする。幾つかの実施形態では、外側管状部材２１０の刃先２１１は、
外側管状部材２１０の切断能力を増強するために、鋭く、斜角になっている。装置２００
が閉位置に達すると、装置２００は図１５に示すように組織１２６から引っ込められ得る
。内孔２４０内に含まれた組織１２６の一部は、装置２００と共に除去される。内孔２４
０内に組織１２６の一部を含んだ装置２００が患者から完全に抜去されると、装置２００
を組織１２６内に再挿入して組織１２６の諸部分の切断および除去を続けられるように、
孔２４０内にある切除された組織は孔２４０から除去される（すなわち、孔２４０が空に
される）。
【００８１】
　孔２４０内に取り込まれた組織片１２６は、装置２００を単に開放し、内孔２４０から
組織片を抜き取ることによって除去され得る。装置２００は外側管状部材２１０を内側管
状部材２３０から引っ込めることによって閉位置から開かれ得、これにより外側管状部材
２１０から遠位端２６０が延ばされる。装置２００がその開位置に移るとき、上部部材２
３１および下部部材２３２は分離して、角度θが大きくなり、ユーザは内孔２４０アクセ
スすることが可能となる。好適な実施形態では、外側管状部材２１０が十分に引っ込めら
れると、上部部材２３１は、個々にそれらの最大時の角度ηおよび角度θであるその最初
の開位置を再度取る。すなわち、上部部材２３１は、外側部材２１０が上部部材２３１の
半径方向の運動を最早制限しなくなると、その元の開位置に跳ね上がる（すなわち、上部
部材２３１はバネのように働く）のに十分な剛性がある。
【００８２】
　別の実施形態では、切除された組織１２６を内孔２４０から物理的に排出するために、
プランジャまたは組織排出器が装置２００、３００に備えられてもよい。例えば、内孔２
４０内にある切断された組織を遠位端２６０の開口部を介して押し出すために、プランジ
ャ３７２（図１０）が装置２００内に含まれてもよい。このような実施形態を以下で更に
詳細に記載する。



(18) JP 2009-502365 A 2009.1.29

10

20

30

40

50

【００８３】
　装置２００を開位置で組織１２６内に挿入し、装置１２６を閉じ、装置２００を閉位置
で引っ込め、装置２００を開き、内孔２４０を空っぽにし、装置２００を再挿入する工程
は、所望の量の組織１２６が切除され、除去されるまで繰り返されてもよい。簡単に図３
を参照すると、装置２００を用いて肥厚した黄色靭帯２６の諸部分を除去するとき、この
工程は脊柱管が適切に除圧されるまで繰り返されてもよい。また、装置２００を用いて肥
厚した黄色靭帯２６の諸部分を除去するとき、装置２００の先端部２３３、２３４は、黄
色靭帯２６内に留まって安全領域４０を貫通しないように制御されることが好ましい。そ
れにもかかわらず、装置２００によって硬膜外腔２７を不注意に貫通させたとしても硬膜
鞘３２または神経３４を損傷させないように、安全領域４０が設けられることが好ましい
。
【００８４】
　組織切除装置２００の構成要素（例えば、外側管状部材２１０、内側管状部材２３０、
部材２３１、２３３、等）は、限定するものではないが金属（例えば、ステンレス鋼、チ
タン、等）、非金属（例えば、ポリマー、複合材料、等）、またはこれらの組み合わせを
含む、１つ以上の適した材料を含んでもよい。組織切除装置２００の構成要素はチタンま
たはステンレス鋼などの耐久性のある生体適合性材料から製造されるのが好ましいが、別
法ではポリマーであってもよい。また、部材２３１、２３３の各々は、組織に挿入され、
進められるときにそれらの形状および構成を維持することのできる１つ以上の比較的剛性
の材料を含むことが好ましい。更に、上部部材２３１は好ましくは、ひび割れしたり損傷
したりすることなく（例えば、屈曲領域２３５周囲で旋回することによって）その最初の
開位置から閉位置までおよびこの逆に反復的に屈曲される能力を有する弾性材料を含む。
同様に、上部部材２３１は装置２００がclosedから開に移行されるときに（例えば、外側
管状部材２１０が遠位端２６０から引っ込められ、これによって遠位端２６０が外側管状
部材２１０から延ばされるときに）、その最初の開位置に戻ることが望ましい。したがっ
て、上部部材２３１が、外力（例えば、外側管状部材２１０によって印加された力）が除
去されるとその元の構成に戻ることのできる弾性材料を含むことも好ましい。
【００８５】
　また、組織切除装置２００の構成要素は、適した方法によって製造されてもよい。適し
た方法の例には、鋳造または成形、機械加工、レーザ切断、ＥＭＤ、あるいはこれらの組
み合わせが挙げられる。幾つかの実施形態では、刃先または先端部を電気研磨して鋭くし
てもよい。組織切除装置２００の構成要素は、限定するものではないが溶接、圧入、また
はこれらの組み合わせを含む適した方法によって組み立てられてもよい。また更に、組織
の切除された部分の把持および保持を増強する内孔２４０の能力を強化するために、内側
管状部材２３０の内面はローレット切り、サンドブラスト、ビードブラスト、プラズマエ
ッチング、または他の適した手段によって粗くされてもよい。
【００８６】
（組織切除のための多機能器具）
　ここで図１７を参照すると、本発明は、組織切除および試料除去の両方を提供する多機
能器具３００を更に含む。ある種の実施形態では、多機能器具は片手での操作を支援し、
これによって医師による使い易さが増大される。器具３００は概ね、その中を貫通する孔
３２０と誘導チューブ３３０とを有するハウジング３１０、トリガ３５０、および孔３２
０内に往復可能に配設されたプランジャ３７０を含む。ハウジング３１０はグリップ３１
４がそこから延在しているボディ３１２を含む。
グリップ３１４は医師によって容易かつ確実に把持されるように人間工学的なサイズおよ
び形状であることが好ましい。ボディ３１２は近位端３１５および遠位端３１７を有する
。
【００８７】
　トリガ室３１８がボディ３１２内に配設され、グリップ３１４に隣接するトリガ開口３
１９を含む。孔３２０は好ましくは、ハウジング３１０を通って近位端３１５から遠位端
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３１７まで延在し、トリガ室３１８と交わる。孔３２０は好ましくは、遠位端３１７から
トリガ室３１８まで延在する直径が小さくなった部分３２４と、トリガ室３１８から近位
端３１５まで延在する直径がより大きい部分３２６とを含む。
【００８８】
　誘導チューブ３３０は孔３２０に摺動的に受け取られる。幾つかの実施形態では、誘導
チューブ３３０は、組織切除装置２００（図１０）に関して先に記載した外側管状部材２
１０と同じ構成要素であってもよい。誘導チューブ３３０は、その内径が直径が小さい孔
部分３２４の内径よりも僅かに小さいような大きさであるのが好ましい。誘導チューブ３
３０は近位端３３５および遠位端３３７を有する。スリーブ３３２が近位端３３５におい
て、またはその近傍で誘導チューブ３３０に取り付けられていることが好ましい。スリー
ブ３３２は好ましくは、以下で更に詳細に記載するように、トリガ３５０を係合するトリ
ガ係合手段３３３を含む。
【００８９】
　誘導チューブ３３０内には、組織クランプ３４０などの組織係合手段が配設される。組
織クランプ３４０は近位端３４５および遠位端３４７を有するロッド３４２であってもよ
い。幾つかの実施形態では、遠位端３４７は本明細書の別の箇所で記載したような組織切
除装置（例えば、組織切除装置２００）を含んでもよい。組織クランプ３４０の近位端３
４５は、停止部材３４４、またはボディ３１２に対して組織係合手段３４０が動くのを阻
止するための他の手段を含んでもよい。停止部材２４４は組織クランプ３４０にしっかり
と取り付けられていてもよく、ピン２４５によってボディ３１２内の適所に保持されても
よい。別の実施形態では、近位端３４５は溶接、ピン止め、圧接、または他の任意の適し
た手段によってボディ３１２内の適所に保持される。
【００９０】
　トリガ３５０は内端部３５５および外端部３５７を有する。外端部３５７は好ましくは
、グリップ３１４の方に外端部３５７を容易に手動で起動することを可能にする、フィン
ガーリング３５２または他の類似の人間工学的構成を含む。トリガ３５０の内端部３５５
は好ましくは、誘導チューブ３３０に隣接し、それを越えて延びる少なくとも１つのアー
ム３５８を含む。好適な実施形態では、アーム３５８は誘導チューブ３３０上のトリガ係
合部材３３３と摺動的に係合する。トリガ３５０はその内端３５５とその外端３５７との
間の旋回地点３５９においてハウジング３１０に枢動自在に設置されることが好ましい。
ある種の実施形態では、旋回地点３５８は、器具の操作中に機械的利点が用いられるよう
に、外端部３５７よりも内端部３５５に近い位置にある。回転停止部材３６０は好ましく
は、内側トリガ端部３５５がある地点を越えて回転するのを阻止するように、空洞３１８
内に設けられ、位置決めされる。
【００９１】
　ある種の実施形態では、組織クランプ３４０は中空のチューブまたはロッドとして提供
される。これらの実施形態では、組織排出システム３７０を設けることが好ましい。組織
排出システム３７０は、組織クランプ３４０と同軸であり、この中に摺動的に配設された
更に別のロッドまたはチューブ３７２（図１０にも仮想線で示した）を含んでもよい。ロ
ッド３７２は組織クランプ３４０の近位端の外に延び、その遠位端３７３が組織クランプ
３４０内の組織切除手段の僅かに内側にある地点に配設されるように、最初は位置決めさ
れている。組織排出システム３７０はロッド３７２の近位端に取り付けられたプランジャ
ヘッド３８０を含む。プランジャヘッド３８０は好ましくは、遠位端および近位端３８５
、３８７をそれぞれ有するプランジャボディ３８２と、プランジャボディ３８２の近位端
３８７に取り付けられたノブまたはボタン３８４とを含む。バネ３７４または他の偏向手
段が、プランジャボディ３８２の遠位端３８５と停止部材２４４との間に設けられるのが
好ましい。
【００９２】
　幾つかの実施形態では、プランジャボディ３８２の外面は好ましくは、遠位肩および近
位肩３８７、３８８それぞれによってその両端において画定されたオフセット部分３８６
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を含む。ピン３８９がボディ３１２に設けられ、オフセット部分３８６と係合するように
位置決めされている。ロッド３７２はボディ３１２内で摺動可能であるが、遠位方向への
その軸方向運動は、ピン３８９が近位肩３８８と係合することにより制限され、近位方向
へのその軸方向運動は遠位肩３８７によって制限される。バネ２７４は、ピン３８９が遠
位肩３８７と係合するときに僅かに圧縮されるように構成されるのが好ましい。したがっ
て、プランジャヘッド３８０は通常、装置の近位端３１５を越えて延びるように近位方向
に押しやられる。
【００９３】
（多機能器具の操作）
　操作中、患者内から組織を切除することが望まれるとき、本発明の多機能器具は、医師
が所望の量の組織を効率的かつ正確に除去できるようにする。多くの場合、切除されるべ
き組織は皮膚の真下に位置し、骨の中、または骨に隣接している可能性がある。例えば、
狭窄が黄色靭帯の肥大によって生じる場合には、肥大化した靭帯の諸部分を除去すること
が望ましいかもしれない。このような場合、切除部位へのアクセスは、トロカールおよび
カニューレ（例えば、図８の器具１０１）を皮膚に挿入し、本明細書の別の場所に記載し
たように軟組織に介入することによって提供されてもよい。装置の先端が切除部位に達す
ると、その部位へのポータルとして働くようにカニューレを適所に残した状態でトロカー
ルを除去することができる。肥大した黄色靭帯または他の狭窄の場合、本明細書の別の場
所に記載したように、同側的手技を用いることが好ましいかもしれない。
【００９４】
　カニューレが適所にある場合、またはそうでない場合、本発明の器具３００の遠位端は
図１８に示した切除部位まで挿入される。カニューレの内径に応じて、器具３００の端部
上の組織切除装置は、カニューレを通過するときに、開いていてもよいし、そうでなくて
もよい。組織クランプ３４０の遠位端３４７は組織切除装置（例えば、図９に示した装置
２００）を含んでいるので、それがカニューレの端部の外に進むに従って、組織と係合す
るか、それに「噛み付く」。所望の量の組織が切除装置の容量まで係合されると、遠位端
３４７に向けて軸方向に誘導チューブ３３０を進めることによって、その組織を切除する
ことが可能である。誘導チューブ３３０は進むにつれて、組織切除装置の外面（例えば、
図１０に示した上部部材２３１の外面）を圧迫し、組織切除装置を閉位置にする。組織切
除装置が閉位置に達するとき、組織の断片が切除され、組織切除装置内（例えば、図１０
に示した孔２４０内）に保持される。誘導チューブ３３０は近位方向にトリガ３５０の外
端部３５７に圧力を印加することによって進められる。これによってトリガ３５０は地点
３５９周囲に旋回させられ、次に、アーム３５８に遠位方向にスリーブ３３２を押しやら
せる。スリーブ３３２およびチューブ３３０が遠位方向に動くと、アーム３５８は旋回し
、スリーブ３３２の方に移動する。誘導チューブの遠位端３３７が組織クランプの遠位端
３４７に達すると、それは停止部材３６０と係合することによって更に進むのが阻止され
る。
【００９５】
　次いで、切除された組織の断片を含む閉じられた器具３００は、カニューレの外に引き
出され、空っぽにされ得る。器具３００を空にするために、トリガ３５０は遠位方向に押
しやられ、これにより誘導チューブ３３０に器具３００を引っ込めさせ、次に、組織切除
装置を開かせる。組織片が装置内に貼り付いたままになっているのは稀ではないので、組
織排出システム３７０を用いて組織片を排出してもよい。組織排出システム３７０はノブ
３８４に圧力を印加し、それを遠位方向に押しやることによって起動される。組織排出シ
ステムが進むとき、プランジャボディ３８２は組織切除装置の孔または内腔（例えば、図
１０に示した孔２４０）内を進んで、バネ３７４を圧縮する。プランジャの遠位端３７３
は進んで、組織排出システムと同じように組織片を押し出す。
組織片が排出されると、ノブ３８４から圧力を取り除くことによって、バネ３７４にプラ
ンジャをその通常の位置に戻させ、遠位肩３８７がピン３８０を圧迫するまでロッド３７
２を近位方向に進める。
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【００９６】
　これらの工程が終了すると、器具３００は別の組織片を切除する準備をする。上記工程
は所望の目的に応じて異なる順序で行うこともできることを理解されたい。例えば、器具
３００は開位置ではなくむしろ閉位置で所望の切除部位まで進めることができる。
【００９７】
　本明細書に記載のＩＬＡＭＰ法および手技は、観血手術に伴う疼痛、非常に長い回復期
間およびリスクを回避しながら、脊髄除圧を経皮的に実行することを可能にする。また、
本明細書に記載のＩＬＡＭＰ法および手技によって、対象領域の椎弓板の間の椎弓間およ
び黄色靭帯のより明瞭で妨害が少なくなったイメージング像が得られる。このような改善
されたイメージング像は、硬膜外腔および脊髄近傍の黄色靭帯内に器具を設置する際の精
度および安全性を増強する可能性を提供する。更に、本明細書に記載の切除器具および装
置をＩＬＡＭＰ法または代替の経皮的方法と一緒に用いて肥厚した黄色靭帯の諸部分を切
除し、これにより、そのような肥大した黄色靭帯によって生じる脊柱管狭窄症を低減して
もよい。
【００９８】
　安全領域および改善されたイメージングを提供することにより、本発明の装置および手
技は脊髄損傷のリスクの低減を提供する。神経機能を改善することに加えて、本明細書に
記載の様式で脊柱管を除圧すれば、脊椎血管系に対する外圧を低減することによって神経
要素への血流改善が得られると想定される。これらの理由から、本発明の実施形態に従っ
て実施される脊椎除圧術は、現在周知の手技を用いて実施される除圧術に好ましいであろ
うと考えられる。
【００９９】
　本発明の好適な実施形態を示し、説明してきたが、本発明の範囲または教示から逸脱す
ることなく、当業者にはそれらの改変が可能である。例えば、安全領域を形成する手段は
変更されてもよいし、組織切除装置の形状および構成は変更されてもよいし、本発明の手
技を実行するのに用いられる工程が改変されてもよい。したがって、本発明は記載の実施
形態に限定されるものではなく、添付の特許請求の範囲によってのみ制限され、その範囲
は特許請求の範囲のあらゆる同等物を包含するものとする。同様に、ある請求項における
工程の逐次的列挙は、明示的にそのように述べられない限り、工程が特定の順序で実行さ
れること、または、特定の工程が別の工程の前に実行されること必要とすることを意図す
るものではない。
【図面の簡単な説明】
【０１００】
【図１】２つの椎骨間の空間から見た、１つの椎骨の上面と、硬膜鞘および正常な（非狭
窄状態）黄色靭帯をその中に含む脊柱管とを示す、脊椎の断面図である。
【図２】硬膜鞘および肥厚した黄色靭帯をその中に含む脊柱管を示す、図１と同じ区間を
示す図である。
【図３】硬膜鞘の圧迫によって形成された安全領域を示す、椎孔の拡大断面図である。
【図４】第１の方法（ＩＬＡＭＰ）に従って黄色靭帯に位置決めされた組織切除器具を示
す図３の断面図である。
【図５】別の方法（ＭＩＬＤ）に従って黄色靭帯に位置決めされた組織切除器具を示す図
３の断面図である。
【図６】図１の線６－６で切った脊柱の腰部を示す部分断面図である。
【図７】脊柱に対する造影器具の配向を示す図６の断面図である。
【図８】脊柱に対する器具の配向を示す図６の断面図である。
【図９】開位置の組織切除装置の１実施形態の遠位部分を示す斜視図である。
【図１０】図９に示した組織切除装置を示す断面図である。
【図１１】開位置から閉位置に移行する図９に示した組織切除装置を示す側面図である。
【図１２】開位置から閉位置に移行する図９に示した組織切除装置を示す側面図である。
【図１３】開位置から閉位置に移行する図９に示した組織切除装置を示す側面図である。
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【図１４】図９に示した組織切除器具による組織の切除の順序を示す図である。
【図１５】図９に示した組織切除器具による組織の切除の順序を示す図である。
【図１６】開位置の別の組織切除装置の１実施形態の遠位部分を示す斜視図である。
【図１７】組織排出装置の１実施形態を示す部分断面図である。
【図１８】カニューレを介して組織に挿入された本発明の器具の１実施形態を示す略断面
図である。

【図１】

【図２】
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【図４】
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