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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１および第２の組織部分または組織部分および移植部分を互いに固定するための締結
器具であって、
　第１の接触面を有する第１の器具構成要素と、
　第２の接触面を有する第２の器具構成要素とを備え、
　第１の器具構成要素および第２の器具構成要素は互いに関して変位可能であり、
　第１の器具構成要素は、遠位側に向かって面する第１の接触面を有し、
　第２の器具構成要素は、第１の接触面の遠位方向に、かつ近位側に向かって面する第２
の接触面を有する脚部を有し、
　締結具は、締結具が第１および第２の組織部分または移植部分の共通開口に挿通される
ように位置づけられることが可能であり、ここで共通開口は第１の組織部分または移植部
分の第１貫通開口および第２の組織部分または移植部分の第２貫通開口によって構成され
、第１貫通開口および第２貫通開口は互いに整合し、締結具はさらに、第１の接触面が締
結具の近位側の端面に接触し、第２の接触面が締結具の遠位側の端面に接触するように位
置づけられることが可能であり、締結具が超音波振動の衝撃によって液化可能な熱可塑性
材料により構成され、
　締結具は、第１および第２の器具構成要素の間に相対力を印加することによって、第１
および第２の接触面の間で圧縮可能であり、
　器具は、第１および第２の器具構成要素の少なくとも一方に超音波振動の衝撃を相対力
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に加えてさらに結合するためのエネルギ源をさらに備え、
　第１および第２の器具構成要素は分離したツールであり、
　第１の接触面もしくは第２の接触面、または第１の接触面および第２の接触面は、エネ
ルギ指示構造を有するヘッド成形部分を有し、エネルギ指示構造が締結具の変形のための
液化が起こる地点を決定する、締結器具。
【請求項２】
　ヘッド成形部分は、平坦な部分に囲まれたくぼみである、請求項１に記載の器具。
【請求項３】
　エネルギ源は、超音波振動を生成し、第１および第２の器具構成要素のうち少なくとも
一方に超音波振動を結合することが可能な振動発生器を含む、請求項１または２のうちい
ずれか１項に係る器具。
【請求項４】
　振動が締結具に当たる位置での振動の出力軸が、振動発生器内の振動の軸に対してある
角度となるように超音波振動を偏向するように構成される、請求項３に記載の器具。
【請求項５】
　第２の器具構成要素は、締結具を保持し、締結具が近位側からアクセス可能となるまで
締結具を遠位側から組織部分または組織部分および移植部分を通って挿入するように装備
される、請求項１～４のうちいずれか１項に係る器具。
【請求項６】
　第１および第２の組織部分または組織部分および移植部分を互いに固定するための部品
のキットであって、締結器具と、少なくとも１つの締結具と、締結具によって保持される
ように構成された少なくとも１つのフィラメント状要素と、を備え、
　締結器具は、
　第１の接触面を有する第１の器具構成要素と、
　第２の接触面を有する第２の器具構成要素とを備え、
　第１の器具構成要素および第２の器具構成要素は互いに関して変位可能である分離した
ツールであり、
　第１の器具構成要素は、遠位側に向かって面する第１の接触面を有し、
　第２の器具構成要素は、第１の接触面の遠位方向に、かつ近位側に向かって面する第２
の接触面を有する脚部を有し、
　締結具は、締結具が第１および第２の組織部分または移植部分の共通開口に挿通される
ように位置づけられることが可能であり、ここで共通開口は第１の組織部分または移植部
分の第１貫通開口および第２の組織部分または移植部分の第２貫通開口によって構成され
、第１貫通開口および第２貫通開口は互いに整合し、締結具はさらに、第１の接触面が締
結具の近位側の端面に接触し、第２の接触面が締結具の遠位側の端面に接触するように位
置決めされることが可能であり、
　締結具は、第１および第２の器具構成要素の間に相対力を印加することによって、第１
および第２の接触面の間で圧縮可能であり、
　器具は、第１および第２の器具構成要素の少なくとも一方に超音波振動の衝撃を相対力
に加えてさらに結合するためのエネルギ源をさらに備え、超音波振動の衝撃を結合するた
めのエネルギ源は超音波装置であって、
　締結具は近位および遠位端を含み、近位端もしくは遠位端、または近位端および遠位端
の両方は、超音波振動の衝撃によって変形可能／流動可能となることができる熱可塑性材
料を含み、フィラメント状要素は締結具の周りにループを形成し、ループの直径は、第１
の締結具端部分における第１のヘッドおよび第２の締結具端部分における第２のヘッドの
少なくとも一方より小さい、部品のキット。
【請求項７】
　締結具は、端部の一方にあらかじめ形成されたヘッドを有する概ねピン形状であり、熱
可塑性材料は端部の少なくとも他方に存在する、請求項６に記載の部品のキット。
【請求項８】



(3) JP 6284366 B2 2018.2.28

10

20

30

40

50

　締結具は、第１および第２の組織または移植部分の複数の共有開口部を通って伸びるよ
うに構成された複数のシャフトを含み、締結具はシャフトを接続するブリッジ部分をさら
に含む、請求項６に記載の部品のキット。
【請求項９】
　第１および第２の組織部分または組織部分および移植部分を互いに固定するためのシス
テムであって、前記システムは、
　熱可塑性材料を含む締結具と、
　締結具によって保持されるように構成された少なくとも１つのフィラメント状要素と、
　締結器具とを含み、締結器具は、第１の接触面を有する第１の器具構成要素と第２の接
触面を有する第２の器具構成要素とを含み、第１の器具構成要素および第２の器具構成要
素は分離したツールであって互いに関して変位可能であり、さらに、
　締結具および締結器具を位置決めするための手段を備え、
　締結具は第１および第２の組織または移植部分の共有開口部を通って伸び、共有開口部
は、第１の組織または移植部分の第１の貫通開口部と、第２の組織または移植部分の第２
の貫通開口部とによって構成され、第１および第２の貫通開口部は互いに位置合せされ、
　第１の接触面は締結具の近位端面に接し、第２の接触面は締結具の遠位端面に接し、さ
らに、
　締結具が第１および第２の接触面の間で押されるように第１および第２の器具構成要素
に相対力をかけ、同時に、端部分を少なくとも部分的に軟化させかつ／または融解するの
に十分な超音波振動時間中に、相対力および超音波振動の共通の衝撃を受けて超音波振動
力によって第１および第２の器具構成要素の少なくとも一方に超音波振動を結合し、端部
分の軟化および／または融解を用いて、直径が貫通開口部の少なくとも一方の直径よりも
大きいヘッドを端部分に設けるための手段を含み、
　軟化されたかつ／または融解された端部分は再凝固することが可能であり、フィラメン
ト状要素は締結具の周りにループを形成し、ループの直径は、第１の締結具端部分におけ
る第１のヘッドおよび第２の締結具端部分における第２のヘッドの少なくとも一方より小
さい、システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　発明の分野
　本発明は医療技術の分野に属し、２つ以上の組織部分を互いに固定するため、または移
植された装置に少なくとも１つの組織部分を貼付けるための方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　発明の背景
　外科医学では、２つの組織部分を互いに貼付けるか、またはいわゆるメッシュなどの移
植された装置を組織部分に貼付けることが必要であることが多い。２つの骨部分を互いに
貼付けるための多くの方法が知られているが、これらは、引張力によって取外されること
で締結具が安全に定着され得る硬組織の定着能力に依存する。しかし、骨組織ではなく、
たとえば軟骨または軟組織である２つの組織部分を互いに貼付けることは難題であること
が多い。移植された装置が軟骨または軟組織に貼付られる場合、同じ難題が存在する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の目的は、組織部分（人間または動物の組織の部分または臓器）を互いに固定す
るため、または移植部分を組織部分に固定する方法および装置を提供することであって、
当該方法および装置は、先行技術の方法および装置の欠点を克服し、かつ／または骨組織
ではなく、かつ／または寸法的に堅くない組織部分に特に好適である。
【課題を解決するための手段】
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【０００４】
　発明の一局面によれば、第１および第２の組織部分または組織部分および移植部分を互
いに固定する方法が提供される。当該方法は、
－（一般的に少なくとも端部分に）熱可塑性材料を含む締結具を設けるステップと、
－締結器具を設けるステップとを含み、締結器具は、第１の接触面を有する第１の器具構
成要素と第２の接触面を有する第２の器具構成要素とを含み、第１の器具構成要素および
第２の器具構成要素は互いに関して変位可能であり、さらに、
－締結具および締結器具を位置決めするステップを含み、
締結具は第１および第２の組織または移植部分の共有開口部を通って伸び、共有開口部は
、第１の組織または移植部分の第１の貫通開口部と、第２の組織または移植部分の第２の
貫通開口部とによって構成され、第１および第２の貫通開口部は互いに位置合せされ、
第１の接触面は締結具の近位端面に接し、第２の接触面は締結具の遠位端面に接し、さら
に、
－締結具が第１および第２の接触面の間で押されるように第１および第２の器具構成要素
に相対力をかけ、同時に、振動力によって、かつ相対力および振動の共通の衝撃を受けて
端部分を少なくとも部分的に軟化させかつ／または融解するのに十分な振動時間中に、第
１および第２の器具構成要素の少なくとも一方に機械的振動を結合し、端部分の軟化およ
び／または融解を用いて、直径が貫通開口部の少なくとも一方の直径よりも大きいヘッド
を端部分に設けるステップと、
－軟化されたかつ／または融解された端部分を再凝固させるステップとを含む。
【０００５】
　発明は、そのような方法において締結具または締結具部（部分）として使用される熱可
塑性材料（たとえば以下に明示的に言及される材料のいずれか１つ）にも関係する。特に
、そのような使用は、熱可塑性材料の変形によって、または以下に説明されるように熱可
塑性ヘッド成形要素に溶接されている熱可塑性材料によって変形および／または融解され
て遠位または近位ヘッドを設けることができる締結具部分に関係する。当該方法に関係の
ある本稿中のすべての所見および教示は、そのような方法における締結具または締結具部
分として使用される熱可塑性材料にも関係する。
【０００６】
　当該方法に戻り、締結具を位置決めするステップと器具を位置決めするステップとは、
いずれかの順序で、または同時にもしくは部分的に同時に、セットアップと場合によって
は外科医の要望とに依存して行われ得る。
【０００７】
　端部分の軟化および／または融解を用いて端部分にヘッドを設けるステップにおいて、
相対力および振動の共通の衝撃を受けて端部分を変形させヘッドを生じさせ得る。
【０００８】
　これはたとえば、端部分そのものがヘッドに変形されるように行われ得る、つまりヘッ
ド材料は、変形した端部分材料であり得る。
【０００９】
　代替的な実施例において、ヘッド部分が形成される接触面における器具構成要素は、ヘ
ッド形成要素を含み得、ヘッド形成要素は、振動および相対力の衝撃を受けて締結具の端
部分に溶接され、したがって端部分を再凝固させるステップ後の締結具は、当初の締結具
材料に加えてヘッド形成要素材料を含む。この目的のために、上記の器具構成要素（たと
えば、締結具の遠位端に接し、脚部を有する第２の器具構成要素）はヘッド形成要素ディ
スペンサを含み得る。
【００１０】
　組織部分または組織部分および移植部分の貫通開口部は、自然に存在し得るか（または
移植部分の場合にはあらかじめ製造され得る）、締結具の挿入前の準備ステップにおいて
（たとえば掘削によって）あらかじめ作製され得るか、または締結具の挿入によって作製
され得、その後たとえば穿孔先端もしくはエッジ（または一般にリーマ加工機能）を含む
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。組合せ、たとえば、一部分にあらかじめ作製された貫通開口部と他の部分に挿入によっ
て作製された開口部との組合せ、またはいずれかの他の組合せが可能である。また、開口
部が部分的にあらかじめ作製されることも可能である。たとえば、第１の、より小さい横
断面積のあらかじめ作製されたかまたは自然に存在する開口部が存在し、締結具の挿入に
よって、第２のより大きい横断面積に締結具の挿入によって追加的に広げられる。
【００１１】
　実施例において、締結具は一般に近位側から挿入され、その側は手術中に外科医によっ
てアクセスすることができる側でもある。その場合、変形されてヘッドをもたらす端部分
は遠位端部分である。
【００１２】
　代替的な実施例では、締結具は遠位側から挿入される。この目的のために、締結具は、
器具（または少なくとも別個の器具の第２の器具構成要素）を手術部位に配置する前に、
第２の器具構成要素に一時的に取付けられ得る。可能性として、第２の器具構成要素は、
処理中に締結具の遠位端に接し、連続的に複数の締結具を投入するディスペンサを含み得
る。
【００１３】
　軟化および／または融解が始まるとすぐに、相対力によって第１および第２の器具構成
要素の相対運動が生じることになり、それによって第１および第２の接触面が互いに向か
って移動し、したがって締結具が圧縮される。
【００１４】
　したがって発明の一局面では、超音波振動などの機械的振動を用いて締結具の（遠位部
分または近位部分であり得る）端部分を（遠位または近位それぞれの）ヘッドに変形させ
ることが提案される。その結果、締結具は一種のリベットとして機能する。ここで、締結
具は当初は任意の断面の締結ピンであり得る。また、締結具は反対の（近位または遠位そ
れぞれの）側にあらかじめ形成されたヘッドを任意に含み得る。
【００１５】
　多くの実施例において、第２の器具構成要素は、近位シャフト部分および遠位脚部分を
有し、第２の接触面は、脚部分の近位対向面またはその一部として形成される。実施例で
は、第２の接触面は、近位遠位締結具軸にほぼ垂直であり得る。
【００１６】
　多くの実施例では、締結具にその近位側から当たる第１の器具構成要素を用いて、たと
えば機械的振動を締結具に結合することによって機械的振動を締結具に当てる。この目的
のために、器具は、圧電素子および圧電素子のための電気的励起回路を含む振動発生器な
どの機械的振動発生器をさらに含み得る。第１の器具構成要素は、器具のソノトロード（
ｓｏｎｏｔｒｏｄｅ）として機能し得、ソノトロードは振動発生器に結合される。器具は
器具ハウジングをさらに含み得、ソノトロードがそこに結合された振動発生器がその中に
収容される。ハウジングは、振動発生器を密封し得るが、完全に密封する必要はない。そ
の場合、第２の器具構成要素は、たとえば第１の器具構成要素（および存在する場合はハ
ウジング）に対して移動可能に搭載された、または別個のツールなど外科医によって保持
されることができるカウンタ要素であり得る。第２の器具構成要素は、近位側に向かって
面する第２の接触面とカウンタ部分から近位方向に延在するシャフト部分とを有する（脚
部分であり得る）遠位カウンタ部分を含み得る。シャフト部分は、摺動するように（また
は旋回するように）ハウジングに搭載され得、シャフト部分に相対力が印加され得る。
【００１７】
　一オプションとして、発明の実施例において、第２の器具構成要素は、振動発生器によ
って生成された機械的振動を偏向させるように構成され得る。これはたとえば、振動要素
を有する器具構成要素によって行われ得、入力軸に沿った横振動が出力軸に沿った横振動
に偏向される。そのような装置の一例は、国際公開第２００７／１０１３６２号に教示さ
れている。機械的振動の偏向を含む実施例は、締結具の軸に沿った直線的なアクセスが困
難であり、横からの方が手術部位にアクセスしやすい状況に特に適する。横からのアクセ
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スによる挿入にも適していることが、本発明の実施例の利点の１つである。
【００１８】
　また一オプションとして、複数の締結具を使用することができる。たとえば、複数の締
結具を組織／移植部分上に分散させることができる。その場合、隣接する締結具のヘッド
同士を、互いに接するようにまたは互いに溶接されるように任意に構成することができる
。
【００１９】
　一オプションによれば、互いに固定された組織部分には、補強のための人工材料の１つ
以上の可撓性平面構造が同時に設けられる。例として、そのような可撓性平面構造はメッ
シュであり得る。そのような可撓性平面構造は、組織部分の一方の外側上、組織部分の複
数の外側上、および／または組織部分同士の間に設けられ得る。代替的に、移植部分が組
織部分に固定される場合、そのような可撓性平面構造が移植部分を構成し得る。
【００２０】
　第１および第２の組織部分は、共通の組織要素または臓器の部分であり得る。たとえば
、第１および第２の組織部分は、断裂を治さなければならない断裂したかもしくは部分的
に断裂した組織要素または臓器の部分であり得る。代替例として、第１および第２の組織
部分は、別個の要素および／または臓器、たとえば平坦な曲げることができる組織部分に
貼付けられる平坦な曲げることができる移植片であり得る。
【００２１】
　第１および第２の組織部分はたとえば、軟骨の層または他の部分であり得る。発明の方
法の局面の用途は、半月板の修復である。当該方法の準備において、断裂した半月板の端
部分が互いに重なり合うように曲げられ、互いに重なり合った部分のアセンブリに第１お
よび第２の開口部が作られる。
【００２２】
　軟骨の代替例として、第１および第２の組織部分の少なくとも一方は、他の組織、特に
軟組織、または組織置換材料の部分であり得る。第１および第２の組織部分の一方は、組
織部分に貼付けられる移植片でもあり得る。
【００２３】
　本稿では、簡潔にするために、互いに貼付けられる部分を「第１および第２の組織部分
」と称することが多いが、発明の実施例は、人工要素（移植片）を組織部分にその場で貼
付けることにも関係する。
【００２４】
　発明は、３つ（以上）の組織部分を互いに重ね合わせ、締結具を共通の位置合せされた
穴に導入することによって、２つを超える組織部分、たとえば３つ以上の組織部分を１回
のステップで互いに固定することにも適用される。
【００２５】
　発明に係る方法および装置の多くの実施例は、軟骨もしくは軟組織部分を互いに貼付け
ること、またはそのような組織に人工装置（移植部分）を貼付けることに特に適している
が、寸法的に堅い骨組織への適用はすべての実施例において排除されない。むしろ、当該
方法および装置は、骨組織、特に平らな骨（扁平骨）または弱い骨組織にも好適であり得
る。
【００２６】
　さらなるオプションは、外科用糸（特に外科縫合用の糸）などのフィラメント状要素を
組織に締結するための方法および装置を使用することである。例として、そのようなフィ
ラメント状要素は、固定処理中に互いに固定された組織部分または組織部分および移植部
分に取付けられ得る。たとえば、フィラメント状要素のループを締結具のシャフトに巻き
つけ、締結具のヘッド（あらかじめ製造されたヘッド、または端部分の軟化および／また
は融解を用いて設けられたヘッド）によって保持し得る。他の例として、そのようなフィ
ラメント状要素は移植部分を構成し、その場合、ループは組織部分の貫通開口部と位置合
せされた貫通開口部を形成する。
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【００２７】
　より一般的に、一局面に係る発明は、フィラメント状要素、特に糸を組織部分に定着さ
せる方法に関し、当該方法は、
－締結具を設けるステップを含み、締結具は第１の締結具端部分において第１のヘッドを
含み、さらに、
－締結器具を設けるステップを含み、締結器具は、第１の接触面を有する第１の器具構成
要素と第２の接触面を有する第２の器具構成要素とを含み、第１の器具構成要素および第
２の器具構成要素は互いに関して変位可能であり、さらに、
－締結具が組織の開口部を通って伸びるように、かつ第１の接触面が締結具の近位端面に
接し、第２の接触面が締結具の遠位端面に接するように、締結具および締結器具を位置決
めするステップと、
－器具構成要素の少なくとも一方によって、エネルギを締結具に結合して、第２の締結具
端部分を少なくとも部分的に軟化させかつ／または融解させ、第２の端部分の軟化および
／または融解を用いて開口部の直径より大きい直径の第２のヘッドを第２の端部分に設け
るステップと、
－軟化されたかつ／または融解された端部分を再凝固させるステップとを含み、フィラメ
ント状要素が締結具の周りにループを形成し、ループの直径は、第１のヘッドおよび第２
のヘッドの少なくとも一方より小さい。
【００２８】
　一実施例によれば、フィラメント状要素は、それが搭載される位置決め要素（針または
他の要素、場合によっては締結具そのものなど）によって位置決めされる。一実施例に係
るこの要素は、端部分がループを形成するフィラメント状要素の端部分が近位側からアク
セス可能であるやり方で、遠位側から組織部分を通って挿入される。
【００２９】
　位置決め要素が針である場合は、形状記憶材料の針であり得、第２の器具構成要素のチ
ャネル内を案内されて、近位側から押され、遠位側から組織を穿孔し、組織を通って近位
側に糸（または他のフィラメント状要素）を戻し得る。
【００３０】
　多くの実施例において、第２の器具構成要素（または締結具が遠位側から導入される場
合は第１の器具構成要素）は、第２の（または第１のそれぞれの）接触面を形成するヘッ
ド成形部分を有する。ヘッド成形部分は、カウンタ部分／脚部分に存在する場合は、たと
えば浅いくぼみとして設けられ得、その底部は第２の（第１の）接触面を形成する。ヘッ
ド成形部分は、異なる方向への所望の材料流を確実にする少なくとも１つのエネルギディ
レクタまたは分配構造をさらに含み得る。ヘッド成形部分はたとえば、凹面または部分的
に凹面形状を有し得る。発明の一局面に係る方法によって、成形される遠位ヘッドは、ヘ
ッド成形部分の複製である表面部分を含む。
【００３１】
　方法のいずれかの局面において、下記の１つまたは任意の（意味のある）組合せが成り
立ち得る。
－機械的振動は、締結具を位置決めするステップ中に第１の器具構成要素から締結具に結
合され得る。
－締結具は、一般に（いずれかの好適な断面の、つまり円形または非円形の）円筒形部分
、場合によってはあらかじめ形成された（近位または遠位）ヘッド部分を有するピン形状
であり得る。
－ピン形状の代替例として、締結具は、近位（または遠位）ブリッジ部分によって接続さ
れる複数のシャフトを含み得、シャフトは、第１および第２の組織または移植部分の対応
する数の共有開口部を通って伸びるように構成される。
－締結具は、力および振動が締結具に結合されると、第１の組織部分に対して当接する肩
部を形成するあらかじめ作製された近位（または遠位）ヘッド部分を含み得る。
－締結具は熱可塑性材料で構成され得るかまたは、締結具は（少なくとも遠位または近位
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の端部分を含む）熱可塑性構成要素と熱可塑性でない構成要素とを含み得る。
－締結具に振動を結合し、第１および第２の器具構成要素の間で締結具を圧縮する同時に
起こるステップ中、（たとえばピン形状の）締結具の他方端（締結具が遠位側から挿入さ
れる場合、締結具の近位端は近位側または遠位端から挿入される）における熱可塑性部分
は、近位／遠位のさらなるヘッドに変形され得る。締結具が、熱可塑性材料からなるあら
かじめ成形されたさらなる（近位／遠位）ヘッドを含む場合は、あらかじめ成形されたさ
らなるヘッド部分が任意にさらに成形され得、したがってたとえばその遠位／近位肩部は
、第１の組織部分の形状に適合化された形状を有する。
－締結具は、近位案内および／または保持構造を含み得、第１の器具構成要素の対応する
案内および／または保持要素が、その挿入中に締結具を案内しかつ／または保持するよう
にそこに係合し得る。
－振動発生器に加えて、器具は、自動的に相対力を印加するための力付与装置をさらに含
み得る。そのような力付与装置はたとえば、処理の前にあらかじめ張力がかけられ得るば
ねを含み得、ばね力は振動の生成と同時に解放され得る。代替的に、力付与装置は電気作
動機構などの他の駆動装置を含み得る。
－力付与装置に加えて、または代替例として、器具は、外科医自身が力を加えることを可
能にするためのハンドルを含み得る。その場合、器具は抵抗ばねをさらに任意に含み得、
その力に対抗して相対力を印加しなければならず、第１および第２の器具構成要素を互い
に対して移動させなければならない。そのようなばねは、熱可塑性材料の凝固後の器具構
成要素の締結具からの解放を容易化し得る。
－締結具の熱可塑性材料は、第１および／または第２の組織部分の組織に付着させ得、か
つ／または第１および／または第２の組織部分の構造に貫入させて押込み嵌合接続（posi
tive-fit connection）を形成し得る。これは、近位および／または遠位ヘッド部分、お
よび／またはヘッド部分同士間の残りの円筒形部分の熱可塑性材料であり得る。
【００３２】
　第１および第２の組織部分または組織部分および移植部分を互いに固定するための、ま
たはフィラメント状要素、たとえば糸を組織に定着させるための締結器具は、
－第１の接触面を有する第１の器具構成要素と、
－第２の接触面を有する第２の器具構成要素とを含み、
－第１の器具構成要素および第２の器具構成要素は互いに関して変位可能であり、
－第１の器具構成要素は、遠位側に向かって面する第１の接触面を有し、
－第２の器具構成要素は、第１の接触面の遠位方向にあり、かつ近位側に向かって面する
第２の接触面を有する脚部を有し、
－締結具は、第１および第２の器具構成要素の間に相対力を印加することによって第１お
よび第２の接触面の間で圧縮可能であり、
－器具はさらに、第１および第２の器具構成要素の少なくとも一方に機械的エネルギを結
合するためのエネルギ源を含む。
【００３３】
　接触面は、それに接して端部分にヘッドが設けられており、ヘッド成形部分を含み得る
。たとえば、近位側から挿入される締結具については、第２の器具構成要素の脚部の第２
の接触面がヘッド成形部分として形成される。締結具が遠位側から挿入される場合、第１
の器具構成要素の遠位端面がヘッド成形部分を含み得る。また、各場合において、他方の
接触面も任意にヘッド成形部分を含み得る。
【００３４】
　少なくとも第１および第２の器具構成要素を殺菌することが可能である。
　第１および第２の組織部分または組織部分および移植部分を互いに固定するための部品
のキットは上記の種類の器具を含み、さらに、少なくとも１つの締結具を含み、締結具は
近位および遠位端を含み、近位端および／または遠位端は、機械的エネルギの衝撃によっ
て変形可能／流動可能となることができる熱可塑性材料を含む。締結具は一般に、任意の
近位ヘッドと、任意の遠位切断および／または穿孔および／またはリーマ加工構造とを有
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するピン形状であり得る。
【００３５】
　たとえば、少なくとも１つの締結具が無菌パッケージで供給される。
　機械的振動の代替例として、他の形態の機械的エネルギを用いて熱可塑性材料を流動可
能／変形可能にし得る。これは特に、カウンタ要素に対する締結具の回転運動を含む。さ
らに別の代替例として、電磁放射を用いて熱可塑性材料を流動可能／変形可能にし得る。
この目的のために、締結具は、特に遠位領域において放射線吸収材によって本質的に透明
であり得る。放射線は、レーザまたは他の放射線源によって締結具に結合され得る。
【００３６】
　本稿において、「機械的振動の衝撃によって軟化および／または融解させることが可能
な熱可塑性材料」、または要約して「液化可能な熱可塑性材料」もしくは「液化可能材料
」という表現は、少なくとも１つの熱可塑性成分を含む材料を説明するために使用される
。この材料は、加熱されると、特に摩擦により加熱されると、つまり互いに接し、かつ互
いに対して振動でもしくは回転して移動される一対の表面（接触面）の一方に配置される
と、液体または流動可能となる。振動の周波数は、２ｋＨｚと２００ｋＨｚとの間、好ま
しくは２０～４０ｋＨｚであり、振幅は１μｍと１００μｍとの間、好ましくは約１０～
３０μｍである。たとえばそのような振動は、たとえば歯科用途で知られている超音波装
置によって生成される。荷重支持接続が可能となるように、材料は０．５ＧＰａより大き
い、好ましくは１ＧＰａより大きい弾性率を有し得る。少なくとも０．５ＧＰａの弾性率
によって、内部の液化およびしたがって液化可能要素の不安定化が生じない、つまり液化
可能材料がストップ面との液化境界面にある場合にのみ液化が生じるように減衰が小さい
超音波振動を液化可能材料が伝えることが可能となることも確実となる。可塑化温度は、
好ましくは２００℃まで、２００℃と３００℃との間、またはさらに３００℃より高い。
用途によって、液化可能な熱可塑性材料は再吸収可能であっても再吸収可能でなくてもよ
い。
【００３７】
　好適な吸収性ポリマーは、たとえば乳酸および／またはグリコール酸（ＰＬＡ、ＰＬＬ
Ａ、ＰＧＡ、ＰＬＧＡ等）、またはポリヒドロキシアルカン酸（ＰＨＡ）、ポリカプロラ
クトン（ＰＣＬ）、多糖類、ポリジオキサノン（ＰＤ）、ポリ酸無水物、ポリペプチド、
もしくは対応するコポリマーもしくは混合されたポリマーをベースとし、または上記のポ
リマーを成分として含有する複合材料が再吸収可能な液化可能材料として好適である。た
とえばポリオレフィン、ポリアクリレート、ポリメタクリレート、ポリカーボネート、ポ
リアミド、ポリエステル、ポリウレタン、ポリスルホン、ポリアリールケトン、ポリイミ
ド、ポリフェニル硫化物、または液晶ポリマー（ＬＣＰＳ）、ポリアセタール、ハロゲン
化ポリマー、特にハロゲン化ポリオレフィン、ポリフェニレン硫化物、ポリスルホン、ポ
リエーテル、ポリプロピレン（ＰＰ）などの熱可塑性材料、もしくは対応するコポリマー
もしくは混合されたポリマー、または上記のポリマーを成分として含有する複合材料が非
吸収性ポリマーとして好適である。適合する熱可塑性材料の例は、Bohringer Ingelheim
社によるポリラクチド生成物ＬＲ７０８（非晶質Ｐｏｌｙ－Ｌ－ＤＬラクチド７０／３０
）、Ｌ２０９またはＬ２１０Ｓのうちいずれか１つを含む。
【００３８】
　分解性材料の特定の実施例は、すべてBohringer社によるＬＲ７０６　ＰＬＤＬＬＡ　
７０／３０、Ｒ２０８　ＰＬＤＬＡ　５０／５０、Ｌ２１０Ｓ、およびＰＬＬＡ　１００
％Ｌのようなポリラクチドである。好適な分解性ポリマー材料のリストが、Erich Winter
mantel und Suk-Woo Haa, 「Medizinaltechnik mit biokompatiblen Materialien und Ve
rfahren」, 3.Auflage, Springer, Berlin 2002（以下「Wintermantel」と称する）２０
０頁においても見つけることができる。ＰＧＡおよびＰＬＡに関する情報については２０
２頁以降を参照のこと。ＰＣＬについては２０７頁を参照のこと。ＰＨＢ／ＰＨＶコポリ
マーについては２０６頁を参照のこと。ポリジオキサノンＰＤＳについては２０９頁を参
照のこと。さらなる生体吸収性材料の議論はたとえばCA Bailey他, J Hand Surg [Br] 20
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06 Apr;31(2):208-12に見つけることができる。
【００３９】
　非分解性材料の特定の実施例は、ポリエーテルケトン（Invibio社のＰＥＥＫ（登録商
標）Ｏｐｔｉｍａ、グレード４５０および１５０）、ポリエーテルイミド、ポリアミド、
ポリアミド１２、ポリアミド１１、ポリアミド６、ポリアミド６６、ポリカーボネート、
ポリメチルメタクリレート、ポリオキシメチレン、またはポリカーボネートウレタン（特
にＤＳＭによるＢｉｏｎａｔｅ）である。ポリマーおよび用途の概略表がWintermantelの
１５０頁にリスト化されている。特定の例がWintermantelの１６１頁以降（PE, Hostalen
 Gur 812, Hochst AG）、１６４頁以降、（ＰＥＴ）、１６９頁以降（ＰＡ、すなわちＰ
Ａ６およびＰＡ６６）、１７１頁以降（ＰＴＦＥ）、１７３頁以降（ＰＭＭＡ）、１８０
頁（ＰＵＲ、表参照）、１８６頁以降（ＰＥＥＫ（登録商標））、１８９頁以降（ＰＳＵ
）、１９１頁以降（ＰＯＭ－ポリアセタール、商品名Delrin、TenacもＰｒｏｔｅｃによ
って内部プロテーゼにおいて使用されている）に見つけることができる。
【００４０】
　熱可塑特性を有する液化可能材料は、さらなる機能に役立つ異質相または化合物を含ん
でもよい。特に、熱可塑性材料は、混合された充填剤、たとえば治療または他の所望の効
果を有し得る微粒子充填剤によって強化され得る。熱可塑性材料は、その場で拡張するか
または溶ける（孔を作成する）成分（たとえばポリエステル、多糖類、ヒドロゲル、リン
酸ナトリウム）、またはその場で放出されるとともにたとえば治癒および再生の促進とい
った治療効果を有する化合物（たとえば、成長因子、抗生物質、炎症抑制剤、またはリン
酸ナトリウムもしくは炭酸カルシウムといった、酸性分解の悪影響に対抗する緩衝液）を
含み得る。熱可塑性材料が再吸収可能である場合、そのような化合物の放出は遅延される
。
【００４１】
　液化可能材料が振動エネルギによってではなく電磁放射によって液化される場合は、特
定の周波数範囲の（特に可視または赤外線周波数範囲の）そのような放射を吸収すること
が可能な化合物（微粒子または分子）、たとえばリン酸カルシウム、炭酸カルシウム、リ
ン酸ナトリウム、酸化チタン、マイカ、飽和脂肪酸、多糖類、グルコース、またはそれら
の混合物を局所的に含み得る。
【００４２】
　用いられる充填剤は、分解性ポリマーにおいて用いられる分解性の骨刺激性充填剤を含
んでもよく、β－リン酸三カルシウム（ＴＣＰ）、ハイドロキシアパタイト（ＨＡ、＜９
０％の結晶度）；またはＴＣＰ、ＨＡ、ＤＨＣＰ、生体ガラスの混合物（Wintermantel参
照）を含む。非分解性のポリマーのための、部分的にのみ分解性またはほとんど分解性で
ない骨統合刺激性充填剤は、生体ガラス、ハイドロキシアパタイト（＞９０％の結晶度、
ＨＡＰＥＸ（Ｒ）を含む。SM Rea他, J Mater Sci Mater Med. 2004 Sept;15(9):997-100
5を参照のこと。ハイドロキシアパタイトについては、L. Fang他、Biomaterials 2006 Ju
l; 27(20):3701-7, M. Huang他、J Mater Sci Mater Med 2003 Jul; 14(7):655-60、なら
びにW. BonfieldおよびE. Tanner, Materials World 1997 Jan; 5 no. 1:18-20を参照の
こと。生物活性充填剤の実施例およびそれらの議論は、たとえばX.HuangおよびX.Miao, J
 Biomater App. 2007 Apr; 21(4):351-74), JA Juhasz他、Biomaterials, 2004 Mar; 25(
6):949-55において見つけることができる。微粒子充填剤タイプは、粗大タイプ：５～２
０μｍ（含有量は好ましくは１０～２５容積％）、サブミクロン（析出からのナノ充填剤
、好ましくは縦横比＞１０、１０～５０ｎｍ、含有量０．５～５容積％）のようなプレー
トを含む。
【００４３】
　図面の簡単な説明
　以下に、図面を参照して発明の実施例について説明する。概略的であって縮尺通りでは
ない図面において、同じ参照符号は同じかまたは対応する要素を指す。
【図面の簡単な説明】
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【００４４】
【図１】２つの組織部分を互いに貼付けるように位置決めされた締結具を有する器具の図
である。
【図２】２つの組織部分を貼付ける処理中の締結具と器具とを示す図である。
【図３ａ】２つの組織部分を互いに貼付ける処理の２つの異なる処理工程における代替的
な締結具と器具との配置を示す図である。
【図３ｂ】２つの組織部分を互いに貼付ける処理の２つの異なる処理工程における代替的
な締結具と器具との配置を示す図である。
【図４ａ】２つの組織部分を互いに貼付ける異なる処理工程中の締結具と器具との配置の
さらに別の実施例の図である。
【図４ｂ】２つの組織部分を互いに貼付ける異なる処理工程中の締結具と器具との配置の
さらに別の実施例の図である。
【図４ｃ】２つの組織部分を互いに貼付ける異なる処理工程中の締結具と器具との配置の
さらに別の実施例の図である。
【図５ａ】材料案内およびエネルギ誘導構造の図である。
【図５ｂ】ヘッド成形部分の可能な形状の図である。
【図６】器具のさらなる実施例の図である。
【図７】組織部分の面内補強材を含む配置の図である。
【図８ａ】ワイヤまたは糸を定着させる方法の図である。
【図８ｂ】ワイヤまたは糸を定着させる方法の図である。
【図９】連続的に複数の締結具を投入するための格納部の図である。
【図１０】複数のシャフトを含む締結具を有する変形例の図である。
【図１１】複数のシャフトを含む締結具を有する変形例の図である。
【図１２】複数のシャフトを含む締結具を有する変形例の図である。
【図１３】複数のシャフトを含む締結具を有する変形例の図である。
【図１４】複数のシャフトを含む締結具を有する変形例の図である。
【図１５】複数のシャフトを含む締結具を有する変形例の図である。
【発明を実施するための形態】
【００４５】
　好ましい実施例の説明
　図１に示される第１の組織部分１および第２の組織部分２は、たとえば断裂した半月板
の部分であり得る。断裂に沿った半月板の縁部分は互いに重なり合って位置決めされる。
代替的に、第１の組織部分および第２の組織部分は互いに貼付けられる他の組織部分であ
り得る。それらの一方は、組織置換材および／または補強移植片でもあり得る。たとえば
、組織部分の一方または両方は、他の軟骨組織、または靭帯、または腱、または椎間板、
または皮膚等であり得る。組織置換材または補強移植片は、たとえばメッシュ、または同
種移植片、または人工靱帯、または腱、または軟骨組織の置換材等であり得る。方法は特
定の種類の組織／または移植片に制限されないが、骨または骨置換材料とは異なる組織に
特に適する。
【００４６】
　器具３は器具ハウジング４を含み、そこに超音波変換器（図示せず）または他の振動生
成装置が配置される。超音波変換器または他の振動生成装置は、第１の器具構成要素であ
るソノトロード６を振動させるように操作可能である。第２の器具構成要素１１は、カウ
ンタ要素シャフト１２および脚部１３を有するカウンタ要素である。シャフト１２は、ハ
ウジング４または（または第１の器具構成要素に結合された他の要素）に摺動するように
搭載される。図示の構成では、これはハウジング４に貼付けられた案内要素８によって行
われ、案内要素は、シャフト部分の外径に適合化された内径を有する貫通孔を有し、誘導
装置として機能し、相対的な近位遠位移動方向を規定する。
【００４７】
　図示の構成の締結具２１は、任意のあらかじめ形成された近位ヘッド２２を有し、熱可
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塑性材料で構成される（断面が円形であるかまたは所望の形態に適合化された他の断面を
有し得る）円筒形本体またはシャフト２３を有するピン形状である。近位の案内穴２５が
ソノトロード６の保持突起に適合化され、したがって締結具２１をソノトロードに取付け
ることができる。締結具は、わずかにチップ形状の遠位端部分２４を有する。
【００４８】
　図示の構成において、第１および第２の組織部分の共有開口部３１はあらかじめ作製さ
れる。しかし直径は締結具の直径より小さい。締結具を開口部に導入すると、開口部３１
を広げる処理を支援するように超音波振動がそこに結合され得る。
【００４９】
　カウンタ要素１１の脚部１３は、ソノトロード６および、搭載される場合は締結具と位
置合せされたくぼみ１４を有する。締結具軸４１は、たとえばくぼみ４１の軸であり得る
。くぼみの直径、またはより一般的には断面積は、締結具の円筒形部分の直径／断面積よ
り大きい。くぼみ（存在する場合）の領域では、または一般的に締結具の圧縮中に締結具
がカウンタ要素に接する箇所では、カウンタ要素は、処理後の締結具からのカウンタ要素
の取外しの解放を容易化するように、非粘着材料の任意のコーティングを含み得る。
【００５０】
　図示の構成では、器具は任意のばね１６をさらに含む。第１のオプションによれば、締
結具をソノトロード６と脚部１３との間で圧縮するように第１および第２の器具構成要素
を互いに向かって引張るために、図１の構成においてばねにあらかじめ張力をかけ得る。
これは、圧縮ステップ中にあらかじめ規定された圧縮力をもたらす。第２のオプションに
よれば、ばねは、処理後に解放機構をもたらすようにソノトロードとカウンタ要素とが互
いに押付けられると圧縮されるようなものであり得る。
【００５１】
　図２は、ソノトロードおよびしたがって締結具に振動を結合しつつ、ソノトロードとカ
ウンタ要素とを互いに向かって同時に押付けるステップの終わりにおけるアセンブリを示
す。締結具の遠位端が変形されて遠位ヘッド２５を生じさせ、その形状はくぼみによって
規定される。また、近位ヘッド２２および／または円筒形部分が変形され得る。処理の結
果は、２つの組織部分を互いに永久にクランプするリベットである。
【００５２】
　図示の構成では、組織部分の剛性は、締結具の遠位端が組織をくぼみの底部に押付けな
いほど十分であると仮定される。むしろ、第２の組織部分は、脚部１３の近位面の平坦な
部分１６に載り、平坦な部分１６がくぼみ１４を囲む。締結具２１は組織を穿孔し、遠位
ヘッドのための空間を第２の組織部分２の真下に生じさせる。剛性が十分でない状況では
、共有開口部は締結具の円筒形部分に対応する直径を有するように、または後者より若干
大きく、あらかじめ形成され得る。これらの実施例では、組織部分は、たとえば外科用ク
ランプによって共有開口部をあらかじめ形成した後で、互いに対して一時的に固定される
ことが有利である。まず共有開口部を押抜き、次いで、円筒形部分を有する締結具本体が
開口部に残っている間に引戻される格納式の押抜きシースを締結具に設けることも可能で
ある。これらの実施例では、締結具はあらかじめ形成された近位ヘッドを有さず、他の実
施例のように近位ヘッドが処理中にのみ形成されることが有利である。
【００５３】
　また、ソノトロードは、近位ヘッドの形状を規定するようにくぼみを含み得る。
　図１および図２に示される構成の変形例が図３ａおよび図３ｂに示される。図３ａは締
結具２１が導入されている間の変形例を示し、図３ｂは、機械的エネルギの作用によって
材料を液化するステップの終わりの変形例を示す。
【００５４】
　図１および図２のアセンブリとの第１の違いとして、図３ａおよび図３ｂのアセンブリ
の第２の器具構成要素１１は、第１の器具構成要素に機械的に接続された案内要素によっ
て必ずしも案内されず、独立して保持される。たとえば、手術を行なう外科医は、一方の
手で第１の器具構成要素を含む振動生成器具を、他方の手で第２の器具構成要素を保持し
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得る。
【００５５】
　さらに、第２の器具構成要素１１は、締結具に機械的振動を結合するステップ中に締結
具に溶接され得る締結具ヘッド形成要素５１の格納部５０を含み、したがって当該ステッ
プ後の締結具は、最初に構成されていた材料に加えて、ヘッド形成要素の材料を含む。
【００５６】
　たとえばヘッド形成要素の格納部において第２の器具構成要素によって担持される少な
くとも１つの遠位ヘッド形成要素も、いずれの実施例においても使用し得る。たとえば、
図１および図２に示される種類の第１の器具構成要素と共に、たとえば第２の器具構成要
素のための案内要素および／または必要な力を自動的に抜き出すためのばね機構を含む第
１の器具構成要素と共に使用され得る。ヘッド形成要素格納部は、最後のヘッド形成要素
が使用されると、（接触面の一部を形成する）加工位置にヘッド形成要素を自動的に供給
することが可能なばねなどを含み得る。
【００５７】
　図４ａ～図４ｃの実施例は、遠位ヘッド２２′を有する締結具２１が当初第２の器具構
成要素によって担持され、遠位側から導入される変形例を示す。この目的のために、締結
具は、それが締結し合う組織部分（または組織および移植部分）を穿孔するように任意に
装備され得る。一見解として、穿孔締結具も、近位側から導入される実施例において使用
され得る。
【００５８】
　穿孔締結具を有する実施例では、共有開口部を別個の器具などによってあらかじめ作製
する必要はなく、締結具を導入することによって作製され得る。（いずれかの実施例と組
合わされ得る）さらに別の代替例として、組織部分の少なくとも１つの初期開口部は、最
終的な共有開口部より少なくとも１つの寸法が小さくてもよく、締結具を導入することに
よって拡張され得る。
【００５９】
　図４ａは、第２の器具構成要素１１によって遠位側から締結具を導入する初期工程を示
す。これが行われた後、ハウジング４および第２の器具構成要素６（ソノトロード）を含
む振動生成器具を用いて、図４ｂおよび図４ｃに示されるように、締結具の近位端部分を
液化し、かつ近位ヘッド２５′を形成する。この目的のために、ソノトロード６は、先の
実施例の脚部の浅いくぼみ１４と同様の浅いくぼみ５４である遠位ヘッド成形部分を含む
。
【００６０】
　図１～図３ｂの実施例では、振動エネルギは締結具を介して少なくとも部分的に送られ
、主に脚部に接する遠位端において熱の発生下で吸収されるが、図４ａ～図４ｃの実施例
では、振動エネルギの吸収は、主としてソノトロードと締結具との接触位置で起こる。
【００６１】
　一般に、（図１～図３ｂの締結具の遠位端部分、および図４ａ～図４ｃの近位端部分に
おける）液化の部位では、ヘッド成形部分は、第２の器具構成要素または第１の器具構成
要素にそれぞれ設けられ得る。上記のように、ヘッド成形部分は、くぼみ、たとえば浅い
くぼみの形態を有する表面構造を含み得る。その場合くぼみの輪郭は、形成されるヘッド
の輪郭に対応し得る。さらに、ヘッド成形部分は、材料指示および／またはエネルギ指示
構造を含み得る。超音波溶接の技術から知られているように、エネルギ指示構造は、振動
エネルギがソノトロードに結合されると液化が起こる地点を決定するのに役立ち得る。材
料指示構造は、所望のやり方で溶融材料を分布させるのに役立ち得る。図５ａは、第２の
器具構成要素の脚部１３の端部分の断面を示す。くぼみ１４の中央において、機械的振動
が結合されている間に（図に示されている方向に上から）脚部に押付けられる締結具から
の材料のためのエネルギ指示構造および材料指示構造の両方として機能し得る隆起１５が
形成される。締結具が遠位側から導入される場合、図４ａ～図４ｃで示されるような構成
が選択されると、類似した構造がソノトロードに存在し得る。
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【００６２】
　図５ｂは、くぼみ１４が、円形ではなくその直径が締結具の直径と同様であり得るか若
干だけ増大され得る中心セクション１７と、対向する方向に延在するローブ１６とを含む
外側輪郭を有するヘッド成形部分の上面図をさらに示す。要件および幾何学的条件に適合
化されたほぼ任意の他の形状（円形、楕円、１つまたは３つ以上のローブ、対称または非
対称など）が可能である。また、先行技術の方法とは対照的に、締結具の挿入も処理中の
いずれの他のステップも締結具の回転運動を必ずしも必要としないことから、締結具のシ
ャフトは断面が円形である必要はない。
【００６３】
　図５ｂのヘッド成形部分は脚部１３の構造であるものとして示されるが、遠位側からの
締結具の挿入を含む実施例では、そのような構造はソノトロードに存在してもよい。
【００６４】
　図６に示される器具３は、側面から手術部位にアクセスしなければならない状況に特に
適する。第１の器具構成要素６は、機械的振動を入力軸に沿った横方向の振動から第２の
軸に沿った横方向の機械的振動に偏向させる装置６１を有する。そのような装置は、その
全体を引用によってここに援用する国際公開第２００７／１０１３６２号／ＵＳ２０１０
／０１７９６５４に記載されている。特に、図示される振動偏向装置６１の実施例は、図
３ａを参照して説明した装置および国際公開第２００７／１０１３６２号における対応す
る説明に基づくが、他の実施例も使用され得る。
【００６５】
　さらなる特徴として、第２の器具構成要素１１は旋回するようにハウジング４に搭載さ
れ、脚部１３は、レバー７１を旋回させることによって第１の器具構成要素６に押付けら
れ得る。図示の実施例では、締結具２１は第２の器具構成要素に取付けられ、遠位側から
挿入されるが、振動偏向装置６１の側に締結具を設けることも可能であろう。
【００６６】
　図７は、組織部分および／またはそれらの接続を補強するためのメッシュなどの人工材
料（または場合によっては自家移植片もしくは同種移植片組織）の柔軟に曲げることがで
きる平面構造の使用を例示する。図７に示される構成では、メッシュ７１である可撓性平
面構造が使用され、各々が組織部分１，２の一方に接して配置される。メッシュは外側に
配置されるため、組織部分は互いに直接接している。メッシュ（または他の可撓性平面構
造）によってもたらされる補強材は、図７の２つの締結具２１によって例示されるように
、多数の締結具が使用される場合に特に有益であり得る。補強材は、それがなければ共有
開口部において組織部分に作用するであろう面内力を吸収することができる。
【００６７】
　２つの組織部分と２つの外側の可撓性平面構造とを有する図示の構成の代わりに、他の
構成も可能である。
－わずか１つの可撓性平面構造を、組織部分の一方または組織部分同士の間のいずれかに
接して設ける。後者の場合、可撓性平面構造は任意に、組織部分が互いに付着するように
組織の成長を促進する種類であり得る。
－組織部分の１つの代わりに、１つ以上の可撓性平面構造を設ける。その場合、方法は、
移植部分、すなわち、たとえば組織部分を補強するかまたはたとえばヘルニアの場合に（
他の）軟組織を被覆し保持するような他の機能を有する可撓性平面構造に、組織部分を固
定する方法である。
－これらの構成の各々において、わずか１つの締結具または３つ以上の締結具を使用する
。
【００６８】
　図８ａおよび図８ｂは、案内針を使用してフィラメント状要素を組織部分に接続するこ
とを示す。第２の器具構成要素の脚部１３はチャネルを含み、曲げることができる針８１
がそこを通って組織部分１，２を穿孔するように案内される。針は、たとえば、それが案
内されるチャネル８２を出た後、伸張された構成に自動的になる形状記憶材料からなる。



(15) JP 6284366 B2 2018.2.28

10

20

30

40

50

針は、たとえばニチノール（登録商標）からなり得る。針は脚部の一部を通ってチャネル
によって案内され、次いで、遠位側から組織部分を穿孔し、外科医にとってアクセス可能
な近位側から外に出る。
【００６９】
　フィラメント状要素は、たとえば、針の先端または針の先端付近の取付スポットに取付
けられ得、したがって穿孔する際に、針はフィラメント状要素を組織部分を通って引張る
。代替的に、針は挿管されてもよく、フィラメント状要素は挿管によって押され得る。こ
れらの場合、フィラメント状要素が組織を通って案内された後で、針が完全に引戻される
。さらに別の代替例として、針そのものまたは針の一部（たとえば鋭い先端を含むニチノ
ール（登録商標）端部分以外）は、穿孔するステップ後に所望の形状に形成されることに
よってフィラメント状要素を構成し得る。
【００７０】
　図８ｂは、フィラメント状要素８３の端部分が、締結具２１のシャフトが通るループに
どのように形成されるかを示す。その場合、フィラメント状要素は、組織部分の近位側に
取付けられ、穿孔穴を通って遠位側に案内され、組織部分の側面に沿って近位側に戻る。
外科医は、組織部分の端部分を何らかの他の要素へと通すか、またはそうでなければその
上の力を抜き出すために、フィラメント状要素を使用し得る。
【００７１】
　フィラメント状要素は、外科用糸または他のフィラメントであり得る。引張荷重を受け
ることができるようにフィラメント状要素を締結具に取付けるループまたは他の構造は、
締結具２１の挿入前または、場合によってはその後にも作製され得る。加えてまたは代替
例として、フィラメント状要素は締結具に、後者の挿入中または挿入後に溶接され得る。
【００７２】
　図９は、特に図４ａ～図４ｃを参照して説明したような構成のための、たとえばばね機
構９１、締結具によって自動的に投入するためのディスペンサ９０が設けられている脚部
の原理をさらに極めて概略的に示す。
【００７３】
　上記の実施例の締結具２１は、組織部分／組織および移植部分の１つの共有開口部を通
って伸びるように構成される１つの締結具本体またはシャフト２４を含むが、発明は、ブ
リッジ部分２６によって接続され、したがって対応する数の共有開口部を通って伸びるよ
うに構成される複数のシャフト２４を有する締結具にも適する。処理後のブリッジ部分は
組織（または移植部分）に支持され、任意のあらかじめ形成された（近位または遠位）ヘ
ッド２２の機能を置換するかまたは高める。図１０は、２本のシャフトを有する実施例を
示し、図１１は３本のシャフトを有する実施例を示す。たとえば、一列に３本以上、たと
えば櫛状配置と言えるほどの３本、４本、５本のシャフトを有するか、または図１１のよ
うに列を形成しない他の形態を有する他の構成が可能である。また、外科医の必要性に従
って、いずれかのブリッジ部分形状を選択することができる。
【００７４】
　ヘッドがそれに接して形成される器具構成要素（一般に、ヘッド成形部分および／また
はヘッド形成要素を有する器具構成要素が対応して形成される。締結具２１が近位側から
挿入される実施例については、これは第２の器具構成要素の脚部１３に関係がある。図１
２～図１５は、たとえば図１０の締結具についてこれを例示する。図１２では、脚部は、
移植された後の締結具が２つの遠位ヘッドを含むように、２本のシャフト部分の各々の遠
位端においてヘッドを成形するためのくぼみを形作る２つのヘッドを含む。代替例を図１
３に示す。くぼみを成形する共通ヘッドは、締結具のあらかじめ成形された近位部分のよ
うに、ブリッジ部分も含む遠位ヘッドを形成する。ヘッド形成要素を用いて遠位ヘッドが
設けられる場合、同じ原理が当てはまる。第１のオプションとして、２つの別個のヘッド
形成要素５１が設けられる（図１４）が、第２のオプションは、ブリッド部分を有する共
通のヘッド形成要素５１を提案する。
【００７５】
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　図１２～図１５は、締結具が近位側から挿入され２本のシャフトを含む構成に関連する
が、同じ考察は遠位側から挿入され、かつ／または３本以上のシャフトを有する締結具に
当てはまる。

【図１】 【図２】
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【図３ａ】 【図３ｂ】

【図４ａ】 【図４ｂ】
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【図４ｃ】

【図５ａ】

【図５ｂ】

【図６】 【図７】
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【図８ａ】

【図８ｂ】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】
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