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(57)【要約】
拘束装置は、第１および第２の解剖学的構造を捕捉する
拘束構造を含む。拘束構造と連結される移動制限部材は
、第２の解剖学的構造から離れる方向の第１の解剖学的
構造の相対移動に抵抗する力を提供するように適合され
る。調節部材は、移動制限部材または拘束構造と着脱可
能に連結され、調節部材が移動制限部材または拘束構造
と直接係合しているときに、移動制限部材によって提供
される抵抗する力を変化させるように適合される。第１
の解剖学的構造は、第１の棘突起を備え得、第２の解剖
学的構造は、第２の棘突起または仙骨を備え得る。時に
は、第３の棘突起は、第１の棘突起と第２の棘突起また
は仙骨との間に配置され得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　拘束構造であって、該拘束構造は第１および第２の解剖学的構造を捕捉するように適合
されている拘束構造と、
　該拘束構造と連結される移動制限部材であって、該移動制限部材は該第２の解剖学的構
造から離れる方向への該第１の解剖学的構造の相対移動に抵抗する力を提供するように適
合される移動制限部材と、
　該移動制限部材または該拘束構造と連結される調節部材であって、該調節部材は、該移
動制限部材または該拘束構造と直接係合しているときに、該移動制限部材によって提供さ
れる該抵抗する力を変化させるように適合される調節部材と
　を備える、拘束装置。
【請求項２】
　前記調節部材は、着脱可能に前記移動制限部材と連結される、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記拘束構造は、実質的に非弾性または非伸張性のテザーを備える、請求項１に記載の
装置。
【請求項４】
　前記拘束構造は、ストラップを備える、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記第１の解剖学的構造は、第１の棘突起を備え、前記第２の解剖学的構造は、第２の
棘突起または仙骨を備える、請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　第３の棘突起は、前記第１の棘突起と、前記第２の棘突起または仙骨との間に配置され
る、請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記第１の解剖学的構造は、骨を備え、前記第２の解剖学的構造は、それから骨折また
は切断された該骨の一部を備える、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記骨は、大転子を備える、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記移動制限部材は、コンプライアンス部材を備える、請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
　前記コンプライアンス部材は、バネを備える、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記コンプライアンス部材は、前記拘束構造と一体化している、請求項９に記載の装置
。
【請求項１２】
　前記コンプライアンス部材は、エラストマーを備える、請求項９に記載の装置。
【請求項１３】
　前記拘束構造と連結される第２のコンプライアンス部材をさらに備える、請求項９に記
載の装置。
【請求項１４】
　前記調節部材は、前記コンプライアンス部材と前記拘束構造とを旋回可能に連結するピ
ン継手を備えることにより、隣接組織の拡張または収縮に応じて、該拘束装置の再整列を
可能にする、請求項９に記載の装置。
【請求項１５】
　前記移動制限部材は、ダンパー要素を備える、請求項１に記載の装置。
【請求項１６】
　前記調節部材は、前記移動制限部材の少なくとも一部を包含する生体吸収性カバーを備
え、それにより、それの動きを制限し、該移動制限部材の剛性を増大させる、請求項１に
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記載の装置。
【請求項１７】
　前記調節部材は、拡張構成にある前記移動制限部材の少なくとも一部を包含する生体吸
収性カバーを備えることにより、該カバーが腐食すると、該調節部材が収縮構成に戻るよ
うに付勢され、それによって前記拘束構造を締め付ける、請求項１に記載の装置。
【請求項１８】
　係止機構をさらに備え、該係止機構は前記調節部材を前記収縮構成に係止するように構
成されている、請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記調節部材は、収縮構成にある前記移動制限部材の少なくとも一部を包含する生体吸
収性カバーを備えることにより、該カバーが腐食すると、該調節部材が拡張構成に戻るよ
うに付勢され、それによって、前記拘束構造を弛緩させる、請求項１に記載の装置。
【請求項２０】
　係止機構をさらに備え、該係止機構は前記調節部材を前記拡張構成に係止するように構
成されている、請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記生体吸収性カバーは、ポリ乳酸またはポリグリコール酸を含む、請求項１６に記載
の装置。
【請求項２２】
　前記調節部材は、過渡的な荷重または移動を吸収するように適合されるダンパー要素を
備える、請求項１に記載の装置。
【請求項２３】
　前記ダンパーは、粘弾性材料を含む、請求項２２に記載の装置。
【請求項２４】
　前記ダンパーは、該ダンパー内の構成要素間の摩擦に起因する過渡的な荷重または移動
を吸収する、請求項２２に記載の装置。
【請求項２５】
　前記ダンパーは、生分解性構成要素を備え、それの生分解は、ダンパー効果を調整する
、請求項２２に記載の装置。
【請求項２６】
　前記ダンパーは、前記移動制限部材と並列である、請求項２２に記載の装置。
【請求項２７】
　前記ダンパーは、前記移動制限部材と直列である、請求項２２に記載の装置。
【請求項２８】
　前記拘束構造と連結される第２のダンパー要素をさらに備える、請求項２２に記載の装
置。
【請求項２９】
　前記調節部材は、前記移動制限部材と着脱可能に連結される制止部を備える、請求項１
に記載の装置。
【請求項３０】
　前記制止部は、クリップを備え、前記移動制限部材との該クリップの係合が、それの剛
性を増大させ、一方、該移動制限部材からの該クリップの係脱は、それの剛性を減少させ
る、請求項２９に記載の装置。
【請求項３１】
　前記制止部は、生体吸収性である、請求項２９に記載の装置。
【請求項３２】
　前記調節部材は、内側核と、該内側核上に少なくとも部分的に配置される外側鞘とを備
え、該内側核または該外側鞘のうちの一方は生体吸収性であり、他方は弾性である、請求
項１に記載の装置。
【請求項３３】



(4) JP 2012-508597 A 2012.4.12

10

20

30

40

50

　前記拘束構造と連結される係止機構をさらに備え、該係止機構は、前記第１および第２
の解剖学的構造の周囲のループ内に該拘束構造を解放可能に保持するように適合される、
請求項１に記載の装置。
【請求項３４】
　前記拘束構造と連結される係止機構をさらに備え、該係止機構は、該拘束構造の張力ま
たは大きさを調整するように適合される、請求項１に記載の装置。
【請求項３５】
　治療薬をさらに備え、該治療薬は、前記装置によって運搬され、それから放出されるよ
うに適合される、請求項１に記載の装置。
【請求項３６】
　第１および第２の解剖学的構造をともに拘束する方法であって、該方法は、
　拘束構造によって該第１および該第２の解剖学的構造を捕捉することであって、該拘束
構造は、該第２の解剖学的構造から離れる方向への該第１の解剖学的構造の相対移動に抵
抗する力を提供する移動制限部材を有する、ことと、
　該移動制限部材または該拘束構造と係合している調節部材を用いて、該移動制限部材に
よって提供される該抵抗する力を調節することと
　を含む、方法。
【請求項３７】
　前記第１の解剖学的構造は、第１の棘突起を備え、前記第２の解剖学的構造は、第２の
棘突起または仙骨を備える、請求項３６に記載の方法。
【請求項３８】
　第３の棘突起は、前記第１の棘突起と、前記第２の棘突起または仙骨との間に配置され
る、請求項３７に記載の方法。
【請求項３９】
　前記第１の解剖学的構造は、骨を備え、前記第２の解剖学的構造は、それから骨折また
は切断された該骨の一部を備える、請求項３６に記載の方法。
【請求項４０】
　前記骨は、大転子を備える、請求項３９に記載の方法。
【請求項４１】
　前記調節部材は、前記コンプライアンス部材と前記拘束構造とを旋回可能に連結するピ
ン継手を備えることにより、隣接組織の拡張または収縮に応じて、該拘束装置の再整列を
可能にする、請求項３６に記載の方法。
【請求項４２】
　前記移動制限部材は、生分解性材料内に少なくとも部分的に封入されており、前記調節
することは、患者の身体に前記装置を埋め込むことを含むことにより、該移動制限部材か
ら該生分解性材料を少なくとも部分的に腐食させ、それによって、該移動制限部材の剛性
を低減する、請求項３６に記載の方法。
【請求項４３】
　前記移動制限部材は、生分解性材料内に少なくとも部分的に封入されており、前記調節
することは、患者の体に前記装置を埋め込むことを含むことにより、該移動制限部材から
該生分解性材料を少なくとも部分的に腐食させ、それによって、該移動制限部材が、前記
拘束構造を締め付ける付勢されていない収縮構成に戻ることを可能にする、請求項３６に
記載の方法。
【請求項４４】
　前記拘束構造を係止することをさらに含み、それにより、それの長さまたは張力が、実
質的に固定されたままとなる、請求項３６に記載の方法。
【請求項４５】
　前記生分解性材料の腐食速度を増大させることをさらに含む、請求項４２に記載の方法
。
【請求項４６】
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　前記腐食を増大させるステップは、原位置において前記生分解性材料の腐食を増大させ
るように適合される加速剤を提供することを含む、請求項４５に記載の方法。
【請求項４７】
　前記拘束構造は、ダンパー要素を備え、前記方法は、前記第１と前記第２の解剖学的構
造との間の相対移動を抑制することをさらに含む、請求項３６に記載の方法。
【請求項４８】
　前記移動制限部材は、ダンパー要素を備える、請求項３６に記載の方法。
【請求項４９】
　前記調節することは、制止要素によって前記移動制限部材を制止することを含む、請求
項３６に記載の方法。
【請求項５０】
　前記制止することは、前記移動制限部材と係合されるクリップを提供することを含み、
それにより、該移動制限部材の剛性を増大させる、請求項４９に記載の方法。
【請求項５１】
　前記拘束構造は、テザー構造を備え、前記方法は、前記第１および第２の解剖学的構造
の周囲のループ内に該テザー構造を係止することをさらに含む、請求項３６に記載の方法
。
【請求項５２】
　前記拘束構造内の張力または大きさを調整することをさらに含む、請求項３６に記載の
方法。
【請求項５３】
　治療薬を放出するステップをさらに含む、請求項３６に記載の方法。
【請求項５４】
　前記治療薬は、骨形態形成タンパク質を含む、請求項５３に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（連邦政府支援の研究開発の下で実行された発明に対する権利についての記述）
　適用なし
　（コンパクトディスクで提出された「シーケンスリスティング（ＳＥＱＵＥＮＣＥ　Ｌ
ＩＳＴＩＮＧ）」、表またはコンピュータプログラムリストの参照）
　適用なし
　（１．発明の分野）　本発明は、概して、医療方法およびデバイスに関する。より具体
的には、本発明は、構造をともに保持するために使用される方法および調節または変調さ
れた拘束デバイスに関する。これらの拘束デバイスは、より多くの支持が必要とされる治
癒過程初期においては、より高い保持力によって骨等の解剖学的構造を保持するために使
用され得、後に治癒が進行するにつれて、より低い保持力およびより少ない支持が望まれ
る。他の実施形態は、逆の態様で働き、経時的に増大される保持力を提供する。経時的に
保持力を変えることによって、単一デバイスが治癒過程の異なる段階に適応させるように
使用され得、追加手術を必要とすることなく、拘束デバイスの長さまたは張力を自動的に
調節する。例示的な内固定手術は、変性脊椎すべり症等における分節背部痛または分節不
安定性を伴う患者の、骨折した骨の修復および脊椎分節の締結を含む。
【０００２】
　骨折した骨の現在の修復は、内固定デバイスの使用を含み得る。例えば、内固定デバイ
スの例示的使用は、骨折した大転子の修復を促進する。現在の手順では、硬いケーブルは
、治癒中にそれらをともに保持するために、骨の骨折した部分の周囲に包まれ得る。ケー
ブルは、一般的には、治癒過程の経過の間、比較的一定の保持力を提供する。これは必ず
しも望ましいとは限らない。いくつかの場合では、治癒過程初期には骨折した骨を堅固に
保持することが望ましい。しかしながら、経時的に骨が治癒すると、一定の固定力は、後
に組織がより低い負荷に適応するように再形成するときに、治癒を妨害する可能性がある
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組織に応力遮蔽することがあり得る。より高い圧縮力はまた、骨壊死を引き起こし得る。
加えて、組織修復を推進するために、少量の微動または少量の負荷を許容することが望ま
しくあり得る。したがって、治癒過程が前進するにつれて、保持力を変えることができる
デバイスを提供することが有利であろう。他の場合では、経時的に保持力を増大させるデ
バイスを提供することが有利である場合もある。これは、経時的に発展し得る弛みまたは
弛緩が、治癒が進行するにつれて取り込まれることを可能にする。
【０００３】
　内固定はまた、内部の椎間板断裂または椎間板疾患をもたらす腰痛を有する患者を治療
するために使用される。これは、骨締結デバイスの使用を含む。締結デバイスの多数の異
なる種類が存在する。１つの種類は、棘突起または他の椎骨要素を包囲するために、非弾
性のケーブルを使用し、それによって移動を制御する。締結の別の種類は、脊椎分節に連
結される弾性テザー構造の使用を含む。いくつかの締結デバイスは、隣接棘突起の間に埋
め込まれるスペーサの使用を含む。これらの取り組みは有望である一方で、それらは全て
潜在的な欠点を有する。例えば、これらのデバイスのいくつかは侵襲性であり、周囲の靱
帯の除去を必要とし、他においては静的適用に対して設計され、したがって、罹患した脊
椎分節の移動を制止する。これは、固定化が同時融合の可能性を改善する助けとなる治癒
初期には有利であり得るが、後にある移動が望ましい治癒過程においては望ましくない。
さらに他のデバイスは、無制限の脊椎伸展を実質的に許容するが、デバイスによって提供
される拘束力は、予め設定されているか、または脊椎分節移動の範囲に関連しており、し
たがって、デバイスは治癒過程の経過中に固定力を変更しない。
【０００４】
　椎間板疾患はまた、変性脊椎すべり症、異常分節の平行移動は、分節屈曲によって悪化
する脊椎状態に関連している。変性脊椎すべり症の治療は、しばしば、神経衝突（減圧手
術）を引き起こす骨または他の組織の除去を含み、さらなる不安定性を阻止するために骨
融合と結合される。骨融合は時間がかかるので、全部分は、器具類、例えば、椎弓根ネジ
および安定棒を使用して、固定または安定化される（時には、融合されると見なされる）
。この比較的強固な器具類は、しばしば、頑丈な骨形成のためにいくらかの荷重を必要と
する、埋め込まれた融合材料を取り外す。さらに、器具類は、経時的に強固のままである
。したがって、この場合もやはり、治癒過程の経過にわたって保持または固定力を変える
ことができる固定デバイスを提供することは有用であろう。
【０００５】
　上述の制約デバイスが有望である一方で、それらはしばしば、仮にそうなったとしても
、それらが除去されるまで一貫した固定を提供する。したがって、制約デバイスは、圧力
から治癒組織を遮蔽する。これはしばしば、治癒の初期段階において望ましいが、組織が
再形成するときには組織修復を妨害する可能性もある。加えて、いくつかの場合では、こ
れが組織修復を促進するときに少量の移動または少量の負荷を許容することもまた望まし
い。さらに、制動機構の使用を介しての高衝撃の荷重から治癒組織を保護することが望ま
しくあり得る。したがって、前述の理由から、治癒または組織再生過程中に、保持力のよ
うなデバイスの特性を変えることができる制約デバイスを提供する必要性が存在する。特
に、そのようなデバイスは、治癒過程の間、最小侵襲性であり、医師によって容易に調整
可能でなければならない。そのようなデバイスにとって、経時的にデバイスの拘束特性を
自動的に変えることもまた望ましいであろう。加えて、デバイスの拘束特性が、配備機構
もしくは生化学的環境を察知することに基づいて、またはデバイス環境への誘発変化に基
づいて変化することもあり得る。
【背景技術】
【０００６】
　（２．背景技術の記載）　対象の特許および発行された明細書には、特許文献１、特許
文献２、特許文献３、特許文献４、特許文献５、米国特許第５，０９２，８６６号、同第
５，１１６，３４０号、同第５，１８０，３９３号、同第５，２８２，８６３号、同第５
，３９５，３７４号、同第５，４１５，６５８号、同第５，４１５，６６１号、同第５，
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４４９，３６１号、同第５，４５６，７２２号、同第５，４６２，５４２号、同第５，４
９６，３１８号、同第５，５４０，６９８号、同第５，５６２，７３７号、同第５，６０
９，６３４号、同第５，６２８，７５６号、同第５，６４５，５９９号、同第５，７２５
，５８２号、同第５，９０２，３０５号、同第Ｒｅ．３６，２２１号、同第５，９２８，
２３２号、同第５，９３５，１３３号、同第５，９６４，７６９号、同第５，９８９，２
５６号、同第６，０５３，９２１号、同第６，２４８，１０６号、同第６，３１２，４３
１号、同第６，３６４，８８３号、同第６，３７８，２８９号、同第６，３９１，０３０
号、同第６，４６８，３０９号、同第６，４３６，０９９号、同第６，４５１，０１９号
、同第６，５８２，４３３号、同第６，６０５，０９１号、同第６，６２６，９４４号、
同第６，６２９，９７５号、同第６，６５２，５２７号、同第６，６５２，５８５号、同
第６，６５６，１８５号、同第６，６６９，７２９号、同第６，６８２，５３３号、同第
６，６８９，１４０号、同第６，７１２，８１９号、同第６，６８９，１６８号、同第６
，６９５，８５２号、同第６，７１６，２４５号、同第６，７６１，７２０号、同第６，
８３５，２０５号、同第７，０２９，４７５号、同第７，１６３，５５８号、発行された
米国特許出願公開第２００２／０１５１９７８号、同第２００４／００２４４５８号、同
第２００４／０１０６９９５号、同第２００４／０１１６９２７号、同第２００４／０１
１７０１７号、同第２００４／０１２７９８９号、同第２００４／０１７２１３２号、同
第２００４／０２４３２３９号、同第２００５／００３３４３５号、同第２００５／００
４９７０８号、同第２００５／０１９２５８１号、同第２００５／０２１６０１７号、同
第２００６／００６９４４７号、同第２００６／０１３６０６０号、同第２００６／０２
４０５３３号、同第２００７／０２１３８２９号、同第２００７／０２３３０９６号、同
第２００８／０００９８６６号、同第２００８／０１０８９９３、国際公開第０１／２８
４４２Ａ１号、同第０２／０３８８２Ａ２号、同第０２／０５１３２６Ａ１号、同第０２
／０７１９６０Ａ１号、同第０３／０４５２６２Ａ１号、同第０４／０５２２４６Ａ１号
、国際出願第２００４／０７３５３２Ａ１号、同第２００８／０５１８０６号、同第２０
０８／０５１４２３号、同第２００８／０５１８０１号、同第２００８／０５１８０２、
および発行された外国特許出願第ＥＰ０３２２３３４Ａ１号、および第ＦＲ２６８１５２
５Ａ１号が挙げられる。脊椎分節に適用された可撓性拘束の機械的特性は、非特許文献１
、非特許文献２、非特許文献３、非特許文献４、非特許文献５、Ｌｅａｈｙ　ｅｔ　ａｌ
．　（２０００）　Ｐｒｏｃ．Ｉｎｓｔ．Ｍｅｃｈ．Ｅｎｇ．Ｐａｒｔ　Ｈ：Ｊ．Ｅｎｇ
．Ｍｅｄ．２１４，Ｎｏ．５：４８９～４９５、Ｍｉｎｎｓ　ｅｔ　ａｌ．　（１９９７
）　Ｓｐｉｎｅ　２２　Ｎｏ．１６：１８１９～１８２５、Ｍｉｙａｓａｋａ　ｅｔ　ａ
ｌ．（２０００）　Ｓｐｉｎｅ　２５，Ｎｏ．６：７３２～７３７、Ｓｈｅｐｈｅｒｄ　
ｅｔ　ａｌ．　（２０００）　Ｓｐｉｎｅ　２５，Ｎｏ．３：３１９～３２３、Ｓｈｅｐ
ｈｅｒｄ　ｅｔ　ａｌ．　（２００１）　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｅｎｇ．Ｐｈｙｓ．２３，Ｎ
ｏ．２：１３５～１４１、ならびにＶｏｙｄｅｖｉｌｌｅ　ｅｔ　ａｌ．　（１９９２）
　Ｏｒｔｈｏｐ　Ｔｒａｕｍａｔｏ　ｌ２：２５９～２６４に説明されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許第３，６４８，６９１号明細書
【特許文献２】米国特許第４，６４３，１７８号明細書
【特許文献３】米国特許第４，７４３，２６０号明細書
【特許文献４】米国特許第４，９６６，６００号明細書
【特許文献５】米国特許第５，０１１，４９４号明細書
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】Ｐａｐｐ　ｅｔ　ａｌ．（１９９７）　Ｓｐｉｎｅ　２２：１５１～１
５５
【非特許文献２】Ｄｉｃｋｍａｎ　ｅｔ　ａｌ．（１９９７）　Ｓｐｉｎｅ　２２：５９
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６～６０４
【非特許文献３】Ｇａｒｎｅｒ　ｅｔ　ａｌ．（２００２）　Ｅｕｒ．Ｓｐｉｎｅ　Ｊ．
Ｓ１８６～Ｓ１９１
【非特許文献４】Ａｌ　Ｂａｚ　ｅｔ　ａｌ．（１９９５）　Ｓｐｉｎｅ　２０，Ｎｏ．
１１，１２４１～１２４４
【非特許文献５】Ｈｅｌｌｅｒ（１９９７）　Ａｒｃｈ．Ｏｒｔｈｏｐｅｄｉｃ　ａｎｄ
　Ｔｒａｕｍａ　Ｓｕｒｇｅｒｙ，１１７，Ｎｏ．１～２：９６～９９
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、解剖学的構造を拘束するために使用される方法および装置に関する。より具
体的には、本発明は、制約デバイスによって提供される力を調節する装置および方法に関
する。そのような調節される制約デバイスの例示的な使用は、脊髄疼痛または骨折した骨
を有する患者の治療等の整形外科的な内固定手術を含む。
【００１０】
　本発明の第１の側面では、拘束装置は、第１および第２の解剖学的構造を捕捉するよう
に適合される拘束構造を備える。移動制限部材は、拘束装置と連結され、第２の解剖学的
構造から離れる方向の第１の解剖学的構造の相対移動に抵抗する力を提供する。調節部材
は、移動制限部材または拘束構造と連結され、移動制限部材または拘束構造と直接係合し
ているときに、移動制限部材によって提供される抵抗する力を変化させるように適合され
る。
【００１１】
　第１の解剖学的構造は、第１の棘突起を備え得、第２の解剖学的構造は、第２の棘突起
または仙骨を備え得る。時には、第３の棘突起は、第１の棘突起と第２の棘突起または仙
骨との間に配置され得る。第１の解剖学的構造は、大転子等の骨を備え得、第２の解剖学
的構造は、そこから骨折または切断される骨の一部を備え得る。
【００１２】
　拘束構造は、ストラップ等の非弾性のテザーを実質的に備え得る。移動制限部材は、バ
ネ等のコンプライアンス部材を備え得、拘束構造との一体化もあり得る。移動制限部材は
また、ダンパー要素を備え得る。時には、コンプライアンス部材は、エラストマーを備え
得る。装置のいくつかの実施形態は、拘束構造と連結される第２のコンプライアンス部材
をさらに備える。
【００１３】
　調節部材は、着脱可能に移動制限部材と連結される。調節部材は、隣接組織の拡張また
は収縮に応じて、拘束装置の再整列を可能にするように、コンプライアンス部材と拘束構
造とを旋回可能に連結するピン継手を備え得る。調節部材は、移動制限部材の少なくとも
一部を包含または嵌め込む生体吸収性カバーまたはブロックを備え得、それによって、移
動制限部材の動きを制限し、またその剛性を増大させる。生体吸収性カバーはまた、カバ
ーが腐食すると、拘束デバイスの堅固さを調節するように、変形構成で移動制限部材の一
部を包含し得る。変形構成は、拘束を締め付ける非変形構成に戻ることによって拡張状態
であり得、または変形構成は、拘束を弛緩する非変形構成に戻ることによって圧縮または
収縮状態であり得る。カバーは、例えば、ポリ乳酸またはポリグリコール酸であり得る。
調節部材は、調節部材を拡張または収縮構成に係止するための係止機構を備え得、過渡的
な荷重または移動を吸収するダンパー要素も備え得る。ダンパーは、粘弾性材料を備え得
、またはダンパーは、ダンパー内の構成要素の間の摩擦による過渡的な荷重または移動を
吸収し得る。ダンパーは、生物分解する生分解性構成要素を備え得、ダンパー効果の調整
をもたし得る。ダンパーは、移動制限部材と並列であるか、または直列であり得る。装置
は、テザー構造と連結される第２のダンパー要素をさらに備える。
【００１４】
　他の実施形態では、調節部材は、移動制限部材と着脱可能に連結される制止部を備え得
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る。制止部は、クリップを備え得、移動制限部材とのクリップの係合は、移動制限部材の
剛性を増大させ、移動制限部材からのクリップの係脱は、その剛性を減少させる。制止部
は、生体吸収性であり得る。調節部材は、内側核および内側核上に少なくとも部分的に配
置される外側鞘を備え得る。内側核または外側鞘のうちの一方は、生体吸収性であり得る
一方で、他方は弾性である。
【００１５】
　装置はまた、拘束構造と連結される第２の係止機構を備え得る。係止機構は、第１およ
び第２の解剖学的構造の周囲のループ内で、拘束構造を解放可能に保持するように適合さ
れる。係止機構はまた、拘束構造内の長さまたは張力を調整するために使用され得る。装
置はまた、そこから放出され得る治療薬を運搬し得る。
【００１６】
　本発明の別の側面では、第１および第２の解剖学的構造をともに拘束するための方法は
、移動制限部材を含む拘束構造を伴って、第１および第２の解剖学的構造を捕捉するステ
ップを含む。移動制限部材は、第２の解剖学的構造から離れる方向の第１の解剖学的構造
の相対移動に抵抗する力を提供する。移動制限部材によって提供される抵抗力は、移動制
限部材または拘束構造と係合している調節部材で調節される。
【００１７】
　移動制限部材は、生分解性材料に少なくとも部分的に封入され得、したがって、調整す
るステップは、移動制限部材から生分解性材料を少なくとも部分的に腐食し、それによっ
て、移動制限部材の剛性を低減するように、患者の身体に装置を埋め込むステップを含み
得る。生分解性材料が腐食すると、移動制限部材はまた、拘束構造を締め付ける付勢され
ていない収縮構造に戻り得る。方法はまた、原位置において生分解性材料の腐食を増大す
るように適合される加速剤を提供することによって、生分解性材料の腐食速度を増大させ
るステップを含み得る。移動制限部材および／または拘束構造はまた、ダンパー要素を含
み得、方法はさらに、第１と第２の解剖学的構造との間の相対移動を抑制するステップを
含む。時には、移動制限部材は、クリップ等の制止要素で制止され得る。クリップは、移
動制限部材の剛性を増大させ得る。拘束構造は、テザー構造を備え得、方法は、第１およ
び第２の解剖学的構造の周囲のループ内で、テザー構造を係止するステップ、または拘束
構造内の張力を調整するステップを含み得る。時には、方法はまた、骨形態形成タンパク
質等の治療薬を放出するステップを含み得る。方法はまた、その長さまたは張力が実質的
に固定されたままとなるように、拘束構造を係止するステップを含み得る。
【００１８】
　これらおよび他の実施形態を付属の図面に関連する以下の説明において、さらに詳細に
説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１Ａ】図１Ａは、脊椎の腰部領域の概略図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、矢状平面に沿って切り取った、脊椎の腰部領域の一部分を示す斜視
図である。
【図２】図２は、米国特許第７，４５８，９８１号に説明する種類の脊髄インプラントを
図示する。
【図３】図３Ａ－３Ｃは、拘束デバイス内の生体吸収性調節部材の例示的実施形態を図示
する。
【図４】図４は、生体吸収性調節部材の代替的実施形態を図示する。
【図５】図５Ａ－５Ｂは、調節部材として使用される機械的クリップのいくつかの実施形
態を図示する。
【図６】図６は、調節部材としてのダンパーの使用を図示する。
【図７】図７Ａ－７Ｃは、拘束デバイス内の、コンプライアンス部材およびダンパーの種
々の構成を図示する。
【図８】図８Ａ－８Ｂは、脊椎分節の治療における、調節部材を有する拘束デバイスの使
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用を図示する。
【図９】図９Ａ－９Ｂは、骨折した骨の治療における、調節部材を有する拘束デバイスの
使用を図示する。
【図１０】図１０は、複数の調節部材を有するコンプライアンス部材を図示する。
【図１１】図１１Ａ－１１Ｂは、生体吸収性調節部材の例示的実施形態を図示する。
【図１２】図１２は、ピン継手を有する調節部材を図示する。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　多数の内的な外科的固定手術が存在する。これらのいくつかは、背下部痛を治療するた
めに使用される。図１Ａは、棘突起（ＳＰ）、面関節（ＦＪ）、層（Ｌ）、横突起（ＴＰ
）、および仙骨（Ｓ）を含む、脊椎の腰領域を図示する概略図である。図１Ｂは、矢状平
面に沿って切り取った脊椎の腰領域の一部分を示し、本開示において、しばしば使用され
る、「中立位置」、「屈曲」、および「伸展」という用語を提示するために有用である。
【００２１】
　本明細書において使用される場合、「中立位置」は、患者の脊椎がくつろいだ起立位置
において静止する位置を指す。「中立位置」は、患者によって異なるであろう。通常、そ
のような中立位置は、脊椎がわずかに前方への凸形状およびわずかに後方への凹形状を有
する腰椎のわずかな曲率または前弯によって特徴付けられるであろう。一部の場合におい
ては、本発明の拘束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
一部の伸展を有する「新規」の中立位置を画定する初期力を印加し得る。したがって、「
中立位置」という用語の使用は、デバイスの存在、または不在との関連において使用され
るものである。本明細書において使用される場合、「脊椎分節の中立位置」は、脊椎が中
立位置にあるときの脊椎分節の位置を指す。
【００２２】
　さらに、本明細書において使用される場合、「屈曲」は、患者が前屈するときの脊椎分
節における隣接椎骨間の移動を指す。図１Ｂを参照すると、患者が脊椎の中立位置から前
屈する、すなわち、湾曲軸Ａに対して右に前屈すると、椎骨板間Ｄの前方部分が圧縮され
るように、前方側面の個々の椎骨Ｌ間の距離は減少する。対照的に、後方側面の個々の棘
突起ＳＰは、矢印Ｂで示す方向である離れる方向に移動する。したがって、屈曲は、患者
が図１Ｂに図示する中立位置から前屈するときの隣接椎骨間の相対的動作を指す。
【００２３】
　また、本明細書において使用するとき、「伸展」は、患者が後屈し、脊椎が図１Ｂに図
示する中立位置から延伸するときの個々の椎骨Ｌ間の移動を指す。患者が後屈すると、個
々の椎骨の後方端部は、離れる方向に移動する。隣接椎骨上の個々の棘突起ＳＰは、矢印
Ｂで示す方向とは反対の方向に相互により接近する。
【００２４】
　図２は、関連する米国特許第７，４５８，９８１号に記載の種類の脊椎インプラントを
示し、その全体の内容は、参照により本明細書に組み込まれる。このインプラントは、背
部痛の治療として使用される。それは、一対以上の棘突起と、または棘突起および仙骨と
連結され、屈曲中の棘突起の広がりに対して弾性の制止部を提供する。図２に図示するよ
うに、インプラント１０は、一般的には、一対のコンプライアンス要素１６によって接合
される上部ストラップ構成要素１２および下部ストラップ構成要素１４を有するテザー構
造を備える。上部ストラップ１２は、Ｌ４の棘突起ＳＰ４の上部に配置して示される一方
、下部ストラップ１４は、Ｌ５の棘突起ＳＰ５の底部上を延在して示されている。コンプ
ライアンス要素１６は、一般的には、棘突起ＳＰ４およびＳＰ５が屈曲中に離れる方向に
移動すると、ストラップが「弾力的」または「追従的」に引き裂かれるような態様に、ス
トラップ１２および１４に取り付けられるバネまたはゴムブロック等の内部要素を含む。
この方法で、インプラントは、屈曲に抵抗する力を提供する棘突起上の弾性張力を提供す
る。力は、突起がさらに離れる方向に移動すると増加する。通常、ストラップ自体は、弾
性またはコンプライアンスの程度が、制御され得、コンプライアンス要素１６によっての
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み提供されるように本質的に非追従的である。
【００２５】
　図２において図示される拘束デバイスは有望であるが、デバイスは、一般的には、デバ
イスが除去されるまで、剛性、大きさ、堅固さ等の比較的一定の固定された特性のみを提
供する。したがって、拘束デバイスは、それが支持する組織に対して連続的な応力遮蔽を
提供する。これは、治癒の初期段階の間は望ましくあり得るが、応力遮蔽は、組織がより
低い荷重に適応するように再形成するときには、組織修復を妨害し得るので、治癒の後期
段階では望ましくあり得ない。加えて、長期間にわたる過剰に高い固定力は、細胞壊死を
引き起こす可能性がある。他の場合では、これが組織修復を促進する可能性があるとして
、少量の微動または少量の荷重を許可することが望ましくもあり得る。したがって、図２
において図示されるような拘束デバイスを提供する必要性が存在するが、治癒または組織
再生過程中に、挿入される拘束力または張力、ならびに剛性および減衰等のデバイスの特
性を変える可能性もある。特に、そのようなデバイスは、好ましくは、治癒過程中に医師
によって調整可能であり、デバイスは、経時的にその拘束特性を自動的に変え得る。
【００２６】
　図３Ａ～３Ｃは、経時的に拘束力を変えるために、拘束デバイスとともに使用され得る
調節部材の１つの例示的実施形態を図示する。図３Ａでは、テザー３０６は、移動制限部
材、ここでは、デバイスの長さを所望の位置で係止するためのコンプライアンス部材３０
２および張力／サイズ調整機構３０８と連結される。この例示的実施形態では、コンプラ
イアンス部材３０２の一部は、ポリ乳酸（ＰＬＡ）等の生体吸収性材料３０４に封入され
、荷重を封緘層に移動させ、システムの剛性を増大させる。他の実施形態では、コンプラ
イアンス部材全体が封入され得る。他の生体吸収性材料が、当技術分野において知られて
おり、ポリグリコール酸（ＰＧＡ）等の材料を含むが、それに限定されない。ＰＬＡまた
はＰＧＡは、左旋性もしくは右旋性異性体のどちらか一方であり得るか、またはラセミ混
合物が使用され得る。コンプライアンス部材３０２は、コイルバネであるが、エラストマ
ー要素でもあり得、または他のバネのような要素が使用され得る。テザー構造３０６は、
２つの解剖学的構造を包囲し、ループの大きさは、治癒過程中に２つの解剖学的構造が相
互から離れることを防止するための係合機構３０８を使用して調整される。２つの解剖学
的構造が相互に対して移動するときに、バネ３０２は伸張し、したがって、それらの動き
を制止し、それらを相互に対して並置した状態に維持する、２つの解剖学的構造に対する
圧縮力を及ぼす。テザー構造３０６は、２つの解剖学的構造を包囲するループを形成する
ための、ワイヤ、縫合糸、コード、ケーブル、リボン、または同様の構造であり得る。テ
ザー３０６は、超高分子量ポリエチレン（ＵＨＭＷＰＥ）またはポリエチレンテレフタレ
ート（ＰＥＴ）等の繊維、金属、またはポリマーであり得る。テザー構造およびコンプラ
イアンス部材の他の実施形態は、米国特許出願公開第２００８／０３１９４８７号に記載
されており、その全体の内容は、参照によって本明細書に組み込まれる。係合機構３０８
は、ループの大きさおよびその初期の張力を調整するように、テザー３０６の端部３１０
、３１２がともに連結および固定されることを可能にする。例示的な係合機構３０８は、
同時係属の米国特許出願第１２／４７９，０１６号および米国仮特許出願第６１／０５９
，５４３号に記載されており、双方ともに参照により本明細書に組み込まれる。クリンプ
、鉗子、クリート、結び等の他の係合機構はまた、所望のループの大きさにテザー構造を
保持するために使用され得る。生体吸収性材料３０４は、コンプライアンス部材３０２の
全てまたは一部を封入し、封入されるバネ３０２の一部が拡張および縮小することを阻止
し、それによって、バネ３０２を効果的に剛性化させる。したがって、テザー構造は、相
互から離れる方向の２つの解剖学的構造の移動に抵抗するより大きな力を及ぼす。
【００２７】
　テザー構造３０６が患者に埋め込まれた後に、生体吸収性材料３０４は、バネ３０２か
ら離れるように腐食し始める。しばらくすると、材料３０４の相当量が腐食し、荷重は、
より追従的なバネ３０２に移動する。このように、バネ３０２は、その通常の封入されな
いバネ特性を取り戻し、この場合、封入されている間、より剛性の小さいバネになり、よ



(12) JP 2012-508597 A 2012.4.12

10

20

30

40

50

り少ない制止力を提供する。図３Ｂは、生体吸収性材料３０４によって封入されているバ
ネ３０２を図示し、図３Ｃは、生体吸収性材料がバネ３０２から離れるように腐食した後
のバネ３０２を示す。このように、この実施形態では、生体吸収性材料３０４は、コンプ
ライアンス部材３０２によって提供される力を経時的に調整する。
【００２８】
　いくつかの実施形態では、経時的にコンプライアンス部材特性をさらに変更するために
、複数の調節部材がコンプライアンス部材上に配置され得る。例えば、図１０において、
コンプライアンス部材１００２、ここではコイルバネは、コンプライアンス部材１００２
の異なる部分の周囲に配置される３つの生体吸収性ブロック１００４、１００６、および
１００８を有する。生体吸収性ブロックの各々は、異なる生物吸収速度を有し、したがっ
て、例えば、ブロック１００４は、最初に、コンプライアンス部材１００２の剛性をわず
かに増大させ、次に、ブロック１００６の吸収が剛性をさらに増大させ、最終的に、ブロ
ック１００８の吸収が続き、コンプライアンス部材１００２をその本来の状態および剛性
に戻す。種々のブロックの生体吸収は、治癒過程または骨形成速度、ならびに吸収速度に
影響を及ぼす薬剤または超音波等の、医師によって適用される付加的治療における種々の
段階によって調節される。
【００２９】
　図４は、生体吸収性材料を同様に使用するコンプライアンスおよび調節部材の代替的実
施形態を図示する。図４において、複数の外側繊維４０２が、中核４０４の周囲に配置さ
れている。外側繊維４０２は弾性であり、バネの代わりにコンプライアンス部材としての
機能を果たし、核４０４は、ＰＬＡもしくはＰＧＡまたは先に開示された異性体のうちの
いずれか等の非弾性の生体吸収性材料から製作される。内側核４０４は、弾性繊維が拡張
することを阻止し、したがって、より剛性のコンプライアンス部材をもたらす。内側核が
生体吸収されると、弾性繊維が荷重を引き受け、拘束される解剖学的構造の動きに抵抗す
る圧縮力を提供する。弾性繊維は、シリコン、ポリウレタンエラストマー等の弾性材料、
または他の弾性材料から製造され得る。加えて、他の実施形態では、外側繊維は、調節部
材の非弾性の生体吸収性部分であり得、内側核は、コンプライアンス部材の弾性部分であ
り得る。付加的な非弾性、非生体吸収性繊維は、弾性部分の伸長に二次的かつ恒久的な拘
束を提供し得る。
【００３０】
　図３Ａ～３Ｃの実施形態では、コンプライアンス部材は、離散した構成要素であり、テ
ザー構造から分離している。他の実施形態では、テザー構造とコンプライアンス部材とは
、相互に一体化し得る。例えば、テザーは、バンジーコードと同様の弾性ストラップから
製作され得る。したがって、テザーが伸張すると、弾性ストラップ内の弾性繊維は伸張さ
せられ、それらは相互から離れる方向の解剖学的構造の動きに抵抗する圧縮力を提供する
。
【００３１】
　代替的実施形態においては、図５Ａ～５Ｂにあるように、クリップまたは他の制止部が
、コンプライアンス部材を調節するために使用され得る。図５Ａでは、クリップ３１４が
、コイルバネ３０２の部分に適用され、それによって、バネ３０２の一部を固定し、より
剛性のバネ３０２をもたらす。図５Ｂでは、バネ３０２のより短い部分が小さいクリップ
３１６によって固定される。これはさらにより剛性のバネをもたらすが、バネ３０２のよ
り長い部分が固定される図５Ａほど剛性ではない。バネ３０２の剛性を減少させるために
、クリップ３１４または３１６は、治癒過程が継続すると、別の外科手術において医師に
より除去され得、またはクリップ３１４、３１６は、図３Ａ～３Ｃに対して先に説明され
るものと同様の態様で、ＰＬＡまたはＰＧＡ等の生体吸収性材料から製作され得る。これ
は、より剛性またはより強固な固定が治癒過程初期に必要とされる状態を有する患者の利
益になり、より追従的な固定は、治癒期間後において十分または有益でさえある。生体吸
収性材料を使用する利点は、過程が追加の外科手術を必要としないことである。単一のク
リップを使用することに加えて、複数のクリップがバネ３０２のいくつかの部分を短縮す
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るために使用され得る。さらに、異なる生物吸収速度を有するクリップは、いくつかのク
リップが他よりも先に吸収されるように使用され、それによって、バネ３０２によって提
供される力をさらに調節または変調する。
【００３２】
　調整部材はまた、テザー構造内の過渡的な荷重または移動を低減するダンパー要素を備
え得る。加えて、任意のダンパー要素は、コンプライアンス部材とともに含まれ得る。図
６は、ダンパー６０４と直列であり、図３Ａ～３Ｃにおける上述の機構３０８等の、張力
またはサイズ調整機構６０６を有するテザー構造６０２の例示的実施形態を図示する。こ
の実施形態において、ダンパー６０４は、種々の特性による移動に一般的に抵抗するダッ
シュポットまたは衝撃吸収材であり得る。したがって、過渡的な荷重または移動は、ダン
パー６０４によって低減される。ダンパーは、その減衰能力を増大または減少させるため
に調整され得る。例えば、医師は、ネジもしくはボルト等の締め具によって、ダンパー内
のクランプ力またはオリフィスサイズを調整し得、または移動構成要素の間の摩擦を低減
、もしくは流量を制限するために、先に説明されたもののような生体吸収性材料が使用さ
れ得る。
【００３３】
　種々の拘束デバイスにおいて、ダンパーおよびコンプライアンス要素は、所望のデバイ
ス性能特徴を達成するために、異なる構成において結合され得る。例えば図７Ａでは、テ
ザー構造７１０は、ダンパー７０８およびコンプライアンス要素７０４の双方と連結され
る。コンプライアンス要素は、先に説明された生体吸収性カバーまたは同様に先に説明さ
れたクリップ等の任意の調節部材７０６を有する。コンプライアンス部材７０４は、ダン
パー７０８と並列である。テザー構造７１２、７１４の端部は、張力およびサイズ調整機
構７０２とともに固定される。
【００３４】
　図７Ｂは、今回、ダンパー７０８がコンプライアンス部材７０４と直列しているという
例外を除いて、図７Ａの実施形態と類似する。図７Ｃは、複数のダンパーおよび複数のコ
ンプライアンス部材を有する、さらに別の実施形態を図示する。この例示的実施形態にお
いて、コンプライアンス部材７０４は、ダンパー７０８と並列であり、コンプライアンス
部材７１６は、ダンパー７２０と直列である。コンプライアンス部材７０４、７１６は、
上述されたもの等の生体吸収性カバーまたはクリップを備える調節部材７０６、７１８を
任意に有する。コンプライアンスデバイスの代替的実施形態は、好ましくは、脊椎分節の
正中線の各側面に１つずつ対称的に配置される、二組のコンプライアンス部材を有し得る
。加えて、ダンパーおよび／または調節部材の任意の組み合わせもまた、拘束デバイス内
に含まれ得る。例えば、拘束デバイスは、脊椎分節の正中線の対向側面にそれぞれ１つず
つ、２つのコンプライアンス部材、２つのダンパー、および２つの調節部材を含み得る。
当業者は、多くの構成が可能であることを理解するであろう。
【００３５】
　図８Ａ～８Ｂは、上述の拘束デバイスの例示的な使用を図示する。図８Ａでは、ヘルニ
ア状椎間板８１２が、脊椎分節８００内の椎体の間から突出する。時には、ヘルニア状椎
間板の断片は、微小椎間板切除術と一般に呼ばれている手順において除去され得る。ヘル
ニア形成の治癒を促進するために（微小椎間板切除術の有無に関わらず）、拘束デバイス
は、隣接する棘突起の周囲に埋め込まれる。最小侵襲性の埋込手順は、米国特許出願公開
第２００８／０１０８９９３号および第２００８／０２６２５４９号により詳細に開示さ
れ、その全体の内容は、参照によって本明細書に組み込まれる。ここで、非弾性のテザー
構造８０６は、棘突起８０２の上部およびより低い棘突起８０４の周囲、または仙骨（図
示されず）に巻き付けられる。テザー構造８０６は、ＰＬＡもしくはＰＧＡまたはその異
性体等の強固な生体吸収性材料８０８に封入されているコンプライアンス部材８１０を含
む。第２の封入されたコンプライアンス部材はまた、脊椎正中線の別の側面の第一（図示
されず）に対向して、拘束デバイス内に含まれ得る。強固な生体吸収性材料は、コンプラ
イアンス部材８１０が拡張および縮小することを拘束し、したがって、脊椎分節８００の
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屈曲は矢印８１４の方向に拘束される。ヘルニア形成が治癒するにつれて、生体吸収性材
料８０８が吸収されて、コンプライアンス部材８１０を曝露し、そのバネ特性に従って、
より自由に拡張および縮小することを可能にする。これは、矢印８１８の方向における脊
椎分節８００の通常の移動を回復させる一方で、さらにいくらかの安定性を提供し、こう
して、損傷の再発を阻止することに役立つ。図８Ｂは、生体吸収性材料８０８が吸収され
た後のコンプライアンス部材を図示し、脊椎分節８００がわずかに屈曲している。
【００３６】
　図９Ａ～９Ｂは、上述の拘束デバイスの別の例示的な使用を図示する。大転子９０２の
骨折を有する患者は、治癒の初期段階の間、骨折に対してより大きい圧縮力、次に、骨が
実質的に治癒されると、骨折の全域においてより小さい圧縮力を印加する拘束デバイスか
ら利益を得ることができる。図９Ａでは、１本のテザー９０４が、ＰＬＡまたはＰＧＡ等
の材料９０６の生体吸収性ブロックに嵌め込まれ、それによって、テザー９０４の全長を
短縮する。これは、コンプライアンス要素９０８に伸長を引き起こし、骨折部位９０２の
全域に圧縮力を引き起こす。治癒後、図９Ｂに見られるように、ブロック９０６の生体吸
収は、テザーの全長を増大させるテザー９１０の以前に嵌め込まれていた部分を自由にし
、コンプライアンス部材９１２が弛緩することを可能にする。これは、治癒された骨上の
圧縮力を低減する。他の実施形態では、コンプライアンス要素９０８は、図８Ａ～８Ｂの
実施形態と同様の材料の生体吸収性ブロックに封入され得る。
【００３７】
　先に開示された実施形態は全て、最初に、ともに固定される解剖学的構造により高い拘
束力を印加し、次に、経時的に力が低減される。初期の力が低下し、次に、経時的に増大
する、拘束デバイスを提供することも可能である。例えば、図１１Ａ～１１Ｂは、デバイ
スが経時的に締め付ける、調節される拘束デバイスの例示的実施形態を図示する。テザー
の上部１１０２ａおよびテザーの下部１１０２ｂはともに、バネまたはエラストマー部材
等のコンプライアンス部材１１０４に連結される。コンプライアンス部材１１０４は、Ｐ
ＬＡまたはＰＧＡ等の生体吸収性材料１１０６に嵌め込まれる一方で、コンプライアンス
部材１１０４は、拡張構成内に変形される。デバイスはまた、一対の係止アーム１１１０
を有する任意の係止機構１１０８を含む。使用中、コンプライアンス部材１１０４が拡張
構成内に存在する間に、デバイスが埋め込まれる。経時的に、生体吸収性材料１１０６は
腐食し、したがって、コンプライアンス部材１１０４はその非変形構成に戻り、それによ
って、テザー部分の上部および下部１１０２ａ、１１０２ｂをともに引き寄せ、デバイス
を締め付け、および／またはデバイス内の張力を増大させる。任意の係止機構１１０８は
、崩壊構成内にコンプライアンス部材を係止し、これによってテザーの上部１１０２ａの
遠位領域で係止アーム１１１０を係合し、それによって修復される標的組織の周囲のより
堅固な構成内にデバイスを保持する。係止機構は、スナップ嵌合、戻り止め機構、プレス
嵌合、または当業者に知られている他の機構を備え得る。この実施形態は、それにおいて
有利であり、それは、治癒が発生する時にデバイスの締め付けを可能にし、術後処置を必
要とすることなく、弛みが取り込まれるのを可能にする。コンプライアンス部材のコンプ
ライアンスは、所望の特性を提供するために調整され得る。例えば、非常に硬いバネは、
一旦吸収性層が腐食し、それが弛緩する時に、デバイス内に比較的大きい力を産生または
放出し得ると、ごくわずかなコンプライアンスを提供する。加えて、変調される拘束デバ
イスのこの構成はまた、本明細書に記載の他の特性のうちのいずれかと直列または並列で
使用され得る。さらなる他の実施形態では、生体吸収性クリップまたは楔部材（図示され
ず）は、拡張構成内でコンプライアンス部材を保持するために使用され得る。クリップま
たは楔は、外科医によって除去され得るか、または生体吸収させ得、コンプライアンス部
材がその非付勢構成に戻るのを可能にする。コンプライアンス部材は、吸収性構成要素が
腐食し、コンプライアンス部材が放出される時に、拘束が弛緩する等の、圧縮構成内の吸
収性構成要素に嵌め込まれる状況を含む、同様の機構が実現可能であることが当業者によ
って理解されることができる。
【００３８】
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　図１２は、ピン継手から形成される調節部材を有する拘束デバイスの例示的実施形態を
図示する。拘束デバイスは、テザー１２０８がコンプライアンス部材１２０４に対して旋
回するように、テザー１２０８をピン１２０６に旋回可能に連結するコンプライアンス部
材１２０４を含む。デバイスに隣接する組織１２０２が拡張および縮小すると、拘束デバ
イス上の荷重は変化し得る。したがって、この機構的方向は、コンプライアンス部材１２
０４が、拘束デバイスを再整列させるテザー１２０８に対して旋回することを可能にし、
それにより、調節荷重は、周囲の組織１２０２の適合に応じて、コンプライアンス部材１
２０４に移動される。
【００３９】
　さらに、上述の実施形態のいずれかはまた、骨、軟骨、または他の骨格組織の形成を誘
発するために使用され得る骨形態形成タンパク質等の種々の治療薬または薬物を含む。治
療薬は、生体吸収性材料が吸収されると、それが治療薬を放出するように、生体吸収性材
料に含まれ得る。
【００４０】
　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、様々な代替、修正、および
等価物が使用され得る。したがって、上記の説明は、付属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解釈されてはならない。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図２】 【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図３Ｃ】

【図４】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図６】
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【図７Ａ】

【図７Ｂ】

【図７Ｃ】

【図８Ａ】

【図８Ｂ】 【図９Ａ】



(18) JP 2012-508597 A 2012.4.12
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【図１１Ａ】 【図１１Ｂ】
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