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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　骨の内部に経路を形成するシステムであって、
　近位端と、遠位端と、中央チャネルとを有するトロカールであって、
　前記中央チャネルは、該トロカールの中心軸に沿って設けられ、前記近位端から前記遠
位端に向かって延びており、
　該トロカールは、該トロカールの前記遠位端にあるか又は該遠位端の近くにある半径方
向開口部を含み、該半径方向開口部は前記中央チャネルと連通する、トロカールと、
　前記中央チャネル内に受け入れられるサイズになっているとともに、前記近位端から前
記半径方向開口部に向けて送達される湾曲可能なカニューレであって、
　該湾曲可能なカニューレは、前記半径方向開口部から横方向外向きに、前記トロカール
から離れるように延びる湾曲経路内に延びるように構成されている湾曲可能な遠位端を含
み、
　該湾曲可能なカニューレは、中央通路であって、プローブが該中央通路を通って前記湾
曲経路を越えた位置まで送達されることを可能にするように構成されている直径を有する
中央通路を含む、湾曲可能なカニューレと、
を含み、
　前記湾曲可能なカニューレは近位本体を備える近位端を含み、
　前記トロカールの前記近位端はハウジングを備え、
　前記ハウジングは、前記湾曲可能なカニューレの前記近位本体の往復動を可能にするよ
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うに構成されている近位凹部を有し、
　前記近位凹部は前記中央チャネルと連通する、
システム。
【請求項２】
　前記湾曲可能なカニューレの近位本体は、前記トロカールの前記ハウジング内での移動
に対して解放可能に拘束されるように構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記カニューレの前記中央チャネル内に適合するサイズになっているプローブを更に含
む、
請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記プローブは、前記カニューレの前記近位本体内での移動に対して解放可能に拘束さ
れるように構成されている近位端を含む、請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　前記湾曲可能なカニューレに連結されている駆動ナットを更に含み、
　前記駆動ナットは、前記トロカール、前記湾曲可能なカニューレ又は前記プローブのう
ちの１つ又は複数を、骨を通して前進させるための衝撃力を加えるのに適した硬化近位面
を含む、請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記駆動ナットは、前記プローブの前記近位端を収容するように構成されているねじ切
り遠位凹部を含む、請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記駆動ナットの前記近位面は交換可能なキャップを備え、
　前記交換可能なキャップは、治療エネルギーを供給するよう前記プローブへのアクセス
を提供するように構成されている、請求項５又は６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記トロカールは、骨に穿孔して骨を通る直線経路を作り出すように構成されている鋭
利な遠位先端を更に有する、請求項１から７のいずれかに記載のシステム。
【請求項９】
　前記湾曲可能なカニューレは、骨に穿孔して、前記トロカールによって作り出された直
線経路から延びる湾曲経路を作り出すように構成されている鋭利な遠位先端を有する、請
求項１から８のいずれかに記載のシステム。
【請求項１０】
　前記湾曲可能なカニューレの前記遠位端は、真っ直ぐな態様で前記トロカールを通して
送達されるとともに、前記中心軸に対して或る角度で前記半径方向開口部から外向きに湾
曲した態様で展開されるように変形可能である、請求項１から９のいずれかに記載のシス
テム。
【請求項１１】
　前記湾曲可能なカニューレの前記遠位先端に連結されているプルコードであって、前記
トロカールの前記近位端まで延びるプルコードを更に含み、
　前記プルコードは、前記湾曲可能なカニューレの前記遠位端に引張力を加えて前記湾曲
可能なカニューレを付勢して湾曲した態様にするように構成されている、請求項１０に記
載のシステム。
【請求項１２】
　前記トロカールの前記中央チャネルは、前記半径方向開口部につながる斜面で終端し、
前記斜面は前記半径方向開口部から外方向への前記湾曲可能なカニューレの展開を容易に
する、請求項１から１１のいずれかに記載のシステム。
【請求項１３】
　前記トロカールに対して前記湾曲可能なカニューレの動きを制限するように構成されて
いる前記湾曲可能なカニューレの前記近位本体の周りに螺合する止めナットをさらに備え
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る、請求項１から１２のいずれかに記載のシステム。
【請求項１４】
　骨の内部に経路を形成するシステムであって、
　近位端と、遠位端と、中央チャネルとを有するトロカールであって、
　前記中央チャネルは、該トロカールの中心軸に沿って設けられ、前記近位端から前記遠
位端に向かって延びており、
　該トロカールは、該トロカールの前記遠位端にあるか又は該遠位端の近くにある半径方
向開口部を含み、該半径方向開口部は前記中央チャネルと連通する、トロカールと、
　前記中央チャネル内に受け入れられるサイズになっているとともに、前記近位端から前
記半径方向開口部に向けて送達される湾曲可能なカニューレであって、
　該湾曲可能なカニューレは、前記半径方向開口部から横方向外向きに、前記トロカール
から離れるように延びる湾曲経路内に延びるように構成されている湾曲可能な遠位端を含
み、
　該湾曲可能なカニューレは、中央通路であって、プローブが該中央通路を通って前記湾
曲経路を越えた位置まで送達されることを可能にするように構成されている直径を有する
中央通路を含む、湾曲可能なカニューレと、
を含み、
　前記湾曲可能なカニューレの前記遠位端は、真っ直ぐな態様で前記トロカールを通して
送達されるとともに、前記中心軸に対して或る角度で前記半径方向開口部から外向きに湾
曲した態様で展開されるように変形可能であり、
　前記湾曲可能なカニューレの前記遠位先端に連結されているプルコードであって、前記
トロカールの前記近位端まで延びるプルコードを更に含み、
　前記プルコードは、前記湾曲可能なカニューレの前記遠位端に引張力を加えて前記湾曲
可能なカニューレを付勢して湾曲した態様にするように構成されている、
システム。
【請求項１５】
　前記湾曲可能なカニューレの前記遠位先端に加えられる前記引張力は、前記湾曲可能な
カニューレを所望の経路に沿って導くように前記トロカールの前記近位端から制御するこ
とができる、請求項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記湾曲可能なカニューレの遠位端は、関節式に連結して湾曲形状になるように構成さ
れている複数の結合リンクを備える、請求項１４又は１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記複数の結合リンクの遠位リンクは、べベル面前縁を備える、
請求項１４から１６のいずれかに記載のシステム。
【請求項１８】
　前記プルコードは、前記湾曲可能なカニューレの近位本体から前記遠位リンクの孔まで
延びている、請求項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記トロカールの前記中央チャネルは、前記半径方向開口部につながる斜面で終端し、
前記斜面は前記半径方向開口部から外方向への前記湾曲可能なカニューレの展開を容易に
する、請求項１４から１８のいずれかに記載のシステム。
【請求項２０】
　前記トロカールは、骨に穿孔して骨を通る直線経路を作り出すように構成されている鋭
利な遠位先端を更に有する、請求項１４から１９のいずれかに記載のシステム。
【請求項２１】
　前記カニューレの前記中央チャネル内に適合するサイズになっているプローブを更に含
み、
　前記プローブは、前記カニューレの前記近位本体内での移動に対して解放可能に拘束さ
れるように構成されている近位端を含む、請求項１４から２０のいずれかに記載のシステ
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ム。
【請求項２２】
　前記湾曲可能なカニューレに連結されている駆動ナットを更に含み、
　前記駆動ナットは、前記トロカール、前記湾曲可能なカニューレ又は前記プローブのう
ちの１つ又は複数を、骨を通して前進させるための衝撃力を加えるのに適した硬化近位面
を含む、請求項２１に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記駆動ナットは、前記プローブの前記近位端を収容するように構成されているねじ切
り遠位凹部を含み、
　前記プローブは、前記駆動ナットに対する前記プローブの制御された移動を可能にする
ように前記遠位凹部と嵌合するねじ山を含む、請求項２２に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記駆動ナットの前記近位面は交換可能なキャップを備え、
　前記交換可能なキャップは治療エネルギーを供給するよう前記プローブへのアクセスを
提供するように構成されている、請求項２２に記載のシステム。
【請求項２５】
　骨の内部に経路を形成するシステムであって、
　近位端と、遠位端と、中央チャネルとを有するトロカールであって、
　前記中央チャネルは、該トロカールの中心軸に沿って設けられ、前記近位端から前記遠
位端に向かって延びており、
　該トロカールは、該トロカールの前記遠位端にあるか又は該遠位端の近くにある半径方
向開口部を含み、該半径方向開口部は前記中央チャネルと連通し、
　該トロカールは、骨に穿孔して骨を通る直線経路を作り出すように構成されている鋭利
な遠位先端を更に有する、トロカールと、
　前記中央チャネル内に受け入れられるサイズになっているとともに、前記近位端から前
記半径方向開口部に向けて送達される湾曲可能なカニューレであって、
　該湾曲可能なカニューレは、前記半径方向開口部から横方向外向きに、前記トロカール
から離れるように延びる湾曲経路内に延びるように構成されている湾曲可能な遠位端を含
み、
　該湾曲可能なカニューレは、中央通路であって、プローブが該中央通路を通って前記湾
曲経路を越えた位置まで送達されることを可能にするように構成されている直径を有する
中央通路を含み、
　骨に穿孔して、前記トロカールによって作り出された直線経路から延びる湾曲経路を作
り出すように構成されている鋭利な遠位先端を有する、湾曲可能なカニューレと、
を含む、システム。
【請求項２６】
　前記湾曲可能なカニューレの前記遠位端は、真っ直ぐな態様で前記トロカールを通して
送達されるとともに、前記中心軸に対して或る角度で前記半径方向開口部から外向きに湾
曲した態様で展開されるように変形可能である、請求項２５に記載のシステム。
【請求項２７】
　前記湾曲可能なカニューレの前記遠位先端に連結されているプルコードであって、前記
トロカールの前記近位端まで延びるプルコードを更に含み、
　前記プルコードは、前記湾曲可能なカニューレの前記遠位端に引張力を加えて前記湾曲
可能なカニューレを付勢して湾曲した態様にするように構成されている、請求項２６に記
載のシステム。
【請求項２８】
　前記湾曲可能なカニューレの前記遠位先端に加えられる前記引張力は、前記湾曲可能な
カニューレを所望の経路に沿って導くように前記トロカールの前記近位端から制御するこ
とができる、請求項２７に記載のシステム。
【請求項２９】
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　前記湾曲可能なカニューレの遠位端は、関節式に連結して湾曲形状になるように構成さ
れている複数の結合リンクを備える、請求項２６に記載のシステム。
【請求項３０】
　前記トロカールの前記中央チャネルは、前記半径方向開口部につながる斜面で終端し、
前記斜面は前記半径方向開口部から外方向への前記湾曲可能なカニューレの展開を容易に
する、請求項２５から２９のいずれかに記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
１．発明の分野
　本発明は、概して、組織を通る通路を作り出すことに関し、より詳細には、骨の内部に
湾曲路を作ることに関する。
【０００２】
　　［関連出願の相互参照］
　本願は、２０１０年１月７日に出願された米国特許出願第１２／６８３，５５５号の継
続出願である２０１０年８月２６日に出願された米国特許出願第１２／８６８，８１８号
（参照によりその全体が本明細書に援用される）に基づく優先権を主張する。
【０００３】
　　［連邦政府による資金提供を受けた研究又は開発に関する記載］
　該当なし。
【０００４】
　　［コンパクトディスクで提出された資料の参照による援用］
　該当なし。
【０００５】
　　［著作権保護を受ける資料の通知］
　本特許文献中の資料の一部は、米国及びその他の国の著作権法に従って著作権保護を受
ける。著作権者は、米国特許商標庁の一般公開ファイル又は記録内に表されている通りに
特許文献又は特許開示を第三者が複製することに異議を唱えないが、それ以外はいかなる
場合も全ての著作権を留保する。著作権者は、限定するわけではないが米国特許法施行規
則§１．１４に従う諸権利を含め、この特許文献を秘密裏に保持しておく諸権利のいずれ
も放棄するものではない。
【背景技術】
【０００６】
２．関連技術の説明
　近年、椎体形成術及び椎骨形成術において用いられる手術手技を通じて、低侵襲性手段
によって椎体にアクセスする技法が開発されてきている。椎弓根を通って椎体の側部／前
部の内部へ向かって脊椎の椎骨分節にアクセスすることは、治療装置（例えば骨セメント
送達装置及び／又はＲＦプローブ）を椎骨の内部に配置する主要な方法であるが、プロー
ブを椎骨の後正中線部内に配置することは困難である。さらに、直線状のアクセス路では
脊椎のＳ１分節の後正中線部にアクセスすることは困難である。プローブは好ましくは、
Ｓ１椎体の後部及び腰椎分節内の同じ標的領域に誘導することが可能である必要がある。
加えて、頚椎及び胸椎内の脊椎分節も標的にすることが可能であることが意図される。
【０００７】
　腰椎体又はＳ１椎体の後正中線部内に治療装置を正確かつ予測可能に配置するには、該
装置又はプローブが様々な密度の骨を通って上記領域に誘導される必要がある。しかしな
がら、骨の密度が様々であることにより、骨の内部でプローブを誘導すること、及び椎体
の後正中線部内でのプローブの位置決めを確実にすることは困難である。
【０００８】
　現在の組織吸引技法には、ガイド針の位置を変更することなくガイド針を通して幾つか
の吸引物を取り込むことを可能にする同心型針電極システムを必要とする。しかしながら
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、このシステムに伴う問題は、内側針を損傷部位へ最初に通した後、続く針の通過が当該
塊内の同じ経路を辿る傾向があるため、診断用の細胞ではなく、血液しか得られないこと
である。
【０００９】
　科学論文である非特許文献１が、幾つかの吸引生検を可能にするために側部から出る同
心型針電極の使用を記載している。ガイド針が遠位先端から１ｃｍのところに側穴を有し
ている。この新しいガイド針を通してより小さな針を前進させると、この小さな針はガイ
ドの内側の斜面によって偏向することで側穴を通って出る。この側部から出る針は骨吸引
針を偏向させることができるが、この針が側穴から組織部位へ直線方向に出ることは保証
しない。組織吸引針は、針から出ると、組織の密度及び針固有の材料強度に応じて直線経
路から逸れることになる。これが、この装置が克服することのできない固有の問題である
。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】Kopecky他著、「Side-Exiting Coaxial Needle for Aspiration Biopsy
」
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　したがって、本発明の一つの目的は、所定の湾曲経路を予測可能に辿る経路を骨の内部
に作り出すシステム及び方法である。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、ＲＦ双極プローブのような可撓性治療器具を骨の内部で展開及び誘導するシ
ステム及び方法に関する。以下に記載のシステム及び方法は主として、脊椎の椎骨の一部
分を通って骨を誘導することに関し、特に、椎骨の一部分のＢＶＮを治療することに関す
るが、本発明の新規の態様は、身体のいかなる組織分節にも適用することができることを
理解されたい。
【００１３】
　本発明の第１の新規の原理は、様々な密度の海綿骨の内部で湾曲部又は角度の付いた部
分を誘導することができること、及び誘導された湾曲部又は角度の付いた部分の端に直線
状チャネルを作ることができることである。幾つかのシステムを説明する。
【００１４】
　１つの態様は、外側の皮質骨領域及び内側の海綿骨領域を有する椎体を治療目的で処置
するとともに、外側の皮質骨領域から内側の海綿骨領域に延びる神経幹（trunk）と、該
神経幹から延びてＢＶＮ分岐点を画定する神経枝（branches）とを有するＢＶＮを治療目
的で処置する方法であって、ａ）エネルギー装置を椎体に挿入するステップと、ｂ）ＢＶ
Ｎを除神経する（denervate：麻痺させる）ために、ＢＶＮ分岐点と外側の皮質骨領域と
の間の椎体の内側の海綿骨領域内（ＢＶＮ分岐点と外側の皮質骨領域は除外する）にエネ
ルギーを排他的に投入するステップとを含む方法である。
【００１５】
　本発明の別の態様では、入れ子式チューブ（tube-within-tube：二重チューブ）の実施
の形態は、直線状カニューレから展開する展開可能な湾曲したニチノール製チューブを有
する。ニチノール製チューブは、直線状カニューレから完全に展開すると、約０度～約１
８０度、より具体的には約４５度～約１１０度の角度範囲を形成するように予め湾曲して
いる。湾曲の設計は、可撓性要素（治療装置を搬送する）がニチノール製チューブの展開
の角度範囲にわたって進むことができるようなものである。湾曲したニチノール製チュー
ブにより、骨の内部の湾曲部を通って、可撓性要素を意図しない方向へ逸らすことなく誘
導することが可能である。海綿骨の密度は人によって様々である。したがって、様々な密
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度の海綿骨の内部に湾曲チャネルを作ることは、治療装置が湾曲チャネルを進もうとする
ときに、概して予測可能に又は正確に治療装置を支持及び保持しない。本発明によれば、
可撓性要素は湾曲したニチノール製チューブを通して骨の内部に展開され、このチューブ
は要素が湾曲部を横断する際に要素を支持する。要素は、チューブから離れるときに、標
的ゾーンに向かって直線方向に離れる。この設計により、ユーザーが、海綿骨の密度に関
係なく、標的ゾーンに向けて予測可能にかつ正確に可撓性要素を展開することが可能とな
る。
【００１６】
　本発明の一態様は、骨の内部に経路を形成するシステムである。本システムは、中央チ
ャネルと遠位先端の開口部とを有するトロカールと、上記中央チャネル内に受け入れられ
るサイズになっているとともに遠位開口部に送達されるカニューレとを含む。カニューレ
は予成形湾曲部を有する偏向可能な先端を有しているため、該先端は、トロカールを通っ
て送達されている間は真っ直ぐとなり、トロカールの遠位開口部から出て該開口部を越え
て延びると予成形湾曲部に戻ることで、偏向可能な先端の予成形湾曲部に対応する湾曲経
路を骨の内部に作り出す。カニューレは、中央通路であって、治療装置が該中央通路を通
って湾曲経路を越えた位置まで送達されることを可能にするように構成されている直径を
有する中央通路を含む。
【００１７】
　１つの実施の形態では、本システムは、トロカール内に導入されるように構成されてい
る直線状スタイレットを更に含み、その場合、直線状スタイレットは、トロカールが骨の
内部の治療位置まで送達される際にトロカールの遠位開口部を越えて延びることで骨に穿
孔するように構成されている鋭利な遠位先端を含む。
【００１８】
　本システムは、カニューレ内に導入されるように構成されている矯正用（straightenin
g）スタイレットを更に含むことができ、その場合、矯正用スタイレットは、トロカール
内に位置決めされたときにカニューレの遠位先端を真っ直ぐに矯正するように構成されて
いる剛性構造を含む。
【００１９】
　代替的な一実施の形態では、矯正用スタイレットは、骨に穿孔するための鋭利な遠位端
を更に含み、矯正用スタイレット及びカニューレは、トロカールが骨の内部に送達される
際に、直線状スタイレットの代わりにトロカール内に導入される。
【００２０】
　好ましい一実施の形態では、本システムは、湾曲カニューレの中央通路の内部に適合す
るサイズになっている外径を有する湾曲スタイレットを更に含む。湾曲スタイレットは、
湾曲カニューレがトロカールの遠位開口部を越えて延びる間は、湾曲カニューレ内に導入
されるように構成されており、骨の内部に送達される間は、湾曲カニューレの遠位開口部
を塞ぐように構成されている。好ましくは、湾曲スタイレットは、湾曲カニューレの湾曲
部に対応する湾曲した遠位端を有する。
【００２１】
　湾曲スタイレットもまた、カニューレがトロカールの遠位開口部を越えて送達される際
に湾曲カニューレを越えて延びることで骨に穿孔するように構成されている鋭利な遠位先
端を有する。湾曲スタイレットはまた、好ましくは、トロカールの遠位開口部を越えて骨
の内部に送達される際に湾曲スタイレットのアールを更に支持及び維持するように構成さ
れている角度付き遠位先端を含む。
【００２２】
　好ましくは、湾曲スタイレット及び湾曲カニューレは、湾曲スタイレットの湾曲部と湾
曲カニューレの湾曲部とを位置合わせする嵌合近位端を有する。
【００２３】
　１つの実施の形態では、本システムは、湾曲スタイレットを取り外した後でカニューレ
内に導入されるように構成されている直線状の経路形成用（channeling）スタイレットを
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更に含み、その場合、直線状の経路形成用スタイレットは、湾曲カニューレを誘導するよ
うに柔軟に変形可能であるが、湾曲カニューレを出ると直線形状を保ち、また、その場合
、直線状の経路形成用スタイレットは、完全に延びた場合に湾曲カニューレの遠位端を越
えて直線経路を形成するように湾曲カニューレよりも長さが長い。
【００２４】
　別の態様は、患者の体内の治療位置まで骨の内部に経路を形成する方法である。本方法
は、中央チャネルと遠位先端の開口部とを有するトロカールを、治療位置にあるか又は治
療位置の近くにある骨の領域の内部に挿入するステップと、上記中央チャネルを通して上
記遠位開口部までカニューレを送達するステップであって、その場合、カニューレは、予
成形湾曲部を有する偏向可能な先端を有しているため、該先端は、トロカールを通って送
達される間は真っ直ぐとなり、トロカールを出るとその予成形湾曲に戻る、ステップと、
偏向可能な先端の予成形湾曲部に対応する湾曲経路を骨の内部に作り出すようにトロカー
ルの遠位開口部を越えてカニューレを延ばすステップとを含む。最終的に、治療装置は、
上記カニューレ内の中央通路を通って湾曲経路を越えて治療位置まで送達される。
【００２５】
　１つの実施の形態では、トロカールを骨の領域の内部に挿入するステップは、スタイレ
ットがトロカールの遠位開口部を越えて延びるようにスタイレットをトロカールに挿入す
るステップと、トロカールが治療位置まで送達される際にスタイレットが骨に穿孔するよ
うにスタイレット及びトロカールを同時に骨の領域の内部に挿入するステップとを含む。
【００２６】
　別の実施の形態では、中央チャネルを通してカニューレを送達するステップは、カニュ
ーレの中央通路に矯正用スタイレットを挿入するステップであって、その場合、矯正用ス
タイレットは、カニューレの湾曲した遠位先端を真っ直ぐに矯正するように構成されてい
る剛性構造を含む、ステップと、矯正用スタイレット及び被矯正カニューレを同時にトロ
カールに挿入するステップとを含む。
【００２７】
　代替的な一実施の形態では、矯正用スタイレットは、骨に穿孔するための鋭利な遠位端
を更に有し、その場合、矯正用スタイレット及びカニューレは、トロカールが骨の内部へ
送達される際にトロカールとともに同時に導入される。
【００２８】
　また別の実施の形態では、遠位開口部を越えてカニューレを延ばすステップは、湾曲ス
タイレットの遠位先端が湾曲カニューレの少なくとも遠位開口部に延びるように湾曲カニ
ューレの中央通路に湾曲スタイレットを挿入するステップによって、かつ、骨の内部へ送
達される間、湾曲スタイレットが湾曲カニューレの遠位開口部を塞ぐように、トロカール
の遠位端から湾曲カニューレ及び湾曲スタイレットを同時に延ばすステップによって行わ
れる。
【００２９】
　好ましい実施の形態では、湾曲スタイレットは、湾曲カニューレの湾曲部に対応する湾
曲した遠位端を有し、その場合、湾曲スタイレットは、湾曲カニューレがトロカールの遠
位開口部を越えて延びる際に湾曲カニューレの湾曲形状を強める。湾曲スタイレットは、
中央通路内を前進させられるような鋭利な遠位先端を有しており、そのため、湾曲カニュ
ーレがトロカールの遠位開口部を越えて送達される際に湾曲スタイレットが骨に穿孔する
ように、カニューレの遠位開口部を越えて延びる。
【００３０】
　更なるステップでは、湾曲スタイレットを湾曲カニューレから取り外し、該カニューレ
の湾曲した遠位端に直線状の経路形成用スタイレットを挿入する。直線状の経路形成用ス
タイレットは、湾曲カニューレを進むように柔軟に変形可能であるが、湾曲カニューレを
出ると直線形状を保つ。直線状の経路形成用スタイレットは、湾曲カニューレの遠位先端
を超えて直線チャネルを作るように湾曲カニューレよりも長い。
【００３１】
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　好ましい実施の形態では、トロカールは皮質骨領域を通して椎骨の海綿骨領域の内部に
挿入され、湾曲カニューレは、海綿骨領域の少なくとも一部を通って、治療位置にあるか
又は治療位置の近くにある位置まで延びる。好ましい治療位置は椎骨のＢＶＮを含み、該
ＢＶＮの少なくとも一部を除神経するように治療がその治療位置まで送達される。１つの
実施の形態では、集中させた治療用熱をＢＶＮの隔離領域まで送達することによってＢＶ
Ｎの一部を除神経する。別の実施の形態では、作用物質を治療領域に送達してその領域に
対する治療を隔離することによってＢＶＮの一部を除神経する。好ましくは、治療をＢＶ
Ｎの１つ又は複数の神経枝の下流にあるＢＶＮの位置に集中させる。
【００３２】
　別の態様は、骨の内部に経路を形成するキットである。本キットは、中央チャネルと遠
位先端の開口部とを有するトロカールと、上記中央チャネル内に受け入れられるサイズに
なっているとともに上記遠位開口部に送達される一組のカニューレから選択されるカニュ
ーレとを含む。カニューレは、予成形湾曲部を有する偏向可能な遠位先端を有しており、
そのため、該先端は、トロカールを通って送達される間は真っ直ぐとなり、トロカールの
遠位開口部を出て該開口部を越えて延びるとその予成形湾曲に戻ることで、偏向可能な先
端の予成形湾曲部に対応する湾曲経路を骨の内部に作り出す。カニューレは、中央通路で
あって、治療装置が該中央通路を通って湾曲経路を越えた位置まで送達されることを可能
にするように構成されている直径を有する中央通路を含み、その場合、一組のカニューレ
は、遠位先端に様々な予成形湾曲部を有する１つ又は複数のカニューレを含む。
【００３３】
　好ましい実施の形態では、１つ又は複数のカニューレは、遠位先端に様々な予成形アー
ルを有する。加えて、１つ又は複数のカニューレはそれぞれ、トロカールの中央チャネル
に対して様々な角度で終端する遠位先端を有する。遠位先端の長さもまた様々とすること
ができる。トロカールの中央チャネルに対する遠位先端の角度は、０度～１８０度まで様
々とすることができる。
【００３４】
　本キットは、トロカール内に設置されるように構成されている直線状スタイレットであ
って、トロカールが骨の内部の治療位置まで送達される際にトロカールの遠位開口部を越
えて延びて骨に穿孔するように構成されている鋭利な遠位先端を有する直線状スタイレッ
トを更に含むことができる。
【００３５】
　好ましい実施の形態では、本キットは、湾曲カニューレの中央通路内に適合するサイズ
になっている外側半径を有する一組の湾曲スタイレットを含み、その場合、各湾曲スタイ
レットは、湾曲カニューレがトロカールの遠位開口部を越えて延びる間、湾曲カニューレ
内に導入されるように構成されている。湾曲スタイレットは、骨の内部に送達される間、
湾曲カニューレの遠位開口部を塞ぐように構成されている。各湾曲スタイレットは、一組
の湾曲カニューレの中の整合する湾曲カニューレの湾曲部に対応する様々な湾曲した遠位
端を有する。湾曲スタイレットは、カニューレがトロカールの遠位開口部を越えて送達さ
れる際に湾曲カニューレを越えて延びて骨に穿孔するように構成されている鋭利な遠位先
端を有する。
【００３６】
　別の実施の形態では、本キットは、一組の直線状の経路形成用スタイレットを含み、そ
の場合、一組の該スタイレットのうちの一方は、湾曲スタイレットを取り外した後でカニ
ューレ内に導入されるように構成されている。直線状の経路形成用スタイレットは、湾曲
カニューレを進むように柔軟に変形可能であるが、湾曲カニューレを出ると直線形状を保
つ。直線状の経路形成用スタイレットのそれぞれは湾曲カニューレよりも長い様々な長さ
を有しており、そのため、該直線状の経路形成用スタイレットは、完全に延びると湾曲カ
ニューレの遠位端を越えて所定の長さの直線経路を作る。
【００３７】
　別の態様は、骨の内部に経路を形成するシステムであって、近位端と、遠位端と、中央
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チャネルとを有するトロカールであって、中央チャネルは、該トロカールの中心軸に沿っ
て設けられ、近位端から遠位端に向かって延びている、トロカールを有する。トロカール
は、該トロカールの遠位端にあるか又は該遠位端の近くにある半径方向開口部を含み、該
半径方向開口部は中央チャネルと連通する。本システムは上記中央チャネル内に受け入れ
られるサイズになっているとともに、近位端から上記半径方向開口部に向けて送達される
湾曲可能なカニューレを含む。湾曲可能なカニューレは、半径方向開口部から横方向外向
きに、トロカールから離れるように延びる湾曲経路内を延びるように構成されている湾曲
可能な遠位端と、中央通路であって、プローブが該中央通路を通って湾曲経路を越えた位
置まで送達されることを可能にするように構成されている直径を有する中央通路とを含む
。
【００３８】
　更なる態様は、脊椎治療システムであって、近位端と、遠位端と、中央チャネルとを有
するトロカールであって、中央チャネルは、該トロカールの中心軸に沿って設けられ、近
位端から遠位端に向かって延びており、該トロカールは、該トロカールの遠位端にあるか
又は該遠位端の近くにある半径方向開口部を含み、該半径方向開口部は中央チャネルと連
通し、該トロカールは、皮質骨領域を通して椎体の海綿骨領域の内部に展開するように構
成されている、トロカールと、上記中央チャネル内に受け入れられるサイズになっている
とともに、近位端から上記半径方向開口部に向けて送達される湾曲可能なカニューレであ
って、該湾曲可能なカニューレは、中央通路と、半径方向開口部から横方向外向きに、ト
ロカールから離れるように延びる湾曲経路を延びるように構成されている湾曲可能な遠位
端とを含み、湾曲経路は、椎体の海綿骨領域の少なくとも一部を通って作り出される、湾
曲可能なカニューレと、中央通路を通して湾曲経路を越えた位置まで送達されるように構
成されている治療プローブと、を含む、脊椎治療システムである。
【００３９】
　別の態様は、患者の体内の治療位置まで骨の内部に経路を形成する方法であって、治療
位置の近くの骨の領域の内部にトロカールを挿入するステップであって、トロカールは、
近位端と、遠位端と、近位端及び遠位端間に設けられている中央チャネルとを有し、トロ
カールは、該トロカールの遠位端にあるか又は該遠位端の近くにある半径方向開口部を含
み、該半径方向開口部は中央チャネルと連通する、ステップと、上記中央チャネルを通し
て上記半径方向開口部に湾曲可能なカニューレを送達するステップと、半径方向開口部か
ら横方向外向きに、トロカールから離れるように延びる湾曲経路内に湾曲可能なカニュー
レを展開するステップと、を含む方法である。
【００４０】
　本発明の更なる態様は、本明細書の以下の部分において明らかとなり、その場合、詳細
な説明は、本発明の好ましい実施形態を十分に開示するためのものであり、本発明を限定
するものではない。
【００４１】
　本発明は、単に説明目的である添付の図面の参照によって、より十分に理解されるであ
ろう。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明による、骨の内部に湾曲経路を作り出すシステムを示す図である。
【図２】図１のシステムの断面図である。
【図３】皮質シェルを貫通する経路があけられた椎体の断面図である。
【図４Ａ】本発明のシステムを用いてＢＶＮにアクセスする方法を示す図である。
【図４Ｂ】本発明のシステムを用いてＢＶＮにアクセスする方法を示す図である。
【図４Ｃ】本発明のシステムを用いてＢＶＮにアクセスする方法を示す図である。
【図４Ｄ】本発明のシステムを用いてＢＶＮにアクセスする方法を示す図である。
【図４Ｅ】本発明のシステムを用いてＢＶＮにアクセスする方法を示す図である。
【図４Ｆ】本発明のシステムを用いてＢＶＮにアクセスする方法を示す図である。
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【図５】本発明による、骨の内部に湾曲経路を作り出す代替的なシステムを示す図である
。
【図６】椎体の内部に導入されている、図５のシステムを示す図である。
【図７Ａ】本発明による湾曲スタイレットを示す図である。
【図７Ｂ】本発明による湾曲スタイレットを示す図である。
【図８】本発明による、骨の内部に湾曲経路を作り出すシステムの斜視図である。
【図９】図８のシステムの分解図である。
【図１０Ａ】手順中の、展開の種々の段階のうちの１つにおける、図８のシステムの概略
図である。
【図１０Ｂ】手順中の、展開の種々の段階のうちの１つにおける、図８のシステムの概略
図である。
【図１０Ｃ】手順中の、展開の種々の段階のうちの１つにおける、図８のシステムの概略
図である。
【図１０Ｄ】手順中の、展開の種々の段階のうちの１つにおける、図８のシステムの概略
図である。
【図１０Ｅ】手順中の、展開の種々の段階のうちの１つにおける、図８のシステムの概略
図である。
【図１１】椎体の内部へのシステムの導入時の、図８のシステムの近位端の断面図である
。
【図１２】椎体の内部へのシステムの導入時の、図８のシステムの遠位端の側面図である
。
【図１３】椎体の内部への湾曲可能なカニューレの展開後の、図８のシステムの近位端の
断面図である。
【図１４】椎体の内部への湾曲可能なカニューレの展開後の、図８のシステムの遠位端の
側面図である。
【図１５】駆動ナットが後退した、図８のシステムの近位端の断面図である。
【図１６】椎体の内部へのプローブの展開後の、図８のシステムの近位端の断面図である
。
【図１７】椎体の内部へのプローブの展開後の、図８のシステムの遠位端の側面図である
。
【図１８Ａ】湾曲可能なカニューレが収容位置にある、図８のシステムの遠位端の側面図
である。
【図１８Ｂ】湾曲可能なカニューレが展開位置にある、図８のシステムの遠位端の側面図
である。
【図１９Ａ】本発明による、骨の内部に湾曲経路を作り出す代替的なシステムの斜視図で
ある。
【図１９Ｂ】展開した態様の図１９Ａのシステムを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４３】
　説明目的で、図面をより具体的に参照すると、本発明は、図１～図１９Ｂにおいて概ね
示されている装置で具現されている。本明細書に開示されているような基本概念から逸脱
することなく、本装置が形態及び部品細部に関して様々であってもよいこと、並びに、本
方法が特定のステップ及び順序に関して様々であってもよいことが理解されるであろう。
【００４４】
入れ子式チューブ
　図１及び図２は、骨を通って経路を形成するシステムすなわちキット１０を含む、本発
明の第１の実施形態を示す。本システムは針トロカール２０（器具セットの本体）を含む
。トロカール２０は、その近位端３２にあるハンドル２４と、トロカール２０の遠位端２
２まで貫通する中央内腔３６とを有する細長いシャフト２８を含む。中央内腔３６は概し
て、システム１０における他の器具が患者内の治療領域まで摺動可能に導入されることを
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可能にするサイズになっている。システム１０は、軟組織及び皮質シェルを貫通して初期
経路を作って海綿骨へのアクセスを可能にするのに針トロカール２０とともに用いられる
鋭利な先端付き針８４をその遠位端に有する直線状スタイレット８０と、骨／組織の内部
に湾曲経路を作る／維持するのに用いられる湾曲カニューレ５０とを更に含む。湾曲部を
真っ直ぐに矯正するとともに、湾曲カニューレ５０を針トロカール２０に装填するのに矯
正用スタイレット４０が用いられる。骨／組織の内部に湾曲経路を作るのに湾曲スタイレ
ット６０が湾曲カニューレ５０と併用され、湾曲カニューレ５０によって作られた湾曲経
路の端を越えて（ＲＦプローブ１００のような）治療装置のための作業用チャネルを作る
のに経路形成用スタイレット９０が用いられる。
【００４５】
　記載の手術用装置及び手術用システムを用いて、数多くのタイプの治療装置を身体の様
々な領域に送達することができる。本発明の装置及びシステムは、骨を通って誘導する際
に特に有用であるが、軟組織又は体内のチャネルすなわち内腔（特に或る内腔が別の内腔
から分岐し得る場所）を通って誘導するのにも用いることができることが理解される。
【００４６】
　以下の例は、椎体の内部に湾曲した骨経路を作り出すために、より詳細には、脊椎の内
部の標的領域にアクセスするのに椎弓根を通るアプローチ（transpedicular approach）
を介して骨経路を作るために適用されるシステム１０を示す。特に、システム１０は、治
療装置を送達して骨内神経、特に椎体神経（ＢＶＮ）を治療するか又は除去するのに用い
ることができる。本システム及び本方法は、ＢＶＮにアクセスする際に有意な利点を与え
るが、本発明のシステム１０は、身体の任意の部分に骨経路を作るのに同様に用いること
ができることが理解されるであろう。
【００４７】
　図３は、椎骨１２０の断面図を示す。近年、ヒトの椎体の内部に多量の骨内神経１２２
及び神経枝１３０（「椎体神経」）が存在することが同定された。椎体神経１２２は、該
神経１２２に沿った位置に少なくとも１つの出口点１４２を有し、この出口点１４２にお
いて神経１２２は椎体１２６を出て椎孔１３２に入る。
【００４８】
　好ましくは、椎体神経は出口点１４２にあるか又は出口点１４２に非常に近接している
。したがって、ＢＶＮ１２２の標的領域は、骨の海綿状部分１２４内に（すなわち外側の
皮質骨領域１２８の内部に）、かつ、（例えば神経１２２に沿った地点Ａ及びＢ間に）複
数の神経枝１３０を有するＢＶＮ１２２の分岐点Ｊに近接して位置している。この領域に
おける治療は、系全体を除神経するか又は系全体に影響を及ぼすのにＢＶＮ１２２の１つ
の部分のみを効果的に治療しさえすればよいことから有利である。通常、この実施形態に
よる治療は、椎体の前端及び後端間の６０％（地点Ａ）～９０％（地点Ｂ）の距離に位置
する椎体の領域に焦点を合わせることによって行うことができる。対照的に、分岐点Ｊよ
りも下流の位置におけるＢＶＮ１２２の治療には、各神経枝１３０の除神経が必要となる
。
【００４９】
　ＢＶＮにアクセスする１つのアプローチでは、手術用器具によって患者の皮膚に貫入し
、次いで、該手術用器具を用いて、所望の椎体神経に、すなわち経皮的にアクセスする。
１つの実施形態では、椎骨皮質に貫入してＢＶＮ１２２にアクセスするのに椎弓根を通る
アプローチが用いられる。横突起１３４と棘突起１３６との間には、椎弓根１３８を通っ
て椎体１２６の海綿骨領域１２４に至ることで、神経１２２の基部にあるか又は該基部の
近くにある領域にアクセスするための通路１４０が作られる。神経にアクセスするのに後
外側からのアプローチ（図示せず）も用いることができることが理解される。
【００５０】
　図４Ａ～図４Ｆは、本発明のシステム１０を用いてＢＶＮにアクセスする好ましい方法
を示す。最初に、直線状スタイレット８０を、針トロカール２０の近位端３２にある孔２
６に挿入する。近位止め部８２がトロカール２０のハンドル２４に当接するまで、直線状
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スタイレット８０をトロカール２０の中央内腔３６（図２を参照のこと）内を下方に前進
させ、当接した地点で直線状スタイレットの遠位先端８４がトロカール２０の遠位端２２
から突き出る。直線状スタイレット８０の先端８４は好ましくは、軟組織及び骨に穿孔す
るための鋭利な先端を含む。
【００５１】
　ここで図４Ａを参照すると、アセンブリ（トロカール２０及び直線状スタイラス８０）
を、軟組織を通って骨の表面まで前進させる。適切な位置合わせが確定されると、アセン
ブリを、椎弓根１３８の皮質シェルを貫通して骨の海綿状内部構造部１２４まで前進させ
る。
【００５２】
　適切な深さに達した後、トロカール２０を椎骨１２０の内部に固定したまま、直線状ス
タイレット８０をトロカール２０から取り外す。矯正用スタイレット４０を、湾曲カニュ
ーレ５０の近位孔５２（図２を参照のこと）に挿入し、該スタイレット４０の止め部４２
が湾曲カニューレ５０の近位端まで当接するまで湾曲カニューレの中央内腔に沿って前進
させる。これにより、直線状スタイレットの遠位先端が湾曲カニューレ５０の湾曲セクシ
ョン５６に押し通されて該湾曲部５６を真っ直ぐに矯正する。直線状スタイレットは硬い
非柔軟性材料を含み、湾曲カニューレ５０の遠位端５６は柔軟であるが記憶保持する材料
（例えばニチノール、成形ＰＥＥＫ等）を含むことが想定され、そのため、湾曲セクショ
ン５６は、矯正用スタイレット４０が導入されると該スタイレットの剛性に屈するが、ス
タイレット４０が取り外されると該湾曲セクションの元の湾曲形状を保つ。
【００５３】
　図４Ｂに示されているように、矯正用スタイレット４０が固定され、湾曲カニューレ５
０が真っ直ぐになると、矯正用スタイレット４０及び湾曲カニューレ５０を針トロカール
２０に挿入して固定する。湾曲カニューレ５０の上部５８の平坦部と、針トロカール２０
のハンドル２４に垂直に固定された位置合わせピンとを位置合わせすることによって、適
正な位置合わせ（例えば、回転防止、展開時の湾曲方向の向き）を維持する。湾曲カニュ
ーレ５０が固定されると、湾曲カニューレ５０をトロカール２０内に固定したまま、矯正
用スタイレット４０を取り外す。
【００５４】
　図４Ｃを参照すると、次いで、小管６８を、近位側から遠位側へ遠位先端６４に向けて
そのシャフト上で又は遠位先端６４から近位側へ近位端６２に向けてそのシャフト上で摺
動させることによって、湾曲スタイレット６０を真っ直ぐに矯正する。湾曲した遠位先端
６６が真っ直ぐに矯正され、小管６８の内側に完全に後退すると、湾曲スタイレット６０
を湾曲カニューレ５０（依然として針トロカール２０内にある）の近位孔５２に挿入する
。湾曲スタイレット６０が湾曲カニューレ５０内へ前進する際に、小管６８は止め部５５
（図４Ｃを参照のこと）と合わさる。湾曲スタイレット６０が前進し続けると、小管６８
は湾曲カニューレ５０のハンドルの内部に保持される。これにより、スタイレット６０の
湾曲部を湾曲カニューレ５０の内部に露出させることが可能となる。最大限の力を生むに
は、２つの部品（５０及び６０）の湾曲部を位置合わせせねばならない。位置合わせを確
実にするために、湾曲スタイレット６０のキャップは、湾曲カニューレ５０の近位端の位
置合わせノッチ５２と係合する位置合わせピン７０を有する。
【００５５】
　スタイレット６０が完全に着座し、湾曲カニューレ５０と位置合わせされると、湾曲ス
タイレット６０の先端が湾曲カニューレ５０の先端から約１／１６インチ～３／１６イン
チだけ突出する。この突出は、展開時に湾曲部をその姿勢の方向に追いやる助けとなる。
【００５６】
　ここで図４Ｄを参照すると、湾曲スタイレット６０と湾曲カニューレ５０が係合した状
態で、湾曲カニューレ５０の頂部にある係止（ロック）ナット５８を反時計回りに回転さ
せると、カニューレ５０及びスタイレット６０を針トロカール２０に対して前進させるこ
とができ、それによって、近位端５２が係止ナット５８に当接することで、湾曲カニュー
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レ５０及び湾曲スタイレット６０をトロカール２０の遠位開口部を越えて前進させて、海
綿骨領域１２４の内部に湾曲経路を作り出す。湾曲カニューレ５０及び湾曲スタイレット
６０は、前進するにつれて、好ましくは、海綿骨を通って０．４インチ～１．０インチの
半径で湾曲し、５度～１１０度の角度まで弧をなす。湾曲カニューレ５０及び湾曲スタイ
レット６０が目的角度まで展開すると、湾曲カニューレ５０の頂部にある係止ナットが針
トロカール２０と係合して、湾曲スタイレットと湾曲カニューレのアセンブリのいかなる
更なる前進も止める。
【００５７】
　図７Ａ及び図７Ｂを参照すると、図７Ａ及び図７Ｂは、２つの角度を有するように形成
されている、湾曲スタイレット６０の先端を示す。適切な方向への湾曲部の展開を助ける
ために、湾曲スタイレット６０の湾曲部６６は所定の向きに或る形状とされている。湾曲
部７２の内側の角度は、湾曲部７４の外側の角度よりも小さい。この角度差は、骨が湾曲
面７４の外側に押し当たることで展開時に湾曲アールが確実に維持されるため、スタイレ
ット５０とカニューレ６０のアセンブリが骨の内部で湾曲することを助ける。
【００５８】
　ここで図４Ｅを参照すると、次いで、湾曲スタイレット６０を取り外し、経路形成用ス
タイレット９０に置き換える。経路形成用スタイレット９０の先端９４を、湾曲カニュー
レ５０の端５４を越えて対象の標的治療ゾーンに向けて前進させる。
【００５９】
　ここで図４Ｆを参照すると、経路形成用スタイレット９０が標的治療ゾーンに達すると
、経路形成用スタイレット９０を取り外すことで作業用チャネル１４６を形成する。チャ
ネル１４０は概して、椎弓根１３８の皮質骨を横断する第１の部分１４２と、これに続く
湾曲経路１４４とを有する。これらのセクションは湾曲カニューレ５０が占めるため、該
カニューレ５０を通して給送される治療装置は、カニューレ５０の湾曲部を辿らざるを得
ず、別の方向に逸れることがない。チャネルは、治療装置を治療部位Ｔに向けて更に前進
させるために、海綿骨１２４の内部に直線延長部１４６を更に含むことができる。
【００６０】
　トロカール２０及び湾曲カニューレ５０が依然として適所にある状態で、治療装置（例
えば、細長い可撓性カテーテル１１０の遠位端１０４にアクティブな要素１０２を有する
、図２に示されている治療プローブ１００）が、標的治療位置Ｔまで送達され、局部治療
を行う。
【００６１】
　好ましい実施形態では、アクティブな要素１０２を治療部位まで送達してアクティブに
することで、治療処置エネルギーを送達する。治療プローブは、神経１２２を刺激又は除
去するために治療レベルの熱を送達する双極電極１０６及び１０８を有するＲＦ送達プロ
ーブを含むことができる。
【００６２】
　任意の数の治療モダリティーを治療処置のために治療部位に送達することができること
が理解される。例えば、治療は単極ＲＦ又は三極ＲＦ、超音波、放射線、蒸気、マイクロ
波、レーザー又は他の加熱手段の影響を受けさせることができる。加えて、治療装置は、
例えば骨セメントである作用物質又は他の治療薬を治療部位Ｔに投入する流体送達カテー
テルを含んでいてもよい。代替的に、ＢＶＮの局部治療のために極低温冷却を送達しても
よい。さらに、治療は、ＢＶＮを切除又は除神経することが可能な任意の機械的破壊手段
及び／又は除去手段の影響を受けさせてもよい。例えば、視力矯正手術の技術分野におい
て一般に用いられている切刃、バー（bur）又は機械作動式カッターを用いて、ＢＶＮの
除神経に効果を与えてもよい。
【００６３】
　ＢＶＮの治療に加えて、又はＢＶＮの治療とは別に、センサーを治療領域に送達して、
該領域における神経伝導を術前又は術後に測定してもよい。この構成では、センサーを可
撓性プローブの遠位先端に載せて送達してもよく、該可撓性プローブは治療要素を有して
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いてもよく又は有していなくてもよい。
【００６４】
　治療の目的は、ＢＶＮを除神経するための、標的の神経若しくは組織の除去若しくは壊
死であってもよく、又は程度が幾分軽い治療であってもよい。例えば、治療のエネルギー
又は周波数は、神経を刺激して神経がシグナル（例えば痛みを示すシグナル）を伝達する
のを阻害するのにちょうど十分なものとすることができる。
【００６５】
　治療が完了すると、プローブ１００を引き抜く。次いで、湾曲カニューレ５０を針トロ
カール２０内に引っ込める。次いで、湾曲カニューレ５０とともに針トロカール２０を取
り出し、医師が処方するようにアクセス部位を閉じる。
【００６６】
　上記システム１０では、湾曲カニューレ５０の湾曲部５６及び湾曲スタイレット６０の
湾曲部６６の設計は、（例えば治療装置を搬送する）可撓性要素を湾曲カニューレ５０の
ニチノール製チューブの展開の角度範囲にわたって誘導することができるようなものとな
っている。湾曲したニチノール製チューブ５０は、可撓性要素を、意図しない方向に向か
って逸らすことなく骨の内部の湾曲部を通って誘導することを可能にする。海綿骨の密度
は人によって様々である。したがって、様々な密度の海綿骨１２４の内部に湾曲チャネル
を作ることは、治療装置が湾曲チャネルを進もうとするとき、概して予測可能に又は正確
に治療装置を支持及び収容しない。
【００６７】
　本発明のシステム１０を用いて、治療装置１００を湾曲カニューレ５０の湾曲したニチ
ノール製チューブを通して骨の内部に展開させる。湾曲カニューレ５０は、要素が湾曲部
を横断する際該要素を支持する。治療装置は、チューブから離れるときに、経路１４６に
沿って標的ゾーンに向かって直線方向に離れる。これにより、海綿骨の密度に関係なく、
ユーザーが治療装置を標的ゾーンＴに向けて予測可能かつ正確に展開することが可能とな
る。
【００６８】
　幾つかの実施形態では、直径の大きなニチノール製チューブを用いて達成することがで
きる曲率半径よりも小さい曲率半径が有利である場合がある。これを達成するために、湾
曲カニューレ５０の湾曲チューブは、幾つかの形態のうちの１つを呈することができる。
１つの実施形態では、チューブ５０は、特定の湾曲部において熱硬化することができる硬
質ポリマーから形成される。ポリマーが所望の湾曲部を保持することが不可能であれば、
ニチノール製又は他の適切な材料製の付加的なスタイレット（例えば湾曲スタイレット６
０）をポリマー製チューブと併用して所望の湾曲部を達成することもできる。提案される
この材料の組み合わせは、所望の湾曲部を達成するために複数の異なる直径の数多くの又
は多様な材料を包含することができる。これらの組み合わせは、最終的な外部要素（例え
ばトロカール２０）が内部要素から「離脱可能」であり、かつ、所望の治療装置１００を
治療領域Ｔまで通すことを可能にするのに十分な内径を有することを確実にするためだけ
に必要である。
【００６９】
　湾曲カニューレ５０の代替的な実施形態では、チューブの壁（特に曲部の外側アール）
に或るパターンの起伏又は切込み（図示せず）を有するニチノール製チューブを含んでも
よい。或るパターンの切込み又は起伏により、チューブの壁の完全性を損ねることなく固
体チューブが曲がることができるであろうよりもタイトなアールになるようにチューブが
曲がることが可能となる。
【００７０】
　図５は、手順に必要とされるステップの数を減らすのに用いることができる、本発明の
システムすなわちキット２００の第２の実施形態を示す。第２の実施形態は、針トロカー
ル２０と、針トロカール２０及び湾曲カニューレ５０とともに用いられて、軟組織及び皮
質シェルを通る初期経路を作ることで海綿骨へのアクセスを可能にする矯正用スタイレッ
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ト４０と、湾曲カニューレ５０と併用されて、骨／組織の内部に湾曲経路を作る湾曲スタ
イレット６０と、湾曲スタイレットによって作られた湾曲経路の端を越えて、プローブの
ための作業用チャネルを作るのに用いられる経路形成用スタイレット９０とを含む。
【００７１】
　本発明による１つの方法では、矯正用スタイレット４０を湾曲カニューレ５０に挿入し
て固定する。この実施形態では、矯正用スタイレット４０は、骨に貫入するように設計さ
れている鋭利な先端４６を有する。矯正用スタイレット４０が固定され、湾曲カニューレ
５０が真っ直ぐになると、矯正用スタイレット４０及び湾曲カニューレ５０を針トロカー
ル２０に挿入して固定する。この実施形態では、矯正用スタイレット４０の鋭利な先端４
６をトロカール２０の遠位端２２から突き出させるまで、湾曲カニューレ５０及び矯正用
スタイレット４０をトロカール２０のシャフト２８に挿入する。湾曲カニューレ５０の上
部にある平坦部と、針トロカール２０のハンドル内に垂直に固定されたピンとを位置合わ
せすることによって、適切な位置合わせが維持される。
【００７２】
　ここで図６を参照すると、湾曲カニューレ５０が固定されると、アセンブリ（トロカー
ル２０、湾曲カニューレ５０及び矯正用スタイレット４０）を、軟組織を貫通して骨の表
面まで前進させる。椎骨１２０の椎弓根１３８にて適切な配置が見つかった後、アセンブ
リ（トロカール２０、湾曲カニューレ５０及び矯正用スタイレット４０）を、皮質シェル
１２８を通って骨の海綿状内部構造部１２４の内部に前進させる。
【００７３】
　適切な深さに達した後、矯正用スタイレット４０を取り外す。次いで、小管６８を遠位
先端６４に向けてそのシャフト上で摺動させることによって、湾曲スタイレット６０を真
っ直ぐに矯正する。湾曲した遠位先端６６を真っ直ぐに矯正し、小管６８の内部に完全に
後退させ、次いで、湾曲スタイレット６０を湾曲カニューレ５０（依然として針トロカー
ル２０の内部にある）に挿入する。湾曲スタイレット６０が湾曲カニューレ５０内に挿入
されると、小管６８が止め部５５（図４Ｃを参照のこと）と合わさる。湾曲スタイレット
６０が前進し続けると、小管６８は湾曲カニューレ５０のハンドルの内部に保持される。
これにより、スタイレット６０の湾曲部を湾曲カニューレ５０の内部に露出させることが
可能となる。
【００７４】
　最大の力を生じさせるために、２つの部品（５０及び６０）の湾曲部が位置合わせされ
ることが好ましい。位置合わせを確実にするために、湾曲スタイレット６０のキャップが
、湾曲カニューレ５０の頂部のノッチと係合する位置合わせピンを有する。
【００７５】
　スタイレット６０が完全に着座し、湾曲カニューレ５０と位置合わせされると、湾曲ス
タイレット６０の先端が、湾曲カニューレ５０の先端から約１／１６インチ～３／１６イ
ンチだけ突出する。この突出は、展開時に湾曲カニューレ５０をその姿勢の方向に追いや
る助けとなる。湾曲スタイレット６０及び湾曲カニューレ５０が係合すると、湾曲カニュ
ーレ５０の頂部にある係止ナットを反時計回りに回転させて、（図４Ｄに示されているよ
うに）カニューレ５０及びスタイレット６０を針トロカール２０に対して前進させる。湾
曲カニューレ及び湾曲スタイレットは、前進するにつれて、治療位置Ｔに向かう湾曲経路
を作り出す。湾曲カニューレ５０及び湾曲スタイレット６０が目的角度まで展開すると、
湾曲カニューレ５０の頂部にある係止ナットが針トロカール２０と係合して、湾曲スタイ
レットと湾曲カニューレのアセンブリのいかなる更なる前進をも止める。
【００７６】
　次いで、湾曲スタイレット６０を取り外し、経路形成用スタイレット９０に置き換える
。経路形成用スタイレット９０を湾曲カニューレ５０の端を越えて（図４Ｅを参照のこと
）、対象の標的治療ゾーンに向けて前進させることで、挿入すべきアクティブな要素のた
めの作業用チャネルを作る。経路形成用スタイレット８０が標的治療ゾーンに達すると、
該経路形成用スタイレットを取り外し、治療装置１００に置き換える。治療装置１００は



(17) JP 5179682 B1 2013.4.10

10

20

30

40

50

、治療部位Ｔに送達されてアクティブになる。
【００７７】
　治療が完了すると、治療装置１００を引き抜く。次いで、湾曲カニューレ５０を針トロ
カール２０内に引っ込める。次いで、湾曲カニューレ５０とともに針トロカール２０を取
り外し、医師が処方するようにアクセス部位を閉じる。
【００７８】
　図７Ａ及び図７Ｂは、湾曲スタイレット６０（近位端は図示せず）用のニチノール製ワ
イヤーの詳細図を示す。ワイヤーは、一定の直径Ｄ及び長さＬSを有するシャフト７８を
含み、直径Ｄ及び長さＬSは用途と治療位置までの所望の深さとに応じて様々とすること
ができる。ワイヤーは、シャフトに対して角度θで遠位先端６４の方向を変更するアール
ｒを有するように湾曲している予成形遠位先端を有する。図７Ａに示されているように、
角度θは約１１０度であるものと示されている。しかしながら、予成形先端は数度（軸か
らの僅かな偏向）～１８０度（例えば、近位端へ向かって戻るように方向付ける）までの
範囲の角度を有していてもよいことが理解される。
【００７９】
　遠位先端６４を詳細に示す図７Ｂに示されているように、該先端は、シャフト７８から
離れるように延びている遠位延長部ＬTを有していてもよい。アールｒを辿る経路に沿っ
た経路形成を促すために、遠位先端６４は、２段平面であるベベル面７４及び７２を有し
て構成されている。平面７４は角度βでオフセットされており、平面７２は角度αでオフ
セットされている。最先端のこの構成により、スタイレット及び／又は湾曲カニューレが
、骨を通って該スタイレット及び／又は該カニューレの特定の湾曲部に関連する経路の内
部を進むことが可能となる。
【００８０】
　図７Ａ及び図７Ｂに示されている例では、湾曲スタイレット６０は、シャフト長さＬS

が約３．６インチであり、直径Ｄが約０．０４０インチであり、遠位先端の長さＬTが０
．１２５インチであり、アールｒが０．４０インチであり、角度βが３５度であり、角度
αが３１度である。上記寸法は単に説明のためのものであって、解剖学的構造や組織タイ
プに応じて様々であってもよいことに留意すべきである。
【００８１】
　上記実施形態は全て、身体の種々の領域を治療する器具のキットとして提供され得るこ
とが理解される。例えば、トロカール２０に対する治療装置の位置、向き及び角度は、増
分が様々である一組の器具を提供することによって様々とすることができる。これは、湾
曲カニューレ５０及び湾曲スタイレット６０の湾曲部５６、６６を変えることによって達
成することができる。湾曲部は、曲率半径ｒ、挿入深さ（シャフトの長さＬS及び先端の
長さＬT）、並びに／又はトロカール２０の中央穴に対する最終出口角度θを変えること
によって変えることができる。したがって、形成される必要のある経路を生体構造が示す
とおりに、医師は、頚椎分節とは対照的に腰椎分節を治療するための異なるキットを選択
することができる。
【００８２】
　したがって、種々の脊椎分節を治療する場合、椎骨（又は治療される他の領域）に適合
するようにキットのセットを選択することができる。例えば、腰椎の場合にＢＶＮ分岐点
に又はＢＶＮ分岐点の近くに治療装置を送達することは、頚椎の場合とは異なる角度とな
り得、また、患者によって様々である場合がある。このセットは、手術中にキットから選
択されてもよく、又は手術前の診断評価（例えば標的領域の放射線画像形成）により選択
されてもよい。
【００８３】
窓付きチューブ内チューブ（Tube in Windowed Tube）
　図８～図１８Ｂは、本発明による、骨の内部に湾曲経路を作り出すシステム２０１を示
す。図８は、患者の体内での展開の準備が整った状態のシステム２０１の斜視図を示す。
システム２０１は、細長い送達チューブ２０４に連結されている近位端ハウジング２０２
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を有する誘導針／トロカール２１０を含む。遠位端先端２０８は、椎体のような骨塊の少
なくとも一部に入り、該骨塊の少なくとも一部を通って送達するのを容易にするために、
鋭利な、かつ／又はベベル面先端を有する。
【００８４】
　アセンブリの近位端（駆動ナット２７０）は、トロカール２１０がマレット等を用いて
タッピングされて適所にくることを可能にする硬い剛性材料を含んでいてもよい。
【００８５】
　チューブ本体２０４は、遠位先端２０８にごく近接して又は遠位先端２０８に配置され
た側方に位置決めされた半径方向開口部又は窓２１２を含む。窓２１２は、チューブ２０
４の中央チャネル２１８からの半径方向のアクセスを提供し、それにより、器具又はプロ
ーブ（例えばプローブ２５０の遠位端）がチューブ軸又は中央チャネル２１８に対して（
例えば非軸方向に）或る角度で送達され得る。
【００８６】
　図９は、患者内に送達する前のシステム２０１の分解図を示す。トロカール２１０は、
図８に示されているアセンブリ全体として、標的治療部位近くの位置に導入されることが
好ましいが、トロカールをそれ自体だけでその位置に導入してもよく、その場合、トロカ
ール２１０が適所にきてから付加的な構成部材が位置決めされることも理解される。その
ような構成では、骨片又は他の組織物質が中央チャネル２１８に入らないよう、孔２１２
を塞ぐようにスタイレット（図示せず）をトロカール２０４のチャネル２１８の下方へ位
置決めすることができる。スタイレットは、トロカール２１０をタッピングして適所にく
ることを可能にするように硬い幅広の近位端を有することができる。
【００８７】
　トロカールのハウジング２０２の近位端２０６は、トロカールのチャネル２１８と連通
する、中心に位置付けられたカウンターボア又は凹部２１６を含む。トロカールの凹部２
１６は、該トロカールの凹部２１６及びトロカールの中央チャネル２１８内での湾曲可能
なカニューレ２３０の配置及び往復動を可能にする。湾曲可能なカニューレ２３０は、該
湾曲可能なカニューレ２３０の近位本体２４６の周りに螺合する止めナット２４０を介し
てトロカール凹部２１６内の特定位置で適所に保持されることができる。湾曲可能なカニ
ューレ２３０はまた、カニューレのチャネル２４５と中心方向に位置合わせされる中央凹
部２６８を近位本体２４６内に含む。中央凹部２６８及びカニューレチャネル２４５は、
駆動ナット２７０にねじ込まれるプローブ２５０を受け入れて該プローブ２５０の往復動
を可能にするように構成されている。
【００８８】
　図１０Ａ～図１０Ｅは、本発明による、展開の種々の段階にあるシステム２０１を概略
的に示す。図１１、図１３、図１５及び図１６は、図１０Ａ～図１０Ｅにおいて具体的に
示されている種々の段階によるシステム２０１の近位端の断面図を示す。これに対応して
、図１２、図１４は、図１０Ａ～図１０Ｅにおいて具体的に示されている種々の段階によ
るシステム２０１の遠位端の拡大図を示す。
【００８９】
　図１１は、患者の体内の所望の治療位置へのトロカール２１０の挿入前又は挿入時の、
非展開状態にあるシステム２０１の近位端の断面図を示す。椎体１２０への送達のために
（例えばＢＶＮにアクセスするために）、トロカール２１０を、（図３に示されているよ
うに）チャネル１４０を介して椎弓根１３８を通って送達することができる。チャネル１
４０は予め穿孔された穴であってもよく、又は鋭利な先端２０８を骨に挿入することによ
って作り出されてもよい。挿入を容易にするために、駆動ナット２７０のキャップ２９０
の近位面２９２が剛性材料（例えばステンレス鋼等）を含んでいてもよく、それにより、
マレット又は同様の器具を面２９２に衝当させることでトロカール本体２０４を適所へと
タッピングすることができる。
【００９０】
　トロカール２１０の挿入時、止めナット２４０を湾曲可能なカニューレ２３０の近位本
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体２４６の雄ねじ２４８に沿って遠位方向に螺合させて、トロカール凹部２１６の遠位方
向下方へのカニューレ２３０の動きを制限する。この制限された動きは、トロカール２１
０が送達されている間、カニューレ２３０の遠位端２３２が尚早に展開しないようにする
。
【００９１】
　図１２に示されているように、湾曲可能なカニューレ２３０の遠位先端２３３は、カニ
ューレチューブ２４４とともに連続したカニューレチャネル２４５を提供するように、中
央穴をそれぞれが有する一連の筒状の結合リンク２３４を含む。カニューレチャネル２４
５は、近位本体２４６のカニューレの中央凹部２６８から先端２３３にある遠位リンク２
３２に延びている。遠位リンク２３２は、下記に詳述するように、湾曲可能なカニューレ
２３０が骨を通る経路を作り出すのを容易にするためのベベル面先端２３３を含む。遠位
リンク２３２はまた、湾曲可能なカニューレ２３０の剛性前縁を提供するべく、硬い材料
、例えばステンレス鋼等を含んでいてもよい。
【００９２】
　結合リンク２３４はコード２４２によって一緒に保持されており、該コード２４２は湾
曲可能なカニューレ２３０の近位本体２４６から延出し、遠位リンク２３２にある孔２３
６で終端している。コード２４２の遠位端は、孔２３６の表面を保持して遠位リンク２３
２内にコードを保持するカウンターボア、カウンターシンク等の内部に配置されているボ
ール２３８で終端している。
【００９３】
　ここで図１０Ｂを参照すると、トロカール２１０が適所にくると、止めナット２４０が
、湾曲可能なカニューレ２３０の近位端２４６の雄ねじ２４８に沿って近位方向に螺合し
て、凹部２１４内での遠位方向下方へのカニューレ２３０の動きを可能にする。
【００９４】
　次いで、図１３の断面図に示されているように、湾曲可能なカニューレ２３０の近位本
体２４６をトロカール凹部２１６内で下方に展開させることができる。椎体の骨塊（又は
他の骨塊）による抵抗がある可能性があるため、トロカールをハウジング２０２に保持し
たまま、（例えばマレット等を用いて）キャップ２９０の近位面をたたくことによってカ
ニューレ２３０を下方にタッピングすることができる。近位本体２４６の動きにより、チ
ューブ２４４がトロカール本体２０４のチャネル２１８内で遠位方向に押される。これに
より、図１４に示されているように、前縁２３２及び後続の結合リンク２３４がチューブ
２０４の半径方向窓２１２から押し出される。開口部又は窓２１２の遠位端が斜面２０９
を含んでいることで、トロカールのチューブ２０４の中心軸に対して適切な角度で、トロ
カールの遠位端にて捕捉されることなく又は動かなくなることなく、前縁２３２が窓２１
２から出易くなる。
【００９５】
　斜面２０９に加え、コード２４２が与える張力によって、遠位先端２３３が湾曲した経
路を辿ることが容易となり、これにより、張力が印加されると結合リンク２３２、２３４
が押されて弧状になる。コード２４２は、上記張力を印加するためのプルコードとして働
くように、雄ねじダイアル２１２（図８を参照のこと）に連結されている。ダイアル２１
２を、雌ねじアーム２１４内で時計回り又は反時計回りに回して、コード２４２の張力を
増加又は弛緩させることによって、遠位先端２３３の操作を行いつつ、湾曲カニューレ２
３０をトロカール本体２０４の下方へ前進させて窓２１２から出すことができる（例えば
、張力増加はより鋭利なアールをもたらし、張力減少はより緩やかなアールをもたらすか
又は全くアールをもたらさない）。
【００９６】
　あるいは、コード２４２は、予成形湾曲形状でチューブ２４４及びリンク２３２、２３
４を締め付けるニチノール製ワイヤーのような記憶材料を含んでいてもよい。この構成の
コード２４６は延びて、湾曲可能なカニューレ２３０をチャネル２１８内へ真っ直ぐな形
態で送達して該チャネル内に収容することを可能にし、チャネル２１８内に拘束されなく
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なると後退して、窓２１２を出ると湾曲経路を進む。
【００９７】
　図１３及び図１４に示されているように、湾曲可能なカニューレ２３０は、近位端２４
６が凹部２１６の底部に配置され、遠位先端２３３が骨を通って治療部位に（後続リンク
２３４とともに）湾曲経路を形成する展開姿勢で完全に展開する。この形態では、プロー
ブ２５０は、近位端２４６にある止め部２５８によって遠位の動きを抑制されている駆動
ナット２７０の内部に螺合しているため、湾曲カニューレ２３０に対して（遠位方向の）
軸方向の動きを抑制される。
【００９８】
　図１５に示されているように、駆動ナット２７０は、該駆動ナットを回転させることに
よって、湾曲可能なカニューレ２３０及びプローブ近位本体２５４に対して上昇させる（
キャビティ２６８から近位方向に前進させる）ことができる。プローブ２５０の近位本体
２５４は、駆動ナット２７０の遠位凹部における雌ねじ２６２と嵌合する雄ねじ２５６を
含む。ねじパターン２５６／２６２は好ましくは、駆動ナット２７０の回転が湾曲カニュ
ーレ２３０の回転をもたらさないように、止めナット２４０と湾曲可能なカニューレ２３
０の近位端２４６との間のねじパターンの逆（例えば右ねじ対左ねじ）とすることができ
る。
【００９９】
　さらに、プローブ２５０の近位端２５４は複数の縦溝（groves）２６４を含み、これら
の縦溝２６４のうちの少なくとも１つは、湾曲可能なカニューレ２３０のキー２６６と相
互作用する。この相互作用により、湾曲可能なカニューレ２３０とともに近位本体２６４
が軸方向に動くことのみが可能となり、湾曲可能なカニューレ２３０とともに近位本体２
６４が回転することが制限される。したがって、駆動ナット２７０の回転は該駆動ナット
２７０の近位の移動のみをもたらす。図１５に見られるように、この時点で、プローブ近
位本体２５４がキャビティ２６８内を下方に自由に移動する。
【０１００】
　ここで図１６及び図１７を参照すると、完全に展開した状態のシステム２０１が示され
ており、この状態は、プローブ２５０の遠位シャフトが湾曲可能なカニューレの中央チャ
ネル２４５の遠位端２３３を越えて前進した状態である。これは、湾曲可能なカニューレ
２３０のキャビティ２６８内で近位本体２５４を前進させることによって達成される。好
ましくはキャップ２９０をタッピングすることによって、近位本体２５４及び駆動ナット
２７０がキャビティ２６８内を１つのユニットとして前進し、それにより、プローブ先端
２７４を前進させてカニューレ２３０から出し、組織／骨を通って体内の所望の治療位置
又は診断位置に至らせる衝撃力を提供する。
【０１０１】
　代替的な実施形態では、（図１のキット１０に示されているスタイレット９０のような
）経路形成用スタイレットを用いて、治療装置又は診断装置用のプローブを展開させる前
に、湾曲可能なカニューレ２３０によって作られた湾曲経路の端を越えて作業用チャネル
を作ってもよい。
【０１０２】
　プローブ２５０の遠位先端２７４が所望の位置に位置決めされると、標的組織の治療を
行うことができる。図１７に示されているように、プローブ遠位端２７４は、治療量のＲ
Ｆエネルギーを標的位置まで送達するように構成されている第１の電極２７４を含むこと
ができる。図１７に示されている構成では、プローブは好ましくは、戻り電極２７６を有
する双極プローブを備えるが、プローブ２５０は本明細書に記載の任意の治療器具を備え
得ることが理解される。
【０１０３】
　キャップ２９０は、プローブ２５０に連結するための電源（例えばバッテリー）及びコ
ンセント（図示せず）を含む（例えば自給式ユニット）ように更に構成することができ、
これによって、治療レベルのエネルギーを組織に送達するようにエネルギーを供給する。



(21) JP 5179682 B1 2013.4.10

10

20

30

40

50

この形態では、キャップ２９０は、本発明に従って椎体のＢＶＮを除神経するために、特
異的に測定された１つ又は複数の計量投与量のエネルギーを送達するのに十分な電力を有
していてもよい。
【０１０４】
　キャップ２９０は好ましくは、本発明の用途又はステップ手順に応じて交換可能である
べき駆動ナット２７０にねじ込まれる（又は別様に解放可能に連結される）。例えば、シ
ステム２０１を骨の内部へ推し進めるのに用いられる強化／硬化表面２９２を有するキャ
ップ２９０を、プローブ２５０用の継手（図示せず）、内部電源（図示せず）、又は組織
の或る領域の治療及び／若しくは診断のためにエネルギーを送達する外部電源／制御装置
（図示せず）用の継手を有する別のキャップに置き換えることができる。流体及び／又は
作用物質を標的組織に送達させる実施形態の場合、キャップ２９０を、１つ又は複数の流
体送達チャネルを有するプローブを通して流体の送達を容易にするように構成することが
できる。
【０１０５】
　図１８Ａ及び図１８Ｂはそれぞれ、湾曲可能なカニューレ２３０が収容位置及び展開位
置にある、システム２０１の遠位端の側面図である。遠位リンク２３２及び後続リンク２
３４は、カニューレの遠位端が一方向に湾曲することを可能にする結合面／連動面を有す
るように構成されている。結合対のより遠位のリンクは、その近位のリンクにおける対応
凹部２３７と結合する延長部２３５を有する。これにより、図１８Ｂに示されているよう
にこれらのリンクが互いに対して回転して、湾曲した遠位端を形成することが可能となる
。
【０１０６】
　図１９Ａ及び図１９Ｂは、骨を通って湾曲チャネルを作り出す代替的なシステム３００
を示す。システム３００は筒状のトロカール本体３０２を含み、該筒状のトロカール本体
の近位端（図示せず）は、本明細書中に開示されている装置１０、２００又は２０１につ
いて前述した近位端のいずれかの一部又は全てを含むことができる。遠位先端３３４は、
骨を通って前進するための前縁面と、トロカール本体３０２の中央チャネルへのアクセス
を可能にする半径方向窓又は側方窓３０４とを含む。窓３０４は、遠位先端３３４に近接
した短い距離のところに位置決めされている。
【０１０７】
　湾曲可能なカニューレ３２２が、トロカール３０２内に位置決めされており、この湾曲
可能なカニューレ３２２は、リンク機構３２６を介して枢動可能なアーム３１０に連結さ
れている遠位端３２４を有する。湾曲可能なカニューレの近位端（図示せず）は、本明細
書に開示した装置１０、２００又は２０１について前述した近位端のいずれかの一部又は
全てを含むことができる。枢動可能なアーム３１０は、トロカール３３４の遠位先端３３
４にあるか又は遠位先端３３４の近くの位置にあるジョイント３１４に枢動可能に連結さ
れている第１の端を有する。収容形態（図１９Ａに示されている）では、枢動可能なアー
ムは、トロカール３０２内の、ピボット３１４から半径方向開口部又は窓３０４に近接し
て延在しているスロット３０６内に軸方向に横倒するように構成されている。アーム３１
０の近位（収容されている場合）端３１２はリンク機構３２６に連結される。
【０１０８】
　図１９Ｂに示されているように、カニューレ３２２を単にトロカール３０２の遠位方向
に下方に前進させることによって、該カニューレ３２２を窓３０４から横方向外向きに前
進させることができる。枢動可能なアーム３１０は、カニューレの湾曲可能な端３２０の
動きを（アーム３１０の長さによって決まる）特定のアールの湾曲経路に制約する。枢動
可能なアームが完全に回転すると（図１９Ｂでは約９０度で示されているが、そのような
角度は任意の所望の量であるように指定し得る）、カニューレ端３２０が、トロカールか
ら外向きに所望の治療部位に向かって湾曲経路を作る。（図１の湾曲スタイレット６０、
経路形成用スタイレット９０又はプローブ１００のような）プローブ、スタイレット又は
同様の装置を、遠位端３２０の開口部に位置決めして、組織又は骨をカニューレに入らせ
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ることなく、湾曲した穴を作り出すのを容易にしてもよい。次いで、プローブ、治療装置
／診断装置を、カニューレ端３２０を通して、トロカール本体３０２から軸外の組織／骨
の領域まで経路付けてもよい。
【０１０９】
　上記システム２０１、３００は、身体の種々の領域を治療するための器具のキットとし
て提供し得ることが理解される。例えば、トロカールに対する治療装置の位置、向き及び
角度は、様々な増分で器具のセットを提供することによって様々とすることができる。こ
れは、湾曲可能なカニューレ２３０、３２０の湾曲部を変えることによって達成すること
ができる。湾曲部は、トロカールの中央穴に対する曲率半径、挿入深さ（シャフトの長さ
及び先端の長さ）、及び／又は最終出口角度を変えることによって変えることができる。
したがって、形成される必要のある経路を生体構造が示すとおりに、医師は、頚椎分節と
は対照的に腰椎分節を治療するための異なるキットを選択することができる。
【０１１０】
　上記に詳述したシステム１０、２００、２０１及び３００における器具のそれぞれは、
治療領域／診断領域（例えば骨内神経幹）へのアクセスを提供するのに所望又は所要の任
意の長さ、形状又は直径を有することができ、それによって、標的領域の効果的な治療／
診断が容易になることが理解される。例えば、治療すべき骨内神経のサイズと、骨内神経
にアクセスするための骨（例えば椎弓根１３８）内の通路のサイズと、骨、したがって骨
内神経の位置とが、個々の器具の所望のサイズ及び形状を決める際に役立ち得る因子であ
る。
【０１１１】
　上述のシステム１０、２００、２０１及び３００は、標的領域を治療処置するための数
多くの異なる治療モダリティーとともに用いることができる。例えば、１つの実施形態で
は、米国特許第６，６９９，２４２号（その全体が参照により本明細書に援用される）に
記載されているように、熱を生成するよう、標的領域（例えばＢＶＮ）の組織を除去する
態様でシステム１００、２００、２０及び３００における治療装置又はプローブを操作す
ることが望ましい。
【０１１２】
　別の実施形態では、治療装置は、治療処置をもたらすように構成されており、この治療
処置は、神経を除去することなく神経伝導を阻害すること、すなわち、熱処置を神経に（
例えば温熱治療、作用物質等を介して）施し、その結果、組織を壊死させることなくＢＶ
Ｎの除神経をもたらすことを目的とする。これは、除去に必要とされるよりも少ない量で
あるが、或る量の一時的又は永続的な除神経を達成するのに十分な量のエネルギー又は作
用物質の組織部位への（曝露時間が短い、濃度が低い、強度が低い等の形態のいずれかで
の）送達により達成することができる。
【０１１３】
　本明細書に記載されているプローブは、組織の領域の治療と関係がないか又は該治療と
関係する組織の領域を診断するための診断装置（例えば超音波、カメラ等）のような非治
療的な装置を含み得ることが更に想定される。
【０１１４】
　上記に詳述したシステム１０、２００、２０１及び３００のいずれの個々の要素も、適
用可能な場合は交換可能に用いられてもよいことも理解される。例えば、湾曲可能なカニ
ューレ２３０、３２０が骨の内部へ推し進められている間、該カニューレに更なる湾曲付
勢を与えるために、システム１０及び２００において示されている湾曲スタイレット６０
をシステム２０１及び３００のプローブの代わりに一時的に実装することができる。さら
に、経路形成用スタイレット９０を用いて、湾曲可能なカニューレ２３０、３２０によっ
て提供される湾曲経路を越えてチャネルを更に作り出すことができる。
【０１１５】
　したがって、以上のように、本発明は特に以下の非自明な実施形態を含む。
【０１１６】
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　１．骨の内部に経路を形成するシステムであって、
　近位端と、遠位端と、中央チャネルとを有するトロカールであって、
　前記中央チャネルは、該トロカールの中心軸に沿って設けられ、前記近位端から前記遠
位端に向かって延びており、
　該トロカールは、該トロカールの前記遠位端にあるか又は該遠位端の近くにある半径方
向開口部を含み、該半径方向開口部は前記中央チャネルと連通する、トロカールと、
　前記中央チャネル内に受け入れられるサイズになっているとともに、前記近位端から前
記半径方向開口部に向けて送達される湾曲可能なカニューレであって、
　該湾曲可能なカニューレは、前記半径方向開口部から横方向外向きに、前記トロカール
から離れるように延びる湾曲経路内に延びるように構成されている湾曲可能な遠位端を含
み、
　該湾曲可能なカニューレは、中央通路であって、プローブが該中央通路を通って前記湾
曲経路を越えた位置まで送達されることを可能にするように構成されている直径を有する
中央通路を含む、湾曲可能なカニューレと、
を含む、システム。
【０１１７】
　２．前記トロカールは、骨に穿孔して骨を通る直線経路を作り出すように構成されてい
る鋭利な遠位先端を更に有する、実施形態１によるシステム。
【０１１８】
　３．前記湾曲可能なカニューレは、骨に穿孔して、前記トロカールによって作り出され
た直線経路から延びる湾曲経路を作り出すように構成されている鋭利な遠位先端を有する
、実施形態２によるシステム。
【０１１９】
　４．前記湾曲可能なカニューレの前記遠位端は、真っ直ぐな態様で前記トロカールを通
して送達されるとともに、前記中心軸に対して或る角度で前記半径方向開口部から外向き
に湾曲した態様で展開されるように変形可能である、実施形態１によるシステム。
【０１２０】
　５．前記湾曲可能なカニューレの前記遠位先端に連結されているプルコードであって、
前記トロカールの前記近位端まで延びるプルコードを更に含み、
　前記プルコードは、前記湾曲可能なカニューレの前記遠位端に引張力を加えて前記湾曲
可能なカニューレを付勢して湾曲した態様にするように構成されている、実施形態４によ
るシステム。
【０１２１】
　６．前記湾曲可能なカニューレの前記遠位先端に加えられる前記引張力は、前記湾曲可
能なカニューレを所望の経路に沿って導くように前記トロカールの前記近位端から制御す
ることができる、実施形態５によるシステム。
【０１２２】
　７．前記湾曲可能なカニューレの遠位端は、関節式に連結して湾曲形状になるように構
成されている複数の結合リンクを備える、実施形態４によるシステム。
【０１２３】
　８．前記トロカールの前記中央チャネルは、前記半径方向窓につながる斜面で終端し、
前記斜面は前記窓から外方向への前記湾曲可能なカニューレの展開を容易にする、実施形
態４によるシステム。
【０１２４】
　９．前記湾曲可能なカニューレは近位本体を備える近位端を含み、
　前記トロカールの前記近位端はハウジングを備え、
　前記ハウジングは、前記湾曲可能なカニューレの前記近位本体の往復動を可能にするよ
うに構成されている近位凹部を有し、
　前記近位凹部は前記中央チャネルと連通する、実施形態１によるシステム。
【０１２５】
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　１０．前記湾曲可能なカニューレの近位本体は、前記トロカールの前記ハウジング内で
の移動に対して解放可能に拘束されるように構成される、実施形態９によるシステム。
【０１２６】
　１１．前記カニューレの前記中央チャネル内に適合するサイズになっているプローブを
更に含み、
　前記プローブは、前記カニューレの前記近位本体内での移動に対して解放可能に拘束さ
れるように構成されている近位端を含む、実施形態１０によるシステム。
【０１２７】
　１２．前記湾曲可能なカニューレに連結されている駆動ナットを更に含み、
　前記駆動ナットは、前記トロカール、前記湾曲可能なカニューレ又は前記プローブのう
ちの１つ又は複数を、骨を通して前進させるための衝撃力を加えるのに適した硬化近位面
を含む、実施形態１１によるシステム。
【０１２８】
　１３．前記駆動ナットは、前記プローブの前記近位端を収容するように構成されている
ねじ切り遠位凹部を含む、実施形態１２によるシステム。
【０１２９】
　１４．前記駆動ナットの前記近位面は交換可能なキャップを備え、
　前記交換可能なキャップは、治療エネルギーを供給するよう前記プローブへのアクセス
を提供するように構成されている、実施形態１２によるシステム。
【０１３０】
　１５．患者の体内の治療位置まで骨の内部に経路を形成する方法であって、
　前記治療位置の近くの骨の領域の内部に、トロカールであって、
　前記トロカールは、近位端と、遠位端と、前記近位端及び前記遠位端間に設けられてい
る中央チャネルとを有し、
　前記トロカールは、該トロカールの前記遠位端にあるか又は該遠位端の近くにある半径
方向開口部を含み、該半径方向開口部は前記中央チャネルと連通する、トロカールを挿入
するステップと、
　前記中央チャネルを通して前記半径方向開口部に湾曲可能なカニューレを送達すること
と、
　前記半径方向開口部から横方向外向きに、前記トロカールから離れるように延びる湾曲
経路内に前記湾曲可能なカニューレを展開するステップと、
を含む方法。
【０１３１】
　１６．前記湾曲可能なカニューレ内の中央通路を通して前記湾曲経路を越えて治療位置
に治療装置を送達するステップを更に含む、実施形態１５による方法。
【０１３２】
　１７．前記治療位置に治療量の熱エネルギーを送達するステップを更に含む、実施形態
１６による方法。
【０１３３】
　１８．骨の領域の内部にトロカールを挿入するステップは、
　皮質骨領域を通して椎体の海綿骨領域の内部に前記トロカールを展開させるステップを
含み、
　前記湾曲経路は前記椎体の前記海綿骨領域の少なくとも一部を通って作り出される、実
施形態１７による方法。
【０１３４】
　１９．前記湾曲可能なカニューレの遠位先端に連結されているプルコードを介して前記
湾曲可能なカニューレを導くことで、前記湾曲可能なカニューレを前記湾曲経路内で付勢
するステップを更に含む、実施形態１６による方法。
【０１３５】
　２０．前記治療位置は前記椎体に関連するＢＶＮを含み、前記方法は、
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　前記治療位置に前記熱エネルギーを送達することで、前記ＢＶＮの少なくとも一部を除
神経するステップを更に含む、実施形態１８による方法。
【０１３６】
　２１．脊椎治療システムであって、
　近位端と、遠位端と、中央チャネルとを有するトロカールであって、
　前記中央チャネルは、該トロカールの中心軸に沿って設けられ、前記近位端から前記遠
位端に向かって延びており、
　該トロカールは、該トロカールの前記遠位端にあるか又は該遠位端の近くにある半径方
向開口部を含み、該半径方向開口部は前記中央チャネルと連通し、
　該トロカールは、皮質骨領域を通して椎体の海綿骨領域の内部に展開するように構成さ
れている、トロカールと、
　前記中央チャネル内に受け入れられるサイズになっているとともに、前記近位端から前
記半径方向開口部に向けて送達される湾曲可能なカニューレであって、
　該湾曲可能なカニューレは、中央通路と、前記半径方向開口部から横方向外向きに、前
記トロカールから離れるように延びる湾曲経路内に延びるように構成されている湾曲可能
な遠位端とを含み、
　前記湾曲経路は、前記椎体の前記海綿骨領域の少なくとも一部を通って作り出される、
湾曲可能なカニューレと、
　前記中央通路を通して前記湾曲経路を越えた位置まで送達されるように構成されている
治療プローブと、
を含む、脊椎治療システム。
【０１３７】
　２２．前記トロカールは、骨に穿孔して骨を通る直線経路を作り出すように構成されて
いる鋭利な遠位先端を更に含む、実施形態２１によるシステム。
【０１３８】
　２３．前記湾曲可能なカニューレは、骨に穿孔して、前記トロカールによって作り出さ
れた直線経路から延びる湾曲経路を作り出すように構成されている鋭利な遠位先端を含む
、実施形態２２によるシステム。
【０１３９】
　２４．前記湾曲可能なカニューレの前記遠位端は、真っ直ぐな態様で前記トロカールを
通して送達されるとともに、前記中心軸に対して或る角度で前記半径方向開口部から外向
きに湾曲した態様で展開されるように変形可能である、実施形態２１によるシステム。
【０１４０】
　２５．前記湾曲可能なカニューレの前記遠位先端に連結されているプルコードであって
、前記トロカールの前記近位端まで延びるプルコードを更に含み、
　前記プルコードは、前記湾曲可能なカニューレの前記遠位端に引張力を加えて前記湾曲
可能なカニューレを付勢して湾曲した態様にするように構成されている、実施形態２４に
よるシステム。
【０１４１】
　２６．前記湾曲可能なカニューレの遠位端は、関節式に連結して湾曲形状になるように
構成されている複数の結合リンクを備える、実施形態２４によるシステム。
【０１４２】
　２７．前記湾曲可能なカニューレは近位本体を備える近位端を含み、
　前記トロカールの前記近位端はハウジングを備え、
　前記ハウジングは、前記湾曲可能なカニューレの前記近位本体の往復動を可能にするよ
うに構成されている近位凹部を有し、
　前記近位凹部は前記中央チャネルと連通する、実施形態２１によるシステム。
【０１４３】
　２８．前記湾曲可能なカニューレの近位本体は、前記トロカールの前記ハウジング内で
の移動に対して解放可能に拘束されるように構成されている、実施形態２７によるシステ
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【０１４４】
　２９．前記プローブは、前記カニューレの前記近位本体内での移動に対して解放可能に
拘束されるように構成されている近位端を含む、実施形態２８によるシステム。
【０１４５】
　３０．前記湾曲可能なカニューレに連結されている駆動ナットを更に含み、
　前記駆動ナットは、前記トロカール、前記湾曲可能なカニューレ又は前記プローブのう
ちの１つ又は複数を、骨を通して前進させるための衝撃力を加えるのに適した硬化近位面
を含み、
　前記駆動ナットは、前記プローブの前記近位端を収容するように構成されているねじ切
り遠位凹部を含み、
　前記プローブは、前記駆動ナットに対する前記プローブの制御された移動を可能にする
ように前記遠位凹部と嵌合するねじ山を含む、実施形態２９によるシステム。
【０１４６】
　３１．前記駆動ナットの前記近位面は交換可能なキャップを備え、
　前記交換可能なキャップは治療エネルギーを供給するよう前記プローブへのアクセスを
提供するように構成されている、実施形態３０によるシステム。
【０１４７】
　上記の説明には多くの詳細が含まれているが、これらの詳細は本発明の範囲を制限する
ものと解釈されるべきではなく、単に本発明の現時点で好ましい実施形態の幾つかの説明
を与えるものと解釈すべきである。したがって、本発明の範囲は、当業者にとって自明と
なるであろう他の実施形態を完全に包含すること、したがって、添付の特許請求の範囲以
外のいかなるものによっても制限されないものとすることが理解され、特許請求の範囲に
おいて、単数で示された要素への言及は、その旨はっきりと述べられていない限り、「１
つであり１つだけ」であることを意味することを意図するのではなく、「１つ又は複数」
を意味することを意図する。当業者に既知である上述の好ましい実施形態の要素に対する
全ての構造的、化学的及び機能的な均等物は、参照により本明細書に明確に援用され、か
つ本特許請求の範囲によって包含されることが意図される。さらに、装置又は方法が本発
明が解決しようとするあらゆる課題に対処する必要はなく、あらゆる課題が本特許請求の
範囲によって包含される必要もない。さらに、本開示における要素、構成部材又は方法ス
テップはいずれも、該要素、該構成部材又は該方法ステップが特許請求の範囲に明確に記
載されているかどうかにかかわらず、公衆に提供されないことを意図する。ここでの特許
請求の範囲のいかなる要素も、該要素に「～する手段」という句を用いて明確に記載され
ていない限り、米国特許法第１１２条の第６パラグラフの規定に基づいて解釈されないも
のとする。
【要約】
骨の内部に経路を形成するシステム及び方法が、トロカールであって、近位端と、遠位端
と、該トロカールの中心軸に沿って設けられた中央チャネルとを有するトロカールを含む
。トロカールは、該トロカールの遠位端にあるか又は該遠位端の近くにある半径方向開口
部を含む。本システムは、中央チャネル内に受け入れられるサイズになっている湾曲可能
なカニューレであって、半径方向開口部から横方向外向きに、トロカールから離れるよう
に延びる湾曲経路内に延びるように構成されている湾曲可能な遠位端を含む、湾曲可能な
カニューレを含む。湾曲可能なカニューレは、中央通路であって、プローブが該中央通路
を通って湾曲経路を越えた位置まで送達されることを可能にするように構成されている直
径を有する中央通路を有する。
【選択図】図８
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