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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】棘付き縫合糸または棘付きステープル、および
これらを作製するための方法を改善する。
【解決手段】本体部分１４および該本体部分から延びる
少なくとも１つの棘１２であって、該少なくとも１つの
棘は、内側表面を規定し、該内側表面は、該本体部分の
長手方向軸に対して第一の配向で配置された第一の部分
１２ａ、および該長手方向軸に対して第二の配向で配置
された第二の部分１２ｂを備える少なくとも１つの棘１
２を備え、該少なくとも１つの棘１２が、形状記憶材料
から作製され、該形状記憶材料は、永続的形状から一時
的形状へと変形し得、ここで該棘は、該一時的形状にあ
る場合、該本体部分に対して第一の位置で突出し、そし
て該永続的形状にある場合、該第一の位置とは異なる第
二の位置で突出する、複合棘医療デバイス。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体部分；および
　該本体部分から延びる少なくとも１つの棘であって、該少なくとも１つの棘は、内側表
面を規定し、該内側表面は、該本体部分の長手方向軸に対して第一の配向で配置された第
一の部分、および該長手方向軸に対して第二の配向で配置された第二の部分を備える、少
なくとも１つの棘、
を備え、
　該少なくとも１つの棘が、形状記憶材料から作製され、該形状記憶材料は、永続的形状
から一時的形状へと変形し得、ここで該棘は、該一時的形状にある場合、該本体部分に対
して第一の位置で突出し、そして該永続的形状にある場合、該第一の位置とは異なる第二
の位置で突出する、
複合棘医療デバイス。
【請求項２】
　前記棘の前記第一の部分が、前記本体部分の前記長手方向軸と実質的に整列しており、
そして該棘の前記第二の部分が、該本体部分の該長手方向軸から離れるように延びている
、請求項１に記載の複合棘医療デバイス。
【請求項３】
　前記棘の前記内側表面が、前記長手方向軸に対して第三の配向で配置された第三の部分
をさらに備える、請求項１に記載の複合棘医療デバイス。
【請求項４】
　前記医療デバイスが、モノフィラメント縫合糸、マルチフィラメント縫合糸、外科手術
用繊維、外科手術用ステープル、アンカー、スリットシート、リボン、テープ、メッシュ
、ステント、足場、外科用綿撤糸、および脈管移植片からなる群より選択される、請求項
１に記載の複合棘医療デバイス。
【請求項５】
　前記医療デバイスが縫合糸を構成する、請求項４に記載の複合棘医療デバイス。
【請求項６】
　前記医療デバイスがステープルを構成する、請求項４に記載の複合棘医療デバイス。
【請求項７】
　前記形状記憶ポリマーが、生体吸収性材料、非分解性材料、およびこれらの組み合わせ
からなる群より選択される、請求項１に記載の複合棘医療デバイス。
【請求項８】
　前記形状記憶ポリマーが、ポリオレフィン、ポリエチレングリコール、ポリエチレンオ
キシド、ポリオレフィンコポリマー、フッ素化ポリオレフィン、ポリアミド、ポリアミン
、ポリイミン、ポリエステル、ポリエーテル、ポリブタエステル、ポリウレタン、アクリ
ルポリマー、メタクリルポリマー、ハロゲン化ビニルポリマー、ハロゲン化ビニルコポリ
マー、ポリビニルアルコール、ポリビニルエーテル、ポリハロゲン化ビニリデン、ポリク
ロロフルオロエチレン、ポリアクリロニトリル、ポリアリールエーテルケトン、ポリビニ
ルケトン、ポリビニル芳香族、ポリビニルエステル、ビニルモノマーのコポリマー、アク
リロニトリル－スチレンコポリマー、ＡＢＳ樹脂、エチレン－酢酸ビニルコポリマー、ア
ルキド樹脂、ポリカーボネート、ポリオキシメチレン、ポリホスファジン、ポリイミド、
エポキシ樹脂、アラミド、レーヨン、スパンデックス、シリコーン、ならびにこれらの組
み合わせからなる群より選択される非分解性材料を含有する、請求項１に記載の複合棘医
療デバイス。
【請求項９】
　前記形状記憶ポリマーが、脂肪族ポリエステル、ポリアミド、ポリアミン、ポリアルキ
レンオキサレート、ポリ（酸無水物）、ポリアミドエステル、コポリ（エーテル－エステ
ル）、ポリ（カーボネート）、ポリ（ヒドロキシアルカノエート）、ポリイミドカーボネ
ート、ポリ（イミノカーボネート）、ポリオルトエステル、ポリオキサエステル、ポリホ
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スファゼン、ポリ（プロピレンフマレート）、ポリウレタン、ポリマー薬物、生物学的に
修飾された生体吸収性ポリマー、およびこれらのコポリマー、ホモポリマー、ならびに組
み合わせからなる群より選択される生体吸収性材料を含有する、請求項１に記載の複合棘
医療デバイス。
【請求項１０】
　前記形状記憶ポリマーが、ラクチド、グリコリド、ε－カプロラクトン、ｐ－ジオキサ
ノン、トリメチレンカーボネート、トリメチレンカーボネートのアルキル誘導体、δ－バ
レロラクトン、β－ブチロラクトン、γ－ブチロラクトン、ε－デカラクトン、ヒドロキ
シブチレート、ヒドロキシバレレート、１，４－ジオキセパン－２－オン、１，５－ジオ
キセパン－２－オン、６，６－ジメチル－１，４－ジオキサン－２－オン、２，５－ジケ
トモルホリン、ピバロラクトン、α，α－ジエチルプロピオラクトン、エチレンカーボネ
ート、エチレンオキサレート、３－メチル－１，４－ジオキサン－２，５－ジオン、３，
３－ジエチル－１，４－ジオキサン－２，５－ジオン、６，８－ジオキサビシクロオクタ
ン－７－オンのホモポリマーおよびコポリマー、ならびにこれらの組み合わせからなる群
より選択される脂肪族ポリエステルを含有する、請求項９に記載の複合棘医療デバイス。
【請求項１１】
　前記形状記憶ポリマーが、ポリ（アミノ酸）、コラーゲン、エラスチン、フィブリン、
フィブリノゲン、絹、アルブミン、ラミニンおよびフィブロネクチンの配列を含むペプチ
ド、ヒアルロン酸、デキストラン、アルギネート、キチン、キトサン、セルロース、グリ
コサミノグリカン、ガット、メチルセルロース、エチルセルロース、ヒドロキシプロピル
セルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシブチルメチルセルロース
、酢酸セルロース、プロピオン酸セルロース、酢酸酪酸セルロース、酢酸フタル酸セルロ
ース、カルボキシメチルセルロース、三酢酸セルロース、硫酸セルロースナトリウム塩、
ニトロセルロース、キトサン、ならびにこれらの組み合わせからなる群より選択される生
分解性ポリマーを含有する、請求項１に記載の複合棘医療デバイス。
【請求項１２】
　前記形状記憶ポリマーが、オリゴ（ε－カプロラクトン）ジメタクリレート、オリゴ（
ε－カプロラクトン）ブチルアクリレート、（アクリル酸ｎ－ブチル）、オリゴ（ε－カ
プロラクトン）ジオール／オリゴ（ｐ－ジオキサノン）ジオールコポリマー、ポリカプロ
ラクトンジメタクリレートポリ（アクリル酸ブチル）ブレンド、およびこれらの組み合わ
せからなる群より選択されるポリマーを含有する、請求項１に記載の複合棘医療デバイス
。
【請求項１３】
　前記形状記憶ポリマーが、ポリジオキサノンとポリラクチドとのブロックコポリマーを
含有する、請求項１に記載の複合棘医療デバイス。
【請求項１４】
　前記ポリジオキサノンが、前記コポリマーの約５ｍｏｌ％～約２０ｍｏｌ％の量で存在
し、そして前記ポリラクチドが、該コポリマーの約８０ｍｏｌ％～約９５ｍｏｌ％の量で
存在する、請求項１３に記載の複合棘医療デバイス。
【請求項１５】
　前記形状記憶ポリマーが、トリメチレンカーボネートとポリラクチドとのブロックコポ
リマーを含有する、請求項１に記載の複合棘医療デバイス。
【請求項１６】
　前記トリメチレンカーボネートが、前記コポリマーの約５ｍｏｌ％～約２０ｍｏｌ％の
量で存在し、そして前記ポリラクチドが、該コポリマーの約８０ｍｏｌ％～約９５ｍｏｌ
％の量で存在する、請求項１５に記載の複合棘医療デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の引用）
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　本願は、２００９年１月２９日に出願された米国特許出願番号１２／３６１，９６２の
一部継続出願であり、この米国特許出願は、２００８年２月２０日に出願された米国仮出
願番号６１／０２９，９６４の利益および優先権を主張する。これらの各々の全開示は、
本明細書中に参考として援用される。
【０００２】
　（技術分野）
　本開示は、一般に、医療デバイスに棘を形成することに関する。具体的には、本開示は
、形状記憶ポリマー材料を含有する複合棘医療デバイス、ならびにこのような医療デバイ
スを形成する方法および使用する方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　棘付き縫合糸は、医療手順における使用について公知である。棘付き縫合糸の棘の構成
は、特定の適応症のために、組織の保持を最適化するように設計され得る。いくつかの状
況において、縫合糸の外側表面上での棘の無作為な構成は、最適な創傷閉鎖を達成するた
めに好ましくあり得る。しかし、他の状況において、創傷、または必要とされる組織修復
が比較的小さい場合、棘の数を減少させることが望ましくあり得る。なお他の状況におい
て、縫合糸の一部分にわたって一方向に組織を通して縫合糸を通過させることを可能にし
、そしてこの縫合糸の別の部分にわたって第二の方向で組織を通して縫合糸を通過させる
ことを可能にするために、双方向棘付き縫合糸が、望ましくあり得る。
【０００４】
　縫合糸に棘を形成する種々の方法が提唱されているが、このような方法は、実施が困難
であり得るか、または費用がかかり得る。従って、棘付き縫合糸およびこれらを作製する
ための方法に関して、改善の余地が残っている。
【０００５】
　さらに、外科手術用ファスナーまたはステープルもまた、身体組織を固定するために外
科手術手順において使用され得る。代表的に、ステープルは、Ｕ字型の部材であり、１つ
のバックスパンおよび２つのレッグを備え、これらのレッグは、送達デバイスによって屈
曲させられて、身体組織を一緒に留める。ステープラーのアンビルは、一般に、このステ
ープルをクリンプし、従って、従来のステープラーは、代表的に、複雑な構造体を備え、
これらの構造体は、ステープルを排出しなければならないのみでなく、ステープルが適切
かつ時を得て変形するような様式で、ステープルを排出しなければならない。
【０００６】
　２部品ファスナーもまた使用されており、２部品ファスナーにおいて、ステープルは、
別体の保持具片を係合する棘付きプロングを備える。使用において、このステープルは、
これらの棘が組織に貫入して反対側から出るように、身体組織に押し込まれ、この反対側
において、これらの棘が次いで、保持具片内にロックされる。
【０００７】
　従って、棘付きステープルおよびこれらを作製するための方法に関して、改善の余地が
残っている。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、例えば、以下を提供する：
（項目１）
　本体部分；および
　該本体部分から延びる少なくとも１つの棘であって、該少なくとも１つの棘は、内側表
面を規定し、該内側表面は、該本体部分の長手方向軸に対して第一の配向で配置された第
一の部分、および該長手方向軸に対して第二の配向で配置された第二の部分を備える、少
なくとも１つの棘、
を備え、



(5) JP 2011-194236 A 2011.10.6

10

20

30

40

50

　該少なくとも１つの棘が、形状記憶材料から作製され、該形状記憶材料は、永続的形状
から一時的形状へと変形し得、ここで該棘は、該一時的形状にある場合、該本体部分に対
して第一の位置で突出し、そして該永続的形状にある場合、該第一の位置とは異なる第二
の位置で突出する、
複合棘医療デバイス。
（項目２）
　上記棘の上記第一の部分が、上記本体部分の上記長手方向軸と実質的に整列しており、
そして該棘の上記第二の部分が、該本体部分の該長手方向軸から離れるように延びている
、上記項目に記載の複合棘医療デバイス。
（項目３）
　上記棘の上記内側表面が、上記長手方向軸に対して第三の配向で配置された第三の部分
をさらに備える、上記項目のうちのいずれかに記載の複合棘医療デバイス。
（項目４）
　上記医療デバイスが、モノフィラメント縫合糸、マルチフィラメント縫合糸、外科手術
用繊維、外科手術用ステープル、アンカー、スリットシート、リボン、テープ、メッシュ
、ステント、足場、外科用綿撤糸、および脈管移植片からなる群より選択される、上記項
目のうちのいずれかに記載の複合棘医療デバイス。
（項目５）
　上記医療デバイスが縫合糸を構成する、上記項目のうちのいずれかに記載の複合棘医療
デバイス。
（項目６）
　上記医療デバイスがステープルを構成する、上記項目のうちのいずれかに記載の複合棘
医療デバイス。
（項目７）
　上記形状記憶ポリマーが、生体吸収性材料、非分解性材料、およびこれらの組み合わせ
からなる群より選択される、上記項目のうちのいずれかに記載の複合棘医療デバイス。
（項目８）
　上記形状記憶ポリマーが、ポリオレフィン、ポリエチレングリコール、ポリエチレンオ
キシド、ポリオレフィンコポリマー、フッ素化ポリオレフィン、ポリアミド、ポリアミン
、ポリイミン、ポリエステル、ポリエーテル、ポリブタエステル、ポリウレタン、アクリ
ルポリマー、メタクリルポリマー、ハロゲン化ビニルポリマー、ハロゲン化ビニルコポリ
マー、ポリビニルアルコール、ポリビニルエーテル、ポリハロゲン化ビニリデン、ポリク
ロロフルオロエチレン、ポリアクリロニトリル、ポリアリールエーテルケトン、ポリビニ
ルケトン、ポリビニル芳香族、ポリビニルエステル、ビニルモノマーのコポリマー、アク
リロニトリル－スチレンコポリマー、ＡＢＳ樹脂、エチレン－酢酸ビニルコポリマー、ア
ルキド樹脂、ポリカーボネート、ポリオキシメチレン、ポリホスファジン、ポリイミド、
エポキシ樹脂、アラミド、レーヨン、スパンデックス、シリコーン、ならびにこれらの組
み合わせからなる群より選択される非分解性材料を含有する、上記項目のうちのいずれか
に記載の複合棘医療デバイス。
（項目９）
　上記形状記憶ポリマーが、脂肪族ポリエステル、ポリアミド、ポリアミン、ポリアルキ
レンオキサレート、ポリ（酸無水物）、ポリアミドエステル、コポリ（エーテル－エステ
ル）、ポリ（カーボネート）、ポリ（ヒドロキシアルカノエート）、ポリイミドカーボネ
ート、ポリ（イミノカーボネート）、ポリオルトエステル、ポリオキサエステル、ポリホ
スファゼン、ポリ（プロピレンフマレート）、ポリウレタン、ポリマー薬物、生物学的に
修飾された生体吸収性ポリマー、およびこれらのコポリマー、ホモポリマー、ならびに組
み合わせからなる群より選択される生体吸収性材料を含有する、上記項目のうちのいずれ
かに記載の複合棘医療デバイス。
（項目１０）
　上記形状記憶ポリマーが、ラクチド、グリコリド、ε－カプロラクトン、ｐ－ジオキサ
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ノン、トリメチレンカーボネート、トリメチレンカーボネートのアルキル誘導体、δ－バ
レロラクトン、β－ブチロラクトン、γ－ブチロラクトン、ε－デカラクトン、ヒドロキ
シブチレート、ヒドロキシバレレート、１，４－ジオキセパン－２－オン、１，５－ジオ
キセパン－２－オン、６，６－ジメチル－１，４－ジオキサン－２－オン、２，５－ジケ
トモルホリン、ピバロラクトン、α，α－ジエチルプロピオラクトン、エチレンカーボネ
ート、エチレンオキサレート、３－メチル－１，４－ジオキサン－２，５－ジオン、３，
３－ジエチル－１，４－ジオキサン－２，５－ジオン、６，８－ジオキサビシクロオクタ
ン－７－オンのホモポリマーおよびコポリマー、ならびにこれらの組み合わせからなる群
より選択される脂肪族ポリエステルを含有する、上記項目のうちのいずれかに記載の複合
棘医療デバイス。
（項目１１）
　上記形状記憶ポリマーが、ポリ（アミノ酸）、コラーゲン、エラスチン、フィブリン、
フィブリノゲン、絹、アルブミン、ラミニンおよびフィブロネクチンの配列を含むペプチ
ド、ヒアルロン酸、デキストラン、アルギネート、キチン、キトサン、セルロース、グリ
コサミノグリカン、ガット、メチルセルロース、エチルセルロース、ヒドロキシプロピル
セルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシブチルメチルセルロース
、酢酸セルロース、プロピオン酸セルロース、酢酸酪酸セルロース、酢酸フタル酸セルロ
ース、カルボキシメチルセルロース、三酢酸セルロース、硫酸セルロースナトリウム塩、
ニトロセルロース、キトサン、ならびにこれらの組み合わせからなる群より選択される生
分解性ポリマーを含有する、上記項目のうちのいずれかに記載の複合棘医療デバイス。
（項目１２）
　上記形状記憶ポリマーが、オリゴ（ε－カプロラクトン）ジメタクリレート、オリゴ（
ε－カプロラクトン）ブチルアクリレート、（アクリル酸ｎ－ブチル）、オリゴ（ε－カ
プロラクトン）ジオール／オリゴ（ｐ－ジオキサノン）ジオールコポリマー、ポリカプロ
ラクトンジメタクリレートポリ（アクリル酸ブチル）ブレンド、およびこれらの組み合わ
せからなる群より選択されるポリマーを含有する、上記項目のうちのいずれかに記載の複
合棘医療デバイス。
（項目１３）
　上記形状記憶ポリマーが、ポリジオキサノンとポリラクチドとのブロックコポリマーを
含有する、上記項目のうちのいずれかに記載の複合棘医療デバイス。
（項目１４）
　上記ポリジオキサノンが、上記コポリマーの約５ｍｏｌ％～約２０ｍｏｌ％の量で存在
し、そして上記ポリラクチドが、該コポリマーの約８０ｍｏｌ％～約９５ｍｏｌ％の量で
存在する、上記項目のうちのいずれかに記載の複合棘医療デバイス。
（項目１５）
　上記形状記憶ポリマーが、トリメチレンカーボネートとポリラクチドとのブロックコポ
リマーを含有する、上記項目のうちのいずれかに記載の複合棘医療デバイス。
（項目１６）
　上記トリメチレンカーボネートが、上記コポリマーの約５ｍｏｌ％～約２０ｍｏｌ％の
量で存在し、そして上記ポリラクチドが、該コポリマーの約８０ｍｏｌ％～約９５ｍｏｌ
％の量で存在する、上記項目のうちのいずれかに記載の複合棘医療デバイス。
【０００９】
　（摘要）
　複合棘医療デバイスは、本体部分、およびこの本体部分から延びる少なくとも１つの棘
を備える。この少なくとも１つの棘は、内側表面を規定する。この内側表面は、この本体
部分の長手方向軸に対して第一の配向で配置された第一の部分、およびこの長手方向軸に
対して第二の配向で配置された第二の部分を備える。この少なくとも１つの棘は、形状記
憶材料から作製され、この材料は、永続的形状から一時的形状へと変形し得る。この棘は
、この永続的形状にある場合にはこの本体部分に対して第一の位置で、そしてこの一時的
形状にある場合には第二の位置で、この本体部分から突出する。
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【００１０】
　（要旨）
　本開示は、複合棘医療デバイスに関し、この複合棘医療デバイスは、本体部分；および
この本体部分から延びる少なくとも１つの棘を備え、この少なくとも１つの棘は、内側表
面を規定し、この内側表面は、この本体部分の長手方向軸に対して第一の配向で配置され
た第一の部分、およびこの長手方向軸に対して第二の配向で配置された第二の部分を備え
、ここでこの少なくとも１つの棘は、形状記憶材料から作製され、この形状記憶材料は、
永続的形状から一時的形状へと変形し得、この棘は、この一時的形状にある場合には、こ
の本体部分に対して第一の位置で突出し、そしてこの永続的形状にある場合には、この第
一の位置とは異なる第二の位置で突出する。この棘の第一の位置は、この本体部分の長手
方向軸と実質的に整列し得、そしてこの棘の第二の位置は、この本体部分の長手方向軸か
ら離れるように延び得る。必要に応じて、この棘の内側表面は、この長手方向軸に対して
第三の配向で配置された第三の部分をさらに備える。
【００１１】
　この複合棘医療デバイスは、モノフィラメント縫合糸、マルチフィラメント縫合糸、外
科手術用繊維、外科手術用ステープル、アンカー、スリットシート、リボン、テープ、メ
ッシュ、ステント、足場、外科用綿撤糸、および脈管移植片からなる群より選択され得る
。特定の実施形態において、この医療デバイスは、縫合糸またはステープルであり得る。
【００１２】
　医療デバイスを作製するための材料としては、生体吸収性材料、非分解性材料、および
これらの組み合わせからなる群より選択される形状記憶ポリマーが挙げられる。この非分
解性材料としては、ポリオレフィン、ポリエチレングリコール、ポリエチレンオキシド、
ポリオレフィンコポリマー、フッ素化ポリオレフィン、ポリアミド、ポリアミン、ポリイ
ミン、ポリエステル、ポリエーテル、ポリブタエステル、ポリウレタン、アクリルポリマ
ー、メタクリルポリマー、ハロゲン化ビニルポリマー、ハロゲン化ビニルコポリマー、ポ
リビニルアルコール、ポリビニルエーテル、ポリハロゲン化ビニリデン、ポリクロロフル
オロエチレン、ポリアクリロニトリル、ポリアリールエーテルケトン、ポリビニルケトン
、ポリビニル芳香族、ポリビニルエステル、ビニルモノマーのコポリマー、アクリロニト
リル－スチレンコポリマー、ＡＢＳ樹脂、エチレン－酢酸ビニルコポリマー、アルキド樹
脂、ポリカーボネート、ポリオキシメチレン、ポリホスファジン、ポリイミド、エポキシ
樹脂、アラミド、レーヨン、スパンデックス、シリコーン、ならびにこれらの組み合わせ
が挙げられ得る。この生体吸収性材料としては、脂肪族ポリエステル、ポリアミド、ポリ
アミン、ポリアルキレンオキサレート、ポリ（酸無水物）、ポリアミドエステル、コポリ
（エーテル－エステル）、ポリ（カーボネート）、ポリ（ヒドロキシアルカノエート）、
ポリイミドカーボネート、ポリ（イミノカーボネート）、ポリオルトエステル、ポリオキ
サエステル、ポリホスファゼン、ポリ（プロピレンフマレート）、ポリウレタン、ポリマ
ー薬物、生物学的に修飾された生体吸収性ポリマー、およびこれらのコポリマー、ホモポ
リマー、ならびに組み合わせが挙げられ得る。より具体的には、脂肪族ポリエステルとし
ては、ラクチド、グリコリド、ε－カプロラクトン、ｐ－ジオキサノン、トリメチレンカ
ーボネート、トリメチレンカーボネートのアルキル誘導体、δ－バレロラクトン、β－ブ
チロラクトン、γ－ブチロラクトン、ε－デカラクトン、ヒドロキシブチレート、ヒドロ
キシバレレート、１，４－ジオキセパン－２－オン、１，５－ジオキセパン－２－オン、
６，６－ジメチル－１，４－ジオキサン－２－オン、２，５－ジケトモルホリン、ピバロ
ラクトン、α，α－ジエチルプロピオラクトン、エチレンカーボネート、エチレンオキサ
レート、３－メチル－１，４－ジオキサン－２，５－ジオン、３，３－ジエチル－１，４
－ジオキサン－２，５－ジオン、６，８－ジオキサビシクロオクタン－７－オンのホモポ
リマーおよびコポリマー、ならびにこれらの組み合わせが挙げられる。
【００１３】
　他の形状記憶ポリマーは、ポリ（アミノ酸）、コラーゲン、エラスチン、フィブリン、
フィブリノゲン、絹、アルブミン、ラミニンおよびフィブロネクチンの配列を含むペプチ
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ド、ヒアルロン酸、デキストラン、アルギネート、キチン、キトサン、セルロース、グリ
コサミノグリカン、ガット、メチルセルロース、エチルセルロース、ヒドロキシプロピル
セルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシブチルメチルセルロース
、酢酸セルロース、プロピオン酸セルロース、酢酸酪酸セルロース、酢酸フタル酸セルロ
ース、カルボキシメチルセルロース、三酢酸セルロース、硫酸セルロースナトリウム塩、
ニトロセルロース、キトサン、ならびにこれらの組み合わせからなる群より選択される生
分解性ポリマーを含有する。代替の実施形態において、この形状記憶ポリマーは、オリゴ
（ε－カプロラクトン）ジメタクリレート、オリゴ（ε－カプロラクトン）ブチルアクリ
レート、（アクリル酸ｎ－ブチル）、オリゴ（ε－カプロラクトン）ジオール／オリゴ（
ｐ－ジオキサノン）ジオールコポリマー、ポリカプロラクトンジメタクリレートポリ（ア
クリル酸ブチル）ブレンド、およびこれらの組み合わせからなる群より選択されるポリマ
ーを含有する。
【００１４】
　特定の実施形態において、この複合棘医療デバイスは、ポリジオキサノンとポリラクチ
ドとのブロックコポリマーを有する形状記憶ポリマーを含有し得る。より具体的には、こ
のポリジオキサノンは、このコポリマーの約５ｍｏｌ％～約２０ｍｏｌ％の量で存在し、
そしてこのポリラクチドは、このコポリマーの約８０ｍｏｌ％～約９５ｍｏｌ％の量で存
在する。
【００１５】
　他の実施形態において、この複合棘医療デバイスは、トリメチレンカーボネートとポリ
ラクチドとのブロックコポリマーを有する形状記憶ポリマーを含有し得る。より具体的に
は、このトリメチレンカーボネートは、このコポリマーの約５ｍｏｌ％～約２０ｍｏｌ％
の量で存在し、そしてこのポリラクチドは、このコポリマーの約８０ｍｏｌ％～約９５ｍ
ｏｌ％の量で存在する。
【００１６】
　本開示の種々の実施形態が、図面を参照しながら本明細書中で以下に記載される。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、本開示に従って形成された複合棘を有する棘付き医療デバイスの平面図
である。
【図２】図２は、本開示に従って形成された複合棘を有する二方向棘付き医療デバイスの
平面図である。
【図３】図３は、本開示に従って形成された単一角度棘と複合棘との両方を有する、棘付
き医療デバイスの代替の実施形態の平面図である。
【図４Ａ】図４Ａは、本開示に従って形成された複合棘を有する棘付き医療デバイスのセ
グメントの平面図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、本開示に従って形成された複合棘を有する棘付き医療デバイスのセ
グメントの代替の実施形態の平面図である。
【図５】図５は、本開示に従って形成された複合棘を有する双方向棘付き医療デバイスの
セグメントの平面図である。
【図６】図６は、本開示に従って形成された複合棘を有する棘付き医療デバイスの代替の
実施形態の平面図である。
【図７】図７は、本開示に従って形成された複合棘を有する棘付き医療デバイスの代替の
実施形態の平面図である。
【図８】図８は、本開示に従って形成された複合棘および一端に形成されたループを有す
る棘付き縫合糸のセグメントの平面図である。
【図９】図９は、本開示に従って医療デバイスに棘を形成する装置および方法の１つの実
施形態の概略図である。
【図１０】図１０は、本開示に従って形成された複合棘を有する棘付き医療デバイスのセ
グメントの代替の実施形態の平面図である。
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【図１１】図１１は、本開示に従って形成された複合棘を有する棘付き医療デバイスのセ
グメントの別の実施形態の平面図である。
【図１２】図１２は、本開示に従って形成された複合棘を有する棘付きステープルの平面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　図面を詳細に参照すると、図面において、同じ参照番号は、種々の図において同じ要素
に適用され、図１は、医療デバイス１００を図示し、この医療デバイスは、細長本体１４
、および細長本体１４から延びる少なくとも１つの複合棘１２を有する。複合棘１２は、
内側表面を規定し、この内側表面は、細長本体１４の長手方向軸に対して第一の配向で配
置された第一の部分１２ａ、この長手方向軸に対して第二の配向で配置された第二の部分
１２ｂ、およびこの長手方向軸に対して第三の配向で配置された第三の部分１２ｃを備え
る。
【００１９】
　複合棘１２は、少なくとも１つの実質的に直線状の部分を備える。図１に図示されるよ
うに、第一の部分１２ａ、第二の部分１２ｂ、および第三の部分１２ｃは、実質的に直線
状である。これらの部分のうちの少なくとも１つが実質的に非直線状（例えば、本明細書
中以下に記載されるような弓形）であってもよいことが想定される。
【００２０】
　図１の例示的な実施形態に示されるように、複合棘１２は、医療デバイス１００から、
医療デバイス１００の少なくとも１つの端部に向かって突出して形成され得る。他の代替
の実施形態において、棘のうちのいくつかが医療デバイスの一端に向かって突出し、そし
て残りの棘が医療デバイスの他端に向かって突出するように、複数の複合棘が形成され得
、これによって、図２に一般的に図示されるような、双方向医療デバイス２００を形成し
得る。あるいは、軸方向に間隔を空けた複数の棘が、同じ構成または無作為な構成で、互
いに対して異なる角度で形成され得る。必要に応じて、この医療デバイスは、操作される
組織の型および／または実施される手順に従って、同じ長さまたは異なる長さで間隔を空
けた複数の棘を備え得る（図示せず）。いくつかの実施形態において、この複合棘医療デ
バイスは、その近位端にループを組み込み、このループは、この医療デバイスを身体組織
内で所望の位置に保持することを増強するように構成される。
【００２１】
　代替の実施形態において、医療デバイス３００は、図３に示されるように、複合棘１２
と単一角度棘１３との組み合わせを備えるように形成され得る。このような実施形態にお
いて、複合棘１２および単一角度棘１３は、医療デバイス３００の長さに沿って、特定の
パターンまたは無作為なパターンで形成され得る。さらに、医療デバイス３００は、複合
棘１２が全て、医療デバイス３００の一端に向かって同じ方向に配向され、そして単一角
度棘１３が全て、医療デバイス３００の他端に向かって同じ方向に配向されるように、形
成され得る。
【００２２】
　図４Ａを参照すると、第一の部分１２ａ、第二の部分１２ｂ、および第三の部分１２ｃ
を有する複合棘１２は、一般に、細長本体１４の表面を切ることによって形成される。あ
る実施形態において、第一の部分１２ａ、第二の部分１２ｂ、および第三の部分１２ｃの
各々は、細長本体１４の長手方向軸ａ、ｂ、およびｃのそれぞれに対して、第一の角度α
、第二の角度β、および第三の角度γで切られ得る。長手方向軸ａ、ｂ、およびｃは、中
心長手方向軸「Ｄ」に対して平行である。第二の角度βは、第一の角度αより小さく、そ
して第三の角度γは、第二の角度βより小さい。複合棘１２は、長手軸方向「ａ」に対し
て約０°～約９０°の第一の角度α（ある実施形態において、第一の角度αは、長手方向
軸「ａ」に対して約３０°～約５０°の範囲である）で細長本体１４を切ることにより形
成された第一の部分１２ａを備え得る。第二の部分１２ｂは、長手軸方向「ｂ」に対して
約０°～約９０°の第二の角度β（ある実施形態において、第二の角度βは、長手方向軸
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「ｂ」に対して約２°～約２５°の範囲である）で細長本体１４を切ることにより形成さ
れ得る。第三の部分１２ｃは、長手軸方向「ｃ」に対して約０°～約９０°の第三の角度
γ（ある実施形態において、第三の角度γは、長手方向軸「ｃ」に対して約２°～約５０
°の範囲である）で細長本体１４を切ることにより形成され得る。
【００２３】
　ここで図４Ｂを参照すると、第一の部分１２０ａ、第二の部分１２０ｂ、および第三の
部分１２０ｃの各々は、細長本体１４０の長手方向軸「ａ’」、「ｂ’」、および「ｃ’
」のそれぞれに対して、第一の角度α’、第二の角度β’、および第三の角度γ’で、角
度α’が角度β’より大きく、そして角度γ’が角度β’より小さくなるように切られ得
る。複合棘１２０は、長手軸方向「ａ’」に対して約０°～約９０°の第一の角度α’（
ある実施形態において、第一の角度α’は、長手方向軸「ａ’」に対して約３０°～約５
０°の範囲である）で細長本体１４０を切ることにより形成された第一の部分１２０ａを
備え得る。第二の部分１２０ｂは、長手軸方向「ｂ’」に対して約０°～約９０°の第二
の角度β’（ある実施形態において、第二の角度β’は、長手方向軸「ｂ’」に対して約
３０°～約６０°の範囲である）で細長本体１４０を切ることにより形成され得る。第三
の部分１２０ｃは、長手軸方向「ｃ’」に対して約０°～約９０°の第三の角度γ’（あ
る実施形態において、第三の角度γ’は、長手方向軸「ｃ’」に対して約２５°～約５０
°の範囲である）で細長本体１４０を切ることにより形成され得る。
【００２４】
　他の実施形態において、複合棘医療デバイスは、第一の部分および第二の部分を有する
細長本体を備え、この細長本体の第一の部分および第二の部分は、この細長本体の長手方
向軸に対して第一の角度または第二の角度をなし、少なくとも１つの複合棘を形成する（
図示せず）。必要に応じて、複合棘医療デバイスの細長本体は、この細長本体の長手方向
軸に対して第三の角度で、第三の部分を備え得る。
【００２５】
　複合棘縫合糸のこのような実施形態が、図１０に示されている。複合棘６２０は、２つ
の部分６０２ａ、６２０ｂを備え、これらの部分は、この医療デバイスの長手方向軸に対
して２つの角度α”およびβ”で配置される。より具体的には、複合棘６２０は、細長本
体６１０の長手方向軸Ａ－Ａに対して第一の角度α”（第一の角度α”は、約０°～約９
０°、ある実施形態においては、約３０°～約４０°、さらなる実施形態においては、約
３１°～約３８°である）で細長本体６１０から形成された第一の部分６２０ａを備える
。第二の部分６２０ｂは、細長本体６１０の長手方向軸Ａ－Ａに対して第二の角度β”（
第二の角度β”は、約０°～約９０°、ある実施形態においては、約１°～約１０°、さ
らなる実施形態においては、約２°～約８°である）で細長本体６１０から形成される。
【００２６】
　複合棘デバイスの別の実施形態が図１１に示されている。複合棘７２０を備える細長本
体７００が示されており、この複合棘は、細長本体７００の長手方向軸Ｂ－Ｂに対して角
度γ”で示される第一の直線状部分７２０ａを有する。第一の部分７２０ａから、弓形の
第二の部分７２０ｂが半径ｒ７の弧になるように延びる。細長本体７００はまた、第一の
部分７４０ａが弓形であり第二の部分７４０ｂが直線状である、複合棘を備える。
【００２７】
　図５は、図４Ａに図示されるような３つの部分１２ａ～１２ｃを有する複合棘１２、お
よび図４Ｂに図示されるような３つの部分１２０ａ’～１２０ｃ’を有する複合棘１２０
が、これらの棘のうちのいくつかが医療デバイス５００の一端に向かって突出し、そして
残りの棘が医療デバイス５００の他端に向かって突出するように形成され、これによって
、双方向医療デバイス５００を形成しているものを図示する。代替の実施形態において、
複合棘は、一端に向かって（例えば、近位端に向かって）突出する棘が、他端に向かって
（例えば、遠位端に向かって）突出する棘と同じ配向および角度を有するように形成され
る。
【００２８】
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　いくつかの実施形態において、複合棘は、実質的に非直線状である少なくとも１つの部
分を備え得る。ある実施形態において、これらの棘は、少なくとも１つの変曲点を備え得
、この変曲点は、凹部、凸部、弓形部およびこれらの組み合わせを規定し得る。例えば、
これらの部分のうちの少なくとも１つは、細長本体２４０の長手方向軸に対してある半径
の弧になるように切られ得る。図６に示されるように、複合棘２２０は、弓形の第二の部
分２２０ｂを備え得る。弓形部分２２０ｂは、細長本体２４０の長手方向軸に対して半径
ｒ１の弧になるように切られ得る。
【００２９】
　代替の実施形態において、必要に応じた第四の部分が、第四の半径の弧になるように切
られ得る。いくつかの実施形態において、第一の部分３２０ａ、第二の部分３２０ｂ、第
三の部分３２０ｃ、および第四の部分３２０ｄの各々は、細長本体３４０の長手方向軸に
対して、第一の半径、第二の半径、第三の半径、および第四の半径の弧になるように切ら
れ得る。図７に図示されるように、複合棘３２０は、細長本体３４０から第一の半径ｒ２

の弧になるように延びる弓形の第一の部分３２０ａ、第一の部分３２０ａから第二の半径
ｒ３の弧になるように延びる弓形の第二の部分３２０ｂ、第二の部分３２０ｂから第三の
半径ｒ４の弧になるように延びる弓形の第三の部分３２０ｃ、および第三の部分３２０ｃ
から第四の半径ｒ５の弧になるように延びる弓形の第四の部分３２０ｄを備え得る。
【００３０】
　他の実施形態において、複合棘医療デバイスは、細長本体を備え得、この細長本体は、
棘、ならびにこの細長本体の長手方向軸に対して第一の角度、第二の角度、および第三の
角度で切られてこの棘を形成する第一の部分、第二の部分、および第三の部分を有する。
【００３１】
　本開示に従う医療デバイスは、モノフィラメント縫合糸、編組縫合糸、マルチフィラメ
ント縫合糸、外科手術用繊維、ステープル、アンカー、スリットシート、リボン、テープ
、メッシュ、ステント、足場、外科用綿撤糸、脈管移植片およびリボンからなる群より選
択される型で形成され得る。例示的な実施形態において、この医療デバイスは、縫合糸で
ある。別の例示的な実施形態において、この医療デバイスは、ステープルである。
【００３２】
　図面全体に図示される例示的な医療デバイスは、断面の幾何学的形状が楕円形であるよ
うに示されている。しかし、医療デバイスの断面の幾何学的形状は、任意の適切な形状（
例えば、円形、正方形、星型、八角形、矩形、多角形および平坦）のものであり得る。
【００３３】
　いくつかの実施形態において、ループが、複合棘医療デバイスの近位端に形成され、こ
のループはこの医療デバイスを身体組織内の所望の位置で保持することを増強するように
構成される。図８に図示されるように、ループ４１０は、複合棘医療デバイス４００の近
位端に形成される。ループ４００は、複合棘医療デバイス４００の細長本体４４０の長さ
に沿った所定の位置に固定され得る。ループ４１０は、細長本体４４０の長さに沿って調
節可能であるような構成および寸法にされ得る（図示せず）。
【００３４】
　一般に、複合棘を医療デバイスに形成するための方法は、長手方向軸を有する医療デバ
イスまたはその一部分を提供する工程、およびこの医療デバイスに沿って複合棘を形成す
る工程を包含する。ここで、この複合棘は、内側表面を規定し、この内側表面は、少なく
とも、この長手方向軸に対して第一の配向で配置された第一の部分、この長手方向軸に対
して第二の配向で配置された第二の部分備え、そして必要に応じて、この長手方向軸に対
して第三の配向で配置された第三の部分を備える。ある実施形態において、第一の部分、
第二の部分、および第三の部分のうちの少なくとも１つは、実質的に直線状である。代替
の実施形態において、第一の部分、第二の部分、および第三の部分のうちの少なくとも１
つは、実質的に非直線状または弓形である。
【００３５】
　ある実施形態において、複合棘を医療デバイスに形成する方法は、医療デバイスに第一
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の切り込みを形成する工程であって、この第一の切り込みは、この医療デバイスの細長本
体の直径に対する切り込み深さの第一の比を有する、工程；この医療デバイスに第二の切
り込みを形成する工程であって、この第二の切り込みは、この医療デバイスの細長本体の
直径に対する切り込み深さの第二の比を有する、工程；およびこの医療デバイスに第三の
切り込みを形成する工程であって、この第三の切り込みは、この医療デバイスの細長本体
の直径に対する切り込み深さの第三の比を有する、工程を包含する。
【００３６】
　図９は、本開示に従って複合棘を形成する装置および方法の実施形態を図示する。この
方法は、例えば、２００８年７月２３日に出願された、発明の名称「Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ
　Ｆｏｒｍｉｎｇ　Ｂａｒｂｓ　ｏｎ　ａ　Ｓｕｔｕｒｅ」の米国特許出願番号１２／１
７８，３６１に記載されており、この米国特許出願の全開示は、本明細書中に参考として
援用される。例示的な実施形態において、超音波エネルギーが装置６０により生成される
。この装置は、変換器６２を備え、この変換器は、超音波エネルギーを、変換器６２に作
動可能に結合されたホーン６６に伝達する。変換器６２は、電気エネルギーを機械的エネ
ルギーに変換し、この機械的エネルギーは、超音波発生器またはブースター６８により供
給される超音波周波数で、工具の変位を引き起こす。ブースター６８は、この工具に伝達
され得る超音波周波数を増加または減少のいずれかを行うように、操作され得る。この超
音波周波数は、約１ｋＨｚ～約１００ｋＨｚの範囲であり得る。他の実施形態において、
この超音波周波数は、約１０ｋＨｚ～約９０ｋＨｚの範囲であり得る。なおさらなる実施
形態において、この超音波周波数は、約１５ｋＨｚ～約５０ｋＨｚの範囲であり得る。超
音波信号の振幅は、約１μ～約１２５μの範囲であり得る。他の実施形態において、この
信号の振幅は、約１５μ～約６０μの範囲であり得る。
【００３７】
　この医療デバイスの細長本体に対する、切り込み深さの比および棘の角度は、切断要素
に与えられる超音波エネルギーの信号振幅に基づいて変更可能である。例えば、超音波振
幅が増加するにつれて、直径に対する切り込み深さの比、および棘の角度は、減少する。
超音波振幅が減少するにつれて、直径に対する切り込み深さの比は増加し、これによって
、棘の角度が増加する。
【００３８】
　図４Ａに戻って参照すると、いくつかの実施形態において、形成される複合棘１２は、
複合棘１２と細長本体１４との間に、約０°～約９０°、ある実施形態においては、３０
°～５０°の第一の角度α、およびこの本体の直径の約１％～約４０％、特定の実施形態
においては、約１０％～約３０％である切り込み深さの第一の比を有する。本開示の方法
により形成される複合棘１２は、長手方向軸に対して約０°～約９０°、ある実施形態に
おいては、２°～２５°の第二の角度βを有し得、そして切り込み深さの第二の比は、細
長本体１４の直径の約５％～約５０％、特定の実施形態においては、約１５％～約４５％
であり得る。本開示の方法により形成される複合棘１２は、長手方向軸に対して約０°～
約９０°、ある実施形態においては、２５°～５０°の第三の角度γを有し得、そして切
り込み深さの第三の比は、細長本体１４の直径の約１５％～約５０％、いくつかの実施形
態においては、約３０％～約５０％であり得る。１つの実施形態において、複数の棘が、
この医療デバイスの長手方向軸に沿って連続的な間隔で形成される。
【００３９】
　図９の参照を続けると、装置６０は、必要に応じて、医療デバイスを支持するためのア
ンビル７０などの把持具を備える。把持具７０は、医療デバイスを固定された位置で支持
する。ホーン６６は、医療デバイスに棘を形成するための切断要素（例えば、ナイフ刃ま
たは回転刃（図示せず））を受容するような構成および寸法にされる。モータ式スライド
７４は、Ｘ、Ｙ、およびＺ面内を移動して、この医療デバイスがこの変換器の前を通過し
て、この医療デバイスに棘を形成することを可能にする。装置６０はまた、回転モータ７
６を備え、この回転モータは、この医療デバイスを円方向に回転させる。前進スライド７
８は、この医療デバイスを毎回の切断後に、適切な棘間隔に対して規定された増分で移動
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させる。装置６０は、必要に応じて、棘を形成する方法を記録するためのカメラ７２、お
よびカメラ７２の視野を最適化するための光源７４を備える。
【００４０】
　ある実施形態において、この医療デバイスは、この医療デバイスの細長本体の長手方向
軸に対する特定の第一の角度で、この切断要素と接触させて動かされるか、または他の実
施形態において、この医療デバイスは、この切断要素に押し付けながら動かされて、約１
％～約４０％の直径に対する切り込み深さの第一の比、他の実施形態においては、約１０
％～約３０％の直径に対する切り込み深さの第一の比を形成する。この切断要素がこの医
療デバイスと依然として接触している間に、約５％～約５０％の直径に対する切り込み深
さの比、他の実施形態においては、約１５％～約４５％の直径に対する切り込み深さを有
する第二の角が切られる。必要に応じて、他の実施形態において、この切断要素がこの医
療デバイスと依然として接触している間に、約１５％～約５０％の直径に対する切り込み
深さの比、他の実施形態においては、約３０％～約５０％の直径に対する切り込み深さの
比を有する第三の角が切られる。
【００４１】
　この刃がこの医療デバイスと接触している時間の量は、ある実施形態において、約１ミ
リ秒～約５秒の範囲である。他の実施形態において、この刃がこの医療デバイスと接触し
ている時間の量は、約１秒～約３秒の範囲である。なおさらなる実施形態において、この
刃がこの医療デバイスと接触している時間の量は、約２秒である。
【００４２】
　ある実施形態において、このナイフ刃は、実質的に、矩形、正方形、円形、平坦な形状
、八角形、三角形、星型、スペード型、矢印型、鉤型、および楕円形の形状にされ得る。
いくつかの実施形態において、このナイフ刃の湾曲は、実質的に凹または実質的に凸であ
る。
【００４３】
　実際には、この医療デバイスは、変換器６２の前を通過する。この変換器は、ホーン６
６　およびアンビル７０を備える。次いで、種々の周波数および信号振幅の超音波エネル
ギーを使用して、その材料をある幾何学的形状に切る。ある実施形態において、この医療
デバイスは、モータ式スライド７４を介して、変換器６２の前を通過する。このモータ式
スライドは、把持具７０およびカメラ７２を保持するような構成および寸法にされる。特
定の実施形態において、この医療デバイスは、機械的供給機構を介して、この医療デバイ
スがこの装置の両側の２つのスプールの周りにしっかりと保持された状態で、変換器６２
の前を通過する（図示せず）。他の実施形態において、この医療デバイスは、この医療デ
バイスを人が操作することを介して、変換器６２の前を通過する。
【００４４】
　図９をなお参照すると、装置６０は、ホーン６６に結合された変換機６２を備える。こ
のホーンは、超音波振動エネルギーを介して、Ｘ－Ｙ面で直線に沿って作動可能に移動す
る。ホーン６６は、刃を備え、この刃は、医療デバイスに少なくとも１つの棘を形成する
ような角度でこの医療デバイスの表面に接触する。この刃は、ナイフ位置決めスライド８
０によって、医療デバイスに接触するように適切に位置決めされる。各棘が形成された後
に、この医療デバイスは、Ｘ－Ｙ面上でモータ式スライド７４を介して特定の距離だけ直
線運動で移動して、この医療デバイスに別の棘が形成されることを可能にする。ある実施
形態において、この医療デバイスは、Ｘ－Ｚ面内でモータ式スライド７４を介して特定の
距離だけ移動して、棘を形成する。さらなる実施形態において、この医療デバイスは、Ｙ
－Ｚ面内でモータ式スライド７４を介して特定の距離だけ移動して、棘を形成する。代替
の実施形態において、この医療デバイスは、回転モータ７６を介して円の様式で移動して
、棘を特定の位置に形成する。ある実施形態において、この医療デバイスは、回転と、ｘ
－ｚ面回転との両方で移動する。
【００４５】
　実際には、棘１２は、ナイフ刃または回転刃（図示せず）のいずれかがこの医療デバイ
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スの外側表面に接触する際に、形成される。この刃は、この医療デバイスの表面と接触す
るように、例えば、Ｘ－Ｙ面の直線での往復運動アクチュエータによって、推進され得る
。しかし、代替の実施形態において、この刃が固定されて保持され得、そしてこの医療デ
バイスがこの刃に向けて推進され得ることが想定される。この刃は、医療デバイスの表面
に対して、この刃がこの医療デバイスの表面と接触する動きと、このナイフの超音波振動
との組み合わせ作用が、所望の棘を形成するような角度で、接触する。次いで、前進スラ
イド７８が、毎回の切断後に、棘の所望の間隔に対して規定された増分で、この医療デバ
イスを移動させる。
【００４６】
　超音波エネルギーは、医療デバイスに棘を形成している際に、この医療デバイスに熱を
移動させ得る。波の周期全体にわたって刃が医療デバイスに貫入したままにされる場合、
振幅に依存して、超音波周波数は、この医療デバイスの融解を引き起こし得る。このこと
が起こることを防止するために、いくつかの実施形態において、超音波エネルギーの提供
は、これらの刃を医療デバイスとの接触から離す前のいずれかの時点で、中断される。他
の実施形態において、この方法は、振幅の増加または減少に関連して上に示されたように
、切り込みの角度および深さを変化させるために使用され得る。
【００４７】
　いくつかの実施形態において、棘は、医療デバイスの細長本体に直接鋭角の切込みを作
製し、この切られた部分がこの医療デバイスの細長本体から外向きに押されて離されるこ
とによって、形成され得る。細長本体にこのように形成された棘の深さは、材料の直径お
よび切り込みの深さに依存し得る。
【００４８】
　いくつかの実施形態において、医療デバイスの細長本体の外側に、軸方向に間隔を空け
た複数の棘を切るのに適切なデバイスは、グリッパー（例えば、切断床、切断床万力、切
断テンプレート、ならびに切断を実施するための刃アセンブリとしての変換器およびホー
ン）を使用し得る。操作において、切断デバイスは、軸方向に間隔を空けた複数の棘を、
同じ構成または無作為な構成で、そして互いに対して異なる角度で製造する能力を有する
。
【００４９】
　他の実施形態において、棘は、医療デバイスの細長本体の長さの第一の部分で、医療デ
バイスの第一の端部が組織を一方向に通る動きを可能にするように整列され得、一方で、
この医療デバイスの細長本体の長さの第二の部分の棘は、この医療デバイスの第二の端部
の逆方向への動きを可能にするように整列され得る。
【００５０】
　これらの棘は、任意の適切なパターン（例えば、螺旋パターン、スパイラルパターン、
直線パターン、または無作為に間隔を空けたパターン）で配置され得る。このパターンは
、対称であっても非対称であってもよい。棘は、医療デバイスの細長本体の全外周、また
はその一部分に配置され得る。さらに、棘は、細長本体の全長にわたって配置され得るか
、またはその一部分のみ（単数または複数）のみに配置され得る。棘の数、構成、間隔お
よび表面積は、この医療デバイスが使用される組織型、ならびにこの医療デバイスを形成
するために利用される材料の組成および幾何学的形状に依存して、変わり得る。ある実施
形態において、これらの棘は、細長本体の外周の周りで、重ならない、コルク栓抜き様の
パターンで配置される。さらに、棘の割合は、比較的一定なままであり得、一方で、棘の
全体的な長さおよび棘の間隔は、接続される組織によって決定され得る。例えば、この医
療デバイスが皮膚または腱の創傷の縁部を接続するために使用される場合、これらの棘は
、比較的短く、より硬く作製されて、このかなり堅固な組織に入ることを容易にし得る。
あるいは、この縫合糸が脂肪組織（これは、比較的柔軟である）において使用されること
を意図される場合、これらの棘は、より長く、より間隔を空けて作製されて、この縫合糸
が軟部組織を把持する能力を増大させ得る。
【００５１】
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　棘の表面積もまた変わり得る。例えば、丸へし状先端の棘が、特定の外科手術用途のた
めに設計された様々なサイズで作製され得る。脂肪組織および比較的柔らかい組織を接合
するためには、より大きい棘が望まれ得、一方で、より小さい棘は、コラーゲンの密度が
高い組織に対してより適切であり得る。いくつかの実施形態において、同じ構造体内での
大きい棘と小さい棘との組み合わせが、例えば、この縫合糸が異なる層構造の組織修復に
おいて使用される場合に有利であり得る。特定の実施形態において、一方向縫合糸は、大
きい棘と小さい棘との両方を有し得る。他の実施形態において、二方向縫合糸は、大きい
棘と小さい棘との両方を有し得る。
【００５２】
　本開示に従う医療デバイス１００は、吸収性材料、非吸収性材料、およびこれらの組み
合わせから形成され得る。より具体的には、この医療デバイスは、ポリエステル、ポリオ
ルトエステル、ポリマー薬物、ポリヒドロキシブチレート、ジオキサノン、ラクトン、タ
ンパク質、ガット、コラーゲン、カーボネート、これらのホモポリマー、これらのコポリ
マー、およびこれらの組み合わせからなる群より選択される吸収性材料から形成され得る
。他の実施形態において、この医療デバイスを形成するために利用され得る適切な吸収性
材料としては、天然コラーゲン材料または合成樹脂（アルキレンカーボネート（例えば、
トリメチレンカーボネート、テトラメチレンカーボネートなど）から誘導されるもの、カ
プロラクトン、グリコール酸、乳酸、グリコリド、ラクチド、これらのホモポリマー、こ
れらのコポリマー、およびこれらの組み合わせが挙げられる）が挙げられる。いくつかの
実施形態において、グリコリドとラクチドとをベースとするポリマー（特に、グリコリド
とラクチドとのコポリマー）が、本開示の医療デバイスを形成するために利用され得る。
他の実施形態において、本開示の医療デバイスは、溶解可能な金属（例えば、マグネシウ
ム）から形成され得る。
【００５３】
　ある実施形態において、本開示に従う医療デバイスを形成するために利用され得る適切
な材料としては、グリコール酸、乳酸、グリコリド、ラクチド、ジオキサノン、トリメチ
レンカプロラクトン、および上記のものの様々な組み合わせを有する、ホモポリマー、コ
ポリマー、および／またはブレンドが挙げられる。例えば、いくつかの実施形態において
、グリコリドとトリメチレンカーボネートとのコポリマーが利用され得る。このようなコ
ポリマーを形成するための方法は、当業者の知識の範囲内であり、そして例えば、米国特
許第４，３００，５６５号および同第５，３２４，３０７号（これらの各々の全開示は、
本明細書中に参考として援用される）に開示される方法が挙げられる。グリコリドとトリ
メチレンカーボネートとの適切なコポリマーは、このコポリマーの約６０重量％～約７５
重量％、ある実施形態において、このコポリマーの約６５重量％～約７０重量％の量のグ
リコリドを有し得、トリメチレンカーボネートは、このコポリマーの約２５重量％～約４
０重量％、ある実施形態において、このコポリマーの約３０重量％～約３５重量％の量で
存在する。
【００５４】
　他の適切な材料としては、ラクチドとグリコリドとのコポリマーが挙げられ、ラクチド
は、このコポリマーの約６重量％～約１２重量％の量で存在し、そしてグリコリドは、こ
のコポリマーの約８８重量％～約９４重量％の量で存在する。いくつかの実施形態におい
て、ラクチドは、このコポリマーの約７重量％～約１１重量％で存在し、グリコリドは、
このコポリマーの約８９重量％～約９８重量％の量で存在する。いくつかの他の実施形態
において、ラクチドは、このコポリマーの約９重量％の量で存在し、グリコリドは、この
コポリマーの約９１重量％の量で存在する。
【００５５】
　ある実施形態において、本開示による医療デバイスを形成するのに適切な材料は、ある
実施形態において、グリコリドと、ジオキサノンと、トリメチレンカーボネートとのコポ
リマーを含有する。このような材料としては、例えば、このコポリマーの約５５重量％～
約６５重量％、ある実施形態において、このコポリマーの約５８重量％～約６２重量％、
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いくつかの実施形態において、このコポリマーの約６０重量％の量のグリコリド；このコ
ポリマーの約１０重量％～約１８重量％、ある実施形態において、このコポリマーの約１
２重量％～約１６重量％、いくつかの実施形態において、このコポリマーの約１４重量％
の量のジオキサノン；およびこのコポリマーの約１７重量％～約３５重量％、ある実施形
態において、このコポリマーの約２２重量％～約３０重量％、いくつかの実施形態におい
て、このコポリマーの約２６重量％の量のトリメチレンカーボネートを有するコポリマー
が挙げられ得る。
【００５６】
　他の適切な材料としては、グリコリドと、ラクチドと、トリメチレンカーボネートと、
ε－カプロラクトンとのコポリマーが挙げられ、本開示に従う医療デバイスを形成するた
めに利用され得る。このような材料としては、例えば、このコポリマーの約１４重量％～
約２０重量％、ある実施形態において、このコポリマーの約１６重量％～約１８重量％、
いくつかの実施形態において、このコポリマーの約１７重量％の量のε－カプロラクトン
；このコポリマーの約４重量％～約１０重量％、ある実施形態において、このコポリマー
の約６重量％～約８重量％、いくつかの実施形態において、このコポリマーの約７重量％
の量のラクチド；このコポリマーの約４重量％～約１０重量％、ある実施形態において、
このコポリマーの約６重量％～約８重量％、いくつかの実施形態において、このコポリマ
ーの約７重量％の量のトリメチレンカーボネート；およびこのコポリマーの約６０重量％
～約７８重量％、ある実施形態において、このコポリマーの約６６重量％～約７２重量％
、いくつかの実施形態において、このコポリマーの約６９重量％の量のグリコリドを有す
るランダムコポリマーが挙げられ得る。
【００５７】
　本開示に従う、吸収性材料から製造された棘付き医療デバイスは、移植後に、ある期間
にわたって、種々の加工パラメータおよび使用される特定のコポリマーに依存して、それ
らの構造的一体性を（例えば、元の強度の約８０％）維持する。このような特性としては
、例えば、コポリマーの成分（このコポリマーを形成するために利用されるモノマーと、
それに対する任意の添加剤との両方が挙げられる）、ならびに加工条件（例えば、重合反
応の速度、反応温度、圧力など）、および得られるコポリマーの任意のさらなる処理（例
えば、コーティング、滅菌など）が挙げられる。
【００５８】
　吸収性の医療デバイスへの棘の形成は、このデバイスの分解特性を変更し得る。例えば
、縫合糸本体への棘の形成は、米国特許出願番号１１／５５６，００２（２００６年１１
月２日出願、発明の名称「Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｂｉｏａｂｓｏｒｂａｂｌｅ　Ｂａｒｂ
ｅｄ　Ｓｕｔｕｒｅｓ」、その全内容は、本明細書中に参考として援用される）に記載さ
れるように、本開示に従う縫合糸の分解時間を変更するために利用され得る。
【００５９】
　本開示に従って構成された非吸収性棘付き医療デバイスについて、本開示の医療デバイ
スを形成するために利用され得る適切な非吸収性材料としては、ポリオレフィン（例えば
、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンとポリプロピレンとのコポリマー、およ
びポリエチレンとポリプロピレンとのブレンド）；ポリアミド（例えば、ナイロン）；ポ
リアミン；ポリイミン；ポリエステル（例えば、ポリエチレンテレフタレート）；フルオ
ロポリマー（例えば、ポリテトラフルオロエチレン）；ポリエーテル－エステル（例えば
、ポリブタエステル（ｐｏｌｙｂｕｔｅｓｔｅｒ））；ポリテトラメチレンエーテルグリ
コール；１，４－ブタンジオール；ポリウレタン；ならびにこれらの組み合わせが挙げら
れる。このポリプロピレンは、アイソタクチックポリプロピレン、またはアイソタクチッ
クポリプロピレンとシンジオタクチックポリプロピレンもしくはアタクチックポリプロピ
レンとの混合物であり得る。他の実施形態において、非吸収性材料は、絹、綿、麻、炭素
繊維などを含み得る。なお他の実施形態において、本開示の医療デバイスを形成するため
の非吸収性材料としては、金属（例えば、チタン、およびステンレス鋼）が挙げられる。
【００６０】
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　本開示の医療デバイスを形成するためのフィラメントおよび繊維は、当業者の知識の範
囲内である任意の技術（例えば、押し出し、成形、および／または溶媒キャスティング）
を使用して形成され得る。
【００６１】
　１つの実施形態において、複合棘は、モノフィラメント縫合糸に形成される。棘付きモ
ノフィラメント縫合糸は、より高い強度、より長い吸収および強度プロフィールが望まし
い実施形態において、使用され得る。この複合棘モノフィラメント縫合糸は、例えば、感
染の危険性が高い皮膚での用途において、好まれ得る。
【００６２】
　いくつかの実施形態において、本開示の医療デバイスは、１つより多いフィラメントか
ら作製された糸を含み得、このフィラメントは、同じ材料または異なる材料の複数のフィ
ラメントを含み得る。この医療デバイスが複数のフィラメントから作製される場合、この
医療デバイスは、任意の公知の技術（例えば、編組、製織または編成）を使用して作製さ
れ得る。これらのフィラメントはまた、不織縫合糸を製造するために組み合わせられ得る
。これらのフィラメント自体は、縫合糸形成プロセスの一部として、延伸され得るか、配
向され得るか、捲縮され得るか、撚糸され得るか、混繊され得るか、または空気で絡めら
れて、糸を形成し得る。
【００６３】
　棘は、本開示に従って、ステープルに形成され得る。図１２に図示されるように、ステ
ープル８００は、１対の細長本体すなわちレッグ８４０を接続するクラウン８１０を備え
る。このクラウンは、真っ直ぐな部材として図示されるが、レッグ８４０を相互接続し得
る任意の形状（例えば、頂点）に形成され得る。レッグ８４０は、このクラウンから実質
的に垂直に延びるが、代替の実施形態において、このクラウンからある角度で延び得る。
棘８２０が、レッグ８４０に形成される。
【００６４】
　ステープル８００は、送達デバイスを介して、展開されて代表的なクリンプされた「Ｂ
」字型に変形させられ得るか、あるいは、レッグ８４０の棘８２０は、図１２に示される
ような元の構成で展開され得る。なぜなら、一旦展開されると、棘８２０が組織に繋留し
、これによって、変形に抵抗し、そして組織の引き離し強度を増強するからである。組織
の引き離し強度は、棘の角度、および１つのステープルレッグあたりの棘の数などの要因
に依存する。棘の方向もまた、このステープルが組織に貫入して組織内に適切に繋留する
ことを確実にする。さらに、保持強度に合うために必要とされるステープルの直径は、代
表的な棘なしステープルの直径と比較して、減少する。従って、棘付きステープルの保持
強度は、クリンプされた棘なしステープルの保持強度に合うようにされ得、これによって
、ステープラーのアンビルの必要性を排除し、そして誤発射、不完全なクリンプ、または
従来の送達デバイスにおいて起こり得る過剰クリンプの可能性を防止し得る。
【００６５】
　他の実施形態において、複合棘医療デバイスは、他の医療デバイス（例えば、棘付き縫
合糸、外科手術用繊維、アンカー、スリットシート、リボン、テープ、メッシュ、ステン
ト、足場、外科用綿撤糸、および脈管移植片）を備え得る。
【００６６】
　一旦、この医療デバイスに棘が付けられると、この医療デバイスは、当業者の知識の範
囲内である任意の手段によって、滅菌され得る。
【００６７】
　ある実施形態において、棘付き医療デバイスは、全体としてかまたは部分的に（例えば
、医療デバイス本体、棘、および／またはこれらの一部分）、形状記憶ポリマーを使用し
て構成され得、これらの形状記憶ポリマーは、組織に接着するのに適切な形状、棘付きデ
バイスを固定することを補助するのに適切な形状、または別の外科手術用デバイス（例え
ば、メッシュ）を組織に固定するのに適切な形状を、インビボで取り得る。本開示の棘付
き医療デバイスを形成するために利用される形状記憶ポリマー材料は、永続的形状および
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一時的形状を有する。ある実施形態において、この一時的形状は、外科医がこの医療デバ
イスを患者の身体に導入する能力を増強する構成の形状である。この永続的形状（エネル
ギー（例えば、熱または光）を与える際にインビボで呈される）は、組織内への医療デバ
イスの保持、および／または組織への外科手術用デバイスの接着を増強する構成の形状で
ある。
【００６８】
　形状記憶ポリマーとは、縫合糸またはステープルなどの物体に形成される場合に、機械
的な力により一時的に変形し得、次いで、エネルギーにより刺激を受ける場合に元の形状
に復帰し得る、ポリマーのクラスである。形状記憶ポリマーは、それらの微細構造中の少
なくとも二相の分離した微小ドメインによって、形状記憶特性を示す。第一のドメインは
、硬い、共有架橋構造または他の様式で鎖の動きが制限された構造からなり、この構造は
、その物体の元の形状を保持するためのアンカーとして働く。第二のドメインは、切り替
え可能な柔らかい構造であり、この構造は、変形し得、次いで固定されて、二次形状また
は一時的形状を得る。
【００６９】
　熱で刺激される形状記憶ポリマーの場合、転移温度（ＴＴｒａｎｓ）が存在し、この温
度において、加熱中に形状変化が起こる。従って、これらの形状記憶ポリマーは、分子レ
ベルで材料特性を変更すること、および加工パラメータを変化させることによって、調整
され得る。物体の一次形状は、ソフトドメインが可撓性でありかつハードドメインが完全
には形成されない温度で、熱および圧力を用いて形成され得る。次いで、この物体は、ハ
ードドメインがより完全に形成され、そしてソフトドメインが硬くなるように、冷却され
得る。二次形状または一時的形状は、この物体を機械的に変形させることにより形成され
得、この変形は、ＴＴｒａｎｓに近い温度またはより高温で、最も容易に達成される。次
いで、この物体に導入される機械的応力は、この物体をＴＴｒａｎｓ未満の温度まで冷却
して、ソフトドメインを硬い状態に固化させることによって、適所にロックされる。一旦
、この物体がＴＴｒａｎｓより高温であるＴまで加熱されると、そのソフトドメインが軟
化し、そして弛緩してその元の構成に戻り、そしてその物体は、その一次形状または元の
形状（本明細書中で時々、その永続的形状と称される）まで戻る。形状記憶材料がその永
続的形状を回復する温度は、ある実施形態において、その永続温度（Ｔｐｅｒｍ）と称さ
れ得る。
【００７０】
　本明細書中に開示される棘付き医療デバイスを構成するために使用され得る、形状記憶
特性を有するポリマーとしては、例えば、合成材料、天然材料（例えば、生物学的材料）
およびこれらの組み合わせが挙げられ、これらの材料は、生分解性および／または非生分
解性であり得る。本明細書中で使用される場合、用語「生分解性」は、生体吸収性材料と
生体再吸収性材料との両方を包含する。生分解性とは、その物質が身体条件下で分解する
かまたは構造的一体性を失うか（例えば、酵素分解、加水分解）あるいは身体内の生理学
的条件下で（物理的もしくは化学的に）分解（例えば、溶解）し、その結果、その分解生
成物が身体により排出可能または吸収可能になることを意味する。
【００７１】
　形状記憶特性を有し得る適切な非分解性材料としては、ポリオレフィン（例えば、ポリ
エチレン（超高分子量ポリエチレンが挙げられる）およびポリプロピレン（アタクチック
、アイソタクチック、シンジオタクチック、およびこれらのブレンドが挙げられる））；
ポリエチレングリコール；エチレンオキシド；超高分子量ポリエチレン；ポリエチレンと
ポリプロピレンとのコポリマー；ポリイソブチレンとエチレン－αオレフィンとのコポリ
マー；フッ素化ポリオレフィン（例えば、ポリフルオロエチレン、ポリフルオロプロピレ
ン、フルオロＰＥＧ、およびポリテトラフルオロエチレン）；ポリアミド（例えば、ナイ
ロン、ナイロン６、ナイロン６，６、ナイロン６，１０、ナイロン１１、ナイロン１２、
およびポリカプロラクタム）；ポリアミン；ポリイミン；ポリエステル（例えば、ポリエ
チレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリトリメチレンテレフタレート、
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およびポリブチレンテレフタレート）；ポリエーテル；ポリテトラメチレンエーテルグリ
コール；ポリブタエステル、（ブチレンテレフタレートとポリテトラメチレンエーテルグ
リコールとのコポリマーが挙げられる）；１，４－ブタンジオール；ポリウレタン；アク
リルポリマー；メタクリル類；ハロゲン化ビニルポリマーおよびコポリマー（例えば、ポ
リ塩化ビニル）；ポリビニルアルコール；ポリビニルエーテル（例えば、ポリビニルメチ
ルエーテル）；ポリハロゲン化ビニリデン（例えば、ポリフッ化ビニリデンおよびポリ塩
化ビニリデン）；ポリクロロフルオロエチレン；ポリアクリロニトリル；ポリアリールエ
ーテルケトン；ポリビニルケトン；ポリビニル芳香族（例えば、ポリスチレン）；ポリビ
ニルエステル（例えば、ポリ酢酸ビニル）；ビニルモノマー同士のコポリマーおよびビニ
ルモノマーとオレフィンとのコポリマー（例えば、エチレン－メタクリル酸メチルコポリ
マー）；アクリロニトリル－スチレンコポリマー；ＡＢＳ樹脂；エチレン－酢酸ビニルコ
ポリマー；アルキド樹脂；ポリカーボネート；ポリオキシメチレン；ポリホスファジン；
ポリイミド；エポキシ樹脂；アラミド；レーヨン；レーヨン－トリアセテート；スパンデ
ックス；シリコーン；ならびにこれらのコポリマーおよび組み合わせが挙げられるが、こ
れらに限定されない。さらに、非生分解性のポリマーおよびモノマーが、互いに組み合わ
せられ得る。
【００７２】
　形状記憶特性を有し得る適切な生体吸収性ポリマーとしては、脂肪族ポリエステル；ポ
リアミド；ポリアミン；ポリアルキレンオキサレート；ポリ（酸無水物）；ポリアミドエ
ステル；コポリ（エーテル－エステル）；ポリ（カーボネート）（チロシン由来のカーボ
ネートが挙げられる）；ポリ（ヒドロキシアルカノエート）（例えば、ポリ（ヒドロキシ
酪酸）、ポリ（ヒドロキシ吉草酸）、およびポリ（ヒドロキシブチレート））；ポリイミ
ドカーボネート；ポリ（イミノカーボネート）（例えば、ポリ（ビスフェノールＡ－イミ
ノカーボネート）など）；ポリオルトエステル；ポリオキサエステル（アミノ基を含むも
のが挙げられる）；ポリホスファゼン；ポリ（プロピレンフマレート）；ポリウレタン；
ポリマー薬物（例えば、ポリジフルニソール、ポリアスピリン、およびタンパク質治療剤
）；生物学的に修飾された（例えば、タンパク質、ペプチド）生体吸収性ポリマー；およ
びこれらのコポリマー、ブロックコポリマー、ホモポリマー、ブレンド、ならびに組み合
わせが挙げられるが、これらに限定されない。
【００７３】
　適切な脂肪族ポリエステルとしては、ラクチド（乳酸、Ｄ－ラクチド、Ｌ－ラクチドお
よびメソラクチドが挙げられる）；グリコリド（グリコール酸が挙げられる）；ε－カプ
ロラクトン；ｐ－ジオキサノン（１，４－ジオキサン－２－オン）；トリメチレンカーボ
ネート（１，３－ジオキサン－２－オン）；トリメチレンカーボネートのアルキル誘導体
；δ－バレロラクトン；β－ブチロラクトン；γ－ブチロラクトン；ε－デカラクトン；
ヒドロキシブチレート；ヒドロキシバレレート；１，４－ジオキセパン－２－オン（その
二量体である１，５，８，１２－テトラオキサシクロテトラデカン－７，１４－ジオンが
挙げられる）；１，５－ジオキセパン－２－オン；６，６－ジメチル－１，４－ジオキサ
ン－２－オン；２，５－ジケトモルホリン；ピバロラクトン；α，α－ジエチルプロピオ
ラクトン；エチレンカーボネート；エチレンオキサレート；３－メチル－１，４－ジオキ
サン－２，５－ジオン；３，３－ジエチル－１，４－ジオキサン－２，５－ジオン；６，
８－ジオキサビシクロオクタン（ｄｉｏｘａｂｉｃｙｃｌｏｃｔａｎｅ）－７－オンのホ
モポリマーおよびコポリマー；ならびにこれらのポリマーブレンドおよびコポリマーが挙
げられ得るが、これらに限定されない。
【００７４】
　他の適切な生分解性ポリマーとしては、ポリ（アミノ酸）（コラーゲン（Ｉ、ＩＩおよ
びＩＩＩ）、エラスチン、フィブリン、フィブリノゲン、絹、およびアルブミンなどのタ
ンパク質が挙げられる）；ラミニンおよびフィブロネクチンの配列を含むペプチド（ＲＧ
Ｄ）；多糖類（例えば、ヒアルロン酸（ＨＡ）、デキストラン、アルギネート、キチン、
キトサン、およびセルロース）；グリコサミノグリカン；ガット；ならびにこれらの組み
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合わせが挙げられるが、これらに限定されない。コラーゲンは、本明細書中で使用される
場合、天然コラーゲン（例えば、動物由来のコラーゲン、ゼラチン化コラーゲン）、また
は合成コラーゲン（例えば、ヒト組換えコラーゲンもしくは細菌組換えコラーゲン）を包
含する。
【００７５】
　さらに、合成により修飾された天然ポリマー（例えば、セルロース誘導体および多糖類
誘導体（アルキルセルロース、ヒドロキシアルキルセルロース、セルロースエーテル、セ
ルロースエステル、ニトロセルロース、およびキトサンが挙げられる））が利用され得る
。適切なセルロース誘導体の例としては、メチルセルロース、エチルセルロース、ヒドロ
キシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシブチルメチ
ルセルロース、酢酸セルロース、プロピオン酸セルロース、酢酸酪酸セルロース、酢酸フ
タル酸セルロース、カルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）、三酢酸セルロース、および
硫酸セルロースナトリウム塩が挙げられる。これらは本明細書中でまとめて、ある実施形
態において、「セルロース」と称され得る。
【００７６】
　ある実施形態において、分解性材料と非分解性材料との両方の組み合わせ（形状記憶特
徴を有するものが挙げられる）が利用され得る。
【００７７】
　ある実施形態において、形状記憶ポリマーは、異なる熱特性を有する２つの成分のコポ
リマー（例えば、オリゴ（ε－カプロラクトン）ジメタクリレートとアクリル酸ブチル（
ポリ（ε－カプロラクトン）ジメタクリレート－ポリ（アクリル酸ｎ－ブチル）が挙げら
れる）、またはジオールエステルとエーテル－エステルジオール（例えば、オリゴ（ε－
カプロラクトン）ジオール／オリゴ（ｐ－ジオキサノン）ジオールコポリマー））であり
得る。これらのマルチブロックオリゴ（ε－カプロラクトン）ジオール／オリゴ（ｐ－ジ
オキサノン）ジオールコポリマーは、線状の鎖に一緒に連結された２つのブロックセグメ
ント（すなわち、「ハード」セグメントおよび「スイッチ」セグメント）を有する。この
ような材料は、例えば、Ｌｅｎｄｌｅｉｎ，「Ｓｈａｐｅ　Ｍｅｍｏｒｙ　Ｐｏｌｙｍｅ
ｒｓ－Ｂｉｏｄｅｇｒａｄａｂｌｅ　Ｓｕｔｕｒｅｓ」，Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ｗｏｒｌ
ｄ，第１０巻，第７号，２９－３０頁（２００２年７月）に開示されており、その全開示
は、本明細書中に参考として援用される。
【００７８】
　他の実施形態において、生体吸収性材料のブレンドが利用され得、これらとしては、乳
酸および／またはグリコール酸、これらのホモポリマーまたはこれらのコポリマーとブレ
ンドされたウレタン、ならびにカプロラクトンとブレンドされたアクリレート（例えば、
ポリカプロラクトンジメタクリレートポリ（アクリル酸ブチル）ブレンド）、ならびにこ
れらの組み合わせが挙げられるが、これらに限定されない。
【００７９】
　適切な形状記憶ポリマーならびにこれらを用いて永続的形状および一時的形状を形成す
るための手段の他の例は、Ｌｅｎｄｌｅｉｎら，「Ｓｈａｐｅ　Ｍｅｍｏｒｙ　Ｐｏｌｙ
ｍｅｒｓ　ａｓ　ｓｔｉｍｕｌｉ－ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　ｉｍｐｌａｎｔ　ｍａｔｅｒｉ
ａｌｓ」，Ｃｌｉｎｉｃａｌ　Ｈｅｍｏｒｈｅｏｌｏｇｙ　ａｎｄ　Ｍｉｃｒｏｃｉｒｃ
ｕｌａｔｉｏｎ，３２（２００５）１０５－１１６、Ｌｅｎｄｌｅｉｎら，「Ｂｉｏｄｅ
ｇｒａｄａｂｌｅ，　Ｅｌａｓｔｉｃ　Ｓｈａｐｅ　Ｍｅｍｏｒｙ　Ｐｏｌｙｍｅｒｓ　
ｆｏｒ　Ｐｏｔｅｎｔｉａｌ　Ｂｉｏｍｅｄｉｃａｌ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ」，Ｓ
ｃｉｅｎｃｅ，第２６９巻（２００２）１６７３－１６７６、ならびにＬｅｎｄｌｅｉｎ
ら，「Ｓｈａｐｅ－Ｍｅｍｏｒｙ　Ｐｏｌｙｍｅｒｓ」，Ａｎｇｅｗ．Ｃｈｅｍ．Ｉｎｔ
．Ｅｄ．，４１（２００２）２０３５－２０５７に記載されており、これらの各々の全開
示は、本明細書中に参考として援用される。
【００８０】
　以下の表１は、形状記憶効果を示す組成物をさらに説明する。各組成物のブロックコポ
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リマーは、アニーリングされたワイヤの形式であり、示されるソフトセグメントおよびハ
ードセグメントを有し、ガラス転移温度（Ｔｇ）は、示差走査熱量分析により、ＴＴｒａ

ｎｓに等しいと測定された。
【００８１】
【表１】

　表１のコポリマーは、Ｔｇに近付く場合に部分的なシフトを起こし得、そしてＴＴｒａ

ｎｓは、これらの材料が水溶液中にある場合に低下し得る。これらのポリマーは水の吸収
およびバルク加水分解により分解するので、ポリマーマトリックスに浸入する水分子が可
塑剤として働き得、乾燥空気中においてよりも低温で、ソフトセグメントを軟化させ得る
。従って、水溶液中でＴＴｒａｎｓ低下を示すポリマーは、乾燥状態での温度偏差（例え
ば、輸送中および保存中）によって一時的形状を維持し得る。そして移植の際に、体温で
その永続的形状に形状シフトし得る。
【００８２】
　従って、ある実施形態において、この形状記憶ポリマーは、ポリジオキサノンとポリラ
クチドとのブロックコポリマーを含有し得、このポリジオキサノンは、このコポリマーの
約５ｍｏｌ％～約２０ｍｏｌ％、ある実施形態において、このコポリマーの約１５ｍｏｌ
％～約１９ｍｏｌ％の量で存在し、そしてこのポリラクチドは、このコポリマーの約８０
ｍｏｌ％～約９５ｍｏｌ％、ある実施形態において、このコポリマーの約８１ｍｏｌ％～
約８５ｍｏｌ％の量で存在する。他の実施形態において、この形状記憶ポリマーは、トリ
メチレンカーボネートとポリラクチドとのブロックコポリマーを含有し得、このトリメチ
レンカーボネートは、このコポリマーの約５ｍｏｌ％～約２０ｍｏｌ％、ある実施形態に
おいて、このコポリマーの約１５ｍｏｌ％～約１９ｍｏｌ％の量で存在し、そしてこのポ
リラクチドは、このコポリマーの約８０ｍｏｌ％～約９５ｍｏｌ％、ある実施形態におい
て、このコポリマーの約８１ｍｏｌ％～約８５ｍｏｌ％の量で存在し得る。
【００８３】
　ＴＴｒａｎｓは、ブロックセグメントのモル比、ポリマーの分子量、およびハードセグ
メントを形成させる時間を変化させることによって、調整され得ることが想定される。あ
る実施形態において、ＴＴｒａｎｓは、種々の量のソフトセグメントの低分子量オリゴマ
ーを、このコポリマーにブレンドすることにより調整され得る。このようなオリゴマーは
、ＴＴｒａｎｓの下方シフトを起こすための可塑剤として働き得る。
【００８４】
　さらに、本開示の棘付き医療デバイスを形成するコポリマーは、乳化剤、可溶化剤、湿
潤剤、味改変剤、可塑剤、活性剤、水溶性不活性充填剤、防腐剤、緩衝剤、着色剤、およ
び安定剤を含有し得る。この処方物への可塑剤の添加は、可撓性を改善し得る。可塑剤ま
たは可塑剤混合物は、ポリエチレングリコール、グリセロール、ソルビトール、スクロー
ス、コーンシロップ、フルクトース、ジオクチル－ナトリウムスルホスクシネート、クエ
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ン酸トリエチル、クエン酸トリブチル、１，２－プロピレングリコール、グリセロールの
モノ酢酸エステル、ジ酢酸エステルもしくはトリ酢酸エステル、または天然ゴムであり得
る。
【００８５】
　いくつかの実施形態において、結晶性分解性塩または鉱物が、このブロックコポリマー
組成物に添加されて、形状記憶特性を改善し得るポリマー複合体を作製し得る。ポリラク
チドホモポリマーおよび結晶性ヒドロキシアパタイトを使用するこのような複合体の例は
、Ｚｈｅｎｇら，「Ｓｈａｐｅ　ｍｅｍｏｒｙ　ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　ｏｆ　ｐｏｌｙ
　（Ｄ，Ｌ－ｌａｃｔｉｄｅ／ｈｙｄｒｏｘｙａｐａｔｉｔｅ　ｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ」
，Ｂｉｏｍａｔｅｒｉａｌｓ，２７（２００６）４２８８－４２９５に記載されており、
その全開示は、本明細書中に参考として援用される。
【００８６】
　他の形状記憶材料（形状記憶金属およびニチノールなどの金属合金が挙げられる）もま
た、本開示の医療デバイスを形成するために使用され得る。
【００８７】
　ある実施形態において、成形プロセスが、本開示による棘付き医療デバイスを製造する
ために利用され得る。プラスチック成形方法は、当業者の知識の範囲内であり、そして融
解成形、溶液成形などが挙げられるが、これらに限定されない。射出成形、押し出し成形
、圧縮成形および他の方法もまた、融解成形技術として使用され得る。一旦、適切な寸法
および構成で鋳型に入れられると、医療デバイスを形成するために使用されるポリマー材
料は、適切な温度（例えば、永続温度（Ｔｐｅｒｍ）であり、この温度は、ある実施形態
において、医療デバイスを形成するために利用される形状記憶ポリマー材料の融点であり
得る）まで加熱され得る。この医療デバイスの加熱は、例えば、約４０℃～約１８０℃、
ある実施形態において、約８０℃～約１５０℃が挙げられる適切な温度で、約２分間～約
６０分間、ある実施形態において、約１５分間～約２０分間であり得、永続的な形状およ
び寸法を与える。
【００８８】
　予め記憶された形状で成形された医療デバイスの変形処理のための温度は、亀裂を生じ
ることなく容易な変形を可能にする温度であり、形状記憶のために採用される温度（例え
ば、Ｔｐｅｒｍ）を超えるべきではない。元の形状記憶のための温度を超える温度での変
形処理は、この物体に、新たな変形後の形状を記憶／プログラムさせ得る。
【００８９】
　所望の形状を有する医療デバイスが形成された後に、この医療デバイスは、Ｔｔｒａｎ

ｓより高温で変形させられて、代替の一時的形状を得ることができる。変形のために適切
な温度は、利用される形状記憶ポリマーに依存して変わるが、一般に、そのポリマーの転
移温度（Ｔｔｒａｎｓ）より高温であり得るが、Ｔｐｅｒｍより低温であり得る。ある実
施形態において、形状記憶ポリマーは、そのＴｐｅｒｍから、より低い温度（Ｔｔｒａｎ

ｓより高温なままである）まで冷却され得、そしてある実施形態においては手でおよび／
または機械的手段によって、変形させられ得る。他の実施形態において、この医療デバイ
スは、室温（約２０℃～約２５℃）で変形させられて、その一時的形状を得ることができ
るが、この温度は、使用される特定のポリマーに依存して異なり得る。次いで、この医療
デバイスは、この医療デバイスを形成するために利用される材料のＴｔｒａｎｓ未満の温
度まで冷却され得、この時点で、本開示の医療デバイスは、使用の準備ができる。Ｔｔｒ

ａｎｓは通常、室温より高温であるので、ある実施形態において、室温まで冷却すること
は、一時的形状でロックするために充分であり得る。
【００９０】
　変形が達成され得る様式に関して特定の制限は存在しない。変形は、手で達成されても
、医療デバイスに所望の一時的構成を提供するために選択された適切なデバイスによって
達成されても、いずれでもよい。
【００９１】
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　医療デバイスの形状をその一時的形状に維持する目的で、本開示の形状記憶棘付き医療
デバイスは、永続的形状への転移を引き起こさない温度で保存されるべきである。ある実
施形態において、この形状記憶医療デバイスは、冷蔵庫で保存され得る。
【００９２】
　ある実施形態において、本開示の形状記憶ポリマー材料は、その永続的形状より直径が
小さいかまたは大きい一時的形状に、圧縮または拡張され得る。
【００９３】
　このように調製された医療デバイスは、エネルギーを与える際に（例えば、加熱（患者
の体内への配置、または規定された温度での外部熱を与えることのいずれかによる加熱、
ある実施形態においては利用される形状記憶ポリマーのＴｔｒａｎｓより高温への加熱）
の際に）、その永続的形状を回復する。本開示の医療デバイスは、生体内で利用されるの
で、体熱（約３７℃）での加熱が可能である。このような場合、永続的形状プログラミン
グのための温度は、可能な限り、永続的形状の回復が非常にゆっくりと起こり得るように
、低いべきである。ある実施形態において、永続的形状の回復は、組織への挿入の約１秒
後～約５秒後に起こり得る。
【００９４】
　ある実施形態において、形状記憶ポリマー医療デバイスは、上記のような棘付き縫合糸
である。この縫合糸は棘を付けられ得、次いで、その結晶化温度の近くでアニーリングさ
れて、永続的形状をその縫合糸および／またはその棘にプログラムし得る。例えば、この
縫合糸の永続的形状は、細長本体から離れる方向に延びる棘を備え得る。次いで、一時的
形状がこの縫合糸に与えられ得る。例えば、棘付き縫合糸は、これらの棘を縫合糸本体に
対して圧縮するために充分に小さい内径を有する管を通して供給され得る。次いで、この
管は、この形状記憶ポリマー材料の転移温度より高温まで加熱されてこれらの棘を軟化さ
せ得、次いで、この管および縫合糸が冷却されて、一時的形状を設定し得る。次いで、こ
の縫合糸は、棘が細長本体に近接した（すなわち、整列した）状態でこの管から取り外さ
れ得る。身体内での展開後、これらの棘は拡張して、その拡張した一次形状に戻り、これ
によって、組織内でのこの縫合糸の移動を制限する。他の実施形態において、この形状記
憶医療デバイスは、上でまた記載されたような、棘付きステープルであり得る。
【００９５】
　しかし、いくつかの実施形態において、形状の回復を体温よりわずかに高い温度で起こ
す目的で、より高い形状記憶温度が望ましくあり得る。従って、いくつかの場合において
、医療デバイスを変形状態から解放して永続的形状を回復することは、加熱によって達成
され得る。約３０℃～約５０℃、ある実施形態において、約３９℃～約４３℃の温度で加
熱すると、その一時的形状が解放され得、そして永続的形状が回復され得る。加熱のため
の温度が高くなるほど、永続的形状の回復のために要する時間が短くなる。この加熱のた
めの手段は、限定されない。加熱は、気体または液体の加熱媒体、加熱デバイス、超音波
、電気的誘導などを使用することにより、達成され得る。もちろん、生体が関与する用途
においては、火傷を引き起こさない加熱温度を利用するように注意が払われなければなら
ない。液体加熱媒体の例としては、生理食塩水溶液、アルコール、これらの組み合わせな
どが挙げられる。
【００９６】
　同様に、他の実施形態において、電気的に活性なポリマー（電気活性ポリマーとしても
また公知であり、電気の印加の際に構成を変更し得る）が、本開示に従う医療デバイスを
形作るために利用され得る。電気活性ポリマーの適切な例としては、ポリ（アニリン）、
置換ポリ（アニリン）、ポリカルバゾール、置換ポリカルバゾール、ポリインドール、ポ
リ（ピロール）、置換ポリ（ピロール）、ポリ（チオフェン）、置換ポリ（チオフェン）
、ポリ（アセチレン）、ポリ（エチレンジオキシチオフェン）、ポリ（エチレンジオキシ
ピロール）、ポリ（ｐ－フェニレンビニレン）など、または上記電気活性ポリマーのうち
の少なくとも１つを含む組み合わせが挙げられる。上記電気活性ポリマーのブレンドまた
はコポリマーまたは複合体もまた、使用され得る。
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【００９７】
　エネルギー（例えば、熱）を与える際に形状記憶材料が起こし得る形状の変化と同様に
、ある実施形態において、電気活性ポリマーは、低電圧電源（例えば、バッテリ）からの
電気の印加の際に、形状変化を起こし得る。このような変化を起こすために印加され得る
電気の適切な量は、利用される電気活性ポリマーと共に変わるが、約５ボルト～約３０ボ
ルト、ある実施形態において、約１０ボルト～約２０ボルトであり得る。電気の印加の結
果として、電気活性ポリマーから構成された医療デバイスの形状が、一時的形状から永続
的形状へと変化する。
【００９８】
　電気活性ポリマーは、永続的形状および一時的形状との用語が形状記憶ポリマーに関連
して上に記載された場合と同様の永続的形状および一時的形状を有さないが、本明細書中
で使用される場合、用語「永続的形状」は、電気活性ポリマーに適用される場合、ある実
施形態において、電気活性ポリマーが電気の印加の際に採用する形状を意味し、そして用
語「一時的形状」は、電気活性ポリマーに適用される場合、ある実施形態において、電気
活性ポリマーが電気の非存在下で採用する形状を意味する。
【００９９】
　いくつかの実施形態において、これらの縫合糸は、金属（例えば、鋼および分解性マグ
ネシウム）、金属合金などを含有し得る。
【０１００】
　本明細書中で使用される場合、用語「繊維」、「フィラメント」および「糸」の各々は
、縫合糸または他のデバイスを全体的にかまたは部分的に構成するために使用され得る。
用語「繊維」は、その文脈において、一般に、その直径または幅よりおよそ３桁大きい長
さを有する、天然構造体または合成構造体を指定するために使用される。用語「フィラメ
ント」は、代表的に、無限または極端な長さの「繊維」を記載するために使用され、そし
て「糸」は、一般的な用語として、編成、製織、編組または他の様式での織り込みに対し
て適切な形態の、撚糸または非撚糸の「繊維」または「フィラメント」の連続的なストラ
ンドに対して使用される。
【０１０１】
　ある実施形態において、本開示の縫合糸は、コア／シース構成を有し得、繊維は、コア
／シース構成を有し得、糸は、コア／シース構成を有し得、またはこれらの両方である。
本明細書中に記載される任意の材料（上記形状記憶材料を含む）が、コアもしくはシース
、またはこれらの両方を形成するために利用され得る。
【０１０２】
　本開示の縫合糸は、モノフィラメントであってもマルチフィラメント（例えば、編組さ
れたもの）であってもよい。これらの適切な材料から縫合糸を作製するための方法は、当
業者の知識の範囲内である（例えば、押し出しおよび成形）。これらのフィラメントは、
当業者の知識の範囲内である任意の技術（例えば、混紡、撚糸、編組、製織、絡ませおよ
び編成）を使用して組み合わせられて、マルチフィラメント縫合糸を作製し得る。例えば
、フィラメントが組み合わせられて糸を形成し得るか、またはこれらのフィラメントが編
組され得る。別の例において、フィラメントが組み合わせられて糸を形成し得、次いで、
これらのマルチフィラメント糸が編組され得る。本開示を読む当業者は、フィラメントが
組み合わせられ得る他の方法を予測する。繊維はまた、組み合わせられて、不織マルチフ
ィラメントの大直径縫合糸を製造し得る。特定の実施形態において、本開示による医療デ
バイスを形成する際に有用なマルチフィラメント構造体は、編組により製造され得る。編
組は、当業者の知識の範囲内である任意の方法によりなされ得る。例えば、縫合糸および
他の医療デバイスのための編組構成物は、米国特許第５，０１９，０９３号；同第５，０
５９，２１３号；同第５，１３３，７３８号；同第５，１８１，９２３号；同第５，２２
６，９１２号；同第５，２６１，８８６号；同第５，３０６，２８９号；同第５，３１８
，５７５号；同第５，３７０，０３１号；同第５，３８３，３８７号；同第５，６６２，
６８２号；同第５，６６７，５２８号；および同第６，２０３，５６４号に記載されてお
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り、これらの各々の全開示は、本明細書中に参考として援用される。さらに、本開示のデ
バイスは、モノフィラメントである部分およびマルチフィラメントである部分を備え得る
。いくつかの実施形態において、細長本体の近位端はマルチフィラメントであり得、そし
てループ状部分（以下に記載されるループ部分）はモノフィラメントであり得る。
【０１０３】
　本開示に従う医療デバイスは、１つ以上の合成ポリマーまたは天然ポリマー（例えば、
この医療デバイスが創傷または外科手術部位に付けられる場合に治癒プロセスを加速する
かまたは有利に改変する生物活性剤）でコーティングまたは含浸され得る。特定の実施形
態において、このコーティングは、ラクトン、カーボネート、ポリオルトエステル、ヒド
ロキシアルカノエート、ヒドロキシブチレート、生物活性剤、ポリ酸無水物、シリコーン
、ビニルポリマー、高分子量の蝋および油、天然ポリマー、タンパク質、多糖類、懸濁可
能粒子、分散可能粒子、マイクロスフェア、ナノスフェア、ロッド、これらのホモポリマ
ー、これらのコポリマー、ならびにこれらの組み合わせからなる群より選択される、吸収
性ポリマーから形成され得る。
【０１０４】
　適切な生物活性剤としては、例えば、殺菌剤、抗菌剤、抗生物質、抗増殖剤、医薬、増
殖因子、成長因子、抗凝固剤、凝固剤、鎮痛薬、麻酔薬、抗炎症剤、創傷修復剤など、化
学療法剤、生物学的物質、タンパク質治療剤、モノクローナル抗体、ポリクローナル抗体
、ＤＮＡ、ＲＮＡ、ペプチド、多糖類、レクチン、脂質、共生剤、診断剤、脈管形成剤、
抗脈管形成薬、ポリマー薬物、およびこれらの組み合わせが挙げられる。
【０１０５】
　生物活性剤としては、動物に対して有利であり、そして治癒プロセスを促進する傾向が
ある物質が挙げられる。例えば、縫合糸は、縫合される部位に沈着される生物活性剤を提
供され得る。この生物活性剤は、その抗菌特性、創傷の修復および／または組織の成長を
促進する能力、あるいは血栓症などの特異的指標のために選択され得る。ある実施形態に
おいて、このような剤の組み合わせが、本開示の医療デバイスに、棘の形成後に塗布され
得る。
【０１０６】
　用語「抗菌剤」とは、本明細書中で使用される場合、単独でかまたは免疫系を補助する
ことによって、病原性であり得る微生物を身体が破壊するかまたは抵抗することを補助す
る、剤を包含する。抗菌剤としては、抗生物質、防腐剤、集団感知遮断薬、抗真菌剤、抗
ウイルス剤、界面活性剤、金属イオン、抗菌タンパク質、抗菌ペプチド、抗菌多糖類、消
毒薬およびこれらの組み合わせが挙げられる。組織内にゆっくりと放出される抗菌剤がこ
の様式で適用されて、外科手術または外傷による創傷部位における臨床的な感染または無
症状感染と戦うことを補助し得る。ある実施形態において、適切な抗菌剤は、１種以上の
溶媒に可溶性であり得る。
【０１０７】
　ある実施形態において、以下の抗菌剤が、単独でかまたは本明細書中に記載される他の
生物活性剤と組み合わせて、使用され得る：アントラサイクリン、ドキソルビシン、ミト
キサントロン、フルオロピリミジン、５－フルオロウラシル（５－ＦＵ）、葉酸アンタゴ
ニスト、メトトレキサート、ミトキサントロン、集団感知遮断薬、臭素化フラノン、ハロ
ゲン化フラノン、ポドフィロトキシン、エトポシド、カンプトテシン、ヒドロキシウレア
、白金錯体、シスプラチン、ドキシサイクリン、メトロニダゾール、トリメトプリム－ス
ルファメトキサゾール、リファマイシン（リファンピンなど）、第四世代ペニシリン（例
えば、ウレイドペニシリン、カルボキシペニシリン、メズロシリン、ピペラシリン、カル
ベニシリン、およびチカルシリン、ならびにこれらのアナログまたは誘導体）、第一世代
セファロスポリン（例えば、セファゾリンナトリウム、セファレキシン、セファゾリン、
セファピリン、およびセファロチン）、カルボキシペニシリン（例えば、チカルシリン）
、第二世代セファロスポリン（例えば、セフロキシム、セフォテタン、およびセフォキシ
チン）、第三世代セファロスポリン（例えば、ナクセル（ｎａｘｃｅｌ）、セフジニル、
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セフォペラゾン、セフタジジム、セフトリアキソン、およびセフォタキシム）、ポリビニ
ルピロリドン（ＰＶＰ）、第四世代セファロスポリン（例えば、セフェピム）、モノバク
タム（例えば、アズトレオナム）、カルバペネム（例えば、イミペネム、エルタペネム（
ｅｒｔａｐｅｎｅｍ）およびメロペネム）、アミノグリコシド（例えば、ストレプトマイ
シン、ゲンタマイシン、トブラマイシン、およびアミカシン）、ＭＳＬ群のメンバー（例
えば、マクロライド、長時間作用型マクロライド、リンコサミド（ｌｉｎｃｏｓａｍｉｄ
ｅ）、ストレプトグラミン（ｓｔｒｅｐｔｏｇｒａｍｉｎ）、エリスロマイシン、アジス
ロマイシン、クリンダマイシン、シネロイド（Ｓｙｎｅｒｏｉｄ）、クラリスロマイシン
、および硫酸カナマイシン）、テトラサイクリン（例えば、ミノサイクリン、フシジン酸
、トリメトプリム、メトロニダゾール）；キノロン（例えば、シプロフロキサシン、オフ
ロキサシン、ガチフロキサシン、モキシフロキサシン、レボフロキサシン、およびトロバ
フロキサシン（ｔｒｏｖａｆｌｏｘａｃｉｎ））、ＤＮＡ合成インヒビター（例えば、メ
トロニダゾール）、スルホンアミド（例えば、スルファメトキサゾール、トリメトプリム
（セフィキシム、スペクチノマイシン、テトラサイクリン、ニトロフラントイン、ポリミ
キシンＢ、および硫酸ネオマイシンが挙げられる））、β－ラクタムインヒビター（スル
バクタムなど）、クロラムフェニコール、糖ペプチド（バンコマイシンなど）、ムピロシ
ン、ポリエン（アンホテリシンＢなど）、アゾール（フルコナゾールなど）、ならびに当
該分野において公知である他の公知の抗菌剤。
【０１０８】
　利用され得る化学療法剤の例としては、以下のうちの１つ以上が挙げられる：ドキソル
ビシン（Ｄｏｘ）、パクリタキセル（ＰＴＸ）、カンプトテシン（ＣＰＴ）、ポリグルタ
メート－ＰＴＸ（ＣＴ－２１０３またはキシオタックス（Ｘｙｏｔａｘ））、Ｎ－（２－
ヒドロキシプロピル）メタクリルアミド（ＨＰＭＡ）コポリマー、アントラサイクリン、
ミトキサントロン、レトロゾール、アナストロゾール、上皮成長因子レセプターインヒビ
ター、チロシンキナーゼインヒビター、アポトーシスのモジュレーター、アントラサイク
リン抗生物質（例えば、ダウノルビシンおよびドキソルビシン）、アルキル化剤（例えば
、シクロホスファミドおよびメルファラン）、代謝拮抗物質（例えば、メトトレキサート
および５－フルオロウラシル）、ポリ（エチレングリコール）（ＰＥＧ）、ポリ（グルタ
ミン酸）（ＰＧＡ）、多糖類、モノクローナル抗体ならびにこれらのポリマー－薬物結合
体、これらのコポリマーおよびこれらの組み合わせ。
【０１０９】
　本開示の医療デバイスに組み込まれ得る凝固剤としては、以下のうちの１つ以上が挙げ
られる：細胞の再生を促進する線維化剤、新脈管形成を促進する線維化剤、線維芽細胞の
移動を促進する線維化剤、線維芽細胞の増殖を促進する線維化剤、細胞外マトリックスの
沈降を促進する線維化剤、組織の再造形を促進する線維化剤、憩室壁の刺激原である線維
化剤、絹糸（例えば、蚕糸、クモの糸、組換え絹糸、生糸、加水分解絹糸、酸処理絹糸、
およびアシル化絹糸）、滑石、キトサン、ブレオマイシンまたはそのアナログもしくは誘
導体、結合組織成長因子（ＣＴＧＦ）、金属ベリリウムまたはベリリウム酸化物、銅、サ
ラシン（ｓａｒａｃｉｎ）、シリカ、結晶性シリケート、石英末、滑石粉末、エタノール
、細胞外マトリックスの成分、酸化セルロース、多糖類、コラーゲン、フィブリン、線維
素原、ポリ（エチレンテレフタレート）、ポリ（エチレン－ｃｏ－酢酸ビニル）、Ｎ－カ
ルボキシブチルキトサン、ＲＧＤタンパク質、塩化ビニルのポリマー、シアノアクリレー
ト、架橋ポリ（エチレングリコール）－メタクリレート化コラーゲン、炎症性サイトカイ
ン、ＴＧＦβ、ＰＤＧＦ、ＶＥＧＦ、ＴＮＦα、ＮＧＦ、ＧＭ－ＣＳＦ、ＩＧＦ－α、Ｉ
Ｌ－１、ＩＬ－８、ＩＬ－６、成長ホルモン、骨形成タンパク質、細胞増殖因子、デキサ
メタゾン、イソトレチノイン、１７－β－エストラジオール、エストラジオール、ジエチ
ルスチルベストロール、シクロスポリンＡ、全てトランスのレチン酸またはそのアナログ
もしくは誘導体、ウール（動物性ウール、木毛、および鉱滓綿が挙げられる）、綿、ｂＦ
ＧＦ、ポリウレタン、ポリテトラフルオロエチレン、アクチビン、アンギオポイエチン、
インスリン様増殖因子（ＩＧＦ）、肝細胞増殖因子（ＨＧＦ）、コロニー刺激因子（ＣＳ
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Ｆ）、エリスロポイエチン、インターフェロン、エンドセリン－１、アンギオテンシンＩ
Ｉ、ブロモクリプチン、メチルセルギド（ｍｅｔｈｙｌｓｅｒｇｉｄｅ）、フィブロシン
（ｆｉｂｒｏｓｉｎ）、フィブリン、接着性糖タンパク質、プロテオグリカン、ヒアルロ
ナン、酸性でシステインに富む分泌タンパク質（ＡＰａＲＣ）、トロンボスポンジン、テ
ネイシン（ｔｅｎａｃｉｎ）、細胞接着性分子、デキストランベースの粒子、マトリック
スメタロプロテアーゼのインヒビター、マガイニン（ｍａｇａｉｎｉｎ）、組織または腎
臓プラスミノゲン活性化因子、マトリックスメタロプロテアーゼの組織インヒビター、四
塩化炭素、チオアセトアミド、組織を損傷するフリーラジカルを捕捉するためのスーパー
オキシドジスムターゼ、癌治療のための腫瘍壊死因子、コロニー刺激因子、インターフェ
ロン、インターロイキン－２または免疫系を増強するための他のリンホカイン、血小板に
富む血漿、トロンビン、ペプチド（例えば、自己組み立てペプチド系）、アミノ酸（例え
ば、ｒａｄＡベースのアミノ酸）、ヒドロゲル（例えば、超吸収性ヒドロゲル材料）、こ
れらの組み合わせなど。
【０１１０】
　広範な種々の抗血管新生因子は、本開示の観点で容易に利用され得る。代表的な例とし
ては、抗侵襲性因子；レチン酸およびその誘導体；パクリタキセル（高度に誘導体化され
たジテルペノイド）；スラミン；メタロプロテアーゼ－１の組織インヒビター；メタロプ
ロテアーゼ－２の組織インヒビター；プラスミノゲン活性化因子インヒビター－１；プラ
スミノゲン活性化因子インヒビター－２；種々の形態の軽「ｄ族」遷移金属（例えば、バ
ナジウム、モリブデン、タングステン、チタン、ニオブ、およびタンタルの種およびこれ
らの錯体）；血小板因子４；硫酸プロタミン（クルペイン）；硫酸化キチン誘導体（クイ
ーンクラブ（ｑｕｅｅｎ　ｃｒａｂ）の殻から調製される）；硫酸化多糖類ペプチドグリ
カン複合体（ＳＰ－ＰＧ）（この化合物の機能は、エストロゲンなどのステロイド、およ
びクエン酸タモキシフェンの存在により増強され得る）；スタウロスポリン；マトリック
ス代謝のモジュレーター（例えば、プロリンアナログ（Ｌ－アゼチジン－２－カルボン酸
（ＬＡＣＡ）、シスヒドロキシプロリン、ｄ，Ｌ－３，４－デヒドロプロリン、チアプロ
リン、α，α－ジピリジル、およびβ－アミノプロピオニトリルフマレー）が挙げられる
）；ＭＤＬ　２７０３２（４－プロピル－５－（４－ピリジニル）－２（３Ｈ）－オキサ
ゾロン）；メトトレキサート；ミトキサントロン；ヘパリン；インターフェロン；２マク
ログロブリン血清；ＣｈＩＭＰ－３；キモスタチン；β－シクロデキストリンテトラデカ
スルフェート；エポネマイシン（Ｅｐｏｎｅｍｙｃｉｎ）；カンプトテシン；フマギリン
；金チオリンゴ酸ナトリウム（「ＧＳＴ」）；Ｄ－ペニシラミン（「ＣＤＰＴ」）；β－
１－抗コラーゲナーゼ血清；α２－抗プラスミン；ビサントレン；ロベンザリット二ナト
リウム（Ｎ－（２）－カルボキシフェニル－４－クロロアントロニル酸二ナトリウムすな
わち「ＣＣＡ」）；サリドマイド；アンギオスタチンステロイド；ＡＧＭ－１４７０；カ
ルボキシンアミノイミダゾール（ｃａｒｂｏｘｙｎａｍｉｎｏｌｍｉｄａｚｏｌｅ）；メ
タロプロテアーゼインヒビター（例えば、ＢＢ９４、そのアナログおよび誘導体）；なら
びにこれらの組み合わせが挙げられる。
【０１１１】
　広範な種々のポリマー薬物が、本開示の観点において容易に利用され得る。代表的な例
としては、ステロイド抗炎症剤、非ステロイド抗炎症剤、およびこれらの組み合わせが挙
げられる。本開示において使用され得る非ステロイド抗炎症剤の例は、アスピリン、イン
ドメタシン、イブプロフェン、フェニルブタゾン、ジフルニサル（ｄｉｆｌｕｓｉｎａｌ
）、およびこれらの組み合わせである。
【０１１２】
　使用され得るステロイド抗炎症剤の例は、糖質コルチコイド（例えば、コルチゾンおよ
びヒドロコルチゾン、ベタメタゾン、デキサメタゾン、フルプレドニゾロン、プレドニゾ
ン、メチルプレドニゾロン、プレドニゾロン、トリアムシノロン、パラメタゾン、ならび
にこれらの組み合わせ）である。
【０１１３】
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　上記生物活性剤は、説明の目的で提供されたが、本開示はそのように限定されないこと
が理解されるべきである。具体的には、特定の生物活性剤が上に具体的に記載されたが、
本開示は、このような剤のアナログ、誘導体および結合体を包含すると理解されるべきで
ある。さらに、上記開示は、生物活性剤をコーティングに入れることに言及するが、この
ような生物活性剤は、医療デバイスの任意の部分を形成するために利用される任意の材料
と、当業者の知識の範囲内である手段を利用して合わせられ得る。従って、例えば、生物
活性剤は、本開示の棘付きデバイスの任意の部分を形成するために利用される、ポリマー
材料の一部であり得るか、またはポリマー材料と合わせられ得る。
【０１１４】
　本開示に従う医療デバイスは、例えば、生物学的に受容可能な可塑剤、酸化防止剤およ
び着色剤を含み得、これらは、本開示の縫合糸を形成するために利用されるフィラメント
に含浸され得るか、または本開示の医療デバイス上のコーティングに含まれ得る。
【０１１５】
　生物活性剤は、本開示の医療デバイスを形成するために利用される材料に含浸され得る
か、またはこの医療デバイスの表面に堆積され得る。生物活性剤は、本開示の棘付き医療
デバイスに、当業者の知識の範囲内である任意の方法（例えば、浸漬、噴霧、蒸着、ブラ
ッシング、混合、化合などが挙げられる）を利用して塗布され得る。ある実施形態におい
て、生物活性剤は、本開示に従って、米国特許出願番号１１／８９９，８５２（２００７
年９月６日出願、発明の名称「Ｂｉｏａｃｔｉｖｅ　Ｓｕｂｓｔａｎｃｅ　ｉｎ　ａ　Ｂ
ａｒｂｅｄ　Ｓｕｔｕｒｅ」、その全内容は、本明細書中に参考として援用される）に記
載されるように、棘角（すなわち、棘と医療デバイス表面との間に形成された角）内に配
置され得る。ある実施形態において、生物活性剤は、医療デバイスの任意の棘付き部分お
よび／または棘なし部分（例えば、ステープルのレッグおよび／またはこれらのレッグを
接続するクラウンの、少なくとも一部分）に配置され得る。
【０１１６】
　本開示の医療デバイスは、添加剤（例えば、外科手術野におけるこのデバイスの可視性
を増加させる目的での、色素、顔料、および着色剤）を含有し得る。当業者の知識の範囲
内である剤などの任意の適切な剤が、本開示に従って使用され得る。
【０１１７】
　本開示のフィラメントおよび縫合糸は、一端に針をさらに備え得る。本開示の縫合糸へ
の針の取り付けを容易にする目的で、従来の傾斜剤（ｔｉｐｐｉｎｇ　ａｇｅｎｔ）が、
編組に塗布され得る。この縫合糸の２つの尖った端部は、針をこの縫合糸の両端に取り付
けて、いわゆるダブルアーム縫合糸を提供するために望ましくあり得る。針の取り付けは
、任意の従来の方法（例えば、クリンプ、スエージなど）によってなされ得る。
【０１１８】
　いくつかの場合において、管状挿入デバイス（図示せず）が、本開示に従う棘付き医療
デバイスを組織に導入するために利用され得る。このような管状挿入デバイスは、管状本
体ならびに遠位端および近位端を有し得、この管状本体内に本開示の棘付き医療デバイス
が配置される。使用において、いくつかの実施形態において、本開示の棘付き縫合糸の尖
った端部は、管状挿入デバイスの遠位端を用いて、挿入点の皮膚、組織などを通して押さ
れ得る。棘付き縫合糸の尖った端部および管状挿入デバイスの遠位端は、終点に達するま
でこの組織を通して押される。次いで、管状挿入デバイスの近位端は、把持され、引かれ
て挿入デバイスが除去され、棘付き縫合糸を適所に残す。
【０１１９】
　本開示による使用のために適切な棘付き医療デバイスおよび配置方法は、当該分野にお
いて周知である。例えば、ある実施形態において、本開示の医療デバイスは、組織の上昇
（これは、特定の美容用途において望ましくあり得る）を提供するために利用され得る。
他の実施形態において、本開示の医療デバイスは、組織開口部を閉鎖するために利用され
得る。いくつかの実施形態において、棘付きステープルを利用して組織を閉鎖するための
手順は、棘付きステープルのステープルカートリッジを外科手術用ステープラーに挿入す
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る工程、およびこのステープルを、接合されるべき組織に通して発射する工程を包含する
。この外科手術用ステープラーは、ステープルを変形させるためのアンビルを備えても備
えなくてもよい。いくつかの実施形態において、棘付き縫合糸を利用して組織を閉鎖する
ための手順は、モノフィラメント縫合糸の第一の端部（必要に応じて針に取り付けられて
いる）を、挿入点で身体組織に通して挿入することを包含する。この縫合糸の第一の端部
は、この第一の端部が出口点で身体組織から出て延びるまで、この身体組織を通して押さ
れ得る。次いで、このモノフィラメント縫合糸の第一の端部は、把持されて引かれ、この
縫合糸の第一の部分を身体組織に通して引き、その結果、この縫合糸（の第一の部分）の
細長本体の外側表面が、この身体組織内と、この第一の端部の挿入点と出口点との間で直
接接触したままになる。例えば図１０に示されるように、細長本体６１０の外側表面６３
０は、組織「ｔ」と直接接触する。外側表面６３０は、細長本体の任意の長さ「Ｌ」につ
いて組織「ｔ」と直接接触し得、そして図１０に示されるような接触長さ「Ｌ」に限定さ
れない。次いで、身体組織は、手で集められ、そしてこのモノフィラメント縫合糸の少な
くとも一部分に沿って前進させられて、所望の量の上昇を提供し得る。
【０１２０】
　本開示による医療デバイスは、任意の美容方法、内視鏡方法、または腹腔鏡方法におい
て利用され得る。さらに、本開示の縫合糸は、ある組織を別の組織に付着させるため（靭
帯への組織の付着が挙げられるが、これらに限定されない）に利用され得る。美容外科手
術の特定の用途としては、例えば、顔のしわとり、眉毛上昇、大腿上昇、および胸部上昇
が挙げられる。
【０１２１】
　上記説明は、多くの具体例を含むが、これらの具体例は、本開示の範囲の限定であると
解釈されるべきではなく、単に、本開示の実施形態の例示であると解釈されるべきである
。当業者は、添付の特許請求の範囲により規定されるような本開示の範囲および趣旨内で
、他の多くの可能性を想定する。
【符号の説明】
【０１２２】
１００　医療デバイス
１４　細長本体
１２　複合棘
１２ａ　第一の部分
１２ｂ　第二の部分
１２ｃ　第三の部分
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