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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上端板と、下端板と、その間に網状骨とを含むヒトの椎体に挿入可能である脊椎内伸延
装置であって、
　該椎体内に挿入するための実質的に直線状の展開前構成と、該上端板と該下端板とを分
離し、支持し、または分離および支持の両方をするための、該椎体内のらせん形状の展開
構成を有する少なくとも１つのほぼ細長い部材を有し、
　該細長い部材は、それに沿って間隔をおいて配置される複数の溝を有し、該椎体内で該
細長い部材の該らせん形状の展開構成への曲げを容易にし、そして；
　該らせん形状の展開構成にあるとき、該細長い部材が、複数の屈曲を有するらせん形状
の支持構造を規定し、該支持構造が、該椎体内に内在するサイズであり、そして該椎体の
該上端板と該下端板とを分離し、支持し、または分離および支持の両方をする、伸延装置
。
【請求項２】
　各屈曲が、すぐ隣の屈曲に実質的に接触する、請求項１に記載の伸延装置。
【請求項３】
　前記支持構造は、前記分離された上端板と下端板との方向に範囲を有し、該範囲は、前
記細長い部材が前記椎体内に挿入されるにつれて増大する、請求項１に記載の伸延装置。
【請求項４】
　前記細長い部材は、該細長い部材を展開構成に保持することを支援する断面形状を有す
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る、請求項１に記載の伸延装置。
【請求項５】
　前記細長い部材は、該細長い部材を展開構成に保持することを支援する干渉表面を含む
、請求項１に記載の伸延装置。
【請求項６】
　前記支持構造は実質的に剛である、請求項１に記載の伸延装置。
【請求項７】
　前記細長い部材は、前記支持構造を形成する本来の傾向を有する、請求項１に記載の伸
延装置。
【請求項８】
　前記細長い部材は、形状記憶材料を含む、請求項７に記載の伸延装置。
【請求項９】
　前記支持構造は、前記支持構造によって規定される内在容積に通じる通路を含む、請求
項１に記載の伸延装置。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの細長い部材は、第１の細長い部材と第２の細長い部材とを含み、
該第１の細長い部材によって規定される前記支持構造と該第２の細長い部材によって規定
される前記支持構造とは、並んで配置される、請求項１に記載の伸延装置。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの細長い部材は、第１の細長い部材と第２の細長い部材とを含み、
該第１の細長い部材によって規定される前記支持構造と該第２の細長い部材によって規定
される前記支持構造とは順に積み重ねられる、請求項１に記載の伸延装置。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つの細長い部材は、第１の細長い部材と、第２の細長い部材と、第３
の細長い部材と、第４の細長い部材とを含み、該細長い部材によって規定される前記支持
構造は、並んで積み重ねられた配置に配置される、請求項１に記載の伸延装置。
【請求項１３】
　前記細長い部材に動作可能に接続されて、該細長い部材を前記椎体内に挿入することを
支援する超音波振動を生じさせるエネルギー源をさらに含む、請求項１に記載の伸延装置
。
【請求項１４】
　上端板と下端板を含むヒトの椎体に挿入可能である脊椎内伸延システムであって、
　少なくとも１つの細長い案内部材であって、該案内部材は近位端部分と遠位端部分とを
有し、該遠位端部分は該椎体への挿入のためのサイズの実質的に直線状の展開前構成を備
え、そして該椎体内でらせん形状の展開構成を規定する、案内部材と、
　該細長い案内部材上を進行可能である細長い伸延装置であって、それに沿って間隔を置
いて配置される複数の溝を含み、該細長い伸延装置が、該案内部材の遠位端部分のらせん
形状の展開構成に沿って進行されるとき、該細長い伸延装置のらせん形状の構成への曲げ
を容易する細長い伸延装置と、を備え、
　該らせん形状の構成にあるとき、該細長い伸延装置が、該椎体内で複数の屈曲を有する
らせん形状の支持構造を規定し、該支持構造は、上端板と下端板とを分離し、支持し、ま
たは分離および支持の両方をするのに十分な垂直方向の範囲を有する、該伸延装置と
　を含む、伸延システム。
【請求項１５】
　前記案内部材の前記展開前構成は、ほぼ直線状である、請求項１４に記載の伸延システ
ム。
【請求項１６】
　前記案内部材の前記遠位端部分は、前記展開構成を自ら形成する、請求項１４に記載の
伸延システム。
【請求項１７】
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　前記案内部材の少なくとも前記遠位端部分は、形状記憶材料を含む、請求項１４に記載
の伸延システム。
【請求項１８】
　前記案内部材の前記遠位端部分の椎体への挿入を支援するカニューレをさらに含む、請
求項１４に記載の伸延システム。
【請求項１９】
　前記案内部材に運転可能に接続されて、該案内部材の前記遠位端部分の椎体への挿入を
援助する超音波振動を生じさせるエネルギー源をさらに含む、請求項１４に記載の伸延シ
ステム。
【請求項２０】
　前記案内部材は、前記支持構造が形成された後に前記伸延装置から除去されるよう構成
される、請求項１４に記載の伸延システム。
【請求項２１】
　前記伸延装置は、複数の伸延要素を含む、請求項１４に記載の伸延システム。
【請求項２２】
　前記伸延装置は、前記支持構造の形状を保持することを支援する断面形状を有する、請
求項１４に記載の伸延システム。
【請求項２３】
　前記伸延装置は、前記支持構造の形状を保持することを支援する干渉表面を含む、請求
項１４に記載の伸延システム
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００５年８月１６日に出願された出願米国仮特許出願第６０／７０８，６
９１号、２００５年１１月２１日に出願された出願米国仮特許出願第６０／７３８，４３
２号および２００６年３月２１日に出願された出願米国仮特許出願第６０／７８４，１８
５号の優先権の利益を主張するものであり、これらのすべては参考として本明細書に援用
される。
【０００２】
　（発明の分野）
　本発明は、概して低侵襲外科的処置において用いられる器具および方法に関し、より具
体的には、組織層を伸延し、または分離する、整形外科的処置におけるこのような器具お
よび方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　多様な身体症状は、症状の診断または治療のために、相互から分離され、または伸延さ
れ、次いで間隙を介した関係で支持される必要のある、２つの組織表面を含む。このよう
な分離または伸延は、選択された組織構造を露出し、選択された組織に治療圧をかけ、組
織構造をより通常または元の解剖学的位置に戻しまたは再配置して形成し、薬物または成
長因子を注入し、選択された組織のさらなる成長を修正し、影響し、阻止し、または他の
診断または治療処置を行うためのものである。治療される症状に応じて、組織表面は対向
し、または接触し、骨、皮膚、軟組織、またはこれらの組み合わせであろう。
【０００４】
　整形外科の分野で起こるこのような症状の１つは、脊椎圧迫骨折である。脊椎圧迫骨折
は、人口のかなりの部分に影響し、医療制度に多大なコストを加える。脊椎圧迫骨折は、
１以上の椎骨への粉砕性または崩壊性の創傷である。脊椎骨折は通常、しかし排他的にで
はなく、骨粗鬆症、転移、および／もしくは外傷と関連する。骨粗鬆症は、骨密度を減少
させ、それによって骨をもろくし、骨折を生じやすくさせる。骨粗鬆症によってもろくな
った椎骨は、通常の活動の間に崩壊する可能性があり、脊柱にかかる衝撃またはその他の
力からの創傷に対してより脆弱である。重度の骨粗鬆症の場合には、前屈などの単純な動
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作が、脊椎圧迫骨折を引き起こすのに十分である。国立衛生研究所によれば、脊椎圧迫骨
折は、最も一般的なタイプの骨粗鬆症性骨折である。
【０００５】
　このような脊椎骨折のメカニズムは、通常、軽微な事象であっても、もろくなった骨に
損傷を生じさせ得る、軸圧縮を伴う屈曲の１つである。骨折は介入なしで治癒するが、粉
砕された骨は適切に治癒できない。さらに、骨が自然に治癒させられる場合、椎骨が骨折
によって圧縮された程度にまで、脊椎が変形するであろう。脊柱の変形は、呼吸および消
化管の合併症、また隣接する椎骨の有害な荷重を引き起こすことがある。
【０００６】
　脊椎骨折は、胸腰部の関節において最もしばしば生じ、この周辺では骨折は比較的通常
の分布である。脊椎骨折は、脊柱の形状または強度を恒久的に変えるかもしれない。一般
的に、これらは高さの損失やこぶのある背中を生じる。この疾患（脊柱後湾症または「老
人性円背」と称される）は、肩を前にうなだれさせ、背中の上部が膨張してこぶがあるよ
うに見せる、脊柱湾曲の誇張である。重度の場合において、体の重心は脊椎から遠くに移
動し、脊柱上の増大した曲げモーメントと、個々の椎骨の増大した荷重をもたらす。
【０００７】
　脊椎骨折の他の要因は、転移性疾患である。がん細胞が脊柱に転移すると、がんは椎骨
の部分の破壊を引き起こし、骨をもろくして骨折しやすくするであろう。
【０００８】
　骨粗鬆症と転移性疾患は、脊椎骨折を引き起こす共通の原因であるが、健康な椎骨への
外傷もまた、軽微なものから重度のものまで骨折を引き起こし得る。このような外傷は、
落下、力強いジャンプ、車の事故、または限界点を超えるまで脊柱を圧迫しまたはその他
の方法で緊張させる任意の事象によって生じるであろう。もたらされた骨折は通常、圧迫
骨折または破裂骨折である。
【０００９】
　脊椎骨折は痛みなしで起こり得る。しかしこれらはしばしば、脊柱から体の両側に放射
状に広がる激しい「帯状の」痛みを引き起こす。圧迫骨折における鋭い痛みの源は、椎骨
内およびその周辺の神経を刺激する動きを可能にする、骨折部位における不安定さの結果
であると一般的に考えられている。
【００１０】
　最近まで、脊椎圧迫骨折の治療は、静養、鎮痛、食餌療法、骨密度を回復させまたはさ
らなる骨量の減少を防ぐ投薬、損傷の回避、およびギプスを含む、保守的な手段から成っ
ていた。残念なことに、典型的な患者は高齢者である。患者の類として高齢者は通常、長
時間のベッドでの療養に耐えられない。結果として、脊椎圧迫骨折を治療する低侵襲外科
手技が最近導入され、一般的になってきた。
【００１１】
　脊椎圧迫骨折の治療に用いられる技術の１つは、骨充填剤を骨折した椎体に注入するこ
とである。この処置は通常、経皮的椎体形成術と称される。椎体形成術は、骨充填剤（た
とえば、骨セメント、アログラフ材料またはオートグラフ材料）を崩壊した椎骨に注入し
て破砕された骨を固定させ強化することを含む。
【００１２】
　椎体形成術において、医師は一般的に、２つの外科的アプローチ：経椎弓根または茎外
、のうちの１つを用いて、胸部および腰部の椎体にアクセスする。経椎弓根アプローチは
、茎を通る椎体までの針またはワイヤの配置を含み、医師は片側アクセスまたは両側経椎
弓根アプローチのいずれかを用いることを選ぶであろう。茎外技術は、椎体の後外側角を
通る入口を含む。
【００１３】
　外科的アプローチに関わらず、医師は通常、小径の案内ワイヤまたは針を、骨充填剤注
入針のための通路に沿って配置する。案内ワイヤは、透視誘導下で、椎骨内の注入ポイン
トまで椎体内に進められる。椎骨内へのアクセス通路は、注入管を収容するよう拡大され
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るであろう。場合によっては、注入管は、椎体内に直接配置され、それ自身の開口を形成
する。他の場合では、アクセスカニューレが案内ワイヤの上に配置されて椎体内に進めら
れる。配置の後、カニューレは、案内ワイヤまたはピンの上を通過した注入管と交換され
る。どちらの場合においても、中空の針または同様の管が注入管を通って椎体内に配置さ
れ、骨充填剤を椎骨内に注入するのに用いられる。
【００１４】
　この処置において、粘性の低い骨充填剤と高い注入圧力を用いることで、骨充填剤は椎
体の至る所に分散される傾向がある。しかし、このような処置は、骨充填剤の椎体からの
管外遊出のリスクを著しく増大させる。経椎弓根アプローチは、比較的小さな針（通常１
１ゲージ以下）の使用を必要とする。通常、経椎弓根アプローチに必要とされる小径の針
は、骨充填剤をより液体（粘性の低い）状態で注入することを必要とする。さらに、骨充
填剤を小さなゲージの針を通って流すのに必要とされる圧力は、比較的高い。骨充填剤が
損傷を受けやすい領域に流入することを制御し、または停止することの困難さは、必要と
される圧力が増大するにつれて増大する。反対に、茎外アプローチは、より大きな針（腰
部および胸部下部で約６ｍｍの内径まで）を収容するのに十分な余地を提供する。茎外ア
プローチにおいて用いられるより大きな針は、より濃い、より制御可能な粘性状態での骨
充填剤の注入を可能にする。したがって、多くの医師が現在、骨充填剤がより大きなカニ
ューレを通じて低圧下で注入されるように、茎外アプローチを推奨する。しかし、経椎弓
根アプローチはそれでも好適なアプローチである。しかし、後の管外遊出は脊髄の外傷を
引き起こし得るため、これを防ぐよう最大限注意を払って、管外遊出を防ぐようやはり警
戒しなければならない。医師は一般的に、透視画像化を繰り返し用いて骨充填剤の伝播を
監視し、重大な関心領域への流入を防ぐ。裂穴漏れが生じた場合、患者は外科的減圧を必
要とし、および／もしくは、麻痺を被るであろう。
【００１５】
　脊椎骨折の治療のその他のタイプは、圧迫骨折セメント固定術として知られる。圧迫骨
折セメント固定術は、骨折を縮小させること、およびおそらく、骨充填剤を注入する前に
椎骨高さをいくらか回復させることを意図して、血管形成用バルーンと同様の１または２
のバルーンを用いる、修正された脊椎骨折治療である。１または２のバルーンは一般的に
、両側経椎弓根カニューレを介して椎骨内に導入される。バルーンは膨張されて骨折を縮
小させる。バルーンが収縮され、比較的空の空洞を残して除去された後、骨セメントが椎
骨に注入される。理論上、バルーンの膨張は、椎骨高さをいくらか回復させるであろう。
しかし実際は、有意義かつ予測可能な高さ回復に一貫して到達することは困難である。さ
らなる要因がまたあるが、一貫性のない結果は部分的に、バルーンが椎骨内の網状組織な
どの圧縮性の媒体において膨張する方法および椎骨内の骨梁の構造上の方向によるであろ
う。
【００１６】
　したがって、上述の疾患、とりわけ圧迫脊椎骨折を治療する装置および方法が必要とさ
れる。
【００１７】
　組織層の伸延または分離によって治療されることができる他の症状は、椎間板の崩壊ま
たは変成である。椎間板は、１つの椎骨を隣に保持し椎骨間のクッションのように機能す
る強い結合組織から形成される。椎間板は、２つの異なる領域：髄核と線維輪、に分けら
れる。核は、椎間板の中心にあり、輪によって囲まれ、含まれる。輪は、核を囲む同心ラ
メラを形成するコラーゲン繊維を含む。コラーゲン繊維は、隣接する椎体の端板に挿入し
て強化構造を形成する。軟骨性の端板は、椎間板と隣接する椎体との間の接触面に配置さ
れる。
【００１８】
　適切な椎間板の高さが、椎間板と脊柱の適切な機能性を確保するために必要である。椎
間板の主要な機能は脊柱の可動性を容易にすることであるが、これはいくつかの機能を果
たす。さらに椎間板は、椎体の面の間の耐荷重性、荷重伝達、衝撃吸収を提供する。人の
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重みは、椎間板に圧縮荷重を生じるが、この荷重は一般的な曲げ動作の間均一ではない。
前屈の間、前部の繊維は圧縮される一方、後部の環状の繊維は延伸される。さらに、核の
重心が中心から延ばされる側へずれるにつれ、核の転位が生じる。
【００１９】
　椎間板の高さにおける変化は、局部的および広範囲の影響を有するであろう。局部的な
（または細胞の）面では、椎間板の低下した高さは核における増大した圧力をもたらし、
これは細胞基質合成における減少、および細胞の壊死およびアポトーシスの増大をもたら
し得る。さらに、椎間板内圧力の増大は、椎間板への流体の転送に好ましくない環境を作
り出し、椎間板の高さのさらなる低下をもたらし得る。
【００２０】
　椎間板の低下した高さはまた、脊柱の全体的な機械的安定性に著しい変化をもたらすで
あろう。椎間板の高さが低下すると、面関節は増大する荷重に耐え、肥大および変成を受
け、いずれは痛みの源にさえなるであろう。椎間板の高さの損失からもたらされる脊柱の
増大した剛性および減少した可動域は、背中の痛みと同様、脊柱のさらなる不安定さをも
たらし得る。根部痛は、椎間板の低下した高さによってもたらされる裂穴の容積の低下か
らもたらされるであろう。具体的に、椎間板の高さが低下すると、脊髄神経根が通る裂穴
管の容積が低下する。この低下は、関連する放射状の痛みと機能障害を伴う脊髄神経衝突
をもたらすであろう。
【００２１】
　最後に、隣接する区分の荷重は、所与の面における椎間板の高さが低下するにつれて増
大する。さらなる荷重に耐えなければならない椎間板は、最終的には不安定な脊柱に沿っ
て伝播する、促進された変成および障害を起こしやすい。
【００２２】
　椎間板の高さの低下に付随するこれら全ての不利益にもかかわらず、椎間板の高さの変
化が段階的である場合、病的影響の多くは脊柱にとって「耐えられる」ものであり、脊髄
系が段階的な変化に適応する時間を与える。しかし、椎間板または椎間板核の外科的除去
によって椎間板の容積が突然減少すると、上述の局部的および全体的問題が増すであろう
。
【００２３】
　椎間板の崩壊または変成の多くの原因は、通常、機械的、遺伝的、生化学的なものに分
類されることができる。機械的損傷は、線維輪の割れ目または裂け目を通って髄核の部分
が突出するヘルニア形成を含むであろう。遺伝的および生化学的な原因は、椎間板の細胞
外基質パターンにおける変化をもたらし、椎間板の細胞による細胞外基質成分の生合成を
減少させるであろう。変成は、低下したプロテオグリカン含有量による、水を結合する中
心髄核における細胞外基質の能力の低下から通常始まる、進行性のプロセスである。水含
有量の損失に伴い、核は乾燥し始め、最終的に椎間板の高さの損失をもたらす内部椎間板
水圧の低下をもたらす。この椎間板の高さの損失は、輪の非伸張の荷重および座屈を引き
起こし得る。椎間板の高さの損失はまた、環状ラメラを剥離させ、環状の割れ目および輪
の裂け目をもたらす。裂け目が核の突出をもたらすにつれ、そこでヘルニア形成が生じる
であろう。
【００２４】
　多くの椎間板欠陥は、髄核物質が除去される椎間板切除術などの外科的処置を通じて治
療される。全体的な椎間板切除術の間、髄核の容積の相当量（通常全て）が除去され、椎
間板の高さおよび容積の即時の損失がもたらされ得る。部分的な椎間板切除術であっても
、椎間板の高さの損失は結果として起き得る。
【００２５】
　椎間板切除術単独は、最も一般的な脊髄外科的治療である。処置はしばしば、椎間板の
突出または椎間板の破片が脊髄神経構造に接触することによる神経の衝撃によりもたらさ
れる根部の痛みを治療するのに用いられる。
【００２６】
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　他の一般的な脊髄の処置において、椎間板切除術に続き、核物質が除去された後に椎間
板空間に残された空洞に人工器官が導入されるインプラント処置がある。これまでは、最
も有名な人工器官は、適切な椎間板の高さを回復させるサイズにされ、隣接する椎体間を
固定するべく構成された、機械装置または「ケージ」である。これらの機械的解決法は、
中空でない腎臓型のインプラントと、骨成長物質が充填された中空のブロックと、ネジ円
筒ケージとを含む多様な形状を呈する。
【００２７】
　椎間板インプラントを後方に挿入することの難題は、端板に接触するのに十分なだけ大
きく、端板間の椎間空間をわずかに拡大する装置が、限られた空間を通って挿入されなけ
ればならないことである。この難題はしばしば、椎間板への大変制限されたアクセスをも
たらす後部端板の集束または「フィッシュマウス」を引き起こし得る後部骨棘の存在によ
り、さらに高度になる。変成椎間板空間におけるさらなる難題は、神経根に外傷を与える
ことなく導入することがしばしば容易でない比較的大きなインプラントを必要とするレン
ズ形状を前提とする椎間板空間の傾向である。それにより、椎間板空間に安全に導入され
るであろう剛性装置のサイズは制限される。
【００２８】
　従来技術のケージは、通常、固定を促進し、適切な椎間板の高さを予測することに成功
してきた。しかし、後方アプローチから挿入されるケージは、神経根の間の間隔によって
そのサイズが制限される。従来技術の装置のいくつかの例は、人工ネジ脊柱固定インプラ
ントを説明するＭｉｃｈｅｌｓｏｎの特許文献１；損傷した椎間板を補修する脊椎スペー
サ装置を説明するＦｏｌｅｙ他の米国特許出願第１０／９９９，７２７号；移動に抵抗し
、椎骨を相互から離れるよう促す一連のバネを含むスパイクされた外表面を有する動作保
存インプラントを説明するＰａｔｉｌの特許文献２；および最後に、拡張型椎間人工器官
を説明するＥｎａｙａｔｉの米国特許出願第１０／９６８，４２５号に示される。上述の
全ての特許および特許出願は、参照することにより本書に援用される。
【００２９】
　したがって、低侵襲処置で椎間板空間に挿入することができ、隣接する脊椎の端板に接
触して分離するのに十分に大きな装置の必要性が残る。神経根への潜在的な外傷を縮小し
、さらに椎間板空間の高さの回復を可能にする装置の必要性もまた残る。
【００３０】
　組織伸延が必要とされるであろう他の関連領域は、脊椎固定術である。固定術は、脊柱
の１以上の椎骨の間で動きがもはや生じないようにこれらが結合される（「固定される」
）外科技術である。脊椎固定手術において、骨移植片が脊椎の周囲に配置され、次いで体
は数ヶ月にわたって移植片を治療し―骨折を治療するのと同様に―椎骨を共に接合し、ま
たは「固定」する。
【００３１】
　骨折した（損傷した）椎骨の治療、変形（脊椎湾曲またはすべり）の修正、痛みを伴う
動きからの痛みの除去、不安定さの治療、および頸椎椎間板ヘルニアの治療など、医師が
椎骨を固定することを考える多くの潜在的な理由がある。
【００３２】
　脊椎固定術を行うより一般的な理由の１つは、脊椎骨折を治療することである。全ての
脊椎骨折が手術を必要とするわけではないが、骨折のうちのいくらか、とりわけ脊髄また
は神経損傷に関連するものは、通常、外科治療の一環として固定を必要とする。脊柱側湾
症などの脊髄変形のいくつかのタイプはまた、一般的に脊椎固定術で治療される。脊柱側
湾症は、子供と若者に時々生じる脊柱の「Ｓ」字形状の屈曲である。固定術は、大変大き
な屈曲または進行的に悪化する小さな屈曲の治療の形状として用いられることができる。
さらに固定術は、細いひびが椎骨を相互に前にすべらせる時に生じる症状である脊椎すべ
り症を治療するのに用いられることができる。
【００３３】
　固定手術によって治療される他の症状は、実際の、または潜在的な不安定さである。不
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安定さとは、２以上の椎骨の間の異常な、または過剰な動きに言及する。不安定さは、背
中または首の痛みの源となるか、隣接する神経に潜在的な刺激または損傷を生じるかであ
ると、一般的に考えられている。不安定さの正確な定義には意見の食い違いもあるが、多
くの外科医は、脊椎の１以上の区分の明確な不安定さが固定術によって治療されることが
できることに賛同する。
【００３４】
　手術を必要とする頸椎椎間板ヘルニア症は、通常、ヘルニア状態の椎間板の除去（椎間
板切除術）および固定術を必要とする。この処置を用いて、椎間板は首の前側の切開を通
って（前方に）除去され、骨の小さな破片が椎間板の代わりに挿入される。椎間板の除去
は通常、首における固定術と組み合わされるが、腰部（腰椎）については通常そうではな
い。
【００３５】
　脊椎固定術はまた、はっきりとした不安定さのない痛みを伴う脊髄症状の治療において
、時として考えられる。固定術による脊柱の痛みの良好な治療の主要な障害は、患者の痛
みを正確に識別することの困難さである。理論は、痛みは痛みを伴う脊柱の動きから生じ
得て、椎骨を相互に固定して動きを除去することが、痛みを除去するということである。
【００３６】
　脊柱を固定する多くの外科的アプローチおよび方法があり、これらは全て、椎骨間への
骨移植片の配置を含む。脊柱はアプローチされ、移植片は背中から（後方アプローチ）ま
たは前から（前方アプローチ）またはそれらの組み合わせによって配置される。首では、
前方アプローチはより一般的であり、腰部および胸部では後方アプローチが通常用いられ
る。
【００３７】
　固定術の最終的な目標は、２以上の椎骨の間に頑丈な結合を得ることである。固定術は
、板、棒、ネジ、ケージなどの補助的なハードウェア（器具類）の使用を含んでよく、ま
たは含んではならない。器具類は時として、変形を修正するのに用いられることができる
が、通常は内側スプリントとして用いられて骨移植片が治療される間に椎骨を相互に保持
するのみである。ハードウェアが用いられようと用いられまいと、骨または骨の代用品は
一般的に用いられて椎骨を相互に固定させる。骨は患者の他の骨から取られる（オートグ
ラフト）か、骨バンクから取られる（アログラフト）かである。
【００３８】
　組織伸延が必要とされるであろうさらに他の関連領域は、基本的に全体的または部分的
に除去された椎骨の置換における。このような除去は通常、広範囲にわたる脊椎骨折また
は腫瘍によって必要とされ、通常は椎間板疾患の治療に関連しない。椎体には、疾患、欠
陥、または損傷のために障害が起きる。いくつかの場合において、痛みを緩和し、脊椎の
機能性を回復させるのに、１以上の椎体または椎間板を除去し、または置換することが必
要となる。
【００３９】
　除去された椎骨の治療において、除去された椎骨を、治療を促進するリン酸カルシウム
などの骨充填剤に置換することを援助する、一時的な構造上の機械的支持を形成するため
に、装置が用いられる。従来技術において、疾患のある、または損傷した椎体を置換する
多数の方法および装置が開示された。これらの従来技術の装置およびそれに関連付けられ
る処置では、骨セメントなどのキャスタブル材料が、除去された椎体によって残された空
洞内で硬化される間に、適切な構造上の足場を保持することが困難である。適切な構造上
の足場を保持することは、低侵襲後方外科的アプローチにおいて特に困難であった。
【００４０】
　脊椎固定術または腰部脊椎固定術は、不安定な破裂骨折、重度の圧迫骨折、腫瘍の減圧
によって障害が起きた椎体を治療する１つの方法である。脊椎固定術の処置において、障
害が起きた椎体の上と下の椎間板は除去され、次いで支柱移植片および板が用いられて、
置換された椎体の上下の椎骨を共に成長させ１つの骨とする。
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【００４１】
　従来技術の椎体置換システムのうちのいくつかは、チタンメッシュおよび端板によって
作られる体内固定システムを説明するＣａｍｉｎｏ他の特許文献３；単独または積み重ね
可能なモジュラーインプラントの使用を説明するＢｒａｎｔｉｇａｎの特許文献４；骨成
長促進物質を受ける開口を有する中空体を説明するＷｈｉｔｅ他の米国特許第６，５８５
，７７０号；脊椎置換体装置を説明するＢｅｒｒｙの特許文献５を含む。上述の参考文献
の全ては、参照することにより本書に援用される。
【００４２】
　したがって、１以上の除去された、または部分的に除去された椎体を、特に後方アプロ
ーチと最小侵襲の外科介入で置換する改良された装置に対するニーズが依然として存在す
る。
【特許文献１】米国特許第５，０１５，２４７号明細書
【特許文献２】米国特許第４，３０９，７７７号明細書
【特許文献３】米国特許第６，０８６，６１３号明細書
【特許文献４】米国特許第５，１９２，３２７号明細書
【特許文献５】米国特許第６，７５８，８６２号明細書
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００４３】
　本発明は、組織層を分離または伸延し、このような分離を保持する伸延装置を提供する
ことで、従来の装置および方法における多くの欠点を扱う。
【００４４】
　本発明の第１の態様は、通常、ヒトの脊柱を治療する伸延装置に関する。伸延装置は、
ヒトの脊柱の組織層の間での展開に適している展開前構成、例えば、概して線状の構成を
有する少なくとも１つの概して細長い部材から構成されることが好ましい。細長い部材は
また、組織層を分離し、支持し、または分離および支持する、展開構成を有する。展開構
成において、細長い部材は、構成の変化により、組織層の間に内在容積を含む支持構造を
形成する。好ましくは、細長い部材は、支持構造の形状を形成する本来の傾向を有する形
状記憶材料から構成される。さらに、支持構造は、組織の間の方向に、細長い部材が組織
層の間に挿入されるにつれて増大する範囲を有する。
【００４５】
　本発明の他の態様は、ヒトの脊柱を治療する伸延システムに関する。一実施形態におい
て、伸延システムは、近位端部分、遠位端部分、およびそれを通って延在する管腔を有す
るカニューレを含むことができる。カニューレの遠位端は、組織層に隣接して、またはそ
の間に配置されるよう構成される。システムは、カニューレの管腔を通過し、カニューレ
の遠位端部分から組織層の間の位置に出るための展開前構成を有する少なくとも１つの概
して細長い部材をさらに含む。細長い部材はまた、細長い部材がカニューレの遠位端部分
から出る時に、細長い部材の少なくとも部分が構成の変化により内在容積を含む支持構造
を規定する、分離し、支持し、または分離および支持する、展開構成を含む。支持構造は
、組織の間の方向に、細長い部材がカニューレの遠位端から出るにつれて増大する広がり
を有する。
【００４６】
　本発明の他の態様は、椎体の上側および下側端板の間に挿入可能である脊椎内伸延に関
する。一実施形態において、伸延装置は、椎体内への挿入に適している、展開前構成を有
する少なくとも１つの概して細長い部材を含むことができる。細長い部材はまた、細長い
部材の少なくとも部分が、構成の変化により、細長い部材の部分が椎体内に配置される時
に、上端板および下端板を分離し、支持し、または分離および支持する支持構造を規定す
る、展開構成を有する。支持構造はまた、内在容積構造を含む。
【００４７】
　本発明のさらに他の態様は、上端板および下端板の間に配置される網状骨組織内に空洞



(10) JP 4944111 B2 2012.5.30

10

20

30

40

50

を形成することなく椎体の上端板と下端板の間に挿入可能である脊椎内伸延装置に関する
。一実施形態において、伸延装置は、椎体への挿入のために展開前構成を有する少なくと
も１つの概して細長い部材から構成される。細長い部材は、網状骨組織を横切るよう、ま
た構成の変化により網状骨組織に空洞を作成することなく、上端板および下端板を分離す
る支持構造を形成するよう構成される。
【００４８】
　本発明のさらなる態様は、上椎骨と下椎骨の間に挿入可能な椎間伸延装置に関する。一
実施形態において、伸延装置は、上椎骨および下椎骨の間への挿入に適している展開前構
成を有する少なくとも１つの概して細長い部材を含むことができる。細長い部材はまた、
細長い部材の少なくとも部分が、構成の変化により、上椎骨および下椎骨を分離し、支持
し、または分離および支持する支持構造を規定する、展開構成を含む。さらに、支持構造
は、分離された椎骨の方向に、細長い部材が上椎骨および下椎骨の間に挿入されるにつれ
て増大する範囲を有する。
【００４９】
　本発明の他の態様は、椎体へ挿入し、椎体の対向する端板を分離する、脊椎内伸延装置
に関する。一実施形態において、伸延装置は、ヒトの椎体に、対向する端板の間に挿入す
るための、展開前構成を有する少なくとも１つの細長い部材から構成される。細長い部材
はまた、細長い部材が端板の間に挿入されるにつれ端板の間の範囲が増大する、複数の積
み重ねられた屈曲から構成される展開された形状を有する。細長い部材は、椎体へ挿入さ
れた際に、それ自体で展開構成を形成する傾向がある。好適な実施形態において、細長い
部材は、支持構造を形成する本来の傾向を有する形状記憶材料から構成される。
【００５０】
　本発明のさらに他の態様は、小さなアクセス開口を有する、ヒトの脊柱内の密閉された
空間内に形成されるよう構成された三次元支持構造に関する。支持構造は、アクセス開口
を通っての密閉された空間への挿入に適した展開前構成を有する部材から構成される。部
材は、密閉された空間への挿入の際に、三次元支持構造を形成するよう構成される。本発
明の第１の態様は、通常、ヒトの脊柱を治療する伸延装置システムに関する。伸延装置シ
ステムは、概して細長い部材を脊柱の組織層の間の位置に案内する、少なくとも１つの案
内部材から構成されることが好ましい。案内部材は、近位端部分と遠位端部分を有する。
案内部材の遠位端部分は、組織層の間に挿入されて所望の多段支持構造の形状を規定する
よう構成される。伸延装置は、伸延装置を案内部材に沿って遠位に進めて伸延部材を組織
層の間に挿入する案内部材上に、スライド可能に取り付けられる。細長い部材は、案内部
材の遠位端によって規定される形状に実質的に一致し、組織層を分離し、支持し、または
分離および支持する多段支持構造を形成する。
【００５１】
　本発明の他の態様は、ヒトの脊柱を治療する伸延システムに関する。一実施形態におい
て、伸延システムは、伸延装置を脊柱の組織層の間の位置に案内する、少なくとも１つの
案内部材を含むであろう。案内部材は、近位端部分と遠位端部分を有する。案内部材の遠
位端部分は、組織層の間に挿入され、多段支持構造の形状を規定するよう構成される。伸
延装置は、案内部材に沿って伸延装置を遠位に進めて伸延装置を組織層の間に挿入する案
内部材上に、スライド可能に取り付けられる。伸延装置は、案内部材の遠位端部分によっ
て規定される形状に実質的に一致して、組織層を分離し、支持し、または分離および支持
する多段支持構造を形成する。
【００５２】
　本発明の他の態様は、圧迫骨折などの椎骨の欠陥および損傷を治療する脊椎内伸延シス
テムに関する。一実施形態において、伸延システムは通常、伸延装置を椎体内の位置に案
内する、少なくとも１つの案内部材から構成される。案内部材は、近位端部分と遠位端部
分とを有する。案内部材の遠位端部分は、椎体に挿入されるよう構成され、所望の支持構
造の形状を規定する。伸延装置は、椎体への挿入のために伸延装置を案内部材に沿って遠
位に進める案内部材上にスライド可能に取り付けられる。伸延装置は、案内部材の遠位端



(11) JP 4944111 B2 2012.5.30

10

20

30

40

50

によって規定された形状に実質的に一致し、上端板および下端板を分離し、支持し、また
は分離および支持する支持構造を形成する。
【００５３】
　本発明のさらに他の態様は、上椎骨と下椎骨の端板の間に挿入可能である椎間伸延シス
テムに関する。一実施形態において、伸延システムは、伸延装置を上椎骨および下椎骨の
間の位置へ案内する少なくとも１つの案内部材から構成される。案内部材は、近位端部分
と遠位端部分を有する。案内部材の遠位端部分は、上椎骨および下椎骨の間に挿入される
よう構成され、多段支持構造の形状を規定する。伸延装置は、上椎骨および下椎骨の間へ
の挿入のために伸延を案内部材に沿って遠位に進める案内部材上にスライド可能に取り付
けられる。伸延装置は、案内部材の遠位端部分によって規定される形状に実質的に一致し
、上椎骨および下椎骨を分離し、支持し、または分離および支持する多段支持構造を形成
する。
【００５４】
　本発明の第１の態様は、通常、ヒトの脊柱を治療する伸延装置システムに関する。伸延
装置システムは、概して細長い部材を脊柱の組織層の間の位置へ案内する、少なくとも１
つの案内部材から構成されることが好ましい。案内部材は、近位端部分と遠位端部分を有
する。案内部材の遠位端部分は、組織層の間に挿入されるよう構成され、所望の支持構造
の形状を規定する。細長い部材は、細長い部材を案内部材に沿って遠位に進めて細長い部
材を組織層の間に挿入する案内部材上に、スライド可能に取り付けられる。細長い部材は
、案内部材の遠位端部分によって規定される形状に実質的に一致し、組織層を分離し、支
持し、または分離および支持する支持構造を形成する。
【００５５】
　本発明の他の態様は、ヒトの脊柱を治療する伸延システムに関する。一実施形態におい
て、伸延システムは、伸延装置を脊柱の組織層の間の位置へ案内する少なくとも１つの案
内部材を含んでよい。案内部材は、近位端部分と遠位端部分を有する。案内部材の遠位端
部分は、組織層の間に挿入されるよう構成され、多段支持構造の形状を規定する。伸延装
置は、伸延装置を案内部材に沿って遠位に進め、伸延装置を組織層の間に挿入する案内部
材上に、スライド可能に取り付けられる。伸延装置は、案内部材の遠位端部分によって規
定される形状に実質的に一致し、組織層を分離し、支持し、または分離および支持する多
段支持構造を形成する。
【００５６】
　本発明の他の態様は、圧迫骨折などの椎骨の欠陥および損傷を治療する脊椎内伸延シス
テムに関する。一実施形態において、伸延システムは、通常、伸延装置を椎体内の位置へ
案内する、少なくとも１つの案内部材から構成される。案内部材は、近位端部分と遠位端
部分を有する。案内部材の遠位端部分は、椎体内に挿入されるよう構成され、所望の支持
構造の形状を規定する。伸延装置は、椎体内への挿入のために伸延装置を案内部材に沿っ
て遠位に進める案内部材上にスライド可能に取り付けられる。伸延装置は、案内部材の遠
位端によって規定された形状に実質的に一致し、上端板および下端板を分離し、支持し、
または分離および支持する支持構造を形成する。
【００５７】
　本発明のさらに他の態様は、上椎骨と下椎骨の端板の間に挿入可能である椎間伸延シス
テムに関する。一実施形態において、伸延システムは、伸延装置を上椎骨と下椎骨の間の
位置へ案内する、少なくとも１つの案内部材から構成される。案内部材は、近位端部分と
遠位端部分を有する。案内部材の遠位端部分は、上椎骨および下椎骨の間に挿入されるよ
う構成され、多段支持構造の形状を規定する。伸延装置は、上椎骨および下椎骨の間への
挿入のために伸延を案内部材に沿って遠位に進める案内部材上に、スライド可能に取り付
けられる。伸延装置は、案内部材の遠位端部分によって規定される形状に実質的に一致し
、上椎骨および下椎骨を分離し、支持し、または分離および支持する多段支持構造を形成
する。
【００５８】
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　本発明の第１の態様は通常、ヒトの脊柱の組織層の中または間に導入される流動性を有
する材料の動きを制限する装置に関する。一実施形態において、装置は通常、ヒトの脊柱
の組織層内またはその間への挿入のための展開前構成を有する、少なくとも１つの概して
細長い部材から構成される。細長い部材はまた、細長い部材が、組織層の中または間に導
入される、骨充填剤または治療薬物などの流動性を有する材料の動きを制限する障壁を形
成する、展開構成を有する。
【００５９】
　本発明の他の態様は、ヒトの椎骨の椎体に導入される流動性を有する材料の動きを制限
する装置に関する。一実施形態において、装置は、椎体内への挿入のための展開前構成を
有する少なくとも１つの概して細長い部材を含む。細長い部材はまた、細長い部材が、椎
体に導入される流動性を有する材料の動きを制限する障壁を形成する、展開構成も含む。
【００６０】
　本発明のさらに他の態様は、上椎骨と下椎骨の間に導入される流動性を有する材料の動
きを制限する装置に関する。一実施形態において、装置は、上椎骨と下椎骨の間への挿入
のために展開前構成を有する、少なくとも１つの概して細長い部材から構成される。細長
い部材はまた、細長い部材が、上椎骨および下椎骨の間に導入される流動性を有する材料
の動きを制限する障壁を形成する、展開構成も有する。
【００６１】
　本発明のさらなる態様は、ヒトの椎骨の椎体に導入された流動性を有する材料の動きを
制限する装置に関する。一実施形態において、装置は、概して細長い部材を椎体へ案内す
る、少なくとも１つの案内部材から構成される。案内部材は、近位端および遠位端を有す
る。案内部材の遠位端部分は、椎体への挿入に適し、所望の障壁の形状をその中に規定す
る。細長い部材は、椎体への挿入のために細長い部材を案内部材に沿って遠位に進める案
内部材の上に、スライド可能に取り付けられる。細長い部材は、案内部材の遠位端部分に
よって規定される形状に実質的に一致し、椎体内に導入される流動性を有する材料の動き
を制限し、または導くよう構成された障壁を形成する。
【００６２】
　本発明のこれらおよび他の態様は、以下の詳細な説明において説明される。その点にお
いて、本発明は、単独および／または他の態様と組み合わせて有用であろう多数の異なる
態様を含むことに留意されるべきである。したがって、上述の要約は、ここに、または以
下の請求項に記載される、このような態様のそれぞれと完全と同一ではなく、本発明の概
観を表し、以下のより詳細な説明を理解することを支援するものである。本発明の範囲は
、ここにまたは今後提出される請求項に説明される通りである。
【００６３】
　この説明の間に、添付の図面に言及されるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６４】
　図１は、通常１００として示される、損傷のない、健康な脊柱の区分を図解する。脊柱
１００は、隣接する椎骨１０２、１０２ａ、１０２ｂと、隣接する椎骨を分離する椎間板
１０４、１０４ａ、１０４ｂ、１０４ｃとを含む。
【００６５】
　図３、４は、正常な椎骨およびその特性を、より詳細に図解する。通常１０２として示
される椎骨は、およそ円筒状であり、皮質緻密骨の薄層から構成される皮質リム１１０に
よって囲まれた内側の網状骨１０８から構成される、椎体１０６を含む。皮質リム１１０
は、骨粗鬆症によってもろくなる危険性があり、過度の運動および／もしくは荷重により
折れることがある。椎体１０６は、上部で軟骨板からなる上端板１１２により、下部で下
端板１１４により覆われる。椎体１０６の後部（後方）は、脊髄（図示されない）を含む
椎孔１１６である。椎孔１１６の両側は、脊髄突起１２０に通じる茎１１８、１１８ａで
ある。椎骨の他の要素は、横突起１２２、上関節突起１２４、下関節突起１２６を含む。
【００６６】
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　図２は、通常１２８として示される、損傷した脊柱を図解し、椎骨１３２の椎体１３０
が圧迫骨折１３４を負っている。圧迫骨折１３４を負っている椎体１３０は、一般的にく
さび形となり、前部（前方）側での椎骨１３２と脊柱１２８の両方の高さを低下させる。
結果的に、高さにおけるこの低下が、脊柱１２８の通常の湾曲に影響を与え得る。圧迫脊
椎骨折１３４によって引き起こされる痛みは、椎体形成術や圧迫骨折セメント固定などの
処置（これらの処置は背景において説明された）によって取り除かれる場合があるという
ことが理解されるが、このような処置には安全性に対する懸念があり、所望の、または予
測される高さの回復が提供できない場合がある。
【００６７】
　ここで、本発明の図解される実施形態の詳細な説明を始める。通常、伸延装置として規
定される、本発明の器具または装置は、組織層を係合させ、強制して離すことで、これら
を積極的に分離する働きを、もしくは伸延装置そのものまたはその他の装置またはプロセ
スまたはこれらの組み合わせによって、分離された組織層の分離を支持する働きをするこ
とができる。したがって、「伸延装置」の用語は、一般的な意味を有するよう意図され、
組織層を分離するだけ、組織層を積極的に支持するだけ、組織層を積極的に分離および支
持するだけの装置に限定されない。たとえば、伸延装置は通常、組織層を積極的に分離す
るのに用いられることができ、次いでこのような分離の後に除去されることができ、また
は伸延装置は、異なる装置によって前もって分離された組織層を支持するのに用いられる
ことができるかも知れない。あるいは、伸延装置は、組織層を積極的に分離するのに用い
られることができ、このような分離を保持するべくその場に留まって組織層を支持するこ
とができる。請求項において具体的に説明されない限り、本書では、「伸延装置」はこれ
らのうちの任意および全てを包含する。
【００６８】
　脊椎の圧迫骨折の治療、損傷した椎間板の高さの回復、脊椎固定術、および／もしくは
、除去された椎間板または椎骨の置換において、説明の目的で、本発明の装置、システム
および方法の多様な実施形態が図解されることが、また理解されるべきである。しかし、
本発明の幅広い態様において、本発明は脊椎疾患の治療において特別な実用性および利点
を有するが、これらの特定の用途に限定されず、軟組織層などの他の組織層に関連して用
いられてよい。
【００６９】
　図５は、本発明にしたがって、通常１３６で示される伸延装置の一実施形態を図解する
。本実施形態において、伸延装置１３６は、ニチノール（ＮｉＴｉ）やその他の適切な合
金（Ｃｕ―Ａｌ―Ｎｉ、Ｔｉ―Ｎｂ―Ａｌ、Ａｕ―Ｃｄなど）などの形状記憶材料、形状
記憶ポリマーまたはその他の適切な材料で作られた糸やリボンなどの細長い部材から構成
されることが好ましい。図解される本実施形態において、伸延装置の糸やリボンは、矩形
断面を有する。しかし、以下により詳しく説明されるように、伸延装置は多様な形状およ
び外形を有することができる。
【００７０】
　たとえば、図５、１４、１６から２６、２９、３５、３９から４８、５０から５４、６
５、７１、７４、７２、８１、８４に示されるように、組織層の間で展開される時、伸延
装置１３６は、対向する組織層を積極的に分離し、または支持する（またはその両方）働
きをする多段配置、足場またはプラットフォームなどの所定の構成の支持構造を規定する
。図５において、伸延装置は展開されて、らせん状の、コイル状またはバネ状の構成を有
する。図解されるように、伸延装置は、原則的に中空である円柱またはケージを形成する
きついピッチを有する、らせん状の構成を規定する。図示されるように、それぞれの回旋
または屈曲１４０は、前の屈曲１４０ａの上部で巻かれて、それぞれの屈曲または段の間
の空間がほとんどまたは全くない、複数の積み重なった屈曲または段を形成する。この構
成において、伸延装置１３６は、図６に示されるように、コイルまたはバネの中心線の軸
に沿って大変堅い柱または支持構造１４１を形成する。
【００７１】
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　支持構造１４１が、内部空間または内在容積１４５を含み、または規定することが好ま
しい。本書において、「内在容積」とは通常、支持構造の構造的特性を指す。内在容積は
、通常、伸延装置が展開構成にある時に、これによって規定される容積である。内在容積
は必ずしも、伸延装置によって完全に囲まれた容積というわけではなく、伸延装置によっ
て通常規定される任意の容積であることができる。本用語は必ずしも、内在容積が開いた
、または中空の容積、または凹みであることを意味するものではなく、ある時点において
、内在容積が骨充填剤、セメント、治療薬剤などの他の材料が充填される状況を排除しな
い。これはまた、以下により詳しく説明されるように、内在容積が、伸延装置の展開の間
または後に、内在容積内に配置されまたは留まる、元のままのヒトの組織を含むことを排
除しない。たとえば、伸延装置が、皮下脂肪とその下にある筋肉組織などの隣接する軟組
織層を分離するのに用いられる場合、伸延装置の内在容積は、分離後の組織の凹みまたは
空所であろう。一方、網状骨組織を中に有する椎骨に挿入される場合、内在容積は、元の
ままの骨組織を含み、伸延装置によって空所または空洞は形成されないであろう。
【００７２】
　コイルまたはバネのような伸延装置１３６を形成するために、形状記憶合金の特性を理
解することが有用である。ニチノールなどのニッケルチタン合金は、熱形状記憶と超弾性
の現象を示す。熱形状記憶の用語は、材料の温度の上昇があれば、塑性的に変形した形状
から所定の形状に戻る材料の能力に言及する。超弾性の用語は、材料の弾性能力に言及す
る。超弾性特性を有する材料は、変形または拘束形状に材料を拘束する力を加えることに
より、変形されることができる。力または拘束がひとたび取り除かれると、材料はその所
定または初期形状に実質的に戻る。ニッケルチタン合金などの超弾性材料は、ステンレス
鋼よりも相当に弾性的であることができる。所定または初期形状は自由状態と称されるこ
とができ、変形形状は拘束状態と称されることができる。
【００７３】
　形状記憶材料の初期または所定形状は通常、技術的に既知である熱処理プロセスによっ
て定められる。本発明において、選択された材料は、熱処理されて所望の形状を定められ
るように、この場合はきついピッチのコイルまたはらせん形状のように形成されるように
、マンドレルに巻かれ、しっかりと付着される。熱サイクルは一般的に５００℃前後であ
り、必要とされる材料の強度、バネ定数および酸化膜に応じて、１０分から６０分の間で
ある。マンドレルのサイズは０．１２５から２．０インチの間であるが、直径０．５イン
チ前後であるのが好ましい。巻き方向は、隣接するコイルまたは回旋の間に空間がほとん
どまたは全くない、きついピッチの右方向または左方向であろう。しかし、用途によって
必要とされる場合には他のピッチが用いられてもよく、材料が十分な強度を有する場合に
は、コイルの間隔があけられてもよい。
【００７４】
　伸延装置１３６の構築に用いられる材料の形状記憶特性のため、伸延装置は、所望の治
療部位への注入に先立ち、またはその間に変形され、次いで治療部位内で元の形状に戻る
ことができる。すなわち、伸延装置は、それ自体が展開された形状に形成される本来の傾
向を持ち、または性質がある。たとえば図５～図８を参照すると、伸延装置１３６はまず
、図５に示されるらせんまたはコイル形状に形成される。次いで、注入のためカニューレ
１４２へ挿入されることにより、巻きが解かれ、または実質的に線状構成または展開前構
成に変形されるであろう（図７を参照）。カニューレ１４２は、伸延装置がカニューレ内
を通されるにつれ、伸延装置１３６（カニューレ内の透視によって示される）を変形（一
直線の）形状に拘束する。カニューレ内に拘束されながら、細長い部材の変形形状または
展開前形状は、形状が完全に一直線であることができ、または形状がわずかな屈曲または
ジグザグを含むかもしれない点で、実質的に線状である。カニューレ１４２の遠位端部分
１４６における開口１４４を出ると、伸延装置１３６は、構成の変化により、図８に図解
されるように初期または自由状態に戻る。図示されるように、伸延装置１３６のコイル状
部分は、自由状態でカニューレ１４２の外側にあり、伸延装置の残りの部分は拘束状態で
カニューレの内側にある。伸延装置１３６がカニューレ１４２を出て、再度コイル形状を
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形成すると、これは、内在容積１４５を含む支持構造１４１を規定し、または提供する。
支持構造１４１は、椎骨内で用いられ、端板を積極的に分離し、高さを回復させるであろ
うし、または支持構造は、異なる装置によって前もって分離された端板を支持するのに用
いられるであろう。
【００７５】
　カニューレ１４２は、管腔１４３と、伸延装置１３６の断面を補完し、またはこれと同
じである穴１４４を有することが好ましい。伸延装置１３６は、押し棒１５０またはその
他の好適な前進装置を用いて、カニューレ１４２を通って押され、または引かれることが
できる。カニューレ１４２の近位端１５２は、使いやすさのために、ノブまたはハンドル
１５４、またはその他の構造を有し、押し棒１５０の近位端１５６もまた同じく、ノブま
たはハンドル１５８を有するであろう。
【００７６】
　図９、１０、１１は、伸延装置１３６がカニューレ１４２の遠位端１４６の外に進めら
れた際に、初期または変形形状を再度形成する時に、伸延装置１３６の働きを描写する。
以前に説明されたように、伸延装置１３６、すなわち細長い部材またはリボンは、カニュ
ーレ１４２に挿入され、または取り込まれ、そこで拘束状態、すなわち実質的に一直線ま
たは線状の状態に変形される。押し棒１５０（図示されない）またはその他の好適な前進
機構が操作されて、伸延装置をカニューレ１４２の遠位端１４６の外へ進める。伸延装置
１３６が矢印Ａの方向にカニューレ１４２の遠位端部分１４６から出ると、装置は、もは
やカニューレによって拘束されないので、巻いたまたはコイル形状に戻り始める。図解さ
れる実施形態において、伸延装置１３６は、矢印Ｂで示されるように時計回り方向に巻く
につれ、初期構成に戻る。
【００７７】
　図１０に示されるように、伸延装置１３６は、矢印Ａ方向にカニューレ１４２の遠位端
１４６の外に進み続け、矢印Ｂ方向に巻き続ける。屈曲１４０の数が増加するにつれ、コ
イル状の支持構造１４１の高さまたは範囲もまた、矢印Ｃによって表されるように増大す
る。使用において、支持構造の範囲または高さが組織分離の方向に増大することが好まし
い。プロセスは、支持構造１４１の所望の高さまたは範囲が得られるまで、および／もし
くは、伸延構造１３６が完全にカニューレから離れるまで続くであろう。図１１に図解さ
れるように、伸延装置が完全にカニューレ１４２の外に押し出されると、コイル状の支持
構造１４１は完全に展開された高さにあり、これは好適には、装置が圧迫された椎骨また
は罹患した椎間板の治療に用いられる時、これらの高さ回復に必要とされる距離である。
【００７８】
　脊椎の圧迫骨折の治療の一般的な処置において、椎骨へのアクセスは、上述の他の脊椎
処置に用いられたのと同じ処置および技術を用いることによって、または当業者にとって
一般的に既知である任意のその他の処置および技術によって、得ることができる。１つの
潜在的な処置を図解する図１２および１３を参照すると、圧迫骨折１３４を負っている椎
骨１３２の椎体１３０の皮質リム１１０に、アクセス開口１６０が開けられる。カニュー
レ１４２がアクセス穴１６０を通って椎体１３０に挿入される。あるいはカニューレ１４
２は、アクセス穴を通って挿入される代わりに、アクセス穴１６０の隣に配置されてもよ
い。一般的に、アクセス開口１６０は、茎１１８を通って開けられ、経椎弓根アプローチ
と称されることもある。しかしアクセス穴１６０は、医師が選択するであろう皮質リム１
１０の任意のその他の部分に作られるかもしれない。
【００７９】
　伸延装置１３６は、伸延装置を変形されたまたは展開前構成に拘束するカニューレ１４
２内に、前もって配置されてよい。押し棒１５０が進められるにつれ、伸延装置１３６は
、カニューレ１４２の遠位端部分１４６の外に、そして椎体１３０の網状骨１０８の中に
進められる。カニューレ１４２を出ると、伸延装置１３６は、構成の変化により、初期の
または展開されたコイル形状に戻り始め、支持構造１４１を規定するであろう。したがっ
て、図１３に示されるように、伸延装置１３６が、カニューレから進められるにつれ、伸
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延装置１３６は、椎体１３０の比較的海綿状の網状骨１０８内に巻く。好適には伸延装置
が網状骨１０８を横切る、または通過するにつれ、網状骨の圧迫がない。さらに、好適な
実施形態において、伸延装置は網状骨内に著しい空所または空洞を作らないが、元のまま
の網状骨１０８ａが支持構造１４１によって規定される内在容積１４５内に配置されるよ
うに、網状骨を通って巻く。
【００８０】
　伸延装置１３６の展開が、端板１１２と１１４の間の網状骨１０８の中に進むにつれ、
本実施形態において、バネ形状の伸延装置支持構造１４１は端板に接触し、支持構造の高
さが増大するにつれ、端板を相互から伸延し（または積極的にそれらを分離し）始めるで
あろう。伸延装置１３６は、伸延装置が端板分離の方向に測定されて所望の高さまたは範
囲に達するまで、または端板１１２と１１４が所望の距離だけ分離されるまで、カニュー
レ１４２の外に進められるであろう。一般的に伸延装置１３６は、伸延装置支持構造１４
１の高さが、これが図１４に図解されるように端板１１２と１１４を圧迫前の通常の位置
、または医師が適当であると見なす他の間隔まで戻すようになるまで進められる。したが
って脊柱後湾症により最終的にもたらされるであろう潜在的な変形を軽減する。伸延装置
によって行われる働きが、部分的な高さ回復で十分であると見なされる場合もあるであろ
うが、椎骨の元の高さの全てまたは大部分を好適に回復するということが理解される。
【００８１】
　本発明の一実施形態において、処置に先立って、隣接する椎骨を測定することにより椎
骨の高さが推定され、次いでカニューレから完全に出る時に所望の高さに達するであろう
適切なサイズの伸延装置が選択される。あるいは、伸延装置の高さは処置の間観察され、
所望の高さに達すると、伸延装置（「リボン」）はカニューレの遠位端の近くの場所で切
断されるであろう。
【００８２】
　本発明の伸延装置の他の任意かつ有利な態様は、たとえば骨セメント、アログラフ、オ
ートグラフ、または何らかのその他の生体適合性材料または治療薬物である骨充填剤など
の流動性を有する材料の、治療部位への注入を制御する能力である。適当な骨充填剤の一
例は、ＫｙｐｈｏｎからＫｙｐｈｘ　ＨＶ―Ｒとして、ＳｔｒｙｋｅｒからＳｐｉｎｅｐ
ｌｅｘとして、Ｓｔｒｙｋｅｒ　ＨｏｗｍｅｄｉｃａからＳｉｍｐｌｅｘとして、またＡ
ｒｔｈｏｃａｒｅからＰａｒａｌｌａｘ　Ａｃｒｙｌｉｃ　Ｒｅｓｉｎ　ｗｉｔｈ　Ｔｒ
ａｃｅｒｓ　ＴＡとして市販されているポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）である。
伸延装置はまた、用途に応じて、薬物またはその他の薬剤または流体の注入を制御するの
に用いられることができる。
【００８３】
　たとえば、ひとたび伸延装置によって規定された支持構造１４１が定位置にくると、骨
充填剤１６２が治療部位に導入されて伸延装置の安定を支援し、端板１１２と１１４の分
離を支持することを援助する。図１５に図解されるように、骨充填剤１６２を治療部位に
注入するのに注射器１６４が用いられることができる。注射器１６４の先端１６６が、コ
イル形状の伸延装置１３６の屈曲１４０、１４０ａ（図１４に示される）の間に挿入され
て、支持構造１４１によって規定される内在容積１４５（所望の用途に応じて、元のまま
の網状骨を含んでよく、または含んではならない）にアクセスする。内在容積１４５が網
状骨で充填されると、内在容積への骨充填剤の導入は、先の椎体形成術の処置と同様に網
状骨／骨充填剤アマルガムを作成し、支持構造１４１は実際に、特定された位置内に骨充
填剤１６２を含み、神経繊維などのより傷つきやすい組織に骨充填剤が接触する可能性を
防ぎ、または縮小する、骨充填剤の容器または障壁とのような働きをする。他の実施形態
において、図１５Ａに図解され、以下により詳細に説明されるように、支持構造はまた、
骨充填剤の流れを制限して伸延装置の外側の領域へ導くよう働きをするであろう。伸延装
置の容器状効果は管外遊出の機会を大幅に減少させるため、容器効果は骨充填剤の注入と
関係がある合併症を大幅に減少させる。
【００８４】
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　伸延装置は、図１６から２６に示されるように、多様な断面外形構成を有することがで
きる。しかし、本発明から逸脱することなく、必要とされる治療の適当なタイプに基づき
他のデザインまたは外形が用いられるであろうことが理解されるであろう。次に図解され
る構成を見ると、伸延装置１３６の細長い部材またはリボンの断面外形は、用途および所
望の特性に応じて多様な形状であろう。いくつかの用途において、他の用途よりも、機能
にとって外形はより重要であろう。
【００８５】
　図１６において、伸延装置の断面形状は通常、矩形である。伸延装置が上述のプロセス
を用いて形状記憶材料から作成される時、マンドレルの屈曲表面は、椎骨に挿入された時
のよりよい安定性と増大した表面接触のために、短軸であることが好ましい。言い換えれ
ば、伸延装置は、伸延されようとする組織（たとえば椎骨の端板）に広い側が接触するよ
うに形成されて、低下された接触圧力を提供する。しかし、伸延装置はまた、用途に応じ
て長軸に巻かれるかもしれない。材料外形の範囲は、約０．００５×０．０１０インチ（
約０．１２７ｍｍ×０．２５４ｍｍ）（高さ×幅）から約０．１０×０．５０インチ（約
２．５４ｍｍ×１２．７ｍｍ）であろうが、０．０１×０．０２インチ（約１２．７ｍｍ
×０．５ｍｍ）から０．０５×０．２５インチ（約１．２７ｍｍ×６．３５ｍｍ）の範囲
であることが好ましい。
【００８６】
　所望であれば、伸延装置１３６ａは、横方向の溝または細穴１７０またはその他の横方
向の通路を、戦略上の位置に含むことができる。これらの溝１７０またはその他の通路は
、伸延装置の材料に穴を開け、切断し、研磨し、または圧迫することによって形成されて
よい。伸延装置が形状記憶材料で作成される場合、溝または通路は巻きおよび熱処理の前
または後に形成されることができる。これらの溝１７０は、均一に、またはランダムに間
隔を取られてよく、所望の治療に応じて、伸延装置によって規定される支持構造の片側だ
けに配置されてよい。溝１７０は、治療部位とその回りに注入された骨充填剤の流れを方
向付け、制限するために用いられることができる。たとえば、図１５Ａに図解されるよう
に、溝１７０は、これらが支持構造の前側１７２のみにあるように、伸延装置に配置され
ることができる。溝１７０がこのように配置される時、溝は、支持構造１４１ａによって
規定される中心領域１４５ａに注入される骨充填剤が、椎体の前側部分１７４の方に流れ
、骨充填剤１６２が、塞栓症を引き起こしまたは脊髄損傷を引き起こし得る静脈血還流系
に浸透するかもしれない後方部分１７６から離れるよう導かれるように、骨充填剤１６２
の方向を制御する。
【００８７】
　図１７において、伸延装置１３６ｂの断面形状は、それを通って延在する通路１７８を
有する概して矩形の管のものである。この外形構成は、先の実施形態において詳述された
矩形の外側寸法と同様であり、約０．００２から０．２５インチ（約０．０５ｍｍから６
．３５ｍｍ）の範囲の、しかしより好ましくは約０．００５から０．０２０インチ（約０
．１２７ｍｍから６．３５ｍｍ）の範囲の壁１８０を有するであろう。
【００８８】
　伸延装置はまた、壁１８０内を通って延在し、内側穴または通路１７８に通じる、開口
または穴１８２を含むかもしれない。開口１８２は、均一に、またはランダムに、間隔を
取られ、同じサイズまたは異なるサイズであることができる。さらに、開口１８２は、伸
延装置の内壁または伸延装置の外壁に制限されるかもしれず、または内壁と外壁の両方に
配置されるかもしれない。さらに、開口１８２は、前側または後側などの伸延装置の一方
の側に制限されるかもしれない。骨充填剤は、注射器の先端を通路１７８に挿入し、骨充
填剤を通路内に注入することで、治療部位に注入されてよい。骨充填剤は、通路１７８に
沿って流れ、開口１８２から所望の方向に治療部位内に抜ける。開口の位置および配置は
、治療部位内に注入される骨充填剤の方向を決定するであろう。
【００８９】
　伸延装置はまた、注入に際して活性化され周囲の組織に拡散される骨充填剤材料に基づ
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くポリマーでコーティングされるであろう。この潜在的な特性は、任意の断面形状の伸延
装置に適用可能である。
【００９０】
　図１８において、断面形状は円である。場合によっては屈曲が相互に対して滑る傾向が
あるかもしれないため、この外形は、一部の治療の間わずかに安定性に欠けるであろう。
しかし、屈曲の中心への骨充填剤材料の導入は、硬化の後、図１６から２６に示される他
と同様、この伸延装置の安定性に十分に追加する。図１８の円形断面の伸延装置の直径は
、約０．００５から０．０２５インチ（約０．１２７ｍｍから０．６３５ｍｍ）の範囲で
あることが好ましい。
【００９１】
　図１９において、断面形状は正方形である。この外形は、矩形の外形と同様の利点を有
し、矩形のものと同じ幅寸法でより堅いであろう。
【００９２】
　図２０において、断面形状は二重の円である。この外形は、巻きやすい一方で、一重の
円の外形よりも、改善された安定性を有する。二重の円の外形は、このように押し出され
、または共に溶接され、またはその他の方法で、巻きおよび熱処理に先立って接合される
であろう。各円部分のサイズは円形の外形と同じ幅であることが好ましい。
【００９３】
　図２１において、断面形状は、伸延装置を通って管腔を形成する通路または穴１８４を
含む円形管のものである。この外形は、円形の外形と同様の寸法を有し、約０．００２か
ら０．０５インチ（約０．０５ｍｍから１．２７ｍｍ）の幅の厚さを有する壁１８６を有
するであろう。伸延装置のこの実施形態はまた、骨充填剤またはその他の材料の治療部位
への流れのために、図１７を参照して上述された開口１８２と通常同様である開口を含む
であろう。
【００９４】
　図２２において、断面形状は楕円である。この外形は、円形の外形と同じ寸法を有する
伸延装置を、装置が形状記憶材料で作られている場合に、好ましくは熱処理に先立って、
取り、平坦化することで、得ることができる。平坦化プロセスは、伸延装置の直径よりも
短い距離だけ離されたローラーの間で材料が押されるローラー技術を用いるであろう。必
要とされる厚みに応じていくつかの通路が必要であろう。利点の１つは、潜在的に、通常
干渉表面と関連付けられるとがった角または端を有することの、円形の外形に対する安定
化増大であろう。
【００９５】
　図２３において、断面形状は楕円管のものである。この外形は通常、楕円の外形と同様
であるが、伸延装置を通る管腔を規定する中心の通路または穴１８８を含む。さらに、本
実施形態はまた、図１７を参照して上述されたものと通常同様である開口を含むであろう
。
【００９６】
　図２４において、断面形状は上述の形状の組み合わせである。この外形は前述の外形の
２以上を組み合わせる。たとえば、図示されるように、装置は正方形および円形の外形を
有するであろう。用途によって必要とされるであろう１以上の外形を用いて、外形の任意
の組み合わせが得られるということが理解される。
【００９７】
　図２５において、断面形状は特別な外形である。外形のこのタイプは、所望の外形を作
成するのに、特別な押し出し金型または押し出し後の二次製造などの特別な製造プロセス
を必要とするであろう。このような外形の利点は、垂直方向のみならず横方向の滑りまた
は移動にもまた耐える、大変丈夫な列を形成する相互に重なる屈曲の固定特性であろう。
【００９８】
　図２６において、断面形状は、図２５を参照して上述された利点を有する他の特別な外
形である。
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【００９９】
　本発明の伸延装置はまた、全体的または部分的な椎体置換処置と同じく、椎間板の治療
および椎間板固定処置に用いられるであろう。本発明の利点の１つは、執刀医が内視鏡的
アプローチを用いて、外傷や腫瘍などの疾病によって損傷した脊髄組織を取り除き、この
ような除去によって作成された空間に装置を展開することを可能にする低侵襲手術セッテ
ィングにおいて装置を用いる能力である。
【０１００】
　図２６Ａは、椎間板の治療および椎間板固定処置に用いられる「ケージ」と称されるこ
ともある従来技術の装置を図解する。これらのケージタイプの装置は一般的に、移植の前
、間、後で実質的に変化しない固定のサイズを有する。したがって、「ケージ」タイプの
装置を移植するために、挿入される装置のサイズを収容するべく、患者の背中および脊髄
組織に比較的大きな切開が作られる。さらに、装置を組織の間に挿入する前に、脊髄組織
を分離し、または伸延するべく、別々のツールを用いることが必要とされるであろう。
【０１０１】
　本発明にしたがった椎間板治療または椎間固定処置の１つの低侵襲法の１つにおいて、
骨鉗子、キュレット、プローブまたは解剖用器具などの椎間板核除去ツール１９０が、図
２６Ｂに図解されるように、椎間板１９３の線維輪１９２の小さなアクセス穴１９１を通
って挿入される。除去ツール１９０は、内視鏡技術および当業者にとって通常既知である
処置によって椎間板髄核１９４の部分または全体を除去するために用いられる。
【０１０２】
　図２６Ｃを参照すると、注入カニューレ１４２がアクセス穴１９０を通って挿入され、
伸延装置１３６が、髄核１９４の除去によって作成された空間１９５内に展開される。上
述のように、伸延装置１３６は、カニューレ１４２を通った展開のため実質的に線状の展
開前構成を有し、伸延装置が支持構造１４１を規定するカニューレから出ると、コイル状
または展開構成を有することが好ましい。伸延装置１３６がカニューレから出ると、支持
構造１４１は空間１９５内で高さ方向に範囲を増大させる。伸延装置１３６の展開が進む
と、支持構造１４１は、隣接する椎骨１０２ａ、１０２ｂの端板１９６ａと１９６ｂをそ
れぞれ伸延させ、または分離させる。伸延装置１３６は、伸延装置１３６がカニューレ１
４２から完全に出るか、支持構造１４１が所望の高さに到達するまで、カニューレ１４２
の外に進められるであろう。一般的に、伸延装置１３６は、支持構造１４１の高さが、こ
れが図２６Ｄに図解されるように端板１９６ａ、１９６ｂを通常の位置に戻すようになる
まで、カニューレの外に進められる。
【０１０３】
　伸延装置１３６が完全にカニューレ１４２の外に進められるよう設計される処置におい
て、支持構造１４１の所望の高さはあらかじめ決定され、適当なサイズの伸延装置が、用
いるために選択される。伸延装置１３６が支持構造１４１の所望の高さが実現されるまで
展開される処置において、支持構造の高さは蛍光透視法で観察され、ひとたび支持構造が
所望の高さに到達すると、伸延装置はカニューレの遠位端部分に近い位置で切断されるで
あろう。
【０１０４】
　展開されると、伸延装置は椎間板の高さを回復させ、脊柱を安定させる。除去された髄
核組織の量と支持構造の展開位置に応じて、支持構造の内在容積は実質的に空であるか、
またはいくらかの髄核組織を含むであろう。任意で、骨セメント、アログラフ、オートグ
ラフなどの骨充填剤、またはその他の治療薬剤が、支持構造によって規定された内在容積
および／もしくは支持構造の周囲に挿入されて、装置の安定化を援助し、および／もしく
は、隣接する椎骨間の骨固定を促進するであろう。
【０１０５】
　図２６Ｅと２６Ｆは椎体置換（ＶＢＲ）処置に用いられる、また「ケージ」と称される
こともある、従来技術の装置を図解する。このようなケージタイプの装置を用いるＶＢＲ
処置において、椎体の部分または全体が除去され、除去された椎体の空間にケージが挿入
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される。上述される従来技術のケージと同様に、図２６Ｅに図解されるタイプのケージは
、展開の前、間、後で実質的に変化しない固定されたサイズを有する。したがって、この
ような装置を移植するのに、患者の背中と脊髄組織に比較的大きな切開が作られる。さら
に、処置は、装置の挿入に対応するべく組織を伸延するのに、別々の装置を用いることを
必要とするであろう。
【０１０６】
　図２６Ｆに図解される従来技術の装置は、装置またはケージを作るために挿入される、
個々の部分を有する点で、図２６Ｅに示されるものとは多少異なるものである。さらに、
これらの部分は比較的大きく、移植のために比較的大きな切開を必要とする。
【０１０７】
　本発明の低侵襲部分ＶＢＲ処置の１つにおいて、図２６Ｇに図解されるように、椎骨除
去ツール１９７が、椎体１３０ｃの小さなアクセス穴１６０ｃを通って挿入される。椎骨
除去ツール１９７は、椎体の部分を除去するのに、または内視鏡技術および当業者にとっ
て通常既知である処置を用いて椎体を完全に除去するのに用いられることができる。一般
的に、この処置は、損傷した椎骨を除去するのに用いられる。
【０１０８】
　図２６Ｈを参照すると、損傷した網状骨１０８ｃが除去された後で、注入カニューレ１
４２がアクセス穴１６０ｃを通って挿入され、上述と同様の手順および技術を用いて、伸
延装置１３６がカニューレを通って椎体１３０ｃ内で展開される。伸延装置１３６が展開
されると、これは、図２６Ｉに図解されるように、椎体１３０ｃの端板１１２ｃ、１１４
ｃを分離し、支持する支持構造１４１を規定する。伸延装置１３６が展開された後、支持
構造の内在容積は実質的に空であり、または内在容積は、当初除去された網状骨の量およ
び支持構造の展開位置に応じて、いくらかの網状骨を含むであろう。いずれにせよ、伸延
装置そのものは、空洞または中空の容積を形成するのに網状組織を圧迫しない。任意に、
骨充填剤または治療薬物が内在容積および／もしくは支持構造の周囲に挿入され、支持構
造を安定させ、および／もしくは、骨固定を促進するであろう。
【０１０９】
　全体ＶＢＲ処置の低侵襲法の１つにおいて、上述された椎体除去ツールは、椎体の実質
的に全てを動かすのに用いられ、任意に、椎間板除去ツールは隣接する椎間板を実質的に
除去するのに用いられる。図２６Ｊを参照すると、カニューレ１４２の遠位端部分１４６
が、椎体および／もしくは隣接する椎間板の除去によって作成された空間１９８に挿入さ
れることができ、伸延装置１３６が、同様の低侵襲処置および上述の技術を用いて空間内
に展開されることができる。カニューレ１４２を出ると、伸延装置１３６は、伸延装置が
展開されるにつれ高さにおいて増大する支持構造１４１を形成する。支持構造１４１の高
さが増大すると、これは上椎骨１３０ｄの端板１１２ｄと下椎骨１３０ｅの端板１１４ｄ
に接触し、図２６Ｋに図解されるように、間隙を有する関係に椎骨を伸延し、支持する。
【０１１０】
　展開された支持構造１４１は、支持を提供し、脊柱を固定する。任意に、骨充填剤また
は治療薬物が内在容積および支持構造の周辺に挿入され、支持構造を固定し、および／も
しくは骨固定を促進する。
【０１１１】
　図２７は、本発明の伸延装置および注入システムの他の実施形態を図解する。本実施形
態において、伸延装置２０２は、案内ワイヤまたは注入トラック２００を用いて展開され
る。展開に先立って、伸延装置２０２は細長い、通常線状の形状を有し、案内ワイヤにス
ライド可能に取り付ける中心の穴または通路（図３９から図４８に示される）を含むこと
が好ましい。伸延装置２０２は、たとえば案内ワイヤ２００の輪郭に沿って従うのに十分
なだけの柔軟性がある必要があり、伸延装置２０２は、治療部位における展開のために案
内ワイヤ上に取り付けるために通常細長い形状を取り、治療部位内で通常コイル状または
バネ状の形状を取る必要があろう。
【０１１２】
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　伸延装置２０２は、変成組織、外傷、または転移状態の、または組織伸延装置が必要で
ある治療における、ヒト組織内の長期間の移植に適した生体適合性材料から作成されるこ
とが好ましい。用いられる材料はまた、リン酸カルシウム、リン酸三カルシウム、ハイド
ロキシアパタイト、または任意のその他の適切な生体材料などの生体材料であるだろう。
生体適合性材料は、ＰＥＥＫ（ポリエーテルエーテルケトン）、ナイロン、ＮｉＴｉ、ま
たは任意のその他の適切なものであろう。物質は中空でなく、または組織の内方成長のた
めに多孔質であり、治療用または成長増強剤を溶出する。脊椎圧迫骨折の治療に生体材料
または生体適合性材料を用いることの利点の１つは、これらの要素はより自然な物質を有
するからである。しかし、他の材料が用いられてもよく、本発明の範囲内である。
【０１１３】
　案内ワイヤ２００は、近位端部分２０４および遠位端部分２０６を含む。展開状態にお
いて、遠位端部分は、図２７に示されるような複数の積み重ねられた屈曲を有する図解さ
れたコイルまたはらせん形状などの、多段配置、足場またはプラットフォームを規定する
ことが好ましい。展開状態における案内ワイヤの遠位端部分の形状はあらかじめ決められ
てよい。好適には、案内ワイヤは、治療部位での案内ワイヤの展開の前と間に概して一直
線の構成に変形されることができ、次いで治療部位内で当初のコイル形状を再度形成する
ことができるように、案内ワイヤ２００の少なくともコイル形状の遠位端部分２０６が、
ニチノールまたは形状記憶特性を有するポリマーなどの形状記憶材料で作成される。この
配置で、案内ワイヤそのものは、椎骨の端板に接触し、それらを強制して離す、初期の伸
延装置として働くであろう。この目的のため、案内ワイヤはまた、端板との接触力を減少
させ、接触力を容認できる範囲に保持する傾向がある断面形状（たとえば楕円）を有する
であろう。案内ワイヤのコイル状の遠位端部分２０６が治療部位内の所望の位置に到達し
た後、伸延装置２０２は、案内ワイヤの近位端部分２０４に挿入され、プッシャー２０８
が後に従う。任意には、伸延装置の遠位端部分２１０が細くされ、傾斜され、その他の方
法で構成されることができ（図２７と４４に図解されるように）、骨を通っての、また伸
延される組織の間の伸延装置の挿入と通過を容易にする。
【０１１４】
　小さなノブ２１２が案内ワイヤ２００の近位端部分２０４に取り付けられ、グリップ部
分を提供することができる。プッシャー２０８が一方の手で図２８の矢印Ｄに示されるよ
うに案内ワイヤ２００に沿って遠位に進められるので、ノブ２１２はもう一方の手で保持
されることができる。プッシャー２０８を遠位に進めることは、伸延装置２０２が案内ワ
イヤ２００上をスライドして遠位に動くよう強制する。伸延装置２０２は案内ワイヤ２０
０に沿って従って椎骨に入り、実質的に案内ワイヤの遠位端部分の形状を取り、多段配置
または土台を有する支持構造を形成する。たとえば、図解された実施形態において、伸延
装置２０２は、案内ワイヤのコイル形状部分２０６を通過するにつれコイル形状に巻く。
伸延装置２０２は、案内ワイヤの屈曲２１４の数と同じ数だけそれ自身に巻きつき、コイ
ルまたはらせん形状の支持構造２１６などの多段支持構造または土台を形成する。
【０１１５】
　図２９は、コイル状の伸延装置２０２によって規定される、完成した土台または支持構
造２１６を図解する。支持構造２１６の範囲または高さＨ１は通常、回旋または屈曲の数
を細長い伸延装置の高さＨ２（図２７に示される）に乗じることで決定される。所望であ
れば、案内ワイヤ２００はここで、展開された伸延装置２０２から除去されることができ
る。案内ワイヤ２００の除去は、案内ワイヤ２００の近位端２０４を近位方向に引く一方
で、プッシャー２０８を定位置に保持することによりなされる。任意には、治療に応じて
、案内ワイヤ２００は伸延装置２０２と共に定位置に保持され、伸延装置２０２によって
規定される支持構造２１６をさらに強化し固定することができる。この使用において、案
内ワイヤ２００の近位端２０４は、技術において既知である、切断し、ねじって外し、ま
たはその他の手段によって案内ワイヤの残りから切られるかも知れない。
【０１１６】
　したがって上述から、脊椎の治療の低侵襲外科処置に、本発明は特に有利であり助けと
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なることが明らかであろう。本発明のこの態様にしたがって、経皮的におよび適当な脊柱
またはその他の組織を通って作られるであろう、単一のアクセス開口のみが必要とされる
。この単一の開口を通って、比較的大きな三次元支持構造が、個々の椎骨の密閉された空
間内または隣接する椎骨の間に築かれることができる。伸延装置の挿入は、導入カニュー
レまたはシースによって援助され、または伸延装置そのものが、アクセス開口を通ってカ
ニューレまたはその他の前進補助を必要とすることなく直接進められるであろう。いずれ
にせよ、図解された実施形態において、比較的大きな支持構造が、比較的より小さなアク
セス開口を通って現場で築かれ、または形成され、低侵襲技術の安全性と容易さを有する
、より大幅かつ侵襲的な外科的アプローチの利点を提供する。
【０１１７】
　図３０から図３５は、伸延装置２０２の椎体での展開を図解する。図３０を参照すると
、イントロデューサーシース２１８は、患者が伏臥位で横たわる間に患者の背中を通って
挿入される。脊椎のより良い視覚化のために２方向画像システムを用いる透視が用いられ
て、所望の位置へ注入システムを案内することを助けるであろう。イントロデューサーシ
ース２１８は、一般的に、椎体２２２の茎２２０を通じて骨格を貫通することを助ける（
経椎弓根アプローチで）。ひとたびイントロデューサーシース２１８が茎２２０を通過し
、またはその中に通路２１９を作り、画像化によって確認することができる所望の位置に
くると、注入カニューレ２２４がイントロデューサーシース２１８に挿入され、案内ワイ
ヤ２００がカニューレを通って前に進められるであろう。あるいは、案内ワイヤはイント
ロデューサーシースなしでカニューレを通って挿入されるであろう。
【０１１８】
　上記に説明されるように、案内ワイヤ２００は、コイルまたはバネ形状の初期または自
由状態を有する形状記憶材料で作成されることが好ましい。案内ワイヤ２００がカニュー
レ２２４に挿入されると、カニューレは案内ワイヤを通常細長い線状構成に拘束し、治療
部位での案内ワイヤの容易かつ低侵襲の展開を可能にする。形状記憶特性により、ひとた
び拘束が除去されると、すなわち案内ワイヤはカニューレ２２４の遠位端部分２２５から
出て椎体２２２に入ると、案内ワイヤ２００はコイル形状の自由状態に戻る。案内ワイヤ
２００は、手動で、またはたとえば図５８に示される歯止めガンなどの歯止め機構などの
前進機構を用いて、カニューレ２２４を通って進められることができる。
【０１１９】
　骨およびその他の組織を通る案内ワイヤ２００の貫通の速度および容易さを改善するべ
く、ワイヤの先端が組織または骨に穴を開けて所望の部位にアクセスし、または所望の形
状を得ることを可能にするエネルギーを送信するために、エネルギーシステムが案内ワイ
ヤに動作可能に接続されることができる。図解される実施形態において、案内ワイヤ２０
０の近位端部分２０４は、特定の周波数の超音波振動を作り出す圧電素子を有する変換器
アセンブリ２２６などのエネルギーシステムに接続され、案内ワイヤが椎体の骨構造を貫
通することを助けることができる。このようなエネルギーシステムは、骨などの密度の高
い材料に通路を開けるのに適した周波数において超音波エネルギーを伝播させることがで
きる変換機２２６に接続されたエネルギー源２２８を含むかもしれない。本発明で用いら
れるであろうこのようなエネルギーシステムの使用は、掘削を開示するＯｈの米国特許第
６，４９８，４２１号、穿孔を開示するＢｅａｔｙの米国特許第６，８９９，７１５号、
超音波エネルギーを用いる切断を開示するＰａｒｉｓｉの米国特許第４，８３８，８５３
号に説明される。このような装置はまた、Ｎｉｔａの米国特許第６，９２９，６３２号に
説明されるように、動脈血栓を貫通するのに脈管系に用いられてきた。上記の特許の全て
は、参照することにより本書に援用される。
【０１２０】
　本書に説明されるエネルギーシステムがまた、実質的に同様の方法で用いられることが
でき、上述された図１２の伸延装置１３６を注入において援助するということが理解され
るであろう。変換器アセンブリの使用が任意であること、またいくつかの処置において変
換器アセンブリを用いずに案内ワイヤ２００を展開することが有利であることがまた理解
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されるであろう。変換器アセンブリが用いられない場合には、案内ワイヤは、図１２の伸
延装置１３６の展開を参照して上記に先に説明されたものと概して同様の方法で展開され
てよい。
【０１２１】
　案内ワイヤ２００がカニューレ２２４の遠位端部分２２５から出て、椎体２２２に入る
と、案内ワイヤの遠位端部分２０６は拘束されない形状に戻り始める。すなわち、案内ワ
イヤの遠位端部分はコイル形状に巻き始める。図３１を参照すると、案内ワイヤ２００は
進められ、コイル形状が所望の高さに達するまで、または所望の数のループまたは屈曲２
１４を有するまで、椎体２２２の網状骨内に展開される。先に述べられたように、案内ワ
イヤそのものは、損傷した椎骨の端板を伸延させ、または分離する機能があるであろう。
案内ワイヤ２００は、案内ワイヤのコイル状の部分が上側端板と下側端板の間の空隙にま
たがる高さに達するまで進められることが好ましい。さらに、特定の治療においては、上
述のように、案内ワイヤ２００そのものが椎体の端板に接触し、端板を伸延させ椎体の垂
直方向の高さを増大させるよう機能し、椎骨の高さを回復させ、または部分的に回復させ
るであろう。あるいは、コイル形状の案内ワイヤは、端板の伸延または最小の伸延なしに
椎体内で展開されるであろう。
【０１２２】
　図３２を参照すると、案内ワイヤ２００が所望の展開構成に達した後、イントロデュー
サーシースおよびカニューレが縮められ、システムから除去されてよく、変換器アセンブ
リが切断されてよい。この段階において、案内ワイヤ２００のコイル状の遠位端部分２０
６は椎体２２２内で展開され、案内ワイヤの近位端部分２０４は椎体の通路２１９の外に
延在する。案内ワイヤの近位端部分２０４は、伸延装置２０２のための挿入経路またはト
ラックを規定する。あるいは、所望であれば、イントロデューサーシースおよび／もしく
はカニューレがその場に残されてよく、伸延装置は、イントロデューサーシース、カニュ
ーレまたはその両方を通って椎体内に展開されてよい。
【０１２３】
　イントロデューサーシースおよびカニューレをシステムから除去することの利点の１つ
は、このような除去が、椎体へのより大きな通路を可能にすることである。より大きな通
路は、より大きな寸法を有する伸延装置またはインプラントを用いることを可能にする。
したがって、イントロデューサーシースおよびカニューレが除去されると、伸延装置のサ
イズはイントロデューサーシースまたはカニューレのサイズに拘束されず、また制限され
ないので、伸延装置の寸法は大きくなることができる。大きな伸延装置を用いることの利
点の１つは、大きな伸延装置が、装置に働く負荷力を分散させて装置の任意の所与の部分
または伸延装置が接する椎体の表面にかかるより小さな圧力をもたらす、大きな表面積を
提供することである。
【０１２４】
　図３２に図解されるように、伸延装置２０２は案内ワイヤ２００の近位端部分（図示さ
れない）の上に挿入され、プッシャー部材２０８は、伸延装置の後ろまたは近位の案内ワ
イヤ上に配置される。プッシャー部材２０８が進められると、これは伸延装置２０２に接
触し、これを案内ワイヤ２００の上で前に、または遠位に進める。歯止め装置（図５８に
示される）またはその他の前進機構がまた用いられてプッシャー部材を増加的に前進させ
ることを支援するであろう。
【０１２５】
　図３３を参照すると、伸延装置２０２が案内ワイヤ２００の上を前に（遠位に）進めら
れるにつれ、案内ワイヤは通路２１９を通って椎体２２２内に伸延装置を案内する。図２
７と４４に図解され、上記に説明されるように、伸延装置の遠位端２１０は先細にされ、
傾斜され、またはその他の方法で形成されて、組織を通って進むことを援助することがで
きる。
【０１２６】
　椎体において、伸延装置２０２は、案内ワイヤ２００のコイル形状の部分２０６に沿っ
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て従い、図３４と３５に示されるように、コイル形状の支持構造２１６に巻く。伸延装置
の側面の細穴は、これがより容易に曲がり、案内ワイヤの輪郭に従うことを可能とする。
指示構造２１６のさらなるコイルまたは屈曲２３６のそれぞれの形成と共に、支持構造の
高さは増大する。支持構造２１６の高さが増大するにつれ、これは椎骨の端板を伸延して
支持し、脊椎の高さを回復させ、または部分的に回復させ、椎体２２２を固定する。骨折
した椎体を治療する時、端板の伸延は、負荷がもはや骨折した部分、または椎体を囲む神
経終末に圧力を与え得る崩壊した断片に圧力をかけないため、骨折を固定し、したがって
背中の痛みは減少する。
【０１２７】
　伸延装置の本実施形態の利点の１つは、上述のように、これが小さなアクセス穴を通っ
て挿入され、多段配置または土台などのより大きな三次元支持構造が、組織層の間または
中の、制限され、または密閉された空間内に築かれることができることである。たとえば
、伸延装置２０２は、小さなアクセス穴を通って挿入されることができ、支持構造２１６
はその時点で、伸延装置の厚みの１つを他の１つの上に加えることにより１つの輪を築く
ことができる。たとえば、平均的な椎体は高さが１８ｍｍである。図２に図解されるよう
に、椎体圧迫骨折の後、椎体は通常の椎体の約半分の高さになるかもしれず、これは結果
として約９ｍｍの圧迫された椎体となるであろう。たとえば、ワイヤサイズの半分のピッ
チを有する直径１ｍｍのワイヤ形状の案内ワイヤは、端板から端板にまたがるのに約５輪
を必要とするであろう。伸延装置が案内部材の上に挿入される時、これは輪に沿って巻き
始め、軸方向に伸延し、または押し上げて押し下げ、コイルの上を進めることの機構的利
点を享受するであろう。骨折した体は抵抗力に欠けるため、これは、図３５に図解される
ように、２つの端板の間の距離を、これらが好ましくは骨折前の位置にくるまで、広げる
であろう。
【０１２８】
　伸延装置２０２が展開された後、案内ワイヤ２００は伸延装置から縮められ、システム
から除去されることができる。このことは、案内ワイヤ２００を近位方向に引きながらプ
ッシャー部材２０８を定位置に保持することで行われる。たとえば、案内ワイヤ２００は
、プッシャー部材を定位置に保持しながら、注入ガンの前進機構、すなわち歯止め機構を
反転させることにより、近位に縮められることができる。
【０１２９】
　本発明の伸延装置は、骨充填剤と共に、好適にしかし排他的にではなく用いられ、伸延
装置に安定性を加え、伸延された組織、すなわち椎骨の端板の間を支持する。骨充填剤が
多様な方法で導入されてよい。図３６と図３７に図解されるように、小さな管状要素また
は針２３８が、支持構造の屈曲２３６の間、または伸延装置２０２の中心穴内、たとえば
図３９の中心通路２４０に挿入されてよいので、骨充填剤２４２、好ましくは骨移植材料
または骨セメントは、内側領域または支持構造２１６によって規定される内在容積２４４
の中に注入されることができる。内在容積２４４は、網状骨を含んでよく、または含んで
はならない。針２３８は、注射器またはその他のタイプの注射器具に接続されるかもしれ
ない。図解される実施形態において、伸延装置２０２は、中心通路に通じる細穴２４６を
含む。細穴２４６は、細穴が、注入された骨充填材２４２を、支持構造２１６によって規
定される内在容積２４４に導くように配置される。支持構造２１６は、骨充填剤２４２の
動きを制限し、および／もしくは、導く障壁として機能し、骨充填剤が支持構造２１６の
外側の領域に広がることを実質的に防ぐ。すなわち、支持構造２１６は、骨充填剤２４２
を囲み、これを、支持構造２１６によって規定された内在容積２４４内に収容する抑制装
置として機能することができる。支持構造／抑制装置２１６は、望まない漏れまたは管外
遊出を防ぐ。骨充填剤２４２は、これが図３８に図解されるように、支持構造２１６によ
って規定された内在容積２４４を完全に充填するまで注入されることが好ましい。
【０１３０】
　伸延装置は、本開示から逸脱することなく、多様な形状を有するであろう。異なる構成
は、伸延装置の多様な有利な特性を提供する。移植された伸延装置に関して考慮されるべ
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き１つの態様は、圧縮力や軸方向の力などの異なる力に抵抗する装置の能力である。装置
が圧縮荷重に抵抗でき、伸延装置にかかる力は軸方向であることは、容易に理解される。
しかし、さらなる横方向の、または変換力がまた、体が動く時に装置にかかるであろう。
【０１３１】
　図３９から４８は、このような伸延装置によって形成されることができる、伸延装置お
よび多段支持構造の可能な外形の例を図解する。多様な外形は、他の有利な特性の中で、
伸延装置を展開された支持構造の形状に保持し、実質的に抵抗を圧縮および横方向の力の
両方に適応させるように、形状保持において援助する。これらの図面における全ての実施
形態は、伸延装置を案内ワイヤ上に取り付ける、通常２４０から２４０ｉで示される通路
を含むことが好ましい。実施形態のいくつかにおける中央通路はまた、骨充填剤の流れを
導くために、また薬物またはその他の流体材料の注入に用いられることができる。
【０１３２】
　図３９において、断面外形は概して正方形であり、図４０において、断面外形は概して
長方形である。これらの実施形態のどちらも、隣接する屈曲の平坦な表面に接触する実質
的に平坦な表面を有する屈曲２３６ａと２３６ｂを提供する。各屈曲の表面間の接触は、
圧縮力に抵抗するのに大変優れた支持構造を提供する。さらに、図３９に図解されるよう
に、伸延装置は、治療される組織へのより良い統合のために、伸延装置を通して、または
少なくとも伸延装置の側面に、多孔質コーティング２４７を有することができる。
【０１３３】
　図４１において、断面形状は、複数の山頂２４８と谷２５０を有する波形形状を有する
特別なさねはぎ外形である。各屈曲の山頂２４８と谷２５０は、次の隣接する屈曲のこれ
らを係合し、安定性を加え、横方向の滑りに抵抗する干渉表面を提供する。
【０１３４】
　図４２において、断面形状は、単一のさねはぎ構成を有する特別な外形である。伸延装
置は、共に巻かれた時に、凸部が隣接する屈曲の溝に延在し溝が隣接する屈曲の凸部を受
けるように、１つの表面上に形成された溝２５４に対向する表面上に形成された隆起した
リブまたは凸部２５２を有する。さらに、凸部２５２と溝２５４は相互に係合して、安定
性を加え、横方向の力による滑りおよび移動に抵抗する干渉表面を提供する。
【０１３５】
　図４３において、断面形状は、対向する凹面２５６と凸面２５８を有する特別な外形で
ある。伸延装置が支持構造を形成する時、凸面２５６と凹面２５８は、隣接する屈曲のは
めあう凸面または凹面を係合させ、安定性を加え、横方向の力による滑りと移動を減少さ
せる。
【０１３６】
　図４４から４８は、治療部位に注入された骨充填剤の方向を導き、制限することを支援
する特性を含む伸延装置の実施形態を図解する。図解された実施形態において、骨充填剤
または薬剤などの材料は通路２４０ｅから２４０ｉのうちの１つに注入されることができ
る。材料は、通路を通って、伸延装置内に配置される細穴に流れるであろう。細穴は、材
料の流れを、治療部位内の特定の領域に案内し、および／もしくは制限する。図解される
実施形態はまた、伸延装置の挿入を援助し、伸延装置が案内ワイヤの上を案内されるにつ
れてこれの回転を支援する特徴を含む。たとえば、伸延装置に配置される細穴は、伸延装
置の柔軟性を強化し、伸延装置が案内ワイヤの輪郭に従うことを容易にする。
【０１３７】
　図４４は、伸延装置を図解し、伸延装置は上向き細穴２６０を含む。骨充填剤が通路２
４０ｅに注入されると、骨充填剤は細穴２６０から、伸延装置支持構造の内側と外側の両
方の領域に流れ出る。
【０１３８】
　図４５において、伸延装置は外側を向いた細穴２６０ａを含む。骨充填剤が通路２４０
ｆに注入される時、骨充填剤は、細穴２６０ａから、伸延装置支持構造の外側領域に流れ
出る。したがって、細穴２６０ａは骨充填剤の流れを伸延装置の外側に向け、伸延装置支
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持構造は障壁として機能し、伸延装置によって規定される内側領域が、骨充填剤を実質的
に含まないようにする。
【０１３９】
　図４６において、伸延装置は内側に向いた細穴２６０ｂを含む。骨充填剤が通路２４０
ｇに注入されると、骨充填剤は細穴２６０ｂから、伸延装置によって規定される内側空間
２４４ｂに流れ出る。したがって、細穴２６０ｂは、骨充填剤の流れを伸延装置内部へ導
き、制限し、伸延装置は、骨充填剤を伸延装置内に含む容器のように機能し、伸延装置の
外側領域に実質的に骨充填材物質がないようにする。
【０１４０】
　図４７において、伸延装置は、骨充填剤が伸延装置の内側および外側の領域に流れ込む
ことを可能にする、上向きおよび下向きの細穴２６０ｃ、２６０ｄを有する。
【０１４１】
　図４８において、伸延装置は内側および外側に向いた細穴２６０ｅ、２６０ｆを有する
。本実施形態において、内側および外側を向いた細穴２６０ｅ、２６０ｆは、骨充填剤を
、伸延装置によって規定された内側空間と伸延装置の外側の領域の両方に導く。
【０１４２】
　椎骨圧迫骨折の治療に用いられる時の伸延装置のサイズおよび寸法は、伸延装置が約０
．１１８インチ×０．１１８インチ（約３ｍｍ×３ｍｍ）の概して正方形の外形を有する
ことを可能にするであろう、約６ゲージサイズ（約０．１７３インチ（約４．３９ｍｍ）
の作業直径）を超えない大きさのカニューレを通って挿入されることのできるサイズであ
ることが好ましい。他のサイズおよび寸法が用途に応じて用いられるかもしれない。伸延
装置の長さはあらかじめ決められ、または治療の間に適合するように切断されるかもしれ
ない。
【０１４３】
　伸延装置の構成は、成形、機械加工、または押し出しを含むがこれに限定されない、技
術的に既知であるいくつかの技術を用いて行われるかもしれない。注入コイルまたは案内
部材が、用途要求にしたがって異なる外形および異なる形状を有するかもしれないことが
また理解される。
【０１４４】
　一実施形態において、図４８ａを参照すると、伸延装置は、それぞれ椎体への挿入のた
めに案内ワイヤ２００ａ上に取り付けるための穴２４０ｊを含む、複数の個々の伸延装置
要素２５１から構成されるかもしれない。個々の伸延装置要素４８ａは、立方体状の構成
を有するかもしれず、または所望される使用に応じて、長さおよび幅において長くまたは
短いかも知れない。個々の伸延装置要素２５１が用いられる時、伸延装置は、案内ワイヤ
２００を伸延装置内に移植されたままにすることによって、または伸延装置によって規定
された内側領域に導入された、または少なくともらせんに接触する、またはその両方であ
る、セメントを用いて、固定されることが好ましい。
【０１４５】
　伸延装置はまた、複数の個々の伸延装置要素を結びつけてチェーン状の構造を形成する
ことで構成されることができる。たとえば、材料の薄い部分は複数の立方体状の伸延装置
要素に接続されて、全ての要素を一緒に保持し、線または変形可能な線状構造を形成する
ことができるかもしれない。個々の伸延装置要素は、同様のサイズおよび形状であること
ができ、あるいは、個々の要素のそれぞれは異なるサイズおよび形状であることができる
。
【０１４６】
　あるいは、伸延装置は、多数の細穴が均一またはランダム間隔の始動バーまたはロッド
に機械加工されることができるバーまたはロッド形状から形成されることができる。通路
は、案内ワイヤ上に取り付け、スライドするため、伸延装置の真ん中を通って開けられる
。
【０１４７】
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　本発明の伸延装置および案内ワイヤは、多様な異なる方法によって、また多様な器具を
用いて展開されることができる。図４９から５８に開示される展開方法および器具は、図
１２に通常開示されるタイプの伸延装置または図２７に通常開示されるタイプの案内ワイ
ヤを注入するのに用いられるかもしれないものの例であることが理解されるであろう。便
宜上、上述の展開方法および器具は、伸延装置の展開に関して説明されるであろう。
【０１４８】
　伸延装置は、いくつかの処置について、処置の速度を上げ、また椎骨を治療する場合に
組織または端板と接触する表面積を増大させるために、複数のコイルまたはバネ形状の伸
延装置を用いることで、より効果的にされるであろう。小さな伸延装置が用いられるが、
椎骨の２つの端板を支持するための最大表面積を有することを執刀医が望む場合、外科医
はたとえば図４９に示される両側経椎弓根アプローチを用いることができる。椎体２６２
内に２つの穴が開けられ、２本のカニューレ２６４ａ、２６４ｂが穴を通って挿入されて
各伸延装置２６６ａ、２６６ｂを注入する。容易に使用するため、また安全性を考慮して
、執刀医は一方の装置を他方の装置の後に挿入することが好ましいであろう。しかし、執
刀医の判断で、両方が同時に挿入されるかもしれない。したがって、本発明は挿入の順序
には限定されない。
【０１４９】
　二重コイルまたは上装置２６８と下装置２７０を有する伸延装置がまた、図５０、５１
に示される。各装置は、反対方向に巻き、したがって装置２６８は上方向に巻き、装置２
７０は下方向に巻く。装置は同時に注入されることが好ましいが、一度に一方が注入され
るかもしれない。両方の装置２６８と２７０は、これらを導入する執刀医に対して右側に
巻く。しかし、他の装置が必要に応じて左側に巻く装置を有するかもしれない。注入カニ
ューレ２７２はまた、その遠位端に２つの通路２７４、２７４ａを有して各装置を適切な
方向に適切に案内するかもしれない。所与の高さ寸法について同じ数の巻きが必要とされ
るであろうため、同時に展開された２つの装置を有することは、唯一のコイルが用いられ
る場合の特定の装置を注入することに必要とされる時間を半分にするであろう。本実施形
態は、伸延装置が両方向に広がるため、椎体の中心（高さに関して）アクセスすることが
可能である時に用いられることが好ましい。
【０１５０】
　二重コイルのその他の構成または装置設計が図５２に示され、伸延装置は前方にある第
１の装置２７５と、後方にある第２の装置２７６とを有する。第１の装置２７５は展開さ
れた時に右側に巻き、他方の装置２７６は展開された時に左側に巻く。本実施形態におい
て、両方の装置２７５，２７６は下方向に巻く。しかし、他の実施形態において、両方の
装置は上方向に巻くかもしれない。カニューレ２７８の遠位端２７７は、並んで配置され
る２つの通路を有し、装置を適切に案内する。この場合、表面積接触は倍になり、場合に
よっては組織または端板への圧力が減少される。しかし、展開時間は単一のコイル装置を
展開するのとほぼ同じである。図５３に示されるように、医学的または物理的理由により
、唯一の茎２７９または一方の側のみがアクセス可能である時に、本実施形態を用いるこ
とはより有利であろう。この方法で、表面接触領域は著しく増大する。
【０１５１】
　運搬時間を減少させ、表面接触領域を倍増させるべく、図５４に４つの伸延装置を有す
る他の伸延装置構成が図解される。基本的に、これは２つの先に説明された装置の組み合
わせである。２つの装置２８０と２８１は、上位置に並んで配置され、装置２８０は右側
に巻き、装置２８１は左側に巻く。両方の装置はまた上方向に巻く。他の２つの装置２８
２と２８３は、下位置に配置され、両方とも下側に巻き、装置２８２は左側に巻き、装置
２８３は右側に巻く。この設計はもちろん、伸延装置のそれぞれについて４つの異なる材
料を収容するのに大きなカニューレ２８４を潜在的に必要とする。
【０１５２】
　伸延装置の手動の押し棒による前進に加え、利用の容易さのため、半自動または自動の
器具が提供されるであろう。図５５は、体内の治療部位への伸延装置の注入のためにカニ
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ューレ２８５を用いる自動設計の略図を示す。器具は一連の電動ローラー２８６を有して
、保持カートリッジ２８８から変形しない構成の伸延装置２８７を押し出す。このような
器具の制御は、停止および開始コマンド、および伸延装置が回収されることができるよう
に潜在的に逆進コマンドを含むであろう。これはまた、注入速度と目的と摺る組織へ進む
伸延装置が遭遇する力抵抗の指示を含むかもしれない。このような器具に、技術的に既知
であるようにさらなる特性が加えられるかもしれない。
【０１５３】
　図５６は、注入されるコイル伸延装置２８７を示し、ローラー２８６が矢印ＥとＦで表
される方向に回転するにつれ、伸延装置上の抵抗の働きが、これを矢印Ｇで示される方向
に動かす。
【０１５４】
　伸延装置を注入するその他の装置および方法が、注入動作の手動制御を有する半自動タ
イプの装置として図５７に図解される。伸延装置２８８は、ハンドル２８９に接続されて
ハウジング２９０と運ばれる、回転するスプールに取り付けられる。伸延装置は固定され
たカニューレ２９１を通って延在する。ハンドル２８９を矢印で示される方向に回すこと
で、伸延装置は、これが遠位端において出て治療部位において変形されない状態を取るま
で、カニューレ２９１に沿って供給される。
【０１５５】
　図５８は、前進モードと後退モードを有することが好ましい歯止め供給装置２９２を図
解する。前進モードにおいて、トリガ２９３を起動させると、伸延装置２９４はカニュー
レ２９５を通って増加的に前進する。図解された実施形態において、トリガ２９３は、ト
リガを繰り返し圧迫し、解放することで、起動される。
【０１５６】
　図５８Ａは、伸延装置または案内トラックがカニューレ２９５ａの遠位端２９７ａの側
から出る、歯止め供給装置２９２ａの他の実施形態を図解する。
【０１５７】
　上述のように、本発明は、相互に伸延されて、恒久的または一時的に相互から離されて
支持される、皮膚、組織、臓器、骨、またはこれらの組み合わせを必要とする状態を治療
する装置および方法に関する。これはまた、脊椎圧迫骨折の治療にさらに具体的に適用可
能である。伸延装置はまた椎間板治療および脊髄融合の治療に特に良く適する。
【０１５８】
　図５９は、隣接する椎骨３０１と３０１ａおよび椎骨３０１、３０１ａの間に配置され
る椎間板３０２を有する脊柱３００の部分を図解する。骨鉗子、キュレット、プローブ、
解剖用器具などの椎間板核除去ツール３０４が、後方アプローチを介して椎間板３０２に
アクセスして示される。図６１に図解されるように、除去ツール３０４は、線維輪３１２
の小さなアクセス穴３１０を通って挿入されて、当業者にとって通常既知である技術およ
び処置を用いて椎間板髄核３０６を除去することができる。
【０１５９】
　図６２を参照すると、椎間板核３０６を除去することにより、空間または椎間板核空間
３０８が作成される。さらに、核除去の間に椎間板輪部３１２に作られた小さなアクセス
穴３１０が椎間板核空間にアクセスするのに用いられることができる。
【０１６０】
　本発明にしたがって伸延装置を注入する１つの好適な方法において、図６３と６３Ａを
参照して、注入カニューレ３１４がアクセス穴３１０を通って挿入され、案内ワイヤ３１
６が、上述されたのと同様の処置および技術を用いて、カニューレ３１４を通って核空間
３０８内に展開される。上述の実施形態と同様に、案内ワイヤ３１６は、カニューレを通
っての注入のために細長い線状構成を有し、カニューレから出るとコイル状または展開構
成を有する。案内ワイヤ３１６が展開された後、注入カニューレ３１４が縮められて注入
システムから除去されることができる。案内ワイヤ３１６のコイル状の部分３１７は、図
６４に示されるように核空間３０８の少なくとも部分を占めて残され、案内ワイヤの近位
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端３１８は椎間板３０２から延在して伸延装置の展開のために挿入路を規定する。
【０１６１】
　図６５と６５Ａに図解されるように、インプラントまたは伸延装置３２０は案内ワイヤ
３１６の上を遠位に進められる。伸延装置３２０は、プッシャー３１９または図５８の注
入歯止めガン２９２などの前進機構の助けを借りて、または任意のその他の適切な方法に
よって、案内ワイヤ３１６の上を進められることができる。伸延装置３２０が案内ワイヤ
３１６上を進むにつれ、案内ワイヤは伸延装置を核空間３０８内に案内する。伸延装置３
２０は、案内ワイヤ３１６に沿って従い、コイル状に巻いて、先の実施形態の支持構造と
実質的に同様である支持構造３１３を形成する。
【０１６２】
　ひとたび伸延装置が所望の展開に達すると、注入ワイヤ３１６は、図６６に示されるよ
うに支持構造３１３をその場に残して除去されることができる。あるいは、注入ワイヤ３
１６は切断されて伸延装置３２０内に残されるであろう。伸延装置３２０に加え、骨セメ
ントや網状骨移植材料などの骨充填剤が伸延装置の周囲に挿入されて骨固定を促進するで
あろう。完全な固定プロセスは、完全に治癒するまでに約６ヶ月を要すると予期される。
所望であれば、補助的な固定が脊柱に加えられて治癒プロセス中の不安定さを防止する。
【０１６３】
　本発明にしたがった代替的な展開方法が図６７から７１に図解される。図６７は、核が
既に除去された椎間板を図解する。上述の案内ワイヤと同様の案内ワイヤ３２２ａが、上
述されたものと概して同様の方法で、カニューレ３１４ａを通って核空間３０８ａに展開
される。案内ワイヤ３２２ａが展開された後、所望であれば、カニューレ３１４ａがシス
テムから除去されてよい。案内ワイヤの本実施形態のコイル状の構成は、きつい巻きを有
し（小径コイル）、したがって核空間３０８ａの部分のみを占める。
【０１６４】
　図６８に図解されるように、伸延装置３２４ａは案内ワイヤ３２２ａの上に配置されて
、先に開示されたのと同様の方法で、核空間３０８ａ内に展開される。伸延装置３２４ａ
はコイル状の案内ワイヤ３２２ａに沿って従い、コイル状に巻いて図６９に示されるよう
に支持構造３１３ａを形成する。コイル状の案内ワイヤの巻きがきついため、支持構造３
１３ａの断面幅「Ｊ」は先に説明された実施形態のものよりも小さく、したがって支持構
造は核空間３０８の部分のみを占める。伸延装置３２４ａが展開された後、案内ワイヤ３
２２ｄは除去されることができる。あるいは、案内ワイヤ３２２ａは切断されて伸延装置
３２４ａ内に残されることができる。
【０１６５】
　伸延装置３２４ａが支持構造３１３ａを形成した後、伸延装置の余剰の部分がある場合
、余剰の部分は切断されて除去されるであろう。すなわち、伸延装置は展開の後に所定の
長さに切断されることができる。伸延装置を所定の長さに切断できることの利点の１つは
、単一の伸延装置が異なる半径、長さ、およびコイルまたは展開構成の案内ワイヤの上に
展開されることができることである。
【０１６６】
　図６９に示されるように、第２の案内ワイヤ３２２ｂがカニューレ３１４ｂを通って、
支持構造３１３ａに隣接する核空間３０８ａ内に展開される。第２の伸延装置３２４ｂは
そこで、図７０に示されるように案内ワイヤ３２２ｂの上に展開される。
【０１６７】
　図７１は、２つの伸延装置支持構造３１３ａ、３１３ｂが核空間３０８ａ内で展開され
た後の椎間板を図解する。２つの伸延装置を用いることの利点の１つは、援助される支持
および力の分配を提供する、伸延装置によって占められる増大した表面積である。
【０１６８】
　先の方法は、脊椎への後方アクセスについて説明された。しかし、いくつかの状況にお
いて、とりわけ腰部において、前方アプローチが望まれる。図６０は、前方アプローチの
例を図解する。このようなアプローチにおいて、患者の腹部に切開部が作られ、下行結腸
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３３０、大動脈３３２および下大静脈３３４などの主器官が解離され、側面に押され、次
いで開創器３３６で保持されて脊柱３００へのアクセスを提供する。このアプローチの利
点の１つは、前方から椎間板空間へアクセスし、図７２に示されるように隣接する椎骨の
端板３３８、３４０が平行でなく、後方アプローチから伸延装置を挿入することが困難で
あるくさび状の形状を有する時に、固定を完成させる能力である。
【０１６９】
　隣接する椎骨の端板が平行でない場合、楕円端を有する支持構造を形成する伸延装置を
用いることが好ましいであろう。図７４は、伸延装置によって形成される支持構造３４１
の一実施形態を示す。支持構造３４１は、通常相互に対して角度をなす上部３４２および
下部３４４を有する。支持構造は、前方部分３４６と後方部分３４８を有する。前方部分
３４６は後方部分３４８よりも高く、図７２Ｂに示されるように、支持構造を平行でない
椎骨板３３８，３４０の間のくさび状の形状に一致させることが好ましい。
【０１７０】
　楕円構成の利点の１つは、これが図７２Ａに図解されるように、説明されたばかりの前
方アプローチよりも侵襲のより小さな後方アプローチに用いられることができることであ
る。後方アプローチは、これらの特別な場合に所望されるくさび形インプラントを断念す
ることなく、より早い回復を可能にする。
【０１７１】
　楕円構成を有する伸延装置は、図７３に図解されるように、伸延装置リボン３４９から
形成されることができる。伸延装置リボン３４９は、隆起３５０と谷３５１を有する展開
前状態を有する。各隆起３５０は、規定されたピッチ「Ｐ」で間隔を取られる。伸延装置
３４９の隆起３５０および谷３５１は、適切な案内ワイヤが用いられる時に、伸延装置が
長い前方寸法を有する図７３の支持構造３４１を形成するように、間隔を取られる。この
ような支持構造は、伸延装置３４９を、適切なピッチの間隔に適合する半径を有するコイ
ル構成を有する対応する案内ワイヤ上で展開することにより達成されることができる。
【０１７２】
　図７５と７６は、本発明の他の実施形態を図解し、案内ワイヤ３５２の展開構成は、単
一層らせん部分３５３を有するであろう。図７６に図解されるように、案内ワイヤ３５２
は、カニューレ３５５を通って、椎間板核の除去によって作成された開いた空間３０８ｂ
内に展開される。案内ワイヤ３５２がカニューレ３５５から出るにつれ、案内ワイヤのら
せん部分３５３は核空間３０８ｂ内で形成する。図７７を参照すると、伸延装置３５４は
、先に説明されたのと概して同様の方法と技術を用いて案内ワイヤ３５２の上に挿入され
、核空間３０８内に進められる。伸延装置３５４は、案内ワイヤ３５２に沿って従い、単
一層の概してらせん形の支持構造３５６を作成する。任意に、注入トラック３５２は除去
されて、後に大変コンパクトな伸延装置を残すことができる。図７８は、らせん構成に展
開される伸延装置支持装置３５６を図解する。本実施形態の利点は、広い面積を占める伸
延装置の単一層を提供することと、固定について良好な支持と安定性とを提供することと
である。
【０１７３】
　本発明の伸延装置はまた、全体的または部分的な椎体置換（ＶＢＲ）に用いられること
ができる。本発明の低侵襲部分的ＶＢＲ術の１つにおいて、図２６Ｇを参照して上述した
処置と概して同様である内視鏡的処置が、損傷した椎体組織を除去するのに用いられてよ
い。この処置は、椎体の小さなアクセス穴を通って椎骨除去ツールを挿入して椎骨の損傷
部分を除去することを含むことができる。損傷した骨が除去された後、注入カニューレ４
００が、骨除去のために作成されたものと通常同じアクセス穴であるアクセス穴４０２を
通って、椎骨４０３に挿入されてよく、図７９に図解されるように、案内ワイヤ４０４が
カニューレを通って椎体４０６内に展開される。
【０１７４】
　案内ワイヤ４０４がカニューレ４００の遠位端部分４０８から出て、椎体４０６に入る
につれ、案内ワイヤの遠位端部分４１０は拘束されないコイル形状に戻り始める。案内ワ
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イヤ４０４は、進められ、コイル形状が所望の高さに達するまで、または所望の数の屈曲
４１２を有するようになるまで、椎体内で展開される。
【０１７５】
　案内ワイヤ４０４が所望の展開構成に達すると、任意に、カニューレ４００が縮められ
て、システムから除去されることができる。この段階において、案内ワイヤ４０４のコイ
ル状の遠位端部分４１０は椎体４０６内で展開され、案内ワイヤの近位端部分４１４は通
路４０８の外に延在する。案内ワイヤの近位端部分４１４は、図８０に図解されるように
、伸延装置４１６のための挿入通路を規定する。
【０１７６】
　伸延装置４１６は、案内ワイヤ４０４の近位端部分４１４の上に挿入され、プッシャー
部材４１８は案内ワイヤの上に、伸延装置の後ろまたは近位に配置される。プッシャー部
材４１８が進められるにつれ、これは伸延装置４１６に接触し、これを、案内ワイヤ４０
４の上に前または遠位に進める。
【０１７７】
　椎体において、伸延装置４１６は、案内ワイヤ４０４のコイル形状の部分４１０に沿っ
て従い、コイル形状の支持構造４２０に巻く。支持構造４２０のさらなるコイルまたは巻
き４２２のそれぞれの形成により、支持構造は高さまたは範囲において増大する。支持構
造４２０が高さにおいて増大するにつれ、これは椎骨の端板４２４、４２６を伸延して支
持し、椎骨の高さを回復させ、または部分的に回復させ、椎体４０６を固定する。
【０１７８】
　伸延装置４１６が展開された後、案内ワイヤ４０４は伸延装置から縮められてシステム
から除去されることができる。あるいは、案内ワイヤ４０４は切断されて伸延装置４１６
内に残されるかもしれない。装置を固定し、および／または骨固定を促進するべく、任意
に、上述されたものと同様の方法によって、骨セメント、アログラフ、またはオートグラ
フなどの骨充填剤または治療薬物が装置内またはその周辺に挿入されるであろう。
【０１７９】
　全体的ＶＢＲ術の低侵襲方法の１つにおいて、上述された椎体除去ツールが用いられて
、椎骨４０１の椎体の実質的に全てを除去することができ、椎間板除去ツールが用いられ
て、隣接する椎間板を実質的に除去することができる。図８２を参照すると、カニューレ
４００ａの遠位端部分４０８ａが、椎体および隣接する椎間板の除去によって作成された
空間４３０に挿入されることができ、案内ワイヤ４０４ａが、上述されたのと同様の処置
および技術を用いて、この空間内に展開されることができる。案内ワイヤ４０４ａがカニ
ューレ４００ａの遠位端部分４０８ａから出るにつれ、案内ワイヤ４０４ａの遠位端部分
４１０ａが、拘束されないコイル形状に戻り始める。案内ワイヤ４０４ａは進められ、椎
体および椎間板の除去によって作成された空間４３０内に、コイル形状が所望の高さに達
するまで、または所望の数の輪または屈曲４１２ａを有するようになるまで展開される。
【０１８０】
　案内ワイヤ４０４ａが所望の展開構成に達した後、カニューレ４００ａは縮められてシ
ステムから除去されることができる。図８３を参照すると、伸延装置４１６ａが案内ワイ
ヤ４０４ａの近位端部分４１４ａの上に挿入され、プッシャー部材４１８ａが案内ワイヤ
の上に、伸延装置の近位端の後ろに配置される。プッシャー部材４１８ａが進められるに
つれ、これは伸延装置４１６ａに接触し、これを案内ワイヤ４０４ａの上を、前または遠
位に進める。伸延装置４１６ａが案内ワイヤ４０４ａの上を進められるにつれ、案内ワイ
ヤは、伸延装置を、椎体および隣接する椎間板の除去によって作成された空間４３０内へ
案内する。伸延装置４１６ａが案内ワイヤ４０４ａのコイル形状の部分４１０ａに沿って
従うにつれ、これはコイル形状の支持構造４２０ａに巻く。支持構造４２０ａのさらなる
コイルまたは屈曲４２２ａの形成のそれぞれによって、支持構造は高さにおいて増大する
。支持構造４２０ａが高さにおいて増大するにつれ、これは、図８４に示されるように、
上椎骨４３４の端板４３２と下椎骨４３８の端板４３６を伸延し、支持する。
【０１８１】
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　伸延装置が展開された後、任意に、骨セメント、アログラフまたはオートグラフなどの
骨充填剤または治療薬物が、支持構造内またはその周辺に挿入されて、支持構造を固定し
、および／もしくは骨固定を促進するであろう。
【０１８２】
　本発明は、図解された実施形態を踏まえて説明されたが、これは図解の目的のためであ
り、限定ではないことが理解される。支持または伸延装置のその他の適用、修正、または
使用が、ここにまたは後に提出される請求項に説明される本発明の範囲から逸脱すること
なく行われるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０１８３】
　
【図１】図１は、通常のヒトの脊柱の部分側面図である。
【図２】図２は、図１に相当するが、椎体の１つに脊椎圧迫骨折を示す。
【図３】図３は、端板が部分的に除去された、椎骨の上面図である。
【図４】図４は、図３の椎骨の側面図である。
【図５】図５は、コイルまたはバネの形状で示される、本発明の伸延装置の一実施形態の
斜視図である。
【図６】図６は、図５の伸延装置の鉛直断面図である。
【図７】図７は、カニューレ、プッシャー、および展開前の伸延装置を示す、本発明の注
入システムの一実施形態の斜視図である。
【図８】図８は、カニューレから部分的に押し出された伸延装置を示す、図７の注入シス
テムの斜視図である。
【図９】図９～図１１は、伸延装置の展開順序を説明する、図７のシステムの部分側面図
である。
【図１０】図９～図１１は、伸延装置の展開順序を説明する、図７のシステムの部分側面
図である。
【図１１】図９～図１１は、伸延装置の展開順序を説明する、図７のシステムの部分側面
図である。
【図１２】図１２は、椎体内での伸延装置の展開を示す、椎骨および図７の伸延システム
の水平断面図である。
【図１３】図１３は、骨折した脊椎内での伸延装置の部分展開を説明する、図１２の椎骨
および伸延システムの側断面図である。
【図１４】図１４は、伸延装置は原則的に完全に展開されて椎体の高さを回復させる、図
１２の椎骨および伸延装置の側断面図である。
【図１５】図１５は、椎体内に配置された伸延装置を有する椎骨の水平断面図であり、骨
充填剤（または「セメント」）が椎体に注入されている。
【図１５Ａ】図１５Ａは、椎体内に配置された伸延装置を有する椎骨の水平断面図であり
、伸延装置は注入された骨充填剤の流れを導く通路または溝を有する。
【図１６】図１６～２６は、異なる断面外形を有する伸延装置の異なる実施形態の斜視図
である。
【図１７】図１６～２６は、異なる断面外形を有する伸延装置の異なる実施形態の斜視図
である。
【図１８】図１６～２６は、異なる断面外形を有する伸延装置の異なる実施形態の斜視図
である。
【図１９】図１６～２６は、異なる断面外形を有する伸延装置の異なる実施形態の斜視図
である。
【図２０】図１６～２６は、異なる断面外形を有する伸延装置の異なる実施形態の斜視図
である。
【図２１】図１６～２６は、異なる断面外形を有する伸延装置の異なる実施形態の斜視図
である。
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【図２２】図１６～２６は、異なる断面外形を有する伸延装置の異なる実施形態の斜視図
である。
【図２３】図１６～２６は、異なる断面外形を有する伸延装置の異なる実施形態の斜視図
である。
【図２４】図１６～２６は、異なる断面外形を有する伸延装置の異なる実施形態の斜視図
である。
【図２５】図１６～２６は、異なる断面外形を有する伸延装置の異なる実施形態の斜視図
である。
【図２６】図１６～２６は、異なる断面外形を有する伸延装置の異なる実施形態の斜視図
である。
【図２６Ａ】図２６Ａは、「ケージ」が隣接する椎骨の間に挿入される、従来技術の装置
の説明図である。
【図２６Ｂ】図２６Ｂは、椎間板髄核除去のための椎間板除去ツールが椎間板に挿入され
て示される、椎間板の水平断面図である。
【図２６Ｃ】図２６Ｃは、上椎骨と下椎骨の間に示され、伸延装置はカニューレを介して
椎間板内に注入されている、図２６Ｂの椎間板の部分側断面図である。
【図２６Ｄ】図２６Ｄは、上椎骨と下椎骨間に示され、伸延装置は椎間板内で完全に展開
されている、図２６Ｂの椎間板の部分断面正面図である。
【図２６Ｅ】図２６Ｅは、椎体置換に「ケージ」が用いられる、従来技術の装置の説明図
である。
【図２６Ｆ】図２６Ｆは、椎体置換に用いられる、他の従来技術の装置の説明図である。
【図２６Ｇ】図２６Ｇは、椎体骨除去のために椎骨除去が椎骨に挿入されて示される、椎
骨の水平断面図である。
【図２６Ｈ】図２６Ｈは、脊柱の区分内に示され、椎体骨の除去により作成された空間へ
の伸延装置の注入を示す切り欠き部分を有する、図２６Ｇの椎骨の側面図である。
【図２６Ｉ】図２６Ｉは、脊柱の区分内に示され、椎体内で完全に展開された伸延装置を
示す部分を有する、図２６Ｇの椎骨の側面図である。
【図２６Ｊ】図２６Ｊは、椎骨の１つの椎体は隣接する椎間板と共に実質的に除去されて
、このような除去により作成された空間内に伸延装置が展開される、脊柱の区分の側面図
である。
【図２６Ｋ】図２６Ｋは、伸延装置が完全に展開されて示される、図２６Ｊの脊柱の区分
の側面図である。
【図２７】図２７は、伸延装置を案内ワイヤ上で進めるプッシャーを用いる伸延装置およ
び注入システムの他の実施形態の部分側断面図である。
【図２８】図２８は、プッシャーは遠位に進められ、伸延装置は案内ワイヤのコイル状の
区分の上を部分的に進められる、図２７の伸延装置注入システムの部分側断面図である。
【図２９】図２９は、伸延装置は実質的に案内ワイヤのコイル状の区分の上を進められる
、図２７の伸延装置注入システムの部分側断面図である。
【図３０】図３０は、上端板が除去されて椎体への案内ワイヤの注入を示す、椎骨の斜視
図である。
【図３１】図３１は、案内ワイヤが椎体内で部分的に展開されている、図３０に示される
椎骨の斜視図である。
【図３２】図３２は、カニューレおよびイントロデューサーシースが除去された後、伸延
装置およびプッシャーが案内ワイヤ上に取り付けられて示される、図３０の椎骨の斜視図
である。
【図３３】図３３は、伸延装置が部分的に進められ、または椎体内で展開されて示される
、図３０の椎骨の斜視図である。
【図３４】図３４は、伸延装置が椎体内で実質的に完全に展開されて示される、図３０の
椎骨の斜視図である。
【図３５】図３５は、伸延装置は椎体内で完全に展開される、図３０の椎骨の側断面図で
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ある。
【図３６】図３６は、椎体内で展開された伸延装置と、伸延装置内の患部に注入された骨
充填剤を有する椎骨の水平断面図である。
【図３７】図３７は、展開された位置にある時に、概して中空の円筒状コイルまたはらせ
ん形状の指示構造を椎骨内に規定する、伸延装置によって規定される内側空間に注入され
含まれる骨充填剤を有する、図３６に示される椎骨の水平断面図である。
【図３８】図３８は、伸延装置内の領域を実質的に占める骨充填剤を有する、図３６に示
される椎骨の斜視図である。
【図３９】図３９～図４８は、全て、伸延装置が曲がり、カーブすることを可能にする外
形を含む、多様な形状と断面外形を示す、伸延装置の異なる実施形態の斜視図である。
【図４０】図３９～図４８は、全て、伸延装置が曲がり、カーブすることを可能にする外
形を含む、多様な形状と断面外形を示す、伸延装置の異なる実施形態の斜視図である。
【図４１】図３９～図４８は、全て、伸延装置が曲がり、カーブすることを可能にする外
形を含む、多様な形状と断面外形を示す、伸延装置の異なる実施形態の斜視図である。
【図４２】図３９～図４８は、全て、伸延装置が曲がり、カーブすることを可能にする外
形を含む、多様な形状と断面外形を示す、伸延装置の異なる実施形態の斜視図である。
【図４３】図３９～図４８は、全て、伸延装置が曲がり、カーブすることを可能にする外
形を含む、多様な形状と断面外形を示す、伸延装置の異なる実施形態の斜視図である。
【図４４】図３９～図４８は、全て、伸延装置が曲がり、カーブすることを可能にする外
形を含む、多様な形状と断面外形を示す、伸延装置の異なる実施形態の斜視図である。
【図４５】図３９～図４８は、全て、伸延装置が曲がり、カーブすることを可能にする外
形を含む、多様な形状と断面外形を示す、伸延装置の異なる実施形態の斜視図である。
【図４６】図３９～図４８は、全て、伸延装置が曲がり、カーブすることを可能にする外
形を含む、多様な形状と断面外形を示す、伸延装置の異なる実施形態の斜視図である。
【図４７】図３９～図４８は、全て、伸延装置が曲がり、カーブすることを可能にする外
形を含む、多様な形状と断面外形を示す、伸延装置の異なる実施形態の斜視図である。
【図４８】図３９～図４８は、全て、伸延装置が曲がり、カーブすることを可能にする外
形を含む、多様な形状と断面外形を示す、伸延装置の異なる実施形態の斜視図である。
【図４８Ａ】図４８Ａは、伸延装置要素の一実施形態である。
【図４８Ｂ】図４８Ｂは、案内ワイヤ上にスライド可能に取り付けられる複数の伸延装置
要素を有する伸延装置の一実施形態の部分側断面図である。
【図４９】図４９は、伸延装置または案内ワイヤの並んだ配置で経椎弓根アプローチで用
いられている２つの注入アクセス開口を有する椎体の水平部分断面図である。
【図５０】図５０は、２つの伸延装置または案内ワイヤを、相対上および下の位置に配置
する、本発明の注入システムの一実施形態の斜視図である。
【図５１】図５１は、少なくとも部分的に展開された図５０のシステムと組み合わされた
椎体の側断面図である。
【図５２】図５２は、相対側面位置に二重伸延装置または案内ワイヤ構成を有する、本発
明の注入システムの他の実施形態の斜視図である。
【図５３】図５３は、椎体および少なくとも部分的に展開された図５２のシステムの水平
部分断面図である。
【図５４】図５４は、相対上および下の側面位置に４つの伸延装置または案内ワイヤ構成
を有する本発明のシステムのさらに他の実施形態斜視図である。
【図５５】図５５は、開始位置にある、輪で駆動される注入器具の側面図である。
【図５６】図５６は、伸延装置の展開の間の、図５５の輪で駆動される注入器具の側面図
である。
【図５７】図５７は、展開の間のスプールタイプの注入システムの斜視図である。
【図５８】図５８は、歯止め注入器具の側面図である。
【図５８Ａ】図５８Ａは、伸延装置または案内ワイヤが注入器具の遠位端の側面から出る
歯止め注入器具の側面図である。
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【図５９】図５９は、椎間板核除去ツールが後方アプローチから椎間板の１つに入って示
される脊柱の側面図である。
【図６０】図６０は、伸延装置の展開に用いられることができる前方アプローチの例にお
いて説明する脊髄領域の断面図である。
【図６１】図６１は、椎間板除去ツールが椎間板髄核除去のために椎間板に挿入されて示
される椎間板の水平断面図である。
【図６２】図６２は、椎間板の髄核が除去された後が示される、図６１の椎間板の水平断
面図である。
【図６３】図６３は、カニューレが椎間板に挿入され、案内ワイヤが核空間内に部分的に
展開されて示される、図６１の椎間板の水平断面図である。
【図６３Ａ】図６３Ａは、上椎骨と下椎骨の間に、案内ワイヤが部分的に展開されて示さ
れる、図６１の椎間板の椎間板部分側断面図である。
【図６４】図６４は、案内ワイヤが核椎間板空間に展開され、カニューレは除去されて示
される、図６１の椎間板の水平断面図である。
【図６５】図６５は、伸延装置が核空間内で部分的に展開された案内ワイヤの上に配置さ
れて示される、図６１の椎間板の水平断面図である。
【図６５Ａ】図６５Ａは、上椎骨と下椎骨の間に、伸延装置が案内ワイヤの上に取り付け
られて椎間板内で部分的に展開されて示される、図６１の椎間板の部分側断面図である。
【図６６】図６６は、伸延装置が核空間内に展開される支持構造を規定して示される、図
６１の椎間板の水平断面図である。
【図６７】図６７は、カニューレが核空間内に挿入され、案内ワイヤが核空間内で部分的
に展開されて示される、椎間板の水平断面図である。
【図６８】図６８は、カニューレが除去された後に、伸延装置が核空間内で部分的に展開
されて示される、図６７の椎間板の水平断面図である。
【図６９】図６９は、第２のカニューレが核空間に挿入され、第２の案内ワイヤが核空間
内に展開されて示される、図６７の椎間板の水平断面図である。
【図７０】図７０は、第２の伸延装置が注入トラックの上に配置され、核空間内に部分的
に展開されて示される、図６７の椎間板の水平断面図である。
【図７１】図７１は、２つの伸延装置が核空間内で展開されて示される、図６７の椎間板
の水平断面図である。
【図７２】図７２は、隣接する椎骨が平行でない端板を有する、脊柱の側面図である。
【図７２Ａ】図７２Ａは、後方アプローチを用いて椎間板に挿入される伸延装置の注入シ
ステムの概略図である。
【図７２Ｂ】図７２Ｂは、図７３と図７４に説明された伸延装置が脊柱の椎間板内で部分
的に展開して示される、図７２の脊柱の部分側面図である。
【図７３】図７３は、本発明の伸延装置の他の実施形態の斜視図である。
【図７４】図７４は、指示構造を規定するべくコイル状にされた時の、図７３の伸延装置
の側面図である。
【図７５】図７５は、らせん構成の案内ワイヤを注入するカニューレの上面図である。
【図７６】図７６は、案内ワイヤが核空間内に展開された椎間板の水平断面図である。
【図７７】図７７は、伸延装置が案内ワイヤ上に配置され、椎体内に部分的に展開された
図７６の椎間板の水平断面図である。
【図７８】図７８は、らせん形状の伸延装置が核空間内で展開されて示される、図７８の
椎間板の水平断面図である。
【図７９】図７９は、椎体の部分が切り欠かれてカニューレを介して椎体内に展開された
案内ワイヤを示す、脊柱の区分の側面図である。
【図８０】図８０は、椎体の部分が切り欠かれて案内ワイヤを介して椎体内に展開された
伸延装置を示す、図７９の脊柱の区分の側面図である。
【図８１】図８１は、椎体の部分が切り欠かれて椎体内に展開された伸延装置を示す、図
７９の脊柱の区分の側面図である。
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【図８２】図８２は、椎骨の１つの椎体が隣接する椎間板と共に実質的に除去され、この
ような除去によって作成された空間内に案内ワイヤが展開される、脊柱の区分の側面図で
ある。
【図８３】図８３は、伸延装置が案内ワイヤに取り付けられ、椎体と隣接する椎間板の除
去によって作成される空間内に部分的に展開されて示される、図８２の脊柱の区分の側面
図である。
【図８４】図８４は、椎体と椎間板の除去によって作成された空間に伸延装置が完全に展
開されて示される、図８２の脊柱の区分の側面図である。
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