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(57)【要約】
　本発明の機器は、挿入部位への載置前又は載置後のい
ずれかにおいて、充填材料が充填され得る可撓性容器を
含む。本発明の目的の一つは、細片皮質海綿骨移植片が
充填される可撓性容器を提供することである。本発明の
一態様によれば、充填された可撓性容器は、挿入部位に
載置され、次に、局部の解剖学的構造に成形され得る。
一実施形態において、充填された可撓性容器は、２個の
棘突起の間に載置され得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
隣り合う棘突起を含む脊椎運動部位の治療システムであって、該脊椎運動部位は、第１減
少孔体積を有しており、
　前記隣り合う棘突起の間に配置される順応可能な容器と、
　前記第１減少孔体積を第２増加孔体積に増加させると共に、該第２増加孔体積を維持す
るのに十分な程、充填材料が前記容器内へ力を付与するように、該充填材料を該容器へ導
入させる充填工具と
を含むことを特徴とするシステム。
【請求項２】
更に、前記容器は多孔性であることを特徴とする請求項１のシステム。
【請求項３】
前記容器は無孔性であることを特徴とする請求項１のシステム。
【請求項４】
前記容器は、Ｈ形状に構成されることを特徴とする請求項１のシステム。
【請求項５】
隣り合う棘突起を含む脊椎運動部位の治療システムであって、
　前記隣り合う棘突起間に載置するように適合させられる順応可能な容器と、
　充填された前記容器が機械的に前記脊椎運動部位を安定化させるように、充填材料を該
容器へ導入させる充填工具と
を含むことを特徴とするシステム。
【請求項６】
更に、前記容器は多孔性であることを特徴とする請求項５のシステム。
【請求項７】
更に、前記容器は無孔性であることを特徴とする請求項５のシステム。
【請求項８】
前記容器はＨ形状に構成されることを特徴とする請求項５のシステム。
【請求項９】
隣り合う棘突起を含む脊椎運動部位の治療システムであって、
　前記隣り合う棘突起間に配置される順応可能な容器と、
　新しい骨の成長を組み入れると共に、治療を促進させるために、充填された前記容器が
、前記隣り合う棘突起の間に載置されたままであるように、充填材料を該容器に導入させ
る導入工具と
を含むことを特徴とするシステム。
【請求項１０】
更に、前記容器は有孔性であることを特徴とする請求項９のシステム。
【請求項１１】
更に、前記容器は無孔性であることを特徴とする請求項９のシステム。
【請求項１２】
更に、前記容器はＨ形状に構成されることを特徴とする請求項９のシステム。
【請求項１３】
隣り合う棘突起を含む脊椎運動部位の治療方法であって、該脊椎運動部位は、第１減少孔
体積を有しており、
　順応可能な容器を前記隣り合う棘突起の間に載置する工程と、
　前記第１減少孔体積を第２増加孔体積に増加させると共に、該第２増加孔体積を維持す
るのに十分な程、充填材料が前記容器内へ力を付与するように、該充填材料を該容器に導
入する工程と
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１４】
隣り合う棘突起を含む脊椎運動部位の治療方法であって、
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　順応可能な容器を前記隣り合う棘突起の間に載置する工程と、
　充填された前記容器が機械的に前記脊椎運動部位を安定化させるように、充填材料を該
容器に導入する工程と
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１５】
隣り合う棘突起を含む脊椎運動部位の治療方法であって、
　前記隣り合う棘突起の間に順応可能な容器を配置する工程と、
　新しい骨の成長を組み入れると共に、治療を促進させるために、充填された前記容器が
前記隣り合う棘突起の間に載置されたままであるように、充填材料を該容器に導入する工
程と
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１６】
隣り合う棘突起を含む脊椎運動部位の治療方法であって、該脊椎運動部位は第１減少孔体
積を有しており、
　前記隣り合う棘突起の間に載置するように適合される順応可能な容器と、充填材料を該
容器へ導入させる充填工具とを含むシステムを供給する工程と、
　以下の工程を含み、前記システムを使用するための指示を供給する工程と、
　前記順応可能な容器を前記隣り合う棘突起の間に配置する工程と、
　前記第１減少孔体積を第２増加孔体積に増加させると共に、該第２増加孔体積を維持す
るのに十分な程、充填材料が前記容器内へ力を付与するように、該充填材料を該容器に導
入する工程と
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１７】
隣り合う棘突起を含む脊椎運動部位の治療方法であって、
　前記隣り合う棘突起の間に載置するように適合させられる順応可能な容器と、充填材料
を該容器に導入する充填工具とを含むシステムを供給する工程と、
　以下の工程を含み、前記システムを使用するための指示を供給する工程と、
　前記隣り合う棘突起の間に前記順応可能な容器を配置する工程と、
　充填された前記容器が機械的に前記脊椎運動部位を安定化させるように、充填材料を該
容器に導入する工程と
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１８】
隣り合う棘突起を含む脊椎運動部位の治療方法であって、
　前記隣り合う棘突起の間に配置される順応可能な容器と、充填材料を該容器に導入する
充填工具とを含むシステムを供給する工程と、
　以下の工程を含み、前記システムを使用するための指示を供給する工程と、
　前記隣り合う棘突起の間に前記順応可能な容器を載置する工程と、
　新しい骨の成長を組み入れると共に、治療を促進させるために、充填された前記容器が
前記隣り合う棘突起の間に載置されたままであるように、充填材料を該容器に導入する工
程と
を含むことを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、関節の融合、特に隣り合う棘突起の融合方法及び機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　脊椎すべり症、ラミナル欠損、変性脊椎管狭窄症、椎間関節症候群、脊椎又は他の関節
の破損或いは他の異常の瞬間において、含まれる部位を融合させることにより、その領域
を安定化させることが望ましい。棘突起間融合を行う幾つかの機器が存在する。殆どが、
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２つの顕著な特徴、即ち、棘突起をより解剖学的に正常な位置に伸延させて、神経根への
圧力を軽減させる能力と、局部の安定性を向上させるために、伸展運動を制限する能力と
を含む。現用の機器は、通常、静的機器又は動的機器として分類される。静的機器は、棘
突起の間で、一定の伸延程度を維持するように構成される。しかしながら、腰椎は動かな
いので、静的機器が使用される時には、伸延の程度は、屈曲及び伸展に伴い変化する。例
えば、伸展に際して、機器の嵌合はより固く、また伸張において、機器の嵌合はより緩く
なる。
【０００３】
　棘突起間の静的治療法の一つには、「Ｈ」形骨移植片の使用を含む。「Ｈ」形移植片は
、概して、脛骨又は腸骨からの骨の平坦な部分よりなる。移植片の端部は、融合領域の各
端部において、棘突起を受入れるように切欠が形成される。様々な伸延問題以外には、「
Ｈ」形移植片のような静的機器は、治療部位から移動又は転移する傾向、機械的な故障を
含む幾つかの他の欠点を有し、また、静的機器はしばしば、機器に隣接する健康な骨を腐
食させてしまい、隣接する骨において、機器に関連する骨粗しょう症及び変質の加速の少
なくともいずれかに至る。
【０００４】
　動的機器は、静的機器から結果的に生じる伸延の際における変動の問題を克服するため
に、開発されてきた。パラダイム　スパイン（Ｐａｒａｄｉｇｍ　Ｓｐｉｎｅ）からのコ
フレックス（Ｃｏｆｌｅｘ）等の動的機器は、圧縮形態で挿入され得、機器は次に、屈曲
を伴い拡張又は伸延する。別のタイプの動的機器は、棘突起の間において、クッション状
材料として作用するエラストマー材料からなる。動的機器はまた、治療部位への挿入のた
めに大きな外科的露出を必要とすること、機器が磨耗粉を生じさせる傾向、及び動的機器
がスペーサとしてのみ作用しがちであり、また概して、融合を促進させないという事実を
含み、幾つかの欠点を有する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　静的機器の安定性、及び動的機器の運動保護を包む機器が必要とされる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の機器は、挿入部位への載置前又は載置後のいずれかにおいて、充填材料が充填
させられ得る可撓性容器を含む。本発明の目的の一つは、細片皮質海綿骨移植片が充填さ
せられた可撓性容器を提供することである。本発明の一態様によれば、充填された可撓性
容器は、挿入部位に載置され、次に、局部の解剖学的構造に成形され得る。一実施形態に
おいて、充填された可撓性容器は、２個の棘突起の間に載置され得る。
【０００７】
　一実施形態において、棘引張りバンドは、可撓性容器の棘突起への近接を保つために、
棘突起の周りに載置され得る。本発明の別の目的は、移植片の治療部位の外への移動を最
小減にすることである。本発明の更に別の目的は、治療部位での治療過程の間に、移植片
を所定位置に保持することである。
【０００８】
　本発明の一態様によれば、可撓性容器は、骨及び他の細胞が、治療後の部位から、容器
を通り、且つ移植片材料まで移動し得るように、有孔性であってよい。本発明の目的は、
新しい骨が、可撓性容器を横切り成長し、且つ、移植片及び他の適当な材料が充填させら
れた可撓性容器が、治療過程の間に、移植片又は他の材料の位置を保つのに十分な程強い
ことである。
【０００９】
　本発明の別の目的は、移植片、又は可撓性容器内の他の充填材料が、関節を通して自然
に伝達される圧縮力を支持する一方で、容器自体が引張力を経験しつつ、移植片及び他の
材料を、治療を促すために所望の位置に保持することである。
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【００１０】
　本発明の更に別の目的は、孔が開放させられて、孔の体積が増加すると共に、増加した
孔の体積を保つように、移植片又は他の適当な材料が充填された可撓性容器を、治療部位
へ移植することにより、棘突起間を治療することである。
【００１１】
　本発明の更に別の目的は、可撓性容器を治療部位へ移植し、次に、孔が開放させられて
、孔の体積が増加すると共に、増加した孔の体積を保つように、容器に移植片又は他の適
当な材料を充填することにより、棘突起間を治療することである。
【００１２】
　本発明の別の目的は、充填材料が充填させられており、所定位置に留まると共に、治療
を促すために、新しい骨の成長を組み入れることができる可撓性容器を供給することによ
り、患部の関節を機械的に安定化させつつ、患部の関節における固さを低下させることで
ある。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】胸椎棘突起間に載置される本発明の一実施形態を示す図。
【図２】頚椎棘突起間に載置される本発明の一実施形態を示す図。
【図３】腰椎棘突起間に載置される本発明の一実施形態を示す側面図。
【図４】腰椎棘突起間に載置される本発明の一実施形態を示す軸方向図。
【図５】腰椎棘突起間に載置される本発明の一実施形態を示す後部図。
【図６】本発明の一実施形態に付与される圧縮及び引張力を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図１～図５に示される本発明の一実施形態によれば、機器１０は、治療部位の解剖学的
構造に従うように、可撓性容器であり得る。一実施形態において、機器１０は、楕円形状
、「Ｈ」形状、又は所望の解剖学的構造に従う他の形状であってよい。機器１０は、棘突
起、手首、又は足首を限定することなく含む損傷させられ、罹患があり、又はそれ以外の
異常を有する関節を治療するために使用され得る。一態様によれば、機器１０は、ポリウ
レタン、ナイロン、ポリプロピレン、ニチノール、糸材又は織物、適当なプラスチック、
適当な重合体、又は他の適当な材料、又はそれらの組み合わせを限定することなく含む材
料から構成されてよい。
【００１５】
　一例として、機器１０は、棘突起空間１２を治療することに関して説明される。当該技
術分野に属する者であれば、容易に理解し得ることであるが、機器１０は、棘突起空間を
治療することに限定されるものではなく、他の関節も同様に治療するために使用され得る
。好適な実施形態において、機器１０は、可撓性有孔容器であってよく、その一例は、米
国特許第７，２２６，４８１号明細書に記載されており、これにより、この文献は、参照
することにより本明細書に完全に組み入れられる。機器１０は、流体及び溶液の進入並び
に進出を許容すると共に、嵌合、即ち、血管及び線維組織及び骨梁の内部成長並びに貫通
成長を許容する密度に織られ、編まれ、撚り合わされ、或いは成形される材料から作られ
得るが、布の気孔率は、封じ込められた物質、例えば積み上げられた骨移植片、又はハイ
ドロキシアパタイト等の骨移植片代替物、又は骨の形成を促すとして知られる他の骨伝導
性生体適合性材料の小さな粒子を保持する程度に小さい。
【００１６】
　概して、機器１０の孔１４は、概ね約０．２５ミリメートル又はそれ未満から約５．０
ミリメートルの範囲にある直径を有し得る。孔寸法は、組織の内部成長を可能にする一方
で、袋に詰められた材料を収容するように選択される。骨の内部成長を経験しない骨セメ
ント又は他の材料が使用されるならば、孔１４は、機器１０の内部から周囲の解剖学的構
造への充填材料の進出を阻止するために、ずっと狭くてよい。これにより、充填材料が治
療部位から流出するのが阻止されると共に、神経、血管、又は他の感応性解剖学的構造に
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衝突する可能性が阻止される。
【００１７】
　適当な充填材料は、以下のもの、又は、所望する生理的反応を有すると判断される他の
生体適合性材料の１又はそれ以上であってよい：Ａ）自家移植片、同種移植片、又は異種
移植片を含む脱灰骨材料、細片骨移植片、皮質、海綿、皮質海綿；Ｂ）あらゆる骨移植片
代替物、又は骨移植片代替物の組み合わせ、又は骨移植片及び骨移植片代替物の組み合わ
せ、又はりん酸三カルシウム、硫酸三カルシウム、炭酸三カルシウム、ハイドロキシアパ
タイト、骨形態形成たんぱく質、石灰化及び脱灰化の少なくともいずれかである骨派生物
を限定することなく含む骨誘発物質；Ｃ）セラミック及びポリメチルメタクリレート骨セ
メント等の骨セメント。
【００１８】
　一実施形態において、孔寸法は概して、約５００から２５００ミクロンの範囲にあって
よく、また充填材料は、材料の組み合わせを含んでよく、この組み合わせの一例は、共同
出願の米国特許出願公報第２００５／０１３１４１７に記載されており、本文献はこれに
より、参照によって本明細書に完全に組み入れられる。一実施形態において、この組み合
わせは、潤滑キャリアで運ばれる骨伝導性材料及び骨誘導性材料の細粒を含み得る。
【００１９】
　潤滑キャリアは概して、様々な液体、例えば様々な分子質量のヒアルロン酸ナトリウム
、アルギン酸、デキストラン、ゼラチン、コラーゲン及び他のものであってよい。一実施
形態によれば、骨誘導性材料は、非脱灰皮質海綿同種移植片細粒、又は他の適当な骨伝導
性材料であってよく、これらは、その物理的寸法に起因して、機器１０によって完全に収
容され得、従って、関節にいくらかの構造的強度をもたらし得る。細粒は、当にコンクリ
ートにおける小石のように、荷重支持又は荷重分担に対する集中をもたらす。海綿同種移
植片に対する皮質同種移植片の比率は、２５対７５から１００対０の範囲にあってよい。
【００２０】
　細粒は、微粒子である脱灰骨マトリックス同種移植片（「ＤＢＭ」）又は他の適当な骨
誘導性材料と混合されてよい。機器１０には皮質海綿同種移植片細粒が充填されるので、
粒子ＤＢＭのいくらかは、充填された機器１０内に保持され得るが、その一部は、機器１
０の孔１４を自由に流れ出ることができる。これにより、周囲の宿主組織への直接付加に
おいて、充填された機器１０の周囲で、骨誘導性材料の周囲の「ハロー」が生じ、そこで
幹細胞の加入が始まり、ひいては、関節を治療するために、骨の成長が促進される。
【００２１】
　図５に示される機器１０の一実施形態において、機器１０は、概して「Ｈ」形状に構成
されてよい。一態様によれば、「Ｈ」形機器１０には、挿入に先立ち、充填材料が充填さ
れてよい。一実施形態において、機器１０には、細片皮質海綿骨移植片が充填され得る。
細片移植片は、従来の皮質骨ブロックよりも高速で、局部の宿主骨に組み合わさることが
明らかになっている。一実施形態において、充填された機器１０は、次に、棘突起１２の
間に載置されてよい。機器１０は可撓性を有すると共に順応可能であるので、一旦機器１
０が所定位置にあると、機器１０は、局部の解剖学的構造に順応し得る。棘突起１４を治
療する時に、孔が開放されて、孔の体積が増加するように、機器１０には十分な量が充填
されると共に、位置決めされる。機器１０は更に、増加させられた孔体積を維持するよう
に位置決めされる。引張バンド１６が次に、機器１０の棘突起１４への近接が維持される
ように、棘突起１４の周りに載置され得る。提示と併用される引張バンド１６の実施形態
は、例えば、米国特許第６，６５６，１８５号、及び６，６９５，８５２号に記載されて
おり、これによりそれらの開示は、参照によって組み入れられる。
【００２２】
　本発明の一態様によれば、機器１０は充填材料を収容しており、それ故、周囲の解剖学
的構造への充填材料の好ましくない移動が阻止される一方で、治療を促進させるために、
充填材料が所望位置に保持される。機器１０の有孔実施形態の動物実験によれば、宿主組
織からの細胞は、宿主から充填材料へ移動し、新しい骨が機器１０を横切り成長すること



(7) JP 2011-516122 A 2011.5.26

10

が分かっている。更に、図６に示されるように、充填材料は、関節を介して自然に伝達さ
れる圧縮力１８を感知し、また機器１０は、引張力２０のみを経験する。この力の分散の
構成は、治療過程の間において、棘突起の間における圧縮力の下で、充填材料の位置を保
持するための強度を、機器１０に与える。
【００２３】
　棘突起間の両側への機器１０の載置は、所定位置に留まると共に、治療を促進させるた
めに、新しい骨の成長を組み入れることが可能な充填材料が充填された可撓性容器を提供
することにより、患部関節の運動範囲を増加させつつ、患部関節の固さを低減させる。
【００２４】
　これにより、本発明の好適な代替実施形態の説明を終える。当該技術分野に属する者で
あれば、本明細書に記載される特定の実施形態の他の同等物も認識し得、それら同等物は
、本明細書に添付される請求項によって包含されることが意図される。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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