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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　組織をステープル留めするための外科用ステープル器具であって、
　（ａ）ハンドル部と、
　（ｂ）前記ハンドル部に連結された、向かい合う第１及び第２クランプ部材であって、
前記クランプ部材の少なくとも１つは、前記クランプ部材間で、前記組織を受容するため
の開放位置と、前記組織をステープル留めするための閉鎖位置との間で移動可能であり、
前記第１クランプ部材は、複数のステープルを受容するように構成され、前記第２クラン
プ部材は、前記ステープルを形成するためのアンビルを含む、第１クランプ部材及び第２
クランプ部材と、
　（ｃ）組織治療組成物を保持するように構成されたリザーバーと、
　（ｄ）前記組織治療組成物を前記リザーバーから、前記第１クランプ部材と前記第２ク
ランプ部材との間の領域まで選択的に送達するための流体管と、を備え、
　前記リザーバーが、該リザーバー内に含まれる前記組織治療組成物の組織断片を細切れ
にするためのミンサーを有する、細分化チャンバを含む、外科用ステープル器具。
【請求項２】
　前記ハンドル部と、前記第１及び第２クランプ部材との間に延びるシャフトを更に備え
、前記リザーバーは、前記ハンドル部内に設けられ、前記流体管は前記リザーバーから前
記シャフトの内側を通って延びる、請求項１に記載の外科用ステープル器具。
【請求項３】
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　前記ミンサーに、前記組織断片を前記リザーバー内で細切れにさせるための作動装置を
更に含む、請求項１に記載の外科用ステープル器具。
【請求項４】
　前記第１クランプ部材と前記第２クランプ部材との間で配置可能な生体適合性スカフォ
ールドを更に備え、前記スカフォールドは、前記クランプ部材間の前記領域に送達された
前記組織治療組成物を受容するように構成される、請求項１に記載の外科用ステープル器
具。
【請求項５】
　前記第１クランプ部材と前記第２クランプ部材との間に延びるエンドエフェクタシャフ
トを更に備え、前記スカフォールドは、前記シャフト上で前記第１クランプ部材と前記第
２クランプ部材との間で配置可能な環状ディスクを含む、請求項４に記載の外科用ステー
プル器具。
【請求項６】
　前記第１クランプ部材と前記第２クランプ部材との間に延びるエンドエフェクタシャフ
トを更に備え、前記エンドエフェクタシャフトは、該エンドエフェクタシャフトの少なく
とも一部分を通って延びる穴と、該穴と前記エンドエフェクタシャフトの外側との間で連
通する少なくとも１つの開口部を含み、前記穴は前記流体管との選択的流体連通のために
構成され、これによって該穴が前記流体管と流体連通するときに、前記流体管を通じて付
勢された流体治療組成物が、前記少なくとも１つの開口部から、前記第１クランプ部材と
前記第２クランプ部材との間の前記領域に排出される、請求項１に記載の外科用ステープ
ル器具。
【請求項７】
　前記エンドエフェクタシャフトは、
　（ｉ）前記第２クランプ部材から離れて近位に延びるアンビルシャフトであって、前記
穴の第１部は前記アンビルシャフトを通じて形成される、アンビルシャフト、及び
　（ｉｉ）前記第１クランプ部材から離れて遠位に延びるポスト部材であって、前記穴の
第２部は、前記ポスト部材を通じて形成される、ポスト部材、を含む、請求項６に記載の
外科用ステープル器具。
【請求項８】
　前記アンビルシャフトが、前記ポスト部材を挿入により受容するよう構成される、請求
項７に記載の外科用ステープル器具。
【請求項９】
　前記ポスト部材は、前記流体管と流体連通する前記穴を選択的に配置するために前記第
１クランプ部材内を動作可能に移動可能である、請求項７に記載の外科用ステープル器具
。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　組織の治癒を促進し、これを改善することはいくつかの医療処置及び手順の重要な態様
である。例えば、組織の治癒の促進及び改善は、より速い回復時間につながり、具体的に
は、外科手術後の状況における感染の機会を減少させることができる。患者の組織の治癒
を促進し、改善するためのシステム、方法、及び装置に関する医療技術における一部の進
歩は、有効生物学的成分（例えば、組織片、幹細胞、他のタイプの細胞等）を創傷部位（
例えば外科手術部位、事故外傷部位等）又は他の欠損部位に添加し、組織の再生の促進、
すなわち組織の治癒を加速することを目的とする。生物学的成分を部位に添加するとき、
そのような成分は個別に添加される場合があるか、又は治療される状態又は治療の目的に
よって具体的に設計されたマトリックス若しくは他の混合物の一部として添加される場合
がある。細胞ベースの治療技術のいくつかの実施例は、米国特許出願公開第２００８／０
３１１２１９号、表題「Ｔｉｓｓｕｅ　Ｆｒａｇｍｅｎｔ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ　
ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｉｎｃｏｎｔｉｎｅｎｃｅ」（２００８年
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１２月１８日公開）に開示されており、その開示内容を参照することにより本明細書に援
用する。細胞ベースの治療技術の更なる実施例は、米国特許出願公開第２００４／００７
８０９０号、表題「Ｂｉｏｃｏｍｐａｔｉｂｌｅ　Ｓｃａｆｆｏｌｄｓ　ｗｉｔｈ　Ｔｉ
ｓｓｕｅ　Ｆｒａｇｍｅｎｔｓ」（２００４年４月２２日公開）に開示されており、その
開示内容を参照することにより本明細書に援用する。細胞ベースの治療技術の更なる実施
例は、米国特許出願公開第２００８／００７１３８５号、表題「Ｃｏｎｆｏｒｍａｂｌｅ
　Ｔｉｓｓｕｅ　Ｒｅｐａｉｒ　Ｉｍｐｌａｎｔ　Ｃａｐａｂｌｅ　ｏｆ　Ｉｎｊｅｃｔ
ｉｏｎ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ」（２００８年３月２０日公開）に開示されており、その開示
内容を参照することにより本明細書に援用する。
【０００２】
　有効生物学的成分が部位に送達される、又は適用される方法に関係なく、生体成分がま
ず入手され、準備されなければならない。そのような生体成分を入手する１つの方法は、
健全な組織試料（例えば成人のヒト内の）から所望の成分を採取することである。採取し
た組織を回収及び処理するための装置及び関連方法の実施例は、米国特許出願公開第２０
０４／０１９３０７１号、表題「Ｔｉｓｓｕｅ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅ　
ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ」（２００４年９月３０日公開）に開示されており、その開示内
容を参照することにより本明細書に援用する。採取した組織を回収及び処理するための装
置及び関連方法の更なる実施例は、米国特許出願公開第２００５／００３８５２０号、表
題「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｒｅｓｕｒｆａｃｉｎｇ　ａ
ｎ　Ａｒｔｉｃｕｌａｒ　Ｓｕｒｆａｃｅ」（２００５年２月１７日公開）に開示されて
おり、その開示内容を参照することにより本明細書に援用する。採取した組織を回収及び
処理するための装置及び関連方法の更なる実施例は、米国特許第７，６１１，４７３号、
表題「Ｔｉｓｓｕｅ　Ｅｘｔｒａｃｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｍａｃｅｒａｔｉｏｎ　Ｄｅｖｉ
ｃｅ」（２００９年１１月３日発行）に開示されており、その開示内容を参照することに
より本明細書に援用する。採取した組織を回収及び処理するための装置及び関連方法の更
なる実施例は、米国特許出願公開第２００８／０２３４７１５号、表題「Ｔｉｓｓｕｅ　
Ｅｘｔｒａｃｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅ」（２００８年９
月２５日公開）に開示されており、その開示内容を参照することにより本明細書に援用す
る。採取した組織を処理するための装置及び関連方法の更なる実施例は、米国特許出願公
開第２００５／０１２５０７７号、表題「Ｖｉａｂｌｅ　Ｔｉｓｓｕｅ　Ｒｅｐａｉｒ　
Ｉｍｐｌａｎｔｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　Ｕｓｅ」（２００５年６月９日公開
）に開示されており、その開示内容を参照することにより本明細書に援用する。採取した
組織を回収及び処理するための装置及び関連方法の更なる実施例は、米国特許第５，６９
４，９５１号、表題「Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｔｉｓｓｕｅ　Ｒｅｍｏｖａｌ　ａｎｄ　
Ｔｒａｎｓｐｌａｎｔａｔｉｏｎ」（１９９７年１２月９日発行）に開示されており、そ
の開示内容を参照することにより本明細書に援用する。採取した組織を回収及び処理する
ための装置及び関連方法の更なる実施例は、米国特許第６，９９０，９８２号、表題「Ｍ
ｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｈａｒｖｅｓｔｉｎｇ　ａｎｄ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｃｅｌｌ
ｓ　ｆｒｏｍ　Ｔｉｓｓｕｅ　Ｆｒａｇｍｅｎｔｓ」（２００６年１月３１日発行）に開
示されており、その開示内容を参照することにより本明細書に援用する。採取した組織を
回収及び処理するための装置及び関連方法の更なる実施例は、米国特許第７，１１５，１
００号、表題「Ｔｉｓｓｕｅ　Ｂｉｏｐｓｙ　ａｎｄ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｄｅｖｉ
ｃｅ」（２００６年１０月３日発行）に開示されており、その開示内容を参照することに
より本明細書に援用する。
【０００３】
　いったん採取され、適切に処理されると（例えば、スカフォールドと組み合わせる）、
生体物質、例えば組織断片は、創傷部位又はヒトの身体内の他のタイプの部位に様々な方
法で適用することができる。そのような生体物質は、上記に引用された１つ又は２つ以上
の米国特許参考文献に開示されている。そのような生体物質を適用するための更なる方法
及び装置は、米国特許出願公開第２００５／０１１３７３６号、表題「Ａｒｔｈｒｏｓｃ
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ｏｐｉｃ　Ｔｉｓｓｕｅ　Ｓｃａｆｆｏｌｄ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｄｅｖｉｃｅ」（２０
０５年５月２６日公開）に開示されており、その開示内容を参照することにより本明細書
に援用する。
【０００４】
　組織試料から生物学的成分を採取する、処理する、及び適用するための様々な装置及び
技術が存在する場合があるが、本発明者の前には、誰も本明細書で記載されるような本発
明を作成していない、又は使用していないと考えられる。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
　本明細書は、本発明を特定して指摘し、明白に請求する請求項を以って結論とするが、
添付図面と併せた以下の特定の例の説明により、本発明は更によく理解されると考えられ
ている。図面の中で、幾つかの図を通じて、同様の数字は同様の要素を表す。
【図１】組織を刻むチャンバ有する、代表的な環状外科用ステープラーの斜視図を示す。
【図２Ａ】図１に示されたステープラーの近位部分の部分的断面図を示す。
【図２Ｂ】図１に示されたステープラーの遠位部分の部分的断面図を示す。
【図３】縫合で結合されるべき、一対の組織内腔に配置され、クランプ部材間に図５のス
カフォールドが配置された、図１に示すステープラーのエンドエフェクタ部分の部分的断
面図を示す。
【図４】エンドエフェクタが閉じられて組織内腔の端部をクランプするように閉じられた
エンドエフェクタと、クランプ部材の間のスカフォールドを備える、図３に示されたステ
ープラーの部分断面図を示す。
【図５】環状ステープラーと共に使用するための代表的なスカフォールドの斜視図を示す
。
【図６】環状ステープラーと共に使用するための、他の代表的なスカフォールドの斜視図
を示す。
【図７】吻合を実施する際に使用するための、代表的な破裂性流体ハウジングの斜視図を
示す。
【図８】吻合を実施する際に使用するための、他の代表的な破裂性流体ハウジングの斜視
図を示す。
【図９】代表的なパッケージ内に配置された図８の破裂性流体ハウジングの斜視図を示す
。
【図１０】縫合で結合されるべき一対の組織内腔に配置され、クランプ部材間に図７の流
体ハウジングが配置された、代表的な環状外科用ステープラーのエンドエフェクタ部分の
部分的断面図を示す。
【図１１】破裂性流体ハウジングがクランプ部材上に配置されている、環状外科用ステー
プラーの代表的な第１クランプ部材の部分的断面図を示す。
【図１２】破裂性流体ハウジングがクランプ部材上に配置されている、環状外科用ステー
プラーの代表的な第２クランプ部材の部分的断面図を示す。
【図１３】破裂性流体ハウジングがエンドエフェクタの第２クランプ部材に配置されてお
り、吻合で結合されるべき１対の組織内腔に配置された、他の代表的な環状外科用ステー
プラーのエンドエフェクタ部分の部分的断面図を示す。
【図１４】組織内腔を一緒に締結し、流体ハウジングを破裂させ、組織内腔を切断するた
めにステープラーが発射された位置にある、図１３に示すステープラーの部分断面図を示
す。
【図１５】組織を更に切断するようにステープラーが再度発射され、かつ流体ハウジング
が空にされた状態の、図１３に示すステープラーの部分的断面図を示す。
【図１６】図１３に示されるステープラーの溝付きナイフの平面図を示す。
【図１７】図１６に示す溝付きナイフの斜視図を示す。
【図１８Ａ】環状ステープラーと共に使用するための、他の代表的なスカフォールドの平
面概略図を示す。
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【図１８Ｂ】環状ステープラーと共に使用するための、更に他の代表的なスカフォールド
の平面概略図を示す。
【図１８Ｃ】環状ステープラーと共に使用するための、更に他の代表的なスカフォールド
の平面概略図を示す。
【０００６】
　各図面は、いかなる意味においても限定的なものではなく、図に必ずしも示されていな
いものを含め、本発明の異なる実施形態を様々な他の方法で実施し得ることも考えられる
。本明細書に組み込まれその一部をなす添付の図面は、本発明の幾つかの態様を示すもの
であり、説明文とともに本発明の原理を説明する役割を果たすものである。しかしながら
、本発明は図に示される正確な構成に限定されない点が理解されるべきである。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　特定の実施例の以下の説明は、本発明の範囲を限定するために用いられるべきではない
。本明細書で開示した形態の他の特徴、態様、及び利点が以下の説明から当業者には明白
となるであろう。以下の説明は、実例として、本発明を実施するために企図される最良の
形態の１つである。理解されるであろう通り、本明細書で説明した形態は、何れも本発明
から逸脱せずに、その他の異なる、かつ明白な態様も実施できる。したがって、図面及び
説明は、例示的な性質のものであり、限定的なものであると見なされるべきではない。
【０００８】
　Ｉ．外科用ステープラーと共に使用するための代表的な組織治療成分
　外科用ステープリング装置は、組織上でクランプし、複数のステープルを１つのアレイ
で組織内に配置し、いくつかの場合では、ステープルのアレイ内の組織を切断するために
使用される場合がある。そのようなステープリング装置は、ステープルを環状、線状、弓
状、又は任意の他の所望の形状である経路に沿って適用することができ、並びに、内腔構
造体（例えば腸）上の吻合を実施するために、例えば組織を切除する又は横に切断するた
めに、又はいずれか他の様々な他の外科処置で使用される場合がある。本明細書に示され
、説明される実施例は、１つ又は２つ以上の治癒剤を有する医療用流体などの組織治療組
成物を、ステープル留めされた組織、例えばステープル線で（例えばここでは締結具が組
織内に延びる）、切断線で（例えばここでは組織は切断される）、及び／又は他の場所で
提供する。医療用流体は様々な生体適合性の物質の任意のものを含んでもよく、これは組
織の治癒を加速し、組織の再生を促進し、及び／又は他の結果をもたらす。本明細書で使
用するとき、用語「組織治療組成物」、「組織修復組成物」及び「医療用流体」は互換的
に読まれるべきである。本明細書で言及される組織治療組成物又は医療用流体は、任意の
好適な稠度（スラリーの稠度を含むがこれに限定されない）を有してもよいということも
また理解すべきである。
【０００９】
　本明細書で言及される医療用流体は、合成又は天然ポリマーを含むがこれらに限定され
ない、任意の生体適合性物質由来であってもよい。医療用流体の稠度は、粘調、又はゲル
樣であってもよく、微粒子から構成されたスラリーのもの、又は任意の他の好適な硬度で
あってもよい。単に例として、カテーテルを通じて注入することが可能であり得る任意の
流体の稠度を使用することができる。医療用流体はまた、粘着性特性をもたらすことがで
き、例えば、いったんそれが標的部位において注入されると（例えば瘻内へ）、流体は凝
固するか、又はゲル化する（例えば、瘻内でプラグが保持されるのを可能にする）。本実
施例の医療用流体はまた、細胞移動及び増殖を支持し、これによって患者内の標的部位に
おいて治癒を生じさせることができる。この流体は、生物学的物質と混合されるのに適し
ている。医療用流体組成物の例には、トロンビン、乏血小板血漿（ＰＰＰ）、多血小板血
漿（ＰＲＰ）、デンプン、キトサン、アルギネート、フィブリン、多糖類、セルロース、
コラーゲン、ゼラチン－レゾルシン－ホルマリン粘着物、酸化セルロース、イガイ系粘着
物、ポリ（アミノ酸）、アガロース、アミロース、ヒアルロナン、ポリヒドロキシブチレ
ート（ＰＨＢ）、ヒアルロン酸、ポリ（ビニールピロリドン）（ＰＶＰ）、ポリ（ビニル
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アルコール）（ＰＶＡ）、ポリラクチド（ＰＬＡ）、ポリグリコリド（ＰＧＡ）、ポリカ
プロラクトン（ＰＣＬ）、及びそれらのコポリマー、ＶＩＣＲＹＬ（登録商標）（Ｅｔｈ
ｉｃｏｎ，Ｉｎｃ．，Ｓｏｍｅｒｖｉｌｌｅ，Ｎ．Ｊ．）、ＭＯＮＯＣＲＹＬ材料、ＰＡ
ＮＡＣＲＹＬ（Ｅｔｈｉｃｏｎ，Ｉｎｃ．，Ｓｏｍｅｒｖｉｌｌｅ，Ｎ．Ｊ．）、及び／
又は生体物質との混合、及び、創傷又は欠陥部位に導入するためにこの材料の組み合わせ
も含め、好適な任意の他の物質が挙げられるが、これらに限定されない。医療用流体で使
用することができる他の好適な化合物、材料、物質等は、本明細書の教示に鑑みれば、当
業者にとって明らかであろう。
【００１０】
　単に例として、流体又は組織治療組成物の１つ又は２つ以上の成分は、１つ又は２つ以
上の生存細胞を有する、少なくとも１つの生存組織断片含む場合があり、生存細胞は一旦
適用されると、患者内の標的部位において増殖し、組織と一体化することができる。例え
ば、生存細胞は組織粒子から外に移動し、患者内の標的部位に配置される場合があるスカ
フォールド物質に集中することができる。そのような組織断片は、同じ患者から採取され
てもよく、その患者内でそれらは再度適用されるか、又は他のヒト又はソースから回収さ
れてもよい。組織断片は自己生成組織、同種組織、異種組織、前述のものの任意の混合物
、及び／又は任意の他のタイプの組織を含んでもよい。組織断片は、１つ又は２つ以上の
以下の組織又は組織成分を含んでもよい：幹細胞、軟骨組織、半月板組織、靱帯組織、腱
組織、皮膚組織、筋肉組織（例えば患者の腿等から）、骨膜組織、心膜組織、滑液組織、
脂肪組織、骨髄、膀胱組織、臍組織、胚性組織、血管組織、血液及びこれらの組み合わせ
が挙げられる。勿論、任意の好適な組織のタイプの組み合わせを含め、任意の他の好適な
タイプの組織が使用されてもよい。一部の形態では、使用される組織のタイプは、標的部
位において、標的部位付近の又は標的部位を包囲する組織（例えば瘻等）に最も似ている
タイプの組織から選択される。
【００１１】
　少なくとも１つの生存組織断片を提供するための組織は、任意の様々な組織生検デバイ
スを使用して、又は他のタイプの組織採取デバイス若しくは技法を使用して得ることがで
きる。代表的な生検装置は、米国特許第５，５２６，８２２号、表題「Ｍｅｔｈｏｄ　ａ
ｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｂｉｏｐｓｙ　ａｎｄ　Ｃｏ
ｌｌｅｃｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｓｏｆｔ　Ｔｉｓｓｕｅ」（１９９６年６月１８日発行）、同
第６，０８６，５４４号、表題「Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　ａｎ　
Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｂｉｏｐｓｙ　Ｄｅｖｉｃｅ」（２０００年７
月１１日発行）、米国特許出願公開第２００７／０１１８０４８号、表題「Ｒｅｍｏｔｅ
　Ｔｈｕｍｂｗｈｅｅｌ　ｆｏｒ　ａ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｂｉｏｐｓｙ　Ｄｅｖｉｃｅ
」（２００７年５月２４日公開）、同第２００８／０２１４９５５号、表題「Ｐｒｅｓｅ
ｎｔａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｂｉｏｐｓｙ　Ｓａｍｐｌｅ　ｂｙ　Ｂｉｏｐｓｙ　Ｄｅｖｉｃ
ｅ」（２００８年９月４日公開）、米国特許出願（非暫定的）第１２／３３７，９４２号
、表題「Ｂｉｏｐｓｙ　Ｄｅｖｉｃｅ　ｗｉｔｈ　Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｔｈｕｍｂｗｈｅｅ
ｌ」（２００８年１２月１８日出願）、及び米国特許出願（非暫定的）１２／４８３，３
０５号、表題「Ｔｅｔｈｅｒｌｅｓｓ　Ｂｉｏｐｓｙ　Ｄｅｖｉｃｅ　ｗｉｔｈ　Ｒｅｕ
ｓａｂｌｅ　Ｐｏｒｔｉｏｎ」（２００９年６月１２日出願）に教示されるものが挙げら
れる。上記に引用された米国特許、米国特許出願公開、及び米国特許出願（非暫定的）は
参照することにより本明細書に援用する。そのようなバイオプシー装置は、一人の患者内
で１つ又は２つ以上の部位から複数の組織見本を抽出するのに使用されてもよい。本明細
書で引用されるいずれか他の参照文献に記載される任意の好適な装置が、組織を採取する
のに使用できるということを理解する必要がある。本明細書に教示に鑑みれば、当業者に
は、他の実施例も明らかである。組織採取部位は、治療の一部として組織が再度適用され
る同じ部位を含んでもよい。更に、又は代わりに、組織は１つの部位から採取され、次い
で治療の一部として、ある他の部位で再度適用されてもよい。いくつかの形態では、組織
が最初に採取された同じ患者に、組織は再度適用される。ある他の形態では、組織は、組
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織が最初に採取された患者とは異なる患者内で適用される。
【００１２】
　組織試料は、防菌条件下で得られ、次いで無菌条件下で処理され、少なくとも１つの刻
まれた、又は細かく分離された組織断片を有する懸濁液を作ることができる。換言すれば
、採取された組織は切断され、刻まれ、細切りにされ、及び／又は他の方法で処理されて
もよい。採取された組織試料は刻まれ、任意の様々な方法で処理されてもよい。例えば、
組織を刻むこと及び処理することの実施例は、米国特許出願公開第２００４／００７８０
９０号に記載のものなどから作製されてもよい。本明細書に教示に鑑みれば、当業者には
、他の実施例も明らかである。組織の生存能力を確保するために、攪拌器、又は刻み及び
／若しくは混合装置の他の機構は、組織を切断し、これを混合するように（圧搾若しくは
圧縮するよりはむしろ）設計されてもよい。いくつかの設定において、組織試料は、血清
の存在下又は非存在下のいずれかにおいて、標準的な細胞培養培地中で細切れにされても
、及び／又はこれに混合されてもよい。組織断片はまた、マトリックス消化酵素に接触さ
せて、細胞を包囲する細胞外マトリックスからの細胞移動を促進してもよい。いくつかの
状況で用いることができる好適なマトリックス消化酵素としては、コラゲナーゼ、コンド
ロイチナーゼ、トリプシン、エラスターゼ、ヒアルロニダーゼ、ペプチダーゼ、サーモリ
シン及びプロテアーゼが挙げられるが、これらに限定されない。それぞれの組織断片の寸
法は、標的位置、標的部位に対する治療組成物の供給方法に基づいて、及び／又は様々な
他の検討事項に基づいて様々であってもよい。例えば、組織断片の寸法は、組織断片にお
ける再生細胞（例えば、線維芽細胞）が、組織断片から外へ移動する能力を強化するよう
に、及び／又は細胞の一体性の破壊を限定する、若しくは防ぐように選択されてもよい。
いくつかの条件では理想的な組織断片は約２００マイクロメートルから約５００マイクロ
メートルの寸法である。他の単なる例示実施例として、理想的な細胞断片は、約０．０５
ｍｍ３から約２ｍｍ３、又はより具体的には約０．０５ｍｍ３から約１ｍｍ３の範囲の寸
法であってもよい。無論、様々な他の組織断片の寸法は、様々な異なる設定において理想
的なものであってもよい。
【００１３】
　いくつかのバーションでは、医療用流体は生体適合性担体内で懸濁した、細切り細胞断
片を含んでもよい。好適な担体としては、例えば生理学的緩衝溶液、流動性ゲル溶液、生
理食塩水、及び水を挙げることができる。ゲル溶液の場合、組織修復組成物は、標的部位
における送達前に流動性ゲルの形態であってもよく、又は標的部位における送達後に定位
置に留まってもよい。流動性ゲル溶液は、１つ又は２つ以上のゲル化物質を含む場合があ
り、水、食塩水、又は生理的緩衝液を有するか、又はこれらを有さない。好適なゲル化物
質には、生物学的物質及び合成物質が挙げられる。ゲル化材料の例には以下：コラーゲン
、コラーゲンゲル、エラスチン、トロンビン、フィブロネクチン、ゼラチン、フィブリン
、トロポエラスチン、ポリペプチド、ラミニン、プロテオグリカン、フィブリン糊、フィ
ブリン塊、多血小板血漿（ＰＲＰ）塊、乏血小板血漿（ＰＰＰ）塊、自己集合ペプチドヒ
ドロゲル、Ｍａｔｒｉｇｅｌ又はアテロコラーゲンのようなタンパク質；ペクチン、セル
ロース、酸化再生セルロース、キチン、キトサン、アガロース、又はヒアルロン酸のよう
な多糖類；リボ核酸、デオキシリボ核酸のようなポリヌクレオチド、例えばリボ核酸、又
はデオキシリボ核酸、並びに、アルギン酸、架橋アルギン酸、ポリ（Ｎ－イソプロピルア
クリルアミド）、ポリ（オキシアルキレン）、ポリ（エチレンオキシド）－ポリ（プロピ
レンオキシド）のコポリマー、ポリ（ビニルアルコール）、ポリアクリレート、モノステ
アロイルグリセロールコ－スクシネート／ポリエチレングリコール（ＭＧＳＡ／ＰＥＧ）
コポリマーなどの他の材料、並びに前述のものの任意の組み合わせが挙げられる。組織断
片のために流動性担体の溶液を提供することに加えて、ゲル化剤もまた標的部位における
組織修復組成物を固定する接着物として機能することができる。いくつかのバーションで
は、追加の接着性固定剤が、組織修復組成物又は医療用流体に含まれてもよい。また、ゲ
ル化剤を架橋するために、１つ又は２つ以上の架橋剤が、１つ又は２つ以上のゲル化剤と
併せて使用されてもよい。
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【００１４】
　担体及び／あるいは１つ又は２つ以上の医療用流体組成物中の組織断片の濃度は、標的
部位の位置、治療組成物を標的部位に供給するための方法、及び／又は様々な他の理由に
より様々であってもよい。例として、担体に対する細胞断片の割合（容量で）は、約２：
１から約６：１の範囲、又は約２：１から約３：１の範囲であってもよい。医療用流体は
また、もう１つの追加の治癒剤、例えば治癒及び／又は組織の再生を加速する生物学的成
分などを含んでもよい。そのような生物学的成分には、例えば成長因子、タンパク質、ペ
プチド、抗体、酵素、血小板、糖たんぱく、ホルモン、サイトカイン、グルコサミノグリ
カン、核酸、鎮痛剤、菌類、分離細胞、又はこれらの組み合わせを挙げることができる。
医療用流体は、感染を防ぎ、炎症を抑え、接着物の形成を防止する、若しくは最小限にす
る、並びに／又は免疫性システムを抑制する１つ又は２つ以上の追加の治療成分を更に含
んでもよい。スカフォールドが組織治療組成物と併せて使用されるいくつかの形態では、
生体成分又は追加の治療成分の１つ又は２つ以上は、スカフォールド上に、及び／又はス
カフォールド内に提供されてもよい。同様にスカフォールドプラグが組織修復組成物と併
せて使用されるいくつかの形態では、生体成分又は追加の治療成分の１つ又は２つ以上は
、スカフォールドプラグ上に、及び／又はスカフォールドプラグ内に提供されてもよい。
本明細書で記載されるいくつかの実施例はまた、生存組織断片と合わせて１つ又は２つ以
上の接着剤を含んでもよい。
【００１５】
　上記のとおり、採取された組織は、患者への投与に関して本明細書に記載のように、医
療用流体としてスカフォールド材料及び／又は他の物質と組み合わされてもよい。組織が
スカフォールド材料に組み込まれる範囲において、任意の好適な材料又は材料の組み合わ
せが使用されてスカフォールドを供給することができるということを理解すべきである。
単に例として、スカフォールド材料はまた天然材料、合成材料、生体吸収性ポリマー、不
織布ポリマー、他のタイプのポリマー、及び／又は他のタイプの材料若しくは材料の組み
合わせを含んでもよい。好適な生体適合性材料には、デンプン、キトサン、セルロース、
アガロース、アミロース、リグニン、ヒアルロナン、アルギン酸、ヒアルロン酸、フィブ
リン糊、フィブリン凝塊、コラーゲンゲルゼラチン－レゾルシン－ホルマリン粘着物、多
血小板血漿（ＰＲＰ）、ゲル、乏血小板血漿（ＰＰＰ）ゲル、Ｍａｔｒｉｇｅｌ、モノス
テアロイルグリセロールコ－スクシネート（ＭＧＳＡ）、モノステアロイルグリセロール
コ－スクシネート／ポリエチレングリコール（ＭＧＳＡ／ＰＥＧ）コポリマー類、ラミニ
ン、エラスチン、プロテオグリカン類、ポリヒドロキシブチレート（ＰＨＢ）、ポリ（ビ
ニルピロリドン）（ＰＶＰ）、ポリラクチド（ＰＬＡ）、ポリグリコリド（ＰＧＡ）、ポ
リカプロラクトン（ＰＣＬ）、及びそれらのコポリマー類、不織布ＶＩＣＲＹＬ（登録商
標）（Ｅｔｈｉｃｏｎ，Ｉｎｃ．（Ｓｏｍｅｒｖｉｌｌｅ，Ｎ．Ｊ．））、ＭＯＮＯＣＲ
ＹＬ材料、フィブリン、不織布、ポリ－Ｌ－ラクチド、及び不織布ＰＡＮＡＣＲＹＬ（Ｅ
ｔｈｉｃｏｎ，Ｉｎｃ．，Ｓｏｍｅｒｖｉｌｌｅ，Ｎ．Ｊ．）が挙げられる。ポリマーと
しては、脂肪族ポリエステル、ポリ（アミノ酸）、コポリ（エーテル－エステル）、ポリ
アルキレンオキサレート、ポリアミド、チロシン由来のポリカーボネート、ポリ（イミノ
カーボネート）、ポリオルソエステル、ポリオキサエステル、ポリアミドエステル、アミ
ン基を含有するポリオキサエステル、ポリ（無水物）、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（エステルウレタン）、ポリ（エーテルウレタン
）、並びにこれらのブレンド及びコポリマー等のポリマーを挙げることができる。本明細
書に記載の実施例で用いるのに好適な合成ポリマーとしては、また、コラーゲン、ラミニ
ン、グリコサミノグリカン、エラスチン、トロンビン、フィブロネクチン、デンプン、ポ
リ（アミノ酸）、ゼラチン、アルギン酸、ペクチン、フィブリン、酸化セルロース、キチ
ン、キトサン、トロポエラスチン、ヒアルロン酸、シルク、リボ核酸、デオキシリボ核酸
、ポリペプチド、タンパク質、多糖類、ポリヌクレオチド及びこれらの組み合わせに見ら
れる配列に基づく生合成ポリマーを挙げることができる。使用できる他の好適な材料、又
は材料の組み合わせは、本明細書の教示を考慮することで当業者には明らかとなろう。ス
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カフォールド材料と共に混合された組織は、任意の好適な寸法を有してもよく、また得ら
れる混合物は少なくとも初めに、スラリーの稠度を有してもよく、又は任意の他の好適な
稠度を有してもよいということを理解する必要がある。いくつかの形態では、組織の粒子
は、組織粒子から外へ移動し、スカフォールドに集中することができる効果的な量の生存
細胞を含む。用語「生存」は本明細書で使用されるとき、１つ又は２つ以上の生存細胞を
有する組織サンプルを含むということを理解すべきである。
【００１６】
　一部の形態では、医療用流体又は組織治療組成物における１つ又は２つ以上の成分は、
標的部位（例えば、フィステル内で）における組織再生を促進し、及び／又は標的部位に
おける組織治癒を加速する１つ又は２つ以上の治癒剤を含む。治癒剤は様々な生体適合性
の物質の任意のものを含んでもよく、これは組織の治癒を加速し、及び／又は組織の再生
を促進する。そのような生物学的成分には、例えば成長因子、タンパク質、ペプチド、抗
体、酵素、血小板、糖たんぱく、ホルモン、サイトカイン、グルコサミノグリカン、核酸
、鎮痛剤、菌類、分離細胞、又はこれらの組み合わせを挙げることができる。医療用流体
は、感染を防ぎ、炎症を抑え、接着物の形成を防止する、若しくは最小限にする、並びに
／又は免疫性システムを抑制する１つ又は２つ以上の追加の治療成分を更に含んでもよい
。スカフォールドが組織治療組成物と併せて使用されるいくつかの形態では、生体成分又
は追加の治療成分の１つ又は２つ以上は、スカフォールド上に、及び／又はスカフォール
ド内に提供されてもよい。本明細書で記載されるいくつかの実施例はまた、生存組織断片
と合わせて１つ又は２つ以上の接着剤を含んでもよい。
【００１７】
　本明細書に記載の実施例は、患者の内腔の修復（例えば吻合）に関する。具体的には、
本明細書に記載の実施例は、プロセスの少なくとも一部で使用され組織治療組成物又は医
療用流体を吻合部位において、内腔に送達する装置を含む。いくつかの形態では、組織治
療組成物は、ステープル線においてステープ留めされた組織に、例えばステープラー内の
流体管を通じて送達される。いくつかの他の形態では、組織治療組成物は、破裂性ハウジ
ングから放出され、それは例えばステープラーのエンドエフェクタ内に又はその上に配置
され、ステープル留めヘッドとアンビルとの間にクランプされることにより、ステープル
によって、又はステープラー内の切断ナイフによって破裂することができる。更に、組織
治療組成物は、ステープラーのステープル留めヘッドとアンビルとの間に配置可能なスカ
フォールド上に設けられてもよい。医療用装置が組織治療組成物を組み込むことができる
ような方法の様々な実施例は、より詳細に以下に記載されている一方で、追加の実施例は
、本明細書の教示に鑑みれば当業者にとって明らかである。これらの実施例がステープラ
ーとの関連で記載されている一方で、以下の教示は、医療用装置の様々な他のタイプ（医
療用クリップ継手を含むがこれに限定されない）に容易に適用することができるというこ
とが理解されるべきである例えば、本明細書の教示は、他のタイプの医療用締結装置、例
えばヘルニア人口装具（例えばヘルニアメッシュ）を使用するヘルニア修復など、様々な
処置で使用される外科用タッカーに適用することができる。更なる実施例で、本明細書に
記載の教示は、組織を切断し凝固するのに使用される装置、例えばＲＦ又は超音波エネル
ギーを使用するものなどに適用することができる。以下の教示が他のタイプの医療用装置
に適用することができる様々な好適な方法は、当業者にとって明らかである。同様に、以
下の実施例が組織内腔の端々吻合の関連で記載されている一方で、以下の教示は、様々な
他のタイプの外科用処置に容易に適用することができるが理解されるべきである。以下の
教示が組み込まれる、様々なタイプの医療処置は当業者にとって明らかである。
【００１８】
　本明細書で使用するとき、用語「流体連通」（又は一部の文脈では「連通」）は、直接
又は２つ又は２つ以上の中間要素を通じて、２つの要素間を流体（気体、液体、又は他の
流動生材料）が、それを通じて流れることができる経路、すなわち通路が存在するという
ことを意味する。同様に、用語「導管」は、バルブ内、又はバルブと一体化する導管を含
む。換言すれば、２つの要素間の流体連通は、１つの要素から他方へと流れることができ
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るが、この２つの間の中間の流体連通する要素（例えばバルブ等）を排除しないというこ
とを意味する。同様に２つ又はそれ以上の要素は、中間要素がこれらの２つ又はそれ以上
の要素間に介在したとしても、互いに機械的に「連通する」。
【００１９】
　ＩＩ．組織治療組成物を収容するためのリザーバーを有する代表的な外科用ステープラ
ー
　図１は、例えば切除の後の腸管経路においてなど、端々吻合の形成に使用される代表的
な外科用ステープラー（２０）を示す。ステープラー（２０）は、例えばその開示内容を
参照することにより本明細書に援用する米国特許第５，５３３，６６１、表題「Ｓｅａｌ
ｉｎｇ　Ｍｅａｎｓ　ｆｏｒ　Ｅｎｄｏｓｃｏｐｉｃ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ａｎａｓｔｏ
ｍｏｓｉｓ　Ｓｔａｐｌｉｎｇ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ」（１９９６年７月９日発行）、
及び／又はその開示内容を参照することにより本明細書に援用する米国特許出願公開第２
００９／０１２０９９４号、「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｆａｓｔｅｎｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ　
ｗｉｔｈ　Ｉｎｉｔｉａｔｏｒ　Ｉｍｐｒｅｇｎａｔｉｏｎ　ｏｆ　ａ　Ｍａｔｒｉｘ　
ｏｒ　Ｂｕｔｔｒｅｓｓ　ｔｏ　Ｉｍｐｒｏｖｅ　Ａｄｈｅｓｉｖｅ　Ａｐｐｌｉｃａｔ
ｉｏｎ」（２００９年５月１４日公開）に示されているものと同様な構造であってもよい
。本明細書に記載の装置及び方法は、リニアステープラーなど、他のタイプの外科用ステ
ープラー内に組み込まれてもよく、あるいはこれと共に使用されてもよい。リニアステー
プラーは、その開示内容を参照することにより本明細書に援用する米国特許第５，４６５
，８９５号、表題「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｓｔａｐｌｅｒ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ」（１９
９５年１１月１４日発行）、その開示内容を参照することにより本明細書に援用する同第
６，９６４，３６３号、表題「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｓｔａｐｌｉｎｇ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅ
ｎｔ　ｈａｖｉｎｇ　Ａｒｔｉｃｕｌａｔｉｏｎ　Ｊｏｉｎｔ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｐｌａ
ｔｅｓ　ｆｏｒ　Ｓｕｐｐｏｒｔｉｎｇ　ａ　Ｆｉｒｉｎｇ　Ｂａｒ」（２００５年１１
月１５日発行）、及び、その開示内容を参照することにより本明細書に援用する米国特許
出願第６，９７８，９２１、表題「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｓｔａｐｌｉｎｇ　Ｉｎｓｔｒｕ
ｍｅｎｔ　Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｉｎｇ　ａｎ　Ｅ－ｂｅａｍ　Ｆｉｒｉｎｇ　Ｍｅｃｈ
ａｎｉｓｍ」（２００５年１２月２７日発行）に示され、記載されている。
【００２０】
　本実施例の環状ステープラー（２０）は、ハンドル（２２）、そこから遠位方向に延び
るシャフト（２４）、及びシャフト（２４）の遠位端の環状エンドエフェクタ（２６）を
有する。環状エンドエフェクタ（２６）は、１つ又は２つ以上のアレイに配置された、複
数のステープルを有する第１組織クランプ部材（２８）（すなわちステープル留めヘッド
）と、ステープルを形成するためのアンビルを含む第２組織クランプ部材（３０）と、を
含む。組織クランプ部材（２８、３０）のうちの少なくとも１つは、クランプ部材（２８
、３０）間で組織を受容するための開放位置と、クランプ部材（２８、３０）間で組織を
クランプし、ステープル留めするための閉鎖位置との間で移動可能である。本実施例では
、第２クランプ部材（３０）は、第２クランプ部材（２８）に対して移動可能である。ま
た、本実施例では、細長いシャフトは、第１クランプ部材（２８）と第２クランプ部材（
３０）との間に延びる。この代表的な実施例では、細長いシャフトはアンビルシャフト（
５８）を含み、これは本明細書で更に詳細に記載されるよう、第２クランプ部材（３０）
が、ポスト部材（６８）によって第１クランプ部材（２８）の方へ引かれ得るように、ポ
スト部材（６８）の遠位端分を受容する。いくつかの他の形態では、アンビルシャフトは
、第１クランプ部材を通じて延びる中空のシャフトの遠位端内に受容されてもよい。
【００２１】
　作動可能な発射トリガー（２３）は、ステープラー（２０）を発射するために設けられ
る。図１に示されるように本実施例では、発射トリガー（２３）は、ハンドル（２２）に
枢動可能に接続され、開放位置で示されている。トリガー（２３）は、ステープラー（２
０）を発射させるためにハンドル（２２）に隣接して閉鎖位置まで移動する（例えば旋回
する）ことができる。トリガー（２３）は、ステープラー（２０）を発射するのに使用す
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ることができる機構の１つの実施例にすぎず、様々な他のタイプの機構若しくは要素が設
けられてステープラー（２０）を発射することができるということが理解されるべきであ
る。
【００２２】
　本明細書で更に記載されるように、第２組織クランプ部材（３０）は、ハンドル（２２
）上に配置された回転可能なクランプノブ（３２）に動作可能に接続されている。クラン
プノブ（３２）の回転は、第２組織クランプ部材（３０）を、図４に示される閉鎖位置ま
で移動する。反対方向におけるクランプノブ（３２）の回転は、第２クランプ部材（３０
）を移動させ、開放位置（図３）に戻す。勿論、様々な代替の機構又は要素が設けられて
、開放位置と閉鎖位置との間第２クランプ部材（３０）を移動させてもよい。
【００２３】
　本実施例のステープラー（２０）はまた、１つ又は２つ以上の組織治癒剤（例えばキャ
リア内に懸濁した１つ又は２つ以上の生存組織断片）を含む組織治療組成物を含有するた
めのリザーバー（３４）を含む。特に、図２Ａで示されるように、リザーバー（３４）は
、本実施例ではステープラー（２０）のハンドル（２２）内に設けられる。しかし、リザ
ーバーはステープラー（２０）の他の場所、又は更にはステープラー（２０）の外部に配
置されてもよいということが理解されるべきである。例えば、いくつかの形態では、組織
治療組成物をステープル線及び／又は組織切断線に送達するために、リザーバーはハンド
ル（２２）の外部に配置され、ハンドル（２２）に、又はステープラー（２０）の他の部
分に動作可能に接続される。
【００２４】
　リザーバー（３４）内に事前に充填された組織治療組成物と共にステープラー（２０）
をエンドユーザーに供給する一方で、本実施例のステープラー（２０）は、それを通じて
リザーバー（３４）が組織治療組成物（又はその組成物の成分）で提供され得る入口ポー
ト（３６）を含んでもよい。例えば、１つ又は２つ以上の組織治癒剤、例えば生存組織断
片及びキャリア（例えば生理食塩水又は水）、及び／又はスカフォールド材料等は、入力
ポート（３６）を通じてリザーバー（３４）内に注入することができる。あるいは、ステ
ープラー（２０）は、組織治療組成物（例えばキャリア）のいくつかの成分と共に事前に
充填されてもよく、その一方で、他の成分、例えば生存組織断片は、使用時にリザーバー
（３４）内に注入される。選択的に入口ポート（３６）を閉鎖するためのバルブ（３８）
は、図２Ａに概略的に示されるように設けられてもよく、これによって入口（３６）は、
リザーバー（３４）が組織治療組成物で充填された後に閉鎖することができる。本実施例
において、バルブレバー（３９）は、バルブ（３８）を開放し、閉鎖するために設けられ
る。入口ポート（３６）上にバルブを採用する代わりに、自己封止型隔膜は、組織治療組
成物（又はその成分）が自己封止型隔膜を介してリザーバー（３４）内に注入され得るよ
うに入口ポート（３６）の上に配置されてもよい。医療用流体がリザーバー（３４）に連
通することができる他の好適な方法、及び医療用流体がリザーバー（３４）に保持され得
る方法は、本明細書の教示に鑑みれば当業者には明らかである。
【００２５】
　本明細書に更に記載されるように、少なくとも１つの流体管は、クランプ及びステープ
ルの時に（及び／又はクランプ及びステープル直前に、及び／又はそのすぐに後に）リザ
ーバー（３４）から、第１クランプ部材と第２クランプ部材との間の場所に設けられても
よい。
【００２６】
　リザーバー（３４）内に挿入された１つ又は２つ以上の治癒剤は、適切な採取ツールを
使用して、例えば、供与体（自家、同種、及び／又は異種）からの筋組織など、１つ又は
２つ以上の生存組織断片を含んでもよい。勿論、任意の好適な組織のタイプが、筋組織に
加えて、又はその代わりに使用されてもよい。ステープル及び／又は切断線への組織断片
の送達を促進するために、並びに、組織断片からの製造細胞の移動を促進するために、組
織試料は、リザーバー（３４）内に挿入される前に、小さな片に細かく細切れされてもよ
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い。組織の細切れは、組織が採取されるときに達成されてもよく、あるいは、組織は供与
体から採取され、回収された後に細切れにされてもよい。組織を細切れすることは様々な
方法、例えば１つ又は２つ以上の外科用メスを使用することによって、又は組織を所望の
寸法の粒子に自動的に分割する処理ツールによって達成することができる。組織が患者か
ら採取することができる様々な好適な方法は、本明細書に教示に鑑みれば、当業者にとっ
て明らかである。生存筋組織断片は次いで、流体キャリアと組み合わされて、任意で他の
細胞治癒剤又は材料等と組み合わされて、入口ポート（３６）を介してリザーバー（３４
）内に注入されてもよい。あるいは、組織治療組成物の１つ又は２つ以上の成分は、リザ
ーバーの外で組み合わされるよりは、リザーバー（３４）内に別々に挿入されてもよい。
本明細書に記載の医療用流体は、リザーバー（３４）内に取り入れられてもよいというこ
とが理解されるべきである。
【００２７】
　組織細切れ装置は、ステープラー（２０）内、例えばリザーバー（３４）に設けられて
もよく、これによって試料はステープラー内で細切れにすることができる。そのような構
成は、使用直前の生存組織の試料処理（例えば細切れ等）を促進することができる。更に
、必要とされる実施回数もまた低減される。リザーバー（３４）に細切装置が設けられる
とき、リザーバーは、組織断片を更に小さい断片に細切れにし、細切れにした組織断片を
ステープル及び／又は切断線に送達するために、組織治療組成物の一部として、細切れに
した組織断片を含むための細切れチャンバを備える。
【００２８】
　例として、ステープラー（２０）は、リザーバー（３４）内に載置されたインペラ（４
４）を含んでもよい。インペラ（４４）は、組織断片を更に小さな断片に切断するように
、入口ポート（３６）を通じてリザーバー（３４）内に挿入された１つ又は２つ以上の組
織断片を細切れにするように構成されてもよい。インペラ（４４）は、ハンドル（２２）
内に設けられたモーター（４５）によって駆動されてもよく、作動装置（４６）は、モー
ター（４５）を起動して、インペラ（４４）を駆動し、組織断片を細切れにするために、
ハンドル（２２）の外側に設けられてもよい。細切れ装置（４４）はまた、組織断片及び
担体（並びにいずれか他の治療剤、及び／又は他の治療組成物成分）を切断して、より均
一な組織治療組成物にする。
【００２９】
　図２Ａで示されるモーター駆動の細切れ装置（４４）の代替として、組織をより小さな
断片に切断する、すなわち分断するために様々な任意の他の装置及び構造体が設けられて
もよい。そのような代替の細切れ装置は手動又は自動で駆動されてもよい。例えば、１つ
又は２つ以上の手動で駆動する切断ブレードが、内部の組織断片を細切れにするために、
リザーバー（３４）に配置されてもよい。
【００３０】
　また、本実施形態では、ピストン（４０）は、流体管を通じてリザーバーから流体を排
出するためにリザーバー（３４）内に設けられる。ピストン（４０）は、リザーバー（３
４）の対応する円筒形部分内で封止して摺動適合するような寸法の円筒形部材を含む。リ
ザーバー（３４）の円筒形部分の内壁に封止して係合するために、Ｏリング（４１）が、
ピストン（４０）の外周の周囲に設けられる。ピストン（４０）は、流体を排出するため
に、機械的に駆動されてもよく、又は手動で駆動されてもよい。本実施例では、スライダ
ー（４２）は、ハンドル（２２）の外部に設けられ、ハンドル（２２）上の細長いスロッ
ト（４３）を通じてピストン（４０）に取り付けられる。遠位方向にスライダー（４２）
を摺動させることによって、ピストン（４０）はまた遠位方向に移動し、リザーバーから
流体を排出する。
【００３１】
　図２Ｂ～４で最もよく分かるように、第１（すなわち固定された）クランプ部材（２８
）（またスタンプヘッドと呼ばれる）が、シャフト（２４）の遠位端に配置され、１つ又
は２つ以上のアレイに、複数の配置可能な締結具、すなわちステープラー（５１）を含む
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。第１クランプ部材（２８）も、シャフト（２４）の遠位端に固定して取り付けられた中
空の管状ケーシング（５０）を含む。管状ケーシング（５０）は漏斗状で、ステープルド
ライバ（５２）を摺動可能に受容し、このドライバはトリガー（２３）の操作によって前
進させ、後退させることができる。ステープルドライバ（５２）は、管状ケーシング（５
０）の遠位端で載置されたステープルホルダ（５４）からのステープル（５１）を係合し
、遠位方向に駆動するために複数のフィンガー（５３）を含む。ステープルホルダ（５４
）は、内部でステープル（５１）が配置されている複数のステープル受容スロットを含む
。円筒形ナイフ（４８）は、ステープルドライバ（５２）内で、ステープル（５１）のア
レイの内部と同軸状に載置され、並びにステープルドライバ（５２）によって前進され、
後退されてもよい。
【００３２】
　移動可能な第２クランプ部材（３０）は、中空のアンビルシャフト（５８）の遠位端に
固定して取り付けられたディスク形状のアンビル（５６）を含む。ステープル形成ポケッ
ト（５９）は、アンビル（５６）の近位端壁部（５７）の外周の周囲の少なくとも１つの
環状アレイにおいて設けられる。ステープル形成ポケット（５９）のアレイは、本実施例
ではステープル（５１）のアレイを補足し、それによって、移動可能な第２クランプ部材
（３０）が図３の開放位置から、図４に示された閉鎖位置まで移動したとき、ステープル
形成ポケット（５９）は、固定したクランプ部材（２８）でステープル（５１）と反対側
に位置合わせされる。アンビルシュラウド（６０）は、外科用ステープラー（２０）のた
めに無傷針の遠位端を提供するために、アンビル（５６）の遠位端に取り付けられる。
【００３３】
　本実施例のアンビルシャフト（５８）は、アンビルシャフト（５８）の近位端から軸方
向に延びて、端壁（６４）で終端する穴（６２）を含む。１つ又は２つ以上の開口部（６
６）は、アンビルシャフト（５８）の外周の周囲に配置され、穴（６２）内に内側に延び
る。穴（６６）は、示されているように、アンビル（５６）の端壁（６４）の近位に配置
されてもよい。本明細書で更に記載されるように、リザーバー（３４）内の組織治療組成
物は、ステープル及び／又は切断線において組織治癒剤を送達するように、開口部（６６
）を通じてアンビルシャフト（５８）の内部から排出されてもよい。アンビルシャフト（
５８）は、ポスト部材（６８）に取り外し可能に固定されてもよく、これは第１クランプ
部材（２８）によって摺動可能に支持される。ポスト部材（６８）の遠位先端（６９）は
、図３に示されるように、第２クランプ部材（３０）をポスト部材（６８）に固定するた
めに、アンビルシャフト（５８）の穴（６２）内に挿入される。１つ又は２つ以上のＯリ
ング（７０）、あるいは他の封止部は、穴（６２）内にポスト部材（６８）を取り外し可
能に、及び封止して固定するために、ポスト部材（６８）の外周の周囲に設けられてもよ
い。更に、１つ又は２つ以上の周辺の溝部が、ポスト部材（６８）の外側表面及び／又は
内部のＯリング（７０）を受容するための穴（６２）の内側表面の周囲に設けられてもよ
い。穴（６２）内のポスト部材（６８）を更に保持するために、１つ又は２つ以上の様々
な保持機構が、ポスト部材（６８）及び／又はアンビルシャフト（５８）上に設けられて
もよい。例として、米国特許第５，５３３，６６１号に示されるように、ポスト部材（６
８）は、アンビルシャフト（５８）の穴（６２）内に設けられる、対応構造体によって係
合することができるショルダー部を画定する、縮小した直径部分を有してもよい（例えば
、米国特許第５，５３３，６６１号の図２を参照）。勿論、穴（６２）内のポスト部材（
６８）を保持するための他の機構も当業者には明らかである。
【００３４】
　本実施例において、ポスト部材（６８）は、管状ケーシング（５０）上に形成された中
空の中央支持チューブ（７２）内に摺動可能に受容されて、ケーシング（５０）の遠位端
に載置されたステープルホルダ（５４）に対するポスト部材（６８）の長手方向の移動を
可能にする。１つ又は２つ以上のＯリング（７４）又は他の封止部は、中央の支持チュー
ブ（７２）内にポスト部材を摺動可能に、及び封止して配置するために、ポスト部材（６
８）の外周の周囲に設けられてもよい。１つ又は２つ以上の外周の溝部は、ポスト部材（
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６８）の外側表面の周囲に設けられて、内部のＯリング（７４）を受容してもよい。中央
の支持チューブ（７２）の遠位端は、円筒形ナイフ（４８）の近位端表面に対して当接し
、管状ナイフ（４８）の近位端は、それを通じてポスト部材（６８）が延びる開口部を含
む。
【００３５】
　アンビルシャフト（５８）内へのポスト部材（６８）の挿入を促進するために、並びに
ポスト部材（６８）及びアンビルシャフト（５８）の摺動移動を促進するために、ポスト
部材先端部（６９）は、円錐台形の形状を有する。更に、ポスト部材（６８）は、ポスト
部材の近位部分（７７）よりも小さい直径を有する遠位部分（７６）を含む。テーパー形
状の、円錐台形のショルダー部（７８）は、ポスト部材（６８）の遠位部分（７６）と、
近位部分（７７）との間に平滑な遷移をもたらすことができる。ポスト部材（６８）に載
置されたアンビルシャフト（５８）の少なくとも一部分の外周は、ポスト部材（６８）の
近位部分（７８）の外周とほぼ同じであってもよい。更に、アンビルシャフト（５８）の
近位端壁（８０）は、嵌合してショルダー部（７８）を係合するように（図３及び４を参
照）内側にテーパー形状にされる。この方式で、アンビルシャフト（５８）がポスト部材
（６８）の遠位部分（７６）上に載置されるとき、得られるアセンブリは略一定直径を有
する。
【００３６】
　図２Ａ及び２Ｂを参照して、ステープル作動部材（８２）は、トリガー（２３）とステ
ープルドライバ（５２）との間で延びるように、シャフト（２４）内に配置される。この
ステープル作動部材（８２）は、ステープル（５１）を、第２クランプ部材（３０）上の
ステープル形成ポケット（５９）内へと強制するために、トリガー（２３）からステープ
ルドライバ（５２）へと、作動力を伝達させるように構成される。トリガー（２３）がハ
ンドル（２２）の方へと強制されたとき、ステープル作動部材（８２）がシャフト（２４
）内で遠位へと強制するように、ステープル作動部材（８２）の近位端は、ハンドル（２
２）内に配置され、トリガー（２３）と連結される。ステープル作動部材（８２）の遠位
方向への移動が、ステープル（５１）の発射を生じるように、ステープル作動部材（８２
）の遠位端は、ステープルドライバ（５２）に係合するように構成される。ステープラー
（５０）は、参照によりその開示が援用される米国特許第５，５３３，６６１号、同第６
，１９３，１２９号、同第５，２７１，５４４号、表題「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　ａｎａｓｔ
ｏｍｏｓｉｓ　ｓｔａｐｌｉｎｇ　ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ」（１９９３年１２月２１日発
行）、及び同第７，５０６，７９１号、表題「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　ｓｔａｐｌｉｎｇ　ｉ
ｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　ｗｉｔｈ　ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　ｍｅｃｈａｎｉｓｍ　ｆｏｒ　
ｌｉｍｉｔｉｎｇ　ｍａｘｉｍｕｍ　ｔｉｓｓｕｅ　ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｏｎ」（２００
９年３月２４日発行）の教示に従ってステープル（５１）を発射することができるという
ことを理解すべきである。勿論、本明細書の教示に鑑みれば、ステープラー（５０）は任
意の好適な方式で別の方法としてステープル（５１）を発射することができる。
【００３７】
　ステープラー（２０）のシャフト（２４）もまた、ハンドル（２２）から第２クランプ
部材（３０）まで張力を伝達するために、一対の細長い可撓性バンドによって設けられる
伸張部材（８４）も含む。伸張部材（８４）は、第２クランプ部材（３０）が第１クラン
プ部材（３０）に対して適所で調整できるように、ハンドル（２２）からの動きを伝達す
る。伸張部材（８４）の遠位端は、横ピン（８６）のセットによってポスト部材（６８）
と連結される。伸張部材（８４）の近位端は、横ピン（８９）によってハンドル（２２）
内の制御ロッド（８８）の遠位端と連結される。制御ロッド（８８）はハンドル（２２）
内に配置され、内部の長手方向の移動のために構成される。制御ロッド（８８）の近位端
はネジ切りでクランプノブ（３２）と連結される。クランプノブ（３２）は、ハンドル（
２２）の近位端によって回転可能に支持される。内部でネジ切りされたスリーブ（９０）
は、クランプノブ（３２）の遠位端で設けられ、制御ロッド（８８）の近位端で設けられ
た細長い、ネジ切りされたシャンク（９２）にネジ切りで係合する。クランプノブ（３２
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）を反時計方向（図１に示されるように）回転させることによって、ネジ切りされたシャ
ンク（９２）は、ネジ切りされたスリーブ（９０）内へと近位方向に引かれ、これによっ
て制御ロッド（８８）及び伸張部材（８４）を近位方向に移動させる。ポスト部材（６８
）及びアンビルシャフト（５８）が一緒に連結される範囲で、組織が第１クランプ部材（
２８）と第２クランプ部材（３０）との間でステープル留めされるために、伸張部材（８
４）は同様にポスト部材（６８）及びアンビルシャフト（５８）を近位方向に引き、した
がって第２クランプ部材（３０）を第１クランプ部材（２８）の方に引く。勿論、任意の
他の好適な機構、要素、及び方法が使用されて、第２クランプ部材（３０）を第１クラン
プ部材（２８）の方へ引いてもよい。
【００３８】
　リザーバー（３４）からの組織治療組成物（例えば、生体適合性流体担体等内の１つ又
は２つ以上の治癒剤）が第１クランプ部材（２８）と第２クランプ部材（３０）の間の位
置まで送達するために、１つ又は２つ以上の流体導管が、ステープラー（２０）内に設け
られてもよい。本実施例では、流体導管（９４）は、ハンドル（２２）の一部分を通じて
リザーバー（３４）の底壁から、及びシャフト（２４）の内部から中央支持管（７２）内
に配置された解放遠位端（９６）まで延びる。図３及び図４に示されるように、穴（９８
）は、ポスト部材（６８）の一部分を通じて軸方向に延び、穴（９８）の軸部分と、ポス
ト部材（６８）の近位部分（７７）の外側表面上に設けられているオリフィス（１００）
との間で連通する傾斜部分（９９）を含む。ポスト部材（６８）の遠位部分（７６）は、
ポスト部材（６８）の穴（９８）と、アンビルシャフト（５８）の穴（６２）の両方と、
この後者がポスト部材（６８）上に載置されたときに連通する開口部（１０２）を含む。
流体導管（９４）、並びに穴（６２、９８）及び穴（６２）上の開口部の寸法、位置、及
び構成は例示にすぎない。ステープラー（２０）によって組織のステープル留め及び切断
を干渉せずに、組織治療組成物をクランプ部材（２８、３０）間に送達するために任意の
様々な代替を容易に使用することができる。
【００３９】
　流体導管（９４）及びポスト部材（６８）は、流体導管（９４）の開放遠位端（９６）
が、ポスト部材（６８）の外部上のオリフィス（１００）と選択的に整列可能であるよう
に構成され、配置される。具体的には、本実施例では、第２クランプ部材（３０）が図４
に示される閉鎖位置、すなわちクランプ位置にあるとき、流体導管の開放遠位端（９６）
が、ポスト部材（６８）上のオリフィス（１００）と位置合わせされるように流体導管（
９４）は構成される。上記のように、クランプ部材（３０）が閉鎖位置、すなわちクラン
プ位置にあるとき、ポスト部材（６８）は近位位置にある。この方法では、リザーバー（
３４）から、アンビルシャフト（５８）の外周の周囲に設けられた開口部（６６）まで選
択的に流体を送達するために、流体導管（９４）はアンビルシャフト（５８）の穴（６２
）と選択的に連通することができる。これまで言及されたように、アンビルシャフト（５
８）上の開口部（６６）は、アンビルシャフトの外周の周囲に、アンビル（５６）の端壁
（５７）に近接して配置されてもよい。この方法で、リザーバー（３４）から送達された
流体は、ステープル及び／又は切断線における開口部（６６）を通じて排出される。本実
質的にでは、スライダー（４２）は、開口部（６６）を通じて流体を選択的に排出するの
に使用される。このように、ステープル留め前、ステープル留め中、又はステープル留め
後、及び／又は組織切断前、組織切断中、又は組織切断後に、エンドユーザーは流体が排
出されるようにすることができる。例えばステープル留め前及び組織切断後など、流体は
複数回で排出されてもよい。したがって、リザーバー（３４）内の流体の組織治療組成物
は、流体導管（９４）を通じて強制され、第１クランプ部材（２４）と第２クランプ部材
（２５）との間で、開口部（６６）を通じて選択的に排出されてもよい。第２クランプ部
材（３０）が図３に示される開放位置にあるとき、ポスト部材（６８）内の穴（９８）は
、流体導管（９４）と連通せず、したがって、流体は、アンビルシャフト（５８）上の開
口部（６６）を通じて排出されない。
【００４０】
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　いくつかの形態では、医療用流体が導管（９４）から穴（９８）まで連通するためには
、流体導管（９４）の遠位端（９６）はオリフィス（１００）と正確に位置合わせされる
必要はない。例えば、そのような形態では、導管（９４）の遠位端（９６）が、オリフィ
ス（１００）の遠位方向にあるＯリング（７４）と、オリフィス（１００）に近位のＯリ
ング（７４）との間のどこかに長手方向に配置される限り、流体は導管（９４）から穴（
９８）まで連通してもよい。勿論、これらの２つのＯリング（７４）は、任意の好適な長
手方向の距離によって互いから分離されてもよく、これは医療用流体が導管（９４）から
穴（９８）まで連通することができる導管（９４）に対するポスト部材（６８）の長手方
向の位置の範囲に影響を与え得る、任意の好適な長手方向の位置によって互いから分離さ
れてもよい。いくつかの形態では、医療用流体が導管（９４）から穴（９８）まで連通す
るためには、流体導管（９４）の遠位端（９６）はオリフィス（１００）と位置合わせさ
れる必要がある。ポスト部材（６８）が図３に示されるように遠位部分にあるとき、１つ
又は２つ以上の追加のＯリング（図示されない）が、ポスト部材（６８）の周囲に、及び
／又は流体導管（９４）の遠位端（９６）を実質的に流体的に分離する他の場所に配置さ
れてもよいということが理解されるべきである。
【００４１】
　本実施例では、これまで言及されたように、リザーバー（３４）から流体導管（９４）
を通じて組織治療組成物又は医療用流体（例えば、生体適合性の担体等内に懸濁した細切
れの生存組織断片）を排出するために、ピストン（４０）がリザーバー（３４）内に設け
られる。ピストン（４０）は例えば、リザーバー（３４）の対応する円筒形部分内で封止
して、摺動適合するような寸法の円筒形部材を含んでもよい。少なくとも流体導管（９４
）の開放遠位端（９６）が、ポスト部材（６８）の外側上でオリフィス（１００）と実質
的に位置合わせされるとき、あるいは他の方法でＯリング（７４）の間で摺動可能に配置
されるとき、遠位方向にスライダー（４２）を摺動させることによって、ピストン（４０
）もまた遠位方向に移動し、流体導管（９４）を通じてリザーバー（３４）から流体を排
出する。勿論、組織治療組成物は、流体導管（９４）を通じてリザーバー（３４）から送
達されてもよく、並びに様々な他の方法で開口部（６６）から排出されてもよい。例えば
、選択的に作動可能なポンプは、導管（９４）を通じて治療組成物を押し進めるために提
供されてもよい。あるいは、ポスト部材（６８）の外側上で流体導管（９４）の開放遠位
端（９６）がオリフィス（１００）と位置合わせされるとき、治療組成物が、アンビルシ
ャフト（５８）の外周の周囲に設けられた開口部（６６）から治療組成物が排出されるよ
うに、リザーバー（３４）は加圧されてもよい。組織治療組成物が、導管（９４）を通じ
てリザーバー（３４）から送達され、開口部（６６）から排出され得る他の好適な方法は
、本明細書の教示に鑑みれば、当業者には明らかである。
【００４２】
　Ａ．組織治療組成物を受容するための代表的な生体適合性スカフォールド
　１つ又は２つ以上の組織治療剤等を、縫合及び／又は切断線において送達するために、
流体の組織治療組成物は、クランプ部材（２８、３０）間で単に排出されてもよく、その
一方で、生体適合性スカフォールド（１０６）は、クランプ部材（２８、３０）間で組織
治療組成物を受容するために使用されてもよい。図３～５に示されるように、スカフォー
ルド（１０６）は環状ディスク形状部材を含み、これは第１クランプ部材（２８）と第２
クランプ部材（３０）間で配置可能である。ディスク形状のスカフォールド（１０６）は
、スカフォールド（１０６）が図３に示されるように、第１クランプ部材（２８）と第２
クランプ部材（３０）との間で、アンビルシャフト（５８）上に配置することができるよ
うに、中央開口部（１０８）を含む。中央開口部（１０８）はピッタリと、しかし摺動可
能に、アンビルシャフト（５８）上に適合するような寸法にされてよい。この方法では、
スカフォールド（１０６）はまた、接続されるべき組織内腔内へのエンドエフェクタ（２
６）の挿入、又は組織内腔の周囲の巾着縫合糸の適合（本明細書で更に記載される）に干
渉しない任意の位置において、アンビルシャフト（５８）上に配置されてもよい。第２ク
ランプ部材（３０）が閉鎖位置、すなわち図４のクランプ位置まで移動したとき、中央開
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口部（１０８）は、開口部（６６）と実質的に同じ長手方向位置でアンビルシャフト（５
８）の周囲に延びている状態で、スカフォールド（１０６）は、スカフォールドがアンビ
ル（５６）の近位端壁（５７）に対して当接するまで、アンビルシャフト（５８）に沿っ
て摺動する。組織治療組成物はしたがって、中央開口部（１０８）の外周の周囲で、開口
部（６６）を通じて排出されてもよく、スカフォールド（１０６）が組織治療組成物を吸
収するのを可能にする。
【００４３】
　ディスク形状のスカフォールド（１０６）の直径は、スカフォールド（１０６）が組織
内腔の端壁間でステープル留めされるように選択されてもよい。したがって、スカフォー
ルド（１０６）がアンビルシャフト（５８）上に配置されるとき、スカフォールド（１０
６）の外周は、円形のステープル線を超えて放射状に延びる。換言すれば、スカフォール
ド（１０６）の直径は、ステープルホルダ（５４）の両側に配置される最外部のステープ
ル（５１）間の距離よりも大きい場合がある。この方法で、スカフォールド（１０６）は
、形成されたステープルにより組織の端部間で定位置に保持される。
【００４４】
　本実施例では、アンビルシャフトをポスト部材（６８）の上に固定する前に、スカフォ
ールド（１０６）がアンビルシャフト（５８）の上で摺動され、その一方で、スカフォー
ルド（１０６）は、いくつかの形態で放射状のスリットを含み、アンビルシャフト（５８
）がポスト部材（６８）に取り付けられた後にスカフォールドアンビルシャフト（５８）
上に配置されるのを可能にする。そのようなスリット（図示せず）は、中央開口部（１０
８）から、スカフォールド（１０６）の外周まで、スキャフォルド（１０６）の全厚さを
通じて延びることができる。
【００４５】
　第１クランプ部材（２８）と第２クランプ部材（３０）との間に配置されたとき、スカ
フォールド（１０６）は、開口部（６６）を通じて排出された組織治療組成物を受容する
ように配置される。組織治療組成物が生存組織断片を含むとき、生存細胞はスカフォール
ド（１０６）上及び／又はスカフォールド（１０６）内に移動してもよく、その後、ステ
ープル留めされた位置を包囲する組織と共に増加し、これと一体化されてもよい。スカフ
ォールド（１０６）は、多孔質であってもよく、又は非多孔質であってもよい。必要に応
じて、スカフォールド（１０６）は生体吸収性であってもよい。スカフォールド（１０６
）はあるいは、スカフォールドが定位置にステープルされたまま維持され、ステープル位
置において支持をもたらし続けるように、非生体吸収性であってもよい。スカフォールド
（１０６）はまたスカフォールド（１０６）が、ステープル部位の寸法及び／又は構成を
調整するのを可能にしてもよい。
【００４６】
　更なる実施例によって、スカフォールド（１０６）は任意の様々な材料及び方法、例え
ばその開示内容を参照することにより本明細書に援用する米国特許出願公開第２００４／
００７８０９０号に記載のものなどから作製されてもよい。単に例として、スカフォール
ド（１０６）は、生体適合性ポリマー、注射用ゲル、セラミック材料、自己生成組織、異
種組織、又はこれらの組み合わせから形成されてもよい。生体適合性ポリマーは、例えば
合成ポリマー、天然ポリマー、及びこれらの組み合わせであってもよい。好適な生体適合
性合成ポリマーには、例えば、脂肪族ポリエステル、ポリ（アミノ酸）、ポリ（プロピレ
ンフマレート）、コポリ（エーテル－エステル）、シュウ酸ポリアルキレン、ポリアミド
、チロシン誘導ポリカーボネート、ポリ（イミノカーボネート）、ポリオルソエステル、
ポリオキサエステル、ポリアミドエステル、ポリオキサエステル含有アミン基、ポリ（ア
ンヒドリド）、ポリホスファゼン、及びこれらのブレンドからなる群から選択されるポリ
マーを挙げることができる。好適な合成ポリマーとしてはまた、コラーゲン、エラスチン
、トロンビン、フィブロネクチン、デンプン、ポリ（アミノ酸）、ゼラチン、アルギン酸
、ペクチン、フィブリン、酸化セルロース、キチン、キトサン、トロポエラスチン、ヒア
ルロン酸、リボ核酸、デオキシリボ核酸、ポリペプチド、タンパク質、多糖類、ポリヌク
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レオチド及びこれらの組み合わせに見られる配列に基づく生合成ポリマーを挙げることが
できる。好適な生適合性天然ポリマーには、例えば、フィブリン系材料、コラーゲン系材
料、ヒアルロン酸系材料、糖タンパク質系材料、セルロース系材料、シルク及びこれらの
組み合わせを挙げることができる。本実施例では、生体適合性スカフォールド（１０６）
は、凍結乾燥したフィブリンを含んでもよい。スカフォールド（１０６）の少なくとも一
部を形成するのに使用することができる、更に他の好適な材料、及び材料の組み合わせは
、本明細書の教示に鑑みれば当業者にとって明らかである。
【００４７】
　特定のタイプの細胞の再生を促進するために、スカフォールド（１０６）はまた解剖専
門であってもよい。例えば、括約筋、又は患者内（例えば肛門括約筋、幽門括約筋、回盲
弁、下方食堂括約筋等）で切断される弁などなどの構造体の再生を促進することが望まし
い。かかる場合では、スカフォールド（１０６）は、切断された括約筋又は弁（若しくは
任意の他の様々な他の解剖学的構造）の再生を特に促進する１つ又は２つ以上の細胞固有
の成分又は材料を含んでもよい。追加で、又は代替で、スカフォールド（１０６）に適用
された組織治療組成物は、解剖学的に固有の、例えば患者内の組織にステープル留めされ
るスカフォールド（１０６）に適用されたときに、特定の解剖学的構造体（例えば括約筋
又は弁）を再生する幹細胞の懸濁液であってもよい。
【００４８】
　更なる実施例によって、スカフォールドは、特定の方向で細胞の再生を支持するようス
カフォールドに具体的に配置されている繊維など、１つ又は２つ以上の成分を含んでもよ
い。図１８Ａの略図に示されている１つの形態では、スカフォールド（１２０）は、スカ
フォールド（１２０）の中央開口部周囲に同心状に配置された１つ又は２つ以上の円に配
置された繊維を含む。スカフォールド（１２０）を形成するのに使用される成分のそのよ
うな構成は、同様なパターンで細胞の再生を支持するのに役立つことができる。勿論、繊
維は、任意の数の同心状の円又は他のパターンで配置されてもよい。図１８Ａに示される
スカフォールドは例えば、括約筋の再生で有用であり得る。図１８Ｂは、スカフォールド
（１３０）の中央開口部から外へ広がる複数の同心状の螺旋に配置された繊維を含むスカ
フォールド（１３０）の他の形態を概略的に示す。図１８Ｃは、スカフォールド（１４０
）の周囲に配置された複数の円に配置された繊維を含むスカフォールド（１４０）の更に
他の形態を概略的に示す。勿論、繊維は、様々な異なる方向において細胞の再生を方向付
けるために、例えば１つ又は２つ以上の円（同心状及び／又は非同心状）、並びに／ある
いは１つ又は２つ以上の螺旋若しくは他の形状を含む任意の様々な方向でに配置されてよ
い。
【００４９】
　１つ又は２つ以上スカフォールド（１０６、１２０、１３０、１４０、２０６）は、例
えばキットの形態など、ステープラー（２０）とともにエンドユーザーに発送されてもよ
い。スカフォールド（１０６、１２０、１３０、１４０、２０６）は、好適な無菌容器に
別々に梱包されてもよく、又はスカフォールドは、第１クランプ部材（２８）と第２クラ
ンプ部材（３０）との間のステープラー（２０）に事前に設置されて提供されてもよい。
【００５０】
　Ｂ．生体適合性スカフォールドと組み合わせた外科用ステープラーの代表的な使用
　これまで言及したように、環状ステープラー（２０）は、組織の２つの内腔がステープ
ルの１つ又は２つ以上のアレイによって一緒に取り付けられる縫合を実施するのに使用さ
れてもよい。単に例として、並びに図３及び４に示されるものとして、腸内腔の第１部分
（１１６）及び第２部分（１１７）は、切除に続いて互いにそれぞれ取り付けることがで
きる。ステープラー（２０）はまず、第２クランプ部材（３０）のアンビルシャフト（５
８）上にスカフォールド（１０６）を配置することによって、したがって図１及び２に示
されるようにポスト部材（６８）（スカフォールド（１０６）が省略されている箇所）の
上でアンビルシャフト（５８）を摺動することによって、使用のために準備されてもよい
。その後、第１組織クランプ部材（２８）及び第２組織クランプ部材（３０）を含む環状
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エンドエフェクタ（２６）が、腸組織（１１６）の第１部分内で長手方向のスリット（図
示せず）内に挿入され、組織（１１６）の開放端に隣接して示されている位置内に移動さ
れる。移動可能な第２クランプ部材（３０）は開放位置まで移動され、図３に示されるよ
うに、腸組織（１１７）の第２部分は、第２クランプ部材（３０）にわたって挿入される
。その後、組織の各部分（１１６、１１７）は、腸細胞（１１６、１１７）の開放端部の
周囲に配置された巾着縫合糸（１１８）を用いて適合される。縫合糸（１１８）の各片は
、腸細胞の閉鎖端（１１６）及び開放端（１１７）がピンと張って引かれ、安全のために
結ばれる。
【００５１】
　巾着縫合糸（１１８）が結ばれた後、クランプノブ（３２）は、腸組織の第１部分（１
１６）と第２部分（１１７）をクランプするために、移動可能な第２クランプ部材（３０
）が第１クランプ部材（２８）の方に、第１クランプ部材（２８）に隣接する位置まで引
かれるように、スカフォールド（１０６）は組織の端部の間でクランプされる状態で（図
４を参照）、クランプノブは回転される。第２クランプ部材（３０）が第１クランプ部材
（２８）の方に引かれ、流体導管の開放遠位端（９６）が穴（９８）のオリフィス（１０
０）と十分に位置合わせされると、ハンドル（２２）上のレバー（１０８）を環状エンド
エフェクタ（２６）の方に遠位方向に押すことによって、リザーバー（３４）内の組織治
療組成物は、開口部（６６）を通じてアンビルシャフト（５８）から排出されるように流
体導管（９４）を通じて促進される。あるいは、又はそれに加えて、組織治療組成物は、
組織部分（１１６、１１７）及びスカフォールド（１０６）が第１クランプ部材（２８）
と第２クランプ部材（３０）との間でクランプされた後に、開口部（６６）を通じて排出
されてもよい。開口部（６６）を通じて排出され、１つ又は２つ以上の治癒剤を含有する
治療組成物は、スカフォールド（１０６）を含浸させながら、スカフォールド（１０６）
の表面内に、及び／又はスカフォールド（１０６）をわたって容易に流れる。
【００５２】
　その後、円形ステープル装置（２０）は、発射トリガー（２３）を作動させることによ
って発射される。ステープル（５１）の端部は、ステープル及びステープル組織部分（１
１６、１１７）を一緒に形成するために（スカフォールド（１０６）は間に保持された状
態で）、ステープルホルダー（５４）から外に、腸組織の第１部分（１１６）を通じて、
点線のステープル線（１１２）（図５を参照）に沿ってスカフォールド（１０６）を通じ
て、腸組織の第２部分（１１７）を通じて、並びにアンビル（５６）のステープル形成ポ
ケット（５９）に対して促進される。円筒形ナイフ（４８）もまた、腸組織の第１部分（
１１６）及び第２部分（１１７）を通じて、及びステープル線の内部の第１点線（１１０
）（図５を参照）に沿ってスカフォールド（１０６）を通じて、ステープルドライバ（５
２）によって前進する。スカフォールド（１０６）内に及び／又はスカフォールド（１０
６）上に吸収された１つ又は２つ以上の治癒剤は、組織治癒を加速する、及び／又は組織
再生を促進するために、ステープル線及び切断線に沿って放出される。図５のスカフォー
ルド（１０６）上に示された点線の切断線（１１０）及びステープル線（１１２）は、単
に参照のために含まれ、スカフォールド上の任意の構造体又は機構を必ずしも表すもので
はないということに留意すべきである。
【００５３】
　スカフォールド（１０６）は次いで、第１腸組織部分（１１６）と第２腸組織（１１７
）との間の定位置にとどまる。スカフォールド（１０６）は、生体吸収性材料から作製さ
れ、スカフォールド（１０６）は、繰り返し吸収される。スカフォールド（１０６）が生
体吸収性材料から作製されない場合は、環状リングのように定位置にとどまり、組織内腔
（１１６、１１７）間のステープルされた接続を支持する。スカフォールド（１０６）を
有して、又はスカフォールド（１０６）を有さないいずれかで、ステープラー（２０）が
使用され得る更に他の好適な方法は、本明細書の教示に鑑みれば当業者には明らかである
。
【００５４】
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　Ｃ．代表的な代替の生体適合性スカフォールド
　図６は、上記のスカフォールド（１０６）の代わりに使用することができる代表的な生
体適合性スカフォールド（２０６）を示す。この実施例のスカフォールド（２０６）は、
スカフォールド（１０６）に関してこれまで言及された任意の様々な材料、例えば冷凍凍
結フィブリン等、又は任意の他の好適な材料から作製することができる。生体適合性スカ
フォールド（２０６）は、それを通じて延びる中央開口部（２０８）と、ディスク形状部
分（２１４）の外周縁部から放射状に延びる複数の放射状に延びるタブ（２１６）とを有
する、環状ディスク形状部分（２１４）を含む。タブ（２１６）の外側の弓状縁部（２１
７）は、スカフォールド（２０６）の外周を画定し、これはスカフォールド（１０６）に
関して記載されたものと同様の寸法であってもよい。このように、生体適合性スカフォー
ルド（２０６）は、それらの間のタブ（２１６）を画定する複数の放射状の切り抜き（２
１８）を有するを有する環状ディスク形状の部材として見られてもよい。
【００５５】
　スカフォールド（２０６）は、スカフォールド（１０６）に関してこれまで記載された
ものと同じ方法で、外科用ステープル器具（２０）などの環状ステープラーと共に使用さ
れてもよい。具体的には、中央開口部（２０８）は、スカフォールド（２０６）が、第１
クランプ部材（２８）と第２クランプ部材（３０）との間でアンビルシャフト（５８）上
に配置され得るような寸法であってもよい。中央開口部（２０８）もまた、ピッタリと、
しかし摺動可能に、アンビルシャフト（５８）上に適合するような寸法にされてよい。
【００５６】
　スカフォールド（２０６）の環状ディスク形状部分（２１４）はしかしながら、ステー
プラー（２０）の円筒形ナイフ（４８）の直径よりも小さい直径を有してもよい。このよ
うに、図６に示される点線の切断線（２１０）は、切断線（２１０）が放射状に延びるタ
ブ（２１６）のそれぞれをわたって延びるように、ディスク形状部分（２１４）から外側
に配置される。これまで記載された方法で、外科用ステープラー（２０）を使用して吻合
を形成する際にスカフォールド（２０６）が使用されるとき、スカフォールド（２０６）
の放射状のタブ（２１６）は、ステープル線（２１２）に沿って組織内腔の間でステープ
ルされ、ステープラー（２０）の円筒形ナイフ（４８）は、切断線（２１０）に沿ってス
カフォールド（２０６）を切断する。この方法では、組織内腔の間にステープル留めされ
たままのスカフォールド（２０６）の部分のみが、切断線（２１０）とタブの外側の弓状
縁部（２１７）との間に延びる、それぞれ放射状のタブ（２１６）の部分である。スカフ
ォールド（２０６）の放射状のタブ（２１６）は、２つの組織内腔間の連結部の外周の周
囲で離間し、スカフォールド（２０６）は、吻合がその上で形成される内腔の蠕動又はほ
かの拡大若しくは収縮を干渉しない。勿論、上記のスカフォールド（１０６）の形態は、
いったん設置されると、必ずしも蠕動と干渉しない。単に例として、スカフォールド（１
０６）のいくつかの形態を形成する材料は、スカフォールド（１０６）が放射状に広がり
、蠕動中に自由に収縮するのを可能にすることができる。タブ（２１６）の存在及び構成
は、スカフォールド（２０６）を構成するために、スカフォールド（１０６）を構成する
のに利用可能であるもの（例えば非伸縮性材料等）とは異なる材料の選択を可能にすると
いうことが理解されるべきである。
【００５７】
　任意の数の放射状のタブ（２１６）は、生体適合性スカフォールド（２０６）上に設け
られてもよい。しかしながら、一部の設定において、形成されたステープルが隣接するタ
ブ（２１６）間で広がらない程度まで、隣接するタブ（２１６）を互いに離間することが
望ましい場合がある。換言すれば、ステープル線（２１２）において隣接する放射状のタ
ブ（２１６）間の距離は、形成されたステープルの長さよりも大きい場合がある。放射状
のタブ（２１６）は、任意の様々な寸法及び形状を有してもよく、これは単に一実施形態
で示されているということに留意すべきである。同様に、切り抜き（２１８）はタブ（２
１６）の角度幅にほぼ一致する角度幅を有しているように示されているが、切り抜き（２
１８）は任意の他の好適な角度幅を有してもよく、切り抜き（２１８）の角度幅は、タブ
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（２１６）の角度幅と任意の好適な関係を有してもよいということを理解すべきである。
いくつかの形態では切り抜き（２１８）は単に放射状のスリットである。
【００５８】
　生体適合性スカフォールド（２０６）は、リザーバーから医療用流体をスカフォールド
に送達するように構成される従来の環状ステープラーと共に使用されてもよい。例えば、
生体適合性スカフォールド（２０６）は、その開示内容を参照することにより本明細書に
援用する米国特許第６，１９３，１２９号、表題「Ｃｕｔｔｉｎｇ　Ｂｌａｄｅ　ｆｏｒ
　ａ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ａｎａｓｔｏｍｏｓｉｓ　Ｓｔａｐｌｉｎｇ　Ｉｎｓｔｒｕｍ
ｅｎｔ」（２００１年２月２７日発行）に示され、記載されているタイプの環状ステープ
ラーと共に使用されてもよい。いくつかの形態では、ステープラー（２０）を介して組織
治療組成物をスカフォールド（２０６）に送達する代わりに、組織治療組成物（例えば細
切れにした生存組織等の懸濁液）が、スカフォールド（２０６）と事前に関連付けられて
もよい。単に例として、これまで記載された方法で環状ステープラーのアンビルシャフト
上に配置される前に、又はその後に、スカフォールド（２０６）は組織治療組成物で浸透
されてもよく、及び／又はこれによってコーティングされてもよい。更なる実施例によっ
て、スカフォールド（２０６）は、その開示内容を参照することにより本明細書に援用す
る米国特許出願公開第２００４／００７８０９０号に記載のものなどから作製されてもよ
い。同様に、スカフォールド（２０６）と関連付けられた組織治療組成物は、例えば任意
の生物学的成分、及び／又は米国特許出願公開第２００４／００７８０９０号でスカフォ
ールドへの適用に関して記載された任意の他の成分を含んでもよい。
【００５９】
　組織治療組成物を有するスカフォールド（２０６）が従来の環状ステープラーのアンビ
ルシャフト上に配置された後に、結合されるべき組織部分間にスカフォールド（２０６）
が配置された状態で、ステープル留めされるべき組織内腔は一緒に、第１クランプ部材及
び第２クランプ部材によってクランプされてもよい。ステープラーは次いで発射され、組
織部分及びスカフォールド（２０６）をステープル留めし、切断する。ステープラー（２
０）と共にスカフォールド（２０６）を使用することに関してこれまで記載したように、
スカフォールド（２０６）の放射状のタブ（２１６）は、結合された組織が事由に広がり
収縮できるようにするために、結合した組織部分間で定位置にとどまる。スカフォールド
（２０６）使用できる他の好適な方法が、本明細書の教示を考慮することで当業者には明
らかとなろう。
【００６０】
　ＩＩＩ．組織治療組成物を含むための例示の破裂性ハウジング
　組織治療組成物をリザーバーから、外科用ステープラーのステープル留めヘッドと、ア
ンビルとの間の領域へ送達する代わりに、又はこれに加えて、組織治療組成物を含有する
１つ又は２つ以上の破裂性流体ハウジングが設けられてもよい。組織治療組成物は、例え
ば１つ又は２つ以上の組織治癒剤、例えば生存組織断片、及び／又は本明細書に記載の医
療用流体の任意の他の配合物を含んでもよい。いくつかの形態では、破裂性ハウジングは
、外科用ステープラーのステープル留めヘッド（第１クランプ部材）と、アンビル（第２
クランプ部材）との間に、位置合わせ可能に、配置可能なように構成される破裂性生体適
合性パウチとして構成されてもよい。追加で、又は代替で、１つ又は２つ以上破裂性生体
適合性ハウジングが、外科用ステープラーのエンドエフェクタに配置されてもよい。破裂
性ハウジングは、組織治療組成物でこれまで充填されて供給されてもよく、及び／又は、
使用時に組織治療組成物（又はその成分）で供給するように構成され得る。例えば、いく
つかの形態では、破裂性ハウジングは、使用時に、１つ又は２つ以上の生存組織で注入さ
れるか、又はこれで充填されてもよい（患者から採取され、好適な担体内に懸濁した、細
切れにされた組織断片を備える破裂可能可能なハウジングを充填する）。そのような破裂
性ハウジングがどのようにもうけられるかという様々な実施例は、以下に更に詳細に記載
されている一方で、追加の実施例は本明細書の教示に鑑みれば当業者にとって明らかであ
る。
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【００６１】
　Ａ．外科用ステープラーのステープル留めヘッドとアンビルとの間に配置可能な代表的
な破裂性パウチ
　図７は、事前に記載された様々な組成物など、組織治療組成物を含有するための破裂性
ハウジング（３０６）の実施例を示す。ハウジング（３０６）は、環状ステープラーのス
テープル留めヘッド（すなわち第１クランプ部材）と、アンビル（すなわち第２クランプ
部材）との間に位置合わせ可能に配置されるように構成される破裂性の中空のパウチを含
む。パウチ（３０６）は、スカフォールド（１０６、２０６）がアンビルシャフト上に載
置され得るのと同様な方法で、パウチ（３０６）が、例えば、環状ステープラーの第１ク
ランプ部材と第２クランプ部材との間で延びるアンビルシャフト上に配置することができ
るように、中央開口部、すなわち溝部（３０８）を含む。パウチ（３０６）は破裂性であ
り、これによって、ステープラーのクランプ部材間に配置され、組織治療組成物で充填さ
れたとき、パウチ（３０６）は、ステープルの発射によって、及びパウチ（３０６）を突
き刺す、ステープラーナイフの前進によって破裂される。いくつかの形態では、パウチ（
３０６）は、クランプ部材間にちょうどステープル留め前にクランプされたときに破裂す
る。パウチ（３０６）の破裂は、ステープル及び切断線に対する組織治療組成物の放出と
なる。パウチ（３０６）の環状リング部分もまた、ステープルによって結合された組織部
分間に、締結されたまま定位置にとどまり、ここでは支え材料としてステープル線を強化
する。パウチ（３０６）が生体吸収性材料から作製される場合、結合された組織間に締結
された環状リング部分は、時間と共に吸収される。
【００６２】
　パウチ（３０６）は、例えば本明細書にこれまで説明された環状ステープラー（２０）
と共に、又は米国特許第６，１９３，１２９号に示され、説明されるような任意の様々な
他の環状ステープラーと共に使用されてもよい。あるいは、以下に更に詳細に説明されて
いるように、図１０は、環状ステープラー（３２０）の代替形態の第１クランプ部材（３
２８）と第２クランプ部材（３３０）との間に、位置合わせ可能に配置される破裂性パウ
チ（３０６）を示す。図１０は、ステープラー（３２０）の環状エンドエフェクタ部分（
３２６）のみを示すということに留意されたい。この実施例では、ステープラー（３２０
）はこれまで説明されたステープラー（２０）に構造において似ている。しかしながら、
この実施例のステープラー（３２０）は、細切れリザーバー、流体経路、すなわちポスト
部材（３６８）を通じて延びる穴を含まない。同様に、開口部はこの実施例でアンビルシ
ャフト（３５８）上に設けられておらず、ステープラー（３２０）は、組織治療組成物を
ステープル及び／又は切断線に送達するように構成されていないからである。
【００６３】
　これまで説明された、図１～４に示される環状ステープラー（２０）のように、図１０
に示される外科用ステープラー（３２０）は、第１クランプ部材（すなわちステープル留
めヘッド）（３２８）、及びハンドル（図１０には図示せず）に接続された、向かい合う
第２クランプ部材（すなわちアンビル）（３３０）を含む。組織クランプ部材（３２８、
３３０）の少なくとも１つは、クランプ部材（３２８、３３０）間で組織を受容するため
の開放位置と、クランプ部材（３２８、３３０）間で、クランプされた組織をステープル
留めするための閉鎖位置との間で移動可能である。第１クランプ部材（３２８）は、内部
に配置された複数のステープル（３５１）を含み、第２クランプ部材（３３０）は、ステ
ープル（３５１）を形成するためのステープル形成ポケット（３５９）を有するアンビル
（３５６）を含む。本実施例では、第２クランプ部材（３３０）は、長手方向軸に沿って
第１クランプ部材（３２８）に対して移動可能であり、アンビルシャフト（３５８）は、
その長手方向軸に沿って第１クランプ部材（３２８）と第２クランプ部材（３３０）との
間に延びる。図１０に示されるように、パウチ（３０６）は、アンビルシャフト（３５８
）上に載置されたステープラー（３２０）の第１クランプ部材（３２８）と、第２クラン
プ部材（３３０）との間に位置合わせ可能に配置されるように構成される。
【００６４】
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　生体適合性パウチ（３０６）は、組織治療組成物を内部に収容するのに好適な任意の様
々な形状に構成されてもよい。例えば、パウチは、少なくとも流体で充填されたトロイド
の形状に構成されてもよい。トロイドが、完全な円（例えばドーナッツ形状）で周囲に延
びる場合、中央開口部（３０８）は内部を通じて延び、アンビルシャフト（３５８）がポ
スト部材（３６８）の遠位端の上で摺動さされる前に、パウチ（３０８）は単に、ステー
プラー（３２０）のアンビルシャフト（３５８）上に単に摺動されてもよい。この方法で
は、これまで説明されたスカフォールド（１０６）が環状ステープラーのアンビルシャフ
ト上に載置されるのと同じ方法で、生体適合性パウチ（３０８）はアンビルシャフト（３
５８）上に位置合わせ可能に載置されてもよい。あるいは、生体適合性パウチ（３０６）
は、外周にトロイドの開口部から放射状に延びるスリットを有する、ドーナッツ形状のト
ロイドとして構成されてもよい。この構成では、アンビルシャフト（３５８）がポスト部
材（３６８）に取り付けられた後に、並びに、更にはエンドエフェクタ（３２６）が図１
０に示されるように、一対の組織内腔（３１６、３１７）内に配置された後に、生体適合
性パウチは、止め座金に同様に構成され、アンビルシャフト（３５８）上に摺動されても
よい。
【００６５】
　図７に示されるように、本実施例の生体適合性パウチ（３０６）は、内部を通じて延び
る中央開口部（３０８）を有する螺旋状のトロイドとして構成される。パウチ（３０６）
は、上記のスリットドーナッツ形状のトロイドに似ている。しかしながら、図７の螺旋ト
ロイドは、１つの完全な回転を超えて延び、これによって螺旋状のパウチの第２放射状の
端部（３１０）は、螺旋パウチの第１放射状端部に重なる。いくつかの設定では、この構
成は、全体のステープル線周囲に組織治療組成物の放出を保証し、アンビルシャフト（３
５８）上の流体で充填されたパウチ（３０６）を保持するのに役立つことができる。生体
適合性パウチ（３０６）（並びに、以下に詳細に記載されるパウチ（４０６））は、生体
吸収性材料など、任意の様々な生体適合性材料から作製されてもよく、これは、流体を含
有するだけでなく、また破裂性である封止可能なハウジング内に形成されてもよい。単に
例として、パウチ（３０６、４０６）は、ポリグリコリン（ＰＧＡ）、ポリラクチド（Ｐ
ＬＡ）、ポリカプロラクトン（ＰＬＣ）、ポリジオキサノン（ＰＤＯ）、ポリ（ラクチド
－コ－グリコリド）（ＰＬＧＡ）、ポリヒドロキシブチレート（ＰＨＢ）、及び／又はポ
リヒドロキシバレレート（ＰＨＶ）から作製されてもよい。また、他の任意の好適な材料
又は材料の組み合わせを使用することもできる。
【００６６】
　これまで言及されたように、パウチ（３０６）は、組織治療組成物を放出可能に含むよ
うに構成される。パウチ（３０６）は、組織治療組成物で事前に充填されて供給されても
よく、その場合は、パウチ（３０６）は、そこに材料を添加するためのポート又は他の手
段を有さずに殺菌され封止された構造体として提供されてもよい。あるいは、パウチ（３
０６）は、使用時に、組織治療組成物（又はその成分）で充填されるように構成されても
よい。パウチ（３０６）は、組織治療組成物の１つ又は２つ以上の成分で部分的に充填さ
れて、エンドシューザーに供給されてもよく、エンドユーザーは使用時に追加の成分を添
加してもよい（例えば、例えばパウチが使用される患者から採取された、細切りにされた
生存組織断片）。あるいは、これによってエンドユーザーが、パウチ（３０６）を組織治
療組成物（例えば、患者から採取され、好適な担体に懸濁された細切れにされた生存組織
でパウチを充填する）で充填するように、パウチ（３０６）はエンドユーザーに空で供給
されてもよい。パウチ（３０６）が組織治療組成物（すなわちその成分）で、具体的には
外科医などのエンドユーザーによって充填されるのを可能にするために、封止可能なポー
ト（３１３）はパウチ（３０６）上に設けられてもよい。封止可能なポート（３１３）は
、パウチ（３０６）上の任意の様々な位置に配置されてもよく、それを通じてパウチ（３
０６）が組織断片などの材料で充填される入口をも提供する。ポート（３１３）は、任意
の様々な構成及び構造体を有してもよい。例えば、ポート（３１３）は、生体適合性材料
、例えば患者内の移植に適したエラストマーなど、生体適合性材料から作製された自己封
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止型の隔膜を含んでもよい。
【００６７】
　パウチ（３０６）が、それを通じて発射されたステープルによって貫通されるようにす
るために、パウチ（３０６）が、図１０に示されるようにアンビルシャフト（３５８）上
に配置されるとき、パウチ（３０６）の外周は、円形ステープル線を超えて放射状に延び
てもよい。換言すれば、スカフォールド（３０６）の直径は、ステープルホルダー（３５
４）の両側に配置された最外部のステープル（３５１）間の距離よりも大きくてもよい。
この方法で、第１クランプ部材と第２クランプ部材との間にクランプされたときに破裂し
ない場合は、パウチ（３０６）は、ステープラーが発射されたときに、ステープル（３５
１）によって破裂する。追加で、又は代替で、パウチ（３０６）は、図１０に示されるよ
うに、パウチ（３０６）がアンビルシャフト（３５８）上に配置されるような寸法にされ
てもよく、スカフォールド（３０６）の外周は、ナイフ（３４８）によって切断されるの
に十分に、放射状に外側に延びるが、環状ステープル線までは延びない。いくつかのその
ような形態では、パウチ（３０６）はステープルによって破裂されてない場合があるが、
ナイフ（３４８）によって、それがステープル線の放射状に内側に配置された、結合した
組織部分を切断するときに破裂する。
【００６８】
　パウチ（３０６）が、正しい位置においてアンビルシャフト（３５８）上に位置合わせ
することができる一方で、パウチ（３０６）の正しい配置を更に確保することが望ましい
場合がある。例えば、生体適合性接着剤は、パウチ（３０６）の１つの表面又は２つの表
面に適用されてもよい（例えば、使用中に組織内腔（３１６、３１７）端壁に対して当接
するパウチ（３０６）の対抗する表面）。あるいは、又はそれに加えて、パウチ（３０６
）は、それが組織内腔（３１６、３１７）の１つ又は両方に縫合され得るように構成され
てもよい。
【００６９】
　図８は、１つ又は２つ以上の保定縫合糸（stay suture）を介して一方又は両方の組織
内腔に取り付けられるように構成される、他の例示の生体適合性パウチ（４０６）を示す
。パウチ（４０６）は、図７のパウチ（３０６）に類似の螺旋状トロイドを含む。パウチ
（４０６）はまた、パウチ（４０６）の外周の周囲に配置された複数の縫合タブ（４１４
）を含む。各縫合タブ（４１４）は、そこを通じて延びる開口部（４１５）を含む。１つ
又は２つ以上の保定縫合糸は、吻合を実施する前に、一方又は両方の組織内腔にパウチ（
４０６）を固定するために、開口部（４１５）を通して配置されてもよい。例えば、パウ
チ（４０６）は、ステープラーのエンドエフェクタを組織内腔内に挿入する前に、組織内
腔の一方又は両方の開放端部に保定縫合糸で取り付けられてもよい。再び、生体適合性接
着物もまた、パウチ（４０６）を組織内腔に更に固定するために、パウチ（４０６）の１
つ又は両方（one both）上に提供されてもよい。
【００７０】
　内部に含まれた組織治療組成物を有するパウチ（４０６）は、また、環状ステープラー
を有さずに吻合を実施するのに使用されてもよい。例えば、パウチ（４０６）はまた、１
つ又は２つ以上の保定縫合糸及び／又は好適な接着剤を使用して、１つ又は両方の組織内
腔に取り付けられてもよい。その後、外科医は次いで、例えば従来の縫合を使用して、組
織内腔の開放端に取り付けることができる。パウチ（４０６）は、縫合プロセスによって
（例えば、パウチ（４０６）を通じて縫合糸を前進させることによって）、及び／又は外
科用メス若しくは鉗子など、外科用道具の使用によって、組織治療組成物を放出するよう
に破裂されてもよい。
【００７１】
　図９は、パウチ（３０６、４０６）のためのパッケージ（４１６）のための実施例を示
す。パッケージ（４１６）は、例えばそれらの外周の周囲で封止された材料の向かい合う
シートから作製される封筒を含んでもよい。それぞれのシートの部分は、少なくとも１つ
のその縁部に沿って接着剤が付けられていないままであってもよく、これによって向かい
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合うフラップを設ける（４１８、４１９）。フラップ（４１８、４１９）は、向かい合う
シートの材料を分離するように、フラップ（４１８、４１９）を互いから離して引くこと
によってパッケージ（４１６）を開くために使用され得る。本実施例では、ポート（４１
３）が、パウチ（４０６）の縁部から外に延びて、端部フラップ（４１８、４１９）間に
配置されるように、パウチ（４０６）はパッケージ（４１６）内に配置されてもよい。そ
のような構成は、エンドユーザーがパッケージ（４１６）を開ける前に流体でパウチ（４
０６）を充填するのを可能にしてもよい。パッケージ（４１６）は、任意の様々な材料、
例えばＴＹＶＥＫから作製されてもよい。
【００７２】
　他の単なる例示の実施例として、破裂性パウチ（３０６又は４０６）は、スカフォール
ド（２０６）と同様に構成されてもよく、環状トロイド形状部分（例えば環状若しくは螺
旋状）、及びトロイド形状部分の外側外周部の表面から放射状に外に延びる、複数の中空
のタブ部分を含む。そのような破裂性パウチは、組織内腔間でステープル留めされ、切断
された後に、組織内腔間でタブ部分のみが定位置に残るように寸法決めされてもよい。
【００７３】
　本明細書に記載され、示されている破裂性パウチ（３０６、４０６）が、環状ステープ
ラーと共に使用するために設計されている一方で、同様のタイプのパウチもまた、米国特
許第５，４６５，８９５号、同第６，９６４，３６３号、及び同第６，９７８，９２１号
に示され、記載されているようなリニアステープラーと共に使用するために構成されても
よい。例として、組織治療組成物で充填するための封止可能なポートを有する生体適合性
の破裂性パウチは、スリーブとして構成されてもよく、これは、組織クランプ部材間でク
ランプされることによって、それを通じて発射されたステープルによって、及び／又はパ
ウチを切断するステープルのナイフによってパウチが破裂されるように、スリーブは、組
織クランプ部材（例えば、ステープル留ヘッド及び／又はアンビル）のいずれか、又は両
方の上に摺動されてもよい。外科用ステープラー及び破裂性パウチは、ステープラー及び
破裂性パウチを含むキットとして、エンドユーザーがこれらの構成要素を使用前に一緒に
組み立てるために提供されてもよいということが理解されるべきである。
【００７４】
　Ｂ．外科用ステープラーのエンドエフェクタにおいて第１クランプ部材と第２クランプ
部材の一方又は両方上に配置された代表的な破裂性ハウジング
　第１クランプ部材と第２クランプ部材との間で位置合わせ可能に配置可能な破裂性生体
適合性パウチを使用する代わりに、又はこれに加えて、組織治療組成物を収容するための
破裂性生体適合性ハウジングは、ステープラーの第１クランプ部材と第２クランプ部材の
一方又は両方上に設けられてもよい。ステープル留め及び／又はステープルの発射が、ハ
ウジングを穿孔し、そこから組織治療組成物を放出させる前に、組織をクランプするよう
に、破裂性ハウジングは配置されてもよい。
【００７５】
　図１１及び１２は、環状ステープラーの代表的な第１クランプ部材（５２８）及び第２
クランプ部材（５３０）を示す。第１クランプ部材及び第２クランプ部材は図１０、並び
に図１～４に示される構造体で類似である（流体を送達するためのポスト部材（５６８）
における穴、及び流体を排出するためのアンビルシャフト（５５８）における開口部がな
い）。図１１における本実施例では、組織治療組成物を放出可能に含むための破裂性生体
適合性ハウジング（５０６）は、ステープルホルダ（５５４）の遠位面（５５５）にわた
って、延びる、環状のリング形状のハウジングとして第１クランプ部材（５２８）上に設
けられる。ステープラーが発射されるとき、ステープル（５５１）は、ステープルホルダ
（５５４）の遠位面（５５５）から遠位方向に離れて駆動されるため、ステープル（５５
１）は、破裂性ハウジング（５０６）を通じて付勢され、これによって組織治療組成物を
、ステープル線においてハウジング（５０６）から排出されるようにする。
【００７６】
　図１２は、アンビル（５５６）の近位端壁（５５７）を超えて延びる環状のリング形状
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ハウジングとして、第２クランプ部材（５３０）上に、放出可能に、組織治療組成物を含
むための代表的な破裂性生体適合性ハウジング（５１６）を示す。ステープルが発射され
たとき、ステープル（５５１）は、アンビル（５５６）の近位端壁（５５７）に設けられ
たステープル形成ポケット（５５９）内に駆動されるため、ステープル（５５１）は、破
裂性ハウジング（５１６）を通って付勢され、これによって組織治療組成物がステープル
線においてハウジング（５１６）から排出されるようにする。組織治療組成物を放出可能
に含有するための１つ又は両方の破裂性ハウジング（５０６、５１６）は、外科用ステー
プラー上に提供されてもよい。両方のハウジング（５０６、５１６）設けられる場合、そ
れぞれは同じ、又は異なる組織治療組成物を含んでもよい。
【００７７】
　破裂性ハウジング（５０６、５１６）は、第１クランプ部材（５２８）及び第２クラン
プ部材（５３０）それぞれの上に様々な方法で設けられてもよい。例えば、それぞれのハ
ウジング（５０６、５１６）は、その対応するクランプ部材（５２８、５３０）の示され
た末端表面（５５５、５５７）に接着して取り付けられる、生体適合性のリング形状ハウ
ジングを単に含んでもよい。本実施例では、エンドユーザーがハウジング（５０６、５１
６）を組織治療組成物で充填するのを可能にするために、ポート（５１３、５２３）はま
た、破裂性ハウジング（５０６、５１６）上にそれぞれ設けられる。例として、それぞれ
のポート（５１３、５２３）は、それを通じて組織治療組成物が、例えば注射器を使用し
て排出することができる自己封止型構造体、例えば生体適合性の自己封止型の隔膜を含ん
でもよい。勿論、ポート（５１３、５２３）は単に任意である。例えば、破裂性ハウジン
グ（５０６、５１６）のいずれか、又は両方は医療用流体で事前に充填されてもよい。他
の単なる例示の実施例として、破裂性ハウジング（５０６、５１６）のうちの１つが、１
つ又は２つ以上の医療用流体成分で事前に充填されて提供されてもよく、破裂性ハウジン
グ（５１６、５０６）の他方は、患者内で配置する直前に、ポート（５２３、５１３）を
介して１つ又は２つ以上の医療用流体成分で充填されてもよい。
【００７８】
　破裂性ハウジング（５０６、５１６）の一方又は両方は、第１クランプ部材及び第２ク
ランプ部材（５２８、５３０）の端部に１つ又は２つ以上の生体適合性ポリマーフィルム
（又は他の類似の材料）を適用することによって形成されてもよいということを理解すべ
きである。例えば、第１クランプ部材（５２８）上の破裂性ハウジング（５０６）は、第
１クランプ部材（５２８）の遠位端の上に第１ポリマーフィルム層（５０７）を貼り付け
ることによって、並びに、これによって、第１ポリマーフィルム層（５０７）と第２ポリ
マーフィルム層（５０８）との間の流体充填可能な空間を形成するように、第２ポリマー
フィルム層（５０８）を第１ポリマーフィルム層（５０７）の部分に選択的に貼り付ける
ことによって形成されてもよい。第１ポリマーフィルム層（５０７）は、第１クランプ部
材（５２８）の管状ケーシング（５５０）の少なくとも一部分の周囲に、並びに、ステー
プルホルダー（５５４）においてステープル（５５１）を被覆するように、ステープルホ
ルダー（５５４）の遠位面（５５５）の上で貼り付けられてもよい。第１ポリマーフィル
ム層（５０７）の内側終端部（５１０）は、示されているように、円筒形のナイフ（５４
８）の内部に放射状に延びてもよい。第２ポリマーフィルム層（５０８）は次いで、管状
ケーシング（５５０）に貼り付けられ、並びに、第１ポリマーフィルム層（５０７）の遠
位端部分（５１０）に貼り付けられる第１ポリマーフィルム層（５０７）の少なくとも一
部分に選択的に貼り付けられてもよい。図１１の本実施例では、第１ポリマーフィルム層
（５０７）及び第２ポリマーフィルム層（５０８）は、互いに貼り付けられず、ここでは
第１ポリマーフィルム層（５０７）は、ステープルホルダー（５５４）の遠位面（５５）
を超えて延びる。第１ポリマーフィルム層（５０７）と第２ポリマーフィルム層（５０８
）との間の、この非接着性の環状領域はしたがって、組織治療組成物で充填することがで
きる破裂性ハウジング（５０６）を画定する。ポリマーフィルム層（５０７、５０８）は
、クランプ部材の様々な部分に、並びに接着剤、熱、溶接、及び／又は超音波溶接等の当
業者に既知の様々な方法によって互いに付着されてもよい。
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【００７９】
　第２クランプ部材（５３０）上の破裂性ハウジング（５１６）は同様な方法で形成され
てもよい。例えば、第１ポリマーフィルム層（５１７）は、アンビルシュラウド（５６０
）の外側表面、アンビル（５５６）の外周、及びアンビル（５５６）の端壁（５５７）に
、ステープル形成ポケット（５５９）を超えるように付着されてもよい。第２ポリマーフ
ィルム層（５１８）は次いで、第１ポリマーフィルム層（５１７）の少なくとも一部分に
選択的に貼り付けられてもよく、これはアンビル（５５６）の外周に、及びアンビル（５
５６）の端壁（５５７）の内側に放射状に配置された第１ポリマーフィルム層（５１７）
の内側の終端部（５２０）に貼り付けられる。図１２の本実施例では、第２クランプ部材
（５３０）上の第１ポリマーフィルム層（５１７）及び第２ポリマーフィルム層（５１８
）は、互いに貼り付けられず、ここでは第１ポリマーフィルム層（５１７）は、アンビル
（５５６）の端壁（５５７）を超えて延びる。第１ポリマーフィルム層（５１７）と第２
ポリマー０フィルム層（５１８）との間のこの非接着性の環状の領域はしたがって、組織
治療組成物で充填することができる破裂性ハウジング（５１６）を画定する。
【００８０】
　第１ポリマーフィルム層（５０７）及び第２ポリマーフィルム層（５０８）は、２つの
別個のフィルムを含んでもよく、あるいは畳まれて、第１フィルム層（５０７）及び第２
フィルム層（５０８）をもたらす、１つの連続的なフィルムを含んでもよいということが
理解される。同様に第１ポリマーフィルム層（５１７）及び第２ポリマーフィルム層（５
１８）は、２つの別個のフィルムを含んでもよく、あるいは畳まれて第１フィルム層（５
１７）及び第２フィルム層（５１８）をもたらす、１つの連続的なフィルムを含んでもよ
い。更に他の単なる代替の例示として、ハウジング（５０６及び／又は５１６）は、ハウ
ジングが、ポリマーフィルム層と、それが取り付けられるクランプ部材（５２８、５３０
）の面との間で非接着性領域を含むように、ハウジング（５０６及び／又は５１６）は、
対応する第１クランプ部材（５２８）又は第２クランプ部材（５３０）に貼り付けられた
単一のポリマーフィルム層を使用して形成されてもよい。
【００８１】
　ポリマーフィルム層（５０７、５０８、５１７、５１８）は、生体吸収性材料など様々
な生体適合性材料のいずれかから形成されてもよく、これはフィルム内に形成することが
できる。単に例として、フィルム層（５０７、５０８、５１７、５１８）は、ポリグリコ
リン（ＰＧＡ）、ポリラクチド（ＰＬＡ）、ポリカプロラクトン（ＰＬＣ）、ポリジオキ
サノン（ＰＤＯ）、ポリ（ラクチド－コ－グリコリド）（ＰＬＧＡ）、ポリヒドロキシブ
チレート（ＰＨＢ）、及び／又はポリヒドロキシバレレート（ＰＨＶ）から作製されても
よい。また、他の任意の好適な材料又は材料の組み合わせを使用することもできる。
【００８２】
　破裂性ハウジング（５０６、５１６）は、注射器及び針を使用して、組織治療組成物で
充填されてもよい。ハウジング（５０６、５１６）は、ハウジングに流体を充填するため
にそれを通じて挿入された十分に小さな計器針が、ハウジング（５１６）を破裂させるか
、又は他の方法でハウジング（５０６、５１６）の一体性及び内部に流体を保持するそれ
らの能力に影響を与えないような、自己封止型材料から作製されてもよい。好適な注入を
もたらすために、スペーサー（図示せず）は、第１ポリマーフィルム層及び第２ポリマー
フィルムが互いに離間されている領域を画定するように、第１ポリマーフィルム層と第２
ポリマーフィルム層との間に固定されてもよい（例えば、図１１及び１２の位置（５１３
及び５２３）それぞれにおいて）。ポリマーフィルムが離間されている小さな領域を設け
ることによって、組織治療組成物のための中空の注入空間がもたらされる。あるいは、自
己封止型隔膜又は他の好適なポートがアンビル（５５６）上に、組織治療組成物でハウジ
ングを充填するために、ハウジング（５０６）と連通して設けられてもよい。破裂性ハウ
ジング（５０６、５１６）に関して他の好適な構成及び関係は、本明細書の教示に鑑みれ
ば当業者に明らかである。
【００８３】
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　Ｃ．外科用ステープラーのエンドエフェクタに配置された代表的な破裂性ハウジング
　第１クランプ部材と第２クランプ部材との間に位置合わせ可能に配置可能な破裂性生体
適合性パウチの使用に対する他の代替として、又はそれに追加として、組織治療組成物の
ための１つ又は２つ以上の破裂性生体適合性ハウジングが外科用ステープラーのエンドエ
フェクタに設けられてもよい。破裂性ハウジングが配置されてもよく、これによって、結
合した組織を切断するためのナイフの発射は、ハウジングを穿孔し、そこから組織治療組
成物を放出する。例えば、図１３～１５は、環状ステープラーのエンドエフェクタ（６２
６）の単なる例示の実施例を示す。第１クランプ部材（６２８）及び第２クランプ部材（
６３０）は、図１０、並びに図１～４に示される構造体で類似である（流体を送達するた
めのポスト部材（５６８）における穴、及び流体を排出するためのアンビルシャフト（５
５８）における開口部がない）。しかしながら、組織治療組成物を放出可能に含むための
破裂性の生体適合性ハウジング（６０６）は、第２クランプ部材（６３０）のアンビル（
６５６）に画定されるチャンバ（６０８）に設けられる。チャンバ（６０８）は開放近位
端を有し、アンビル（６５６）の近位端壁（６５７）周囲に延びるステープル形成ポケッ
ト（６５９）のアレイ内に配置される。チャンバ（６０８）は、任意の様々な形状、例え
ば図１３～１５に示される円形のカップ形状の構成、又は任意の他の好適な形状で設けら
れてもよい。アンビルシャフト（６５８）は、チャンバ（６０８）の中心を通って、チャ
ンバ（６０８）の底部から外へ遠位方向に延びるバネキャビティ（６１６）内に延びる。
これまでの実施例と同様に、アンビルシャフト（６５８）は、第２クランプ部材（６３０
）を、第１クランプ部材（６２８）のポスト部材（６６８）に動作可能に取り付けるため
に使用されてもよい。
【００８４】
　ハウジング（６０６）は、チャンバ（６０８）内に適合するように寸法決めされ、構成
された破裂性で可撓性のパウチを含んでもよい。このように、本実施例１３～１５では、
ハウジング（３０６）は、チャンバ（６０８）内に配置されたトロイド（ドーナッツ形状
）を含み、アンビルシャフト（６５８）は、トロイドの中央開口部を通じて延びている。
勿論、任意の様々な形状がハウジング（６０６）に関して採用されてもよい。ハウジング
が破裂したとき、ハウジング（６０６）からの組織治療組成物の放出を促進するために、
流体の治療組成物がハウジング（６０６）内に加圧されてもよい。加圧は様々な方法でも
たらすことができる。本実施例では、ハウジング（６０６）は、近位に付勢された圧力プ
レート（６１０）によってバネ加圧される。本実施例の加圧プレート（６１０）は、アン
ビルシャフト（６５８）が加圧プレート（６１０）における中央開口部（６１１）を通じ
て延びている状態で、チャンバ（６０８）の底部（すなわち、遠位端表面）に配置された
環状ディスク形状の部材を含む。加圧プレート（６１０）は、その開口部（６１１）を含
め、加圧プレート（６１０）が近位方向（第１クランプ部材（６２８）の方に）アンビル
シャフト（６５８）に沿って摺動可能に移動するような寸法にされる。加圧プレート（６
１０）は、バネキャビティ（６１６）内のアンビルシャフト（６５８）の遠位端周囲に延
びるバネ（６１８）によって、第１クランプ部材（６２８）の方へバネ付勢される。勿論
、加圧プレート（６１０）は、任意の他の好適な機構又は成分を使用して、任意の他の好
適な方法で付勢されてもよい。
【００８５】
　アンビル（６５６）のチャンバ（６０８）内にハウジング（３０６）を保持するために
、据付保持プレート（６１２）もまた、本実施例で設けられる。保持プレート（６１２）
は、示されているように、アンビルシャフト（６５８）上に配置された環状ディスク形状
の部材を含む。ショルダー部（６１４）は、保持プレート（６１２）がチャンバ（６０８
）内でショルダー部（６１４）に搭載されるように、アンビルシャフト（６５８）上に設
けられる。破裂性ハウジング（３０６）は、加圧プレート（６１０）と保持プレート（６
１２）との間のアンビル（６５６）のチャンバ（６０８）内に配置される。バネ（６０８
）は、ハウジング（６０６）に対して加圧プレート（６１０）を付勢する。
【００８６】
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　本実施例の保持プレート（６１２）はまた、保持プレート（６１２）の厚さを通じて延
び、プレート（６１２）の外周の周囲に、その外側周辺部に隣接して角度が付けられて配
置されている複数のスロット（６１３）を含む。より詳細で以下に記載されるように、ハ
ウジング（６０６）を穿孔し、内部に含まれる組織治療組成物を放出させるために、スロ
ット（６１３）は、クランプ部材（６２８）の円形ナイフ（６４８）上に設けられた複数
のスパイク（６４９）がスロット（６１３）を通って前進できるように寸法決めされ、構
成される。組織治療組成物は次いでスロット（６１３）を通じて流れ、ネジで付勢された
加圧プレート（６１０）は、破裂したハウジング（６０６）から治療組成物が放出される
のに役立つ。保持プレート（６１２）内にスロット（６１３）を設ける代わりの単なる例
示として、保持プレート（６１２）は、ハウジング（６０６）を破裂させるためにナイフ
（６４８）上に設けられたスパイクが、保持プレート（６１２）の外周を通過して、ハウ
ジング（６０６）内に前進するように寸法決めされてもよい。ハウジング（６０６）は、
生体吸収性材料など任意の様々な生体適合性材料から作製されてもよく、これは流体を含
むだけではなく、又は列性でもある封止可能なハウジング内に形成することができる。単
に例として、ハウジング（６０６）は、ポリグリコリン（ＰＧＡ）、ポリラクチド（ＰＬ
Ａ）、ポリカプロラクトン（ＰＬＣ）、ポリジオキサノン（ＰＤＯ）、ポリ（ラクチド－
コ－グリコリド）（ＰＬＧＡ）、ポリヒドロキシブチレート（ＰＨＢ）、及び／又はポリ
ヒドロキシバレレート（ＰＨＶ）から作製されてもよい。あるいは、任意の他の好適な材
料、又は材料の組み合わせが使用されてハウジング（６０６）を形成してもよい。
【００８７】
　切断ナイフ（６４８）は、これまで図１～４に関して記載された方法で、第１クランプ
部材（６２８）に提供されてもよい。ナイフ（６４８）がハウジング（６０６）を破裂さ
せるようにするために、ナイフ（６４８）の切断縁部（６５５）から離れて遠位方向に延
びるように、複数のスパイク（６４９）がナイフ（６４８）上に設けられる。スパイク（
６４９）は、第２クランプ部材（６３０）の保持プレート（６１２）においてスロット（
６１３）と位置合わせされるように配置される。この方式で、ステープラーが発射され、
ナイフ（６４８）が、ステープル線の内部で、結合した組織内腔（１１６、１１７）の部
分を切断するとき、ナイフ（６４８）上のスパイク（６４９）は、保持プレート（６１２
）のスロット（６１３）を通過してハウジング（６０６）を破裂させる。スパイク（６４
９）は、図３に示されるタイプの円形ナイフの切断縁部（６５５）に追加されてもよい。
そのような実施形態が例えば、その開示内容を参照することにより本明細書に援用する米
国特許第６，１９３，１２９号に示されている。追加のスパイクは、所望により、ハウジ
ングの穿孔及び切断及びステープル線全体の周囲で組織治療組成物の放出を促進するため
に、米国特許第６，１９３，１２９号に示されるナイフ上に設けられてもよいということ
に留意されたい。
【００８８】
　図１３～１７の本実施例では、切断ナイフ（６４８）は、切断縁部（６５５）から外に
遠位方向に延びる複数のスパイク（６４９）を有するだけでなく、ナイフ（６４８）もま
た溝が付けられている。このように、外科用ステープラーにおける従来の環状ナイフと比
較したときに、より長理不規則な切断縁部をもたらすために、切断縁具（６５５）もまた
溝が付けられている。この方法では、切断縁部（６５５）は、図３のナイフ（４８）上に
示される円形切断縁部よりも、より細かい片に切断組織を細切れにする。得られる組織断
片は、ハウジング（６０６）から排出された組織治療組成物（これはまた、生存組織断片
を含む場合がある）と組み合わされて、治癒及び組織再生を促進する。ハウジング（６０
６）内の組織治療組成物はまた、切断線においてナイフ（６４８）によって切断された組
織断片を維持するのに役立つ、１つ又は２つ以上の剤（例えばフォブリン等）を含んでも
よい。この方法では、生存細胞は、切断された組織断片から切断線及びステープル線の周
囲の組織内の切断された組織断片から移動することができる。
【００８９】
　任意の様々な他の非円形の不規則な形状は、図１６及び図１７に示される溝付きの構成
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の代わりに、又はこれに加えて、切断ナイフ（６４８）のために採用されてもよい。例え
ば、切断ナイフ（６４８）の切断縁部（６５５）は、星型、六角形、八角形、多角形、又
は任意の他の非円形形状で構成されてもよい。他の実施例では、任意の様々な１つ又は２
つ以上の幾何学的形状で、切断縁部（６５５）の一部が、切断ナイフ（６４８）の外周の
放射状に内側に配置された状態で、複数の切断縁部（６５５）が設けられるように、切断
ナイフ（６４８）は構成されてもよい。更に他の実施例では、切断縁部（６５５）もまた
鋸歯状であってもよい。本実施例では、スパイク（６４９）は、それぞれの溝の内側の折
りたたみ部で切断縁部（６５５）から遠位方向に離れて延びる。勿論、スパイク（６４９
）は、保持プレート（６１２）においてスロット（６１３）と位置合わせ可能なように、
ナイフ（６４８）上で任意の様々な他の位置では配置されてもよい。他の好適な構成が、
本願の教示を考慮することで当業者には明らかとなるであろう。
【００９０】
　吻合を実施するために、エンドエフェクタ（６２６）に配置された破裂性ハウジング（
６０６）を有するステープラーの代表的な使用が、図１３～１５に連続して示されており
、ここでは組織の２つの内腔（１１６、１１７）は、１つ又は２つ以上の環状アレイによ
って一緒に取り付けられる。ステープラーは、既に組織治療組成物で充填されたハウジン
グ（６０６）と共にエンドユーザーに提供されてもよい。あるいは、ハウジング（６０６
）は空であってもよく、又は１つ又は２つ以上の成分の組織治療組成物で部分的に充填さ
れてもよい。エンドユーザー（例えば外科医）は、例えば保持プレート（６１２）内の１
つ又は２つ以上のスロット（６１３）を通じて材料（例えば担体内の細切れにされた生存
組織断片等）を注入することによって、又は任意の他の好適な方法でハウジング（６０６
）を充填してもよい（又はそこに追加的な材料を添加してもよい）。ハウジング（６０６
）は、ハウジングを流体で充填するためにそれを通じて挿入された十分に小さな計器針が
、ハウジング（６０６）を破裂させるか、又は他の方法でハウジング（６０６）の一体性
及び内部に流体を保持する能力に影響を与えないような自己封止型材料から作製されても
よい。あるいは、自己封止型隔膜又は他の好適なポートがアンビル（６５６）上に、組織
治療組成物でハウジングを充填するために、ハウジング（６０６）と連通して設けられて
もよい。
【００９１】
　第１クランプ部材（６２８）及び第２クランプ部材（６３０）が互いに取り付けられた
後に（エンドユーザーには外された形態で提供された場合）、第１組織クランプ部材（６
２８）及び第２組織クランプ部材（６３０）を含むエンドエフェクタ（６２６）は、腸組
織（１１６）の第１部分内の長手方向のスリット（図示されず）内に挿入され、組織（１
１６）の開放端に隣接して示されている位置内に移動されてもよい。移動可能な第２クラ
ンプ部材（６３０）は、開放位置へと移動されてもよく、腸組織（１１７）の第２部分は
、図１３に示されるように第２クランプ部材（６３０）を超えて挿入されてもよい。その
後、組織（１１６、１１７）のそれぞれの部分は、これまで説明されたように、腸組織（
１１６、１１７）の開放端の周囲に配置される巾着縫合糸と適合されてもよい。
【００９２】
　巾着縫合糸が結ばれた後に、移動可能な第２クランプ部材（６３０）は、その間の腸組
織（１１６、１１７）の第１部分と第２部分をクランプするために、第１クランプ部材（
６２８）に隣接した位置まで、第１クランプ部材（６２８）の方へ引かれる。これまで記
載されたように、これは例えばクランプノブを回転されることによって、又はステープラ
ー上に設けられた他の機構を使用することによって達成されてもよい。いったん、組織内
腔の端部が第１クランプ部材（６２８）と第２クランプ部材（６３０）との間にクランプ
されると（例えば、図４に示されているものと同様に、組織内腔の端部間で配置可能なス
カフォールドを有して、又はこれを有さずに）、円形のステープル装置は、例えばステー
プルハンドル上に設けられた発射トリガーを作動させることによって発射される。図１４
に示されているように、ステープルを形成して腸組織の部分（１１６、１１７）を締結す
るために、ステープル（６５１）の端部は、腸組織の第１部分（１１６）を通して、腸組
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織の第２部分（１１７）を通して、そしてアンビル（６５６）のステープル形成ポケット
（６５９）に対して、ステープルホルダ（６５４）から外に遠位方向に、付勢される。
【００９３】
　ナイフ（６４８）は、腸組織の第１部分（１１６）及び第２部分（１１７）を通じて、
ステープルドライバ（６５２）によってステープル線の内部に前進される。ナイフ（６４
８）の切断縁部（６５５）から離れて遠位方向に延びるスパイク（６４９）は、アンビル
（６５６）で据付保持プレート（６１２）のスロット（６１３）を通過して、図１４に示
されるようにハウジング（６０６）を破裂させる。バネで付勢された加圧プレート（６１
０）は次いで、スロット（６１３）を通じて、ハウジング（６０６）から外に組織治療組
成物を付勢する。更に、ナイフ（６４８）の溝付きの切断縁部（６５５）は、ステープル
線とアンビルシャフト（６５８）間に配置される組織内腔（１１６、１１７）の部分を小
さな断片に切断する。保持プレート（６１２）は、それに対してナイフ（６４８）が組織
を切断する、バックストップ又は切断表面として機能する場合がある。組織断片を更に細
切れにするために、ナイフ（６４８）は、任意の回数往復されて、組織断片を更に小さな
断片にしてもよい。これは、例えばナイフ（６４８）の切断縁部（６５５）が保持プレー
ト（６１２）から離れて近位に移動するように、ステープラーのトリガーを解放し、その
一方で、クランプ部材（６２８、６３０）を閉鎖位置に維持し、ステープル留めされた組
織をそれらの間でクランプさせた状態にし、その後、保持プレート（６１２）に対して切
断縁部（６５５）を遠位方向に前進させるように、ステープラーを再び発射することによ
って、達成されてもよい。これは、組織を適切に小さな断片に切断するのに任意の回数繰
り返されてもよい。組織断片は、ハウジング（６０６）から、第１クランプ部材（６２８
）と第２クランプ部材（６３０）との間の領域内に放出された組織治療組成物と組み合わ
され、これによって、組織治療組成物及び細切れにされた生存組織断片は、組織治癒を加
速し、組織再生を促進するために、切断線において、及び切断線の周囲で組織内腔に沿っ
て適用される。上記のようにエンドエフェクタ（６２６）を有するステープラーが使用さ
れ得る他の好適な方法は、本明細書の教示に鑑みれば当業者にとって明らかである。
【００９４】
　上記にいくつかの装置及び構成要素について詳細に論じたが、論じた装置を使用する構
成要素、機構、構成、及び方法は、上記に提供された文脈に限定されないことを理解すべ
きである。特に、装置のうちの１つに関する文脈の中で説明した構成要素、機構、構成、
及び使用法は、その他任意の装置に組み込むことができる。更に、以下に提供される更な
る説明に限定されず、追加の及び代替の好適な構成要素、機構、構成、及びその装置を使
用する方法、並びに、本明細書の教示が組み合わされ、置き換えられる様々な方法は、本
明細書の教示に鑑みれば、当業者にとって明らかである。
【００９５】
　上記の装置の形態は、機械的に又は電気機械的であってもよい（例えば、１つ又は２つ
以上電気モーター、ソレノイド等を使用して）。しかしながら、空気及び／又は水力作動
を含め、これに限定されない他の作動モードが好適であってもよい。作動の代替の形態が
、上記の装置に提供される作動のそのような代替の形態は、本明細書の教示に鑑みれば、
当業者にはとっては明らかである。
【００９６】
　上記の装置の形態は、様々なタイプの構造を有してもよい。単に例として、本明細書に
記載の任意のデバイス、又はその構成要素は、好適な金属、セラミックス、プラスチック
、又はこれらの組み合わせから製作されてもよい。更に、要求されてはいないが、本明細
書に記載の装置の構造は、様々な画像技法を用いてそれらの使用と互換性のあるように、
又はそれらの使用を最適化するように構成されてもよい。例えば、ＭＲＩと共に使用する
ために構成された装置は、全て非強磁性材料から作製される場合がある。例えば、本明細
書に記載の装置と共に任意の撮像技法を用いるとき、特定の構成は、構造の材料に対する
修正（例えば、装置の部分は、得られる画像に容易に現れることができる）を含む場合が
ある。本明細書に記載の装置の構造に対して実施され得るこれら又は他の修正は本明細書
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の教示に鑑みれば当業者にとって明らかである。
【００９７】
　前述の装置の変形物は、ロボット支援された医療及び処置での用途だけでなく、医療専
門家によって行われる従来の医療及び処置での用途を有することができる。
【００９８】
　前述した変形物は、１回の使用後に処分するように設計されることができ、又はそれら
の形態は、複数回使用するように設計することができる。諸形態は、いずれの場合も、少
なくとも１回の使用後に再利用のために再調整することができる。再調整することは、装
置を分解する工程、それに続いて特定の部品を洗浄及び交換する工程、並びにその後の再
組み立てする工程の任意の組み合わせを含んでよい。特に、装置の幾つかの変形物は分解
されてもよく、また、装置の任意の個数の特定の部片又は部品が、任意の組み合わせで選
択的に交換されるか、あるいは取り外されてもよい。特定の部品の洗浄及び／又は交換の
際、装置の幾つかの変形物は、再調整用の施設で、又は外科的処置の直前にユーザによっ
て、その後の使用のために再組み立てされてよい。デバイスの再調整が、分解、洗浄／交
換、及び再組立のための様々な技術を利用できることが、当業者には理解されよう。この
ような技術の使用、及びその結果として得られる再調整された装置は、全て、本出願の範
囲内にある。
【００９９】
　単に例として、本明細書で説明した形態は、手術の前及び／又は後に、滅菌してもよい
。１つの滅菌技術では、装置は、プラスチック又はＴＹＶＥＫバッグなど、閉められかつ
密閉された容器に入れられる。次いで、容器及び装置は、γ放射線、Ｘ線、又は高エネル
ギー電子など、容器を透過し得る放射線場に置かれてもよい。放射線は、装置上及び容器
内の細菌を死滅させることができる。次に、滅菌された装置は、後の使用のために、滅菌
した容器内に保管してもよい。装置はまた、限定されるものではないが、ベータ若しくは
ガンマ放射線、エチレンオキシド、又は水蒸気を含めて、当該技術分野で既知の任意の他
の技術を使用して滅菌されてもよい。
【０１００】
　本開示の様々な形態について図示し説明したが、本明細書で説明した方法及びシステム
の更なる改作が、当業者による適切な変更により、本発明の範囲を逸脱することなく達成
され得る。そうした可能な改変例の幾つかについて述べたが、その他の改変も当業者には
明らかであろう。例えば、上記に論じた実施例、形態、幾何学的図形、材料、寸法、比率
、工程などは、例示的なものであり、必須ではない。したがって、本発明の範囲は、以下
の特許請求の範囲から考慮されるべきであり、本明細書及び図面に示し説明した構造及び
操作の細部に限定されると解釈されるものではない。
【０１０１】
〔実施の態様〕
（１）　組織をステープル留めするための外科用ステープル器具であって、
　（ａ）ハンドル部と、
　（ｂ）前記ハンドル部に連結された、向かい合う第１及び第２クランプ部材であって、
前記クランプ部材の少なくとも１つは、前記クランプ部材間で、前記組織を受容するため
の開放位置と、前記組織をステープル留めするための閉鎖位置との間で移動可能であり、
前記第１クランプ部材は、複数のステープルを受容するように構成され、前記第２クラン
プ部材は、前記ステープルを形成するためのアンビルを含む、第１クランプ部材及び第２
クランプ部材と、
　（ｃ）組織治療組成物を保持するように構成されたリザーバーと、
　（ｄ）前記組織治療組成物を前記リザーバーから、前記第１クランプ部材と前記第２ク
ランプ部材との間の領域まで選択的に送達するための流体管と、を備える、外科用ステー
プル器具。
（２）　前記ハンドル部と、前記第１及び第２クランプ部材との間に延びるシャフトを更
に備え、前記リザーバーは、前記ハンドル部内に設けられ、前記流体管は前記リザーバー
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から前記シャフトの内側を通って延びる、実施態様１に記載の外科用ステープル器具。
（３）　前記リザーバーが、該リザーバー内に含まれる前記組織治療組成物の組織断片を
細切れにするためのミンサーを有する、細分化チャンバを含む、実施態様１に記載の外科
用ステープル器具。
（４）　前記ミンサーに、前記組織断片を前記リザーバー内で細切れにさせるための作動
装置を更に含む、実施態様３に記載の外科用ステープル器具。
（５）　前記第１クランプ部材と前記第２クランプ部材との間で配置可能な生体適合性ス
カフォールドを更に備え、前記スカフォールドは、前記クランプ部材間の前記領域に送達
された前記組織治療組成物を受容するように構成される、実施態様１に記載の外科用ステ
ープル器具。
（６）　前記第１クランプ部材と前記第２クランプ部材との間に延びるエンドエフェクタ
シャフトを更に備え、前記スカフォールドは、前記シャフト上で前記第１クランプ部材と
前記第２クランプ部材との間で配置可能な環状ディスクを含む、実施態様５に記載の外科
用ステープル器具。
（７）　前記第１クランプ部材と前記第２クランプ部材との間に延びるエンドエフェクタ
シャフトを更に備え、前記エンドエフェクタシャフトは、該エンドエフェクタシャフトの
少なくとも一部分を通って延びる穴と、該穴と前記エンドエフェクタシャフトの外側との
間で連通する少なくとも１つの開口部を含み、前記穴は前記流体管との選択的流体連通の
ために構成され、これによって該穴が前記流体管と流体連通するときに、前記流体管を通
じて付勢された流体治療組成物が、前記少なくとも１つの開口部から、前記第１クランプ
部材と前記第２クランプ部材との間の前記領域に排出される、実施態様１に記載の外科用
ステープル器具。
（８）　前記エンドエフェクタシャフトは、
　（ｉ）前記第２クランプ部材から離れて近位に延びるアンビルシャフトであって、前記
穴の第１部は前記アンビルシャフトを通じて形成される、アンビルシャフト、及び
　（ｉｉ）前記第１クランプ部材から離れて遠位に延びるポスト部材であって、前記穴の
第２部は、前記ポスト部材を通じて形成される、ポスト部材、を含む、実施態様７に記載
の外科用ステープル器具。
（９）　前記アンビルシャフトが、前記ポスト部材を挿入により受容するよう構成される
、実施態様８に記載の外科用ステープル器具。
（１０）　前記ポスト部材は、前記流体管と流体連通する前記穴を選択的に配置するため
に前記第１クランプ部材内を動作可能に移動可能である、実施態様８に記載の外科用ステ
ープル器具。
【０１０２】
（１１）　前記穴及び前記流体管は、前記第１クランプ部材及び前記第２クランプ部材が
前記閉鎖位置にあるとき、前記穴が前記流体管と流体連通するように構成され、配置され
る、実施態様７に記載の外科用ステープル器具。
（１２）　組織をステープル留めするための外科用ステープル器具であって、
　（ａ）ハンドル部と、
　（ｂ）前記ハンドル部に連結された、向かい合う第１及び第２クランプ部材であって、
前記クランプ部材の少なくとも１つは、前記クランプ部材間で、組織を受容するための開
放位置と、組織をステープル留めするための閉鎖位置との間で移動可能であり、前記第１
クランプ部材は、複数のステープルを受容するように構成され、前記第２クランプ部材は
、前記ステープルを形成するためのアンビルを含む、第１クランプ部材及び第２クランプ
部材と、
　（ｃ）組織治療組成物を含む破裂性ハウジングであって、前記破裂性ハウジングは前記
第２クランプ部材内に配置される、破裂性ハウジングと、
　（ｄ）前記組織治療組成物を放出するように前記組織を切断し、前記ハウジングを破裂
させるように動作可能であるナイフと、を備える、外科用ステープル器具。
（１３）　前記ナイフが遠位切断縁部、及び該切断縁部から離れて遠位に延びる少なくと
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プ部材と前記第２クランプ部材との間にクランプされ、ステープル留めされたとき、前記
破裂性ハウジングを破裂させるように構成される、実施態様１２に記載の外科用ステープ
ル器具。
（１４）　前記第２クランプ部材が複数のステープル形成ポケット及びチャンバを含み、
前記チャンバは前記ステープル形成ポケットに対して内側に配置され、前記破裂性ハウジ
ングは前記チャンバ内に配置される、実施態様１２に記載の外科用ステープル器具。
（１５）　前記第２クランプ部材が、前記破裂性ハウジングに近接して配置される複数の
スロットを更に含み、前記ナイフは、前記スロットと位置合わせされる複数のスパイクを
含み、これによって、前記スパイクは、前記破裂性ハウジングを破裂させるために、前記
スロットを通じて移動可能である、実施態様１４に記載の外科用ステープル器具。
（１６）　前記第２クランプ部材が、前記破裂性ハウジングを加圧して付勢するように配
置され、そのように構成される弾性部材を更に含む、実施態様１５に記載の外科用ステー
プル器具。
（１７）　前記ナイフが非環状遠位切断縁部を有し、かつ、前記第２クランプ部材の近位
表面に対して前記組織を細切れにするために前記第１クランプ部材と前記第２クランプ部
材に対して繰り返し移動可能である、実施態様１２に記載の外科用ステープル器具。
（１８）　ステープル器具を使用して、患者内で組織をステープル留めする方法であって
、前記ステープル器具は、ハンドルと、該ハンドルに連結された、向かい合う第１及び第
２クランプ部材と、リザーバーと、流体管と、を備え、前記第１クランプ部材は、複数の
ステープルを含み、前記第２クランプ部材は、前記ステープルを形成するように構成され
たアンビルを含み、前記流体管は、前記リザーバーからの流体を、前記第１クランプ部材
と前記第２クランプ部材との間の領域まで連通するように構成され、前記方法は、
　（ａ）少なくとも１つの生存細胞を有する、少なくとも１つの組織断片を含む組織治療
組成物を、前記リザーバーに挿入することと、
　（ｂ）前記クランプ部材のうちの少なくとも１つを前記閉鎖位置に移動させることによ
って、前記第１クランプ部材と前記第２クランプ部材との間で組織をクランプすることと
、
　（ｃ）前記組織治療組成物を前記リザーバーから、前記第１クランプ部材と前記第２ク
ランプ部材との間の領域に連通することと、
　（ｄ）前記第１クランプ部材と前記第２クランプ部材との間で前記組織をステープル留
めすることと、を含む、方法。
（１９）　前記リザーバー内で前記少なくとも１つの組織断片を細切れにすることを更に
含む、実施態様１８に記載の方法。
（２０）　前記第１クランプ部材と前記第２クランプ部材との間に生体適合性スカフォー
ルドを設けることを更に含み、前記第１クランプ部材と前記第２クランプ部材との間の前
記領域に連通した前記組織治療組成物は、前記スカフォールドに受容される、実施態様１
８に記載の方法。
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