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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２つの中空器官セクションを外科手術用ステープルの環状アレイで接合するための装置
であって、該装置は、
　環状アレイ内に複数の外科手術用ステープルを含むステープルカートリッジ構成要素と
、
　アンビル部材および該アンビル部材から延びているシャフトを含むアンビル構成要素で
あって、該アンビル部材は、該複数の外科手術用ステープルを変形させるための複数のス
テープルポケットを規定し、該アンビル構成要素は、該ステープルカートリッジ構成要素
と該アンビル構成要素との間で組織を調節可能にクランプするために、該ステープルカー
トリッジ構成要素に対して、間隔を空けた位置と近接した位置との間で移動可能である、
アンビル構成要素と、
　該アンビル部材に規定された該複数のステープルポケットと同心状に整列したバットレ
ス部材と、
　該アンビル構成要素の該シャフトに取り外し可能に固定されたバットレス台であって、
該バットレス台は、該バットレス部材を該アンビル部材に固定するように半径方向外向き
に延びている少なくとも１つの支持部材を含み、該バットレス部材は、該支持部材が該バ
ットレス部材に対する支持を提供するように、該少なくとも１つの支持部材に少なくとも
部分的に重なり、かつ、該少なくとも１つの支持部材に係合する、バットレス台と
　を備え、
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　該アンビル部材は、凹部を規定し、該凹部は、該凹部内に該バットレス台を受容するよ
うな構成および寸法にされている、装置。
【請求項２】
　前記バットレス台が、環状リング部材をさらに含み、該環状リング部材から、前記少な
くとも１つの支持部材が半径方向外向きに延びている、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記環状リング部材が、該環状リング部材を通して前記アンビル構成要素の前記シャフ
トを受容するような構成および寸法にされている、請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの支持部材が、前記複数のステープルポケットの半径方向内側に配
置されている、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの支持部材の半径方向外側の外周部分が、前記アンビル部材の周縁
部と同一面にある、請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの支持部材が、ステープルポケットの環状の列のうちの少なくとも
１つの半径方向外側に延びている、請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの支持部材が、少なくとも部分的に、前記複数のステープルポケッ
トのうちの１つの上にある、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの支持部材が、半径方向に変化している厚さを有する、請求項１に
記載の装置。
【請求項９】
　前記バットレス部材が、環状の構成を有し、該バットレス部材が、前記複数のステープ
ルポケットと並置した関係で配置されている、請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
　前記バットレス台が、前記バットレス部材の近位表面に係合する、請求項１に記載の装
置。
【請求項１１】
　前記バットレス台が、前記バットレス部材の遠位表面に係合する、請求項１に記載の装
置。
【請求項１２】
　前記バットレス部材が、生分解性材料から作製されている、請求項１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記バットレス台の前記少なくとも１つの支持部材が、前記凹部の内壁に係合すること
により、該凹部に対する該バットレス台の固定を提供する、請求項１に記載の装置。
【請求項１４】
　前記バットレス部材と前記バットレス台とが、単一の構築物としてモノリシックに形成
されている、請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記ステープルカートリッジ構成要素内で前記複数の外科手術用ステープルと同心状に
配置されたナイフ部材をさらに備え、該ナイフ部材は、該ステープルカートリッジ構成要
素に対して移動可能である、請求項１に記載の装置。
【請求項１６】
　前記ナイフ部材が前記バットレス部材に係合する場合に、前記バットレス台の前記少な
くとも１つの支持部材は、該ナイフ部材の半径方向内側に位置する、請求項１５に記載の
装置。
【請求項１７】
　２つの中空器官セクションを外科手術用ステープルの環状アレイで接合するための装置
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であって、該装置は、
　環状アレイ内に複数の外科手術用ステープルを含むステープルカートリッジ構成要素と
、
　該複数の外科手術用ステープルを変形させるための複数のステープルポケットを規定す
るアンビル構成要素であって、該アンビル構成要素は、該ステープルカートリッジ構成要
素と該アンビル構成要素との間で組織を調節可能にクランプするために、該ステープルカ
ートリッジ構成要素に対して、間隔を空けた位置と近接した位置との間で移動可能である
、アンビル構成要素と、
　該ステープルカートリッジ構成要素内で該複数の外科手術用ステープルと同心状に配置
されたナイフ部材であって、該ナイフ部材は、該ステープルカートリッジ構成要素に対し
て移動可能である、ナイフ部材と、
　該アンビル構成要素と同心状に整列したバットレス部材と、
　該アンビル構成要素に取り外し可能に固定されたバットレス台であって、該バットレス
台は、コアリングと外側リングと少なくとも１つのスポークとを含み、該少なくとも１つ
のスポークは、該コアリングと該外側リングとの間に延びており、かつ、該コアリングと
該外側リングとを相互接続し、該バットレス台は、該バットレス部材を該アンビル部材に
固定するように構成および適合されており、該バットレス部材は、該バットレス台が該バ
ットレス部材に対する支持を提供するように、該バットレス台に少なくとも部分的に重な
り、かつ、該バットレス台に係合する、バットレス台と
　を備え、
　該アンビル部材は、凹部を規定し、該凹部は、該凹部内に前記バットレス台を受容する
ような構成および寸法にされている、装置。
【請求項１８】
　前記バットレス部材が、前記複数のステープルポケットと同心状に整列している、請求
項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記外側リングが、少なくとも部分的に、前記環状アレイの前記複数のステープルポケ
ットの上にある、請求項１７に記載の装置。
【請求項２０】
　前記バットレス台が、前記バットレス部材の近位表面に係合している、請求項１７に記
載の装置。
【請求項２１】
　前記バットレス台が、前記バットレス部材の遠位表面に係合している、請求項１７に記
載の装置。
【請求項２２】
　前記ナイフ部材が前記バットレス部材に係合するように起動される場合に、前記外側リ
ングは、該ナイフ部材の半径方向内側に位置する、請求項１７に記載の装置。
【請求項２３】
　２つの中空器官セクションを外科手術用ステープルの環状アレイで接合するための装置
であって、該装置は、
　発射トリガを含むハンドルアセンブリと、
　該ハンドルアセンブリから遠位に延びている細長管状部材と、
　該細長管状部材の遠位部分に結合されたステープルカートリッジ構成要素であって、該
ステープルカートリッジ構成要素は、環状アレイ内に複数の外科手術用ステープルを含む
、ステープルカートリッジ構成要素と、
　該複数の外科手術用ステープルを変形させるための複数のステープルポケットを規定す
るアンビル構成要素であって、該アンビル構成要素は、ステープルカートリッジ構成要素
と該アンビル構成要素との間で組織をクランプするために、該ステープルカートリッジ構
成要素に対して、間隔を空けた位置と近接した位置との間で移動可能である、アンビル構
成要素と、
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　該ステープルカートリッジ構成要素内で該複数の外科手術用ステープルと同心状に配置
されたナイフ部材であって、該ナイフ部材は、該ステープルカートリッジ構成要素に対し
て移動可能である、ナイフ部材と、
　該アンビル構成要素と同心状に整列したバットレス部材と、
　該アンビル構成要素に取り外し可能に固定されたバットレス台であって、該バットレス
台は、少なくとも１つの支持部材を含み、該少なくとも１つの支持部材は、該バットレス
台が該アンビル構成要素に設置される場合に、該アンビル構成要素のシャフトから半径方
向外向きに延びて、該バットレス部材を該アンビル構成要素に固定し、該バットレス部材
は、該バットレス台が該バットレス部材に対する支持を提供するように、該バットレス台
に少なくとも部分的に重なり、かつ、該バットレス台に係合する、バットレス台と
　を備え、
　該アンビル部材は、凹部を規定し、該凹部は、該凹部内に前記バットレス台を受容する
ような構成および寸法にされている、装置。
【請求項２４】
　前記バットレス台が、環状リング部材をさらに含み、該環状リング部材から、前記少な
くとも１つの支持部材が半径方向外向きに延びている、請求項２３に記載の装置。
【請求項２５】
　前記少なくとも１つの支持部材が、前記複数のステープルポケットの半径方向内側に位
置する、請求項２３に記載の装置。
【請求項２６】
　前記少なくとも１つの支持部材の外周部分が、前記アンビル部材の周縁部と同一面にあ
る、請求項２３に記載の装置。
【請求項２７】
　前記少なくとも１つの支持部材が、ステープルポケットの前記環状の列のうちの少なく
とも１つから半径方向外向きに延びている、請求項２３に記載の装置。
【請求項２８】
　前記少なくとも１つの支持部材が、少なくとも部分的に、ステープルポケットの前記環
状の列のうちの少なくとも１つの上にある、請求項２３に記載の装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、外科手術用ファスナーまたはステープルを身体組織に付けるための外科手術
用器具に関し、そしてより特定すると、端端吻合ステープル留め装置と一緒に使用するた
めの外科手術用バットレスアセンブリに関する。
【背景技術】
【０００２】
　吻合とは、別々の中空器官セクションの外科的接合である。代表的に、吻合手順は、中
空組織の疾患セクションまたは欠陥セクションが除去される外科手術の後に行われ、そし
て残りの端部セクションが接合される。望まれる吻合手順に依存して、これらの端部セク
ションは、円形、端端、または側側のいずれの器官再構成法によって接合されてもよい。
【０００３】
　円形吻合手順において、器官セクションの２つの端部は、ステープル留め器具によって
接合される。このステープル留め器具は、ステープルの円形アレイを、各器官セクション
の端部セクションに通して打ち込み、そして同時に、この打ち込まれたステープルの円形
アレイの内側のあらゆる組織を刳り抜いて、管状通路を開放する。代表的に、これらの器
具は、細長シャフトを備え、この細長シャフトは、この器具を起動するための近位端のハ
ンドル部分、および遠位端に配置されたステープル保持構成要素を有する。アンビルヘッ
ドが取り付けられたアンビルシャフトを備えるアンビルアセンブリが、この遠位端に、こ
のステープル保持構成要素に隣接して設置される。ステープル留めされるべき器官の対向
する端部セクションは、このアンビルヘッドとこのステープル保持構成要素との間にクラ
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ンプされる。このクランプされた組織は、複数のステープルをこのステープル保持構成要
素から打ち込んで、これらのステープルの端部がこの組織を通過してこのアンビルヘッド
により変形させられるようにすることにより、ステープル留めされる。
【０００４】
　使用において、この器官の一方の端部セクションは、このアンビルアセンブリの周りに
固定され、そしてこの器官の他方の端部セクションは、このステープル保持構成要素に隣
接して適切な位置に保持される。このアンビルアセンブリのシャフトは、この器具に取り
外し可能に接続される。一旦、このアンビルシャフトがこの器具に固定されると、このア
ンビルは引かれて、このステープル保持構成要素の近くに近接する。次いで、この器具が
発射されて、ステープルを器官の両セクションの組織に通過させ、そしてアンビルに対し
て変形させる。この発射工程中に、円形のナイフが前進させられて、このステープル線の
内側の組織を切断し、これによって、この器官の２つのセクション間の通路を確立する。
発射後、この器具は代表的に、このアンビルをこのステープル線に通して引き抜くことに
よって取り外され、その後、外科医は、この外科手術部位を注意深く検査して、適切な吻
合が達成されたことを確実にする。
【０００５】
　円形ステープラーは多数の外科手術手順において役立つが、吻合部の漏出、ステープラ
ーの引き出し中の組織の断裂、出血、および他の合併症などの問題が起こり得る。このよ
うな問題を改善する目的で、バットレスまたは補強材料が利用されている。しかし、この
ような材料を器具に配置および固定する際の固有の困難性に起因して、安全かつ効果的に
アンビルに配置され得るバットレス材料が必要とされている。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、例えば、以下を提供する：
（項目１）
　２つの中空器官セクションを外科手術用ステープルの環状アレイで接合するための装置
であって、該装置は：
　複数の外科手術用ステープルを環状アレイに収容するステープルカートリッジ構成要素
；
　アンビル部材および該アンビル部材から延びるシャフトを備えるアンビル構成要素であ
って、該アンビル部材は、該外科手術用ステープルを変形させるための複数のステープル
ポケットを規定し、該アンビル構成要素は、該ステープルカートリッジ構成要素と該アン
ビル構成要素との間で組織を調節可能にクランプするために、該ステープルカートリッジ
構成要素に対して、間隔を空けた位置と近接した位置との間で移動可能である、アンビル
構成要素；
　該アンビル部材に規定された該複数のステープルポケットと同心状に整列したバットレ
ス部材；ならびに
　該アンビル構成要素の該シャフトに取り外し可能に固定されたバットレス台であって、
該バットレス台は、該バットレス部材を該アンビル部材に固定するための、半径方向外向
きに延びる少なくとも１つの支持部材を備え、該少なくとも１つの支持部材は、該バット
レス部材に対する支持を提供するために、少なくとも部分的に該バットレス部材の下にあ
る、バットレス台
を備える、装置。
（項目２）
　上記バットレス台が、環状リング部材をさらに備え、該環状リング部材から、上記少な
くとも１つの支持部材が半径方向外向きに延びている、上記項目に記載の装置。
（項目３）
　上記環状リング部材が、該環状リング部材を通して上記アンビル構成要素の上記シャフ
トを受容するような構成および寸法にされている、上記項目のうちのいずれかに記載の装
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置。
（項目４）
　上記少なくとも１つの支持部材が、上記複数のステープルポケットの半径方向内側に配
置されている、上記項目のうちのいずれかに記載の装置。
（項目５）
　上記少なくとも１つの支持部材の半径方向外側の外周部分が、上記アンビル部材の周縁
部と同一面にある、上記項目のうちのいずれかに記載の装置。
（項目６）
　上記少なくとも１つの支持部材が、ステープルポケットの環状の列のうちの少なくとも
１つの半径方向外側に延びている、上記項目のうちのいずれかに記載の装置。
（項目７）
　上記少なくとも１つの支持部材が、少なくとも部分的に、上記複数のステープルポケッ
トのうちの１つの上にある、上記項目のうちのいずれかに記載の装置。
（項目８）
　上記少なくとも１つの支持部材が半径方向に変化している厚さを有する、上記項目のう
ちのいずれかに記載の装置。
（項目９）
　上記バットレス部材が環状の構成を有し、そして該バットレス部材が、上記複数のステ
ープルポケットと並置した関係で配置されている、上記項目のうちのいずれかに記載の装
置。
（項目１０）
　上記バットレス台が上記バットレス部材の近位表面に係合する、上記項目のうちのいず
れかに記載の装置。
（項目１１）
　上記バットレス台が上記バットレス部材の遠位表面に係合する、上記項目のうちのいず
れかに記載の装置。
（項目１２）
　上記バットレス部材が生分解性材料から作製されている、上記項目のうちのいずれかに
記載の装置。
（項目１３）
　上記アンビル部材が凹部を規定し、該凹部は、該凹部内に上記バットレス台を受容する
ような構成および寸法にされている、上記項目のうちのいずれかに記載の装置。
（項目１４）
　上記バットレス台の上記少なくとも１つの支持部材が、上記凹部の内壁に係合して、該
凹部に対する該バットレス台の固定を提供する、上記項目のうちのいずれかに記載の装置
。
（項目１５）
　上記バットレス部材と上記バットレス台とが、単一の構築物としてモノリシックに形成
されている、上記項目のうちのいずれかに記載の装置。
（項目１６）
　上記ステープルカートリッジ構成要素内で上記複数の外科手術用ステープルと同心状に
配置されたナイフ部材をさらに備え、該ナイフ部材は、該ステープルカートリッジ構成要
素に対して移動可能である、上記項目のうちのいずれかに記載の装置。
（項目１７）
　上記ナイフ部材が上記バットレス部材に係合する場合に、上記バットレス台の上記少な
くとも１つの支持部材は、該ナイフ部材の半径方向内側に位置する、上記項目のうちのい
ずれかに記載の装置。
（項目１８）
　２つの中空器官セクションを外科手術用ステープルの環状アレイで接合するための装置
であって、該装置は：
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　複数の外科手術用ステープルを環状アレイに収容するステープルカートリッジ構成要素
；
　該外科手術用ステープルを変形させるための複数のステープルポケットを規定するアン
ビル構成要素であって、該アンビル構成要素は、該ステープルカートリッジ構成要素と該
アンビル構成要素との間で組織を調節可能にクランプするために、該ステープルカートリ
ッジ構成要素に対して、間隔を空けた位置と近接した位置との間で移動可能である、アン
ビル構成要素；
　該ステープルカートリッジ構成要素内で該複数の外科手術用ステープルと同心状に配置
されたナイフ部材であって、該ナイフ部材は、該ステープルカートリッジ構成要素に対し
て移動可能である、ナイフ部材；
　該アンビル構成要素と同心状に整列したバットレス部材；ならびに
　該アンビル構成要素に取り外し可能に固定されたバットレス台であって、該バットレス
台は、コアリング、外側リング、および該コアリングと該外側リングとの間に延びて該コ
アリングと該外側リングとを相互接続する少なくとも１つのスポークを備え、該バットレ
ス台は、該バットレス部材を該アンビル部材に固定するように構成および適合されており
、そして該バットレス台は、少なくとも部分的に、該バットレス部材の下にあることによ
り、該バットレス部材に対する支持を提供する、バットレス台
を備える、装置。
（項目１９）
　上記バットレス部材が、上記複数のステープルポケットと同心状に整列している、上記
項目のうちのいずれかに記載の装置。
（項目２０）
　上記外側リングが少なくとも部分的に、上記環状アレイの上記複数のステープルポケッ
トの上にある、上記項目のうちのいずれかに記載の装置。
（項目２１）
　上記バットレス台が上記バットレス部材の近位表面に係合している、上記項目のうちの
いずれかに記載の装置。
（項目２２）
　上記バットレス台が上記バットレス部材の遠位表面に係合している、上記項目のうちの
いずれかに記載の装置。
（項目２３）
　上記ナイフ部材が上記バットレス部材と係合するように起動する場合に、上記外側リン
グは、該ナイフ部材の半径方向内側に位置する、上記項目のうちのいずれかに記載の装置
。
（項目２４）
　２つの中空器官セクションを外科手術用ステープルの環状アレイで接合するための装置
であって、該装置は：
　発射トリガを備えるハンドルアセンブリ；
　該ハンドルアセンブリから遠位に延びる細長管状部材；
　該細長管状部材の遠位部分に結合されたステープルカートリッジ構成要素であって、該
ステープルカートリッジ構成要素は、複数の外科手術用ステープルを環状アレイに収容す
る、ステープルカートリッジ構成要素；
　該外科手術用ステープルを変形させるための複数のステープルポケットを規定するアン
ビル構成要素であって、該アンビル構成要素は、ステープルカートリッジ構成要素と該ア
ンビル構成要素との間で組織をクランプするために、該ステープルカートリッジ構成要素
に対して、間隔を空けた位置と近接した位置との間で移動可能である、アンビル構成要素
；
　該ステープルカートリッジ構成要素内で該複数の外科手術用ステープルと同心状に配置
されたナイフ部材であって、該ナイフ部材は、該ステープルカートリッジ構成要素に対し
て移動可能である、ナイフ部材；
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　該アンビル構成要素と同心状に整列したバットレス部材；ならびに
　該アンビル構成要素に取り外し可能に固定されたバットレス台であって、該バットレス
台は、少なくとも１つの支持部材を備え、該少なくとも１つの支持部材は、該バットレス
台が該アンビル構成要素に設置される場合に、該アンビル構成要素のシャフトから半径方
向外向きに延びて、該バットレス部材を該アンビル構成要素に固定し、該バットレス台は
、少なくとも部分的に、該バットレス部材の下にあることにより、該バットレス部材に対
する支持を提供する、バットレス台
を備える、装置。
（項目２５）
　上記バットレス台が、環状リング部材をさらに備え、該環状リング部材から、上記少な
くとも１つの支持部材が半径方向外向きに延びている、上記項目のうちのいずれかに記載
の装置。
（項目２６）
　上記少なくとも１つの支持部材が、上記複数のステープルポケットの半径方向内側に位
置する、上記項目のうちのいずれかに記載の装置。
（項目２７）
　上記少なくとも１つの支持部材の外周部分が、上記アンビル部材の周縁部と同一面にあ
る、上記項目のうちのいずれかに記載の装置。
（項目２８）
　上記少なくとも１つの支持部材が、ステープルポケットの上記環状の列のうちの少なく
とも１つから半径方向外向きに延びている、上記項目のうちのいずれかに記載の装置。
（項目２９）
　上記少なくとも１つの支持部材が少なくとも部分的に、ステープルポケットの上記環状
の列のうちの少なくとも１つの上にある、上記項目のうちのいずれかに記載の装置。
【０００７】
　（摘要）
　２つの中空器官セクションを外科手術用ステープルの環状アレイで接合するための装置
は、ステープルカートリッジ、アンビル、バットレス部材、およびバットレス台を備える
。具体的には、このステープルカートリッジは、複数の外科手術用ステープルを環状アレ
イで収容する。このアンビルは、アンビル部材、およびこのアンビル部材から延びるシャ
フトを備える。このアンビル部材は、外科手術用ステープルを変形させるための複数のス
テープルポケットを規定する。このアンビルは、このステープルカートリッジとこのアン
ビルとの間で組織を調節可能にクランプするために、ステープルカートリッジ構成要素に
対して、間隔を空けた位置と近接した位置との間で移動可能である。このバットレス部材
は、このアンビル部材に規定された複数のステープルポケットと同心状に整列される。こ
のバットレス台は、このアンビルのシャフトに取り外し可能に固定される。このバットレ
ス台は、半径方向外向きに延びることによりこのバットレス部材をこのアンビル部材に固
定する、少なくとも１つの支持部材を備える。
【０００８】
　（要旨）
　本開示の１つの実施形態に従って、２つの中空器官セクションを外科手術用ステープル
の環状アレイで接合するための装置が提供される。この装置は、ステープルカートリッジ
構成要素、アンビル構成要素、バットレス部材およびバットレス台を備える。このステー
プルカートリッジ構成要素は、複数の外科手術用ステープルを環状アレイで収容する。こ
のアンビル構成要素は、アンビル部材、およびこのアンビル部材から延びるシャフトを備
える。このアンビル部材は、外科手術用ステープルを変形させるための複数のステープル
ポケットを規定する。このアンビル構成要素は、ステープルカートリッジ構成要素とアン
ビル構成要素との間で組織を調節可能にクランプするために、ステープルカートリッジ構
成要素に対して、間隔を空けた位置と近接した位置との間で移動可能である。このバット
レス部材は、このアンビル部材に規定された複数のステープルポケットと同心状に整列し
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ている。このバットレス台は、このアンビル構成要素のシャフトに取り外し可能に固定さ
れる。このバットレス台は、少なくとも１つの支持部材を備え、この少なくとも１つの支
持部材は、半径方向外向きに延びて、このバットレス部材をこのアンビル部材に固定する
。このバットレス台は、少なくとも部分的に、このバットレス部材の下にあることにより
、このバットレス部材に対する支持を提供する。
【０００９】
　１つの実施形態において、このバットレス台は、環状リング部材をさらに備え得、この
環状リング部材から、少なくとも１つの支持部材が半径方向外向きに延びている。この環
状リング部材は、この環状リング部材を通してアンビル構成要素のシャフトを受容するよ
うな構成および寸法にされる。この少なくとも１つの支持部材は、複数のステープルポケ
ットの半径方向内側に配置され得る。この少なくとも１つの支持部材の半径方向外側の外
周部分は、このアンビル部材周縁部と同一面にあり得る。この少なくとも１つの支持部材
はまた、ステープルポケットの環状の列のうちの少なくとも１つから半径方向外向きに延
び得る。あるいは、この少なくとも１つの支持部材は、少なくとも部分的に、ステープル
ポケットの環状の列のうちの少なくとも１つの上にあり得る。
【００１０】
　この少なくとも１つの支持部材は、半径方向に変化している厚さを有し得る。このバッ
トレス部材は、環状の構成を有し得る。具体的には、このバットレス部材は、複数のステ
ープルポケットに並置した関係で配置され得る。このバットレス台は、このバットレス部
材の近位表面に係合し得る。あるいは、このバットレス台は、このバットレス部材の遠位
表面に係合し得る。このバットレス部材は、生分解性材料から作製され得る。このアンビ
ル部材は、凹部を規定し得、この凹部は、このバットレス台を受容してこの凹部内でのこ
のバットレス台の固定を提供するような構成および寸法にされる。このバットレス台の少
なくとも１つの支持部材は、この凹部の内壁と係合して、この凹部に対するこのバットレ
ス台の固定を提供し得る。このバットレス部材とこのバットレス台とは、単一の構築物と
してモノリシックに形成され得る。さらに、この装置は、このステープルカートリッジ構
成要素内でこの複数の外科手術用ステープルと同心状に配置されたナイフ部材をさらに備
え得る。このナイフ部材は、このステープルカートリッジ構成要素に対して移動可能であ
り得る。具体的には、このバットレス台の少なくとも１つの支持部材は、このナイフ部材
がこのバットレス部材に係合する場合に、このナイフ部材の半径方向内側に配置され得る
。
【００１１】
　本開示の別の実施形態に従って、２つの中空器官セクションを外科手術用ステープルの
環状アレイで接合するための装置が提供される。この装置は、ステープルカートリッジ構
成要素、アンビル構成要素、ナイフ部材、バットレス部材、およびバットレス台を備える
。このステープルカートリッジ構成要素は、複数の外科手術用ステープルを環状アレイに
収容する。このアンビル構成要素は、外科手術用ステープルを変形させるための複数のス
テープルポケットを規定する。このアンビル構成要素は、このステープルカートリッジ構
成要素とこのアンビル構成要素との間で組織を調節可能にクランプするために、このステ
ープルカートリッジ構成要素に対して、間隔を空けた位置と近接した位置との間で移動可
能である。このナイフ部材は、このステープルカートリッジ構成要素内でこの複数の外科
手術用ステープルと同心状に配置される。このナイフ部材は、このステープルカートリッ
ジ構成要素に対して移動可能である。このバットレス部材は、このアンビル構成要素と同
心状に整列される。このバットレス台は、このアンビル構成要素に取り外し可能に固定さ
れる。このバットレス台は、コアリング、外側リング、およびこのコアリングとこの外側
リングとの間に延びてこのコアリングとこの外側リングとを相互接続する少なくとも１つ
のスポークを備える。このバットレス台は、このバットレス部材をこのアンビル部材に固
定するように構成および適合される。このバットレス台は、少なくとも部分的に、このバ
ットレス部材の下にあることにより、このバットレス部材に対する支持を提供する。
【００１２】
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　１つの実施形態において、このバットレス部材は、この複数のステープルポケットと同
心状に整列され得る。この外側リングは、少なくとも部分的に、環状アレイの複数のステ
ープルポケットと重なり得る。このバットレス台は、このバットレス部材の近位表面に係
合し得る。このバットレス台は、このバットレス部材の遠位表面に係合し得る。この外側
リングは、このナイフ部材がこのバットレス部材に係合するように起動する場合に、この
ナイフ部材の半径方向内側に位置し得る。
【００１３】
　本開示のなお別の実施形態に従って、２つの中空器官セクションを外科手術用ステープ
ルの環状アレイで接合するための装置が提供される。この装置は、ハンドルアセンブリ、
細長管状部材、ステープルカートリッジ構成要素、アンビル構成要素、ナイフ部材、バッ
トレス部材、およびバットレス台を備える。このハンドルアセンブリは、発射トリガを備
える。この細長管状部材は、このハンドルアセンブリから遠位に延びる。このステープル
カートリッジ構成要素は、この細長管状部材の遠位部分に結合される。このステープルカ
ートリッジ構成要素は、複数の外科手術用ステープルを環状アレイに収容する。このアン
ビル構成要素は、外科手術用ステープルを変形させるための複数のステープルポケットを
規定する。このアンビル構成要素は、このステープルカートリッジ構成要素とこのアンビ
ル構成要素との間で組織をクランプするために、このステープルカートリッジ構成要素に
対して、間隔を空けた位置と近接した位置との間で移動可能である。このナイフ部材は、
このステープルカートリッジ構成要素内で、この複数の外科手術用ステープルと同心状に
配置される。このナイフ部材は、このステープルカートリッジ構成要素に対して移動可能
である。このバットレス部材は、このアンビル構成要素と同心状に整列される。このバッ
トレス台は、このアンビル構成要素に取り外し可能に固定される。このバットレス台は、
少なくとも１つの支持部材を備え、この少なくとも１つの支持部材は、このバットレス台
がこのアンビル構成要素に設置される場合に、このアンビル構成要素のシャフトから半径
方向外向きに延びて、このバットレス部材をこのアンビル構成要素に固定する。このバッ
トレス台は、少なくとも部分的に、このバットレス部材の下にあることにより、このバッ
トレス部材に対する支持を提供する。
【００１４】
　１つの実施形態において、このバットレス台は、環状リング部材をさらに備え得、この
環状リング部材から、少なくとも１つの支持部材が半径方向外向きに延びている。この少
なくとも１つの支持部材は、複数のステープルポケットの半径方向内側に位置し得る。こ
の少なくとも１つの支持部材の外周部分は、このアンビル部材の周縁部と同一面にあり得
る。この少なくとも１つの支持部材は、ステープルポケットの環状の列のうちの少なくと
も１つから半径方向外向きに延び得る。この少なくとも１つの支持部材は、少なくとも部
分的に、ステープルポケットの環状の列のうちの少なくとも１つの上にあり得る。
【００１５】
　本開示の種々の実施形態が、図面を参照しながら本明細書中以下に記載される。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、本開示の１つの実施形態に従う外科手術用バットレスアセンブリと一緒
に使用するために構成された、環状外科手術用ステープル留め装置の斜視図であり、この
外科手術用ステープル留め装置から取り外されたアンビルアセンブリおよびバットレスア
センブリを図示する。
【図２】図２は、部品が分離された、図１の外科手術用ステープル留め装置のアンビルア
センブリおよびバットレスアセンブリの分解斜視図である。
【図３】図３は、図２のバットレスアセンブリが設置された、図２のアンビルアセンブリ
の斜視図である。
【図４】図４は、図３に示される細部領域の切り取り斜視図である。
【図５】図５は、部品が分離された、図２のアンビルアセンブリおよびバットレスアセン
ブリの分解斜視図であり、このバットレスアセンブリの反転可能な使用を図示する。
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【図６】図６は、図５のバットレスアセンブリが設置された、図５のアンビルアセンブリ
の斜視図である。
【図７】図７は、部品が分離された、図１のアンビルアセンブリおよび本開示の別の実施
形態に従うバットレスアセンブリの分解斜視図である。
【図８】図８は、本開示の別の実施形態に従うバットレスアセンブリが設置された、図１
のアンビルアセンブリの斜視図である。
【図９】図９は、図８に示される細部領域の切り取り斜視図である。
【図１０】図１０は、本開示の別の実施形態に従うバットレスアセンブリが設置された、
図１のアンビルアセンブリの斜視図である。
【図１１】図１１は、図１０に示される細部領域の切り取り斜視図である。
【図１２】図１２は、部品が分離された、図１のアンビルアセンブリおよび本開示の別の
実施形態に従うバットレスアセンブリの分解斜視図である。
【図１３】図１３は、図１２の切断線１３－１３に沿って見た、図１２のバットレスアセ
ンブリの側面断面図である。
【図１４】図１４は、図１の環状外科手術用器具の斜視図であり、２つの中空器官セクシ
ョンを通してのこの器具の挿入を図示する。
【図１５】図１５は、図１４の装置のヘッド部分の拡大部分長手軸方向断面図である。
【図１６】図１６は、図１５に示される細部領域の拡大図である。
【図１７】図１７は、図１５の装置のヘッド部分の拡大部分長手軸方向断面図であり、２
つの中空器官セクションのステープル留めおよび切断を図示する。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　（実施形態の詳細な説明）
　本開示の実施形態が、ここで図面を参照しながら詳細に記載される。図面において、類
似の参照番号は、数枚の図の各々における同一の要素または対応する要素を表す。本明細
書中で使用される場合、用語「遠位」とは、従来通りに、器具、装置、デバイスまたはそ
の構成要素の、使用者から遠い方の部分をいい、一方で、用語「近位」とは、器具、装置
、デバイスまたはその構成要素の、使用者に近い方の部分をいう。以下の説明において、
周知の機能または構成は、本開示を不必要な細部において曖昧にすることを回避するため
に、詳細には記載されない。
【００１８】
　図１を参照すると、中空器官の円形吻合を実施するための外科手術用ステープル留め装
置１０が示されている。外科手術用ステープル留め装置１０は、ステープル７（図１５）
の円形アレイを各器官の端部セクションに通して打ち込み、そして同時に、環状ナイフ７
６（図１５）を発射して、ステープル７の打ち込まれた環状アレイの内側のあらゆる組織
を切断して、管状通路を開放し、これによって、この器官の２つの端部を接合する。外科
手術用ステープル留め装置１０は、ハンドルアセンブリ２０（１対の旋回可能な起動ハン
ドル部材２２、および回転可能な把持部材２６を備える前進手段２４を有する）、ハンド
ルアセンブリ２０から遠位に延びる細長本体部分３０、ならびにヘッド部分５０（アンビ
ルアセンブリ６０、ステープルカートリッジアセンブリ７０、および本開示の１つの実施
形態に従う外科手術用バットレスアセンブリ１００を備える）を備える。外科手術用装置
１０の構成要素は一般に、熱可塑性物質（ポリカーボネートが挙げられる）ならびに金属
（ステンレス鋼およびアルミニウムが挙げられる）から形成される。特定の構成要素を形
成するために選択される特定の材料は、その特定の構成要素の強度要件に依存する。ステ
ープル７は、従来の型のものであり、そしてバックスパン、およびこのバックスパンから
延びる２本の脚を備える。これらの脚は、組織貫入先端で終わる。
【００１９】
　ハンドルアセンブリ２０は、アンビルアセンブリ６０をステープルカートリッジアセン
ブリ７０に対して近接させるため、およびステープル７の１対の環状アレイを組織に通し
て付けるために、起動され得る。組織をヘッド部分５０内で適切に配置する目的で、回転
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可能な把持部材２６は回転して、アンビルアセンブリ６０をステープルカートリッジアセ
ンブリ７０に対して軸方向に、間隔を空けた位置と近接した位置との間で移動させ得る。
この近接した位置において、アンビルアセンブリ６０は、ステープルカートリッジアセン
ブリ７０に隣接して配置されて、組織をこれらの間にクランプする。ハンドル部材２２は
握られて、以下に詳細に議論されるように、ステープル７を組織に通して発射して、管状
組織の２つのセグメント「Ｔ１」、「Ｔ２」（図１４）を一緒に接合し得る。
【００２０】
　細長本体部分３０は、その長さに沿ってわずかに湾曲／屈曲した形状を有するように構
成される。しかし、細長本体部分３０はまた、真っ直ぐであっても、任意の構成に屈曲す
るように可撓性であってもよい。細長本体部分３０の長さ、形状および／または直径は、
特定の外科手術手順に合うように変えられ得る。
【００２１】
　図１～図４を参照すると、ヘッド部分５０は、ステープルカートリッジアセンブリ７０
、アンビルアセンブリ６０、およびアンビルアセンブリ６０に取り外し可能に固定される
外科手術用バットレスアセンブリ１００を備える。ステープルカートリッジアセンブリ７
０は、細長本体部分３０の遠位端部分にしっかりと接続され得るか、または細長本体部分
３０の遠位端部分内に同心状に嵌るように構成され得る。具体的には、ステープルカート
リッジアセンブリ７０は、ステープル受容スロット７２（図１５）の１対の環状アレイを
規定し、１つのステープル７が、ステープル受容スロット７２の各々１つの中に配置され
る。さらに、ステープルカートリッジアセンブリ７０は、ステープル７の環状アレイの対
と同心状に配置された円筒形ナイフ７６、および複数のステープルプッシャー９（図１５
）を備え、各ステープルプッシャーは、ステープル受容スロット７２内に配置されて、ス
テープル７をスロット７２に通して排出する。ステープル７は、スロット７２および組織
を通って、アンビルアセンブリ６０に向かって移動する。
【００２２】
　図１５を簡単に参照すると、円筒形ナイフ７６は、ナイフ刃を規定する遠位リム７９を
備え、このナイフ刃は、組織および外科手術用バットレスアセンブリ１００の一部分を切
断するように適合される。ハンドル部材２２の起動の際に、円筒形ナイフ７６は遠位に移
動して、組織および外科手術用バットレスアセンブリ１００の一部分を切断し、そして複
数のプッシャー９が遠位に移動して、ステープル７をステープル受容スロット７２からア
ンビルアセンブリ６０に向けて排出する。
【００２３】
　特に図２に戻って参照すると、ステープルカートリッジアセンブリ７０の遠位にアンビ
ルアセンブリ６０が配置され、このアンビルアセンブリは、アンビル部材６２、およびア
ンビル部材６２から近位に延びるシャフト６４を備える。アンビル部材６２は、ステープ
ル７を受容して変形させるための複数のステープルポケット６５を備える。シャフト６４
は、細長本体部分３０内に配置された近接シャフト７５（図１）内に取り外し可能に受容
されるように構成される。近接シャフト７５は、ハンドルアセンブリ２０の回転可能な把
持部材２６と作動可能に結合され、これによって、回転可能な把持部材２６の回転は、近
接シャフト７５を軸方向に移動させる。近接シャフト７５のこのような軸方向の移動は、
アンビルアセンブリ６０に与えられる。この様式で、アンビルアセンブリ６０は、ステー
プルカートリッジアセンブリ７０に対して軸方向に、間隔を空けた位置と近接した位置と
の間で移動可能であり、この近接した位置において、アンビルアセンブリ６０は、ステー
プルカートリッジアセンブリ７０に隣接して配置されて、アンビルアセンブリ６０とステ
ープルカートリッジアセンブリ７０との間で組織を調節可能にクランプする。
【００２４】
　中空器官の円形吻合を実施するための器具の例は、米国特許第６，０５３，３９０号、
同第５，５８８，５７９号、同第５，１１９，９８３号、同第５，００５，７４９号、同
第４，６４６，７４５号、同第４，５７６，１６７号、および同第４，４７３，０７７号
に開示されており、これらの各々は、その全体が本明細書中に参考として援用される。
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【００２５】
　図２～図４の参照を続けると、バットレス部材１１０およびバットレス台１２０は、互
いに同心状に配置される。バットレス部材１１０は、外科手術用ステープル留め装置１０
によって組織に付けられたステープル線を補強して封止するために提供される。
【００２６】
　バットレス部材１１０は、生体吸収性または非生体吸収性である生体適合性材料から製
造され、そしてまた、天然材料または合成材料から作製され得る。天然材料、合成材料、
生体吸収性材料、および非生体吸収性材料の任意の組み合わせが、バットレス部材１１０
を形成するために使用され得ることが理解されるべきである。
【００２７】
　さらに、バットレス部材１１０は、多孔性であっても、非多孔性であっても、これらの
組み合わせであってもよい。本明細書中に記載されるバットレス部材１１０は、複数の層
を含み得、これらの層において、非多孔性層と多孔性層との任意の組み合わせが構成され
得ることもまた、想定される。例えば、バットレス部材１１０は、複数の非多孔性層およ
び多孔性層を含むように形成され得、これらの層が交互の様式で積み重ねられる。別の例
において、バットレス部材１１０は、「サンドイッチ様」の様式で形成され得、ここで、
バットレス部材１１０の外側層は、多孔性層を含み、そしてその内側層は、非多孔性層で
ある。多層状のバットレス部材の例は、米国特許出願公開第２００９／０００１１２２号
（２００７年６月２７日出願、発明の名称「Ｂｕｔｔｒｅｓｓ　ａｎｄ　Ｓｕｒｇｉｃａ
ｌ　Ｓｔａｐｌｉｎｇ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ」）に開示されており、その全開示は、本明
細書中に参考として援用される。
【００２８】
　具体的には、バットレス部材１１０における非多孔性層の使用は、バットレス部材１１
０が、製造、輸送、取り扱い、およびステープリングのプロセス中に、断裂および穿孔に
抵抗する能力を増強し得る。さらに、外科手術用バットレスにおける非多孔性層の使用は
また、周囲の組織からの組織の内方成長を遅延または阻害し得、これによって、接着障壁
として働き得、そして／または望ましくない瘢痕組織の形成を阻害し得る。
【００２９】
　さらに、少なくとも１種の生物活性剤が、バットレス部材１１０と組み合わせられ得る
。この剤は、外科手術用バットレスの表面に配置され得、そして／または外科手術用バッ
トレスに含浸され得る。これらの実施形態において、バットレス部材１１０はまた、生物
活性剤の送達のためのビヒクルとして働き得る。用語「生物活性剤」とは、本明細書中で
使用される場合、その最も広い意味で使用され、そして臨床用途を有する任意の物質また
は物質混合物を包含する。
【００３０】
　図２～図４の参照を続けると、バットレス部材１１０は、アンビルアセンブリ６０と同
心状に整列するように構成された、環状のプロフィールを有する。具体的には、バットレ
ス部材１１０は、アンビルアセンブリ６０の近位表面６６に設置され、そしてバットレス
台１２０は、バットレス部材１１０の近位に配置される。バットレス部材１１０のこの環
状のプロフィールは、アンビルアセンブリ６０に設置される場合に、少なくともアンビル
部材６２の外周縁部と同一面にあるような構成および寸法にされる。
【００３１】
　バットレス台１２０は、コアリング１２２、およびコアリング１２２から半径方向外向
きに延びる支持アーム１２４を備える。支持アーム１２４は、コアリング１２２の周囲に
配置され、そして例えば、オーバーモールディング、超音波溶接、溶融プレス、または他
のポリマーもしくは接着剤と組み合わせた溶融プレスによって、バットレス部材１１０の
近位表面１１２に付着させられるような構成および寸法にされる。コアリング１２２は穴
１２３を備え、この穴は、アンビルアセンブリ６０に設置される場合に、この穴を通して
アンビルアセンブリ６０のシャフト６４を受容するような構成および寸法にされる。具体
的には、穴１２３は、シャフト６４に対して締りばめまたは摩擦ばめを提供するような構
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成および寸法にされて、バットレス部材１１０をアンビル部材６２とバットレス台１２０
との間に固定することを可能にする。コアリング１２２は、割りリング（すなわち、その
長さに沿って破断部を有する）として構成されて、様々な直径のシャフトに適応し得るこ
とが想定される。
【００３２】
　バットレス支持具の他の形状が想定され、そしてこのバットレス支持具は、様々な断面
形状を有する直線状の部材または湾曲した部材を組み込み得る。
【００３３】
　図４を特に参照すると、バットレス部材１１０は、アンビル部材６２に規定されたステ
ープルポケット６５の環状アレイの対に関連して重ねられる。具体的には、バットレス台
１２０の半径方向に延びる支持アーム１２４は、ステープルポケット６５の環状アレイの
対の半径方向内側で終わるような構成および寸法にされ、その結果、ステープル７がステ
ープル受容スロット７２の環状アレイの対を通して排出される場合、各ステープル７の脚
は、組織およびバットレス部材１１０を通ってステープルポケット６５内に貫入する。こ
のような構成において、バットレス台１２０の支持アーム１２４は、ステープル形成によ
って影響を受けず、そして同様に、これらの支持アームは、ステープル形成に影響を与え
ない。この様式で、ハンドル部材２２の起動の際に、バットレス部材１１０の一部分は、
組織と一緒にステープル留めされて組織を補強し、そしてバットレス部材１１０およびバ
ットレス台１２０の残りの部分は、切断されて、組織と一緒にステープル留めされたバッ
トレス部材１１０の一部分から取り外される。しかし、支持アーム１２４は、円筒形ナイ
フ７６が起動されて組織およびバットレス台１２０を切断する場合に、円筒形ナイフ７６
の半径方向内側で終わるような構成およびサイズにされ得ることもまた、想定される。こ
の様式で、円筒形ナイフ７６による支持アーム１２４の切断は、排除され得る。
【００３４】
　ここで図５および図６を参照すると、バットレスアセンブリ１００は、反転した位置で
使用され得ることもまた想定される。具体的には、バットレス台１２０は、本明細書中で
上に記載された方法のうちのいずれかによって、バットレス台１２０がバットレス部材１
１０の遠位に配置されるように、バットレス部材１１０に固定される。さらに、バットレ
ス台１２０は、アンビル部材６２に規定された凹部６７に受容されるような構成および寸
法にされ得る。さらに、または代替的に、コアリング１２２により規定される穴１２３は
、アンビルアセンブリ６０のシャフト６４に対する締りばめを提供する。さらに、支持ア
ーム１２４は、凹部６７の周縁部との締りばめを提供するような構成および寸法にされ、
これは、バットレス部材１１０とアンビルアセンブリ６０との固定をさらに改善する。
【００３５】
　バットレス台１２０の、バットレス部材１１０に対して遠位での配置は、バットレス部
材１１０と、アンビル部材６２の近位表面６６との間での、平らな表面での接触を提供し
得、これによって、組織を通してのステープル形成をさらに増強し得る。
【００３６】
　ここで図７を参照すると、バットレス部材１１０は、１対のバットレス台５２０ａ、５
２０ｂによって支持され得ることもまた想定される。具体的には、バットレス台５２０ａ
は、バットレス部材１１０の遠位に配置され、そしてバットレス台５２０ｂは、バットレ
ス部材１１０の近位に配置される。バットレス台５２０ａ、５２０ｂは、本明細書中上に
記載した方法のうちのいずれかによって、バットレス部材１１０に付着させられる。バッ
トレス台５２０ａ、５２０ｂは、本明細書中上に記載されたバットレス台１２０と実質的
に同じであるので、簡潔にするために、本明細書中には記載しない。バットレス台５２０
ａと５２０ｂとは、実質的に同じであるので、バットレスアセンブリ５００は、交換可能
に使用され得る。それぞれのバットレス台５２０ａ、５２０ｂの穴５２３は、この穴を通
してアンビルアセンブリ６０のシャフト６４を受容するような構成および寸法にされ、こ
れによって、このシャフトとの締りばめまたは摩擦ばめを提供する。さらに、バットレス
台５２０ａは、コアリング５２２から半径方向外向きに延びる支持アーム５２４を備えて
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、アンビルアセンブリ６０の凹部６７の周縁部の周りに締りばめを提供して、バットレス
部材１１０とアンビルアセンブリ６０との固定をさらに改善する。このアセンブリ全体を
反転させることができ、そしてバットレス台５２０ｂもまた、アンビルアセンブリ６０の
凹部６７の周縁部に対する締りばめを提供するような構成および寸法にされた支持アーム
５２４を備え得る。バットレス台５２０ａの支持アーム５２４は、バットレス台５２０ｂ
の支持アーム５２４と半径方向に整列しているように図示されているが、バットレス台５
２０ａ、５２０ｂの支持アーム５２４は、互いに半径方向の整列からずれてもよいことが
想定される。バットレス台５２０ａおよび５２０ｂは、様々な断面形状を有する、湾曲し
たアームまたは真っ直ぐなアームを備える、異なる構成を有し得る。バットレス台５２０
ａの構成は、バットレス台５２０ｂの構成と異なってもよい。
【００３７】
　図８および図９を参照すると、バットレス台２２０は支持アーム２２４を備え得、これ
らの支持アームは、コアリング２２２から半径方向外向きに延び、そしてアンビルアセン
ブリ６０に設置される場合に、アンビル部材６２の外周縁部と実質的に同一面にあること
が、さらに想定される。このような構成において、各支持アーム２２４の一部分は、組織
と一緒にステープル留めされて組織を補強し、そしてバットレス部材１１０およびバット
レス台１２０の残りの部分（すなわち、円筒形ナイフ７６の半径方向内側の部分）は切断
されて、組織にステープル留めされたバットレス部材１１０の部分から取り外される。
【００３８】
　バットレス部材１１０と支持アーム２２４との間により大きい接触面積を提供すること
によって、支持アーム２２４によりバットレス部材１１０に加えられる力は、バットレス
部材１１０全体にわたってより等しく分布され、このことは、バットレス部材１１０が裂
けたり損傷したりすることを妨げ得る。このような構成において、支持アーム２２４は、
様々な厚さを有し得ることが、さらに想定される。具体的には、組織にステープル留めさ
れる支持アーム２２４の部分は、最小の厚さ（例えば、コアリング２２２に隣接する支持
アーム２２４の部分の厚さよりかなり小さい厚さ）を有し得、その結果、ステープル形成
に対する支持アーム２２４の厚さのあらゆる影響が最小にされる。さらに、バットレス部
材１１０と一緒にステープル留めされる支持アーム２２４の部分は、生体吸収性材料およ
び／または生分解性材料から形成され得ることが、さらに想定される。
【００３９】
　図１０および図１１を参照すると、本開示の別の実施形態に従うバットレス台３２０が
図示されている。バットレス台３２０は、コアリング３２２（アンビルアセンブリ６０の
シャフト６４を受容するような構成および寸法にされる）、外側リング３２６（コアリン
グ３２２と同心状に配置される）、およびスポーク３２４（コアリング３２２から外側リ
ング３２６まで半径方向外向きに延び、これによって、コアリング３２２と外側リング３
２６とを相互接続する）を備える。外側リング３２６は、アンビル部材６２に対するバッ
トレス部材１１０のためのさらなる支持を提供する。具体的には、外側リング３２６は、
バットレス部材１１０がアンビルアセンブリ６０を覆って折れ曲がるか、アンビルアセン
ブリ６０から外れるか、または分離する可能性を大いに低下させ得る。具体的には、バッ
トレス台３２０によりバットレス部材１１０に加えられる力は、バットレス部材１１０全
体にわたってより等しく分布され、このことは、バットレス部材１１０が裂けたり損傷し
たりすることを妨げ得る。
【００４０】
　図１１を特に参照すると、外側リング３２６は、バットレス部材１１０のステープル形
成部分内に少なくとも部分的に配置され、これによって、外側リング３２６の一部分のみ
が、バットレス部材１１０および組織にステープル留めされ、そして外側リング３２６の
残りの部分は切断されて、組織にステープル留めされたバットレス部材１１０の部分から
取り外される。支持アーム２２４に関連して本明細書中上で議論されたように、外側リン
グ３２６は、その外周部分において最小の厚さを有して、ステープル形成に対する妨害を
最小にし得る。さらに、外側リング３２６および／またはバットレス台３２０は、全体と
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して、生分解性材料および／または生体吸収性材料から作製され得、その結果、バットレ
ス部材１１０および組織にステープル留めされる外側リング３２６の部分は、経時的に分
解する。あるいは、外側リング３２６は、ステープル線の内側、または切断線の内側に配
置され得る。
【００４１】
　図１２および図１３を参照すると、バットレス台１２０、２２０、３２０、およびバッ
トレス部材１１０は、本明細書中で上に記載された方法によって互いに取り付けられる、
別々の構成要素として本明細書中上で記載されたが、バットレス部材とバットレス支持具
とは、単一の構築物としてモノリシックに形成されてもよいこともまた、想定される。モ
ノリシックに形成されたバットレスアセンブリ４００は、共通の貫通穴４２３を規定し、
この共通の貫通穴は、アンビルアセンブリ６０のシャフト６４を受容して、このシャフト
との締りばめを提供するような構成および寸法にされる。あるいは、バットレス部材とバ
ットレス支持具とは、異なる材料から形成され得、これらは、互いに結合されるか、また
は他の方法で取り付けられる。
【００４２】
　ここで図１４～図１７を参照すると、外科手術用ステープル留め装置１０は、例えば、
２つの対向する腸セクション「Ｔ１」、「Ｔ２」の接合を行うための吻合手順において、
使用される。この吻合手順は代表的に、最小侵襲性外科手術技術（腹腔鏡の手段および器
具類を含む）を使用して実施される。最初に、疾患を有する腸セクションが除去される。
その後、アンビルアセンブリ６０が、外科手術切開を通してかまたは経肛門でかのいずれ
かで、外科手術部位に挿入され、そして腸セクション「Ｔ１」内に配置される。外科手術
用ステープル留め装置１０の細長本体部分３０（ステープルカートリッジアセンブリ７０
を備える）が、他方の腸セクション「Ｔ２」に経肛門で挿入される。次いで、腸セクショ
ン「Ｔ１」、「Ｔ２」は、それぞれの構成要素（例えば、アンビルアセンブリ６０のシャ
フト６４および細長本体部分３０の遠位端）の周りに、従来の手段（例えば、巾着縫合「
Ｐ」）によって、一時的に固定される。
【００４３】
　その後、医師は、シャフト６４の近位端が、外科手術用ステープル留め装置１０の細長
本体部分３０に配置された近接シャフト７５の遠位端に挿入されるまで、アンビルアセン
ブリ６０を操作する。シャフト６４は、図１５に示されるように、１つの構築物として操
作可能になるように、近接シャフト７５に係合する。次いで、アンビルアセンブリ６０お
よび細長本体部分３０は、図１７に示されるように、近接させられて腸セクション「Ｔ１

」、「Ｔ２」を近接させる。次いで、外科手術用ステープル留め装置１０が発射され、腸
セクション「Ｔ１」、「Ｔ２」の互いへのステープル留めを行い、同時に円筒形ナイフ７
６が、円筒形ナイフ７６の半径方向内側に位置するバットレス部材１１０および組織の部
分を切断し、これによって、バットレス台３２０およびバットレス部材１１０の内側部分
を、ステープルカートリッジアセンブリ７０の遠位表面７４とアンビルアセンブリ６０の
近位表面６６との間にクランプ（近接）されたバットレス部材１１０の部分から取り外し
て、この吻合を完了する。
【００４４】
　さらなる実施形態において、バットレス部材は、ステープルカートリッジアセンブリ７
０に規定されたステープルスロットの環状の列に関して、重なり得る。特定の例において
、バットレス台の半径方向に延びる支持アームは、コアリングに取り付けられ、そしてス
テープルスロット７２（図１５を参照のこと）の環状の列の対の半径方向内側で終わるよ
うな構成およびサイズにされ、その結果、ステープル７がステープル受容スロット７２の
環状アレイの対を通して排出される場合、各ステープル７の脚は、組織およびバットレス
部材を通ってステープルポケット６５内に貫入する。あるいは、これらの支持アームは、
ステープルスロット７２の列に隣接する位置で終わり得る。ハンドル部材２２の起動の際
に、バットレス部材の一部分は、組織と一緒にステープル留めされて組織を補強し、そし
てバットレス部材の残りの部分および／またはバットレス台は、切断されて、組織と一緒
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、ステープルカートリッジアセンブリの凹部の内側表面に係合するように構成され得る。
さらに、または代替的に、バットレス支持具のコアリングは、シャフトに摩擦により係合
する。さらに、特定の実施形態において、上で議論されたように、２つのバットレス支持
具が、バットレス部材をステープルカートリッジに設置するために使用され得る。
【００４５】
　本開示の例示的な実施形態が、添付の図面を参照しながら本明細書中に記載されたが、
上記説明、開示、および図は、限定であると解釈されるべきではなく、単に、特定の実施
形態の例示であると解釈されるべきである。例えば、バットレス部材およびバットレス支
持具は、ステープルカートリッジアセンブリ７０内に配置された近接シャフト７５に固定
され得、これによって、バットレスアセンブリ１００は、ステープルカートリッジアセン
ブリ７０の組織接触表面と重なった関係になる。従って、本開示はこれらの正確な実施形
態に限定されないこと、ならびに種々の他の変更および改変が、当業者によって、本開示
の範囲または趣旨から逸脱することなくなされ得ることが理解されるべきである。
【符号の説明】
【００４６】
７　ステープル
１０　外科手術用ステープル留め装置
２０　ハンドルアセンブリ
３０　細長本体部分
５０　ヘッド部分
６０　アンビルアセンブリ
７０　ステープルカートリッジアセンブリ
７６　環状ナイフ
１００　外科手術用バットレスアセンブリ
１１０　バットレス部材
１２０　バットレス台
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