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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長手方向軸に対してほぼ平行に遠位方向に延びる超音波ブレードを備えるエンドエフェ
クタと、
　前記長手方向軸に沿って前記エンドエフェクタから近位方向に延びるシャフトと、
　ジョーアセンブリであって、
　　手首部材であって、前記手首部材が前記超音波ブレードとほぼ平行となる第１の位置
から、前記手首部材が前記超音波ブレードから離れる方向に旋回された第２の位置へと、
前記長手方向軸に対してほぼ垂直な手首旋回軸を中心として旋回可能な、手首部材と、
　　前記手首部材から遠位方向に延びて前記手首部材と旋回可能に連結された第１のジョ
ー部材であって、前記手首旋回軸に対してほぼ垂直なジョー旋回軸を中心として旋回可能
な、第１のジョー部材と、
　　前記手首部材から遠位方向に延びて前記手首部材と旋回可能に連結された第２のジョ
ー部材であって、前記ジョー旋回軸を中心として旋回可能な、第２のジョー部材と、を備
える、ジョーアセンブリと、を備え、前記第１及び第２のジョー部材が、前記第１及び第
２のジョー部材が互いから離れる方向に旋回している開位置から前記第１及び第２のジョ
ー部材が互いに近づく方向に旋回している閉位置へと、互いに対して前記ジョー旋回軸を
中心として更に旋回可能である、外科用器具。
【請求項２】
　前記第１のジョー部材から前記シャフトを通って近位方向に延びる第１及び第２の制御
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ラインであって、前記第１及び第２の制御ラインの差動並進運動によって、前記第１のジ
ョー部材が前記ジョー旋回軸を中心として旋回する、第１及び第２の制御ラインと、
　前記第２のジョー部材から前記シャフトを通って近位方向に延びる第３及び第４の制御
ラインであって、前記第３及び第４の制御ラインの差動並進運動によって、前記第２のジ
ョー部材が前記ジョー旋回軸を中心として旋回する、第３及び第４の制御ラインと、を更
に備える、請求項１に記載の器具。
【請求項３】
　前記第１のジョー部材が、前記ジョー旋回軸を中心として配置されたプーリを備え、前
記第１及び第２の第１のジョー制御ラインが前記プーリの周囲に延びる、請求項２に記載
の器具。
【請求項４】
　前記第１及び第２の制御ラインが、前記プーリの周囲に配置された１本の制御ラインの
両端である、請求項３に記載の器具。
【請求項５】
　前記第１及び第２のジョー部材が、前記ジョー旋回軸を中心として、個別に、及び一緒
に旋回可能である、請求項１に記載の器具。
【請求項６】
　前記手首部材と連結されて前記シャフトを通って近位方向に延びる第１の手首部材制御
ラインを更に備え、前記第１の手首部材制御ラインの近位方向への並進運動が、前記手首
部材を前記手首旋回軸を中心として近位方向に旋回させる、請求項１に記載の器具。
【請求項７】
　前記超音波ブレードが、伸長した位置から収縮した位置へと前記長手方向軸に対して平
行な方向に並進運動可能である、請求項１に記載の器具。
【請求項８】
　前記超音波ブレードが、伸長した位置から収縮した位置へと前記長手方向軸に対して平
行な方向に並進運動可能であり、
　前記手首旋回軸を中心とした前記手首部材の運動範囲が、前記超音波ブレードが前記収
縮した位置にある場合に大きくなる、請求項１に記載の器具。
【請求項９】
　前記手首部材、前記第１のジョー部材、及び前記第２のジョー部材の少なくとも１つが
、前記超音波ブレードの方向に向けられた面を画定し、前記面に連結されたクランプパッ
ド材料を更に備える、請求項１に記載の器具。
【請求項１０】
　長手方向軸に対してほぼ平行に遠位方向に延びる超音波ブレードを有するエンドエフェ
クタと、
　前記長手方向軸に沿って前記エンドエフェクタから近位方向に延びるシャフトと、
　第１及び第２のジョー部材を有するジョーアセンブリと、を備え、前記ジョーアセンブ
リが、前記第１及び第２のジョー部材が前記超音波ブレードに対してほぼ平行となる第１
の位置から第２の位置へと、前記長手方向軸に対してほぼ垂直な第１の軸を中心として旋
回可能であり、前記第１及び第２のジョー部材が前記第１の軸に対してほぼ垂直な第２の
軸を中心として旋回可能である、外科用器具。
【請求項１１】
　前記第１及び第２のジョー部材が、前記第１及び第２のジョー部材が互いに対してほぼ
平行となる閉位置から開位置へと、前記第２の軸を中心として互いに対して旋回可能であ
る、請求項１０に記載の外科用器具。
【請求項１２】
　前記ジョーアセンブリが前記第１の軸を中心として旋回可能な手首部材を更に備え、前
記第１及び第２のジョー部材が前記第２の軸を中心として前記手首部材に旋回可能に連結
されている、請求項１０に記載の外科用器具。
【請求項１３】
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　前記第１のジョー部材から前記シャフトを通って近位方向に延びる第１及び第２の制御
ラインであって、前記第１及び第２の制御ラインの差動並進運動によって、前記第１のジ
ョー部材が前記第２の軸を中心として旋回する、第１及び第２の制御ラインと、
　前記第２のジョー部材から前記シャフトを通って近位方向に延びる第３及び第４の制御
ラインであって、前記第３及び第４の制御ラインの差動並進運動によって、前記第２のジ
ョー部材が前記第２の軸を中心として旋回する、第３及び第４の制御ラインと、を更に備
える、請求項１０に記載の器具。
【請求項１４】
　前記第１のジョー部材が、前記第２の軸を中心として配置されたプーリを備え、前記第
１及び第２の第１のジョー制御ラインが前記プーリの周囲に延びる、請求項１３に記載の
器具。
【請求項１５】
　前記第１及び第２のジョー部材が、前記第２の軸を中心として、個別に、及び一緒に旋
回可能である、請求項１０に記載の器具。
【請求項１６】
　前記ジョーアセンブリと連結されて前記シャフトを通って近位方向に延びる第１の軸の
制御ラインを更に備え、前記第１の軸の制御ラインの近位方向への並進運動が、前記ジョ
ーアセンブリを前記第１の軸を中心として近位方向に旋回させる、請求項１０に記載の器
具。
【請求項１７】
　前記超音波ブレードが、伸長した位置から収縮した位置へと前記長手方向軸に対して平
行な方向に並進運動可能である、請求項１０に記載の器具。
【請求項１８】
　前記第１の軸を中心とした前記ジョーアセンブリの運動範囲が、前記超音波ブレードが
前記収縮した位置にある場合に大きくなる、請求項１７に記載の器具。
【請求項１９】
　前記ジョーアセンブリが前記超音波ブレードの方向に向けられた面を画定し、前記面と
連結されたクランプパッド材料を更に備える、請求項１０に記載の器具。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本出願は、同時に出願された以下の米国特許出願に関連するものであり、これらの出願
の全容を参照により本明細書に援用するものである。
　米国特許出願第＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿号、発明の名称「Ｈａｐｔｉｃ　Ｆｅｅｄｂ
ａｃｋ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　ｆｏｒ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｒｏｂｏ」、代理人整理番号ＥＮ
Ｄ７０４２ＵＳＮＰ／１１０３８８、
　米国特許出願第＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿号、発明の名称「Ｌｏｃｋｏｕｔ　Ｍｅｃｈ
ａｎｉｓｍ　ｆｏｒ　Ｕｓｅ　ｗｉｔｈ　Ｒｏｂｏｔｉｃ　Ｅｌｅｃｔｒｏｓｕｒｇｉｃ
ａｌ　Ｄｅｖｉｃｅ」、代理人整理番号ＥＮＤ７０４３ＵＳＮＰ／１１０３８９、
　米国特許出願第＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿号、発明の名称「Ｃｌｏｓｅｄ　Ｆｅｅｄｂ
ａｃｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｆｏｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｄｅｖｉｃｅ」、
代理人整理番号ＥＮＤ７０４４ＵＳＮＰ／１１０３９０、
　米国特許出願第＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿号、発明の名称「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓ
ｔｒｕｍｅｎｔｓ　ｗｉｔｈ　Ａｒｔｉｃｕｌａｔｉｎｇ　Ｓｈａｆｔｓ」、代理人整理
番号ＥＮＤ６４２３ＵＳＮＰ／１１０３９２、
　米国特許出願第＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿号、発明の名称「Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｓ
ｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ　ｗｉｔｈ　Ｄｉｓｔａｌｌｙ　Ｐｏｓｉｔｉ
ｏｎｅｄ　Ｔｒａｎｓｄｕｃｅｒｓ」、代理人整理番号ＥＮＤ６８１９ＵＳＮＰ／１１０
３９３、
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　米国特許出願第＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿号、発明の名称「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓ
ｔｒｕｍｅｎｔｓ　ｗｉｔｈ　Ａｒｔｉｃｕｌａｔｉｎｇ　Ｓｈａｆｔｓ」、代理人整理
番号ＥＮＤ７０４７ＵＳＮＰ／１１０３９４、
　米国特許出願第＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿号、発明の名称「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓ
ｔｒｕｍｅｎｔｓ　ｗｉｔｈ　Ａｒｔｉｃｕｌａｔｉｎｇ　Ｓｈａｆｔｓ」、代理人整理
番号ＥＮＤ７０４９ＵＳＮＰ／１１０３９６、
　米国特許出願第＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿号、発明の名称「Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｓ
ｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ　ｗｉｔｈ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｍｅｃｈａｎｉ
ｓｍｓ」、代理人整理番号ＥＮＤ７０５０ＵＳＮＰ／１１０３９７、及び
　米国特許出願第＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿号、発明の名称「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓ
ｔｒｕｍｅｎｔｓ　Ｗｉｔｈ　Ｆｌｕｉｄ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ」、代
理人整理番号ＥＮＤ７０５１ＵＳＮＰ／１１０３９９。
【背景技術】
【０００２】
　異なる実施形態は、ジョーアセンブリの遠位に配置された超音波器具に関するものであ
る。
【０００３】
　超音波メスなどの超音波外科用装置はそれらの固有の性能特性のために外科手術におけ
る多くの用途において使用されている。特定の装置の構成及び手術パラメータに応じて、
超音波外科用装置は組織の切断及び凝固による止血をほぼ同時に行うことが可能であり、
望ましくは患者の外傷を最小に抑える。超音波外科用装置は、近位に配置された超音波ト
ランスデューサ、並びに組織を切断及びシールするための超音波ブレードを備えた、遠位
に取り付けられたエンドエフェクタを有する超音波トランスデューサと結合された器具を
備えている。エンドエフェクタは一般的に、シャフトを介してハンドル及び／又はロボッ
ト外科用器具のいずれかと結合されている。ブレードは、シャフトを通って延びる導波管
を介してトランスデューサと音響的に結合されている。このような超音波外科用装置は、
開放手術における使用、ロボット支援手術を含む腹腔鏡又は内視鏡手術用に構成すること
ができる。
【０００４】
　超音波エネルギーは、電気外科手術で用いられるよりも低い温度を使用して組織を切断
し、凝固させる。超音波ブレードは高周波（例えば、毎秒５５，５００回）で振動し、組
織中のタンパク質を変性させて粘着性の凝塊を形成する。ブレード表面により組織に加え
られる圧力によって血管が圧し潰され、凝塊が止血シールを形成する。外科医は、エンド
エフェクタにより組織に加えられる力によって切断速度及び凝固、力が加えられる時間、
及び選択されるエンドエフェクタの偏位レベルを制御することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　臨床医は、超音波及び／又はＲＦエネルギーの作用を方向付けるために器具のシャフト
の遠位部分を関節運動させることがしばしば望ましい。このような関節運動は困難であり
、超音波導波管が、近位に配置されたトランスデューサから遠位に配置された超音波ブレ
ードに延びる実施形態では制限される。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
　様々な実施形態の特徴が、特許請求の範囲で詳細に示される。ただし、構成及び操作方
法の両方に関する様々な実施形態は、それらの利点と共に、以下の説明を以下の添付図面
と併せて参照すれば最もよく理解することができる。
【図１】外科用器具と超音波発生装置とを含む外科用システムの１つの実施形態を示す。
【図２】図１に示される外科用器具の１つの実施形態を示す。
【図３】超音波エンドエフェクタの１つの実施形態を示す。
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【図４】超音波エンドエフェクタの別の実施形態を示す。
【図５】図１に示される外科用器具の１つの実施形態の分解組立図を示す。
【図６】図１に示される外科用器具の１つの実施形態の切欠図を示す。
【図７】図１に示される外科用器具の１つの実施形態の異なる内部の構成要素を示す。
【図８】外科用器具と超音波発生装置とを含む外科用システムの１つの実施形態の上面図
を示す。
【図９】図１の外科用器具の１つの例示的な実施形態に含まれる回転アセンブリの１つの
実施形態を示す。
【図１０】単一要素エンドエフェクタを有する外科用器具を含む外科用システムの１つの
実施形態を示す。
【図１１】ロボット外科システムの１つの実施形態のブロック図を示す。
【図１２】ロボットアームカートの１つの実施形態を示す。
【図１３】図１２のロボットアームカートのロボットマニピュレータの１つの実施形態を
示す。
【図１４】代替的なセットアップ関節構造を有するロボットアームカートの１つの実施形
態を示す。
【図１５】図１１～１４のロボットアームカートなど、ロボットアームカートと併せて使
用することができるコントローラの１つの実施形態を示す。
【図１６】ロボットシステムとの使用に適応した超音波外科用器具の１つの実施形態を示
す。
【図２５】ロボットシステムとの使用に適応した電気外科用器具の１つの実施形態を示す
。
【図１７】図１６に示される外科用器具を受容して制御する手術マニピュレータに連結す
ることができる器具駆動アセンブリの１つの実施形態を示す。
【図１８】図１６の外科用器具を含む図２６の器具駆動アセンブリ実施形態の別の図を示
す。
【図１９】図２６の器具駆動アセンブリ実施形態のアダプタ部の更なる図を示す。
【図２０】図２６の器具駆動アセンブリ実施形態のアダプタ部の更なる図を示す。
【図２１】図２６の器具駆動アセンブリ実施形態のアダプタ部の更なる図を示す。
【図２２】被駆動要素の運動を外科用器具の運動に変換する構成要素を示す、図１６の器
具取り付け部の１つの実施形態を示す。
【図２３】被駆動要素の運動を外科用器具の運動に変換する構成要素を示す、図１６の器
具取り付け部の１つの実施形態を示す。
【図２４】被駆動要素の運動を外科用器具の運動に変換する構成要素を示す、図１６の器
具取り付け部の１つの実施形態を示す。
【図２５】被駆動要素の回転を、シャフトの軸を中心とする回転運動に変換する代替的な
機構例、及び、シャフトの軸に沿う１つ又はそれ以上の部材の往復並進を生成する代替的
な機構例を示す、図１６の器具取り付け部の代替的な実施形態を示す。
【図２６】被駆動要素の回転を、シャフトの軸を中心とする回転運動に変換する代替的な
機構例、及び、シャフトの軸に沿う１つ又はそれ以上の部材の往復並進を生成する代替的
な機構例を示す、図１６の器具取り付け部の代替的な実施形態を示す。
【図２７】被駆動要素の回転を、シャフトの軸を中心とする回転運動に変換する代替的な
機構例、及び、シャフトの軸に沿う１つ又はそれ以上の部材の往復並進を生成する代替的
な機構例を示す、図１６の器具取り付け部の代替的な実施形態を示す。
【図２８】被駆動要素の回転を、シャフトの軸を中心とする回転運動に変換する別の代替
的な機構例を示す、図１６の器具取り付け部の代替的な実施形態を示す。
【図２９】被駆動要素の回転を、シャフトの軸を中心とする回転運動に変換する別の代替
的な機構例を示す、図１６の器具取り付け部の代替的な実施形態を示す。
【図３０】被駆動要素の回転を、シャフトの軸を中心とする回転運動に変換する別の代替
的な機構例を示す、図１６の器具取り付け部の代替的な実施形態を示す。
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【図３１】被駆動要素の回転を、シャフトの軸を中心とする回転運動に変換する別の代替
的な機構例を示す、図１６の器具取り付け部の代替的な実施形態を示す。
【図３２】被駆動要素の回転を、シャフトの軸を中心とする回転運動に変換する別の代替
的な機構例を示す、図１６の器具取り付け部の代替的な実施形態を示す。
【図３３】シャフトの軸に沿う部材の差動並進用（例えば、関節運動）の代替的な機構例
を示す、器具取り付け部の代替的な実施形態を示す。
【図３４】シャフトの軸に沿う部材の差動並進用（例えば、関節運動）の代替的な機構例
を示す、器具取り付け部の代替的な実施形態を示す。
【図３５】シャフトの軸に沿う部材の差動並進用（例えば、関節運動）の代替的な機構例
を示す、器具取り付け部の代替的な実施形態を示す。
【図３６Ａ】シャフトの軸に沿う部材の差動並進用（例えば、関節運動）の代替的な機構
例を示す、器具取り付け部の代替的な実施形態を示す。
【図３６Ｂ】内部電源及びエネルギー源を備えるツール取り付け部の１つの実施形態を示
す。
【図３６Ｃ】内部電源及びエネルギー源を備えるツール取り付け部の１つの実施形態を示
す。
【図３７】遠位に配置されたジョーアセンブリを有する外科用器具の遠位部分の１つの実
施形態を示す。
【図３８】遠位に配置されたジョーアセンブリを有する外科用器具の遠位部分の１つの実
施形態を示す。
【図３９】図３７～３８の外科用器具の遠位部分の１つの実施形態の正面図である。
【図４０】ロボット外科システムとともに使用するための器具取り付け部へ連結された図
３７～３８の外科用器具の遠位部分の１つの実施形態を示す。
【図４１】ロボット外科システムとともに使用するための器具取り付け部へ連結された図
３７～３８の外科用器具の遠位部分の１つの実施形態を示す。
【図４２】更なる制御機構を示す、図３７～３８の外科用器具の遠位部分の１つの実施形
態を示す。
【図４３】更なる制御機構を示す、図３７～３８の外科用器具の遠位部分の１つの実施形
態を示す。
【図４４】更なる制御機構を示す、図３７～３８の外科用器具の遠位部分の１つの実施形
態を示す。
【図４５Ａ】図３７～３８の外科用器具の異なる制御ラインを作動させるための例示的な
機構を示した、器具取り付け部の１つの実施形態を示す。
【図４５Ｂ】ルータの１つの実施形態の側面図を示す。
【図４６】収縮可能な超音波ブレードを有する図３７～３８の外科用器具の遠位部分の１
つの実施形態を示す。
【図４７】収縮可能な超音波ブレードを有する図３７～３８の外科用器具の遠位部分の１
つの実施形態を示す。
【図４８】超音波ブレードを伸長及び収縮させるように構成されたロボット外科システム
の器具取り付け部と連結された図３７～３８の外科用器具の遠位部分の１つの実施形態を
示す。
【図４９】外部トランスデューサを有するロボット外科システムの器具取り付け部に連結
された図３７～３８の外科用器具の遠位部分の代替的な１つの実施形態を示す。
【図５０】図４９に示されるような図３７～３８の外科用器具の遠位部分の更なる図を示
す。
【図５１】クランプパッドを有するジョーアセンブリの１つの実施形態を示す。
【図５２】Ｕ字状ジョー部材を有するジョーアセンブリを有する外科用器具の遠位部分の
１つの実施形態を示す。
【図５３】Ｕ字状ジョー部材を有するジョーアセンブリを有する外科用器具の遠位部分の
１つの実施形態を示す。
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【図５４】Ｕ字状ジョー部材を有するジョーアセンブリを有する外科用器具の遠位部分の
１つの実施形態を示す。
【図５５】Ｕ字状ジョー部材を有するジョーアセンブリを有する外科用器具の遠位部分の
１つの実施形態を示す。
【図５６】Ｕ字状ジョー部材を有するジョーアセンブリを有する外科用器具の遠位部分の
１つの実施形態を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　本明細書に述べられる異なる実施形態は、遠位に配置された関節運動可能なジョーアセ
ンブリを含む外科用器具に関するものである。ジョーアセンブリは、シャフトの関節運動
に代えるか又はこれに加えて用いることができる。例えば、ジョーアセンブリを使用して
、組織を把持し、これを超音波ブレード、ＲＦ電極、又は組織を治療するための他の構成
要素に向かって動かすことができる。
【０００８】
　１つの例示的な実施形態によれば、外科用器具は、超音波ブレードが遠位方向に延びる
エンドエフェクタを含みうる。ジョーアセンブリは、関節運動可能であってもよく、少な
くとも２つの軸を中心として旋回することができる。第１の軸、すなわち手首旋回軸は、
器具シャフトの長手方向軸に対してほぼ垂直であってもよい。ジョーアセンブリは、ジョ
ーアセンブリが超音波ブレードとほぼ平行となる第１の位置からジョーアセンブリが超音
波ブレードとほぼ平行とならない第２の位置へと手首旋回軸を中心として旋回することが
できる。更に、ジョーアセンブリは、第２の軸、すなわちジョー旋回軸を中心として旋回
可能な第１及び第２のジョー部材を有することができる。ジョー旋回軸は、手首旋回軸に
対してほぼ垂直であってもよい。特定の実施形態では、ジョーアセンブリが手首旋回軸を
中心として旋回する際にジョー旋回軸自体が旋回することができる。第１及び第２のジョ
ー部材は、「開き」、かつ「閉じる」ことができるように、ジョー旋回軸を中心として互
いに対して旋回することができる。更に、特定の実施形態では、第１及び第２のジョー部
材は、第１及び第２のジョー部材の方向が変化することができるようにジョー旋回軸を中
心として一緒に旋回可能であってもよい。
【０００９】
　異なる実施形態において、ジョーアセンブリは、ジョーアセンブリからロボット外科シ
ステムの手動ハンドル及び／又は器具取り付け部にまで近位方向に延びる一連のライン及
び／又はケーブルによって制御される。第１及び第２のラインは、手首旋回軸を中心とし
たジョーアセンブリの旋回運動を制御することができる。第１のラインは、手首旋回軸か
らオフセットした位置においてジョーアセンブリと連結することができる。第２のライン
は、手首旋回軸からオフセットした、前記第１の位置とほぼ反対側の第２の位置において
ジョーアセンブリと連結することができる。第１及び第２のラインの差動並進運動により
、手首旋回軸を中心としたジョーアセンブリの旋回運動が生じうる。例えば、一方のライ
ンの近位方向への並進運動により、ジョーアセンブリは、シャフトの長手方向軸から離れ
、近位方向に並進運動するラインに近づく方向に旋回することができる。特定の実施形態
では、ジョーアセンブリは、手首旋回軸を中心として配置されたプーリを有することがで
きる。第１及び第２のラインは、プーリの周囲に巻きつけられた１本のラインの第１及び
第２の端部であってもよい。
【００１０】
　第１及び第２のジョー部材も同様に制御することができる。例えば、特定の実施形態で
は、各ジョー部材は、ジョーアセンブリからシャフトを通ってロボット外科システムの手
動ハンドル及び／又は器具取り付け部にまで近位方向に延びる２本の制御ラインに連結さ
れる。各ジョー部材の制御ラインは、ジョー旋回軸を中心として互いからオフセットして
もよく、これにより、一方の制御ラインの近位方向への並進運動が、ジョー旋回軸を中心
として第１の方向にジョーを旋回させ、他方の制御ラインの近位方向への並進運動が、ジ
ョー旋回軸を中心として第１の方向と反対の第２の方向にジョーを旋回させる。特定の実
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施形態では、第１及び第２のジョー部材はジョー旋回軸を中心として配置されたプーリを
有し、各ジョー部材の第１及び第２の制御ラインは、それぞれのプーリの周囲に巻きつけ
られた１本の制御ラインの両端である。特定の実施形態では、ジョー部材は別々に制御可
能である。例えば、ジョー部材同士は、ジョー旋回軸を中心として開閉することができ、
更にジョー旋回軸を中心として一緒に旋回することができる。
【００１１】
　超音波及び／又は電気外科的要素を含むエンドエフェクタを有する手動及びロボット外
科用器具の例示的な実行形態を示す実施形態を含む、複数の実施形態を以下に詳細に参照
する。可能な場合、同様又は類似の参照符合を各図において使用する場合があり、これら
の参照符合は同様又は類似の機能を示しうる。各図は、開示される外科用器具及び／又は
使用方法の例示的実施形態を、あくまで例示のみを目的として示すものである。当業者で
あれば、以下の説明より、本明細書に示される構造及び方法の代替的な例示的実施形態を
、本明細書に述べられる原理から逸脱することなく用いうる点は、直ちに理解されるとこ
ろであろう。
【００１２】
　図１は、超音波外科用器具１０の１つの実施形態の右側面図である。図に示される実施
形態では、超音波外科用器具１０は、内視鏡手術又は従来の開放性外科手術を含む様々な
外科手術において使用することができる。１つの例示的な実施形態では、超音波外科用器
具１０は、ハンドルアセンブリ１２、長尺状シャフトアセンブリ１４、及び超音波トラン
スデューサ１６を有する。ハンドルアセンブリ１２は、トリガアセンブリ２４、遠位回転
アセンブリ１３、及びスイッチアセンブリ２８を備える。長尺状シャフトアセンブリ１４
はエンドエフェクタアセンブリ２６を備え、このエンドエフェクタアセンブリ２６は、組
織を切断するか、又は血管及び／又は組織を相互に把持、切断、及び凝固するための要素
と、エンドエフェクタアセンブリ２６を作動するための作動要素とから構成されている。
ハンドルアセンブリ１２は、超音波トランスデューサ１６を近位端に受容するように構成
されている。超音波トランスデューサ１６は、長尺状シャフトアセンブリ１４及びエンド
エフェクタアセンブリ２６の部分に機械的に係合されている。超音波トランスデューサ１
６は、ケーブル２２を介して発生器２０に電気的に接続されている。大部分の図は、腹腔
鏡外科的処置に関連して使用される複数のエンドエフェクタアセンブリ２６を示している
が、より従来的な開放性外科的処置及び他の実施形態において超音波外科用器具１０を用
いることができ、これを内視鏡手術で使用されるように構成することができる。本明細書
における目的では、超音波外科用器具１０は内視鏡器具に関して説明されるが、開腹型及
び／又は腹腔鏡型の超音波外科用器具１０も、本明細書に述べられるものと同じか又は同
様の動作要素及び機構を有しうるものと考えられる。
【００１３】
　異なる実施形態では、発生器２０は、モジュール及び／又はブロックなど、複数の機能
的要素を有する。異なる種類の外科用装置を駆動するために異なる機能的要素又はモジュ
ールを構成することができる。例えば、超音波発生器モジュール２１は、超音波外科用器
具１０など、超音波装置を駆動することができる。いくつかの例示的な実施形態では、発
生器２０は、電気外科用装置を駆動するための電気外科／ＲＦ発生器モジュール２３（又
は超音波外科用器具１０の電気外科的実施形態）を更に有する。図１に示される例示的な
実施形態では、発生器２０は、発生器２０と統合された制御システム２５、及びケーブル
２７を介して発生器と接続されたフットスイッチ２９とを含む。発生器２０は、器具１０
のような外科用器具を作動するトリガ機構を備えてもよい。トリガ機構は、電源スイッチ
（図示せず）及びフットスイッチ２９を含みうる。発生器２０は、フットスイッチ２９に
よって作動されると、エネルギーを提供して外科用器具１０の音響アセンブリを駆動し、
エンドエフェクタ１８を予め定められた偏位レベルにて駆動することができる。発生器２
０は音響アセンブリの任意の適当な共振周波数にて音響アセンブリを駆動若しくは励起し
、かつ／又は治療レベル／治療レベル未満の電磁／ＲＦエネルギーを誘導する。
【００１４】
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　１つの実施形態では、電気外科的／ＲＦ発生器モジュール２３は、高周波（ＲＦ）エネ
ルギーを用いてバイポーラ電気外科手術を行うのに充分な電力を供給することができる電
気外科ユニット（ＥＳＵ）として実施することもできる。１つの実施形態では、ＥＳＵは
、ジョージア州マリエッタ所在のＥＲＢＥ　ＵＳＡ社より市販されるバイポーラＥＲＢＥ
　ＩＣＣ　３５０であってもよい。バイポーラ電気外科手術用途では、上記に述べたよう
に活性電極及び戻り電極を有する外科用器具を使用することができ、その場合、電流が組
織を通って活性電極から戻り電極に流れることができるように、活性電極及び戻り電極を
、処置を行う組織と接するか、又は隣接して配置することができる。したがって、電気外
科的／ＲＦモジュール２３発生器は、組織Ｔを処置するのに充分な電気エネルギーを組織
に印加する（例えば、焼灼）ことにより、治療目的に合うように構成することができる。
例えば、特定の実施形態では、活性及び／又は戻り電極を、本明細書に述べられるジョー
アセンブリ上に配置することができる。
【００１５】
　１つの実施形態では、電気外科的／ＲＦ発生器モジュール２３は、組織インピーダンス
測定モジュールを実施するために、治療レベル未満のＲＦ信号を供給するように構成され
てもよい。１つの実施形態では、電気外科的／ＲＦ発生器モジュール２３は、以下により
詳細に述べられるバイポーラ高周波発生器を有する。１つの実施形態では、電気外科的／
ＲＦ発生器モジュール１２は、組織Ｔの電気的インピーダンスＺを監視し、エンドエフェ
クタアセンブリ２６のクランプ部材上に設けられた戻り電極により、組織Ｔに基づいて時
間及び電力レベルの特性を制御するよう構成することができる。したがって、電気外科的
／ＲＦ発生器モジュール２３は、組織Ｔのインピーダンス又は他の電気的特性を測定する
ための治療レベル未満の目的に合わせて構成することができる。組織Ｔのインピーダンス
又は他の電気的特性を測定するための技術及び回路構成については、本願と同一譲受人に
譲渡された、発明の名称が「超音波外科用器具用の電気外科的発生器（Electrosugical G
enerator for Ultrasonic Surgical Instrument）」である米国特許出願公開第２０１１
／００１５６３１号においてより詳細に検討されており、当該出願の開示内容をその全体
にわたって本明細書に援用するものである。
【００１６】
　いずれも参照により本明細書に援用するところの以下の米国特許の１つ以上に開示され
るように、好適な超音波発生器モジュール２１は、オハイオ州シンシナティ所在のＥｔｈ
ｉｃｏｎ　Ｅｎｄｏ－Ｓｕｒｇｅｒｙ社より販売されるＧＥＮ３００と同様の要領で機能
的に動作するように構成することができる。すなわち、米国特許第６，４８０，７９６号
（Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｉｍｐｒｏｖｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｓｔａｒｔ　Ｕｐ　ｏｆ　ａｎ
　Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｕｎｄｅｒ　Ｚｅｒｏ　Ｌｏａｄ　Ｃｏｎｄｉ
ｔｉｏｎｓ）、米国特許第６，５３７，２９１号（Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｄｅｔｅｃｔ
ｉｎｇ　Ｂｌａｄｅ　Ｂｒｅａｋａｇｅ　Ｕｓｉｎｇ　Ｒａｔｅ　ａｎｄ／ｏｒ　Ｉｍｐ
ｅｄａｎｃｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）、米国特許第６，６６２，１２７号（Ｍｅｔｈ
ｏｄ　ｆｏｒ　Ｄｅｔｅｃｔｉｎｇ　Ｐｒｅｓｅｎｃｅ　ｏｆ　ａ　Ｂｌａｄｅ　ｉｎ　
ａｎ　Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｓｙｓｔｅｍ）、米国特許第６，９７７，４９５号（Ｄｅ
ｔｅｃｔｉｏｎ　Ｃｉｒｃｕｉｔｒｙ　ｆｏｒ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｈａｎｄｐｉｅｃｅ
　Ｓｙｓｔｅｍ）、米国特許第７，０７７，８５３号（Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｃａｌｃ
ｕｌａｔｉｎｇ　Ｔｒａｎｓｄｕｃｅｒ　Ｃａｐａｃｉｔａｎｃｅ　ｔｏ　Ｄｅｔｅｒｍ
ｉｎｅ　Ｔｒａｎｓｄｕｃｅｒ　Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ）、米国特許第７，１７９，２
７１号（Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｄｒｉｖｉｎｇ　ａｎ　Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｓｙｓ
ｔｅｍ　ｔｏ　Ｉｍｐｒｏｖｅ　Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｂｌａｄｅ　Ｒｅｓｏ
ｎａｎｃｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ａｔ　Ｓｔａｒｔｕｐ）、及び米国特許第７，２７３
，４８３号（Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ａｌｅｒｔｉｎｇ　
Ｇｅｎｅｒａｔｏｒ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ　ｉｎ　ａｎ　Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｓｕｒｇ
ｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ）。
【００１７】
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　様々な実施形態では、発生器２０は、複数のモードで動作するように構成しうる点は認
識されるであろう。１つのモードでは、発生器２０は、超音波発生器モジュール２１と電
気外科的／ＲＦ発生器モジュール２３とを独立して動作させることができるように構成す
ることができる。
【００１８】
　例えば、超音波発生器モジュール２１を作動させて超音波エネルギーをエンドエフェク
タアセンブリ２６に印加し、続いて治療レベル又は治療レベル未満のＲＦエネルギーを電
気外科的／ＲＦ発生器モジュール２３によりエンドエフェクタアセンブリ２６に印加する
ことができる。上記に述べたように、治療レベル未満の電気外科的／ＲＦエネルギーを、
エンドエフェクタアセンブリ２６のクランプ要素間にクランプ締めされた組織に印加する
ことによって組織のインピーダンスを測定して超音波発生器モジュール２１の作動を制御
するか又は作動を変更することができる。治療レベル未満のエネルギーの印加からの組織
インピーダンスのフィードバックを利用して、電気外科的／ＲＦ発生器モジュール２３を
治療レベルで作動させることによって、エンドエフェクタアセンブリ２６のクランプ要素
間にクランプ締めされた組織（例えば、血管）を封止することもできる。
【００１９】
　別の実施形態では、超音波発生器モジュール２１と電気外科的／ＲＦ発生器モジュール
２３とを同時に作動させることができる。１つの例では、超音波発生器モジュール２１を
、治療レベル未満のＲＦエネルギーレベルと同時に始動させることにより、エンドエフェ
クタアセンブリ２６の超音波ブレードがエンドエフェクタアセンブリ２６のクランプ要素
間にクランプ締めされた組織（又は血管）を切断して凝固させる間に組織のインピーダン
スが同時に測定される。このようなフィードバックを利用して、例えば、超音波発生器モ
ジュール２１の駆動出力を調整することができる。別の例では、超音波発生器モジュール
２１を、電気外科的／ＲＦ発生器モジュール２３と同時に駆動することによって、エンド
エフェクタアセンブリ２６の超音波ブレード部分を使用して損傷した組織を切断すると同
時に電気外科的／ＲＦエネルギーをエンドエフェクタクランプアセンブリ２６の電極部に
印加して組織（又は血管）を封止することができる。
【００２０】
　発生器２０がトリガ機構によって作動される場合、発生器２０によって電気エネルギー
が音響アセンブリのトランスデューサ積層体又はアセンブリに連続的に印加される。別の
実施形態では、電気エネルギーは、発生器２０によって断続的に（例えば、パルス状）印
加される。発生器２０の制御システム内の位相固定ループによって、音響アセンブリから
のフィードバックを監視することができる。位相固定ループは、発生器２０によって送ら
れる電気エネルギーの周波数を、音響アセンブリの振動の選択された縦方向モードの共振
周波数と一致させるように調節する。更に、制御システム２５内の第２のフィードバック
ループが、音響アセンブリに供給される電流を予め選択された一定レベルに維持すること
により、音響アセンブリのエンドエフェクタ１８においてほぼ一定の偏位が実現される。
更に別の実施形態では、制御システム２５内の第３のフィードバックループが、エンドエ
フェクタアセンブリ２６内に配置された電極間のインピーダンスを監視する。図１～９は
手動操作される超音波外科用器具を示したものであるが、超音波外科用器具は、例えば、
本明細書に述べられるようなロボット用途、及び手動用途とロボット用途との組み合わせ
においても使用可能である点は認識されるであろう。
【００２１】
　超音波作動モードでは、音響アセンブリに供給される電気信号によって、エンドエフェ
クタ１８の遠位端を、例えば約２０ｋＨｚ～２５０ｋＨｚの範囲で縦方向に振動させるこ
とができる。異なる実施形態によれば、ブレード２２は、約５４ｋＨｚ～５６ｋＨｚの範
囲、例えば、約５５．５ｋＨｚで振動することができる。他の実施形態では、ブレード２
２は、例えば、約３１ｋＨｚ～約８０ｋＨｚなどの他の周波数で振動することができる。
ブレードにおける振動の偏位は、例えば、発生器２０によって音響アセンブリのトランス
デューサアセンブリに印加される電気信号の振幅を制御することにより制御することがで
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きる。上記に述べたように、発生器２０のトリガ機構は、電気エネルギーが音響アセンブ
リに連続的又は断続的に供給されるように使用者が発生器２０を作動することを可能とす
る。発生器２０は、電気外科ユニット又は従来の電気コンセントへの差し込み用の電力線
を更に有している。また、バッテリなどの直流（ＤＣ）電源によって発生器２０に電力供
給することも考えられる。発生器２０は、Ｅｔｈｉｃｏｎ　Ｅｎｄｏ－Ｓｕｒｇｅｒｙ社
より販売されるモデル番号ＧＥＮ０４及び／又はモデル番号ＧＥＮ１１などの任意の適当
な発生器を含みうる。
【００２２】
　図２は、ハンドルアセンブリ１２、遠位回転アセンブリ１３、長尺状シャフトアセンブ
リ１４、及びエンドエフェクタアセンブリ２６を示す、超音波外科用器具１０の１つの例
示的な実施形態の左斜視図である。図に示される実施形態では、長尺状シャフトアセンブ
リ１４は、エンドエフェクタアセンブリ２６と機械的に係合する寸法を有する遠位端５２
と、ハンドルアセンブリ１２及び遠位回転アセンブリ１３と機械的に係合する近位端５０
とを有している。長尺状シャフトアセンブリ１４の近位端５０は、ハンドルアセンブリ１
２及び遠位回転アセンブリ１３内に受容されている。長尺状シャフトアセンブリ１４、ハ
ンドルアセンブリ１２、及び遠位回転アセンブリ１３間の連結に関する更なる詳細は、図
５及び７の説明で与えられる。
【００２３】
　図に示される実施形態では、トリガアセンブリ２４は、固定ハンドル３４とともに作動
するトリガ３２を有している。固定ハンドル３４及びトリガ３２は、使用者と快適に相互
作用するように人間工学的に形成され、適合されている。固定ハンドル３４は、ハンドル
アセンブリ１２と一体的に関連付けられている。トリガ３２は、超音波外科用器具１０の
操作に関して以下に詳述されるように、固定ハンドル３４に対して旋回するように動かす
ことができる。トリガ３２は、使用者がトリガ３２に対して絞る力を加えると、固定ハン
ドル３４に近づく方向３３Ａに旋回するように動くことができる。バネ要素９８（図５）
は、使用者がトリガ３２に対して絞る力を開放すると、トリガ３２を方向３３Ｂに旋回す
るように動かす。
【００２４】
　１つの例示的な実施形態では、トリガ３２は長尺状トリガフック３６を備え、長尺状ト
リガフック３６は、長尺状トリガフック３６とトリガ３２との間に開口部３８を画定する
。開口部３８は、使用者の１乃至複数の指をそこを通して受容するのに適した大きさとな
っている。トリガ３２は、トリガ３２の基材を覆って成型された弾性部分３２ａを有して
もよい。このようなオーバーモールド弾性部分３２ａを形成することで、外向きの方向３
３Ｂにトリガ３２を制御するためのより快適な接触面が与えられる。１つの例示的な実施
形態では、オーバーモールド弾性部分３２ａは、長尺状トリガフック３６の一部を覆うよ
うに設けることができる。長尺状トリガフック３２の近位面は、使用者が指を開口部３８
の内側及び外側に容易に滑り動かせるように被覆されないままとするか、又は非弾性基質
で被覆される。別の実施形態では、トリガの形状は、使用者の１本乃至複数の指をそこを
通して受容するのに適した大きさの開口部を画定する、完全に閉じたループを形成する。
完全に閉じたループトリガは、トリガ基材を覆って成型される弾性部分を備えてもよい。
【００２５】
　１つの例示的な実施形態では、固定ハンドル３４は、近位接触面４０、及びグリップア
ンカー又はサドル面４２を備える。サドル面４２は、親指及び人差し指が手の上で合わさ
る蹼（みずかき）の上に載る。近位接触面４０は、リング又は開口を有さない通常のピス
トルグリップにおいて手のひらを受容するピストルグリップ輪郭を有する。近位接触面４
０のプロファイル曲線は、手のひらが収まるか又は手のひらを受容するような輪郭とする
ことができる。安定化尾部４４は、ハンドルアセンブリ１２のより近位の部分に向かって
配置される。安定化尾部４４は、ハンドルアセンブリ１２を安定させ、ハンドルアセンブ
リ１２をより制御可能にするために、親指と人差し指との間に配置される手の最も上の蹼
（みずかき）部分と接触することができる。
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【００２６】
　１つの例示的な実施形態では、スイッチアセンブリ２８は、トグルスイッチ３０を備え
ることができる。トグルスイッチ３０は、同時起動の可能性を排除するために、ハンドル
アセンブリ１２の内側に配置される中心旋回軸３０４を有する単一構成要素として実践さ
れうる。１つの例示的な実施形態では、トグルスイッチ３０は、最小電力レベル（例えば
、ＭＩＮ）と最大電力レベル（例えば、ＭＡＸ）との間の超音波トランスデューサ１６の
電源設定を設定するための第１の突起ノブ３０ａ及び第２の突起ノブ３０ｂを備える。別
の実施形態では、ロッカースイッチは、標準設定と特別設定との間を回転することができ
る。特別設定では、１つ又はそれ以上の特別プログラムを装置によって実行することがで
きる。トグルスイッチ３０は、第１の突起ノブ３０ａ及び第２の突起ノブ３０ｂが作動す
る際、中心旋回軸を中心に回転する。１つ又はそれ以上の突起ノブ３０ａ、３０ｂは、１
つ又はそれ以上のアームに連結され、それは、小アークを通って移動し、電気接触に、第
１又は第２の突起ノブ３０ａ、３０ｂの起動により超音波トランスデューサ１６を電気的
に通電させるか、又は電力を切るように電気回路を開閉させる。トグルスイッチ３０は、
超音波トランスデューサ２０の起動を制御するために発生器１６に連結される。トグルス
イッチ３０は、超音波トランスデューサ１６を起動し、超音波トランスデューサ１６に対
して１つ又はそれ以上の電源設定を設定するための１つ又はそれ以上の電源設定スイッチ
を備える。トグルスイッチ３０を起動するために必要な力は、サドル点４２に実質的に向
かうため、トグルスイッチ３０が起動される際、器具が手の中で回転しようとする傾向が
防止される。
【００２７】
　１つの例示的な実施形態では、第１及び第２の突起ノブ３０ａ、３０ｂは、ハンドルア
センブリ１２の遠位端上に配置され、それにより、それらは、ハンドグリップの最小の再
配置を伴うか、又は実質的に再配置を伴わずに電力を起動するために使用者によって容易
にアクセス可能であり得、トグルスイッチ３０を作動させている間に、制御を維持し、注
意を手術部位（例えば、腹腔鏡手術におけるモニタ）に集中させることを好適にする。突
起ノブ３０ａ、３０ｂは、様々な指の長さによってより容易にアクセス可能となり、扱い
難い位置、又は短い指のために起動へアクセスのより高い自由度を可能にするために、あ
る程度、ハンドルアセンブリ１２の側面を包み込むように構成されうる。
【００２８】
　図に示される実施形態では、第１の突起ノブ３０ａは、使用者が第１の突起ノブ３０ａ
と第２の突起ノブ３０ｂを区別することを可能にするために、示された実施形態では、複
数の接触要素３０ｃ、例えば、質感がある突起又は「隆起」を備える。ハンドルアセンブ
リ１２には、様々な人間工学的特徴を組み込むことができることが、当業者には理解され
よう。そのような人間工学的特徴は、その全容を参照により本明細書に援用するところの
米国特許出願公開公報第２００９／０１０５７５０号、発明の名称「Ｅｒｇｏｎｏｍｉｃ
　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ」に述べられている。
【００２９】
　１つの例示的な実施形態では、トグルスイッチ３０は、使用者の手によって操作されう
る。使用者は、不注意又は意図的でない起動を常に回避しつつ、任意の時点で第１及び第
２の突起ノブ３０ａ、３０ｂに容易にアクセスすることができる。トグルスイッチ３０は
、超音波アセンブリ１６及び／又は超音波アセンブリ１６への電力を制御するために指で
容易に操作されうる。例えば、人差し指を使用して、第１の接触部分３０ａを起動し、超
音波アセンブリ１６をオンにして、最大（ＭＡＸ）電力レベルにすることができる。人差
し指を使用して、第２の接触部分３０ｂを起動し、超音波アセンブリ１６をオンにして、
最小（ＭＩＮ）電力レベルにすることができる。別の実施形態では、ロッカースイッチが
、器具１０を標準設定と特別設定との間で回転させうる。特別設定では、１つ又はそれ以
上の特別プログラムを、器具１０によって実行することができる。トグルスイッチ３０は
、使用者が第１又は第２の突起ノブ３０ａ、３０ｂを見なくても操作されうる。例えば、
第１の突起ノブ３０ａ又は第２の突起ノブ３０ｂは、これらを見ずに第１と第２の突起ノ
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ブ３０ａ、３０ｂを触覚的に区別するために、粗い質感又は突起を備えることができる。
【００３０】
　１つの例示的な実施形態では、遠位回転アセンブリ１３は、長手方向軸「Ｔ」を中心と
するいずれの方向に、制限されることなく回転可能である。遠位回転アセンブリ１３は、
長尺状シャフトアセンブリ１４に機械的に係合される。遠位回転アセンブリ１３は、ハン
ドルアセンブリ１２の遠位端上に配置される。遠位回転アセンブリ１３は、円筒形のハブ
４６と、ハブ４６を覆うように形成される回転ノブ４８とを備える。ハブ４６は、長尺状
シャフトアセンブリ１４を機械的に係合する。回転ノブ４８は、縦溝彫りのポリマー形成
部を含むことができ、長尺状シャフトアセンブリ１４を回転させるために、指（例えば、
人差し指）によって係合されうる。ハブ４６は、回転ノブ４８を形成するために、一次構
造を覆うように成型される材料を備えることができる。回転ノブ４８は、ハブ４６を覆う
ようにオーバーモールドされうる。ハブ４６は、遠位端で露出される端部キャップ部分４
６ａを備える。ハブ４６の端部キャップ部分４６ａは、腹腔鏡手術中にトロカールの表面
に接触することができる。ハブ４６は、端部キャップ部分４６ａとトロカールとの間に生
じうるいかなる摩擦も軽減するために、ポリカーボネートなどの耐久性硬質プラスチック
で形成されうる。回転ノブ４８は、より正確な回転グリップを提供するために、隆起リブ
４８ａと、リブ４８ａの間に配置される凹部分４８ｂで形成される「扇形」又は縦溝を備
えることができる。１つの例示的な実施形態では、回転ノブ４８は、複数の縦溝（例えば
、３つ又はそれ以上の縦溝）を備えることができる。他の実施形態では、任意の好適な数
の縦溝が使用されうる。回転ノブ４８は、硬質プラスチック材料上にオーバーモールドさ
れるより柔らかいポリマー材料で形成されうる。例えば、回転ノブ４８は、例えば、ＧＬ
Ｓ社（GLS Corporation）によって作製されるバーサフレックス（登録商標）（Versaflex
（登録商標））ＴＰＥ合金を含む柔軟な弾性可撓性ポリマー材料で形成されうる。このよ
り柔らかいオーバーモールド材料は、より大きなグリップ及び回転ノブ４８の動作のより
正確な制御を提供することができる。滅菌に対する妥当な耐性を提供し、生体適合性であ
り、外科用手袋に対する妥当な摩擦抵抗を提供する任意の材料は、回転ノブ４８を形成す
るために使用されうる。
【００３１】
　１つの例示的な実施形態では、ハンドルアセンブリ１２は、第１の部分１２ａと、第２
の部分１２ｂとからなる２つのハウジング部分又は側板から形成される。遠位端から近位
端へハンドルアセンブリ１２を見る使用者の視点から、第１の部分１２ａは、右部分と見
なされ、第２の部分１２ｂは、左部分と見なされる。第１及び第２の部分１２ａ、１２ｂ
のそれぞれは、機械的に整列して互いに係合することによりハンドルアセンブリ１２を形
成するような寸法を有し、ハンドルアセンブリ１２の内部動作要素を格納する複数のイン
ターフェース６９（図５）を有している。ハンドルアセンブリ１２と一体的に関連する固
定ハンドル３４は、ハンドルアセンブリ１２の第１及び第２の部分１２ａ及び１２ｂを組
み立てることで形になる。複数の追加的な境界面（図示せず）は、例えば、エネルギー方
向／偏向点の超音波溶接の目的で、ハンドルアセンブリ１２の第１及び第２の部分１２ａ
及び１２ｂの周囲の様々な点で配置されうる。第１及び第２の部分１２ａ及び１２ｂ（並
びに以下に説明される他の構成要素）は、当該技術分野において既知の任意の方法で、一
体に組み立てられうる。例えば、整合ピン、スナップ様境界面、舌及び溝境界面、係止タ
ブ、接着ポートは、すべて、アセンブリの目的で、単独か、又は組み合わせてかのいずれ
かで利用されうる。
【００３２】
　１つの例示的な実施形態では、長尺状シャフトアセンブリ１４は、ハンドルアセンブリ
１２及び遠位回転アセンブリ１３を機械的に係合するように適合される近位端５０と、エ
ンドエフェクタアセンブリ２６を機械的に係合するように適合される遠位端５２とを備え
る。長尺状シャフトアセンブリ１４は、外側管状シース５６と、外側管状シース５６内に
配置される往復管状作動部材５８とを備える。管状往復管状作動部材５８の近位端は、ト
リガ３２の作動及び／又は開放に応答して方向６０Ａ又は６０Ｂのいずれかの方向に移動
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するように、ハンドルアセンブリ１２のトリガ３２に機械的に係合される。回転可能に移
動可能なトリガ３２は、長手方向軸「Ｔ」に沿って往復運動を生成しうる。そのような運
動は、例えば、エンドエフェクタアセンブリ２６のジョー又はクランピング機構の作動に
使用することができる。一連の連結部は、トリガ３２の旋回回転を、作動機構に連結する
ヨークの軸方向運動に変換し、それは、エンドエフェクタアセンブリ２６のクランピング
機構のジョーの開閉を制御する。管状往復管状作動部材５８の遠位端は、エンドエフェク
タアセンブリ２６に機械的に係合される。示された実施形態では、管状往復管状作動部材
５８の遠位端は、トリガ３２の作動及び／又は開放に応答してクランプアームアセンブリ
６４を開閉するために、旋回点７０を中心に旋回可能であるクランプアームアセンブリ６
４に機械的に係合される。例えば、示された実施形態では、クランプアームアセンブリ６
４は、トリガ３２が方向３３Ａに絞られる際、旋回点７０を中心に、開位置から閉位置に
方向６２Ａで移動可能である。クランプアームアセンブリ６４は、トリガ３２が方向３３
Ｂへ開放されるか、又は外向きに接触されるとき、旋回点７０を中心に、方向６２Ｂの閉
位置から開位置に移動可能である。
【００３３】
　１つの例示的な実施形態では、エンドエフェクタアセンブリ２６は、長尺状シャフトア
センブリ１４の遠位端５２に取り付けられ、クランプアームアセンブリ６４と、ブレード
６６とを含む。エンドエフェクタアセンブリ２６のクランピング機構のジョーは、クラン
プアームアセンブリ６４及びブレード６６によって形成される。ブレード６６は、超音波
作動式であり、超音波トランスデューサ１６に音響的に連結される。ハンドルアセンブリ
１２上のトリガ３２は、クランプアームアセンブリ６４の動作に影響するように機械的に
合わせて連携する駆動アセンブリに最終的に接続される。トリガ３２を方向３３Ａへ絞る
ことは、クランプアームアセンブリ６４を開位置から方向６２Ａに移動させ、クランプア
ームアセンブリ６４及びブレード６６は、互いに対して離間した関係において、クランプ
したか、又は閉位置へ配置され、クランプアームアセンブリ６４及びブレード６６は、そ
の間の組織を握るように連携する。クランプアームアセンブリ６４は、ブレード６６とク
ランプアーム６４との間の組織に係合するクランプパッド６９を備えることができる。ト
リガ３２を方向３３Ｂに開放することは、クランプアームアセンブリ６４を、閉じた関係
から開位置へ方向６２Ｂに移動させ、クランプアームアセンブリ６４及びブレード６６は
、互いに対して離間した関係に配置される。
【００３４】
　ハンドルアセンブリ１２の近位部分は、超音波アセンブリ１６の遠位端を受容するため
の近位開口部６８を備える。超音波アセンブリ１６は、近位開口部６８に挿入され、長尺
状シャフトアセンブリ１４に機械的に係合される。
【００３５】
　１つの例示的な実施形態では、トリガ３２の長尺状トリガフック３６部分は、より短い
全長及び回転運動を有する、より長いトリガレバーを提供する。長尺状トリガフック３６
のより長いレバーは、使用者が開口３８内で複数の指を使用して、長尺状トリガフック３
６を操作し、トリガ３２を方向３３Ｂで旋回させて、エンドエフェクタアセンブリ２６の
ジョーを開くことを可能にする。例えば、使用者は、３本の指を（例えば、中指、薬指、
及び小指）開口３８に挿入することができる。複数の指は、外科医が、エンドエフェクタ
アセンブリ２６を始動させるために、トリガ３２及び長尺状トリガフック３２６上により
高いインプット力を働かせることを可能にする。より短い全長及び回転運動は、トリガ３
２を方向３３Ａに閉じるか、若しくは絞るときか、又はトリガ３２を方向３３Ｂの外向き
の開口運動に開くとき、より快適なグリップをもたらし、指を更に外向きに伸展させる必
要が少なくなる。これは、方向３３Ｂへのトリガ３２の外向きの開口運動に関連する手の
疲労及び緊張を実質的に少なくする。トリガの外向きの開口運動は、バネ要素９８（図５
）によって、バネの補助を受け、疲労を軽減することを助ける。開くバネの力は、開くこ
との容易性を支援するために十分であるが、切開を広げる間の組織間緊張の触覚的な反応
に悪影響を与えるほど強くない。



(15) JP 6174136 B2 2017.8.2

10

20

30

40

50

【００３６】
　例えば、外科的処置中、いずれかの人差し指を使用して、長尺状のシャフトアセンブリ
１４の回転を制御し、エンドエフェクタアセンブリ２６のジョーを好適な向きで配置する
ことができる。中指及び／又は他の下の指を使用して、トリガ３２を絞り、ジョー内の組
織をつかむことができる。ジョーが所望の位置に配置され、ジョーが組織に対してクラン
プされると、人差し指を使用して、トグルスイッチ３０を始動し、超音波トランスデュー
サ１６の電力レベルを調整し、組織を治療することができる。組織が治療されると、次い
で、使用者は、中指及び／又は下の指で長尺状トリガフック３６を遠位方向に外向きに押
すことによってトリガ３２を開放し、エンドエフェクタアセンブリ２６のジョーを開くこ
とができる。この基本的方法は、使用者がハンドルアセンブリ１２のグリップを調整する
ことなく行うことができる。
【００３７】
　図３～４は、エンドエフェクタアセンブリ２６に対する長尺状シャフトアセンブリ１４
の接続を示す。前述の通り、示された実施形態では、エンドエフェクタアセンブリ２６は
、クランピング機構のジョーを形成する、クランプアームアセンブリ６４と、ブレード６
６とを備える。ブレード６６は、超音波トランスデューサ１６に音響的に連結される超音
波作動式のブレードであってもよい。トリガ３２は、駆動アセンブリに機械的に接続され
る。合わせて、トリガ３２及び駆動アセンブリは、クランプアームアセンブリ６４を開位
置に方向６２Ａで移動させるように機械的に連携し、クランプアームアセンブリ６４及び
ブレード６６は、互いに対して離間した関係において、クランプした、又は閉位置へ方向
６２Ｂで配置され、クランプアームアセンブリ６４及びブレード６６は、連携してその間
の組織をつかむ。クランプアームアセンブリ６４は、ブレード６６とクランプアーム６４
との間の組織に係合するクランプパッド６９を備えることができる。管状往復管状作動部
材５８の遠位端は、エンドエフェクタアセンブリ２６に機械的に係合される。示された実
施形態では、管状往復管状作動部材５８の遠位端は、トリガ３２の始動及び／又は開放に
応答してクランプアームアセンブリ６４を開閉するために、旋回点７０を中心に旋回可能
であるクランプアームアセンブリ６４に機械的に係合される。例えば、示された実施形態
では、クランプアームアセンブリ６４は、トリガ３２が方向３３Ａに絞られる際、旋回点
７０を中心に、開位置から閉位置に方向６２Ｂに移動可能である。クランプアームアセン
ブリ６４は、トリガ３２が方向３３Ｂに開放されるか、又は外向きに接触されるとき、旋
回点７０を中心に、閉位置から開位置に方向６２Ａに移動可能である。
【００３８】
　先述のように、クランプアームアセンブリ６４は、電気外科的／ＲＦ発生器モジュール
２３に電気的に連結された電極を含み得て、治療レベル及び／又は治療レベル未満のエネ
ルギーを受容し、ここで、電気外科的／ＲＦエネルギーは、ブレード６６に適用されてい
る超音波エネルギーと同時又は非同時に電極に適用されうる。そのようなエネルギーの起
動は、任意の好適な組み合わせで適用し、アルゴリズム又は他の制御ロジックと連携して
所望する組織効果を達成することができる。
【００３９】
　図５は、図２に示される超音波外科用器具１０の分解図である。図に示された実施形態
では、分解図は、ハンドルアセンブリ１２の内部要素、ハンドルアセンブリ１２、遠位回
転アセンブリ１３、スイッチアセンブリ２８、及び長尺状のシャフトアセンブリ１４を示
す。示された実施形態では、第１及び第２の部分１２ａ、１２ｂは、ハンドルアセンブリ
１２を形成するために嵌合される。第１及び第２の部分１２ａ、１２ｂは、それぞれ、ハ
ンドルアセンブリ１２を形成するために互いに機械的に整合し、係合し、超音波外科用器
具１０の内部動作要素を包囲する大きさである複数の境界面６９を備える。回転ノブ４８
は、円方向５４に３６０度まで回転しうるよう、外側管状シース５６に機械的に係合する
。外側管状シース５６は、往復管状作動部材５８を覆うように配置され、複数の連結要素
７２を介してハンドルアセンブリ１２内に機械的に係合され、保持される。連結要素７２
は、Ｏ－リング７２ａと、管カラーキャップ７２ｂと、遠位ワッシャ７２ｃと、近位ワッ
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シャ７２ｄと、ねじ山管カラー７２ｅとを備えることができる。往復管状作動部材５８は
、ハンドルアセンブリ１２の第１と第２の部分１２ａ、１２ｂとの間に保持される往復ヨ
ーク８４内に配置される。ヨーク８４は、往復ヨークアセンブリ８８の一部である。一連
の連結部は、長尺状トリガフック３２の旋回回転を、往復ヨーク８４の軸方向運動に変換
し、それは、超音波外科用器具１０の遠位端にあるエンドエフェクタアセンブリ２６のク
ランピング機構のジョーの開閉を制御する。１つの例示的な実施形態では、４リンク設計
は、例えば、比較的短い回転長さにおける機械利得を提供する。
【００４０】
　１つの例示的な実施形態では、超音波伝達導波管７８は、往復管状作動部材５８の内側
に配置される。超音波伝達導波管７８の遠位端５２は、ブレード６６に音響的に連結され
（例えば、直接的又は間接的に機械的に連結され）、超音波伝達導波管７８の近位端５０
は、ハンドルアセンブリ１２内に受容される。超音波伝達導波管７８の近位端５０は、以
下で詳述されるように、超音波トランスデューサ１６の遠位端に音響的に連結するように
適合される。超音波伝達導波管７８は、保護シース８０及びシリコーンリングなどの複数
の単離要素８２によって、長尺状シャフトアセンブリ１４の他の要素から単離される。外
側管状シース５６、往復管状作動部材５８、及び超音波伝達導波管７８は、ピン７４によ
って機械的に係合される。スイッチアセンブリ２８は、トグルスイッチ３０と、第１又は
第２の突起ノブ３０ａ、３０ｂの始動により超音波トランスデューサ１６を通電させる電
気要素８６ａ、ｂとを備える。
【００４１】
　１つの例示的な実施形態では、外側管状シース５６は、使用者又は患者を、超音波伝達
導波管７８の超音波振動から単離する。外側管状シース５６は、一般的に、ハブ７６を含
む。外側管状シース５６は、ハンドルアセンブリ１２の遠位端上に螺入される。超音波伝
達導波管７８は、外側管状シース５６の開口部を通って延在し、単離要素８２は、超音波
伝達導波管２４を外側管状シース５６から隔離する。外側管状シース５６は、ピン７４で
導波管７８に取り付けられうる。導波管７８においてピン７４を受容するための穴は、名
目上は変位節で生じうる。導波管７８は、スタッドによってハンドピースハンドルアセン
ブリ１２内にねじ込む又は留めることができる。ハブ７６上の平坦部分は、アセンブリが
必要なレベルまで捻られることを可能にすることができる。１つの例示的な実施形態では
、外側管状シース５６のハブ７６部分は、好ましくは、プラスチックから構築され、外側
管状シース５６の管状細長部分は、ステンレス鋼から作られる。あるいは、超音波伝達導
波管７８は、それを外側の接触から隔離するために、それを取り囲むポリマー材料を含ん
でもよい。
【００４２】
　１つの例示的な実施形態では、超音波伝達導波管７８の遠位端は、好ましくは腹で、又
はその付近の内部での螺入接続によって、ブレード６６の近位端に連結されうる。ブレー
ド６６は、溶接継手などの任意の好適な手段によって、超音波伝達導波管７８に取り付け
られうることが想到される。ブレード６６は、超音波伝達導波管７８から取り外し可能で
あってもよいが、単一要素エンドエフェクタ（例えば、ブレード６６）及び超音波伝達導
波管７８は、単一の一体型ピースとして形成されうることも想到される。
【００４３】
　１つの例示的な実施形態では、トリガ３２は連結機構に連結され、方向３３Ａ及び３３
Ｂのトリガ３２の回転運動を、方向６０Ａ及び６０Ｂに対応する往復管状作動部材５８の
直線運動に変換する。トリガ３２は、第１のヨークピン９２ａを受容するように内部に形
成された開口部を有する、第１のセットのフランジ９８を備える。第１のヨークピン９２
ａはまた、ヨーク８４の遠位端に形成された開口部のセットを通るように配置される。ト
リガ３２はまた、リンク９２の第１の端部９２ａを受容するための、第２のセットのフラ
ンジ９６も備える。トリガピン９０は、リンク９２及び第２のセットのフランジ９６に形
成される開口部に受容される。トリガピン９０は、リンク９２及び第２のセットのフラン
ジ９６に形成される開口部において受容され、トリガ３２に対するトリガ旋回点を形成す
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るために、ハンドルアセンブリ１２の第１及び第２の部分１２ａ、１２ｂに連結するよう
に適合される。リンク９２の第２の端部９２ｂは、ヨーク８４の近位端に形成されるスロ
ット３８４に受容され、第２のヨークピン９４ｂによってそこに保持される。トリガ３２
がトリガピン９０によって形成される旋回点１９０を中心に旋回可能に回転する際、ヨー
クは、矢印６０Ａ、Ｂによって示される方向で、長手方向軸「Ｔ」に沿って水平に並進す
る。
【００４４】
　図８は、超音波外科用器具１０の１つの例示的な実施形態を示す。示された実施形態で
は、超音波トランスデューサ１６の断面図をハンドルアセンブリ１２の部分切り取り図内
に示す。超音波外科用器具１０の１つの例示的な実施形態は、ハンドピースハウジング９
９を備える超音波トランスデューサ１６に連結される超音波信号発生器２０と、超音波作
動式の単一又は複数の要素エンドエフェクタアセンブリ２６とを備える。先述のように、
エンドエフェクタアセンブリ２６は、超音波作動式のブレード６６と、クランプアーム６
４とを備える。超音波トランスデューサ１６は、「ランジュバンスタック」として既知で
あるが、一般に変換部分１００、第１の共振器部分又はエンドベル１０２、及び第２の共
振器部分又はフォアベル１０４、及び付属構成要素を含む。これらの構成要素の全体の構
造は共振器である。超音波トランスデューサ１６は、好ましくは、後に詳述されるように
、長さが２分の１システム波長の整数（ｎλ／２であり、「ｎ」は、任意の正の整数、例
えば、ｎ＝１、２、３．．．である）である。音響アセンブリ１０６は、超音波トランス
デューサ１６と、ノーズコーン１０８と、速度変成器１１８と、表面１１０とを含む。
【００４５】
　１つの例示的な実施形態では、エンドベル１０２の遠位端は変換部分１００の近位端に
接続され、フォアベル１０４の近位端は変換部分１００の遠位端に接続される。フォアベ
ル１０４及びエンドベル１０２は、変換部分１００の厚さ、エンドベル１０２及びフォア
ベル２２を作製するのに使用される材料の密度及び弾性率、並びに超音波トランスデュー
サ１６の共振周波数などの多くの変数により決定される長さを有する。フォアベル１０４
は、速度変成器１１８又は代替のものが増幅を持たないとき、超音波振動の振幅を増幅す
るようにその近位端からその遠位端に内側に細くなっていてもよい。好適な振動周波数範
囲は、約２０Ｈｚ～３２ｋＨｚであり、より適切な振動周波数範囲は約３０～１０ｋＨｚ
であってもよい。好適な動作振動周波数は、例えば、およそ５５．５ｋＨｚであってもよ
い。
【００４６】
　１つの例示的な実施形態では、圧電素子１１２は、例えば、ジルコン酸チタン酸鉛、メ
タニオブ酸鉛、チタン酸鉛、チタン酸バリウム、又は他の圧電セラミック材料などの任意
の好適な材料から作ることができる。正極１１４、負極１１６、及び圧電素子１１２のそ
れぞれは、中心を通って延びる穴を有する。正極１１４及び負極１１６は、ワイヤ１２０
及び１２２にそれぞれ電気的に連結されている。ワイヤ１２０及び１２２は、ケーブル２
２内に封入され、超音波信号発生器２０に電気的に接続可能である。
【００４７】
　音響アセンブリ１０６の超音波トランスデューサ１６は、超音波信号発生器２０からの
電気信号を機械的エネルギーに変換し、それによって主として、超音波周波数における超
音波トランスデューサ１６及びエンドエフェクタアセンブリ２６のブレード６６部分の長
手方向の振動運動の音響定在波が得られる。別の実施形態では、超音波トランスデューサ
の振動運動は異なる方向に作用してもよい。例えば、振動運動は、長尺状シャフトアセン
ブリ１４の先端のより複雑な運動の局所長手方向の構成要素を含むことができる。好適な
発生器は、Ｅｔｈｉｃｏｎ　Ｅｎｄｏ－Ｓｕｒｇｅｒｙ社（オハイオ州、シンシナティ）
から、モデル番号ＧＥＮ１１として入手可能である。音響アセンブリ１０６が活性化され
ると、振動運動の定在波が音響アセンブリ１０６を通して発生する。超音波外科用器具１
０は、共鳴で操作するように設計され、それにより、所定の振幅の音響定在波パターンが
生み出される。音響アセンブリ１０６に沿う任意の点における振動運動の振幅は、振動運
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動が測定される音響アセンブリ１０６に沿う場所に依存する。振動運動定在波における最
小又はゼロ交差は、一般的に節（すなわち、運動が最小である）として称され、定在波に
おける局所的最大絶対値又はピークは、一般的に、腹（例えば、局所的運動は最大である
）として称される。腹とその最も近い節との間の距離は、波長の４分の１（λ／４）であ
る。
【００４８】
　ワイヤ１２０及び１２２は、超音波信号発生器２０から正極１１４及び負極１１６に電
気信号を伝達する。圧電素子１１２は、例えば、音響アセンブリ１０６において音響定在
波を生み出すためのフットスイッチなどのアクチュエータ２２４に応答して、超音波信号
発生器２０から供給される電気信号によって通電される。電気信号は、圧電素子１１２中
に、繰り返される小変位形態の乱れを起こし、材料中に大きな交互の圧縮及び伸張力をも
たらす。繰り返される小変位は、圧電素子１１２を連続的方式で電圧勾配の軸に沿って伸
縮させ、超音波エネルギーの長手方向の波を生成する。超音波エネルギーは、長尺状シャ
フトアセンブリ１４の伝達構成要素又は超音波伝達導波管部分７８を介してエンドエフェ
クタアセンブリ２６のブレード６６部分へ音響アセンブリ１０６を通って伝達される。
【００４９】
　１つの例示的な実施形態では、音響アセンブリ１０６がエネルギーをエンドエフェクタ
アセンブリ２６のブレード６６部分へ供給するために、音響アセンブリ１０６のすべての
構成要素は、ブレード６６に音響的に連結しなければならない。超音波トランスデューサ
１６の遠位端は、スタッド１２４などの螺入接続によって、表面１１０において超音波伝
達導波管７８の近位端に音響的に連結されてもよい。
【００５０】
　１つの例示的な実施形態では、音響アセンブリ１０６の構成要素は、好ましくは音響的
に調整され、それにより、任意のアセンブリの長さは、２分の１波長の整数（ｎλ／２）
であり、波長λは、音響アセンブリ１０６の予め選択されたか、又は作動中の長手方向振
動駆動周波数ｆｄの波長である。音響アセンブリ１０６は、音響要素の任意の好適な配列
を組み込んでもよいことも想到される。
【００５１】
　１つの例示的な実施形態では、ブレード６６は、２分の１システム波長（ｎλ／２）の
整数倍と実質的に等しい長さを有することができる。ブレード６６の遠位端は、遠位端の
最大縦方向の偏位を提供するために、腹付近に配置されうる。トランスデューサアセンブ
リが通電されると、ブレード６６の遠位端は、例えば、約１０～５００マイクロメートル
のピークからピークまでの範囲内で、好ましくは、例えば、５５ｋＨｚの予め定められた
振動周波数において、約３０～６４マイクロメートルの範囲内で移動するように構成され
うる。
【００５２】
　１つの例示的な実施形態では、ブレード６６は、超音波伝達導波管７８に連結されうる
。ここに示すように、ブレード６６及び超音波伝達導波管７８は、超音波エネルギーの伝
達のために好適な材料からの単一ユニット構成として形成される。こうした材料の例には
、Ｔｉ６Ａｌ４Ｖ（アルミニウム及びバナジウムを含むチタンの合金）、アルミニウム、
ステンレス鋼、又は他の好適な材料が挙げられる。或いは、ブレード６６は超音波伝達導
波管７８から分離可能（かつ異なる組成のもの）であって、例えば、スタッド、溶接、接
着剤、急速接続、又は他の好適な既知の方法によって連結されてもよい。超音波伝達導波
管７８の長さは、例えば、２分の１波長の整数（ｎλ／２）に実質的に等しくてもよい。
超音波伝達導波管７８は、例えば、上述のチタン合金（即ち、Ｔｉ６Ａｌ４Ｖ）若しくは
任意の好適なアルミニウム合金、又は他の合金など、超音波エネルギーを効率的に伝播す
るのに好適な材料から構築された中実コアシャフトから好ましくは作られてもよい。
【００５３】
　１つの例示的な実施形態では、超音波伝達導波管７８は、スタッド１２４などの螺入接
続によって、超音波伝達導波管７８の表面１１０に連結するために、近位端にある長手方
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向に突起する取り付け支柱を備える。超音波伝達導波管７８は、複数の節に配置された複
数の安定用のシリコーンリング又は適合する支持体８２（図５）を含むことができる。シ
リコーンリング８２は望ましくない振動を減衰させ、外側保護シース８０（図５）から超
音波エネルギーを隔離することで、ブレード６６の遠位端への長手方向の超音波エネルギ
ーの最大効率の流れを保証する。
【００５４】
　図９は、近位回転アセンブリ１２８の１つの例示的な実施形態を示す。示された実施形
態では、近位回転アセンブリ１２８は、円筒形のハブ１３５を覆うように挿入される近位
回転ノブ１３４を備える。近位回転ノブ１３４は、円筒形のハブ１３５の近位端上に形成
される、対応するスロット１３０に受容される複数の放射状突起１３８を備える。近位回
転ノブ１３４は、超音波トランスデューサ１６の遠位端を受容するための開口部１４２を
画定する。放射状突起１３８は、柔らかいポリマー材料で形成され、超音波トランスデュ
ーサ１６の遠位端が嵌合されたときに摩擦干渉嵌合を生じさせるために、超音波トランス
デューサ１６の外径に対して小さい直径を画定する。ポリマー放射状突起１３８は、超音
波トランスデューサ１６の外部ハウジングをしっかりと把持する「グリッパ」リブを形成
するために、開口部１４２へ半径方向に突出する。したがって、近位回転ノブ１３４は、
超音波トランスデューサ１６をしっかりと把持する。
【００５５】
　円筒形のハブ１３５の遠位端は、円周縁１３２と、円周軸受表面１４０とを備える。円
周縁はハウジング１２に形成された溝に係合し、円周軸受表面１４０はハウジング１２に
係合する。そのため、円筒形のハブ１３５は、ハウジング１２の２つのハウジング部分（
図示せず）内に機械的に保持される。円筒形のハブ１３５の円周縁１３２は、第１と第２
のハウジング部分１２ａ、１２ｂとの間に配置されるか、又は「嵌められ」、溝内の定位
置で自由に回転できる。円周軸受表面１４０は、適切な回転を補助するために、ハウジン
グの内側部分に対して位置する。そのため、円筒形のハブ１３５は、ハウジング内の定位
置で自由に回転できる。使用者は、ハウジング１２内で円筒形のハブ１３５を回転させる
ために、近位回転ノブ１３４上に形成される縦溝１３６を指又は親指のいずれかと係合さ
せる。
【００５６】
　１つの例示的な実施形態では、円筒形のハブ１３５は、ポリカーボネートなどの耐久性
プラスチックで形成されうる。１つの例示的な実施形態では、円筒形のハブ１３５は、シ
リコン処理をしたポリカーボネート材料で形成されうる。１つの例示的な実施形態では、
近位回転ノブ１３４は、例えば、ＧＬＳ社（GLS Corporation）によって作製されるＶｅ
ｒｓａｆｌｅｘ（登録商標）ＴＰＥ合金を含む柔軟な弾性可撓性ポリマー材料で形成され
うる。近位回転ノブ１３４は、例えば、エラストマ材料、Ｓａｎｔｏｐｒｅｎｅ（登録商
標）として周知の熱可塑性ゴム、他の熱可塑性加硫物（ＴＰＶ）、又はエラストマで形成
されうる。ただし、実施形態はこの文脈に限定されない。
【００５７】
　図１０は、単一要素エンドエフェクタ２７８を有する外科用器具２１０を含む外科用シ
ステム２００の１つの例示的な実施形態を示す。システム２００は、ここに示されるよう
に、エンドエフェクタ２７８に連結されたトランスデューサアセンブリ２１６と、エンド
エフェクタ２７８の近位部分の周りに位置決めされたシース２５６とを含むことができる
。トランスデューサアセンブリ２１６及びエンドエフェクタ２７８は、前述のトランスデ
ューサアセンブリ１６及びエンドエフェクタ１８と同様の要領で動作して、ブレード２２
６’を通じて組織に伝達できる超音波エネルギーを生み出すことができる。
【００５８】
　外科的な巧緻性を向上させるためだけでなく、外科医が直感的な方式で患者に手術でき
るようにするために、長年にわたって、様々な低侵襲性ロボット（又は「遠隔手術」）シ
ステムが開発されてきた。ロボット外科システムは、本明細書で説明するように、例えば
超音波器具を含め、多種多様な外科用器具と共に使用することができる。例示的なロボッ
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トシステムには、米国、カリフォルニア州サニーベール所在のＩｎｔｕｉｔｉｖｅ　Ｓｕ
ｒｇｉｃａｌ社により製造されるものが挙げられる。そのようなシステム及び他の製造業
者によるロボットシステムが、それぞれ参照によって本明細書に援用するところの米国特
許第５，７９２，１３５号、発明の名称「向上した巧緻性および感度で低侵襲性手術を行
うための関節を有する外科用器具（Articulated Surgical Instrument For Performing M
inimally Invasive Surgery With Enhanced Dexterity and Sensitivity）」、米国特許
第６，２３１，５６５号、発明の名称「手術作業を実施するためのロボットアームＤＬＵ
Ｓ（Robotic Arm DLUs For Performing Surgical Tasks）」、米国特許第６，７８３，５
２４号、発明の名称「超音波焼灼及び切断器械を備えたロボット手術用具（Robotic Surg
ical Tool With Ultrasound Cauterizing and Cutting Instrument）」、米国特許第６，
３６４，８８８号、発明の名称「最小侵襲手術機器におけるマスター及びスレーブのアラ
イメント（Alignment of Master and Slave In a Minimally Invasive Surgical Apparat
us）」、米国特許第７，５２４，３２０号、「ロボット手術用具のための機械式アクチュ
エータインターフェイスシステム（Mechanical Actuator Interface System For Robotic
 Surgical Tools）」、米国特許第７，６９１，０９８号、発明の名称「プラットフォー
ム関節手首（WristedPlatform Link Wrist Mechanism）」、米国特許第７，８０６，８９
１号、発明の名称「最小侵襲遠隔手術におけるマスター／スレーブ関係の再位置決め及び
再配向（Repositioning and Reorientation of Master/Slave Relationship in Minimall
y Invasive Telesurgery）」、及び米国特許第７，８２４，４０１号、発明の名称「手関
節型単極電気手術エンドエフェクタ（Surgical Tool With Monopolar Electrosurgical E
nd Effectors）」において開示されている。そのようなシステムの多くはしかしながら、
組織を効果的に切断及び締結するのに必要な大きさの力を発生させることが、これまでは
できなかった。
【００５９】
　図１１～２６は、ロボット外科システムの複数の例示的な実施形態を示す。いくつかの
実施形態では、開示されたロボット外科システムは、本明細書に説明する超音波又は電気
外科用器具を利用することができる。例示のロボット外科システムは本明細書に説明する
それらの器具のみに限定されず、任意の適合する外科用器具を利用しうることが当業者に
は明らかとなるであろう。本明細書に説明する様々な実施形態を、説明するロボット外科
システムと共に使用することができることと同時に、本開示はそのように限定されず、任
意の適合するロボット外科システムと共に使用できることが当業者にはさらに明らかとな
るであろう。
【００６０】
　図１１～１６は、いくつかの例示的なロボット外科システム及びその構成要素の構造及
び動作を示している。図１１は、例示的なロボット外科システム１０００のブロック図で
ある。システム１０００は、少なくとも１台のコントローラ５０８と、少なくとも１台の
アームカート５１０とを備えている。アームカート５１０は、ボックス５１２にて示され
る、１つ又はそれ以上のロボットマニピュレータ又はアームに機械的に連結されうる。ロ
ボットアーム５１２のそれぞれは、患者５０４に対して様々な手術作業を実施するための
１つ又はそれ以上の外科用器具５１４を備え得る。アーム５１２及び器具５１４を含めて
、アームカート５１０の動作は、臨床医５０２によってコントローラ５０８から指示され
うる。いくつかの実施形態では、第２の臨床医５０２’により操作される第２のコントロ
ーラ５０８’は、第１の臨床医５０２’と併せて、アームカート５１０の操作も指示しう
る。例えば、それぞれの臨床医５０２、５０２’は、カートの異なるアーム５１２を制御
することができ、場合によっては、アームカート５１０の完全制御は、臨床医５０２と５
０２’との間を通されうる。いくつかの実施形態では、追加的アームカート（図示せず）
を患者５０４に利用することができる。これらの追加的アームカートは、１つ又はそれ以
上のコントローラ５０８、５０８’にて制御されてもよい。単一又は複数のアームカート
５１０及びコントローラ５０８、５０８’は通信リンク５１６を介して互いに通信するこ
とができ、この通信リンクは、任意の好適な通信プロトコルによる、任意の好適な種類の
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有線又は無線の、任意の好適な種類の信号（例えば、電気的、光学、赤外線、等）を運ぶ
通信リンクとすることができる。システム１０００などのロボット外科システムの例示的
な実現形態が、参照によって本明細書に組み込まれる米国特許第７，５２４，３２０号に
開示されている。したがって、そのような装置の各詳細については、本明細書において、
特許権を請求する装置の各種の実施形態を理解するのに必要となり得る範囲を越えて説明
しないことにする。
【００６１】
　図１２は、ロボットアームカート５２０の１つの例示的な実施形態を示す。ロボットア
ームカート５２０は、一般的に作業エンベロープ５１９内の５２２として指定されている
、複数の外科用器具又は器具を始動するよう構成される。マスターコントローラ及びロボ
ットアームカートの構成を用いた各種のロボット外科システム及び方法が、その開示内容
の全体を本明細書に参照により援用するところの、発明の名称が「多部品テレプレゼンス
システム及び方法（Multi-Component Telepresence System and Method）」である、米国
特許第６，１３２，３６８号に開示されている。様々な形態では、ロボットアームカート
５２０は、示された実施形態では３個の外科用器具５２２を支持する基部５２４を含む。
様々な形態では、外科用器具５２２は、一般的にセットアップ関節５２６と呼ばれる手動
による関節運動が可能な一連の連結部及びロボットマニピュレータ５２８によってそれぞ
れ支持される。ここで、これらの構造は、ロボット連結部の大部分を覆って延びる保護カ
バーと共に示されている。これらの保護カバーは必須のものではなく、こうした装置を操
作するために使用されるサーボ機構が受ける慣性を最小化し、可動部品の容積を限定する
ことで衝突を防止し、カート５２０の全体の重量を抑制するため、サイズを限定するか又
は実施形態によっては完全に省略することができる。カート５２０は、手術室間でカート
５２０を輸送するのに適した寸法を一般的に有している。カート５２０は、通常、標準的
な手術室のドアを通り、標準的な病院のエレベータに乗せられるように構成されてもよい
。様々な形態では、カート５２０は好ましくは一定の重量を有し、１人の作業者がカート
５２０を手術台に隣接して位置決めすることができるように車輪（又は他の輸送）システ
ムを有する。
【００６２】
　図１３は、ロボットアームカート５２０のロボットマニピュレータ５２８の１つの例示
的な実施形態を示す。図１３に示す例では、ロボットマニピュレータ５２８は、外科用器
具５２２の運動を規制する連結部５３０を含んでもよい。その開示内容の全体を本明細書
に参照により援用する、発行米国特許第５，８１７，０８４号により詳しく述べられるよ
うに、異なる実施形態において、連結部５３０が、平行四辺形の配置において回転関節に
よって互いに連結された高剛性の連結部材を含むことにより、外科用器具５２２は空間内
の点５３２を中心として回転する。この平行四辺形の配置により、回転は、時としてピッ
チ軸と呼ばれる軸５３４ａを中心とした旋回運動に規制される。平行四辺形の連結部を支
持する連結部材がセットアップ関節５２６（図１２）に旋回可能に取り付けられることに
より、外科用器具５２２はヨー軸と呼ばれる場合もある軸５３４ｂを中心として更に回転
する。ピッチ軸５３４ａとヨー軸５３４ｂは、外科用器具５２２のシャフト５３８に沿っ
て調心されるリモートセンター５３６にて交差する。外科用器具５２２は、長手方向の器
具軸「ＬＴ－ＬＴ」に沿った外科用器具５２２の摺動運動を含む、マニピュレータ５４０
により支持される更なる駆動自由度を有しうる。外科用器具５２２が器具軸ＬＴ－ＬＴに
沿ってマニピュレータ５４０に対して摺動する際（矢印５３４ｃ）、リモートセンター５
３６はマニピュレータ５４０の基部５４２に対して固定されたままである。したがって、
マニピュレータ５４０全体は概して、リモートセンター５３６を再配置するように移動さ
れる。マニピュレータ５４０の連結部５３０は、一連のモータ５４４により駆動される。
これらのモータ５４４は、制御システムのプロセッサからの指令に応答して連結部５３０
を能動的に移動させる。下記に更に詳細に述べるように、外科用器具５２２を操作するた
めにモータ５４４も用いられる。
【００６３】
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　図１４は、代替的なセットアップ関節構造を有するロボットアームカート５２０’の１
つの例示的な実施形態を示す。この例示的な実施形態では、外科用器具５２２は、２つの
組織操作器具との間の代替的なマニピュレータ構造５２８’により支持される。当業者で
あれば、特許権を主張する装置の異なる実施形態が、その開示内容の全体を本明細書に参
照により援用する、米国特許第５，８７８，１９３号に述べられるものを含む、様々な代
替的なロボット構造を含みうる点を、認識するであろう。更に、ロボットコンポーネント
とロボット外科システムのプロセッサとの間のデータ通信については、本明細書では、主
として外科用器具５２２とコントローラとの間の通信に関連して説明されているが、同様
の通信はマニピュレータ、セットアップ関節、内視鏡又は他の画像撮影装置などの回路と
、コンポーネントの適合性評価、コンポーネントの種類の識別、コンポーネントの較正（
オフセットなど）の通信、コンポーネントのロボット外科システムとの連結の確認などの
ためのロボット外科システムのプロセッサとの間でも行われうる点は理解されるはずであ
る。
【００６４】
　図１５は、図１２～１４に示されるロボットアームカート５２０、５２０’などのロボ
ットアームカートとともに使用することができるコントローラ５１８の１つの例示的な実
施形態を示す。コントローラ５１８は、臨床医がステレオディスプレイ５２１を介して手
術を見ながらつかんで空間内で操作するマスターコントローラ（図１５において５１９と
して一般的に表される）を一般的に有している。外科医用フィードバックメータ５１５は
ディスプレイ５２１を介して観察することができ、外科医用フィードバックメータ５１５
は、切断器具又は動的クランピング部材に加えられている力の大きさの視覚的指示を外科
医に与え得る。マスターコントローラ５１９は一般に手動入力装置を備え、その手動入力
装置は好ましくは、多自由度で移動するものであり、また多くの場合、器具を作動させる
ための（例えば、握持のこぎりの閉鎖、電極への電位の印加などのための）ハンドル又は
トリガを更に有している。
【００６５】
　図１６は、ロボット外科システムとの使用に適応した超音波外科用器具５２２の１つの
例示的な実施形態を示す。例えば、外科用器具５２２は、上述の外科用マニピュレータ５
２８、５２８’の１つと連結することができる。図１６に見ることができるように、外科
用器具５２２は、いくつかの実施形態において関節ジョイント５５６を備えうる長尺状シ
ャフトアセンブリ５５４に連結されうる、超音波ブレード５５０及びクランプアーム５５
２を備える外科用エンドエフェクタ５４８を備える。図１７は、外科用マニピュレータ５
２８、５２８’の一方に連結することができ、外科用器具５２２を受容及び制御する器具
駆動アセンブリ５４６の１つの例示的な実施形態を示している。器具駆動アセンブリ５４
６はまた、コントローラ５１８に動作可能に連結されることができ、臨床医からの器具５
２２を制御する入力を受容する。例えば、クランプアーム５５２の作動（例えば、開閉）
、ジョー５５１Ａ、５５１Ｂの作動（例えば、開閉）、超音波ブレード５５０の作動、ナ
イフ５５５の延長、及びエネルギー供給表面５５３Ａ、５５３Ｂの作動等は、コントロー
ラ５１８を通して提供される臨床医からの入力に基づいて、器具駆動アセンブリ５４６を
通して制御されることができる。外科用器具５２２は、５５８として大まかに示される器
具取り付け部によってマニピュレータと動作可能に連結されている。外科用器具５２２は
、器具取り付け部５５８をマニピュレータと機械的及び電気的に連結するインターフェー
ス５６０を更に有している。
【００６６】
　図１８は、超音波外科用器具５２２を含む図１７の器具駆動アセンブリの別の図を示す
。器具取り付け部５５８は、それぞれが被駆動要素５６４の表面から延びる一対のピン５
６６を含む複数の（図１７には４個が示されている）回転可能な本体部分、被駆動ディス
ク、又は要素５６４を動作可能に支持する器具取り付けプレート５６２を有している。一
方のピン５６６は、同じ被駆動要素５６４上の他方のピン５６６よりもそれぞれの被駆動
要素５６４の回転軸に近くなっており、被駆動要素５６４の正の角度アラインメントを確
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実に行う助けとなる。被駆動要素５６４及びピン５６６は、器具取り付けプレート５６２
のアダプタ側５６７に配置されることができる。
【００６７】
　インターフェース５６０はまた、下記に更に述べるように、取り付けプレート５６２と
取り付け可能に係合するように構成されたアダプタ部分５６８を有している。アダプタ部
分５６８は、器具取り付け部５５８内の回路基板によってメモリ構造と連結することがで
きる電気的接続ピン５７０のアレイを含みうる。本明細書では、インターフェース５６０
は、機械的、電気的、及び磁気的連結要素と関連して説明するが、赤外線、誘導連結など
を含む様々なテレメトリーモダリティを利用することが可能である点は理解されるはずで
ある。
【００６８】
　図１９～２１は、図１７の器具駆動アセンブリ５４６のアダプタ部５６８の更なる図を
示している。アダプタ部５６８は一般的に、器具側面５７２及びホルダ側面５７４（図１
９）を含む。様々な実施形態では、複数の回転可能な本体５７６が、アダプタ５６８の主
面に対して垂直な周囲のアダプタ構造に対して限定された運動範囲を有する浮動プレート
５７８に取り付けられる。浮動プレート５７８の軸方向運動は、器具取り付け部ハウジン
グ５８２の側部に沿うレバー５８０（図１６参照）が作動される際に、回転可能な本体５
７６を器具取り付け部５５８からの取り外し易くする。他の機構／配置を用いて、器具取
り付け部５５８をアダプタ５６８に着脱可能に連結してもよい。少なくとも１つの形態で
は、各回転可能な本体５７６は、各回転可能な本体５７６の周囲の外周陥凹部内に延びる
弾性径方向部材によって浮動プレート５７８に弾性的に取り付けられる。各回転可能な本
体５７６は、これらの弾性構造が撓むことによってプレート５７８に対して軸方向に動く
ことができる。第１の軸方向位置（器具側面５７２に向かって）に配置された場合、各回
転可能な本体５７６は、角度の制限なく自由に回転することができる。しかしながら、回
転可能な本体５７６が器具側面５７２の方向に軸方向に動く際、タブ５８４（回転可能な
本体５７６から径方向に延びる）が浮動プレート上の回り止めと横方向に係合することに
よって各回転可能な本体５７６のそれらの軸を中心とした角度回転が制限される。このよ
うな限定された回転を利用することで、ピン５８６が開口部５９０と整列する（及び開口
部内に滑り込む）までロボットシステムの対応する器具ホルダ部分５８８の駆動ピン５８
６が回転可能な本体５７６を制限された回転位置にまで押すことで、駆動ピン５８６と回
転可能な本体５７６とを駆動可能に係合する助けとなりうる。
【００６９】
　回転可能な本体５７６の器具側面５７２上の開口部５９０とホルダ側面５７４上の開口
部５９０とは、器具取り付け部５５８の被駆動要素５６４（図１８、２８）を、器具ホル
ダ５８８の駆動要素５９２と正確に整列させるように構成されている。被駆動要素５６４
の内側及び外側ピン５６６に関して上に述べたように、開口部５９０は、アラインメント
がその目的とする位置から３３度とはならないように、それぞれの回転可能な本体５７６
上の回転軸から異なる距離にある。更に、開口部５９０のそれぞれは、ピン５６６を外周
方向に緊密に受容するようにわずかに径方向に細長くすることができる。これにより、ピ
ン５６６は開口部５９０内で径方向に摺動可能となっており、器具５２２と器具ホルダ５
８８との間の一定の軸方向のミスアラインメントが調整される一方で、駆動要素と被駆動
要素との間の角度のミスアライメント及びバックラッシュが最小に抑えられる。図３１に
もっとも分かりやすく示されるように、器具側面５７２上の開口部５９０は、ホルダ側面
５７４上の開口部５９０（破線で示される）と約９０度オフセットしうる。
【００７０】
　異なる実施形態は、アダプタ５６８のホルダ側面５７４上に配置された電気的コネクタ
ピン５７０のアレイを更に含んでもよく、アダプタ５６８の器具側面５７２は、器具取り
付け部５５８からのピンアレイ（図示せず）を受容するためのスロット５９４（図２１）
を含んでもよい。外科用器具５２２、５２３と器具ホルダ５８８との間で電気信号を送信
する以外に、これらの電気的接続の少なくとも一部をアダプタ５６８の回路基板によって
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アダプタ記憶装置５９６（図２０）と接続することができる。
【００７１】
　取り外し可能なラッチ機構５９８を利用してアダプタ５６８を器具ホルダ５８８に着脱
可能に取り付けることができる。本明細書で使用するところの「器具駆動アセンブリ」な
る用語は、ロボットシステムとの関連で使用される場合、アダプタ５６８及び器具ホルダ
５８８の異なる実施形態を少なくとも包含し、図１７において５４６として一般的に示さ
れている。例えば、図１７に見られるように、器具ホルダ５８８は、アダプタ５６８に設
けられた対応するクレバススロット６０２内に受容されるようなサイズの第１のラッチピ
ン機構６００を有しうる。更に、器具ホルダ５８８は、アダプタ５６８の対応するラッチ
クレバス６０６内に保持されるようなサイズの第２のラッチピン６０４を更に有しうる。
図２０を参照されたい。少なくとも１つの形態では、ラッチアセンブリ６０８はアダプタ
５６８上に運動可能に支持され、ラッチピン６００がそれぞれのラッチクレバス６０６内
に保持される第１のラッチ位置と、第２のラッチピン６０４がラッチクレバス６０６内に
入るか又はそこから外れることができるラッチ解除位置との間で付勢可能である。ラッチ
アセンブリは、１乃至複数のばね（図示せず）を用いてラッチ位置に付勢される。アダプ
タ５６８の器具側面５７２上のリップが器具取り付けハウジング５８２の横方向に延びる
タブを摺動可能に受容することができる。
【００７２】
　説明のように、被駆動要素５６４は、駆動要素５９２の回転運動が、対応する被駆動要
素５６４の回転運動を生じさせるように、器具ホルダ５８８の駆動要素５９２と整列させ
ることができる。駆動要素５９２及び被駆動要素５６４の回転は、例えば、コントローラ
５０８を介して臨床医５０２から受信した命令に応じて、ロボットアーム６１２を介して
電子的に制御することができる。器具取り付け部５５８は、被駆動要素５６４の回転を外
科用器具５２２、５２３の運動に変換することができる。
【００７３】
　図２２～２４は、被駆動要素５６４の運動を外科用器具５２２の運動に変換する構成要
素を示す器具取り付け部の１つの例示的な実施形態を示す。図２２～２４は、その遠位端
に外科用エンドエフェクタ６１０を有する、シャフト５３８を有する器具取り付け部を示
す。エンドエフェクタ６１０は、患者に手術作業を行う任意の好適な種類のエンドエフェ
クタとすることができる。例えば、エンドエフェクタは、手術部位にある組織に超音波エ
ネルギーを提供するよう構成することができる。シャフト５３８は、器具取り付け部５５
８に回転可能に連結することができ、シャフト５３８のカプラ６５０にて上部シャフトホ
ルダ６４６及び下部シャフトホルダ６４８によって固定される。
【００７４】
　１つの例示的な実施形態では、器具取り付け部５５８は、様々な被駆動要素５６４の回
転をシャフト５３８の回転、シャフト（例えば、関節）の軸に沿う部材の差動並進、及び
シャフト５３８（例えば、５５５、オーバーチューブ、及び／又は他の構成要素など、組
織切除要素の伸長及び格納用）の軸に沿う１つ又はそれ以上の部材の往復並進に変換する
機構を備える。１つの例示的な実施形態では、回転可能な本体６１２（例えば、回転可能
なスプール）が被駆動要素５６４に連結される。回転可能な本体６１２は、被駆動要素５
６４と一体に形成されてもよい。いくつかの実施形態では、回転可能な本体６１２は、被
駆動要素５６４を駆動することで回転可能な本体６１２の回転が生じるように回転可能な
本体６１２と被駆動要素５６４が固定式に連結されるのであれば、被駆動要素５６４とは
別に形成されうる。回転可能な本体６１２のそれぞれは、シャフトの関節運動及び回転、
クランプジョーの開閉、並びにナイフの作動をもたらすように、ギアトレーン又はギア機
構に連結される。
【００７５】
　１つの例示的な実施形態では、器具取り付け部５５８は、シャフト５３８の軸に沿う２
つ又はそれ以上の部材の差動並進を生じさせる機構を備える。図２２～２４に示される例
では、この運動は関節ジョイント５５６の操作に使用される。示された実施形態では、例
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えば、器具取り付け部５５８はラックピニオンギア機構を備えて、差動並進、したがって
シャフト関節機能を提供する。１つの例示的な実施形態では、ラックピニオンギア機構は
、対応する被駆動要素５６４の回転によって第１のピニオンギア６１４が回転されるよう
に、回転可能な本体６１２に連結された第１のピニオンギア６１４を備える。軸受け６１
６が回転可能な本体６１２に連結され、被駆動要素５６４と第１のピニオンギア６１４と
の間に設けられる。第１のピニオンギア６１４は、シャフトアセンブリ５３８の関節区間
５５６の関節運動を左方向６２０Ｌに制御するために、第１のラックギア６１８に噛み合
わされて第１のピニオンギア６１４の回転運動を第１のラックギア６１８の直線運動に変
換する。第１のラックギア６１８は、第１のラックギア６１８が遠位方向に直線運動する
ことによってシャフトアセンブリ５３８の関節区間５５６が左方向６２０Ｌに関節運動さ
れるように、第１の関節バンド６２２（図２２）に取り付けられている。対応する被駆動
要素５６４の回転によって第２のピニオンギア６２６が回転するように、第２のピニオン
ギア６２６は別の回転可能な本体６１２に連結される。軸受け６１６が回転可能な本体６
１２に連結され、被駆動要素５６４と第２のピニオンギア６２６との間に設けられる。第
２のピニオンギア６２６は、関節区間５５６の関節運動を右方向６２０Ｒに制御するため
に、第２のラックギア６２８に噛み合わされて第２のピニオンギア６２６の回転運動を第
２のラックギア６２８の直線運動に変換する。第２のラックギア６２８は、第２のラック
ギア６２８が遠位方向に直線運動することによってシャフトアセンブリ５３８の関節区間
５５６を右方向６２０Ｒに関節運動させるように、第２の関節バンド６２４（図２３）に
取り付けられている。更なる軸受けが回転可能な本体とそれに対応するギアとの間に設け
られてもよい。例えば、装着を支持及び安定化し、シャフトとギアの回転摩擦を低減する
ために、任意の好適な軸受けが設けられてよい。
【００７６】
　１つの例示的な実施形態では、器具取り付け部５５８は、被駆動要素５６４の回転をシ
ャフト５３８の軸を中心とする回転運動に変換する機構を更に備える。例えば、回転運動
はシャフト５３８自体の回転としてもよい。示された実施形態では、回転可能な本体６１
２に連結された第１の螺旋状ウォームギア６３０と、シャフトアセンブリ５３８に連結さ
れた第２の螺旋状ウォームギア６３２とが備えられている。軸受け６１６（図１７）が回
転可能な本体６１２に連結され、被駆動要素５６４と第１の螺旋状ウォームギア６３０と
の間に設けられる。第１の螺旋状ウォームギア６３０は第２の螺旋状ウォームギア６３２
に噛み合わされており、これらはシャフトアセンブリ５３８及び／又は、長手方向の回転
が望まれる器具５２２、５２３の別の構成要素に連結されうる。回転は、第１及び第２の
螺旋状ウォームギア６３０、６３２の回転方向に基づいて、時計回り方向（ＣＷ：clockw
ise）及び反時計回り方向（ＣＣＷ：counter-clockwise）に生じさせてもよい。したがっ
て、第１の軸を中心とする第１の螺旋状ウォームギア６３０の回転が、第１の軸に対して
直角をなす第２の軸を中心とする第２の螺旋状ウォームギア６３２の回転に変換される。
図２２～２３に示すように、例えば、第２の螺旋状ウォームギア６３２が時計回りに回転
すると、結果として、シャフトアセンブリ５３８が６３４ＣＷで示す方向に時計回りに回
転することになる。第２の螺旋状ウォームギア６３２が反時計回りに回転すると、結果と
して、シャフトアセンブリ５３８が６３４ＣＣＷで示す方向に反時計回りに回転すること
になる。更なる軸受けが回転可能な本体とそれに対応するギアとの間に設けられてもよい
。例えば、装着を支持及び安定化し、シャフトとギアの回転摩擦を低減するために、任意
の好適な軸受けが設けられてよい。
【００７７】
　１つの例示的な実施形態では、器具取り付け部５５８は、シャフト５３８の軸に沿う１
つ又はそれ以上の部材の往復並進を生成する機構を備える。そのような並進は、例えば、
５５５などの組織切断要素の駆動、閉鎖用オーバーチューブの駆動、及び／又はエンドエ
フェクタ６１０の関節運動、等に使用することができる。示された実施形態では、例えば
、ラックピニオンギア機構が往復並進を提供しうる。第１のギア６３６は回転可能な本体
６１２に連結されており、対応する被駆動要素５６４が回転することによって第１のギア
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６３６が第１の方向に回転されるようになっている。第２のギア６３８が、器具取り付け
プレート５６２に形成されたポスト６４０を中心として自在に回転する。第１のギア６３
６は第２のギア６３８に噛み合わされており、そのため、第２のギア６３８が、第１のギ
ア６３６とは反対の方向に回転するようになっている。１つの例示的な実施形態では、第
２のギア６３８は、直線方向に移動するラックギア６４２に噛み合わされるピニオンギア
である。ラックギア６４２は、ラックギア６４２の遠位方向及び近位方向に変換すること
ができる変換ブロック６４４に連結されている。変換ブロック６４４はシャフトアセンブ
リ５３８及び／又はエンドエフェクタ６１０の任意の好適な構成要素に連結されてもよく
、それにより往復の長手方向の運動を提供する。例えば、変換ブロック６４４は、ＲＦ外
科用装置５２３の組織切断要素５５５に機械的に連結されてもよい。いくつかの実施形態
では、変換ブロック６４４は、オーバーチューブ又はエンドエフェクタ６１０若しくはシ
ャフト５３８の他の構成要素に連結されてもよい。
【００７８】
　図２５～２７は、被駆動要素５６４の回転をシャフト５３８の軸を中心とする回転運動
に変換する代替的な機構例、及びシャフト５３８の軸に沿う１つ又はそれ以上の部材の往
復並進を生成する代替的な機構例を示す器具取り付け部５５８の代替的な実施形態を示す
。代替的な回転機構をここで参照すると、第１の螺旋状ウォームギア６５２は、第３の螺
旋状ウォームギア６５６に連結される第２の螺旋状ウォームギア６５４に連結される。既
存のロボットシステム１０００との互換性を維持すること及び／又は空間が限定されうる
場所を含め、様々な理由により、そのような配列が設けられうる。第１の螺旋状ウォーム
ギア６５２は回転可能な本体６１２に連結されている。第３の螺旋状ウォームギア６５６
は、シャフトアセンブリ５３８に連結された第４の螺旋状ウォームギア６５８に噛み合わ
されている。軸受け７６０が回転可能な本体６１２に連結され、被駆動要素５６４と第１
の螺旋状ウォームギア７３８との間に設けられる。別の軸受け７６０が回転可能な本体６
１２に連結され、被駆動要素５６４と第３の螺旋状ウォームギア６５２との間に設けられ
る。第３の螺旋状ウォームギア６５２は第４の螺旋状ウォームギア６５８に噛み合わされ
ており、これは、シャフトアセンブリ５３８及び／又は長手方向への回転が望まれる器具
５２２の別の構成要素に連結されうる。回転は、螺旋状ウォームギア６５６、６５８の回
転方向に基づいて時計回り及び反時計回り方向に生じうる。したがって、第１の軸を中心
とする第３の螺旋状ウォームギア６５６の回転が、第１の軸に対して直角をなす第２の軸
を中心とする第４の螺旋状ウォームギア６５８の回転に変換される。図２６及び２７に示
されるように、例えば、第４の螺旋状ウォームギア６５８はシャフト５３８に連結され、
第４の螺旋状ウォームギア６５８の時計回りの回転は結果として、６３４ＣＷで示す方向
にシャフトアセンブリ５３８の時計回りの回転を引き起こす。第４の螺旋状ウォームギア
６５８が反時計回りに回転すると、結果として、シャフトアセンブリ５３８が６３４ＣＣ
Ｗで示す方向に反時計回りに回転することになる。更なる軸受けが回転可能な本体とそれ
に対応するギアとの間に設けられてもよい。例えば、装着を支持及び安定化し、シャフト
とギアの回転摩擦を低減するために、任意の好適な軸受けが設けられてもよい。
【００７９】
　シャフト５３８の軸に沿う１つ又はそれ以上の部材の往復並進を生成する代替的な機構
例をここで参照すると、器具取り付け部５５８はラックピニオンギア機構を備え、シャフ
ト５３８の軸に沿う往復並進を提供する（例えば、ＲＦ外科用装置５２３の組織切断要素
５５５の並進）。１つの例示的な実施形態では、第３のピニオンギア６６０が回転可能な
本体６１２に連結されており、対応する被駆動要素５６４が回転することによって第３の
ピニオンギア６６０が第１の方向に回転されるようになっている。第３のピニオンギア６
６０は、直線方向に移動するラックギア６６２に噛み合わされる。ラックギア６６２は、
変換ブロック６６４に連結される。変換ブロック６６４は、例えば、ＲＦ外科用装置の組
織切断要素５５５及び／又はオーバーチューブ若しくは長手方向に並進されることが望ま
れる他の構成要素などの装置５２２、５２３の構成要素に連結されうる。
【００８０】
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　図２８～３２は、被駆動要素５６４の回転を、シャフト５３８の軸を中心とする回転運
動に変換する別の代替的な機構例を示す器具取り付け部５５８の代替的な実施形態を示す
。図２８～３２では、シャフト５３８は、カプラ６７６及びブッシュ６７８を介して取り
付け部５５８の残りの部分と連結されている。回転可能な本体６１２に連結された第１の
ギア６６６と、第１及び第２の開口部６７２を備える固定ポスト６６８と、シャフトアセ
ンブリに連結された第１及び第２の回転可能なピン６７４と、ケーブル６７０（又はロー
プ）とを備える。ケーブルは回転可能な本体６１２に巻き付けられる。ケーブル６７０の
一方の端部は、固定ポスト６６８の上部開口部６７２を通って配置され、上部の回転可能
なピン６７４に固定式に連結されている。ケーブル６７０のもう一方の端部は、固定ポス
ト６６８の下部開口部６７２を通って配置され、下部の回転可能なピン６７４に固定式に
連結されている。既存のロボットシステム１０００との互換性を維持すること及び／又は
空間が限定されうる場所を含め、様々な理由により、そのような配列が設けられている。
したがって、回転可能な本体６１２が回転することによって、シャフトアセンブリ５３８
を中心とする、回転可能な本体６１２の回転方向（例えば、シャフト５３８自体の回転）
に基づいて時計回り及び反時計回り方向に回転が引き起こされる。したがって、第１の軸
を中心とする回転可能な本体６１２の回転が、第１の軸に対して直角をなす第２の軸を中
心とするシャフトアセンブリ５３８の回転に変換される。図２８～２９に示されるように
－、例えば、回転可能な本体６１２が時計回りに回転すると、結果として、シャフトアセ
ンブリ５３８が６３４ＣＷで示す方向に時計回りに回転することになる。回転可能な本体
６１２が反時計回りに回転すると、結果として、シャフトアセンブリ５３８が６３４ＣＣ
Ｗで示す方向に反時計回りに回転することになる。更なる軸受けが回転可能な本体とそれ
に対応するギアとの間に設けられてもよい。例えば、装着を支持及び安定化し、シャフト
とギアの回転摩擦を低減するために、任意の好適な軸受けが設けられてもよい。
【００８１】
　図３３～４６Ａは、シャフト５３８の軸に沿う部材の差動並進用（例えば、関節用）の
代替的な機構例を示す器具取り付け部５５８の代替的な実施形態を示す。例えば、図３３
～３６Ａに示されるように、器具取り付け部５５８は、ダブルカム機構６８０を備え、シ
ャフト関節機能を提供する。１つの例示的な実施形態では、ダブルカム機構６８０は第１
及び第２のカム部分６８０Ａ、６８０Ｂを備える。第１及び第２の従動アーム６８２、６
８４が、対応するピボットスプール６８６に旋回可能に連結される。ダブルカム機構６８
０に連結された回転可能な本体６１２が回転するとき、第１のカム部分６８０Ａは第１の
従動アーム６８２に作用し、第２のカム部分６８０Ｂは第２の従動アーム６８４に作用す
る。カム機構６８０が回転するとき、従動アーム６８２、６８４はピボットスプール６８
６を中心として旋回する。第１の従動アーム６８２は、差動並進される第１の部材に取り
付けられることができる（例えば、第１の関節バンド６２２）。第２の従動アーム６８４
は、差動並進される第２の部材に取り付けられる（例えば、第２の関節バンド６２４）。
上部カム部分６８０Ａが第１の従動アーム６８２に作用するとき、第１及び第２の部材は
差動並進する。第１及び第２の部材がそれぞれ関節バンド６２２及び６２４である例示的
な実施形態では、シャフトアセンブリ５３８は左方向６２０Ｌに関節運動する。下部カム
部分６８０Ｂが第２の従動アーム６８４に作用するとき、シャフトアセンブリ５３８は右
方向６２０Ｒに関節運動する。いくつかの例示的な実施形態では、第１及び第２の従動ア
ーム６８２、６８４の関節位置に影響を与えることなくシャフトの回転を可能にするため
に、２つの別々のブッシュ６８８、６９０が、それぞれ第１及び第２の従動アーム６８２
、６８４の下方に装着される。関節運動のために、これらのブッシュは、ジョー９０２の
回転位置に影響を及ぼすことなく第１及び第２の従動アーム６８２、６８４と共に往復す
る。図３６Ａは、第１及び第２のカム部分６８０Ｂ、６８０Ｂを含めて、ブッシュ６８８
、６９０及び二重カムアセンブリ６８０を示しており、第１及び第２の従動アーム６８２
、６８４はより詳細でかつ明確な図を提示するために取り除かれている。
【００８２】
　異なる実施形態において、器具取り付け部５８８は、電子部品を駆動し、所望の超音波
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及び／又はＲＦ周波数信号を外科用ツールに与えるための内部エネルギー源を更に含むこ
とができる。図３６Ｂ～３６Ｃは、内部電源及びエネルギー源を含むツール取り付け部５
５８’の１つの実施形態を示す。例えば、ツール取り付け部５５８’を利用して取り付け
られた外科用器具（例えば、器具５２２）は、外部の発生器又は他の電源と接続される必
要がない。その代わりに本明細書に述べられる発生器２０の機能は、取り付け部５５８上
で実行することができる。
【００８３】
　図３６Ｂ～３６Ｃに示されるように、器具取り付け部５５８’は遠位部７０２を有する
ことができる。遠位部７０２は、本明細書で上記に述べたように、例えば、駆動要素６１
２の回転を様々な外科用器具５２２のエンドエフェクタと連動させる様々な機構を有する
ことができる。遠位部７０２の近位において、器具取り付け部５５８’は、内部直流（Ｄ
Ｃ）エネルギー源並びに内部駆動及び制御回路７０４を備える。図に示される実施形態で
は、エネルギー源は第１及び第２のバッテリ７０６、７０８からなる。他の点では、ツー
ル取り付け部５５８’は、本明細書で上記に述べたツール取り付け部５５８の様々な実施
形態と同様である。制御回路７０４は、発生器２０に関して上記に述べたものと同様の要
領で動作することができる。例えば、制御回路７０４は、発生器２０に関して上記に述べ
たものと同様の要領で、超音波及び／又は電気外科駆動信号を与えることができる。
【００８４】
　図３７～３８は、遠位に配置されたジョーアセンブリ１００３を有する外科用器具の遠
位部分１０００の１つの実施形態を示している。遠位部分１０００は、超音波ブレード１
０１４、及び長手方向軸１００２に沿って延びるシャフト１００４を更に有している。シ
ャフト１００４の遠位部に連結されたＵ字継手１００６が、ジョーアセンブリ１００３を
旋回可能に受容している。例えば、ジョーアセンブリ１００３の手首部材１００８を、第
１の軸すなわち手首旋回軸１０１８を中心としてＵ字継手１０１８と旋回可能に連結する
ことができる。手首旋回軸１０１８を中心としたジョーアセンブリ１００３の旋回により
、ジョーアセンブリ１００３は矢印１０２２によって示される方向に旋回する。手首部材
１００８は、任意の適当な旋回可能なコネクタ又はコネクタアセンブリを用いてＵ字継手
１００６と連結することができる。例えば、特定の実施形態では、手首部材１００８は、
Ｕ字継手１００６によって画定される穴１０１３内に嵌まるピン１０１１によってＵ字継
手１００６と連結することができる。
【００８５】
　第１及び第２のジョー部材１０１０、１０１２が、手首部材１００８と旋回可能に連結
され、第２の軸すなわちジョー旋回軸１０１６を中心として旋回するように構成されてい
る。ジョー旋回軸１０１６を中心としたジョー部材１０１０、１０１２の旋回により、各
ジョー部材１０１０、１０１２は矢印１０２０によって示される方向に旋回する。ジョー
部材１０１０、１０１２は、互いに対して相対的に、また絶対的にジョー旋回軸１０１６
を中心として旋回可能である。例えば、ジョー部材１０１０、１０１２は、ジョー部材１
０１０、１０１２が図３７に示されるように互いから分離した開位置から、ジョー部材１
０１０、１０１２が互いに対してほぼ平行となる（場合により互いに接触する）閉位置へ
と互いに対して旋回することができる。例えば、ジョー部材１０１０、１０１２が閉位置
にあるか又は閉位置の近くにある場合にジョー部材１０１０、１０１２の間に組織をつか
むことができる。特定の実施形態では、ジョー部材１０１０、１０１２の一方又は両方が
、ジョー旋回軸１０１６を中心として絶対的に旋回する。これにより、ジョーアセンブリ
１００３の全体的な向きは、軸１０１６を中心として旋回することが可能である（図３７
に示される向きで左から右に）。
【００８６】
　図３９は、図３７～３８の外科用器具の遠位部分１０００の１つの実施形態の正面図で
ある。図３９では、制御ラインを通すための異なる制御プーリ１０２６、１０２８、１０
３０、１０３２がＵ字継手１００６の開口部１０３１、１０３２とともに示されている。
異なる制御ライン及び制御プーリの更なる詳細については下記に説明する。図３９には、



(29) JP 6174136 B2 2017.8.2

10

20

30

40

50

ジョー部材１０１０、１０１２の更なる詳細についても示されている。例えば、図３９に
示される実施形態では、ジョー部材１０１０、１０１２は歯列１０２４を画定している。
特定の実施形態では、歯列１０２４は、ジョー部材１０１０、１０１２が互いに対して閉
位置にある場合に噛み合う。しかしながら他の実施形態では、歯列１０２４は、ジョー部
材１０１０、１０１２が互いに対して閉位置にある場合に噛み合わない。
【００８７】
　図４０～４１は、本明細書で上記に述べたシステム５００のようなロボット外科システ
ムと使用するための器具取り付け部１０３４と連結された図３７～３８の外科用器具の遠
位部分１０００の１つの実施形態を示している。シャフト１００４は、器具取り付け部１
０３４と連結することができる。基部取り付け部１０３４は、超音波ブレード１０１４を
作動し、ジョーアセンブリ１００３を関節運動させ、特定の実施形態では、例えば、本明
細書において下記に述べるように、超音波ブレード１０１４を収縮及び伸長するための様
々な機構及びインターフェースを有しうる。
【００８８】
　図４２～４４は、更なる制御機構を示す、図３７～３８の外科用器具の遠位部分１００
０の１つの実施形態を示している。ジョー部材１０１０、１０１２のそれぞれは、ジョー
旋回軸１０１６上に中心を置くプーリ１０４１、１０４３をそれぞれ有している。プーリ
１０４１、１０４３の回転により、ジョー部材１０１０、１０１２のそれぞれが対応して
旋回運動を行うことができる。プーリ１０４１、１０４３の回転（及びジョー部材１０１
０、１０１２の対応する旋回運動）は、制御ライン１０３８、１０４０、１０４８、１０
５０を用いて行うことができる。例えば、制御ライン１０４０がプーリ１０４３と連結さ
れるか、かつ／又はその周囲に巻回されることにより、制御ライン１０４０の近位方向へ
の並進運動によってジョー部材１０１２が、制御ライン１０４０の方向にジョー旋回軸１
０１６を中心として旋回することができる（図４２～４３に示される斜視図においてペー
ジから出る方向）。ジョー部材１０１２の逆方向への旋回運動（例えば、図４２～４３に
示される斜視図においてページに入り込む方向）は、やはりプーリ１０４３と連結かつ／
又はその周囲に巻回された制御ライン１０４８を使用して作動させることができる。制御
ライン１０４８の近位方向への並進運動によって、ジョー部材１０１２は制御ライン１０
４８の方向に旋回することができる。制御ライン１０４８がプーリ１０４３と連結される
際、制御ライン１０４８は、制御ライン１０４０がプーリ１０４３と連結される位置とほ
ぼ反対の位置に連結することができる。また、特定の実施形態では、制御ライン１０４８
、１０４０は、プーリ１０４３の周囲に巻回された１本のケーブルの両端であってもよい
。
【００８９】
　同様に、制御ライン１０３８が、プーリ１０４１と連結されるか、かつ／又はその周囲
に巻回されることにより、制御ライン１０３８の近位方向への並進運動によってジョー部
材１０１０が制御ライン１０３８の方向にジョー旋回軸１０１６を中心として旋回するこ
とができる（例えば、やはり図４２～４３に示される斜視図においてページから出る方向
）。制御ライン１０５０が、プーリ１０４１と連結されるか、かつ／又はその周囲に巻回
されることにより、制御ライン１０５０の近位方向への並進運動によってジョー部材１０
１０は制御ライン１０５０の方向にジョー旋回軸を中心として旋回することができる（例
えば、図４２～４３に示される斜視図においてページに入り込む方向）。制御ライン１０
３８、１０５０はプーリ１０４１と別々に連結することができ、又は特定の実施形態では
、プーリ１０４１の周囲に巻回された１本のケーブル又は他のラインの別々の端部であっ
てもよい。ジョーアセンブリ１００３が旋回軸１０１８を中心として旋回する際、プーリ
１０４１、１０４３に対する制御ライン１０３８、１０４０、１０４８、１０５０の向き
が変化しうる点は認識されるであろう。
【００９０】
　各制御ラインが張り詰めるか、かつ／又はプーリ１０４１、１０４３から外れることを
防止するには、シャフト１００４までの制御ライン１０３８、１０４０、１０４８、１０
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５０の経路を定めるための異なるアイドラローラ１０２６、１０２８、１０３６、１０４
２、１０４６、１０４４、１０３０、１０３２（図３９）を含めることができる。また、
特定の実施形態では、各制御ラインは、Ｕ字継手１００６の穴を介してシャフト１００４
までの経路を定めることができる。図３９は、それぞれケーブル１０４８、１０５０によ
って利用することができる例示的な穴１０３１、１０３２を示している。
【００９１】
　手首部材１００８（及びこれによるジョーアセンブリ１００３）の旋回運動は、各制御
ラインを用いて作動させることもできる。例えば、図４２及び４４を参照すると、制御ラ
イン１０５２が、手首旋回軸１０１８からオフセットした位置にある手首部材１００８と
連結されている様子を見ることができる。制御ライン１０５２の近位方向への並進運動に
より、ジョーアセンブリ１００３が超音波ブレード１０１４から離れる方向に、例えば、
図４２に示される斜視図において上方に、かつ図４４に示される斜視図においてページか
ら出る方向に引かれうる。同様の制御ライン１０５３を手首部材１００８の下部に連結す
ることができ、これにより、制御ライン１０５３の近位方向への並進運動によって、ジョ
ーアセンブリ１００３が超音波ブレード１０１４に向かって旋回する（例えば図４２の斜
視図において下方、かつ図４４の斜視図においてページに入り込む方向）。特定の実施形
態では、制御ライン１０５２、１０５３は、手首部材１００８を通して巻きつけられ、手
首部材１００８と連結された１本のケーブル又は制御ラインの両端であってもよい。また
、特定の実施形態では、制御ライン１０５３は省略してもよい。超音波ブレード１０１４
に向かう方向へのジョーアセンブリ１００３の旋回運動は、制御部材１０５２の遠位方向
への並進運動によって生じさせることができる。
【００９２】
　異なる制御ライン１０３８、１０４０、１０４８、１０５０、１０５２、１０５３は、
シャフト１００４を通って近位方向に延び、そこで本明細書に述べられる器具取り付け部
１０３４のようなロボット外科システムのハンドル又は器具取り付け部において作動させ
ることができる。上記に述べたように、制御ラインのペア（１０３８／１０５０、１０４
０／１０４８、１０５２、１０５３）の差動並進運動によって、ジョーアセンブリ１００
３の異なる構成要素の関節運動を生じさせることができる。各制御ラインの差動並進運動
は、例えば、上記に述べたような任意の適当な手動的及び／又は自動的方法で生じさせる
ことができる。
【００９３】
　図４５Ａは、図３７～３８の外科用器具の異なる制御ラインを作動させるための例示的
な機構を示した、器具取り付け部１０３４の１つの実施形態を示している。異なる制御ラ
イン１０３８、１０４０、１０４８、１０５０、１０５２、１０５３は、シャフト１００
４を通って近位方向に延び、器具取り付け部１０３４に入り込んでいる。異なる制御ライ
ンは、ルータ１０５６により、上記に述べたような回転体に取り付けられた異なるスプー
ル１０３９、１０４１、１０４３へと経路が定められている。図４５Ｂは、ルータ１０５
６の１つの実施形態の側面図を示している。例えば、図４５Ｂに示されるルータ１０５６
は、異なる制御ラインを受容し、経路を定めるための複数の溝１０５８を有している。例
えばルータが経路を定めるように構成された制御ラインの数に基づいて、これよりも多い
か又は少ない数の溝をルータ１０５６に設けることができる。
【００９４】
　再び図４５Ａを参照すると、特定の実施形態では、制御ライン１０３８及び１０５０は
スプール１０３９へと経路づけることができる。図に示された構成に従って、スプール１
０３９の時計回りの回転により、制御ライン１０３８の近位方向への並進運動及び制御ラ
イン１０５０の遠位方向への並進運動が生じる。上記に述べたように、これにより、ジョ
ー部材１０１０が、図４４の斜視図において左に、図４２～４３の斜視図においてページ
の外に、ジョー旋回軸１０１６を中心として旋回することができる。スプール１０３９の
反時計回りの回転により、制御ライン１０３８の遠位方向への並進運動及び制御ライン１
０５０の近位方向への並進運動が生じる。上記に述べたように、これにより、ジョー部材
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１０１０は、図４４の斜視図において右に、図４２～４３の斜視図においてページに入り
込む方向に、ジョー旋回軸１０１６を中心として旋回することができる。制御ライン１０
４０及び１０４８はスプール１０３９へと経路づけることができる。スプール１０４１の
時計回り及び反時計回りの回転によって、制御ライン１０４０及び１０４８を差動的に並
進運動させることができ、これによりジョー部材１０１２は、上記に述べたジョー部材１
０１０と同様、ジョー旋回軸１０１６を中心として旋回する。制御ライン１０５２及び１
０５３は、スプール１０４３と同様に連結されることにより、スプール１０４３が時計回
り及び反時計回りに回転する際の手首旋回軸１０１６を中心としたジョーアセンブリ１０
０３の旋回運動を制御することができる。
【００９５】
　異なる実施形態に基づけば、図３７～３８の外科用器具には、収縮可能な超音波ブレー
ド１０１４を設けることができる。例えば、超音波ブレード１０１４は、シャフト１００
４及び／又はＵ字継手１００６の内部に部分的又は完全に位置するように近位方向に収縮
可能である。これにより、手首旋回軸１０１８を中心としたジョーアセンブリ１００３の
運動範囲を大きくすることができる。図４６～４７は、収縮可能な超音波ブレード１０１
４を有する図３７～３８の外科用器具の遠位部分１０００の１つの実施形態を示している
。次に図４６を参照すると、ブレード１０１４は、シャフト１００４内部に矢印１０６０
によって示される近位方向に収縮している様子が示されている。図に見られるように、こ
れにより、手首旋回軸１０１８を中心として旋回するジョーアセンブリ１００３の運動範
囲が大きくなる。例えば、図４６に示されるように、ジョーアセンブリ１００３は、超音
波ブレード１０１４と接触していたであろう位置へ、更にその位置を超えて旋回すること
ができる。これにより、ジョーアセンブリ１００３が組織をつかむことができる範囲が大
きくなりうる。使用時には、ジョーアセンブリ１００３は、図４６に示される位置にまで
旋回した状態で組織をつかむことができる。この後、ジョーアセンブリ１００３が図４７
に示される位置に、かつ／又はその位置を超えて戻る方向に旋回することにより、ブレー
ド１０１４が遠位方向に延びてつかまれた組織に作用することができる。
【００９６】
　超音波ブレード１０１４は、シャフト１００４を通って、上記に述べたトランスデュー
サ１６などの超音波トランスデューサにまで近位方向に延びうる超音波導波管１０５８と
連結することができる。特定の実施形態では、超音波ブレード１０１４の並進運動は、ブ
レード１０１４、導波管１０５８、及びトランスデューサアセンブリの並進運動によって
生じさせることができる。図４８は、超音波ブレード１０１４を伸長及び収縮させるよう
に構成されたロボット外科システムの器具取り付け部１０３４と連結された図３８～３８
の外科用器具の遠位部分１０００の１つの実施形態を示している。図に示されるように、
導波管１０５８は、器具取り付け部１０３４からシャフト１００４を通って器具取り付け
部にまで近位方向に延び、そこで器具取り付け部１０３４内に位置する超音波トランスデ
ューサアセンブリ１０６４と連結される。ラックギア１０６２が導波管１０５８に連結さ
れ、器具取り付け部１０３４の回転体６１２の１つに連結された丸ギアと噛み合うように
配置することができる。例えば、図４５は、ギア１０４７と連結されたラックギア１０６
２を示しており、ギア１０４７は回転体６１２とともに回転するギア１０４５と連結され
ている。回転体６１２の交互の回転により、それぞれのギア１０４５、１０４７が回転し
、これによりラックギア１０６２の遠位方向及び近位方向への並進運動が生じる。ラック
ギア１０６２は導波管１０５８と連結されているため、ラックギア１０６２の遠位方向及
び近位方向の並進運動によって導波管１０５８、ブレード１０１４、及びトランスデュー
サ１０６４の遠位方向及び近位方向への並進運動も生じうる。
【００９７】
　図４８に示される実施形態では、トランスデューサ１０６４は器具取り付け部１０３４
の内部に配置されている。可撓性／伸張性ケーブル１０６６をトランスデューサ１０６４
、及びひいては外部ケーブル１０６７と連結することができる。トランスデューサが導波
管１０５８及びブレード１０１４とともに遠位方向及び近位方向に並進運動する際、ケー
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ブル１０６６は交互に緩んだり張り詰めることにより、外部ケーブル１０６７との連結が
維持される。図４９は、外部トランスデューサ１０７０を有するロボット外科システムの
器具取り付け部に連結された図３７～３８の外科用器具の遠位部分１０００の代替的な１
つの実施形態を示している。図に示されるように、トランスデューサは、器具取り付け部
１０３４を超えて延びている。図４９には、導波管１０５８、ブレード１０１４（図４９
には示されていない）、及びトランスデューサ１０７０を近位方向及び遠位方向に並進運
動させるように動作する（回転部材６１２の１つとともに）、導波管１０５８と連結され
たトラックギア１０６２も示されている。図５０は、図４９に示されるような図３７～３
８の外科用器具の遠位部分１０００の更なる図を示している。
【００９８】
　図５１は、クランプパッド１０７２を備えるジョーアセンブリ１００３の１つの実施形
態を示している。クランプパッド１０７２は、手首部材１００８の少なくとも１つの面及
び／又はジョー部材１０１０、１０１２の一方と連結された１以上の構成要素を備えても
よい。例えば、図５１は、超音波ブレード１０１４の方向に向けられた手首部材１００８
の面１０７４及び超音波ブレード１０１４の方向に向けられたジョー部材１０１２の面１
０７６を示している。これらの面の１つ以上をクランプパッド１０７２と連結することが
できる。クランプパッド１０７２は、本明細書に述べられるクランプアームアセンブリ６
４と同様のものであってもよい。例えば、クランプパッド１０７２は、ブレード１０１４
の動作に大きく影響することなく、超音波ブレード１０１４と物理的に接触するように構
成することができる。これにより、臨床医は、ジョーアセンブリ１００３を使用して、ク
ランプアームアセンブリ６４に関して上記に述べたのと同様にしてブレード１０１４に組
織をクランプ締めすることができる。
【００９９】
　図５２～５５は、ジョーアセンブリ１１００を有する外科用器具の遠位部分１１０１の
１つの実施形態を示す。遠位部分１１０１は、シャフト部分１１１０、Ｕ字継手１１０２
及び超音波ブレード１１０６を更に備えてもよい。本明細書において上記に述べたように
、超音波ブレード１１０６は、図１のトランスデューサ１６などのトランスデューサへと
近位方向に延びうる超音波導波管（図５２には示されていない）と機械的に連動しうる。
特定の実施形態では、超音波ブレード１１０６は、本明細書において上記に述べたように
収縮可能であってもよい。
【０１００】
　ジョーアセンブリ１１００は、ジョー部材１１０２及びこれと対向可能なＵ字状ジョー
部材１１０４で構成することができる。ジョー部材１１０２、１１０４は、Ｕ字継手１１
０２と旋回可能に連結することができ、Ｕ字継手１１０２は更にシャフト１１１０と連結
することができる。ジョー部材１１０２、１１０４は、ジョー部材１０１０、１０１２が
軸１０１６を中心として別々に旋回可能である上記に述べたのと同様の要領で軸１１０９
を中心として別々に旋回可能である。例えば、ジョー部材１１０２、１１０４は、ジョー
部材１１０２、１１０４が互いから離れる方向に旋回している開位置へと軸１１０９を中
心として別々に旋回することができる。ジョー部材１１０２、１１０４は、ジョー部材１
１０２、１１０４が例えば図５３及び５５に示されるように互いに近いか、かつ／又は接
触している閉位置へと軸１１０９を中心として別々に旋回することもできる。異なる実施
形態では、ジョー部材１１０２、１１０４は、シャフトの長手方向軸１００２に対して異
なる角度で開位置又は閉位置のいずれかに位置することができる。例えば、図５２は、長
手方向軸１００２から離れる方向に旋回している、開位置にあるジョー部材１１０２、１
１０４を示している。図５３は、超音波ブレード１１０６とほぼ平行である、閉位置にあ
るジョー部材１１０２、１１０４を示している。軸１１０９は、長手方向軸１００２とほ
ぼ平行であってもよい。
【０１０１】
　異なる実施形態において、ジョー部材１１０２、１１０４を用いて組織を捕捉し、捕捉
された組織を超音波ブレード１１０６の方向に誘導して切断及び／又は凝固を行うことが
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できる。例えば、Ｕ字形ジョー部材１１０４は、１対の叉１１０４ａ、１１０４ｂで構成
されうる。叉１１０４ａ、１１０４ｂは、それらの間に開口部１１０５を画定することが
できる。ジョー部材１１０２及び超音波ブレード１１０６をこの開口部と整列させること
ができる。これにより、ジョー部材１１０２、１１０４は、少なくともジョー部材１１０
２が長手方向軸１００２から離れる方向に位置する開位置へと旋回させることによって図
５５に示される組織１１１４のような組織を捕捉することができる。特定の実施形態では
、ジョー部材１１０２は少なくとも叉１１０４ａ、１１０４ｂの間の開口部１１０５内に
嵌まりうる。したがって、ジョー部材１１０２は組織１１１４の一部を開口部１１０５に
押し込み、そこでジョー部材１１０２は図５５に示されるように超音波ブレード１１０６
と接触して切断及び／又は凝固を行うことができる。
【０１０２】
　ジョー部材１１０２、１１０４は、任意の適当な要領で制御することができる。例えば
、図５６を参照すると、プーリ１１１６を、軸１１０９を中心として配置してジョー部材
１１０４と連結することができる。同様のプーリ１１１８を軸１１０９を中心として配置
し、ジョー部材１１０６と連結することができる。ケーブル１１２０、１１２２を、プー
リ１０４１、１０４３及びケーブル１０３８、１０４０に関して上記に述べたのと同様の
要領でそれぞれのプーリ１１０４、１１０６の周囲に連結することができる。ケーブル１
１２０の差動運動により、上記に述べたようにジョー部材１１０４が軸１１０９を中心と
して旋回することができる。同様に、ケーブル１１２０の差動運動により、やはり上記に
述べたようにジョー部材１１０４が軸１１０９を中心として旋回することができる。ここ
で図５４を参照すると、シャフト１１１２はキャビティ１１１５を画定することができる
。それぞれのケーブル１１２０、１１２２は、ジョーアセンブリ１１００からキャビティ
１１１５を通って近位方向に延びることができる。ケーブル１１２０、１１２２は任意の
適当な要領で制御することができる。例えば、各ケーブルは、図４５に示される器具取り
付け部と同様の器具取り付け部によって、かつ／又は本明細書において上記に述べたハン
ドル１２のような手持ち式コントローラによって制御することができる。
【０１０３】
　非限定的実施形態
　異なる実施形態は、エンドエフェクタ、シャフト及びジョーアセンブリを有する外科用
器具に関するものである。エンドエフェクタは、長手方向軸とほぼ平行に遠位方向に延び
る超音波ブレードを有する。シャフトは、長手方向軸に沿ってエンドエフェクタから近位
方向に延びることができる。ジョーアセンブリは、第１及び第２のジョー部材を有するこ
とができる。ジョーアセンブリは、長手方向軸に対してほぼ垂直な第１の軸を中心として
、第１及び第２のジョー部材が超音波ブレードとほぼ平行となる第１の位置から第２の位
置へと旋回することができる。更に、第１及び第２のジョー部材は、前記第１の軸に対し
てほぼ垂直な第２の軸を中心として旋回可能であってもよい。
【０１０４】
　特定の実施形態では、ジョーアセンブリは、手首部材、第１のジョー部材、及び第２の
ジョー部材を含む。手首部材は、長手方向軸に対してほぼ垂直な手首旋回軸を中心として
、手首部材が超音波ブレードとほぼ平行となる第１の位置から、手首部材が超音波ブレー
ドから離れる方向に旋回された第２の位置へと旋回可能であってよい。第１のジョー部材
は、手首部材から遠位方向に延びてもよく、手首部材と旋回可能に連結することができる
。第１のジョー部材は、手首旋回軸に対してほぼ垂直なジョー旋回軸を中心として旋回可
能であってもよい。第２のジョー部材は、手首部材から遠位方向に延びてよく、やはり手
首部材と旋回可能に連結することができる。第２のジョー部材もまた、ジョー旋回軸を中
心として旋回可能であってもよい。第１及び第２のジョー部材は、互いに対してジョー旋
回軸を中心として、第１及び第２のジョー部材が互いから離れる方向に旋回された開位置
から、第１及び第２のジョー部材が互いに近づく方向に旋回された閉位置へと更に旋回可
能であってもよい。
【０１０５】
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　本出願人は、それらの全容を参照によってそれぞれ本明細書に援用するところの以下の
特許出願も所有するものである。すなわち、
　米国特許出願第１３／５３６，２７１号、出願日：２０１２年６月２８日、発明の名称
「Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｄｒｉｖｅ　Ｍｅｍｂｅｒ」（代理人整理番号：ＥＮＤ７１３１Ｕ
ＳＮＰ／１２０１３５）、
　米国特許出願第１３／５３６，２８８号、出願日：２０１２年６月２８日、発明の名称
「Ｍｕｌｔｉ－Ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　Ｐｏｗｅｒｅｄ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｄｅｖｉｃ
ｅ　ｗｉｔｈ　Ｅｘｔｅｒｎａｌ　Ｄｉｓｓｅｃｔｉｏｎ　Ｆｅａｔｕｒｅｓ」（代理人
整理番号：ＥＮＤ７１３２ＵＳＮＰ／１２０１３６）、
　米国特許出願第１３／５３６，２９５号、出願日：２０１２年６月２８日、発明の名称
「Ｒｏｔａｒｙ　Ａｃｔｕａｔａｂｌｅ　Ｃｌｏｓｕｒｅ　Ａｒｒａｎｇｅｍｅｎｔ　ｆ
ｏｒ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｅｎｄ　Ｅｆｆｅｃｔｏｒ」（代理人整理番号：ＥＮＤ７１３
４ＵＳＮＰ／１２０１３８）、
　米国特許出願第１３／５３６，３２６号、出願日：２０１２年６月２８日、発明の名称
「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｅｎｄ　Ｅｆｆｅｃｔｏｒｓ　Ｈａｖｉｎｇ　Ａｎｇｌｅｄ　Ｔｉ
ｓｓｕｅ－Ｃｏｎｔａｃｔｉｎｇ　Ｓｕｒｆａｃｅｓ」（代理人整理番号：ＥＮＤ７１３
５ＵＳＮＰ／１２０１３９）、
　米国特許出願第１３／５３６，３０３号、出願日：２０１２年６月２８日、発明の名称
「Ｉｎｔｅｒｃｈａｎｇｅａｂｌｅ　Ｅｎｄ　Ｅｆｆｅｃｔｏｒ　Ｃｏｕｐｌｉｎｇ　Ａ
ｒｒａｎｇｅｍｅｎｔ」（代理人整理番号：ＥＮＤ７１３６ＵＳＮＰ／１２０１４０）、
　米国特許出願第１３／５３６，３９３号、出願日：２０１２年６月２８日、発明の名称
「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｅｎｄ　Ｅｆｆｅｃｔｏｒ　Ｊａｗ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ
　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎｓ」（代理人整理番号：ＥＮＤ７１３７ＵＳＮＰ／１２０
１４１）、
　米国特許出願第１３／５３６，３６２号、出願日：２０１２年６月２８日、発明の名称
「Ｍｕｌｔｉ－Ａｘｉｓ　Ａｒｔｉｃｕｌａｔｉｎｇ　ａｎｄ　Ｒｏｔａｔｉｎｇ　Ｓｕ
ｒｇｉｃａｌ　Ｔｏｏｌｓ」（代理人整理番号：ＥＮＤ７１３８ＵＳＮＰ／１２０１４２
）、及び
　米国特許出願第１３／５３６，４１７号、出願日：２０１２年６月２８日、発明の名称
「Ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎｓ　ｆｏｒ　Ｒｏｔａｒｙ　Ｄｒｉｖｅｎ
　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｔｏｏｌｓ」（代理人整理番号：ＥＮＤ７１４９ＵＳＮＰ／１２０
１５３）。
【０１０６】
　「近位」及び「遠位」なる用語は、本明細書の全体を通じて、患者の処置に使用される
器具の一端を操作する臨床医を基準として用いられる点は認識されるであろう。「近位」
なる用語は、臨床医に最も近い器具の部分を指し、用語「遠位」は、臨床医から最も離れ
た位置に位置する部分を指す。簡潔にするため、また明確にするために、「垂直」、「水
平」、「上」、「下」などの空間に関する用語は、本明細書において、図示した実施形態
を基準にして使用されうる点は更に認識されるであろう。しかしながら、外科用器具は、
多くの向き及び位置で使用され得、これらの用語は、限定的及び絶対的であることを意図
したものではない。
【０１０７】
　外科用器具及びロボット外科システムの様々な実施形態を本明細書に説明する。本明細
書に説明する様々な実施形態を、説明した外科用器具及びロボット外科システムと共に使
用することができることが当業者によって理解されよう。説明は例のみに提供されており
、開示の実施形態は、本明細書に開示する装置のみに限定されず、任意の互換性のある外
科用器具又はロボット外科システムと共に使用することができることが当業者に理解され
よう。
【０１０８】
　本明細書全体を通して、「様々な実施形態」、「いくつかの実施形態」、「１つの例示
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的な実施形態」、又は「実施形態」の参照は、その実施形態との関連において記述されて
いる特定の特徴、構造、又は特性が、少なくとも１つの例示的な実施形態に含まれること
を意味する。したがって、本明細書全体を通して複数の場所に出現する「様々な実施形態
では」、「いくつかの実施形態では」、「１つの例示的な実施形態では」、又は「実施形
態では」というフレーズは、必ずしも全てが同一の実施形態を指すものではない。更に、
１つの例示的な実施形態と関連させて説明又は記述した特定の機構、構造、又は特徴は、
無制限に、１つ又はそれ以上の他の実施形態の機構、構造、又は特徴と、全部又は一部が
組み合わされてもよい。
【０１０９】
　いくつかの実施形態の記載により本明細書の様々な実施形態が説明され、説明的実施形
態がかなり詳細に記載されているが、出願人には添付された請求範囲をかかる詳細によっ
ていかなる方法によっても制限する意図はない。当業者には更なる効果及び改変が直ちに
明らかとなりうる。例えば、開示される実施形態のそれぞれを、内視鏡手術、腹腔鏡手術
、及び開腹手術において、目的とする用途を制限することなく使用することができる。
【０１１０】
　本明細書における図及び説明の少なくともいくらかは、開示を明確に理解するのに関連
する要素を示すために簡素化されており、明確にする目的でその他の要素を排除している
ことを理解すべきである。しかしながら、当業者は、これらの及びその他の要素が望まし
い可能性があることを認識するであろう。しかしながら、そのような要素は当該技術分野
において周知であり、それらは本開示のよりよい理解を促進しないため、本明細書ではそ
のような要素についての議論はしない。
【０１１１】
　幾つかの実施形態を説明してきたが、本開示の利点の幾つか又は全てを習得した当業者
は、これらの実施形態に対する様々な修正、変更及び適用を想起することができることは
明白である。例えば、各種の実施形態によれば、所与の働きを成し遂げるために、単一の
構成要素が複数の構成要素で置き換えられてもよく、また複数の構成要素が単一の構成要
素で置き換えられてもよい。本願はしたがって、添付の特許請求の範囲で定義される本開
示の範囲及び趣旨を逸脱することなく、そのようなすべての修正、変更、及び改作を網羅
することを意図したものである。
【０１１２】
　全体又は部分において、本明細書に参照により組み込まれると称されるいずれの特許公
報又は他の開示物も、組み込まれた事物が現行の定義、記載、又は本開示に記載されてい
る他の開示物と矛盾しない範囲でのみ本明細書に組み込まれる。このように及び必要な範
囲で、本明細書に明瞭に記載されている開示は、参照により本明細書に組み込んだ任意の
矛盾する事物に取って代わるものとする。本明細書に参照により援用するものとされてい
るが、既存の定義、見解、又は本明細書に記載された他の開示内容と矛盾するすべての内
容、又はそれらの部分は、援用された内容と既存の開示内容との間にあくまで矛盾が生じ
ない範囲でのみ援用するものとする。
【０１１３】
〔実施の態様〕
（１）　長手方向軸に対してほぼ平行に遠位方向に延びる超音波ブレードを備えるエンド
エフェクタと、
　前記長手方向軸に沿って前記エンドエフェクタから近位方向に延びるシャフトと、
　ジョーアセンブリであって、
　　手首部材であって、前記手首部材が前記超音波ブレードとほぼ平行となる第１の位置
から、前記手首部材が前記超音波ブレードから離れる方向に旋回された第２の位置へと、
前記長手方向軸に対してほぼ垂直な手首旋回軸を中心として旋回可能な、手首部材と、
　　前記手首部材から遠位方向に延びて前記手首部材と旋回可能に連結された第１のジョ
ー部材であって、前記手首旋回軸に対してほぼ垂直なジョー旋回軸を中心として旋回可能
な、第１のジョー部材と、
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　　前記手首部材から遠位方向に延びて前記手首部材と旋回可能に連結された第２のジョ
ー部材であって、前記ジョー旋回軸を中心として旋回可能な、第２のジョー部材と、を備
える、ジョーアセンブリと、を備え、前記第１及び第２のジョー部材が、前記第１及び第
２のジョー部材が互いから離れる方向に旋回している開位置から前記第１及び第２のジョ
ー部材が互いに近づく方向に旋回している閉位置へと、互いに対して前記ジョー旋回軸を
中心として更に旋回可能である、外科用器具。
（２）　前記第１のジョー部材から前記シャフトを通って近位方向に延びる第１及び第２
の制御ラインであって、前記第１及び第２の制御ラインの差動並進運動によって、前記第
１のジョー部材が前記ジョー旋回軸を中心として旋回する、第１及び第２の制御ラインと
、
　前記第２のジョー部材から前記シャフトを通って近位方向に延びる第３及び第４の制御
ラインであって、前記第３及び第４の制御ラインの差動並進運動によって、前記第２のジ
ョー部材が前記ジョー旋回軸を中心として旋回する、第３及び第４の制御ラインと、を更
に備える、実施態様１に記載の器具。
（３）　前記第１のジョー部材が、前記ジョー旋回軸を中心として配置されたプーリを備
え、前記第１及び第２の第１のジョー制御ラインが前記プーリの周囲に延びる、実施態様
２に記載の器具。
（４）　前記第１及び第２の制御ラインが、前記プーリの周囲に配置された１本の制御ラ
インの両端である、実施態様３に記載の器具。
（５）　前記第１及び第２のジョー部材が、前記ジョー旋回軸を中心として、個別に、及
び一緒に旋回可能である、実施態様１に記載の器具。
【０１１４】
（６）　前記手首部材と連結されて前記シャフトを通って近位方向に延びる第１の手首部
材制御ラインを更に備え、前記第１の手首部材制御ラインの近位方向への並進運動が、前
記手首部材を前記手首旋回軸を中心として前記第１の手首部材に向かって近位方向に旋回
させる、実施態様１に記載の器具。
（７）　前記超音波ブレードが、伸長した位置から収縮した位置へと前記長手方向軸に対
して平行な方向に並進運動可能である、実施態様１に記載の器具。
（８）　前記手首旋回軸を中心とした前記手首部材の運動範囲が、前記超音波ブレードが
前記収縮した位置にある場合に大きくなる、実施態様１に記載の器具。
（９）　前記手首部材、前記第１のジョー部材、及び前記第２のジョー部材の少なくとも
１つが、前記超音波ブレードの方向に向けられた面を画定し、前記面に連結されたクラン
プパッド材料を更に備える、実施態様１に記載の器具。
（１０）　長手方向軸に対してほぼ平行に遠位方向に延びる超音波ブレードを有するエン
ドエフェクタと、
　前記長手方向軸に沿って前記エンドエフェクタから近位方向に延びるシャフトと、
　第１及び第２のジョー部材を有するジョーアセンブリと、を備え、前記ジョーアセンブ
リが、前記第１及び第２のジョー部材が前記超音波ブレードに対してほぼ平行となる第１
の位置から第２の位置へと、前記長手方向軸に対してほぼ垂直な第１の軸を中心として旋
回可能であり、前記第１及び第２のジョー部材が前記第１の軸に対してほぼ垂直な第２の
軸を中心として旋回可能である、外科用器具。
【０１１５】
（１１）　前記第１及び第２のジョー部材が、前記第１及び第２のジョー部材が互いに対
してほぼ平行となる閉位置から開位置へと、前記第２の軸を中心として互いに対して旋回
可能である、実施態様１０に記載の外科用器具。
（１２）　前記ジョーアセンブリが前記第１の軸を中心として旋回可能な手首部材を更に
備え、前記第１及び第２のジョー部材が前記第２の軸を中心として前記手首部材に旋回可
能に連結されている、実施態様１０に記載の外科用器具。
（１３）　前記第１のジョー部材から前記シャフトを通って近位方向に延びる第１及び第
２の制御ラインであって、前記第１及び第２の制御ラインの差動並進運動によって、前記
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　前記第２のジョー部材から前記シャフトを通って近位方向に延びる第３及び第４の制御
ラインであって、前記第３及び第４の制御ラインの差動並進運動によって、前記第２のジ
ョー部材が前記第２の軸を中心として旋回する、第３及び第４の制御ラインと、を更に備
える、実施態様１０に記載の器具。
（１４）　前記第１のジョー部材が、前記ジョー旋回軸を中心として配置されたプーリを
備え、前記第１及び第２の第１のジョー制御ラインが前記プーリの周囲に延びる、実施態
様１３に記載の器具。
（１５）　前記第１のジョー部材が、前記ジョー旋回軸を中心として配置されたプーリを
有し、前記第１及び第２の第１のジョー制御ラインが前記プーリの周囲に延びる、実施態
様１４に記載の器具。
【０１１６】
（１６）　前記第１及び第２のジョー部材が、前記第２の軸を中心として、個別に、及び
一緒に旋回可能である、実施態様１０に記載の器具。
（１７）　前記ジョーアセンブリと連結されて前記シャフトを通って近位方向に延びる第
１の軸の制御ラインを更に備え、前記第１の軸の制御ラインの近位方向への並進運動が、
前記ジョーアセンブリを前記手首旋回軸を中心として前記第１の手首部材に向かって近位
方向に旋回させる、実施態様１０に記載の器具。
（１８）　前記超音波ブレードが、伸長した位置から収縮した位置へと前記長手方向軸に
対して平行な方向に並進運動可能である、実施態様１０に記載の器具。
（１９）　前記第１の軸を中心とした前記ジョーアセンブリの運動範囲が、前記超音波ブ
レードが前記収縮した位置にある場合に大きくなる、実施態様１０に記載の器具。
（２０）　前記ジョーアセンブリが前記超音波ブレードの方向に向けられた面を画定し、
前記面と連結されたクランプパッド材料を更に備える、実施態様１０に記載の器具。
【０１１７】
（２１）　長手方向軸に対してほぼ平行に遠位方向に延びる超音波ブレードを有するエン
ドエフェクタと、
　前記長手方向軸に沿って前記エンドエフェクタから近位方向に延びるシャフトと、
　ジョーアセンブリであって、
　　前記長手方向軸に対してほぼ垂直な第１の軸を中心として旋回可能な第１のジョー部
材と、
　　前記第１の軸を中心として旋回可能な第２のジョー部材であって、第１及び第２の叉
（tines）を画定する、第２のジョー部材と、を備え、前記第１及び第２のジョー部材が
、前記第１及び第２のジョー部材が互いから離れる少なくとも１つの開位置から、前記第
１及び第２のジョー部材が互いに近づく方向に旋回される少なくとも１つの開位置へと、
前記第１の軸を中心として旋回可能であり、前記第１及び第２の叉が、前記第１のジョー
部材及び前記超音波ブレードと整列した開口部を画定する、外科用器具。
（２２）　前記第１のジョー部材が、前記第１の軸を中心として配置されたプーリを備え
、前記器具が、前記プーリの周囲に配置されて前記第１のジョー部材を前記第１の軸を中
心として旋回させる第１のケーブルを更に備える、実施態様２１に記載の外科用器具。
（２３）　前記第２のジョー部材が、前記第１の軸を中心として配置されたプーリを備え
、前記器具が、前記プーリの周囲に配置されて前記第２のジョー部材を前記第１の軸を中
心として旋回させる第２のケーブルを更に備える、実施態様２１に記載の外科用器具。
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