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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　制御端部と、作用端部とを含む手操作型器具のための器具案内装置において、
　該器具案内装置が手操作型器具を受け入れるため使用され、
　基端と、末端とを有して、手操作型器具を受け入れる器具管腔を含む細長い案内軸と、
　案内軸の末端に配設された末端の曲げ可能な部材と、
　案内軸の基端に配設された基端の曲げ可能な部材と、
　前記末端の曲げ可能な部材と基端の曲げ可能な部材との間を伸びて、前記基端の曲げ可
能な部材から制御されて前記末端の曲げ可能な部材の曲げを与える作動手段と、を備え、
　これにより、前記基端の曲げ可能な部材は、前記手操作型器具から制御されて、前記末
端の曲げ可能な部材の相応した曲げを生ぜしめ、該末端の曲げ可能な部材の相応した曲げ
は、基端の曲げ可能な部材の偏向または曲げを生ずるように、該器具案内装置内に位置決
めされた、手操作型器具の制御端部を偏向させることにより行われ、該基端の曲げ可能な
部材の偏向または曲げは、該手操作器具の作用端部の位置決めを制御するために作動手段
を介して末端の曲げ可能な部材に伝達されることを特徴とする、手操作型器具のための器
具案内装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の器具案内装置において、前記基端の曲げ可能な部材は任意の方向に向
けて可動である、器具案内装置。
【請求項３】
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　請求項１に記載の器具案内装置において、前記基端の曲げ可能な部材と前記手操作器具
のハンドルとの間に配設された把持部を含み、また、該手操作器具の軸が通って伸びる通
路を有するような構造及び配置とされる、器具案内装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の器具案内装置において、前記把持部は、把持部分と、回転ノブとを含
む２つの部分として形成され、該把持部及び回転ノブは、その間にて相対的に回転し得る
よう支持される、器具案内装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の器具案内装置において、前記曲げ可能な部材の各々は、スロットによ
り分離された複数のディスクを有する単一部分から成るスロット付き構造体を備える、器
具案内装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の器具案内装置において、前記作動手段は、基端の曲げ可能な部材と末
端の曲げ可能な部材とを相互に接続する複数のケーブルを備える、器具案内装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の器具案内装置において、前記案内軸は、別個の器具の軸をそれぞれ受
容する少なくとも２つの管腔を有する、器具案内装置。
【請求項８】
　請求項１に記載の器具案内装置において、前記手操作型器具は、器具の基端の曲げ可能
な部材と、末端の曲げ可能な部材とを有する、器具案内装置。
【請求項９】
　請求項８に記載の器具案内装置において、手操作型器具の基端の曲げ可能な部材と末端
の曲げ可能な部材との間を伸びるケーブルを含む、器具案内装置。
【請求項１０】
　請求項１に記載の器具案内装置において、前記基端の曲げ可能な部材は、スロットによ
り分離された複数のディスクを有する単一物のスロット付き構造を備え、また、隣接する
ディスクを相互に接続する複数のリブを更に含み、前記リブは９０°以下の間隔にて部材
の回りに配設される、器具案内装置。

【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
　本出願は、２００５年７月２０日付けにて出願された先の特許出願である米国仮特許出
願番号６０／７００，７７６による優先権を主張するものである。本発明はまた２００３
年１０月３０日付けで出願された米国仮特許出願番号６０／５１５，５６０に基づく優先
権を主張する、２００４年４月１２日付けで出願された先の出願である米国特許出願番号
１０／８２２，０８１及び２００５年４月１４日付けで出願された米国仮特許出願番号６
０／６７１，１８９による優先権を主張する、２００５年７月２０日付けで出願された米
国特許出願番号１１／１８５，９１１にも関係するものである。上述した特許出願の全て
の内容はその全体を参考として引用し本明細書に含めてある。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、全体として、外科用器具、より詳細には、最小侵襲的外科手術又はその他の
形態の外科的方法又は技術にて使用することを意図する手操作型外科用器具に関する。更
により詳細には、本発明は、医療器具用の案内装置に関する。本明細書に記載された器具
は、腹腔鏡下法に対して使用することができるが、本発明の器具及び案内具は腔内法を含
む多岐に亙るその他の方法にて使用することができることを理解すべきである。
【背景技術】
【０００３】
　市場にて現在利用可能である内視鏡型及び腹腔鏡型器具は、それらの使用中の利便性が
欠如することを主な理由として、操作し且つ使用することが極めて困難である。例えば、
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外科手術の間、典型的な腹腔鏡型器具を使用するとき、器具のツールの向きは、標的及び
切開部の位置によってのみ決定される。これらの器具は、全体として、患者自身の切開領
域を支点とするてこ力にて機能する。その結果、縫合、結さく且つ精密切除といったよう
な一般的な作業をマスターすることが容易でないものとなる。通常、更なる制御のため、
別個に配設された制御部材によってしばしば制御される追加的な関節部を提供することに
より、この欠点を解決すべく永年に亙って色々な腹腔鏡型器具が開発されている。しかし
、かかる開発にもかかわらず、これらの器具は、依然として、特に随意に選んだその向き
にて医師が縫合のような一般的な作業を行うことを許容するのに十分な利便性を提供しな
い。
【０００４】
　上記に掲げた関連する当該出願人による先行の特許出願は、器具自体に曲げ可能な部分
を採用する改良された器具について記載している。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の１つの目的は、医師が外科用器具のツールすなわち作用端を一層の利便性をも
って容易に操作することを許容する、腹腔鏡下、内視鏡下又はその他の外科的法のため従
来の又は上記に掲げた器具と共に使用することができる案内装置又は装置を提供すること
である。
【０００６】
　本発明の別の目的は、切開部を通り、自然の身体オリフィスを通り又は腔内を伸びる、
多岐に亙る用途を有するが、これにのみ限定されない、改良された外科用器具及び案内具
を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の上記及びその他の目的、特徴及び有利な点を実現するため、基端と、末端と、
を有する細長い案内軸であって、器具の軸と、ハンドルとを有する手操作型器具を受け入
れるための器具管腔を含む上記の細長い案内軸から成る器具の案内装置が提供される。末
端の曲げ可能な部材は、案内軸の末端に配設され、また、基端の曲げ可能な部材は、案内
軸の基端に配設されている。作動手段が末端の曲げ可能な部材と基端の曲げ可能な部材と
の間を伸びて、基端の曲げ可能な部材から制御された末端の曲げ可能な部材が曲がること
を可能にする。基端の曲げ可能な部材は、手操作型器具から制御されて、これに相応して
末端の曲げ可能な部材が曲がるようにする。
【０００８】
　本発明のその他の形態に従い、作動手段は、基端の曲げ可能な部材の曲がりによって末
端の曲げ可能な部材が同様の方向に曲がるような構造及び配置とされ、又は、これと代替
的に、作動手段は、基端の曲げ可能な部材の曲がりによって末端の曲げ可能な部材が反対
方向に曲がるような構造及び配置とされた、器具の案内装置が提供される。基端の曲げ可
能な部材は任意の方向に向けて可動であることが好ましい。把持部は、基端の曲げ可能な
部材と器具のハンドルとの間に配設され且つ器具の軸が通って伸びる通路を有するような
構造及び配置とすることができる。把持部は、把持部分と、回転ノブとを含む２つの部分
として形成することができ、把持部分及びノブ部分は、その間にて相対的に回転し得るよ
う支持される。器具のハンドルを把持部に対して固定する手段を設けることができる。曲
げ可能な部材の各々は、スロットにより分離された複数のディスクを有する単一部分から
成るスロット付き構造体を備えることができる。案内軸は、剛性、可撓性又は部分的に可
撓性であるようにすることができる。器具の案内装置は、複数の基端の曲げ可能な部材と
、複数の末端の曲げ可能な部材とを含むことができる。作動手段は、基端の曲げ可能な部
材と末端の曲げ可能な部材とを相互に接続する複数のケーブルを備えることができる。案
内軸は、別個の器具の軸をそれぞれ受容する少なくとも２つの管腔を有することができる
。案内装置内に挿入される器具は、器具の基端の曲げ可能な部材と、末端の曲げ可能な部
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材とを有することができる。
【０００９】
　本発明の別な実施の形態において、基端と、末端とを有する細長い器具の軸と、器具の
軸の末端から結合された作用部材と、器具の軸の基端に配設された制御ハンドルと、器具
の軸を受け入れる案内部材とを備える外科用器具組立体が提供される。案内部材は、案内
軸と、案内軸の末端における末端の動作手段と、案内軸の基端における基端の動作手段と
、末端の動作手段と基端の動作手段との間を伸びる作動手段とを含む。作用部材は、手術
箇所にて案内軸の末端を超えて伸びている。基端の動作手段の偏向によってそれに相応し
て末端の動作手段が偏向して作用部材を制御する。
【００１０】
　本発明の更に別の形態に従い、末端の動作手段は、末端の曲げ可能な部材を備え、基端
の動作手段は、任意の方向に向けて可動である基端の曲げ可能な部材を備える、外科用器
具組立体が提供される。把持部は、基端の曲げ可能な部材と器具のハンドルとの間に配設
され且つ器具の軸が通って伸びる通路を有するような構造及び配置とすることができる。
把持部は、把持部分と、回転ノブとを含む２つの部分として形成することができ、把持部
分及びノブ部分は、その間にて相対的に回転し得るよう支持される。基端の曲げ可能な部
材は、スロットにより分離された複数のディスクを有する単一部分から成るスロット付き
構造を備え、また、隣接するディスクを相互に接続する複数のリブを更に含み、リブは９
０°以下の間隔にて部材の回りに配設される。
【００１１】
　本発明の更なる実施の形態において、基端と、末端とを有する細長い器具の軸と、器具
の軸の末端に配設された作用部材と、器具の軸の基端に配設された制御ハンドルとから成
る外科用器具が提供される。作用部材は、末端の動作部材を介して細長い器具の軸の末端
に結合される。制御ハンドルは、基端の曲げ可能な部材を介して細長い器具の軸の基端に
結合される。作動手段は、末端部材と基端部材との間を伸び、これにより、制御ハンドル
が細長い器具の軸に対して偏向することによってこれに相応して末端の動作部材が曲がり
、作用部材を制御するようにする。少なくとも基端の曲げ可能な部材は、スロットにより
分離された複数のディスクを有する単一部分から成るスロット付き構造を備えている。
【００１２】
　本発明の更に別の形態に従い、末端の動作部材は、スロットにより分離された複数のデ
ィスクを有する単一部分から成るスロット付き構造として形成された曲げ可能な部材も備
える器具の案内装置が提供される。基端の曲げ可能な部材は、隣接するディスクを相互に
接続する複数のリブを含むことができ、リブは９０°以下の間隔にて部材の回りに配設さ
れる。リブは、６０°程度の間隔にて配設することができる。
【００１３】
　図面は図示する目的にのみ示したものであり、本発明の範囲を限定することを意図する
ものではないことを理解すべきである。本明細書に記載された実施の形態の上記及びその
他の目的並びに有利な点は、添付図面と共に検討したとき、以下の詳細な説明を参照する
ことにより明らかになるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明の器具及び案内部材は、最小侵襲的方法又は実質的に任意のその他の型式の外科
的又は医療方法を実行するため使用することができる。「最小侵襲的方法」とは、本明細
書にて、医師が小さい切り込み又は切開部を通じて手術し、手術箇所にアクセスするのに
小さい切開部が使用される外科的方法を意味する。１つの実施の形態において、切開部の
長さは直径１ｍｍないし２０ｍｍ、好ましくは、直径５ｍｍないし１０ｍｍの範囲である
。この方法は、手術箇所にアクセスするため大きい切込みを必要とする方法と対照的であ
る。このため、器具組立体はかかる小さい切開部を通じ及び（又は）自然な人体の腔又は
体腔を通じて挿入し、特定の外科的又は医学的方法のため器具を内部の標的箇所に配置す
べく使用されることが好ましい。外科用器具組立体を生体構造内に導入することは、腔又
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は血管への経皮的又は外科的アクセスによって又は生体構造の自然のオリフィスを通して
導入することによって行うこともできる。また、器具組立体は、ＭＩＳ外科手術のため使
用されることが好ましいが、該器具組立体は、開放外科手術又は任意のその他の外科的方
法又は医療方法のため使用することもできる。
【００１５】
　腹腔鏡下法にて使用することに加えて、本発明の器具及び案内具は、結腸内視鏡、上方
ＧＩ、関節鏡診視下、洞、胸部、経腔及び心臓法を含むが、これらに限定されない多岐に
亙るその他の医療方法又は外科的方法にて使用することができる。特定の方法に依存して
、器具の軸は、剛性、半剛性又は可撓性であるようにすることができる。
【００１６】
　本明細書にて外科用器具及び案内具に関して説明するが、本発明の原理は、必ずしも外
科手術用ではなくて、カテーテル、内視鏡、光学素子、及び診断及び治療用器具並びに装
置を含むが、これらにのみ限定されるものではない、その他の医療器具にも適用される。
【００１７】
　本発明の外科用案内器具の更に別の特徴は、器具及び案内具を多岐に亙る医療方法に適
応させる能力である。このことは、切開部を通して体腔内にアクセスし又は体腔への自然
の身体開口を通して腔内にて使用することを含むが、これらにのみ限定されるものではな
い。生体構造内への器具の導入は、腔、体腔又は血管に皮下的に又は外科的にアクセスし
又は生体構造の自然のオリフィスを通して導入することにより行うこともできる。
【００１８】
　本発明の着想は、従来の器具、又は当該出願人の上記に記載した関連する係属中の特許
出願に記載された新規な器具のような、新規な器具を挿入することができる手操作にて制
御可能な案内部材又は装置を使用することに関する。本発明の案内部材を使用することに
より、ユーザは、器具の軸を案内部材を通して挿入し、次に、案内部材の曲げ可能な部材
を使用して器具の操作を制御することができる。このように、案内部材内に配置されたと
き、器具を偏向させると、基端の曲げ可能な部材の偏向又は曲がりが生じ、この偏向又は
曲がりは、末端の曲げ可能な部材に伝達され（通常、ケーブルにより）、末端のツールの
配置を制御する。案内部材におけるこの曲がりの制御は、あらゆる方向に向けて行われる
ことが好ましい。
【００１９】
　末端の曲げ部材にて発生された案内部材の曲がり動作の程度は、末端の曲げ可能な部材
の寸法と比べた、基端の曲げ可能な部材の寸法により決定されることを認識すべきである
。開示された実施の形態において、基端の曲げ可能な部材は、末端の曲げ可能な部材の直
径の約３倍とすることができ、その結果、末端の曲げ可能な部材にて発生された動作は、
基端の曲げ可能な部材における動作の大きさの約３倍である。図３には、ピッチ動作だけ
を示す側面図のみが示されているが、基端の曲げ可能な部材は、任意の方向に且つあらゆ
る方向に向けて曲がり、末端の曲げ可能な部材が同一方向又は反対方向に向けて、但し同
一面内にて曲がるよう制御する。その結果、図３に示したように、医師は、主として案内
部材に対して軸受けする挿入された器具のハンドルを操作することにより制御される、基
端の曲げ可能な部材のローリング動作のみによって任意の向きにて器具のツールをその長
手方向軸線の回りにてローリングさせることができる。
【００２０】
　本明細書において、曲げ可能な部材について説明する。これらの部材は、回転可能な部
材又は可撓性部材と称することもできる。本明細書に記載した説明において、曲げ可能な
部分、曲げ可能なセグメント、曲げ可能な動作部材、又は回転可能な部材といったような
語は、接続部にて回動する要素と比較して、制御可能に曲げることのできる案内器具の１
つの要素を意味する。本発明の曲げ可能な要素は、単一の方向に限定されず任意の方向に
曲がることを可能にし、また、全て単一部分から成り又は単一体の構造にて、任意の方向
に容易に曲がる能力を更に特徴とする。これらの曲げ可能な動作部材の定義は、制御手段
又は被制御手段として形成され、また、張力又は圧縮力によって規制されて、何らかの鋭
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角な中断箇所又は角度を伴わずに、直線から湾曲した形態に偏倚することができる案内要
素である。
【００２１】
　第一の実施の形態は、図１ないし図６に示されている。案内部材又は器具１０は、基端
の曲げ可能な部材２０と、末端の曲げ可能な部材２２とを有しており、また、図３に示し
たような器具１２を組み立てた器具システム１４として示した器具１２の挿入された位置
に受け入れる。器具１２は、従来型式のものとし、また、案内部材１０内にて固定し、器
具ハンドル４０の動きが案内部材１０を通して実質的に伝達され、エンドエフェクタの配
置を制御する。換言すれば、ハンドル４０の偏向によって基端の曲げ可能な部材２０は曲
がる（図３参照）一方、該基端の曲げ部材２０は、末端の曲げ可能な部材２２を曲げてツ
ールすなわちエンドエフェクタの配置を制御する。この第一の実施の形態は、ハンドル４
０と基端の曲げ可能な部材２０との間の境界面を提供する把持部１６も含む。把持部１６
は、この特定の実施の形態において、単一部分から成り、このため、器具は器具及び案内
部材の全体を回転させることによってのみ回転する。器具１２は、案内部材１０に対して
係止され、このため、案内部材に対する器具の線形動作は生じない。
【００２２】
　図１を参照すると、外科用器具１２は、従来の設計のものとみなすことができ、また、
器具の基端のハンドル４０と、細長い可撓性の器具の軸３６と、外科用器具１２の末端に
配設されたツールすなわちエンドエフェクタ３８とから成っている。開示した実施の形態
において、器具の軸３６は、案内部材１０の曲げ可能な部材の曲がりと共に十分に曲がる
よう少なくとも部分的に可撓性又は曲げ可能であるような構造であることが好ましい。ツ
ール３８は、固定のジョー５４と、可動のジョー５２とを含むものとして図示されている
。ツール３８は、器具の軸３６を通って伸び且つ、スライダ４６及び戻りばね４８により
制御される作動ケーブル５０によって作動される。レバー４２は、連結機構又は伝達バー
４４を通してスライダ４６を作動させる。レバー４２を閉じれば、ケーブル５０は引っ張
られて、ジョー５２、５４を閉じる。
【００２３】
　図面には、１組みのジョーが示されているが、その他のツール又は装置を本発明の器具
と共に容易に使用し得るようにすることができる。これらの器具は、カメラ、検出器、光
学素子、スコープ、流体送り出し装置、注射器等を含むが、これらにのみ限定されるもの
ではない。ツールは、ジョー、鋏、把み器、針ホルダ、マイクロ切開器、ステープルアプ
ライヤー、鋲打ち器、吸引潅注ツール及びクリップアプライヤーのような多岐に渡る関節
動作型ツールを含む。更に、ツールは、切除ブレード、プローブ、潅注装置、カテーテル
又は吸引オリフィスのような非関節作動型ツールを含むことができる。
【００２４】
　図１ないし図６において、案内部材又は案内器具１０は、図１に示したように、外科用
器具１２から分離したものとして示されている。図３において、器具が案内部材１０内に
且つ案内部材１０を通して挿入された、組み立てたシステム１４が示されている。図３に
て、案内部材の軸１８は、患者の皮膚４の挿入箇所６にてカニューレ８を通って伸びてい
るのが分かる。エンドエフェクタすなわちツール３８は、図３にて末端の曲げ可能な部材
２２から伸びるものとして開示されている。図３には、末端の撓み部材２２の回りを伸び
ることができる保護シース２４も示されている。
【００２５】
　案内部材１０は、案内軸１８を含むことに加えて、基端の可撓性又は曲げ可能な部材２
０と、末端の可撓性又は曲げ可能な部材２２とをも含む。アダプタカバー２６は、基端の
曲げ可能な部材２０の一部分の回りに配設されている。アダプタカバー２６は、基端の曲
げ可能な部材２０及び案内軸１８の端部を受け入れる漏斗状又は円錐形の形状部分９６を
含む（図６参照）。案内部材１０の把持部１６は、基端の曲げ可能な部材２０の他端を受
け入れる。把持部１６は、従来の器具１２のボス３０を受け入れるキャビティ２８を有す
る単一部分から成る構造体であることが好ましい。ボス３０には、また、把持部１６を通
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ってキャビティ２８及び凹所３２内に伸びる回り止めねじ３４を受け入れる凹所３２が設
けられている。回り止めねじ３４を使用して、器具１２を案内部材１０内に固定する。こ
のように、器具の動作は、把持部１６に直接、伝達され、更に、基端の曲げ部材２０にも
伝達される。案内部材の長さは、器具ツールが図３に示したように、案内部材の端部を超
えて伸びるよう選ばれる。
【００２６】
　この第一の実施の形態は、特に、図４ないし図６にて、基端の曲げ可能な部材２０及び
末端の曲げ可能な部材２２の詳細も開示する。曲げ可能な部材２０は、器具の軸３６が通
って伸びることができる中央通路５６を有している。図４には、器具の軸３６が貫通して
伸びる案内軸１８により画成された管腔５８も示されている。同様に、末端の曲げ可能な
部材２２は、器具の軸３６を受け入れる通路６０を有している。図４にて、案内軸１８は
剛性なものとして示されているが、部分的に剛性又は可撓性であるようにしてもよい。案
内軸１８は、軽量金属材料又はプラスチックにて出来たものとすることができる。
【００２７】
　把持部１６は、基端の曲げ可能な部材２０の一端を受け入れるキャビティ６２（図６参
照）を含む。この曲げ可能な部材２０は、把持部１６の端部壁６４に着座している。壁６
４は、器具の軸３６を受け入れるテーパー付き又は円錐形の通路６６を有している。図６
に示したように、ケーブルに対する幾つかの通路６８も設けられている。把持部１６は、
アンカー８６及びばね８８用のキャビティ７０も含む。これは、複数の基端アンカー８６
と、関連したばね８８とを含む。ばね８８は、関係したケーブル７６ないし８２を緊張さ
せるためのものである。末端の曲げ可能な部材２２は、作動ケーブル７６ないし８２の末
端を固定する末端のアンカー８４を受け入れる伸長端９４を含む。把持部１６は、案内把
持部１６を把持するのに有用な隆起したリップ部７２を含むことも好ましい。隆起したリ
ップ部７２は、隔てられた指操作溝７４を有することが好ましい。
【００２８】
　基端の曲げ可能な部材と末端の曲げ可能な部材との間の制御は、主として、これらの曲
げ可能な部材の間を伸びる１組みのケーブルによって実行される。基端の曲げ可能な部材
を曲げると、１つ又はより多くのケーブルは引っ張られる一方、他方の対向したケーブル
は弛緩して、末端の曲げ可能な部材にて相応する曲げ動作を生じさせる。使用されるケー
ブルは、基端の曲げ可能な部材と末端の曲げ可能な部材との間を伸びる可撓性のケーブル
７６、７８、８０、８２を含む。複数の末端アンカー８４がケーブルの末端にて使用され
る。ケーブル通路９０が基端の曲げ可能な部材２０内に設けられており、また、ケーブル
通路９２が末端の曲げ可能な部材２２内に設けられている。通路９０、９２は、これらの
ケーブルを受容する。また、ケーブルに沿って、特に、案内軸１８内にて案内ディスク（
図示せず）を設けて、ケーブルが案内軸の一端から他端まで伸びるとき、その位置に維持
されることを保証する。
【００２９】
　基端の曲げ可能な部材２０は、その間に空間又はスロット１００を画成する一連の隣接
するディスク９８から成っている。接続リブ１０２が隣接するディスク９８の間を伸びて
いる。図５には、リブ１０２の位置が示されている。同様の態様にて、末端の曲げ可能な
部材２２は、その間にスロット又は空間１０６を画成する一連のディスク１０４を含む。
リブ１０８が隣接するディスク１０４の間を伸びている。曲げ可能な部材の更なる詳細及
びディスク、スロット及びリブ間の好ましい関係の更なる詳細については、その内容を参
考として引用し本明細書に含めた、２００５年７月２０日付けで出願された、特許出願番
号１１／１８５，９１１を参照されたい。
【００３０】
　図７及び図８には、本明細書に記載した器具が挿入された案内部材が示され、また、曲
げ動作を制御する制御ケーブルの位置に依存して、生ずる色々な動作も示されている。図
７において、基端の曲げ可能な部材２０の下方への動きによって末端の曲げ可能な部材２
２の上方への動きが生ずるく。これと代替的に、図８において、基端の曲げ可能な部材２
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０の下方への動きによって末端の曲げ可能な部材２２の下方への動きが生ずる。これは、
全て、基端の曲げ可能な部材が操作されたとき、ケーブルが伸び又は後退することによっ
て生じる。異なる方向への曲がりは、図７に示したように、ケーブルを真っ直ぐにするか
又は図８に示すように、１８０°交差させることにより生じる。図７及び図８において、
器具のハンドルは、把持部分１６に固定した状態にて示されており、また、ハンドルを操
作することにより、把持部分は直接、操作される一方、このことが基端の曲げ可能な部材
の曲がりを制御することになる。一方、この基端の曲げ可能な部材の曲がりは、末端の曲
げ可能な部材及びエンドエフェクタの配置を制御することになる。
【００３１】
　本発明の第二の実施の形態が図９及び図１０に示されている。この実施の形態は、回転
ノブ１１２を有する２部分の把持部１１６を使用する。この実施の形態は、基端及び末端
の曲げ可能な部材を介して第一の実施の形態と同一の曲げ動作は許容し、更に、ユーザが
案内部材を把持部分１１６に対して回転させることを許容する。この回転動作によって曲
げ可能な部材２０、２２及び案内軸３６はそれらの軸線上にて回転する。
【００３２】
　図９及び図１０の実施の形態には、把持部１１６に固定状態に支持された器具のハンド
ルも示されている。この特定の実施の形態において、単一部分から成る把持部ではなくて
、回転ノブ１１２も含む実質的に２部分の把持部が設けられる。ノブ１１２には、回転ノ
ブ１１２の端壁にて終わるボス１１４が設けられている。把持部１１６には、ボス１１４
を受け入れるキャビティ１２０が設けられている。保持手段１２２（内方に伸びる環状リ
ブ）は、把持部１１６から環状スロット内に伸びている。このようにして、回転ノブ１１
２は、把持部１１６と係合するが、把持部１１６に対し回転自在である。図１０には、ノ
ブ１１２に対する器具のハンドル１２の回転を表示する矢印１１１も示されている。矢印
１１３は、エンドエフェクタ３８の相応する回転を示す。物品１１２は回転ノブとして説
明するが、図１０にて矢印１１１、１１３で示すように、把持部１１６がノブに対して回
転する間、ノブ１１２を回転不能に保持することができることが理解される。
【００３３】
　図１ないし図１０に示した本発明の第一の２つの実施の形態において、案内軸自体は、
剛性、可撓性又は半剛性とすることができるが、基本的に、剛性であるとして示されてい
る。器具の軸自体は、少なくとも可撓性であり、基端の末端部材が作動されたとき、撓む
ことができることが好ましい。
【００３４】
　可撓性又は部分的に可撓性の案内軸又は管１２６を示す、本発明の第三の実施の形態が
図１１に示されている。第一の２つの実施の形態において、案内軸は、剛性又は部分的に
可撓性とし、器具の軸が少なくとも部分的に可撓性であり、曲げ可能な部材が作動してい
るとき、撓み得るようにする。図１１に示した実施の形態は、可撓性又は半可撓性の案内
管１２６を使用することを考える。これは、例えば、腹腔鏡下法にて使用するため、患者
の皮膚４の挿入箇所６にてカニューレ８を通して配置される状態が示されている。図１１
には、器具のハンドル１２と、把持部と、基端の曲げ可能な部材２０と、末端の曲げ可能
な部材２２とが概略図的に示されている。案内軸１２６以外、案内部材の他の部分は、図
１ないし図８又は図９及び図１０の何れかにて説明したものと実質的に同一とすることが
できる。この特別な実施の形態は、また、切開部又は自然の身体オリフィスを通すように
、器具及び案内具組立体を腔内にて使用することを可能にする。エンドエフェクタは、腔
内に配置することができ又は器具は、エンドエフェクタが体腔内に配置され又は体腔又は
血管を通って体腔まで伸びるよう配置することができる。
【００３５】
　この第三の実施の形態は、従来の内視鏡を案内部材内に受容することもできる。内視鏡
が案内部材内に挿入される。かかる内視鏡は、器具、光学素子又は潅注のようなその他の
目的のための通路を有することができる。その場合、本発明の案内部材は、内視鏡をステ
アリングするため使用することができる。このことは、内視鏡が生体構造の腔内のきつい
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湾曲部を進むことが必要とされる腔内の適用例に対し特に極めて有用である。
【００３６】
　案内部材が器具のハンドルに対して回転するのを許容する単一部分から成る把持部を使
用する第四の実施の形態が図１２ないし図１４に示されている。図１２は、外科用器具の
第二の実施の形態、すなわち、器具と案内部材との間に相互係止部を含む実施の形態と共
に使用される、この第四の実施の形態による案内装置を示す分解側面図である。図１３は
、図１２の線１３－１３に沿った、図１２の案内装置の基端の図である。図１４は、切開
部を通して使用する間の図１２の器具及び案内具組立体を示す概略側面図である。図１２
ないし図１４の実施の形態は、器具を案内部材と接続し且つ接続解除することを直ちに可
能にする拘束部を使用することを介しての急速接続解除部とみなすことができる。
【００３７】
　図１４に示したように、ハンドル又は把持部の何れかを回転させることができる。図１
２ないし図１４に示した実施の形態は、キャビティ１３４内に伸びる拘束部１３３を有す
る隆起したリップ部１３２を一端に備える単一部分から成る把持部１３０を使用する。把
持部１３０は、図１ないし図６に示した把持部と実質的に同一とすることができる。ハン
ドル４０におけるボス１３８は、環状溝１３９を有している。拘束部１３３は、器具が案
内部材１２８内に挿入されたとき、環状溝１３９内に係合する。図１２ないし図１４の実
施の形態において、案内部材１２８は、案内部材１２８が器具に対して回転し又はその逆
に器具が案内部材に対して回転し得るような態様にて器具と接続されている。このことは
、拘束部１３３が器具のハンドルの溝１３９内にて容易に回転可能であることによって行
われる。実質的に、把持部１３０を回転させて案内部材の全体を回転させるか又は器具の
ハンドル自体を回転させることができる。これら２つの異なる回転は、図１４の別個の矢
印１２１、１２３及び器具の末端における相応する矢印１２５、１２７にて示されている
。ハンドルと関係した矢印１２１の回転は、末端の矢印１２７で示した回転を制御する。
把持部と関係した矢印１２３の回転は末端の矢印１２５で示した回転を制御する。
【００３８】
　図１４にて、案内部材の軸１８は、患者の皮膚４の挿入箇所６にてカニューレ８を通っ
て伸びているのが分かる。エンドエフェクタすなわちツール３８は、図１４にて、末端の
曲がり部材２２から伸びるものとして示されている。保護シースは、末端の撓み部材２２
の回りにて伸びることができる。
【００３９】
　係止装置又は機構を図１４の器具組立体と関係付けることができ、この場合、基端の曲
げ可能な部材２０と末端の曲げ可能な部材２２との間のケーブルは、締め付けられて曲げ
可能な部材を一定の曲げ可能な向きに保持する。特に、図２７に示した、係止機構の図に
関して、その全体を参考として引用し本明細書に含めた、２００４年４月１２日付けで出
願された、同時出願係属中の特許出願番号１０／８２２，０８１を参照されたい。これは
、曲げ可能な部材の向きが固定されるように、ケーブルを特定の位置に係止するものとし
て示されている。この配置の場合、案内部材が曲げられた部材２０、２２と共に回転する
とき、湾曲した末端の曲げ可能な部材が回転し、これによりエンドエフェクタを変位させ
且つその更なる制御程度を実現する。この更なる制御程度は、この特許出願に記載された
幾つかの実施の形態により提供することができる。器具自体の回転は、エンドエフェクタ
を案内部材内にて回転させることになる。
【００４０】
　案内部材は、以前と同様に作動するが、器具が案内部材内にて摺動動作し且つ器具の回
転を許容する器具の支持体を追加的な特徴とする、第五の実施の形態が図１５ないし図１
７に示されている。器具に案内部材が係合したとき、曲げ動作は、先の実施の形態におけ
るように伝達することができる。更に、ユーザは器具を案内部材内に且つ案内部材外に直
線状に動かすことができ、また、器具を案内部材内にて回転させることもできる。この実
施の形態は、特に、器具を身体腔内にて直線状に動かす能力を有することが望まれる場合
、器具組立体を腔内にて使用するのに有益である。
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【００４１】
　図１５は、外科用器具の第三の実施の形態を備える案内装置の第五の実施の形態を示す
分解側面図である。図１６は、図１５の線１６－１６に沿った、図１５の案内装置の基端
を示す図である。図１７は、切開部にて患者の皮膚を通じて挿入された使用状態にある図
１５の器具及び案内具組立体を示す概略側面図である。上述したように、器具組立体は、
腔内にて使用することもでき、この場合、器具及び案内軸の双方はそれらのそれぞれの長
さに沿って可撓性である。
【００４２】
　図１５ないし図１７の実施の形態において、把持部１４２には、回転ノブ１４４が関係
していることが理解される。把持部及び回転ノブは、図４にて上記に説明した態様にて支
持することができる。図示した実施の形態において、把持部分及び回転ノブは、単一部分
から成るものであることが好ましい。把持部分１４２は、端部壁１４６と、器具の軸３６
を受け入れるテーパー付き通路１４８とを含む。軸３６の終基端１４１は、テーパー付き
通路１４８内に座すようにすることができる。外科用器具自体は把持部内にて固定されな
いため、外科用器具を図１７の矢印１４５の方向に向けるように直線状に動かして、エン
ドエフェクタを図１７に示した矢印１４７の方向に向けて相応して直線状に平行移動させ
ることが可能である。この直線状の動きに加えて、勿論、上記の実施の形態にて、案内管
の基端の曲げ可能な部材と末端の曲げ可能な部材との間にて曲げ動作も生ずる。
【００４３】
　図１５ないし図１７の実施の形態において、器具を回転させることもできる。図１７の
矢印は、ハンドルの回転及び基端の曲げ可能な部材の偏向を示す。相応する矢印は、器具
組立体の末端における動きを表示する。矢印１５１は、基端の曲げ可能な部材２０の曲が
り状態を示し、矢印１５３は、末端の曲げ可能な部材２２の相応する曲がり状態を示す。
矢印１５５は、器具のハンドルの回転を示し、矢印１５７はエンドエフェクタの相応する
回転を示す。図１７において、器具の軸は、特定の長さにて示されているが、その長さは
、特定の医療用途に依存して変更可能であることが理解される。
【００４４】
　図１８は、案内装置の第六の実施の形態及び外科用器具の第四の実施の形態を示す分解
側面図である。図１９は、切開部にて患者の皮膚を通して挿入されて使用状態にある図１
８の器具及び案内具組立体の概略側面図である。図１８及び図１９に示した第六の実施の
形態は、把持部分１４２と、ノブ部分１４４とを含む単一部分から成る把持部を使用する
。器具自体は、ハンドル４０のキャビティ１６０内を伸びるボス１５８を有する回転ノブ
１５６を備えている。図１８にはまた、器具の軸１６２も示されている。エンドエフェク
タ３８はまた、器具の軸の終末端にても示されている。プッシュ－プルケーブル１６４が
器具の軸１６２を通って伸び且つスライダ１６８内にて回転バレル１６６に固定されてい
る。エンドエフェクタの作動は、レバー１６７を介して行われる。図１９の図には、案内
部材内に挿入される器具が示されている。組立体の基端には、案内部材の１つの曲げ可能
な部材２０と、案内部材における回転ノブ及び把持部と、器具ハンドルの回転ノブ１５６
とが設けられている。器具の末端には、案内部材の末端の曲げ可能な部材２２が設けられ
ている。図１８及び図１９の実施の形態は、基端の曲げ可能な部材にて曲がるのを許容し
、また、回転ノブ１５６にて回転することも許容する。カプラー１７０の環状スロット１
７２内の拘束部１７６は、器具が案内部材に対し直線状に平行移動するのを阻止するが、
器具のハンドルの相対的な回転は許容する。カプラー１７０は、案内部材の円錐形キャビ
ティ１７４に嵌まり得るようにされている。
【００４５】
　図１８及び図１９の実施の形態において、使用される曲げ可能な部材に起因するであろ
う、数度の動作及び可能である回転がある。これら動作の幾つかは、相応する矢印によっ
て図１９に示されている。矢印１７１は、器具の回転を示し、矢印１７３は器具のエンド
エフェクタにおける相応する回転を示す。矢印１７５は、把持部１４２における案内部材
の回転を示し、矢印１７７は案内部材の末端における相応する回転を示す。矢印１７９は
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、曲げ可能な部分２０における曲がり状態を示し、矢印１８１は末端の曲げ可能な部材２
２における相応する曲がり状態を示す。
【００４６】
　次に、その内容の全体を参考として引用し本明細書に含めた、本出願の開示の一部とみ
なされる、２００４年４月１２日付けで出願された関連する米国特許出願番号１０／８２
２，０８１及び２００５年７月２０日付けで出願された米国特許出願番号１１／１８５，
９１１に関して説明する。これら特許出願の主題事項は、器具自体内に基端及び末端の曲
げ可能な部材を含むことである。この型式の器具は、基端及び末端の曲げ可能な部分又は
部材を含む本発明の案内部材と関係して使用することもできる。次に、器具及び案内部材
の双方に曲げ可能な部材を組み込む実施の形態について説明する。
【００４７】
　第七の実施の形態が図２０及び図２１に示されている。この実施の形態は、器具の基端
及び末端の曲げ可能な部分を使用する、２００５年７月２０日付けで出願された同時出願
係属中の米国特許出願番号１１／１８５，９１１に記載された器具のような従来型式でな
い器具を採用する。このように、組み合わせた組立体は、実際に、エンドエフェクタの一
層の制御程度を提供し得るよう２つの基端の曲げ可能な部材と、２つの末端の曲げ可能な
部材とを有する。案内部材にて基端の曲げ可能な部材と、器具自体にて基端の曲げ可能な
部材とがある。案内部材にて末端の曲げ可能な部材と、器具自体にて末端の曲げ可能な部
材とがある。
【００４８】
　図２０は、外科用器具の第五の実施の形態と共に使用される案内装置の第五の実施の形
態を示す分解側面図である。図２１は、切開部にて患者の皮膚に挿入されて使用状態にあ
る図２０の器具及び案内具組立体の概略側面図である。図２０及び図２１の実施の形態は
、主として、該実施の形態が器具を案内部材内にて直線状に平行移動させる能力を有する
点にて、図１８及び図１９の実施の形態と相違する。図２１には、矢印で示したように、
組立体の色々な動作が示されている。
【００４９】
　従って、図２０及び図２１の実施の形態において、ハンドル４０のキャビティ１８６内
にて伸びるボス１８４を有する回転ノブ１８２を備える器具が提供される。図２０には、
器具の軸１６２と、基端の曲げ可能な部材１８８と、末端の曲げ可能な部材１９０とも示
されている。エンドエフェクタ３８は、器具の軸の終末端にても示されている。プッシュ
－プルケーブル１６４が器具の軸１６２を通って伸び且つスライダ１６８内にて回転バレ
ル１６６に固定されている。図２０に示した器具の更なる詳細については、米国特許出願
番号１０／８２２，０８１及び米国特許出願番号１１／１８５，９１１、特に米国特許出
願番号１１／１８５，９１１の図８を参照されたい。
【００５０】
　図２０及び図２１の実施の形態はまた、図１５ないし図１７に関して上記に説明した把
持部分１４２と、回転ノブ１４４とを含む。図２０において、案内部材１４０はまた、基
端の曲げ可能な部材２０と、末端の曲げ可能な部材２２と、案内軸１８とを含む。カプラ
ー２６が基端の曲げ可能な部材を案内軸と接続する。
【００５１】
　図２１の図には、案内部材内に挿入された器具が示されている。組立体の基端には、２
つの曲げ可能な部材、すなわち把持部１４２及び器具ハンドル４０とそれぞれ関係した基
端の曲げ可能な部材２０、１８８が設けられている。器具の末端には、案内軸１８及び器
具の軸１６２とそれぞれ関係した末端の曲げ可能な部材２２、１９０が設けられている。
図２１の形態は、器具を案内具内にて直線状に平行移動させることもできる。図２１の矢
印は色々な動作を示す。
【００５２】
　図２０及び図２１の実施の形態において、使用される幾つかの曲げ可能な部材に起因す
るであろう数度の動作及び可能である回転がある。これら動作の幾つかは、相応する矢印
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によって図２１に示されている。矢印１７１は、ノブ１８２における器具の回転を示し、
また、矢印１７３は器具のエンドエフェクタにおける相応する回転を示す。矢印１７５は
、把持部１４２における案内部材の回転を示し、矢印１７７は案内部材の末端における相
応する回転を示す。矢印１７９は、曲げ可能な部分２０における曲がりを示し、矢印１８
１は、末端の曲げ可能な部材２２における相応する曲がりを示す。矢印１８３は、曲げ可
能な部分１８８における曲がりを示し、矢印１８５は、末端の曲げ可能な部材１９０にお
ける相応する曲がりを示す。
【００５３】
　本発明の第八の実施の形態が図２２及び図２３に示されている。この実施の形態は、器
具における１対、案内部材におけるもう１対という２対の協働する曲げ可能な部分を使用
する点にて、図２０及び図２１に示した実施の形態と極めて類似している。しかし、この
実施の形態において、回転は許容するが、直線状の平行移動は許容せずに、器具を把持部
分内に固定する拘束部１７６と共に単一部分から成る把持部分が採用される。案内部材の
把持部分の更なる詳細については、図１２ないし図１４を参照されたい。
【００５４】
　図２２は、外科用器具の第六の実施の形態と共に使用される案内装置の第六の実施の形
態を示す分解側面図である。図２３は、切開部にて患者の皮膚に挿入された使用状態にあ
る図２２の器具及び案内具組立体を示す概略側面図である。図２２において、案内部材１
４２は、円錐形キャビティ１７４を有し、拘束部１７６が該円錐形キャビティ内に伸びて
器具の本体と係合することができる。この係合は、相対的な回転は許容するが、直線状の
平行移動は許容しない。
【００５５】
　従って、図２２及び図２３の実施の形態において、ハンドル４０のキャビティ１８６内
にて伸びるボス１８４を有する回転ノブ１８２を備える器具１９４が提供される。図２２
には、器具の軸１６２と、基端の曲げ可能な部材１８８と、末端の曲げ可能な部材１９０
とも示されている。器具の軸の終末端には、エンドエフェクタ３８も示されている。プッ
シュ－プルケーブル１６６が器具の軸１６２を通って伸び且つ、スライダ１６８内にて回
転バレル１６６に固定されている。図２２に示した器具の更なる詳細については、米国特
許出願番号１０／８２２，０８１、米国特許出願番号１１／１８５，９１１、特に米国特
許出願番号１１／１８５，９１１の図８を参照されたい。
【００５６】
　図２２及び図２３の実施の形態はまた、基端の曲げ可能な部材１８８を案内部の軸１６
２と接続するカバー又はカプラー１９２を有する器具も含む。カプラー１９２は、拘束部
１７６の自由端を受け入れ得るようにされた環状溝１９６を有している。この拘束部及び
溝の配置は、器具と案内部材との間の回転を許容する。カプラー１９２の円錐形面は、把
持部１４２の円錐形の形状のキャビティ１７４と合わさる。図２３には、案内部材と完全
に且つ作用可能に係合した器具が示されている。
【００５７】
　図２２及び図２３の実施の形態において、使用される幾つかの曲げ可能な部材に起因す
るであろう数度の動作及び可能である回転がある。これら動作の幾つかは、相応する矢印
により図２３に示されている。矢印１７１は、ノブ１８２における器具の回転を示し、矢
印１７３は、器具のエンドエフェクタにおける相応する回転を示す。矢印１７５は、把持
部１４２における案内部材の回転を示し、矢印１７７は、案内部材の末端における相応す
る回転を示す。矢印１７９は、曲げ可能な部分２０における曲がりを示し、矢印１８１は
、末端の曲げ可能な部材２２における相応する曲がりを示す。矢印１８３は、曲げ可能な
部分１８８における曲がりを示し、矢印１８５は、末端の曲げ可能な部材１９０における
相応する曲がりを示す。
【００５８】
　案内部材が多数の器具と、その他の可能な器具とを受容する本発明の第九の実施の形態
が図２４に示されている。上述した色々な器具の任意のものをこの実施の形態にて使用す
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ることができる。図２４には、例えば、潅注目的又は光学素子のために使用することがで
きる通路が示されている。図２４は、案内軸が多数の器具又はその他の装置を受け入れる
多数の通路を有し、また、可撓性、剛性又は半可撓性の何れかとすることができる実施の
形態を示す図である。図２４には、カテーテルの基端又は光学素子又はその他の目的のた
めに使用することができるその他の管状装置２１４の基端に連結されたコネクタ２１６が
示されている。管２１４は、案内部材２００内の１つの管腔を通って伸びている。図２４
に示した器具の双方は、図２０又は図２２の何れかにて上記に記載したものと同一型式で
あるとみなすことができる。これらの器具の各々は、それぞれのエンドエフェクタ３８を
制御するものとして示されている。
【００５９】
　図２４の実施の形態において、ユーザが把持することができる隆起したリップ部２０４
を有する単一部分から成る把持部２０２が提供される。代替的な実施の形態において、２
部分の把持部分を使用することができる。案内部材は、基端の曲げ可能な部材２０６と、
末端の曲げ可能な部材２０８とを有する。ケーブルは、１つの管腔のみを有する案内部材
に関して上述したものと同一の態様にてこれらの曲げ可能な部材の間を接続する。案内部
材２００は、３つの別個の管腔を有するものとみなすことができ、２つの管腔２１０はそ
れぞれの器具１８０を受容し、１つの管腔２１２は、カテーテル、管又は軸２１４を受け
入れるためのものである。この実施の形態において、器具に関しては上記に説明したため
、本明細書にて詳細に説明しない。図１９ないし図２３を参照されたい。器具の各々は、
基端の曲げ可能な部分１８８と、末端の曲げ可能な部分１９０とを含む。器具の各々は、
制御ノブ１８２も有する。
【００６０】
　図２４の実施の形態において、使用される幾つかの曲げ可能な部材に起因するであろう
数度の動作及び可能である回転がある。これら動作の幾つかは、相応する矢印により図２
４に示されている。矢印１７１は、ノブ１８２における器具の回転を示し、矢印１７３は
、器具のエンドエフェクタにおける相応する回転を示す。矢印１７５は、把持部１４２に
おける案内部材の回転を示し、矢印１７７は、案内部材の末端における相応する回転を示
す。矢印１７９は、曲げ可能な部分２０における曲がりを示し、矢印１８１は、末端の曲
げ可能な部材２２における相応する曲がりを示す。矢印１８３は、曲げ可能な部分１８８
における曲がりを示し、矢印１８５は末端の曲げ可能な部材１９０における相応する曲が
りを示す。
【００６１】
　次に、案内部材が１つ又はより多くの器具を受け入れるが、案内具の軸の端部の各々に
単一の曲げ可能な部材を有することに代えて、端部の各々に２つ又はより多くの曲げ可能
な部材又は部分が存在する、図２５に示した本発明の更なる実施の形態に関して説明する
。第一の基端の曲げ可能な部材は、第一の末端の曲げ可能な部材を制御し、第二の基端の
曲げ可能な部材は第二の末端の曲げ可能な部材を制御する。制御は、それぞれの第一の曲
げ可能な部材の間を伸びる第一のケーブルと、それぞれの第二の曲げ可能な部材の間を伸
びる別個の第二のケーブルとにより行われる。このようにして、案内部材内に挿入された
器具は、それぞれの多数の末端の曲げ可能な部材を制御する多数の基端の曲げ可能な部材
による追加的な制御程度のため、制御を向上させる。
【００６２】
　図２５には、多数の曲げ可能な部材の着想を具体化する器具の案内部材が示されている
。この案内部材２２０は、図１にて上記に説明したものと同様のものとすることができる
が、案内部材の両端にて多数の曲げ可能な部分を含む。案内部材の各端部に２つの曲げ可
能な部材のみが示されているが、案内部材２２０内に２つ以上の部材を組み込むことも可
能であることが理解される。案内部材２２０は、図１に開示された器具のような１つの器
具を受け入れることができるが、本明細書又は本明細書にて言及した関連する特許出願に
記載されたようなその他の設計の器具を受け入れることもできる。図１の特定の器具は、
回り止めねじ２２４により案内部材２２０の把持部分２２２に対して係止する。エンドエ
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フェクタ（図示せず）は、器具が案内部材内に完全に挿入されたとき、案内部材２２０の
終末端から伸びる。図２５の案内具は、図２４におけるように、多数の器具を受容するこ
ともできる。
【００６３】
　図２５において、案内部材又は案内器具２２０は、図１におけるように外科用器具から
分離した状態で示されている。組み立てられたシステムは、案内部材２２０内に且つ案内
部材２２０を通して挿入された器具を有する。案内部材２２０は、患者の挿入箇所にてカ
ニューレを通って伸びることができる案内軸２２４を含み、基端の曲げ可能な部材を患者
の身体外に配設し、末端の曲げ可能な部材を手術箇所に隣接して患者の体内に配設する。
エンドエフェクタすなわちツールは、案内部材の終末端から伸びている。保護シースが末
端の可撓性部材又は曲げ可能な部材の一方又は双方の回りにて伸びることができる。
【００６４】
　案内部材２２０は、案内軸２２６を含むことに加えて、また、第一の基端の可撓性又は
曲げ可能な部材２２８Ａと、第二の基端の可撓性又は曲げ可能な部材２２８Ｂをも含む。
アダプタカバー２３２が基端の曲げ可能な部材２２８Ｂの一部分の回りに配設されている
。アダプタカバー２３２は、基端の曲げ可能な部材２２８Ｂ及び案内軸２２６の端部をそ
れぞれ受け入れる漏斗状部又は円錐形の形状部分又はキャビティ２３４（図６のキャビテ
ィ９６を参照）を含む。基端の曲げ可能な部材２２８Ｂのより基端は、特定の医療的適用
例に依存して、色々な長さとすることのできる中間部材２３６内に保持される。中間部分
２３６は、剛性、可撓性又は半可撓性とすることができるが、剛性であることが好ましい
。中間部材２３６はまた、基端の曲げ可能な部材２２８Ａのより末端を保持する。このよ
うに、曲げ可能な部材２８８Ａ、２８８Ｂは、別個に取り付けられ且つ器具のハンドルの
動作によって別個に制御することができる。
【００６５】
　案内部２２０の把持部２２２は、基端の曲げ可能な部材２２８Ａの他端を受け入れる。
把持部２２２は、図１に示したように、器具のボスを受け入れるキャビティ２３８を有す
る単一部分から成る構造であることが好ましい。ボスには、把持部２２２を通ってキャビ
ティ２３８内に且つ器具の凹所内に伸びる回り止めねじ２２４を受け入れる凹所を設ける
こともできる。回り止めねじ２２４を使用して、器具を案内部材２２２内にて固定する。
このように、器具の動作は、把持部２２２及び基端の曲げ可能な部材の双方に直接伝達さ
れる。案内部材の長さは、図３に示したように、器具ツールが案内部材の端部を超えて伸
びるように選ばれる。
【００６６】
　図２５の実施の形態には、基端の曲げ可能な部材２２８及び末端の曲げ可能な部材２３
０の詳細も開示されている。これら部材の各々は、図４ないし図６にて上記に示したよう
な構造とすることができる。これらの曲げ可能な部材の全ては、器具の軸が通って伸びる
ことができる中央通路を有する。図２５にはまた、貫通して伸びることができる器具の軸
を有する案内軸２２６により画成された管腔２４０も示されている。同様に、末端の曲げ
可能な部材は、器具の軸のより末端を受け入れる中央に配設された通路を含む。図２５に
おいて、案内軸２２６は剛性として示されているが、部分的に可撓性又は可撓性であるよ
うにしてもよい。案内軸２２６は、軽量金属材料又はプラスチックにて出来たものとする
こともできる。
【００６７】
　把持部２２２は、基端の曲げ可能な部材２２８Ａの一端を受け入れるキャビティを含む
（図６参照）。把持部２２２は、案内把持部２２２を把むときに使用可能な隆起したリッ
プ部を含むことも好ましい。隆起したリップ部は、隔てられた指操作溝を有することが好
ましい。この曲げ可能な部材２２８Ａは、把持部２２２の端部壁に着座する。この端部壁
は、器具の軸を受け入れるテーパー付き又は円錐形通路を有することができる。図６に示
したように、ケーブルのための幾つかの通路も設けられている。把持部２２２は、本明細
書に説明した第一の実施の形態にて示したように、アンカー及びばね用のキャビティを含
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むこともできる。これは、複数の基端アンカーと、関係したばねとを含む。ばねは、関係
したケーブルを緊張させるものである。基端の曲げ可能な部材２２８Ｂに対し、アンカー
及びばねは、中間部材２３６内に配設することができる。基端の曲げ可能な部材２２８Ａ
と関係したケーブルは中間部材２３６を通過する。
【００６８】
　案内部材２２０は、その末端に、中間部材２４４により分離された１対の隔てて配設さ
れた末端の曲げ可能な部材２３０Ａ、２３０Ｂを含む。末端の曲げ可能な部材２３０Ａ、
２３０Ｂは、作動ケーブルの末端を固定する末端アンカーを受け入れる伸長端部２４２を
含むことができる。末端の曲げ可能な部材２３４Ａと関係した作動ケーブルは、末端の曲
げ可能な部材２３０Ａ、２３０Ｂの間にて中間部分２４４内に配設することができる。基
端及び末端の曲げ可能な部材間の制御は、主としてこれらの曲げ可能な部材間を伸びる１
組みのケーブルによって行われる。基端の曲げ可能な部材を曲げると、１つ又はより多く
のケーブルが引っ張られる一方、他方の対向したケーブルは弛緩して末端の曲げ可能な部
材に相応する曲げ動作を生じさせる。ケーブルは、所望の曲げ方向に依存して、図７又は
図８の配置の何れかにて提供することができる。
【００６９】
　使用されるケーブルは、基端の曲げ可能な部材と末端の曲げ可能な部材との間を伸びる
可撓性のケーブルを含む。図１を参照されたい。ケーブルの各端部にて複数の末端アンカ
ーが使用される。基端の曲げ可能な部材及び末端の曲げ可能な部材には、ケーブル通路が
提供される。通路はこれらのケーブルを受容する。また、ケーブルに沿って、特に、案内
軸内にて案内ディスク（図示せず）を設けて、ケーブルが案内軸の一端から他端まで伸び
るとき、ケーブルがその位置に維持されることを保証することができる。
【００７０】
　基端の曲げ可能な部材は、各々、その間に図４ないし図６に示したように、空間又はス
ロットを画成する一連の隣接するディスクから成っている。接続リブが隣接するディスク
の間を伸びている。図５には、リブの位置が示してある。同様の態様にて、末端の曲げ可
能な部材の各々は、その間にスロット又は空間を画成する一連のディスクを含む。リブは
、隣接するディスクの間を伸びている。曲げ可能な部材の更なる詳細、また、ディスク、
スロット及びリブの間の好ましい関係の更なる詳細については、その内容を参考として引
用し本明細書に含めた、２００５年７月２０日付けにて出願された、米国特許出願番号１
１／１８５，９１１を参照されたい。
【００７１】
　次に、図２５の実施の形態において、基端の曲げ可能な部材２２８Ａと、末端の曲げ可
能な部材２３０Ｂとの間に４つのケーブルがあり、また、同様に、基端の曲げ可能な部材
２２８Ｂと末端の曲げ可能な部材２３０Ａとの間に４つのケーブルがあるように、ケーブ
ルは接続されることが好ましい。１つの代替的な配置において、基端の曲げ可能な部材２
２８Ａからのケーブルは、末端の曲げ可能な部材２３０Ａを制御し、基端の曲げ可能な部
材２２８Ｂからのケーブルは、末端の曲げ可能な部材２３０Ｂを制御することができる。
また、基端の曲げ可能な部材と末端の曲げ可能な部材との間を制御するため、使用するケ
ーブルの数はより少なくし又はより多くしてもよい。
【００７２】
　器具システムのユーザは、器具のハンドルを把み、図３に示したように器具を案内部と
係合させ、案内把持部２２２に固定された器具ハンドルを操作することにより、案内部材
を実質的に操作することができる。例えば、基端の曲げ可能な部材２２８Ａの偏向により
、ケーブルは緊張され且つ弛緩して、末端の曲げ可能な部材２３０Ｂがこれに相応して偏
向される。この偏向は、同一方向に又は反対方向に向けて生じるようにすることができる
。図７及び図８を参照されたい。同様に、基端の曲げ可能な部材２２８Ｂの偏向によりケ
ーブルは緊張され且つ弛緩して、末端の曲げ可能な部材２３０Ａがこれに相応して偏向す
るようにする。
【００７３】
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　本発明の１つの実施の形態について説明したが、当該技術の当業者には、それらの多数
のその他の実施の形態及び改変例が特許請求の範囲により規定された本発明の範囲に属す
るものとみなされることが明らかであろう。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】剛性な案内管の軸を使用する外科用器具及び案内装置の第一の実施の形態を示す
分解側面図である。
【図２】図１の線２－２に沿った、図１の案内装置の基端の図である。
【図３】切開部にて患者の皮膚を通して挿入された使用状態にある器具及び案内具組立体
の概略側面図である。
【図４】図３の組立体の部分拡大断面側面図である。
【図５】図４の線５－５に沿った、基端の曲げ可能な部材の断面図である。
【図６】図１ないし図５に示した案内装置又は器具の分解斜視図である。
【図７】図４の組立体の曲げ動作を示す概略断面側面図である。
【図８】代替的な曲げ動作を示す概略断面側面図である。
【図９】回転作用部が追加された案内具組立体の第二の実施の形態を示す、図４に示した
ものと同様の部分断面側面図である。
【図１０】図１のジョーエンドエフェクタと共に使用状態にある図９の案内具組立体の概
略側面図である。
【図１１】案内装置にて可撓性の主軸を採用する案内具組立体又は装置の第三の実施の形
態を示す概略側面図である。
【図１２】外科用器具の第二の実施の形態と共に使用される案内装置の第四の実施の形態
を示す分解側面図である。
【図１３】図１２の線１３－１３に沿った、図１２の案内装置の基端を示す図である。
【図１４】使用状態にある図１２の器具及び案内具組立体の概略側面図である。
【図１５】外科用器具の第三の実施の形態と共に案内装置の第五の実施の形態を示す分解
側面図である。
【図１６】図１５の線１６－１６に沿った、図１５の案内装置の基端の図である。
【図１７】切開部にて患者の皮膚を通して挿入された使用状態にある図１５の器具及び案
内具組立体の概略側面図である。
【図１８】案内装置の第六の実施の形態及び外科用器具の第四の実施の形態を示す分解側
面図である。
【図１９】切開部にて患者の皮膚を通して挿入された使用状態にある図１８の器具及び案
内具組立体の概略側面図である。
【図２０】外科用器具の第五の実施の形態と共に使用される案内装置の第五の実施の形態
を示す分解側面図である。
【図２１】切開部にて患者の皮膚を通して挿入された使用状態にある図２０の器具及び案
内具組立体の概略側面図である。
【図２２】外科用器具の第六の実施の形態と共に使用される状態にある案内装置の第六の
実施の形態を示す分解側面図である。
【図２３】切開部にて患者の皮膚を通して挿入された使用状態にある図２２の器具及び案
内具組立体の概略側面図である。
【図２４】２つ又はより多くの器具と共に使用可能な案内装置の別の実施の形態を示す斜
視図である。
【図２５】案内部材にて基端方向及び末端方向の双方に多数の曲げ可能な部材を使用する
本発明の更に別の実施の形態を示す側面図である。
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