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(57)【要約】
【課題】密閉アンカー部材を用いられる外科手術器具を
提供すること。
【解決手段】外科手術アクセスデバイスは、組織の切開
内に挿入するために適合されているハウジングと、ハウ
ジング上に配置された少なくとも１つの膨張可能な部分
とを含む。ハウジングは、近位端部と遠位端部とを規定
し、外科手術アクセスポータルを受け取るために、ハウ
ジングを通して延在する管腔を有する。少なくとも１つ
の膨張可能な部分は、収縮の状態と膨張の状態とを有し
、少なくとも１つの膨張可能な部分が収縮の状態にある
ときに、ハウジングは、組織の切開内に挿入可能である
。少なくとも１つの膨張可能な部分が膨張の状態にある
ときに、ハウジングは、組織の切開との実質的に流体の
漏れない密閉と、ハウジングを通して挿入された外科手
術アクセスポータルとの実質的に流体の漏れない密閉と
を形成するように適合されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外科手術アクセスデバイスであって、該外科手術アクセスデバイスは、
　組織の切開内に挿入するために適合されているハウジングと、
　該ハウジング上に配置された少なくとも１つの膨張可能な部分と
　を含み、
　該ハウジングは、近位端部と遠位端部とを規定し、外科手術アクセスポータルを受け取
るために、該ハウジングを通して延在する管腔を規定し、
　該少なくとも１つの膨張可能な部分は、収縮の状態と膨張の状態とを有し、該少なくと
も１つの膨張可能な部分が該収縮の状態にあるときに、該ハウジングは、組織の該切開内
に挿入可能であり、該少なくとも１つの膨張可能な部分が該膨張の状態にあるときに、該
ハウジングは、組織の該切開との実質的に流体の漏れない密閉と、該ハウジングを通して
挿入された外科手術アクセスポータルとの実質的に流体の漏れない密閉とを形成するよう
に適合されている、外科手術アクセスデバイス。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの膨張可能な部分は、部分的に膨張の状態をさらに含む、請求項１
に記載の外科手術アクセスデバイス。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの膨張可能な部分は、前記ハウジングを完全に囲む、請求項１に記
載の外科手術アクセスデバイス。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの膨張可能な部分は、前記ハウジングの外部表面上に配置されてい
る、請求項１に記載の外科手術アクセスデバイス。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの膨張可能な部分は、前記ハウジングの内部表面上に配置されてい
る、請求項１に記載の外科手術アクセスデバイス。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの膨張可能な部分は、前記ハウジングの前記外部表面と内部表面と
の両方の上に配置されている、請求項４に記載の外科手術アクセスデバイス。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの膨張可能な部分は、３つの膨張可能な部分である、請求項１に記
載の外科手術アクセスデバイス。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの膨張可能な部分は、前記ハウジングの前記外部表面に沿って近位
および遠位へ滑動可能である、請求項４に記載の外科手術アクセスデバイス。
【請求項９】
　前記ハウジングは、該ハウジングの前記外部表面に取り付けられたスライド部材をさら
に含み、前記少なくとも１つの膨張可能な部分は、該スライド部材上に滑動可能に取り付
けられている、請求項８に記載の外科手術アクセスデバイス。
【請求項１０】
　前記ハウジングは、ユーザーが該ハウジングの一部分を巻くことによって選択的に短く
され得る創傷保護具である、請求項１に記載の外科手術アクセスデバイス。
【請求項１１】
　前記スライド部材は、近位端部に配置されたガイドリングをさらに含み、該ガイドリン
グは、前記少なくとも１つの膨張可能な部分に向かってチューブをガイドするように適合
されている、請求項９に記載の外科手術アクセスデバイス。
【請求項１２】
　前記チューブは、前記スライド部材に沿って近位および遠位へ前記少なくとも１つの膨
張可能な部分を作動させるように適合されている、請求項１１に記載の外科手術アクセス
デバイス。
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【請求項１３】
　前記少なくとも１つの膨張可能な部分は、該少なくとも１つの膨張可能な部分から近位
へ延在するチューブをさらに含み、該チューブは、該チューブに接続された流体供給源か
ら流体を該少なくとも１つの膨張可能な部分に提供するように適合されている、請求項１
に記載の外科手術アクセスデバイス。
【請求項１４】
　前記チューブが、前記ハウジング内に配置されている、請求項１３に記載の外科手術ア
クセスデバイス。
【請求項１５】
　前記チューブが、前記ハウジング上に配置されている、請求項１３に記載の外科手術ア
クセスデバイス。
【請求項１６】
　前記ハウジングは、前記近位端部に配置された三日月の形のリングをさらに含み、少な
くとも該ハウジングの一部分が、該リングに包まれ、該リングは、該ハウジングの長さを
増加させ、または減少させるように回転可能である、請求項１に記載の外科手術アクセス
デバイス。
【請求項１７】
　大きな切開のための外科手術アクセスシステムであって、該外科手術アクセスシステム
は、
　外科手術アクセスポータルと、
　外科手術アクセスデバイスと
　を含み、
　該外科手術アクセスポータルは、少なくとも１つの管腔を含み、該少なくとも１つの管
腔は、該少なくとも１つの管腔を通して外科手術用物体を密閉的に受け取るために適合さ
れており、
　該外科手術アクセスデバイスは、
　　組織の切開内に挿入するために適合されているハウジングと、
　　該ハウジング上に配置された少なくとも１つの膨張可能な部分と
　　を含み、
　　該ハウジングは、近位端部と遠位端部とを規定し、外科手術アクセスポータルを受け
取るために、該ハウジングを通して延在する管腔を規定し、
　　該少なくとも１つの膨張可能な部分は、収縮の状態と膨張の状態とを有し、該少なく
とも１つの膨張可能な部分が該収縮の状態にあるときに、該ハウジングは、組織の該切開
内に挿入可能であり、該少なくとも１つの膨張可能な部分が該膨張の状態にあるときに、
該ハウジングは、組織の該切開との実質的に流体の漏れない密閉と、該ハウジングを通し
て挿入された外科手術アクセスポータルとの実質的に流体の漏れない密閉とを形成する、
外科手術アクセスシステム。
【請求項１８】
　組織の大きな切開を通して外科手術アクセスを提供するシステムであって、該システム
は、
　外科手術アクセスポータルであって、該外科手術アクセスポータルは、該外科手術アク
セスポータルを通して延在する少なくとも１つの管腔を含み、該少なくとも１つの管腔は
、該少なくとも１つの管腔を通して外科手術用物体を密閉的に受け取るために適合されて
いる、外科手術アクセスポータルと、
　外科手術アクセスデバイスと
　を備え、該外科手術アクセスデバイスは、
　　組織の切開内に挿入するために適合されているハウジングと、
　　該ハウジング上に配置された少なくとも１つの膨張可能な部分と
　　を含み、
　　該ハウジングは、近位端部と遠位端部とを規定し、外科手術アクセスポータルを受け
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取るために、該ハウジングを通して延在する管腔を規定し、
　　該少なくとも１つの膨張可能な部分は、収縮の状態と膨張の状態とを有し、該少なく
とも１つの膨張可能な部分が該収縮の状態にあるときに、該ハウジングは、組織の該切開
内に挿入可能であり、該少なくとも１つの膨張可能な部分が該膨張の状態にあるときに、
該ハウジングは、組織の該切開との実質的に流体の漏れない密閉と、該ハウジングを通し
て挿入された外科手術アクセスポータルとの実質的に流体の漏れない密閉とを形成し、
　該ハウジングは組織の該切開内に挿入されるように構成され、
　該少なくとも１つの膨張可能な部分は、該ハウジングを組織の該切開内に固定するため
に少なくとも部分的に膨張させることが可能であり、
　該外科手術アクセスポータルは、該ハウジングの該管腔を通して挿入されるように構成
され、
　該少なくとも１つの膨張可能な部分が、該外科手術アクセスポータルを該管腔内に固定
するためにさらに膨張させることが可能である、システム。
【請求項１９】
　前記少なくとも１つの膨張可能な部分は、前記ハウジングの外部表面に沿って近位およ
び遠位へ滑動可能である、請求項１８に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記外科手術アクセスデバイスは、前記ハウジングから近位へ延在し、前記少なくとも
１つの膨張可能な部材と流体連結であるチューブをさらに含み、前記システムは、流体供
給源を該チューブに取り付ける手段をさらに含み、流体が、該少なくとも１つの膨張可能
な部分に分配されることが可能である、請求項１８に記載のシステム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願への相互参照）
　本出願は、２０１１年３月１８日に出願した米国仮出願第６１／４５４，１１３号の利
益および優先権を主張する。上記出願の全内容が、参照することによって本明細書におい
て援用される。
【０００２】
　（背景）
　（技術分野）
　本開示は、概して、密閉アンカー部材を用いられる外科手術器具に関する。特に、本開
示は、低侵襲外科手術手順の間に、切開または他の自然の開口に対して追加の保護を提供
し、大きさを変化する切開を通って標準大きさの外科手術アクセスポータルを使用するこ
とを可能にする密閉アンカー部材を有する、使用可能な切開または開口保護デバイスに関
する。
【背景技術】
【０００３】
　（関連技術の説明）
　多くの外科手術手順は、ますます、皮膚の小さい切開を通って行われている。従来の手
順において典型的に必要とされたより大きな切開と比較されると、より小さな切開は、結
果として患者に対して少ない外傷を与える。患者に対して外傷を減少させることによって
、回復に必要とされる時間も減少される。概して、皮膚の小さな切開を通って行われる外
科手術手順が、内視鏡術と呼ばれる。手順が患者の腹部に行われる場合に、手順が腹腔鏡
術と呼ばれる。本開示を通して、用語、低侵襲は、内視鏡手順および腹腔鏡手順の両方を
含むように理解されるべきである。
【０００４】
　典型的な低侵襲手順の間に、外科手術用物体、例えば、外科手術アクセスデバイス（例
えば、トロカールおよびカニューレアセンブリ）または内視鏡は、組織の切開を通って患
者の体内に挿入される。概して、患者の体内に外科手術用物体を導入する前に、通気気体
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は、より大きく、よりアクセス可能な作業エリアを生成するために、標的外科手術の部位
を囲むエリアを拡大するように使用される。従って、実質的に流体の漏れない密閉のメン
テナンスは、通気気体の漏れと、拡大された外科手術の部位の収縮または虚脱とを抑制す
ることが望ましい。これに応じて、密閉する特徴を有するさまざまなアクセスデバイスは
、低侵襲手順の進行の間に、患者の体内に進入するための外科手術用物体にアクセスを提
供するために使用される。これらのデバイスの各々は、単一の切開または自然的に生じる
開口（例えば、口、肛門、または膣）を通って使用すると同時に、複数の器具がデバイス
を越えて作業スペースにアクセスするようにデバイスを通して挿入されることを可能にす
るために構成されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、外科手術手順の間に単一の切開または自然的に生じた開口への損傷を最
小にし、また大きさを変化する切開または開口を通って標準大きさの外科手術アクセスデ
バイスを使用することを可能にする保護システムに対して継続するニーズが存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　（要約）
　本明細書において、外科手術アクセスデバイスが開示された。外科手術アクセスデバイ
スは、組織の切開内に挿入するために適合されているハウジングと、ハウジング上に配置
された少なくとも１つの膨張可能な部分とを含む。ハウジングは、近位端部と遠位端部と
を規定し、外科手術アクセスポータルを受け取るために、ハウジングを通して延在する管
腔を有する。少なくとも１つの膨張可能な部分は、収縮の状態と膨張の状態とを有し、少
なくとも１つの膨張可能な部分が収縮の状態にあるときに、ハウジングは、組織の切開内
に挿入可能である。少なくとも１つの膨張可能な部分が膨張の状態にあるときに、ハウジ
ングは、組織の切開との実質的に流体の漏れない密閉と、ハウジングを通して挿入された
外科手術アクセスポータルとの実質的に流体の漏れない密閉とを形成するように適合され
ている。少なくとも１つの膨張可能な部分はまた、部分的に膨張の状態を含み得る。少な
くとも１つの膨張可能な部分は、ハウジングを完全に囲み得、ハウジングの外部表面、ハ
ウジングの内部表面、または外部表面と内部表面との両方の上に配置され得る。
【０００７】
　少なくとも１つの膨張可能な部分は、ハウジングの外部表面に沿って近位および遠位へ
滑動可能であり得る。ハウジングは、ハウジングの外部表面に取り付けられたスライド部
材をさらに含み得、少なくとも１つの膨張可能な部分は、スライド部材上に滑動可能に取
り付けられている。スライド部材は、近位端部に配置されたガイドリングをさらに含み得
、ガイドリングは、少なくとも１つの膨張可能な部分に向かってチューブをガイドするよ
うに適合されており、チューブは、スライド部材に沿って近位および遠位へ少なくとも１
つの膨張可能な部分を作動させるように適合され得る。
【０００８】
　少なくとも１つの膨張可能な部分は、少なくとも１つの膨張可能な部分から近位へ延在
するチューブを含み得、チューブは、チューブに接続された流体供給源から流体を少なく
とも１つの膨張可能な部分に提供するように適合されている。チューブが、ハウジング内
に配置され得、またはハウジング上に配置され得る。
【０００９】
　ハウジングはまた、近位端部に配置された三日月の形のリングを含み得、少なくともハ
ウジングの一部分が、リングに包まれ、それにより、リングは、ハウジングの長さを増加
させ、または減少させるように回転可能である。
【００１０】
　大きな切開のための外科手術アクセスシステムも開示され、外科手術アクセスシステム
は、外科手術アクセスポータルと、前に開示されたような外科手術アクセスデバイスとを
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含み、外科手術アクセスポータルは、少なくとも１つの管腔を含み、少なくとも１つの管
腔は、少なくとも１つの管腔を通して外科手術用物体を密閉的に受け取るために適合され
ている。外科手術アクセスデバイスは、組織の切開内に挿入するために適合されているハ
ウジングと、ハウジング上に配置された少なくとも１つの膨張可能な部分とを含む。ハウ
ジングは、近位端部と遠位端部とを規定し、外科手術アクセスポータルを受け取るために
、ハウジングを通して延在する管腔を有する。
【００１１】
　少なくとも１つの膨張可能な部分は、収縮の状態と膨張の状態とを有し、少なくとも１
つの膨張可能な部分が収縮の状態にあるときに、ハウジングは、組織の切開内に挿入可能
である。少なくとも１つの膨張可能な部分が膨張の状態にあるときに、ハウジングは、組
織の切開との実質的に流体の漏れない密閉と、ハウジングを通して挿入された外科手術ア
クセスポータルとの実質的に流体の漏れない密閉とを形成する。
【００１２】
　組織の大きな切開を通して外科手術アクセスを提供する方法も開示される。方法は、外
科手術アクセスポータルと、前述のような外科手術アクセスデバイスとを提供することを
含む。外科手術アクセスポータルは、少なくとも１つの管腔を含み、少なくとも１つの管
腔は、少なくとも１つの管腔を通して外科手術用物体を密閉的に受け取るために適合され
ている。外科手術アクセスデバイスは、組織の切開内に挿入するために適合されているハ
ウジングと、ハウジング上に配置された少なくとも１つの膨張可能な部分とを含む。ハウ
ジングは、近位端部と遠位端部とを規定し、外科手術アクセスポータルを受け取るために
、ハウジングを通して延在する管腔を有する。少なくとも１つの膨張可能な部分は、収縮
の状態と膨張の状態とを有し、少なくとも１つの膨張可能な部分が収縮の状態にあるとき
に、ハウジングは、組織の切開内に挿入可能である。少なくとも１つの膨張可能な部分が
膨張の状態にあるときに、ハウジングは、組織の切開との実質的に流体の漏れない密閉と
、ハウジングを通して挿入された外科手術アクセスポータルとの実質的に流体の漏れない
密閉とを形成する。
【００１３】
　方法はまた、ハウジングを組織の切開内に挿入することと、ハウジングを組織の切開内
に固定するために、少なくとも１つの膨張可能な部分を少なくとも部分的に膨張させるこ
とと、ハウジングの管腔を通して外科手術アクセスポータルを挿入することと、外科手術
アクセスポータルを管腔内に固定するために、少なくとも１つの膨張可能な部分をさらに
膨張させることとを含む。
【００１４】
　少なくとも１つの膨張可能な部分は、ハウジングの外部表面に沿って近位および遠位へ
滑動可能であり得、方法は、ハウジングの外部表面に沿って近位または遠位へ少なくとも
１つの膨張可能な部分を滑らせるステップを含み得る。
【００１５】
　外科手術アクセスデバイスは、ハウジングから近位へ延在し、少なくとも１つの膨張可
能な部材と流体連結であるチューブを含み得、方法は、流体供給源をチューブに取り付け
、かつ少なくとも１つの膨張可能な部分に流体を分配することを含み得る。
【００１６】
　本発明は、例えば以下の項目を提供する。
（項目１）
　外科手術アクセスデバイスであって、該外科手術アクセスデバイスは、
　組織の切開内に挿入するために適合されているハウジングと、
　該ハウジング上に配置された少なくとも１つの膨張可能な部分と
　を含み、
　該ハウジングは、近位端部と遠位端部とを規定し、外科手術アクセスポータルを受け取
るために、該ハウジングを通して延在する管腔を規定し、
　該少なくとも１つの膨張可能な部分は、収縮の状態と膨張の状態とを有し、該少なくと
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も１つの膨張可能な部分が該収縮の状態にあるときに、該ハウジングは、組織の該切開内
に挿入可能であり、該少なくとも１つの膨張可能な部分が該膨張の状態にあるときに、該
ハウジングは、組織の該切開との実質的に流体の漏れない密閉と、該ハウジングを通して
挿入された外科手術アクセスポータルとの実質的に流体の漏れない密閉とを形成するよう
に適合されている、外科手術アクセスデバイス。
（項目２）
　上記少なくとも１つの膨張可能な部分は、部分的に膨張の状態をさらに含む、上記項目
のいずれかに記載の外科手術アクセスデバイス。
（項目３）
　上記少なくとも１つの膨張可能な部分は、上記ハウジングを完全に囲む、上記項目のい
ずれかに記載の外科手術アクセスデバイス。
（項目４）
　上記少なくとも１つの膨張可能な部分は、上記ハウジングの外部表面上に配置されてい
る、上記項目のいずれかに記載の外科手術アクセスデバイス。
（項目５）
　上記少なくとも１つの膨張可能な部分は、上記ハウジングの内部表面上に配置されてい
る、上記項目のいずれかに記載の外科手術アクセスデバイス。
（項目６）
　上記少なくとも１つの膨張可能な部分は、上記ハウジングの上記外部表面と内部表面と
の両方の上に配置されている、上記項目のいずれかに記載の外科手術アクセスデバイス。
（項目７）
　上記少なくとも１つの膨張可能な部分は、３つの膨張可能な部分である、上記項目のい
ずれかに記載の外科手術アクセスデバイス。
（項目８）
　上記少なくとも１つの膨張可能な部分は、上記ハウジングの上記外部表面に沿って近位
および遠位へ滑動可能である、上記項目のいずれかに記載の外科手術アクセスデバイス。
（項目９）
　上記ハウジングは、該ハウジングの上記外部表面に取り付けられたスライド部材をさら
に含み、上記少なくとも１つの膨張可能な部分は、該スライド部材上に滑動可能に取り付
けられている、上記項目のいずれかに記載の外科手術アクセスデバイス。
（項目１０）
　上記ハウジングは、ユーザーが該ハウジングの一部分を巻くことによって選択的に短く
され得る創傷保護具である、上記項目のいずれかに記載の外科手術アクセスデバイス。
（項目１１）
　上記スライド部材は、近位端部に配置されたガイドリングをさらに含み、該ガイドリン
グは、上記少なくとも１つの膨張可能な部分に向かってチューブをガイドするように適合
されている、上記項目のいずれかに記載の外科手術アクセスデバイス。
（項目１２）
　上記チューブは、上記スライド部材に沿って近位および遠位へ上記少なくとも１つの膨
張可能な部分を作動させるように適合されている、上記項目のいずれかに記載の外科手術
アクセスデバイス。
（項目１３）
　上記少なくとも１つの膨張可能な部分は、該少なくとも１つの膨張可能な部分から近位
へ延在するチューブをさらに含み、該チューブは、該チューブに接続された流体供給源か
ら流体を該少なくとも１つの膨張可能な部分に提供するように適合されている、上記項目
のいずれかに記載の外科手術アクセスデバイス。
（項目１４）
　上記チューブが、上記ハウジング内に配置されている、上記項目のいずれかに記載の外
科手術アクセスデバイス。
（項目１５）
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　上記チューブが、上記ハウジング上に配置されている、上記項目のいずれかに記載の外
科手術アクセスデバイス。
（項目１６）
　上記ハウジングは、上記近位端部に配置された三日月の形のリングをさらに含み、少な
くとも該ハウジングの一部分が、該リングに包まれ、該リングは、該ハウジングの長さを
増加させ、または減少させるように回転可能である、上記項目のいずれかに記載の外科手
術アクセスデバイス。
（項目１７）
　大きな切開のための外科手術アクセスシステムであって、該外科手術アクセスシステム
は、
　外科手術アクセスポータルと、
　外科手術アクセスデバイスと
　を含み、
　該外科手術アクセスポータルは、少なくとも１つの管腔を含み、該少なくとも１つの管
腔は、該少なくとも１つの管腔を通して外科手術用物体を密閉的に受け取るために適合さ
れており、
　該外科手術アクセスデバイスは、
　　組織の切開内に挿入するために適合されているハウジングと、
　　該ハウジング上に配置された少なくとも１つの膨張可能な部分と
　　を含み、
　　該ハウジングは、近位端部と遠位端部とを規定し、外科手術アクセスポータルを受け
取るために、該ハウジングを通して延在する管腔を規定し、
　　該少なくとも１つの膨張可能な部分は、収縮の状態と膨張の状態とを有し、該少なく
とも１つの膨張可能な部分が該収縮の状態にあるときに、該ハウジングは、組織の該切開
内に挿入可能であり、該少なくとも１つの膨張可能な部分が該膨張の状態にあるときに、
該ハウジングは、組織の該切開との実質的に流体の漏れない密閉と、該ハウジングを通し
て挿入された外科手術アクセスポータルとの実質的に流体の漏れない密閉とを形成する、
外科手術アクセスシステム。
（項目１８）
　組織の大きな切開を通して外科手術アクセスを提供するシステムであって、該システム
は、
　外科手術アクセスポータルであって、該外科手術アクセスポータルは、該外科手術アク
セスポータルを通して延在する少なくとも１つの管腔を含み、該少なくとも１つの管腔は
、該少なくとも１つの管腔を通して外科手術用物体を密閉的に受け取るために適合されて
いる、外科手術アクセスポータルと、
　外科手術アクセスデバイスと
　を備え、該外科手術アクセスデバイスは、
　　組織の切開内に挿入するために適合されているハウジングと、
　　該ハウジング上に配置された少なくとも１つの膨張可能な部分と
　　を含み、
　　該ハウジングは、近位端部と遠位端部とを規定し、外科手術アクセスポータルを受け
取るために、該ハウジングを通して延在する管腔を規定し、
　　該少なくとも１つの膨張可能な部分は、収縮の状態と膨張の状態とを有し、該少なく
とも１つの膨張可能な部分が該収縮の状態にあるときに、該ハウジングは、組織の該切開
内に挿入可能であり、該少なくとも１つの膨張可能な部分が該膨張の状態にあるときに、
該ハウジングは、組織の該切開との実質的に流体の漏れない密閉と、該ハウジングを通し
て挿入された外科手術アクセスポータルとの実質的に流体の漏れない密閉とを形成し、
　該ハウジングは組織の該切開内に挿入されるように構成され、
　該少なくとも１つの膨張可能な部分は、該ハウジングを組織の該切開内に固定するため
に少なくとも部分的に膨張させることが可能であり、
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　該外科手術アクセスポータルは、該ハウジングの該管腔を通して挿入されるように構成
され、
　該少なくとも１つの膨張可能な部分が、該外科手術アクセスポータルを該管腔内に固定
するためにさらに膨張させることが可能である、システム。
（項目１９）
　上記少なくとも１つの膨張可能な部分は、上記ハウジングの外部表面に沿って近位およ
び遠位へ滑動可能である、上記項目のいずれかに記載のシステム。
（項目２０）
　上記外科手術アクセスデバイスは、上記ハウジングから近位へ延在し、上記少なくとも
１つの膨張可能な部材と流体連結であるチューブをさらに含み、上記システムは、流体供
給源を該チューブに取り付ける手段をさらに含み、流体が、該少なくとも１つの膨張可能
な部分に分配されることが可能である、上記項目のいずれかに記載のシステム。
（項目１８Ａ）
　組織の大きな切開を通して外科手術アクセスを提供する方法であって、該方法は、
　外科手術アクセスポータルを提供するステップであって、該外科手術アクセスポータル
は、該外科手術アクセスポータルを通して延在する少なくとも１つの管腔を含み、該少な
くとも１つの管腔は、該少なくとも１つの管腔を通して外科手術用物体を密閉的に受け取
るために適合されている、ステップと、
　外科手術アクセスデバイスを提供するステップであって、該外科手術アクセスデバイス
は、
　　組織の切開内に挿入するために適合されているハウジングと、
　　該ハウジング上に配置された少なくとも１つの膨張可能な部分と
　　を含み、
　　該ハウジングは、近位端部と遠位端部とを規定し、外科手術アクセスポータルを受け
取るために、該ハウジングを通して延在する管腔を規定し、
　　該少なくとも１つの膨張可能な部分は、収縮の状態と膨張の状態とを有し、該少なく
とも１つの膨張可能な部分が該収縮の状態にあるときに、該ハウジングは、組織の該切開
内に挿入可能であり、該少なくとも１つの膨張可能な部分が該膨張の状態にあるときに、
該ハウジングは、組織の該切開との実質的に流体の漏れない密閉と、該ハウジングを通し
て挿入された外科手術アクセスポータルとの実質的に流体の漏れない密閉とを形成する、
ステップと、
　該ハウジングを組織の該切開内に挿入するステップと、
　該ハウジングを組織の該切開内に固定するために、該少なくとも１つの膨張可能な部分
を少なくとも部分的に膨張させるステップと、
　該ハウジングの該管腔を通して該外科手術アクセスポータルを挿入するステップと、
　該外科手術アクセスポータルを該管腔内に固定するために、該少なくとも１つの膨張可
能な部分をさらに膨張させるステップと
　を含む、方法。
（項目１９Ａ）
　上記少なくとも１つの膨張可能な部分は、上記ハウジングの外部表面に沿って近位およ
び遠位へ滑動可能であり、該ハウジングの該外部表面に沿って近位または遠位へ該少なく
とも１つの膨張可能な部分を滑らせるステップをさらに含む、上記項目のいずれかに記載
の方法。
（項目２０Ａ）
　上記外科手術アクセスデバイスは、上記ハウジングから近位へ延在し、上記少なくとも
１つの膨張可能な部材と流体連結であるチューブをさらに含み、上記方法は、流体供給源
を該チューブに取り付け、かつ該少なくとも１つの膨張可能な部分に流体を分配すること
をさらに含む、上記項目のいずれかに記載の方法。
【００１７】
　（摘要）
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　本明細書において、外科手術アクセスデバイスが開示された。外科手術アクセスデバイ
スは、組織の切開内に挿入するために適合されているハウジングと、ハウジング上に配置
された少なくとも１つの膨張可能な部分とを含む。ハウジングは、近位端部と遠位端部と
を規定し、外科手術アクセスポータルを受け取るために、ハウジングを通して延在する管
腔を有する。少なくとも１つの膨張可能な部分は、収縮の状態と膨張の状態とを有し、少
なくとも１つの膨張可能な部分が収縮の状態にあるときに、ハウジングは、組織の切開内
に挿入可能である。少なくとも１つの膨張可能な部分が膨張の状態にあるときに、ハウジ
ングは、組織の切開との実質的に流体の漏れない密閉と、ハウジングを通して挿入された
外科手術アクセスポータルとの実質的に流体の漏れない密閉とを形成するように適合され
ている。
【００１８】
　本明細書の一部分において組み込まれ、本明細書の一部分を構成する添付の図面は、上
に与えられた、本開示された外科手術アクセスデバイスの一般的説明と共に、本開示され
た外科手術アクセスデバイスの実施形態を例示する。以下に与えられる実施形態の詳細な
説明は、本開示された外科手術アクセスデバイスの原理を説明するように役に立つ。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】図１は、本開示に従う外科手術アクセスデバイスの側面の断面図である。
【図２】図２は、図１の外科手術アクセスデバイスを通して外科手術アクセスポータルを
挿入した後の外科手術アクセスデバイスの側面の断面図である。
【図３】図３は、膨張可能な部分が膨張した後の図２の外科手術アクセスデバイスの側面
の断面図である。
【図４】図４は、複数の膨張可能な部分を有する、図１の外科手術アクセスデバイスの代
替的な実施形態の側面の断面図である。
【図５】図５は、図４の外科手術アクセスデバイスの膨張可能な部分のうちの１つの詳細
図である。
【図６】図６は、膨張可能な部分が膨張した後の図４の外科手術アクセスデバイスの側面
の断面図である。
【図７】図７は、滑動可能に膨張可能な部分を有する図１の外科手術アクセスデバイスの
代替的な実施形態の側面の断面図である。
【図７Ａ】図７Ａは、図７の外科手術アクセスデバイスの近位アームの詳細図である。
【図８】図８は、スライド部材に沿って中間に位置決めされた膨張可能な部分を有する図
７の外科手術アクセスデバイスの側面の断面図である。
【図９】図９は、スライド部材の遠位端部に位置決めされた膨張可能な部分を有する図７
の外科手術アクセスデバイスの側面の断面図である。
【図１０】図１０は、管腔の内部表面上に膨張可能な部分を有する図１の外科手術アクセ
スデバイスの代替的な実施形態の側面の断面図である。
【図１１】図１１は、膨張の状態の膨張可能な部分を有する図１０の外科手術アクセスデ
バイスの側面の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　（詳細な説明）
　本明細書に開示されるのは、低侵襲外科手術の間に、組織の切開または自然の開口を保
護するための外科手術アクセスデバイスである。より具体的には、体の単一の切開または
自然の開口内に挿入可能である外科手術アクセスデバイスが開示され、外科手術アクセス
デバイスは、切開または自然の開口と、外科手術アクセスデバイスを通して挿入された外
科手術用物体または外科手術アクセスポータルとの間に保護層を提供することが可能であ
る。外科手術アクセスデバイスはまた、標準大きさの外科手術アクセスポータルが、大き
さを変化する切開または自然の開口を通して使用されることを可能にし、特に、外科手術
アクセスポータルが、外科手術アクセスポータルより大きな切開または自然の開口を通し
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て使用されることを可能にする。
【００２１】
　本開示された外科手術アクセスデバイスの特定の実施形態が、図面を参照して詳細に説
明される。同様の参照数字は、類似または同一の構成要素を識別する。本明細書において
使用されるように、用語「遠位」は、ユーザーからより離れているその部分を指し、その
一方で、用語「近位」は、ユーザーまたは外科医により近いその部分を指す。用語「切開
」が、本開示された外科手術アクセスデバイスが挿入される組織の開口部を説明するよう
に使用されるが、開口部は、代替的に、例えば、肛門、膣のような任意の自然の開口であ
り得ることが考えられる。
【００２２】
　ここで、図１～３を参照すると、ハウジング１１０と、ハウジング１１０上に配置され
る膨張可能な部分１３０とを含む外科手術アクセスデバイス１００が開示される。ハウジ
ング１１０は、組織「Ｔ」の切開内に挿入可能であり、近位端部１１２、遠位端部１１４
、および実質的に流体の漏れない方式でハウジング１１０を通して外科手術アクセスポー
タル「Ｓ１」を受け取るためのハウジング１１０を通る管腔１１６を規定する。さまざま
な形状および大きさの外科手術アクセスポータルが、管腔１１６を通して挿入され得、図
１～３に理解されるように、単一の近位フランジを有する外科手術アクセスポータル「Ｓ
１」、図４および６～９に理解されるように、近位フランジおよび遠位フランジの両方を
有する外科手術アクセスポータル「Ｓ２」、または技術分野において既知であるような任
意の他の外科手術アクセスポータルを含む。各外科手術アクセスポータル「Ｓ１」、「Ｓ
２」は、外科手術用物体または外科手術器具を流体の漏れないように受け取りのための、
外科手術アクセスポータルを通して延在する１つ以上の管腔をさらに含む。本開示を通し
て、外科手術アクセスポータル「Ｓ１」と「Ｓ２」は、完全に互換可能であることが考え
られる。適切なアクセスポータルが、米国特許出願第１２／２４４，０２４号に開示され
ている。上記出願が、ここで参照することによって本明細書において援用される。技術分
野において既知であるように、管腔１１６も他の外科手術用物体を受け取り得ることが考
えられる。ハウジング１１０は、「Ｕ」字型の断面を規定し、膨張可能な部品１３０のた
めの形状を提供し、かつ組織「Ｔ」の切開においてハウジング１１０を正しく位置決めす
ることを支援するための、近位端部１１２でのフランジ型の部分１１８および遠位端部１
１４でのフランジ型の部分１２０を含む。膨張可能な部分１３０は、ハウジング１１０上
に配置され、ハウジング１１０を完全に囲み得る。膨張可能な部分１３０は、近位端部１
３３に配置された開口部１３２を含み、開口部１３２に流体の漏れない密閉を維持するた
めに、開口部１３２内、または付近に配置された１つ以上のバルブ（示されていない）を
含み得る。開口部１３２は、注射器または他の流体供給部「Ｆ」を受け取るように適合さ
れ、または技術分野において既知であるような他の流体提供システムに接続され得る。
【００２３】
　膨張可能な部分１３０は、組織「Ｔ」の切開内にハウジング１１０を固定するように膨
張可能なであり、実質的に流体の漏れない方式でハウジング１１０内に外科手術アクセス
ポータル「Ｓ１」を固定するために膨張可能なである。膨張可能な部分１３０は、２つ以
上の独立的に膨張可能な断面１３４および１３６を含み得、断面１３４は、ハウジング１
１０の外側表面１２２上に配置されており、断面１３６は、ハウジング１１０の内側表面
１２４上に配置されていることが考えられる。
【００２４】
　外科手術アクセスデバイス１００は、膨張可能な部分１３０が収縮されており、ハウジ
ング１１０が組織「Ｔ」の切開内に挿入可能である収縮の状態と、膨張可能な部分１３０
が組織「Ｔ」の切開内にハウジング１１０を固定するように十分に膨張されている膨張の
状態とを有する。膨張の状態に必要とされた膨張の量は、切開の大きさと、ハウジングを
通して挿入されるべきである外科手術アクセスポータルの大きさとに基づく。膨張可能な
部分１３０はまた、組織「Ｔ」の切開内にハウジング１１０を固定することを支援するた
めに、部分的に膨張の状態を有し得、ハウジング１１０の管腔１１６を通して外科手術ア
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クセスポータル「Ｓ１」を挿入する際に、膨張可能な部分１３０は、適所に外科手術アク
セスポータル「Ｓ１」を固定するための減少した直径を有する管腔１１６を提供するため
に、膨張の状態までにさらに膨張され得ることが考えられる。独立的に膨張可能な断面１
３４および１３６が提供される場合に、断面１３４は、組織「Ｔ」の切開内にハウジング
１１０を固定するように膨張され得、断面１３６は、適所に外科手術アクセスポータル「
Ｓ１」を固定するように個別に膨張され得ることが考えられる。
【００２５】
　使用の間に、ハウジング１１０が組織「Ｔ」の開口または切開内に挿入されると同時に
、膨張可能な部分１３０が収縮の状態にある。挿入した後に、医師または外科医は、膨張
可能な部分１３０に流体を提供するために、流体供給源「Ｆ」を開口部１３２に挿入し、
または流体供給源「Ｆ」を開口部１３２に取り付ける。外科医は、部分的膨張の状態を達
成させ、それによって、適所にハウジング１１０を固定するために、少なくとも部分的に
膨張可能な部分１３０を充填する。一旦ハウジング１１０が固定されると、外科手術アク
セスポータル「Ｓ１」が管腔１１６を通して挿入される。次に、外科医は、膨張の状態を
達成させ、実質的に流体の漏れない方式で適所に外科手術アクセスポータル「Ｓ１」を固
定するための減少した直径を有する管腔１１６を提供するために、膨張可能な部分１３０
に追加の流体を提供する。この方法において、標準大きさの外科手術アクセスポータルが
、外科手術アクセスポータルより大きな直径を有する組織の切開または自然的に生じた開
口を通して利用され得る。膨張可能な部材１３０の任意の膨張の前に、外科手術アクセス
ポータル「Ｓ１」は、ハウジング１１０内に挿入され得ることが考えられる。外科手術ア
クセスポータル「Ｓ１」が挿入され、そして／または取り外されることを可能にする動作
の間に、膨張可能な部材１３０が、部分的に収縮され得ることが考えられる。これは、外
科医が、ハウジング１１０を通して、外科手術アクセスポータル「Ｓ１」に対して大きす
ぎであり得る他の外科手術用物体または器具を使用することを可能にする。また、膨張可
能な部分１３０の収縮または部分的収縮は、全体のハウジング１１０を取り外す必要なし
に、被検体が切開を通して除去され、そして／または通過されること（例えば、病気の内
部解剖物の永久的除去、および／または体内に戻される前に、体の外側に操作されるべき
である結腸の一部分の一時的な肱置）を可能にし、それによって、癌細胞の散布等を介し
た伝染に対抗して、ハウジング１１０を通して切開に保護層を提供する。なおさらに、ユ
ーザーが膨張可能な部分１３０を収縮させ、または部分的に収縮させることが可能である
ので、ユーザーは、外科手術手順の進行の間に、切開の大きさを選択的に増大させ得る（
例えば、外科医は、最初の比較的に小さな切開を作り得、それにより、外科手術アクセス
ポータルは、膨張可能な部分１３０が膨張されることなしに切開内に維持され、そしてそ
の後、外科医は、行うのが正当であることを決心した場合に、より大きな切開を作り、そ
れにより、外科手術アクセスポータルは、完全に、または部分的に膨張されている膨張可
能な部分１３０を用いて切開内に維持される）。外科医が、彼または彼女が最初により小
さな切開を用いて、彼または彼女の観察に基づいて切開を拡大することを決定するまでに
、より大きな切開を作るのを待ち得るので、上記柔軟性は、外科医が、外科手術手順の間
に作られた切開の大きさを最小にすることを可能にし得る。この柔軟性はまた、切開の大
きさにかかわらず、外科医が最初に小さな切開を作るかまたは最初により大きな切開を作
るかを選ぶことにかかわらず、外科医が同じの外科手術アクセスポータルを利用すること
を可能にし、それによって、異なる大きさの外科手術アクセスポータルに対するニーズを
削除する。これらの前述の利点は、本明細書に説明される実施形態の全部に適用可能であ
ることが留意されるべきである。動作の後に、外科医は、ハウジング１１０の管腔１１６
から外科手術アクセスポータル「Ｓ１」を取り外し、そして組織「Ｔ」の切開からハウジ
ング１１０を取り外すために、膨張可能な部材１３０を収縮させる。
【００２６】
　ここで、図４～６を参照すると、前の実施形態に類似する別の実施形態において、外科
手術アクセスデバイス２００は、ハウジング２１０と、ハウジング２１０上に配置された
少なくとも１つの膨張可能な部分２３０とを含む。ハウジング２１０は、３つの膨張可能
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な部分２３０、２４０および２５０を含み得ることが考えられる。ハウジング２１０は、
開口または組織「Ｔ」の切開内に挿入可能であり、近位端部２１２でのフランジ型の部分
２１８と、遠位端部２１４でのフランジ型の部分２２０とを含む「Ｕ」字型の断面を規定
する。近位端部２１２は、弓状または三日月の形のリング２２６を含み得、少なくともハ
ウジング２１０の一部分がリング２２６に包まれ、それにより、リング２２６の回転は、
ハウジング２１０の長さが近位端部２１２において延ばされ、または減少されることを可
能にすることがさらに考えられる。ハウジング２１０はまた、実質的に流体の漏れない方
式で外科手術アクセスポータル「Ｓ２」を受け取るために、ハウジング２１０を通して延
在する管腔２１６を含む。技術分野において既知であるように、管腔２１６も他の種類の
外科手術用物体を受け取り得ることが考えられる。
【００２７】
　この実施形態において、膨張可能な部分２３０、２４０および２５０は、ハウジング２
１０の外部表面２２２上に配置され得、しかしならが、膨張可能な部分２３０、２４０お
よび２５０は、内部表面２２４上に、または外部表面２２２および内部表面２２４の両方
の上に配置され得ることが考えられる。膨張可能な部分２３０、２４０および２５０は、
互いから離れて間隔を空けられ得、または互いに対して近位または隣接であり得る。膨張
可能な部分２３０、２４０および２５０は、収縮の状態にあるときに、最初に離れて間隔
を空けられ得、膨張の状態にあるときに、互いに対して隣接または近位であり得ることも
考えられる。各膨張可能な部分２３０、２４０および２５０は、独立的に膨張可能であり
得、または膨張可能な部分２３０、２４０および２５０は、同時に膨張可能であり得る。
【００２８】
　ハウジング２１０は、膨張可能な部分２３０、２４０および２５０と流体連結であり、
流体供給源「Ｆ」を受け取るための開口部２６２規定する１つ以上の膨張管腔２６０も含
み得る。膨張管腔２６０が、ハウジング２１０内に配置され得、または代替的に、ハウジ
ング２１０の外部表面２２２または内部表面２２４上に配置され得る。各膨張可能な部分
２３０、２４０および２５０は、別個の膨張管腔２６０を有し得、各膨張管腔２６０は、
別個の開口部２６２を有し得ることも考えられる。
【００２９】
　使用の間に、膨張可能な部分２３０、２４０および２５０は、最初に収縮の状態にある
。外科医は、ハウジング２１０を組織「Ｔ」の切開内に挿入し、そして組織「Ｔ」の切開
の深さに依存して時計回りまたは逆時計回りにリング２２６を回転することによってハウ
ジング２１０の長さを調整する。一旦ハウジング２１０が組織「Ｔ」の切開内に位置決め
されると、流体供給源「Ｆ」は、開口部２６２内に挿入され、または開口部２６２に取り
付けられ、膨張可能な部分２３０、２４０および２５０を膨張の状態に変形させるために
、流体が、膨張可能な部分２３０、２４０および２５０に提供される。膨張可能な部分２
３０、２４０および２５０が拡張するので、膨張可能な部分２３０、２４０および２５０
は、組織「Ｔ」の切開内に進入し、組織「Ｔ」の切開と接触し、それによって実質的に流
体の漏れない方式で適所にハウジング２１０を固定する。膨張可能な部分２３０、２４０
および２５０が、部分的にのみ膨張され得ることが考えられる。次に、外科医は、外科手
術アクセスポータル「Ｓ２」をハウジング２１０の管腔２１６内に挿入し、さらに流体を
膨張可能な部分２３０、２４０および２５０に充填し、そして管腔２１６の直径を減少さ
せ、それによって、ハウジング２１０に外科手術アクセスポータル「Ｓ２」に押し付けさ
せる。これは、適所に外科手術アクセスポータル「Ｓ２」を固定し、ハウジング２１０と
外科手術アクセスポータル「Ｓ２」との間に実質的に流体の漏れない密閉を生成する。こ
の方法において、標準大きさの外科手術アクセスポータルは、外科手術アクセスポータル
より大きな直径を有する組織の切開または自然的に生じた開口を通って利用され得る。膨
張可能な部分２３０、２４０および２５０のうちの１つのみ、またはそれらの任意の組み
合わせが、膨張され得、または部分的に膨張され得、それにより、管腔２１６を通して挿
入された外科手術アクセスポータル「Ｓ２」が、外科手術の間に動きのいくつかの自由度
を可能にされ得ると同時に、なお管腔２１６との流体の漏れない密閉を維持することも考
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えられる。外科手術アクセスポータル「Ｓ２」を取り外すために、外科医は、膨張可能な
部分２３０、２４０および２５０から流体を引き出し得、部分的に膨張の状態または収縮
状態を達成させる。
【００３０】
　ここで、図７～９を参照すると、前の実施形態に類似する別の実施形態において、外科
手術アクセスデバイス３００は、ハウジング３１０、ハウジング３１０に取り付けられた
スライド部材３４０、およびスライド部材３４０に滑動可能に取り付けられた膨張可能な
部材３３０を含む。ハウジング３１０は、開口または組織「Ｔ」の切開内に挿入可能であ
り、近位端部３１２でのフランジ型の部分３１８と、遠位端部３１４でのフランジ型の部
分３２０とを含む「Ｕ」字型の断面を規定する。近位端部３１２は、弓状または三日月の
形のリング３２６を含み得、少なくともハウジング３１０の一部分がリング３２６に包ま
れ、それにより、リング３２６の回転は、ハウジング３１０の長さが近位端部３１２にお
いて延ばされ、または減少されることを可能にすることがさらに考えられる。ハウジング
３１０はまた、実質的に流体の漏れない方式で外科手術アクセスポータル「Ｓ２」を受け
取るために、ハウジング３１０を通して延在する管腔３１６を含む。技術分野において既
知であるように、管腔３１６も他の外科手術用物体を受け取り得ることが考えられる。
【００３１】
　スライド部材３４０は、ハウジング３１０から離れて間隔を空けられ、近位アーム３４
２および遠位アーム３４４によってハウジング３１０の外部表面３２２に取り付けられる
。膨張可能な部分３３０は、スライド部材３４０を受け取るための、膨張可能な部材を通
して延在する管腔３３２を含み、近位アーム３４２と遠位アーム３４４との間にスライド
部３４０に沿って滑動可能である。図７Ａにおいてより詳細に理解され得るように、チュ
ーブ３３４は、膨張可能な部材３３０に接続され、膨張可能な部３３０へチューブ３３４
をガイドするのを助けるための、スライド部材３４０の近位アーム３４２からまたは通し
て延在する取り付け部材（例えば、リング、ブラケット）３４６を通して挿入され得る。
チューブ３３４は、近位アーム３４２と遠位アーム３４４との間に近位および遠位へ膨張
可能な部材３３０を動かすように使用され得、加えて、膨張および収縮のために、膨張可
能な部分３３０に流体連結を提供する。前の実施形態と同じように、膨張可能な部材３３
０は、収縮の状態および膨張の状態を有し、また部分的にのみ膨張され得る。
【００３２】
　使用の間に、外科医は、収縮の状態にあり、かつ外部表面３２２と組織「Ｔ」の切開と
の間に配置された膨張可能な部分３３０を用いて、ハウジング３１０を組織「Ｔ」の切開
内に挿入する。外科医は、組織「Ｔ」の切開の深さに依存して時計回りまたは逆時計回り
にリング３２６を回転することによってハウジング３１０の長さを調整し得、スライド部
材３４０に沿って近位または遠位へ膨張可能な部材３３０を動かすために、取り付けリン
グ３４６を介して近位または遠位へチューブ３３４を滑らせることによって膨張可能な部
分３３０の位置を調整し得る。一旦膨張可能な部材３３０が所望の位置にあると、外科医
は、組織「Ｔ」の切開内にハウジング３１０を固定するために、収縮の状態から膨張の状
態まで膨張可能な部分３３０を変形させるように、チューブ３３４を通して膨張可能な部
分３３０に流体を提供し得る。外科医は、膨張可能な部分３３０を部分的にのみ膨張させ
得ることが考えられる。次に、外科医は、ハウジング３１０の管腔３１６を通して外科手
術アクセスポータル「Ｓ２」を挿入し、さらに膨張可能な部分３３０を膨張させ、管腔３
１６の直径を減少させ、それにより、管腔３１６は、外科手術アクセスポータル「Ｓ２」
に押し付け、外科手術アクセスポータル「Ｓ２」との実質的に流体の漏れない密閉を形成
する。この方法において、標準大きさの外科手術アクセスポータルは、外科手術アクセス
ポータルより大きな直径を有する組織の切開または自然的に生じた開口を通して利用され
得る。一旦手術が完成されると、外科医は、ハウジング３１０から外科手術アクセスポー
タル「Ｓ２」を取り外し、開口または組織「Ｔ」の切開からハウジング３１０を取り外す
ために、膨張可能な部分３３０を完全に、または部分的に空にし得る。
【００３３】
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　ここで、図１０～１１を参照すると、なお前の実施形態に類似する別の実施形態におい
て、外科手術アクセスデバイス４００は、ハウジング４１０、およびハウジング４１０上
に配置された膨張可能な部材４３０を含む。ハウジング４１０は、開口または組織「Ｔ」
の切開内に挿入可能であり、近位端部４１２でのフランジ型の部分４１８と、遠位端部４
１４でのフランジ型の部分４２０とを含む「Ｕ」字型の断面を規定する。近位端部４１２
は、弓状または三日月の形のリング４２６を含み得、少なくともハウジング４１０の一部
分がリング４２６に包まれ、それにより、リング４２６の回転は、ハウジング４１０の長
さが近位端部４１２において延ばされ、または減少されることを可能にすることがさらに
考えられる。ハウジング４１０はまた、実質的に流体の漏れない方式で外科手術アクセス
ポータル「Ｓ２」を受け取るために、ハウジング４１０を通して延在する管腔４１６を含
む。技術分野において既知であるように、管腔４１６も他の外科手術用物体を受け取り得
ることが考えられる。
【００３４】
　膨張可能な部分４３０は、ハウジング４１０の近位端部４１２と遠位端部４１４と間に
、管腔４１６の内部表面４２４に沿って延在する。膨張可能な部分４３０は、内部表面４
２４の全長まで延在し得、または内部表面４２４の一部分にわたってのみ延在し得る。膨
張可能な部分４３０は、内部表面４２４から間隔を空けられ、実質的に半円形の断面を規
定する中央部分４３２を含む。中央部分４３２は、大きさを変化する外科手術用物体また
外科手術アクセスポータル「Ｓ２」を収容するために、膨張の際に管腔４１６の直径を減
少させる。収縮の状態にある場合に、中央部分４３２は、内部表面４２４に対して近位ま
たは隣接にあり得ることが考えられる。ハウジング４１０は、膨張可能な部分４３０と流
体連結であり、かつ流体供給源「Ｆ」を受け取るための開口部４６２を規定する膨張管腔
４６０を含み得る。膨張管腔４６０は、ハウジング４１０内に配置され得、または代替的
にハウジング４１０の内部表面４２４または外部表面４２２上に配置され得る。
【００３５】
　使用の間に、外科医は、収縮の状態にある膨張可能な部分４３０を用いて、ハウジング
４１０を組織「Ｔ」の切開内に挿入する。外科医は、組織「Ｔ」の切開の深さに依存して
時計回りまたは逆時計回りにリング４２６を回転することによってハウジング４１０の長
さを調整し得る。一旦ハウジング４１０が正しく位置決めされると、外科医は、流体供給
源「Ｆ」を開口部４６２に取り付け、また管腔４１６を通してアクセスポータル「Ｓ２」
を挿入する。次に、外科医は、収縮の状態から膨張の状態まで膨張可能な部分４３０を変
形させるために、膨張管腔４６０を介して流体供給源「Ｆ」から流体を膨張可能な部分４
３０に提供する。これは、中央部分４３２に、内部表面４２４から離させ、外科手術アク
セスポータル「Ｓ２」に押し付けさせ、そして外科手術アクセスポータル「Ｓ２」との実
質的に流体のもれない密閉を生成する。膨張可能な部分４３０の膨張はまた、組織「Ｔ」
の切開に対してハウジング４１０の外側表面４２２に押すように作用し、切開との実質的
に流体の漏れない密閉を形成する。この方法において、標準大きさの外科手術アクセスポ
ータルは、外科手術アクセスポータルより大きな直径を有する組織の切開または自然的に
生じた開口を通して利用され得る。一旦手術が完成されると、外科医は、ハウジング４１
０から外科手術アクセスポータル「Ｓ２」を取り外し、開口または組織「Ｔ」の切開から
ハウジング４１０を取り外すために、膨張可能な部分４３０を完全に、または部分的に空
にし得る。
【００３６】
　本開示は、好ましい実施形態に対して説明しているが、変化および変更が対象デバイス
の精神または範囲から逸脱することなしに、本開示に加えられ得ることが当業者にとって
容易に明白である。
【符号の説明】
【００３７】
　１００　外科手術アクセスデバイス
　１１０　ハウジング
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　１１２　近位端部
　１１４　遠位端部
　１１６　管腔
　１１８、１２０　フランジ型の部分
　１２２　外側表面
　１２４　内側表面
　１３０　膨張可能な部分
　１３２　開口部
　１３３　近位端部
　１３４、１３６　膨張可能な断面
　Ｓ１　外科手術アクセスポータル
　Ｔ　組織
　Ｆ　流体供給源

【図１】 【図２】
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