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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
カートリッジ部分および該カートリッジ部分から間隔をあけて配置されるアンビルを有す
るステープラーとともに使用するための、特定方向に偏倚される外科ステープルであって
、ここで、該アンビルおよびカートリッジが、間に組織を圧縮するように構成される場合
、前記アンビルが、複数のアンビルポケットを有し、該ステープルが、以下：
　バックスパン；
　該バックスパンからたれ下がる一対の変形可能な脚であって、該脚が、該ステープルの
成形のために該アンビルポケットと接触するように構成される、脚、
を備え、
　該ステープルが、該変形可能な脚の少なくとも一部を含む屈曲領域を含み、
　該屈曲領域が、基部寸法および高さ寸法を有し、該基部寸法が該高さ寸法よりも大きく
、該屈曲領域が、約１．１～約３．０の間の慣性モーメント比を規定し、該ステープルの
成形の間のねじれに対するステープルの抵抗性を増加させる、
ステープル。
【請求項２】
請求項１に記載の特定方向に偏倚される外科ステープルであって、ここで、前記屈曲領域
が、実質的に矩形の断面である、ステープル。
【請求項３】
請求項１に記載の特定方向に偏倚される外科ステープルであって、ここで、前記屈曲領域
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が、実質的に偏円の断面である、ステープル。
【請求項４】
請求項３に記載の特定方向に偏倚される外科ステープルであって、ここで、前記ステープ
ルが、チタンおよびステンレス鋼からなる群より選択される材料から形成される、ステー
プル。
【請求項５】
請求項１に記載の特定方向に偏倚される外科ステープルであって、ここで、前記屈曲領域
がチタンから形成され、そして約２．０～約２．７の間の慣性モーメント比を有する、ス
テープル。
【請求項６】
請求項１に記載の特定方向に偏倚される外科ステープルであって、ここで、前記屈曲領域
がステンレス鋼から形成され、そして約２．０～約２．７の間のアスペクト比を有する、
ステープル。
【請求項７】
請求項１に記載の特定方向に偏倚される外科ステープルであって、ここで、前記屈曲領域
が、楕円、台形、三角形および半円からなる群の形状に実質的に対応する形状で形成され
る、ステープル。
【請求項８】
請求項１に記載の特定方向に偏倚される外科ステープルであって、前記脚の少なくとも１
つの遠位端部分に形成される貫通構造をさらに備える、ステープル。
【請求項９】
請求項８に記載の特定方向に偏倚される外科ステープルであって、ここで、前記貫通構造
が、前記脚の内側でとがった先端である、ステープル。
【請求項１０】
請求項８に記載の特定方向に偏倚される外科ステープルであって、ここで、前記ステープ
ルの屈曲部分が、実質的に矩形の断面であり、基部寸法が、高さ寸法より大きい、ステー
プル。
【請求項１１】
請求項８に記載の特定方向に偏倚される外科ステープルであって、ここで、前記ステープ
ルの屈曲部分が、楕円、台形および半円からなる群の形状に実質的に対応する形状で形成
される、ステープル。
【請求項１２】
請求項８に記載の特定方向に偏倚される外科ステープルであって、ここで、前記ステープ
ルが、チタンおよびステンレス鋼からなる群より選択される材料から形成される、ステー
プル。
【請求項１３】
請求項８に記載の特定方向に偏倚される外科ステープルであって、ここで、前記ステープ
ル脚が、それらの長さに沿って実質的に直線である、ステープル。
【請求項１４】
請求項８に記載の特定方向に偏倚される外科ステープルであって、ここで、前記脚のそれ
ぞれが、のみ形状で形成される遠位端を有し、先端が、該脚の内側に隣接する、ステープ
ル。
【請求項１５】
外科ステープルであって、該ステープルが、第１脚および第２脚を有し、そして該脚とア
ンビルのアンビルポケットとの接触によって変形され得、該ステープルが、以下：
　バックスパン；
　該バックスパンからたれ下がる少なくとも２つの変形可能な脚であって、該脚が、組織
を通って動き、そしてアンビルのアンビルポケットと接触するように構成される、脚、
を備え、
　該バックスパンおよび脚が、約１．１～約３．０の間の慣性モーメント比を有し、該ス
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テープルの成形の間のねじれに抵抗するように構成されている、
ステープル。
【請求項１６】
請求項１５に記載の外科ステープルであって、ここで、前記ステープルが、基部寸法およ
び高さ寸法を有する屈曲部分を備え、該基部寸法が、該高さ寸法より大きい、ステープル
。
【請求項１７】
請求項１５に記載の外科ステープルであって、ここで、前記ステープル脚の少なくとも一
部分が、実質的に矩形の断面を有する、ステープル。
【請求項１８】
請求項１６に記載の外科ステープルであって、ここで、前記ステープルが、チタンおよび
ステンレス鋼からなる群より選択される材料から形成される、ステープル。
【請求項１９】
外科ステープラーであって、以下：
　複数のアンビルポケットを有する、アンビル；
　少なくとも２つの外科ステープルを保持するように構成されたステープルカートリッジ
であって、ここで、該アンビルおよびカートリッジが接近した位置に配置される場合、該
アンビルとステープルカートリッジとの間で組織が圧縮される、ステープルカートリッジ
；
　プッシャーであって、該プッシャーが、該ステープルを該アンビルに接触させ、該ステ
ープルを該アンビルへと動かし、その結果、各ステープル脚が、アンビルポケットと接触
して、該ステープルを成形するためのプッシャーである、プッシャー；および
　該ステープルカートリッジ内に位置付けられる外科ステープルであって、該外科ステー
プルが、バックスパン、一対の変形可能な脚、ならびに基部寸法および高さ寸法を有する
屈曲領域を有し、該基部寸法が、該高さ寸法よりも大きく、該アンビルの少なくとも一部
の製作公差を減少させるのに役立つ、外科ステープル、
を備え、
　該屈曲領域が、約１．１～約３．０の間の慣性モーメント比を規定する、外科ステープ
ラー。
【請求項２０】
請求項１９に記載の外科ステープラーであって、ここで、前記外科ステープルを動かすた
めの構造が、該ステープルを同時に前記アンビルに動かすように構成される、ステープラ
ー。
【請求項２１】
請求項１９に記載の外科ステープラーであって、ここで、前記外科ステープルを動かすた
めの構造が、該ステープルを連続的に前記アンビルに動かすように構成される、ステープ
ラー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、２０００年１０月２０日に出願された、米国特許出願番号０９／６９３，３７
９の一部継続出願であり、そして本明細書中に参考として援用される。
【０００２】
　（背景）
　（１．技術分野）
　本発明は、成形可能な外科固定具に関し、そしてより特定すると、ステープルを成形す
るためのアンビルポケットを有する外科ステープルにおいて使用するための、特定方向に
偏倚される成形可能ステープルに関する。本発明はまた、外科ステープラーと共に使用す
るための、アンビルポケットを備えるアンビルアセンブリに関する。
【背景技術】
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【０００３】
　（２．関連技術の背景）
　外科ステープリング器具は、生命を守る多くの外科手順のために重要になっている。外
科ステープルは、通常、外科ステープリング器具（例えば、胃腸吻合デバイスおよび横行
吻合（ｔｒａｎｓｖｅｒｓｅ　ａｎａｓｔｏｍｏｓｉｓ）デバイスが挙げられる、吻合デ
バイスとして公知のもの）を用いて、組織に機械的に挿入される。このようなデバイスに
おいて、ステープルは、１つ以上の細長い列として、カートリッジ内へと装填される。ス
テープラーを押すため、すなわち駆動するための機構が起動されて、組織の２つ以上の部
分を通して、ステープルを変形アンビルの方へと駆動する。駆動操作の仕上げにおいて、
各ステープルの脚が、アンビルによって、閉じた構成へと好都合にクランプまたは屈曲さ
れて、組織の部分の縫合および連結を完了する。胃腸吻合型のデバイスは、列として整列
したステープルを、迅速な手順で連続的に駆動および屈曲させ、一方で横行吻合型のデバ
イスは、全てのステープルを同時に駆動および屈曲させる。例えば、特許文献１および特
許文献２を参照のこと。円形吻合型のデバイスは、ステープルの環状の列を組織に同時に
適用する。例えば、特許文献３を参照のこと。
【０００４】
　１つの型の従来のステープル２０（図１～３に示す）は、胃腸吻合型の外科ステープリ
ングデバイスと横行吻合型の外科ステープリングデバイスとの両方と共に使用され、ステ
ンレス鋼またはチタンで作製される。未変形のステープル２０（図１）は、ほぼＵ字型で
あり、そしてバックスパン２２、およびこのバックスパンから実質的に垂直にたれ下がる
２つの脚２４を備える。各脚２４は、身体器官または組織を穿孔するための、鋭利なのみ
型の先端部２６を有する。こののみ型の先端はまた、ステープルにトルクを生じさせて、
その成形を可能にする。ステープルは、片側から組織を貫通して、この組織の反対側に間
隔を空けて位置するアンビルに係合する。このステープルは、脚がアンビル２５と係合す
ることによって、そしてアンビル２５の形状に従って屈曲され、図２に示すようなＢ字型
の閉じたステープル２８を成形する。この閉じた構成において、組織は、このステープル
の脚とバックスパンとの間で圧縮される。
【０００５】
　実質的に円形の断面に起因して（図３）、これらの従来のステープルは、ステープルを
その最終的な形状に成形するために、ステープルをねじるかまたは不格好にするために必
要とされる力とおよそ同じ量の力を必要とする。
【０００６】
　例えば、図３に戻って参照すると、従来の円形断面のステープルは、以下の等式によっ
て与えられる、成形次元ｘにおける慣性モーメント（Ｉｘ）を有する：
　　Ｉｘ　＝　１／４＿ｒ４

そのねじり次元ｙにおける慣性モーメント（Ｉｙ）は、同じ等式によって与えられる：
　　Ｉｙ　＝　１／４＿ｒ４

　均一な０．００９インチの直径（ｒ＝０．００４５）の円形ワイヤストックを使用する
と、
　　　Ｉｘ　＝　Ｉｙ　＝１／４＿（０．００４５）４

　　　　　　　　　　　＝３．２２×１０－１０ｉｎ４

　等式によって与えられる、慣性モーメント比は、Ｉｙ／Ｉｘであり、
【０００７】
【数１】

これらの従来のステープルの、正確かつ一貫した成形を保証するために、かなりの研究お
よび開発が、構造体を成形および駆動する分野において、なされてきた。例えば、特定の
コーティングおよび／または構造を有するアンビルが開発された（例えば、特許文献４お
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よび特許文献５を参照のこと）。また、ステープルカートリッジは、ステープル成形の間
に遭遇する力の釣り合いをとるためのドライバー構造を有して構成された。同一人に譲渡
された、Ｇｒｅｅｎに対する特許文献６を参照のこと。従って、ねじれも変形もない、一
貫したステープル成形を制御および保証するためには、極度に厳密な製作公差（ｍａｎｕ
ｆａｃｔｕｒｉｎｇ　ｔｏｌｅｌａｎｃｅ）が果されてきた。
【０００８】
　異なる型の器具のための、他の型のステープルもまた、先行技術において見出される。
いくつかは、非円形の断面を有する。図４、４Ａおよび４Ｂは、例として、ＭＵＬＴＩＦ
ＩＲＥ　ＥＮＤＯ　ＨＥＲＮＩＡおよびＥＮＤＯ　ＵＮＩＶＥＲＳＡＬ　６５ステープル
と共に使用するための、Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ
　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　ｏｆ　Ｎｏｒｗａｌｋ，Ｃｏｎｎｅｃｔｉｃｕｔによって販売され
ている、この型のステープルを示す。組織が片側のみから接近されるので、これらのステ
ープルにおけるアンビルは、図４Ｃおよび４Ｄに示すように、ステープルのバックスパン
に隣接する。ステープル脚とアンビルポケットとの接触によって成形される、上記のステ
ープルとは異なり、これらのステープル脚は、バックスパンに当接するアンビルの周囲で
屈曲する。このステープルは、基部Ｂの寸法より大きな高さ寸法を有する側部Ｈを有する
（すなわち、０．０２０インチ対０．０１５インチ）。
【０００９】
　慣性モーメント比は、以下の等式によって与えられる：
【００１０】
【数２】

ここで、Ｉｘ＝（１／１２）ｂｈ３であり、そしてＩｙ＝（１／１２）ｈｂ３であり、こ
こで、ｈ＝０．０２０インチであり、そしてｂ＝０．０１５インチである。
【００１１】
　従って、Ｉｘ＝（１／１２）（０．０１５）（０．０２０）３＝１．０×１０－８ｉｎ
４であり、そして
　Ｉｙ＝（１／１２）（０．０２０）（０．０１５）３＝６．０×１０－９ｉｎ４である
。
【００１２】
　従って、
【００１３】

【数３】

　このステープルは、ステープル成形の間のねじれに適合して、ステープルの脚が、図４
Ｅに示されるように交差することを可能にするよう特に構成されている。従って、このス
テープルは、ステープルを成形するための力が、このステープルを不格好にするかまたな
ねじるための力よりわずかに大きいように、設計される。この成形は、ステープルの脚を
、バックスパン３４の内側表面３２に隣接して位置するアンビルの周囲で屈曲させること
によって、達成される。
【００１４】
　特許文献７は、０．３８ｍｍの高さおよび０．５１ｍｍの厚みを有する隣接したアンビ
ルを備えるヘルニアステープルを記載する。このステープルは、図４Ｃおよび４Ｄと同じ
様式で成形される。上記の式に従うこのステープルの慣性モーメントの比は、以下である



(6) JP 4714756 B2 2011.6.29

10

20

30

40

50

：
　Ｉｘ＝（１／１２）（０．５１）（０．３８）３＝２．３３×１０－３

　Ｉｙ＝（１／１２）（０．３８）（０．５１）３＝４．２×１０－３

　慣性モーメントの比＝（４．２×１０－３）／（２．３３×１０－３）＝１．８。
【００１５】
　記載されるような用途のためのこのステープルは、実際に、より大きな力を生じて、所
望の形状を生成する。実際に、このステープルの脚は、おそらく交差する前に互いに接触
して、その交差した構成になる。
【００１６】
　従って、このタイプのヘルニアステープル（すなわち、組織がただ１つの部位から接近
される場合、アンビルがバックスパン（ｂａｃｋｓｐａｎ）に隣接しているステープル）
は、脚が組織を貫通してアンビルポケットと接触する本発明のステープル（例えば、Ｂ字
型ステープル）とは全く異なることが明らかである。これらのアンビルポケットは、この
ステープルを閉構造に成形するようにステープルの脚を方向付ける。従って、ステープル
の構造、ならびにこれらのヘルニアステープルのねじれ、曲げおよびステープル成形の考
察は、アンビルポケットで方向付けられたステープル（例えば、Ｂ字型ステープル）につ
いてのこれらの考察に適用できない。
【特許文献１】米国特許第４，５２０，８１７号明細書
【特許文献２】米国特許第４，３８３，６３４号明細書
【特許文献３】米国特許第４，３０４，２３６号明細書
【特許文献４】米国特許第５，１７３，１３３号明細書
【特許文献５】米国特許第５，４８０，０８９号明細書
【特許文献６】米国特許第４，９７８，０４９号明細書
【特許文献７】米国特許第５，３６６，４７９号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　従って、組織を貫通して、この組織の反対側のアンビルポケットと接触するように設計
されたステープルのためのステープル構成を提供することが望まれ、このステープル構成
は、従来のカートリッジまたはアンビル技術を補完して、厳密な製造公差に対する依存性
（ｒｅｌｉａｎｃｅ）を最小化すると同時に、誤整列または異常な組織により引き起こさ
れるねじれ／変形を減少しつつ、正確なステープルの成形を促進する。ステープルの成形
の間の誤整列またはねじれによるステープルの変形を最小化するアンビルアセンブリを提
供することもまた望まれる。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　（要旨）
　本開示によると、外科用ステープラーにおいて使用するための、カートリッジから特定
方向に偏倚されるステープルが提供され、このステープルは、カートリッジから間隔をあ
けて配置されたアンビル構造を有し、そして脚がこのアンビルと接触するまで力を加えら
れた場合にステープルが成形される、アンビルポケットを有する。この特定方向に偏倚さ
れるステープルは、様々な断面構造（矩形、楕円形、台形などを含む）で構成され得る。
これらの構成の全ては、ステープルを適切に成形するのに必要な力よりも大きな力を、ス
テープルをねじるかまたは変形するために必要とする湾曲領域を有することによって、区
別される。好ましくは、これらのステープルは、約１．１～３．０程度の慣性モーメント
の比を有する。このステープルは、好ましくは、その他の点では、慣用的に成形されたス
テープル（すなわち、冠部分によって相互接続された少なくとも一対の脚部材を有し、こ
の冠部分において、この脚部材は、アンビルと接触し、そしてアンビルにより成形される
）と一致する。
【００１９】
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　組織係合表面およびこの中に形成された複数のステープルポケットを備える、アンビル
アセンブリもまた提供され、これはステープルの成形の間に、ステープルの成形を改善す
るように構成されている。各々のステープルポケットは、一対のステープル成形カップ、
および各カップの周りに少なくとも部分的に配置されたチャネリング表面を備える。各カ
ップは、内側部分および外側部分を備える。この各カップの内側部分は、他のカップの内
側部分に隣接して配置される。各カップは、このカップの外側部分からカップの内側部分
に向って移動する方向と垂直に接近する、組織係合表面に対する角度を規定する側壁を備
える。各カップの少なくとも内側部分を規定する側壁は、このアンビルアセンブリの組織
係合表面に対して実質的に垂直であり、その結果、各ステープル成形ポケットは、ステー
プルの誤整列および変形を最小化するための、実質的に垂直のトラップを規定する。
【００２０】
　本発明は、以下を提供する。
（項目１）　アンビルアセンブリであって、以下：
　組織接触表面を有するアンビルプレートであって、該組織接触表面が平面および該組織
接触表面内に形成される複数のアンビルポケットを規定し、該アンビルポケットのそれぞ
れが中心長手軸を有しそして第１ステープル成形カップおよび第２ステープル成形カップ
を含み、該第１ステープル成形カップおよび該第２ステープル成形カップのそれぞれが外
側部分および内側部分を有し、該第１ステープル成形カップおよび該第２ステープル成形
カップの該内側部分が該アンビルポケットの該中心長手軸上で互いに近い関係に位置して
おり、該第１ステープル成形カップおよび該第２ステープル成形カップの該外側部分が該
アンビルポケットの該中心長手軸上で互いに間隔をあけた関係で位置しており、該第１カ
ップおよび該第２カップのそれぞれが、側壁および該アンビルポケットの中心長手軸に沿
って伸長する細長基部表面によって規定され、ここで、該第１カップおよび該第２カップ
のそれぞれの側壁が、該カップの外側部分において該アンビルプレートの該組織接触表面
によって規定される平面に関して鋭角を形成し、そして該カップの内側部分に向かって漸
次的により垂直になり、その結果、該第１カップおよび該第２カップが該カップの内側部
分の少なくとも一部を通って実質的に垂直である、アンビル、
を備える、アンビルアセンブリ。
（項目２）　項目１に記載のアンビルアセンブリであって、ここで、前記細長基部表面が
、前記アンビルポケットの長手軸に対して垂直な軸に沿って直線状である、アンビルアセ
ンブリ。
（項目３）　項目１に記載のアンビルアセンブリであって、ここで、各カップの前記内側
部分を規定する前記側壁が、前記アンビルプレートの前記組織接触表面によって規定され
る平面に対して実質的に垂直であり、その結果、該アンビルポケットのそれぞれの中心部
分に実質的に垂直なトラップが形成される、アンビルアセンブリ。
（項目４）　項目３に記載のアンビルアセンブリであって、前記ステープルカップのそれ
ぞれの少なくとも一部分の周りに形成されるチャネリング表面をさらに備える、アンビル
アセンブリ。
（項目５）　項目３に記載のアンビルアセンブリであって、ここで、前記細長基部表面が
、前記アンビルポケットの長手軸に沿って凹面状に湾曲する、アンビルアセンブリ。
（項目６）　項目５に記載のアンビルアセンブリであって、ここで、前記凹面状に湾曲し
た細長基部表面が、曲率半径ｒを有し、そして前記実質的に垂直なトラップの長さが、約
０．５ｒ～約２ｒである、アンビルアセンブリ。
（項目７）　項目６に記載のアンビルアセンブリであって、ここで、前記実質的に垂直な
トラップの長さが、約ｒである、アンビルアセンブリ。
（項目８）　項目７に記載のアンビルアセンブリであって、ここで、前記実質的に垂直な
トラップの長さが、約０．０３０インチ～約０．１００インチである、アンビルアセンブ
リ。
（項目９）　項目８に記載のアンビルアセンブリであって、ここで、前記実質的に垂直な
トラップの長さが、約０．０５０インチである、アンビルアセンブリ。
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（項目１０）　項目３に記載のアンビルアセンブリであって、ここで、前記実質的に垂直
なトラップが、前記ステープル成形カップの内側部分の長さ全体に沿って延在する、アン
ビルアセンブリ。
（項目１１）　項目１０に記載のアンビルアセンブリであって、ここで、前記実質的に垂
直なトラップが、前記ステープル成形カップの中心部分から始まる、アンビルアセンブリ
。
（項目１２）　項目１１に記載のアンビルアセンブリであって、ここで、前記実質的に垂
直なトラップが、前記ステープル成形カップの中心部分の前から開始する、アンビルアセ
ンブリ。
（項目１３）　カートリッジ部分および該カートリッジ部分から間隔をあけて配置される
アンビル部分を有するステープラーとともに使用するための、特定方向に偏倚される外科
ステープルであって、ここで、該アンビルおよびカートリッジが、間に組織を圧縮するよ
うに構成される場合、前記アンビルが、複数のアンビルポケットを有し、該ステープルが
、以下：
　バックスパン；
　該バックスパンからたれ下がる一対の変形可能な脚であって、該脚が、該ステープルの
成形のために該アンビルポケットと接触するように構成される、脚、
を備え、
　該ステープルが、該変形可能な脚を含む屈曲領域を含み、
　該屈曲領域が、基部寸法および高さ寸法を有し、該基部寸法が該高さ寸法よりも大きい
、
ステープル。
（項目１４）　項目１３に記載の特定方向に偏倚される外科ステープルであって、ここで
、前記屈曲領域が、実質的に矩形の断面である、ステープル。
（項目１５）　項目１３に記載の特定方向に偏倚される外科ステープルであって、ここで
、前記屈曲領域が、実質的に偏円の断面である、ステープル。
（項目１６）　項目１３に記載の特定方向に偏倚される外科ステープルであって、ここで
、前記屈曲領域が、約１．１～約３．０の間の慣性モーメント比を規定する、ステープル
。
（項目１７）　項目１５に記載の特定方向に偏倚される外科ステープルであって、ここで
、前記ステープルが、チタンおよびステンレス鋼からなる群より選択される材料から形成
される、ステープル。
（項目１８）　項目１６に記載の特定方向に偏倚される外科ステープルであって、ここで
、前記屈曲領域がチタンから形成され、そして約２．０～約２．７の間の慣性モーメント
比を有する、ステープル。
（項目１９）　項目１６に記載の特定方向に偏倚される外科ステープルであって、ここで
、前記屈曲領域がステンレス鋼から形成され、そして約２．０～約２．７の間のアスペク
ト比を有する、ステープル。
（項目２０）　項目１３に記載の特定方向に偏倚される外科ステープルであって、ここで
、前記屈曲領域が、楕円、台形、三角形および半円からなる群の形状に実質的に対応する
形状で形成される、ステープル。
（項目２１）　項目１３に記載の特定方向に偏倚される外科ステープルであって、前記脚
の少なくとも１つの遠位端部分に形成される貫通構造をさらに備える、ステープル。
（項目２２）　項目２０に記載の特定方向に偏倚される外科ステープルであって、ここで
、前記貫通構造が、前記脚の内側でとがった先端である、ステープル。
（項目２３）　項目２１に記載の特定方向に偏倚される外科ステープルであって、ここで
、前記ステープルの屈曲部分が、実質的に矩形の断面であり、基部寸法が、高さ寸法より
大きい、ステープル。
（項目２４）　項目２１に記載の特定方向に偏倚される外科ステープルであって、ここで
、前記ステープルの屈曲部分が、楕円、台形および半円からなる群の形状に実質的に対応
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する形状で形成される、ステープル。
（項目２５）　項目２１に記載の特定方向に偏倚される外科ステープルであって、ここで
、前記ステープルが、チタンおよびステンレス鋼からなる群より選択される材料から形成
される、ステープル。
（項目２６）　項目２１に記載の特定方向に偏倚される外科ステープルであって、ここで
、前記ステープル脚が、それらの長さに沿って実質的に直線である、ステープル。
（項目２７）　項目２１に記載の特定方向に偏倚される外科ステープルであって、ここで
、前記脚のそれぞれが、のみ形状で形成される遠位端を有し、先端が、該脚の内側に隣接
する、ステープル。
（項目２８）　外科ステープルであって、該ステープルが、第１脚および第２脚を有し、
そして該脚とアンビルのアンビルポケットとの接触によって変形され得、該ステープルが
、以下：
　バックスパン；
　該バックスパンからたれ下がる少なくとも２つの変形可能な脚であって、該脚が、組織
を通って動き、そしてアンビルのアンビルポケットと接触するように構成される、脚、
を備え、
　該バックスパンおよび脚が、約１．１～約３．０の間の慣性モーメント比を有するよう
に構成される、
ステープル。
（項目２９）　項目２３に記載の外科ステープルであって、ここで、前記ステープルが、
基部寸法および高さ寸法を有する屈曲部分を備え、該基部寸法が、該高さ寸法より大きい
、ステープル。
（項目３０）　項目２３に記載の外科ステープルであって、ここで、前記ステープル脚の
少なくとも一部分が、実質的に矩形の断面を有する、ステープル。
（項目３１）　項目２４に記載の外科ステープルであって、ここで、前記ステープルが、
チタンおよびステンレス鋼からなる群より選択される材料から形成される、ステープル。
（項目３２）　外科ステープラーであって、以下：
　複数のアンビルポケットを有する、アンビル；
　少なくとも２つの外科ステープルを保持するように構成されたステープルカートリッジ
であって、ここで、該アンビルおよびカートリッジが接近した位置に配置される場合、該
アンビルとステープルカートリッジとの間で組織が圧縮される、ステープルカートリッジ
；
　プッシャーであって、該プッシャーが、該ステープルを該アンビルに接触させ、該ステ
ープルを該アンビルへと動かし、その結果、各ステープル脚が、アンビルポケットと接触
して、該ステープルを成形するためのプッシャーである、プッシャー；および
　該ステープルカートリッジ内に位置付けられる外科ステープルであって、該外科ステー
プルが、バックスパン、一対の変形可能な脚、ならびに基部寸法および高さ寸法を有する
屈曲領域を有し、該基部寸法が、該高さ寸法よりも大きい、外科ステープル、
を備える、外科ステープラー。
（項目３３）　項目３２に記載の外科ステープラーであって、ここで、前記外科ステープ
ルを動かすための構造が、該ステープルを同時に前記アンビルに動かすように構成される
、ステープラー。
（項目３４）　項目３２に記載の外科ステープラーであって、ここで、前記外科ステープ
ルを動かすための構造が、該ステープルを連続的に前記アンビルに動かすように構成され
る、ステープラー。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　（好ましい実施形態の詳細な説明）
　本明細書に開示される特定方向に偏倚されるステープルの好ましい実施形態は、図面と
共にここに詳細に記載されており、ここで、参照している数字は、種々の図の各々におい
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て同一または対応するエレメントを示す。
【００２２】
　本明細書の開示の１つの実施形態に従う特定方向に偏倚されるステープル５０は、図５
～９に示される。図５～７を特に参照すると、ステープル５０は、Ｕ字型配置を有し、そ
して冠部分５４によりそれらの間の屈曲領域５５に接続されている一対の実質的に平行な
脚５２を備える。この脚は、バックスパンに対して直角に示されており、そしてそれらに
沿って実質的に直線である。組織貫通部分５６は、好ましくは、脚５２の遠位端に隣接し
て形成される。これらの貫通部分５６は、留まるための組織への脚５２の侵入を容易にす
る任意の公知の配置であり得る。図５に示されるように、組織貫通部分５６は、好ましく
は、脚５２の内部表面側に隣接する点５８を有するチゼル形状で形成される。
【００２３】
　この実施形態において、断面図は、好ましくは、図８に示されるように実質的に矩形の
配置で形成される（ｘは、図５に示されるような逆Ｕ字型配置に位置する場合のステープ
ルの冠部分のメジャー基部寸法（ｂ）を示し、ｙはマイナー高さ寸法（ｈ）を示す）。本
明細書で使用する場合、このステープルはｘ次元（ｘ軸）の周りに形成されることを意図
する。従って、図１０Ａ～１０Ｆに示されるように、ステープル５０は、頁に対して下向
きに形成される。
【００２４】
　この断面配置は、任意の公知の方法により達成され得る。この方法として、押し出し、
ローリング、圧印加工などが挙げられる。好ましくは、この配置は、反対側に対するフラ
ットローリングラウンドワイヤストックにより達成される。組み立てプロセスにおいて、
このストックは、ワイヤ製造者により予めロールされ得るか、またはステープル製造者に
より所望の断面配置にロールされているラウンドワイヤストックであり得る。
【００２５】
　図５に示される新規ステープルの断面配置Ｉｙは、以下の等式により与えられる。
Ｉｙ＝（１／１２）（ｂ）３（ｈ）
　基部寸法ｂ＝０．１０ｉｎかつ高さ寸法ｈ＝０．００８ｉｎとして
Ｉｙ＝（１／１２）（０．０１０）３（０．００８）
Ｉｙ＝６．６７×１０－１０ｉｎ４

Ｉｘは以下の等式により与えられる。
Ｉｘ＝（１／１２）（ｂ）（ｈ）３

Ｉｘ＝（１／１２）（０．０１０）（０．００８）３

Ｉｘ＝４．２６×１０－１０ｉｎ４

従って、慣性モーメントの比（Ｉｙ／Ｉｘ）は、以下である。
（６．６７×１０－１０ｉｎ４）／（４．２６×１０－１０ｉｎ４）＝１．５７
　同様に、基部寸法ｂ＝０．０１２ｉｎかつ高さ寸法ｈ＝０．００８ｉｎとして、Ｉｘ＝
１．０×１０－９ｉｎ４かつＩｙ＝５．１２×１０－１０ｉｎ４であり、慣性モーメント
の比は１．９５である。
【００２６】
　Ｉｙが、発射されるときのステープルの適切な成形に対応する寸法を規定し、そしてＩ

ｘが、捻れおよび／または成形異常に対応する寸法を規定する場合、特定方向に偏倚され
る構造が、従来のステープルと比較した場合に成形異常を捻るための力の２倍までの力を
必要とするが、従来の円形ステープルと「機能的に同様な」成形力を提供することは容易
に明らかである。この新規なステープルは、従来のステープルよりも実質的な改善を提供
する。
【００２７】
　以下の表１は、外科用ステープラーにおいて使用するために、種々のサイズおよびタイ
プの新規な特定方向に偏倚されるステープルについての、例示的な慣性モーメントの比に
よって説明される。ステープルが本明細書中に記載される新規の慣性モーメントの比を有
する限り、他の寸法のステープルが、明確に考慮される。
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【００２８】
【表１】

　さらに、以下に例示されるように、比較可能なサイズのステープルについて、新規なス
テープル構造は、発射力を変化させることなく、捻れに対して増加した抵抗性を提供する
。
【００２９】
　例えば、捻れ応力＿ｂは、以下の式によって規定され：
【００３０】

【数４】

（ここで、モーメントＭは、Ｍ＝１ｌｂ・ｉｎの定数に保った）。
【００３１】
　従来の丸め（０．００９ｉｎ）について、直径ステープルは、以下：Ｍ＝１ｌｂ・ｉｎ
；ｃ＝０．００４５ｉｎ；およびＩｘ＝Ｉｙ＝３．２２×１０－１０ｉｎ４であるので、
以下である：
【００３２】

【数５】

　図８の特定方向に偏倚されるステープルは、以下を有する：
【００３３】
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【数６】

　従って、新規なステープルの本実施形態は、捻れおよび／または成形異常に対してより
耐性である（例えば、従来のステープルが＿１４，０００ｋｓｉであるのに対してこの新
規なステープルは＿７，５００ｋｓｉである）だけでなく、このステープルは、最小の発
射力も保持する。この特定方向に偏倚されるステープルは、ステープル成形の間、誤整列
の効果に対して有効に感受性を低下されるが、同時に最小の発射力を維持する。この指向
性で知的な設計は、誤整列または捻れによって生じる成形異常を減少し、そしてアンビル
およびアンビル成形カップ、カートリッジなどに対する非常に感受性の製作公差の必要性
を減少させ得る。
【００３４】
　新規なステープルの利点はまた、図１１Ａおよび１１Ｂのグラフを参照することによっ
て理解され得る。ステープルが厚手の組織およびステープルカートリッジを介して押し出
され、そしてアンビルは、組織が加圧されるときに収縮し得、別のアンビルに対してわず
かに移動し得るので、これは、ステープルの脚部点とアンビルとの間の接触点に影響を与
える。例えば、アンビルが位置合わせからわずかに外れて移動する場合、このステープル
の脚部は、このステープルの均一な成形に影響を与え得る、アンビルの異なる点に接触す
る。従って、製作公差に起因して、このステープルの点は、正確な最適位置でアンビルに
接触し得ない。このようなステープルの成形が、外科的に十分かつ効果的であるが、本出
願の新規なステープルは、ステープルの列のより均一な成形を提供し、そしてこのステー
プルが捻れに対してより耐性である場合、製作公差に適応する。すなわち、この場合、こ
の薄手の寸法が所望の湾曲方向を規定するので、このステープルは、所望される薄手の寸
法の方向に湾曲する傾向を有する。製作公差を緩和することによって、製造コストも同様
に抑えられる。
【００３５】
　図１１Ａに示されるように、先行技術の円形ステープルは、その高さおよび幅が同一で
あるので、このステープルとアンビルとの間に誤整列が存在する場合、異なる方向にねじ
れ得る。
【００３６】
　図１１Ａに示されるように、先行技術の円形ステープルは、その高さおよび幅が同一で
あるので、このステープルとアンビルとの間に誤整列が存在する場合、異なる方向にねじ
れ得る。従って、捻れの方向は、制御され得ない。対照的に、本発明の新規なステープル
の慣性モーメントの比は、減少した捻れを生じる。先行技術のステープルに最初にかなり
の捻れが存在するだけでなく、現在のステープルの捻れ量は、ずれ（ｏｆｆｓｅｔ）が増
大するにつれ、任意の程度のずれでより大きくなる。捻れの割合は、ｘ／ｄ×１００％と
して規定され、ｘは、ステープルの中心線間の距離であり、そしてｄは、ステープルの直
径（または幅）である。
【００３７】
　図１２～１４は、本開示に従って、代替の特定方向に偏倚される断面構造を例示する。
これらの断面構造は、全て、約１．１～約３．０の範囲のアスペクト比を有し、このｘ軸
は、メジャー基部寸法（ｂ）を示し、そしてｙ軸は、これらの断面の各々においてマイナ
ー高さ寸法（ｈ）を示す。
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【００３８】
　図１５～１９は、数種のタイプの外科用ステープラーを開示し、このステープラーは、
新規な特定方向に偏倚されるステープルを利用し得る。他のタイプの外科用ステープラー
もまた、意図される。
【００３９】
　図１５は、アンビル１１０を含む、公知の内視鏡的連続ステープラー１００およびその
ステープルカートリッジ１０２に充填された新規な特定方向に偏倚されるステープル５０
を有するステープルカートリッジ１０２を例示する。図１６～１６Ｃを参照すると、開口
位置（図１６）にあるアンビル１１０およびステープルカートリッジ１０２に関して、組
織１２０は、アンビル１１０とカートリッジ１０２との間に位置決めされる（図１６Ａ）
。ここで、アンビル１１０は、公知の様式で、カートリッジ１０２に対して矢印「Ａ」に
よって示される方向（図１６Ｂ）に旋回され、アンビル１１０とスレープルカートリッジ
１０２との間の組織１２０を圧縮する。従って、ステープル５０は、ステープルカートリ
ッジ１０２からアンビル１１０に形成されるポケット１２２に駆出される。
【００４０】
　図１７は、アンビル１５２およびステープルカートリッジ１５４中に装填される新しい
特定方向に偏倚されるステープルを有するステープルカートリッジ１５４を含む、開放型
連続ステープラー１５０を示す。ステープラーからのステープルの駆出は、図１６～１６
Ｃに開示される様式と類似の様式で生じ、ここではさらに詳細に考察しない。
【００４１】
　図１８は、アンビル２１０およびステープルカートリッジ中に装填される新しい特定方
向に偏倚されるステープル５０を有するステープルカートリッジ２０２を含む、公知の横
断型外科用ステープラー２００を示す。図１８Ａ～１８Ｃを参照すると、組織２２０は、
開放位置のアンビル２１０とステープルカートリッジ２０２との間に配置される（図１８
Ａ）。ここで、アンビル２１０は、公知の様式で、矢印「Ｂ」で示された方向にカートリ
ッジ２０２に向かって近位に移動し（図１８Ｂ）、アンビル２１０とステープルカートリ
ッジ２０２との間に組織２２０を圧縮する。その後、ステープル５０が、ステープルカー
トリッジ２０２からアンビル２１０上に形成されたポケット２２２に射出される。ポケッ
ト２２２は、ステープル５０をほぼＢ型の構成に変形させる（図１８Ｃ）。ここで、アン
ビル２１０は、開放位置に移動して、組織２２０がステープラー２００から外されること
を可能にする。
【００４２】
　図１９は、アンビル３１０およびステープルカートリッジ３０２中に装填される新しい
特定方向に偏倚されるステープル５０を有するステープルカートリッジ３０２を含む、環
状ステープラー３００を示す。図１９Ａ～１９Ｃを参照して、組織３２０は、開放位置の
アンビル３１０とステープルカートリッジ３０２との間に配置される（図１９Ａ）。ここ
で、アンビル３１０は、公知の様式で、カートリッジ３０２に向かって移動し、アンビル
３１０とステープルカートリッジ３０２との間に組織３２０を圧縮する（図１９Ｂ）。そ
の後、ステープル５０が、ステープルカートリッジ３０２からアンビル３１０上に形成さ
れたポケット３２２に射出される。ポケット３２２は、ステープル５０をほぼＢ型の構成
に変形させる（図１９Ｃ）。ここで、アンビル３１０は、開放位置に移動して、組織３２
０がステープラー３００から外されることを可能にする。
【００４３】
　図２０～２３は、概して４００として示される、現在開示された特定方向に偏倚される
ステープルの別の好ましい実施形態を示す。特定方向に偏倚されるステープル４００は、
冠部分４１０および曲げ領域４１４を伴う外側に角度がつけられた脚４１２を供える。脚
４１２は、冠部分４１０と約５°～約１５°の角度を規定する。好ましくは、脚４１２は
、冠部分４１０に対して約９°の角度を規定する。あるいは、他の角度の方向が想定され
る。脚４１２の角度は、使用の前に、ステープルカートリッジのステープル受容スロット
内にステープルを保持するように機能し、すなわち、脚４１２は、ステープルカートリッ



(14) JP 4714756 B2 2011.6.29

10

20

30

40

50

ジのスロット壁に摩擦的に係合して、カートリッジスロット内にステープルを保持する。
組織穿刺部分４１６は、脚４１２の遠位端に形成され、好ましくは、脚４１２の内表面側
に近接した点４１８にて、のみ型を有する。図２１を参照して、ステープル４００は、平
らな頂面４２０および底面４２２を有する断面、ならびに半円形の側面４２４および４２
６を有する。好ましくは、この断面は、ワイヤ素材の頂面および底面を圧延することによ
って、達成される。あるいは、押出しおよび圧印加工を含む他の方法が、ステープル４０
０を成形するために使用される。適切な製法を用いると、ステープル４００の慣性モーメ
ント比は、約２である。あるいは、ステープル４００の寸法は、約１．１～約３の好まし
い範囲内の慣性モーメント比を達成する様式で、変化し得る。図２２および２３は、ステ
ープル４００の成形状態を示し、ここで、ステープル４００はＢ型の構成をとる。
【００４４】
　外科用ステープルを製造する種々の方法が存在する。例えば、その方法は、ワイヤ素材
を平らに圧延して、その上に少なくとも１つの平らな表面を形成する工程、および完成ス
テープルの所望の長さに対応する予め決定された長さに丸いワイヤ素材を切断する工程、
またはその素材を平らな表面で押出す工程を包含し得る。この素材は、バックスパン（ｂ
ａｃｋｓｐａｎ）および脚を有する形状に折り曲げられ、ここで、このステープルは、約
１．１～約３．０の間の縦横比を有する。
【００４５】
　図２４～２８は、アンビル５００を示し、このアンビル５００は、図１８に示されるよ
うな横断型外科用ステープラーへの取り付けのために配置される。アンビル５００は、ア
ンビルの表面に形成された複数のステープルポケット５１０を備える。各ステープルポケ
ット５１０は、第１のステープル成形カップ５１２および第２のステープル成形カップ５
１４ならびに各ステープル成形カップの周辺に配置されるチャネリング表面５１６を備え
る。このようなステープル成形ポケットを備えるアンビルは、米国特許第５，４８０，０
８９（１９９４年８月１９日出願）（その全体が、本明細書中に参考として援用される）
に開示される。ステープル成形カップ５１２およびステープル成形カップ５１４ならびに
チャネリング表面５１６を備えるアンビル５００は、上記の明細書中に記載される外科用
ステープルデバイス（内視鏡的胃腸吻合型デバイス（図１５）、胃腸吻合型デバイス（図
１７）、横断型吻合型デバイス（図１８）、および環状吻合型デバイス（図１９）を含む
）のいずれかを用いた使用に対して適合され得る。米国特許出願番号０９／６８７，８１
５（２０００年１０月１３日出願）は、このようなアンビルアセンブリを備える横断型吻
合型デバイスを開示する。この出願は、本明細書中に参考としてその全体が援用される。
【００４６】
　図２９～２９ｆは、図２４～２８に示されるアンビルアセンブリ５００をより詳細に示
す。アンビルアセンブリ５００は、組織接触面５０２を規定し、かつ複数のステープルポ
ケット５１０を有するアンビルプレート５０８を備え、このステープルポケット５１０は
、アンビルプレート５０８の表面５０２に形成される。上記で考察されるように、各ステ
ープルポケット５１０は、第１のステープル成形カップ５１２および第２のステープル成
形カップ５１４ならびにチャネリング表面５１６を備え、このチャネリング表面５１６は
、各ステープル成形カップ５１２および５１４の少なくとも一部（好ましくは大部分）の
周りに形成される。各ステープル成形カップ５１２および５１４は、側壁５２０および細
長基部表面５１８によって規定される。図２９ａに示されるように、各ステープル成形カ
ップ５１２、５１４は、外側部分Ｏ、中心部分Ｃ、および内側部分Ｉを備える。外側部分
Ｏは、この成形カップの外側から（図３０ｆに示される）、この成形カップの最も深い部
分および最も深い部分付近の成形カップ中心部分Ｃに延びる（図２８の参照番号５１２お
よび５１４の測鉛線を参照のこと）。各成形カップの内側部分Ｉは、この成形カップの中
心部分Ｃから、各ポケット５１０の頂部５１５かまたは頂部５１５付近の、最も高い操作
ステープル脚または先端係合点まで延びる（図２９ａを参照のこと）。基部表面５１８は
、図２９ｆに示されるように、各ステープル成形カップ５１２および５１４の外側部分の
外側の範囲に隣接したところから、各ステープル成形カップ５１２および５１４の中心部
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分および内側部分を通って軸に沿って延び、そしてポケット５１０の頂部５１５かまたは
頂部５１５付近で終わる（例えば、図２９ａを参照のこと）。
【００４７】
　細長基部表面５１８は、その横軸に沿って実質的に直線状であり、すなわち、実質的に
平面（本明細書中において、平面を含むことが理解される）、そしてその長手方向軸に沿
って凹状であるかまたは湾曲している。実質的に直線状の面は、好ましくは、それに対し
て成形されるステープルの点の形状に対応する。好ましいステープルは実質的に直線状の
先端を有するので（図２０～２２のステープル４００を参照のこと）、このようなステー
プルに対する好ましい基部表面は、実質的に直線状である。このことは、ステープル先端
の平らな表面間で線と線での接触を提供し、そして実質的に直線状の基部表面を提供する
。ステープル点の形状に対応する型を有する基部表面を提供することによって、摩擦が低
減され、そしてステープル成形の間のステープル先端のかじりが最小化される。基部表面
５１８の形状は、異なるステープルのステープル点の形状（これは、円形状、三角形状な
どであり得る）に合うように、変更され得る。
【００４８】
　示される好ましい実施形態において、側壁５２０（これは、ステープル成形カップ５１
２および５１４を部分的に規定する）は、チャネリング表面の下部から基部表面５１８へ
伸長する場合に角度がある。側壁５２０は、カップ５１２および５１４の外側部分Ｏの外
側の広がり（ここで、側壁５２０は、［組織接触表面５０２またはポケットの垂直軸ＶＡ
に関して（図２９ｆ）］幅広い角度である）から開始し、中心部分Ｃに向って、そして中
心部分Ｃを通って、そしてカップ５１２および５１４の内側部分Ｉに向う細長基部表面５
１８に沿って、徐々に、次第により垂直となる（または組織接触表面５０２に関して垂直
になる）。好ましくは、カップ５１２および５１４の中央部分および内側部分は、実質的
に垂直な（本明細書中において垂直を含むと理解される）側壁５２０によって規定され、
その結果、実質的に垂直なトラップ５２２は、各ステープル成形カップの少なくとも中央
部分および内側部分において成形される。実質的に垂直なトラップは、ステープル成形カ
ップ５１２、５１４の長手軸に沿って、任意の適切な位置で開始し得る（図３０）。第１
のピーク力が生じる前または第１のピーク力が生じる場合に、ステープル成形カップの外
側部分Ｏでトラップが開始することが好ましい（図３０）が、本発明に従う適切に成形さ
れたステープルはまた、実質的に垂直なトラップがステープル成形カップの中央部分また
は内側部分で開始する場合に得られ得る。手短に言うと、実質的に垂直なトラップ５２２
は、そこにステープルを配列し、そしてステープルを正確に成形するように機能する。実
質的に垂直なトラップは、例えば、特定のステープルおよびステープル成形カップの寸法
および構成、ならびに完成したステープルの所望の構成に依存して、任意の適切な長さで
あり得る。実質的に垂直なトラップ５２２の長さは、好ましくは、０．５ｒと約２ｒとの
間であり、ここで、ｒは、各ポケットの曲率半径であり、そしてより好ましくは、垂直な
トラップの長さは、約ｒである。好ましい半径ｒは、約０．０３０インチ～約０．１００
インチであり、より好ましくは、約０．０５０インチであり、本明細書中でこれは０．０
５４インチを含むと理解される。
【００４９】
　図３０を参照すると、ステープルがアンビルに対して成形される場合、ステープルに適
用される力は、ステープルがステープルポケットに移動するにつれて、力がステープルを
バックルするかまたは可塑的に変形するに十分となるまで、増加する。ステープルに適用
されるピーク力は、文字「Ｘ」によって図３０に示されるグラフ中に概略的に例示され、
そしてステープルの脚の先端部がカップ５１２および５１４の外側部分中の基部表面５１
８と係合する場合に、代表的に生じ、ここで、脚は、可塑的に変形し始める。第１のピー
ク力は、代表的に、ステープル脚の先端部が基部表面５１８に当る場合に生じ、そしてお
よそ図１０Ｂおよび１０Ｃに示される位置間で移動する場合に生じる。図３０に示される
グラフ中の文字「Ｙ」によって同定される第２のピーク力は、ステープル脚を上方に曲げ
るためにステープルに適用される。第２のピーク力Ｙは、代表的に、ステープルの脚の部



(16) JP 4714756 B2 2011.6.29

10

20

30

40

50

分が、およそ図１０Ｄおよび１０Ｅに示される位置間のカップ５１２および５１４の基部
表面５１８と係合して（また外側部分Ｏにおいて）位置する場合に、生じる。アンビルア
センブリ５００のステープルポケット５１０は、好ましくは、徐々に流し込み、そして少
なくともピーク力ＸおよびＹに達する時間によって、実質的に垂直なトラップに成形され
るステープル先端部およびステープルのレッグの動きを指示するトラフとして構成される
。実質的に垂直なトラップは、ステープルの先端部およびレッグを、トラップ内およびト
ラップに沿って捕捉する（好ましくは、ステープル成形のピーク負荷の間を含む）。本明
細書中において、ステープルの先端部およびレッグを捕捉することは、ステープル成形カ
ップの実質的に垂直なトラップの側壁の少なくとも一部（好ましくは基部部分）が、ステ
ープルの先端部および脚の側方移動または横行移動を最小化するスリップばめ関係で、ス
テープルの先端部および脚を密接に制限し、そしてステープル成形カップの実質的に垂直
なトラップ部分を介してステープルを積極的に指示することを意味する。そうすることに
よって、ステープルの誤配列またはねじれによる成形異常は、最小化または減少される。
【００５０】
　図２９ｂ～２９ｆは、基部表面５１８を有する側壁５２０が、カップ５１２および５１
４の外側部分Ｏから、それぞれカップの外側部分Ｏ、中央部分Ｃおよび内側部分Ｉ中の実
質的に垂直なトラップへ、ステープルの先端部および脚を徐々に流し込み、カップ５１２
および５１４の頂端５１５においてかまたはその近くで終結するトラフを形成することを
示す。
【００５１】
　図２９ｆは、ステープル成形カップ５１４の外側部分Ｏが、アンビルポケット５１０に
放出される場合にステープル脚の先端部を受けるための大きい標的領域を提供するために
、組織形成表面５０２または垂直軸ＶＡに関して、広い角度をなす。
【００５２】
　図２９ｅ（これはまた、成形カップ５１４の外側部分Ｏを通って取られる）は、側壁５
２０が、成形カップ５１４に沿ってステープル先端部および脚をより密接に誘導するため
の垂直軸ＶＡに関して、より鋭角であることを示す。
【００５３】
　図２９ｄは、内部部分Ｉに沿った側壁５２０が、約８°の角度であるが、垂直軸ＶＡに
関して実質的に垂直であることを示す。図２９ｃおよび２９ｂにおいて、側壁は、垂直と
して示される。理想的に、そして最も好ましくは、実質的に垂直なトラップの側壁５２０
の主要部分は、実際に垂直である。垂直な側壁を得る試みにおいて、側壁が実際に垂直で
あるかまたは実質的に垂直であるかは、アンビルポケットがどのように成形されるかに依
存し得ることが理解される。好ましくは、経済的理由および製造の容易さのために、アン
ビルは、金属の薄いシートから成形され、そしてポケットは、そこに押される。押すこと
によるカップ成形の間にいくらかの跳ね返り（すなわち、弾性の変形）が存在するので、
カップの側壁は、いくつかの場合において、実際に、実質的に垂直である。アンビルが、
鋳造されるかまたは機械加工される場合、側壁は、代表的に、確かに垂直である。従って
、本発明に従って、ステープル先端部および脚を、細長い実質的に垂直なトラップに流し
込みそして誘導するトラフを提供することが目的であり、このトラップは、ステープルが
成形される場合に頂端への経路でかまたは頂端の近くへの経路で、実質的に垂直なトラッ
プ内または実質的に垂直であるトラップに沿って、ステープル先端部および脚をトラップ
または捕捉しそして積極的にこれらに指示する。実質的に垂直なトラップへ導くステープ
ル成形カップの側壁は、角度があることが好ましいが、このようなことは、必須ではない
。十分な高さの下方部分（例えば、実質的に垂直なトラップの側壁の「Ｌ」）が、本発明
に従ってステープルを捕捉するために実質的に垂直である限り、実質的に垂直なトラップ
に沿ったこのような側壁および／または側壁の上方部分は、弓型であり得る（５２０’、
図２９ｇ）かまたは他の形状であり得る。「十分な高さの側壁の下方部分」は、特定のス
テープルが成形される厚さまたは直径の少なくとも約１／２であることを意味すると考え
られる。実質的に垂直な側壁は、垂直軸に対して約２０°未満であり、好ましくは、約１
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５°未満およびより好ましくは、約１０°未満であると考えられる。
【００５４】
　垂直トラップの開始、長さ、構成、および端部のパラメーター、ならびに側壁の実質的
に垂直な性質が説明されるように試みられてきたが、これらのパラメーターは、実質的に
垂直なトラップ中のステープルの先端部および脚を捕捉する原理が適切なステープル成形
を最適化するためにステープルの移動および方向を捕捉しそして積極的に指示するために
存在するかまたは使用される限り、種々の要素（例えば、出発ステープル構成およびその
寸法および所望の最終形状）に依存して変化し得ることが理解される。
【００５５】
　ステープル成形カップにおける実質的に垂直なトラップ（特に、実質的に直線状の基部
表面を有するトラップ）の使用は、本明細書中に開示される特定方向に偏倚したステープ
ル（特に、実質的に直線状の先端部を有するステープル）と組み合わせての使用のために
特に有利である。この組み合わせは、誤成形されたステープル（ステープルで留められる
組織の密度、ステープル形状（ｓｈａｐｅ）、形状（ｇｅｏｍｅｔｒｙ）、または材料、
およびステープル先端部の構成（例えば、一様でない角度または丸い構成）におけるバリ
エーションに起因して誤成形されたステープルを含む）の発生を最小化するために、ステ
ープル製造システムおよびステープル成形システムにおけるバリエーションを補償する際
に特に有効である。
【００５６】
　本発明の開示の特定の実施形態は、詳細に上に記載されているが、この説明は単に例示
の目的であることが理解される。上記のものに加えて、好ましい実施形態の開示された局
面に対応する等価な構造物および種々の改変が、上の特許請求の範囲に規定される本発明
の開示の精神を逸脱することなく、当業者によって行われ得、この範囲は、このような改
変および等価な構造を包含するための最も広い解釈と一致する。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
種々の好ましい実施形態は、図面を参照して本明細書中に記載される。
【図１】図１は、当該分野で公知の従来のステープルの側面図である。
【図２Ａ】図２Ａは、「Ｂ字」形構成に成形された図１のステープルの側面図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、脚として形成されている図２のステープルを例示し、これは組織を
貫通した後に、アンビルポケットと接触する。
【図２Ｃ】図２Ｃは、脚として形成されている図２のステープルを例示し、これは組織を
貫通した後に、アンビルポケットを接触する。
【図２Ｄ】図２Ｄは、脚として形成されている図２のステープルを例示し、これは組織を
貫通した後に、アンビルポケットと接触する。
【図３】図３は、ライン３－３に沿って切り取った図１のステープルの断面図である。
【図４】図４は、当該分野で公知の従来の矩形断面のステープルの斜視図であり、これは
バックスパンによって接触されるアンビルの周りに形成される。
【図４Ａ】図４Ａは、図４のステープルの側面図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、ライン４Ｂ－４Ｂに沿って切り取った図４のステープルの断面図で
ある。
【図４Ｃ】図４Ｃは、脚がプッシャーにより曲げられ、バックスパンがアンビルに対して
保持される場合に形成される、図４のステープルを例示する。
【図４Ｄ】図４Ｄは、脚がプッシャーにより曲げられ、バックスパンがアンビルに対して
保持される場合に形成される、図４のステープルを例示する。
【図４Ｅ】図４Ｅは、脚がプッシャーにより曲げられ、バックスパンがアンビルに対して
保持される場合に形成される、図４のステープルを例示する。
【図５】図５は、本発明に従う特定方向に偏倚されるステープルの側面図である。
【図６】図６は、図５のステープルの斜視図である。
【図７】図７は、図５のステープルの上面図である。
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【図８】図８は、ライン８－８に沿って切り取った図５のステープルの断面図である。
【図９Ａ】図９Ａは、「Ｂ字」形構成に変形された後の、図５のステープルの側面図であ
る。
【図９Ｂ】図９Ｂは、図９Ａの「Ｂ字」形部分の共平面性を示す端面図である。
【図１０Ａ】図１０Ａは、ステープルが組織を貫通し、脚がアンビルポケットと接触した
場合の、図５のステープルのステープル成形を示す、側面図である。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは、ステープルが組織を貫通し、脚がアンビルポケットと接触した
場合の、図５のステープルのステープル成形を示す、側面図である。
【図１０Ｃ】図１０Ｃは、ステープルが組織を貫通し、脚がアンビルポケットと接触した
場合の、図５のステープルのステープル成形を示す、側面図である。
【図１０Ｄ】図１０Ｄは、ステープルが組織を貫通し、脚がアンビルポケットと接触した
場合の、図５のステープルのステープル成形を示す、側面図である。
【図１０Ｅ】図１０Ｅは、ステープルが組織を貫通し、脚がアンビルポケットと接触した
場合の、図５のステープルのステープル成形を示す、側面図である。
【図１０Ｆ】図１０Ｆは、ステープルが組織を貫通し、脚がアンビルポケットと接触した
場合の、図５のステープルのステープル成形を示す、側面図である。
【図１１Ａ】図１１Ａは、図１の従来のステープルのずれに対する平均ねじれ（インチ）
と図５の新規のステープルのずれに対する平均ねじれ（インチ）との比較をグラフで例示
する。
【図１１Ｂ】図１１Ｂは、図１の従来のステープルのずれに対する平均ねじれ（％）と図
５の新規のステープルのずれに対する平均ねじれ（％）との比較をグラフで例示する。
【図１２Ａ】図１２Ａは、本開示に従う特定方向に偏倚されるステープルの、別の実施形
態の断面図である。
【図１２Ｂ】図１２Ｂは、本開示に従う特定方向に偏倚されるステープルの、別の実施形
態の断面図である。
【図１２Ｃ】図１２Ｃは、本開示に従う特定方向に偏倚されるステープルの、別の実施形
態の断面図である。
【図１３】図１３は、本開示に従う特定方向に偏倚されるステープルの、別の実施形態の
断面図である。
【図１４】図１４は、本開示に従う特定方向に偏倚されるステープルの、別の実施形態の
断面図である。
【図１５】図１５は、図５のステープルを発射するための内視鏡胃腸吻合型デバイスの透
視図である。
【図１６】図１６は、図１５の機器のアンビルポケットによるステープル成形を示す拡大
図である。
【図１６Ａ】図１６Ａは、図１５の機器のアンビルポケットによるステープル成形を示す
拡大図である。
【図１６Ｂ】図１６Ｂは、図１５の機器のアンビルポケットによるステープル成形を示す
拡大図である。
【図１６Ｃ】図１６Ｃは、図１５の機器のアンビルポケットによるステープル成形を示す
拡大図である。
【図１７】図１７は、図５のステープルを発射するための胃腸吻合型デバイスの透視図で
ある。
【図１８】図１８は、図５のステープルを発射するための横断吻合型デバイスの透視図で
ある。
【図１８Ａ】図１８Ａは、アンビルおよび図１８のデバイスの使い捨て可能な充填ユニッ
トの一部を形成するステープルの拡大図である。
【図１８Ｂ】図１８Ｂは、図１８Ａの機器のアンビルポケットによるステープル成形を示
す拡大図である。
【図１８Ｃ】図１８Ｃは、図１８Ａの機器のアンビルポケットによるステープル成形を示
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【図１９】図１９は図５のステープルを発射するための円形吻合型デバイスの透視図であ
る。
【図１９Ａ】図１９Ａは、アンビルおよび図１９のデバイスの使い捨て可能な充填ユニッ
トの一部を形成するステープルの拡大図である。
【図１９Ｂ】図１９Ｂは、図１９Ａの機器のアンビルポケットによるステープル成形を示
す拡大図である。
【図１９Ｃ】図１９Ｃは、図１９Ａの機器のアンビルポケットによるステープル成形を示
す拡大図である。
【図２０】図２０は、本明細書の開示に従う特定方向に偏倚されるステープルの別の実施
形態の透視図である。
【図２１】図２１は、図２０のセクション線２１－２１に沿って取られた断面図である。
【図２２】図２２は、図２０に示される特定方向に偏倚されるステープルがＢ字型配置に
変形した後のこのステープルの正面図である。
【図２３】図２３は、図２２の線２３－２３の方向からの側面図である。
【図２４】図２４は、内視鏡胃腸吻合型デバイスへの取り付けのために適合されたアンビ
ルの透視図である。
【図２５】図２５は、図２４に示される細部の示された領域の拡大図である。
【図２６】図２６は、図２４に示されるアンビルの上部の部分的な切り取り図である。
【図２７】図２７は、図２６のセクション線２７－２７に沿って取られた断面図である。
【図２８】図２８は、図２６のセクション線２８－２８に沿って取られた断面図である。
【図２９】図２９は、図２５に示されるアンビルアセンブリの一部の拡大上面図である。
【図２９ａ】図２９ａは、図２９のセクション線２９ａ－２９ａに沿って取られた断面図
である。
【図２９ｂ】図２９ｂは、図２９のセクション線２９ｂ－２９ｂに沿って取られた断面図
である。
【図２９ｃ】図２９ｃは、図２９のセクション線２９ｃ－２９ｃに沿って取られた断面図
である。
【図２９ｄ】図２９ｄは、図２９のセクション線２９ｄ－２９ｄに沿って取られた断面図
である。
【図２９ｅ】図２９ｅは、図２９のセクション線２９ｅ－２９ｅ沿って取られた断面図で
ある。
【図２９ｆ】図２９ｆは、図２９のセクション線２９ｆ－２９ｆに沿って取られた断面図
である。
【図２９ｇ】図２９ｇは、断面図である。
【図３０】図３０は、図２４に示されるアンビルのポケットで成形されたステープルの負
荷　対　変形を示すグラフである。
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