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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハンドル部と、ハンドル部から先端側に延びるシャフト部と、前記シャフト部内に固定
されて、シャフト部内に直列に配置された複数のクリップを軸方向に誘導する誘導機構と
、該シャフト部の先端部近傍に配置され離間位置と近接位置との間を移動可能となった一
対のジョー要素を備えたジョーと、シャフト部内を伸びて前記ハンドル部の操作に応じて
軸方向に移動可能となったプッシュロッドと、プッシュロッドの軸方向の移動に応じて前
記ジョーのジョー要素を近接位置に移動させるためのジョー閉鎖部材と、シャフト部内に
配設されて、前記ジョーの一対のジョー要素間に前記クリップを１個ずつ順番に押し込む
クリップ供給機構と、を備え、身体組織にクリップを付与する外科用クリップ付与装置で
あって、
　前記クリップ供給機構は、シャフト部内を伸びて前記ジョー要素間にクリップを供給す
るクリップキャリーと、クリップキャリーを軸方向後方へと付勢する付勢手段と、プッシ
ュロッドに取り付けられると共にクリップキャリーに係止する方向へ自己の弾性力によっ
て弾発された係止部を有する弾性変形可能な係止部材と、前記係止部材より前方でシャフ
ト部内で固定されて前記係止部材の係止部をクリップキャリーとの非係止位置へと移動さ
せるリセット部材と、からなり、
　前記誘導機構は、クリップケースと該クリップケースの上側に被されるクリップケース
カバーとから構成され、クリップケースとクリップケースカバーとが結合されてクリップ
ケース内部空間を画成しており、クリップケース内部空間内には、クリップを前方へと付
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勢するクリップスプリングが配設され、該クリップスプリングの後端からのバネ力を、ク
リップケースとクリップケースカバーとのいずれか一方で受けると共に、該クリップケー
スとクリップケースカバーとは、前記クリップケースとクリップケースカバーとのうちの
前記クリップスプリングの後端からのバネ力を受ける側のものを他方に対して相対的に後
方へスライドさせることにより、結合され、前記クリップケースとクリップケースカバー
とのうちの前記クリップスプリングの後端からのバネ力を受ける側のものを他方に対して
相対的に前方へスライドさせることにより、結合が外れることを特徴とする外科用クリッ
プ付与装置。
【請求項２】
　前記係止部材は、「へ」字状をなしており、その頂上部に前記クリップキャリーに係止
する係止部が設けられ、一方の辺部に前記プッシュロッドに枢着される枢着部が設けられ
、他方の辺部に板バネ部が設けられ、前記リセット部材は、前記係止部材に作用して前記
係止部を下方方向へと押圧するカム面を有することを特徴とする請求項１記載の外科用ク
リップ付与装置。
【請求項３】
　前記係止部材は、自己の弾性力によって前記プッシュロッドの軸方向に平行な姿勢にな
るように付勢された平板状の板バネからなると共に、上下方向に起立した姿勢で左右方向
に揺動可能に前記プッシュロッドに取り付けられており、その頂上部に前記クリップキャ
リーに係止する係止部が設けられ、前記リセット部材は、前記係止部材に作用して前記係
止部を左または右方向へ押圧するカム面を有することを特徴とする請求項１記載の外科用
クリップ付与装置。
【請求項４】
　ハンドル部と、ハンドル部から先端側に延びるシャフト部と、前記シャフト部内に固定
されて、シャフト部内に直列に配置された複数のクリップを軸方向に誘導する誘導機構と
、該シャフト部の先端部近傍に配置され離間位置と近接位置との間を移動可能となった一
対のジョー要素を備えたジョーと、シャフト部内を伸びて前記ハンドル部の操作に応じて
軸方向に移動可能となったプッシュロッドと、プッシュロッドの軸方向の移動に応じて前
記ジョーのジョー要素を近接位置に移動させるためのジョー閉鎖部材と、シャフト部内に
配設されて、前記ジョーの一対のジョー要素間に前記クリップを１個ずつ順番に押し込む
クリップ供給機構と、を備え、身体組織にクリップを付与する外科用クリップ付与装置で
あって、
　前記クリップ供給機構は、シャフト部内を伸びて前記ジョー要素間にクリップを供給す
るクリップキャリーと、クリップキャリーを軸方向後方へと付勢する付勢手段と、プッシ
ュロッドに取り付けられると共にクリップキャリーに係止する方向へ自己の弾性力によっ
て弾発された係止部を有する弾性変形可能な係止部材と、前記係止部材より前方でシャフ
ト部内で固定されて前記係止部材の係止部をクリップキャリーとの非係止位置へと移動さ
せるリセット部材と、からなり、
　前記係止部材は、自己の弾性力によって前記プッシュロッドの軸方向に平行な姿勢にな
るように付勢された平板状の板バネからなると共に、上下方向に起立した姿勢で左右方向
に揺動可能に前記プッシュロッドに取り付けられており、その頂上部に前記クリップキャ
リーに係止する係止部が設けられ、前記リセット部材は、前記係止部材に作用して前記係
止部を左または右方向へ押圧するカム面を有することを特徴とする外科用クリップ付与装
置。
【請求項５】
　前記誘導機構内には、最後のクリップがクリップキャリーによってジョー要素間に押し
込まれると、クリップキャリーの後退を阻止する阻止手段が備えられており、クリップキ
ャリーの後端には、前記プッシュロッドの後退を阻止するストッパー片部が形成されるこ
とを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の外科用クリップ付与装置。
【請求項６】
　前記ジョー閉鎖部材は、前記プッシュロッドに一体的に連結されることを特徴とする請
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求項１～５のいずれか１項に記載の外科用クリップ付与装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、外科治療において身体組織にクリップを付与する外科用クリップ付与装置に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
例えば、内視鏡手術において、腹部に小さな切開を施し、その切開口に体内と体外とのガ
イドとなる細長いチューブやカニューレなどの医療用具を挿入し、それらを通して外科用
クリップ付与装置を挿通させ、この外科用クリップ付与装置によって、体内の例えば、気
管、血管、ダクト、それ以外の身体組織にクリップを付与し、止血することなどが行われ
ている。
【０００３】
この種の外科用クリップ付与装置として、例えば、特開平１０－１１８０８３号公報に記
載されたものが知られている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記公報に記載された外科用クリップ付与装置は、多数の部品点数を要し
、構成が複雑で、その組立が困難であり、結果として製造コストが高くなるという問題を
有している。
【０００５】
本発明は、かかる従来の課題に鑑みなされたもので、部品点数を減少させ、その構成を簡
単にして、製造コストを低減することができる外科用クリップ付与装置を提供することを
その目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　前述した目的を達成するために、請求項１記載の発明は、ハンドル部と、ハンドル部か
ら先端側に延びるシャフト部と、前記シャフト部内に固定されて、シャフト部内に直列に
配置された複数のクリップを軸方向に誘導する誘導機構と、該シャフト部の先端部近傍に
配置され離間位置と近接位置との間を移動可能となった一対のジョー要素を備えたジョー
と、シャフト部内を伸びて前記ハンドル部の操作に応じて軸方向に移動可能となったプッ
シュロッドと、プッシュロッドの軸方向の移動に応じて前記ジョーのジョー要素を近接位
置に移動させるためのジョー閉鎖部材と、シャフト部内に配設されて、前記ジョーの一対
のジョー要素間に前記クリップを１個ずつ順番に押し込むクリップ供給機構と、を備え、
身体組織にクリップを付与する外科用クリップ付与装置であって、前記クリップ供給機構
は、シャフト部内を伸びて前記ジョー要素間にクリップを供給するクリップキャリーと、
クリップキャリーを軸方向後方へと付勢する付勢手段と、プッシュロッドに取り付けられ
ると共にクリップキャリーに係止する方向へ自己の弾性力によって弾発された係止部を有
する弾性変形可能な係止部材と、前記係止部材より前方でシャフト部内で固定されて前記
係止部材の係止部をクリップキャリーとの非係止位置へと移動させるリセット部材と、か
らなり、前記誘導機構は、クリップケースと該クリップケースの上側に被されるクリップ
ケースカバーとから構成され、クリップケースとクリップケースカバーとが結合されてク
リップケース内部空間を画成しており、クリップケース内部空間内には、クリップを前方
へと付勢するクリップスプリングが配設され、該クリップスプリングの後端からのバネ力
を、クリップケースとクリップケースカバーとのいずれか一方で受けると共に、該クリッ
プケースとクリップケースカバーとは、前記クリップケースとクリップケースカバーとの
うちの前記クリップスプリングの後端からのバネ力を受ける側のものを他方に対して相対
的に後方へスライドさせることにより、結合され、前記クリップケースとクリップケース
カバーとのうちの前記前記クリップスプリングの後端からのバネ力を受ける側のものを他
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方に対して相対的に前方へスライドさせることにより、結合が外れることを特徴とする。
【０００７】
ハンドル部を操作して、プッシュロッドをシャフト部内で前進させると、プッシュロッド
に取り付けられたクリップ供給機構の係止部材が一体的に前進する。係止部材の係止部は
、クリップキャリーに係止しているために、クリップキャリーも前記付勢手段に抗して前
進する。そして、クリップキャリーは、誘導機構によって誘導されたクリップをジョー要
素間に押し込む。次いで、シャフト部内をプッシュロッドと共に前進していた係止部材が
、前方でシャフト部内に固定されたリセット部材の所まで達する。すると、リセット部材
が弾性変形可能となった係止部材を変形させてその係止部を前記クリップキャリーとの非
係止位置へと移動させるために、クリップキャリーは、係止部材から解放されて、付勢手
段によって後方へと戻る。さらに、ハンドル部の操作を続けると、プッシュロッドの移動
に応じてジョー閉鎖部材がジョーのジョー要素を近接位置へと移動させるために、クリッ
プキャリーによってジョー要素間に押し込まれていたクリップがジョー要素間で圧し潰さ
れて、身体組織に付与される。
【０００８】
　係止部材自身を弾性変形可能な部材で構成するために、別部品としてのバネなどの構成
部品を省略することができて、少ない部品で構成を簡単にすることができ、製造コストを
低減することができる。
　また、クリップケースとクリップケースカバーを結合するときには、クリップケースと
クリップケースカバーのいずれか一方を他方に対して後方へスライドさせることによって
行う。結合した後は、クリップスプリングからの後方へのスプリング力を受けるクリップ
ケースとクリップケースカバーのいずれか一方が、そのスプリング力によって後方へスラ
イドしようとしても、結合が外れることはない。こうして、クリップスプリングのスプリ
ング力で、不用意にクリップケースとクリップケースカバーとの結合が外れることを防止
することができる。
【０００９】
請求項２記載の発明は、請求項１記載の前記係止部材が、「へ」字状をなしており、その
頂上部に前記クリップキャリーに係止する係止部が設けられ、一方の辺部に前記プッシュ
ロッドに枢着される枢着部が設けられ、他方の辺部に板バネ部が設けられ、前記リセット
部材は、前記係止部材に作用して前記係止部を下方方向へと押圧するカム面を有すること
を特徴とする。
【００１０】
係止部材の頂上部に形成された係止部が、前記クリップキャリーに常時は係止されている
が、リセット部材が係止部材によって作用することによって、係止部が下方方向へと押圧
されて、係止部をクリップキャリーからの非係止位置へと移動させることができる。
【００１１】
　請求項３記載の発明は、請求項１記載の前記係止部材が、自己の弾性力によって前記プ
ッシュロッドの軸方向に平行な姿勢になるように付勢された平板状の板バネからなると共
に、上下方向に起立した姿勢で左右方向に揺動可能に前記プッシュロッドに取り付けられ
ており、その頂上部に前記クリップキャリーに係止する係止部が設けられ、前記リセット
部材は、前記係止部材に作用して前記係止部を左または右方向へ押圧するカム面を有する
ことを特徴とする。
【００１２】
　係止部材の頂上部に形成された係止部が、前記クリップキャリーに常時は係止されてい
るが、リセット部材が板バネによって作用することによって、係止部が左または右方向へ
と押圧されて、係止部をクリップキャリーからの非係止位置へと移動させることができる
。
　また、請求項４記載の発明は、ハンドル部と、ハンドル部から先端側に延びるシャフト
部と、前記シャフト部内に固定されて、シャフト部内に直列に配置された複数のクリップ
を軸方向に誘導する誘導機構と、該シャフト部の先端部近傍に配置され離間位置と近接位
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置との間を移動可能となった一対のジョー要素を備えたジョーと、シャフト部内を伸びて
前記ハンドル部の操作に応じて軸方向に移動可能となったプッシュロッドと、プッシュロ
ッドの軸方向の移動に応じて前記ジョーのジョー要素を近接位置に移動させるためのジョ
ー閉鎖部材と、シャフト部内に配設されて、前記ジョーの一対のジョー要素間に前記クリ
ップを１個ずつ順番に押し込むクリップ供給機構と、を備え、身体組織にクリップを付与
する外科用クリップ付与装置であって、前記クリップ供給機構は、シャフト部内を伸びて
前記ジョー要素間にクリップを供給するクリップキャリーと、クリップキャリーを軸方向
後方へと付勢する付勢手段と、プッシュロッドに取り付けられると共にクリップキャリー
に係止する方向へ自己の弾性力によって弾発された係止部を有する弾性変形可能な係止部
材と、前記係止部材より前方でシャフト部内で固定されて前記係止部材の係止部をクリッ
プキャリーとの非係止位置へと移動させるリセット部材と、からなり、前記係止部材は、
自己の弾性力によって前記プッシュロッドの軸方向に平行な姿勢になるように付勢ｈされ
た平板状の板バネからなると共に、上下方向に起立した姿勢で左右方向に揺動可能に前記
プッシュロッドに取り付けられており、その頂上部に前記クリップキャリーに係止する係
止部が設けられ、前記リセット部材は、前記係止部材に作用して前記係止部を左または右
方向へ押圧するカム面を有することを特徴とする。
　ハンドル部を操作して、プッシュロッドをシャフト部内で前進させると、プッシュロッ
ドに取り付けられたクリップ供給機構の係止部材が一体的に前進する。係止部材の係止部
は、クリップキャリーに係止しているために、クリップキャリーも前記付勢手段に抗して
前進する。そして、クリップキャリーは、誘導機構によって誘導されたクリップをジョー
要素間に押し込む。次いで、シャフト部内をプッシュロッドと共に前進していた係止部材
が、前方でシャフト部内に固定されたリセット部材の所まで達する。すると、リセット部
材が弾性変形可能となった係止部材を変形させてその係止部を前記クリップキャリーとの
非係止位置へと移動させるために、クリップキャリーは、係止部材から解放されて、付勢
手段によって後方へと戻る。さらに、ハンドル部の操作を続けると、プッシュロッドの移
動に応じてジョー閉鎖部材がジョーのジョー要素を近接位置へと移動させるために、クリ
ップキャリーによってジョー要素間に押し込まれていたクリップがジョー要素間で圧し潰
されて、身体組織に付与される。
　係止部材自身を弾性変形可能な部材で構成するために、別部品としてのバネなどの構成
部品を省略することができて、少ない部品で構成を簡単にすることができ、製造コストを
低減することができる。
　また、係止部材の頂上部に形成された係止部が、前記クリップキャリーに常時は係止さ
れているが、リセット部材が板バネによって作用することによって、係止部が左または右
方向へと押圧されて、係止部をクリップキャリーからの非係止位置へと移動させることが
できる。
【００１３】
　請求項５記載の発明は、請求項１～４のいずれか１項に記載の前記誘導機構内に、最後
のクリップがクリップキャリーによってジョー要素間に押し込まれると、クリップキャリ
ーの後退を阻止する阻止手段が備えられており、クリップキャリーの後端には、前記プッ
シュロッドの後退を阻止するストッパー片部が形成されることを特徴とする。
【００１４】
最後のクリップをクリップキャリーがジョー要素間に押し込むと、阻止手段によってクリ
ップキャリーの後退が阻止されるために、クリップキャリーの後端に形成されたストッパ
ー片部によってプッシュロッドの後退を阻止させることができる。このような動きによっ
て、操作者にすべてのクリップを使ったことを知らしめることができる。クリップキャリ
ーが直接プッシュロッドの後退を阻止させるために、少ない部品で構成を簡単にすること
ができ、製造コストを低減することができる。
【００１５】
　請求項６記載の発明は、請求項１～５のいずれか１項に記載の前記ジョー閉鎖部材が、
前記プッシュロッドに一体的に連結されることを特徴とする。または、ジョー閉鎖部材は
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、プッシュロッドと一体に形成することも可能である。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、図面を用いて本発明の実施の形態を説明する。尚、以下の実施形態は本発明を限定
するものではない。
【００１８】
図１は本発明に係る外科用クリップ付与装置の全体斜視図である。この外科用クリップ付
与装置１０は、全体として、ハンドル部１２と、ハンドル部１２から先端側に延びるシャ
フト部１４と、シャフト部１４内に配設される誘導機構１６と、シャフト部１４の先端部
近傍に配置されたジョー１８と、シャフト部１４内を伸びて前記ハンドル部１２の操作に
応じて軸方向に移動可能となったプッシュロッド２０と、プッシュロッド２０の軸方向の
移動に応じて前記ジョー１８のジョー要素を近接位置に移動させるためのジョー閉鎖部材
２２と、シャフト部１４内に配設されて、前記ジョー１８の一対のジョー要素間にクリッ
プを１個ずつ順番にセットするクリップ供給機構２４と、を備えている。以下に、各部の
詳細説明を行う。
【００１９】
［１］ハンドル部１２
図１に示したように、ハンドル部１２は、グリップ右ケース１２１とグリップ左ケース１
２２とを有しており、これらのグリップ右ケース１２１とグリップ左ケース１２２とで、
グリップケース１２４を構成して、その内部にケース内部空間を画成している。グリップ
ケース１２４には、操作者が握るのに適した握り部１２４ａが形成される。図２に示した
ように、ケース内部空間には、トリガ１２３が軸着されており、トリガ１２３のピン貫通
孔１２３ａをグリップケース１２４のケース内部空間に突設されたピン１２４ｂが貫通し
ている。トリガ１２３の下端部は、グリップケース１２４から突出して、握り部１２４ａ
に対して接近・離反可能に揺動運動するようになっている。握り部１２４ａを握った操作
者は、トリガ１２３を引く操作によって、後述のように、クリップＣをジョー１８にセッ
トし、クリップＣを締付けて、身体組織の所望部位に付与する一連の動作を行うことがで
きる。
【００２０】
図２に示したように、トリガ１２３の上端部は、前記シャフト部１４と同一線上に配置さ
れるプッシュバー１２６に形成された突起１２６ａに係合している。プッシュバー１２６
は、ケース内部空間において、シャフト部１４の軸方向に移動可能に配設されており、ト
リガ１２３の揺動運動が、プッシュバー１２６のシャフト部１４軸方向の移動に変換され
る。図３に示したように、プッシュバー１２６の後端部には、下方に膨出した部分が形成
されており、この膨出部分の下面にラチェット歯１２６ｂが形成されている。このラチェ
ット歯１２６ｂの各歯は、直角二等辺三角形の形状をしている。ラチェット歯１２６ｂが
形成された膨出部分の前側と後側は、逃げ部１２６ｃ、１２６ｄとなっている。プッシュ
バー１２６の先端部は軸部１２６ｅが伸びており、その先端には、後述のプッシュロッド
２０のプッシュロッド・リア２０２の後端の被受部２０２ａを回転可能に収容する受部１
２６ｆが形成されている。受部１２６ｆは、筒形の一部周面が切り欠かれた形状となって
いる。
【００２１】
さらに、ケース内部空間には、ラチェット部材１２８が軸着されており、ラチェット部材
１２８のピン貫通孔１２８ａをグリップケース１２４のケース内部空間に突設されたピン
１２４ｃが貫通している。ラチェット部材１２８は、図４に示したように、その先端頭部
が山形状に形成されて、その山形の両斜面にそれぞれラチェット歯１２８ｂ、１２８ｃが
形成されている。これらのラチェット歯１２８ｂ、１２８ｃは、前記プッシュバー１２６
のラチェット歯１２６ｂと噛合い可能となるべく、直角二等辺三角形の形状をしている。
ラチェット部材１２８の下部は、可撓性を有する薄板状の板バネ部１２８ｄとなっている
。ラチェット部材１２８の板バネ部１２８ｄは、グリップケース１２４のケース内部空間
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に形成されたゲート１２４ｄ内を通過しており、このゲート１２４ｄ内に板バネ部１２８
ｄが存在する範囲で、ラチェット部材１２８は前記ピン１２４ｃを中心として回動可能と
なっている。
【００２２】
グリップケース１２４の先端口には、回転コマ１３０が回転可能に配設される。回転コマ
１３０は、図５に示すように、ケース内部空間に配置される基部１３０ａを有している。
前記基部１３０ａには、外径方向に伸びる複数のリブ１３０ｂが形成されており、これら
のリブ１３０ｂの間に、グリップ右ケース１２１とグリップ左ケース１２２のケース面に
それぞれ切り起こしにより形成された弾性片１２１ａと、１２２ａ（１２２ａのみ図１に
示す）とが噛合うことが可能となっている。また、回転コマ１３０の基部１３０ａよりも
先端側には、ネジ部１３０ｃが形成されている。
【００２３】
前記プッシュバー１２６の軸部１２６ｅの外周には、リターンスプリング１３２が巻回さ
れており、リターンスプリング１３２の先端は、前記回転コマ１３０の内部に形成された
段部１３０ｄ（図５（ｂ））に当接している。また、リターンスプリング１３２の後端は
、プッシュバー１２６の段部１２６ｇに当接しており、プッシュバー１２６は、リターン
スプリング１３２によって、常時後退する方向に付勢されている。また、前記プッシュバ
ー１２６の受部１２６ｆ及び軸部１２６ｅの先端は、プッシュバー１２６をリターンスプ
リング１３２の付勢力に抗して前進させると、前記回転コマ１３０を挿通してハンドル部
１２から突出可能となっている。
【００２４】
以上のように構成されるハンドル部１２のみの作用をまず説明する。操作者が前記握り部
１２４ａを握り、トリガ１２３を引いて握り部１２４ａに接近させると、トリガ１２３の
上端がプッシュバー１２６の突起１２６ａに係合していることから、プッシュバー１２６
は、前進即ち、シャフト部１４の方へと移動する。これにより、ラチェット部材１２８の
先端頭部は、プッシュバー１２６のラチェット歯１２６ｂに当たり、図６に示すように、
その先端頭部が前側、即ちシャフト部１４側へと押し倒される。そして、ラチェット歯１
２８ｂがプッシュバー１２６のラチェット歯１２６ｂと噛合う。同時に、板バネ部１２８
ｄはゲート１２４ｄの図６中右端にある柱に当たりつつ、図６中、右に凸となるように曲
げられる。この板バネ部１２８ｄのバネ力によって、ラチェット部材１２８の先端頭部は
、プッシュバー１２６のラチェット歯１２６ｂの方へ押し付けられ、特に図６の右上方へ
と押し付けられる。プッシュバー１２６の前進を続けると、ラチェット部材１２８の先端
頭部が、図６の右上方と左下方との間を揺動して、そのラチェット歯１２８ｂがラチェッ
ト歯１２６ｂから適宜逃げながら、ラチェット歯１２６ｂに対して相対移動する。トリガ
１２３の揺動運動を停止して、プッシュバー１２６の前進運動が停止すると、ラチェット
部材１２８の先端頭部が右上方に向けてラチェット歯１２６ｂの方へと押圧されて、ラチ
ェット歯１２８ｂとラチェット歯１２６ｂとの間の噛み合いが確保され、プッシュバー１
２６の停止が保持される。このとき、プッシュバー１２６には、リターンスプリング１３
２の付勢力によって、プッシュバー１２６を後退させようとする力が作用するが、ラチェ
ット歯１２８ｂとラチェット歯１２６ｂとが噛み合っており、ラチェット歯１２８ｂは、
プッシュバー１２６の後退を許容する方向に逃げることができないために、プッシュバー
１２６の後退は禁止される。
【００２５】
トリガ１２３をさらに引いて、プッシュバー１２６がさらに前進すると、図７に示すよう
に、ラチェット部材１２８のラチェット歯１２８ｂとプッシュバー１２６のラチェット歯
１２６ｂとの噛み合いがはずれ、ラチェット部材１２８の先端頭部は、逃げ部１２６ｄの
所に入る。こうして、プッシュバー１２６は、ラチェット部材１２８から解放される。
【００２６】
トリガ１２３への力を解除すると、リターンスプリング１３２の付勢力によって、プッシ
ュバー１２６は後退する。このとき、ラチェット部材１２８の先端頭部は、プッシュバー
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１２６のラチェット歯１２６ｂに当たり、図８に示すように、その先端頭部が後側、即ち
反シャフト１４側へと押し倒される。そして、ラチェット歯１２８ｃがプッシュバー１２
６のラチェット歯１２６ｂと噛合う。同時に板バネ部１２８ｄはゲート１２４ｄの図８中
左端にある柱に当たりつつ、図８中、左に凸となるように曲げられる。この板バネ部１２
８ｄのバネ力によって、ラチェット部材１２８の先端頭部は、プッシュバー１２６のラチ
ェット歯１２６ｂの方へ押し付けられ、特に図８の左上方へと押し付けられる。プッシュ
バー１２６の後退を続けると、ラチェット部材１２８の先端頭部が、図８の左上方と右下
方との間を揺動して、そのラチェット歯１２８ｃがラチェット歯１２６ｂから適宜逃げな
がら、ラチェット歯１２６ｂに対して相対移動する。仮に、図８のような途中状態で、再
びトリガ１２３を引いて、プッシュバー１２６を前進させようとすると、ラチェット歯１
２８ｃとラチェット歯１２６ｂとが噛み合っており、ラチェット歯１２８ｃは、プッシュ
バー１２６の前進を許容する方向に逃げることができないために、プッシュバー１２６の
前進は禁止される。
【００２７】
そして、プッシュバー１２６がさらに後退すると、図２の状態に戻り、ラチェット部材１
２８のラチェット歯１２８ｃとプッシュバー１２６のラチェット歯１２６ｂとの噛み合い
がはずれ、ラチェット部材１２８の先端頭部は、逃げ部１２６ｃの所に入る。こうして、
プッシュバー１２６は、ラチェット部材１２８から解放される。
【００２８】
以上のプッシュバー１２６とラチェット部材１２８との作用によって、トリガ１２３の完
全な引き動作と完全な解除動作とからなる一サイクルの動作が確実に行われるようにして
、中途半端な動作は阻止し、後述のようにクリップＣの付与と次のクリップＣの準備とが
確実に行われるようにしている。
【００２９】
このハンドル部１２においては、ラチェット部材１２８自身が板バネ部１２８ｄを備えて
いるために、別途のバネ部材を省略することができて、部品点数を低減させることができ
る。
【００３０】
尚、この実施形態のハンドル部１２は、リターンスプリング１３２を除き、すべてプラス
チック製となっており、使用後は、リターンスプリング１３２を取り除くことで、分別処
分が可能となっている。
【００３１】
［２］シャフト部１４
次に、シャフト部１４は、図１に示すように、回転ノブ１４２と、ガイドパイプ１４４と
から構成される。
【００３２】
図９に示すように、回転ノブ１４２は、その内周面に前記ハンドル部１２の回転コマ１３
０のネジ部１３０ｃに螺合するネジ部１４２ｂが形成されている。また、ガイドパイプ１
４４の後端に形成された鍔部１４４ａが、回転コマ１３０の先端面と、回転ノブ１４２の
内周面に形成された段部１４２ａとの間に挟着される。これで、回転ノブ１４２、ガイド
パイプ１４４及び回転コマ１３０は一体的に結合される。従って、操作者が、回転ノブ１
４２を回転することにより、ガイドパイプ１４４及び回転コマ１３０が一体に回転し、ガ
イドパイプ１４４内に配設される以下に説明する部品も一体に回転する。よって、操作者
がクリップＣを付与する向きを回転させたい場合には、回転ノブ１４２を回転することに
より、適宜調整することができる。
【００３３】
［３］誘導機構１６
次に、誘導機構１６は、シャフト部１４のガイドパイプ１４４の前方部分で且つ、ガイド
パイプ１４４の円形横断面内において、そのほぼ上半分を占有しており、クリップケース
１６２と、クリップケースカバー１６４とから構成される。
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【００３４】
図１０及び図１１に示したように、クリップケース１６２は、複数のクリップＣが直列に
載置される底面１６２ａと、該底面１６２ａの両側に形成された側部１６２ｂとを有して
おり、側部１６２ｂの上端は底面１６２ａとほぼ平行になるように屈曲されて、側部１６
２ｂは、クリップＣの側部を包み込んでいる。クリップケースカバー１６４は、クリップ
ケース１６２の上側に被されて、クリップケース１６２と共に、クリップケース内部空間
を画成する。
【００３５】
このクリップケース内部空間内には、複数のクリップＣと、最後部のクリップＣよりも後
方にあってクリップＣを押圧するクリップ押出しバー１６６と、クリップ押出しバー１６
６を前方方向に付勢するクリップスプリング１６８とが収容される。クリップＣは、略Ｕ
字形状をなしており、その基端部を後方に向けてクリップケース１６２の底面１６２ａに
並べられる。
【００３６】
また、クリップケース１６２の側面１６２ｂには、軸方向に離間して、略逆Ｌ字状をした
係止片部１６２ｃが複数形成されている。この略逆Ｌ字状の係止片部１６２ｃは、上方に
伸びる垂直部１６２ｃ１と、垂直部１６２ｃ１から直角に曲がって後方へと軸方向に伸び
る平行部１６２ｃ２とから構成される。
【００３７】
クリップケースカバー１６４の側縁端には、前記係止片部１６２ｃに対応して、軸方向に
離間して複数の切欠部１６４ａと、この切欠部１６４ａに隣接して他の部分よりも低くな
った支持面１６４ｂが形成されている。
【００３８】
クリップケース１６２とクリップケースカバー１６４とを結合するには、図１２に示した
ように、クリップケース１６２の係止片部１６２ｃの位置をクリップケースカバー１６４
の切欠部１６４ａの位置に合わせて、係止片部１６２ｃを切欠部１６４ａに挿入する（図
１２（ａ））。次に、クリップケースカバー１６４をクリップケース１６２に対して前方
へスライドさせて（図１２（ａ）の矢印方向）、クリップケース１６２の係止片部１６２
ｃの平行部１６２ｃ２が、クリップケースカバー１６４の支持面１６４ｂ上にくるように
する。これにより、支持面１６４ｂに係止片部１６２ｃが支持されて、クリップケース１
６２とクリップケースカバー１６４とが一体化される。
【００３９】
クリップスプリング１６８の後端は、後述のクリップケース１６２の後端に連結されるリ
セットバー２４８に当接されるため、クリップスプリング１６８のスプリング力は、クリ
ップケース１６２を相対的にクリップケースカバー１６４に対して後方へ押し出す力とな
って、クリップケース１６２に作用する。このような力をクリップケース１６２が受けた
としても、クリップケース１６２は、クリップケースカバー１６４に対して相対的に前進
しなければ、クリップケース１６２とクリップケースカバー１６４との間の結合は外れな
いために、不用意にクリップケース１６２とクリップケースカバー１６４との結合が外れ
ることはない。
【００４０】
図１０に戻り、クリップケースカバー１６４の先端部には、後述のクリップ供給機構２４
のクリップキャリー２４２の先端が進入するための長孔１６４ｃが形成されている。また
、クリップケース１６２には、このクリップケースカバー１６４の長孔１６４ｃに対応し
た部分に、先頭のクリップＣの基端部を抑えて、クリップＣが不用意に飛び出さないよう
にする爪部１６２ｅが形成されている。
【００４１】
さらに、クリップケース１６２の爪部１６２ｅよりも若干後方位置には、底面１６２ａか
ら切り起こされた弾性片１６２ｆが形成されている。弾性片１６２ｆは、前記クリップ押
出しバー１６６の底面に形成された凹部と係合可能となっている。この弾性片１６２ｆと
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クリップ押出しバー１６６とで、後述のように、最後のクリップＣがジョー１８へと押し
出されたときに、後述のクリップ供給機構２４のクリップキャリー２４２の後退を阻止す
る阻止手段として機能する。
【００４２】
さらに、クリップケース１６２の後端には、後述のクリップ供給機構２４のリセットバー
２４８と係合するための係合孔１６２ｄが形成されている。
【００４３】
［４］ジョー１８
次に、ジョー１８は、前記クリップケース１６２の下面にレーザー溶着などで一体に結合
される。図１３及び図１４に示すように、ジョー１８の先端部は、二股状に割れており、
それぞれが、クリップＣを挟み付ける一対のジョー要素１８ａ、１８ａとなる。これらの
ジョー要素１８ａ、１８ａは、その弾性を利用して、離間位置と互いに接近した接近位置
との間を移動可能となっている。ジョー要素１８ａ、１８ａの上面側には、クリップＣを
受け入れるための誘導傾斜面１８ｂが形成される。一方、ジョー要素１８ａ、１８ａの下
面側には、それぞれカム面１８ｃ、１８ｃが形成される（図１４（ｃ））。カム面１８ｃ
、１８ｃは、先端側に向かうに従って、互いの距離が離反するような傾斜面となっている
。このカム面１８ｃ、１８ｃは、後述のジョー閉鎖部材２２のカム面２２ｃと関わり合う
ためのものである。
【００４４】
ジョー１８の後部側面には、複数の突起１８ｄ、１８ｄが形成されており、これらの突起
１８ｄ、１８ｄは、シャフト部１４のガイドパイプ１４４に形成された開口１４４ｂ（図
１及び図９参照）に嵌め込まれる。こうして、シャフト部１４のガイドパイプ１４４にジ
ョー１８及び前記誘導機構１６が固定される。
【００４５】
ジョー１８の中央下面には、位置決め突起１８ｅ、１８ｅが形成され、後述のジョー閉鎖
部材２２の誘導溝２２ｂ内に嵌め込まれる。
【００４６】
［５］プッシュロッド２０
次に、プッシュロッド２０は、シャフト部１４のガイドパイプ１４４の円形横断面内にお
いて、そのほぼ下半分に配置されており、図１５に示したように、プッシュロッド・リア
２０２と、プッシュロッド・フロント２０４と、から構成される。これらのプッシュロッ
ド・リア２０２とプッシュロッド・フロント２０４は、一体品で成形することにより、部
品点数をより低減してもよく、または、この実施形態のように、成形性を優先させて別部
品としてもよい。
【００４７】
プッシュロッド・リア２０２の後端には、前記プッシュバー１２６の受部１２６ｆに回転
可能に嵌合可能となった円柱形の被受部２０２ａが形成されている。また、プッシュロッ
ド・リア２０２の前端部には、軸方向に伸びる長孔２０２ｂが形成されており、該長孔２
０２ｂには、後述の係止部材２４６が枢着される。このため、係止部材２４６の軸部２４
６ａが嵌め込むための軸受凹部２０２ｄが長孔２０２ｂの側面に形成されている（図１６
（ｂ）参照）。また、長孔２０２ｂの側面には、前記係止部材２４６の第２軸部２４６ｃ
を受け入れるための凹部２０２ｇが形成されている。
【００４８】
また、プッシュロッド・リア２０２の後部を軸方向に伸びる軸部２０２ｅは、断面十字形
状をなしており、軸部２０２ｅと長孔２０２ｂとの間には、軸部２０２ｅの前端を規定す
る段部２０２ｆが形成されている。
【００４９】
プッシュロッド・リア２０２の前端部には、プッシュロッド・フロント２０４と連結する
ための凹凸形状の鉤部２０２ｃが形成されており、一方、プッシュロッド・フロント２０
４には、プッシュロッド・リア２０２の鉤部２０２ｃと嵌合する凹凸形状の鉤部２０４ａ
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が形成されている。また、プッシュロッド・フロント２０４の先端には、次のジョー閉鎖
部材２２に係合する鉤部２０４ｂが形成されている。
【００５０】
［６］ジョー閉鎖部材２２
ジョー閉鎖部材２２は、前記プッシュロッド２０に連結されて、前記ジョー１８の下側に
配設される。ジョー閉鎖部材２２は、前述のプッシュロッド２０と一体に形成することも
可能であるが、この実施形態では、ジョー１８のジョー要素１８ａ、１８ａを確実に閉鎖
させるために、プッシュロッド２０とは別部品にして金属製の板材としている。
【００５１】
図１７及び図１８に示したように、ジョー閉鎖部材２２の中央部には、係合孔２２ａが形
成されており、この係合孔２２ａに前記プッシュロッド・フロント２０４の先端に形成さ
れた鉤部２０４ｂが係合される。また、その中央部の上面には、２条の誘導溝２２ｂが形
成されており、この誘導溝２２ｂ内には、前記ジョー１８の位置決め突起１８ｅが挿入さ
れる。この誘導溝２２ｂに沿って前記ジョー１８の位置決め突起１８ｅが相対的にスライ
ドすることにより、ジョー閉鎖部材２２は、ジョー１８に対して直線的に移動する。そし
て、ジョー閉鎖部材２２の先端部には、前記ジョー要素１８ａ、１８ａを閉鎖する方向へ
と移動させるためにジョー要素１８ａのカム面１８ｃと摺接するカム面２２ｃが形成され
ている。
【００５２】
図１９は、ジョー１８とジョー閉鎖部材２２との関係を表した図である。図１９（ａ）は
、ジョー閉鎖部材２２のカム面２２ｃがジョー１８のジョー要素１８ａのカム面１８ｃよ
りも後方にある状態を表しており、図１９（ｂ）は、プッシュロッド２０（プッシュロッ
ド・フロント２０４）の前進と共にジョー閉鎖部材２２が前進して、ジョー閉鎖部材２２
のカム面２２ｃとジョー要素１８ａのカム面１８ｃとが関わり合って、ジョー要素１８ａ
、１８ａを接近した位置へと移動させた状態を表している。
【００５３】
［７］クリップ供給機構２４
クリップ供給機構２４は、主として、図２０及び図２１に示すように、シャフト部１４の
軸方向に伸びるクリップキャリー２４２と、クリップキャリー２４２を軸方向後方へと付
勢するリセットスプリング２４４（付勢手段）と、リセットスプリング２４４がその周面
に巻回されたスプリング軸２４５と、プッシュロッド・リア２０２の長孔２０２ｂに形成
された軸受凹部２０２ｄにその軸部２４６ａが嵌め込まれて、その軸部２４６ａを中心と
して揺動可能となった係止部材２４６と、前記クリップケース１６２の後端に形成された
係合孔１６２ｄに係合するリセットバー２４８と、から構成される。
【００５４】
クリップキャリー２４２は、シャフト部１４のガイドパイプ１４４の円形横断面内におい
てそのほぼ上半分を占有する誘導機構１６のさらに上側において、シャフト部１４の軸方
向に伸びている（図１３参照）。そして、その先端は、図２２に示したように、前記誘導
機構１６のクリップケースカバー１６４に形成された長孔１６４ｃ内へと進入しており、
その先端の両側部に、誘導機構１６のクリップケース内部空間にある先頭のクリップＣを
ジョー１８へと押し出すための誘導片部２４２ａが形成されている。また、図２０に示し
たように、クリップキャリー２４２の中央後部には、垂直下方に切り起こされた切り起こ
し部２４２ｂが形成されており、切り起こし部２４２ｂは、前記リセットバー２４８に形
成された軸方向に伸びる開口２４８ａを通り、スプリング軸２４５の後端に形成されたス
リットを通りスプリング軸２４５の後端に係止されている。また、クリップキャリー２４
２の後部には、係止部材２４６が係止するための係止孔２４２ｃが形成されている。さら
に、クリップキャリー２４２の後端の両端部には、前記プッシュロッド・リア２０２の前
記横断面十字形状をなした軸部２０２ｅを摺動するストッパー片部２４２ｄが形成されて
いる（図２３参照）。
【００５５】
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スプリング軸２４５は、前述のようにその後端にクリップキャリー２４２の切り起こし部
２４２ｂが係止されると共に、その先端が、リセットバー２４８の先端部に形成された筒
部２４８ｂの内部に挿入されている。そして、スプリング軸２４５の周囲に巻回されたリ
セットスプリング２４４は、前記リセットバー２４８の筒部２４８ｂと、クリップキャリ
ー２４２の切り起こし部２４２ｂとに間に介挿されて、両者を常時離反する方向に付勢し
ている。クリップキャリー２４２の切り起こし部２４２ｂは、リセットスプリング２４４
を圧縮しつつ、リセットバー２４８の開口２４８ａ内を軸方向に前進可能となっている。
【００５６】
また、リセットバー２４８の筒部２４８ｂは、前記クリップケース１６２とクリップケー
スカバー１６４によって形成されるクリップケース内部空間の後端部に挿入されて、その
筒部２４８ｂの先端は、前記クリップスプリング１６８を受けている。さらに、筒部２４
８ｂの近傍には、クリップケース１６２の係合孔１６２ｄに係合する係合突起２４８ｃが
形成されている。従って、リセットバー２４８は、誘導機構１６に固定される。
【００５７】
次に、係止部材２４６は、プラスチック等からなり、図２４に示したように、側面から見
て「へ」字状形状をなしており、前述のように、その一方の辺部の端部において、横方向
に突出する軸部２４６ａがプッシュロッド・リア２０２の長孔２０２ｂに形成された軸受
凹部２０２ｄに嵌め込まれている。係止部材２４６には、その頂上部に、プッシュロッド
・リア２０２からその上方へと張り出した張り出し部（係止部）２４６ｂが形成され、他
方の辺部には、張り出し部２４６ｂの下方にあって、側方に突出する第２軸部２４６ｃと
、第２軸部２４６ｃから下方へと伸びる板バネ部２４６ｄと、板バネ部２４６ｄの下端に
ある下端部２４６ｅとが形成されている。下端部２４６ｅは、ガイドパイプ１４４の内周
面に当接している。板バネ部２４６ｄによって、係止部材２４６は、それ自身で弾性を有
しており、図２１または図２３に示すように、張り出し部２４６ｂは常時上方へ張り出す
方向、即ち、前記クリップキャリー２４２の方へと付勢されている。そして、通常時にお
いて、前記係止部材２４６の張り出し部２４６ｂは、クリップキャリー２４２の前記係止
孔２４２ｃの中へと進入するように位置決めされている。
【００５８】
また、リセットバー２４８の後端には、前方に向かうに従って下方へと下がるカム面２４
８ｄが形成されている。このカム面２４８ｄは、前記係止部材２４６と関わり合って、係
止部材２４６の張り出し部２４６ｂを下方へと引き込ませて、クリップキャリー２４２を
後退させる役割を果たすものである。
【００５９】
［８］全体作用
次に、クリップ付与装置１０の全体動作を説明する。まず、クリップを付与したい身体組
織の部位へジョー１８のジョー要素１８ａ、１８ａを位置決めする。次いで、ハンドル部
１２のトリガ１２３を引く操作を行う。既に［１］ハンドル部１２の項で説明したように
、この操作により前記プッシュバー１２６がリターンスプリング１３２の付勢力に抗して
前進する。これにより、プッシュバー１２６に連結されたプッシュロッド２０、即ち、プ
ッシュロッド・リア２０２とプッシュロッド・フロント２０４とは、共にシャフト部１４
内を前進する。
【００６０】
プッシュロッド・リア２０２の前進に伴い、プッシュロッド・リア２０２にその軸部２４
６ａが軸着されている係止部材２４６が前進する。係止部材２４６の張り出し部２４６ｂ
が、クリップキャリー２４２の係止孔２４２ｃに進入して係止していることから（図２１
参照）、クリップキャリー２４２も共に前進する。クリップキャリー２４２が前進すると
、図２５に示したように、誘導機構１６のクリップケース内部空間に進入したクリップキ
ャリー２４２の先端がクリップケース内部空間を前進する。これにより、クリップキャリ
ー２４２の先端の誘導片部２４２ａが、クリップケース内部空間の先頭のクリップＣを押
し出して、前方のジョー１８のジョー要素１８ａ、１８ａの間へと誘導する。
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【００６１】
さらに、トリガ１２３を引く操作を継続すると、プッシュバー１２６に連結されたプッシ
ュロッド２０及び係止部材２４６がさらに前進し、係止部材２４６の第２軸部２４６ｃが
、図２６及び図２７に示すように、前記誘導機構１６の後端に連結されたリセットバー２
４８の後端にあるカム面２４８ｄと干渉する。このカム面２４８ｄによって係止部材２４
６は下方へと押し下げられて、係止部材２４６の張り出し部２４６ｂは、クリップキャリ
ー２４２の係止孔２４２ｃから退却する。これにより、クリップキャリー２４２は、係止
部材２４６から解放されるために、リセットスプリング２４４の付勢力により、後退する
。
【００６２】
さらに、トリガ１２３を引く操作を継続すると、プッシュロッド２０に連結されているジ
ョー閉鎖部材２２のカム面２２ｃが、ジョー１８のジョー要素１８ａ、１８ａのカム面１
８ｃと関わり合って、ジョー要素１８ａ、１８ａを互いに接近した接近位置へと移動させ
る（図１９（ｂ））参照。これにより、ジョー要素１８ａ、１８ａは、先にクリップキャ
リー２４２によって誘導されたクリップＣを挟み付けて、クリップＣの付与作業は完了す
る。
【００６３】
次いで、トリガ１２３へ加える力を弱めると、前記プッシュバー１２６がリターンスプリ
ング１３２の付勢力によって後退し、これに従い、プッシュバー１２６に連結されたプッ
シュロッド・リア２０２、プッシュロッド・フロント２０４、さらにはプッシュロッド・
フロント２０４に連結されたジョー閉鎖部材２２が後退する。また、プッシュロッド・リ
ア２０２に軸着された係止部材２４６も後退して、既に前に後退しているクリップキャリ
ー２４２の係止孔２４２ｃに再び、係止部材２４６の張り出し部２４６ｂが係止する。
【００６４】
また、クリップケース内部空間では、クリップスプリング１６８によって次の先頭となっ
たクリップＣがクリップケース内部空間の先端へと押し出される。尚、この先頭のクリッ
プＣは、クリップケース１６２の先端部に形成された爪部１６２ｅに保持される。また、
クリップキャリー２４２の誘導片部２４２ａは、先頭のクリップＣの基端部の後方に位置
づけられて、この先頭のクリップＣの押し出しを待機している。
【００６５】
クリップケース内部空間内にある最後のクリップＣをクリップキャリー２４２がジョー要
素１８ａ、１８ａの間に押し出すと、クリップＣを押圧していたクリップ押出しバー１６
６が、前記クリップケース１６２の底面１６２ａの先端に形成された弾性片１６２ｆに係
合して、クリップ押出しバー１６６は前進も後退もすることができなくなり、その位置で
停止する。これにより、クリップ押出しバー１６６は、クリップケース内部空間先端部を
占有するために、最後のクリップＣをジョー要素１８ａ、１８ａの間に押し出したクリッ
プキャリー２４２の頭部が、クリップ押出しバー１６６とクリップケースカバー１６４の
先端部との間に挟まれて、後方へと戻ることができなくなる。そして、最後のクリップＣ
を身体組織に付与した後、トリガ１２３の力を弱めると、前述のように、プッシュロッド
・リア２０２が後退しようとするが、前記クリップキャリー２４２が後方へと戻っていな
いために、前記クリップキャリー２４２のストッパー片部２４２ｄにプッシュロッド・リ
ア２０２の段部２０２ｆが当接して、それ以上プッシュロッド・リアも後退することがで
きなくなる。これによって、トリガ１２３は引いた状態で維持されて、もはやトリガ１２
３を操作することはできなくなる。
【００６６】
本発明によるクリップ付与装置は、各所において、部品の低減が図られており、その最も
特徴的な部分は、クリップ供給機構２４の係止部材２４６である。板バネ部２４６ｄを有
する係止部材２４６を使用することによって、従来品のように、バネを多用することなく
、少ない部品で構成することができる。
【００６７】
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また、本発明においては、部品の低減が図られており、構成が簡素化されているために、
その組立性、特に非常に細いシャフト部１４内へ、誘導機構１６、ジョー１８、プッシュ
ロッド２０、ジョー閉鎖部材２２及びクリップ供給機構２４の各部品を収容するのに優位
性を有している。次にその組立手順について説明する。
【００６８】
［９］組立手順
まず、シャフト部１４内のガイドパイプ１４４内に部品を挿入する前に、予め、ジョー１
８が溶着されたクリップケース１６２の内部に複数のクリップＣ、クリップ押出しバー１
６６、クリップスプリング１６８をセットし、クリップケース１６２とクリップケースカ
バー１６４とを、既に説明したような図１２の手順で結合しておき、誘導機構１６を組み
立てる。さらに、クリップキャリー２４２の切り起こし部２４２ｂを、リセットバー２４
８の開口２４８ａに通して、スプリング軸２４５の後端のスリットに挿入し、スプリング
軸２４５の外周にリセットスプリング２４４を配置して、スプリング軸２４５の先端をリ
セットバー２４８の筒部２４８ｂ内に挿入し、これらクリップキャリー２４２、リセット
スプリング２４４、スプリング軸２４５、リセットバー２４８を一体的に組み付けておく
。そして、さらにリセットバー２４８の筒部２４８ｂを、前記誘導機構１６の後端に挿入
する。
【００６９】
また、プッシュロッド・リア２０２の長孔２０２ｂの軸受凹部２０２ｄには、係止部材２
４６の軸部２４６ａを嵌め込んでおく。
【００７０】
次に、プッシュロッド・リア２０２をその後端から、ガイドパイプ１４４に挿入する。あ
る程度、プッシュロッド・リア２０２をガイドパイプ１４４内に挿入したところで、クリ
ップキャリー２４２、前記誘導機構１６等と一体的に組み付けられたクリップキャリー２
４２の後端をプッシュロッド・リア２０２の先端に上から被せる。このとき、クリップキ
ャリー２４２の係止孔２４２ｃに、係止部材２４６の張り出し部２４６ｂが係止するよう
に注意する。そして、プッシュロッド・リア２０２をクリップキャリー２４２と共にガイ
ドパイプ１４４内へと挿入し、プッシュロッド・リア２０２がほとんどガイドパイプ１４
４内に挿入されたところで、プッシュロッド・リア２０２とプッシュロッド・フロント２
０４とを結合して、プッシュロッド・フロント２０４も一緒に、挿入する。また、クリッ
プキャリー２４２と共に、予め一体に組み付けられたスプリング軸２４５、リセットスプ
リング２４４、リセットバー２４８、誘導機構１６及びジョー１８も一緒にガイドパイプ
１４４内へと挿入する。そして、プッシュロッド・フロント２０４がほとんどガイドパイ
プ１４４内に挿入されたところで、前記ジョー閉鎖部材２２をプッシュロッド・フロント
２０４に連結して、ガイドパイプ１４４内へと挿入する。そして、ジョー１８の突起１８
ｄ、１８ｄをガイドパイプ１４４の開口１４４ｂに押し込んで固定する。ガイドパイプ１
４４の後端からは、最初に挿入したプッシュロッド・リア２０２の被受部２０２ａが突出
する。
【００７１】
以上のようにして、ガイドパイプ１４４内への挿入が簡単に終了する。次いで、予め組み
立てておいたハンドル部１２のトリガ１２３を引いて、プッシュバー１２６を前進させて
、その受部１２６ｆをハンドル部１２の先端開口よりも突出させる。そして、前記ガイド
パイプ１４４の後端から突出したプッシュロッド・リア２０２の被受部２０２ａを、プッ
シュバー１２６の受部１２６ｆに連結して、トリガ１２３を解除すると、プッシュバー１
２６と共に、プッシュロッド・リア２０２の後端が、ハンドル部１２内へと引き込まれる
。最後に回転ノブ１４２をガイドパイプ１４４の前端から通して、前記ハンドル部１２の
回転コマ１３０に螺合して、ガイドパイプ１４４の後端の鍔部１４４ａを回転コマ１３０
と回転ノブ１４２とで挟着することで、完全にハンドル部１２とシャフト部１４とが連結
される。以上の作業で、組立が終了する。
【００７２】
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このように、従来品に比べて、部品点数が低減されており、さらに、小さなバネ部品など
を削減して、構成を簡略化しているために、組立が非常に簡単となっている。
【００７３】
［１０］クリップ供給機構の変形例
図２７は、クリップ供給機構３４の別の構成を表す図である。この変形例におけるクリッ
プ供給機構３４は、シャフト部１４の軸方向に伸びるクリップキャリー３４２と、クリッ
プキャリー３４２を軸方向後方へと付勢するリセットスプリング２４４（付勢手段）と、
リセットスプリング２４４がその周面に巻回されたスプリング軸２４５と、プッシュロッ
ド・リア２０２に嵌め込まれて横方向即ち左右方向に揺動可能となった係止部材３４６と
、前記クリップケース１６２の後端に形成された係合孔１６２ｄに係合するリセットバー
３４８と、から構成される。尚、前述の構成と同一の部材は、同一の符号を付している。
【００７４】
クリップキャリー３４２のクリップキャリー２４２と異なる点は、係止孔２４２ｃではな
く、側部が切り欠かれた切欠孔３４２ｃが形成されている点である。切欠孔３４２ｃは、
後部にあってクリップキャリー３４２の左右方向の中心線よりも大きく切り欠かれた第１
切欠孔３４２ｃ１と、第１切欠孔３４２ｃ１よりは、前方にあって、左右方向の中心線よ
りも小さく切り欠かれた第２切欠孔３４２ｃ２とからなる。その他の点では、クリップキ
ャリー２４２とほぼ同様である。
【００７５】
係止部材３４６は、金属からなる板バネであり、プッシュロッド・リア２０２の長孔２０
２ｂに嵌め込まれており、一端がプッシュロッド・リア２０２の長孔２０２ｂに取り付け
られている。また、頂上部には、長孔２０２ｂから突出する係止部３４６ｂが形成され、
該係止部３４６ｂは、長孔２０２ｂの範囲内で前記取付点を中心として左右方向に揺動可
能となっている。係止部材３４６は、その板バネの弾性によって、常時は、長孔２０２ｂ
内で軸方向に平行になるように付勢されており、前記係止部３４６ｂが、前記クリップキ
ャリー３４２の切欠孔３４２ｃの第１切欠孔３４２ｃ１に係止している。
【００７６】
また、リセットバー３４８の後端には、前方に向かうに従って、左右方向に広がるカム面
３４８ｄが形成されている。このカム面３４８ｄは、前記係止部材３４６と関わり合って
、係止部材３４６の係止部３４６ｂを横方向、即ち左右方向へと移動させて、クリップキ
ャリー３４２を後退させる役割を果たすものである。
【００７７】
以上のように構成されるクリップ供給機構３４においても、クリップ供給機構２４と同様
に作用する。即ち、プッシュロッド・リア２０２が前進すると、係止部材３４６が共に前
進し、係止部材３４６の係止部３４６ｂがクリップキャリー３４２の第１切欠孔３４２ｃ
１に係止していることから、クリップキャリー３４２も共に前進する。クリップキャリー
３４２が前進して、その先端が先頭のクリップＣを押し出してジョー１８のジョー要素１
８ａ、１８ａの間へと誘導するのは、図２５に示した通りである。次いで、係止部材３４
６の係止部３４６ｂがリセットバー３４８の後端にあるカム面３４８ｄと干渉する。図２
９に示すように、このカム面３４８ｄによって、係止部材３４６は左右方向へと揺動され
て、係止部材３４６の係止部３４６ｂは、クリップキャリー３４２の第１切欠孔３４２ｃ
１から退却する。これにより、クリップキャリー３４２は、係止部材３４６から解放され
るために、リセットスプリング２４４の付勢力により、後退する。
【００７８】
また、クリップＣの付与作業が完了して、プッシュロッド・リア２０２が後退すると、係
止部材３４６も後退して、その係止部３４６ｂが、クリップキャリー３４２の第２切欠孔
３４２ｃ２を通過して、既に前に後退しているクリップキャリー３４２の第１切欠孔３４
２ｃ１に再び係止する。
【００７９】
こうして、クリップ供給機構２４と同様に、板バネからなる係止部材３４６を使用してク
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リップ供給機構３４を構成することもできる。
【００８０】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、部品点数が少なくても済み、構成が簡単となり、組
立も容易に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のクリップ付与装置の全体斜視図である。
【図２】ハンドル部のグリップ左ケースを取り除いて見た内部構成を表す図である。
【図３】ハンドル部のプッシュバーの側面図である。
【図４】ハンドル部のラチェット部材の側面図である。
【図５】ハンドル部の回転コマの（ａ）は斜視図、（ｂ）は半縦断面図である。
【図６】（ａ）はハンドル部のグリップ左ケースを取り除いて見たトリガを引いている途
中の内部構成を表す図であり、（ｂ）はプッシュバーのラチェット歯とラチェット部材の
ラチェット歯の拡大図である。
【図７】ハンドル部のグリップ左ケースを取り除いて見たトリガを完全に引いた状態を表
す内部構成を表す図である。
【図８】（ａ）はハンドル部のグリップ左ケースを取り除いて見たトリガを戻す途中の内
部構成を表す図であり、（ｂ）はプッシュバーのラチェット歯とラチェット部材のラチェ
ット歯の拡大図である。
【図９】回転コマと、シャフト部の縦断面図である。
【図１０】誘導機構の分解の斜視図である。
【図１１】誘導機構の横断面図である。
【図１２】（ａ）はクリップケースカバーとクリップケースとを結合する前、（ｂ）はク
リップケースカバーとクリップケースとを結合した状態を表す斜視図である。
【図１３】誘導機構、ジョー及びクリップキャリーの斜視図である。
【図１４】ジョーの（ａ）は平面図、（ｂ）は側面図、（ｃ）は底面図である。
【図１５】プッシュロッドの分解斜視図である。
【図１６】プッシュロッド・リアの（ａ）は平面図、（ｂ）は縦断面図である。
【図１７】ジョー閉鎖部材の斜視図である。
【図１８】ジョー閉鎖部材の（ａ）は平面図、（ｂ）は縦断面図である。
【図１９】ジョーとジョー閉鎖部材との関係を表した図であり、（ａ）はジョー閉鎖部材
のカム面がジョーのジョー要素のカム面よりも後方にある状態を表し、（ｂ）はジョー閉
鎖部材のカム面がジョーのジョー要素のカム面と関わり合った状態を表している。
【図２０】クリップ供給機構の一部の縦断面図である。
【図２１】クリップ供給機構の一部の拡大縦断面図である。
【図２２】クリップキャリー、誘導機構及びジョーの先端付近を表す斜視図である。
【図２３】クリップキャリーの後端付近を表す斜視図である。
【図２４】係止部材の（ａ）は平面図、（ｂ）は側面図である。
【図２５】クリップキャリー、誘導機構及びジョーの先端付近を表す斜視図であり、クリ
ップキャリーが前進した状態を表す。
【図２６】クリップ供給機構の一部の拡大縦断面図であり、リセットバーのカム面に係止
部材が干渉した状態を表す。
【図２７】クリップキャリーの後端付近を表す斜視図であり、リセットバーのカム面に係
止部材が干渉した状態を表す。
【図２８】クリップ供給機構の変形例を表す要部斜視図である。
【図２９】クリップ供給機構の変形例のクリップキャリーの後端付近を表す斜視図であり
、リセットバーのカム面に係止部材が干渉した状態を表す。
【符号の説明】
１２　ハンドル部
１４　シャフト部
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１６　誘導機構
１６２　クリップケース
１６４　クリップケースカバー
１６２ｆ　弾性片（阻止手段）
１６６　クリップ押出しバー（阻止手段）
１６８　クリップスプリング
１８　ジョー
２０　プッシュロッド
２２　ジョー閉鎖部材
２４　クリップ供給機構
２４２　クリップキャリー
２４２ｄ　ストッパー片部
２４４　リセットスプリング（付勢手段）
２４６　係止部材
２４６ａ　軸部（枢着部）
２４６ｂ　張り出し部（係止部）
２４６ｄ　板バネ部
２４８　リセット部材
２４８ｄ　カム面
３４　クリップ供給機構
３４２　クリップキャリー
３４６　係止部材
３４６ｂ　係止部
３４８　リセット部材
３４８ｄ　カム面
【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】

【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２１】 【図２２】

【図２３】 【図２４】

【図２５】
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【図２６】 【図２７】

【図２８】 【図２９】
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