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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　手術器具を有する電気機械手術装置であって、
　前記手術器具と前記電気機械手術装置を結合するように構成されたカップリング材と、
　前記電気機械手術装置により前記手術器具の操作を可能にする、前記カップリング材に
装備された少なくとも１つの回転可能な駆動軸と、
　前記回転可能な駆動軸に接続した少なくとも１つの従動要素と、
　前記回転可能な駆動軸と前記少なくとも１の従動要素とを結合するように構成されたギ
アアレンジメントであって、前記ギアアレンジメントは前記少なくとも１つの駆動軸の高
速回転を変換して前記少なくとも１つの従動要素を高トルクで駆動させるように構成され
ているものである、前記ギアアレンジメントと、
　前記回転可能な駆動軸の回転運動を検知するセンサと、
　前記手術器具に関連する少なくとも１つのパラメータを示すデータを格納し、前記手術
器具の使用の度合いを示す使用データを含むように構成されたメモリと
　を有し、
　前記カップリング材は、前記メモリと前記電気機械手術装置とを接続するように構成さ
れたデータコネクタを含むものである、
　手術器具を有する電気機械手術装置。
【請求項２】
　請求項１記載の手術器具を有する電気機械手術装置において、前記メモリは、前記手術



(2) JP 4268038 B2 2009.5.27

10

20

30

40

50

器具内に収納されるメモリユニットを含むものである。
【請求項３】
　請求項１または２記載の手術器具を有する電気機械手術装置において、前記手術器具は
、前記回転可能な駆動軸の末端部に取り付けができ、前記手術器具は、前記手術器具の前
記少なくとも１つの従動要素を含むものである。
【請求項４】
　請求項１、２、または３記載の手術器具を有する電気機械手術装置において、前記ギア
アレンジメントは、前記手術器具内に配置されるものである。
【請求項５】
　請求項１、２、若しくは３記載の手術器具を有する電気機械手術装置において、前記少
なくとも１つの従動要素は、サーキュラーサージカルステープラアタッチメント（circul
ar surgical stapler attachment）を含むものである。
【請求項６】
　請求項５記載の手術器具を有する電気機械手術装置において、前記少なくとも１の従動
要素は、前記サーキュラーサージカルステープラアタッチメントの少なくとも１つのアン
ビルと、前記サーキュラーサージカルステープラアタッチメントのステープルドライバ／
カッターとを含むものである。
【請求項７】
　請求項１または２記載の手術器具を有する電気機械手術装置において、前記少なくとも
１つの回転可能な駆動軸は、第１の回転可能な駆動軸と第２の回転可能な駆動軸とを含む
ものであって、前記少なくとも１つの従動要素は、前記第１の回転可能な駆動軸により駆
動される第１の従動要素と、前記第２の回転可能な駆動軸により駆動される第２の従動要
素とを含むものであり、前記ギアアレンジメントは、前記第１の回転可能な駆動軸の高速
回転を変換して前記第１の従動要素を高トルクで駆動するように構成された第１のギアシ
ステムと、前記第２の回転可能な駆動軸の高速回転を変換して前記第２の従動要素を高ト
ルクで駆動するように構成された第２のギアシステムとを含むものである。
【請求項８】
　請求項７記載の手術器具を有する電気機械手術装置において、この手術器具を有する電
気機械手術装置は、
　前記少なくとも１つの回転可能な駆動軸をその近端部から回転させるように構成された
モータアレンジメントを有し、
　前記回転可能な駆動軸の末端部には、前記ギアアレンジメントが配置されているもので
ある。
【請求項９】
　請求項７記載の手術器具を有する電気機械手術装置において、前記手術器具は、第１及
び第２の回転可能な駆動軸の末端部に着脱可能に取り付けができ、前記手術器具は、前記
第１及び第２の従動要素を含むものである。
【請求項１０】
　請求項９記載の手術器具を有する電気機械手術装置において、前記第１の従動要素はア
ンビルを含み、前記第２の従動要素はステープルドライバ／カッターを含むものである。
【請求項１１】
　請求項８記載の手術器具を有する電気機械手術装置において、前記ギアアレンジメント
は、第１のギアシステムと第２のギアシステムとを含み、この第２のギアシステムは、前
記モータアレンジメントと前記回転可能な駆動軸との間に配置され、当該第２のギアシス
テムは前記モータアレンジメントによって伝達された高トルクを変換して前記少なくとも
１つの回転可能な駆動軸を高速で回転させるように構成されているものである。
【請求項１２】
　請求項１、２、または７記載の手術器具を有する電気機械手術装置において、前記ギア
アレンジメントは、第１のギアシステムと第２のギアシステムとを含み、この第１のギア
システムは、スパーギアアレンジメント（spur gear arrangement）、遊星ギアアレンジ
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メント、ハーモニックギアアレンジメント（harmonic gear arrangement）、サイクロイ
ドドライブアレンジメント（cycloidal drive arrangement）、及びエピサイクリックギ
アアレンジメント（epicyclic gear arrangement）のうち少なくとも１つを含むものであ
る。
【請求項１３】
　請求項１、２、または７記載の手術器具を有する電気機械手術装置において、前記ギア
アレンジメントは、第１のギアシステムと第２のギアシステムとを含み、この第１のギア
システム及び前記第２のギアシステムの夫々は、スパーギアアレンジメント（spur gear 
arrangement）、遊星ギアアレンジメント、ハーモニックギアアレンジメント（harmonic 
gear arrangement）、サイクロイドドライブアレンジメント（cycloidal drive arrangem
ent）、及びエピサイクリックギアアレンジメント（epicyclic gear arrangement）のう
ち少なくとも１つを含むものである。
【請求項１４】
　請求項１または２記載の手術器具を有する電気機械手術装置において、この手術器具を
有する電気機械手術装置は、
　前記手術器具と前気電気機械手術装置の前記少なくとも１つの駆動軸を着脱可能に結合
するように構成された少なくとも１つのコネクタを含むものである。
【請求項１５】
　請求項７記載の手術器具を有する電気機械手術装置において、前記モータアレンジメン
トは、前記第１の回転可能な駆動軸を回転させるように構成された第１のモータと、前記
第２の回転可能な駆動軸を回転させるように構成された第２のモータとを含むものである
。
【請求項１６】
　請求項１５記載の手術器具を有する電気機械手術装置において、この手術器具を有する
電気機械手術装置は、
　第１のコネクタと第２のコネクタとを有し、夫々のコネクタは、前記手術器具と前記電
気機械手術装置の夫々の前記駆動軸に着脱可能に結合するように構成されているものであ
る。
【請求項１７】
　請求項１５記載の手術器具を有する電気機械手術装置において、前記第１の回転可能な
駆動軸はアンビル駆動軸を有し、このアンビル駆動軸はアンビル部を開閉するように構成
されており、前記第２の回転可能な駆動軸はステープラ駆動軸を有し、これにより前記ス
テープルドライバ及びカッター部を駆動するものである。
【請求項１８】
　請求項１または２記載の手術器具を有する電気機械手術装置において、前記使用データ
は、前記センサにより検知された前記回転運動を示すものである。
【請求項１９】
　請求項１または２記載の手術器具を有する電気機械手術装置において、前記メモリは、
前記手術器具のシリアル番号を示すデータを格納するように構成されているものである。
【請求項２０】
　請求項１または２記載のいずれかの手術器具を有する電気機械手術装置において、この
手術器具を有する電気機械手術装置は、
　前記少なくとも１つの回転可能な駆動軸をその近端部から回転させるように構成された
モータアレンジメントを有し、
　前記少なくとも１つの回転可能な駆動軸は、前記手術器具に着脱自在に取り付けられて
いるものである。
【請求項２１】
　請求項１または２記載のいずれかの手術器具を有する電気機械手術装置において、前記
センサは、前記回転可能な駆動軸の回転運動を検知するように前記手術器具に対して位置
付けられているものである。
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【請求項２２】
　請求項１または２記載のいずれかの手術器具を有する電気機械手術装置において、前記
センサは、前記回転可能な駆動軸の回転運動を検知するように前記回転可能な駆動軸に対
して配置されているものである。
【請求項２３】
　請求項１または２記載のいずれかの手術器具を有する電気機械手術装置において、前記
センサは、前記回転可能な駆動軸の回転運動の量を検知するものである。
【請求項２４】
　請求項１または２記載のいずれかの手術器具を有する電気機械手術装置において、前記
センサは、前記回転可能な駆動軸の回転運動の方向を検知するものである。
【請求項２５】
　請求項１または２記載の手術器具を有する電気機械手術装置において、前記手術器具は
、身体に完全に挿入されるように構成されるものである。
【発明の詳細な説明】
【関連特許】
【０００１】
　これは、１９９９年６月２日に出願された米国特許出願番号０９／３２４，４５１の一
部継続出願としての、２０００年１１月２８日に出願された米国特許出願番号０９／７２
３，７１５の一部継続出願としての、２００１年４月１７日に出願された米国特許出願番
号０９／８３６，７８１の一部継続出願であり、１９９９年６月２日に出願された米国特
許出願番号０９／３２４，４５２の一部継続出願であり、１９９９年７月１２日に出願さ
れた米国特許出願番号０９／３５１，５３４の一部継続出願であり、米国特許出願番号０
９／３２４，４５２の一部継続出願としての、２０００年２月２２日に出願された米国特
許出願番号０９／５１０，９２３の一部継続出願であり、米国特許出願番号０９／３２４
，４５２の一部継続出願としての、２０００年２月２２日に出願された米国特許出願番号
０９／５１０，９２７の一部継続出願であり、及び２０００年２月２２日に出願された米
国特許出願番号０９／５１０，９３２の一部継続出願であって、夫々がその全体を本願明
細書において引用することにより明確に組み込まれるものである。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は電気機械式手術装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　文献には手術装置の説明が充実している。例えば、Ｓｊｏｓｔｒｏｍらによる米国特許
第４，７０５，０３８号では、動力器具用手術システムが説明されている。このシステム
は、ハンドピースを含むものであり、モータを収納して、かつ複数の手術装置のうちの１
つを受け入れるようにした凹部を含む。一対のリードスイッチが凹部内に配置されており
、各手術装置は、この装置がハンドピースと組み付けられた時にリードスイッチが特定の
組み合せで作動するようにされた１つ又は２つのマグネットを含むものである。組み付け
られたハンドピース及び手術装置のマグネットにより作動したリードスイッチの組み合せ
は、このハンドピースに組み付けられた手術装置をシステムに識別させる。このシステム
によって識別することができる手術装置数は、２つのマグネットを上限にして４つの可能
な組み合せに制限される。
【０００４】
　Ａｍｓらによる米国特許第４，９９５，８７７号では、回転従動式手術器具を備える装
置が説明されている。この装置は、ツールを挿入させるための駆動用モータを収納する把
持要素を含むものである。この装置は更に、装置の使用者によって手動で設定された動作
データを格納するためのストレージユニットを有するコントロールユニットを含むもので
ある。このようなデータは、プラグインの設備に挿入されるコードキャリアへ送信される
。
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【０００５】
　Ｍａｌｌａｂｙによる米国特許第５，２４９，５８３号では、ワイパーレスの位置セン
サを備えるエレクトロニックバイオプシー器具（electronic biopsy instrument）が説明
されている。スロットに入れられたディスク及びカムが、モータによって駆動される駆動
軸に取り付けられている。一対のセンサが配置され、これによりスロットに入れられたデ
ィスクのスロットがセンサ上に位置すると、各センサが作動し、それによってカニューレ
の位置及び器具のスタイルを判断する。このセンサ、スロットに入れられたディスク、カ
ム、モータ、及び器具に動力を与える再充電可能なバッテリは、器具のハウジング内に収
納されている。
【０００６】
　Ｈｏｏｖｅｎによる米国特許第５，３８３，８８０号では、検知手段を備える内視鏡手
術システムが説明されている。この器具は、把持ハウジング内に配置されたモータを含む
ものである。センサは、このシステムの器具のヘッド内に備えられており、周囲組織の血
液酸素容量を検知する。
【０００７】
　同様に、Ｂｙｒｎｅらによる米国特許第５，３９５，０３３号では、一対のジョー（ja
w）を有する内視鏡手術器具が説明されている。永久磁石が一方のジョーの末端部に配置
され、磁気抵抗センサが別のジョーの末端部に配置されている。この磁石は、ジョーの間
に磁界を生じさせ、センサが磁界の変化を測定してジョー間の距離が決定される。
【０００８】
　Ｔｓｕｒｕｔａらによる米国特許第５，４６７，９１１号は、生体組織をホチキス止め
及び留めるための手術装置が説明されている。この装置は、作動セクションと、この作動
セクションへ着脱可能に取り付けることができる挿入セクションとを含むものである。
【０００９】
　Ｈｏｏｖｅｎによる米国特許第５，５１８，１６３号、第５，５１８，１６４号、及び
第５，６６７，５１７号では、ハンドル部に配置されたモータを含む内視鏡手術システム
が説明されている。周囲組織の血液酸素容量を検知するために使用される検知部材は、器
具のヘッド内に配置されている。また、接触部が器具のヘッド内に備えられている。シス
テムのファイアリングナットがヘッド内で前方に移動し、その中に配置された手術ステー
プルを駆動して形成すると、このファイアリングナットは前記接触部に係合し、これによ
りモータを反転させてファイアリングナットを収納する。
【００１０】
　Ｙｏｕｎｇらによる米国特許第５，６５３，３７４号、Ａｌｅｓｉらによる米国特許第
５，７７９，１３０号、及びＶｉｏｌａらによる米国特許第５，９５４，２５９号では、
内蔵型電動手術装置が説明されており、把持用器具の筐体内に配置されたモータアセンブ
リ及び動力源が含まれるものである。
【００１１】
　上述したこれらの器具及びシステムは、多くの不利点を被るものである。例えば、いく
つかの上記器具及びシステムにおいては、モータが器具のハンドル内に配置されている。
サイズの制限上、通常、これらのモータは限定的なトルクを提供するものである。ある上
記器具及びシステムにおいては、バッテリがハンドル内に備え付けられており、モータに
動力が与えられる。しかし、このようなバッテリシステムでは、モータに対して限定的な
電力が提供され、更にこのモータによるトルク出力が制限される。
【００１２】
　加えて、前記器具及びシステムの作動要素の位置を正確に確定することは、通常できな
い。
【００１３】
　上記器具及びシステムの更なる不利点は、このような器具及びシステムが手動操作及び
動作を通常必要とすることである。モータがこのような器具のハンドル内に備えられてい
る場合、手動操作及び動作はオペレータにとって厄介で扱いにくいものである。
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【００１４】
　従って、本発明の目的は、電気機械式手術装置を提供し、手術器具とは離れてモータシ
ステムを提供することである。
【００１５】
　本発明の更なる目的は、遠隔コントロールユニットを介して動作させることができる電
気機械式手術装置を提供することである。
【００１６】
　本発明の別の目的は、電気機械式手術装置を提供し、それの構成要素の相対的な位置を
正確に判断させることである。
【００１７】
　本発明の更なる別の目的は、複数の動作用プログラム又はアルゴリズムを含む電気機械
式手術装置を提供することである。各動作用プログラム又はアルゴリズムは、電気機械式
手術装置に取り付けることができる各手術器具又はアタッチメントに対応するものである
。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明の上記及び他の有益な目的及び利点は、本願明細書で説明されるような電気機械
式手術装置を提供することによって最も効果的に実現されるものである。１の実施例にお
いて、電気機械式手術装置は、：ハウジングと；前記ハウジングから延びる伸長したシャ
フトであって、前記伸長したシャフトの末端は手術器具へ着脱可能に結合させることがで
きる、前記伸長したシャフトと、；前記伸長したシャフト内に配置された少なくとも２つ
の軸方向に回転可能な駆動軸であって、前記各駆動軸の末端は前記手術器具に結合される
ように構成されている、前記駆動軸と、；前記伸長したシャフトの前記末端を操縦するよ
うに構成される操作ケーブルアレンジメントと、；前記ハウジング内に配置され、前記駆
動軸及び前記操作ケーブルアレンジメントを駆動させるように構成されたモータシステム
と、を含むものである。
【００１９】
　別の実施例においては、前記電気機械式手術装置は、コントロールシステムと、前記コ
ントロールシステムと通信し、前記コントロールシステムを介して前記モータシステムを
コントロールする遠隔コントロールユニットとを含むものである。この遠隔コントロール
ユニットは、有線の遠隔コントロールユニット及び／又はワイヤレスの遠隔コントロール
ユニットを含んでもよい。
【００２０】
　更なる別の実施例においては、前記電気機械式手術装置は、前記駆動軸の回転を検知す
るように構成されたセンサを含むものである。このコントロールシステムは、前記手術器
具の要素の位置を前記駆動軸の検知された回転に基づいて判断するように構成されるもの
である。
【００２１】
　更なる別の実施例においては、前記電気機械式手術装置は、夫々が各タイプの手術器具
に対応する複数の動作用プログラム又はアルゴリズムを格納するように構成された第１の
メモリユニットを含むものである。このコントロールシステムは、前記電気機械式手術装
置に取り付けられた手術器具のタイプを検知し、前記取り付けられた手術器具に対応する
動作用プログラム又はアルゴリズムを選択又は読み取るように構成されるものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　当該技術分野における当業者は、下記の説明を添付の図１～２３ｂと併せて包括的に見
ることにより、本発明の理解を得るものである。個々の参照符号は、複数の図面に亘って
同一若しくは同様の要素を示すものである。
【００２３】
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　図１を参照すると、本発明の実施例による電気機械式手術装置１０の斜視図が示されて
いる。電気機械式手術装置１０は、例えば、フロントパネル１５を有するハウジング１４
を含む遠隔式動力制御装置１２（remote power console）を含むものであってもよい。フ
ロントパネル１５に取り付けられているのは、下記でより詳細に説明される表示装置１６
とインジケータ１８ａ、１８ｂである。可撓軸２０はハウジング１４から延出してもよく
、第１のカップリング材２２を通してそのハウジングに着脱可能に固定されてもよい。可
撓軸２０の末端２４は、手術器具又はアタッチメントをこの可撓軸２０の末端２４へ着脱
可能に固定させる第２のカップリング材２６を含むものであってもよい。手術器具又はア
タッチメントは、例えば、手術用ホチキス、手術用カッター、手術用ステープラカッター
、リニアサージカルステープラ（linear surgical stapler）、リニアサージカルステー
プラカッター（a linear surgical stapler-cutter）、サーキュラーサージカルステープ
ラ（a circular surgical stapler）、サーキュラーサージカルステープラカッター（a c
ircular surgical stapler-cutter）、手術用クリップアプライア（a surgical clip app
lier）、手術用クリップリゲイタ（a surgical clip ligator）、手術用クランプ装置（a
 surgical clamping device）、血管拡大装置（a vessel expanding device）、ルーメン
拡大装置（a lumen expanding device）、外科用メス、液体送出装置又は他のタイプの手
術器具を含むものであってよい。このような手術器具は、例えば、標題が「A Stapling D
evice for Use with an Electromechanical Driver Device for Use with Anastomosing,
 Stapling, and Resecting instruments」である米国特許出願第０９／３２４，４５１号
、標題が「Electromechanical Driver Device for Use with Anastomosing, Stapling, a
nd Resecting Instruments」である米国特許出願第０９／３２４，４５２号、標題が「Au
tomated Surgical Stapling System」である米国特許出願第０９／３５１，５３４号、標
題が「A Vessel and Lumen Expander Attachment for Use with an Electromechanical D
river Device」である米国特許出願第０９／５１０，９２６号、標題が「Electromechani
cal Driver and Remote Surgical Instruments Attachment Having Computer Assisted C
ontrol Capabilities」である米国特許出願第０９／５１０，９２７号、標題が「A Tissu
e Stapling Attachment for Use with an Electromechanical Driver Device」である米
国特許出願第０９／５１０，９３１号、標題が「A Fluid Delivery Mechanism for Use w
ith Anastomosing, Stapling, and Resecting Instruments」である米国特許出願第０９
／５１０，９３２号、及び標題が「A Fluid Delivery Device for Use with Anastomosin
g， Stapling, and Resecting Instruments」である米国特許出願第０９／５１０，９３
３号に説明されており、これら夫々は、ここで参照することによって、完全に本願明細書
に明確に組み込まれるものである。
【００２４】
　図２を参照すると、可撓軸２０の側面（部分的に断面）図が示されている。１の実施形
態によると、可撓軸２０はチューブ状のシース２８を含み、コーティング又は他の密閉処
理が含まれその内部チャネル４０と周囲との間に液体密閉シールが提供されてもよい。シ
ース２８は、組織適合性のある、殺菌可能なエラストマー系材料から形成されてもよい。
また、このシース２８は、オートクレーブが可能な材料から形成されてもよい。可撓軸２
０の内部チャネル４０内に配置され、その全長に沿って延びているのは、第１の回転可能
な駆動軸３０と、第２の回転可能な駆動軸３２と、第１の操作ケーブル３４と、第２の操
作ケーブル３５と、第３の操作ケーブル３６と、第４の操作ケーブル３７と、データ送信
ケーブル３８である。図３は、図２に示されるライン３－３に沿った可撓軸２０の断面図
であり、複数のケーブル３０、３２、３４、３５、３６、３７、３８を更に示すものであ
る。操作ケーブル３４、３５、３６、３７の各末端は、可撓軸２０の末端２４に取り付け
られている。複数のケーブル３０、３２、３４、３５、３６、３７、３８の夫々が、個別
のシース内に収納されてもよい。
【００２５】
　例えば、第１の回転可能な駆動軸３０及び第２の回転可能な駆動軸３２は、例えば編ま
れた又はらせん状の駆動ケーブル等のように、高可塑性の駆動軸として構成されてもよい
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。このような高可塑性の駆動ケーブルは、トルクを伝達する特性や機能を制限するもので
あると理解される。また、図９ａに示されるサーキュラーサージカルステープラアタッチ
メント２５０と図９ｂ及び図９ｃに示されるサーキュラーサージカルステープラアタッチ
メント２２５０や、後述の可撓軸２０に着脱可能に取り付けることができる手術器具又は
他のアタッチメントは、駆動軸３０、３２によって伝達可能なトルクよりも高いトルクを
必要とすることが理解される。従って、駆動軸３０、３２は低トルクを高速で伝達するよ
うに構成されており、この高速／低トルクは、例えば、手術器具若しくはアタッチメント
及び／又は遠隔動力制御装置１２内の、ドライブ可撓軸２０の末端及び／又は近端に配置
されたギアリングアレンジメントによって低速／高トルクに変換されるものである。この
ようなギアリングアレンジメントは、ハウジング１４内に配置されたモータと可撓軸２０
に取り付けられた手術器具若しくは着脱可能に取り付けることができる他のアタッチメン
トとの間の伝動機構に従う任意の適切な位置に提供されてもよい。このようなギアリング
アレンジメントは、例えば、スパーギアアレンジメント、遊星ギアアレンジメント、ハー
モニックギアアレンジメント、サイクロイド駆動アレンジメント、プラネットギアアレン
ジメント、等を含むものであってよい。高速／低トルクを低速／高トルクに変換するギア
リングアレンジメントを有するサーキュラーサージカルステープラアタッチメント２２５
０の実施例は、図９ｂ及び９ｃに示され、かつ下記に説明されている。
【００２６】
　図４を参照すると、第１のカップリング材２２の後部が示されている。第１のカップリ
ング材２２は、この第１のカップリング材２２に夫々回転可能に取り付けられた、第１の
コネクタ４４と、第２のコネクタ４８と、第３のコネクタ５２と、第４のコネクタ５６と
を含むものである。各コネクタ４４、４８、５２、５６は、夫々凹部４６、５０、５４，
５８を含むものである。図４に示されるように、各凹部４６，５０，５４，５８は、六角
形であってもよい。しかし、下記により詳細に説明されるように、凹部４６，５０，５４
，５８は、コネクタ４４、４８、５２、５６をハウジング１２内に収納されたモータアレ
ンジメントが対応する駆動軸へ非回転可能に結合されかつ厳格に取り付けられるための、
任意の形状又は構成を有してもよいと理解される。補完的な突起がモータアレンジメント
の各駆動軸に与えられ、これにより、下記のように可撓軸２０の駆動要素を駆動させても
よいと理解される。また、凹部が駆動軸に提供され、補完的な突起がコネクタ４４、４８
、５２、５６に提供されてもよいと理解される。コネクタ４４、４８、５２、５６とモー
タアレンジメントの駆動軸とを非回転可能かつ着脱可能に結合するように構成された任意
のその他のカップリングアレンジメントが提供されてもよい。
【００２７】
　コネクタ４４、４８、５２、５６の１つは第１の駆動軸３０に非回転可能に固定され、
コネクタ４４、４８、５２、５６の別の１つは第２の駆動軸３２に非回転可能に固定され
る。コネクタ４４、４８、５２、５６の残りの２つは張力を操作ケーブル３４，３５，３
６，３７に働かせるように構成された伝達要素に係合し、これにより可撓軸２０の末端２
４を導く。データ伝達ケーブル３８は電気的かつ論理的にデータコネクタ６０と結合され
ている。データコネクタ６０は、例えば、データケーブル３８に含まれる個々のワイヤ数
に応じた等しい数の電気接触部６２を含むものである。第１のカップリング材２２は、鍵
構造４２を含み、第１のカップリング材２２をハウジング１２に配置された接合及び相補
的なカップリングアレンジメントに適切に適合させる。このような鍵構造４２は、第１の
カップリング材２２とハウジング１２に配置された接合及び相補的なカップリングアレン
ジメントのどちらか１つ又は両方に提供されてもよい。第１のカップリング材２２は、容
易接続型のコネクタを含むものであってもよく、例えば、単に押す動作を用いて第１のカ
ップリング材２２とハウジング１２とを係合させるものであってもよい。シールが任意の
複数のコネクタ４４，４８、５２、５６、６０と関連して提供され、第１のカップリング
材２２内部とその周囲との間に液体密封シールが提供されてもよい。
【００２８】
　図５を参照すると、可撓軸２０の第２のカップリング材２６の前端を示すものである。
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第２のカップリング材２６は第１のコネクタ６６と第２のコネクタ６８とを含み、夫々が
第２のカップリング材２６に回転可能に固定され、夫々が第１及び第２の駆動軸３０、３
２が対応する１つの末端に非回転可能に固定されたものである。容易接続型のフィッティ
ング材６４が第２のカップリング材２６に提供され、手術器具又はそれへのアタッチメン
トを着脱可能に固定させる。この容易接続型のフィッティング材６４は、例えば、回転式
容易接続型のフィッティング材、バイオネット型のフィッティング材等であってもよい。
鍵構造７４は第２のカップリング材２６に提供され、手術器具又はアタッチメントを第２
のカップリング材２６に適切に位置決めさせる。手術器具若しくはアタッチメントを可撓
軸２０に対して適切に位置決めするための鍵構造又は他のアレンジメントは、第２のカッ
プリング材２６及び手術器具若しくはアタッチメントのいずれか１つ又は両方に提供され
てもよい。加えて、容易接続型のフィッティング材が手術器具又はアタッチメントに提供
されてもよい。また、電気接触部７２を有するデータコネクタ７０が第２のカップリング
材に提供されてもよい。第１のカップリング材２２のデータコネクタ６０のように、第２
のカップリング材２６のデータコネクタ７０は、データ伝達ケーブル３８の対応するワイ
ヤに電気的かつ論理的に接続された接触部７２と、データコネクタ６０の接触部６２とを
含むものである。シールがコネクタ６６，６８、７０と関連して提供され、第２のカップ
リング材２６内部とその周囲との間に液体密封シールが提供されてもよい。
【００２９】
　遠隔動力制御装置１２のハウジング１４内に配置されたのは、駆動軸３０、３２と操作
ケーブル３４、３５、３６、３７を駆動させるように構成された電子機械式駆動要素であ
って、これにより電気機械式手術装置１０と手術器具又は第２のカップリング材２６に取
り付けられたアタッチメントとを動作させる。図６に概略的に示された実施例において、
動力源を介して夫々動作する５つの電気モータ７６、８０、８４、９０、９６は、遠隔動
力制御装置１２に配置される。しかし、任意の適切な数のモータが提供され、このモータ
は電池、線電流、直流電源、電気的にコントロールされた直流電源等を介して動作しても
よいと理解される。また、このモータは、直流電源に結合され、同様に線電流に結合され
て動作用電流がモータに供給されてもよいものであると理解される。
【００３０】
　図６は、モータの可能なアレンジメントの１つを概略的に示すものである。第１のカッ
プリング材２２（その結果、可撓軸２０）がハウジング１４と係合し、これにより第１の
駆動軸３０と第２のカップリング材２６の第１のコネクタ６６とを駆動させるとき、第１
のモータ７６の出力シャフト７８は第１のカップリング材２２の第１のコネクタ４４に係
合する。同様に、第１のカップリング材２２（その結果、可撓軸２０）がハウジング１４
と係合し、これにより第２の駆動軸３２と第２のカップリング材２６の第２のコネクタ６
８とを駆動させるとき、第２のモータ８０の出力シャフト８２は第１のカップリング材２
２の第２のコネクタ４８に係合する。第１のカップリング材２２（その結果、可撓軸２０
）がハウジング１４と係合し、これにより第１及び第２の操作ケーブル３４、３５を第１
のプーリアレンジメント８８を介して駆動させるとき、第３のモータ８４の出力シャフト
８６は第１のカップリング材２２の第３のコネクタ５２に係合する。第１のカップリング
材２２（その結果、可撓軸２０）がハウジング１４と係合し、これにより第３及び第４の
操作ケーブル３６、３７を第２のプーリアレンジメント９４を介して駆動させるとき、第
４のモータ９０の出力シャフト９２は第１のカップリング材２２の第４のコネクタ５６に
係合する。この第３及び第４のモータ８４、９０は、キャリッジ１００に固定されてもよ
い。このキャリッジは、第３及び第４のモータ８４、９０を、対応するプーリアレンジメ
ント８８、９４に選択的に係合及び非係合させ、これにより可撓軸２０を必要に応じて緊
張及び操縦可能又は柔軟にさせるため、第１の位置と第２の位置との間にある第５のモー
タ９６の出力シャフト９８を介して選択的に移動させることができる。その他の機械的、
電気的又は電子機械式のメカニズムが使用され、操作メカニズムを選択的に係合又は非係
合させるものであってもよいと理解される。モータは、例えば、標題が「A Carriage Ass
embly for Controlling a Steering Wire Mechanism Within a Flexible Shaft」である
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米国特許出願第０９／５１０，９２３に説明されているようにアレンジかつ構成されても
よい。なお、これは全て本願明細書で参照することによって組み込まれる。
【００３１】
　任意の１以上のモータ７６、８０、８４、９０、９６は、高速／低トルクのモータ又は
低速／高トルクのモータであってもよいと理解される。上記のように、第１の回転可能な
駆動軸３０と第２の回転可能な駆動軸３２とは、高速及び低トルクを伝達するように構成
されてもよい。従って、第１のモータ７６及び第２のモータ８０は、高速／低トルクのモ
ータとして構成されてもよい。或いは、第１のモータ７６及び第２のモータ８０は、第１
のモータ７６及び第２のモータ８０と対応する１つの第１の回転可能な駆動軸３０及び第
２の回転可能な駆動軸３２との間に配置されたトルク減少／速度増加のギアアレンジメン
トと共に低速／高トルクのモータとして構成されてもよい。このようなトルク減少／速度
増加のギアアレンジメントは、例えば、スパーギアアレンジメント、遊星ギアアレンジメ
ント、ハーモニックギアアレンジメント、サイクロイダル駆動アレンジメント、プラネッ
トギアアレンジメント、等を含んでもよい。このようなギアアレンジメントは、遠隔動力
制御装置１２内又は、例えば第１のカップリング材２２内の可撓軸２０の近端内に配置さ
れてもよいと理解される。このギアアレンジメントは、第１の回転可能な駆動軸３０及び
／又は第２の回転可能な駆動軸３２の末端及び／又は近端に提供され、それのワインドア
ップ及び破損を防止するものであると理解される。
【００３２】
　図７を参照すると、電気機械式手術装置１０の概略図を示すものである。コントローラ
１２２は、遠隔動力制御装置１２のハウジング内に提供され、電気機械式手術装置１０及
び任意の手術器具若しくは可撓軸２０に取り付けられるアタッチメントの全機能及び動作
をコントロールするように構成される。メモリユニット１３０が提供され、ＲＯＭコンポ
ネント１３２及び／又はＲＡＭコンポネント１３４などのメモリ装置を含んでもよい。Ｒ
ＯＭコンポネント１３２はコントローラ１２２とライン１３６を介して電気的及び論理的
に接続されており、ＲＡＭコンポネント１３４はコントローラ１２２とライン１３８を介
して電気的及び論理的に接続されている。ＲＡＭコンポネント１３４は、例えば、磁気メ
モリ装置、光学メモリ装置、磁気光メモリ装置、電子メモリ装置等の任意のタイプのラン
ダムアクセスメモリを含んでもよい。同様に、ＲＯＭコンポネント１３２は、例えば、Ｐ
ＣカードやＰＣＭＣＩＡ型等の取り外し可能なメモリ装置等の任意のタイプの読み取り専
用メモリを含んでもよい。ＲＯＭコンポネント１３２とＲＡＭコンポネント１３４は、単
一ユニット又は別々のユニットとして実施されてもよく、ＲＯＭコンポネント１３４及び
／又はＲＡＭコンポネント１３４はＰＣカードやＰＣＭＣＩＡ型の装置の形状で提供され
てもよいと理解される。コントローラ１２２は、更に、ハウジング１４のフロントパネル
１５、より具体的には、表示装置１６にライン１５４を介して、及びインジケータ１８ａ
、１８ｂに各ライン１５６、１５８を介して、接続されている。ライン１１６、１１８、
１２４、１２６、１２８は、コントローラ１２２を第１、第２、第３、第４及び第５のモ
ータ７６、８０、８４、９０、９６に夫々電気的及び論理的に接続されている。有線の遠
隔コントロールユニット（ＲＣＵ）１５０は、コントローラ１２２にライン１５２を介し
て電気的及び論理的に接続されている。また、ワイヤレスＲＣＵ１４８が提供され、ライ
ン１４４を介してトランシーバ１４０に接続された受信／送信ユニット１４６へ、ワイヤ
レスリンク１６０を介して通信する。このトランシーバ１４０はコントローラ１２２にラ
イン１４２を介して電気的及び論理的に接続されている。ワイヤレスリンク１６０は、例
えば、赤外リンク等の光学リンク、ラジオリンク又はその他のワイヤレス通信リンクであ
ってもよい。
【００３３】
　例えば、ＤＩＰスイッチの配列であってもよい、スイッチ装置１８６は、コントローラ
１２２にライン１８８を介して接続されている。スイッチ装置１８６は、例えば、メッセ
ージの表示に使用される複数の言語及び表示装置１６のプロンプトから１つを選択するよ
うに使用されてもよい。このメッセージやプロンプトは、例えば、電気機械式手術装置１
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０の動作及び／又はステータスや、若しくは任意の手術器具又は取り付けられるアタッチ
メントに関連付けられてもよい。
【００３４】
　本発明の実施例によると、第１のエンコーダ１０６が第２のカップリング材２６内に提
供され、第１の駆動軸３０の回転に応じてかつ従いシグナルを出力するように構成される
。また、第２のエンコーダ１０８が第２のカップリング材２６内に提供され、第２の駆動
軸３２の回転に応じてかつ従いシグナルを出力するように構成される。各エンコーダ１０
６、１０８によるシグナル出力は、各駆動軸３０、３２の回転位置だけでなく、その回転
方向も示すものであってよい。このようなエンコーダ１０６、１０８は、例えば、ホール
効果装置、光学装置などであってもよい。エンコーダ１０６、１０８は第２のカップリン
グ材内に配置されると説明されているが、このエンコーダ１０６、１０８はモータシステ
ムと手術器具若しくはアタッチメントとの間の任意の位置に提供されてもよいと理解され
る。このエンコーダ１０６、１０８を第２のカップリング材２６内又は可撓軸２０の末端
で提供することは、駆動軸の回転の適切な決定を提供すると理解される。エンコーダ１０
６、１０８が可撓軸２０の近端に配置される場合、第１及び第２の回転可能な駆動軸３０
、３２のワインドアップは測定エラーを招く。
【００３５】
　図８は、ホール効果装置を含むエンコーダ１０６、１０８の概略図である。駆動軸３０
、３２に非回転可能に取り付けられているのは、北極２４２と南極２４４とを有するマグ
ネット２４０である。エンコーダ１０６、１０８は、更に、第１のセンサ２４６と第２の
センサ２４８とを含み、駆動軸３０、３２の長手軸又は回転軸に対しておよそ９０°離間
して配置されている。センサ２４６、２４８の出力は持続的であり、その状態はセンサの
検知範囲における磁界の極性の変化に応じて変化する。従って、エンコーダ１０６、１０
８からの出力シグナルに基づいて、駆動軸３０、３２の角度位置が４分の１回転内で決定
されてもよく、駆動軸３０、３２の回転方向が決定されてもよい。各エンコーダ１０６、
１０８の出力は、データ送信ケーブル３８の各ライン１１０、１１２を介してコントロー
ラ１２２へと送られる。このコントローラ１２２は、エンコーダ１０６、１０８からの出
力シグナルに基づく駆動軸３０、３２の角度位置及び回転方向をトラッキングすることに
より、手術器具又は電気機械式手術装置１０に接続されたアタッチメントの構成要素の位
置及び／又は状態を決定することができる。すなわち、駆動軸３０、３２の回転を数える
ことにより、コントローラ１２２は手術器具又は電気機械式手術装置１０に接続されたア
タッチメントの構成要素の位置及び／又は状態を決定することができる。
【００３６】
　例えば、図９ａに断面で概略的に示されているようなサーキュラーサージカルステープ
ラアタッチメント２５０において、このサーキュラーサージカルステープラアタッチメン
ト２５０は、可撓軸２０の第２のカップリング材２６と協働して、このサーキュラーサー
ジカルステープラアタッチメント２５０を着脱可能に取り付けるようにサイズと構成が適
合されたカップリング材２６０を含む。サーキュラーサージカルステープラアタッチメン
ト２５０は、アンビルステム２５８の末端に取り付けられたアンビル２５６を有するアン
ビル部２５４を含むものである。このアンビルステム２５８は、サーキュラーサージカル
ステープラアタッチメント２５０の筐体部２５２内で回転可能に固定されているアンビル
駆動軸２６２の動作によって伸長されかつ引き込まれる。アンビル駆動軸２６２の近端は
、第２のカップリング材２６の第１のコネクタ６６と結合するようにサイズ及び構成が適
合された第１のコネクタ２６８を含む。サーキュラーサージカルステープラアタッチメン
ト２５０は更に、ステープルドライバ／カッター駆動軸２６６の回転によって駆動される
ステープルドライバ／カッター２６４を含む。ステープルドライバ／カッター駆動軸２６
６の近端は第２のコネクタ２７０を含み、第２のカップリング材２６の第２のコネクタ６
８と結合するようにサイズ及び構成が適合されている。従って、図９ａに示される例示の
サーキュラーサージカルステープラアタッチメント２５０において、アンビル２５６の伸
縮は第１のモータ７６の動作によって影響を受け、ステープルドライバ／カッター２６４
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の伸縮は第２のモータ８０の動作によって影響を受ける。このアンビル駆動軸２６２のピ
ッチ及びこのステープラドライバ／カッター駆動軸２６６のピッチは、所定かつ公知の数
量である。すなわち、アンビル２５６及びステープルドライバ／カッター２６４の移動距
離は、対応する駆動軸３０、３２の回転の機能であって、それに基づいて確かめることが
できる。アンビル２５６及びステープルドライバ／カッター２６４の絶対位置をある時点
で確認することにより、エンコーダ１０６、１０８からの出力シグナルと、アンビル駆動
軸２６２及びステープルドライバ／カッター駆動軸２６６の公知のピッチとに基くアンビ
ル２５６及びステープルドライバ／カッター２６４の相対移動を用いて、その後のアンビ
ル２５６及びステープルドライバ／カッター２６４の絶対位置をいつでも確認してよい。
アンビル２５６及びステープルドライバ／カッター２６４の絶対位置は、サーキュラーサ
ージカルステープラアタッチメント２５０が可撓軸２０へ最初に結合された時点で固定か
つ確定されてもよい。或いは、例えば、筐体部２５２に対するアンビル２５６及びステー
プルドライバ／カッター２６４の位置は、エンコーダ１０６、１０８からの出力シグナル
に基いて定めされてもよい。
【００３７】
　サーキュラーサージカルステープラアタッチメント２５０は、第２のカップリング材２
６のコネクタ７０に電気的かつ論理的に接続されるようにサイズ及び構成が適合されたデ
ータコネクタ２７２を更に含むものである。実施例において、データコネクタ２７２は、
コネクタ７０のリード７２の数と同数の接触部（図示せず）を含むものである。このサー
キュラーサージカルステープラアタッチメント２５０内に収納されるのは、前記データコ
ネクタ２７２と電気的かつ論理的に接続されたメモリユニット１７４である。メモリユニ
ット１７４は、例えばEEPROM、EPROM等であってもよく、また、例えば、サーキュラーサ
ージカルステープラアタッチメント２５０の筐体部２５２内に収納されてもよいものであ
る。
【００３８】
　図９ｂは、サーキュラーサージカルステープラアタッチメント２２５０の第２の実施例
における概略断面図である。このサーキュラーサージカルステープラアタッチメント２２
５０は、可撓軸２０の第２のカップリング材２６と協働し、前記サーキュラーサージカル
ステープラアタッチメント２２５０を着脱可能に取り付けるようにサイズ及び構成が適合
されたカップリング材２２６０を含む。サーキュラーサージカルステープラアタッチメン
ト２２５０は、アンビルステム２２５８の末端に取り付けられたアンビル２２５６を有す
るアンビル部２２５４を含むものである。このアンビルステム２２５８は、トロカール２
２７４に着脱可能に固定されてもよい。このアンビルステム２２５８は、前記サーキュラ
ーサージカルステープラアタッチメント２２５０の筐体部２２５２内に回転可能に固定さ
れたアンビル駆動軸２２６２の動作によって、伸縮する。前記アンビル駆動軸２２６２の
回転が前記アンビルステム２２６２を伸縮させるように、前記アンビル駆動軸２２６２は
外面を螺子状にしてもよく、また前記トロカール２２７４はその近端２２７６で内面を螺
子状にしてもよい。このアンビル駆動軸２２６２の近端は、第２のカップリング材２６の
第１のコネクタ６６と結合するようにサイズ及び構成が適合された第１のコネクタ２２６
８を含む。サーキュラーサージカルステープラアタッチメント２２５０は、ステープルド
ライバ／カッター駆動軸２２６６の回転によって駆動されるステープルドライバ／カッタ
ー２２６４を更に含むものである。このステープルドライバ／カッター駆動軸２２６６の
近端は、第２のカップリング材２６の第２のコネクタ６８と結合するようにサイズ及び構
成が適合された第２のコネクタ２２７０を含む。ギアリングアレンジメント２２７８は、
前記ステープルドライバ／カッター駆動軸２２６６と前記ステープルドライバ／カッター
２２６４との間に配置される。前記ギアリングアレンジメント２２７８は、例えば、plan
etary gear arrangement, a harmonic gear arrangement, cycloidal drive arrangement
, an epicyclic gear arrangement, etc.,を含むものであってもよい。なお、これらは第
２の回転駆動軸３２によって伝達された高速／低トルクを低速／高トルクに変換し、本願
明細書でさらに詳述するように、前記ステープルをイジェクト及びフォームするように構
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成されるものである。図９ｃは、前記ギアリングアレンジメントの拡大図であって、遊星
ギアアレンジメント、すなわち遊星ギア２２８０ａ、２２８０ｂ、２２８０ｃ、２２８０
ｄの４つのセットを含むものである。前記サーキュラーサージカルステープラアタッチメ
ント２２５０の第２の実施例の動作は、上記で詳細に述べられたようなサーキュラーサー
ジカルステープラアタッチメント２５０の第１の実施例の動作と同様のものである。
【００３９】
　図１０は前記メモリユニット１７４を概略的に示すものである。図１０に示されるよう
に、データコネクタ２７２は接触部２７６を含み、夫々が電気的かつ論理的に対応するラ
イン２７８を介してメモリユニット１７４へ接続されている。メモリユニット１７４は、
例えば、シリアルナンバーデータ１８０、アタッチメントタイプ識別（ＩＤ）データ１８
２、及び使用データ１８４を格納するように構成される。メモリユニット１７４には、更
に他のデータが格納されてもよい。前記シリアルナンバーデータ１８０及び前記ＩＤデー
タ１８２は共に、読み取りのみのデータとして構成されてもよい。この実施例において、
シリアルナンバーデータ１８０は、特定の手術器具又はアタッチメントを独自に識別する
データであり、ＩＤデータ１８２は例えばサーキュラーサージカルステープラアタッチメ
ント、リニアサージカルステープラアタッチメント等のアタッチメントのタイプを識別す
るデータである。前記使用データ１８４は、特定のアタッチメントの使用を示すものであ
って、例えば、前記サーキュラーサージカルステープラアタッチメント２５０の前記アン
ビル２５６が前進した回数、又は前記サーキュラーサージカルステープラアタッチメント
２５０の前記ステープルドライバ／カッター２６４が前進若しくはファイアした回数等を
示すものである。
【００４０】
　各種の手術器具又は前記可撓軸２０の末端２４に取り付け可能なアタッチメントは、１
回又は複数回使用されるように設計かつ構成されてもよいと理解される。また、この手術
器具又はアタッチメントは、所定の回数使用されるように設計かつ構成されてもよい。従
って、前記処理データ１８４は、前記手術器具又はアタッチメントが使用されたか否か及
び使用回数が最大使用許容数を超えたか否かを定めるように使用されてよい。下記に詳細
に説明されているように、最大使用許容数に到達した後に手術器具又はアタッチメントを
使用すると、ＥＲＲＯＲ状態を生じさせる。
【００４１】
　図９ａに示される前記サーキュラーサージカルステープラアタッチメント２５０は、前
記電気機械式手術装置１０と関連して使用されるサージカルアタッチメントの単なる例示
にすぎないと理解されるものである。更に、上記に列挙されたような任意の他のタイプの
手術器具又はアタッチメントは、前記電気機械式手術装置１０と関連して使用されてもよ
いと理解されるものである。特定タイプの手術器具又はアタッチメントに関係なく、本発
明の実施例において、前記手術器具又はアタッチメントは、前記手術器具又はアタッチメ
ントの適切な動作の必要に応じてカップリング要素２６８、２７０、２７２と、前記メモ
リユニット１７４とを含むものである。前記駆動軸及びモータは、前記サーキュラーサー
ジカルステープラアタッチメント２５０の特定機能に影響を与えるよに記載されるもので
あるが、この駆動軸及びモータは他のタイプの手術器具又はアタッチメントの同一若しく
は他の機能に影響を与えるものであってもよいと理解される。
【００４２】
　再度図７を参照し、本発明の実施例に従うと、前記コントローラ１２２は、前記手術器
具又はアタッチメントが前記可撓軸２０へ最初に接続されたとき、前記手術器具又はアタ
ッチメントの前記メモリユニット１７４からの前記ＩＤデータ１８２を読み取るように構
成されるものである。前記メモリユニット１７４は、データ送信ケーブル３８のライン１
２０を介して前記コントローラ１２２へ電気的かつ論理的に接続される。前記読み取った
ＩＤデータ１８２に基づいて、前記コントローラ１２２は、前記可撓軸２０に接続された
手術器具又はアタッチメントのタイプに対応する動作用プログラムまたはアルゴリズムを
前記メモリユニット１３０から読み取る又は選択するように設定される。前記メモリユニ
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ット１３０は、夫々利用可能なタイプの手術器具又はアタッチメント用の動作用プログラ
ム又はアルゴリズムを格納するように設定され、前記コントローラ１２２が取り付けられ
た手術器具又はアタッチメントのメモリユニット１７４から読み取られたＩＤデータ１８
２に従って前記メモリユニット１３０から動作用プログラム又はアルゴリズムを選択及び
／又は読み取る。上記のように、前記メモリユニット１３０は、取り外し可能なＲＯＭコ
ンポネント１３２及び／又はＲＡＭコンポネント１３４を含んでもよい。従って、前記メ
モリユニット１３０に格納されたこの動作用プログラム又はアルゴリズムは、必要に応じ
てアップデート、追加、削除、改善、若しくは修正がなされてもよい。前記メモリユニッ
ト１３０に格納されたこの動作用プログラム又はアルゴリズムは、例えば、ユーザの嗜好
に基づいてカスタマイズすることができてもよい。例えば、キーボード、マウス、ポイン
ティングデバイス、タッチスクリーン等のデータ入力装置が、例えばデータ接続ポートを
介して、前記メモリユニット１３０に接続され、動作用プログラム又はアルゴリズムのカ
スタマイズを促進させてもよい。或いは若しくは更に、動作用プログラム又はアルゴリズ
ムは、電気機械式手術装置１０から遠隔的にメモリユニット１３０にカスタマイズかつ予
めプログラムしてもよい。また、シリアルナンバーデータ１８０及び／又は使用データ１
８４は、複数の動作用プログラム又はアルゴリズムのうちのどれがメモリユニット１３０
から読み取られ又は選択されたかを決定するために使用されてもよいと理解されるもので
ある。また、動作用プログラム又はアルゴリズムは代替的に手術器具又はアタッチメント
のメモリユニット１７４に格納され、データ送信ケーブル３８を介してコントローラ１２
２へと送信されてもよいと理解されるものである。一旦適切な動作用プログラム又はアル
ゴリズムがコントローラ１２２に読み取られ又は選択されると、若しくはコントローラ１
２２へ送信されると、このコントローラ１２２は、有線のＲＵＣ１５０及び／又はワイヤ
レスのＲＵＣ１４８を介してユーザによって実現される動作に従って、動作用プログラム
又はアルゴリズムを実行させる。上記に示されたように、このコントローラ１２２は、第
１、第２、第３、第４及び第５のモータ７６、８０、８４、９０、９６に夫々ライン１１
６、１１８、１２４、１２６、１２８を介して電気的かつ論理的に接続され、夫々のライ
ン１１６、１１８、１２４、１２６、１２８を介して読み取った、選択した又は送信した
動作用プログラム又はアルゴリズムに従って、これらのモータ７６、８０、８４、９０、
９６をコントロールする。
【００４３】
　図１１を参照すると、ワイヤレスＲＵＣ１４８の概略図が示されている。ワイヤレス１
４８は、四方向ロッカー３１０の下に配置された複数のスイッチ３０２、３０４、３０６
、３０８を有するステアリングコントローラ３００を含むものである。ロッカー３１０を
介したスイッチ３０２、３０４の動作は、第３のモータ８４を介して第１及び第２の操作
ケーブル３４、３５の動作をコントロールする。同様に、ロッカー３１０を介したスイッ
チ３０６、３０８の動作は、第４のモータ９２を介して第３及び第４の操作ケーブル３６
、３７の動作をコントロールする。ロッカー３１０及びスイッチ３０２、３０４、３０６
、３０８は、スイッチ３０２、３０４の動作が可撓軸２０を北南方向に導き、スイッチ３
０６、３０８の動作が可撓軸２０を東西方向に導くものであることが理解される。なお、
ここで参照する北、南、東及び西は相対的なコーディネートシステムに作られる。或いは
、デジタルジョイスティック、アナログジョイスティック等がロッカー３１０及びスイッ
チ３０２、３０４、３０６、３０８の位置に提供されてもよい。また、ポテンショメータ
又は任意の他のタイプのアクチュエータがスイッチ３０２、３０４、３０６、３０８の位
置で使用されてもよい。
【００４４】
　ワイヤレスＲＵＣ１４８は更に、ステアリング係合／非係合スイッチ３１２を含み、そ
の動作は第５のモータ９６の動作をコントロールしてステアリング機構に係合及び非係合
させる。また、ワイヤレスＲＵＣ１４８は、２方向のロッカー３１４によって動作させる
ことができる第１及び第２のスイッチ３１６、３１８を有する、２方向のロッカーを含む
ものである。これらのスイッチ３１６、３１８の動作は、取り付けられた手術器具又はア
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タッチメントがあればそれらに対応する動作用プログラム又はアルゴリズムに従って、電
気機械式手術装置１０及び任意の手術器具又は可撓軸２０に取り付けられたアタッチメン
トの特定の機能をコントロールする。例えば、手術器具が、図９ａ及び上記のようなサー
キュラーサージカルステープラアタッチメント２５０の場合、２方向のロッカー３１４の
動作がアンビル２５６の伸縮をコントロールしてもよい。ワイヤレスＲＵＣ１４８は更に
他のスイッチ３２０を提供し、その動作が、取り付けられた手術器具又はアタッチメント
があればそれらに対応する動作用プログラム又はアルゴリズムに従って、電気機械式手術
装置１０及び任意の手術器具又は可撓軸２０に取り付けられたアタッチメントの特定の機
能を更にコントロールしてもよい。例えば、サーキュラーサージカルステープラアタッチ
メント２５０が可撓軸２０に取り付けられた場合、スイッチ３２０の動作が、ステープル
ドライバ／カッター２６４の移動、又は連続するファイアリングを開始させてもよい。
【００４５】
　ワイヤレスＲＵＣ１４８はコントローラ３２２を含むものであって、これはライン３２
４を介してスイッチ３０２、３０４、３０６、３０８と、ライン３２６を介してスイッチ
３１６、３１８と、ライン３２８を介してスイッチ３１２と、及びライン３３０を介して
スイッチ３２０と電気的かつ論理的に接続されている。ワイヤレスＲＵＣ１４８は、フロ
ントパネル１５のインジケータ１８ａ，１８ｂに対応するインジケータ１８ａ'、１８ｂ'
、及びフロントパネル１５の表示装置１６に対応する表示装置１６'を含んでもよい。こ
れらが提供された場合、このインジケータ１８ａ'、１８ｂ'は夫々ライン３３２、３３４
を介してコントローラ３２２に電気的かつ論理的に接続され、この表示装置１６'はライ
ン３３６を介してコントローラ３２２に電気的かつ論理的に接続される。コントローラ３
２２は、ライン３４０を介してトランシーバ３３８に電気的かつ論理的に接続され、トラ
ンシーバ３３８はライン３４４を介してレジ－バ／トランスミッター３４２に電気的かつ
論理的に接続される。動力源（図示せず）、例えばバッテリが、ワイヤレスＲＵＣ１４８
に提供され、それに動力を与えてもよい。従って、このワイヤレスＲＵＣ１４８は、電気
機械式手術装置１０及び任意の手術器具又はワイヤレスリンク１６０を介して可撓軸２０
に取り付けられたアタッチメントの動作をコントロールするために使用されてよいもので
ある。
【００４６】
　ワイヤレスＲＵＣ１４８は、ライン３４８を介してコントローラ３２２に接続されたス
イッチ３４６を含んでもよい。スイッチ３４６の動作は、ワイヤレスリンク１６０を介し
てトランスミッター／レシーバ１４６にデータシグナルを送信する。このデータシグナル
は、ワイヤレスＲＵＣ１４８を独自に識別する識別データを含むものである。この識別デ
ータはコントローラ１２２によって使用され、許可されていない電気機械式手術装置１０
の動作を防止し、また電気機械式手術装置１０の動作が別のワイヤレスＲＵＣによって妨
害されることを防止する。このワイヤレスＲＵＣ１４８と電気機械式手術装置１０との間
のその後の通信がこの識別データを含んでもよい。従って、このコントローラ１２２は、
複数のワイヤレスＲＵＣを区別して、これにより１つの識別可能なワイヤレスＲＵＣ１４
８のみに電気機械式手術装置１０及び任意の手術器具又は可撓軸２０に取り付けられたア
タッチメントの動作をコントロールさせることができる。
【００４７】
　エンコーダ１０６、１０８からの出力シグナルに従い決定された手術器具又は可撓軸２
０に取り付けられたアタッチメントの構成要素の位置に基づき、取り付けられた手術器具
又はアタッチメントに対応する動作用プログラム又はアルゴリズムによって定義されたよ
うに、コントローラ１２２が電気機械式手術装置１０の機能を選択的に有効又は無効にし
てもよい。例えば、手術器具又はアタッチメントが図９ａに示されたようなサーキュラー
サージカルステープラアタッチメント２５０の場合、アンビル２５６と筐体部２５２との
間のスペース若しくはギャップが許容範囲内になるように決定されなければ、スイッチ３
２０の動作によってコントロールされたファイアリング機能が無効にされる。アンビル２
５６と筐体部２５２との間のスペース若しくはギャップは、上記で詳細に説明されたよう
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なエンコーダ１０６、１０８からの出力シグナルに基づいて決定される。スペース若しく
はギャップが許容範囲内になるように決定されなければ、スイッチ３２０自体は操作可能
なままであるが、コントローラ１２２は対応する機能に影響を与えるものではないことが
理解される。
【００４８】
　図１２を参照すると、有線のＲＵＣ１５０の概略図が示されている。この実施例におい
て、有線のＲＵＣ１５０はワイヤレスＲＵＣ１４８と略同じコントロール要素を含んでお
り、これら要素の更なる詳細な説明は省略する。同様の要素が、主要なものを伴い図１２
に記載されている。電気機械式手術装置１０及び任意の手術器具又は可撓軸２０に取り付
けられたアタッチメントの機能は、有線のＲＵＣ１５０及び／又はワイヤレスＲＵＣ１４
８によってコントロールされてもよいと理解される。バッテリの不具合が生じた場合、例
えば、ワイヤレスＲＣＵ１４８において、有線のＲＣＵ１５０を使用して電気機械式手術
装置１０及び任意の手術器具又は可撓軸２０に取り付けられたアタッチメントをコントロ
ールしてもよい。
【００４９】
　上記に説明されたように、ハウジング１４のフロントパネル１５は、表示装置１６及び
インジケータ１８ａ、１８ｂを含むものである。表示装置１６は、ＬＣＤ表示装置等の英
数字の表示装置である。また、表示装置１６は、スピーカーやブザー等のオーディオ出力
装置を含むものであってもよい。この表示装置１６は、可撓軸２０に取り付けられた手術
器具又はアタッチメント（もしあれば）に対応する動作用プログラム又はアルゴリズムに
従い、コントローラ１２２によって動作かつコントロールされるものである。手術器具又
はアタッチメントがそのように取り付けられていない場合、初期の動作用プログラム又は
アルゴリズムがコントローラ１２２によって読み取られ若しくは選択され、又はコントロ
ーラ１２２へ送信され、それによって電気機械式手術装置１０の他の側面や機能だけでな
く表示装置１６もコントロールされる。図９ａに示されたサーキュラーサージカルステー
プラアタッチメント２５０が可撓軸２０に取り付けられた場合、表示装置１６は、例えば
、上記に詳細に説明されたように、エンコーダ１０６、１０８の出力シグナルに従って決
定されたアンビル２５６と筐体部２５２との間のギャップを示すデータを表示するもので
あってもよい。
【００５０】
　同様に、インジケータ１８ａ、１８ｂは、可撓軸２０に取り付けられた手術器具又はア
タッチメント（もしあれば）に対応する動作用プログラム又はアルゴリズムに従い、コン
トローラ１２２によって動作及びコントロールされる。インジケータ１８ａ及び／又はイ
ンジケータ１８ｂは、スピーカー、ブザー等のオーディオ出力装置及び／又はＬＥＤ、ラ
ンプ、ライト等の目に見えるインジケータ装置を含んでもよい。図９ａに示されたサーキ
ュラーサージカルステープラアタッチメント２５０が可撓軸２０に取り付けられた場合、
インジケータ１８ａは、例えば、電気機械式手術装置１０がパワーオンの状態にあること
を示し、インジケータ１８ｂは、例えば、上記に詳細に説明されたように、アンビル２５
６と筐体部２５２との間のギャップが許容範囲内に定めされているか否かを示すものとし
てもよい。２つのインジケータ１８ａ、１８ｂのみが説明されているが、必要に応じてい
くつでも更なるインジケータが提供されてもよい。加えて、単一の表示装置１６が説明さ
れているが、複数の更なる表示装置が必要に応じて提供されてもよいと理解されるもので
ある。
【００５１】
　ワイヤレスＲＣＵ１５０の表示装置１６'及びインジケータ１８ａ'、１８ｂ'と、有線
のＲＣＵ１４８の表示装置１６"及びインジケータ１８ａ"，１８ｂ"も同様に、可撓軸２
０に取り付けられた手術器具又はアタッチメント（もしあれば）に対応する動作用プログ
ラム又はアルゴリズムに従い、各コントローラ３２２、３２２'によって動作及びコント
ロールされる。
【００５２】
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　図１３を参照すると、本発明に従うメインの動作用プログラムの第１の実施例のフロー
チャートが示されている。このメインの動作用プログラムは、ステップ１０００から開始
されてステップ１００２に進み、その間電気機械式手術装置１０は初期設定される。ステ
ップ１００２は、メモリのポピュレーション及び初期化、診断向けセルフテスト等の、初
期設定を含んでもよい。初期設定ステップ１００２の後、ステップ１００４において、手
術器具又はアタッチメント（ＤＬＵ）が存在するか否かが判断される。すなわち、可撓軸
２０の末端２４にインストールされたか否かである。ステップ１００４においてＤＬＵが
存在しないと判断された場合、コントロールはループ１０３４に移る。ＤＬＵが存在する
と判断された場合、動作用プログラムはステップ１００６に進み、ＦＩＲＥキーが押され
たか否かが判断される。これに関連して、ＦＩＲＥキーは、ワイヤレスＲＣＵ１４８及び
／又は有線のＲＣＵ１５０のスイッチの１つを参照するものである。より具体的には、こ
のＦＩＲＥキーは、ワイヤレスＲＣＵ１４８のスイッチ３２０及び／又は有線のＲＣＵ１
５０のスイッチ３２０'に対応するものであってもよい。ステップ１００６において、Ｆ
ＩＲＥキーが押されたと判断された場合、コントロールはステップ１００８のルーチンＡ
に移る。ルーチンＡは、可撓軸２０に取り付けられたＤＬＵ（もしあれば）に特有のもの
である。ルーチンＡは、下記及び図１４ａから１４ｄにより詳細に説明されている。ステ
ップ１００８のルーチンＡの実行後、コントロールはループ１０３４に移る。
【００５３】
　ＦＩＲＥキーが押されたとステップ１００６において判断された場合、ＣＬＡＭＰキー
が押されたか否かがステップ１０１０で判断される。これに関連して、ＣＬＡＭＰキーは
、ワイヤレスＲＣＵ１４８及び／又は優先のＲＣＵ１５０のスイッチの１つを参照するも
のである。より具体的には、ＣＬＡＭＰスイッチは、例えば、ワイヤレスＲＣＵ１４８の
スイッチ３１６及び／又は有線のＲＣＵ１５０のスイッチ３１６'に対応するものであっ
てもよい。ＣＬＡＭＰキーが押されたとステップ１０１０で判断された場合、コントロー
ルはステップ１０１２のルーチンＢに移る。ルーチンＢは、可撓軸２０に取り付けられた
ＤＬＵ（もしあれば）に特有のものである。ルーチンＢは、下記及び図１５ａと１５ｂに
より詳細に説明されている。ステップ１０１２のルーチンＢの実行後、コントロールはル
ープ１０３４に移る。
【００５４】
　ＣＬＡＭＰキーが押されていないとステップ１０１０において判断された場合、ＵＮＣ
ＬＡＭＰキーが押されたか否かがステップ１０１４において判断される。これに関連して
、ＵＮＣＬＡＭＰキーは、ワイヤレスＲＣＵ１４８及び／又は有線のＲＣＵ１５０のスイ
ッチの１つを参照するものである。より具体的には、ＵＮＣＬＡＭＰスイッチは、例えば
、ワイヤレスＲＣＵ１４８のスイッチ３１８及び／又は有線のＲＣＵ１５０のスイッチ３
１８'に対応するものであってもよい。ＵＮＣＬＡＭＰキーが押されたとステップ１０１
４で判断された場合、コントロールはステップ１０１６のルーチンＣに移る。ルーチンＣ
は、可撓軸２０に取り付けられたＤＬＵ（もしあれば）に特有のものである。ルーチンＣ
は、下記及び図１６でより詳細に説明されている。ステップ１０１６のルーチンＣの実行
後、コントロールはループ１０３４に移る。
【００５５】
　ＵＮＣＬＡＭＰキーが押されていないとステップ１０１４において判断された場合、１
つ以上のＳＴＥＥＲＩＮＧキーが押されたか否かがステップ１０１８において判断される
。これに関連して、ＳＴＥＥＲＩＮＧキーは、ワイヤレスＲＣＵ１４８及び／又は有線の
ＲＣＵ１５０の各スイッチを参照するものである。より具体的には、ＳＴＥＥＲＩＮＧス
イッチは、例えば、ワイヤレスＲＣＵ１４８のスイッチ３０２、３０４、３０６、３０８
及び／又は有線のＲＣＵ１５０のスイッチ３０２'、３０４'、３０６'、３０８'に対応す
るものであってもよい。ＳＴＥＥＲＩＮＧキーが押されたとステップ１０１８で判断され
た場合、夫々のステアリングモータの動作がステップ１０２０で実行される。このステア
リングモータは、上記に記載のような第３のモータ８４及び第４のモータ９２に対応する
ものであってもよい。ステップ１０２０の実行後、コントロールはループ１０３４に移る
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。
【００５６】
　ＳＴＥＥＲＩＮＧキーのいずれもが押されていないとステップ１０１８において判断さ
れた場合、ＤＩＳＥＮＧＡＧＥキーが押されたか否かがステップ１０２２において判断さ
れる。これに関連して、ＤＩＳＥＮＧＡＧＥキーは、ワイヤレスＲＣＵ１４８及び／又は
有線のＲＣＵ１５０のうち１つのスイッチを参照するものである。より具体的には、ＤＩ
ＳＥＮＧＡＧＥキーは、ワイヤレスＲＣＵ１４８のスイッチ３１２及び／又は有線のＲＣ
Ｕ１５０のスイッチ３１２'に対応するものであってもよい。ＤＩＳＥＮＧＡＧＥキーが
押されたとステップ１０２２で判断された場合、非係合動作がステップ１０２４で実行さ
れる。ステップ１０２４の実行後、コントロールはループ１０３４に移る。
【００５７】
　ＤＩＳＥＮＧＡＧＥキーが押されていないとステップ１０２２において判断された場合
、ＩＤＬＥルーチンがステップ１０２６において実行される。
【００５８】
　ステップ１０２８においては、メインの動作用プログラムの動作を終了するか否かが判
断される。メインの動作用プログラムの動作を終了しないとステップ１０２８において判
断された場合、コントロールはループ１０３４に移る。しかし、メインの動作用プログラ
ムの動作を終了するとステップ１０２８において判断された場合、シャットダウンルーチ
ンがステップ１０３０において実行され、メインの動作用プログラムはその後ステップ１
０３２において終了させられる。
【００５９】
　メインの動作用プログラムは、どのキー（もしあれば）が、図１３に示された順番で若
しくはその他の適切な順番で押されたかを判断するものであってもよいと理解される。ま
た、図１３に示されたメインの動作用プログラムと、図１４ａから１４ｄ、１５ａ、１５
ｂ及び１６に示されたルーチンは、例えば、メッセージに基づく、イベント駆動及び／又
はポーリングタイプのソフトウエアアプリケーションで実施されてもよいと理解される。
【００６０】
　図１４ａから１４ｄを参照すると、図９ａ、又は図９ｂ若しくは９ｃに示される２２５
０のような、サーキュラーサージカルステープラアタッチメント２５０に特有のファイア
ルーチンの第１の実施例のフローチャートが示されている。図１４ａから１４ｄに示され
たファイアルーチンは、図１３に示されたメインの動作用プログラムのステップ１００８
のルーチンＡと、図１４ａから１４ｄに示されたファイアリングルーチンが図９ａ、又は
図９ｂ若しくは９ｃに示される２２５０のような、サーキュラーサージカルステープラア
タッチメント２５０に特有なものであることとを示すものであると理解される。上記で列
挙されたような他の手術器具又はアタッチメントが、それらと関連して他のファイアリン
グルーチンを有してもよいと更に理解される。
【００６１】
　ステップ１００８から進むと、ＤＬＵ（サーキュラーサージカルステープラアタッチメ
ント２５０）は完全に開いているか否かがステップ１１００において判断される。この判
断は、上記で詳細に説明されたような、エンコーダ１０６、１０８によって生成されたシ
グナルに基づいてなされてもよい。ＤＬＵが完全に開いていないとステップ１１００にお
いて判断された場合、ＤＬＵはファイアリングの準備が整っていないとしてＥＲＲＯＲ状
態であるとステップ１１０２で判断される。その後、コントロールはステップ１１２０に
移り、コントロールは図１３に示されたメインの動作用プログラムに返される。
【００６２】
　ＤＬＵが完全に開いているとステップ１１００において判断された場合、ＤＬＵが完全
にクランプされたか否かがステップ１１０４で判断される。この判断は、上記により詳細
に説明されたように、エンコーダ１０６、１０８によって生成されたシグナルに基づいて
なされてもよい。ＤＬＵが完全にクランプされていないとステップ１１０４で判断された
場合、ＤＬＵはファイアリング用の許容範囲内ではないとしてＥＲＲＯＲ状態であると判
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断される。その後、コントロールはステップ１１２０に移り、コントロールは図１３に示
されたメインの動作用プログラムへ返される。
【００６３】
　ＤＬＵが完全にクランプされているとステップ１１０４において判断された場合、ＤＬ
Ｕは先にファイアされたか否かがステップ１１０８で判断される。この判断は、エンコー
ダ１０６、１０８及び／又は使用データ１８４に従って生成されたシグナルに基づいてな
されてもよい。ＤＬＵが先にファイアされたとステップ１１０８で判断された場合、ＥＲ
ＲＯＲ状態とステップ１１１０で判断されてＤＬＵは使用されたものとされる。その後、
コントロールはステップ１１２０に移り、コントロールは図１３に示されたメインの動作
用プログラムへ返される。同様の使用判断が、例えば、判断ステップ１１０８の代わり若
しくは追加として、初期設定ステップ１００２又はＤＬＵ存在判断ステップ１００４にお
いて、図１３に示されたメインの動作用プログラムでなされてもよい。
【００６４】
　ＤＬＵが先にファイアされたとステップ１１０８において判断された場合、使用カウン
トがステップ１１１２で減少される。この使用カウントは、上記で詳細に説明されたよう
な使用データ１８４内に格納されてもよい。使用カウントを減少させる複数の試みがステ
ップ１１１２でなされてもよい。しかし、それでもなお、使用カウントの減少の失敗が生
じる場合はある。ステップ１１１４において、使用カウント減少ステップ１１１２が失敗
したか否かが判断される。使用カウントの減少が失敗したとステップ１１１４で判断され
た場合、ＥＲＲＯＲ状態がステップ１１１６で判断される。その後、ステップ１１１８に
おいて、ワイヤレスＲＣＵ１４８及び／又は有線のＲＣＵ１５０の全キーがリリースされ
るまで、待機ループが実行される。全キーがリリースされたとステップ１１１８で判断さ
れた場合、コントロールはステップ１１２０に移る。それから、コントロールは図１３に
示されたメインの動作用プログラムに返される。
【００６５】
　使用カウントの減少が失敗しなかったとステップ１１１４において判断された場合、フ
ァイアリングモータの現行制限はステップ１１２２で設定される。これに関連して、この
ファイアリングモータは、上記で詳細に説明したような代２のモータに対応するものであ
ってもよい。その後、このファイアリングモータはステップ１１２４においてスタートし
て、ステープルドライバ／カッター２６４の移動を開始させる。
【００６６】
　図１４ｂを参照すると、タイマがステップ１１２６において設定される。その後、ファ
イアリング動作に費やした時間が所定の閾値を超えたか否かがステップ１１２８で判断さ
れる。ファイアリングタイムリミットが超過したとステップ１１２８において判断された
場合、ファイアリングモータはステップ１１３０において無効にされ、ＥＲＲＯＲ状態が
ステップ１１３２において判断される。それから、コントロールはステップ１１３６に移
る。しかしながら、ファイアリングタイムが所定のファイアリングタイムリミットを超え
なかったとステップ１１２８において判断された場合、ハードウエアの現行制限を超えた
か否かがステップ１１３４において判断される。このハードウエア現行制限は、継続的な
動作に対するファイアリングモータの抵抗に関連するものである。ハードウエア現行制限
が超過した状況は、ステープリング動作が無事完了したことを示すものである。ハードウ
エア現行制限を超過しなかったとステップ１１３４において判断された場合、ファイアリ
ングモータの動作は、所定のファイアリングタイムリミットを超過する又はハードウエア
現行制限を超過するまで、継続する。その後、どちらの場合においても、コントロールは
ステップ１１３６に移る。
【００６７】
　ステップ１１３６は待機工程を示すものであり、その最中、所定の待機時間を費やすこ
とが可能である。この待機時間は、ファイアリングモータが停止するステップ１１３８に
進む前に、電気機械式手術装置１０及びサーキュラーサージカルステープラアタッチメン
ト２５０の駆動又は従動要素を静止させることができる。
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【００６８】
　ファイアリングモータがステップ１１３８において停止した後、このモータ現行制限は
、ステップ１１４０において最大限に設定され、それから、このファイアリングモータは
ステップ１１４２で逆方向に動いてステープルドライバ／カッター２６４を収納し、それ
を最初の位置へと戻す。そして、一旦アンビル２５６と筐体部２５２との間のギャップが
許容範囲を超えると、ＩＮ－ＲＡＮＧＥインジケータに対応するインジケータ１８ａ、１
８ｂはステップ１１４４で消える。或いは、ＩＮ－ＲＡＮＧＥインジケータは、ステップ
１１４２におけるモータの逆転の開始にあたって、ステップ１１４４で消えてもよい。Ｉ
Ｎ－ＲＡＮＧＥインジケータがステップ１１４４で消えた後、タイマはステップ１１４６
でリセットされる。
【００６９】
　図１４ｃを参照すると、ステープルドライバ／カッター２６４の収納を完了させるため
の所定のタイムリミットが、ステップ１１４６におけるタイマリセットに基づき、超過し
たか否かがステップ１１４８において判断される。所定のタイムリミットが超過したとス
テップ１１４８で判断された場合、ＥＲＲＯＲ状態がステップ１１５０で判断され、収納
動作が許可された所定のタイムリミット内で完了しなかったとされる。しかしながら、所
定のタイムリミットが超過しなかったとステップ１１４８で判断された場合、ステープル
ドライバ／カッター２６４の収納が完了したか否かがステップ１１５２で判断される。ス
テープルドライバ／カッター２６４の収納が完了していないとステップ１１５２で判断さ
れた場合、コントロールはステップ１１４８に戻る。ステープルドライバ／カッター２６
４の収納は、所定のタイムリミットがステップ１１４８で判断されるように超過するか、
又は収納がステップ１１５２で判断されるように完了するまで、継続する。ステップ１１
５２における判断は、エンコーダ１０６、１０８によって生成されたシグナルに基づくも
のであってもよいと理解される。ステープルドライバ／カッター２６４の収納が完了した
（ステップ１１５２）、又は所定のタイムリミットが超過した（ステップ１１４８）と判
断された後、アンクランプモータ現行制限がステップ１１５４において最大限に設定され
る。これに関連して、アンクランプモータは、上記に詳細に説明したような第１のモータ
７６に対応するものであってもよい。
【００７０】
　ステップ１１５６において、アンビル２５６の現行位置とアンビル２５６が最終的にア
ンクランプされた位置との間の中間点が算出される。「ファントム（phantom）」目的位
置がステップ１１５８において所定の設定位置＋所定のバイアス値に設定され、アンクラ
ンプモータがその最大若しくは十分なカーレントを実現することを確実にし、それによっ
てアンクランプモータからの最大トルク出力を確保する。ステップ１１６０において、ア
ンクランプモータの動きは初期化される。ステップ１１６２において、タイマが設定され
、ステップ１１６４において目的フラグがクリアされる。
【００７１】
　図１４ｄを参照すると、アンビル２５６がステップ１１５６で定められた中間点を通過
したか否かがステップ１１６６において判断される。アンビル２５６がステップ１１５６
で定められた中間点を通過したとステップ１１６６で判断された場合、アンビル２５６に
とっての「真（ｔｒｕｅ）」の最終目的位置がステップ１１７０において設定され、それ
によってステップ１１５８で設定された「ファントム」最終目的位置に取って代わる。そ
の後、コントロールはステップ１１７４に移る。しかしながら、アンビル２５６の位置が
ステップ１１５６で定められた中間点を通過していないとステップ１１６６で判断された
場合、コントロールは直接ステップ１１７４に移り、目的を再設定するステップ１１７０
を回避する。
【００７２】
　ステップ１１７４において、アンビル２５６が、ステップ１１７０において設定された
「真」の最終目的場所に到達したか否かが判断される。アンビル２５６の位置は、上記に
詳細に説明したようなエンコーダ１０６、１０８によるシグナル出力に従って判断されて
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もよいと理解される。アンビル２５６が、ステップ１１７０において設定された「真」の
最終目的場所に到達したとステップ１１７４で判断された場合、コントロールは下記のス
テップ１１８０に移る。しかしながら、アンビル２５６の「真」の最終目的場所に到達し
なかったとステップ１１７４で判断された場合、ステップ１１６２におけるタイマリセッ
トを引用して、所定のタイムリミットが超過したか否かがステップ１１７６で判断される
。所定のタイムリミットが超過したとステップ１１７６で判断された場合、コントロール
はステップ１１６６に戻り、アンクランプモータはその動作を継続してアンビル２５６を
更にアンクランプする。しかしながら、所定のタイムリミットが超過したとステップ１１
７６で判断された場合、ＥＲＲＯＲ状態がステップ１１７８で判断され、アンビル２５６
が所定のタイムリミット内に「真」の最終目的場所へ移動することができなかったとされ
る。その後、コントロールはステップ１１８０に移り、ステアリング機構は係合から外さ
れる。上記の電気機械式手術装置１０の実施例において、ステアリング機構は、上記で詳
細に説明したような第５のモータ９６及び／又はキャリッジ１００を含むものであってよ
い。ステアリング機構がステップ１１８０において係合から外れた後、ワイヤレスＲＣＵ
１４８及び／又は有線のＲＣＵ１５０の全キーがリリースされるまで、待機ループがステ
ップ１１８２において実行される。一旦全部のキーがリリースされると、コントロールは
ステップ１１８４において図１３に示されたメインの動作用プログラムに戻る。
【００７３】
　図１５ａ及び１５ｂを参照すると、図９ａ、又は図９ｂ若しくは９ｃに示される２２５
０のような、サーキュラーサージカルステープラアタッチメント２５０に特有のクランプ
ルーチンの第１の実施例のフローチャートが示されている。図１５ａ及び１５ｂに示され
たクランプルーチンは、図１３に示されたメインの動作用プログラムのステップ１０１２
のルーチンＢと、図１５ａ及び１５ｂに示されたクランプルーチンが図９ａ、又は図９ｂ
若しくは９ｃに示される２２５０のような、サーキュラーサージカルステープラアタッチ
メント２５０に特有であることとを示すものであると理解される。上記に列挙されたよう
な他の手術器具又はアタッチメントがそれに関連したほかのクランピングルーチンを有し
てもよいことが更に理解される。
【００７４】
　ステップ１０１２から進むと、ＤＬＵオープンフラグが設定されているか否かがステッ
プ１２００において判断される。ＤＬＵオープンフラグが設定されていないとステップ１
２００で判断された場合、ＥＲＲＯＲ状態がステップ１２０２で判断され、ＤＬＵはクラ
ンプの準備が整っていないものとされる。その後、待機ループが実行され、一旦ワイヤレ
スＲＵＣ１４８及び／又は有線のＲＣＵ１５０の全キーがリリースされると、コントロー
ルはステップ１２０６において、図１３に示されたメインの動作用プログラムに戻る。
【００７５】
　しかしながら、ＤＬＵオープンフラグが設定されているとステップウ１２００において
判断された場合、アンビル２５６と筐体部２５２との間のギャップが所定の閾値Ｇ１（例
えば、５．０ｍｍ等）よりも大きいか否かがステップ１２０８で判断される。この判断は
、上記で詳細に説明したようなエンコーダ１０６、１０８によって生成されたシグナルに
基づいてなされてもよい。アンビル２５６と筐体部２５２との間のギャップが所定の閾値
Ｇ１よりも小さいと判断された場合、コントロールはステップ１２２０に進む。しかしな
がら、アンビル２５６と筐体部２５２との間のギャップが所定の閾値Ｇ１よりも大きいと
ステップ１２０８で判断された場合、コントロールはステップ１２１０に進み、ＣＬＡＭ
Ｐモータスピード及びトルクリミットが夫々の最大値に設定される。これに関連して、Ｃ
ＬＡＭＰモータは、上記で詳細に説明したような第１のモータ７６に対応するものであっ
てもよい。タイマはステップ１２１２においてリセットされ、所定の閾値Ｇ１よりも小さ
いギャップに到達するための所定の時間が経過する又はギャップが所定の閾値Ｇ１よりも
小さいと判断されるまで、ステップ１２１４及び１２１８のコントロールループは実行さ
れる。所定の時間が経過したとステップ１２１４において判断された場合、ＥＲＲＯＲ状
態がステップ１２１６で判断され、クランプ動作が失敗したものとされる。ステップ１２
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１６が実行された後、ステップ１２０４が実行され、ワイヤレスＲＣＵ１４８及び／又は
有線のＲＣＵ１５０の全キーがリリースされるまで、そこにおいて待機ループが実行され
る。その後、コントロールはステップ１２０６において図１３に示されたメインの動作用
プログラムに戻る。
【００７６】
　所定の時間が経過しなかったとステップ１２１４において判断された場合、アンビル２
５６と筐体部２５２との間のギャップが所定の閾値Ｇ１よりも小さい位置へ、アンビル２
５６の移動が完了したか否かがステップ１２１８において判断される。この移動が完了し
なかったとステップ１２１８で判断された場合、ＣＬＡＭＰモータの動作は継続し、コン
トロールはステップ１２１４に戻る。しかしながら、この移動が完了したとステップ１２
１８で判断された場合、コントロールはステップ１２２０に進む。
【００７７】
　ステップ１２２０において、ステップ１２１０で設定された最大速度よりも低い速度が
ＣＬＡＭＰモータ用に設定され、ステップ１２１０で設定されたトルクリミットよりも低
いトルクリミットがＣＬＡＭＰモータ用に設定される。その後、ステップ１２２２におい
て、位置バイアスが設定され、アンビル２５６と筐体部２５２との間のギャップがバイア
ス値に到達した時、ＣＬＡＭＰモータに十分なトルクを出力させることを確実にする。こ
のバイアス値は、例えば、ギャップが１．０ｍｍに略等しい時には、ＣＬＡＭＰモータか
らの十分なトルク出力を確実にさせるためおよそ１．０ｍｍであってよい。
【００７８】
　図１５ｂを参照すると、コントロールはステップ１２２４に進み、そこにおいてタイマ
はリセットされる。ステップ１２２６において、アンビル２５６と筐体部２５２との現行
のギャップの値は、表示装置１６に表示される。ステップ１２２８において、アンビル２
５６と筐体部２５２との間のギャップが所定の閾値Ｇ２以下か否かが判断される。この判
断は、上記で詳細に説明したようなエンコーダ１０６、１０８によって生成されたシグナ
ルに基づいてなされてもよい。この所定の閾値Ｇ２は、例えば、２．０ｍｍであってもよ
い。アンビル２５６と筐体部２５２との間のギャップが所定の閾値Ｇ２以下であるとステ
ップ１２２８において判断された場合、コントロールはステップ１２３０に進み、そこに
おいてＩＮ－ＲＡＮＧＥインジケータが作動し、ＤＬＵ準備フラグが設定される。このＩ
Ｎ－ＲＡＮＧＥインジケータは、インジケータ１８ａ、１８ｂの１つに対応するものであ
ってもよい。なお、これらのインジケータは、どちらか１つ又は両方が、例えば、ＬＥＤ
要素又は他のオーディオ若しくはビジュアルインジケータであってもよい。アンビル２５
６と筐体部２５２との間のギャップが所定の閾値Ｇ２以下ではないとステップ１２２８に
おいて判断された場合、コントロールはステップ１２３２に進み、そこにおいてアンビル
２５６と筐体部との間のギャップが他の閾値Ｇ３以下若しくはそれと等しいか否かが判断
される。この判断は、上記で詳細に説明したようにエンコーダ１０６、１０８によって生
成されたシグナルに基づいてなされてもよい。この所定の閾値Ｇ３は、例えば、１．０ｍ
ｍでもよい。アンビル２５６と筐体部２５２との間のギャップが所定の閾値Ｇ３以下若し
くはそれと等しいとステップ１２３２において判断された場合、コントロールは下記で説
明するステップ１２３８に進む。しかしながら、アンビル２５６と筐体部２５２との間の
ギャップが所定の閾値Ｇ３以上であるとステップ１２３２において判断された場合、ＣＬ
ＡＭＰモータに対する現行制限が所定のタイムリミットに到達したか否かがステップ１２
３４において判断される。ＣＬＡＭＰモータに対する現行制限が所定のタイムリミットに
到達したということは、組織がアンビル２５６と筐体部２５２との間で完全にクランプさ
れたことを示すものである。この所定のタイムリミットは、例えば、１．０秒でもよい。
ＣＬＡＭＰモータに対する現行制限が所定のタイムリミットに到達したとステップ１２３
４において判断された場合、コントロールはステップ１２３８に進む。しかしながら、Ｃ
ＬＡＭＰモータに対する現行制限が所定のタイムリミットを超過したとステップ１２３４
において判断された場合、ＣＬＡＭＰキーがリリースされたか否かがステップ１２３６に
おいて判断される。ＣＬＡＭＰキーがリリースされなかったとステップ１２３６において
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判断された場合、コントロールはステップ１２２６に戻る。ＣＬＡＭＰキーがリリースさ
れたとステップ１２３６において判断された場合、コントロールはステップ１２３８に進
む。
【００７９】
　ステップ１２３８において、ＣＬＡＭＰモータの動作は停止する。その後、ステップ１
２４０において、ワイヤレスＲＣＵ１４８及び／又は有線のＲＣＵ１５０の全キーがリリ
ースされるまで、待機ループが実行される。全キーがリリースされた後、コントロールは
ステップ１２４２において図１３に示されたメインの動作用プログラムに戻る。
【００８０】
　図１６を参照すると、図９ａ、又は図９ｂ若しくは９ｃに示される２２５０のような、
サーキュラーサージカルステープラアタッチメント２５０に特有のアンクランプルーチン
の第１の実施例のフローチャートが示されている。図１６に示されたアンクランプルーチ
ンは、図１３に示されたメインの動作用プログラムのステップ１０１６のルーチンＣと、
図１６に示されたアンクランプルーチンが図９ａ、又は図９ｂ若しくは９ｃに示される２
２５０のような、サーキュラーサージカルステープラアタッチメント２５０に特有である
こととを示すものであると理解される。上記で列挙されたような手術器具又はアタッチメ
ントがそれに関連した他のアンクランプルーチンを有してもよいことが更に理解される。
【００８１】
　ステップ１０１６から進み、ＵＮＣＬＡＭＰモータ用のトルクリミットがステップ１３
００においてその最大値まで設定される。このＵＮＣＬＡＭＰモータは、上記で詳細に説
明したようなＣＬＡＭＰモータに対応するものであってもよい。また、このＵＮＣＬＡＭ
Ｐモータは、上記で詳細に説明したような第１のモータ７６に対応するものであってもよ
い。
【００８２】
　ステップ１３０２において、アンビル２５６用の目的位置は、完全にアンクランプした
位置を示す値に設定される。ＵＮＣＬＡＭＰモータの動作は、ステップ１３０４において
初期化される。ステップ１３０６において、ＵＮＣＬＡＭＰキーがリリースされたか否か
が判断される。ＵＮＣＬＡＭＰキーがリリースされたとステップ１３０６において判断さ
れた場合、コントロールはステップ１３１４に進む。ＵＮＣＬＡＭＰキーがリリースされ
なかったとステップ１３０６において判断された場合、アンビル２５６と筐体部２５２と
の間のギャップが、ステップ１３０２で設定された目的位置に従って定義される所定の閾
値Ｇ４以上若しくはそれに等しいか否かがステップ１３０８において判断される。この判
断は、上記で詳細に説明したようなエンコーダ１０６、１０８によって生成されたシグナ
ルに基づいてなされてもよい。アンビル２５６と筐体部２５２との間のギャップが所定の
閾値Ｇ４以上若しくはそれに等しいとステップ１３０８において判断された場合、ＤＬＵ
オープンフラグがステップ１３１０で設定される。その後、コントロールはステップ１３
１２に進む。アンビル２５６と筐体部２５２との間のギャップが所定の閾値Ｇ４以下であ
るとステップ１３０８において判断された場合、アンクランプ動作が完了したか否かがス
テップ１３１２において判断される。すなわち、ステップ１３０２において設定されたア
ンビル２５６の目的位置に到達したか否かである。アンビル２５６の移動が完了していな
いとステップ１３１２において判断された場合、コントロールはステップ１３０６に戻る
。アンビル２５６の移動が完了したとステップ１３１２において判断された場合、ＵＮＣ
ＬＡＭＰモータの動作がステップ１３１４において停止する。その後、コントロールはス
テップ１３１６において図１３に示されたメインの動作用プログラムに戻る。
【００８３】
　図１７ａから１７ｄは、図１に示された電気機械式手術装置を動作させるメインの動作
用プログラムの第２の実施例のフローチャートを示すものである。図１８ａ及び１８ｂは
、図１に示された電気機械式手術装置のセルフテスト動作用プログラムのフローチャート
を示すものである。図１９ａから１９ｅは、図１に示された電気機械式手術装置のフィー
ルドテスト動作用プログラムのフローチャートを示すものである。図２０ａから２０ｃは
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、図９ａから９ｃに示されたようなサーキュラーサージカルステープラアタッチメントを
動作させるためのメインの動作用プログラムのフローチャートを示すものである。図２１
ａから２１ｄは、図９ａから９ｃに示されたようなサーキュラーサージカルステープラア
タッチメント用のファイアルーチンの第２の実施例のフローチャートを示すものである。
図２２ａ及び２２ｂは、図９ａから９ｃに示されたようなサーキュラーサージカルステー
プラアタッチメント用のクランプルーチンの第２の実施例のフローチャートを示すもので
ある。図２３ａ及び２３ｂは、図９ａから９ｃに示されたようなサーキュラーサージカル
ステープラアタッチメント用のアンクランプルーチンの第２の実施例のフローチャートを
示すものである。図１７ａから２３ｂに示された動作用プログラムは、当業者に容易に理
解されるものであり、更なる詳細な説明は本願明細書に含まれていない。
【００８４】
　サーキュラーサージカルステープラアタッチメント２５０、２２５０と関連して上記で
説明したような複数のモータ及びスイッチ要素は、サーキュラーサージカルステープラア
タッチメント２５０、２２５０に特有なものであると理解される。このモータ及び／スイ
ッチは、他の手術器具又はアタッチメントが可撓軸２０に取り付けられた時、他の機能を
実行してもよい。
【００８５】
　例えば、図９ａに示されたサーキュラーサージカルステープラアタッチメント２５０若
しくは図９ｂに示されたサーキュラーサージカルステープラアタッチメント２２５０等の
手術器具又はアタッチメントは、体外又は体内（extracorporeally or intracorporeally
）のいずれかで可撓軸２０に取り付けられるように構成されてもよい。手術器具又はアタ
ッチメントの体内アタッチメントは、例えば、外傷の減少及び回復時間の向上という結果
になる。例えば、従来のリニアカッター装置及びリニアステープラ装置は、機能的に端と
端とを接合する手順を腸管に沿って施すために使用された。可撓軸２０の長さ、小径、柔
軟性及び可動性のために、この可撓軸２０はそれに取り付けられる手術器具又はアタッチ
メントなしで身体に挿入されてもよく、例えば、口を介して胃腸管又は最小限の外傷で直
腸等でもよい。可撓軸２０は、例えば、自然な開口部、切り口、カニューレ等を介して身
体に挿入されてもよいと理解される。それから、この可撓軸２０は、更に身体に挿入して
動かしてもよく、上記で詳細に説明したように、これによって可撓軸２０の末端２４が、
例えば、腸管沿い等の処理サイトへ運ばれる。その後、可撓軸２０の末端２４が処理サイ
トへ運ばれた後、手術器具又はアタッチメントが第２のカップリング材２６を介して可撓
軸２０に取り付けられる。この手術器具又はアタッチメントは、自然な開口部、切り口、
カニューレなどを介して可撓軸２０に取り付けるために身体へ挿入されてもよい。可撓軸
２０は、第１の開口部を介して身体に挿入されてもよく、また手術器具又はアタッチメン
トが第２の開口部を介して身体に挿入されてもよいと理解される。なお、第１の開口部は
第２の開口部と同一又は異なるものである。
【００８６】
　そのように可撓軸２０に取り付けられた手術器具又はアタッチメントで、例えば、端と
端とを接合する処理が施され、その後、手術器具又はアタッチメントが取り付けられた可
撓軸２０が身体から引き抜かれてもよい。手術器具又はアタッチメントは、その引き抜き
の最中の外傷を最小限にするように形成かつ構成されてもよい。更に、可撓軸２０は、上
記に詳細に説明したように、身体から引き抜かれる前、柔弱になってもよいと理解される
。
【００８７】
　従って、本発明における複数の上記目的及び利点は最も効果的に実現される。当業者は
、上記で説明された実施例の多数の改良が、本発明の精神及び範囲から逸脱することなく
なされてもよいことを理解するものである。本発明の１実施例がここで説明かつ開示され
たが、この発明はそれによって限定されるものではなく、その範囲は添付した特許請求の
範囲に基づいて定められるものであると理解される。
【図面の簡単な説明】
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【００８８】
【図１】図１は、本発明に従う電気機械式手術装置の斜視図である。
【図２】図２は、図１に示された電気機械式手術装置の可撓軸の側面（一部断面）図であ
る。
【図３】図３は、図２に示されたライン３－３に沿った可撓軸の断面図である。
【図４】図４は、図２に示された可撓軸の第１のカップリング材の背面図である。
【図５】図５は、図２に示された可撓軸の第２のカップリング材の正面図である。
【図６】図６は、図１に示された電気機械式手術装置のモータアレンジメントを示す概略
図である。
【図７】図７は、図１に示された電気機械式手術装置の概略図である。
【図８】図８は、図２及び図３に示された可撓軸のエンコーダの概略図である。
【図９ａ】図９ａは、図１に示された電気機械式手術装置に接続されるサーキュラーサー
ジカルステープラアタッチメントの第１の実施例の概略断面図である。
【図９ａ】図９ａは、図１に示された電気機械式手術装置に接続されるサーキュラーサー
ジカルステープラアタッチメントの第２の実施例の概略断面図である。
【図９ｃ】図９ｃは、図９ｂに示されたサーキュラーサージカルステープラアタッチメン
トの第２の実施例におけるギアアレンジメントの実施例の分解図である。
【図１０】図１０は、図９ｂに示されたサーキュラーサージカルステープラアタッチメン
トの第１の実施例のメモリ装置の概略図である。
【図１１】図１１は、図１に示された電気機械式手術装置におけるワイヤレス遠隔コント
ロールユニットの概略図である。
【図１２】図１２は、図１に示された電気機械式手術装置における有線の遠隔コントロー
ルユニットの概略図である。
【図１３】図１３は、図１に示された電気機械式手術装置を動作させるためのメイン動作
用プログラムの第１の実施例のフローチャートを示す。
【図１４ａ】図１４ａ～１４ｄは、図９ａ～９ｃに示されたような、サーキュラーサージ
カルステープラアタッチメントのファイアルーチンの第１の実施例のフローチャートを示
すものである。
【図１４ｂ】図１４ａ～１４ｄは、図９ａ～９ｃに示されたような、サーキュラーサージ
カルステープラアタッチメントのファイアルーチンの第１の実施例のフローチャートを示
すものである。
【図１４ｃ】図１４ａ～１４ｄは、図９ａ～９ｃに示されたような、サーキュラーサージ
カルステープラアタッチメントのファイアルーチンの第１の実施例のフローチャートを示
すものである。
【図１４ｄ】図１４ａ～１４ｄは、図９ａ～９ｃに示されたような、サーキュラーサージ
カルステープラアタッチメントのファイアルーチンの第１の実施例のフローチャートを示
すものである。
【図１５ａ】図１５ａ及び１５ｂは、図９ａ～９ｃに示されたような、サーキュラーサー
ジカルステープラアタッチメントのクランプルーチンの実施例のフローチャートを示すも
のである。
【図１５ｂ】図１５ａ及び１５ｂは、図９ａ～９ｃに示されたような、サーキュラーサー
ジカルステープラアタッチメントのクランプルーチンの実施例のフローチャートを示すも
のである。
【図１６】図１６は、図９ａ～９ｃに示されたような、サーキュラーサージカルステープ
ラアタッチメントのアンクランプルーチンの実施例のフローチャートを示すものである。
【図１７ａ】図１７ａ～１７ｄは、図１に示された電気機械式手術装置を動作させるため
のメインの動作用プログラムの台２の実施例のフローチャートを示す。
【図１７ｂ】図１７ａ～１７ｄは、図１に示された電気機械式手術装置を動作させるため
のメインの動作用プログラムの台２の実施例のフローチャートを示す。
【図１７ｃ】図１７ａ～１７ｄは、図１に示された電気機械式手術装置を動作させるため
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のメインの動作用プログラムの台２の実施例のフローチャートを示す。
【図１７ｄ】図１７ａ～１７ｄは、図１に示された電気機械式手術装置を動作させるため
のメインの動作用プログラムの台２の実施例のフローチャートを示す。
【図１８ａ】図１８ａ及び１８ｂは、図１に示された電気機械式手術装置のためのセルフ
テスト動作用プログラムのフローチャートを示す。
【図１８ｂ】図１８ａ及び１８ｂは、図１に示された電気機械式手術装置のためのセルフ
テスト動作用プログラムのフローチャートを示す。
【図１９ａ】図１９ａ～１９ｅは、図１に示された電気機械式手術装置のためのフィール
ドテスト動作用プログラムのフローチャートを示す。
【図１９ｂ】図１９ａ～１９ｅは、図１に示された電気機械式手術装置のためのフィール
ドテスト動作用プログラムのフローチャートを示す。
【図１９ｃ】図１９ａ～１９ｅは、図１に示された電気機械式手術装置のためのフィール
ドテスト動作用プログラムのフローチャートを示す。
【図１９ｄ】図１９ａ～１９ｅは、図１に示された電気機械式手術装置のためのフィール
ドテスト動作用プログラムのフローチャートを示す。
【図１９ｅ】図１９ａ～１９ｅは、図１に示された電気機械式手術装置のためのフィール
ドテスト動作用プログラムのフローチャートを示す。
【図２０ａ】図２０ａ～２０ｃは、図９ａ～９ｃに示されたような、サーキュラーサージ
カルステープラアタッチメントを動作させるメインの動作用プログラムのフローチャート
を示す。
【図２０ｂ】図２０ａ～２０ｃは、図９ａ～９ｃに示されたような、サーキュラーサージ
カルステープラアタッチメントを動作させるメインの動作用プログラムのフローチャート
を示す。
【図２０ｃ】図２０ａ～２０ｃは、図９ａ～９ｃに示されたような、サーキュラーサージ
カルステープラアタッチメントを動作させるメインの動作用プログラムのフローチャート
を示す。
【図２１ａ】図２１ａ～２１ｄは、図９ａ～９ｃに示されたような、サーキュラーサージ
カルステープラアタッチメントにおけるファイアルーチンの第２の実施例のフローチャー
トを示す。
【図２１ｂ】図２１ａ～２１ｄは、図９ａ～９ｃに示されたような、サーキュラーサージ
カルステープラアタッチメントにおけるファイアルーチンの第２の実施例のフローチャー
トを示す。
【図２１ｃ】図２１ａ～２１ｄは、図９ａ～９ｃに示されたような、サーキュラーサージ
カルステープラアタッチメントにおけるファイアルーチンの第２の実施例のフローチャー
トを示す。
【図２１ｄ】図２１ａ～２１ｄは、図９ａ～９ｃに示されたような、サーキュラーサージ
カルステープラアタッチメントにおけるファイアルーチンの第２の実施例のフローチャー
トを示す。
【図２２ａ】図２２ａ及び２２ｂは、図９ａ～９ｃに示されたような、サーキュラーサー
ジカルステープラアタッチメントにおけるクランプルーチンの第２の実施例のフローチャ
ートを示す。
【図２２ｂ】図２２ａ及び２２ｂは、図９ａ～９ｃに示されたような、サーキュラーサー
ジカルステープラアタッチメントにおけるクランプルーチンの第２の実施例のフローチャ
ートを示す。
【図２３ａ】図２３ａ及び２３ｂは、図９ａ～９ｃに示されたような、サーキュラーサー
ジカルステープラアタッチメントにおけるアンクランプルーチンの第２の実施例のフロー
チャートを示す。
【図２３ｂ】図２３ａ及び２３ｂは、図９ａ～９ｃに示されたような、サーキュラーサー
ジカルステープラアタッチメントにおけるアンクランプルーチンの第２の実施例のフロー
チャートを示す。
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