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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　骨髄組織をサンプリングするための生検針器具であって、
　当該器具は、針と、前記針を前記骨髄組織内に挿入するためのハンドルとを含み、
　前記針は、前記ハンドルに結合された、骨髄組織サンプルを切断し且つ受容するために
構成された、単一の中空管をさらに含み、
　該単一の中空管は、（ａ）前記骨髄組織サンプルのための組織受容空間を定める管ボア
と、（ｂ）実質的に剛的な先端部と、（ｃ）前記骨髄組織に接触するよう構成される外壁
とを有し、該外壁は、該外壁に切り込まれた少なくとも１つのスロットを含む切削部を備
え、前記スロットは、少なくとも１つの鋭いエッジを有し、前記スロットは、約１ｍｍ未
満の幅を有し、前記切削部は、前記単一の中空管に沿って軸方向に延在することで、前記
骨髄組織を研削し、それによって、前記単一の中空管の前記先端部を前記骨髄組織内で横
方向に移動可能とし、前記骨髄組織サンプルの引出しを容易化する、
　生検針器具。
【請求項２】
　前記スロットの２つの外部エッジが、前記外壁と前記スロットとの交差によって定めら
れる、請求項１に記載の生検針器具。
【請求項３】
　前記スロットは、前記外壁と前記管ボアとの間で前記単一の中空管を通じて延在する、
請求項１に記載の生検針器具。
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【請求項４】
　前記切削部は、前記単一の中空管の周りに離間された複数の前記スロットを含む、請求
項１に記載の生検針器具。
【請求項５】
　前記切削部の前記スロットは、前記先端部から離間する、請求項４に記載の生検針器具
。
【請求項６】
　前記スロットは、軸方向に前記先端部から少なくとも１ｃｍ延在する、請求項１に記載
の生検針器具。
【請求項７】
　前記単一の中空管は、隣接する組織から前記骨髄組織サンプルのベース部分を分離する
のを助けるために、前記先端部にサンプル分離部をさらに含む、請求項１に記載の生検針
器具。
【請求項８】
　前記サンプル分離部は、前記先端部の壁に切り込まれたサンプル分離部スロットを含む
、請求項７に記載の生検針器具。
【請求項９】
　前記サンプル分離部スロットは、前記先端部の前記壁を通じて延在する、請求項８に記
載の生検針器具。
【請求項１０】
　前記サンプル分離部は、前記先端部の周りに円周的に、複数の前記サンプル分離部スロ
ットを含む、請求項８に記載の生検針器具。
【請求項１１】
　前記サンプル分離部スロットは、１ｍｍと２ｍｍとの間の長さを有する、請求項８に記
載の生検針器具。
【請求項１２】
　前記サンプル分離部の少なくとも一部は、前記切削部の少なくとも一部と実質的に反対
側で前記単一の中空管上に配置される、請求項７に記載される生検針器具。
【請求項１３】
　サンプリングされる前記骨髄組織内への前記単一の中空管の過剰挿入を抑制するストッ
プ部をさらに含む、請求項１に記載の生検針器具。
【請求項１４】
　前記ストップ部の少なくとも一部は、前記ハンドルの少なくとも一部と一体的に形成さ
れる、請求項１３に記載される生検針器具。
【請求項１５】
　前記管ボアは、前記ハンドルを通じて延在する、請求項１に記載の生検針器具。
【請求項１６】
　前記ハンドルは、前記管ボアに対する吸引装置の接続のために適合される、請求項１５
に記載の生検針器具。
【請求項１７】
　前記単一の中空管の回転のために、前記生検針器具をモータドライブに結合するための
結合部をさらに含む、請求項１５に記載の生検針器具。
【請求項１８】
　前記結合部は、前記生検針器具から分離可能であり、前記単一の中空管によって収容さ
れるよう構成されるシャフトと、前記モータドライブを接続するための接続部と、前記ハ
ンドルと係合するドライブ部とを含む、請求項１７に記載の生検針器具。
【請求項１９】
　前記単一の中空管は、鋭利にされ、面取りされた先端部を有する、請求項１に記載の生
検針器具。
【請求項２０】
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　骨髄組織をサンプリングするための生検針であって、
組織サンプルを受容するボアを内部に備えるサンプリング管を含む組織サンプリング部材
と、
　前記生検針を手動で挿入するために前記組織サンプリング部材に接続されるハンドルと
、
　前記生検針を回転するモータドライブに結合するために、前記組織サンプリング部材に
分離可能に接続される結合手段とを含み、
　前記生検針は、手動挿入及びモータ補助挿入の両方のために適合可能である、
　骨髄組織をサンプリングするための生検針。
【請求項２１】
　前記サンプリング管の外面は、前記サンプリングされた組織と接触し、前記回転するモ
ータドライブは、少なくとも前記外面を回転する、請求項２０に記載の生検針。
【請求項２２】
　ストップ部をさらに含み、該ストップ部は、前記サンプリングされた組織内への前記サ
ンプリング管の過剰挿入を抑制するために、前記サンプリング管の拡大部を含む、請求項
２０に記載の生検針。
【請求項２３】
　前記拡大部は、前記サンプリング管の先端部から固定距離に配置される、請求項２２に
記載の生検針。
【請求項２４】
　前記ストップ部の少なくとも一部は、前記ハンドルの少なくとも一部と一体的に形成さ
れる、請求項２２に記載の生検針。
【請求項２５】
　前記結合部材は、前記生検針から分離可能であり、前記サンプリング管によって受容さ
れるよう構成されるシャフトと、前記回転するモータドライブを接続するための接続部と
、前記ハンドルと係合するドライブ部分とを含む、請求項２０に記載の生検針。
【請求項２６】
　生検針組立体であって、
軸方向に延在する内腔を貫通して有し、遠位の及び近位の端を有する、単一の細長い管状
のカニューレと、
　該単一の細長い管状のカニューレの近位の端に取り付けられ、前記カニューレの前記軸
に対して横方向に延在し、前記単一の細長い管状のカニューレの前記近位の端と整列し且
つ前記近位の端で開かれる空洞を有するカニューレハンドルと、
　面取りされ、鋭利にされ、且つ、前記近位の端と自由に流体連絡する前記単一の細長い
管状のカニューレの遠位の端と、
　前記単一の細長い管状のカニューレの遠位の端の外表面上にある凹みと、
　前記単一の細長い管状のカニューレの遠位の端の外表面上にある拡張部と、
　前記単一の細長い管状のカニューレの内腔と同軸であり、前記単一の細長い管状のカニ
ューレの内腔と流体流連絡する前記カニューレハンドル中のオリフィスと、
　前記オリフィス内に嵌るような大きさに作られ、前記近位の端に取り付けられるノブを
有するスチレットと、
　前記単一の細長い管状のカニューレの内腔内に摺動可能に受容され、前記ノブから延在
する細長いスチレットシャフトとを有し、
　前記スチレットは、前記単一の細長い管状のカニューレの上記遠位の端から遠位の方に
延在する、鋭利な遠位の先端を有し、
　前記オリフィスは、前記細長いスチレットと前記単一の細長い管状のカニューレとの間
で相対的な回転が行われること無く前記オリフィス中に位置決めされる前記細長いスチレ
ットの方向のいずれかの軸の周りに力が回転式に加えられてもよいよう前記ノブを保持し
、
　前記オリフィス内に嵌められるような大きさに作られ、前記近位の端に取り付けられる



(4) JP 4638051 B2 2011.2.23

10

20

30

40

50

ノブを有するコネクタ取り付け部を有し、
　前記コネクタ取り付け部は、前記近位の端に取り付けられるシャフトを有し、前記ノブ
及び前記シャフトは遠位の方に上記カニューレハンドルの前記オリフィス内に嵌められる
ような大きさに作られ、前記ノブは電気ドリル又は電気スクリュードライバに隣接して嵌
るような大きさに作られ、
　前記オリフィスは、前記コネクタ取り付け部と前記単一の細長い管状のカニューレとの
間で相対的な回転が行われること無く前記オリフィス中に位置決めされる前記コネクタ取
り付け部のいずれかの軸の方向の周りに力が回転式に加えられてもよいよう前記コネクタ
取り付け部の前記ノブを保持し、
　電気ドリル又は電気スクリュードライバと、
　前記電気ドリル又は電気スクリュードライバの周りに嵌るような大きさに作られるシー
スとを有し、
　該シースは、前記電気ドリル又は電気スクリュードライバを受容する開口部を有し、
　前記開口部は、前記電気ドリル又は電気スクリュードライバを囲うためのストラップ又
は糸を有し、
　前記オリフィス内に摺動可能に嵌るような大きさに作られ、近位の端に取り付けられる
ノブを有するプッシュロッドと、
　前記単一の細長い管状のカニューレの内腔内に摺動可能に受容され、前記プッシュロッ
ドの前記ノブから延在する細長いシャフトを有し、
　前記プッシュロッドは、前記単一の細長い管状のカニューレの前記遠位の端から遠位の
方に延在する鈍い遠位の先端を有する、
　生検針組立体。
【請求項２７】
　モータドライブと、ドライブシャフトを除き前記モータドライブを実質的に封入する絶
縁、滅菌、又は、滅菌可能な保護シーストをさらに含むことによって、前記モータドライ
ブは、前記モータドライブが前記シース内にある間、前記組織サンプリング部材を駆動す
るよう動作され得る、請求項２０に記載の生検針。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は、組織、例えば、骨髄組織のような物質をサンプリングする装置及び方法に関わ
る。より特定的には、改善された骨生検針及びその使用に関わる。
【０００２】
組織のサンプリングは、医業において一般的且つ重要な治験である。骨髄は、その後の病
理的研究のために頻繁に引き出される。通常、上後腸骨棘又は腸骨稜において骨盤骨から
取られる。このような部位は骨髄のサンプリングに理想的には適しており、成人の場合、
一般的に３乃至５センチメートルの深さの海綿骨（骨髄を含む）が骨の表面上の骨の２枚
の０．５センチメートルの厚さの密性皮質壁の間に挟まれている。
【０００３】
骨髄生検針の有用な論評は、Anwarul　Islam（Harwood　Academic　Pittsburg,1998）に
よる“Manual　of　Bone　Marrow　Examination”の第３章で見付けられ得る。
【０００４】
発明者の名前をとって「Jamshidi」と呼ばれる再使用可能な針（米国特許第４，２６２，
６７６号）である初期の設計が今日においてまだ使用されている。この針は、骨髄の円柱
状のセクションのコアを取り出すための中空の金属管又はカニューレと、Ｔ字形状のハン
ドルとを有する。カニューレは、最初の挿入のためのスチレットを受容する内腔を有し、
スチレットは骨髄生検サンプルの採取を可能にするために手法中取り除かれる。スチレッ
トの端部は、角を成して切られてもよく、先エッジは組織及び骨を貫通するに十分に鋭利
である。一連の操作を用いて、オペレータは生検試料を分離し、この試料を採取する。こ
の設計における主な問題は、針を取り出す時点で、カニューレの先端で生検サンプルを緩
めるために何回も針を強制的に傾け回転させる必要がある点である。これは、患者及びオ
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ペレータの双方に対して苦痛をもたらす場合がある。時には、カニューレは曲げられ、こ
れは必要な力である。しばしば、１つの良いサンプルを得るために２回又は３回のパスを
行うことが必要となる。
【０００５】
生きている骨髄は、工学の点で非常に複雑な構造である。生きている骨髄は、コラーゲン
、軟骨、カルシウム、及びヒドロキシアパタイトから成る骨梁骨の半剛性の弾性的な格子
ワークから成り、介在する空間（８０％）は細胞成分及び脂肪（非常に良い潤滑剤）によ
って占有される。これは、サンプルの引き出しは潤滑されたカニューレで剛性の構造から
組織を抽出することを試みる二重の問題によって阻止されることを意味する。
【０００６】
標準的な骨髄獲得プロトコルでは、患者は適当な骨髄取り出し部位において適切な局所麻
酔薬で準備される。次に、スチレットを外側のカニューレ内で定位置において骨髄生検針
が挿入され、針が骨を先端で感じるまで肉の外層の中を押し進められる。針及びスチレッ
トは、針が外側の皮質骨内に完全にあるように見えるまで更に約４乃至５ミリメートル押
し進められる。スチレットは針から取り除かれ、現在囲んでいる骨髄組織へのコアを開き
、針は通常ねじり運動で更に１乃至４センチメートル進められる。
【０００７】
カニューレは角が付けられ、組織を容易に切りコアを抜くために鋭利にされたエッジが設
けられる。通常四分の一又は半ターンだけの僅かなねじり運動で針を進めることにより、
適当なサンプルが骨髄組織からコア抜きされ、骨髄針の内側の通路に入れられる。
【０００８】
この時点では、針は骨の深い表面の皮質骨の中に誤って挿入され、内部臓器構造に損傷を
与える可能性がある。生検カニューレが腸骨の内部表面を貫通することが比較的一般的な
出来事であり、可能性として骨盤の内部臓器を損傷する（が、幸いにもこれが生じるとき
に患者に危害が及ぶことは稀である）。生検の深さを測定する難しさは、患者が標準体重
を超えている場合特に問題と成り得る。骨の表面に到達するまでに５乃至１０センチメー
トルの皮下脂肪組織を貫通する場合がある。脂肪組織が患者ごとに不定に圧縮できるため
、更なる困難が生じる。
【０００９】
一旦サンプルがコア抜きされると、骨髄生検サンプルが患者から除去される準備が整い、
従って、骨髄生検サンプルは、カニューレ内で維持され骨から離されなくてはならない。
生検が針から取り除かれカニューレから落ちた場合、サンプルは取り返しがつかなく損失
される。手法は、始めから繰り返されなくてはならない。
【００１０】
針内でサンプルを維持するためには、オペレータはサンプルの先端を骨の主なセクション
から取り除かなくてはならない。一つの技法は、オペレータがカニューレを僅かに取り出
し、次にカニューレを傾け又は回転し、再びカニューレを進めることを試みることである
が、これは、一般的に失敗し、しばしば患者を苦しめる。選択的に、オペレータはカニュ
ーレの除去中に吸引を適用してもよいが、これもしばしば失敗する。
【００１１】
様々な変更された針（米国特許第３，６０５，７２１号，Hallac；Islam；米国特許第５
，０７４，３１１号，Hasson；米国特許第５，６３４，４７３号，Goldenberg）は、この
困難に取り組むが、これら全ては幾つかの不都合な点を有する。典型的にはこれらの設計
は、生検針の先端に一体化された複雑な絞断、切断、又は、曲げ装置を伴うが、これらど
の装置も、その複雑な機械工学及び製造並びに整備におけるその難しさのためか、普及し
なかった。幾つかに関しては失敗率が高く、その先端においてサンプルを把持するために
カニューレの内腔内への装置の必要な組み込みによってしばしば生検サンプルに損傷を与
える又はその大きさに折り合いが付けられる。Jamshidi取って代わる周知のものとしてIs
alam針があり、このIsalam針ではカニューレは針を取り出す時点で生検サンプルを把持す
る先端の近傍において鋭利な内側カラーを有することで変更される。第１のカニューレ内
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に第２のカニューレの挿入を伴うMedical　Device　Technologies　Inc．からのより新し
い使い捨て針もサンプルを把持することにおいて成功している。しかしながら、これら装
置夫々は結果として狭く、且つ、しばしば損傷が与えられた生検サンプルを生ずる。
【００１２】
ＧＢ２，１６４，２７７は、先端にのこぎりの刃を有し、骨のくずを逃がすためにドリル
シャンクの外表面の方向に途中まで延在する歯の各連続する対の間に溝を有する骨のドリ
ルを開示する。ＵＳ４，７９８，２１３は、同様の溝、及び、内側維持シースが外側維持
シースから取り除かれるときに分離する２つの分離可能な縦軸方向の路の生検サンプルの
一貫性のための内側維持シースを有する骨生検装置を記載する。ＵＳ４，５４３，９６６
は、先端に段と、サンプルの保持を補助するために内側の肩部を有する生検針を記載する
。ＵＳ４，６９６，３０８は、ドリル素子、アダプタ、及び、関連するドライブ具のため
のチャックを有するコア・サンプリング装置を記載する。ＵＳ５，５９８，１８６は、外
側の管の内腔の中を摺動可能な内側の管を有し、内側の管が生検コアを把持するためにそ
の遠位の端において一対のペンチを有する骨髄生検針を記載する。ＵＳ５，５５６，３９
９は、移植のために骨を摘出し、摘出された骨の破片は生検試料として適切でない骨摘出
ドリル装置を記載する。
【００１３】
骨粗しょう症の患者におけるように骨髄が非常に軟らかいとき、骨の構造が非常に脆いた
め生検サンプルを獲得しようとする略全ての試みは不成功となるときがある。反対に、時
として骨構造は非常に線維性／硬化しているときがあり、カニューレを挿入しその後コア
の生検を除去することが非常に困難になる。これは、骨髄自体が周囲の組織によって強化
され、しばしば手法の失敗を結果とする。
【００１４】
現在の手法及び器具は幾つかの点で欠陥があることが分かる。従って、改善された骨髄生
検針が必要となる。サンプルの大きさに折り合いを付けることなくサンプルの信頼ある取
り出しを確実にすることが好ましく、生検手法中に内部器官を故意に傷付ける危険性を減
少することが好ましい。
【００１５】
本発明によると、従って、骨髄組織をサンプリングする生検針が設けられ、この生検針は
、ハンドルと、組織のサンプルを受けるためのボアを中に有するサンプリング管を含む組
織サンプリング手段とを有し、サンプリング管の外表面は、管の軸の方向に延在する切削
部を有し、切削部はサンプリング管の先端を横方向に移動させる一方で管を骨髄組織の中
に挿入させることを可能にするために、切削部はサンプル処理された組織を切削するため
にサンプリング管の外壁とスロットが合う場所である少なくとも一つの鋭利なエッジを有
するサンプリング管の壁の中に切り込まれたスロットを有することを特徴とする。
切削部は、サンプリング管の先端の近傍において骨の中に小さい穴を形成するために、ハ
ンドルの操作によって望ましくない材料を切り取り又は剥ぎ取ることをオペレータに可能
にさせる点でのこぎりのように幾らか機能する。これは、サンプリング管を横方向に移動
させ、周囲の組織を切削させる一方で生検針が骨髄組織中に挿入されることを可能にする
。生検針が骨髄の中に挿入されるとき、最も内側の端で周囲の組織の大部分に取り付けら
れるコアサンプルが得られる。サンプリング管の先端を横方向に移動させることは、サン
プルが容易に引き出され得るよう取り付けを壊すことを助ける。
【００１６】
サンプリング先端又はカニューレは、製造及び使用を簡単にするために生検針のハンドル
中を延在する。このような生検針は容易に再使用可能に、且つ、操作するのに簡単に形成
されてもよい。
【００１７】
本発明の別の面によると、針を用いて物質をサンプリングする方法が提供され、この針は
ハンドルと、物質のサンプルを受容するためにボアを中に有するサンプリング先端を含む
サンプリング手段とを有し、サンプリング先端が物質を切削するためにその外表面上に形
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成を有し、この方法は、
ｉ）ボア内でサンプルを収集するためにサンプル処理されるべき物質中にサンプリング先
端を挿入する段階と、
ｉｉ）サンプルと大部分の物質との間の結合を弱めるようサンプリング先端を十分に移動
させることを可能にするために物質が切削されるようサンプリング先端を移動する段階と
、
ｉｉｉ）サンプルを中に有してサンプリング先端を取り出す段階とを有する。
【００１８】
従って、サンプルの径と折り合いを付けることなくサンプルは効率的に分離され得る。生
検針は、サンプルを分離するのに要求される操作を少なくし、従って、患者の痛み及び心
配を和らげ、生検サンプルを高い信頼度で得ることをより容易にする。これは、時間、努
力、お金、及び、患者の苦悩を減らす。
【００１９】
一実施例では、サンプリング先端は好ましくは何回も針を除々に傾け回転させることで移
動される。従って、針は、切削形成が周囲の骨に対して押し付けられるよう１０°乃至１
５°だけ傾けられ、針が骨の中で緩く感じるまで例えば、４５°で除々に後ろ方向及び前
方向に回転されてもよい。
【００２０】
サンプリング管の壁の中に切り込まれた切削エッジを有する切削部の利用は、針の製造を
容易にし、その価格を下げる。針の操作の簡略化のため、切削形成が少なくとも１又は２
センチメートルにわたってサンプリング管の外表面の方向に延在することが望ましい。一
実施例では、切削エッジはのこぎり動作を用いて切削を容易にするために隆起されている
。
【００２１】
一実施例では、スロットは、カニューレの壁の厚さ全体にわたって延在する。これは、カ
ニューレが周囲の組織を切削するために移動される場合に、カニューレの中に脂肪の骨髄
組織破片を進入させることを可能にする。これは、カニューレ内で生検試料を保持するこ
とを助けることが分かる。
【００２２】
別の実施例では、切削形成は、複数の線形の窪みを有する。本実施例は、サンプルが両側
で囲まれ、カニューレの弱まりがより少ないため、幾つかの適用法に対して、切削形成が
カニューレの壁の厚さ全体にわたって延在するスロットを有するのに対して好ましい。従
って、サンプルはより保護され、サンプルを絞り取るときに損傷を受ける危険性が少ない
。これは、例えば、減少された絞り取る力が望ましいときに老人の患者の軟らかい骨をサ
ンプリングするときに有用である。これは、適用法の必要性に従って、カニューレ内での
サンプルの把持における僅かな減少に対して引き換えられ得る。窪みは、例えば、切削形
成に対する針の向きをオペレータが承知する必要性を減少するためにカニューレの回りに
円周方向に離間され得る。

【００２３】
有利には、隣接する組織からサンプルを分離することを補助するために、カニューレの先
端にサンプル分離部が設けられる。好ましい実施例では、これは、切削形成のより長い凹
みの略反対側に短い、長手軸方向のスロット又は凹みを有する。鋭利な先端で有利に設け
られるこの短いスロット又は凹みは、隣接する組織からサンプルを分離することを補助す
るためにカニューレによって形成される骨の中の穴の内表面に対して切削部をこすらせる
ために針が操作されると生検サンプルのベースで効果的に切断する。従って、切断動作は
、カニューレ先端が移動されると同時に提供される。スロット又は凹みは、カニューレ先
端壁において長さが少なくとも１又は２ミリメートルのカットとして容易に形成されても
よい。凹みの存在は、カニューレ先端において生検サンプルの端を絞断する傾向にあり、
従って、カニューレ中でサンプルを維持することを助ける。
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【００２４】
他の実施例では、幾つかの短い凹み又はカット例えば、２乃至４つの円周方向に離間され
た全壁カットがカニューレの先端に設けられてもよい。これは、サンプル処理された材料
及び骨性の破片の進入を補助し、切削を改善させ、先端において針に対するサンプルの接
着性を増加させる。これは、この配置ではサンプルが主に先端において効果的に把持され
ているため、切削形成がカニューレ壁の厚さ全体にわたって延在しないとき特に好ましい
。
【００２５】
有利には、生検針はモータドライブに結合され得る。本発明の別の面によると、骨髄組織
をサンプリングする生検針が従って設けられ、この生検針はハンドルと、組織サンプルを
受容するために中にボアを有するサンプリング管を含む組織サンプリング手段とを有し、
ハンドルは生検針の手動での挿入のために組織サンプリング手段に接続され、組織サンプ
リング手段に分離式に接続され、回転するモータドライブに針を結合させる結合手段とを
有し、針は手動での挿入及びモータ補助された挿入の両方に適合可能である。
【００２６】
時折、骨髄生検針の挿入に対する予期しない抵抗に遭遇するので、針は手動及びモータ補
助された挿入の両方に適合可能である。モータドライブ結合手段は、結合手段として要求
されるときに使用するために別々に提供され得るよう取り外し可能な付属品である。コー
ドレスの電気スクリュードライバは適切なモータドライブである。無菌性の外科的手法に
おいてこのような装置の使用を容易にするためには、ドライブシャフト以外のモータドラ
イブを実質的に囲い、シース内にいる間にモータドライブの動作を可能にするために、絶
縁、滅菌、又は、滅菌可能な保護シースが好ましくは提供される。
【００２７】
本発明の更なる面によると、生検針と使用する結合手段が設けられ、この手段は、生検針
のサンプリング管によって受容されるよう適合されるシャフトと、ハンドルに取り付ける
ためにモータドライブとドライブ部分とを接続する接続部分とを有する。
【００２８】
生検針がサンプル処理されている組織の中へのカニューレに挿入し過ぎすることを抑止す
るためにガード又はストップ部を組み込むことが好ましい。これは、カニューレ先端から
必要な距離、典型的には２乃至３ｃｍのところで針の円周が拡大されてもよい。ストップ
部は、皮膚及び皮下組織を貫通することができるに充分に小さいが、骨に更に挿入される
ことを防止するために十分に広くなくてはならず、従って、カニューレが貫通する深さを
制限する。皮膚への貫通を補助するために、小さい皮膚の切開が行われてもよく、これは
傷の形成をより少なくして治癒することを容易にする。
【００２９】
ストップ部は、要求される距離まで針のシャフトの方向に生検針のハンドルを延在するこ
とで容易に設けられてもよい。製造の簡略化のためにストップ部は好ましくは成形、結合
、又は、ハンドルと一体として形成される（典型的にはプラスチック成形）ことが好まし
い。別の実施例では、カニューレ上のストップの位置は、調節可能である。
【００３０】
本発明の上記及び他の面を添付の図面を参照して例によってだけここで更に説明する。
【００３１】
図１、図２、及び、図８を参照するに、本発明の一実施例による生検針を示す。生検針は
、一端においてハンドル２を有し、他端において組織サンプリング管又はカニューレ３を
有する。ハンドルは、カニューレをサンプル処理されるべき組織、特に骨髄組織中に挿入
することを補助するために横方向に延在する翼７を有する。カニューレは、組織のサンプ
ルを受容するためのボア又は内腔１を有する。この内腔は、カニューレの先端から図１Ａ
に示すように、ハンドル中の開口部まで好ましくは延在する。これは、針の中で組織のサ
ンプルを保持することを補助するために、必要であれば、内腔に吸引を加えられ得るよう
生検針に注射器を取り付けることを可能にする。
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【００３２】
ハンドルの下部分８は、ストップ部として機能するポイント９まで生検針の径を拡大する
ためにカニューレの一部の上に延在する。このストップ部は、骨髄サンプルの所望の最大
の長さに等しいカニューレの先端からの距離で位置決めされる。ストップ部９は、サンプ
ル処理されている骨の骨膜に対して衝合し、所望の最大の長さよりも更にカニューレが挿
入されることを防止する。
【００３３】
成人では、所望の最大の長さは通常わずか３乃至３．５ｃｍに過ぎず、小児用の針では最
大の所望の長さは典型的にわずか２ｃｍに過ぎない。ストップ部の位置は、所望であれば
、ハンドルにねじ機構を設けることで調節可能にされ得る。
【００３４】
サンプリング管３は、ハンドルの延長部分８中に短い距離にわたってだけ延在される必要
があり、サンプル管中のボアは所望の最大の長さの骨髄サンプルを保持するに十分な長さ
だけが必要である。しかしながら、サンプリング管、及び、その中のボアが従来のカニュ
ーレにおけるようにハンドルの長さにわたって延在する（図示するように）ことが好まし
い。
【００３５】
便利には、ハンドルは、カニューレの周りに適合され摩擦によってカニューレに固定され
る２つの成形部分、結合又はキーイング手段で形成される。或いは、ハンドルは、単一の
段の製造処理において、カニューレを定位置においてカニューレの周りで射出成形されて
もよい。
【００３６】
カニューレのサンプリング端は、切削又はのこ引き部１１及び切断部１２を具備する。好
ましい実施例では、これら切削部及び切断部夫々は、カニューレの先端から延在し、カニ
ューレの壁の中を通る縦方向のスロットである。これらは、図５Ｃ中にクローズアップで
示される。好ましくは、オペレータは例えばハンドル上のペイントのスポットを用いて切
削部又はスロット１１の向きを決定し得る一方で生検針を使用する。
【００３７】
図５Ｃを参照するに、カニューレは、生検針を挿入し、組織の試料を切断することを補助
するために鋭利な、面取りされた先端１０を有する。好ましい実施例では、スロット１１
は長さが１．５乃至３ｃｍであり、幅が０．２５ｍｍ乃至１ｍｍ、好ましくは約０．５ｍ
ｍである。好ましくは、スロットはカニューレの先端から軸方向に垂直に延び、カニュー
レの外壁と接する場所である、スロットの少なくとも一端は、骨髄を切削するために鋭利
なエッジを有する。スロット１１の切削機能は、一連のエッジ又は他の切削表面又は形状
によって実施され得る。他の配置では、カニューレの先端は略半円又はＵ字形状である。
【００３８】
短いスロット１２（又は、代替の実施例では各短いスロット）は、約１乃至２ｍｍの長さ
を有し、約０．５ｍｍの長いスロットの幅と同様の幅を有する。この場合も、このスロッ
トの少なくとも一つの、好ましくは両方の外側エッジが尖っている。スロット１１が骨髄
を切削するために使用されるとき、スロット１２が生検試料のベースで切られるよう短い
スロット１２は長いスロット１１の反対側の端に設けられることが好ましい。
【００３９】
図５Ｄ乃至図５Ｈは、図５Ｂ及び図５Ｃに示す単一のスロットの代わりに複数の線形の、
縦方向の窪み１１Ａと、骨髄を切削するためのこれら窪みの間にあるリッジとを有するカ
ニューレの第２の実施例を示す図である。図５Ｆから分かるように、窪みはカニューレの
壁の厚さ全体にわたって延在しないことが分かる。本実施例は、カニューレの先端に配置
される複数の短いスロット１２も有する。例示するように、スロット１２はカニューレの
最終的なテーパが付けられた部分３Ａの長さに略わたって延在する。
【００４０】
幾つかの実施例では、カニューレは先端の方向に著しく狭くならず、生検サンプルを把持
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する内部装置がないため、サンプルはカニューレの内のり寸法全体を略占有し得る。これ
は、所与の寸法の針に対して試料の大きさを最大化し、従って、さもなければ使用されな
いより小さい針を使用することを可能にし、患者が経験する痛みが軽減する。
【００４１】
他の実施例では、僅か（約５乃至１０％）に狭まりがある。カニューレの先端が僅かに狭
まっていることは、サンプルを取り除くために必要な絞り取る力を軽減することを助け、
従って、この時点ではサンプルに対する損傷が潜在的に少なくなる一方で僅かにより狭い
サンプルだけを提供する。
【００４２】
生検針は、図３Ｂ、図５Ａ並びに図５Ｂ，図６Ａ並びに図６Ｆ、及び、図８に示すように
着脱可能なスチレット１３を具備する。（図１Ｄは、ハンドル２の中に挿入されたときの
スチレットの頭部分１６を示す）。スチレットは、シャフトと、頭部分とを有し、シャフ
トはカニューレのボア内に合い、頭部分の上部をハンドルの表面と端をそろえてハンドル
中の凹み６に位置する。スチレットが挿入されると、スチレットの鋭利な先端１５はカニ
ューレの鋭利な先端から僅かに突出する。スチレットは、サンプル処理された組織中に生
検針を挿入する前にサンプリング管のボアを妨害し、硬くなった外側の皮質骨の貫通を補
助する。
【００４３】
頭部分１６の広い上部は、針を挿入するときにスチレットに対して軸方向の力を加えるこ
とに関してオペレータを助ける。頭部分１６は、ハンドル中の凹みと摩擦によって合うよ
うな大きさに作られることが好ましく、頭部分は凹み６中の対応する六角形のアパーチャ
と勘合する六角形のベース１４を有する。これにより、針が挿入されるときにスチレット
がねじれることを防止し、スチレットの先端１５が円滑な円錐形状でなく切断又は穿孔エ
ッジを有するとき便利である。
【００４４】
生検針と関連して、頭部分２３を有するプッシュロッド２２（図２Ｃ、図６Ｂ、及び、図
６Ｅ参照）がある。プッシュロッドは、カニューレの内腔内に摺動的に適合し、針が患者
から取り除かれた後に針から生検サンプルを絞り取るために使用されるシャフトを有する
。或いは、薄いプッシュロッドがカニューレ側からスロット１１中に挿入され得るが、こ
の配置はサンプルを損傷する傾向があるため好ましくない。
【００４５】
随意に生検針は、図１Ｂ、図３Ａ、図４Ａ並びに図４Ｂ、図６Ｃ並びに図６Ｄ、図７Ｄ及
び図８Ｂに示すように、着脱可能なモータドライブ結合部１７を具備する。この結合手段
は、カニューレ内腔内に合うシャフトと、ドライブ部分１９と、モータドライブを接続す
る接続部分２０とを有する。示す実施例では、ドライブ部分１９は、スチレットと同じ凹
み６中の六角形のアパーチャ中に位置する六角形の形成物である。スチレットとモータド
ライブ結合部の両方をハンドルと係合する共通の手段を用いることによりハンドルの構成
が簡略化される。
【００４６】
モータドライブ結合部のシャフトの長さは、モータドライブ結合部が生検針中に完全に挿
入されたときにシャフトがカニューレ内のサンプル保持空洞を妨害しないよう選択される
。シャフトの長さは、その端１８がストップ部９と略同じ位置におかれるよう選択される
ことが好ましく、それにより、サンプル処理されるべき骨の中へカニューレ３が貫通し過
ぎないことに対して更なる安全装置として機能する。
【００４７】
モータドライブの接続部分２０は、使用されるモータドライブに好適になるよう選択され
、図示する例では六角形のスタブを有する。モータドライブ２７は、その意図する目的に
適するように特に構成又は適合されてもよいが、適切なモータドライブが電気スクリュー
ドライバによって提供され得ることが便利である。これらは、携帯可能且つ高いトルク出
力ができ、一般的に完全に密閉され、電池で駆動（従って外部の配線がない）されている
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。モータドライブの出力シャフトは、スタブ２０も保持する（幾らかの詳細を省略して図
４Ｂに示す）、有利にはガード２１を含むチャック２６を有する。
【００４８】
モータドライブは、絶縁された外側ケーシングを有することが好ましく、透明なゴム製又
はプラスチック製の無菌シース２８内で略まれ、外科的手法におけるその使用を容易にす
る。好ましい実施例では、シース２８は、モータドライブの周りに合うような大きさに作
られ、ドライブシャフト２６の周りで引き糸２９又は他の締め付け手段で締め付けられる
。薄いプラスチック又はゴムから成るシースは、モータドライブの動作と干渉せず、その
制御の動作を容易に可能にする。
【００４９】
好ましい実施例では、モータドライブは生検針全体、つまり、カニューレとハンドルの両
方を回転させる。
【００５０】
図７は、生検針の使用における段階を示す。図７Ａでは、骨髄を含む海綿骨３４は、皮下
組織３２及び患者の皮膚３１の下で外側の皮質骨３０と深い骨膜表面３５との間にある。
適切なメス又はランセット３６を用いて、麻酔がかけられた患者の皮膚及び皮下組織を最
初に切開することが好ましい。
【００５１】
オペレータは、スチレットを定位置において、カニューレが外側の皮質骨３０を貫通する
まで皮膚及び皮下組織中に生検針を挿入する（図７Ｂ）。スチレットは、（カニューレを
定位置で維持する一方で）カニューレの中央から取り除かれ、針は針の後方向並びに前方
向の回転運動を組み合わせて緩やかな内向きの力を加えることによって、海綿骨３４の中
に手動で進められる（図７Ｃ）。多くのケースの１０％は、骨を手動でコア抜きすること
は難しく、相当の抵抗がある場合、図７Ｄに示すようにモータドライブが取り付けられ得
る。しかしながら、全てのケースにおいて、手動で骨髄のコアを採ることを始めることが
好ましい。
【００５２】
内向きの力は、所望の長さのコアのサンプルが得られると、通常、ストップ部が外側の皮
質骨３０に対して衝合したとき一旦解放される。サンプルが除去され得るよう周囲の骨か
らコアのサンプルの端を離すことが必要である。このためには、オペレータは、切削部１
１が海面骨３４と切削接触するよう針を傾け、典型的には約１０乃至１５度の傾きが必要
である。
【００５３】
針は、カニューレによって形成される穴の内表面の一方の側上の骨を切削するために後方
向及び前方向に除々に回転される。これは、図７Ｅに示すように、針が骨の中で緩く感じ
るまで続けられる。所望であれば、生検針は１８０°にわたって回転され得、骨中の穴の
他方の側を切削するために同じ手法が繰り返される（図７Ｆ）。生検針が傾けられる一方
で、骨で切削部１１によって切削されると同時に、隣接する組織からサンプルを分離する
ことを補助するために切断部１２がサンプルのベースを切り取る。
【００５４】
多くの場合、この手法の結果は、サンプルがその周囲の骨への取り付けから解放され、サ
ンプルを有する生検針を図７Ｇに示すように取り出すことを可能にする。生検針３３は、
図７Ｈに示すように、プッシュロッド２２を用いてカニューレの内側から絞り取られ得る
。
【００５５】
図７Ｅ及び図７Ｆに示す切削動作は、カニューレの周りに流体で充填された空間を形成し
、切削部１１がカニューレの壁の厚さにわたって延在するとき、空洞からの骨髄液及び脂
肪組織がカニューレの中に入り生検針内で骨髄サンプルの接着を増加させ、サンプルを成
功して取り出す可能性を高める。
【００５６】
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本発明の多数の変形例が当業者に明らかなことは間違いなく、本発明は説明した実施例に
制限されないことを理解すべきである。特に、針の適用法は骨髄組織をサンプリングする
ことに制限されない。例えば、本発明の実施例は、骨生検、診断目的のための骨髄空洞か
らの液の吸引、及び、骨髄移植の目的のための大量の液の引き出しのためにも有用である
。更に、本発明による針の実施例は、特に他の表面の損傷を最小限にする必要がある場所
で固体物質、例えば、木材のコアのサンプルを得るためにも使用され得る。
【図面の簡単な説明】
【図１Ａ】　本発明による生検針の実施例の上からの斜視図である。
【図１Ｂ】　モータドライブ結合部が部分的に挿入された生検針の側面図である。
【図１Ｃ】　スチレットが部分的に挿入された針の側面図である。
【図１Ｄ】　スチレットが完全に挿入された針の部分側面図である。
【図２Ａ】　生検針の平面図である。
【図２Ｂ】　生検針の側面図である。
【図２Ｃ】　線Ｉ－Ｉについて取られた図２Ａの針を通る断面図である。
【図３Ａ】　モータドライブ結合部を有する生検針を通る断面図である。
【図３Ｂ】　スチレットを有する生検針を通る断面図である。
【図４Ａ】　モータドライブが取り付けられた生検針の側面図である。
【図４Ｂ】　モータドライブが取り付けられた生検針の断面図である。
【図５Ａ】　スチレットが挿入されたカニューレの先端の第１の実施例を通る縦断面図で
ある。
【図５Ｂ】　スチレットが挿入されたカニューレの先端の第１の実施例の斜視図である。
【図５Ｃ】　カニューレの先端の第１の実施例の斜視図である。
【図５Ｄ】　カニューレの先端の第２の実施例を通る縦断面図である。
【図５Ｅ】　カニューレの先端の第２の実施例の側面図である。
【図５Ｆ】　線Ｉ－Ｉについて取られた図５Ｄのカニューレの先端を通る横断面図である
。
【図５Ｇ】　カニューレの先端の第２の実施例の斜視図である。
【図５Ｈ】　線ＩＩ－ＩＩについて取られた図５Ｄのカニューレの先端を通る横断面図で
ある。
【図６Ａ】　スチレットの斜視図である。
【図６Ｂ】　プッシュロッドの斜視図である。
【図６Ｃ】　モータドライブ結合部の斜視図である。
【図６Ｄ】　モータドライブ結合部の斜視図である。
【図６Ｅ】　プッシュロッドの斜視図である。
【図６Ｆ】　スチレットの斜視図である。
【図７Ａ】　生検針を使用する方法の段階を示す図である。
【図７Ｂ】　生検針を使用する方法の段階を示す図である。
【図７Ｃ】　生検針を使用する方法の段階を示す図である。
【図７Ｄ】　生検針を使用する方法の段階を示す図である。
【図７Ｅ】　生検針を使用する方法の段階を示す図である。
【図７Ｆ】　生検針を使用する方法の段階を示す図である。
【図７Ｇ】　生検針を使用する方法の段階を示す図である。
【図７Ｈ】　生検針を使用する方法の段階を示す図である。
【図８Ａ】　生検針の一部が切除されたことを示す図である。
【図８Ｂ】　スチレットの切除された部分を示す図である。
【図８Ｃ】　モータドライブ結合部の斜視図である。
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