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(57)【要約】
　超音波外科用器具は、使い捨てのクランプアームに選
択的に結合するように構成される、本体アセンブリから
延出する伝達アセンブリを含む。一部の変形では、クラ
ンプアームは、内側部材のスロット内に挿入可能な、タ
ブを含み得ることにより、内側部材の作動が、ブレード
に対してクランプアームを回転させる。他の変形では、
クランプアームは、ボール陥凹部を含み得、内側部材は
、ロッド及びボールを含み得る。クランプアームは、こ
のボール及びロッド上に、スナップ嵌めされるように構
成することができる。あるいは、クランプアームは、外
側シース及び内側部材に結合可能な、一体ヒンジを含み
得る。そのような一体ヒンジは、クランプアーム上のク
ランプパッドと、一体的に形成することができる。また
更には、クランプアームは、弾性タブ及びスロットを介
して、伝達アセンブリに結合するように構成される、エ
ンドエフェクタの部分とすることができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　組織を切断するように動作可能な、超音波外科用器具であって、
　（ａ）本体アセンブリであって、前記本体アセンブリから遠位方向に延出する、伝達ア
センブリを含み、前記伝達アセンブリが、
　　ｉ．導波管と、
　　ｉｉ．前記導波管の遠位端に結合された、ブレードと、
　　ｉｉｉ．内側部材と、
　　ｉｖ．前記内側部材の少なくとも一部分の周りに配置された、外側シースと、
　　ｖ．前記導波管に結合され、前記ブレードを振動させるように動作可能な、超音波ト
ランスデューサと、を含む、本体アセンブリと、
　（ｂ）前記伝達アセンブリに選択的に結合され、クランプアームを含む、クランプアー
ムアセンブリであって、前記クランプアームが、前記ブレードに対して枢動するように動
作可能である、クランプアームアセンブリと、を含み、
　前記内側部材又は前記外側シースの少なくとも一方が、長手方向に作動するように構成
され、前記内側部材又は前記外側シースの前記少なくとも一方が、前記クランプアームに
選択的に結合された、超音波外科用器具。
【請求項２】
　前記クランプアームアセンブリが、外側シース部分を更に含み、前記外側シース部分が
、前記伝達アセンブリの前記外側シースに、選択的に結合するように構成された、請求項
１に記載の外科用器具。
【請求項３】
　前記クランプアームが、タブを含み、前記内側部材が、スロットを含み、前記タブが、
前記スロット内への前記タブの挿入を介して、前記クランプアームを、前記内側部材に選
択的に結合するように構成された、請求項２に記載の外科用器具。
【請求項４】
　前記外側シース部分が、ねじ切りを含み、前記外側シースが、相補形のねじ切りを含み
、前記外側シース部分が、前記外側シースに、ねじ込み式に結合する、請求項３に記載の
外科用器具。
【請求項５】
　前記外側シース部分が、バヨネットを含み、前記外側シースが、スロットを含む、請求
項３に記載の外科用器具。
【請求項６】
　前記内側部材が、トリガーに結合され、前記トリガーが、前記本体アセンブリに対して
枢動可能である、請求項３に記載の外科用器具。
【請求項７】
　前記トリガーが、前記外側シースの前記遠位端に対する第１の位置から、前記外側シー
スの前記遠位端に対する第２の位置へと、前記内側部材を作動させるように動作可能であ
る、請求項６に記載の外科用器具。
【請求項８】
　前記内側部材が、ロッドを含み、前記ロッドが、前記ロッドの遠位端に結合されたボー
ルを有する、請求項１に記載の外科用器具。
【請求項９】
　前記クランプアームが、前記クランプアームの近位端内に形成された、ボール陥凹部を
含み、前記ボール陥凹部が、前記ボールに、取り外し可能に結合するように構成された、
請求項８に記載の外科用器具。
【請求項１０】
　前記ボール陥凹部が、前記ロッド上にスナップ嵌めされるように動作可能な、戻り止め
を含む、請求項９に記載の外科用器具。
【請求項１１】
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　前記外側シースが、スロットを含み、前記クランプアームが、前記クランプアームから
外向きに延出するピンを含み、前記内側部材が、前記スロット内部で前記ピンを摺動可能
に作動させるように、動作可能である、請求項９に記載の外科用器具。
【請求項１２】
　前記クランプアームが、上方一体ヒンジ及び下方一体ヒンジを含み、前記上方一体ヒン
ジが、前記外側シースに選択的に結合され、前記下方一体ヒンジが、前記内側部材に選択
的に結合された、請求項１に記載の外科用器具。
【請求項１３】
　前記クランプアームが、主本体及びクランプパッドを更に含み、前記上方一体ヒンジ、
前記下方一体ヒンジ、及び前記クランプパッドが、単一の、均質な材料の連続体で形成さ
れた、請求項１２に記載の外科用器具。
【請求項１４】
　前記クランプアームが、前記主本体内部に形成された、成形ロックを更に含み、前記ク
ランプパッドが、前記成形ロックを介して、前記主本体に結合された、請求項１３に記載
の外科用器具。
【請求項１５】
　前記上方一体ヒンジが、上方スロットを含み、前記下方一体ヒンジが、下方スロットを
含み、前記外側シースの少なくとも一部分が、前記上方スロット内に挿入可能であり、前
記内側部材の少なくとも一部分が、前記下方スロット内に挿入可能である、請求項１２に
記載の外科用器具。
【請求項１６】
　選択的に結合可能なクランプアームアセンブリであって、
　（ａ）伝達アセンブリの外側シースに、選択的に結合可能な、外側シース部分と、
　（ｂ）前記外側シース部分の遠位端に、ヒンジ式に結合された、クランプアームであっ
て、
　　ｉ．クランプパッドが結合された、クランプ部分と、
　　ｉｉ．挿入可能部材を有する、取り付け部分と、を含む、クランプアームと、を含み
、
　前記挿入可能部材が、作動部材内に形成されたスロット内に挿入可能であり、前記作動
部材が、前記挿入可能部材を介して、前記クランプアームを、前記外側シース部分に対し
て枢動させるように動作可能である、クランプアームアセンブリ。
【請求項１７】
　前記外側シース部分が、前記外側シース内に形成されたスロット内に挿入されるように
構成された、バヨネットを含む、請求項１６に記載のクランプアームアセンブリ。
【請求項１８】
　前記外側シース部分が、ねじ切りを含み、前記外側シース部分が、前記外側シースに、
ねじ込み式に結合するように構成された、請求項１６に記載のクランプアームアセンブリ
。
【請求項１９】
　外科用器具であって、
　（ａ）本体アセンブリであって、
　　ｉ．超音波トランスデューサと、
　　ｉｉ．前記超音波トランスデューサに結合された、導波管と、
　　ｉｉｉ．ブレードであって、前記ブレードの近位端で、前記導波管に結合された、ブ
レードと、
　　ｉｖ．前記導波管の少なくとも一部分の周りに配置された、管状部材であって、前記
管状部材の遠位端より近位に形成された、スロットを有する、管状部材と、
　　ｖ．前記ブレードに対して、前記管状部材を遠位方向に作動させるように動作可能で
ある、作動装置と、を含む、本体アセンブリと、
　（ｂ）弾性タブを有する遠位部材を含む、エンドエフェクタであって、前記弾性タブが
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、前記遠位部材の近位端から近位方向に延出し、かつ前記管状部材の前記スロット内に挿
入可能である、エンドエフェクタと、を含み、
　前記作動装置が第１の位置にあるとき、前記スロットが、前記ブレードの前記近位端と
実質的に位置合わせされ、前記作動装置が第２の位置にあるとき、前記スロットが、前記
ブレードの前記近位端より遠位にある、外科用器具。
【請求項２０】
　前記本体アセンブリが、前記管状部材に同軸であり、かつ前記管状部材内部に配置され
た、内側管状部材を更に含み、前記内側管状部材が、前記内側管状部材の遠位端より近位
に形成された、第２スロットを含み、前記エンドエフェクタが、第２弾性タブを有する内
側遠位部材を更に含み、前記第２弾性タブが、前記内側遠位部材の近位端から近位方向に
延出し、かつ前記内側管状部材の前記第２スロット内に挿入可能であり、前記作動装置が
、前記ブレードに対して、前記内側管状部材を遠位方向に作動させるように、更に動作可
能である、請求項１９に記載の外科用器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（優先権）
　本出願は、その開示が参照により本明細書に組み込まれる、２０１０年１１月５日出願
の、米国仮特許出願第６１／４１０，６０３号、表題「Ｅｎｅｒｇｙ－Ｂａｓｅｄ　Ｓｕ
ｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ」の優先権を主張する。
【０００２】
　本出願はまた、その開示が参照により本明細書に組み込まれる、２０１１年５月１９日
出願の、米国仮特許出願第６１／４８７，８４６号、表題「Ｅｎｅｒｇｙ－Ｂａｓｅｄ　
Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ」の優先権も主張する。
【０００３】
　本出願はまた、その開示が参照により本明細書に組み込まれる、２０１１年１０月１７
日出願の、米国非仮特許出願第１３／２７４，８３０号、表題「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎ
ｓｔｒｕｍｅｎｔ　ｗｉｔｈ　Ｍｏｄｕｌａｒ　Ｃｌａｍｐ　Ｐａｄ」の優先権も主張す
る。
【背景技術】
【０００４】
　一部の状況では、内視鏡外科用器具は、より小さい切開が、手術後の回復時間及び合併
症を低減し得るために、従来の開腹外科装置よりも好ましい場合がある。したがって、一
部の内視鏡外科用器具は、トロカールのカニューレに通して、所望の手術部位に遠位エン
ドエフェクタを定置することに関して、好適であり得る。これらの遠位エンドエフェクタ
は、多くの方法で組織に係合して、診断効果又は治療効果を達成することができる（例え
ば、エンドカッター、把持具、カッター、ステープラー、クリップ適用器具、アクセス装
置、薬物／遺伝子治療送達装置、及び超音波、ＲＦ、レーザーなどを使用するエネルギー
送達装置）。内視鏡外科用器具は、エンドエフェクタとハンドル部分との間に、臨床医に
よって操作されるシャフトを含み得る。そのようなシャフトは、所望の深さへの挿入、及
びシャフトの長手方向軸を中心とする回転を可能にすることにより、患者内部でのエンド
エフェクタの位置決めを容易にすることができる。
【０００５】
　内視鏡外科用器具の例としては、その開示が参照により本明細書に組み込まれる、２０
０６年４月１３日公開の、米国特許公開第２００６／００７９８７４号、表題「Ｔｉｓｓ
ｕｅ　Ｐａｄ　ｆｏｒ　Ｕｓｅ　ｗｉｔｈ　ａｎ　Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｓｕｒｇｉｃ
ａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ」、その開示が参照により本明細書に組み込まれる、２００
７年８月１６日公開の、同第２００７／０１９１７１３号、表題「Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ
　Ｄｅｖｉｃｅ　ｆｏｒ　Ｃｕｔｔｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｏａｇｕｌａｔｉｎｇ」、その開
示が参照により本明細書に組み込まれる、２００７年１２月６日公開の、同第２００７／
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０２８２３３３号、表題「Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｗａｖｅｇｕｉｄｅ　ａｎｄ　Ｂｌａ
ｄｅ」、その開示が参照により本明細書に組み込まれる、２００８年８月２１日公開の、
同第２００８／０２００９４０号、表題「Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ　ｆｏｒ
　Ｃｕｔｔｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｏａｇｕｌａｔｉｎｇ」、その開示が参照により本明細書
に組み込まれる、２０１１年１月２０日公開の、同第２０１１／００１５６６０号、表題
「Ｒｏｔａｔｉｎｇ　Ｔｒａｎｓｄｕｃｅｒ　Ｍｏｕｎｔ　ｆｏｒ　Ｕｌｔｒａｓｏｎｉ
ｃ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ」、その開示が参照により本明細書に組
み込まれる、２００２年１２月３１日発行の、米国特許第６，５００，１７６号、表題「
Ｅｌｅｃｔｒｏｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　ｆ
ｏｒ　Ｓｅａｌｉｎｇ　Ｔｉｓｓｕｅ」、及びその開示が参照により本明細書に組み込ま
れる、２０１１年４月１４日公開の、米国特許公開第２０１１／００８７２１８号、表題
「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　Ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ　Ｆｉｒｓｔ　ａｎ
ｄ　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｄｒｉｖｅ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ａｃｔｕａｔａｂｌｅ　ｂｙ　ａ　Ｃ
ｏｍｍｏｎ　Ｔｒｉｇｇｅｒ　Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ」で開示されるものが挙げられる。更
には、そのような外科用ツールは、その開示が参照により本明細書に組み込まれる、２０
０９年６月４日公開の、米国特許公開第２００９／０１４３７９７号、表題「Ｃｏｒｄｌ
ｅｓｓ　Ｈａｎｄ－ｈｅｌｄ　Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｃａｕｔｅｒｙ　Ｃｕｔｔｉｎｇ
　Ｄｅｖｉｃｅ」で開示されるものなどの、コードレストランスデューサを含み得る。更
には、外科用器具は、２００４年８月３１日発行の、米国特許第６，７８３，５２４号、
表題「Ｒｏｂｏｔｉｃ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｔｏｏｌ　ｗｉｔｈ　Ｕｌｔｒａｓｏｕｎｄ
　Ｃａｕｔｅｒｉｚｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｕｔｔｉｎｇ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ」で開示さ
れるものなどの、ロボット支援手術環境で使用することができ、又は使用されるように適
合させることができる。
【０００６】
　外科用器具に関して、幾つかのシステム及び方法が、作り出され、かつ使用されている
が、本発明者らに先立って、添付の特許請求の範囲で説明される本発明を作り出すか、又
は使用している者はいないと考えられる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
　本明細書は、本技術を具体的に指摘し、かつ明確にその権利を請求する、特許請求の範
囲によって完結するが、本技術は、以下の特定の実施例の説明を、添付図面と併せ読むこ
とで、より良好に理解されるものと考えられ、図面では、同様の参照符合は、同じ要素を
特定する。
【図１】外科用器具及びジェネレータを有する、例示的な外科システムの斜視図。
【図２Ａ】閉鎖位置で示される、例示的なエンドエフェクタの分解斜視図。
【図２Ｂ】開放位置で示される、図２Ａのエンドエフェクタの分解斜視図。
【図３】例示的なタブ付きクランプアームアセンブリ、及び複数個の滅菌穴を有する例示
的なねじ付き伝達アセンブリの斜視図。
【図４Ａ】トリガーが装填位置で示される、図３の伝達アセンブリ及び図３のクランプア
ームアセンブリを含む、例示的なハンドルアセンブリの側面図。
【図４Ｂ】タブ付きクランプアームアセンブリが、伝達アセンブリに結合され、トリガー
及びクランプアームが開放位置にある状態の、図４Ａのハンドルアセンブリの側面図。
【図４Ｃ】トリガー及びクランプアームが閉鎖位置で示される、図４Ｂのハンドルアセン
ブリの側面図。
【図５】代替的なタブ付きクランプアームアセンブリ、及び例示的なスロット付き伝達ア
センブリの斜視図。
【図６】図３のタブ付きクランプアームアセンブリを収容する、例示的なカートリッジの
斜視図。
【図７】例示的なボールスナップ式クランプアームの側面図。
【図８】１対の戻り止めが示される、図７のボールスナップ式クランプアームの背面図。
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【図９】ボール及びロッド作動装置上にスナップ嵌めされた、図７のボールスナップ式ク
ランプアームの側面図。
【図１０Ａ】スロットを有する例示的な外側シース内部にあり、クランプアームが開放位
置で示される、図９のボールスナップ式クランプアームの側面図。
【図１０Ｂ】クランプアームが閉鎖位置で示される、図１０Ａのボールスナップ式クラン
プアーム及び外側シースの側面図。
【図１１】一体ヒンジを有する、例示的なクランプアームアセンブリの斜視図。
【図１２】図１１のクランプアームアセンブリの側面図。
【図１３】１３－１３に沿った、図１１のクランプアームアセンブリの側面断面図。
【図１４】外側シース及び内側管状作動部材に結合された、一体ヒンジが示される、図１
１のクランプアームアセンブリの正面断面図。
【図１５】例示的な伝達アセンブリと位置合わせされた、図１１のクランプアームアセン
ブリの斜視図。
【図１６】例示的なピン留め式エンドエフェクタアセンブリの斜視図。
【図１７】内側管及び導波管の、遠位端の拡大斜視図。
【図１８Ａ】図１７の内側管及び導波管から分離された、図１６のエンドエフェクタアセ
ンブリが示される側面断面図。
【図１８Ｂ】一体に結合されて示される、図１８Ａのエンドエフェクタアセンブリ、内側
管部材、及び導波管の拡大側面断面図。
【図１９Ａ】開放位置で示される、外側シース並びに内側管状作動部材に関する、スロッ
ト及び弾性タブアセンブリの側面断面図。
【図１９Ｂ】閉鎖位置で示される、図１９Ａのスロット及び弾性タブアセンブリ。
【０００８】
　図面は、決して限定することを意図するものではなく、本技術の様々な実施形態は、必
ずしも図面に示されないものも含めた、様々な他の方法で実施し得ることが想到される。
本明細書に組み込まれ、その一部を形成する添付図面は、本技術の幾つかの態様を示し、
説明文と共に、本技術の原理を説明する役割を果たすものであるが、しかしながら、本技
術は、図示される厳密な配置構成に限定されるものではないことを、理解するべきである
。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本技術の特定の実施例に関する以下の説明は、本技術の範囲を限定するために使用され
るべきではない。本技術の他の実施例、特徴、態様、実施形態、及び有利点は、例として
、本技術を実施するために想到される最良の形態の１つである、以下の説明から、当業者
には明らかとなるであろう。理解されるように、本明細書で説明される本技術は、全て本
技術から逸脱することなく、他の種々の明白な態様が可能である。したがって、図面及び
説明は、制限的なものではなく、例示的な性質のものとして見なすべきである。
【００１０】
　Ｉ．例示的な超音波外科システムの概要
　図１は、超音波外科用器具（５０）、ジェネレータ（２０）、及び外科用器具（５０）
にジェネレータ（２０）を結合するケーブル（３０）を含む、例示的な超音波外科システ
ム（１０）を示す。一部の変形では、ジェネレータ（２０）は、Ｅｔｈｉｃｏｎ　Ｅｎｄ
ｏ－Ｓｕｒｇｅｒｙ，Ｉｎｃ．（Ｃｉｎｃｉｎｎａｔｉ，Ｏｈｉｏ）による販売の、ＧＥ
Ｎ　３００を含む。更には、又は代替案では、ジェネレータ（２０）は、その開示が参照
により本明細書に組み込まれる、２０１１年４月１４日公開の、米国特許公開第２０１１
／００８７２１２号、表題「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｇｅｎｅｒａｔｏｒ　ｆｏｒ　Ｕｌｔｒ
ａｓｏｎｉｃ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｄｅｖｉｃｅｓ」の少なくと
も一部の教示に従って、構築することができる。外科用器具（５０）は、本明細書では、
超音波外科用器具として説明されるが、本明細書の教示は、様々な外科用器具に対して容
易に適用することができる点を理解するべきであり、それらの外科用器具としては、エン
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ドカッター、把持具、カッター、ステープラー、クリップ適用器具、アクセス装置、薬物
／遺伝子治療送達装置、及び超音波、ＲＦ、レーザーなどを使用するエネルギー送達装置
、並びに／あるいは本明細書の教示を考慮することで、当業者には明らかとなるような、
これらの任意の組み合わせが挙げられるが、それらに限定されない。更には、本実施例は
、ケーブル接続式の外科用器具（５０）を参照して説明されるが、外科用器具（５０）は
、その開示が参照により本明細書に組み込まれる、２００９年６月４日公開の、米国特許
公開第２００９／０１４３７９７号、表題「Ｃｏｒｄｌｅｓｓ　Ｈａｎｄ－ｈｅｌｄ　Ｕ
ｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｃａｕｔｅｒｙ　Ｃｕｔｔｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ」で開示されるも
のなどの、コードレス操作に関して適合させることができる点を、理解するべきである。
例えば、外科装置（５０）は、バッテリーなどの、一体型の携帯電源などを含み得る。更
には、外科装置（５０）はまた、その開示が参照により本明細書に組み込まれる、２００
４年８月３１日発行の、米国特許第６，７８３，５２４号、表題「Ｒｏｂｏｔｉｃ　Ｓｕ
ｒｇｉｃａｌ　Ｔｏｏｌ　ｗｉｔｈ　Ｕｌｔｒａｓｏｕｎｄ　Ｃａｕｔｅｒｉｚｉｎｇ　
ａｎｄ　Ｃｕｔｔｉｎｇ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ」で開示されるものなどの、ロボット支
援手術環境で使用することもでき、又は使用されるように適合させることもできる。
【００１１】
　本実施例の外科用器具（５０）は、組立形ハンドルアセンブリ（６０）、細長形の伝達
アセンブリ（７０）、及びトランスデューサ（１００）を含む。伝達アセンブリ（７０）
は、伝達アセンブリ（７０）の近位端で組立形ハンドルアセンブリ（６０）に結合され、
組立形ハンドルアセンブリ（６０）から遠位方向に延出する。本実施例では、伝達アセン
ブリ（７０）は、内視鏡用途のための、細長形の管状アセンブリとして構成されるが、伝
達アセンブリ（７０）は、あるいは、その開示が参照により本明細書に組み込まれる、２
００７年１２月６日公開の、米国特許公開第２００７／０２８２３３３号、表題「Ｕｌｔ
ｒａｓｏｎｉｃ　Ｗａｖｅｇｕｉｄｅ　ａｎｄ　Ｂｌａｄｅ」、及び２００８年８月２１
日公開の、同第２００８／０２００９４０号、表題「Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｄｅｖｉｃ
ｅ　ｆｏｒ　Ｃｕｔｔｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｏａｇｕｌａｔｉｎｇ」で開示されるものなど
の、短いアセンブリとすることもできる点を、理解するべきである。本実施例の伝達アセ
ンブリ（７０）は、外側シース（７２）、内側管状作動部材（図示せず）、導波管（図示
せず）、及び伝達アセンブリ（７０）の遠位端上に配置されるエンドエフェクタ（８０）
を含む。本実施例では、エンドエフェクタ（８０）は、導波管に機械的かつ音響的に結合
されるブレード（８２）と、伝達アセンブリ（７０）の近位端で枢動するように動作可能
なクランプアーム（８４）と、クランプアーム（８４）に結合されるクランプパッド（８
６）とを含む。クランプアーム（８４）及び関連する機構は、その開示が参照により本明
細書に組み込まれる、１９９９年１１月９日発行の、米国特許第５，９８０，５１０号、
表題「Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｃｌａｍｐ　Ｃｏａｇｕｌａｔｏｒ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ
　Ｈａｖｉｎｇ　Ｉｍｐｒｏｖｅｄ　Ｃｌａｍｐ　Ａｒｍ　Ｐｉｖｏｔ　Ｍｏｕｎｔ」の
少なくとも一部の教示に従って構築し、動作可能とすることができる点もまた、理解する
べきである。
【００１２】
　一部の変形では、トランスデューサ（１００）は、第１共振器（図示せず）と第２共振
器（図示せず）との間で圧縮されて、圧電素子の積み重ね体を形成する、複数個の圧電素
子（図示せず）を含む。この圧電素子は、任意の好適な材料、例えば、ジルコン酸チタン
酸鉛、メタニオブ酸鉛、チタン酸鉛、及び／又は、例えば、任意の好適な圧電結晶材料か
ら製作することができる。トランスデューサ（１００）は、１つ又は２つ以上の圧電素子
の両端間で電位差を作り出すように構成される、少なくとも１つの陽電極及び少なくとも
１つの陰電極を含む、電極を更に含むことにより、圧電素子は、電力を超音波振盪に変換
する。本実施例のトランスデューサ（１００）が作動される場合、トランスデューサ（１
００）は、超音波周波数（５５．５ｋＨｚなど）での線形振動又は線形振盪を作り出すよ
うに、動作可能である。トランスデューサ（１００）が、伝達アセンブリ（７０）に結合
される場合、これらの線形振動は、伝達アセンブリ（７０）の内部導波管を通じて、エン
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ドエフェクタ（８０）に伝達される。本実施例では、ブレード（８２）が導波管に結合さ
れていることにより、ブレード（８２）は、超音波周波数で振動する。それゆえ、ブレー
ド（８２）とクランプアーム（８４）との間に、組織が固定される場合、ブレード（８２
）の超音波振動が、組織を切断すると同時に、隣接する組織細胞内のタンパク質を変性さ
せることにより、熱の拡散が比較的小さい、凝固効果を提供することができる。組織を焼
灼するために、ブレード（８２）及びクランプアーム（８４）を通じて、電流を提供する
こともできる。単に例示的な１つの好適な超音波トランスデューサ（１００）は、Ｅｔｈ
ｉｃｏｎ　Ｅｎｄｏ－Ｓｕｒｇｅｒｙ，Ｉｎｃ．（Ｃｉｎｃｉｎｎａｔｉ，Ｏｈｉｏ）に
よる販売の、モデル番号ＨＰ０５４であるが、任意の他の好適なトランスデューサを使用
することができる点を、理解するべきである。トランスデューサ（１００）は、その開示
が参照により本明細書に組み込まれる、２０１１年１０月１０日出願の、米国特許出願第
１３／２６９，８８３号、表題「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　ｗｉｔｈ　
Ｃｌｕｔｃｈｉｎｇ　Ｓｌｉｐ　Ｒｉｎｇ　Ａｓｓｅｍｂｌｙ　ｔｏ　Ｐｏｗｅｒ　Ｕｌ
ｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｔｒａｎｓｄｕｃｅｒ」、米国特許公開第２００６／００７９８７４
号、同第２００７／０１９１７１３号、同第２００７／０２８２３３３号、同第２００８
／０２００９４０号、同第２０１１／００１５６６０号、米国特許第６，５００，１７６
号、米国特許公開第２０１１／００８７２１８号、及び／又は同第２００９／０１４３７
９７号の、少なくとも一部の教示に従って、更に構築することができる。
【００１３】
　本実施例の組立形ハンドルアセンブリ（６０）は、接合ハウジング部分（６２）及び下
方部分（６４）を含む。接合ハウジング部分（６２）は、組立形ハンドルアセンブリ（６
０）内部の空洞を画定するものであり、接合ハウジング部分（６２）の近位端で、トラン
スデューサ（１００）を受容し、かつ接合ハウジング部分（６２）の遠位端で、伝達アセ
ンブリ（７０）の近位端を受容するように構成される。本実施例では、伝達アセンブリ（
７０）及びトランスデューサ（１００）を回転させるための、回転ノブ（６６）が示さる
が、回転ノブ（６６）は、単に任意選択であるに過ぎないことを、理解するべきである。
図１に示す組立形ハンドルアセンブリ（６０）の下方部分（６４）は、トリガー（６８）
を含み、ユーザーが片手を使用することによって把持されるように構成される。下方部分
（６４）に関する単に例示的な１つの代替的変形は、その開示が参照により本明細書に組
み込まれる、２０１１年１月２０日公開の、米国特許公開第２０１１／００１５６６０号
、表題「Ｒｏｔａｔｉｎｇ　Ｔｒａｎｓｄｕｃｅｒ　Ｍｏｕｎｔ　ｆｏｒ　Ｕｌｔｒａｓ
ｏｎｉｃ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ」の図１に示される。一部の変形
では、トグルボタンが、下方部分（６４）の遠位表面上に配置され、ジェネレータ（２０
）を使用して、種々の動作レベルで、トランスデューサ（１００）を選択的に作動させる
ように、動作可能である。例えば、第１のトグルボタンは、最大エネルギーレベルで、ト
ランスデューサ（１００）を作動させることができ、その一方で、第２のトグルボタンは
、最小の、非ゼロのエネルギーレベルで、トランスデューサ（１００）を作動させること
ができる。当然ながら、トグルボタンは、本明細書の教示を考慮することで、当業者には
明らかとなるような、最大及び／又は最小のエネルギーレベル以外のエネルギーレベルに
関して、構成することができる。更には、単一のトグルボタンのみを提供することができ
、又は３つ以上のトグルボタンを提供することもできる。
【００１４】
　組立形ハンドルアセンブリ（６０）は、２つの別個の部分（６２、６４）を参照して説
明されているが、組立形ハンドルアセンブリ（６０）は、双方の部分（６２、６４）が組
み合わされた、一体型アセンブリとすることができる点を、理解するべきである。組立形
ハンドルアセンブリ（６０）は、あるいは、別個のトリガー部分（ユーザの手又は足によ
って動作可能）、及び別個の接合ハウジング部分（６２）などの、複数の個別構成要素へ
と分割することもできる。そのようなトリガー部分は、トランスデューサ（１００）を作
動させるように動作可能とすることができ、接合ハウジング部分（６２）から遠隔性のも
のとすることができる。組立形ハンドルアセンブリ（６０）は、耐久性プラスチックケー
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シング（６１）（ポリカーボネート又は液晶ポリマーなど）、セラミック、金属、及び／
又は本明細書の教示を考慮することで、当業者には明らかとなるような、任意の他の好適
な材料から、構築することができる。組立形ハンドルアセンブリ（６０）に関する他の構
成もまた、本明細書の教示を考慮することで、当業者には明らかとなるであろう。例えば
、一部の変形では、トリガー（６８）を省略することができ、外科用器具（５０）は、ロ
ボットシステムの制御によって作動させることができる。他の変形では、外科用器具（５
０）は、ジェネレータ（２０）に結合される際に、作動させることができる。
【００１５】
　また更には、外科用器具（５０）は、その開示が参照により本明細書に組み込まれる、
１９９４年６月２１日発行の、米国特許第５，３２２，０５５号、表題「Ｃｌａｍｐ　Ｃ
ｏａｇｕｌａｔｏｒ／Ｃｕｔｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　
Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ」、その開示が参照により本明細書に組み込
まれる、１９９９年２月２３日発行の、同第５，８７３，８７３号、表題「Ｕｌｔｒａｓ
ｏｎｉｃ　Ｃｌａｍｐ　Ｃｏａｇｕｌａｔｏｒ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｉ
ｍｐｒｏｖｅｄ　Ｃｌａｍｐ　Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ」、その開示が参照により本明細書に
組み込まれる、１９９７年１０月１０日出願の、同第５，９８０，５１０号、表題「Ｕｌ
ｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｃｌａｍｐ　Ｃｏａｇｕｌａｔｏｒ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　Ｈａｖｉ
ｎｇ　Ｉｍｐｒｏｖｅｄ　Ｃｌａｍｐ　Ａｒｍ　Ｐｉｖｏｔ　Ｍｏｕｎｔ」、その開示が
参照により本明細書に組み込まれる、２００１年１２月４日発行の、同第６，３２５，８
１１号、表題「Ｂｌａｄｅｓ　ｗｉｔｈ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　Ｂａｌａｎｃｅ　Ａｓ
ｙｍｍｅｔｒｉｅｓ　ｆｏｒ　ｕｓｅ　ｗｉｔｈ　Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｓｕｒｇｉｃ
ａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ」、その開示が参照により本明細書に組み込まれる、２０
０６年４月１３日公開の、米国特許公開第２００６／００７９８７４号、表題「Ｔｉｓｓ
ｕｅ　Ｐａｄ　ｆｏｒ　Ｕｓｅ　ｗｉｔｈ　ａｎ　Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｓｕｒｇｉｃ
ａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ」、その開示が参照により本明細書に組み込まれる、２００
７年８月１６日公開の、同第２００７／０１９１７１３号、表題「Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ
　Ｄｅｖｉｃｅ　ｆｏｒ　Ｃｕｔｔｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｏａｇｕｌａｔｉｎｇ」、その開
示が参照により本明細書に組み込まれる、２００７年１２月６日公開の、同第２００７／
０２８２３３３号、表題「Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｗａｖｅｇｕｉｄｅ　ａｎｄ　Ｂｌａ
ｄｅ」、その開示が参照により本明細書に組み込まれる、２００８年８月２１日公開の、
同第２００８／０２００９４０号、表題「Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ　ｆｏｒ
　Ｃｕｔｔｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｏａｇｕｌａｔｉｎｇ」、その開示が参照により本明細書
に組み込まれる、２００９年６月４日公開の、同第２００９／０１４３７９７号、表題「
Ｃｏｒｄｌｅｓｓ　Ｈａｎｄ－ｈｅｌｄ　Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｃａｕｔｅｒｙ　Ｃｕ
ｔｔｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ」、その開示が参照により本明細書に組み込まれる、２０１０
年３月１８日公開の、同第２０１０／００６９９４０号、表題「Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　
Ｄｅｖｉｃｅ　ｆｏｒ　Ｆｉｎｇｅｒｔｉｐ　Ｃｏｎｔｒｏｌ」、その開示が参照により
本明細書に組み込まれる、２０１１年１月２０日公開の、同第２０１１／００１５６６０
号、表題「Ｒｏｔａｔｉｎｇ　Ｔｒａｎｓｄｕｃｅｒ　Ｍｏｕｎｔ　ｆｏｒ　Ｕｌｔｒａ
ｓｏｎｉｃ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ」、及び／又はその開示が参照
により本明細書に組み込まれる、２０１０年１１月５日出願の、米国仮出願第６１／４１
０，６０３号、表題「Ｅｎｅｒｇｙ－Ｂａｓｅｄ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅ
ｎｔｓ」の少なくとも一部の教示に従って、構築することができる。
【００１６】
　本明細書で説明される、教示、表現、実施形態、実施例などのうちの、いずれの１つ以
上も、本明細書で説明される、他の教示、表現、実施形態、実施例などのうちの、いずれ
の１つ以上とも組み合わせることができる点を、更に理解するべきである。以下で説明さ
れる、教示、表現、実施形態、実施例などは、それゆえ、互いに切り離して考慮するべき
ではない。本明細書の教示を組み合わせることができる、様々な好適な方法が、本明細書
の教示を考慮することで、当業者には容易に明らかとなるであろう。そのような修正及び
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変形は、特許請求の範囲内に含まれることを意図する。
【００１７】
　ＩＩ．例示的なエンドエフェクタの概要
　図２Ａ、２Ｂは、閉鎖位置の図２Ａ、及び開放位置の図２Ｂで示される、例示的なエン
ドエフェクタ（２００）の分解図を示す。本実施例では、エンドエフェクタ（２００）は
、ブレード（２１０）、遠位クランプパッド（２２０）、近位クランプパッド（２３０）
、クランプアーム（２４０）、内側管状作動部材（２６０）、及び外側シース（２８０）
を含む。ブレード（２１０）は、上述のブレード（８２）の少なくとも一部の教示に従っ
て、あるいは、それぞれの開示が参照により本明細書に組み込まれる、米国特許公開第２
００６／００７９８７４号、同第２００７／０１９１７１３号、同第２００７／０２８２
３３３号、同第２００８／０２００９４０号、同第２０１１／００１５６６０号、及び／
又は同第２００９／０１４３７９７号の少なくとも一部の教示に従って、構築することが
できる。本実施例では、ブレード（２１０）は、トランスデューサ（１００）などの、ト
ランスデューサに結合されて、超音波周波数で振動するように構成される。トランスデュ
ーサに対する、そのようなブレード（２１０）の結合は、導波管（図示せず）を介するも
のとすることができる。ブレード（２１０）とクランプアーム（２４０）との間に、組織
が固定される場合、ブレード（２１０）の超音波振動が、組織を切断すると同時に、隣接
する組織細胞内のタンパク質を変性させることにより、熱の拡散が比較的小さい、凝固効
果を提供することができる。組織を焼灼するために、ブレード（２１０）及びクランプア
ーム（２４０）を通じて、電流を提供することもできる。図示のように、ブレード（２１
０）は、円筒形の本体部分（２１２）と、ブレード（２１０）の遠位端の湾曲状部分（２
１４）とを含む。単なる例として、ブレード（２１０）は、湾曲状の直方体末端部を有す
る、中実のチタンロッドを含む。ブレード（２１０）は、実質的に直線状とすることがで
き、かつ／又はブレード（２１０）は、他の幾何学形状を有し得ることを理解するべきで
あり、他の幾何学形状としては、円錐形末端部、三角柱末端部、円筒形末端部、実質的に
平面的な末端部、直方体本体部、及び／又は本明細書の教示を考慮することで、当業者に
は明らかとなるような、任意の他の幾何学形状が挙げられる。また更には、ブレード（２
１０）は、チタン以外の材料を含み得、その材料としては、アルミニウム、スチール、鉄
、複合材料、合金などが挙げられる。当然ながら、ブレード（２１０）に関する他の構成
が、本明細書の教示を考慮することで、当業者には明らかとなるであろう。
【００１８】
　本実施例の遠位クランプパッド（２２０）は、Ｔｅｆｌｏｎ（登録商標）（Ｅ．Ｉ．ｄ
ｕ　Ｐｏｎｔ　ｄｅ　Ｎｅｍｏｕｒｓ　ａｎｄ　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ
，Ｄｅｌａｗａｒｅ）製）を含むが、遠位クランプパッド（２２０）は、Ｔｅｆｌｏｎ（
登録商標）でコーティングされたスチールで形成することができ、又は、本明細書の教示
を考慮することで、当業者には明らかとなるような、他の低摩擦材料を使用することもで
きる。遠位クランプパッド（２２０）は、遠位クランプパッド（２２０）から延出し、か
つクランプアーム（２４０）のＴ形状陥凹部（図示せず）内に挿入可能な、Ｔ形状部材（
２２２）を介して、クランプアーム（２４０）上に装着される。遠位クランプパッド（２
２０）は、ブレード（２１０）に実質的に平行で、かつブレード（２１０）と接触する位
置へと、枢動可能である。したがって、クランプアーム（２４０）が、図２Ａに示す閉鎖
位置へと作動される場合、遠位クランプパッド（２２０）とブレード（２１０）との間で
、組織が圧縮及び把持される。図示のように、遠位クランプパッド（２２０）は、鋸歯状
の構成などの、非平滑表面（２２４）を含むことにより、遠位クランプパッド（２２０）
による組織の把持が増強される。この鋸歯状の構成、すなわち歯は、ブレード（２１０）
に対する組織の移動に抵抗する、静止摩擦を提供する。当業者には理解されるように、こ
の鋸歯状の構成は、ブレード（２１０）の移動に対する組織の移動を、防止するために使
用することができる、多くの組織係合表面のうちの、単なる一実施例である。他の例示的
実施例としては、隆起部、交錯パターン、トレッドパターン、ビーズ又はサンドブラスト
処理表面などが挙げられる。図示の実施例では、遠位クランプパッド（２２０）は、クラ
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ンプアーム（２４０）内に、遠位端で挿入可能であり、近位クランプパッド（２３０）の
遠位方向に配置される。
【００１９】
　近位クランプパッド（２３０）は、Ｔｅｆｌｏｎ（登録商標）を含む、実質的に平坦な
クランプパッドを含むが、近位クランプパッド（２３０）は、Ｔｅｆｌｏｎ（登録商標）
でコーティングされたスチールで形成することができ、又は、本明細書の教示を考慮する
ことで、当業者には明らかとなるような、他の低摩擦材料を使用することもできる。近位
クランプパッド（２３０）は、近位クランプパッド（２３０）から延出し、かつクランプ
アーム（２４０）の鳩尾形状陥凹部（図示せず）内に挿入可能な、鳩尾形状部材（２３２
）を介して、クランプアーム（２４０）上に装着される。近位クランプパッド（２３０）
もまた、ブレード（２１０）に実質的に平行で、かつブレード（２１０）と接触する位置
へと、枢動可能である。したがって、クランプアーム（２４０）が、図２Ａに示す閉鎖位
置へと作動される場合、近位クランプパッド（２３０）とブレード（２１０）との間で、
組織が圧縮される。当然ながら、遠位クランプパッド（２２０）と近位クランプパッド（
２３０）とは、別個の構成要素であるため、遠位クランプパッド（２２０）及び近位クラ
ンプパッド（２３０）に関する材料は、異なるものとすることができる。遠位クランプパ
ッド（２２０）及び近位クランプパッド（２３０）は、その開示が参照により本明細書に
組み込まれる、２００６年４月１３日公開の、米国特許公開第２００６／００７９８７４
号、表題「Ｔｉｓｓｕｅ　Ｐａｄ　ｆｏｒ　Ｕｓｅ　ｗｉｔｈ　ａｎ　Ｕｌｔｒａｓｏｎ
ｉｃ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ」の少なくとも一部の教示に従って、更
に構築することができる。
【００２０】
　本実施例の内側管状作動部材（２６０）は、外側シース（２８０）内部で長手方向に作
動すると共に、ブレード（２１０）が、内側管状作動部材（２６０）の中を通って、長手
方向に延在するように構成される、中空の円筒形部材である。内側管状作動部材（２６０
）の近位端は、トリガー（６８）などの、トリガーに結合され、このトリガーは、トリガ
ーが押されると、内側管状作動部材（２６０）を近位方向に作動させるように、構成され
る。トリガーが解放されると、内側管状作動部材（２６０）は、遠位方向に作動する。内
側管状作動部材（２６０）の遠位端（２６２）は、内側管状作動部材（２６０）の対向側
面上に配置され、かつクランプアーム（２４０）の１対の下方ピン（２５２）を受容する
ように構成される、１対の作動穴（２６４）を含む。したがって、クランプアーム（２４
０）が、作動穴（２６４）及び下方ピン（２５２）を介して、内側管状作動部材（２６０
）に結合される場合、内側管状作動部材（２６０）の長手方向運動により、クランプアー
ム（２４０）は、クランプアーム（２４０）の１対の上方ピン（２５４）の周りを枢動す
る。当然ながら、内側管状作動部材（２６０）に関する、他の構成及び結合が、本明細書
の教示を考慮することで、当業者には明らかとなるであろう。
【００２１】
　本実施例の外側シース（２８０）もまた、外側シース（２８０）の近位端（図示せず）
で、ハンドルアセンブリのケーシングに結合すると共に、ブレード（２１０）、内側管状
作動部材（２６０）、及びブレード（２１０）に関連する導波管が、その中を通って長手
方向に延在するように構成される、中空の円筒形部材である。外側シース（２８０）は、
外側シース（２８０）の対向側面上に配置され、かつクランプアーム（２４０）の１対の
上方ピン（２５４）を受容するように構成される、１対の上方穴（２８４）を含む、遠位
端（２８２）を有する。当業者には明らかとなるように、上方穴（２８４）は、周りをク
ランプアーム（２４０）が枢動可能となる、枢動点を提供する。外側シース（２８０）は
、内側管状作動部材（２６０）に対して長手方向で固定されるように、更に構成される。
それゆえ、内側管状作動部材（２６０）が長手方向に作動する場合、外側シース（２８０
）は、クランプアーム（２４０）を枢動させることを可能にする、機械的基底部を提供す
る。当然ながら、外側シース（２８０）は、内側管状作動部材（２６０）に対して、必ず
しも固定される必要はない。単なる例として、内側管状作動部材（２６０）を固定するこ
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とができ、かつ外側シース（２８０）を作動可能とすることができ、又は他の変形では、
内側管状部材（２６０）及び外側シース（２８０）の双方を、作動可能とすることができ
る。当然ながら、外側シース（２８０）に関する他の構成が、本明細書の教示を考慮する
ことで、当業者には明らかとなるであろう。
【００２２】
　クランプアーム（２４０）は、係合部分（２４２）と、係合部分（２４２）より近位の
、取り付け部分（２４８）とを含む。本実施例の係合部分（２４２）は、遠位クランプパ
ッド（２２０）のＴ形状部材（２２２）を受容するように構成されるＴ形状陥凹部を含む
、実質的に平坦な底部面を有する、湾曲状部材を含む。係合部分（２４２）は、本実施例
のブレード（２１０）の曲率と、実質的に同様の曲率を有する。当然ながら、ブレード（
２１０）が直線状である場合には、係合部分（２４２）もまた、直線状とすることができ
る。係合部分（２４２）は、ブレード（２１０）の側面の周りで下向きに湾曲することに
より、係合部分（２４２）が、ブレード（２１０）によって中に組織を圧縮して切断する
ことができる、凹型部を形成するように、更に構成することができる。取り付け部分（２
４８）は、本体部材（２５０）、１対の下方ピン（２５２）、及び１対の上方ピン（２５
４）を含む。本体部材（２５０）は、近位クランプパッド（２３０）の鳩尾形状部材（２
３２）を受容するように構成される、鳩尾形状陥凹部（図示せず）を含む。上述のように
、下方ピン（２５２）は、内側管状作動部材（２６０）の作動穴（２６４）内に挿入可能
であり、上方ピン（２５４）は、外側シース（２８０）の上方穴（２８４）内に挿入可能
である。したがって、ピン（２５２、２５４）が、穴（２６４、２８４）内に挿入される
場合、クランプアーム（２４０）は、外側シース（２８０）及び内側管状作動部材（２６
０）に結合され、クランプアーム（２４０）は、ブレード（２１０）に対して枢動可能で
ある。当然ながら、クランプアーム（２４０）に関する他の構成が、本明細書の教示を考
慮することで、当業者には明らかとなるであろう。一部の変形では、ピン（２５２、２５
４）は、本体部材（２３２）内に形成される穴に通して挿入可能な、別個のピンとするこ
とができる。
【００２３】
　単に例示的な１つのエンドエフェクタ（２００）が、本明細書で説明されているが、他
のエンドエフェクタも同様に使用することができる。例えば、クランプアーム（２４０）
、遠位クランプパッド（２２０）、近位クランプパッド（２３０）、内側管状作動部材（
２６０）、及び／又は外側シース（２８０）を、エンドエフェクタ（２００）から省略す
ることができる。近位クランプパッド（２３０）、内側管状作動部材（２６０）、及び外
側シース（２８０）を省略している、単に例示的な１つのエンドエフェクタは、その開示
が参照により本明細書に組み込まれる、２００７年８月１６日公開の、米国特許公開第２
００７／０１９１７１３号、表題「Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ　ｆｏｒ　Ｃｕ
ｔｔｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｏａｇｕｌａｔｉｎｇ」で説明される。クランプアーム（２４０
）、遠位クランプパッド（２２０）、近位クランプパッド（２３０）、及び内側管状作動
部材（２６０）を省略している、単に例示的な別のエンドエフェクタは、その開示が参照
により本明細書に組み込まれる、２００８年８月２１日公開の、米国特許公開第２００８
／０２００９４０号、表題「Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ　ｆｏｒ　Ｃｕｔｔｉ
ｎｇ　ａｎｄ　Ｃｏａｇｕｌａｔｉｎｇ」で説明される。エンドエフェクタ（２００）に
関する更なる他の構成が、本明細書の教示を考慮することで、当業者には明らかとなるで
あろう。
【００２４】
　ＩＩＩ．例示的なモジュラー式クランプパッドアセンブリ
　一部の状況では、クランプアーム（８４）、内側管状作動部材の一部分、及び／又は外
側シース（７２）の一部分のみを、外科用器具（５０）から取り外すことが好ましい場合
がある。例えば、外側シース（７２）の諸部分、内側管状作動部材の諸部分、及び／又は
クランプアーム（８４）は、外科手術の間に、汚れた状態になる場合がある。そのような
場合には、その外側シース（７２）の部分、内側管状作動部材の部分、及び／又はクラン
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プアーム（８４）を、使用の合間に、洗浄並びに再滅菌することが、困難な場合がある。
したがって、外科用器具（５０）の伝達アセンブリ（７０）に、結合及び分離させること
ができる、使い捨てのクランプアームアセンブリを有することが、好ましい場合がある。
伝達アセンブリ（７０）及び／又は外科用器具（５０）は、再使用可能、再生利用可能、
かつ／若しくは再滅菌可能であるように、構成することができる。それゆえ、ユーザーは
、使用済みのクランプアームアセンブリを廃棄して、伝達アセンブリ（７０）及び／又は
外科用器具（５０）を再滅菌し、別の手技で使用するために、新たなクランプアームアセ
ンブリを、伝達アセンブリ（７０）上に結合することができる。他の状況では、クランプ
アーム（８４）並びに／あるいはクランプパッド（８６）が、損耗、故障、及び／又は動
作不能若しくは使用不能の状態となる場合には、クランプアームアセンブリの取り替えが
可能であることが、有用な場合がある。そのような状況では、伝達アセンブリ（７０）、
ブレード（８２）、及び／又は外科用器具（５０）ではなく、クランプアームアセンブリ
の取り替えが可能であることが、有用な場合がある。当然ながら、一部の変形では、取り
外し可能なブレード（８２）を有することもまた、好ましい場合がある。したがって、分
離可能なクランプアームアセンブリに関する様々な構成を、以下で説明する。
【００２５】
　Ａ．例示的なタブ付きクランプアームアセンブリ
　図３は、例示的なタブ付きクランプアームアセンブリ（３００）、及び例示的なスロッ
ト付き伝達アセンブリ（３５０）を示す。本実施例の伝達アセンブリ（３５０）は、上述
の組立形ハンドルアセンブリ（６０）などの、ハンドルアセンブリから遠位方向に延出し
、外側シース（３６０）及び作動装置（３７０）を含む。導波管（図示せず）及び／又は
ブレード（図示せず）もまた、ハンドルアセンブリから遠位方向に延出するが、明瞭性の
ために省略されていることを理解するべきである。導波管及び／又はブレードは、外側シ
ース（３６０）内部に配置される。導波管及び／又はブレードは、ハンドルアセンブリ、
及び／又はトランスデューサ（１００）などのトランスデューサ内に、一体化させること
ができ、あるいは導波管及びブレードは、ハンドルアセンブリから取り外し可能とするこ
とができる。一部の変形では、このブレードは、本明細書で説明されるブレード（８２、
２１０、３９４、６９２、７９４、８１０、９３０）のように、導波管に選択的に結合可
能とすることができる。単に例示的なハンドルアセンブリ、トランスデューサ、導波管、
及び／又はブレードは、その開示が参照により本明細書に組み込まれる、＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿出願の、米国特許出願第［代理人整理番号ＥＮＤ６８９５ＵＳＮＰ１５．０５８７
８３９］号、表題「Ｇｅａｒ　Ｄｒｉｖｅｎ　Ｃｏｕｐｌｉｎｇ　Ｂｅｔｗｅｅｎ　Ｕｌ
ｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｔｒａｎｓｄｕｃｅｒ　ａｎｄ　Ｗａｖｅｇｕｉｄｅ　ｉｎ　Ｓｕｒ
ｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ」、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿出願の、同第［代理人整理
番号ＥＮＤ６８９５ＵＳＮＰ１４．０５８７８３８］号、表題「Ｃａｍ　Ｄｒｉｖｅｎ　
Ｃｏｕｐｌｉｎｇ　Ｂｅｔｗｅｅｎ　Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｔｒａｎｓｄｕｃｅｒ　ａ
ｎｄ　Ｗａｖｅｇｕｉｄｅ　ｉｎ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ」、２０１
１年１０月１０日出願の、同第１３／２６９，８７０号、表題「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎ
ｓｔｒｕｍｅｎｔ　ｗｉｔｈ　Ｍｏｄｕｌａｒ　Ｓｈａｆｔ　ａｎｄ　Ｅｎｄ　Ｅｆｆｅ
ｃｔｏｒ」、２０１１年１０月１０日出願の、同第１３／２６９，８９９号、表題「Ｕｌ
ｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　ｗｉｔｈ　Ｍｏｄｕｌａ
ｒ　Ｅｎｄ　Ｅｆｆｅｃｔｏｒ」、２０１１年１０月１０日出願の、同第１３／２６９，
８８３号、表題「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　ｗｉｔｈ　Ｃｌｕｔｃｈｉ
ｎｇ　Ｓｌｉｐ　Ｒｉｎｇ　Ａｓｓｅｍｂｌｙ　ｔｏ　Ｐｏｗｅｒ　Ｕｌｔｒａｓｏｎｉ
ｃ　Ｔｒａｎｓｄｕｃｅｒ」、米国特許公開第２００６／００７９８７４号、同第２００
７／０１９１７１３号、同第２００７／０２８２３３３号、同第２００８／０２００９４
０号、同第２０１１／００１５６６０号、米国特許第６，５００，１７６号、米国特許公
開第２０１１／００８７２１８号、及び／又は同第２００９／０１４３７９７号で開示さ
れる。
【００２６】
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　本実施例の外側シース（３６０）は、近位端でハンドルアセンブリに結合される、細長
形の管状部材である。外側シース（３６０）は、ねじ切り（３６４）を有する遠位端（３
６２）と、外側シース（３６０）の長手方向軸に垂直な複数個の穴（３６６）とを含む。
遠位端（３６２）及びねじ切り（３６４）は、ねじ切り（３６４）と相補形の、外側シー
ス部分（３１０）のねじ切り（３１４）に、ねじ込み式に結合するように構成される。穴
（３６６）は、外側シース（３６０）を貫通して延在し、外側シース（３６０）の内部へ
の流体通路を提供する。単なる例として、穴（３６６）は、外側シース（３６０）の円筒
形表面の周りに、格子状パターンで、食い違い格子パターンで、不規則に、又は本明細書
の教示を考慮することで、当業者には明らかとなるような、任意の他の方式で、配置する
ことができる。穴（３６６）により、ユーザーは、流体を使用して伝達アセンブリ（３５
０）の内部を洗い流し、伝達アセンブリ（３５０）を滅菌及び／又は再滅菌することが可
能となる。一部の変形では、内側管状作動部材を、図１５に示す内側管状作動部材（７８
０）のように、外側シース（３６０）内部に配置することができる。そのような内側管状
作動部材もまた、内側管状作動部材及び外側シース（３６０）の双方の内部への、流体の
流れを可能にする、貫通する穴を含み得る。内側管状作動部材上のそのような穴は、外側
シース（３６０）の穴（３６６）と位置合わせすることができ、かつ／又はオフセットさ
せることもできる。当然ながら、穴（３６６）は、単に例示的であるに過ぎない。実際に
、外側シース（３６０）及び／又は内側管状作動部材は、長手方向スロット、円周方向ス
ロット、メッシュ、並びに／あるいは、外側シース（３６０）及び／又は内側管状作動部
材を通る流体連通を可能にする、任意の他の形態の開口を含み得る。
【００２７】
　一部の他の変形では、外装管（図示せず）を、外側シース（３６０）の外側に提供する
ことができる。この外装管もまた、穴（３６６）と同様の穴を含み得る。一部の変形では
、外装管は、この外装管の穴が外側シース（３６０）の穴（３６６）と位置合わせされる
ことにより、外側シース（３６０）内に流体が流れ込むことができる、第１の位置から、
外装管内の穴が外側シース（３６０）の穴（３６６）からオフセットされ、その内部で、
外側シース（３６０）が実質的に流体封止される、第２の位置へと、回転させることがで
きる。更には、この外装管は、外側シース（３６０）内に形成されるキースロット（図示
せず）内に挿入されることにより、第１の位置又は第２の位置で、外装管を外側シース（
３６０）と回転方向で位置合わせする、キーを含み得る。当然ながら、戻り止め、ノッチ
などのような、他の位置合わせ機構も、更に、又は代替案として、提供することができる
。外側シース（３６０）に関する更なる他の構成が、本明細書の教示を考慮することで、
当業者には明らかとなるであろう。
【００２８】
　本実施例の作動装置（３７０）は、外側シース（３６０）の中を通って長手方向に延在
する、弓状部材を含む。本実施例では、作動装置（３７０）は、スロット（３７４）が作
動装置（３７０）の遠位端（３７２）の直近位に形成される、半管状部材を含む。更には
、作動装置（３７０）は、外側シース（３６０）の長手方向軸から、軸方向でオフセット
されるが、このことは、単に任意選択であるに過ぎない。スロット（３７４）は、作動装
置（３７０）を貫通して形成される開口を含み、以下でより詳細に説明されるように、ク
ランプアーム（３２０）のタブ（３３４）を受容するように構成される。作動装置（３７
０）は、スロット（３７４）が、外側シース（３６０）の遠位端（３６２）に対して第１
の遠位場所にある、装填位置（図４Ａに示す）から、スロット（３７４）が、第１の遠位
場所と比較して外側シース（３６０）の遠位端（３６２）により近接する、第３の遠位場
所にある、閉鎖位置（図４Ｃに示す）へと、外側シース（３６０）に対して長手方向で作
動するように、動作可能である。作動装置（３７０）はまた、装填位置と閉鎖位置との間
に位置する、開放位置（図４Ｂに示す）へと、作動させることもできる。作動装置に関す
るそのような位置は、単に例示的であるに過ぎないことを理解するべきであり、作動装置
（３７０）は、外側シース（３６０）の遠位端（３６２）に対して近位及び／又は遠位の
、様々な位置へと作動するように、動作可能とすることができる。一部の変形では、作動
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装置（３７０）は、図１５に示す内側管状作動部材（７８０）などの、外側シース（３６
０）と同軸である管状部材を含み得る。他の変形では、作動装置（３７０）は、平面的部
材を単純に含み得る。作動装置（３７０）及び／又はスロット（３７４）は、タブ（３３
４）に結合するための、保持機構（図示せず）を更に含み得る。例えば、弾性的に付勢さ
れるロック、戻り止め、Ｔ形状タブを受容するためのＴ形状スロット、他の狭小化スロッ
ト、スナップ、クリップ、クランプなどを、提供することができる。作動装置（３７０）
及び／又はスロット（３７４）に関する、更なる他の構成が、本明細書の教示を考慮する
ことで、当業者には明らかとなるであろう。
【００２９】
　本実施例のクランプアームアセンブリ（３００）は、外側シース部分（３１０）と、外
側シース部分（３１０）に枢動可能に結合されるクランプアーム（３２０）とを含む。外
側シース部分（３１０）は、遠位ロッド（３１６）を有する管状部材（３１２）を含み、
この遠位ロッド（３１６）は、管状部材（３１２）の遠位端から延出する。管状部材（３
１２）は、外側シース（３６０）のねじ切り（３６４）に相補形の、ねじ切り（３１４）
を含み、管状部材（３１２）は、外側シース（３６０）の遠位端（３６２）上に、ねじ込
み式に結合するように構成される。一部の変形では、管状部材（３１２）は、外側シース
（３６０）内に、ねじ込み式に挿入されるように構成することができる。当然ながら、管
状部材（３１２）に関する、外側シース（３６０）への代替的結合が、本明細書の教示を
考慮することで、当業者には明らかとなるであろう。単なる例として、接着剤、止めねじ
、締まり嵌め器具、クリップ、クランプ、スナップ、弾性的に付勢されるロックなどを、
提供することができる。ロッド（３１６）は、管状部材（３１２）から遠位方向に延出し
ており、ロッド（３１６）から外向きに延出する、一対のピン（３１８）を含む。ピン（
３１８）は、クランプアーム（３２０）内に挿入可能であることにより、クランプアーム
（３２０）は、外側シース部分（３１０）に対して枢動可能である。
【００３０】
　クランプアーム（３２０）は、作動部分（３３０）及びクランプ部分（３４０）を含む
。作動部分（３３０）は、タブ（３３４）を有するタブ付き部材（３３２）を含み、この
タブ（３３４）は、タブ付き部材（３３２）から下向きに延出する。本実施例のタブ付き
部材（３３２）は、円筒形の管を含むが、タブ付き部材（３３２）は、代替的形態を有し
得ることを理解するべきであり、その代替的形態としては、矩形の管、卵形部材、フレー
ム状部材などが挙げられる。タブ（３３４）は、作動装置（３７０）が開放位置へと延出
する場合に、作動装置（３７０）のスロット（３７４）内に挿入されるように構成される
、タブ付き部材（３３２）からの矩形突出部を含む。例えば、作動装置（３７０）及び／
又はタブ（３３４）は、作動装置（３７０）及び／又はタブ（３３４）の一方若しくは双
方が屈曲することにより、タブ（３３４）がスロット（３７４）に入ることを可能にする
ように、弾性材料で作製することができる。一部の変形では、はタブ（３３４）及び／又
は作動装置（３７０）は、スロット（３７４）内へのタブ（３３４）の挿入を支援するた
めの、カム面（図示せず）を含み得る。タブ（３３４）は、作動装置（３７０）が、クラ
ンプ部分（３４０）がブレード（図示せず）に対して一定の角度を形成する、開放位置か
ら、クランプ部分（３４０）及び／又は以下で説明するクランプパッド（３４４）が、ブ
レードに平行かつ／若しくはブレードに対して圧迫される、閉鎖位置へと、クランプアー
ム（３２０）を作動させることを可能にするように、更にサイズ決定される。一部の変形
では、タブ（３３４）は、Ｔ形状とすることができ、スロット（３７４）は、Ｔ形状スロ
ットを含み得、このＴ形状スロットにより、タブ（３３４）のＴの頂部は、装填の間に、
スロット（３７４）のＴの頂部に入ることが可能となる。動作の間、タブ（３３４）のＴ
の基部は、タブ（３３４）のＴの頂部によって、Ｔ形状スロット（３７４）内部に保持さ
れる。当然ながら、タブ（３３４）及びスロット（３７４）に関する他の構成が、本明細
書の教示を考慮することで、当業者には明らかとなるであろう。更には、作動部分（３３
０）に関する他の構成を、使用することができる。例えば、タブ（３３４）は、作動装置
（３７０）及び／又はタブ（３３４）内の、弾性的に付勢されるピンを介して、作動装置
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（３７０）に結合させることができる。他の変形では、タブ（３３４）及び／又は作動装
置（３７０）は、磁石を含み、タブ（３３４）と作動装置（３７０）とを磁気的に結合す
ることができる。また更には、作動装置（３７０）は、弾性のスナップ留め機構を含み、
作動装置にタブ（３３４）を結合することができる。更なる他の変形が、本明細書の教示
を考慮することで、当業者には明らかとなるであろう。
【００３１】
　クランプ部分（３４０）は、アーム（３４２）を含み、一部の変形では、クランプパッ
ド（３４４）を含む。本実施例のアーム（３４２）及びクランプパッド（３４４）は、上
述され、かつ図２Ａ、２Ｂに示される、クランプアーム（２４０）及び遠位クランプパッ
ド（２２０）に実質的に従って構成される。近位クランプパッド（２３０）もまた、クラ
ンプ部分（３４０）に含めることができる点を、理解するべきである。当然ながら、クラ
ンプ部分（３４０）は、その開示が参照により本明細書に組み込まれる、米国特許公開第
２００６／００７９８７４号、同第２００７／０１９１７１３号、同第２００７／０２８
２３３３号、同第２００８／０２００９４０号、同第２０１１／００１５６６０号、米国
特許第６，５００，１７６号、米国特許公開第２０１１／００８７２１８号、及び／又は
同第２００９／０１４３７９７号の、少なくとも一部の教示に従って、代替的に、若しく
は更に、構築することができる。
【００３２】
　ここで図４Ａを参照すると、伝達アセンブリ（３５０）は、トリガー（３８２）、トラ
ンスデューサ（３８４）、ケーシング（３８６）、回転ノブ（３８８）、トグルボタン（
３９０）、導波管（３９２）、及びブレード（３９４）を含む、ハンドルアセンブリ（３
８０）に結合される。本実施例の、トリガー（３８２）、トランスデューサ（３８４）、
ケーシング（３８６）、回転ノブ（３８８）、トグルボタン（３９０）、導波管（３９２
）、及びブレード（３９４）を含む、ハンドルアセンブリ（３８０）は、＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿出願の、米国特許出願第［代理人整理番号ＥＮＤ６８９５ＵＳＮＰ１５．０５８７
８３９］号、表題「Ｇｅａｒ　Ｄｒｉｖｅｎ　Ｃｏｕｐｌｉｎｇ　Ｂｅｔｗｅｅｎ　Ｕｌ
ｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｔｒａｎｓｄｕｃｅｒ　ａｎｄ　Ｗａｖｅｇｕｉｄｅ　ｉｎ　Ｓｕｒ
ｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ」、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿出願の、同第［代理人整理
番号ＥＮＤ６８９５ＵＳＮＰ１４．０５８７８３８］号、表題「Ｃａｍ　Ｄｒｉｖｅｎ　
Ｃｏｕｐｌｉｎｇ　Ｂｅｔｗｅｅｎ　Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｔｒａｎｓｄｕｃｅｒ　ａ
ｎｄ　Ｗａｖｅｇｕｉｄｅ　ｉｎ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ」、２０１
１年１０月１０日出願の、同第１３／２６９，８７０号、表題「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎ
ｓｔｒｕｍｅｎｔ　ｗｉｔｈ　Ｍｏｄｕｌａｒ　Ｓｈａｆｔ　ａｎｄ　Ｅｎｄ　Ｅｆｆｅ
ｃｔｏｒ」、２０１１年１０月１０日出願の、同第１３／２６９，８９９号、表題「Ｕｌ
ｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　ｗｉｔｈ　Ｍｏｄｕｌａ
ｒ　Ｅｎｄ　Ｅｆｆｅｃｔｏｒ」、２０１１年１０月１０日出願の、同第１３／２６９，
８８３号、表題「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　ｗｉｔｈ　Ｃｌｕｔｃｈｉ
ｎｇ　Ｓｌｉｐ　Ｒｉｎｇ　Ａｓｓｅｍｂｌｙ　ｔｏ　Ｐｏｗｅｒ　Ｕｌｔｒａｓｏｎｉ
ｃ　Ｔｒａｎｓｄｕｃｅｒ」、米国特許公開第２００６／００７９８７４号、同第２００
７／０１９１７１３号、同第２００７／０２８２３３３号、同第２００８／０２００９４
０号、同第２０１１／００１５６６０号、米国特許第６，５００，１７６号、米国特許公
開第２０１１／００８７２１８号、及び／又は同第２００９／０１４３７９７号の、少な
くとも一部の教示に従って、構築することができる。
【００３３】
　本実施例では、トリガー（３８２）は、作動アセンブリ（３９８）に結合され、この作
動アセンブリ（３９８）は、作動装置（３７０）に更に結合される。トリガー（３８２）
及び作動アセンブリ（３９８）は、その開示が参照により本明細書に組み込まれる、２０
０６年４月１３日公開の、米国特許公開第２００６／００７９８７４号、表題「Ｔｉｓｓ
ｕｅ　Ｐａｄ　ｆｏｒ　Ｕｓｅ　ｗｉｔｈ　ａｎ　Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｓｕｒｇｉｃ
ａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ」の少なくとも一部の教示に従って、構築することができる
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。トリガー（３８２）を遠位方向に枢動させると（図４Ａ）、作動アセンブリ（３９８）
は、作動装置（３７０）を、上述のような装填位置へと、遠位方向に作動させる。本実施
例では、バネ押し係止アセンブリ（３８３）が、ユーザーとの相互作用（例えば、解除ボ
タンを押すこと）が提供されるまでは、不注意により、ユーザーが装填位置へとトリガー
（３８２）を遠位方向に作動させることを、防止する。本実施例では、係止アセンブリ（
３８３）は、トリガー（３８２）が遠位方向に枢動することを防止する、バネ付勢された
レバーアームに結合される、安全ボタンを含む。当然ながら、他の係止アセンブリが、本
明細書の教示を考慮することで、当業者には明らかとなるであろう。この装填位置から、
トリガー（３８２）は、作動アセンブリ（３９８）が作動装置（３７０）を装填位置から
近位方向に作動させる、開放位置（図４Ｂ）へと、近位方向に枢動可能である。トリガー
（３８２）を、装填位置から開放位置へと作動させると、バネ押し係止アセンブリ（３８
３）が係合して、トリガー（３８２）が装填位置に枢動して戻ることを防止する。最終的
には、トリガー（３８２）を、近位方向に更に枢動させると（図４Ｃ）、作動アセンブリ
（３９８）は、作動装置（３７０）を、閉鎖位置へと近位方向に作動させる。トリガー（
３８２）及び／又はハンドルアセンブリ（３８０）に関する、更なる構成が、本明細書の
教示を考慮することで、当業者には明らかとなるであろう。例えば、装填位置は、単に任
意選択であるに過ぎないことを理解するべきであり、一部の変形では、トリガー（３８２
）を、単純に開放位置へと枢動させて、作動装置（３７０）を実質的に延出させ、次いで
、クランプアーム（３２０）のタブ（３３４）を、作動装置（３７０）のスロット（３７
４）内に挿入することができる。
【００３４】
　クランプアームアセンブリ（３００）と伝達アセンブリ（３５０）とを組み立てるため
には、ユーザーは、最初に係止アセンブリ（３８３）を係合解除し、図４Ａに示すハンド
ルアセンブリ（３８０）のトリガー（３８２）を介して、作動装置（３７０）を装填位置
へと延出させる。作動装置（３７０）が延出している状態で、ユーザーは、ブレード（３
９４）を、クランプアームアセンブリ（３００）に通して挿入し、ねじ切り（３１４、３
６４）を介して、伝達アセンブリ（３５０）上に、クランプアームアセンブリ（３００）
をねじ留めする。この時点で、タブ（３３４）もまた、スロット（３７４）内に挿入され
る。次いで、トリガー（３８２）を、図４Ｂに示す開放位置に向けて、近位方向に枢動さ
せる。係止アセンブリ（３８３）が再係合することにより、トリガー（３８２）が装填位
置に枢動して戻ることを防止する点を、理解するべきである。タブ（３３４）がスロット
（３７４）内部にある状態で、次いで、ユーザーは、この外科用器具を使用して、クラン
プアーム（３２０）を作動させることができる。例えば、図４Ｃに示すように、ユーザー
は、トリガー（３８２）を、閉鎖位置へと近位方向に作動させることにより、ブレード（
３９４）に対して、クランプアーム（３２０）をクランプさせることができる。したがっ
て、ブレード（３９４）とクランプアーム（３２０）との間に、組織が固定され、トラン
スデューサ（３８４）が作動される場合、ブレード（３９４）の超音波振動が、組織を切
断すると同時に、隣接する組織細胞内のタンパク質を変性させることにより、熱の拡散が
比較的小さい、凝固効果を提供することができる。
【００３５】
　代替的な一変形では、作動装置（３７０）に関する装填位置は、外側シース（３６０）
の遠位端（３６２）より近位に位置付けることができる。そのような構成では、トリガー
（３８２）は、閉鎖位置より近位の位置へとトリガー（３８２）が枢動する、代替的な装
填位置を有するように構成される。トリガー（３８２）が、この代替的な装填位置へと枢
動すると、作動装置（３７０）は、閉鎖位置の作動装置（３７０）の位置に対して、近位
方向に後退する。作動装置（３７０）が、この代替的な装填位置にある状態で、ねじ切り
（３１４、３６４）を介して、クランプアームアセンブリ（３００）を、伝達アセンブリ
（３５０）に結合させることができる。この実施例では、クランプアームアセンブリ（３
００）を、伝達アセンブリ（３５０）に結合させる間、ブレード（３９４）は、最初に、
伝達アセンブリ（３５０）から分離される。次いで、タブ（３３４）をスロット（３７４
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）内に挿入することができるように、クランプアーム（３２０）を、閉鎖位置を越えて、
下向きに枢動させることが可能である。クランプアームアセンブリ（３００）を、伝達ア
センブリ（３５０）に結合させた後、次いで、ユーザーは、トリガー（３８２）を、閉鎖
位置及び／又は開放位置へと、遠位方向に枢動させて戻す。次いで、ユーザーは、ブレー
ド（３９４）を取り付けて、この外科装置を使用することができる。
【００３６】
　本実施例を再び参照すると、伝達アセンブリ（３５０）からクランプアームアセンブリ
（３００）を取り外すためには、ユーザーは、最初に、トリガー（３８２）を介して、作
動装置（３７０）を開放位置へと作動させる。次いで、ユーザーは、係止アセンブリ（３
８３）を係合解除し、作動装置（３７０）を、図４Ａに示す装填位置へと作動させる。次
いで、ユーザーは、クランプアーム（３２０）を把持して、スロット（３７４）からタブ
（３３４）を外に取り出す。係止機構又は保持機構を有する一部の変形では、ボタン、ス
ライダー、及び／又は別個の器具を使用して、スロット（３７４）からタブ（３３４）を
解除することができる。タブ（３３４）が、スロット（３７４）から取り外されると、次
いで、ユーザーは、伝達アセンブリ（３５０）から、クランプアームアセンブリ（３００
）を、ねじ式に抜き取る。次いで、クランプアームアセンブリ（３００）を、処分、洗浄
、及び／又は再生利用することができる。本実施例では、クランプアームアセンブリ（３
００）は、使い捨てのユニットとして提供される。伝達アセンブリ（３５０）、並びに外
科用器具の残部もまた、処分、洗浄、及び／又は再生利用することができる。本実施例で
は、ユーザーは、この外科装置を再び使用する前に、滅菌流体を、外側シース（３６０）
の穴（３６６）に通して流すことにより、伝達アセンブリ（３５０）を再滅菌することが
できる。次いで、新たなクランプアームアセンブリ（３００）を、伝達アセンブリ（３５
０）に取り付けて、使用することができる。
【００３７】
　図５は、例示的な代替的タブ付きクランプアームアセンブリ（４００）、及び例示的な
代替的スロット付き伝達アセンブリ（４５０）を示す。本実施例では、クランプアームア
センブリ（４００）は、実質的にクランプアームアセンブリ（３００）に従って構成され
るが、ねじ切り（３１４）が省略されており、一対のバヨネットピン（４１２）（仮想線
で示す）が、外側シース部分（４１０）の内側表面から内向きに延出する。バヨネットピ
ン（４１２）は、あるいは、外側シース部分（４１０）から外向きに延出し得ることを理
解するべきである。当然ながら、単一のバヨネットピン（４１２）、又は３つ以上のバヨ
ネットピン（４１２）も、同様に使用することができる。外側シース部分（４１０）に関
する更なる他の構成が、本明細書の教示を考慮することで、当業者には明らかとなるであ
ろう。
【００３８】
　伝達アセンブリ（４５０）は、実質的に伝達アセンブリ（３５０）に従って構成される
が、外側シース（３６０）のねじ切り（３６４）が省略されている。その代わりに、外側
シース（４６０）は、バヨネットピン（４１２）を受容するように構成される、長手方向
に延在する１対のバヨネットスロット（４６２）を含む。単なる例として、バヨネットス
ロット（４６２）は、入口部分（４６４）及びロック部分（４６６）を有する、Ｌ形状ス
ロットである。本実施例では、バヨネットスロット（４６２）は、外側シース（４６０）
の表面内に形成される陥凹部であるが、外側シース（４６０）を貫通して延在するもので
はない。このことは単に任意選択であるに過ぎず、一部の変形では、バヨネットスロット
（４６２）は、外側シース（４６０）を貫通して延在する。更に他の変形では、バヨネッ
トスロット（４６２）は、外側シース部分（４１０）の外面上のバヨネットピン（４１２
）を受容するように、外側シース（４６０）の内側表面上に形成することができる。上述
のように、バヨネットスロット（４６２）のそれぞれは、入口部分（４６４）及びロック
部分（４６６）を含む。入口部分（４６４）は、外側シース（４６０）の遠位端から、近
位方向に延在する。ロック部分（４６６）は、入口部分（４６４）の近位端で、入口部分
（４６４）から円周方向に延在する。一部の変形では、複数のロック部分（４６６）が、
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入口部分（４６４）から延在することにより、クランプアームアセンブリ（４００）を結
合するための、様々な深さに対応することができる。そのような複数のロック部分（４６
６）は、伝達アセンブリ（４５０）にクランプアームアセンブリを結合するための、更な
るモジュール性を可能にすることができる。ロック部分（４６６）、戻り止め、スナップ
機構、弾性的に付勢されるロック、及び／又は任意の他の保持機構を更に含むことにより
、ロック部分（４６６）内部にバヨネットピン（４１２）を保持することができる。ある
いは、ロック部分（４６６）を省略することができ、入口部分（４６４）の近位端が、戻
り止め、スナップ機構、弾性的に付勢されるロック、及び／又は任意の他の保持機構を更
に含むことにより、入口部分（４６４）の近位端で、バヨネットピン（４１２）を保持す
ることができる。そのような保持機構は、ロック部分（４６６）及び／又は入口部分（４
６４）内部に、クランプアームアセンブリ（４００）を保持する手助けとなり得るもので
あり、かつ／あるいは、そのような保持機構は、クランプアームアセンブリ（４００）が
伝達アセンブリ（４５０）に結合されることを示す触覚フィードバックを、ユーザーに提
供することができる。また更なる代替案では、バヨネットスロット（４６２）は、螺旋状
のスロットを含み得る。当然ながら、伝達アセンブリ（４５０）に関する他の構成が、本
明細書の教示を考慮することで、当業者には明らかとなるであろう。
【００３９】
　クランプアームアセンブリ（４００）と伝達アセンブリ（４５０）とを組み立てるため
には、ユーザーは、バヨネットピン（４１２）が入口部分（４６４）の近位端に到達する
まで、バヨネットピン（４１２）をバヨネットスロット（４６２）内に挿入する。次いで
、ユーザーは、クランプアームアセンブリ（４００）を回転させて、バヨネットピン（４
１２）をロック部分（４６６）内へと回転させる。そのような回転は、ゼロ度～１８０度
を包括するものとすることができる。螺旋状のスロットを含む変形では、そのような回転
は、最大３６０度、又は３６０度を更に超えるものとすることができる。単なる例として
、螺旋状のスロットは、１０８０度の回転まで、クランプアームアセンブリ（４００）を
回転させる。ユーザーは、作動装置及びスロットに、タブを更に結合して、この外科用器
具を使用することができる。
【００４０】
　図６は、伝達アセンブリ（３５０）に、滅菌済みのクランプアームアセンブリ（３００
）を結合するために使用することができる、カートリッジ（５００）を示す。カートリッ
ジ（５００）は、本体（５０２）と、本体（５０２）内に形成される開口（５１０）と、
開口（５１０）から延在して、クランプアームアセンブリ（３００）が中に配置される陥
凹部（５２０）とを含む。本体（５０２）は、ハンドル部分（５０４）を含み得、ユーザ
ーは、このハンドル部分（５０４）で、カートリッジ（５００）を把持して回転させ、伝
達アセンブリ（３５０）にクランプアームアセンブリ（３００）を結合することができる
。一部の変形では、カートリッジ（５００）は、クランプアームアセンブリ（３００）が
カートリッジ（５００）内部で回転することを防止する、固定機構（図示せず）を含み得
る。例えば、突起、押しボタン式ブレーキパッド、クリップ、クランプ、スナップ、弾性
的に付勢される部材などを、提供することができる。クランプアームアセンブリ（３００
）と伝達アセンブリ（３５０）とを結合する前の、開口（５１０）を覆うために、Ｔｙｖ
ｅｋ（登録商標）（Ｅ．Ｉ．ｄｕ　Ｐｏｎｔ　ｄｅ　Ｎｅｍｏｕｒｓ　ａｎｄ　Ｃｏｍｐ
ａｎｙ（Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ，Ｄｅｌａｗａｒｅ）製）カバーなどの、取り外し可能な
カバー（５１２）を使用することができる。一部の変形では、カバー（５１２）は、ブレ
ード（３９４）がカバー（５１２）を貫通して穿刺することにより、その中のクランプア
ームアセンブリ（３００）へのアクセスを可能にすることができるような、穿刺可能なカ
バーを含み得る。本実施例では、クランプアームアセンブリ（３００）は、伝達アセンブ
リ（３５０）に対してカートリッジ（５００）を回転させることによって、伝達アセンブ
リ（３５０）上にねじ込まれる。クランプアームアセンブリ（４００）及び伝達アセンブ
リ（４５０）などの、他の変形では、カートリッジ（５００）を、伝達アセンブリ（４５
０）に対して、４分の１回転（９０度）で回転させることにより、伝達アセンブリ（４５
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０）にクランプアームアセンブリ（４００）を結合することができる。当然ながら、カー
トリッジ（５００）に関する、伝達アセンブリ（３５０）に対する他の回転角度を、使用
することができる。更には、カートリッジ（５００）の他の変形が、本明細書の教示を考
慮することで、当業者には明らかとなるであろう。カートリッジ（５００）は、結合する
行為を通じて、クランプアームアセンブリ（３００）の滅菌性を損なうことなく、滅菌パ
ッケージから直接引き出して、クランプアームアセンブリ（３００）を、伝達アセンブリ
（３５０）と結合することができる点を、理解するべきである。当然ながら、クランプア
ームアセンブリ（３００）は、カートリッジ（５００）が存在しない場合であっても、依
然として、滅菌性を損なうことなく、伝達アセンブリ（３５０）と結合させることができ
る。更には、本実施例は、クランプアームアセンブリ（３００）を、組み立てのための閉
鎖位置で示すが、本明細書の教示を考慮することで、当業者には明らかとなるように、ク
ランプアームアセンブリ（３００）に関する他の構成及び／又は配向を、カートリッジ（
５００）と共に使用することができる。
【００４１】
　Ｂ．例示的なボールスナップ式クランプアーム
　図７は、クランプ本体（６１０）、ボールカップ陥凹部（６２０）、ロッド開口（６３
０）、一対のガイドピン（６４０）、及びクランプパッド（６５０）を含む、例示的なボ
ールスナップ式クランプアーム（６００）を示す。本実施例では、ボールカップ陥凹部（
６２０）は、クランプ本体（６１０）の近位端内に形成され、図９に示す、ボールロッド
（６６０）のボール（６６２）を受容して、ボールスナップ式クランプアーム（６００）
を作動させるように構成される。図８に示すロッド開口（６３０）は、クランプ本体（６
１０）の近位端を貫通して形成され、ボールロッド（６６０）のロッド（６６４）をその
中に通して受容するが、ボールカップ陥凹部（６２０）から、ボール（６６２）が長手方
向に抜け出ることを防止するようにも構成される。クランプ本体（６１０）は、戻り止め
（６３２）を更に含み、ロッド（６６４）は、ロッド開口（６３０）に入って内部で維持
されるように、この戻り止め（６３２）に通してスナップ嵌めすることができる。本実施
例では、クランプ本体（６１０）はまた、ボールカップ陥凹部（６２０）の周りに戻り止
め（６２２）も含むことにより、ボール（６６２）を、同様にボールカップ陥凹部（６２
０）内にスナップ嵌めすることができる。一部の変形では、クランプ本体（６１０）は、
弾性材料を含むことにより、クランプ本体（６１０）の僅かな変形が、ボールカップ陥凹
部（６２０）及び／又はロッド開口（６３０）内に、ボール（６６２）及び／又はロッド
（６６４）をスナップ嵌めすることを可能にする。したがって、ユーザーは、ボールスナ
ップ式クランプアーム（６００）をボールロッド（６６０）から、結合及び／又は分離す
ることができる。ボールロッド（６６０）は、図１０Ａ、１０Ｂに示すシャフト（６７０
）に対して、長手方向に作動するように動作可能である。単なる例として、ハンドルアセ
ンブリ（図示せず）のトリガー（図示せず）を枢動させて、ボールロッド（６６０）を作
動させることができる。クランプパッド（６５０）は、クランプ本体（６１０）の下側表
面に結合されており、ボールスナップ式クランプアーム（６００）が、図１０Ｂに示す閉
鎖位置へと作動される場合に、図１０Ａ、１０Ｂに示すブレード（６９２）に対して組織
を圧迫するように、動作可能である。クランプパッド（６５０）は、本明細書で説明され
るクランプパッド（８６、２２０、２３０、３４４）の少なくとも一部の教示に従って、
米国特許公開第２００６／００７９８７４号の少なくとも一部の教示に従って、かつ／又
は他の方法で、構築することができる。
【００４２】
　ここで図１０Ａ、１０Ｂを参照すると、本実施例のガイドピン（６４０）は、ボールス
ナップ式クランプアーム（６００）の長手方向軸に対して、概して垂直に延出し、シャフ
ト（６７０）内に形成されるスロット（６８０）内部で摺動可能に作動するように構成さ
れる。シャフト（６７０）は、本明細書で説明されるハンドルアセンブリ（６０、３８０
）などのハンドルアセンブリから、遠位方向に延出し、シャフト（６７０）の対向側面上
に形成される、１対のスロット（６８０）を含む。本実施例のスロット（６８０）は、シ
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ャフト（６７０）の長手方向軸に対して一定の角度で形成される、直線状スロットを含む
が、スロット（６８０）は、湾曲状スロットなどの他の構成を有し得ることを、理解する
べきである。シャフト（６７０）は、遠位端（６７２）上に開口部（図示せず）を更に含
み、この開口部を通して、ボールスナップ式クランプアーム（６００）を挿入し、ボール
ロッド（６６０）（仮想線で示す）上にスナップ嵌めすることができる。シャフト（６７
０）は、弾性材料を含み得ることにより、遠位端（６７２）は、ボールスナップ式クラン
プアーム（６００）をボールロッド（６６０）上にスナップ嵌めする際、ガイドピン（６
４０）がスロット（６８０）に入ることを可能にするように、変形することができる。図
１０Ａ、１０Ｂに示すように、ブレード（６９２）を有する導波管（６９０）（仮想線で
示す）が、シャフト（６７０）の中を通って長手方向に延在する。本実施例の導波管（６
９０）及び／又はブレード（６９２）は、米国特許公開第２００６／００７９８７４号、
同第２００７／０１９１７１３号、同第２００７／０２８２３３３号、同第２００８／０
２００９４０号、同第２０１１／００１５６６０号、米国特許第６，５００，１７６号、
米国特許公開第２０１１／００８７２１８号、及び／又は同第２００９／０１４３７９７
号の、少なくとも一部の教示に従って、構築することができる。
【００４３】
　図１０Ａに示すように、ボールスナップ式クランプアーム（６００）は、ブレード（６
９２）とクランプパッド（６５０）との間に、組織が入ることを可能にするための、開放
位置にある。ボールロッド（６６０）を近位方向に作動させると、ガイドピン（６４０）
がスロット（６８０）内部で摺動し、ボールスナップ式クランプアーム（６００）は、ブ
レード（６９２）に対して回転して、ボールスナップ式クランプアーム（６００）とブレ
ード（６９２）との間に、組織をクランプする。ボールスナップ式クランプアーム（６０
０）が、図１０Ｂに示す閉鎖位置にある場合、トランスデューサ（図示せず）を作動させ
て、導波管（６９０）に沿って、ブレード（６９２）に振動を伝達することができる。ブ
レード（６９２）とボールスナップ式クランプアーム（６００）との間に、組織が固定さ
れる場合、ブレード（６９２）の超音波振動が、組織を切断すると同時に、隣接する組織
細胞内のタンパク質を変性させることにより、熱の拡散が比較的小さい、凝固効果を提供
することができる。
【００４４】
　ユーザーが、この外科装置を終了させた後に、あるいはクランプパッド（６５０）及び
／又はボールスナップ式クランプアーム（６００）が損耗した場合には、ユーザーは、ボ
ールロッド（６６０）及びシャフト（６７０）から、ボールスナップ式クランプアーム（
６００）をスナップ式に取り外す。図示の実施例では、ボールスナップ式クランプアーム
（６００）は、使い捨ての構成要素であり、シャフト（６７０）、ボールロッド（６６０
）、導波管（６９０）、及びブレード（６９２）は、再使用可能な構成要素である。一部
の変形では、クランプパッド（６５０）のみを処分することができ、ボールスナップ式ク
ランプアーム（６００）の残部は、洗浄して、再使用又は再生利用することができる。更
には、ユーザーは、シャフト（６７０）、ボールロッド（６６０）、導波管（６９０）、
及びブレード（６９２）を洗浄して、新たなボールスナップ式クランプアーム（６００）
と共に再使用することができる。シャフト（６７０）、ボールロッド（６６０）、導波管
（６９０）、ブレード（６９２）、及び／又はボールスナップ式クランプアーム（６００
）に関する、更なる他の配置構成が、本明細書の教示を考慮することで、当業者には明ら
かとなるであろう。
【００４５】
　Ｃ．例示的な一体ヒンジ式クランプアーム
　図１１～１４は、主本体（７１０）、クランプパッド（７３０）、上方一体ヒンジ部材
（７４０）、及び下方一体ヒンジ部材（７５０）を含む、例示的な代替的クランプアーム
（７００）を示す。本実施例の主本体（７１０）は、クランプ部分（７１２）と、クラン
プ部分（７１２）より近位のヒンジ部分（７２０）とを含む。図１３を参照すると、クラ
ンプ部分（７１２）は、実質的に平面的な下側表面（７１４）、及び１対のＴ形状成形ロ
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ック（７１６）を含む。下側表面（７１４）は、以下でより詳細に論じられるように、ク
ランプパッド（７３０）の接着を増大させるための、表面機構（図示せず）を、任意選択
的に含み得る。そのような表面機構としては、ボールピーンショット加工表面、ギザギザ
表面、ディンプル、ディボット、及び／又は本明細書の教示を考慮することで、当業者に
は明らかとなるような、他の表面機構を挙げることができる。Ｔ形状成形ロック（７１６
）は、クランプ部分（７１２）の上側表面から下側表面（７１４）まで貫通して延在する
ことにより、注入材料は、下側表面（７１４）から上側表面へと、Ｔ形状成形ロック（７
１６）を通って流れることができる。図示の実施例では、主本体（７１０）は、１対のＴ
形状成形ロック（７１６）を含むが、単一のＴ形状成形ロック（７１６）、又は３つ以上
のＴ形状成形ロック（７１６）を含めることができる点を、理解するべきである。更には
、Ｔ形状成形ロック（７１６）は、本質的にＴ形状に限定されるものではない。実際に、
円筒形プラグ、Ｌ形状などを含めた、他の幾何学的構成が、本明細書の教示を考慮するこ
とで、当業者には明らかとなるであろう。
【００４６】
　ヒンジ部分（７２０）は、クランプ部分（７１２）より近位に配置され、本実施例では
、クランプ部分（７１２）から下向きに延出する。単なる例として、ヒンジ部分（７２０
）は、クランプ部分（７１２）に対して下向きに配向されるＣ形状を提示する。このＣ形
状の脚部のそれぞれは、射出成形材料などの流体が中を通って流れることができる、チャ
ネル（図示せず）を更に含む。このチャネルは、以下でより詳細に論じられるように、チ
ャネル内に流れ込み、チャネル内部で凝固する、挿入成形材料を介して、クランプパッド
（７３０）に下方一体ヒンジ部材（７５０）を結合する。一部の変形では、主本体（７１
０）は、金属材料を含むが、プラスチック、ガラスなどを含めた、他の材料も同様に使用
することができる。主本体（７１０）は、クランプパッド（７３０）及び／又は一体ヒン
ジ（７５０）の挿入成形に先立つ、第１の成形構成要素とすることができる。主本体（７
１０）に関する、更なる他の修正及び／又は構成が、本明細書の教示を考慮することで、
当業者には明らかとなるであろう。
【００４７】
　本実施例のクランプパッド（７３０）は、主本体（７１０）上に成形される、挿入成形
部品である。図１３に示すように、クランプパッド（７３０）が、主本体（７１０）上に
成形される際、その成形材料の一部分が、Ｔ形状成形ロック（７１６）内に流れ込む。こ
の注入材料が凝固すると、クランプパッド（７３０）、及びＴ形状成形ロック（７１６）
内部の材料は、単一の、均質な材料の連続体を形成する。したがって、このＴ形状の材料
は、主本体（７１０）に対してクランプパッド（７３０）を固定するものであり、主本体
（７１０）からクランプパッド（７３０）を取り外すためには、Ｔ形状成形ロック（７１
６）内部の材料を、切断又は破断しなければならない。クランプパッド（７３０）は、上
述の下側表面（７１４）の表面機構を介して、更に固定することができる。当然ながら、
Ｔ形状成形ロック（７１６）は、単に任意選択であるに過ぎないことを理解するべきであ
り、クランプパッド（７３０）は、接着剤、機械的取り付け具（ねじ、ステープル、ボル
トなど）などを含めた、他の手段を通じて、主本体（７１０）に結合させることができる
。一部の変形では、クランプパッド（７３０）は、Ｔｅｆｌｏｎ（登録商標）を含むが、
本明細書の教示を考慮することで、当業者には明らかとなるような、他の低摩擦材料を使
用することもできる。更には、クランプパッド（７３０）は、本明細書で説明されるクラ
ンプパッド（８６、２２０、２３０、３４４、６５０）の少なくとも一部の教示に従って
、かつ／又は、その開示が参照により本明細書に組み込まれる、２００６年４月１３日公
開の、米国特許公開第２００６／００７９８７４号、表題「Ｔｉｓｓｕｅ　Ｐａｄ　ｆｏ
ｒ　Ｕｓｅ　ｗｉｔｈ　ａｎ　Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕ
ｍｅｎｔ」の少なくとも一部の教示に従って、構築することができ、あるいは、省略する
こともできる。
【００４８】
　図１３にも示すように、本実施例の上方一体ヒンジ部材（７４０）は、クランプパッド
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（７３０）から近位方向に延出し、クランプパッド（７３０）と一体的に形成されること
により、クランプパッド（７３０）及び上方ヒンジ部材（７４０）は、単一の、均質な材
料の連続体を形成する。上方ヒンジ部材（７４０）は、クランプアーム（７３０）と共に
成形される、挿入成形部品である。上方ヒンジ部材（７４０）は、上方一体ヒンジ（７４
２）を介してクランプパッド（７３０）に接続されることにより、上方ヒンジ部材（７４
０）は、クランプパッド（７３０）及び／又は主本体（７１０）に対して、上向き若しく
は下向きに傾斜させることができる。図１１、１２、及び図１４に示すように、上方ヒン
ジ部材（７４０）は、一対の長手方向の上方スロット（７４６）が、上方ヒンジ部材（７
４０）の両側面上に形成される、弓状部材（７４４）を含む。単なる例として、上方スロ
ット（７４６）は、弓状部材（７４４）の側面を、長手方向に貫通して延在することによ
り、図１４に示す、外側シース（７７０）の弓状末端部（７７２）を、上方スロット（７
４６）内に挿入することができる。弓状末端部（７７２）が、上方スロット（７４６）内
に挿入されると、上方ヒンジ部材（７４０）が、外側シース（７７０）に結合される。そ
れゆえ、主本体（７１０）及び／又はクランプパッド（７３０）は、一体ヒンジ（７４２
）を介して、外側シース（７７０）に対して枢動することができる。上方スロット（７４
６）は、あるいは、上方スロット（７４６）が、上方ヒンジ部材（７４０）の遠位端より
も前の、遠位壁部で終結するように、弓状部材（７４４）を部分的にのみ貫通して延在す
ることができる点を、理解するべきである。この遠位壁部は、外側シース（７７０）が、
上方ヒンジ部材（７４０）の遠位端から外に延出することを、阻止することができるが、
このことは、単に任意選択であるに過ぎない。
【００４９】
　一部の変形では、上方スロット（７４６）は、上方スロット（７４６）内に弓状末端部
（７７２）をスナップ嵌めするための、スナップ機構（図示せず）を含み得る。あるいは
、単一のスロットを、上方ヒンジ部材（７４０）の弓状部材（７４４）の中央部分に、長
手方向に貫通させて形成することができる。したがって、この単一のスロット内に、外側
シース（７７０）の一部分を挿入して、上方ヒンジ部材（７４０）に、外側シース（７７
０）を結合することができる。当然ながら、２つ以上のスロットを、同様に弓状部材（７
４４）の中央部分に貫通させて形成することもできる。他の変形では、単一のスロットを
、上方ヒンジ部材（７４０）の近位端に形成することができ、この末端部スロット内に、
外側シース（７７０）を挿入して、上方ヒンジ部材（７４０）に、外側シース（７７０）
を結合することができる。上方ヒンジ部材（７４０）に関する更なる構成が、本明細書の
教示を考慮することで、当業者には明らかとなるであろう。
【００５０】
　本実施例の下方一体ヒンジ部材（７５０）は、主本体（７１０）のヒンジ部分（７２０
）の底部から近位方向に延出し、ヒンジ部分（７２０）内に形成されるチャネルを介して
、クランプパッド（７３０）と一体的に形成される。下方ヒンジ部材（７５０）は、クラ
ンプアーム（７３０）と共に成形される、挿入成形部品である。クランプパッド（７３０
）用の材料が、成形型内に注入されると、その材料が、ヒンジ部分（７２０）のチャネル
を通って流れ、チャネル内部で凝固することにより、下方一体ヒンジ部材（７５０）及び
クランプパッド（７３０）は、単一の、均質な材料の連続体を形成する。下方ヒンジ部材
（７５０）は、下方一体ヒンジ（７５４）を含むことにより、下方ヒンジ部材（７５０）
は、クランプパッド（７３０）及び／又は主本体（７１０）に対して、上向き若しくは下
向きに傾斜させることができる。当然ながら、下方一体ヒンジ部材（７５０）は、別個の
成形部品とすることができ、又は、一部の変形では、下方一体ヒンジ部材（７５０）は、
それぞれが、対応するヒンジ部分（７２０）から延出する、２つの別個の部材を含み得る
。図１１、１２、及び図１４に示すように、下方ヒンジ部材（７５０）は、一対の長手方
向の下方スロット（７５６）が、下方ヒンジ部材（７５０）の両側面上に形成される、弓
状部材（７５４）を含む。単なる例として、下方スロット（７５６）は、弓状部材（７５
４）の側面を、長手方向に貫通して延在することにより、図１４に示す、内側管状作動部
材（７８０）の弓状末端部（７８２）を、下方スロット（７５６）内に挿入することがで
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きる。弓状末端部（７８２）が、下方スロット（７５６）内に挿入されると、下方ヒンジ
部材（７５０）が、内側管状作動部材（７８０）に結合される。それゆえ、主本体（７１
０）及び／又はクランプパッド（７３０）は、一体ヒンジ（７５２）を介して、内側管状
作動部材（７８０）に対して枢動することができる。下方スロット（７５６）は、あるい
は、下方スロット（７５６）が、下方ヒンジ部材（７５０）の遠位端よりも前の、遠位壁
部で終結するように、弓状部材（７５４）を部分的にのみ貫通して延在することができる
点を、理解するべきである。この遠位壁部は、内側管状作動部材（７８０）が、下方ヒン
ジ部材（７５０）の遠位端から外に延出することを、阻止することができるが、このこと
は、単に任意選択であるに過ぎない。
【００５１】
　一部の変形では、下方スロット（７５６）は、下方スロット（７５６）内に弓状末端部
（７８２）をスナップ嵌めするための、スナップ機構（図示せず）を含み得る。あるいは
、単一のスロットを、下方ヒンジ部材（７５０）の弓状部材（７５４）の中央部分に、長
手方向に貫通させて形成することができる。したがって、この単一のスロット内に、内側
管状作動部材（７８０）の一部分を挿入して、下方ヒンジ部材（７５０）に、内側管状作
動部材（７８０）を結合することができる。当然ながら、２つ以上のスロットを、同様に
弓状部材（７５４）の中央部分に貫通させて形成することもできる。他の変形では、単一
のスロットを、下方ヒンジ部材（７５０）の近位端に形成することができ、この末端部ス
ロット内に、内側管状作動部材（７８０）を挿入して、下方ヒンジ部材（７５０）に、内
側管状作動部材（７８０）を結合することができる。下方ヒンジ部材（７５０）に関する
更なる構成が、本明細書の教示を考慮することで、当業者には明らかとなるであろう。
【００５２】
　図１４、１５に示すように、クランプアーム（７００）は、外側シース（７７０）、内
側管状作動部材（７８０）、導波管（７９０）、及びブレード（７９４）を含む、伝達ア
センブリ（７６０）に結合する。本実施例の外側シース（７７０）は、ハンドルアセンブ
リ（図示せず）に結合される近位端（図示せず）を有する、細長形の管状部材を含む。こ
のハンドルアセンブリは、本明細書で説明されるハンドルアセンブリ（６０、３８０）の
少なくとも一部の教示に従って、あるいは、その開示が参照により本明細書に組み込まれ
る、２０１１年１０月１０日出願の、米国特許出願第１３／２６９，８８３号、表題「Ｓ
ｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　ｗｉｔｈ　Ｃｌｕｔｃｈｉｎｇ　Ｓｌｉｐ　Ｒ
ｉｎｇ　Ａｓｓｅｍｂｌｙ　ｔｏ　Ｐｏｗｅｒ　Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｔｒａｎｓｄｕ
ｃｅｒ」、本明細書と同日出願の、米国特許出願第［代理人整理番号ＥＮＤ６８９５ＵＳ
ＮＰ１８．０５８７８４２］号、表題「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　ｗｉ
ｔｈ　Ｍｏｄｕｌａｒ　Ｅｎｄ　Ｅｆｆｅｃｔｏｒ」、＿＿＿＿＿＿＿＿出願の、同第［
代理人整理番号ＥＮＤ６８９５ＵＳＮＰ１５．０５８７８３９］号、表題「Ｇｅａｒ　Ｄ
ｒｉｖｅｎ　Ｃｏｕｐｌｉｎｇ　Ｂｅｔｗｅｅｎ　Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｔｒａｎｓｄ
ｕｃｅｒ　ａｎｄ　Ｗａｖｅｇｕｉｄｅ　ｉｎ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎ
ｔ」、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿出願の、同第［代理人整理番号ＥＮＤ６８９５ＵＳＮＰ１４
．０５８７８３８］号、表題「Ｃａｍ　Ｄｒｉｖｅｎ　Ｃｏｕｐｌｉｎｇ　Ｂｅｔｗｅｅ
ｎ　Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｔｒａｎｓｄｕｃｅｒ　ａｎｄ　Ｗａｖｅｇｕｉｄｅ　ｉｎ
　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ」、２０１１年１０月１０日出願の、同第１
３／２６９，８７０号、表題「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　ｗｉｔｈ　Ｍ
ｏｄｕｌａｒ　Ｓｈａｆｔ　ａｎｄ　Ｅｎｄ　Ｅｆｆｅｃｔｏｒ」、２０１１年１０月１
０日出願の、同第１３／２６９，８９９号、表題「Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｓｕｒｇｉｃ
ａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　ｗｉｔｈ　Ｍｏｄｕｌａｒ　Ｅｎｄ　Ｅｆｆｅｃｔｏｒ」
、米国特許公開第２００６／００７９８７４号、同第２００７／０１９１７１３号、同第
２００７／０２８２３３３号、同第２００８／０２００９４０号、同第２０１１／００１
５６６０号、米国特許第６，５００，１７６号、米国特許公開第２０１１／００８７２１
８号、及び／又は同第２００９／０１４３７９７号の、少なくとも一部の教示に従って、
構築することができる。
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【００５３】
　外側シース（７７０）は、図１５に示すように、外側シース（７７０）の上方部分内に
ノッチが切り欠かれた、遠位端（７７４）を有する。結果として、上述のような、上方ス
ロット（７４６）内に挿入可能な、一対の弓状末端部（７７２）が形成される。図１５は
また、外側シース（７７０）の表面を貫通して形成される、複数個の穴（７７６）を含む
、外側シース（７７０）も示す。穴（７７６）は、流体が外側シース（７７０）内に入る
ことを可能にすることにより、外側シース（７７０）を滅菌流体で洗い流して、外側シー
ス（７７０）を洗浄することができる。当然ながら、穴（７７６）は、単に任意選択であ
るに過ぎず、長手方向スロット、円周方向スロット、メッシュなどを含めた、他の開口を
使用することができる。更には、外側シース（７７０）は、上述の外側シース（３６０）
の教示に従って、かつ／又は本明細書の教示を考慮することで、当業者には明らかとなる
ような他の方法で、構築することができる。
【００５４】
　本実施例の内側管状作動部材（７８０）は、外側シース（７７０）内部に配置され、か
つ近位端（図示せず）がハンドルアセンブリのトリガーに結合される、細長形の管状部材
を含む。このハンドルアセンブリ及び／又はトリガーは、米国特許公開第２００６／００
７９８７４号、同第２００７／０１９１７１３号、同第２００７／０２８２３３３号、同
第２００８／０２００９４０号、同第２０１１／００１５６６０号、米国特許第６，５０
０，１７６号、米国特許公開第２０１１／００８７２１８号、及び／又は同第２００９／
０１４３７９７号の、少なくとも一部の教示に従って、構築することができる。内側管状
作動部材（７８０）は、図１５に示すように、内側管状作動部材（７８０）の下方部分内
にノッチが切り欠かれた、遠位端（７８４）を有する。結果として、上述のような、下方
スロット（７５６）内に挿入可能な、一対の弓状末端部（７８２）が形成される。内側管
状作動部材（７８０）はまた、内側管状作動部材（７８０）の表面を貫通して形成される
、複数個の穴（図示せず）も含む。これらの穴は、穴（７７６）の少なくとも一部の教示
に従って、構築することができる。例えば、内側管状作動部材（７８０）内の穴は、流体
が内側管状作動部材（７８０）内に入ることを可能にすることにより、内側管状作動部材
（７８０）を滅菌流体で洗い流して、内側管状作動部材（７８０）を洗浄することができ
る。当然ながら、これらの穴は、単に任意選択であるに過ぎず、長手方向スロット、円周
方向スロット、メッシュなどを含めた、他の開口を使用することができる。内側管状作動
部材（７８０）は、本明細書の教示を考慮することで、当業者には明らかとなるような、
他の構造を有し得る。
【００５５】
　導波管（７９０）は、ハンドルアセンブリのトランスデューサ（図示せず）に結合され
る、細長形の円筒又は管を含む。このトランスデューサは、超音波周波数（５５．５ｋＨ
ｚなど）での線形振動又は線形振盪を作り出すように、動作可能である。トランスデュー
サが導波管（７９０）に結合されることにより、これらの線形振動は、導波管（７９０）
を通じて、ブレード（７９４）に伝達される。このトランスデューサは、２０１１年１０
月１０日出願の、米国特許出願第１３／２６９，８８３号、表題「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉ
ｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　ｗｉｔｈ　Ｃｌｕｔｃｈｉｎｇ　Ｓｌｉｐ　Ｒｉｎｇ　Ａｓｓｅｍ
ｂｌｙ　ｔｏ　Ｐｏｗｅｒ　Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｔｒａｎｓｄｕｃｅｒ」、米国特許
公開第２００６／００７９８７４号、同第２００７／０１９１７１３号、同第２００７／
０２８２３３３号、同第２００８／０２００９４０号、同第２０１１／００１５６６０号
、米国特許第６，５００，１７６号、米国特許公開第２０１１／００８７２１８号、及び
／又は同第２００９／０１４３７９７号の、少なくとも一部の教示に従って、構築するこ
とができる。本実施例の導波管（７９０）は、ブレード（７９４）のねじ付き近位端に、
ねじ込み式に結合する、ねじ付き遠位端（図示せず）を含む。ブレード（７９４）への導
波管（７９０）の、ねじ式結合の軸方向位置は、トランスデューサによって作り出され、
導波管（７９０）を通る超音波振動の、最後の波腹に対応し得るが、このことは、単に任
意選択であるに過ぎない。本実施例のブレード（７９４）は、トランスデューサが作動さ
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れる場合に、組織を切断するように動作可能な、直方体の遠位端を有する、直線状ブレー
ドを含む。本実施例のブレード（７９４）は、使い捨てのブレードであることにより、ユ
ーザーは、ブレード（７９４）を分離して、新たな手技のために、新たなブレード（７９
４）を結合することができる。ブレード（７９４）は、上述のブレード（８２）の少なく
とも一部の教示に従って、米国特許公開第２００６／００７９８７４号、同第２００７／
０１９１７１３号、同第２００７／０２８２３３３号、同第２００８／０２００９４０号
、同第２０１１／００１５６６０号、及び／又は同第２００９／０１４３７９７号の、少
なくとも一部の教示に従って、かつ／あるいは他の方法で、更に構築することができる。
【００５６】
　図１５に示す実施例では、最初に、ユーザーは、導波管（７９０）に、ブレード（７９
４）をねじ込み式に結合する。次いで、ユーザーは、外側シース（７７０）に、上方ヒン
ジ部材（７４０）を結合し、内側管状作動部材（７８０）に、下方ヒンジ部材（７５０）
を結合する。導波管（７９０）へのブレード（７９４）の取り付けは、ヒンジ部材（７４
０、７５０）の取り付けの後に実行することができる点を、理解するべきである。一部の
変形では、上方ヒンジ部材（７４０）は、外側シース（７７０）上へと摺動し、下方ヒン
ジ部材（７５０）は、内側管状作動部材（７８０）上へと摺動する。他の変形では、上方
ヒンジ部材（７４０）は、外側シース（７７０）上にスナップ嵌めされ、下方ヒンジ部材
（７５０）は、内側管状作動部材（７８０）上にスナップ嵌めされる。例えば、そのよう
な１つの単に例示的なスナップ嵌め機構は、外側シース（７７０）上に形成される角度付
きタブ（図示せず）、及び作動部材（７８０）上に形成される角度付きタブ（図示せず）
を含む。これらのタブは、上方ヒンジ部材（７４０）内、及び下方ヒンジ部材（７５０）
内に形成される、対応する穴（図示せず）内に、スナップ嵌めされるように構成される。
当然ながら、上方ヒンジ部材（７４０）及び下方ヒンジ部材（７５０）上に、タブを形成
することができ、外側シース（７７０）及び作動部材（７８０）内に、穴を形成すること
ができる。あるいは、スナップ機構は、スロットの末端部に形成される穴内にスナップ嵌
めされる、ピンを含み得る。更なる他のスナップ機構が、本明細書の教示を考慮すること
で、当業者には明らかとなるであろう。外側シース（７７０）に上方ヒンジ部材（７４０
）をスナップ嵌めし、内側管状作動部材（７８０）に下方ヒンジ部材（７５０）をスナッ
プ嵌めするための、そのような機構は、外側シース（７７０）及び内側管状作動部材（７
８０）内に、レーザー切断することができる。あるいは、そのような機構をチクソ形成し
て、外側シース（７７０）及び／又は管状作動部材（７８０）に溶接することができる。
また更には、そのようなスナップ機構は、ねじ留め、スナップ嵌め、クリップ留め、クラ
ンプ留め、接着剤による取り付け、及び／又は他の方法で、外側シース（７７０）並びに
／あるいは管状作動部材（７８０）に固定することができる。
【００５７】
　したがって、クランプアーム（７００）が伝達アセンブリ（７６０）に結合されると、
内側管状作動部材（７８０）が、ハンドルアセンブリのトリガーを介して、長手方向に作
動され、外側シース（７７０）が、固定されたたまま維持される場合、クランプアーム（
７００）は、ブレード（７９４）に対して枢動する。それゆえ、クランプアーム（７００
）を、開放位置から閉鎖位置へと枢動させて、クランプパッド（７３０）とブレード（７
９４）との間に、組織を固定することができる。したがって、トランスデューサが作動さ
れ、ブレード（７９４）とクランプアーム（７００）との間に、組織が固定される場合、
ブレード（７９４）の超音波振動が、組織を切断すると同時に、隣接する組織細胞内のタ
ンパク質を変性させることにより、熱の拡散が比較的小さい、凝固効果を提供することが
できる。それゆえ、ユーザーは、外側シース（７７０）及び内側管状作動部材（７８０）
に結合された、クランプアーム（７００）を使用して、組織を掴持して切断することがで
きる。ユーザーが、クランプアーム（７００）を終了させる場合、ユーザーは、クランプ
アーム（７００）を取り外して処分することができる。次いで、ユーザーは、伝達アセン
ブリ（７６０）及び／又はハンドルアセンブリを再滅菌して、新たなクランプアーム（７
００）を取り付けることができる。一部の変形では、ユーザーは、クランプアーム（７０



(27) JP 2013-545536 A 2013.12.26

10

20

30

40

50

０）を、再生利用のために、製造元に返送することができる。例えば、製造元は、最初に
、クランプパッド（７３０）、上方ヒンジ（７４０）、及び下方ヒンジ（７５０）を切除
することができる。次いで、製造元は、主本体（７１０）を再滅菌して、新たなクランプ
パッド（７３０）、上方ヒンジ（７４０）、及び下方ヒンジ（７５０）を、主本体（７１
０）上に成形することができる。
【００５８】
　一部の変形では、外側シース（７７０）を作動させる一方で、内側管状作動部材（７８
０）は、固定されたたまま維持される。更に他の変形では、外側シース（７７０）を、近
位方向に作動させる一方で、内側管状作動部材（７８０）を、遠位方向に作動させること
ができ、又はその逆も可能である。当然ながら、クランプアーム（７００）、外側シース
（７７０）、及び／又は内側管状作動部材（７８０）に関する、更なる他の構成が、本明
細書の教示を考慮することで、当業者には明らかとなるであろう。
【００５９】
　Ｄ．例示的なピン留め式エンドエフェクタアセンブリ
　図１６～１８Ｂは、内側管（８５０）及び導波管（８６０）に結合するための、例示的
なピン留め式エンドエフェクタ（８００）を示す。図１６に示すように、ピン留め式エン
ドエフェクタ（８００）は、ブレード（８１０）、遠位内側管部分（８２０）、外側シー
ス（８３０）、及びクランプアーム（８４０）を含む。ブレード（８１０）は、以下でよ
り詳細に論じられるように、導波管（８６０）に結合され、かつトランスデューサが作動
される場合に、組織を切断するように動作可能な、直方体の遠位端を有する、金属製の円
筒形ロッドを含む。ブレード（８１０）は、本明細書で説明されるブレード（８２、７９
４）の少なくとも一部の教示に従って、あるいは、米国特許公開第２００６／００７９８
７４号、同第２００７／０１９１７１３号、同第２００７／０２８２３３３号、同第２０
０８／０２００９４０号、同第２０１１／００１５６６０号、及び／又は同第２００９／
０１４３７９７号の、少なくとも一部の教示に従って、更に構築することができる。本実
施例のブレード（８１０）は、図１８Ａ、１８Ｂに示す、近位端のねじ付き陥凹部（８１
２）を更に含み、このねじ付き陥凹部（８１２）は、導波管（８６０）のねじ付き末端部
（８６４）に、ねじ込み式に結合するように構成される。図１８Ａ、１８Ｂにはまた、ブ
レード（８１０）を貫通して形成されるピン穴（８１６）も示され、このピン穴（８１６
）は、ブレード（８１０）の長手方向軸に垂直である。ピン穴（８１６）は、その中にピ
ン（８３８）を通して受容するように構成される。ブレード（８１０）に関する更なる構
成が、本明細書の教示を考慮することで、当業者には明らかとなるであろう。
【００６０】
　遠位内側管部分（８２０）は、ブレード（８１０）に同軸であり、かつブレード（８１
０）の外側に配置される。本実施例では、遠位内側管部分（８２０）は、遠位端の上方ピ
ン（８２２）と、図１８Ａ、１８Ｂに示す、内向きフレア状近位端（８２４）とを有する
、管状部材を含む。上方ピン（８２２）は、上方ピン穴（８４２）で、クランプアーム（
８４０）に結合するように構成されることにより、クランプアーム（８４０）を、遠位内
側管部分（８２０）に対して枢動させることができる。内向きフレア状近位端（８２４）
は、以下でより詳細に説明されるように、内側管（８５０）及び導波管（８６０）と連通
する、ブッシング（８５４）内に挿入されるように構成される。一部の変形では、内向き
フレア状近位端（８２４）は、ブッシング（８５４）と締まり嵌めを形成するように構成
されるが、このことは、単に任意選択であるに過ぎない。遠位内側管部分（８２０）は、
ピン穴（８１６）に同軸の、ピン穴（８２６）を更に含むことにより、ピン（８３８）を
、ピン穴（８１６）、及び遠位内側管部分（８２０）のピン穴に通して挿入し、遠位内側
管部分（８２０）にブレード（８１０）を結合することができる。当然ながら、遠位内側
管部分（８２０）に関する他の構成が、本明細書の教示を考慮することで、当業者には明
らかとなるであろう。
【００６１】
　図１６を更に参照すると、外側シース（８３０）は、遠位内側管部分（８２０）及びブ
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レード（８１０）に同軸であり、かつ外側に配置される。本実施例では、外側シース（８
３０）は、下方ピン穴（８３２）が、外側シース（８３０）の遠位端を貫通して形成され
る、管状部材を含む。外側シース（８３０）の近位端は、ハンドルアセンブリ内のトリガ
ーに結合するように構成されることにより、外側シース（８３０）は、このトリガーを介
して、長手方向に作動可能である。ハンドルアセンブリ及び／又はトリガーに関する、単
に例示的な構造は、その開示が参照により本明細書に組み込まれる、本明細書と同日出願
の、米国特許出願第［代理人整理番号ＥＮＤ６８９５ＵＳＮＰ１８．０５８７８４２］号
、表題「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　ｗｉｔｈ　Ｍｏｄｕｌａｒ　Ｅｎｄ
　Ｅｆｆｅｃｔｏｒ」、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿出願の、同第［代理人整理番号ＥＮＤ６８
９５ＵＳＮＰ１５．０５８７８３９］号、表題「Ｇｅａｒ　Ｄｒｉｖｅｎ　Ｃｏｕｐｌｉ
ｎｇ　Ｂｅｔｗｅｅｎ　Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｔｒａｎｓｄｕｃｅｒ　ａｎｄ　Ｗａｖ
ｅｇｕｉｄｅ　ｉｎ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ」、＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿出願の、同第［代理人整理番号ＥＮＤ６８９５ＵＳＮＰ１４．０５８７８３８］号、表
題「Ｃａｍ　Ｄｒｉｖｅｎ　Ｃｏｕｐｌｉｎｇ　Ｂｅｔｗｅｅｎ　Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ
　Ｔｒａｎｓｄｕｃｅｒ　ａｎｄ　Ｗａｖｅｇｕｉｄｅ　ｉｎ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎ
ｓｔｒｕｍｅｎｔ」、２０１１年１０月１０日出願の、同第１３／２６９，８７０号、表
題「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　ｗｉｔｈ　Ｍｏｄｕｌａｒ　Ｓｈａｆｔ
　ａｎｄ　Ｅｎｄ　Ｅｆｆｅｃｔｏｒ」、２０１１年１０月１０日出願の、同第１３／２
６９，８９９号、表題「Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎ
ｔ　ｗｉｔｈ　Ｍｏｄｕｌａｒ　Ｅｎｄ　Ｅｆｆｅｃｔｏｒ」、米国特許公開第２００６
／００７９８７４号、同第２００７／０１９１７１３号、同第２００７／０２８２３３３
号、同第２００８／０２００９４０号、同第２０１１／００１５６６０号、米国特許第６
，５００，１７６号、米国特許公開第２０１１／００８７２１８号、及び／又は同第２０
０９／０１４３７９７号で開示される。下方ピン穴（８３２）は、クランプアーム（８４
０）の下方ピン（８４４）を受容するように構成されることにより、クランプアーム（８
４０）は、外側シース（８３０）が長手方向に作動される場合に、ブレード（８１０）に
対して枢動することができる。外側シース（８３０）は、外側シース（８３０）が長手方
向に作動される場合に、ピン（８３８）が、中で平行移動することができる、長手方向ス
ロット（８３４）を更に含む。図１６に示すように、ピン（８３８）は、外側シース（８
３０）の外部表面と同一表面であることにより、外側シース（８３０）、遠位内側管部分
（８２０）、及びブレード（８１０）は、ピン（８３８）を介して、互いに対して実質的
に固定されるが、スロット（８３４）は、ピン（８３８）に対する、外側シース（８３０
）の、ある程度の長手方向の作動を可能にすることを、理解するべきである。他の構成要
素と同様に、外側シース（８３０）に関する他の構成が、本明細書の教示を考慮すること
で、当業者には明らかとなるであろう。
【００６２】
　本実施例のクランプアーム（８４０）は、上方ピン穴（８４２）と下方ピン（８４４）
とを有する本体（８４６）、及びクランプパッド（８４８）を含む。本実施例では、クラ
ンプアーム（８４０）は、外側シース（８３０）が、下方ピン（８４４）を、遠位方向及
び／又は近位方向に作動させる場合に、上方ピン穴（８４２）内部の上方ピン（８２２）
の周りを枢動可能である。したがって、図１６に示す実施例では、外側シース（８３０）
は、外側シース（８３０）が遠位方向に作動される場合の開放位置から、外側シース（８
３０）が近位方向に作動される場合の閉鎖位置へと、クランプアーム（８４０）を枢動さ
せるように、動作可能である。一部の変形では、クランプアーム（８４０）は、外側シー
ス（８３０）が近位方向に作動される場合に、開放位置へと枢動させることができ、また
クランプアーム（８４０）は、外側シース（８３０）が遠位方向に作動される場合に、閉
鎖位置へと枢動させることができる。本実施例のクランプアーム（８４０）が、閉鎖位置
にある場合、クランプアーム（８４０）及び／又はクランプパッド（８４８）は、ブレー
ド（８１０）に対して圧迫される。クランプアーム（８４０）が、開放位置にある場合、
クランプアーム（８４０）及び／又はクランプパッド（８４８）は、ブレード（８１０）
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に対して一定の角度で開放されることにより、クランプアーム（８４０）とブレード（８
１０）との間に、組織を挿入することができる。クランプアーム（８４０）は、当然なが
ら、本明細書で開示されるクランプアーム（８４、２４０、３２０、６００、７００）の
少なくとも一部の教示に従って、かつ／あるいは米国特許公開第２００６／００７９８７
４号、同第２００７／０１９１７１３号、同第２００７／０２８２３３３号、同第２００
８／０２００９４０号、同第２０１１／００１５６６０号、米国特許第６，５００，１７
６号、米国特許公開第２０１１／００８７２１８号、及び／又は同第２００９／０１４３
７９７号の、少なくとも一部の教示に従って、更に構築することができる。クランプアー
ム（８４０）に関する更なる他の構成が、本明細書の教示を考慮することで、当業者には
明らかとなるであろう。
【００６３】
　ここで図１７を参照すると、内側管（８５０）は、ハンドルアセンブリに結合される近
位端と、ブッシング（８５４）が中に挿入される遠位端（８５２）とを有する、管状部材
を含む。内側管（８５０）は、内側管（８５０）の長手方向軸に垂直な、ピン穴（８５６
）を更に含み、第２ピン（８５８）が、このピン穴（８５６）に通して挿入可能である。
一部の変形では、第２ピン（８５８）は、内側管（８５０）内のピン穴（８５６）、及び
導波管（８６０）のピン穴（８６６）に通して挿入された後に、内側管（８５０）に溶接
される。他の変形では、ピン穴（８５６）は、外側シース（８３０）のスロット（８３４
）と同様の、スロットを含み得る。したがって、第２ピン（８５８）が、内側管（８５０
）に対して長手方向に作動することを、可能にすることができる。本実施例の第２ピン（
８５８）もまた、第２ピン（８５８）が、中に挿入された場合に、内側管（８５０）の外
部表面と同一表面となるように、サイズ決定される。ブッシング（８５４）は、内側管（
８５０）の遠位端（８５２）の内面、及び導波管（８６０）の遠位端（８６２）の外面と
連通することにより、導波管（８６０）の遠位端（８６２）を、内側管（８５０）内部に
支持する。ブッシング（８５４）はまた、ピン穴（８５６）に同軸のピン穴（図示せず）
も含むことにより、第２ピン（８５８）を、その中に通して挿入可能である。当然ながら
、内側管（８５０）及び／又はブッシング（８５４）に関する他の構成が、本明細書の教
示を考慮することで、当業者には明らかとなるであろう。
【００６４】
　本実施例の導波管（８６０）は、導波管（８６０）の近位端で、トランスデューサに結
合されており、導波管（８６０）の遠位端（８６２）から突出する、ねじ付き部材（８６
４）を含む。このトランスデューサは、その開示が参照により本明細書に組み込まれる、
２０１１年１０月１０日出願の、米国特許出願第１３／２６９，８８３号、表題「Ｓｕｒ
ｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　ｗｉｔｈ　Ｃｌｕｔｃｈｉｎｇ　Ｓｌｉｐ　Ｒｉｎ
ｇ　Ａｓｓｅｍｂｌｙ　ｔｏ　Ｐｏｗｅｒ　Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｔｒａｎｓｄｕｃｅ
ｒ」、米国特許公開第２００６／００７９８７４号、同第２００７／０１９１７１３号、
同第２００７／０２８２３３３号、同第２００８／０２００９４０号、同第２０１１／０
０１５６６０号、米国特許第６，５００，１７６号、米国特許公開第２０１１／００８７
２１８号、及び／又は同第２００９／０１４３７９７号の、少なくとも一部の教示に従っ
て、構築することができる。本実施例のねじ付き部材（８６４）は、ブッシング（８５４
）を貫通して突出し、ブレード（８１０）のねじ付き陥凹部（８１２）に、ねじ込み式に
結合するように構成される。したがって、導波管（８６０）がブレード（８１０）に結合
される場合、トランスデューサによって作り出される振動が、導波管（８６０）を通じて
、ブレード（８１０）に伝達されることにより、ブレード（８１０）もまた、そのトラン
スデューサによって作り出される超音波周波数で振動する。導波管（８６０）はまた、図
１８Ａ、１８Ｂに示すピン穴（８６６）も含み、第２ピン（８５８）が、このピン穴（８
６６）に通して挿入される、したがって、第２ピン（８５８）は、内側管（８５０）、ブ
ッシング（８５４）、及び導波管（８６０）を一体に結合して、それぞれを、他に対して
固定する。一部の変形では、ピン（８３８、８５８）は、導波管（８６０）を通じて伝達
される超音波振動波の、波腹に配置することができるが、このことは、単に任意選択であ
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るに過ぎない。実際に、ピン（８３８、８５８）は、あるいは、導波管（８６０）を通じ
て伝達される超音波振動波の、波節に配置することができる。また更なる構成では、ピン
穴（８１６、８６６）は、超音波振動波が、導波管（８６０）及びブレード（８１０）を
通じて伝達される際に、ピン穴（８１６、８６６）に対する、導波管（８６０）及びブレ
ード（８１０）の平行移動を可能にするように、サイズ決定することができる。本実施例
のピン（８３８、８５８）は、エンドエフェクタ（８００）が、内側管（８５０）及び導
波管（８６０）に対して回転される際に、依然として、ピン穴（８１６、８６６）に係合
することにより、ブレード（８１０）が、導波管（８６０）上にねじ込まれることを、理
解するべきである。導波管（８６０）に関する他の好適な構成が、本明細書の教示を考慮
することで、当業者には明らかとなるであろう。
【００６５】
　ここで図１８Ａ、１８Ｂを参照すると、ユーザーが、導波管（８６０）及び内側管（８
５０）に、エンドエフェクタ（８００）を結合することを所望する場合、ユーザーは、最
初に、外側シース（８３０）内に、内側管（８５０）及び導波管（８６０）を挿入する。
エンドエフェクタ（８００）を、内側管（８５０）上に、近位方向に摺動させると、遠位
内側管部分（８２０）の内向きフレア状近位端（８２４）が、内側管（８５０）のブッシ
ング（８５４）内に挿入される。更には、導波管（８６０）のねじ付き部材（８６４）が
、ブレード（８１０）のねじ付き陥凹部（８１２）に当接する。次いで、ユーザーは、ブ
レード（８１０）が、ねじ付き部材（８６４）及びねじ付き陥凹部（８１２）を介して、
導波管（８６０）に、実質的に音響的に結合されるまで、エンドエフェクタ（８００）を
回転させる。ピン（８３８、８５８）は、位置合わせされる必要がないことを、理解する
べきである。ブレード（８１０）が、導波管（８６０）に結合されると、外側シース（８
３０）が、ハンドルアセンブリ内部のトリガーに結合される。外側シース（８３０）を取
り外し可能に結合するための、単に例示的な結合機構は、２０１１年１０月１０日出願の
、米国特許出願第１３／２６９，８７０号、表題「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅ
ｎｔ　ｗｉｔｈ　Ｍｏｄｕｌａｒ　Ｓｈａｆｔ　ａｎｄ　Ｅｎｄ　Ｅｆｆｅｃｔｏｒ」で
開示される。外側シース（８３０）が、トリガーに結合されると、次いで、ユーザーは、
クランプアーム（８４０）及びブレード（８１０）を使用して、組織をクランプ及び切断
するために、この外科用器具を使用することができる。ユーザーが、この外科装置を終了
させた後に、ユーザーは、外側シース（８３０）を取り外し、導波管（８６０）から、ブ
レード（８１０）を、ねじ式に抜き取る。次いで、ユーザーは、使用済みのエンドエフェ
クタ（８００）を処分して、内側管（８５０）、導波管（８６０）、及び／又はハンドル
アセンブリを再滅菌し、別の手技で使用するために、新たなエンドエフェクタ（８００）
を取り付けることができる。
【００６６】
　Ｅ．例示的なスロット及び弾性タブアセンブリ
　図１９Ａ、１９Ｂは、エンドエフェクタ（図示せず）の、遠位外側シース（９１０）及
び遠位内側管（９２０）を、外側シース（９５０）及び内側管（９６０）に結合させるた
めの、例示的な代替的クランプアーム結合部を示す。本実施例の遠位外側シース（９１０
）は、一対の弾性タブ（９１２）を近位端に有し、外側シース（９５０）の遠位端内に形
成される、一対の外側シーススロット（９５２）内にスナップ嵌めされるように構成され
る、管状部材を含む。遠位内側管（９２０）は、同様に、一対の弾性タブ（９２２）を近
位端に有し、内側管（９６０）の遠位端内に形成される、一対の内側管スロット（９６２
）内にスナップ嵌めされるように構成される、管状部材を含む。遠位外側シース（９１０
）及び遠位内側管（９２０）は、それぞれの遠位端で、クランプアーム（図示せず）に結
合されることにより、クランプアームは、遠位外側シース（９１０）及び／又は遠位内側
管（９２０）の長手方向の作動を介して、ブレード（９３０）に対して枢動可能である。
例えば、遠位外側シース（９１０）、遠位内側管（９２０）、及び／又はクランプアーム
は、エンドエフェクタ（８００）、クランプアーム（７００）、伝達アセンブリ（７６０
）、クランプアーム（６００）、クランプアームアセンブリ（４００）、伝達アセンブリ
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（４５０）、クランプアームアセンブリ（３００）、伝達アセンブリ（３５０）、エンド
エフェクタ（２００）、エンドエフェクタ（８０）の、少なくとも一部の教示に従って、
かつ／あるいは米国特許公開第２００６／００７９８７４号、同第２００７／０１９１７
１３号、同第２００７／０２８２３３３号、同第２００８／０２００９４０号、同第２０
１１／００１５６６０号、米国特許第６，５００，１７６号、米国特許公開第２０１１／
００８７２１８号、及び／又は同第２００９／０１４３７９７号の、少なくとも一部の教
示に従って、構築することができる。
【００６７】
　外側シース（９５０）は、その中に弾性タブ（９１２）を受容するように構成される、
１対の外側シーススロット（９５２）を遠位端に有する、管状部材を含む。外側シース（
９５０）の近位端は、ハンドルアセンブリ（図示せず）に結合される。一部の変形では、
外側シース（９５０）は、ハンドルアセンブリのトリガー（図示せず）を介して作動可能
である。他の変形では、外側シース（９５０）は、ハンドルアセンブリに固定して結合さ
れる。内側管（９６０）は、その中に弾性タブ（９２２）を受容するように構成される、
１対の内側管スロット（９６２）を遠位端に有する、管状部材を含む。内側管（９６０）
の近位端もまた、ハンドルアセンブリに結合される。一部の変形では、内側管（９６０）
は、ハンドルアセンブリのトリガーを介して作動可能である。他の変形では、内側管（９
６０）は、ハンドルアセンブリに固定して結合される。本実施例では、ハンドルアセンブ
リは、外側シース（９５０）及び内側管（９６０）の双方を、ブレード（９３０）に対し
て遠位方向に作動させるように動作可能な、作動装置（９４０）を含む。例えば、図１９
Ｂは、作動装置（９４０）による作動の前の、閉鎖位置で示される、外側シース（９５０
）及び内側管（９６０）を示す。作動装置（９４０）が、ユーザーによって作動されると
、外側シース（９５０）及び内側管（９６０）は、図１９Ａに示すように、ハンドルアセ
ンブリ及びブレード（９３０）に対して、遠位方向に平行移動する。一部の変形では、作
動装置（９４０）は、外側シース（９５０）及び内側管（９６０）を、ブレード（９３０
）及びハンドルアセンブリに対して、遠位方向に延出させるように動作可能な、スライダ
ーを含む。他の変形では、作動装置（９４０）は、外側シース（９５０）及び内側管（９
６０）を、ブレード（９３０）及びハンドルアセンブリに対して、遠位方向に作動させる
ように動作可能な、押しボタンを含む。当然ながら、外側シース（９５０）、内側管（９
６０）、及び作動装置（９４０）に関する、更なる他の構成が、本明細書の教示を考慮す
ることで、当業者には明らかとなるであろう。
【００６８】
　本実施例のブレード（９３０）は、導波管（図示せず）に選択的に結合可能であり、組
織を切断するように動作可能である。図１９Ａ、１９Ｂに示す実施例では、ブレード（９
３０）は、導波管に選択的に結合するように構成される、コネクタ（９３２）を含む。コ
ネクタ（９３２）に関する、単に例示的な構成としては、ねじ切り、ルアーロック、バヨ
ネット接続器具、スナップなどが挙げられる。一部の変形では、コネクタ（９３２）は、
ブレード（９３０）の最遠位の波節に対応するように、長手方向で配置される。導波管は
、本明細書で説明されるトランスデューサ（１００）などの、トランスデューサに結合さ
れることにより、超音波振動が、導波管に伝達される。ブレード（９３０）が導波管に結
合される場合、ブレード（９３０）もまた超音波で振動して、組織を切断すると同時に、
隣接する組織細胞内のタンパク質を変性させることにより、熱の拡散が比較的小さい、凝
固効果を提供する。
【００６９】
　ユーザーが、外側シース（９５０）に遠位外側シース（９１０）を結合し、かつ内側管
（９６０）に遠位内側管（９２０）を結合することを所望する場合、最初に、ユーザーは
、作動装置（９４０）を使用して、ブレード（９３０）に対して、外側シース（９５０）
及び内側管（９６０）を遠位方向に延出させる。図１９Ａに示すように、外側シース（９
５０）及び内側管（９６０）が、遠位方向に延出されると、ユーザーは、外側シーススロ
ット（９５２）内に、遠位外側シース（９１０）の弾性タブ（９１２）を挿入し、かつ内
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側管スロット（９６２）内に、遠位内側管（９２０）の弾性タブ（９２２）を挿入する。
タブ（９１２、９２２）が、スロット（９５２、９６２）内に挿入されると、ユーザーは
、外側シース（９５０）及び内側管（９６０）が、ブレード（９３０）に対して近位方向
に後退するように、作動装置（９４０）を使用する。当業者には明らかとなるように、遠
位外側シース（９１０）及び遠位内側管（９２０）もまた、タブ（９１２、９２２）とス
ロット（９５２、９６２）との結合の結果として、近位方向に後退する。図１９Ｂに示す
ように、作動装置（９４０）は、タブ（９１２、９２２）とスロット（９５２、９６２）
との接続部が重なり合うように、外側シース（９５０）及び内側管（９６０）を後退させ
ることにより、タブ（９１２）がスロット（９５２）から係合解除されることを、実質的
に防止するように、構成される。更には、作動装置（９４０）は、タブ（９２２）とスロ
ット（９６２）との接続部が、コネクタ（９３２）と長手方向で位置合わせされるように
、内側管（９６０）を後退させるように構成される。本実施例のコネクタ（９３２）は、
タブ（９２２）がスロット（９６２）から係合解除されることを、実質的に防止するよう
にサイズ決定され、構成される。一部の変形では、コネクタ（９３２）は、コネクタ（９
３２）の外周の周りに配置され、内側管（９６０）及び／又は遠位内側管（９２０）の内
部に対して、実質的に、コネクタ（９３２）を流体封止するように構成される、封止部材
（図示せず）を含み得る。外側シース（９５０）が、遠位外側シース（９１０）に結合さ
れ、内側管（９６０）が、遠位内側管（９２０）に結合されると、次いで、ユーザーは、
この外科用器具を使用することができる。ユーザーが、この器具を終了させる場合、遠位
外側シース（９１０）及び遠位内側管（９２０）を係合解除して、エンドエフェクタを処
分することができる。一部の変形では、ブレード（９３０）も同様に分離して、処分する
ことができる。次いで、ユーザーは、外側シース（９５０）及び内側管（９６０）を含む
、この外科用器具を洗浄し、次いで、新たな手技で使用するために、遠位外側シース（９
１０）及び遠位内側管（９２０）を有する、新たなエンドエフェクタを結合することがで
きる。
【００７０】
　一部の変形では、遠位外側シース（９１０）並びに外側シース（９５０）は、バヨネッ
ト及びスロット、ルアーロックなどの、回転式の結合部を含む。遠位内側管（９２０）並
びに内側管（９６０）もまた、バヨネット及びスロット、ルアーロックなどの、回転式の
結合部を含み得る。１つ又は２つ以上の標識（図示せず）を、遠位外側シース（９１０）
、外側シース（９５０）、遠位内側管（９２０）、及び／又は内側管（９６０）上に提供
して、この回転式の結合部に関する、最初の挿入位置及び／又はロック位置を指示するこ
とができる。外側シース（９５０）に遠位外側シース（９１０）を結合し、かつ内側管（
９６０）に遠位内側管（９２０）を結合するために、ユーザーは、作動装置（９４０）を
使用して、ブレード（９３０）に対して、外側シース（９５０）及び内側管（９６０）を
遠位方向に延出させる。次いで、ユーザーは、遠位外側シース（９１０）及び遠位内側管
（９２０）を、回転式結合部の受容部分内に挿入して、遠位外側シース（９１０）及び遠
位内側管（９２０）を回転させることにより、回転式結合部に係合させる。次いで、ユー
ザーは、作動装置（９４０）を使用して、外側シース（９５０）及び内側管（９６０）を
閉鎖位置へと後退させ、この外科用器具を使用する。ユーザーが、この器具を終了させる
場合、遠位外側シース（９１０）及び遠位内側管（９２０）を係合解除して、エンドエフ
ェクタを処分することができる。一部の変形では、ブレード（９３０）も同様に分離して
、処分することができる。次いで、ユーザーは、外側シース（９５０）及び内側管（９６
０）を含む、この外科用器具を洗浄し、次いで、新たな手技で使用するために、遠位外側
シース（９１０）及び遠位内側管（９２０）を有する、新たなエンドエフェクタを結合す
ることができる。
【００７１】
　本明細書で説明される他の構成要素と同様に、遠位外側シース（９１０）、遠位内側管
（９２０）、ブレード（９３０）、作動装置（９４０）、外側シース（９５０）、及び／
又は内側管（９６０）は、本明細書の教示を考慮することで、当業者には明らかとなるよ
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うな、他の構成を有し得る。実際に、一部の変形では、遠位外側シース（９１０）及び外
側シース（９５０）を省略することができる。他の変形では、遠位内側管（９２０）及び
内側管（９６０）を省略することができる。
【００７２】
　例示的な外科用器具の特定の構成が説明されているが、外科用器具を構成することがで
きる様々な他の方法が、本明細書の教示を考慮することで、当業者には明らかとなるであ
ろう。単なる例として、本明細書で言及される外科用器具は、米国特許第６，５００，１
７６号、同第６，７８３，５２４号、同第７，４１６，１０１号、同第７，７３８，９７
１号、同第６，７８３，５２４号、米国特許公開第２００６／００７９８７４号、同第２
００７／０１９１７１３号、同第２００７／０２８２３３３号、同第２００８／０２００
９４０号、同第２００９／０２０９９９０号、同第２００９／０４３７９７号、同第２０
１０／００６９９４０号、及び／又は米国仮出願第６１／４１０，６０３号の、少なくと
も一部の教示に従って構築することができる。
【００７３】
　参照により本明細書に組み込まれるとされる、いずれの特許、公開、又は他の開示資料
も、その組み込まれる資料が、本開示に記載される既存の定義、記述、又は他の開示資料
と矛盾しない範囲でのみ、全体的若しくは部分的に、本明細書に組み込まれることを、理
解するべきである。それゆえ、また必要な範囲で、本明細書で明示的に記載されるような
開示は、参照により本明細書に組み込まれる、いずれの矛盾する資料にも優先する。参照
により本明細書に組み込まれるとされるが、本明細書に記載される既存の定義、記述、又
は他の開示資料と矛盾する、いずれの資料若しくはその部分も、組み込まれる資料と既存
の開示資料との間に矛盾が生じない範囲でのみ、組み込まれるものとする。
【００７４】
　本発明の実施形態は、従来の内視鏡及び開腹外科用器具での用途、並びにロボット支援
手術での用途を有する。例えば、本明細書の様々な教示は、その開示が参照により本明細
書に組み込まれる、２００４年８月３１日公開の、米国特許第６，７８３，５２４号、表
題「Ｒｏｂｏｔｉｃ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｔｏｏｌ　ｗｉｔｈ　Ｕｌｔｒａｓｏｕｎｄ　
Ｃａｕｔｅｒｉｚｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｕｔｔｉｎｇ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ」の、様々な
教示と容易に組み合わせることができる点が、当業者には理解されるであろう。
【００７５】
　本明細書で開示される装置の実施形態は、少なくとも１回の使用の後に、再使用のため
に再調整することができる。再調整は、装置の分解工程、その後に続く、特定部品の洗浄
若しくは交換工程、及びその後の再組み立て工程の、任意の組み合わせを含み得る。具体
的には、本明細書で開示される装置の実施形態は、分解することができ、本装置の、任意
数の特定部片又は部品を、任意の組み合わせで、選択的に交換するか若しくは取り外すこ
とができる。特定部品の洗浄及び／又は交換の際、本装置の実施形態は、その後の使用の
ために、再調整用の施設で、又は外科手術の直前に外科チームによって、再組み立てする
ことができる。装置の再調整は、分解、洗浄／交換、及び再組み立てに関する、様々な技
術を利用することができる点が、当業者には理解されるであろう。そのような技術の使用
、及びその結果として得られる再調整済みの装置は、全て、本出願の範囲内にある。
【００７６】
　単なる例として、本明細書で説明される実施形態は、手術の前に工程処理することがで
きる。最初に、新品又は使用済みの器具を入手して、必要に応じて洗浄することができる
。次いで、この器具を滅菌することができる。１つの滅菌技術では、この器具は、プラス
チック又はＴＹＶＥＫバッグなどの、閉鎖及び密封された容器内に定置される。次いで、
この容器及び器具を、γ放射線、Ｘ線、又は高エネルギー電子などの、容器を透過するこ
とができる放射線場内に定置することができる。この放射線は、器具上及び容器内の細菌
を、死滅させることができる。次いで、滅菌済みの器具を、この滅菌容器内で保管するこ
とができる。この密封容器は、医療施設内で開放されるまで、器具を滅菌状態に保つこと
ができる。装置はまた、限定されるものではないが、装置はまた、当該技術分野で既知の
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、任意の他の技術を使用して滅菌することもでき、その技術としては、β若しくはγ放射
線、エチレンオキシド、又は蒸気が挙げられるが、これらに限定されない。
【００７７】
　本発明の様々な実施形態が、図示及び説明されているが、本発明の範囲から逸脱するこ
となく、当業者による適切な修正によって、本明細書で説明される方法及びシステムの更
なる適合化を達成することができる。そのような可能な修正のうちの幾つかが記述されて
いるが、当業者には、他の修正も明らかとなるであろう。例えば、上述の実施例、実施形
態、幾何学形状、材料、寸法、比率、工程などは、例示的なものであり、必須ではない。
したがって、本発明の範囲は、以下の特許請求の範囲の観点から考慮されるべきであり、
本明細書及び図面に示され、かつ説明される、構造並びに動作の詳細に限定されるもので
はないとして、理解される。
【００７８】
〔実施の態様〕
（１）　組織を切断するように動作可能な、超音波外科用器具であって、
　（ａ）本体アセンブリであって、前記本体アセンブリから遠位方向に延出する、伝達ア
センブリを含み、前記伝達アセンブリが、
　　ｉ．導波管と、
　　ｉｉ．前記導波管の遠位端に結合された、ブレードと、
　　ｉｉｉ．内側部材と、
　　ｉｖ．前記内側部材の少なくとも一部分の周りに配置された、外側シースと、
　　ｖ．前記導波管に結合され、前記ブレードを振動させるように動作可能な、超音波ト
ランスデューサと、を含む、本体アセンブリと、
　（ｂ）前記伝達アセンブリに選択的に結合され、クランプアームを含む、クランプアー
ムアセンブリであって、前記クランプアームが、前記ブレードに対して枢動するように動
作可能である、クランプアームアセンブリと、を含み、
　前記内側部材又は前記外側シースの少なくとも一方が、長手方向に作動するように構成
され、前記内側部材又は前記外側シースの前記少なくとも一方が、前記クランプアームに
選択的に結合された、超音波外科用器具。
（２）　前記クランプアームアセンブリが、外側シース部分を更に含み、前記外側シース
部分が、前記伝達アセンブリの前記外側シースに、選択的に結合するように構成された、
実施態様１に記載の外科用器具。
（３）　前記クランプアームが、タブを含み、前記内側部材が、スロットを含み、前記タ
ブが、前記スロット内への前記タブの挿入を介して、前記クランプアームを、前記内側部
材に選択的に結合するように構成された、実施態様２に記載の外科用器具。
（４）　前記外側シース部分が、ねじ切りを含み、前記外側シースが、相補形のねじ切り
を含み、前記外側シース部分が、前記外側シースに、ねじ込み式に結合する、実施態様３
に記載の外科用器具。
（５）　前記外側シース部分が、バヨネットを含み、前記外側シースが、スロットを含む
、実施態様３に記載の外科用器具。
【００７９】
（６）　前記内側部材が、トリガーに結合され、前記トリガーが、前記本体アセンブリに
対して枢動可能である、実施態様３に記載の外科用器具。
（７）　前記トリガーが、前記外側シースの前記遠位端に対する第１の位置から、前記外
側シースの前記遠位端に対する第２の位置へと、前記内側部材を作動させるように動作可
能である、実施態様６に記載の外科用器具。
（８）　前記内側部材が、ロッドを含み、前記ロッドが、前記ロッドの遠位端に結合され
たボールを有する、実施態様１に記載の外科用器具。
（９）　前記クランプアームが、前記クランプアームの近位端内に形成された、ボール陥
凹部を含み、前記ボール陥凹部が、前記ボールに、取り外し可能に結合するように構成さ
れた、実施態様８に記載の外科用器具。
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（１０）　前記ボール陥凹部が、前記ロッド上にスナップ嵌めされるように動作可能な、
戻り止めを含む、実施態様９に記載の外科用器具。
【００８０】
（１１）　前記外側シースが、スロットを含み、前記クランプアームが、前記クランプア
ームから外向きに延出するピンを含み、前記内側部材が、前記スロット内部で前記ピンを
摺動可能に作動させるように、動作可能である、実施態様９に記載の外科用器具。
（１２）　前記クランプアームが、上方一体ヒンジ（upper living hinge）及び下方一体
ヒンジ（lower living hinge）を含み、前記上方一体ヒンジが、前記外側シースに選択的
に結合され、前記下方一体ヒンジが、前記内側部材に選択的に結合された、実施態様１に
記載の外科用器具。
（１３）　前記クランプアームが、主本体及びクランプパッドを更に含み、前記上方一体
ヒンジ、前記下方一体ヒンジ、及び前記クランプパッドが、単一の、均質な材料の連続体
で形成された、実施態様１２に記載の外科用器具。
（１４）　前記クランプアームが、前記主本体内部に形成された、成形ロックを更に含み
、前記クランプパッドが、前記成形ロックを介して、前記主本体に結合された、実施態様
１３に記載の外科用器具。
（１５）　前記上方一体ヒンジが、上方スロットを含み、前記下方一体ヒンジが、下方ス
ロットを含み、前記外側シースの少なくとも一部分が、前記上方スロット内に挿入可能で
あり、前記内側部材の少なくとも一部分が、前記下方スロット内に挿入可能である、実施
態様１２に記載の外科用器具。
【００８１】
（１６）　選択的に結合可能なクランプアームアセンブリであって、
　（ａ）伝達アセンブリの外側シースに、選択的に結合可能な、外側シース部分と、
　（ｂ）前記外側シース部分の遠位端に、ヒンジ式に結合された、クランプアームであっ
て、
　　ｉ．クランプパッドが結合された、クランプ部分と、
　　ｉｉ．挿入可能部材を有する、取り付け部分と、を含む、クランプアームと、を含み
、
　前記挿入可能部材が、作動部材内に形成されたスロット内に挿入可能であり、前記作動
部材が、前記挿入可能部材を介して、前記クランプアームを、前記外側シース部分に対し
て枢動させるように動作可能である、クランプアームアセンブリ。
（１７）　前記外側シース部分が、前記外側シース内に形成されたスロット内に挿入され
るように構成された、バヨネットを含む、実施態様１６に記載のクランプアームアセンブ
リ。
（１８）　前記外側シース部分が、ねじ切りを含み、前記外側シース部分が、前記外側シ
ースに、ねじ込み式に結合するように構成された、実施態様１６に記載のクランプアーム
アセンブリ。
（１９）　外科用器具であって、
　（ａ）本体アセンブリであって、
　　ｉ．超音波トランスデューサと、
　　ｉｉ．前記超音波トランスデューサに結合された、導波管と、
　　ｉｉｉ．ブレードであって、前記ブレードの近位端で、前記導波管に結合された、ブ
レードと、
　　ｉｖ．前記導波管の少なくとも一部分の周りに配置された、管状部材であって、前記
管状部材の遠位端より近位に形成された、スロットを有する、管状部材と、
　　ｖ．前記ブレードに対して、前記管状部材を遠位方向に作動させるように動作可能で
ある、作動装置と、を含む、本体アセンブリと、
　（ｂ）弾性タブを有する遠位部材を含む、エンドエフェクタであって、前記弾性タブが
、前記遠位部材の近位端から近位方向に延出し、かつ前記管状部材の前記スロット内に挿
入可能である、エンドエフェクタと、を含み、
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　前記作動装置が第１の位置にあるとき、前記スロットが、前記ブレードの前記近位端と
実質的に位置合わせされ、前記作動装置が第２の位置にあるとき、前記スロットが、前記
ブレードの前記近位端より遠位にある、外科用器具。
（２０）　前記本体アセンブリが、前記管状部材に同軸であり、かつ前記管状部材内部に
配置された、内側管状部材を更に含み、前記内側管状部材が、前記内側管状部材の遠位端
より近位に形成された、第２スロットを含み、前記エンドエフェクタが、第２弾性タブを
有する内側遠位部材を更に含み、前記第２弾性タブが、前記内側遠位部材の近位端から近
位方向に延出し、かつ前記内側管状部材の前記第２スロット内に挿入可能であり、前記作
動装置が、前記ブレードに対して、前記内側管状部材を遠位方向に作動させるように、更
に動作可能である、実施態様１９に記載の外科用器具。

【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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