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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者から生物学的物質を取り出す外科用器具であって、
　ａ）可撓性壁、閉鎖端部及び生物学的物質を受け入れる開放端部を備えた検体回収袋と
、
　ｂ）前記開放端部に隣接して設けられていて、前記開放端部を締め付けて前記開放端部
を実質的に閉鎖するヌースと、
　ｃ）前記開放端部の周囲に隣接してこの周りにぐるりと配置された第１の領域および第
２の領域とを有し、前記第１の領域は交互に配置された第１の可撓性領域及び第１の剛性
領域を有し、前記第２の領域は交互に配置された第２の可撓性領域及び第２の剛性領域を
有し、前記第１の領域の前記第１の可撓性領域の長さは前記第２の領域の前記第２の可撓
性領域の長さと異なっており、前記第１の領域の前記第１の剛性領域の長さは前記第２の
領域の前記第２の剛性領域の長さと異なっており、前記開放端部をヌースで締め付けると
、前記第１の領域の前記第１の可撓性領域は、前記第１の領域の前記第１の剛性領域に先
立って折れ曲がり、前記第２の領域の前記第２の可撓性領域は、前記第２の領域の前記第
２の剛性領域に先立って折れ曲がることを特徴とする外科用器具。
【請求項２】
　前記第１の領域は前記第２の領域よりも前記開放端部に近接して設けられており、前記
第１の領域の前記第１の剛性領域の長さは前記第２の領域の前記第２の剛性領域の長さよ
りも小さく、前記第１の領域の前記第１の可撓性領域の長さは前記第２の領域の前記第２
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の可撓性領域の長さよりも大きいことを特徴とする請求項１に記載の外科用器具。
【請求項３】
　前記開放端部が延びる方向に対し直行方向において、前記第２の領域の前記第２の可撓
性領域が配置される位置に前記第１の領域の前記第１の剛性領域が位置することを特徴と
する請求項１または２に記載の外科用器具。
【請求項４】
　前記ヌースは、前記開放端部と前記第１の領域との間に位置していることを特徴とする
請求項１～３の何れか１つに記載の外科用器具。
【請求項５】
　前記第１の領域の前記第１の可撓性領域の長さは、前記第１の領域の前記第１の剛性領
域の長さよりも大きいことを特徴とする請求項１～４の何れか１つに外科用器具。
【請求項６】
　前記第２の領域の前記第２の剛性領域の長さは、前記第２の領域の前記第２の可撓性領
域の長さよりも大きいことを特徴とする請求項１～５の何れか１つに外科用器具。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の分野】
本発明は一般に、組織を取り出すための外科用器具に関し、特に、小さな切開部を通して
組織を取り出すための内視鏡下外科用器具、例えば、パウチ又は検体回収袋に関する。
【０００２】
【発明の背景】
内視鏡下手術は、手術を一連の小さな開口（小孔）又は切開部を通して行われる手技であ
る。この種の手術は、大きな切開部の必要を軽減し又は無くし、主要な開放式外科手技の
うち幾つか、例えば胆嚢除去を簡単な外来患者向き手術に変えた。その結果、患者の回復
期間は、数週間から数日になった。これら形式の手術は、欠陥部の修復又は体の種々の部
位、例えば腹腔から疾患のある組織又は器官を取り出すために利用できる。
【０００３】
小孔、例えば切開部、小さな生まれつきの開口又は小径の腹腔鏡下手術用アクセスポート
、例えばトロカールを通して生物学的物質又は組織を体から取り出すこと又は切除するこ
とが関心の対象となっている。組織は、多数のタイプ又は形態をとる場合があるが、大ま
かに３つのカテゴリー、即ち、筋肉や固い腫瘍のような堅い組織（堅組織）、肝臓のよう
な軟らかい組織（軟組織）及び嚢胞、胆嚢、脾臓又は炎症を起こしている虫垂のような流
体の入っている組織に属する。組織の中には多数のカテゴリーの組合せとなっているもの
がある。例えば、炎症を起こしている胆嚢は、硬くなった胆石、胆汁や膿のような流体及
び堅組織の外側被膜を組み合わせたものといって良い。
【０００４】
最小侵襲手術に関して存在する１つの課題は、小孔を通して切除した組織を取り出すこと
にある。昔ながらの解決策は、大きな組織の塊を手作業で切断して小孔を挿通できる小片
の状態にすることである。しかしながら、この手法では、組織の破片が落下する場合があ
り、しかも流体が体腔内へ流れ込む場合がある。これにより、もし切除した組織が癌性又
は感染性であれば、合併症、例えば、健常な組織への癌種の接種及び再拡散又は炎症の拡
散が生じる場合がある。
【０００５】
上述の課題に答えて、外科用パウチ又は検体回収袋が開発された。検体回収袋を体の内腔
内に配置し、袋を開き、疾患のある組織をこの中に入れる。次に、検体回収袋を閉じて袋
から体の内腔への組織及び流体の移動を防止する。疾患のある組織を開いた状態の検体回
収袋内に入れた後、袋を閉じ、患者の開口から引き出す。典型的には、通しひもを用いて
体の中で検体回収袋を閉じ、そして、袋を体の開口から引き出す。検体回収袋の中には、
開放端部の閉じ具合が一つ一つ異なるという問題を生じるものがある。首尾一貫した同一
の閉じ具合をもたらす検体回収袋が要望されている。すなわち、袋が閉じる際、開放端部
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の材料が制御不能に束になって局部的な塊の状態になって検体回収袋の完全な閉じ状態を
阻止するようなことがないようにする。
【０００６】
開口が小さいということで幾つかの興味をそそる設計上の課題が検体回収パウチの製造業
者に突きつけられている。即ち、検体回収パウチは、患者の小孔内へ嵌まり込むようしっ
かりと丸く巻かれ又は拘束され、これを患者の内部で展開させたときには一杯に開かれ又
は広げられなければならない。上述の目標を達成するため、外科用展開器具が開発された
。外科用展開器具は、しっかりと巻かれ又は拘束された検体回収袋及び袋を器具の遠位端
部から突き出してこれを開く展開機構を有している。外科医は、検体回収袋がいったん患
者の体内に位置すると、展開レバーを押すことにより展開機構を作動させる。しっかりと
巻かれた袋を外科用展開器具から押し出し、袋の開口部を拡開させるのに一般的に金属製
ばねアームが用いられる。切除した組織を開いている検体回収袋に入れ、そして、袋をば
ねアームから外すと同時に通しひもを用いて袋の開口部を閉鎖することにより袋を閉じる
。展開レバーを外科用展開器具から引き戻すことによりばねアームを外科用展開器具内へ
引き戻す。通しひもを引いて検体回収袋を患者から引き出すことにより捕捉した組織を患
者の開口から取り出す。この種の外科用器具は、当該技術分野では周知であり、ベル氏等
に付与された米国特許第５，４６５，７３１号、カマラー氏等に付与された米国特許第５
，４８０，４０４号、トーベイ氏等に付与された米国特許第５，６４７，３７２号に記載
されており、これら米国特許の開示内容を本明細書の一部を形成するものとしてここに引
用する。
【０００７】
検体取出し器具は、切除した組織を保持するのに用いられる検体回収袋を有している。検
体回収袋は一般に、細長い支持管内に拘束状態で保持される。検体回収袋を拘束状態で患
者に挿入し、外科用取出し器具を作動させて袋を細長い支持管から突き出してこれを開き
状態に展開させる。切除した組織を開いた状態の検体回収袋に挿入し、袋を閉じてこれを
検体取出し器具から外す。作動後の検体取出し器具と一杯になっている検体回収袋は、別
々に患者から取り出される。検体取出し器具は、当該技術分野で周知であり、例えば、カ
マラー氏等に付与された上記米国特許第５，４８０，４０４号及びルソー氏等に付与され
た米国特許第５，９７１，９９５号に記載されているものであり、これら米国特許の開示
内容を本明細書の一部を形成するものとしてここに引用する。
【０００８】
上述の検体回収袋及び外科用展開機構は良好に働くが、場合によっては、外科医が不注意
により袋展開機構を部分的又は中途半端に作動させると共に袋を器具から部分的又は中途
半端に展開させる場合がある。外科医が展開機構を非動作状態にすることにより間違いを
直そうとすると、袋が金属製アームから部分的に外れてしまい、正しく開かないようにな
る場合がある。部分的に開いた袋は、或る場合には使用できず、交換品としての外科用器
具が必要になる場合がある。この問題を解決するため、一方向ラチェット機構を外科用展
開器具に組み込む場合がある。複式一方向ラチェット機構が、ルソー氏に付与された米国
特許第５，９７１，９９５号に教示されており、各ラチェット機構は、展開レバーの移動
を単一の移動方向に制限する。
【０００９】
上述の問題を解決する検体回収袋が要望されている。かくして、通しひもを締めたときに
向上し且つ首尾一貫した閉じ具合をもたらす改良型検体回収袋を提供できれば好都合であ
る。現時点においては、外科医に上述の改良策及び利点を与えることができる公知の検体
回収袋は存在しない。
【００１０】
【発明の概要】
本発明によれば、患者から生物学的物質を取り出す外科用器具が提供される。外科用器具
は、可撓性壁、閉鎖端部及び開放端部を備えた検体回収袋を有する。開放端部は、生物学
的物質を受け入れる。外科用器具は、開放端部に隣接して設けられたヌースを有する。ヌ
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ースは、開放端部を締め付けて開放端部を実質的に閉鎖する。検体回収袋は、開放端部の
周囲に隣接してこの周りにぐるりと列をなして交互に配置された可撓性領域と剛性領域を
有し、開放端部をヌースで締め付けると、可撓性領域は、剛性領域に先立って折れ曲がる
。
【００１１】
本発明の新規な特徴は、特許請求の範囲に明確に記載されている。しかしながら、添付の
図面を参照して以下の詳細な説明を読むと、構成と動作原理の両方に関する本発明の内容
をその別の目的及び利点と併せて最もよく理解できよう。
【００１２】
【実施形態の詳細な説明】
今、図面を参照すると（図中、同一の符号は同一の要素を示している）、図１には、患者
への挿入可能な状態にある非動作状態の検体取出し器具２０の等角図が示されている。検
体取出し器具２０は、近位端部に取っ手３０を備えた細長い支持管２５を有している。取
っ手３０は、細長い支持管２５に固定的に取り付けられた上半部３２と下半部３３を有し
ている。１対の互いに反対側に位置したフィンガループ又は指掛け３１が、取っ手３０か
ら延び、障害物のない通路２６が、支持管２５及び取っ手３０を貫通して延びている。プ
ッシュプルロッド４５が、通路２６内に摺動自在に設けられ、このプッシュプルロッドは
、近位端部に設けられたサムリング又は母指掛け４６及び遠位端部に設けられた１対のば
ねアームを有している。改良型検体回収袋７５が、プッシュプルロッド４５の遠位端部に
取り付けられ、支持管２５の遠位端部のところで通路２６内に拘束状態で示されている。
【００１３】
図２は、器具を作動させて改良型検体回収袋７５を支持管２５の遠位端部から展開させた
後の改良型検体取出し器具２０の等角図である。プッシュプルロッド４５は、検体取出し
器具２０内に完全に挿入されていて、改良型検体回収袋７５を支持管２５の遠位端部から
押し出すと共に締付けプラグ２７を支持管２５に設けられた切欠き２８内に係止している
。１対の互いに反対側に位置したばねアーム４７が、改良型検体回収袋７５をプッシュプ
ルロッド４５に解除自在に取り付けている。閉じひも９５が、プッシュプルロッド４５の
中央部に着脱自在に取り付けられた状態で締付けプラグ２７に設けられた開口部（図示せ
ず）から遠位側へ延びている。閉じひも９５は、改良型検体回収袋７５の開放端部７６の
周囲にぐるりと延びる捕捉状態の閉鎖可能なヌース（輪）９６で終端している。引き結び
部９７が、ヌース９６に用いられ、プッシュプルロッド４５を近位側へ引くとヌースを閉
じることができるようになっている。引き結び部９７は、ばねアーム４７の真下で締付け
プラグ２７と接触して（この状態は図示せず）位置している。ばねアーム４７は、これら
を支持管２５からリリースすると、拡開して“Ｙ”字形になり、改良型検体回収袋７５の
開放端部７６を開く。ばねアームは、改良型検体回収袋７５の各側の内部に形成されたチ
ャネル７８内に保持されている。検体回収袋をいったん完全に展開すると、一方向ラチェ
ット機構５５は永続的に離脱され又は非作用状態になる。非係止状態のプッシュプルロッ
ド４５を支持管２５内へ引っ込めると、ばねアーム４７がチャネル７８から引き出される
と同時にヌース９６が閉じ、それにより改良型検体回収袋７５が検体ばねアーム４７の端
部から離脱すると共に閉じられるようになる。ばねアーム４７をばね材料、例えば、ステ
ンレス鋼、ニチノール、鋼ばね合金、銅ばね合金又は変形した形状で収納でき、リリース
されると初期の形状又はそれに近い形状に戻る任意他の材料から作るのがよい。
【００１４】
本発明の改良型動作制限機構又は一方向ラチェット機構５５（図６）が、取っ手３０内に
設けられていて、プッシュプルロッド４５と作動的に係合している。一方向ラチェット機
構５５は、細長い支持管２５からの改良型検体回収袋７５の展開中にのみ働く。一方向ラ
チェット機構５５は、プッシュプルロッド４５の初期挿入中（改良型検体回収袋７５の展
開のためである）スリップし、そして、初期展開行程中に、プッシュプルロッド４５を引
っ込めようとするとロックする。改良型検体回収袋７５をいったん支持管２５の端部から
完全に展開すると、本発明の一方向ラチェット機構５５は、永続的に離脱状態になり、プ
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ッシュプルロッド４５の近位側及び遠位側への非拘束運動を可能にする。
【００１５】
一方向ラチェット機構５５は、外科医が改良型検体回収袋７５を中途半端に展開させてば
ねアーム４７を改良型検体回収袋７５から中途半端に引き出すのを防止するため、プッシ
ュ（押し）行程（改良型検体回収袋７５の展開のためである）中にのみ働く。一方向ラチ
ェット機構５５は主として、取っ手３０の下半部３３内に設けられ（図２）、図４乃至図
６に示されている。
【００１６】
図３は、一方向ラチェット機構５５を構成する稼働要素の分解図である。一方向ラチェッ
ト機構５５は、ばね６０と、雄型手段又は弾丸状体５６と、プッシュプルロッド４５とか
ら成っている。ばね６０は常態では、弾丸状体５６を上方に押してこれを、プッシュプル
ロッド４５の底部（図１及び図２に示す）に沿って長手方向に等間隔を置いて設けられた
一連の雌型手段又はポケット４８に作動的に係合させる。ポケット４８は弾丸状体５６と
相互作用して所望の一方向ラチェット動作を生じさせる。ポケット４８は、近位側部に設
けられている角度の付いたポケット傾斜部４９、遠位側部に設けられた垂直方向ポケット
平坦部５０及びポケット床部５１を有している。係止ブレード５２が、プッシュプルロッ
ド４５の遠位端部のところのサムリング４６に隣接して設けられ、係止傾斜部５３及び係
止平坦部５４を有している。図３には、プッシュプルロッド４５の近位端部が示され、サ
ムリング４６が断面で示されている。
【００１７】
図４は、プッシュプルロッド４５が取っ手３０から完全に出ていて、拘束状態の改良型検
体回収袋７５をいつでも支持管２５（図１）の遠位端部から展開させることができる状態
にあるときの取っ手３０内の組立状態の一方向ラチェット機構５５を断面図で示している
。弾丸状体５６の係合端部５７は、ばね６０によってポケット床部５１に押し付けられて
いる。プッシュプルロッド４５は、ポケット平坦部５０と弾丸状体５６の接触により、引
き出される（図４乃至図６において右側へ引き出される）ことはない。
【００１８】
プッシュプルロッド４５は、改良型検体回収袋７５を展開させるよう遠位側（矢印の方向
）へ自由に動くことができる。プッシュプルロッド４５を遠位側へ動かすと、弾丸状体５
６はポケット傾斜部４９に接触し、弾丸状体５６は傾斜部が遠位側へ動くと下方に動く。
プッシュプルロッド４５を遠位側へ動かすと、弾丸状体５６は隣のポケット４８に唐突に
入る動作を続けることになる。プッシュプルロッド４５を近位側へ動かそうとすると、そ
の結果として、弾丸状体５６がポケット４８（この中に弾丸状体５６が位置している）の
係止棚状突起３４に接触することになり、近位側への運動が阻止される。プッシュプルロ
ッド４５の遠位側への運動が制止されることはない。
【００１９】
図５は、プッシュプルロッド４５を検体取出し器具２０内に完全に挿入した（矢印参照）
場合の組立状態の一方向ラチェット機構５５の断面図である。改良型検体回収袋７５がこ
の動作により支持管２５の遠位端部から完全に展開されている（図２）。図示のように、
弾丸状体５６は、プッシュプルロッド４５内のポケット４８を全て通過し、係止傾斜部５
３によって最も下の位置まで下方に押されており、弾丸状体５６の係合端部５７は係止平
坦部５４に当接している。この係止位置では、撓むことができる係止アーム５８に設けら
れたフック５９が、取っ手３０の下半部３３の係止棚状突起３４で保持され又は係止され
る。プッシュプルロッド４５を近位側（矢印の方向）へ動かすと、係止ブレード５２は弾
丸状体５６から遠ざかり、フック５９と係止棚状突起３４との係止係合状態により、弾丸
状体５６は係止位置に保持される。弾丸状体５６が係止位置にある状態では、弾丸状体５
６はもはやポケット４８とインタフェースをとることができず、一方向ラチェット機構５
５は永続的に離脱される。弾丸状体５６が係止位置にある状態では、プッシュプルロッド
４５はいずれの方向にも自由に動くことができる。
【００２０】
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図６は、プッシュプルロッド４５を支持管２５から引き出し（矢印参照）、改良型検体回
収袋７５をリリースしてこれを閉じた後の本発明の改良型一方向ラチェット機構５５を断
面図で示している。プッシュプルロッドは、図４に示すように同一の位置にあるが、弾丸
状体５６は係止位置にあり、一方向ラチェット機構は、永続的に離脱又は非作用状態にあ
る。
【００２１】
検体回収袋は、体からの組織の受取り及び取出しのためのものとして当該技術分野では周
知である。従来技術の回収袋１７５が図７に示されており、この回収袋は、開放端部１７
６、閉鎖端部１７７及びクロージャ機構、例えば、開放端部１７６の周りに留められた閉
じひも１９５を有している。閉じひも１９５は、引き結び部１９７によってヌース１９６
の状態に形成されている。従来型回収袋１７５は一般に、１対の互いに反対側に位置した
壁１７９から作られており、これら壁は各々、エラストマー又はポリマー材料の少なくと
も１つの層から切断形成されている。壁１７９は、エラストマー又はポリマー材料、例え
ば、ポリウレタン、ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン、ビニル又はテフロン（
Ｒ）（しかしながら、これらには限定されない）の少なくとも１つの層から形成される。
テーパした回収袋を生じさせるよう壁１７９を角度をなして切断するのがよい。
【００２２】
壁１７９の多層構造はありふれたものであり、補強のために可撓性金属メッシュ、熱成形
プラスチックメッシュ、織物又はケブラー（Kevlar）を含むのがよい。図示のように、１
対の互いに同一の壁１７９は、ポリウレタンの平らなシートから、患者からの取出しを容
易にするよう図示のようにテーパした側部１８０を備えた所望の形状に切断されている。
対向した対をなす壁１７９は、互いに整列した状態で、接着、熱溶接又は超音波圧接によ
り側部１８０及び閉鎖端部１７７に沿って互いに取り付けられて袋が形成されている。
【００２３】
まず最初に、壁１７９の開放端部の一部を折り返して袋の壁１７９の外部と接触状態にあ
る折壁１８１を形成することにより閉じひも１９５を従来型回収袋１７５の開放端部１７
６のところに留める。次に、閉じひも１９５の円形閉じヌース１９６を従来型回収袋１７
５の周りに配置し、折壁１８１の内面と袋壁１７９の外面との間の折り目の二股部１８２
内へ上向きに滑り込ます。変形例として、多数の他のクロージャ機構、例えば、ベルト又
はケーブル結束具を用いてもよい。次に、折壁１８１の内面を閉じヌース１９６のすぐ下
に位置する連続した線（以下、「第１の連続溶着部１８５」という）をなして袋壁１７９
の外面に取り付けて閉じヌース１９６を捕捉する。上述した取付け方法のうちのどれを用
いても連続した溶着部を形成できるが、一般的には、ヒートステーキングが用いられる。
ヒートステーキングは、熱と圧力の組合せを用いて壁１７９の２つの層を互いに溶着させ
る。この方法は、壁１７９の表面から材料のリブをエンボスし又は隆起させることができ
る。第１の連続溶着部１８５を従来型回収袋１７５の各側に存在するようにすること、記
方法によって袋が閉じ状態に溶着されないようにすること、ヌース１９６がこの中で自由
に摺動するようにすることに注意を払う必要がある。第１の連続溶着部１８５は、従来型
回収袋１７５の二股部内に閉じヌース１９６を摺動自在に捕捉し、閉じヌース１９６がす
ぼまるにつれて閉じひも１９５が動くことができるようにする。第２の連続溶着線１９０
が、袋の両側の第１の連続溶着線１８５の下に設けられて、これらの間に、ばねアーム４
７（破線で示す）を受け入れるチャネル１７８が形成されている。
【００２４】
図８及び図９は、当初図２に示されていて検体取出し器具２０から展開された状態の改良
型検体回収袋７５を側面図で示している。改良型検体回収袋７５は設計及び機能が従来型
検体回収袋１７５と全体的に類似しているが、従来型袋と比べて幾つかの顕著な改良点を
もたらしている。改良型検体回収袋７５の構造的特徴部の多くは、従来型検体回収袋１７
５のものと同一であるが、理解しやすくするために互いに異なる部材番号が付けてある。
改良型検体回収袋７５は、開放端部７６の周りの領域及び袋の閉じ方が従来技術とは異な
っている。
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【００２５】
図示のように、改良型検体回収袋７５も又、開放端部７６、閉鎖端部７７及びクロージャ
機構、例えば閉じひも９５を有している。従来型回収袋１７５と同様に、改良型検体回収
袋７５をまず最初に同一材料から作り、上述したように加工するのがよい。即ち、２つの
平らなシートを接着、熱溶接、高周波溶接又は超音波圧接により側部８０及び閉鎖端部７
７に沿って接合して袋を形成する。
【００２６】
閉じひも９５は、従来技術の回収袋１７５によって用いられたものと同一であるのがよく
、壁７９の開放端部の一部を折り返して折壁８１を形成することにより閉じひも９５を改
良型回収袋７５の開放端部７６のところに留める。次に、円形閉じヌース９６を改良型回
収袋７５の周りに配置し、折壁８１の内面と袋壁７９の外面との間の折り目の二股部８２
内へ上向きに滑り込ます。従来型回収袋１７５とは異なり、折壁８１は、ユーザに向上し
たレベルの便宜をもたらすよう上記とは異なる仕方で袋の外壁７９に取り付けられている
。従来技術の回収袋１７５で用いられた連続溶着部に代えて、改良型回収袋７５には、注
意深く互い違いになった断続的な取付け箇所又は第１の断続的溶着部８６が用いられてい
る。かくして、図８では、ヌース９６は、第１の断続的溶着線８５によって開放端部７６
の周りに固定されている。第２の断続的溶着線９０が、互いに間隔を置いた第２の断続的
溶着領域９２から形成されていて、第１の断続的溶着線８５と第２の断続的溶着線９０と
の間で袋の両側にチャネル７８を形成している。第１の断続的溶着線８５及び第２の断続
的溶着線９０の溶着領域は、周囲の壁７９よりも剛性が高い。というのは、これらは、互
いに結合された壁７９の２つの層で構成されているからである。加うるに、溶着領域をヒ
ートステーキング又は溶接法により袋の表面から外方へエンボスし又は隆起させるのがよ
い。チャネル７８は、ばねアーム４７を受け入れると共に改良型検体回収袋７５をプッシ
ュプルロッド４５に着脱自在に取付け保持するために設けられている。
【００２７】
第１の断続的溶着線８５と第２の断続的溶着線９０の断続的溶着部は、非取付け材料の部
分によって互いに間隔を置いて位置している。第１の断続的溶着領域８６相互間の間隔は
長さ“Ａ”によって示され、第２の断続的溶着部相互間の間隔は長さ“Ｂ”で示されてい
る。“Ａ”の間隔は好ましくは、“Ｂ”の間隔よりも広い。第１の断続的溶着領域８６は
、第２の断続的溶着領域９２に対して水平方向に見て互い違いになっている（図８及び図
９）。
【００２８】
断続的溶着線８５，９０は、改良型回収袋７５の閉じ具合を向上させる。というのは、こ
れら断続的溶着線は、壁７９について剛性の高い（溶着された）領域と剛性の低い（溶着
されていない）領域を交互に生じさせるからである。荷重を加えたときに、剛性の低い領
域が剛性の高い領域に先立って折れ曲がり又は変形することは周知の現象である。適正な
設計であれば、この傾向を用いると、袋が閉じる際に袋を所望の仕方で折れ曲がり又は折
り畳むことにより改良型検体回収袋７５の閉じ具合を向上させることができる。
【００２９】
第１の断続的溶着線８５に着目すると、断続的溶着線８５は、交互に位置した第１の断続
的溶着領域８６と非取付け状態の領域又は長さ部分“Ａ”で構成されている。ヌース９６
が閉じると、非取付け状態の長さ部分“Ａ”は、断続的溶着領域８６に先立って折れ曲が
り又は束状になる。長さ部分“Ａ”の間隔は、第１の断続的溶着線８５の第１の断続的溶
着領域８６相互間で最大になり、それにより、非取付け状態の材料の最大量がヌース９６
を締めたときに溶着部相互間で容易に折れ曲がり又は束状になることができるようになる
。これにより、閉じるのに要する力が減少し、閉じ状態の開放端部７６のサイズが最小限
に抑えられる。第１の断続的溶着領域８６相互間の非取付け状態の材料部分“Ａ”がまず
最初に折れ曲がり、これよりも剛性の高い第１の断続的溶着領域８６が次に折れ曲がる。
かくして、第１の断続的溶着線内において断続的溶着領域８６と非取付け状態の領域又は
長さ部分“Ａ”を交互に配置することにより、閉鎖中、折れ曲がり具合が制御された領域
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が交互に位置する。折れ曲がり具合が制御された領域を交互に配置することにより、閉じ
操作の際の一様性が得られ、局部的に束になることによって生じる閉じ具合のむらが減少
する。上述の理由により、第１の断続的溶着線８５を第２の断続的溶着線９０よりも緊密
に閉じることができ、袋の閉じ具合が向上する。
【００３０】
第２の断続的溶着線９０も又、第２の断続的溶着領域９２で構成された溶着部の領域と非
取付け状態の長さ部分“Ｂ”によって構成された非取付け状態の領域を交互に配置して構
成されている。非取付け状態の壁材料の長さ部分“Ｂ”は、第２の断続的溶着線９０内で
は最小限に抑えられ、これらは、第１の溶着領域の真下に位置するよう互い違いになって
いる。これは、改良型検体回収袋７５が閉じる際の改良型検体回収袋の制御された折曲げ
及び折畳み具合を生じさせるために行われる。図９に示すように、この作用効果を用いる
と、例えば互いに直交する折り目線８３のような折り目線を生じさせることができ、これ
ら互いに直交する折り目線は、改良型検体回収袋７５を引いて閉じる際に改良型検体回収
袋７５の壁７９にプリーツを（直交する折り目線８３に沿って）生じさせる。プリーツが
生じることにより、閉じ具合の一様性が得られると共に閉じ状態の開放端部７６のサイズ
が小さくなり、しかも、患者からの一杯になっている改良型検体回収袋７５の取出しが容
易になる。直交する折り目線８３と開放端部７６とのなす折り目の角θは、約１°乃至約
９０°であるのがよい。
【００３１】
制御された折曲げ及び折畳みを生じさせるために本発明では断続的溶着部を用いたが、他
の仕組みを採用してもよい。即ち、剛性の高い領域と剛性の低い領域を交互に配置すると
、改良型検体回収袋７５が閉じる際にかかる改良型検体回収袋の折畳みが生じるようにな
る。局所的領域の剛性を増大させるために溶着部及び隆起部分を用いたが、多くの変形実
施形態を利用できる。例えば、厚さの大きな領域と厚さの小さい領域を交互に配置するこ
とにより、同一の作用効果が得られる。この所望の効果を達成できる他の実施形態又は実
施形態の組合せの例としては、剛性又は半剛性の材料部分、例えばプラスチック製構造的
特徴部を改良型検体回収袋７５に取り付けること、堅練りのグルーを用いて折壁８１をパ
ウチに取り付けること、補剛用構造的特徴部を改良型検体回収袋７５にエンボス加工によ
り設けること、デュロメータの異なる壁部分を設けること、或いは、熱及び圧力を用いて
折り目を検体回収袋に予め設けること（これは、アイロンがけにより女性のスカートにプ
リーツを作る手法に類似している）が挙げられる。幾つかの変形実施形態を挙げたが、同
一の目的を達成できる実施形態は多く存在する。
【００３２】
検体取出し器具（図示せず）を用いる外科的手技
検体取出し器具２０は、胆嚢切除術又は胆嚢摘出術の際に用いられることが多い。この内
視鏡下外科的手技の際、外科医は、患者を鎮静させ、そして患者の腹部に二酸化炭素ガス
を吹き込む。次に、一連の内視鏡下手術用アクセスポート又はトロカールを患者の膨らん
だ腹部内に配置してこの中に内視鏡器具を通すことができるようにする。外科医は、視診
用装置又は内視鏡を患者の中へ配置して胆嚢及び手術部位をモニター上で視覚化する。外
科医は、モニターを見ることにより、胆嚢管及び胆嚢静脈を確認し、挟み、そして切断す
ることができる。次に、胆嚢を注意深く肝床から取り出し、外科用把持器具で保持する。
非作動状態の検体取出し器具２０（図１）をトロカールアクセスポートのうちの１つに挿
入して切除した組織を回収する。
【００３３】
外科医は、自分の母指をサムリング４６に入れ、人さし指及び中指をフィンガループ３１
に入れ、サムリングを検体取出し器具２０内へ押し込むことにより検体取出し器具からの
改良型検体回収袋の突き出しを開始する。改良型検体回収袋７５が支持管から突き出され
ると、ばねアーム４７は広がって袋の開放端部７６を開き始める。突き出し操作中、外科
医は、うっかりとサムリング４６及びプッシュプルロッド４５を器具から引き出そうとす
る場合があるが、これは一方向ラチェット機構５５によって防止される。改良型検体回収
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袋７５をいったん支持管２５（図２）から完全に突き出すと、一方向ラチェット機構５５
は永続的に非動作状態になり、プッシュプルロッド４５の近位側及び遠位側への運動が可
能になる。
【００３４】
次に、切除した胆嚢を把持器具を用いて改良型検体回収袋の開放端部７６内へ入れてこれ
を離す。次に、外科医は、サムリング４６及びプッシュプルロッド４５を支持管２５及び
取っ手３０から近位側へ引くことにより切除された胆嚢の周りで改良型検体回収袋７５を
閉じると同時にこれをばねアーム４７から離す。プッシュプルロッド４５を引くと、ばね
アームは改良型検体回収袋７５内でチャネル７８から近位側へ引き出され、閉じひも９５
は、引き結び部９７を通して引っ張られてヌース９６を閉じ、すると閉じひも９５の自由
端部が露出する。引き結び部９７は、締付けプラグ２７によって近位側への運動が阻止さ
れる。改良型検体回収袋７５を閉じると、第１の断続的溶着線８５及び第２の断続的溶着
線９０の断続的溶着部により、袋の一様な閉じ具合が確保される。斜めの折り目線８３が
壁７９の剛性の低い部分に生じ、袋を閉じる際にプリーツを袋に生じさせ、向上し且つ首
尾一貫した袋の閉じ具合をもたらす。改良型検体回収袋７５をばねアーム４７からいった
ん外しても、改良型検体回収袋は閉じひも９５によって検体取出し器具２０に取り付けら
れたままである。閉じひも９５の自由端部は、患者の外部でプッシュプルロッドから容易
に取り外される。検体取出し器具２０をトロカールを介して患者から引き出すと、閉じひ
も９５を支持管２５から引き出す。
【００３５】
一杯になった改良型検体回収袋７５を患者から取り出すため、外科医は、閉じひも９５を
引っ張って一杯になっている改良型検体回収袋７５のプリーツ入り閉じ状態の開放端部７
６をトロカールのカニューレに引き入れる。閉じひも９５に加わる張力を維持しながら、
トロカール及びこれに取り付けられた一杯になっている改良型検体回収袋７５をトロカー
ル切開部を通して患者から引き出す。
【００３６】
本明細書で開示した構造に代えて均等な構造を用いることができるので、本発明の上述の
実施形態は、特許請求の範囲に記載された本発明を具体化するのに用いることができる唯
一の構造ではないことは認識されよう。本発明を具体化するのに用いることができる均等
な構造の一例として、例えば剛性又は半剛性材料を外科用回収パウチの壁に取り付け、そ
れにより交互に位置する剛性の高い領域と剛性の低い領域を生じさせることが挙げられる
。本発明を具体化するのに利用できる均等な構造の別の例としては、デュロメータの異な
る領域を交互に配置することが挙げられる。加うるに、理解されるべきこととして、上述
の全ての構造は、同一の機能を有し、かかる構造をその機能を実行する手段と称すること
ができる。
【００３７】
　本発明の具体的な実施態様は次のとおりである。
（実施態様Ａ）
　患者から生物学的物質を取り出す外科用器具であって、
　ａ）可撓性壁、閉鎖端部及び生物学的物質を受け入れる開放端部を備えた検体回収袋と
、
　ｂ）前記開放端部に隣接して設けられていて、前記開放端部を締め付けて前記開放端部
を実質的に閉鎖するヌースと、
　ｃ）前記開放端部の周囲に隣接してこの周りにぐるりと列をなして交互に配置された可
撓性領域及び剛性領域とを有し、前記開放端部をヌースで締め付けると、前記可撓性領域
は、前記剛性領域に先立って折れ曲がることを特徴とする外科用器具。
　（１）前記ヌースは、前記開放端部と、前記壁に設けられた前記列をなして交互に配置
された可撓性領域及び剛性領域との間に位置していることを特徴とする実施態様Ａ記載の
外科用器具。
　（２）前記可撓性領域は、前記剛性領域の長さ寸法よりも大きな長さ寸法を有している
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ことを特徴とする実施態様（１）記載の外科用器具。
　（３）前記剛性領域は、前記壁の前記可撓性領域の厚さ寸法よりも大きな厚さ寸法を有
していることを特徴とする実施態様Ａ記載の外科用器具。
　（４）前記剛性領域は、前記壁の前記可撓性領域とは異なるデュロメータのものである
ことを特徴とする実施態様Ａ記載の外科用器具。
　（５）前記剛性領域は、前記壁にエンボスされた付形物から成ることを特徴とする実施
態様Ａ記載の外科用器具。
【００３８】
　（６）前記剛性領域は、前記壁に取り付けられたグルーから成ることを特徴とする実施
態様Ａ記載の外科用器具。
　前記第１の領域は前記第２の領域よりも前記開放端部に近接して設けられており、前記
第１の領域の前記第１の剛性領域の長さは前記第２の領域の前記第２の剛性領域の長さよ
りも小さく、前記第１の領域の前記第１の可撓性領域の長さは前記第２の領域の前記第２
の可撓性領域の長さよりも大きいことを特徴とする実施態様Ａに記載の外科用器具。
　前記開放端部が延びる方向に対し直行方向において、前記第２の領域の前記第２の可撓
性領域が配置される位置に前記第１の領域の前記第１の剛性領域が位置することを特徴と
する実施態様Ａに記載の外科用器具。
　前記ヌースは、前記開放端部と前記第１の領域との間に位置していることを特徴とする
実施態様Ａに記載の外科用器具。
　前記第１の領域の前記第１の可撓性領域の長さは、前記第１の領域の前記第１の剛性領
域の長さよりも大きいことを特徴とする実施態様Ａに外科用器具。
　前記第２の領域の前記第２の剛性領域の長さは、前記第２の領域の前記第２の可撓性領
域の長さよりも大きいことを特徴とする実施態様Ａに外科用器具。
（関連態様Ｂ）
　患者から生物学的物質を取り出す外科用器具であって、
　ａ）可撓性壁、閉鎖端部及び生物学的物質を受け入れる開放端部を備えた検体回収袋と
、
　ｂ）前記開放端部に隣接して設けられていて、前記開放端部を締め付けて前記開放端部
を実質的に閉鎖するヌースと、
　ｃ）前記ヌースの各側で前記壁に第１及の列び第２の列をなして交互に設けられた可撓
性領域及び剛性領域とを有することを特徴とする外科用器具。
　（７）前記第１の列の前記可撓性領域は、前記第２の列の剛性領域と互い違いに配置さ
れていることを特徴とする関連態様Ｂ記載の外科用器具。
　（８）前記ヌースは、前記開放端部と、前記壁に前記列をなして交互に設けられた可撓
性領域及び剛性領域との間に位置していることを特徴とする関連態様Ｂ記載の外科用器具
。
　（９）前記可撓性領域は、前記剛性領域の長さ寸法よりも大きな長さ寸法を有している
ことを特徴とする関連態様（８）記載の外科用器具。
　（１０）前記剛性領域は、前記壁の前記可撓性領域の厚さ寸法よりも大きな厚さ寸法を
有していることを特徴とする関連態様Ｂ記載の外科用器具。
【００３９】
　（１１）前記剛性領域は、前記壁の前記可撓性領域とは異なるデュロメータのものであ
ることを特徴とする関連態様Ｂ記載の外科用器具。
　（１２）前記剛性領域は、前記壁にエンボスされた付形物から成ることを特徴とする関
連態様Ｂ記載の外科用器具。
　（１３）前記剛性領域は、前記壁に取り付けられたグルーから成ることを特徴とする関
連態様Ｂ記載の外科用器具。
【００４０】
【発明の効果】
本発明の外科用器具の検体回収袋は、開放端部に隣接して設けられていて、これを操作的
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に閉鎖できるヌースを有し、さらに本発明のユニークな特徴として、開放端部の周囲に隣
接してこの周りにぐるりと１又は複数の列をなして交互に配置された可撓性領域（換言す
ると、剛性の高い領域）と剛性領域（いま述べた内容との相対的な関係で言えば、剛性の
高い領域）を有しており、開放端部をヌースで締め付けると、可撓性領域が剛性領域に先
立って折れ曲がるようになっている。かかる構成により、検体、即ち、切除した体内組織
を回収袋に入れて通しひもを締めたときに回収袋について首尾一貫した同一の閉じ具合が
得られ、これは、外科医が検体、特に疾患のある組織を患者の体内から安全確実に取り出
すのを助ける。
【００４１】
本発明の好ましい実施形態を開示したが、かかる実施形態が例示に過ぎないことは当業者
には明らかであろう。当業者であれば、本発明の範囲から逸脱することなく、多くの改造
例、設計変更例及び置換例を想到できよう。したがって、本発明は、特許請求の範囲に記
載された本発明の精神及び範囲によってのみ限定されるものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】取っ手から遠位側に延びるプッシュプルロッドを備えた非作動状態の検体取出し
器具の等角図であり、取っ手が支持管の近位端部のところに設けられ、改良型検体回収袋
が支持管の遠位端部内に拘束されている状態を示す図である。
【図２】図１の検体取出し器具を作動状態で示す等角図であり、プッシュプルロッドが改
良型検体回収袋を支持管から展開させるために取っ手及び支持管内へ完全に挿入された状
態を示す図である。
【図３】本発明の改良型ラチェット機構の稼働要素の分解等角図である。
【図４】プッシュプルロッドが図１の非作動位置にあり、プッシュプルロッドに設けられ
た一方向ラチェットがばね押し弾丸状体と作動的に係合してプッシュプルロッドの運動方
向を矢印で示す方向に制限しているときの本発明の改良型一方向ラチェット機構の断面図
である。
【図５】ばね押し弾丸状体を下方に押して取っ手に係止自在に係合させることによりプッ
シュプルロッドを図２に示すように完全に支持管内に挿入して一方向ラチェット機構を永
続的に非作用状態にした時の本発明の改良型一方向ラチェット機構の断面図である。
【図６】プッシュプルロッドを支持管から引き出して検体回収袋をリリースしてこれを閉
じた後の本発明の改良型一方向ラチェット機構の断面図であり、ばね押し弾丸状体が下方
位置に係止されたままであり、一方向ラチェット機構が永続的に非作用状態にされている
れ状態を示す図である。
【図７】従来技術の検体回収袋の側面図であり、閉じヌースの下に位置したヒートステー
キングの２つの連続した線を示す図である。
【図８】開放端部、閉鎖端部及び閉じヌースを備えた図２の改良型検体回収袋の側面図で
あり、改良型検体回収袋が、検体回収袋の閉じ具合を良くするよう開放端部のところに設
けられた２本の断続した溶着線を有している状態を示す図である。
【図９】２本の断続した溶着線相互間の直交した線を含む図２の検体回収袋の別の側面図
であり、相互直交線がプリーツ形成手段相互間のプリーツ折り目線を表している図である
。
【符号の説明】
２０　外科用検体取出し器具
２５　支持管
３０　取っ手
３４　棚状突起
４５　プッシュプルロッド
４７　ばねアーム
４８　ポケット
７５　検体回収袋又はパウチ
８５，９０　溶着線
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９５　閉じひも
９６　ヌース（輪）

【図１】 【図２】
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