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(57)【要約】
【課題】気体を動力とする外科用切断／ファスナー器具
を提供すること。
【解決手段】非作動位置と作動位置との間で移動可能で
あり、内部に操作可能に支持された発射機構を有する気
体を動力とする器具とともに用いるための、外科器具。
様々な実施形態では、駆動システムが、気体を動力とす
る器具と操作可能に連絡する。この駆動システムは、こ
の駆動システムに流体的に結合されたガス供給源からの
ガスの流れに応答して、発射機構を非作動位置から作動
位置に移動させるように、少なくとも駆動システムで発
生する発射運動を、気体を動力とする器具の発射機構に
選択的に加えるように構成されている。引戻し部材が、
駆動システムと連絡しており、手動で発生される引戻し
運動を駆動システムに加えて、発射機構を作動位置から
非作動位置に遠位方向に手動で移動させることを可能に
している。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　気体を動力とする器具とともに用いるための外科器具であって、前記気体を動力とする
器具は、内部に操作可能に支持された発射機構であって、非作動位置と作動位置との間で
移動可能である、発射機構を有する、外科器具において、
　前記気体を動力とする器具と操作可能に連絡する駆動システムであって、この駆動シス
テムに流体的に結合されたガス供給源からのガスの流れに応答して、前記発射機構を前記
非作動位置から前記作動位置に移動させるように、少なくとも前記駆動システムで発生す
る発射運動を、前記気体を動力とする器具の前記発射機構に選択的に加えるように構成さ
れている、駆動システムと、
　引戻し部材であって、前記駆動システムと連絡して、手動で発生される引戻し運動を前
記駆動システムに加えて、前記発射機構を前記作動位置から前記非作動位置に遠位方向に
手動で移動させる、引戻し部材と、
　を含む、外科器具。
【請求項２】
　請求項１に記載の外科器具において、
　前記駆動システムは、前記ガス供給源からのガスの別の流れに応答して、前記発射機構
を前記作動位置から前記非作動位置に近位方向に移動させるように、前記駆動システムで
発生する引戻し運動を前記発射機構に加えるように構成されている、外科器具。
【請求項３】
　請求項１に記載の外科器具において、
　前記引戻し部材は、前記発射機構が前記非作動位置と前記作動位置との間を移動する際
の前記発射機構の進行の視覚表示を提供する、外科器具。
【請求項４】
　請求項２に記載の外科器具において、
　内部に前記駆動システムの少なくとも一部を操作可能に支持する、ハンドル組立体と、
　前記気体を動力とする器具を操作可能に支持するように構成された、遠位部材と、
　前記ハンドル組立体に操作可能に結合された近位端部、および前記遠位部材に操作可能
に結合された遠位端部を有する、細長いシャフト組立体であって、前記駆動システムで発
生する発射運動および引戻し運動を、前記気体を動力とする器具に伝達するように構成さ
れている、細長いシャフト組立体と、
　をさらに含む、外科器具。
【請求項５】
　請求項４に記載の外科器具において、
　前記駆動システムは、前記ハンドル組立体によって操作可能に支持され、かつ前記ガス
供給源に結合された、気体を動力とするシリンダ組立体を含み、
　この気体を動力とするシリンダ組立体は、内部にピストン部分を有しており、このピス
トン部分は、前記ガス供給源からの前記ガスの流れに応答して、遠位方向に選択的に延出
可能であり、前記ガス供給源からのガスの別の流れに応答して、近位方向に引戻し可能で
あり、
　前記細長いシャフト組立体は、この細長いシャフト組立体内に延びる発射バーをさらに
含み、
　この発射バーは、前記ピストン部分および前記気体を動力とする器具の前記発射機構と
操作可能に連絡しており、前記ピストン部分が前記遠位方向に延出すると、前記発射バー
が、前記発射機構を前記非作動位置と前記作動位置との間を前記遠位方向に移動させ、前
記ピストン部分が前記近位方向に引き戻されると、前記発射バーが、前記発射機構を前記
作動位置と前記非作動位置との間を前記近位方向に移動させるようになっている、外科器
具。
【請求項６】
　請求項５に記載の外科器具において、
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　前記引戻し部材は、前記シリンダ組立体の前記ピストン部分に連結されている、外科器
具。
【請求項７】
　請求項６に記載の外科器具において、
　前記引戻し部材は、前記ピストン部分に移動可能に連結されている、外科器具。
【請求項８】
　請求項７に記載の外科器具において、
　前記引戻し部材は、前記ピストン部分が引戻し位置にある場合に前記引戻し部材の少な
くとも一部が前記ハンドル組立体から突出する第１の位置に選択的に移動可能であり、前
記ピストン部分が、前記遠位方向に延出して、前記非作動位置と前記作動位置との間を前
記遠位方向に、ある発射速度で前記発射機構を移動させると、前記ハンドル組立体から突
出した前記引戻し部材の前記一部が、前記発射速度で前記ハンドル組立体内に引き戻され
るようになっている、外科器具。
【請求項９】
　請求項８に記載の外科器具において、
　前記引戻し部材は、前記ハンドル組立体から突出した前記引戻し部材の前記一部が、前
記発射機構が前記非作動位置から前記作動位置まで移動しなければならない残りの距離に
対応するような大きさである、外科器具。
【請求項１０】
　請求項７に記載の外科器具において、
　前記引戻し部材は、
　前記ピストン部分に移動可能に結合された引戻しロッドと、
　前記引戻しロッドに取り付けられたハンドルグリップと、
　を含む、外科器具。
【請求項１１】
　気体を動力とする器具とともに用いるための外科器具であって、前記気体を動力とする
器具は、内部に操作可能に支持された発射機構であって、非作動位置と作動位置との間で
移動可能である、発射機構を有する、外科器具において、
　駆動手段であって、この駆動手段に流体的に結合されたガス供給源からのガスの流れに
応答して、前記発射機構を前記非作動位置から前記作動位置に移動させるように、少なく
とも駆動システムで発生する発射運動を、前記気体を動力とする器具の前記発射機構に選
択的に加えるための、駆動手段と、
　手動の引戻し運動を前記駆動手段に選択的に加えて、前記発射機構を前記作動位置から
前記非作動位置に遠位方向に移動させるために前記駆動手段と連絡する、引戻し手段と、
　を含む、外科器具。
【請求項１２】
　外科器具において、
　ハンドル組立体と、
　前記ハンドル組立体によって支持され、閉じる運動および開く運動を発生させるように
構成された、クロージャー駆動装置と、
　前記ハンドル組立体によって支持され、発射運動および引戻し運動を選択的に発生させ
るように構成された、気体を動力とする駆動システムと、
　前記ハンドル組立体に結合された細長いシャフト組立体であって、前記クロージャー駆
動装置と連絡して前記開く運動および前記閉じる運動を伝え、さらに前記気体を動力とす
る駆動システムと連絡して前記発射運動および前記引戻し運動を伝える、細長いシャフト
組立体と、
　前記細長いシャフト組立体に結合されたエンドエフェクタであって、
　　内部にステープルカートリッジを受容する大きさの細長いチャネル、
　　前記細長いチャネルに旋回可能に結合され、前記細長いシャフト組立体からの前記開
く運動および前記閉じる運動に旋回可能に応答する、アンビル、ならびに、
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　　前記細長いチャネルおよび前記ステープルカートリッジのうちの一方の内部に操作可
能に支持された発射機構であって、前記気体を動力とする駆動システムから前記発射運動
が加えられるのに応答して、非作動位置から作動位置へ移動可能であり、前記気体を動力
とする駆動システムから前記引戻し運動が別に加えられるのに応答して前記作動位置から
前記非作動位置に移動可能である、発射機構、
　を含む、エンドエフェクタと、
　引戻し部材であって、前記気体を動力とする駆動システムと連絡して、手動で発生され
る引戻し運動を前記駆動システムに加えることを可能にして、前記発射機構を前記作動位
置から前記非作動位置に遠位方向に手動で移動させる、引戻し部材と、
　を含む、外科器具。
【発明の詳細な説明】
【開示の内容】
【０００１】
〔関連出願の相互参照〕
　本願は、参照して本明細書に組み入れる、以下に示す同時出願の米国特許出願に関連す
る。
（１）発明者：フレデリック・イー・シェルトン・ザ・フォース（Frederick E. Shelton
, IV）、ジェローム・アール・モルガン（Jerome R. Morgan）、ユージーン・エル・ティ
ムパーマン（Eugene L. Timperman）、およびレスリー・エム・フジカワ（Leslie M. Fug
ikawa）による特許出願（名称：「遠位端部にアクチュエータを備えた気体を動力とする
外科用切断／ファスナー器具（PNEUMATICALLY POWERED SURGICAL CUTTING AND FASTENING
 INSTRUMENT WITH ACTUATOR AT DISTAL END）」）（代理人整理番号：K&LNG 060344/END5
911USNP）
（２）発明者：フレデリック・イー・シェルトン・ザ・フォース（Frederick E. Shelton
, IV）、ジェローム・アール・モルガン（Jerome R. Morgan）、ユージーン・エル・ティ
ムパーマン（Eugene L. Timperman）、およびレスリー・エム・フジカワ（Leslie M. Fug
ikawa）による特許出願（名称：「機械的動力補助を用いた発射の作動速度の可変制御部
を備えた気体を動力とする外科用切断／ファスナー器具（PNEUMATICALLY POWERED SURGIC
AL CUTTING AND FASTENING INSTRUMENT WITH A VARIABLE CONTROL OF THE ACTUATING RAT
E OF FIRING WITH MECHANICAL POWER ASSIST）」）（代理人整理番号：K&LNG 060323/END
5913USNP）
（３）発明者：フレデリック・イー・シェルトン・ザ・フォース（Frederick E. Shelton
, IV）、ジェローム・アール・モルガン（Jerome R. Morgan）、ユージーン・エル・ティ
ムパーマン（Eugene L. Timperman）、およびレスリー・エム・フジカワ（Leslie M. Fug
ikawa）による特許出願（名称：「可聴音および視覚のフィードバック特徴部を備えた気
体を動力とする外科用切断／ファスナー器具（PNEUMATICALLY POWERED SURGICAL CUTTING
 AND FASTENING INSTRUMENT WITH AUDIBLE AND VISUAL FEEDBACK FEATURES）」）（代理
人整理番号：K&LNG 060345/END5914USNP）
（４）発明者：フレデリック・イー・シェルトン・ザ・フォース（Frederick E. Shelton
, IV）、ジェローム・アール・モルガン（Jerome R. Morgan）、ユージーン・エル・ティ
ムパーマン（Eugene L. Timperman）、およびレスリー・エム・フジカワ（Leslie M. Fug
ikawa）による特許出願（名称：「交換可能な動力源を備えた気体を動力とする外科用切
断／ファスナー器具（PNEUMATICALLY POWERED SURGICAL CUTTING AND FASTENING INSTRUM
ENT WITH REPLACEABLE POWER SOURCES）」）（代理人整理番号：K&LNG 060326/END5955US
NP）
（５）発明者：フレデリック・イー・シェルトン・ザ・フォース（Frederick E. Shelton
, IV）およびジェローム・アール・モルガン（Jerome R. Morgan）による特許出願（名称
：「改善された容量の貯蔵容器を備えた気体を動力とする外科用切断／ファスナー器具（
PNEUMATICALLY POWERED SURGICAL CUTTING AND FASTENING INSTRUMENT WITH IMPROVED VO
LUME STORAGE）」）（代理人整理番号：K&LNG 060327/END5956USNP）
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（６）発明者：フレデリック・イー・シェルトン・ザ・フォース（Frederick E. Shelton
, IV）、ジェローム・アール・モルガン（Jerome R. Morgan）、ユージーン・エル・ティ
ムパーマン（Eugene L. Timperman）、およびレスリー・エム・フジカワ（Leslie M. Fug
ikawa）による特許出願（名称：「エンドエフェクタとトリガー運動とを結合する機械的
なリンクを備えた気体を動力とする外科用切断／ファスナー器具（PNEUMATICALLY POWERE
D SURGICAL CUTTING AND FASTENING INSTRUMENT WITH MECHANICAL LINKAGE COUPLING END
 EFFECTOR AND TRIGGER MOTION）」）（代理人整理番号：K&LNG 060346/END5912USNP）
（７）発明者：フレデリック・イー・シェルトン・ザ・フォース（Frederick E. Shelton
, IV）、ジェローム・アール・モルガン（Jerome R. Morgan）、ユージーン・エル・ティ
ムパーマン（Eugene L. Timperman）、およびレスリー・エム・フジカワ（Leslie M. Fug
ikawa）による特許出願（名称：「気体を動力とする回転駆動部材が遠位側に取り付けら
れた外科用切断／ファスナー器具（SURGICAL CUTTING AND FASTENING INSTRUMENT WITH D
ISTALLY MOUNTED PNUEMATICALLY POWERED ROTARY DRIVE MEMBER）」）（代理人整理番号
：K&LNG 060329/END5958USNP）
【０００２】
〔背景〕
　本発明は、概して外科器具に関し、詳細には、気体を動力とする外科用切断／ファスナ
ー器具（pneumatically powered surgical cutting and fastening instruments）に関す
る。本発明は、従来の内視鏡外科器具、開放外科器具、およびロボット支援外科手術に利
用することができる。
【０００３】
　外科用切断／ファスナー器具（ステープラ）は、従来技術では、組織に長さ方向の切開
部を形成すると同時に、この切開部の両側にステープルを列状に取り付けるために用いら
れてきた。このような器具は通常、器具が内視鏡または腹腔鏡による使用を意図する場合
は、カニューレ通路内を通過できる一対の協働するジョー部材を含む。ジョー部材のうち
の一方は、横方向に離間した少なくとも２列のステープルを有するステープルカートリッ
ジを受容する。他方のジョー部材は、カートリッジ内のステープル列に整合したステープ
ル成形ポケットを有するアンビルを画定する。この器具は、往復運動する複数のウエッジ
を含む。複数のウエッジは、遠位側に駆動されると、ステープルカートリッジ内の開口を
通過して、ステープルを支持するドライバに係合し、ステープルをアンビルに向かって発
射させる。
【０００４】
　長年に亘って、切断／ステープル配備構成要素を作動させるための様々な異なる方法が
開発されてきた。例えば、シェルトン・ザ・フォース（Shelton, IV）らによる米国特許
第６，９７８，９２１号に、ハンドル上の様々なトリガー機構の手動による作動によって
駆動される組織切断／ステープル配備構成要素を利用する外科用ステープル留め器具が開
示されている。バッテリにより動力が供給されるモータを用いた他の外科ステープル留め
装置も開発されている。このような装置は、ビオラ（Viola）らによる米国特許第５，９
５４，２５９号に開示されている。
【０００５】
　さらに別の外科ステープラは、加圧ガス供給源によって作動される。例えば、グリーン
（Green）らによる米国特許第６，６１９，５２９号に、ハンドル内に位置するシリンダ
に動力を供給するために使用されるハンドル内の加圧ガス供給源を用いる外科ステープラ
が開示されている。このシリンダは、シリンダ内への加圧ガスの流入によって作動される
ピストン組立体を収容している。このピストンは、細長いチューブ部分およびハンドル部
材内に位置する構成要素と協働して、遠位側に取り付けられたエンドエフェクタ内のステ
ープルおよび外科ナイフを配備するように構成されている。しかしながら、このような設
計では、ハンドルに取り付けられたピストンの運動を、装置のエンドエフェクタ部分内に
位置する構成要素に伝達するために、構成要素の複雑な集積を利用している。加えて、こ
のような装置を用いると、ガスカートリッジ内に残っているガスの量を監視する方法がな
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いため、外科手術中に動力供給源が枯渇するリスクがある。発射または引戻しサイクル中
に動力供給源が枯渇した場合、このような装置は、使用済みコンテナを新しいコンテナに
容易に交換するための手段または補助動力源を備えていない。
【０００６】
　別の気体を動力とする外科ステープル留め装置が、ロイ（Roy）による米国特許出願公
開第２００６／０１５１５６７号に開示されている。この装置は、エンドエフェクタを作
動させるために利用される運動を生成するべく、装置のハンドル内に支持された、
気体を動力とするモータまたはピストンシステムを利用している。この装置は、取り外し
可能なカートリッジによって、または病院の既存の空気またはガス供給源などの外部動力
供給源から動力の供給を受けることができる。
【０００７】
　装置のハンドル部分内のカートリッジまたはコンテナを利用するこのような気体を動力
とする装置は、使用可能な最低圧力で所望の回数だけ、装置の作動を容易にするべく十分
な量の加圧ガスを貯蔵するために必要なガスシリンダの大きさによっても制限されている
。過去に、多数の適用／処置用に設計された装置は、大きなシリンダを使用する必要があ
る。小さいシリンダが用いられた場合は、このシリンダの圧力は不所望に高くなる。加え
て、無制限に何回も使用できる、取外し可能なカートリッジを利用する装置は、再処理お
よび再滅菌をしなければならない。このような構成では、性能が著しく変化しうるため、
あまり望ましくないであろう。
【０００８】
　従来の気体で作動するエンドカッターには他の問題もある。例えば、外科医が、単一の
スイッチまたは作動トリガーによって器具を作動させると、この器具は、発射サイクルを
進行するか、または少なくとも発射サイクルを完了しようとする。次に、発射構成要素を
、駆動システムによって引き戻すことができる。米国特許出願公開第２００６／０１５１
５６７号に開示されている装置を利用する外科医は、発射サイクルを中断し、かつ／また
はトリガー組立体によって装置へのガスの流れを調節することができるが、装置の進捗を
監視するための手段が存在しない。加えて、このような従来の装置は、手術の間に動作圧
力が失われるか、または遮断された場合に、ナイフ／発射バー機構を手動で引き戻すため
の手段を備えていない。さらに、この装置は、臨床医が、手動で追加の力を駆動システム
に加えて発射機構の前進を助けるか、またはその前進を遅くすることができるようにする
ための手段を備えていない。
【０００９】
　したがって、気体によって発生されるステープル留め／発射運動をエンドエフェクタの
構成要素に伝達するために構成要素を著しく集積させる必要のない、気体を動力とする外
科用ステープル留め装置が要望されている。
【００１０】
　発射サイクルおよび引戻しサイクルの間に装置が動く際、外科医に装置の進捗を制御お
よび監視するための手段を与える、気体を動力とする外科用ステープル留め装置も要望さ
れている。
【００１１】
　また、発射の際に遭遇する力に関して外科医に触知できるフィードバックまたは他のフ
ィードバックを与え、装置がいつ作動した位置に達して、いつ引き戻される準備ができた
かを知らせる、気体を動力とする外科用ステープル留め装置も要望されている。
【００１２】
　さらに、経済的で、容易に動力源を交換することができ、しかも、このような動力源を
交換できる回数を制限した、気体を動力とする外科用ステープル留め装置も要望されてい
る。
【００１３】
　さらに、より多くの使用に対して単一シリンダから動力を供給できるように、外科用ス
テープル留め装置に動力を供給するために用いられるシリンダ内にガスをより効率的に貯
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蔵するための方法および装置が要望されている。
【００１４】
　また、気体動力が失われるか、また遮断された場合に、ナイフ／発射バー組立体を手動
で引き戻すための手段を有する、気体を動力とする外科用ステープル留め装置も要望され
ている。
【００１５】
　さらに、上記した１つまたは複数の特徴を備え、かつハンドル組立体および／またはエ
ンドエフェクタが取り付けられた細長いシャフト組立体の一部に対して選択的に関節動作
できるエンドエフェクタをさらに有する装置も要望されている。
【００１６】
　さらに、上記に特定した１つまたは複数の特徴を備え、かつ使い捨てエンドエフェクタ
構造とともに装置を容易に使用できるように、取り外し可能に取り付けできるエンドエフ
ェクタを受容できる装置も要望されている。
【００１７】
〔発明の概要〕
　ある一般的な態様では、本発明は、気体を動力とする器具とともに用いるための外科器
具に関し、気体を動力とする器具は、内部に操作可能に支持された発射機構であって、非
作動位置と作動位置との間で移動可能である、発射機構を有する。様々な実施形態では、
この外科器具は、気体を動力とする器具と操作可能に連絡する駆動システムを含む。駆動
システムは、この駆動システムに流体的に結合されたガス供給源からのガスの流れに応答
して、発射機構を非作動位置から作動位置に移動させるように、少なくとも駆動システム
で発生する発射運動を、気体を動力とする器具の発射機構に選択的に加えるように構成さ
れている。この外科器具は、引戻し部材をさらに含む。この引戻し部材は、駆動システム
と連絡して、手動で発生される引戻し運動をこの駆動システムに加えることを可能にして
、発射機構を作動位置から非作動位置に遠位方向に手動で移動させる。
【００１８】
　別の一般的な態様では、本発明は、ハンドル組立体と、このハンドル組立体に支持され
たクロージャー駆動装置とを含む外科器具に関する。クロージャー駆動装置は、閉じる運
動および開く運動を発生させるように構成することができる。気体を動力とする駆動シス
テムをハンドル組立体によって支持することができる。気体を動力とする駆動システムは
、発射運動および引戻し運動を選択的に発生させるように構成されている。細長いシャフ
ト組立体を、ハンドル組立体に結合することができる。細長いシャフト組立体は、クロー
ジャー駆動装置と連絡して、開く運動および閉じる運動を伝え、さらに気体を動力とする
駆動システムと連絡して、発射運動および引戻し運動を伝えることもできる。この外科器
具は、細長いシャフト組立体に結合されたエンドエフェクタをさらに含むことができる。
様々な実施形態では、エンドエフェクタは、内部にステープルカートリッジを受容する大
きさの細長いチャネルを含むことができる。エンドエフェクタは、細長いチャネルに旋回
可能に結合され、細長いシャフト組立体からの開く運動および閉じる運動に旋回可能に応
答するアンビルをさらに有する。エンドエフェクタは、細長いチャネルおよびステープル
カートリッジのうちの一方の内部に操作可能に支持された発射機構をさらに含むことがで
きる。この発射機構は、気体を動力とする駆動システムから発射運動が加えられるのに応
答して、非作動位置から作動位置に移動可能である。発射機構はまた、気体を動力とする
駆動システムから引戻し運動が別に加えられるのに応答して、作動位置から非作動位置に
移動可能にすることもできる。様々な実施形態は、引戻し部材をさらに含む。この引戻し
部材は、気体を動力とする駆動システムと連絡して、手動で発生される引戻し運動をこの
駆動システムに加えて、発射機構を作動位置から非作動位置に遠位方向に手動で移動させ
ることを可能にしている。
【００１９】
　本発明の様々な実施形態を、図面と共に単なる例として本明細書に説明する。各図面に
おいて、同様の部分を示すために同様の参照符号が用いられている場合がある。
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【００２０】
〔詳細な説明〕
　図面を参照されたい。各図面において、同様の参照符号は同様の構成要素を指す。図１
は、本発明のいくつかの固有の利点を実施できる外科用ステープル留め／切断器具１０を
示している。図１に例示されている実施形態は、ハンドル組立体３００、細長いシャフト
組立体１００、およびこの細長いシャフト組立体１００に接続されたエンドエフェクタ１
２を含む。本発明の様々な実施形態は、参照して開示内容の全てを本明細書に組み入れる
、２００６年１月１０日出願の米国特許出願第１１／３２９，０２０号（名称：「関節動
作するエンドエフェクタを有する外科器具（SURGICAL INSTRUMENT HAVING AN ARTICULATI
NG END EFFECTOR）」）に開示されているエンドエフェクタのような、細長いシャフト組
立体１００に旋回可能に取り付けられ、湾曲ケーブルまたはバンドによって旋回可能に駆
動されるエンドエフェクタを含むことができる。しかしながら、この〔詳細な説明〕を読
み進めば、当業者であれば、本発明の様々な実施形態は、異なる旋回機構および制御部を
利用するエンドエフェクタ構造とともに首尾よく実施することができ、そして詳細を後述
するように、関節動作しないエンドエフェクタ構造と共に首尾よく利用されることができ
ることを理解できよう。
【００２１】
　図１から分かるように、器具１０のハンドル組立体３００は、クロージャートリガー３
０２および発射トリガー３１０を含むことができる。様々な外科作業に用いられるエンド
エフェクタを有する器具は、エンドエフェクタを操作するために、様々な数の、または様
々な種類のトリガーや他の適当な制御部を有することができることを理解されたい。エン
ドエフェクタ１２は、好ましくは細長いシャフト組立体１００によってハンドル組立体３
００から分離して図示されている。臨床医は、関節動作制御部２００を用いてシャフト組
立体１００に対してエンドエフェクタ１２を関節動作させることができる。
【００２２】
　垂直（vertical）、水平（horizontal）、右（right）、および左（left）などの空間
用語は、外科器具１０の長さ方向軸が、細長いシャフト組立体１００の中心軸と同軸上に
あり、トリガー３０２、３１０が、ハンドル組立体３００の底部から下方に鋭角に延びて
いると仮定する図面に関して本明細書に用いることを理解されたい。しかしながら、実際
には、外科器具１０は、様々な角度で方向付けることができるため、これらの空間用語は
、外科器具１０自体に対して用いられる。さらに、「近位（proximal）」は、ハンドル組
立体３００の後側に位置し、エンドエフェクタ１２を遠位側すなわち自分から離れた方向
に配置する臨床医の見方（perspective）を示すために用いられる。
【００２３】
　本明細書で用いる語「加圧ガス（pressurized gas）」は、無菌環境で用いられる気体
を動力とするシステムに適したあらゆるガスを指す。このような媒体の非限定的な例とし
ては、圧縮空気、二酸化炭素（CO2)、窒素、酸素、アルゴン、ヘリウム、水素化ナトリウ
ム、プロパン、イソブタン、ブタン、クロロフルオロカーボン、ジメチルエーテル、メチ
ルエチルエーテル、亜酸化窒素、ヒドロフルオロアルカン（Hyrdofluoroalkanes）（ＨＦ
Ａ）（例えば、ＨＦＡ１３４ａ（１，１，１，２，‐テトラフルオロエタン）、またはＨ
ＦＡ２２７（１，１，１，２，３，３，３，‐ヘプタフルオロプロパン）のいずれか）を
含む。
【００２４】
　本明細書で用いる語「流体的に結合された（fluidically coupled）」は、要素間の加
圧ガスの通過が可能になるように適当なラインまたは他の手段を用いて要素が互いに結合
されていることを指す。本明細書で用いる「供給ライン（supply line）」または「戻し
ライン（return line）」に用いられる「ライン（line）」は、１つの構成要素から別の
構成要素に加圧ガスを移送するための硬質または可撓性の導管、パイプ、チューブなどか
ら形成された適当な通路を指す。
【００２５】
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　本明細書で用いる語「気体信号（pneumatic signal）」または「気体駆動信号（pneuma
tic drive signal）」は、加圧ガス供給源から、この加圧ガス供給源に流体的に結合され
た１つまたは複数の構成要素へのガスの流れ、または流体的に互いに結合された構成要素
間のガスの流れを指す。
【００２６】
　本明細書で用いる句「長さ方向軸に対して実質的に横向きの（substantially transver
se to the longitudinal axis）」（「長さ方向軸（longitudinal axis）」がシャフトの
軸である場合）は、長さ方向軸にほぼ直角な方向を指す。しかしながら、長さ方向軸に対
して直角からややずれた方向も、長さ方向軸に対して実質的に横向きであることを理解さ
れたい。
【００２７】
　図２は、本発明の様々な実施形態に用いることができる１つのタイプの気体で動作する
器具組立体またはエンドエフェクタの分解組立図を例示している。図１～図４に示されて
いる気体で動作する器具組立体１２は、エンドカッターとして機能するように構成されて
いる。しかしながら、この〔詳細な説明〕を読み進めば、おそらく本発明の実施形態の様
々な固有かつ新規の駆動構造を用いて、他の外科作業を行うように構成された他のエンド
エフェクタを駆動させることも可能であり、したがって、図面に示されている構成から構
成要素の除去、変更、または追加が必要であることを理解できよう。また、図１～図４に
示されているエンドエフェクタ１２は、特定の外科的適用のためにカスタマイズすること
ができることを理解されたい。
【００２８】
　本発明の様々な実施形態に用いることができる１つのタイプのエンドエフェクタが図２
に示されている。図から分かるように、エンドエフェクタ１２は、Ｅビーム発射機構（「
ナイフ組立体」）３０であって、組織を切断し、内部に受容されたステープルシリンダ内
に位置するステープルを発射するのに加えて、ステープルシリンダに対するエンドエフェ
クタ１２のアンビル部分の間隔を有利に制御する、Ｅビーム発射機構（「ナイフ組立体」
）３０を用いている。Ｅビーム発射機構の様々な態様が、参照して関係のある部分を本明
細書に組み込む、シェルトン・ザ・フォース（Shelton, IV）らによる米国特許第６，９
７８，９２１号（名称：「Ｅビーム発射機構を組み込んでいる外科用ステープル留め器具
（Surgical Stapling Instrument Incorporating An E-Beam Firing Mechanism）」）に
説明されている。しかしながら、当業者であれば、この〔詳細な説明〕を読み進めば、他
のナイフおよび発射機構の構成も、本発明の概念および範囲から逸脱することなく有利に
利用できることを理解できよう。
【００２９】
　ここで用いる語「発射機構（firing mechanism）」は、発射機構が本質的に静止してい
てよい非作動位置から、作動位置すなわち端部位置まで移動する、気体で動作する器具お
よび／またはエンドエフェクタの１つまたは複数の部分を指す。作動位置では、この１つ
または複数の部分が、最終位置まで移動されるか、または再配置されている。最終位置で
は、このような運動により、器具に対する少なくとも１つの発射運動に応答して、器具が
１つまたは複数の動作を完了する。この発射機構は、例えば、（ｉ）気体で動作する器具
によって完全に支持され、外科装置の構成要素とインターフェイスで接続する構成要素、
（ｉｉ）気体で動作する器具および外科装置内に位置する構成要素の組合せ、または（ｉ
ｉｉ）外科装置によって支持され、気体で動作する器具に対して出入りできる構成要素を
含むことができる。ここで用いる語「発射ストローク（firing stroke）」は、非作動位
置から作動位置までの発射機構の実際の運動を指す。語「引戻しストローク（retraction
 stroke）」は、作動位置から非作動位置までの発射機構の戻し運動を指す。
【００３０】
　図２から分かるようにエンドエフェクタ１２は、様々な限定目的ではない実施形態では
、旋回可能に並進運動可能なアンビル４０が取り付けられている細長いチャネル２０を備
えた遠位部材を含む。細長いチャネル２０は、ステープルカートリッジ５０を受容して支
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持するように構成されている。ステープルカートリッジ５０は、ナイフ組立体３０に応答
して、ステープル７０を駆動しアンビル４０に接触させて成形する。容易に交換可能なス
テープルカートリッジが有利であると本明細書に述べたが、本発明の態様に一致するステ
ープルカートリッジは、細長いチャネル２０に永久に固着させるか、または一体化させる
こともできることを理解されたい。
【００３１】
　様々な実施形態では、発射機構すなわちナイフ組立体３０は、発射の際にエンドエフェ
クタ１２の間隔を制御する垂直方向に離間したピンを含む。具体的には、上側のピン３２
は、アンビル４０と細長いチャネル２０との間のピボットに近接したアンビルポケット４
２内に入るように仕立てられている。図４を参照されたい。アンビル４０が閉じた状態で
発射されると、上側ピン３２が、アンビル４０を通って、遠位側に延びる長さ方向アンビ
ルスロット４４内を遠位側に前進する。アンビル４０における僅かな上方へのあらゆる撓
みは、上側ピン３２によって加えられる下方への力によって抑制される。
【００３２】
　ナイフ組立体３０は、ナイフバーキャップ３４であって、細長いチャネル２０内に形成
されたチャネルスロット２３（図２）に上向きに係合して、これにより上側ピン３２と協
働して、過剰の組織がアンビル４０と細長いチャネル２０との間にクランプされた場合に
、このアンビル４０と細長いチャネル２０とを互いに引き寄せる、ナイフバーキャップ３
４も含む。様々な実施形態では、ナイフ組立体３０は、中間ピン３６であって、カートリ
ッジ５０の下面および細長いチャネル２０の上方面（upward surface）に形成された発射
駆動スロット（不図示）を通過して、これによりカートリッジ５０内のステープル７０を
上記したように駆動させる中間ピン３６を有利に含むことができる。中間ピン３６は、細
長いチャネル２０に対してスライドすることにより、エンドエフェクタ１２がその遠位端
部で閉じてしまうあらゆる傾向を防止する。しかしながら、本発明の様々な実施形態の固
有かつ新規の態様は、他のナイフ組立体構造を用いて達成することもできる。
【００３３】
　再び図２を参照されたい。ナイフ組立体３０における上側ピン３２と中間ピン３６との
間の遠位側にある切断エッジ３８が、カートリッジ５０内の近位側にある垂直スロット５
４を横切ってクランプされた組織を切断する。細長いチャネル２０およびアンビル４０に
対するナイフ組立体３０の確実な位置調整により、効果的な切断が行われることを確実に
する。様々な実施形態では、アンビル４０の下面は、ステープルカートリッジ５０が細長
いチャネル内に受容されるとステープルカートリッジ５０の上面５６における複数のステ
ープル開口５８に対応するように配列された複数のステープル成形ポケット（不図示）を
内部に備えることができる。様々な実施形態では、ステープルカートリッジ５０は、細長
いチャネル２０内にスナップフィットすることができる。具体的には、ステープルカート
リッジ５０の延長特徴部６０、６２が、細長いチャネル２０の凹部２４、２６にそれぞれ
取外し可能に摩擦係合する。
【００３４】
　図２から分かるように、ステープルカートリッジ５０は、カートリッジ本体５１、ウエ
ッジスレッド６４、ステープルドライバ６６、ステープル７０、およびカートリッジトレ
ー６８を含む。組み立てられると、カートリッジトレー６８は、カートリッジ本体５１内
にウエッジスレッド６４、ステープルドライバ６６、およびステープル７０を保持する。
細長いチャネル２０は、遠位スパイン（distal spine）すなわちフレーム部分１１０およ
び近位スパインすなわちフレーム部分１３０を含む細長いシャフト組立体１００によって
、ハンドル組立体３００に結合されている。細長いチャネル２０は、遠位スパイン部分１
１０の遠位端部に形成された対応するチャネル固定部材１１４をそれぞれ受容する近位側
に置かれた取付けキャビティ２２を有する。細長いチャネル２０は、アンビル４０の対応
するアンビルピボット４３を旋回可能に受容するアンビルカムスロット２８を有する。ク
ロージャースリーブ組立体１７０は、スパイン組立体１０２を覆うように組立体１０２に
受容され、遠位クロージャーチューブセグメント１８０および近位クロージャーチューブ
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セグメント１９０を含む。以下に述べるように、スパイン組立体１０２に対するクロージ
ャースリーブ組立体１７０の軸方向の運動により、アンビル４０が細長いチャネル２０に
対して旋回する。
【００３５】
　図２から分かるように、ロックばね１１２が、ナイフ組立体３０のロックアウトとして
、遠位スパインセグメント１１０内に取り付けられる。遠位正方形開口１１１および近位
正方形開口１１３が、遠位スパインセグメント１１０の上部に形成されている。これらの
開口の間には、ロックばね１１２の上部アーム１１６を受容するクリップバー１１５が画
定されている。ロックばね１１２の下側の遠位側に延びたアーム１１８が、詳細を後述す
るように、ナイフ組立体３０から突出したピストンバー部分３５を支持するシリンダ組立
体５０１の遠位端部に下向きの力を行使する。様々な実施形態が、他のタイプのロックア
ウトを含んでもよいし、ロックアウトを全く含まなくてもよいことを理解されたい。
【００３６】
　図１～図６に示されている実施形態では、エンドエフェクタ１２は、ピボット１０４を
中心にエンドエフェクタ１２を引くために曲げられる一連のケーブルまたはバンドによっ
て、近位クロージャーチューブセグメント１９０（および、ハンドル組立体３００）に対
して関節動作することができる。当業者であれば、このような構造は、このようなタイプ
の装置に関連して利用できる多数の関節動作構造のうちの単なる一例を表していることを
理解できよう。この実施形態では、遠位スパインセグメント１１０の近位端部は、ボス１
２２を有する。近位スパインセグメント１３０の遠位端部は、その遠位端部を貫通する開
口１３６を有するタング（tang）１３４を備えている。近位スパインセグメント１３０は
、開口１３６がボス１２２の開口１２４と同軸上に整合して、ピボットピン１３８が内部
を通って延びることができるように、遠位スパインセグメント１１０に対して位置付けら
れる。図４を参照されたい。このような構造では、組み立てられると、エンドエフェクタ
１２が、近位スパインセグメント１３０に対してピボット軸Ａ‐Ａを中心に旋回すること
ができる。
【００３７】
　上記したように、この実施形態は、バンドを用いてエンドエフェクタ１２を関節動作さ
せる。具体的には、バンド１５０、１６０を、図２および図３に示されているように、関
節動作ピボット１０４に向かって遠位側に延ばすことができる。バンド１５０は、近位ク
ロージャーチューブセグメント１９０内を左側に沿って延びることができ、バンド部材１
６０の周りを通り、近位クロージャーチューブセグメント１９０の右側に延びている。そ
こで、バンド１５０は、例えば接続点１２３でボス１２２に機械的に結合することができ
る。同様に、バンド１６０は、近位クロージャーチューブセグメント１９０内を右側に沿
って延び、バンド部材１５０の周りを通り、近位クロージャーチューブセグメント１９０
の左側に延びている。そこで、バンド１６０は、接続点１２５でボス１２２に機械的に結
合することができる。
【００３８】
　図３は、クロージャーチューブ組立体１００が透視画法の線で示されたエンドエフェク
タおよびスパイン組立体１０２の上面図である。図４は、器具１０の同じ部分の部分側断
面図である。図４から分かるように、バンド１５０および１６０は、限定目的ではない一
実施形態に従って、運動が妨げられないように互いにずれて示されている。例えば、バン
ド１５０は、バンド１６０よりも下側の位置に図示されている。限定目的ではない別の実
施形態では、バンド１５０および１６０の垂直位置は逆にすることができる。図２および
図３から分かるように、バンド部材１５０は、近位フレームセグメント１３０のタング部
分１３４におけるピン１４０の周りに延びている。同様に、バンド１６０は、近位フレー
ムセグメント１３０のタング部分１３４におけるピン１４２の周りに延びている。図２も
参照されたい。
【００３９】
　バンド部分１５０および１６０は、図５に示されているように、ボス１２２から近位ク
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ロージャーチューブセグメント１９０に沿って関節動作制御部２００まで延びることがで
きる。関節動作制御部２００は、関節動作スライド２０２、フレーム２０４、およびエン
クロージャー２０６を含むことができる。バンド部分１５０、１６０は、スロット２０８
または他の開口を介して関節動作スライド２０２を通過することができるが、バンド部分
１５０、１６０は、任意の適当な手段で関節動作スライド２０２に結合することもできる
ことを理解されたい。関節動作スライド２０２は、図５に示されているように単一部品と
してもよいし、限定目的ではない一実施形態では、２つの部品であって、スロット２０８
を画定しているその２つの部品間にインターフェイスを備えた、２つの部品を含んでもよ
い。例示目的ではない一実施形態では、関節動作スライド２０２は、例えば、それぞれが
バンド部分１５０および１６０の一方に対応する複数のスロットを含むことができる。エ
ンクロージャー２０６は、デブリ（debris）の進入を防止するべく、制御部２００の様々
な構成要素をカバーすることができる。
【００４０】
　様々な実施形態では、バンド部分１５０、１６０は、スロット２０８の近位側に位置す
る接続点２１０、２１２においてフレーム２０４に固定することができる。限定目的では
ない図５の実施形態では、バンド部分１５０、１６０が、接続点２１０、２１２から、近
位クロージャーチューブセグメント１９０の長さ方向軸の近傍に位置するスロット２０８
までで予め曲げられていることを示している。バンド部分１５０、１６０は、ハンドル組
立体３００を含むスロット２０８から近位側に位置する器具１０のあらゆる位置に固定で
きることを理解されたい。
【００４１】
　使用の際、図２の実施形態は、図３に示されているように、非関節動作位置を有するこ
とができる。関節動作制御部２００およびバンド１５０、１６０は、シャフト組立体１０
０の長さ方向軸のほぼ中心位置に図示されている。したがって、エンドエフェクタ１２は
、中立すなわち非関節動作位置にある。図６では、関節動作制御部２００は、関節動作ス
ライド２０２が、関節動作フレームによってシャフト組立体１００の右側まで押された状
態で示されている。したがって、バンド１５０、１６０は、シャフト組立体１００の右側
に向かって曲がっている。バンド１５０が右側に曲がることにより、ボス１２２のピボッ
ト点からオフセットした横方向の力がボス１２２に加わることが分かるであろう。このオ
フセットした力により、ボス１２２が関節動作ピボット１０４を中心に回転し、これによ
りエンドエフェクタ１２が図示されているように右に旋回する。関節動作スライド２０２
をシャフト組立体１００の左側に押すことにより、バンド１５０、１６０に横方向の力が
加わり、バンド１５０、１６０の両方をシャフト組立体１００の左側に曲げることができ
ることを理解されたい。次に、バンド１６０を曲げることにより、上記したようにボス１
２２のピボット点からオフセットした、ボス１２２に対する横方向の力が加わる。これに
より、今度はボス１２２が関節動作ピボットを中心に回転し、エンドエフェクタ１２が左
側に旋回する。
【００４２】
　様々な実施形態では、シャフト組立体１００は、スパイン組立体１０２上に受容される
クロージャーチューブ組立体１７０から構成される。図２を参照されたい。クロージャー
チューブ組立体１７０は、遠位クロージャーチューブセグメント１８０、および近位クロ
ージャーチューブセグメント１９０を含む。遠位クロージャーチューブセグメント１８０
、および近位クロージャーチューブセグメント１９０は、ポリマーまたは他の適当な材料
から作製することができる。近位クロージャーチューブセグメント１９０は、中空であっ
て、内部にスパイン組立体１０２の一部を受容する大きさの、チューブセグメント１９０
の内部を通って延びる軸方向の通路１９１を有する。
【００４３】
　図２および図４に示されている実施形態では、ダブルピボットクロージャー接合部１７
２が用いられている。本発明は、ダブルピボットクロージャー接合部の設計に限定される
ものではなく、任意の適当なクロージャーチューブまたはスリーブを含んでもよいし、ク
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ロージャーチューブまたはスリーブを全く含まなくてもよいことを理解されたい。特に図
４を参照されたい。遠位クロージャーチューブセグメント１８０は、近位側に突き出した
上側タング１８２、および近位側に突き出した下側タング１８４を有する。遠位クロージ
ャーチューブセグメント１８０は、詳細を後述するように、アンビル４０のアンビル開閉
タブ４６に係合してアンビル４０を開位置と閉位置との間で旋回させるための馬蹄形開口
１８５およびタブ１８６をさらに含む。図２を参照されたい。
【００４４】
　近位クロージャーチューブセグメント１９０は、同様に、遠位側に延びた上側タング１
９２および遠位側に延びた下側タング１９４を備えている。上側ダブルピボットリンク１
７４は、上側の近位側に突き出したタング１８２の上側遠位ピンホール１８３および上側
の遠位側に突き出したタング１９２の上側近位ピンホール１９３にそれぞれ係合する、上
側に突き出した遠位ピボットピン１７５および近位ピボットピン１７６を含む。接合構造
は、下側の近位側に突き出したタング１８４の下側遠位ピンホール１８７および下側の遠
位側に突き出したタング１９４の下側近位ピンホール１９５にそれぞれ係合する下側に突
き出した遠位ピボットピン１７８および近位ピボットピン１７９（図２には不図示である
ため図４を参照されたい）を有する、下側ダブルピボットリンク１７７をさらに含む。
【００４５】
　使用の際、クロージャーチューブ組立体１７０は、例えば、クロージャートリガー３１
０の作動に応答して、アンビル４０を閉じるために遠位側に並進運動される。アンビル４
０は、クロージャーチューブ組立体１７０がスパイン組立体１０２上を遠位側に並進運動
することによって閉じられ、馬蹄形開口１８５の後面がアンビル４０の開閉タブ４６に衝
当して、開閉タブ４６が閉位置まで旋回する。アンビル４０を開くためには、クロージャ
ーチューブ組立体１７０が、スパイン組立体１０２上を近位方向に軸方向に移動され、こ
れによりタブ１８６が開閉タブ４６に接触して押圧し、アンビル４０が開位置まで旋回す
る。
【００４６】
　図７は、本発明の様々な実施形態の限定目的ではないハンドル組立体３００の分解組立
図を例示している。図７に示されている実施形態では、ハンドル組立体は、「ピストルグ
リップ」構成を有し、このハンドル組立体は、ポリマーまたは他の適当な材料から成型さ
れるか、または別の方法で作製され、かつ互いに嵌め合うように設計された、右側ケース
部材３２０と左側ケース部材３３０とから形成される。このようなケース部材３２０およ
び３３０は、成型されるか、または他の方法で内部に形成されたスナップ特徴部、ペグお
よびソケットによって、かつ／または接着剤、ねじ、ボルト、クリップなどによって互い
に取り付けることができる。右側ケース部材３２０の上側部分３２２は、左側ケース部材
３３０の対応する上側部分３２３に嵌め合わせられて、符号３４０として示される主ハウ
ジング部分を形成する。同様に、右側ケース部材３２０の下側グリップ部分３２４は、左
側ケース部材の対応する下側グリップ部分３３４に嵌め合わせられて、概ね符号３４２と
して示されるグリップ部分を形成する。図７に示されている実施形態では、グリップ部分
３４２の全体が主ハウジング部分３４０と一体である。このような構造は、加圧ガス供給
源がグリップ部分３４２内に永久的に据えつけられている適用例に特に適している。この
ような構造は、ハンドル組立体３００の外部に位置する加圧ガス供給源であって、ハウジ
ング組立体の１つまたは複数のポートを介してハンドル組立体内に収容された制御構成要
素内に差し込まれる、加圧ガス供給源とともに使用するのにも適している。別の実施形態
では、詳細を後述するように、グリップ部分３４２は、主ハウジング部分３４０から取り
外し可能である。この〔詳細な説明〕を読み進めれば分かるように、このような構造は、
無数の利益および利点を提供する。しかしながら、当業者であれば、ハンドル組立体３０
０は、様々な異なる形状および大きさで提供することができることを容易に理解できよう
。
【００４７】
　明瞭にするために、図７は、アンビル４０の開閉を最終的に制御するクロージャーチュ
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ーブ組立体１７０の軸方向の運動を制御するために用いられる構成要素のみを例示してい
る。図面から分かるように、リンク組立体４３０によってクロージャートリガー３０２に
結合されるクロージャーシャトル４００が、主ハウジング部分３４０内に支持される。ク
ロージャーシャトル４００は、ポリマーまたは他の適当な材料から成型されるか、または
他の方法で作製され、かつ互いに嵌め合わせられるように設計された２つの部品４０２、
４０４で作製することもできる。例えば、図７に例示されている実施形態では、右側部分
４０２は、左側部分４０４の（不図示の）対応するソケット内に受容されるように設計さ
れたファスナーポスト４０３を備えることができる。右側部分４０２および左側部分４０
４は、そうでなければ、スナップ部材および／または接着剤および／またはボルト、ねじ
、クリップなどによって互いに保持されることもできる。その図から分かるように、保持
溝１９６が、近位クロージャーチューブセグメント１９０の近位端部に設けられている。
クロージャーシャトル４００の右側部分４０２は、右保持フランジセグメント４０５を有
する。右保持フランジセグメント４０５は、クロージャーシャトル４００の左側部分４０
４の左保持フランジセグメント（不図示）と協働して、近位クロージャーチューブセグメ
ント１９０の保持溝１９６内に延びる保持フランジ組立体を形成するように構成されてい
る。
【００４８】
　図７から分かるように、右スパイン組立体保持ペグ３２６が、右側ケース部材３２０か
ら内側に突出している。このようなペグ３２６は、クロージャーシャトル４００の右側部
分４０２の細長いスロットすなわち窓４０６内に突出する。同様のクロージャーシャトル
保持ペグ（不図示）が、左側ケース部材３３０から内側に突出し、クロージャーシャトル
４００の左側部分４０４に設けられた別の窓すなわちスロット４０８内に受容される。保
持ペグは、近位スパインセグメント１３０（図７には不図示）の近位端部１３３をハンド
ル組立体３００に動かないように固定するのに役立つとともに、クロージャーシャトル４
００の、ハンドル組立体３００に対する軸方向の移動を可能にする。保持ペグは、例えば
、ボルト、ねじ、接着剤、スナップ特徴部などによって近位スパインセグメント１３０の
近位端部に機械的に取り付けることができる。加えて、クロージャーシャトル４００は、
横方向に延びるガイドレール４１０、４１１を備えている。レール４１０は、右側ケース
部材３２０のレールガイド３２８内にスライド可能に受容されるように構成され、レール
４１１は、左側ケース部材３３０のレールガイド（不図示）内にスライド可能に受容され
るように構成されている。
【００４９】
　クロージャーシャトル４００およびクロージャーチューブ組立体１７０の、遠位方向（
矢印「Ｃ」）への軸方向の運動が、ハンドル組立体３００のグリップ部分３４２に向かっ
てクロージャートリガー３０２を移動させることによって引き起こされ、クロージャーシ
ャトル４００の、近位方向（矢印「Ｄ」）への軸方向の運動が、グリップ部分３４２から
離れるようにクロージャートリガー３０２を移動させることによって引き起こされる。様
々な実施形態では、クロージャーシャトル４００は、クロージャーリンク組立体４３０の
、クロージャーシャトル４００への取付けを容易にするコネクタタブ４１２を備えている
。図８および図９を参照されたい。クロージャーリンク組立体４３０は、ピン４１４によ
ってコネクタタブ４１２に旋回可能に留められたヨーク部分４３２を含む。クロージャー
リンク組立体４３０は、図７に例示されているように、クロージャーピン４３６によって
クロージャートリガー３０２に形成されたヨーク組立体３０４に旋回可能に留められたク
ロージャーアーム４３４をさらに有する。クロージャートリガー３０２は、右側ケース部
材３２０と左側ケース部材３３０との間に延在するピボットピン３０６によってハンドル
組立体３００内に旋回可能に取り付けられる。
【００５０】
　臨床医が、エンドエフェクタ１２内に組織をクランプするためにアンビル４０を閉じた
い時は、その臨床医は、クロージャートリガー３０２をグリップ部分３４２に向かって引
く。臨床医がクロージャートリガー３０２をグリップ部分３４２に向かって引くと、クロ
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ージャーリンク組立体４３０は、このクロージャーリンク組立体４３０が図８に示されて
いるロック位置に移動するまで、クロージャーシャトル４００を遠位の「Ｃ」方向に移動
させる。この位置にある場合、リンク組立体４３０が、クロージャーシャトル４００をロ
ック位置に保持する傾向がある。クロージャーシャトル４００がロック位置に移動すると
、クロージャーチューブ組立体１７０がスパイン組立体１０２上を遠位側に移動し、これ
により、アンビル４０の開閉タブ４６が遠位クロージャーチューブセグメント１８０の馬
蹄形開口１８５の近位端部に接触して、それによりアンビル４０が閉じた位置（クランプ
した位置）まで旋回する。
【００５１】
　様々な実施形態では、クロージャーシャトル４００を閉位置にさらに保持するために、
クロージャートリガー３０２は、グリップ部分３４２に係合してクロージャートリガー３
０２をロック位置に解除可能に保持するように構成された解除可能なロック機構３０１を
備えることができる。他のロック装置を用いて、クロージャーシャトル４００をロック位
置に解除可能に保持することもできる。図８、図８Ａ、図８Ｂ、および図９に示されてい
る実施形態では、クロージャートリガー３０２は、可撓性長さ方向アーム３０３であって
、このアームから延びた横方向のピン３０５を含む可撓性長さ方向アーム３０３を含む。
アーム３０３およびピン３０５は、例えば成型プラスチックから作ることができる。ハン
ドル組立体３００のピストルグリップ部分３４２は、横方向に延びたウエッジ３５２が内
部に配置された開口３５０を含む。クロージャートリガー３０２が後ろに引かれると、ピ
ン３０５が、ウエッジ３５２に係合し、ウエッジ３５２の下面３５４によって下方に押さ
れる（すなわち、アーム３０３が時計回りに回転する）。ピン３０５が下面３５４を完全
に通過すると、アーム３０３に対する時計回りの力が取り除かれ、ピン３０５が、反時計
回りに回転して、このピン３０５が、ウエッジ３５２の後ろ側のノッチ３５６内に保持さ
れ、それによりクロージャートリガー３０２がロックされるようにする。ピン３０５は、
ウエッジ３５２から延びた可撓性ストッパー３５８によってロック位置の所定の位置にさ
らに保持される。
【００５２】
　クロージャートリガー３０２のロックを解除するためには、オペレータが、クロージャ
ートリガー３０２をさらにきつく握って、ピン３０５を開口３５０の傾斜した後壁３５９
に係合させて、ピン３０５を、可撓性ストッパー３５８を通過して上方に押し進める。次
に、ピン３０５が、開口３６０の上側のチャネルから自由に移動して、クロージャートリ
ガー３０２がピストルグリップ部分３４２にもはやロックされないようにする。このよう
な構造のさらなる詳細は、参照して関係のある部分を本明細書に組み入れる、２００６年
１月３１日出願のシェルトン・ザ・フォース（Frederick E. Shelton, IV）らによる米国
特許出願第１１／３４４，０２０号（名称：「取り外し可能なバッテリを有する外科器具
（Surgical Instrument Having A Removable Battery）」）に開示されている。他の解除
可能なロック構造も用いることができる。
【００５３】
　本発明の様々な実施形態では、ナイフ組立体３０は、このナイフ組立体３０から突出す
るか、または他の方法でこのナイフ組立体３０に取り付けられる実質的に硬質のピストン
バー部分３５を有することができる。ピストンバー部分３５は、遠位スパインセグメント
１１０によって操作可能に支持され、かつナイフ組立体３０に対して少なくとも２つの作
動運動（例えば、発射運動および引戻し運動）を適用するように構成された駆動部材５０
０の一部である。図３、図４、図１０、および図１１に示されている実施形態では、駆動
部材５００は、二段階の、気体で作動するシリンダ組立体（two stage pneumatically-ac
tuated cylinder assembly）５０１を含む。ナイフ組立体３０は、単一構成要素を含んで
もよいし、または器具１０の組立てを容易にするために複数の部品で設けられてもよい。
例えば、図１０および図１１に示されているように、ナイフバー組立体３０は、上側ピン
３２、キャップ３４、中間ピン３６、およびナイフ３８を備えた遠位部分３１を含む。遠
位部分３１は、ピストンバー部分３５の遠位端部に設けられた突出部３７を受容する大き
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さの開口３３を内部に備えることもできる。突出部３７は、開口３３内に摩擦により受容
され、かつ／または接着剤や溶接などによって内部に保持されることができる。
【００５４】
　シリンダ組立体５０１は、第１の閉じた近位端部５１２および第１の開口した遠位端部
５１４を有する第１のシリンダハウジング５１０を含む。この第１の開口した遠位端部５
１４は、第１のシリンダハウジング５１０内の第１の軸方向通路５１６内に開口している
。シリンダ組立体５０１はまた、第２の近位端部５２２および第２の開口した遠位端部５
２４を有する第２のシリンダハウジング５２０も含む。この第２の開口した遠位端部５２
４は、第２の軸方向通路５２６内に開口している。第２の閉じた近位端部５２２は、第１
のピストンヘッド５２８が形成されている。この第１のピストンヘッド５２８は、第１の
シリンダハウジング５１０の第１の壁部５１１と共に実質的に気密のスライドシールを作
り、第１の近位端部５１２の遠位側と第１のピストンヘッド５２８の近位側との間に第１
のシリンダ領域５１５を画定するように、第１の軸方向通路５１６に比例する大きさであ
る。第１のシリンダハウジング５１０の第１の遠位端部５１４は、この遠位端部５１４に
形成された、内側に延びた第１のフランジ５１７をさらに有する。この第１のフランジ５
１７は、第２のシリンダハウジング５２０の外壁面と共に実質的に気密のスライドシール
を確立して、第１のフランジ５１７の近位側と第１のピストンヘッド５２８の遠位側との
間に第２のシリンダ領域５１８を画定している。
【００５５】
　第１の通路５２７は、第１のピストンヘッド５２８を通って設けられている。図１０お
よび図１１からも分かるように、ピストンバー３５の近位端部は、第２のシリンダハウジ
ング５２０の第２の開口した遠位端部５２４を通って第２の軸方向通路５２６内に延びて
いる。第２のピストンヘッド５３０は、ピストンバー３５の近位端部に形成されるか、ま
たは他の方法でその近位端部に取り付けられる。第２のピストンヘッド５３０は、第２の
シリンダハウジング５２０の第２の壁部５２１と共に実質的に気密のスライドシールを作
り、第３のシリンダ領域５３２を画定するように、第２の軸方向通路５２６に比例する大
きさである。第２のシリンダハウジング５２０の第２の遠位端部５２４は、この遠位端部
５２４に形成された、内側に延びた第２のフランジ５２５をさらに有する。この第２のフ
ランジ５２５は、ピストンバー３５と共に実質的に気密のスライドシールを確立して、第
２のフランジ５２５の近位側と第２のピストンヘッド５３０の遠位側との間に第４のシリ
ンダ領域５３４を画定している。
【００５６】
　図３および図４から分かるように、シリンダ組立体５０１が遠位スパインセグメント１
１０内に取り付けられている。様々な実施形態では、一対のトラニオン５１９が、第１の
シリンダハウジング５１０の近位端部に設けられている。トラニオン５１９は、シリンダ
組立体５０１が遠位スパインセグメント１１０内でピボット軸Ｂ‐Ｂを中心に旋回できる
ように遠位スパインセグメント１１０のトラニオン孔１１９内に受容されている。図３を
参照されたい。第１の供給ラインすなわち供給導管５４０が、第１のシリンダハウジング
５１０の第１の近位端部５１２における第１の供給ポート５１３または開口を介して加圧
ガスを供給するために、ハンドル組立体３００の方向制御弁６１０（図８および図９）か
ら、第１のシリンダハウジング５１０の第１の近位端部５１２に結合された近位クロージ
ャーチューブセグメント１９０を通って延びている。図１０および図１１を参照されたい
。加えて、第２の供給ライン５４２が、第２のポート５２９を介して第２のシリンダ領域
５１８内に加圧ガスを供給するために、方向制御弁６１０から近位クロージャーチューブ
セグメント１９０を通って延び、第１のシリンダハウジング５１０にその遠位端部５１４
に隣接して接続されている。
【００５７】
　図８～図１１を参照して、発射機構すなわちナイフ組立体３０の延出および引戻しを説
明する。図８および図９から分かるように、供給ライン５４０および５４２が、ハンドル
ハウジング３５０内に収容されたアクチュエータシステム６００の一部である従来の方向
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制御弁６１０に結合されている。様々な実施形態では、方向制御弁６１０は、ハンドルハ
ウジング３５０を介してアクセス可能な切替えスイッチ６１２またはプッシュボタンによ
って順方向（延出）位置と逆方向（引戻し）位置との間で手動により移動させることがで
きる。図１を参照されたい。図８および図９に示されている実施形態では、取外し可能な
加圧ガス供給源６２０を用いている。詳細を後述するように、このような加圧ガス供給源
は、好適な加圧ガスで再充填できるシリンダ６２２を含む。しかしながら、当業者であれ
ば、交換できない／再充填可能な加圧ガス供給源（シリンダ）を有効に利用できることを
理解できよう。さらに別の実施形態では、ハンドル組立体３００は、加圧ガスの外部供給
源６１８から加圧ガスを供給するためのポート６１６を備えることができる。例えば、器
具１０は、可撓性供給ライン６１７を介して設備の圧縮空気供給源６１８に結合されるこ
とができる。図８Ｂを参照されたい。
【００５８】
　取外し／再充填可能なシリンダ６２２の固有かつ新規の態様を詳細に後述する。しかし
ながら、ピストンバー３５およびナイフ組立体３０の延出および引戻しを説明するために
、シリンダ６２２（または外部圧力源６１８）から供給ライン６５０を介して、従来のレ
ート弁（rate valve）６６０を含みうる可変力アクチュエータ内への加圧ガスの流れが分
かるであろう。特に図９および図５５から最も分かるように、レート弁６６０は、作動ト
リガー６７０に取り付けられた供給リンク６６２に結合されている。本明細書で用いる語
「可変力作動組立体（variable force actuation assembly）」は、レート弁６６０、作
動トリガー６７０、およびこれらと同等の構造体を少なくとも含む。様々な実施形態では
、作動トリガー６７０は、右側ケース部材３２０と左側ケース部材３３０との間に延在す
るピボットピン３７０によってハンドル組立体３００に旋回可能に結合された発射トリガ
ー３１０に隣接して支持されている。作動トリガー６７０を発射トリガー３１０に向かっ
て内側に強く押すと、レート弁６６０が、シリンダ６２２から、方向制御弁６１０に結合
された供給ライン６８０内へ流れる加圧ガスの流速を上昇させる。方向制御弁６１０の位
置によって、加圧ガスが供給ライン５４０または５４２のいずれかに流れる。例えば、方
向制御弁６１０が、ナイフ組立体３０を発射するために臨床医によって作動されると、加
圧ガスが、供給ライン５４０を通り、第１のピストンヘッド５２８の第１の開口５２７を
介して第１のシリンダ領域５１５内に流れることができ、作動トリガー６７０の作動時に
第３のシリンダ領域５３２内に流れることができる。加圧ガスが第３のシリンダ領域５３
２内に流入すると、第２のピストンヘッド５３０が、ピストンバー３５を遠位側に押しや
る。第４のシリンダ領域内のガスが、第２のシリンダハウジング５２０の排出開口５２３
を介して第４のシリンダ領域から排出される。同様に、第２のシリンダ領域５１８内のガ
スが、第２の開口５２９を介して第２のシリンダ領域５１８から第２の供給ライン５４２
に排出されることができる。第２の供給ライン５４２は、排出されたガスを方向制御弁６
１０に移送し、ガスが、この方向制御弁６１０から最終的に排出される。第１のシリンダ
領域５１５および第３のシリンダ領域５３２に加圧ガスが続けて供給されると、ナイフ組
立体３０が、エンドエフェクタ１２内で完全に延出する。ナイフ組立体３０がエンドエフ
ェクタ１２内を通過すると、このナイフ組立体３０がエンドエフェクタ１２内にクランプ
された組織を切断し、ステープルカートリッジ５０内のステープル７０を発射する（ステ
ープルを駆動し、アンビル４０の下面にステープルを接触させて成形する）。ナイフ組立
体３０が、エンドエフェクタ１２の最遠位位置まで前進したら、臨床医は、作動トリガー
６７０を解放して加圧ガスの供給を停止する。
【００５９】
　発射機構すなわちナイフ組立体３０を引き戻すためには、臨床医が、方向制御弁６１０
を調節するために切替えスイッチ６１２または適当なボタンを引戻し位置に手動で移動さ
せ、作動トリガー６７０を強く握り始めて、加圧ガスを第２の供給ライン５４２内に流す
。第２の供給ライン５４２内を流れるガスが、第２のシリンダ領域５１８内に流入し、第
２のシリンダハウジング５２０が第１のシリンダハウジング５１０内に近位側に引き戻さ
れる。第１のシリンダ領域５１５内のガスが、第１の供給開口５１３を介して第１の供給
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ライン５４０内に排出されることができる。第１の供給ライン５４０内を通過するガスが
、方向制御弁６１０内に流入し、この方向制御弁６１０から排出される。第２のシリンダ
領域５１８内に流入する加圧ガスにより、図１０に示されているように、第２のシリンダ
ハウジング５２０が第１のシリンダハウジング５１０内に引き戻されたら、第２の開口５
２９を通過するガスが、いまや第１のシリンダハウジング５１０の排出開口５２３を通過
して第４のシリンダ領域５３４に流入することができる。加圧ガスが第４のシリンダ領域
５３４に流入すると、第２のピストンヘッド５３０が、ピストンバー３５を第２のシリン
ダハウジング５２０内に近位側に引く。第３のシリンダ領域５３２内のガスが、第１の開
口５２７を通過して第１のシリンダ領域５１５内に流入し、この第１のシリンダ領域５１
５から上記したように排出される。
【００６０】
　本発明の様々な実施形態のレート弁６６０の形態である可変力アクチュエータが、ばね
または他の付勢手段（不図示）を用いて、レート弁６６０を非作動位置に付勢することが
できる。この非作動位置にある時は、レート弁６６０は、レート弁６６０内のオリフィス
（不図示）を通る、ガスの供給源６２０または６１８からのガスのあらゆる流れを防止す
るように構成することができる。したがって、アクチュエータトリガー６７０が非作動位
置にある場合は、装置は本質的にオフである。
【００６１】
　上記した実施形態では、臨床医が作動トリガー６７０を発射トリガー３１０に向かって
内側に強く握ると、リンクアーム６６２により、レート弁６６０がこのレート弁６６０を
通るガスの流速を上昇させることができるように、レート弁６６０は、供給リンクアーム
６６２によって作動トリガー６７０に機械的に結合されることができる。したがって、作
動トリガー６７０を迅速に強く握ると、装置の発射速度を速めることができ、作動トリガ
ー６７０を握る速度を遅くすると、発射速度を遅くすることができる。したがって、レー
ト弁６６０を通過することができるガスの流量は、作動トリガー６７０に加える手動の力
の程度に実質的に比例することができる。
【００６２】
　別の実施形態では、レート弁６６０は、作動トリガーの作動時に、レート弁６６０がこ
のレート弁６６０からガスをデジタル式に噴出させるように、電子的に制御することがで
きる。レート弁６６０は、パルス式に少量のガスを放出し、作動トリガー６７０を押す力
が強くなると、パルスが近づく。このような構造は、装置を作動させるために利用される
ガスの量を選択的に調節する役割を果たす。
【００６３】
　また、さらに別の実施形態では、作動機構は、作動トリガー６７０と同様に、ハンドル
組立体に対して旋回可能に支持されていない異なるタイプの機構を含むことができる。例
えば、作動トリガーは、ばね作動式スライドスイッチなどを含むことができる。したがっ
て、本発明のこれらの実施形態に与えられる保護は、旋回作動トリガーを利用する実施形
態に限定されるべきものではない。
【００６４】
　また、様々な実施形態では、圧力計５４１を、図８および図８Ａに示されているように
、供給ライン５４０に流体的に結合することができる。臨床医が圧力計５４１を観察でき
るように、ハンドル組立体３００の対応する部分を貫通する窓５４３を設けるか、または
使用の際に臨床医が圧力計５４１を観察できるように他の構造を用いることもできる。図
７を参照されたい。様々な実施形態では、圧力計５４１は、電子的動力付きのゲージまた
はダイヤルゲージを含むことができる。これらの限定目的ではない実施形態では、圧力計
５４１は、発射ストロークの際に遭遇する力に対するフィードバックを与える手段を提供
する。当業者であれば、一部の限定目的ではない実施形態では、発射機構を作動させるた
めに必要な力が、シリンダ組立体５０１内の圧力に正比例することを理解できよう。この
ような力が小さいと、シリンダ組立体５０１は、作動されるために大きな圧力を必要とし
ない。他方、シリンダ組立体５０１を作動させるために必要な力が大きい場合、発射機構
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を完全に作動させるためにシリンダ組立体５０１内の圧力を上昇させるべく、より多くの
ガスをシリンダ組立体５０１内に流入させなければならない。この圧力計５４１により、
臨床医が、エンドエフェクタにかかる力を適切に読み取ることができる。
【００６５】
　他の様々な実施形態では、図８Ｃに示されているように、供給ライン５４０に可聴音出
口（audible outlet）５４５を設けることができる。このような可聴音出口により、供給
ライン５４０から少量のガスを排出することができる。ガスの排出の結果として生じる笛
音のピッチが、圧力が上昇すると速くなる。次に、臨床医は、笛音のピッチと発射機構が
受ける力とを関連付けることができる。したがって、このような構造により、臨床医は、
駆動システム５００および最終的には発射機構にかかる発射の力を監視するための可聴音
フィードバック機構を得られる。
【００６６】
　様々な限定目的ではない実施形態は、いつ発射機構が発射ストロークの最後に達したか
を臨床医に自動的に知らせるための手段を備えることもできる。例えば、図４に示されて
いるように、リミットスイッチ５４６を、図１１に示されているように発射ロッド３５に
埋め込まれるか、または他の方法で取り付けられた作動部材５４７を検出するために遠位
スパインセグメント１１０内に設けることができる。作動部材５４７は、発射バー３５お
よび発射機構が発射ストロークの最後に達すると、作動部材５４７がリミットスイッチ５
４６によって検出されるように位置している。このリミットスイッチ５４６は、方向制御
弁６１０に適当な信号を送信するためにこの方向制御弁６１０に電気的に結合することが
できる。このような信号を受け取ると、方向制御弁６１０は、自動的に引戻し位置に切り
替わって発射機構を引き戻すことができるように構成することができる。加えて、リミッ
トスイッチ５４６は、図８に概して５４９として示されている表示部材に結合することが
できる。様々な実施形態では、表示部材は、発射機構が発射ストロークの最後に達したこ
とを示す可聴音信号、視覚信号、または可聴音信号と視覚信号の組合せを臨床医に提供す
ることができる。例えば、表示部材は、音を生成する装置、ＬＥＤ、振動生成装置など、
またはこのような装置の組合せを含むことができる。リミットスイッチおよび関連する制
御構成要素は、ハウジング組立体３００内に支持されたバッテリ（不図示）によって電力
を供給するか、または外部電源から電力を供給することができる。したがって、本発明の
様々な限定目的ではない実施形態は、発射機構が発射ストロークの最後に達したことを示
す視覚および／または可聴音信号を臨床医に提供するための手段、ならびに／あるいは発
射機構を非作動位置に自動的に気体で引き戻すための手段を備えることができる。
【００６７】
　図４、図１０、および図１１から分かるように、ピストンバー３５の底部にロック突出
部３９を形成することができる。図４に示されているように、ナイフ組立体３０が完全に
引き戻された位置にある場合、ロックばね１１２のアーム１１８がシリンダ組立体５０１
の遠位端部に対して付勢する力を加える。シリンダ組立体５０１が、トラニオン５１９に
よって遠位スパインセグメント１１０内に旋回可能に取り付けられているため、シリンダ
組立体５０１の遠位端部が、遠位スパインセグメント１１０内で下方に旋回し、さらにピ
ストンバー３５のロック突出部３９が、細長いチャネル２０のロック開口２１内に落下す
る。このような構造は、ロック突出部３９と細長いチャネル２０のロック開口を画定する
部分との摩擦係合によって、ナイフ組立体３０を引戻し位置にロックするのに役立つ。図
１０および図１１から分かるように、ロック突出部３９は、このロック突出部３９が細長
いチャネル２０内のロック開口に対して容易に出入りできるように近位傾斜面３９’、お
よび遠位傾斜面３９”を有する。当業者であれば、本発明の概念および範囲から逸脱する
ことなく、他のナイフバーロック構造を上手く利用できることを容易に理解できよう。
【００６８】
　図１２～図１６Ａは、本発明の別の実施形態を例示している。この実施形態では、駆動
部材５００は、後述する相違点を除き、上記したシリンダ組立体５０１に構造が類似した
シリンダ組立体８００を含む。例えば、この実施形態では、ばね８５０、８５２を用いて
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ピストンバー３５を引き戻す。図１２および図１３から分かるように、シリンダ組立体８
００は、第１の閉じた端部８１２、およびこの閉じた端部を貫通する第１の供給ポート８
１３を有する第１のハウジング８１０を含む。第１の供給ライン８４０は、第１の供給ポ
ート８１３を介して加圧ガスを供給するために第１の閉じた端部８１２に取り付けられて
いる。この実施形態では、第１のシリンダハウジング８１０は、上記した様々な実施形態
に関して説明した第２の開口５２９を備えていない。第２のシリンダハウジング８２０は
、第１のシリンダハウジング８１０内にスライド可能に受容され、第１のピストンヘッド
８２８が形成された第２の閉じた近位端部８２２を有する。第１のシリンダ領域８１５は
、第１の閉じた端部８１２と第１のピストンヘッド８２８との間に画定される。第１の戻
しばね８５０が、第１のシリンダハウジング８１０の遠位端部に形成された第１のフラン
ジ８１７と第１のピストンヘッド８２８との間に設けられている。第１の戻しばね８５０
は、図１２に示されているように、第２のシリンダハウジング８２０を第１のシリンダハ
ウジング８１０内の引戻し位置に付勢する役割を果たす。ピストンバー３５は、第２のシ
リンダハウジング８２０の第２の遠位端部８２４に進入できる大きさの段付き端部３５’
を有する。第２のフランジ８２５が、ピストンバー３５の段付き部分３５’と共に実質的
にスライドシールを形成するために第２の遠位端部８２４に形成されている。第２のピス
トンヘッド８３０が、この第２のピストンヘッド８３０と第１のピストンヘッド８２８と
の間に第３のシリンダ領域８３２を画定するために段付きピストンバー部分３５’の近位
端部に設けられている。第１の開口８２７が、第１のシリンダ領域８１５と第３のシリン
ダ領域８３２との間を空気が通過できるように、第１のピストンヘッド８２８を貫通して
提供されている。第２の戻しばね８５２が、図１２に示されているように、第２のピスト
ンヘッド８３０および段付きピストンバー３５’を第２のシリンダハウジング８２０内の
完全に引き戻された位置に付勢するために、図１２に示されているように第２のフランジ
８２５と第２のピストンヘッド８３０との間に設けられている。
【００６９】
　本発明のこの実施形態は、以下のように動作することができる。図１６から分かるよう
に、ハンドル組立体３００は、上記したように、交換可能な加圧ガス供給源６２０を備え
ている。しかしながら、当業者であれば、交換できない加圧ガス供給源（シリンダ）を有
効に利用できることも理解できよう。別の実施形態では、ハンドル組立体３００は、方向
制御弁６１０および関連する構成要素を加圧ガスの外部供給源６１８に取り付けるのを容
易にするためにポート６１６を備えることができる。図１６Ａを参照されたい。例えば、
器具１０は、可撓性供給ライン６１７を介して施設の圧縮空気ラインに結合することがで
きる。
【００７０】
　器具を動作させるためには、臨床医が、方向制御弁切替えスイッチ６１２（図１）また
はプッシュボタンを順方向（延出）位置に移動させ、作動トリガー６７０を握り始め、加
圧ガスが、シリンダ６２２（または外部供給源６１８）から供給ライン６８０および方向
制御弁６１０を介して供給ライン８４０に流れるようにする。加圧ガスは、第１の供給ラ
イン８４０から第１の供給ポート８１３を介して第１のシリンダ領域８１５内に流れ、第
１の開口８２７を介して第３のシリンダ領域８３２内に流れる。ガスが第３のシリンダ領
域８３２に流入することにより、第２のピストンヘッド８３０およびピストンバー３５の
段付き部分３５’が遠位側に移動する。第２のピストンヘッド８３０が完全に延出した位
置（図１３）まで移動した後、ガスが第１のシリンダ領域８１５内に入り続けることによ
り、第２のハウジング８２０を完全に延出した位置に付勢する。ナイフ組立体３０が、エ
ンドエフェクタ１２の最遠位位置まで前進したら、臨床医は、作動トリガー６７０を解放
して加圧ガスの供給を停止する。
【００７１】
　発射機構すなわちナイフ組立体３０を引き戻すためには、臨床医が、方向制御弁切替え
スイッチ６１２を逆方向（引戻し）位置まで移動させ、第１の供給ライン８４０を方向制
御弁６１０のベントに接続する。第３のシリンダ領域８３２および第１のシリンダ領域８
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１５内のガスが、第１の供給ポート８１３を介して出て供給ライン８４０に流れることが
でき、最終的に方向制御弁６１０から排出される。ガスが第３のシリンダ領域８３２から
排出されると、第２の戻しばね８５２が、ピストンバー３５の段付き部分３５’を第２の
シリンダハウジング８２０内に引き戻す。同様に、ガスが第１のシリンダ領域８１５から
排出されると、第１の戻しばね８５０が、第２のシリンダハウジング５２０を第１のシリ
ンダハウジング８１０内に付勢する。
【００７２】
　また、この実施形態では、圧力計５４１を、図１６および図１６Ａに示されているよう
に、供給ライン８４０に流体的に結合することができる。この圧力計５４１は、上記した
ように機能し、かつエンドエフェクタが受ける力の正確な読取り値を臨床医に提供する役
割を果たすことができる。他の様々な実施形態では、可聴音出口５４５を、図１６Ｂに示
されているように、供給ライン８４０に設けることができる。この可聴音出口５４５は、
上記したように機能し、駆動システム５００、および最終的には発射機構が受ける発射の
力を監視するための可聴音フィードバック機構を臨床医に提供することができる。他の代
替の実施形態では、リミットスイッチ５４６（図１５）を、方向制御弁６１０を自動的に
制御するために発射ロッド３５内に埋め込まれた作動部材５４７（図１２および図１３）
を検出するため、ならびに／あるいは発射機構が発射ストロークの最後に達したことを示
す視覚および／または可聴音信号を供給するために、遠位スパインセグメント１１０内に
設けることができる。
【００７３】
　図１７～図２１Ａは、駆動部材５００がベローズ組立体（bellows assembly）９００を
含む本発明のさらに別の実施形態を例示している。ベローズ組立体９００は、ナイフバー
組立体３０の遠位部分３１に取り付けられた遠位端部９０２を有することができる。この
遠位端部９０２は、遠位部分３１の開口３３内に受容される大きさの、遠位端部９０２に
形成された突出部９０４を有する。この突出部９０４は、開口３３内に摩擦により受容さ
れ、かつ／または接着剤や溶接などによってその内部に保持されることができる。遠位部
分３１は、詳細を前述したような構築され、かつ構成されることができる。
【００７４】
　ベローズ組立体９００は、図１８に示されているように、遠位スパインセグメント内の
ベローズ通路１１７内で延出および収縮するような大きさの拡張可能／収縮可能なベロー
ズ部分９１０をさらに含む。ベローズ部分９１０は、図２０に示されているように、ワイ
ヤを含むリング９１２で形成することができ、遠位スパインセグメント１１０に移動しな
いように取り付けられたベース部分９１４に取り付けるか、または遠位スパインセグメン
ト１１０の一体部分を含むことができる。ベース９１４は、接着剤やねじなどによって遠
位スパインセグメント１１０に取り付けることができる。供給ポート９１６が、ベローズ
ベース９１４を貫通して設けられ、供給ライン９４０が、供給ポート９１６に取り付けら
れている。供給ライン９４０はまた、ハンドル組立体３００の方向制御弁６１０に結合さ
れている。図２１および図２１Ａを参照されたい。方向制御弁６１０は、真空ライン９２
２を介してハンドル組立体３００内に取り付けられた真空ポート６２０とも連絡している
。真空ポート６２０は、例えば可撓性ライン６３２によって真空源６３０に取り付け可能
である。真空源は、設備の永久真空供給ラインとすることができる。可撓性真空ライン６
３２は、ポート６２０により真空源６３０に取り付けられ、臨床医が器具を自由に操作で
きるようにすることができる。
【００７５】
　この器具は、上記したクロージャーチューブ組立体１７０、およびクロージャートリガ
ー３１０の構造を備えることができる。したがって、組織を、上記したようにエンドエフ
ェクタ１２内にクランプすることができる。組織がエンドエフェクタ１２内にクランプさ
れたら、臨床医は、次のように器具を発射することができる。臨床医は、方向制御弁６１
０用の切替えスイッチ６１２（図１）またはボタンを順方向（延出）位置に移動させて、
作動トリガー６７０を握り始める。作動トリガー６７０を握ると、レート弁６６０により
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、加圧ガスが圧力源６２０（図２１）または６１８（図２１Ａ）から方向制御弁６１０に
流れることができる。方向制御弁６１０により、加圧ガスが、供給ライン９４０を介して
ベローズ９１０内に流れることができ、ベローズ９１０が遠位側に延出する。ベローズ９
１０が遠位側に延出すると、ベローズ９１０によりナイフ組立体３０がエンドエフェクタ
１２内を前進してエンドエフェクタ内にクランプされた組織を切断し、ステープルカート
リッジ５０内のステープル７０が駆動され、アンビル４０の底面と接触してステープル７
０が成形される。ナイフ組立体３０が、エンドエフェクタ１２内の最遠位位置まで駆動さ
れた後、臨床医は作動トリガー６７０を解放する。ナイフ組立体３０を引き戻すために、
臨床医は、方向制御弁６１０用の切替えスイッチ６１２を引戻し位置まで移動させて、そ
れにより真空源６３０を供給ライン９４０に結合することができる。供給ライン９４０に
真空（vacuum）を適用すると、ベローズ９１０が、図１８に例示されている引戻し位置ま
で収縮する。ベローズ９１０が完全に収縮した後、臨床医は、切替えスイッチ６１２また
はボタンを、方向制御弁が供給ライン９４０への真空の適用を停止する位置まで移動させ
ることができる。しかしながら、供給ライン９４０内に残っている低圧が、ベローズ９１
０を収縮位置に保持するのに役立つことができる。
【００７６】
　図２１に示されている実施形態では、取外し可能な加圧ガス供給源６２０が用いられて
いる。詳細を後述するように、このような加圧ガス供給源は、再充填可能なシリンダ６２
２を含む。しかしながら、当業者であれば、交換不可能な／再充填可能な、加圧ガスまた
は加圧流体の供給源（シリンダ）を有効に利用できることを理解できよう。さらに別の実
施形態では、ハンドル組立体３００は、加圧ガスを外部加圧ガス供給源に供給するための
ポート６１６を備えることができる。例えば、器具１０は、可撓性供給ライン６１７を介
して施設の圧縮空気ラインに結合することができる。図２１Ａを参照されたい。
【００７７】
　また、この実施形態では、圧力計５４１を、図２１および図２１Ａに示されているよう
に、供給ライン９４０に流体的に結合することができる。この圧力計５４１は、上記した
ように機能し、かつエンドエフェクタが受ける力の正確な読取り値を臨床医に提供する役
割を果たすことができる。他の様々な実施形態では、可聴音出口５４５を、図２１Ｂに示
されているように、供給ライン９４０に設けることができる。この可聴音出口５４５は、
上記したように機能し、駆動システム５００、および最終的には発射機構が受ける発射の
力を監視するための可聴音フィードバック機構を臨床医に提供することができる。他の代
替の実施形態では、リミットスイッチ５４６（図１８）を、方向スイッチ６１０を自動で
制御するためにベローズ組立体９００の作動部材９１２’（図２０）を検出するため、な
らびに／あるいは発射機構すなわちナイフ組立体３０が発射ストロークの最後に達したこ
とを示す視覚および／または可聴音信号を供給するために、遠位スパインセグメント１１
０内に設けることができる。
【００７８】
　図２２～図２７は、上記した実施形態の様々な固有かつ新規の特徴を利用した、関節動
作しない使い捨てエンドエフェクタ１２を例示している。図２３から分かるように、この
実施形態は、詳細を後述するエンドエフェクタ１２と駆動部材５００のいずれかとを用い
ることができる。しかしながら、この実施形態では、エンドエフェクタ１２は、使い捨て
とし、概して１０００として示される、固有かつ新規の迅速分離型接合部（quick discon
nect type joint）によって、近位シャフト組立体１０２０に取外し可能に切り離し可能
な遠位シャフト組立体１０１０に取り付けることができる。エンドエフェクタ１２を使用
したら、エンドエフェクタ１２、およびこのエンドエフェクタに取り付けられた遠位シャ
フト組立体１０１０を、近位シャフト組立体１０２０から取り外して、所望に応じて廃棄
することができる。次に、自身の遠位シャフト組立体１０１０およびシリンダ構造を備え
た新しい無菌のエンドエフェクタ１２を、別の外科処置を完了するために近位シャフト組
立体１０２０に取り付けることができる。詳細を後述するように、遠位シャフト組立体１
０１０は、遠位スパインセグメント１１１０、および遠位クロージャーチューブセグメン
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ト１１８０を含む。近位シャフト組立体１０２０は、近位スパインセグメント１１５０、
近位クロージャーチューブセグメント１１９０、および解放スリーブ１２００を含む。
【００７９】
　遠位スパインセグメント１１１０と近位スパインセグメント１１５０とが協働してスパ
イン組立体１０３０を形成する。この実施形態では、遠位スパインセグメント１１１０は
、それぞれの近位端部が異なる点を除き、詳細を上記した遠位スパインセグメント１１０
と実質的に同一にすることができる。同様に、近位スパインセグメント１１５０は、遠位
スパインセグメント１１１０と近位スパインセグメント１１５０とを旋回しないように互
いに結合できるように遠位端部が異なる点を除き、上記した近位スパインセグメント１３
０と実質的に同一にすることができる。また、この実施形態では、遠位クロージャーチュ
ーブセグメント１１８０は、それらの近位端部が異なる点を除き、上記した遠位クロージ
ャーチューブセグメント１８０と実質的に同一にすることができる。同様に、近位クロー
ジャーチューブセグメント１１９０は、遠位クロージャーチューブセグメント１１８０と
近位クロージャーチューブセグメント１１９０とを旋回しないように互いに取り付けるこ
とができるように遠位端部が異なっている点を除き、近位クロージャーチューブセグメン
ト１９０と実質的に同一にすることができる。
【００８０】
　図２３から分かるように、ロックばね１１２が、ピストンバー３５のロックアウトとし
て遠位スパインセグメント１１１０に取り付けられている。遠位正方形開口１１１１およ
び近位正方形開口１１１３が、これらの間にクリップバー１１１５を画定するために遠位
スパイン部分１１１０の上部に形成されている。クリップバー１１１５は、遠位側に延び
た下側アーム１１８が、上記したようにシリンダ組立体の遠位端部に下方の力を加えるロ
ックばね１１２の上部アーム１１６を受容する。様々な実施形態は、他のタイプのロック
アウトを含んでもよいし、全くロックアウトも含まなくてもよいことを理解されたい。
【００８１】
　遠位スパインセグメント１１１０の近位端部１１１４は、内部に遠位コネクタ部分１１
１６が形成されている。図２４および図２７を参照されたい。図２４から分かるように、
遠位コネクタ部分１１１６は、第１の供給ラインセグメント５４０’に結合された第１の
遠位供給ポート１１１７を有する。第２の遠位供給ポート１１２０が、遠位コネクタ部分
１１１６内に設けられ、第２の供給ラインセグメント５４２’に結合されている。図２３
から分かるように、第１の供給ラインセグメント５４０’は、第１のシリンダハウジング
５１０の第１の供給ポート５１３に結合され、第２の供給ラインセグメント５４２’は、
第１のハウジング５１０の遠位端部の第２の供給ポート５２９に結合されている。第１の
供給ノズル部分１１１８が、図示されているように第１の遠位供給ポート１１１７から近
位方向に突出している。第２の供給ノズル部分１１２２が、第２の供給ポート１１２０か
ら近位方向に外側に向かって突出している。
【００８２】
　同様に、近位スパインセグメント１１５０の遠位端部１１５２は、別の第１の供給ライ
ンセグメント５４０”に結合された第１の近位供給ポート１１５６を有する第２のコネク
タ部分１１５４を有する。第２のコネクタ部分１１５４は、別の第２の供給ラインセグメ
ント５４２”に結合された第２の近位供給ポート１１６０をさらに有する。第１の近位供
給ポート１１５６は、内部に第１の供給ノズル１１１８（図２７）を取外し可能に受容す
るように構成されており、第２の近位供給ポート１１６０は、内部に第２の供給ノズル１
１２２を取外し可能に受容する大きさである。図２４および図２７から分かるように、第
１のＯリングシール１１５８が、第１のノズル１１１８が第１の近位供給ポート１１５６
内に挿入された時に、第１の供給ラインセグメント５４０’と別の第１の供給ラインセグ
メント５４０”との間に実質的に気密（または流体密封）シールを形成するために第１の
近位供給ポート１１５６と関連付けられている。このように互いに結合されると、第１の
供給ラインセグメント５４０’と５４０”とが連結されて第１の供給ライン５４０が形成
される。同様に、第２のＯリングシール１１６２が、第２の供給ノズル１１２２が第２の
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近位供給ポート１１６０内に挿入された時に、第２の供給ラインセグメント５４２’と別
の第２の供給ラインセグメント５４２”との間に別の実質的に気密（または流体密封）シ
ールを形成するために第２の近位供給ポート１１６０と関連付けられている。このように
互いに結合されると、第２の供給ラインセグメント５４２’と５４２”とにより、第２の
供給ライン５４２が形成される。当業者であれば、本発明の概念および範囲から逸脱する
ことなく、他の取外し可能な結合構造すなわち迅速分離構造を用いて、第１の供給ライン
セグメント５４０’を別の第１の供給ラインセグメント５４０”に取外し可能に接続し、
第２の供給ラインセグメント５４２’を別の第２の供給ラインセグメント５４２”に取外
し可能に結合できることを理解できよう。
【００８３】
　遠位コネクタ部分１１１６および近位コネクタ部分１１５４は、一方の向きでのみ結合
できるように構成することができる。例えば、図２４に示されているように、遠位コネク
タ部分１１１６は、取付けの際に第１のノズル１１１８が第１の近位供給ポート１１５６
に確実に係合し、第２のノズル１１２２が第２の近位供給ポート１１６０に確実に係合す
るように、近位コネクタ部分１１５４の別のノッチ部分１１５５とかみ合うように構成さ
れたノッチ部分１１１９を備えることができる。このような固有かつ新規の取付け構造に
より、第１のノズル１１１８が第２の近位供給ポート１１６０に不注意に取り付けられる
こと、および第２のノズル１１２２が第１の近位供給ポート１１５６に不注意に取り付け
られることを防止する。他のキー状の構成を用いて、遠位コネクタ部分１１１６と近位コ
ネクタ部分１１５４とを適切な向きで確実に結合することができる。
【００８４】
　図２４および図２７から分かるように、近位スパインセグメント１１５０の遠位端部１
１５２は、遠位側に突出した中空スリーブ部分１１７０を有する。このような中空スリー
ブ部分１１７０は、遠位スパインセグメント１１１０の近位端部１１１４を内部に受容す
る大きさである。遠位スパインセグメント１１１０を近位スパインセグメント１１５０に
解放可能にロックするために、一対の互いに反対側を向いた戻り止め部材１１２４が、遠
位スパインセグメント１１１０の近位端部１１１４に形成されている。この戻り止め部材
１１２４は、遠位スパインセグメント１１１０の近位端部１１１４が近位スパインセグメ
ント１１５０の中空スリーブ部分１１７０内に挿入され、第１のノズル１１１８が第１の
近位供給ポート１１５６に密封結合され、第２のノズル１１２２が第２の近位供給ポート
１１６０に密封結合されると、戻り止め部材１１２４が、中空スリーブ部分１１７０の対
応する開口１１７２内に受容されるように、切断されるかまたは他の方法で遠位スパイン
セグメント１１１０に形成された可撓性タブ１１２６に位置している。図２４および図２
７を参照されたい。
【００８５】
　遠位クロージャーチューブセグメント１１８０の、近位クロージャーチューブセグメン
ト１１９０への解放可能な取付けを、図２４～図２７を参照して説明する。これらの図面
から分かるように、遠位クロージャーチューブセグメント１１８０の近位端部１１８２は
、そこから近位方向に突出した少なくとも２つの差込み型ロックタブ１１８４を有する。
各ロックタブ１１８４は、このロックタブに形成された、近位クロージャーチューブセグ
メント１１９０の対応するロック開口１１９４内に受容される大きさのテーパ状のロック
ウエッジ１１８６を有する。図２６および図２７に例示されている位置では、遠位スパイ
ンセグメント１１１０が近位スパインセグメント１１５０にロックされ、スパイン組立体
１０３０を形成し、遠位クロージャーチューブセグメント１１８０が近位クロージャーチ
ューブセグメント１１９０にロックされ、クロージャーチューブ組立体１１７８を形成し
ている。このような構造により、クロージャーチューブ組立体１１７８が、スパイン組立
体１０３０上を近位方向および遠位方向に移動して、上記した様々な要領でエンドエフェ
クタ１２のアンビル４０を開閉することができる。
【００８６】
　遠位シャフト組立体１０１０を近位シャフト組立体１０２０に取り付けるためには、使
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用者は、遠位シャフト組立体１０１０の近位端部１０１２を、図２４に示されているよう
に、近位シャフト組立体１０２０の遠位端部１０２２に整合させ、その後、遠位端部１０
１２を近位端部１０２２内に挿入する。戻り止め１１２４がロック開口１１７２内に受容
され、ロックウエッジ１１８６が開口１１９４内に受容されると、遠位シャフト組立体１
０１０が近位シャフト組立体１０２０にロックされる。アンビル４０は、クロージャート
リガー３１０を把持して、上記したようにクロージャートリガーをハンドル組立体３００
のグリップ部分３４２まで旋回させてクロージャーチューブ組立体１１７８を遠位側に移
動させて閉じることができる。ナイフバー３０は、上記したように作動トリガー６７０を
作動させて駆動させることができる。
【００８７】
　遠位シャフト組立体１０１０を近位シャフト組立体１０２０から容易に取り外すことが
できるように、様々な実施形態は、解放スリーブ構造を利用している。このような実施形
態では、解放スリーブセグメント１２００は、近位スパインセグメント１１５０と近位ク
ロージャーチューブセグメント１１９０との間の近位スパインセグメント１１５０上にス
ライド可能に配置されている。様々な実施形態では、解放スリーブ１２００の近位端部は
、解放ボタン１２０４を備えることができる。この解放ボタン１２０４は、近位クロージ
ャーチューブセグメント１１９０の近位端部１１９５の対応するスロット１１９６内に突
出する。図２２および図３１を参照されたい。このような構造により、解放スリーブ１２
００は、近位クロージャーチューブセグメント１１９０のスパイン組立体１０３０上の軸
方向の運動を妨げることなく、近位スパインセグメント１１５０上を遠位側および近位側
に軸方向に運動することができる。
【００８８】
　図２７から最も具体的に分かるように、解放スリーブ１２００の遠位端部１２０２は、
内側に傾斜しており、近位クロージャーチューブセグメント１１９０の２つのクロージャ
ーチューブロック開口１１９４に隣接するように方向付けられている。遠位シャフト組立
体１０１０を近位シャフト組立体１０２０から解放するためには、使用者が、スロット１
１９６内で解放ボタンを遠位側に移動させて解放スリーブ１２００を遠位側に移動させる
。解放スリーブ１２００の傾斜した遠位端部１２０４がロックウエッジ１１８６に接触す
ると、このロックウエッジ１１８６が内側に移動して、近位クロージャーチューブセグメ
ント１１９０のロック開口１１９４との係合が解除される。解放スリーブ１２００の遠位
方向への更なる移動により、解放スリーブ１２００の第２の傾斜した内側エッジ１２０６
が、ロック戻り止め１２２４に接触して、これらのロック戻り止め１１２４を内側に付勢
して近位スパインセグメント１１５０の開口１１７２との係合を解除し、それにより遠位
シャフト組立体１０１０を近位スパイン組立体１０２０から取り外すことができる。
【００８９】
　図２２～図２８に示されている実施形態は、上記したタイプのシリンダ組立体５０１と
ともに有効に使用することができる。図２９および図３０に示されている実施形態は、上
記したシリンダ組立体８００またはベローズ組立体９００とともに有効に使用することが
できる。図２９および図３０から分かるように、遠位コネクタ１１１６は、そのコネクタ
に形成された、供給ラインセグメント９４０’に結合される１つのポート１３００のみを
有する。第１の供給ノズル１３０２が、図示されているように第１の遠位供給ポート１３
００から近位方向に突出している。同様に、コネクタ部分１１５４は、別の第１の供給ラ
インセグメント９４０”に結合される１つの近位供給ポート１３０６のみを有する。近位
供給ポート１３０６は、内部に第１の供給ノズル１３０２を取外し可能に受容するように
構成されている。図２９および図３０から分かるように、Ｏリングシール１３０８が、供
給ノズル１３０２が近位供給ポート１３０６内に挿入された時に、第１の供給ラインセグ
メント９４０’と別の第１の供給ラインセグメント９４０”との間に実質的に気密（また
は流体密封）シールを形成するために近位供給ポート１３０６と関連付けられている。こ
のように互いに結合されると、第１の供給ラインセグメント９４０’と９４０”とが連結
されて、第１の供給ライン９４０が形成される。したがって、供給ライン９４０により、
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上記したように加圧ガスをシリンダ組立体８００またはベローズ組立体９００に供給する
ことができる。
【００９０】
　図３２は、上記したエンドエフェクタ１２およびクロージャーチューブ組立体１７０と
ともに使用できる気体を動力とする関節動作関節組立体２００２を含む代替の関節動作可
能な外科用切断／ステープル留め器具２０００を例示している。この実施形態は、上記し
たシリンダ組立体５０１を用いることもできる。図３３～図３５から分かるように、関節
組立体２００２は、ピボット部材２０１４が近位端部２０１２から突出している遠位スパ
インセグメント２０１０を有するスパイン組立体２００４を含む。このピボット部材２０
１４は、このピボット部材２０１４から突出しているアクチュエータフィン２０１６を有
する。図３５に示されているように、シリンダ組立体５０１は、遠位スパインセグメント
２０１０内でトラニオン５１９に旋回可能に取り付けられている。
【００９１】
　ピボット部材２０１４は、近位スパインセグメント２０３０の遠位端部２０３２に形成
されたピボットソケット２０３４内に旋回可能に受容されている。ピボット部材２０１４
は、ピボット軸Ｅ‐Ｅを中心に近位スパインセグメント２０３０に対して自由に旋回する
ことができる。図３６を参照されたい。図３５から分かるように近位スパインセグメント
２０３０の遠位端部２０３２は、第１の供給ライン５４０の一部を受容するために溝２０
３６が内部に形成されている。同様に、第２の溝２０３８が、第２の供給ライン５４２を
内部に受容するために近位スパインセグメント２０３０の遠位端部２０３２に設けられて
いる。供給ライン５４０、５４２が、ピボットソケット２０３４の周りを通って遠位スパ
インセグメント２０１０の近位端部２０１２内に延び、上記した様々な要領でシリンダ組
立体５０１に取り付けられる。当業者であれば、遠位スパインセグメント２０１０が、近
位スパインセグメント２０３０に対してピボット軸Ｅ‐Ｅを中心に自由に旋回できるよう
にするために、中空近位スパインセグメント２０３０内の供給ライン５４０および５４２
に十分な弛みを持たせることができることを理解できよう。供給ライン５４０、５４２を
それぞれ溝２０３６、２０３８内に支持することにより、これらの供給ラインが、スパイ
ン組立体２００４に対するクロージャーチューブ組立体１７０の軸方向の運動を妨げない
ようになる。
【００９２】
　図３５から分かるように、第１の垂直供給通路２０４０が、ピボットソケット２０３４
と連絡して設けられている。同様に、第２の垂直供給通路２０５０が、図３５に示されて
いるように、ピボットソケット２０３４と連絡して設けられている。ハンドル組立体３０
０に取り付けられたスイッチ組立体２１００から延びた第３の供給ライン２０４２が、第
１の垂直供給通路２０４０と連絡し、スイッチ組立体２１００から延びた第４の供給ライ
ン２０５２が、第２の垂直通路２０５０と連絡している。関節組立体２００２を組み立て
るためには、ピボット部材２０１４をピボットソケット２０３４内に挿入し、図示されて
いるように、カバー２０６０をねじ２０６２または他の適当なファスナーを用いて近位ス
パインセグメント２０３０に取り付ける。したがって、第３の供給ライン２０４２から第
１の垂直供給通路２０４０に流入する加圧ガスにより、遠位スパインセグメント２０１０
がピボット軸Ｅ‐Ｅを中心に「Ｆ」方向に旋回し、第４の供給ライン２０５２から第２の
垂直供給ポート２０５０に流入する加圧ガスにより、遠位スパインセグメント２０１０が
、ピボット軸Ｅ‐Ｅを中心に近位スパインセグメント２０３０に対して「Ｇ」方向に旋回
する。図３４を参照されたい。
【００９３】
　図３７～図４５を参照されたい。様々な実施形態のスイッチ組立体２１００の構造およ
び動作を説明する。様々な限定目的ではない実施形態では、スイッチ組立体２１００は、
内部に供給ポート２１１２を有するスイッチブロック２１１０を含む。供給ポート２１１
２は、加圧ガス供給源６２０（図４４）または６１８（図４５）から加圧ガスを受け入れ
るために供給ライン６５１に結合されている。具体的には、供給ライン６５１は、供給ラ
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イン６５０からポート２１１２まで延びることができる。スイッチキャビティ２１１４が
、スイッチブロック２１１０内に設けられている。スイッチキャビティ２１１４は、内部
に切替え部材組立体２１３０の本体部分２１５０を旋回可能に受容する大きさである。ピ
ボットロッド２１５１が、スイッチブロック２１１０のピボット孔２１１１内に旋回可能
に受容されるように、本体部分２１５０の底部から突出している。図３９を参照されたい
。このような構造により、切替え部材組立体２１３０が、スイッチ軸Ｈ‐Ｈを中心に選択
的に回転することができる。図３８を参照されたい。一対のＯリング２１５２、２１５４
、または他の適当なシール部材を、切替え部材組立体２１３０の本体部分２１５０とスイ
ッチブロック２１１０との間に実質的に気密のシールを確立するために、図３８および図
３９に示されているように設けることができる。ステム２１５６が、切替えハンドル２１
５８を受容するために本体部分２１５０から突出している。切替えハンドル２１５８の回
転により、本体部分２１５０がスイッチキャビティ２１１４内を回転する。図３９から分
かるように、供給ポート２１１２は、スイッチブロック２１１０に形成されたヘッダー領
域２１１８と連絡した、スイッチブロック２１１０の供給通路２１１６と連絡している。
【００９４】
　切替え部材組立体２１３０の本体部分２１５０は、ヘッダー領域２１１８と連絡した、
内部を通る中心供給ポート２１６０を有する。第３の供給通路２０４５が、スイッチブロ
ック２１１０内に設けられている。図４０を参照されたい。第３の供給通路２０４５が、
第３の供給ライン２０４２が取り付けられた第３の供給ポート２０４４とスイッチキャビ
ティ２１１４との間に延びている。同様に、第４の供給通路２０５５が、スイッチブロッ
ク２１１０内に設けられ、第４の供給ライン２０５２が取り付けられた第４の供給ポート
２０５４とスイッチキャビティ２１１４との間に延びている。切替え部材組立体２１３０
が、図４０に示されているように位置付けられると、供給通路２１１６内まで供給ポート
２１１２を通ってスイッチブロック２１１０内に流入する加圧ガスが、ヘッダー領域２１
１８に入って中心供給通路２１６０に流れることができる。しかしながら、加圧ガスは、
中心供給通路２１６０の終端部でブロックされる。したがって、スイッチは、図４０に示
されているオフ位置にある。
【００９５】
　遠位スパインセグメント２０１０を右に旋回させるためには（図３４に示している位置
とは反対）、切替え部材組立体２１３０を、図４１に例示されている位置まで旋回させる
。この図面から分かるように、供給ポート２１１２から供給通路２１１６を通ってヘッダ
ー領域２１１８に至る、スイッチブロック２１１０に入る加圧ガスは、中心供給ポート２
１６０を通って第３の供給通路２０４５に、さらに第３の供給ライン２０４２に送られる
。次に、加圧ガスは、第１の垂直供給通路２０４０に流れ、ピボット部材２０１４のアク
チュエータフィン２０１６に接触し、ピボット部材２０１４を「Ｆ」方向に付勢する。ア
クチュエータフィン２０１６の反対側にある加圧ガスは、第２の垂直通路２０５０に入り
、第４の供給ライン２０５２に流れる。この加圧ガスは、スイッチブロック２１１０の第
４のポート２０５４内に流れるため、第４の供給通路２０５５に流れ込み、さらに本体部
分２１５０の第４のベント通路２１７０に流れる。第４のベント通路２１７０は、切替え
部材組立体２１３０の本体部分２１５０のアンダーカットベント領域２１５５と連絡して
いる。図４３を参照されたい。したがって、第４の供給ライン２０５２の加圧ガスは、第
４のベント通路２１７０を経てアンダーカットベント領域２１５５を介してスイッチから
排出される。
【００９６】
　遠位スパインセグメント２０１０を図３４に示されている位置まで旋回させるためには
、臨床医が、中心供給通路２１６０がヘッダー領域２１１８と第４の供給通路２０５５と
の間に延在するように切替え部材組立体２１３０を回転させる。したがって、供給ライン
６５１から供給通路２１１６に、さらにヘッダー領域２１１８に流れる加圧ガスは、中心
供給通路２１６０を介して第４の供給通路２０５５に流れる。この加圧ガスは、第４の供
給ポート２０５４から出て第４の供給ライン２０５２に流れる。第４の供給ライン２０５
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２により、この加圧ガスが第２の垂直供給通路２０５０に移送される。加圧ガスが第２の
垂直供給通路２０５０に流れるため、アクチュエータフィン２０１６が、ピボット部材２
０１４を「Ｇ」方向に旋回させる。図３４を参照されたい。アクチュエータフィン２０１
６の反対側の加圧ガスが、第１の垂直供給通路２０４０を介して第３の供給ライン２０４
２に流れる。この加圧ガスは、第３の供給ライン２０４２を出て第３の供給通路２０４５
を介して、本体部分２１５０内に設けられた第３のベント通路２１８０に流れる。第３の
ベント通路２１８０は、アンダーカットベント領域２１５５から加圧ガスを排出するよう
に方向付けられている。
【００９７】
　この実施形態の別の固有かつ新規な特徴は、臨床医が、単に切替えスイッチハンドル２
１５８を解放して遠位スパイン部分２０１０（およびエンドエフェクタ１２）を所望の関
節動作位置にロックすることができるようにする自動中立特徴構造である。具体的には、
図示されている構成の戻しばね２１９０が、図４０、図４１、および図４３に示されてい
るようにスイッチブロック２１１０に取り付けられている。戻しばね２１９０をスイッチ
ブロック２１１０内に保持するために、一対の相反したボス２１９２、２１９４が、スイ
ッチブロック２１１０の底面２１１３から突出している。戻しばね２１９０は、ボス２１
９２、２１９４のそれぞれのスロット２１９３、２１９５内に保持されている。図４３を
参照されたい。図４３から分かるように、戻しロッド２１５３が、切替え部材組立体２１
３０の本体部分２１５０から突出している。戻しロッド２１５３は、戻しばね２１９０の
自由端２１９６と２１９８との間に受容されている。図４３は、中立すなわち閉じた位置
にある本体部分２１５０を例示している。
【００９８】
　したがって、臨床医がエンドエフェクタ１２を関節動作させたい場合は、所望の関節動
作運動に対応する回転方向に切替え部材組立体２１３０の本体部分２１５０を移動させる
ように切替えハンドル２１５８を回転させる。臨床医が本体部分２１５０を回転させる際
は、戻しばね２１９０の自由端２１９６、２１９８の一方によって発生される力に反して
本体部分２１５０を回転させる。臨床医が、エンドエフェクタ１２を所望の位置まで関節
動作させたら、切替えハンドル２１５８を解放し、戻しばね２１９０により本体部分２１
５０が閉じた位置に移動し、エンドエフェクタ１２がその位置に保持される。臨床医が、
エンドエフェクタ１２の関節動作位置を調節したい場合は、単に切替えハンドル２１５８
を所望の方向に回転させて所望の位置にし、次いでハンドル２１５８を解放してエンドエ
フェクタ１２をその位置に保持する。
【００９９】
　図４４は、本発明の様々な限定目的ではない実施形態のスイッチ２１００に用いられる
制御システムの構成要素の構造を例示している。この図面から分かるように、取外し可能
な加圧ガス供給源６２０が用いられている。加圧ガス供給源６２０から流れる加圧ガスは
、供給ライン６５０を通ってレート弁６６０に、および供給ライン６５１を通ってスイッ
チ組立体２１００のポート２１１２に流れる。図４４に示されている実施形態では、加圧
ガス供給源６２０は、ハウジング組立体３００のグリップ部分３４２内に支持された交換
可能／再充填可能なキャニスター６２２を含む。このシリンダ６２２は、再充填可能とす
ることができる。しかしながら、当業者であれば、交換不可能／再充填可能な加圧ガス供
給源（シリンダ）を有効に利用できることも理解できよう。さらに別の実施形態では、ハ
ンドル組立体３００は、加圧ガスの外部供給源６１８から加圧ガスを供給するためのポー
ト６１６を備えることができる。例えば、器具は、可撓性供給ライン６１７を介して施設
の圧縮空気ライン（不図示）に結合することができる。図４５を参照されたい。
【０１００】
　図４６～図４８は、上記したタイプおよび構造の迅速分離接合部１０００’とともに用
いられる関節動作関節組立体２００２の構造の使用を例示している。しかしながら、この
構造では、合計４つのポートが用いられている。図４７から分かるように、遠位コネクタ
部分１１１６は、第１の供給ラインセグメント５４０’に結合された第１の遠位供給ポー
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ト１１１７を有する。第２の遠位供給ポート１１２０は、遠位コネクタ部分１１１６に設
けられており、第２の供給ラインセグメント５４２’に結合されている。第１の供給ノズ
ル部分１１１８が、図示されているように、第１の遠位供給ポート１１１７から近位方向
に突出している。第２の供給ノズル部分１１２２が、第２の供給ポート１１２０から近位
方向に外側に向かって突出している。
【０１０１】
　遠位コネクタ部分１１１６は、第３の供給ラインセグメント２０４２’に結合された第
３の遠位供給ポート１１１７’をさらに有する。第４の遠位供給ポート１１２０’が、遠
位コネクタ部分１１１６に設けられており、第４の供給ラインセグメント２０５２’に結
合されている。第３の供給ノズル部分１１１８’が、図示されているように、第３の遠位
供給ポート１１１７’から近位方向に突出している。第４の供給ノズル部分１１２２’が
、第４の供給ポート１１２０’から近位方向に外側に向かって突出している。
【０１０２】
　同様に、近位スパインセグメント１１５０の遠位端部１１５２は、別の第１の供給ライ
ンセグメント５４０”に結合された第１の近位供給ポート１１５６を有する第２のコネク
タ部分１１５４を有する。第２のコネクタ部分１１５４は、別の第２の供給ラインセグメ
ント５４２”に結合された第２の近位供給ポート１１６０をさらに有する。第１の近位供
給ポート１１５６は、内部に第１の供給ノズル１１１８を取外し可能に受容するように構
成されており、第２の近位供給ポート１１６０は、内部に第２の供給ノズル１１２２を取
外し可能に受容する大きさである。図４７から分かるように、第１のＯリングシール１１
５８が、第１のノズル１１１８が第１の近位供給ポート１１５６内に挿入された時に、第
１の供給ラインセグメント５４０’と別の第１の供給ラインセグメント５４０”との間に
実質的に気密（または流体密封）シールを形成するために第１の近位供給ポート１１５６
と関係付けられている。このように互いに結合されると、第１の供給ラインセグメント５
４０’と５４０”とが連結されて第１の供給ライン５４０が形成される。同様に、第２の
Ｏリングシール１１６２が、第２の供給ノズル１１２２が第２の近位供給ポート１１６０
内に挿入された時に、第２の供給ラインセグメント５４２’と別の第２の供給ラインセグ
メント５４２”との間に別の実質的に気密（または流体密封）シールを形成するために第
２の近位供給ポート１１６０と関係付けられている。このように互いに結合されると、第
２の供給ラインセグメント５４２’と５４２”とにより、第２の供給ライン５４２が形成
される。
【０１０３】
　加えて、近位スパインセグメント１１５０の遠位端部１１５２は、別の第３の供給ライ
ンセグメント２０４２”に結合された第３の近位供給ポート１１５６’を有する第２のコ
ネクタ部分１１５４を有する。第２のコネクタ部分１１５４は、別の第４の供給ラインセ
グメント２０５２”に結合された第４の近位供給ポート１１６０’も有する。第３の近位
供給ポート１１５６’は、内部に第３の供給ノズル１１１８’を移動可能に受容するよう
に構成されており、第４の近位供給ポート１１６０’は、内部に第４の供給ノズル１１２
２’を取外し可能に受容する大きさである。図４７から分かるように、第３のＯリングシ
ール１１５８’が、第３のノズル１１１８’が第３の近位供給ポート１１５６’内に挿入
された時に、第３の供給ラインセグメント２０４２’と別の第３の供給ラインセグメント
２０４２”との間に実質的に気密（または流体密封）シールを形成するために、第３の近
位供給ポート１１５６’と関係付けられている。このように互いに結合されると、第３の
供給ラインセグメント２０４２’と２０４２”とが連結されて第３のライン２０４２が形
成される。同様に、第４のＯリングシール１１６２’が、第４の供給ノズル１１２２’が
第４の近位供給ポート１１６０’内に挿入された時に、第４の供給ラインセグメント２０
５２’と別の第４の供給ラインセグメント２０５２”との間に別の実質的に気密（または
流体密封）シールが形成されるように第４の近位供給ポート１１６０’と関係付けられて
いる。このように互いに結合されると、第４の供給ラインセグメント２０５２’と２０５
２”とにより、第４の供給ライン２０５２が形成される。当業者であれば、他の取外し可
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能な結合構造すなわち迅速分離構造を、本発明の概念および範囲から逸脱することなく利
用できることを理解できよう。
【０１０４】
　本明細書の〔発明の背景〕で述べたように、エンドカッターシステムが、次第に小さく
なってきたため、必要な駆動力を発生させることができる気体を動力とするシステムを開
発するのがより困難になっている。このような問題は、電気モータを用いて回転駆動シャ
フトを駆動することでいくらか容易になった。回転運動は、長い可撓性の、または関節動
作可能な駆動シャフト上を容易に伝達することができる。電気モータの大きさおよびトル
ク能力において大幅な進展が得られたが、このようなシステムの効果は、電気モータを可
能な限りステープル留め機能に近づけるためにこの領域に適合できるモータの大きさおよ
び細長い遠位シャフトの直径の大きさによって制限される。様々な現在の適用例では、所
望のシャフトの直径の大きさにより、電気モータはシステムを駆動するのに十分なエネル
ギーを供給できず、かつシステムの遠位端部に電気モータを配置することができない。
【０１０５】
　以降の実施形態は、このような問題および電気駆動モータの使用に関連した問題および
欠点に対処している。後述するように、これらの実施形態は、回転動力を回転駆動エンド
カッターに伝達するために気体を動力とするモータを用いている。気体を動力とするモー
タは、一般に、モータに伝達されるガスの圧力および量に比例したトルクおよび回転（回
転／分）を生成する。図４９～図５６に示されている限定目的ではない実施形態では、関
節動作駆動シャフト組立体が、気体を動力とするモータからエンドエフェクタに回転運動
を伝達するために用いられている。しかしながら、当業者であれば、本発明のこれらの実
施形態の固有かつ新規な態様を、他の既知の回転駆動エンドエフェクタ、および回転駆動
運動をエンドカッターに伝達するために可撓性駆動シャフト構造を用いる他の外科器具と
ともに有効に使用できることも理解できよう。加えて、本発明のこれらの実施形態の固有
かつ新規な態様は、関節動作しないエンドエフェクタの構造と共に有効に利用することが
できる。
【０１０６】
　図４９～図５６は、回転駆動エンドカッター１５１２を用いた本発明の外科切断／ステ
ープル留め器具１５００を例示している。様々な回転駆動エンドカッターおよび他の外科
器具が存在する。例えば、このような１つの回転エンドカッターの構造は、参照して関連
する部分を本明細書に組み込む、シェルトン・ザ・フォース（Shelton, IV）らによる２
００６年１月３１日出願の米国特許出願第１１／３４３，４４７号（名称：「適応型ユー
ザーフィードバックを備えたモータ駆動外科用切断／ファスナー器具（Motor Driven Sur
gical Cutting and Fastening Instrument With Adaptive User Feedback）」）に開示さ
れている。他の例が、参照して関連する部分を本明細書に組み込む、シェルトン・ザ・フ
ォース（Shelton, IV）らによる２００６年６月２７日出願の米国特許出願（代理人整理
番号：KLNG 050704/END5779USNP）（名称：「手動駆動外科用切断／ファスナー器具（Man
ually Driven Surgical Cutting and Fastening Instrument）」）に開示されている。
【０１０７】
　図５０は、様々な限定目的ではない実施形態に従ったエンドエフェクタ１５１２の分解
組立図である。例示されている実施形態に示されているように、エンドエフェクタ１５１
２は、気体で動作する器具を受容する大きさの細長いチャネル１５２０を含むことができ
る。様々な限定目的ではない実施形態の気体で動作する器具は、内部に「発射機構」を操
作可能に支持するステープルカートリッジ５０を含む。この実施形態は、ナイフ部分１５
３８を備えたウエッジスレッド組立体１５３０を含む。ウエッジスレッド組立体１５３０
には、螺旋駆動ねじ１５６０がねじ込まれる。細長いチャネル１５２０の遠位端部１５２
１に位置付けられた軸受け１５２２が、螺旋駆動ねじ１５６０を受容し、この螺旋駆動ね
じ１５６０が細長いチャネル１５２０に対して自由に回転することができる。螺旋駆動ね
じ１５６０は、この駆動ねじ１５６０の回転により、ウエッジスレッド組立体１５３０が
、カートリッジ内に支持されたステープルが全て発射される完全に延出した位置すなわち
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作動した位置と、完全に引き戻された位置すなわち非作動位置との間で細長いチャネル１
５２０内を遠位側または近位側（回転方向によって決まる）に並進運動するように、ウエ
ッジスレッド組立体１５３０のねじ孔（不図示）に螺合する。したがって、螺旋駆動ねじ
１５６０が一方向に回転すると、ウエッジスレッド組立体１５３０が、カートリッジ５０
内を遠位側に駆動され、エンドエフェクタ１５１２内にクランプされた組織を切断し、カ
ートリッジ５０内のステープルを発射し、これらのステープルが、細長いチャネル１５２
０に旋回可能に結合されたアンビル４０の底面に接触して成形される。ウエッジスレッド
組立体１５３０のスレッド部分１５３２は、例えばプラスチックから作ることができ、傾
斜した遠位面１５３４を有することができる。ウエッジスレッド組立体１５３０が細長い
チャネル１５２０を通り抜ける際に、傾斜した前面１５３４が、ステープルカートリッジ
５０内のステープルをクランプされた組織を通ってアンビル４０まで押し上げるか、また
は駆動させることができる。アンビル４０によってステープルが曲げられるため、切断さ
れた組織がステープル留めされる。ウエッジスレッド組立体１５３０が引き戻されると、
ナイフ部分１５３８とスレッド部分１５３２とが係合解除されることができ、これにより
、スレッド部分１５３２が細長いチャネル１５２０の遠位端部に残る。当業者であれば、
他の発射機構を備えた他の気体で動作する器具を利用できることを理解できよう。
【０１０８】
　図５１および図５２は、ハンドル組立体３００内の気体で駆動されるモータから螺旋駆
動ねじ１５６０に回転運動を伝達するための１つの駆動シャフト構造を例示している。図
５１から分かるように、この実施形態は、詳細を上記したクロージャーチューブ組立体１
７０を用いることができる。クロージャーチューブ組立体１７０は、スパイン組立体１５
４０上にスライド可能に受容される。スパイン組立体１５４０は、歯車１５５２、１５５
４、１５５６を含むかさ歯車組立体１５５０によって第２の（または遠位）駆動シャフト
１５４６と連絡する主回転（または近位）駆動シャフト１５４４を回転可能に支持する近
位スパインセグメント１５４２を含む。第２の駆動シャフト１５４６は、螺旋駆動ねじ１
５６０の近位駆動歯車１５６２に係合する駆動歯車１５４８に接続されている。垂直かさ
歯車１５５２が、近位スパインセグメント１５４２の遠位端部の開口１５４３内に旋回可
能に支持されている。遠位スパインセグメント１５７０を用いて、第２の駆動シャフト１
５４６および駆動歯車１５４８、１５５４を囲むことができる。本明細書では、主駆動シ
ャフト１５４４、第２の駆動シャフト１５４６、および関節動作組立体（例えば、かさ歯
車組立体１５５０）を総称して「主駆動シャフト組立体（main drive shaft assembly）
」と呼ぶこともある。
【０１０９】
　図５３および図５４から分かるように、器具１５００の様々な実施形態は、加圧ガスの
形態である気体動力源６２０によって動力が供給される。これらの図面に示されている実
施形態では、気体動力源６２０は、ハウジング組立体３００のグリップ部分６４２内に支
持された交換可能／再充填可能なキャニスター６２２を含む。このシリンダ６２２は、再
充填可能にすることができる。しかしながら、当業者であれば、交換不可能／再充填可能
な加圧ガス供給源（シリンダ）も有効に利用できることを理解できよう。さらに別の実施
形態では、ハンドル組立体３００は、外部加圧ガス供給源６１８から加圧ガスを供給する
ためにポート６１６を備えることができる。例えば、器具１５００は、可撓性供給ライン
６１７を介して施設の圧縮空気ライン（不図示）に結合することができる。図５３Ａを参
照されたい。
【０１１０】
　取り外し可能／再充填可能なシリンダ６２２の固有かつ新規な態様を詳細に後述する。
しかしながら、エンドエフェクタ１５１２に回転運動を付与するための駆動システムを説
明するために、加圧ガスが、シリンダ６２２または外部圧力源６１８から圧力で供給ライ
ン６５０を介しての従来のレート弁６６０に流れることが分かるであろう。レート弁６６
０は、作動トリガー６７０に取り付けられた供給リンク６６２に結合されている。図５３
および図５８を参照されたい。様々な実施形態では、作動トリガー６７０は、移動監視部
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材に隣接して、または右側ケース部材３２０と左側ケース部材３３０との間に延びるピボ
ットピン３７０によってハンドル組立体３００に旋回可能に結合された相対位置発射トリ
ガー３１０’に隣接して支持されている。相対位置発射トリガー３１０’は、プラスチッ
クまたは他の適当な材料から作製することができ、図示されているように、作動トリガー
６７０を受容するために実質的にＵ型の断面を有する部分を備えている。臨床医は、下側
の３本の指が相対位置トリガー３１０’、人差し指が作動トリガー６７０に来るように自
分の手をハウジング組立体３００のグリップ部分３５２に置くことができる。作動トリガ
ー６７０を相対位置トリガー３１０’に向かって内側に握ると、レート弁６６０により、
供給源６２０（図５３Ａでは６１８）から圧力を受けて加圧ガスがレート弁６６０を通り
、供給ライン６８０を介して方向制御弁１６１０内に送られる。
【０１１１】
　図５６から分かるように、方向制御弁１６１０は、順方向部分１６２０、停止部分１６
３０、および逆方向部分１６４０を有する。制御弁の部分１６２０、１６３０、１６４０
は、ハンドルハウジング３００を貫通して突出するプッシュボタン１６１２および１６１
４によって手動で切り替えることができる。図４９および図５６を参照されたい。２つの
供給／排出ライン１７００、１７１０が、方向制御弁１６１０から従来の気体を動力とす
るモータ１７３０まで延びている。したがって、臨床医が、制御弁１６１０を順方向位置
に切り替えると、順方向通路１６２２により、加圧ガスが供給ライン６８０から供給／排
出ライン１７００に流れるため、気体で駆動されるモータ１７３０が、モータ駆動シャフ
ト１７３２を第１の方向に駆動し、これにより、詳細を後述するように、回転運動が駆動
シャフト１５４４に伝達され、ウエッジスレッド組立体１５３２およびナイフ部分１５３
８が、発射ストローク中にエンドエフェクタ１５１２内を遠位側に駆動される。供給ライ
ン１７１０を介して気体を動力とするモータ１７３０から出るガスは、ベントポート１６
３２を介して排出される。方向制御弁１６１０が逆方向位置に切り替えられると、供給ラ
イン６８０を流れるガスが、供給ライン１７１０を介して気体を動力とするモータ１７３
０に流れることができる。供給／排出ライン１７００を介して気体を動力とするモータ１
７３０から出るガスは、ベントポート１６３２を介して排出される。方向制御弁が停止位
置にあると、供給ライン１６８０および供給／排出ライン１７１０が閉じられて、供給ラ
イン１７００がベントポート１６３２に接続される。図５６を参照されたい。
【０１１２】
　図５６からさらに分かるように、気体を動力とするモータ１７３０の出力シャフト１７
３２は、遊星歯車組立体１７４０の入力シャフト１７３８に取り付けられた第２の駆動歯
車１７３６に噛合する第１の駆動歯車１７３４を有することができる。遊星歯車組立体１
７４０は、駆動シャフト１５４４に回転運動を伝達するために従来のシャフト結合部材１
７４３によってこの駆動シャフト１５４４の近位端部１５４５に結合された出力シャフト
１７４２を有する。したがって、方向制御弁１６１０が順方向位置に切り替えられると、
気体を動力とするモータ１７３０の出力シャフト１７３２が、歯車１７３４、１７３６、
および遊星歯車組立体１７４０を介して駆動シャフト１５４４に回転運動を与え、これに
より、ウエッジスレッド組立体１５３０およびナイフ部分１５３８がカートリッジ５０内
を通過してエンドエフェクタ１５１２内にクランプされた組織を切断し、カートリッジ５
０内のステープルを駆動させ、これらのステープルがアンビル４０に接触して成形される
。方向制御弁１６１０が逆方向位置に切り替えられると、気体を動力とするモータ１７３
０の出力シャフト１７３２が、駆動シャフト１５４４に反対の回転運動を付与し、ウエッ
ジスレッド組立体１５３０およびナイフ部分１５３８がカートリッジ５０内を近位方向に
引き戻される。
【０１１３】
　図４９～図５６に示されている実施形態は、カートリッジ内を遠位側に前進する際およ
び引き戻される際に、臨床医がカートリッジ５０内のナイフ部分１５３８およびウエッジ
スレッド組立体１５３０の位置を監視できるように、臨床医に様々な形態のフィードバッ
クを供給し、かつ器具の機能性を高める固有かつ新規の特徴も有する。図５６を再び参照
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すると、フィードバック歯車１７５０が、駆動シャフト１５４４すなわち遊星歯車組立体
１７４０の出力シャフト１７４２に設けられていることが分かるであろう。フィードバッ
ク歯車１７５０は、ねじが設けられたナイフ位置シャフト１７５４に取り付けられたナイ
フ位置歯車１７５２に噛合して接触している。ナイフ位置シャフト１７５４は、このナイ
フ位置シャフトが内部で自由に回転するのを容易にする適切な軸受け構造（不図示）によ
って支持することができる。近位リミットスイッチ１７６０が、シャフト１７５４の近位
端部１７５６と関係付けられ、遠位リミットスイッチ１７７０が、シャフト１７５４の遠
位端部１７５８と関係付けられている。ナイフ位置表示装置１７８０が、遠位方向および
近位方向に移動できるようにナイフ位置シャフト１７５４に螺合している。駆動シャフト
１５４４が、ウエッジスレッド組立体１５３０およびナイフ部分１５３８がカートリッジ
５０内を遠位側に移動する方向に回転すると、ナイフ位置表示装置１７８０も、遠位リミ
ットスイッチ１７７０に向かって近位側に移動する。遠位リミットスイッチ１７７０は、
ウエッジスレッド１５３０およびナイフ部分１５３８が最遠位位置にある場合、ナイフ位
置表示装置１７８９が遠位リミットスイッチ１７７０を作動させるように方向付けられて
いる。臨床医が、発射ストローク中の発射機構（ウエッジ組立体１５３０およびナイフ部
分１５３８）の位置を決定するためにナイフ位置表示装置１７８０の位置を確認すること
ができ、かつ、引戻しストロークの際にウエッジ組立体１５３０の位置を監視するための
手段を臨床医に提供するために、窓が、左側ケース部材３３０（ハウジング組立体３００
のナイフ位置シャフト１７５４の位置によっては、右側ケース部分３２０）に設けられて
いる。
【０１１４】
　また、様々な実施形態では、遠位パイロットライン１７７２を、供給ライン６５０から
遠位リミットスイッチ１７７０まで設けることができる。遠位リミットスイッチライン１
７７４を、遠位リミットスイッチ１７７０と方向制御弁１６１０との間に設けることがで
きる。したがって、ウエッジスレッド組立体１５３０およびナイフ部分１５３８が発射ス
トロークを終了し、ナイフ位置表示装置１７８０が遠位リミットスイッチ１７７０を作動
させると、遠位リミットスイッチ１７７０により、供給ライン６５０からの圧力により加
圧ガスが遠位リミットスイッチライン１７７４を介して方向制御弁１６１０内に流れ、様
々な実施形態では、方向制御弁１６１０が自動的に逆方向位置に切り替わり、これにより
、気体を動力とするモータ１７３０が逆回転し、最終的には駆動シャフト１５４４に逆回
転運動を与える。気体を動力とするモータ１７３０が駆動シャフト１５４４を逆回転させ
ると、この逆回転運動がナイフ位置シャフト１７５４に伝達され、これにより、ナイフ位
置表示装置１７８０が近位リミットスイッチ１７６０に向かって戻る。近位パイロットラ
イン１６６２が、近位リミットスイッチ１６６０と供給ライン６５０との間に延びて、ナ
イフ位置表示装置１７８０が近位リミットスイッチ１６６０を作動させると（ウエッジス
レッド１５３０およびナイフ部分１５３８が完全に引き戻された位置に移動したことを示
す）、近位リミットスイッチ１６６０により、ガスが近位リミットスイッチライン１６６
４を介して方向制御弁１６１０に流れ、これにより、方向制御弁１６１０が自動的に停止
位置に切り替わるようにすることもできる。
【０１１５】
　様々な実施形態では、遠位リミットスイッチ１７７０が発射ストロークの最後で作動さ
れると、遠位リミットスイッチライン１７７４を通過する空気が第１の笛１７９０を作動
させて、臨床医が、ウエッジスレッド／ナイフが発射ストロークの最後に達したことを示
す音の信号を受け取ることができるように、第１の空気を動力とする笛１７９０または他
の適当な音を生成する装置を、遠位リミットスイッチライン１７７４（または遠位リミッ
トスイッチ１７７０）と連絡させることができる。同様に、近位リミットスイッチ１７６
０が引戻しストロークの最後で作動されると、近位リミットスイッチライン１７６４を通
過する空気が第２の笛１７９２を作動させて、臨床医が、ウエッジスレッド／ナイフが引
戻しストロークの最後に達したことを示す別の音の信号を受け取ることができるように、
第２の空気を動力とする笛１７９２または他の適当な音を生成する装置を、近位リミット
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スイッチ１７６０と連絡させることができる。別の実施形態では、いつウエッジスレッド
／ナイフが発射ストロークおよび／または引戻しストロークの最後に達するかを示す別の
表示を使用者に提供するために、例えば、バッテリを動力とする発光ダイオードまたは他
の信号装置を、遠位および近位リミットスイッチ１７７０、１７６０と連絡させることが
できる。代替の実施形態では、装置が、いつ発射ストロークおよび／または引戻しストロ
ークの最後に達するかを示すために、笛１７９０、１７９２を圧力センサまたは圧力計と
交換することができる。
【０１１６】
　図４９～図５６に示されている様々な実施形態では、気体で駆動されるモータが、ハン
ドル組立体３００内で支持されている。図５２Ａおよび図５２Ｂに示されている実施形態
では、気体を動力とするモータ１７３０’が遠位スパイン部分１１０内に位置している。
モータ駆動シャフト１５４６は、螺旋駆動ねじ１５６０の近位駆動歯車１５６２に噛合し
た駆動歯車１５４８’を有する。図５２Ａは、上記したように関節動作接合部１０４に接
続された、このような遠位側に取り付けられる気体を動力とする空気モータを示している
。図５２Ｂに示されている実施形態は、上記したように気体を動力とする関節動作関節組
立体２００２を用いている。このような遠位側に取り付けられる空気モータ構造は、他の
関節動作関節構造を利用する外科器具とともに用いてもよいし、ハンドル組立体またはハ
ンドル組立体が取り付けられた細長いシャフト組立体の部分に対してエンドエフェクタが
関節動作しない器具とともに用いてもよい。当業者であれば、このような遠位側に取り付
けられる気体を動力とするモータ構造は、このモータがハンドル組立体内に支持され、発
射および引戻し運動が関節動作接合部を介してエンドエフェクタに伝達されなければなら
ない実施形態について、細長い駆動シャフト構造で起こり得る動力損失を最小限にするこ
とを理解できよう。図５２Ａおよび図５２Ｂに示されているような実施形態は、モータ１
７３０’に動力を供給するために関節動作接合部を通過する唯２つのライン１７１０およ
び１７６０が必要である。ライン１７１０および１７６０は、可撓性チューブまたは同等
物を含むことができ、関節動作接合部を通るために１つまたは複数の駆動部材を必要とす
る他の構造に比べて、関節動作接合部を制限する可能性が低い。
【０１１７】
　また、本発明の様々な実施形態は、器具の発射構成要素の相対位置に関して触知の形態
で使用者にフィードバックするように構成することができる。ある実施形態では、これは
、移動監視部材すなわち相対位置トリガー３１０’を、装置の駆動シャフトまたは発射機
構に加えられる前進運動および引戻し運動に関連させることによって達成される。具体的
には、図５３～図５５に示されているように、この実施形態は、フィードバックリンク組
立体１８００を含むことができる。フィードバックリンク組立体１８００は、様々な限定
目的ではない実施形態では、相対位置トリガー３１０’の上側取付けプレート部分３３２
に回転可能に取り付けられたナット部材３３４に螺合するねじが設けられた手動フィード
バックシャフト１８０１を含むことができる。手動フィードバックシャフト１８０１の遠
位端部は、ナイフ位置歯車１７５２に噛合した手動フィードバック歯車１８０４を支持す
る自在継手部分（universal joint portion）１８０２を有する。方向制御弁１６１０が
順方向位置にある場合、気体を動力とするモータ１７３０が、ウエッジスレッド１５３０
およびナイフ部分１５３８の形態である発射機構がシリンダ内を遠位側に駆動される（発
射ストローク）ように、駆動シャフト１５４４を駆動する。フィードバック歯車１７５０
は、ナイフ位置歯車１７５２を駆動し、このナイフ位置歯車１７５２が、手動フィードバ
ック歯車１８０４を駆動する。次に、手動フィードバック歯車１８０４が、ナット３３４
との螺合によって手動フィードバックシャフトを回転させて、ハンドル組立体３００のグ
リップ部分３４２に向かって相対位置トリガー３１０’を引戻し、これにより、ウエッジ
スレッド１５３０およびナイフ部分１５３８の前進の「触知」表示を臨床医に提供するこ
とができる。当業者であれば、臨床医が、相対位置トリガー３１０’をハンドル組立体３
００のグリップ部分３４２に向かって旋回させようとすると、手動フィードバックシャフ
ト１８０１およびナット３３４がグリップ部分３４２の動きを防止することを理解できよ
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う。しかしながら、相対位置トリガー３１０’は、ウエッジスレッド１５３０およびナイ
フ部分１５３８の前進および引戻しに関連して自動的に旋回する。このような構成により
、外科処置の間、単に相対位置トリガー３１０’を握ることで、臨床医に、ウエッジスレ
ッド組立体１５３０およびナイフ部分１５３８（発射機構）の前進および引戻しの自動的
な触知表示を提供することができる。したがって、臨床医は、フィードバックを得るため
に何も見る必要がない。このような構成により、臨床医は、非作動位置と作動位置との間
を発射機構が前進する際、および発射機構が作動位置から非作動位置に戻る際に、片手で
視覚的ではないフィードバックを受けることができる。
【０１１８】
　概して３３３として示されている別の触知のフィードバック構造を備えた様々な実施形
態をさらに提供することもできる。例えば、図５３～図５６から分かるように、相対位置
トリガー３１０’の上側取付けプレート部分３３２は、発射および引戻しストロークの際
に相対位置トリガー３１０’がピン３７０を中心に旋回する時に、ハンドル組立体３００
内に取り付けられたばねアーム３３７に係合するように設計された一連のスロット３３５
、戻り止め、および溝などを備えることができる。上側取付けプレート部分３３２が相対
位置トリガー３１０’とともに旋回すると、ばねアーム３３７の端部が、連続する各スロ
ット３３５内に入り込み、相対位置トリガー３１０’を握っている時に臨床医が感じるこ
とができる、上側取付けプレート部分３３２に対する力を（連続的に）付与する役割を果
たす。したがって、相対位置トリガー３１０’が前進すると、臨床医は、相対位置トリガ
ー３１０’（したがって発射機構）が、発射ストロークの際に前進しているのか、または
引戻しストロークの際に引き戻されているのかを確認するために発射機構の動きに対応し
た一連の追加の触知のフィードバック運動を受けることができる。加えて、ばねアーム３
３７の端部が連続した各スロット内に入り込むと、この端部が、可聴音およびクリック音
などを生成することができ、臨床医が、発射ストロークおよび引戻しストローク中の発射
機構の動きについての可聴音のフィードバックを受けることができる。したがって、この
実施形態は、非作動位置と作動位置との間の発射機構の運動に関連した一連（少なくとも
２つ）の可聴音を生成する。
【０１１９】
　当業者であれば、器具１５００は、従来の気体を動力とするエンドカッター構造に比べ
て著しく改善されていることを理解できよう。例えば、様々な実施形態は、発射機構（ウ
エッジスレッド／ナイフ）が発射ストローク中に駆動されている時にこの位置を臨床医が
監視するための手段を提供する。ある実施形態では、ウエッジスレッド／ナイフが発射ス
トロークの最後に達すると、ウエッジスレッド／ナイフが自動的に引き戻される。完全に
引き戻された位置に達すると、方向制御弁が自動的に停止位置に切り替わり、これにより
、供給源６１８または６２０から気体を動力とするモータ１７３０への空気の供給が停止
される。しかしながら、臨床医が、作動プロセス中に、シリンダ内のウエッジスレッド／
ナイフの前進を停止したい場合は、単に方向制御弁１６１０を逆方向位置に手動で切り替
えて、ウエッジスレッド／ナイフが所望の引戻し位置まで移動するまで、作動トリガー６
７０を作動し続けて、加圧ガスを、気体を動力とするモータ１７３０に供給することがで
きる。さらに、固有かつ新規の相対位置トリガー３１０’により、臨床医は、相対位置ト
リガー３１０’を握っている間、臨床医が感じることができる手のフィードバックすなわ
ち触知のフィードバックを受けることができる。また、臨床医は、ウエッジスレッド／ナ
イフが、発射ストロークの最後に達した時、および／または完全に引き戻された時に、可
聴音信号を聞くことができる。
【０１２０】
　当業者であれば、移動監視装置によって得られる固有かつ新規の特徴は、駆動部材５０
０、８００またはベローズ組立体９００の前進および引戻しが相対トリガー３１０’に直
接または間接的に関連するように、プッシュ／プル可撓性ケーブル（不図示）または硬質
部材（関節動作しない実施形態の場合）によって、上側取付けプレート部分３３２または
相対位置トリガー３１０’の他の部分にこれらの駆動部材をそれぞれ接続して、これらの
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駆動部材を利用して達成することもできることを理解できよう。この固有かつ新規の構造
は、後述する図７０～図８３に示されている実施形態にも用いることができる。
【０１２１】
　上記したように、フィードバックリンク組立体１８００は、臨床医に発射機構の進行を
監視するための手段を提供するために、発射機構の運動速度に対応する速度で相対位置ト
リガー３１０’を自動的に移動させるだけでなく、フィードバックリンク組立体１８００
は、臨床医が相対位置トリガー３１０’を手動で旋回するのを効果的に防止または大幅に
制限するねじまたは他の手段を用いることができる。このような限定目的ではない実施形
態では、相対位置トリガー３１０’が移動するのは、フィードバックリンク組立体がこの
トリガー３１０’を移動させる時だけである。さらに別の実施形態では、相対位置トリガ
ー３１０’の手動の移動は、作動すると相対位置トリガー３１０’のあらゆる旋回運動を
防止するように構成されたモータ（不図示）または別のガスシリンダ（不図示）によって
防止することができる。例えば、作動トリガー６７０に対する力が存在するとガスが解放
されるが、発射機構が移動を開始するまで相対位置トリガー３１０’が実質的に移動する
ことができず、発射機構が停止すると相対位置トリガー３１０’の動きも停止する。
【０１２２】
　しかしながら、別の様々な実施形態では、フィードバックリンク組立体１８００は、臨
床医が望む場合、気体を動力とするモータ１７４０の形態である駆動部材に力を加えるか
、または発射機構の前進を遅くするために、発射ストロークの間、臨床医がこの駆動部材
を補助できるように構成することもできる。これらの様々な実施形態では、例えば、フィ
ードバックシャフト１８０１は、臨床医が相対位置トリガー３１０’に圧力を加えて、こ
れによりナット３３４との係合によってシャフト１８０１に対して回転の力を実際に付与
することができる、アクメ型のねじまたは他のねじ構造または構成に形成することができ
る。シャフト１８０１に回転運動を付与することにより、臨床医は、駆動シャフト１５４
４に取り付けられた歯車１７５０に噛合した歯車１８０４に回転力を加えることもできる
。したがって、発射機構が抵抗を受けた場合、臨床医は、相対位置トリガー３１０’を握
って、機械的に発生された力を駆動シャフト１５４４に加えることができる。臨床医は、
発射機構の動きを減速させるか、または遅くしたい場合は、相対位置トリガー３１０’に
力を加えて、シャフト１８０１および歯車１８０４、したがって駆動シャフト１５４４の
回転に抵抗を与えて／回転を遅くすることができる。
【０１２３】
　上記した様々な実施形態は、圧力下にあるガスを供給して装置を操作するための取外し
可能なシリンダ６２２の形態である物質貯蔵部材の使用に関連して説明してきた。様々な
実施形態では、取外し可能なシリンダ６２２は、初めから、圧力下にあるガスで満たされ
ていてもよく、また、再充填することができてもよい。別の実施形態では、シリンダは、
再充填することができなくてもよい。例えば、シリンダ６２２は、二酸化炭素が充填され
た従来の使い捨てシリンダを含むことができる。シリンダが空になったら、使用者は、そ
のシリンダをハンドル組立体から取り外して新しい充填済みシリンダと交換する。利用で
きる他のタイプのガスの例として、圧縮空気、二酸化炭素（CO2）、窒素、酸素、アルゴ
ン、ヘリウム、水素化ナトリウム、プロパン、イソブタン、ブタン、クロロフルオロカー
ボン、ジメチルエーテル、メチルエチルエーテル、亜酸化窒素、ヒドロフルオロアルカン
（Hyrdofluoroalkanes）（ＨＦＡ）（ＨＦＡ１３４ａ（１，１，１，２，‐テトラフルオ
ロエタン）、またはＨＦＡ２２７（１，１，１，２，３，３，３，‐ヘプタフルオロプロ
パン）のいずれか）を挙げることができる。このような構成により、従来の気体を動力と
する外科器具の構造よりも大幅に改善される。しかしながら、器具の使用できる回数は、
このようなシリンダ内に貯蔵できるガスの量と、装置の無菌性を有効に維持する必要性に
よって決まる。
【０１２４】
　本発明の他の実施形態は、貯蔵圧力時に非気体の液体状態の物質を貯蔵し、かつ装置の
作動時に低圧にされるとこの液体の少なくとも一部が蒸発して気体状態になるシリンダ６
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２２を用いている。これらの実施形態に用いることができるこのような液体の例として、
亜酸化窒素、ジメチルエーテル、メチルエチルエーテル、水素化ナトリウム、プロパン、
イソブタン、ブタン、ヒドロフルオロアルカン（Hyrdofluoroalkanes）（ＨＦＡ）（例え
ば、ＨＦＡ１３４ａ（１，１，１，２，‐テトラフルオロエタン）、またはＨＦＡ２２７
（１，１，１，２，３，３，３，‐ヘプタフルオロプロパン）のいずれか）、および高圧
下の二酸化炭素（CO2）が含まれる。
【０１２５】
　図５７は、上記した液体物質６２４の１つを有するシリンダ６２２の限定目的ではない
一例を示している。シリンダ６２２は、内部に貯蔵された液体／蒸気に適合性があり、か
つ内部で発生される内圧に耐えることができる鋼鉄、アルミニウム、または他の材料から
作製することができる。このような上記したタイプの外科器具を用いる場合、臨床医は、
エンドエフェクタ１２の所望の位置を得るために上下を含め、様々な位置にハンドル組立
体３００を回すことがよくある。したがって、これらの実施形態では、このような操作の
際に、液体が不所望にシリンダ６２２から制御システム内に進入するのを防止するべく、
シリンダ６２２内に膜６２６が設けられている。この膜６２６は、液体物質の通過を防止
するが、この液体から生成される蒸気６２８の通過を可能にする材料から作製することが
できる。したがって、臨床医は、液体物質６２４が方向制御弁１６１０および／または気
体を動力とするモータ１７３０に進入するリスクがなく、ハンドル組立体３００を自由に
操作することができる。シリンダ６２２は、１つの部品からなる構造として例示されてい
るが、内部に液体物質６２４および膜６２６を導入するのを容易にするために２つ以上の
部品から作製することもできる。適当なシール部材を用いて、このような実施形態のシリ
ンダの様々な部分間に気密シールを確立することができる。加えて、充填ポート（不図示
）を、シリンダ６２２を充填するために設けることができる。
【０１２６】
　図５７に示されている実施形態では、臨床医が、方向制御弁１６１０を順方向位置に移
動させてレート弁６６０を作動させると、シリンダ６２２内の圧力が低下する。このよう
な圧力の低下により、液体物質６２４が気化し始め、蒸気６２８が膜６２６を通過し、上
記した様々な制御システムに動力を供給するために使用される。したがって、シリンダ６
２２内の圧力を低下させることにより、液体物質６２４が気化し始め、この加圧蒸気６２
８を用いて装置に動力を供給することができる。
【０１２７】
　他の実施形態は、液体物質を気体状態に遷移させるために燃焼を必要とする液体物質を
用いることができる。このような液体物質の例としてプロパン、ブタン、および他の石油
製品を挙げることができる。従来のプッシュボタン式の点火または他の点火システムを用
いてこのような液体物質に点火することができる。このような適用例では、装置の他の構
成要素は、燃焼によって発生するあらゆる熱／フュームを安全に分散できる材料から製造
することができる。さらに別の実施形態では、加熱によって低い圧力および温度で固体か
ら流体、固体から気体、または流体から気体に遷移するように特別に設計されている相変
化物質を用いることができる。このような相変化物質の例として、パラフィンおよび様々
なナトリウムハイブリッド（sodium hybrids）の混合物を挙げることができる。このよう
な相変化物質は、システムに熱を加えることで容量が大きく変化しうる。このような装置
は、物質に必要な熱を加えるためのバーナーなどの手段を利用することができる。また、
このような熱にさらすことができるこれらの装置の構成要素は、熱を安全に分散し、使用
の際に臨床医を保護する材料から設計および構成することができる。
【０１２８】
　図５７に示されている実施形態は、上記した様々な異なるタイプのシリンダとともに用
いることができ、シリンダがハンドル組立体３００内に永久的に取り付けられる他の実施
形態に比べて様々な利点を付与する。より具体的には、図５７に示されているように、シ
リンダ６２２は、ハンドル組立体３００のグリップ部分３４２内に形成されたキャビティ
６７１内に受容されうる。キャビティ６７１にアクセスするために、グリップ部分３４２
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は、容易に分離できる２つの部品から製造するか、またはスナップ式または他の方法で取
外し可能にグリップ部分に取り付けられる取外し可能なカバーパネル（不図示）を備える
ことができる。様々な実施形態では、シリンダ６２２の放出端部（discharge end）６３
０が、ヘッダーブロック６３２のねじポート６３４内にねじ込まれる。ねじポート６３４
は、ニードル弁６３８によって開閉される供給通路６３６と連絡している。具体的には、
様々な実施形態では、ニードル弁６３８は、供給通路６３６がこのニードル弁６３８の回
転によって開閉できるようにヘッダーブロック６３２にねじ込まれる。しかしながら、他
の弁または流量制御構造を用いることもできる。
【０１２９】
　臨床医に、使用中にシリンダの圧力の表示を提供するように、従来の圧力計６４０を、
供給通路６３６と流体連通させて取り付けることができる。また、使用者が、使用中に圧
力計６４０を見ることができるようにゲージ窓６４２をグリップ部分３４２に設けること
ができる。図４９を参照されたい。
【０１３０】
　図５７および図５８から分かるように、シリンダ６２２は、主ハンドル部分３４０から
下方に突出する主取付け部分３４４に取外し可能に取り付けできる切り離し可能なグリッ
プ部分３４２内に支持されうる。切り離し可能なグリップ部分３４２は、あらゆる適当な
構造によって主取付け部分３４４と係合することができる。例えば、様々な実施形態に従
えば、取外し可能なグリップ部分３４２と主取付け部分３４４との係合は、図示されてい
るような直線状のスライド構造によって実現することができる。例えば、図５７～図５９
および図６１に示されているように、解放可能なグリップ部分３４２は、第１および第２
の上側スライドレール３６７と、第１および第２の下側スライドレール３６８と、をさら
に含む。これらの図面から分かるように、第１の上側スライドレール３６７は、ランプ３
６９を画定している。上側スライドレール３６７は、主ハンドル部分３４０内に画定され
た対応する領域３８４内にパネル３８０および３８２によって受容されるように設計され
ている。
【０１３１】
　この外科器具は、ロックアウトシステム１９００をさらに含むことができる。ロックア
ウトシステム１９００は、例えば図５９および図６４～図６９に詳細に示されているよう
に、切り離し可能なグリップ部分３４２が主取付け部分３４４から所定回数取り外される
と、主取付け部分３４４が切り離し可能なグリップ部分３４２に接続されるのを妨げるよ
うに構成されている。この所定回数は、任意の回数とすることができる。このような構成
は、装置を使用できる回数を制限することによって装置の無菌性を効率的に確実に維持す
る際に特に有利であろう。例えば、様々な実施形態に従えば、ロックアウトシステム１９
００は、切り離し可能なグリップ部分３４２が主取付け部分３４４から２回取り外される
と、主取付け部分３４４を切り離し可能なグリップ部分３４２に接続するのを妨げること
ができる。ロックアウトシステム１９００は、図示されているように、主に主ハウジング
部分３４０内に配置されているが、他の実施形態に従えば、ロックアウトシステム１９０
０は、主に切り離し可能なグリップ部分３４２内に配置できることを理解されたい。
【０１３２】
　図５９に示されているように、ロックアウトシステム１９００は、カウンター１９０２
、およびこのカウンター１９０２に結合されたブロック組立体１９０４を含む。カウンタ
ー１９０２は、切り離し可能なグリップ部分３４２がハンドル組立体３００の主取付け部
分３４４から取り外されると、前進するように構成されている。図５９から分かるように
カウンター１９０２は、右側ケース部材３２０に接続されたボス１９０８によって支持さ
れたシャフト１９０６に接続されている。カウンター１９０２は、シャフト１９０６に結
合された表示ホイール１９１０、およびこの表示ホイール１９１０に結合された付勢部材
１９１２を含む。付勢部材１９１２は、例えば、表示ホイール１９１０を反時計回りの方
向に付勢するように構成されたねじりばね（torsion spring）を含む。図５９を参照され
たい。
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【０１３３】
　表示ホイール１９１０は、ブロック組立体１９０４と協働して表示ホイール１９１０の
前進を制限する突出部１９１４、１９１４’、１９１４”を画定している。突出部のうち
の１つ１９１４”は、ブロック組立体１９０４と協働して、クリップ部分３４２が主取付
け部分３４４から所定回数取り外された後に、切り離し可能なグリップ部分３４２を主取
付け部分３４４に接続するのを妨げるように構成されている。表示ホイール１９１０は、
突出部１９１４、１９１４’、１９１４”を画定するように図示されているが、他の実施
形態に従えば、表示ホイール１９１０は、ブロック組立体１９０４と協働してこの表示ホ
イール１９１０の前進を制限する凹部を画定できることを理解されたい。これらの凹部の
１つは、ブロック組立体１９０４と協働して、グリップ部分３４２が主取付け部分３４４
から所定回数取り外されると、切り離し可能なグリップ部分３４２を主取付け部分３４４
に接続するのを妨げることができる。
【０１３４】
　シャフト１９０６は、表示ホイール１９１０を前の位置にリセットできるように構成さ
れている。例えば、シャフト１９０６は、六角形の開口１９１６を画定することができ、
六角形の器具を、左側ケース部材３３０の開口１９１８（図６０を参照）から六角形の開
口１９１６内に挿入して、時計回りの方向に回転させて表示ホイール１９１０を前の位置
にリセットすることができる。
【０１３５】
　図５９に示されているように、ブロック組立体１９０４は、ブロック部材１９２０、ブ
ロック部材ガイド１９２２、ゲート部材１９２４、および付勢部材１９２６を含む。ゲー
ト部材１９２４は、ブロック部材１９２０に接触しており、ブロック部材ガイド１９２２
に旋回可能に接続され、突出部１９１４、１９１４’、１９１４”と協働して表示ホイー
ル１９１０の前進を制限する。付勢部材１９２６は、ゲート部材１９２４に結合されてい
る。付勢部材１９２６は、例えば、ゲート部材１９２４を時計回りの方向に付勢するよう
に構成されたねじりばねを含むことができる。ロックアウトシステム１９００の動作を、
図６４～図６９を参照して詳細に後述する。
【０１３６】
　例えば、図５９～図６３に示されているように、ハンドル組立体３００は、切り離し可
能なグリップセグメント３４２の主取付け部分３４４からの取り外しを開始するように構
成された解放システム１９３０をさらに含む。解放システム１９３０は、主取付け部分３
４４内にあり、解放ボタン１９３２、ならびに、この解放ボタン１９３２に接続されるか
、または一体化された第１および第２の解放部材１９３４を含む。第１および第２の解放
部材１９３４は、解放ランプ１９３６をそれぞれ画定している。解放システム１９３０は
、対応する解放ランプ１９３６に接触した第１および第２の解放ピン１９３８、これらの
第１および第２の解放ピン１９３８に接触した第１および第２のロックばね１９４０、な
らびに、第１および第２の下側スライドレール３６８に接触した第１および第２の排出ば
ね１９４２をさらに含む。図６２を参照されたい。図５９から分かるように、ばね１９４
０の自由端１９４１は、右側ケース部材３２０の対応する孔３２１、および左側ケース部
材３３０の対応する孔３３１を通って上側スライドレール３６７の対応する孔３７２まで
延び、切り離し可能なグリップ部分３４２を主取付け部分３４４に係合した状態に維持す
る。
【０１３７】
　切り離し可能なグリップ部分３４２のグリップ取付け部分３４４からの取り外しを開始
するために、解放ボタン１９３２を前進させる。これにより、第１および第２の解放部材
１９３４とそれぞれの解放ランプ１９３６も前進する。解放ランプ１９３６が前進すると
、この解放ランプ１９３６により、第１および第２の解放ピン１９３８の位置が変更され
る。第１および第２の解放ピン１９３８のそれぞれの位置の変更により、第１および第２
の上側スライドレール３６７がスライドして第１および第２のロックばね１９４０から外
れるのに十分な量だけ、第１および第２のロックばね１９４０が上側スライドレール３６
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７内の孔３７２から上方に移動する。切り離し可能なグリップ部分３４２が主取付け部分
３４４から離れると、第１および第２の各排出ばね１９４２が蓄積したエネルギーを解放
するため、第１および第２の各下側スライドレール３６８に力が加わる。この力により、
切り離し可能なグリップ部分３４２の主グリップ取付け部分３４４からの取り外しが助け
られる。他の実施形態に従えば、解放システム１９３０は、切り離し可能なグリップ部分
３４２を主グリップ取付け部分３４４から解放するのを開始するのに適した他の構成要素
および／または構成を含むことができることを理解されたい。
【０１３８】
　再び図５７および図５８を参照されたい。供給通路６３６の遠位端部６３７は、主取付
け部分３４４に設けられた、密封されたヘッダーチャンバ６４４内に取り付けられた無菌
シール膜６４６に遠位端部６３７を刺入できるように形成された尖端（point）６３９を
備えている。具体的には、供給通路６３６の遠位端部６３７をヘッダーチャンバ６４４の
ポート６４５から挿入する。無菌膜６４６は、供給通路６３６の遠位端部６３７が挿入さ
れた場合にこの遠位端部６３７との間に実質的に流体密封または気密シールを形成するこ
とができ、しかも供給通路６３６の遠位端部６３７が取り除かれた場合にヘッダーチャン
バ６４４内の領域の無菌を維持でき、かつ滅菌可能なあらゆる適当な刺入可能な材料から
作製することができる。
【０１３９】
　また、図５７および図５８から分かるように、供給ライン６５０は、供給ライン６３６
からヘッダーチャンバ６４４に流れる加圧ガスが供給ライン６５０に流れるようにヘッダ
ーチャンバ６４４に流体的に結合されている。図５７は、主取付け部分６４４に取り付け
られる前の切り離し可能なグリップ部分３４２を例示している。図５８は、主取付け部分
３４４に取り付けられたグリップ部分３４２を例示している。図５８から分かるように供
給通路６３６の遠位端部６３７は、無菌膜６４６を介して刺入されている。供給通路６３
６の遠位端部６３７の無菌膜を通る挿入を容易にするために、圧縮ばね６４９が、切り離
し可能なグリップ部分３４２の壁部とヘッダーブロック６３２との間に設けられている。
このような構成により、供給通路６３６の遠位端部６３７が無菌膜６４６を通して挿入さ
れる際に、ヘッダーブロック６３２にある程度の「弾力性（give）」を付与する。
【０１４０】
　図６４～図６９は、取付け／取外しの際の様々な時点でのロックアウトシステム１９０
０の構成要素の相対位置を例示している。図６４は、グリップ部分３４２の主取付け部分
３４４に対する第１の完全な係合の前の相対位置を例示している。ゲート部材１９２４は
、突出部１９１４に接触して、これにより表示ホイール１９１０が前進するのを防止して
いる。
【０１４１】
　グリップ部分３４２は、スライドレール６３７を対応する通路３８４内に前進させて取
付け部分３４４に取り付けられる。ブロック部材１９２０は、パネル３８０の孔３８１を
介して通路３８４のうちの１つの内に突出している。図５９を参照されたい。第１および
第２の上側スライドレール３６７が前進すると、第１の上側スライドレール３６７のうち
の１つのランプ３６９が、ブロック部材１９２０に接触し、これによりブロック部材が表
示ホイール１９１０に向かって上方に移動する。ブロック部材１９２０が表示ホイール１
９１０に向かって前進すると、ブロック部材１９２０により、ゲート部材１９２４が表示
ホイール１９１０から離れる方向に移動する。図６５を参照されたい。第１の上側スライ
ドレール３６７およびランプ３６９が前進し続けると、ブロック部材１９２０は、表示ホ
イール１９１０に向かって前進し続ける。グリップ部分３５２が主部分３５１に完全に係
合すると、ブロック部材１９２０は、初めにゲート部材１９２４に接触していた突出部１
９１４に接触し、これにより、図６６に示されているように、表示ホイール１９１０が前
進するのが防止される。
【０１４２】
　グリップ部分３４２の主取付け部分３４４からの係合解除が始まると、第１および第２
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の上側スライドレール３６７が反対方向に前進し、第１の上側スライドレール３６７によ
って画定されたランプ３６９により、ブロック部材１９２０が表示ホイール１９１０から
離れる方向に前進する。ブロック部材１９２０が表示ホイール１９１０から離れる方向に
前進すると、ブロック部材１９２０により、図６７に示されているように、ゲート部材１
９２４が表示ホイール１９１０に向かって前進し、突出部１９１４を通過する。グリップ
部分３４２が主取付け部分３４４から取り外されると、ブロック部材１９２０が、表示ホ
イール１９１０から十分に離れて突出部１９１４と接触しなくなり、表示ホイール１９１
０が、図６８に示されているように、第２の突出部１９１４’がゲート部材１９２４に接
触するまで回転することができる。
【０１４３】
　この時点で、カウンター１９０２の位置が１つ前進し、グリップ部分３４２を主取付け
部分３４４に再び取り付けることができる。この取付け／取外しサイクルは繰り返すこと
ができる。図６８は、第２の取付け工程を例示している。グリップ部分３４２が主取付け
部分３４４に完全に係合すると、ブロック部材１９２０が突出部１９１４”に接触し、こ
れにより図６９に示されているように、表示ホイール１９１０が前進するのが防止される
。第２のサイクルの最後で、グリップ部分３４２が主取付け部分３４４から取り外される
と、ゲート部材１９２６が、図６９に示されているように、第３の突出部１９１４”に接
触する。第３の突出部１９１４”は、ゲート部材１９２６がブロック部材１９２０によっ
て表示ホイール１９１０から離れる方向に前進するのを防止し、これにより主取付け部分
３４４がグリップ部分３４２に再び取り付けられる（または交換グリップ部分に取り付け
られる）のを防止するように構成されている。したがって、これらの実施形態に従えば、
外科器具は、事実上２回使用できる器具である。しかしながら、当業者であれば、表示ホ
イール１９１０が追加の突出部または凹部を画定するようにすれば、使用回数を増やすこ
とができることを理解できよう。本発明の別の実施形態は、ロックアウトシステム１９０
０を備えていないが、グリップ部分３４２または他のグリップ部分のハンドル組立体への
再取り付けを防止するために、パネル３８２、またはハンドル組立体３００の１つまたは
複数の別の部分が破壊されるかまたは使用できなくなるように構成されている。
【０１４４】
　図７０～図８３は、本発明の別の固有かつ新規の気体を動力とする外科用切断／ファス
ナー装置３０１０を例示している。この外科用切断／ファスナー装置３０１０では、臨床
医が、発射ストロークの進行を監視することができ、この装置の発射構成要素を手動で引
き戻すこともできる。この実施形態は、上記したエンドエフェクタ１２または他のエンド
エフェクタの構造とともに用いることができる。
【０１４５】
　この実施形態の細長いスパイン組立体３１０２は、遠位スパインセグメント３１０６に
取り付けられた近位スパインセグメント３１０４を含むことができる。代替の実施形態で
は、細長いスパイン組立体３１０２は、１つの構成要素を含むことができる。細長いスパ
イン組立体３１０２は、実質的に中空であって、ハウジング組立体３００に動かないよう
に結合されている。図７９および図８０から分かるように、近位スパインセグメントの近
位端部３１０５は、右側ケース部材３２０から突出している右取付けペグ３１１０、およ
び左側ケース部材３３０から突出している左取付けペグ３１１２によってハウジング組立
体に取り付けることができる。細長いスパイン部材３１０２の遠位端部は、上記したよう
に細長いチャネル２０に結合することができる。
【０１４６】
　また、この実施形態では、細長いクロージャーチューブ３１９０が、ハンドル組立体３
００からエンドエフェクタ１２に延びている。クロージャーチューブ３１９０の遠位端部
３１９２は、内部を通る馬蹄形開口３１９４を備えており、クロージャーチューブ３１９
０がスパイン部材３１０２上を軸方向に移動する際に、上記したようにアンビル４０の開
閉タブ４６と相互作用する役割を果たす。図７０を参照されたい。
【０１４７】
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　図７１から分かるように、リンク組立体４３０によってクロージャートリガー３０２に
結合されたシャトル組立体３４００は、主ハウジング部分３４０内に支持されている。シ
ャトル組立体３４００は、ポリマーまたは他の適当な材料から成型されるか、または他の
方法で作製された、互いにかみ合うように設計された２つの部品３４０２、３４０４から
作製することもできる。これらの部品３４０２、３４０４は、スナップ部材および／また
は接着剤および／またはボルト、スクリュー、グリップなどによって共に保持されること
ができる。シャトル組立体３４００の右側部分３４０２は、右保持フランジセグメント３
４０５を有する。この右保持フランジセグメント３４０５は、シャトル組立体３４００の
左側部分３４０４の左保持フランジセグメント（不図示）と協働して、上記したように、
細長いクロージャーチューブ３１９０の近位端部３１９６の保持溝（不図示）内に延びる
ことができる保持フランジ組立体を形成するように構成されている。細長いスパイン部材
３１０２の近位端部３１０４は、シャトル組立体３４００の遠位端部に形成された開口３
４０３内に延び、右側部分３４０２の開口３４０６を通って延びる右保持ペグ３１１０、
および左側部分３４０４の開口３４０８を通って延びる左保持ペグ３１１２それぞれによ
って移動しないように右側ケース部材３２０に取り付けられている。加えて、シャトル組
立体３４００は、横方向に延びるガイドレール３４１０、３４１１を備えている。レール
３４１０は、右側ケース部材３２０の対応するレールガイド内にスライド可能に受容され
るように構成されており、レール３４１１は、左側ケース部材３３０の対応するレールガ
イド内にスライド可能に受容されるように構成されている。したがって、シャトル組立体
３４００およびクロージャーチューブ３１９０は、ハンドル組立体３００に取り付けられ
たスパイン組立体３１０２に対して軸方向に移動することができる。
【０１４８】
　シャトル組立体３４００および細長いクロージャーチューブ３１９０の遠位方向（矢印
「Ｃ」）への軸方向の運動は、クロージャートリガー３０２がハンドル組立体３００のグ
リップ部分３４２に向かって移動することにより生成され、シャトル組立体３００の近位
方向（矢印「Ｄ」）への軸方向の運動は、クロージャートリガー３０２がグリップ部分３
４２から離れる方向に移動することにより、生成される。様々な実施形態では、シャトル
組立体３４００は、クロージャーリンク組立体３４３０の組立体３４００への取付けを容
易にするコネクタタブ３４１２を備えている。図７１および図７２を参照されたい。クロ
ージャーリンク組立体３４３０は、ピン３４１４によってコネクタタブ３４１２に旋回可
能に留められたヨーク部分３４３２を含む。クロージャーリンク組立体３４３０は、図７
１に例示されているように、クロージャーピン４３６によってクロージャートリガー３０
２に形成されたヨーク組立体３０４に旋回可能に留められたクロージャーアーム３４３４
をさらに有する。クロージャートリガー３０２は、右側ケース部材３２０と左側ケース部
材３３０との間に延びるピボットピン３０６によってハンドル組立体３００内に旋回可能
に取り付けられている。
【０１４９】
　臨床医が、アンビル４０を閉じて組織をエンドエフェクタ１２内にクランプしたい場合
は、クロージャートリガー３０２をグリップ部分３４２に向かって引く。臨床医が、クロ
ージャートリガー３０２をグリップ部分３４２に向かって引くと、クロージャーリンク組
立体３４３０が図７１に例示されているロック位置に移動するまで、このクロージャーリ
ンク組立体は、シャトル組立体３４００を遠位方向「Ｃ」に移動させる。この位置では、
リンク組立体３４３０は、シャトル組立体３４００をこのロック位置に保持する傾向があ
る。シャトル組立体３４００がロック位置に移動すると、クロージャーチューブ３１９０
が、スパイン組立体３１０２上を遠位側に移動し、アンビル４０の開閉タブ４６が、クロ
ージャーチューブセグメント３１９０の遠位端部３１９２における馬蹄形開口３１９４の
近位端部に接触して、これによりアンビル４０が閉じた位置（クランプした位置）まで旋
回する。シャトル組立体３４００を閉じた位置にさらに保持するために、上記したように
、ロック機構３０１を用いることができる。
【０１５０】
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　上記したように、本発明の様々な実施形態は、臨床医が発射ストロークおよび引戻しス
トロークの進行を監視することができ、かつ発射バー４０３０を手動で引き戻すことがで
きる固有かつ新規の引戻しロッド組立体４０００を用いている。図７２から分かるように
、引戻しロッド組立体４０００は、プッシュバー４０２０にスライド可能にピンで留めら
れた引戻しロッド４０１０を含む。具体的には、引戻しロッド４０１０は、この引戻しロ
ッド４０１０をプッシュバー４０２０に取り付けるために２つのピン４０１４をスライド
可能に受容する大きさの細長いスロット４０１２を有する。引戻しハンドルグリップ４０
１６を、引戻しロッド４０１０の近位端部４０１１に取り付けることができる。
【０１５１】
　プッシュバー４０２０は、細長い発射バー４０３０の近位端部に係合するように設計さ
れた遠位端部４０２２を有する。図７２に示されているように、発射バー４０３０の近位
端部４０３２は、プッシュバー４０２０の遠位端部４０２２における対応する形状のコネ
クタ開口４０２４内に受容される大きさの、この近位端部に形成されたコネクタ部分４０
３４を有する。したがって、プッシュバー４０２０を用いて、発射バー４０３０を発射ス
トロークのために軸方向遠位側に押すことができ、引戻しストロークのために軸方向近位
側に発射バー４０３０を引くことができる。当業者であれば、発射バー４０３０が、スパ
イン組立体３１０２内を通って延びることを理解できよう。代替の実施形態では、発射バ
ー４０３０は、長方形や正方形などの断面構造を有することができ、上記したようにナイ
フ組立体３０の遠位端部３１に取り付けてもよいし、エンドエフェクタを作動させるため
に軸方向の運動を必要とする異なるタイプのナイフバーおよびエンドエフェクタ構成要素
に接続させてもよい。
【０１５２】
　図７２～図７７は、シャトル組立体３４００の様々な図面を含む。これらの図面から分
かるように、左側シャトル部分３４０４は、間にプッシュバー開口３４２０を画定してい
る２つの離間した垂直支持壁３４１６と３４１８を含む。プッシュバー４０２０の遠位端
部４０２２は、プッシュバー開口３４２０を通って延び発射バー４０３０の近位端部４０
３２に結合される。図７２から分かるように、プッシュバー４０２０の近位端部４０２６
は、Ｚ型コネクタ部品４０４０に結合される。具体的には、プッシュバーの近位端部４０
２６は、この近位端部から突出した連結ペグ４０２８を有することができ、この連結ペグ
４０２８が、Ｚ型コネクタ部品４０４０の近位端部４０４１における取付けタブ４０４２
の開口４０４９内に受容されうる。図７２を参照されたい。しかしながら、プッシュバー
４０２０の近位端部４０２６は、ねじまたは他の適当なファスナーによって取付けタブ４
０４２に取り付けることができる。Ｚ型コネクタ部品４０４０の遠位端部４０４５は、遠
位取付けタブ４０４６を有しており、この遠位取付けタブ４０４６は、気体を動力とする
シリンダ組立体５０００から突出したピストンシリンダ５０４０に接続されるように構成
されている。
【０１５３】
　図７９から分かるように、シリンダ組立体５０００は、第１のシリンダハウジング５０
１０であって、第１の閉じた近位端部５０１２、およびこの第１のシリンダハウジング５
０１０内の第１の軸方向通路５０１６内に開口した第１の開口した遠位端部５０１４を有
する、第１のシリンダハウジング５０１０を含むことができる。シリンダ組立体５０００
は、第２の近位端部５０２２、および第２の軸方向通路５０２６内に開口した第２の開口
した遠位端部５０２４を有する第２のシリンダハウジング５０２０も含む。第２の近位端
部５０２２は、第１のシリンダハウジング５０１０の第１の壁部５０１１と実質的に気密
のスライドするシールを作り、第１の近位端部５０１２の遠位側と第１のピストンヘッド
５０２８の近位側との間に第１のシリンダ領域５０１５を画定するように第１の軸方向通
路５０１６に比例する大きさの第１のピストンヘッド５０２８を有する。第１のシリンダ
ハウジング５０１０の第１の遠位端部５０１４は、第２のシリンダハウジング５０２０の
外壁面と実質的に気密のスライドするシールを確立して、第１のフランジ５０１７の近位
側と第１のピストンヘッド５０２８の遠位側との間に第２のシリンダ領域５０１８を画定
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するように、内側に延びた第１のフランジ５０１７をさらに有する。
【０１５４】
　第１の通路５０２７が、第１のピストンヘッド５０２８を介して設けられている。図７
９から分かるように、ピストンシリンダ５０４０が、第２のシリンダハウジング５０２０
の第２の開口した遠位端部５０２４を介して第２の軸方向通路５０２６内に延びている。
ピストンシリンダ５０４０は、近位端部５０４２、および閉じた遠位端部５０４４を有す
る。第２のピストンヘッド５０４６が、ピストンシリンダ５０４０の近位端部５０４２に
形成されている。第２のピストンヘッド５０４６は、第２のシリンダハウジング５０２０
の第２の壁部５０２１と実質的に気密のスライドするシールを作り第３のシリンダ領域５
０３２を画定するように第２の軸方向通路５０２６に比例した大きさである。第２のシリ
ンダハウジング５０２０の第２の遠位端部５０２４は、ピストンシリンダ５０４０と実質
的に気密のスライドするシールを確立して第２のフランジ５０２５の近位側と第２のピス
トンヘッド５０３０の遠位側との間に第４のシリンダ領域５０３４を画定するように内側
に延びた第２のフランジ５０２５をさらに有する。開口５０４７が、第２のピストンヘッ
ド５０４６を介して第２のピストンシリンダ５０４０の通路５０４８内に設けられている
。
【０１５５】
　図７９および図８０から分かるように、シリンダ組立体５０００は、ハウジング組立体
３００内に取り付けられている。第１の供給ラインすなわち供給導管５０５０が、第１の
シリンダハウジング５０１０の第１の近位端部５０１２の第１の供給ポート５０１３すな
わち開口を介して加圧ガスを供給するために、第１のシリンダハウジング５０１０の第１
の近位端部５０１２に結合されるように、ハンドル組立体３００の方向制御弁６１０から
延びている。加えて、第２の供給ラインすなわち供給導管５０５２が、第２のポート５０
２９を介して第２のシリンダ領域５０１８内に加圧ガスを供給するために、方向制御弁６
１０からその近位端部５０１４に隣接する第１のシリンダハウジング５０１０まで延びて
いる。図７８を参照されたい。
【０１５６】
　図７８および図７９を参照して、発射バー４０３０の延出および引戻しを説明する。図
７８から分かるように、供給ライン５０５０および５０５２が、ハンドル組立体３００内
に収容されたアクチュエータシステム１６００の一部である従来の方向制御弁１６１０に
結合されている。方向制御弁１６１０は、順方向位置部分１６２０、停止部分１６３０、
および逆方向部分１６４０を有する。方向制御弁の部分１６２０、１６３０、１６４０は
、ハンドルハウジング３００を通って突出したプッシュボタン１６１２および１６１４に
よって手動で移動させることができる。様々な実施形態では、取外し可能な加圧ガス供給
源６２０が用いられている。図７１および図８１～図８３を参照されたい。しかしながら
、当業者であれば、交換不可能／再充填可能な加圧ガス供給源（シリンダ）も有効に利用
できることを理解できよう。さらに別の実施形態では、ハンドル組立体３００は、外部加
圧ガス供給源６１８から加圧ガスを供給するためのポート６１６を備えることができる。
例えば、器具３０１０を、可撓性供給ライン６１７を介して施設の圧縮空気供給源６１８
に結合することができる。図８１Ａを参照されたい。
【０１５７】
　加圧ガスが、シリンダ６２２（または外部加圧ガス供給源６１８）から供給ライン６５
０を介して従来のレート弁６６０内に流れる。図７８で最も具体的に分かるように、レー
ト弁６６０は、作動トリガー６７０に取り付けられた供給リンク６６２に結合されている
。様々な実施形態では、作動トリガー６７０は、右側ケース部材３２０と左側ケース部材
３３０との間に延びるピボットピン３７０によってハンドル組立体３００に旋回可能に結
合された発射トリガー３１０に隣接して支持されている。作動トリガー６７０を発射トリ
ガー３１０に向かって内側に握ることにより、より多くのガスがレート弁６６０を通過し
て、供給ライン６８０を介して方向制御弁１６１０に流れる。方向制御弁１６１０の位置
によって、加圧ガスは、供給ライン５０５かまたは５０５２のいずれかに流れる。例えば
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、方向制御弁１６１０が、発射バー３０を延出するために臨床医によって作動される場合
、順方向通路１６２２が加圧ガスを供給ライン６８０から供給ライン５０５０に流させる
ように、方向制御弁１６１０が順方向位置に切り替えられる。供給ライン５０５０を流れ
るガスは、閉じた端部５０１２の第１の供給ポート５０１３を介して第１のシリンダ領域
５０１５に流れ、そして第１のピストンヘッド５０２８の開口５０２７を介して第３のシ
リンダ領域５０３２内に流れる。第３のシリンダ５０３２内に流れる加圧ガスも、第２の
ピストンヘッド５０４６の開口５０４７を通過して中空ピストンシリンダ５０４０内に流
れ、ピストンシリンダ５０４０を遠位側に付勢する。第４のシリンダ領域５０３４内のガ
スは、第２のシリンダハウジング５０２０の排出開口５０２３から排出される。同様に、
第２のシリンダ領域５０１８内のガスは、第２の開口５０２９を介して第２の供給ライン
５０５２内に排出されることができる。第２の供給ライン５０５２は、排出されたガスを
方向制御弁１６１０の通路１６２４に移送し、そこでこのガスがベント通路１６３２から
最終的に排出される。第１のシリンダ領域５０１５、第３のシリンダ領域５０３２、およ
びピストンシリンダ５０４０の通路５０４８に加圧ガスを供給し続けることにより、ピス
トンシリンダ５０４０が、図７３および図７９に示されているように遠位側に延出する。
ピストンシリンダ５０４０が遠位側に延出すると、Ｚ型コネクタ４０４０も、ピストンシ
リンダ５０４０の遠位端部５０４４に取り付けられているため遠位側に延出する。Ｚ型コ
ネクタ４０４０は、プッシュバー４０２０を遠位側に押し、これにより発射バー４０３０
が遠位側に押される。発射バー４０３０が遠位側に移動すると、この発射バー４０３０に
取り付けられたナイフ組立体３０の遠位端部３１がカートリッジ５０内を前進して、エン
ドエフェクタ１２内にクランプされた組織を切断し、ステープルを発射させる。ナイフ組
立体３０がエンドエフェクタ１２内の最遠位位置まで前進したら、臨床医は、作動トリガ
ー６７０を解放して加圧ガスの供給を停止する。
【０１５８】
　この実施形態は、ナイフ組立体３０がカートリッジ５０内の最遠位位置に達したことを
示すための手段を備えることもできる。具体的には、遠位パイロットライン１７７２を供
給ライン６５０から遠位リミットスイッチ１７７０まで設けることができる。遠位リミッ
トスイッチライン１７７４が、遠位リミットスイッチ１７７０と方向制御弁１６１０との
間に設けられている。したがって、ナイフ組立体３０が発射ストロークを完了すると、遠
位リミットスイッチ１７７０が、シリンダ組立体５０００の一部によって作動されるよう
に、シリンダ組立体５０００の一部に対して方向付けられている。遠位リミットスイッチ
１７７０により、圧力下で空気が供給ライン６５０から遠位リミットスイッチライン１７
７４を介して方向制御弁１６１０に流れることができ、これにより、様々な実施形態では
、方向制御弁１６１０が、自動的に逆方向位置に切り替わり、これにより詳細を後述する
ように、発射バー４０３０が引き戻される。様々な実施形態では、第１の空気を動力とす
る笛１７９０または他の適当な音を生成する装置を遠位リミットスイッチライン１７７４
（または遠位リミットスイッチ１７７０）と連絡させて、この遠位リミットスイッチ１７
７０が発射ストロークの最後で作動されると、遠位リミットスイッチライン１７７４を通
過する空気が第１の笛１７９０を作動させて、ナイフ組立体３０が発射ストロークの最後
に達したことを示す可聴音信号を臨床医に伝えることができる。代替の実施形態では、圧
力スイッチゲージなどを笛１７９０の代わりに用いて、ナイフ組立体３０がいつ発射スト
ロークの最後に達したかを表す表示を臨床医に示すことができる。
【０１５９】
　気体で発射バー４０３０を引き戻すためには、臨床医が、ボタン１６１２を押して方向
制御弁１６１０を逆方向位置に切り替えて、作動トリガー６７０を握り、加圧ガスが第２
の供給ライン５０５２に流れるようにする。第２の供給ライン５０５２を流れるガスは、
第２のシリンダ領域５０１８内に流れ、第２のシリンダハウジング５０２０が、第１のシ
リンダハウジング５０１０内に近位側に引き戻される。第１のシリンダ領域５０１５内の
ガスは、第１の供給開口５０１３を介して第１の供給ライン５０４０に排出される。第１
の供給ライン５０４０を流れるガスは、方向制御弁１６１０内に流れ、ベント１６３２か
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ら排出される。第２のシリンダ領域５０１８内に流入した加圧ガスにより、第２のシリン
ダハウジング５０２０が第１のシリンダハウジング５０１０内に引き戻されると、第２の
開口５０２９を通るガスが、第１のシリンダハウジング５０１０の排出開口５０２３を通
過して第４のシリンダ領域５０３４内に流れることができる。加圧ガスが第４のシリンダ
領域５０３４に流入すると、第２のピストンヘッド５０４６が、ピストンシリンダ５０４
０を第２のシリンダハウジング５０２０内に近位側に引き戻す。第３のシリンダ領域５０
３２内のガスが、第１の開口５０２７を通過して第１のシリンダ領域５０１５内に流れ、
この第１のシリンダ領域５０１５から上記したように排出される。ピストンシリンダ５０
４０が引き戻されると、Ｚ型コネクタ４０４０が近位側に移動し、これによりプッシュバ
ー４０２０およびこのプッシュバー４０２０に取り付けられた発射バー４０３０が引き戻
される。
【０１６０】
　様々な実施形態では、近位パイロットライン１６６２は、近位リミットスイッチ１６６
０と供給ライン６５０との間に延びている。近位リミットスイッチ１６６０は、発射バー
４０３０が完全に引き戻されると、この近位リミットスイッチ１６６０が作動して、空気
が近位リミットスイッチライン１７７４を介して方向制御弁１６１０に流れ、この方向制
御弁１６１０が自動的に停止位置に切り替わるように、シリンダ組立体５０００またはコ
ネクタ４０４０に対して方向付けられている。代替の実施形態では、第２の空気を動力と
する笛１７９２または他の適当な音を生成する装置を近位リミットスイッチ１７６０と連
絡させて、この近位リミットスイッチ１７６０が引戻しストロークの最後に作動されると
、近位リミットスイッチライン１７６４を通過するガスが第２の笛１７９２を作動させて
、発射バー４０３０およびナイフ部分３０が引戻しストロークの最後に達したことを示す
別の可聴音信号を臨床医に伝えることができる。別の実施形態では、例えば、バッテリを
動力とする発光ダイオードまたは他の信号装置を遠位リミットスイッチ１７７０および近
位リミットスイッチ１７６０と連絡させて、ウエッジスレッド／ナイフがいつ発射ストロ
ークおよび／または引戻しストロークの最後に達したかを表す別の表示を使用者に示すこ
とができる。当業者であれば、発射ストロークの際に、臨床医が、発射ストロークを停止
して発射バーおよびナイフを引き戻したい場合は、制御弁１６１０を逆方向位置に手動で
切り替えればよいだけであることができることを容易に理解できよう。
【０１６１】
　上記した例では、臨床医は、本発明のこの実施形態の固有かつ新規の引戻しロッド組立
体４０００を用いていない。この引戻しロッド組立体は複数の利点を有する。第１に、発
射ストロークまたは引戻しストロークの際に、例えば供給シリンダ６２０が空になるまた
は加圧ガスの供給の偶発的な遮断によって気体動力が偶発的に失われた場合、臨床医は、
単に直接制御弁１６１０を逆方向位置に手動で切り替えて、引戻しロッドの近位端部に取
り付けられたハンドルグリップ４０１６を握り、発射バーが完全に引き戻されるまでこの
引戻しロッドを近位方向に引いて、発射バー（およびナイフ組立体３０）を手動で引き戻
すことができる。図８３を参照されたい。直接制御弁１６１０を逆方向位置に切り替える
ことにより、シリンダ組立体内のガスが、ナイフバーが引き戻される時に排出される。
【０１６２】
　本発明のこの実施形態によって得られる別の利点は、発射バーおよびナイフ部分が発射
ストロークの際に遠位側に移動する時、これらの発射の進行を視覚的に監視することがで
きる点である。この利点は、発射ストロークを開始する前に、図８３に示されている最近
位位置に引戻しロッドを単に引くことで実現できる。この位置で、シリンダ組立体５００
０が、コネクタ４０４０、プッシュバー４０２０、および発射バー４０３０を遠位側に前
進させると、プッシュバー４０２０が、引戻しバー４０１０にピンで接続されているため
、この引戻しバー４０１０を遠位側に移動させる。様々な実施形態では、引戻しロッド４
０１０の長さは、発射バー４０３０が完全に延出した際に、引戻しロッド４０１０のいず
れの部分もハンドル組立体３００から突出しないように設けられる。したがって、臨床医
は、ハンドル組立体３００から突出している引戻しロッド４０１０の部分を観察して発射
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バー４０３０およびナイフ組立体３０の進行を確認することができる。
【０１６３】
　図７２Ａおよび図８３Ａに示されている代替の実施形態では、引戻しロッド４０１０は
、ピン４０１４を内部に受容するために少なくとも１つ、好ましくは少なくとも２つのノ
ッチ４０１５を備えることができる。当業者であれば、このような構成により、臨床医が
、引戻しストロークの際に発射バー４０３０およびナイフ組立体３０の進行を視覚的に監
視できることを理解できよう。具体的には、発射バー４０３０が引き戻されると、ピン４
０１４がノッチ４０１５に係合しているため、プッシュバー４０２０により、引戻しロッ
ド４０１０がハウジング組立体３００から近位側に前進する。したがって、臨床医は、引
戻しストロークの際に、引戻しロッド４０１０がハンドル組立体３００から突出している
距離を観察して、発射バー４０３０が進行した距離を判断することができる。しかしなが
ら、器具が使用されていない時は、引戻しロッド４０１０は、図８１に示されている位置
までハンドル組立体内に押し込むことができる。
【０１６４】
　本発明のいくつかの実施形態を記載してきたが、当業者が、本発明の一部または全ての
利点を備えたこれらの実施形態に対する様々な改良形態、変更形態、および応用形態を見
出すことは明らかであろう。例えば、様々な実施形態に従えば、１つまたは複数の所定の
機能を果たすべく、１つの構成要素を複数の構成要素で置換すること、および複数の構成
要素を１つの構成要素で置換することができる。したがって、本願は、添付の特許請求の
範囲によって定められるように開示された本発明の範囲および概念から逸脱することなく
、このような改良形態、変更形態、および応用形態を全て含むことを意図する。
【０１６５】
　本明細書に開示した装置は、１回使用した後に廃棄するように設計されてもよく、また
は複数回使用されるように設計されてもよい。しかしながら、いずれの場合も、本装置は
、少なくとも１回使用した後に再使用のために再調整することができる。このような再調
整には、装置の分解ステップ、これに続く特定の部品の洗浄または交換ステップ、および
これに続く再組立てステップの組合せが含まれうる。具体的には、本装置は分解されてよ
く、本装置の任意の数の特定の部品または要素を任意の組合せで選択的に交換または除去
することができる。特定の部品の洗浄および／または交換が終わったら、本装置を、次の
使用のために、再調整施設で、または外科処置の直前に外科チームによって再び組み立て
ることができる。当業者であれば、装置の再調整では、分解、洗浄／交換、および再組立
てのために様々な異なる技術を利用できることを理解できよう。このような技術の利用、
およびその結果得られる再調整された装置は全て、本願の範囲内である。
【０１６６】
　好ましくは、本明細書に開示した発明は、外科手術の際に実施される。先ず、新品また
は使用した器具を入手し、必要に応じて洗浄する。次に器具を滅菌する。ある滅菌技術で
は、器具をビニール袋すなわちＴＹＶＥＫ（登録商標）バッグなどの閉じられた密封容器
内に置く。次に、容器および器具を、γ線、Ｘ線、または高エネルギー電子などの容器を
透過できる放射線の場に置く。放射線が、器具の表面および容器内の細菌を死滅させる。
次に、滅菌した器具を、無菌容器内に保管する。密封された容器は、医療施設で開封され
るまで器具の無菌状態を維持する。
【０１６７】
　参照して本明細書に組み入れると述べたあらゆる特許文献、刊行物、または他の開示資
料の全てまたは一部は、この組み入れる資料が、本開示で記載した既存の定義、記述、ま
たは他の開示資料と矛盾しない範囲でのみ本明細書に組み入れるものとする。したがって
、必要程度まで、本明細書に明確に記載した開示は、参照して本明細書に組み入れる矛盾
する全ての資料よりも優先される。参照して本明細書に組み入れるとしたが、本明細書に
開示する既存の定義、記述、または他の開示資料と矛盾するあらゆる資料またはその一部
は、組み入れる資料と既存の開示資料との矛盾が起きない程度に組み入れるものとする。
【０１６８】
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　保護されることを意図する本発明は、開示した特定の実施形態に限定されると解釈すべ
きものではない。したがって、これらの実施形態は、限定的ではなく、むしろ例示的なも
のとしてみなされる。本発明の概念から逸脱することなく、変更および変形を行うことが
可能である。したがって、添付の特許請求の範囲で規定された本発明の概念および範囲内
のこのような全ての等価物、変更形態、および変形形態は本発明に含まれることが明らか
に意図される。
【０１６９】
〔実施の態様〕
　（１）気体を動力とする器具とともに用いるための外科器具であって、前記気体を動力
とする器具は、内部に操作可能に支持された発射機構であって、非作動位置と作動位置と
の間で移動可能である、発射機構を有する、外科器具において、
　前記気体を動力とする器具と操作可能に連絡する駆動システムであって、この駆動シス
テムに流体的に結合されたガス供給源からのガスの流れに応答して、前記発射機構を前記
非作動位置から前記作動位置に移動させるように、少なくとも前記駆動システムで発生す
る発射運動を、前記気体を動力とする器具の前記発射機構に選択的に加えるように構成さ
れている、駆動システムと、
　引戻し部材であって、前記駆動システムと連絡して、手動で発生される引戻し運動を前
記駆動システムに加えて、前記発射機構を前記作動位置から前記非作動位置に遠位方向に
手動で移動させる、引戻し部材と、
　を含む、外科器具。
　（２）実施態様（１）に記載の外科器具において、
　前記駆動システムは、前記ガス供給源からのガスの別の流れに応答して、前記発射機構
を前記作動位置から前記非作動位置に近位方向に移動させるように、前記駆動システムで
発生する引戻し運動を前記発射機構に加えるように構成されている、外科器具。
　（３）実施態様（１）に記載の外科器具において、
　前記引戻し部材は、前記発射機構が前記非作動位置と前記作動位置との間を移動する際
の前記発射機構の進行の視覚表示を提供する、外科器具。
　（４）実施態様（２）に記載の外科器具において、
　内部に前記駆動システムの少なくとも一部を操作可能に支持する、ハンドル組立体と、
　前記気体を動力とする器具を操作可能に支持するように構成された、遠位部材と、
　前記ハンドル組立体に操作可能に結合された近位端部、および前記遠位部材に操作可能
に結合された遠位端部を有する、細長いシャフト組立体であって、前記駆動システムで発
生する発射運動および引戻し運動を、前記気体を動力とする器具に伝達するように構成さ
れている、細長いシャフト組立体と、
　をさらに含む、外科器具。
　（５）実施態様（４）に記載の外科器具において、
　前記駆動システムは、前記ハンドル組立体によって操作可能に支持され、かつ前記ガス
供給源に結合された、気体を動力とするシリンダ組立体を含み、
　この気体を動力とするシリンダ組立体は、内部にピストン部分を有しており、このピス
トン部分は、前記ガス供給源からの前記ガスの流れに応答して、遠位方向に選択的に延出
可能であり、前記ガス供給源からのガスの別の流れに応答して、近位方向に引戻し可能で
あり、
　前記細長いシャフト組立体は、この細長いシャフト組立体内に延びる発射バーをさらに
含み、
　この発射バーは、前記ピストン部分および前記気体を動力とする器具の前記発射機構と
操作可能に連絡しており、前記ピストン部分が前記遠位方向に延出すると、前記発射バー
が、前記発射機構を前記非作動位置と前記作動位置との間を前記遠位方向に移動させ、前
記ピストン部分が前記近位方向に引き戻されると、前記発射バーが、前記発射機構を前記
作動位置と前記非作動位置との間を前記近位方向に移動させるようになっている、外科器
具。
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【０１７０】
　（６）実施態様（５）に記載の外科器具において、
　前記引戻し部材は、前記シリンダ組立体の前記ピストン部分に連結されている、外科器
具。
　（７）実施態様（６）に記載の外科器具において、
　前記引戻し部材は、前記ピストン部分に移動可能に連結されている、外科器具。
　（８）実施態様（７）に記載の外科器具において、
　前記引戻し部材は、前記ピストン部分が引戻し位置にある場合に前記引戻し部材の少な
くとも一部が前記ハンドル組立体から突出する第１の位置に選択的に移動可能であり、前
記ピストン部分が、前記遠位方向に延出して、前記非作動位置と前記作動位置との間を前
記遠位方向に、ある発射速度で前記発射機構を移動させると、前記ハンドル組立体から突
出した前記引戻し部材の前記一部が、前記発射速度で前記ハンドル組立体内に引き戻され
るようになっている、外科器具。
　（９）実施態様（８）に記載の外科器具において、
　前記引戻し部材は、前記ハンドル組立体から突出した前記引戻し部材の前記一部が、前
記発射機構が前記非作動位置から前記作動位置まで移動しなければならない残りの距離に
対応するような大きさである、外科器具。
　（１０）実施態様（７）に記載の外科器具において、
　前記引戻し部材は、
　前記ピストン部分に移動可能に結合された引戻しロッドと、
　前記引戻しロッドに取り付けられたハンドルグリップと、
　を含む、外科器具。
【０１７１】
　（１１）外科手術用の器具を処理するための方法において、
　実施態様（１）に記載の外科器具を入手するステップと、
　前記外科器具を滅菌するステップと、
　前記外科器具を無菌容器内に保管するステップと、
　を含む、方法。
　（１２）気体を動力とする器具とともに用いるための外科器具であって、前記気体を動
力とする器具は、内部に操作可能に支持された発射機構であって、非作動位置と作動位置
との間で移動可能である、発射機構を有する、外科器具において、
　駆動手段であって、この駆動手段に流体的に結合されたガス供給源からのガスの流れに
応答して、前記発射機構を前記非作動位置から前記作動位置に移動させるように、少なく
とも駆動システムで発生する発射運動を、前記気体を動力とする器具の前記発射機構に選
択的に加えるための、駆動手段と、
　手動の引戻し運動を前記駆動手段に選択的に加えて、前記発射機構を前記作動位置から
前記非作動位置に遠位方向に移動させるために前記駆動手段と連絡する、引戻し手段と、
　を含む、外科器具。
　（１３）実施態様（１２）に記載の外科器具において、
　前記駆動手段は、前記ガス供給源からのガスの別の流れに応答して、前記発射機構を前
記作動位置から前記非作動位置に近位方向に移動させるように、駆動システムで発生する
引戻し運動を前記発射機構に加えるようにさらに構成されている、外科器具。
　（１４）外科器具において、
　ハンドル組立体と、
　前記ハンドル組立体によって支持され、閉じる運動および開く運動を発生させるように
構成された、クロージャー駆動装置と、
　前記ハンドル組立体によって支持され、発射運動および引戻し運動を選択的に発生させ
るように構成された、気体を動力とする駆動システムと、
　前記ハンドル組立体に結合された細長いシャフト組立体であって、前記クロージャー駆
動装置と連絡して前記開く運動および前記閉じる運動を伝え、さらに前記気体を動力とす
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る駆動システムと連絡して前記発射運動および前記引戻し運動を伝える、細長いシャフト
組立体と、
　前記細長いシャフト組立体に結合されたエンドエフェクタであって、
　　内部にステープルカートリッジを受容する大きさの細長いチャネル、
　　前記細長いチャネルに旋回可能に結合され、前記細長いシャフト組立体からの前記開
く運動および前記閉じる運動に旋回可能に応答する、アンビル、ならびに、
　　前記細長いチャネルおよび前記ステープルカートリッジのうちの一方の内部に操作可
能に支持された発射機構であって、前記気体を動力とする駆動システムから前記発射運動
が加えられるのに応答して、非作動位置から作動位置へ移動可能であり、前記気体を動力
とする駆動システムから前記引戻し運動が別に加えられるのに応答して前記作動位置から
前記非作動位置に移動可能である、発射機構、
　を含む、エンドエフェクタと、
　引戻し部材であって、前記気体を動力とする駆動システムと連絡して、手動で発生され
る引戻し運動を前記駆動システムに加えることを可能にして、前記発射機構を前記作動位
置から前記非作動位置に遠位方向に手動で移動させる、引戻し部材と、
　を含む、外科器具。
　（１５）実施態様（１４）に記載の外科器具において、
　前記引戻し部材は、前記発射機構が前記非作動位置と前記作動位置との間を移動する時
の前記発射機構の進行の視覚表示を提供する、外科器具。
【０１７２】
　（１６）実施態様（１４）に記載の外科器具において、
　前記引戻し部材は、
　前記ピストン部分に移動可能に結合された引戻しロッドと、
　前記引戻しロッドに取り付けられたハンドルグリップと、
　を含む、外科器具。
　（１７）実施態様（１４）に記載の外科器具において、
　前記気体を動力とする駆動システムは、前記ハンドル組立体によって操作可能に支持さ
れ、かつガス供給源に結合された、気体を動力とするシリンダ組立体を含み、
　この気体を動力とするシリンダ組立体は、内部にピストン部分を有しており、このピス
トン部分は、前記ガス供給源からの前記ガスの流れに応答して、前記遠位方向に選択的に
延出可能であり、前記ガス供給源からのガスの別の流れに応答して、近位方向に引戻し可
能であり、
　前記細長いシャフト組立体は、この細長いシャフト組立体内に延びる発射バーをさらに
含み、
　この発射バーは、前記ピストン部分および前記気体を動力とする器具の前記発射機構と
操作可能に連絡しており、前記ピストン部分が前記遠位方向に延出すると、前記発射バー
が、前記発射機構を前記非作動位置と前記作動位置との間を前記遠位方向に移動させ、前
記ピストン部分が前記近位方向に引き戻されると、前記発射バーが、前記発射機構を前記
作動位置と前記非作動位置との間を前記近位方向に移動させるようになっている、外科器
具。
　（１８）実施態様（１７）に記載の外科器具において、
　前記引戻し部材は、前記シリンダ組立体の前記ピストン部分に移動可能に連結されてお
り、前記引戻し部材は、前記ピストン部分が引戻し位置にある場合に前記引戻し部材の少
なくとも一部が前記ハンドル組立体から突出する第１の位置に選択的に移動可能であり、
前記ピストン部分が、前記遠位方向に延出して、前記非作動位置と前記作動位置との間を
前記遠位方向に、ある発射速度で前記発射機構を移動させると、前記ハンドル組立体から
突出した前記引戻し部材の前記一部が、前記発射速度で前記ハンドル組立体内に引き戻さ
れるようになっている、外科器具。
　（１９）実施態様（１８）に記載の外科器具において、
　前記引戻し部材は、前記ハンドル組立体から突出した前記引戻し部材の前記一部が、前
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記発射機構が前記非作動位置から前記作動位置まで移動しなければならない残りの距離に
対応するような大きさである、外科器具。
　（２０）実施態様（１４）に記載の外科器具において、
　前記気体を動力とする駆動システムは、前記ハンドル組立体によって支持された気体動
力源に流体的に結合されている、外科器具。
【図面の簡単な説明】
【０１７３】
【図１】本発明の外科用切断／ファスナー器具の実施形態の斜視図である。
【図２】本発明の様々な実施形態とともに用いることができるエンドエフェクタ構造の分
解組立図である。
【図３】アンビル部分が取り外され、クロージャーチューブ組立体が透視画法の線で例示
されている、図１および図２のエンドエフェクタの平面図である。
【図４】アンビル部分が取り付けられ、開いた位置に示されている図３のエンドエフェク
タ構造の側断面図である。
【図５】本発明の様々な実施形態に用いることができる関節動作制御部の一部の上方から
の断面図である。
【図６】図１に示されているエンドエフェクタの関節動作を例示する上方からの断面図で
ある。
【図７】クロージャーチューブ組立体、およびハンドル組立体内に支持されたシャトル構
造の実施形態を例示する、明瞭にするためにハウジング組立体内に収容された他の構成要
素が省かれた、分解組立図である。
【図８】本発明の様々な実施形態のハウジング組立体構造の断面図である。
【図８Ａ】本発明の様々な実施形態と共に用いることができるクロージャートリガーロッ
クシステムの一部の部分断面図である。
【図８Ｂ】加圧ガス供給源がハンドル組立体の外部に位置する本発明の別のハンドル組立
体の実施形態の断面図である。
【図８Ｃ】本発明の別のハンドル組立体の実施形態の断面図である。
【図９】図８のハンドル組立体の別の断面図である。
【図１０】本発明の様々な実施形態の二段階のシリンダ組立体を含み、このシリンダ組立
体が断面で示されている、ナイフバー構造および発射駆動部材の側面図である。
【図１１】ナイフバーが延出した位置にある、図１０に示されているナイフバーおよび二
段階のシリンダ構造の別の側面図である。
【図１２】断面で示されているシリンダ組立体内にナイフバーが引き戻された、本発明の
別のナイフバーおよび発射駆動部材の構造の側面図である。
【図１３】ナイフバーが延出した位置にある、図１２に示されているナイフバーおよびシ
リンダ構造の別の側面図である。
【図１４】図１２および図１３に示されているシリンダおよびナイフバー構造を収容する
エンドエフェクタおよびスパイン組立体の構造の平面図である。
【図１５】アンビル部分が取り付けられ、開いた位置にある、図１４に示されているエン
ドエフェクタおよびスパイン組立体の構造の側断面図である。
【図１６】図１２～図１５に示されている実施形態とともに用いることができるハンドル
組立体の断面図である。
【図１６Ａ】加圧ガス供給源がハンドル組立体の外部に位置する、図１２～図１５に示さ
れている実施形態とともに用いることができる別のハンドル組立体の断面図である。
【図１６Ｂ】本発明の別のハンドル組立体の実施形態の断面図である。
【図１７】本発明の別の実施形態のベローズ組立体の形態である別の発射駆動部材を支持
する別のナイフバーおよびスパイン組立体の構造の平面図である。
【図１８】図１７に示されている実施形態のエンドエフェクタおよびスパイン組立体の構
造の側断面図である。
【図１９】図１７および図１８に示されている実施形態のベローズ組立体の部分断面組立
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図である。
【図２０】図１９のベローズ組立体の一部の拡大図である。
【図２１】図１７～図２０に示されている実施形態とともに用いることができるハンドル
組立体の実施形態の断面図である。
【図２１Ａ】加圧ガス供給源がハンドル組立体の外部に位置する、図１７～図２０の実施
形態とともに用いることができる別のハンドル組立体の実施形態の断面図である。
【図２１Ｂ】本発明の別のハンドル組立体の実施形態の断面図である。
【図２２】本発明の別の実施形態に従った別の外科切断／ファスナー器具の斜視図である
。
【図２３】図２２に示されている実施形態のエンドエフェクタおよびスパイン組立体の側
断面図である。
【図２４】遠位シャフト組立体を近位シャフト組立体に結合する前の図２２および図２３
の実施形態の迅速分離接合部の構造の断面図である。
【図２５】図２４の線２５‐２５に沿った近位シャフト組立体の断面図である。
【図２６】明瞭にするために遠位シャフト組立体の一部を省いた、近位シャフト組立体に
取り付けられた遠位シャフト組立体の部分斜視図である。
【図２７】遠位シャフト組立体が近位シャフト組立体に結合された、図２４～図２６の実
施形態の関節組立体の側断面図である。
【図２８】近位シャフト組立体の一部に取り付ける前の遠位シャフト組立体の一部の斜視
図である。
【図２９】図１２～図１６Ａに示されている実施形態に用いることができる別の迅速分離
接合部の構造の部分断面図である。
【図３０】図２９の線３０‐３０に沿った近位シャフト組立体の断面図である。
【図３１】図２２～図３０に示されている実施形態とともに用いることができる近位シャ
フト組立体の一部の斜視図である。
【図３２】本発明の様々な実施形態の気体で作動される関節動作接合部を用いる本発明の
別の外科用切断／ファスナー器具の斜視図である。
【図３３】図３２に示されている実施形態の近位スパインセグメントに遠位スパインセグ
メントを取り付ける関節動作接合部の一部の部分斜視図である。
【図３４】カバーが取り外されて、近位スパインセグメントに対して関節動作した遠位ス
パインセグメントを例示する、図３３の関節動作接合部の構造の別の斜視図である。
【図３５】図３３および図３４の関節動作接合部の構造の分解組立図である。
【図３６】図３３～図３５の関節組立体の側断面図である。
【図３７】本発明のスイッチ組立体の実施形態の斜視図である。
【図３８】図３７のスイッチ組立体の側面図である。
【図３９】図３７の線３９‐３９に沿った図３７および図３８のスイッチ組立体の断面図
である。
【図４０】図３８の線４０‐４０に沿った、ずれた位置にあるスイッチ組立体の断面図で
ある。
【図４１】作動した位置にある図３７～図４０のスイッチ組立体の別の断面図である。
【図４２】図４１の線４２‐４２に沿った図４１のスイッチ組立体の断面図である。
【図４３】図３７～図４２のスイッチ組立体の底面図である。
【図４４】内部に図３７～図４３のスイッチ組立体を有し、加圧ガス供給源を収容するハ
ンドル組立体の断面図である。
【図４５】加圧ガス供給源がハンドル組立体の外部に位置する、内部に図３７～図４３の
スイッチ組立体を有するハンドル組立体の断面図である。
【図４６】図３３～図３６に示されている関節動作接合部の実施形態および図２３～図３
１に示されている迅速分離接合部の実施形態を用いる、本発明の別の外科ステープル留め
／切断器具の斜視図である。
【図４７】遠位シャフト組立体を近位シャフト組立体に結合する前の図４６の実施形態の
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迅速分離接合部の構造の断面図である。
【図４８】図４７の線４８‐４８に沿った図４７の実施形態の関節組立体の断面図である
。
【図４９】本発明の別の外科用切断／ファスナー器具の実施形態の斜視図である。
【図５０】図４９に示されている実施形態とともに用いることができるエンドエフェクタ
の構造の分解組立図である。
【図５１】図４９に示されている実施形態とともに用いることができるエンドエフェクタ
の構造、スパイン組立体、およびクロージャーチューブ組立体の分解組立図である。
【図５２】明瞭にするためにアンビル部分が省かれた、図５１のエンドエフェクタ、スパ
イン組立体、およびクロージャーチューブ組立体の側断面図である。
【図５２Ａ】気体を動力とするモータがハンドル組立体から遠位側に支持されている、本
発明の別の限定目的ではない実施形態のエンドエフェクタ、スパイン組立体、およびクロ
ージャーチューブ組立体の側断面図である。
【図５２Ｂ】気体を動力とするモータがハンドル組立体から遠位側に支持されている、本
発明の別の限定目的ではない実施形態のエンドエフェクタ、スパイン組立体、およびクロ
ージャーチューブ組立体の側断面図である。
【図５３】図４９の実施形態とともに用いることができるハンドル組立体の断面図である
。
【図５３Ａ】加圧ガス供給源がハンドル組立体の外部に位置する、図４９の実施形態に用
いることができる別のハンドル組立体の断面図である。
【図５４】図５３のハンドル組立体の別の断面図である。
【図５５】本発明の様々な実施形態の相対位置発射トリガーの構造の側面図である。
【図５６】本発明の様々な実施形態とともに用いることができる本発明の制御システムの
実施形態の模式図である。
【図５７】本発明の様々なハンドル組立体の実施形態の主取付け部分から切り離された切
り離し可能なグリップ部分の断面図である。
【図５８】本発明の様々な実施形態のハンドル組立体の主取付け部分に結合された切り離
し可能なグリップ部分を示す部分断面図である。
【図５９】明瞭にするためにヘッダー、およびシリンダに関連した構成要素が省かれた、
図５８の切り離し可能なグリップ部分および主取付け部分の部分断面図である。
【図６０】図５９の線６０‐６０に沿った図５８および図５９の切り離し可能なグリップ
部分および主取付け部分の断面図である。
【図６１】図５９の線６１‐６１に沿った図５８～図６０の切り離し可能なグリップ部分
および主取付け部分の断面図である。
【図６２】図５９の線６２‐６２に沿った図５８～図６１の切り離し可能なグリップ部分
および主取付け部分の断面図である。
【図６３】図５９の線６３‐６３に沿った図５８～図６２の切り離し可能なグリップ部分
および主取付け部分の別の部分断面図である。
【図６４】初めの位置にある本発明のロックアウトシステムの実施形態の線図である。
【図６５】グリップ部分がハンドル組立体の主取付け部分に初めに取り付けられた時のロ
ックアウトシステムの作動を例示する図６４のロックアウトシステムの別の線図である。
【図６６】ハンドル組立体の主取付け部分からのグリップ部分の２回目の切り離しの前の
図６４および図６５のロックアウトシステムの別の線図である。
【図６７】グリップ部分が主取付け部分に取り付けられた時のシステムの構成要素の位置
を例示する図６４～図６６のロックアウトシステムの別の線図である。
【図６８】主取付け部分へのグリップ部分の２回目の取付けの際のロックアウトシステム
の構成要素の位置を例示する図６４～図６７のロックアウトシステムの別の線図である。
【図６９】グリップ部分が２回目の最後の回に主取付け部分に取り付けられた後のロック
アウトシステムを例示する別の線図である。
【図７０】本発明の別の外科用切断／ファスナー器具の実施形態の斜視図である。
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【図７１】図７０に示されている外科器具とともに用いることができるハンドル組立体の
実施形態の断面図である。
【図７２】本発明の様々な実施形態のシャトル／引戻しロッド組立体の分解組立図である
。
【図７２Ａ】本発明の別の実施形態のシャトル／引戻しロッド組立体の分解組立図である
。
【図７３】シリンダ組立体が完全に延出した位置にある図７２に示されている構成要素の
組立図である。
【図７４】本発明のシャトル組立体の実施形態の後面図である。
【図７５】引戻しロッドおよびプッシュバーがプッシュバー開口内に延び、プッシュバー
がコネクタ部材に取り付けられている、図７４のシャトル組立体の別の後面図である。
【図７６】シャトル組立体の左側部分の後方からの斜視図である。
【図７７】シャトル組立体の左側部分の別の後方からの斜視図である。
【図７８】図７０～図７７に示されている実施形態に用いることができる制御システムの
構造の模式図である。
【図７９】シリンダ組立体が延出した位置にある、図７０～図７８に示されている実施形
態のハンドル組立体の構造の上方からの断面図である。
【図８０】シリンダ組立体が引戻し位置にある、図７０～図７９に示されている実施形態
のハンドル組立体の構造の別の上方からの断面図である。
【図８１】図７０～図８０に示されている実施形態のハンドル組立体の断面図である。
【図８１Ａ】加圧ガス供給源がハンドル組立体の外部に位置する、図７０～図８０に示さ
れている実施形態に用いることができるハンドル組立体の実施形態の断面図である。
【図８２】シリンダ組立体が延出した、図８１のハンドル組立体の別の断面図である。
【図８３】シリンダ組立体が引き戻された、図８１のハンドル組立体の別の断面図である
。
【図８３Ａ】シリンダ組立体が引き戻され、発射ロッドが最近位位置にある、図７２Ｂに
示されている実施形態のハンドル組立体の断面図である。
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