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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ハンドル（１８）に連結される基端領域（１４）及び、先端領域（１６）を有する管状シ
ース（１２）と、該シース（１２）内を延びるとともに該シース（１２）内で摺動可能な
シャフト（２０）とを備え、ポリープを除去するために体内管腔に挿入される外科用スネ
ア器具であって、
　前記シャフト（２０）に対して連結される第１端部（３７，１３７，５３７）、及び第
２端部（３５，１３５，５３５）を有するスイベル（２４，１２４，２２４，３２４，４
２４，５２４）と、
　前記スイベル（２４，１２４，２２４，３２４，４２４，５２４）の第２端部（３５，
１３５，５３５）に対して連結される自己配向型スネアループ（２２，１２２）と
を有し、
　前記スイベル（２４，１２４，２２４，３２４，４２４，５２４）は、スネアループ（
２２，１２２）がシャフト（２０）の回動から独立して回動できるように構成され、
　操作者によりスネアループ（２２，１２２）がポリープに接触する位置まで搬送された
後、ポリープに対するスネアループの接触によってスネアループがシャフトから独立して
回動されることにより、操作者によるハンドル（１８）の操作を必要とせずにスネアルー
プがポリープを捕捉するために好適な回転位置に自己配向することを特徴とするスネア器
具。
【請求項２】
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前記スイベル（２４，１２４，２２４，３２４，４２４，５２４）の第１端部（３７，１
３７，５３７）が前記シャフト（２０）の先端に対して連結される、請求項１に記載のス
ネア器具。
【請求項３】
前記シャフト（２０）は、前記スネアループ（２２，１２２）がほぼシース（１２）内に
配置される第１の位置と、該スネアループ（２２，１２２）がシース（１２）の先端領域
（１６）から先端側へほぼ延びる第２の位置との間で移動可能である、請求項１に記載の
スネア器具。
【請求項４】
前記スネアループ（１２２）が、前記スイベル（１２４）の第２端部（１３５）に対して
連結される複数の基端側脚部（１３４）を備える、請求項１に記載のスネア器具。
【請求項５】
前記スネアループ（２２）が、コネクタ（３６）に対して連結される複数の基端側脚部（
３４）を備え、同コネクタ（３６）が連結シャフト（３２）を介してスイベル（２４）の
第２端部（３５）に連結される請求項１に記載のスネア器具。
【請求項６】
前記ハンドル（１８）が１個以上のフィンガーホール（２８）を備える、請求項１に記載
のスネア器具。
【請求項７】
前記スネアループ（２２，１２２）を介して流れる焼灼電流をさらに含む、請求項１に記
載のスネア器具。
【請求項８】
前記焼灼電流が単極又は双極電流を含む請求項７に記載のスネア器具。
【請求項９】
前記スイベル（２２４，３２４，４２４，５２４）が、第１ベアリング（２３８，３３８
，４３８）、第２ベアリング（２４０，３４４，４４０，４４４）、第３ベアリング（２
４２，３４２，４４２）、並びに同第１、第２、及び第３ベアリングを被覆する円筒状の
スイベル本体（２３９，３３９，４３９）からなる、請求項４又は５に記載のスネア器具
。
【請求項１０】
前記第１、第２、及び第３ベアリングのうち少なくとも一つが前記スイベル本体（２３９
，３３９，４３９）内で回動可能である、請求項９に記載のスネア器具。
【請求項１１】
前記第１ベアリング（２３８，３３８，４３８）が前記スイベル本体（２３９，３３９，
４３９）に固定される、請求項９に記載のスネア器具。
【請求項１２】
前記第２ベアリング（２４０，３４４，４４０，４４４）が前記スイベル本体（２３９，
３３９，４３９）内で回動可能であり、前記第１ベアリング（２３８，３３８，４３８）
が前記スイベル本体（２３９，３３９，４３９）に固定される、請求項９に記載のスネア
器具。
【請求項１３】
前記第２ベアリング（２４０，３４４，４４０，４４４）が前記スイベル本体（２３９，
３３９，４３９）内で回動可能であり、前記第１ベアリング（２３８，３３８，４３８）
及び第３ベアリング（２４２，３４２，４４２）が前記スイベル本体（２３９，３３９，
４３９）に固定される、請求項９に記載のスネア器具。
【請求項１４】
前記スネアループ（２２，１２２）が前記第１ベアリング（２３８，３３８，４３８）に
対して連結される、請求項９に記載のスネア器具。
【請求項１５】
前記シャフト（２０）が前記第２ベアリング（３４４，４４４）に対して連結される、請
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求項９に記載のスネア器具。
【請求項１６】
前記スネアループ（２２）が、コネクタ（３６）に対して連結される複数の基端側脚部（
３４）を備え、同コネクタ（３６）が連結シャフト（３２）を介してスイベル（２４）の
第２端部（３５）に連結され、
前記スイベル（２２４，３２４，４２４，５２４）が、第１ベアリング（２３８，３３８
，４３８）、第２ベアリング（２４０，３４４，４４０，４４４）、第３ベアリング（２
４２，３４２，４４２）、並びに同第１、第２、及び第３ベアリングを被覆する円筒状の
スイベル本体（２３９，３３９，４３９）からなり、
前記連結シャフト（３２，２３２，３３２，４３２）が前記第１ベアリング（２３８，３
３８，４３８）に対して連結される、請求項１に記載のスネア器具。
【請求項１７】
前記基端側脚部（１３４）が前記第１ベアリング（２３８，３３８，４３８）に対して連
結される、請求項９に記載のスネア器具。
【請求項１８】
前記基端側脚部（１３４）が、前記第１ベアリング（２３８，４３８）内を延びて、前記
第２ベアリング（２４０，４４０）に対して連結される、請求項１３に記載のスネア器具
。
【請求項１９】
前記スネアループ（２２）が、コネクタ（３６）に対して連結される複数の基端側脚部（
３４）を備え、同コネクタ（３６）が連結シャフト（３２）を介してスイベル（２４）の
第２端部（３５）に連結され、
前記スイベル（２２４，３２４，４２４，５２４）が、第１ベアリング（２３８，３３８
，４３８）、第２ベアリング（２４０，３４４，４４０，４４４）、第３ベアリング（２
４２，３４２，４４２）、並びに同第１、第２、及び第３ベアリングを被覆する円筒状の
スイベル本体（２３９，３３９，４３９）からなり、
前記第２ベアリング（２４０，３４４，４４０，４４４）が前記スイベル本体（２３９，
３３９，４３９）内で回動可能であり、前記第１ベアリング（２３８，３３８，４３８）
及び第３ベアリング（２４２，３４２，４４２）が前記スイベル本体（２３９，３３９，
４３９）に固定され、
前記連結シャフト（３２，２３２，４３２）は、前記第１ベアリング（２３８，４３８）
内を延びるとともに、前記第２ベアリング（２４０，４４０）に対して連結される、請求
項１に記載のスネア器具。
【請求項２０】
前記シャフト（２０）は、前記第３ベアリング（３４２，４４２）内を延びるとともに、
前記第２ベアリング（３４４，４４４）に対して連結される、請求項１３に記載のスネア
器具。
【請求項２１】
前記シャフト（２０）が前記第３ベアリング（２４２，３４２，４４２）に対して連結さ
れる、請求項９に記載のスネア器具。
【請求項２２】
前記第３ベアリング（２４２，３４２，４４２）が前記スイベル本体（２３９，３３９，
４３９）に固定される、請求項２１に記載のスネア器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ポリープ等の組織増殖部位を除去するために体内管腔に挿入するためのスネ
ア器具に関する。より詳細には、本発明は自己配向型スネアループを備える、このような
スネア器具に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　ポリペクトミースネア器具は、体内腔、特に結腸内における過形成性の組織増殖部位の
内視鏡的除去術に用いられる。
　ポリペクトミースネア器具は通常、カテーテルシース等の長尺状管状部材と、該管状部
材の内部を延びるシャフトと、該シャフトの先端においてスネア（ループ）を形成するワ
イヤと、管状部材内においてシャフトを先端側及び基端側へ移動させるためのハンドルと
を備える。スネアは、シースの先端を越えるようにスネアを移動させることによって開き
、管状部材内にスネアを後退させることにより閉じられ、この開閉は、シャフトのシース
に対する相対移動に影響される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　多数の異なるタイプのスネア器具が存在するが、それぞれには利点と欠点とがあり、改
良されたスネア器具が必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
（発明の概要）
　本発明は、従来の医療器具（例えばスネア器具）の設計、材料、製造方法に代わる設計
、材料、製造方法を提供する。少なくともいくつかの実施形態においては、スネア器具は
、基端領域及び先端領域を有するシースと、該シース内に摺動可能に配置されるシャフト
とを備える。ハンドルをシャフトに対して連結し、シースの基端領域近傍に配置すること
ができる。スネア器具はまた、シースの先端領域近傍に配置されるとともにシャフト及び
スネアループに連結されるスイベルも備えることができる。
　本発明の一実施形態は、ハンドルに連結される基端領域及びハンドルの先端側に位置す
る先端領域を有する管状シースと、該シース内を延びるとともに該シース内で摺動可能な
シャフトとを備える外科用スネア器具であって、前記シャフトに対して連結される第１端
部、及び第２端部を有するスイベルと、前記スイベルの第２端部に対して連結される自己
配向型スネアループとを有することを特徴とするスネア器具を提供する。
　実施形態におけるこれら及びその他の特徴及び特性について、以下詳細に説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００５】
（好ましい実施形態の詳細な説明）
　以下、図面に基づき説明する。なお、各図面において、類似する要素には類似する符号
を付す。詳細な説明及び図面は、特許を請求する発明の実施形態を例示するものである。
【０００６】
　図１には、スネア器具１０の一例が示されている。スネア器具１０は、基端領域１４及
び先端領域１６を有する長尺状シース１２を備えることができる。ハンドル１８は、基端
領域１４に対して連結することができる。シャフト部材２０は、シース１２の少なくとも
一部の内部において摺動可能に配置することができる。スネアループ２２は、例えばスイ
ベル２４（シャフト部材２０及びスイベル２４は図１には示されていないが、図２に示さ
れている）によって、シャフト部材２０に対して連結することができる。スイベル２４に
より、スネアループ２２はシャフト部材２０の回動に関係なく回動することができる。従
って、スネアループ２２が例えばポリープの切除に使用される場合、スネアループ２２と
ポリープとの相互作用によって、ポリープを切除するための所定の位置にスネアループ２
２が自己配向できるようにスネアループ２２が回動することがある。例えば、適切な位置
は、ポリープ全体にわたってこれを包囲するように配置され、且つポリープの根元近傍に
配置されるスネアループ２２の位置である。よって、スネアループ２２は「自己配向型」
である。換言すれば、使用者がハンドル１８を操作することによりスネアループ２２を機
械的に回動させるためにハンドル１８、シャフト部材２０、又は基端側に配置されるスネ
ア器具１０の他の部分を操作することなく、スネアループ２２はポリープに対して適切に
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自己配向可能である。
【０００７】
　自己配向型スネアループ２２を備えることにより、スネア器具１０は、スネア器具の他
のタイプのものよりも望ましい場合がある。例えば、一般的なスネアの回動は通常、スネ
ア器具のほぼ全長に沿って延びるシャフト又はケーブルを基端側ハンドルにおいて回動さ
せることを含む。よって、これらのタイプの器具のスネアループの回動は、ハンドルにお
いて（又は他の基端側位置において）ケーブルに付与された回動力を器具の全長にわたっ
て伝達することのできる能力に左右される。器具は、時として長い、蛇行した通路に沿っ
て配置される場合があるため、回動が効果的に伝達されないことがある。この場合、ルー
プの位置制御がほとんど又は全く行われることなくスネアループが高速で回転する「ホイ
ッピング効果」と呼ばれる現象が起こりうる。さらには、これらのタイプの器具において
は、スネアループを回動させるために使用されるシャフト又はケーブルがトルクを伝達で
きなければならない。従って、ケーブルは、大きな外径を有すること（この場合、器具の
外形も増加しうる）、十分なトルク伝達を行うことができること（この場合、製造が複雑
になり、且つ／又は製造コストが増加する可能性がある）を必要とする場合がある。
【０００８】
　従って、スネア器具１０の好ましい実施形態においては、シャフト２０から独立して、
又はシャフト２０に対して相対的にスネアループ２２を回動させることができるスイベル
２４を備える。一般的に、スイベル２４は、スネアループ２２が回動するときに比較的短
い材料のみが回動するように、シース１２の先端領域１６近傍に配置することができる。
しかしながら、スイベル２４がシース１２内で保持された状態でスネアループ２２がポリ
ープを切断するように構成される場合（即ち、スネアループ２２がシース１２から先端側
へ延びる場合）、スイベル２４を一定距離だけ基端側に後退させることが望ましい場合が
ある。この実施形態は、スネアループ２２が基端側へ後退させられたときに、スイベル２
４がシース１２と係合したり、シース１２に「引っ掛かったり」する可能性を低下させる
ことに寄与することができる。
【０００９】
　スイベル２４の正確な形態は変更することができ、基本的にほぼ任意の好適なスイベル
の形態又はタイプを用いることができる。好適なスイベルの例については、以下に説明さ
れ、図４乃至６に示される。これらのスイベル以外にも、バレル型スイベル、ボール・ソ
ケット型スイベル、角柱型スイベル（例：１２角柱－六角柱(dodecahex) スイベル、大型
四角柱－八角柱(large sqocta)スイベル、小型四角柱－八角柱(small sqocta)スイベル）
、錐体型スイベル（八角錐型スイベル、五角錐型スイベル、四角錐型スイベル）等や、そ
の他の任意の好適なスイベル器具を含む、その他のスイベルについても企図するものであ
る。当然ながら、本発明の主旨から逸脱することなく、多数の異なるスイベル又はスイベ
ル手段を用いることができる。
【００１０】
　シース１２は、ポリマー、金属、合金、金属－ポリマー複合材料等を含む、任意の好適
な材料で形成することができる。好適なポリマーの例には、ポリテトラフルオロエチレン
（ＰＴＦＥ）、エチレンテトラフルオロエチレン（ＥＴＦＥ）、フッ化エチレンプロピレ
ン（ＦＥＰ）、ポリオキシメチレン（ＰＯＭ）、ポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）
、ポリエーテルブロックエステル、ポリウレタン、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリ塩化ビ
ニル（ＰＶＣ）、ポリエーテル－エステル（例えばＤＳＭエンジニアリングプラスチック
ス社(DSM Engineering Plastics)から販売されるアーニテル（登録商標、ＡＲＮＩＴＥＬ
）等のポリエーテル－エステルエラストマー）、ポリエステル（例えばデュポン社(DuPon
t)から販売されるハイトレル（登録商標、ＨＹＴＲＥＬ）等のポリエステルエラストマー
）、ポリアミド（例えばバイエル社(Bayer) から販売されるデュレタン（登録商標、ＤＵ
ＲＥＴＨＡＮ）やエルフアトケム社(Elf Atochem) から販売されるクリスタミド（登録商
標、ＣＲＩＳＴＡＭＩＤ））、弾性ポリアミド、ブロックポリアミド／エーテル、ポリエ
ーテルブロックアミド（ＰＥＢＡ。例えば商品名ペバックス（登録商標、ＰＥＢＡＸ）と
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して販売されるＰＥＢＡ）、シリコーン、ポリエチレン（ＰＥ）、マーレックス型(Marle
x)高密度ポリエチレン、マーレックス型低密度ポリエチレン、直鎖状低密度ポリエチレン
（例えばレクセル（登録商標、ＲＥＸＥＬＬ））、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ
）、ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）、ポリイミド（ＰＩ）、ポリエーテルイミ
ド（ＰＥＩ）、ポリフェニレンスルフィド（ＰＰＳ）、ポリフェニレンオキシド（ＰＰＯ
）、ポリスルホン、ナイロン、ペルフルオロ（プロピルビニルエーテル）（ＰＦＡ）、そ
の他の好適な材料、又はこれらの混合物、組み合わせ、若しくはコポリマー、並びにポリ
マー／金属複合材料等が含まれる。幾つかの実施形態においては、シース１２は液晶ポリ
マー（ＬＣＰ）とブレンドすることができる。例えば、混合物には、ＬＣＰを約５％以下
の割合で含有することができる。材料及び加工技術の選択により、これらの材料及びその
他の材料の熱可塑性、溶剤可溶性、熱硬化性の変種を用いて、所望の結果を得ることがで
きる。
【００１１】
　シャフト２０はポリマー、金属、合金、金属－ポリマー複合材料等を含む任意の好適な
材料から形成することができる。好適なポリマーの例には、上記ポリマーを含む。好適な
金属および合金の例には、３０４Ｖ、３０４Ｌ、３１６Ｌステンレス鋼等のステンレス鋼
、線形弾性若しくは超弾性ニチノール等のニッケル－チタン合金、ニッケル－クロム合金
、ニッケル－クロム－鉄合金、コバルト合金、タングステン若しくはタングステン合金、
ＭＰ３５－Ｎ（登録商標。Ｎｉ約３５％、Ｃｏ約３５％、Ｃｒ約２０％、Ｍｏ約９．７５
％、Ｆｅ約１％以下、Ｔｉ約１％以下、Ｃ約０．２５％以下、Ｍｎ約０．１５％以下、Ｓ
ｉ約０．１５％以下の組成を有する）、ハステロイ（登録商標）、モネル（登録商標）４
００、インコネル（登録商標）８２５等やその他好適な材料が含まれる。
【００１２】
　シース１２、シャフト２０、若しくはこれらの一部、又はスネア器具１０の他の構成要
素を、放射線不透過性材料でドープしたり、或いはその他の方法で放射線不透過性材料を
含むようにしてもよい。放射線不透過性材料とは、医療手技中にＸ線透視スクリーン又は
他のイメージング技術において比較的明るい像を形成することのできる材料をいう。この
比較的明るい像により、スネア器具１０の使用者がスネア器具１０の位置を判定しやすく
なる。放射線不透過性材料の例としては、金、プラチナ、パラジウム、タンタル、タング
ステン合金、放射線不透過性充填剤が充填されたプラスチック材料等が含まれるが、これ
らに限定されるものではない。或いは、シース１２又はスネア器具１０の他の構成要素は
、他の公知のマーカーバンド、放射線不透過性コイル等を含んでいてもよい。
【００１３】
　ハンドル１８は、本明細書に列挙されるものを含む任意の好適な材料で形成することが
できる。ハンドル１８は、シース１２の基端領域１４に配置し、シャフト２０の基端に（
又はその近傍に）連結することができる。一般的に、ハンドル１８は、器具１０の把持可
能な表面として機能することができ、スネアループ２２をシース１２に対して長手方向に
移動させるために使用することができる。例えば、ハンドル１８は、摺動部２６の（先端
側又は基端側への）移動によってシャフト２０が同じ長手方向に移動するように、シャフ
ト２０に対して連結された摺動部２６を含むことができる。摺動部２６及びシャフト２０
が（図１に示されるように）先端側へ摺動したとき、又は配置されたときに、スネアルー
プ２２がシース１２から先端側へ延びることができ、その位置でポリープを捕捉し、除去
するように、スネア器具１０を構成してもよい。摺動部２６及びシャフト２０が基端側へ
摺動したとき、又は配置されたときに、スネアループ２２は、シース１２内にほぼ収束し
た状態で配置されてもよい。
【００１４】
　ハンドル１８は、多数の他の構造特徴を備えていてもよい。例えば、１個以上のフィン
ガーホール２８をハンドル１８及び／又は摺動部２６に対して連結し、摺動部２６の移動
を補助してもよい。ハンドル１８は、さらにポート３０を備えることができる。ポート３
０は、例えば、焼灼電流（単極電流及び双極電流を含む）をシャフト２０及び／又はスネ
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アループ２２に適用及び／又は搬送するアクセスポイントとして用いることができる。当
然ながら、本発明の主旨から逸脱することなく、ハンドル１８の構成及び特徴に多数の変
更を加えることができる。
【００１５】
　使用時においては、スネアループ２２がシース１２内で収束した状態で配置されるよう
に、ハンドル１８の摺動部２６を基端側へ配置するようにスネア器具１０を構成してもよ
い。器具１０は、その後体内管腔を介して進行させて好適な目的部位へ到達させることが
できる。少なくともいくつかの実施形態においては、器具１０を進行させることには、シ
ース１２に内視鏡の作業通路内を通過させることを含んでいてもよい。体内管腔内に配置
された後、摺動部２６を先端側へ摺動させて、スネアループ２２を作動させることができ
、これによりループ２２がシース１２から出て、シース１２の先端側に配置されるように
なる。スネアループ２２が目的部位（例えばポリープ）の表面と接触し、僅かな圧力が付
与されると、ループ２２はスイベル２４の周囲において、ポリープを「捕捉する」ために
好適な位置に回動することができる。いくつかの例では、さらに圧力を加えて、ポリープ
の根元でスネアループ２２を扁平な状態にする。適切に配向されると、摺動部２６を基端
側へ移動させることにより、スネアループ２２を後退させることができる。ループ２２が
シース１２の先端領域１６と係合すると、ループ２２の開口の寸法が小さくなり、これに
よってポリープを「締め付け」て、最終的にはポリープを体組織から切断することができ
る。いくつかの実施形態においては、焼灼電流（単極電流及び双極電流を含む）を（例え
ばポート３０において）用いることにより電流がシャフト２０に沿ってスネアループ２２
に流れ込み、これによって新たに切断されたポリープ近傍の領域を焼灼しやすくしてもよ
い。適切な数のポリープが切除された後、器具１０を体内から抜去することができる。
【００１６】
　シャフト２０のスイベル２４及びスネアループ２２に対する構成は変更することができ
る。例えば、図２は、器具１０の部分縦断面図であり、シャフト２０及び連結シャフト３
２の間に配置されたスイベル２４を示している。この実施形態においては、スネアループ
２２の基端側脚部領域又は脚部３４（図２においては、符号３４ａ及び３４ｂにて示され
る２本の脚部が示されている）が、コネクタ３６において収束し、コネクタ３６によって
互いに連結されている。コネクタ３６はさらに、スイベル２４まで延びる連結シャフト３
２に対して連結される。従って、スイベル２４の第１端部領域３５は連結シャフト３２に
対して連結され、スイベル２４の第２端部領域３７はシャフト２０に対して連結される。
これに対し、図３はスネア器具１１０を示しており、該スネア器具１１０において、スネ
アループ１２２の脚部１３４ａ／１３４ｂがスイベル１２４の第１端部領域１３５に対し
て直接的に連結される。
【００１７】
　図４乃至７は、本明細書に開示される任意のスネア器具とともに用いることができる好
適なスイベルの例を示している。明確にするために、これらの図面では、スイベルの先端
に連結される単一のシャフト（例えば図４に示されるシャフト２３２）が示されている。
しかしながら、単一のシャフトは、脚部３４ａ／３４ｂ（又は脚部１３４ａ／１３４ｂ）
が直接スイベルに連結される場合とともに、連結シャフト３２が用いられている実施形態
を示すために用いられている。例えば、図４は、スイベル本体２３９を有するスイベル２
２４を示している。１個以上のベアリング、例えば第１ベアリング２３８、第２ベアリン
グ２４０、第３ベアリング２４２をスイベル本体２３９内に配置することができる。シャ
フト２３２は、ベアリング２３８内部を延びていてもよく、且つ該ベアリング２３８内に
おいて摺動可能、かつ／又は移動可能とすることができる。第２ベアリング２４０は、シ
ャフト２３２がスイベル２２４から抜け出ないように、又はその他の方法でスイベル２２
４から外れないように、シャフト２３２の端部に対して連結することができる。第１ベア
リング２３８は本体２３９に対して固定することができ、第２ベアリング２４０はスイベ
ル本体２３９内で回動可能であってもよい。本実施形態においては、シャフト２３２（及
び最終的にはスネアループ２２）は、ベアリング２４０上の矢印によって示されるように
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シャフト２３２と第２ベアリング２４０が回動することによって回動可能となっている。
シャフト２０は、第３ベアリング２４２に対して連結することができる。いくつかの実施
形態においては、第３ベアリング２４２はスイベル本体２３９に固定することができる。
【００１８】
　別の実施形態においては、図５に示される実施形態のように、ほぼ反対の構成も用いる
ことができる。例えば、スイベル３２４は、スイベル本体３３９と、ベアリング３３８と
、ベアリング３４２と、別のベアリング３４４とを備えることができる。シャフト３３２
は、固定されたベアリング３３８に対して連結することができる。シャフト３３２は、ベ
アリング３４４及びシャフト２０の周囲で回動するスイベル本体３３９によって回動可能
である。
【００１９】
　図６は、別のスイベル４２４を示しており、シャフト４３２及びシャフト２０の双方が
スイベル本体４３９内で回動可能である。この実施形態では、シャフト４３２はベアリン
グ４３８内を延び、回動可能なベアリング４４０に対して連結される。同様に、シャフト
２０はベアリング４４２内を延び、ベアリング４４４に対して連結される。シャフト４３
２及びシャフト２０の両方が回動可能に構成されていることにより、スネアループ２２は
シャフト２０とは独立して回動可能である。
【００２０】
　別のスイベル５２４が図７に示されている。スイベル５２４は、バレル型スイベルの例
を示す。このスイベルは、一般的に釣り人が釣糸の端部にフック、はりす、ルアーを連結
するために用いられる一般的なタイプのスイベルに類似している。スイベル５２４は、ス
イベル本体５３９と、第１端部領域５３５と、該第１端部領域５３５近傍に配置される第
１ストップ部材５４６と、第２端部領域５３７と、該第２端部領域５３７近傍に配置され
る第２ストップ部材５４８とを備えることができる。一般的に、端部領域５３５／５３７
がスイベル本体５３９から外れることを防止する一方で、ストップ部材５４６／５４８の
一方又は両方をスイベル本体５３９内で回動可能に構成することができる。シャフト５３
２は、第１端部領域５３５に対して連結することができるため、回動可能である。いくつ
かの実施形態においては、シャフト２０は第２端部領域５３７に対して連結され、（シャ
フト５３２の回動に加えて、またこれに代えて）回動可能とすることができる。
【００２１】
　本開示は、多くの点において単に例示的なものにすぎない。本発明の範囲を逸脱するこ
となく詳細、特に、形状、寸法、工程の順序を変更することが可能である。本発明の範囲
は、当然ながら添付の特許請求の範囲の文言によって定義される。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】スネア器具の一例を示す斜視図。
【図２】スネア器具の一例を示す部分縦断面図。
【図３】スネア器具の別例を示す部分縦断面図。
【図４】スネア器具とともに使用するためのスイベルの一例を示す一部破断斜視図。
【図５】スネア器具とともに使用するためのスイベルの別例を示す一部破断斜視図。
【図６】スネア器具とともに使用するためのスイベルの別例を示す一部破断斜視図。
【図７】スネア器具とともに使用するためのスイベルの別例を示す一部破断斜視図。
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