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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置であって、
　（ａ）手術用器具であって、組織の一部分を切断しステープル留めするように操作可能
であり、遠位端を含み、前記遠位端にエンドエフェクタを備える、手術用器具と、
　（ｂ）ステープルカートリッジであって、前記エンドエフェクタに選択的に挿入可能で
あり、
　　ｉ．上部デッキと、
　　ｉｉ．前記上部デッキと連通するバットレス材料と、
　　ｉｉｉ．取り付けステープルドライバと、を備え、
　　前記バットレス材料は１つ又は２つ以上の取り付けステープルによって前記ステープ
ルカートリッジに選択的に連結され、
　　前記取り付けステープルドライバは、前記１つ又は２つ以上の取り付けステープルと
係合して、前記１つ又は２つ以上の取り付けステープルを前記ステープルカートリッジか
ら脱連結させるように操作可能である、ステープルカートリッジと、を備え、
　更に、楔形スレッドを備え、前記楔形スレッドは、前記楔形スレッドが前記ステープル
カートリッジを通して遠位方向に移動するとき前記取り付けステープルドライバを上方に
付勢する傾斜カム表面を備える、装置。
【請求項２】
　装置であって、
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　（ａ）手術用器具であって、組織の一部分を切断しステープル留めするように操作可能
であり、遠位端を含み、前記遠位端にエンドエフェクタを備える、手術用器具と、
　（ｂ）ステープルカートリッジであって、前記エンドエフェクタに選択的に挿入可能で
あり、
　　ｉ．上部デッキと、
　　ｉｉ．前記上部デッキと連通するバットレス材料と、
　　ｉｉｉ．取り付けステープルドライバと、を備え、
　　前記バットレス材料は１つ又は２つ以上の取り付けステープルによって前記ステープ
ルカートリッジに選択的に連結され、
　　前記取り付けステープルドライバは、前記１つ又は２つ以上の取り付けステープルと
係合して、前記１つ又は２つ以上の取り付けステープルを前記ステープルカートリッジか
ら脱連結させるように操作可能である、ステープルカートリッジと、を備え、
　前記上部デッキが、前記取り付けステープルが挿入される取り付けステープルアパーチ
ャ、を備え、
　前記取り付けステープルが、１対の弾力的に付勢されるレッグを備える、装置。
【請求項３】
　前記取り付けステープルが、ワイヤーを備え、前記ワイヤーが直径を有し、前記取り付
けステープルアパーチャが、幅を有し、前記ワイヤーの前記直径が、前記取り付けステー
プルアパーチャの前記幅より大きい、請求項１または２に記載の装置。
【請求項４】
　前記取り付けステープルが、ワイヤーを備え、前記ワイヤーが直径を有し、前記取り付
けステープルアパーチャが幅を有し、前記ワイヤーの前記直径が、前記取り付けステープ
ルアパーチャの前記幅と実質的に等しい、請求項１または２に記載の装置。
【請求項５】
　前記ステープルカートリッジが、内部に配置された複数のステープルと複数のステープ
ルドライバと、を更に備え、前記上部デッキが、複数のステープルアパーチャを備え、前
記複数のステープルのうちの各ステープルが、前記複数のステープルドライバのうちのそ
れぞれのステープルドライバと連通する、請求項１または２に記載の装置。
【請求項６】
　前記取り付けステープルアパーチャが、前記ステープルアパーチャのうちの１つ又は２
つ以上と長手方向に位置合わせされる、請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記複数のステープルドライバが、前記複数のステープルを前記バットレス材料を通し
て打ち込むように操作可能である、請求項５に記載の装置。
【請求項８】
　前記取り付けステープルドライバが、前記取り付けステープルアパーチャと連通する、
請求項２に記載の装置。
【請求項９】
　前記取り付けステープルドライバが、前記上部デッキに対して垂直方向に並進運動可能
である、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記取り付けステープルドライバが、ステープル形成ポケット、を備える、請求項８に
記載の装置。
【請求項１１】
　前記弾力的に付勢されるレッグが、外向きに付勢される、請求項２に記載の装置。
【請求項１２】
　前記弾力的に付勢されるレッグが、かかりを備える、請求項２に記載の装置。
【請求項１３】
　前記バットレス材料が、
　止血剤、
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　トロンビン、又は
　フィブリンからなる群から選択される、請求項１または２に記載の装置。
【請求項１４】
　装置であって、
　（ａ）アンビルと、下部つかみ具と、切断エッジを有する発射バーと、を備える、手術
用器具であって、前記アンビル及び前記下部つかみ具が、それらの間で組織の一部分を固
定させるように操作可能であり、前記発射バーが、前記組織の一部分を切断するために前
記アンビル及び前記下部つかみ具に対して遠位に前進するように操作可能である、手術用
器具と、
　（ｂ）前記下部つかみ具に選択的に挿入可能であるステープルカートリッジであって、
　　ｉ．カートリッジ本体と、
　　ｉｉ．内部を貫通して形成された複数のステープルアパーチャを有する上部デッキと
、
　　ｉｉｉ．前記複数のステープルアパーチャのうちのそれぞれのステープルアパーチャ
とそれぞれ連通する複数のステープルドライバと、
　　ｉｖ．前記複数のステープルドライバのうちの１つ又は２つ以上のステープルドライ
バと連通する、前記カートリッジ本体に配置された１つ又は２つ以上のステープルと、
　　ｖ．前記上部デッキと連通するバットレス材料と、を備える、ステープルカートリッ
ジと、を備え、
　前記バットレス材料が、少なくとも１本の取り付けステープルによって前記ステープル
カートリッジに選択的に連結され、
　前記複数のステープルドライバのうちの少なくとも１つのステープルドライバが、前記
少なくとも１本の取り付けステープルを前記ステープルカートリッジから選択的に連結解
除させるように操作可能であり、
　複数の取り付けステープルを備え、前記複数の取り付けステープルのうちの各取り付け
ステープルが、ステープルアパーチャに挿入され、
　前記複数の取り付けステープルのうちの各取り付けステープルが、１対の弾力的に付勢
されるレッグを備える、装置。
【請求項１５】
　前記複数のステープルドライバのうちの前記少なくとも１つのステープルドライバが、
前記複数の取り付けステープルのうちの少なくとも１つの取り付けステープルの前記弾力
的に付勢されるレッグを選択的に係合する、請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　１つ又は２つ以上の取り付け部材を用いて手術用器具のステープルカートリッジにバッ
トレス材料を選択的に連結させる方法であって、前記手術用器具が、前記ステープルカー
トリッジを受け取るように構成されたエンドエフェクタを備え、前記エンドエフェクタが
、前記ステープルカートリッジが内部に挿入されるとき、組織の一部分を切断しかつ組織
の一部分をステープル留めするように操作可能であり、前記ステープルカートリッジが、
複数のステープルアパーチャを有する上部デッキとステープルドライバとを備え、前記方
法が、
　（ａ）前記バットレス材料を前記上部デッキの少なくとも一部分上に置くことと、
　（ｂ）前記１つ又は２つ以上の取り付け部材を前記バットレス材料を通して前記複数の
ステープルアパーチャのうちの少なくとも１つのステープルアパーチャに挿入することと
、を含み、
　前記１つ又は２つ以上の取り付け部材を挿入することで、前記バットレス材料を前記ス
テープルカートリッジに選択的に連結させ、前記ステープルドライバが、前記１つ又は２
つ以上の取り付け部材を選択的に前記ステープルカートリッジから連結解除させるように
操作可能であり、
　前記１つ又は２つ以上の取り付け部材のうちの各取り付け部材が、１対の弾力的に付勢
されるレッグを備える、方法。
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【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　一部の状況では、内視鏡手術用器具は、より小さい切開が、手術後の回復時間及び合併
症を低減し得るために、従来の開腹手術用装置よりも好ましい場合がある。したがって、
いくつかの内視鏡手術用器具は、トロカールのカニューレを介して所望の手術部位に遠位
エンドエフェクタを定置するのに適していることがある。これらの遠位エンドエフェクタ
は、多くの方法で組織に係合して診断又は治療効果を達成し得る（例えば、エンドカッタ
ー、把持具、カッター、ステープラー、クリップ適用器具、アクセス装置、薬物／遺伝子
治療送達装置、及び超音波、ＲＦ、レーザなどを使用するエネルギー送達装置）。内視鏡
手術用器具は、エンドエフェクタとハンドル部分との間に、臨床医によって操作されるシ
ャフトを有することがある。そのようなシャフトは、所望の深さへの挿入とシャフトの長
手方向軸の周りの回転を可能にし、それにより患者内のエンドエフェクタの位置決めが容
易になる。エンドエフェクタの位置決めは、シャフトの長手方向軸に対してエンドエフェ
クタを選択的にジョイント曲げ又は偏向することを可能にする１つ又は２つ以上の関節動
作ジョイント若しくは機構を含めることによって、更に容易になり得る。
【０００２】
　内視鏡手術用器具の例としては手術用ステープラーが挙げられる。かかるステープラー
のいくつかは、組織層をクランプし、クランプした組織層を切断し、組織層を通してステ
ープルを打ち込むことによって組織層の切断された端の近くで組織層をともに実質的に封
着するように動作可能である。あくまで例としての手術用ステープラーは、米国特許第４
，８０５，８２３号（１９８９年２月２１日発行の「Ｐｏｃｋｅｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａ
ｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｉｎｔｅｒｎａｌ　Ｏｒｇａｎ　Ｓｔａｐｌｅｒｓ」）、米国特許第
５，４１５，３３４号（１９９５年５月１６日発行の「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｓｔａｐｌｅ
ｒ　ａｎｄ　Ｓｔａｐｌｅ　Ｃａｒｔｒｉｄｇｅ」）、米国特許第５，４６５，８９５号
（１９９５年１１月１４日発行の「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｓｔａｐｌｅｒ　Ｉｎｓｔｒｕｍ
ｅｎｔ」）、米国特許第５，５９７，１０７号（１９９７年１月２８日発行の「Ｓｕｒｇ
ｉｃａｌ　Ｓｔａｐｌｅｒ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ」）、米国特許第５，６３２，４３２
号（１９９７年５月２７日発行の「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ」）米国特
許第５，６７３，８４０号（１９９７年１０月７日発行の「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔ
ｒｕｍｅｎｔ」）、米国特許第５，７０４，５３４号（１９９８年１月６日発行の「Ａｒ
ｔｉｃｕｌａｔｉｏｎ　Ａｓｓｅｍｂｌｙ　ｆｏｒ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍ
ｅｎｔｓ」）、米国特許第５，８１４，０５５号（１９９８年９月２９日発行の「Ｓｕｒ
ｇｉｃａｌ　Ｃｌａｍｐｉｎｇ　Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ」）、米国特許第６，９７８，９２
１号（２００５年１２月２７日発行の「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｓｔａｐｌｉｎｇ　Ｉｎｓｔ
ｒｕｍｅｎｔ　Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｉｎｇ　ａｎ　Ｅ－Ｂｅａｍ　Ｆｉｒｉｎｇ　Ｍｅ
ｃｈａｎｉｓｍ」）、米国特許第７，０００，８１８号（２００６年２月２１日発行の「
Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｓｔａｐｌｉｎｇ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｓｅｐａ
ｒａｔｅ　Ｄｉｓｔｉｎｃｔ　Ｃｌｏｓｉｎｇ　ａｎｄ　Ｆｉｒｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍｓ
」）、米国特許第７，１４３，９２３（２００６年１２月５日発行の「Ｓｕｒｇｉｃａｌ
　Ｓｔａｐｌｉｎｇ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　Ｈａｖｉｎｇ　ａ　Ｆｉｒｉｎｇ　Ｌｏｃ
ｋｏｕｔ　ｆｏｒ　ａｎ　Ｕｎｃｌｏｓｅｄ　Ａｎｖｉｌ」）、米国特許第７，３０３，
１０８（２００７年１２月４日発行の「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｓｔａｐｌｉｎｇ　Ｉｎｓｔ
ｒｕｍｅｎｔ　Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｉｎｇ　ａ　Ｍｕｌｔｉ－Ｓｔｒｏｋｅ　Ｆｉｒｉ
ｎｇ　Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ　ｗｉｔｈ　ａ　Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｒａｃｋ」）、米国特許
第７，３６７，４８５号（２００８年５月６日発行の「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｓｔａｐｌｉ
ｎｇ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｉｎｇ　ａ　Ｍｕｌｔｉｓｔｒｏｋ
ｅ　Ｆｉｒｉｎｇ　Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ　Ｈａｖｉｎｇ　ａ　Ｒｏｔａｒｙ　Ｔｒａｎｓ
ｍｉｓｓｉｏｎ」）、米国特許第７，３８０，６９５号（２００８年６月３日発行の「Ｓ
ｕｒｇｉｃａｌ　Ｓｔａｐｌｉｎｇ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　Ｈａｖｉｎｇ　ａ　Ｓｉｎ
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ｇｌｅ　Ｌｏｃｋｏｕｔ　Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ　ｆｏｒ　Ｐｒｅｖｅｎｔｉｏｎ　ｏｆ　
Ｆｉｒｉｎｇ」）、米国特許第７，３８０，６９６号（２００８年６月３日発行の「Ａｒ
ｔｉｃｕｌａｔｉｎｇ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｓｔａｐｌｉｎｇ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　
Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｉｎｇ　ａ　Ｔｗｏ－Ｐｉｅｃｅ　Ｅ－Ｂｅａｍ　Ｆｉｒｉｎｇ　
Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ」）、米国特許第７，４０４，５０８号（２００８年６月２９日発行
の「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｓｔａｐｌｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｕｔｔｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ」）
、米国特許第７，４３４，７１５号、２００８年１０月１４日発行の「Ｓｕｒｇｉｃａｌ
　Ｓｔａｐｌｉｎｇ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｍｕｌｔｉｓｔｒｏｋｅ　
Ｆｉｒｉｎｇ　ｗｉｔｈ　Ｏｐｅｎｉｎｇ　Ｌｏｃｋｏｕｔ」）、米国特許第７，７２１
，９３０号（２０１０年５月２５日発行の「Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ　Ｃａｒｔｒｉｄｇｅ
　ｗｉｔｈ　Ａｄｈｅｓｉｖｅ　ｆｏｒ　Ｕｓｅ　ｗｉｔｈ　ａ　Ｓｔａｐｌｉｎｇ　Ｄ
ｅｖｉｃｅ」）に開示されている。これらの米国特許のそれぞれの開示内容を参照により
本明細書に援用するものである。参考として上述した手術用ステープラーは、内視鏡手技
において使用されるものとして記載されているが、かかる手術用ステープラーは、開口手
技及び／又は他の非内視鏡手技でも使用することができることを理解されたい。
【０００３】
　様々な種類の手術用ステープル器具及び関連構成要素が作製され使用されてきたが、本
発明者ら以前には、付属の請求項に記載されている本発明を誰も作製又は使用したことが
ないものと考えられる。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
　本明細書に組み込まれると共に本明細書の一部をなす添付の図面は、本発明の実施形態
を示すものであり、上記の本発明の一般的説明、及び以下の実施形態の詳細な説明と共に
、本発明の原理を説明するのに役立つものである。
【図１Ａ】関節動作位置にあるエンドエフェクタを有する関節動作手術用器具の斜視図を
示す。
【図１Ｂ】関節動作していない位置にあるエンドエフェクタを有する図１Ａの手術用器具
の斜視図を示す。
【図２】図１Ａ～図１Ｂの手術用器具の開いたエンドエフェクタの斜視図を示す。
【図３Ａ】発射バーが近位位置にある、図２の線３－３に沿った図２のエンドエフェクタ
の側断面図を示す。
【図３Ｂ】図２の線３－３に沿って得られた図２のエンドエフェクタの側断面図であるが
、発射バーが遠位位置にある状態を示している。
【図４】図２の線４－４に沿って得られた図２のエンドエフェクタの端部横断面図を示す
。
【図５】図２のエンドエフェクタの拡大斜視図を示す。
【図６】組織に置かれ組織内で１回起動された図２のエンドエフェクタの斜視図を示す。
【図７】バットレス材料が連結された図２のエンドエフェクタのステープルカートリッジ
の斜視図を示す。
【図８Ａ】発射していない位置での図７のステープルカートリッジ及びバットレス材料の
側面図を示す。
【図８Ｂ】発射した位置での図８Ａのステープルカートリッジ及びバットレス材料の側面
図を示す。
【図９】ステープル形成ポケットを有する例示的な取り付けステープルドライバの斜視図
を示す。
【０００５】
　各図面は、いかなる意味においても限定的なものではなく、図に必ずしも示されていな
いものを含め、本発明の異なる実施形態を様々な他の方法で実施し得ることも考えられる
。本明細書に組み込まれその一部をなす添付の図面は、本発明の幾つかの態様を示すもの
であり、説明文とともに本発明の原理を説明する役割を果たすものである。しかしながら
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、本発明は図に示される正確な構成に限定されない点が理解されるべきである。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　本発明の特定の実施例の以下の説明は、本発明の範囲を限定するために用いられるべき
ではない。本発明の他の実施例、特徴、態様、実施形態、及び利点が以下の説明から当業
者には明らかとなろう。以下の説明は、実例として、本発明を実施するために企図される
最良の形態の１つである。明らかなように、本発明は、本発明から逸脱することなく、他
の様々な明白な態様が可能である。したがって、図面及び説明文は、例示的な性質のもの
であって限定的なものと見なすべきではない。
【０００７】
　Ｉ．例示の手術用ステープラー
　図１～図６は、外科手技を行うために、図１Ａに示すような非関節動作状態でトロカー
ルカニューレ通路を通って患者の体内の手術部位まで挿入するように寸法決めされている
、例示的な手術用ステープル留め及び切断器具（１０）を図示している。手術用ステープ
ル留め及び切断器具（１０）は、実施部分（２２）に接続されたハンドル部分（２０）を
含み、実施部分は、関節動作機構（１１）の遠位に終端するシャフト（２３）と、遠位に
取り付けられたエンドエフェクタ（１２）と、を更に備える。関節動作機構（１１）及び
エンドエフェクタ（１２）がトロカールのカニューレ通路を通して挿入された後、図１Ｂ
に図示されているように、関節動作制御（１３）によって関節動作機構（１１）を遠隔的
に関節動作を行うことができる。そのようにして、エンドエフェクタ（１２）は、所望の
角度から又は他の理由のために、臓器の背後に到達する若しくは組織に近づくことができ
る。本明細書では、「近位」及び「遠位」といった用語は、器具（１０）のハンドル部分
（２０）を握っている臨床医を基準として使用されていることを理解されたい。したがっ
て、エンドエフェクタ（１２）は、より近位のハンドル部分（２０）に対して遠位である
。便宜上、また説明を明確にするため、本明細書では「垂直」及び「水平」といった空間
的な用語を図面に対して使用する点も更に認識されるであろう。しかしながら、手術用器
具は、多くの配向及び配置において使用され、これらの用語は、制限的及び絶対的である
ことが意図されない。
【０００８】
　本発明の実施例のエンドエフェクタ（１２）は下部つかみ具（１６）及び枢動可能なア
ンビル（１８）を含む。ハンドル部分（２０）はピストル把持部（２４）を含み、臨床医
がピストル把持部（２４）に向かって閉鎖トリガー（２６）を枢動して引くことにより、
エンドエフェクタ（１２）の下部つかみ具（１６）に向かってアンビル（１８）のクラン
プすなわち閉鎖が引き起こされる。そのようなアンビル（１８）の閉鎖は、ピストル把持
部（２４）に対する閉鎖トリガー（２６）の枢動に応じてハンドル部分（２０）に対して
長手方向に移動する最も外側の閉鎖スリーブ（３２）を通してもたらされる。閉鎖スリー
ブ（３２）の遠位の閉鎖リング（３３）は、実施部分（２２）のフレーム（３４）によっ
て間接的に支持される。関節動作機構（１１）にて、閉鎖スリープ（３２）の近位側の閉
鎖管（３５）は遠位の閉鎖リング（３３）と連通している。フレーム（３４）は、関節動
作機構（１１）を介して下部つかみ具（１６）に偏向可能に取り付けられて、単一の平面
での関節動作を可能にする。フレーム（３４）はまた、発射トリガー（２８）からの発射
運動を発射バー（１４）に伝えるためにシャフト（２３）を通して延在する発射駆動部材
（図示せず）を長手方向に摺動可能に支持する。発射トリガー（２８）は、閉鎖トリガー
（２６）より更に外側寄りにあり、以下に詳細に説明するように、これが臨床医によって
枢動式に引かれると、エンドエフェクタ（１２）にクランプされている組織にステープル
が打ち込まれ、組織が切断される。その後、解放ボタン（３０）を押してエンドエフェク
タ（１２）から組織を解放する。
【０００９】
　図２～図５は、数多くの機能を実行するために電子ビーム発射バー（１４）を取り入れ
ているエンドエフェクタ（１２）を図示している。図３Ａ～３Ｂに最もわかりやすく図示



(7) JP 6208138 B2 2017.10.4

10

20

30

40

50

されているように、発射バー（１４）は横断方向に配向された上方のピン（３８）と、発
射バーキャップ（４４）と、横断方向に配向された中央ピン（４６）と、遠位に提供され
た切断エッジ（４８）と、を含む。上方のピン（３８）は、アンビル（１８）のアンビル
ポケット（４０）の内部に位置付けられており、移動可能である。発射バーキャップ（４
４）は、下部つかみ具（１６）を通して形成されたチャネルスロット（４５）（図３Ｂに
図示）を通して延在する発射バー（１４）を有することによって、下部つかみ具（１６）
の下側表面と摺動可能に係合する。中央ピン（４６）は、発射バーキャップ（４４）協働
動作する下部つかみ具（１６）の上面と摺動可能に係合する。そのようにして、発射バー
（１４）は、発射中にエンドエフェクタ（１２）の間隔を確実に維持して、クランプされ
る組織の量が最低限の状態でのアンビル（１８）と下部つかみ具（１６）の間に生じ得る
ピンチングを克服し、かつクランプされた組織の量が多過ぎる状態でのステープルの奇形
を克服する。
【００１０】
　図２は、近位に位置付けられた発射バー（１４）、及び、未使用のステープルカートリ
ッジ（３７）を下部つかみ具（１６）のチャネルの中に着脱可能に搭載できるように、開
放位置まで旋回しているアンビル（１８）を示す。図４～５に最もわかりやすく示されて
いるように、本実施例のステープルカートリッジ（３７）はカートリッジ本体（７０）を
含み、カートリッジ本体は上部デッキ（７２）を提供し、下方のカートリッジトレイ（７
４）と連結されている。図２に最もわかりやすく示されているように、ステープルカート
リッジ（３７）の部分を通して垂直スロット（４９）が形成されている。また、図２に最
もわかりやすく示されているように、垂直スロット（４９）の一方の側に上部デッキ（７
２）を通して３列のステープルアパーチャ（５１）が形成され、垂直スロット（４９）の
他方の側に上部デッキ（７２）を通して３列のステープルアパーチャ（５１）が形成され
ている。再び図３～５を参照すると、楔形スレッド（４１）及び複数のステープルドライ
バ（４３）がカートリッジ本体（７０）とトレイ（７４）との間に捉えられており、ステ
ープルドライバ（４３）に対して近位に楔形スレッド（４１）が位置している。楔形スレ
ッド（４１）はステープルカートリッジ（３７）の内部で長手方向に移動可能であり、一
方、ステープルドライバ（４３）はステープルカートリッジ（３７）の内部で垂直方向に
移動可能である。ステープル（４７）もまたカートリッジ本体（７０）の内部に、対応す
るステープルドライバ（４３）の上に位置付けられる。具体的には、それぞれのステープ
ル（４７）はステープルドライバ（４３）によってカートリッジ本体（７０）の内部で垂
直方向に駆動されて、関連付けられたステープルアパーチャ（５１）を通してステープル
（４７）を外へと駆動する。図３Ａ～３Ｂ及び図５に最もよく図示されているように、楔
形スレッド（４１）は、楔形スレッド（４１）がステープルカートリッジ（３７）を通し
て遠位に駆動されるにつれてステープルドライバ（４３）を上方に付勢するように傾斜カ
ム表面を生じさせる。
【００１１】
　図３Ａのようにエンドエフェクタ（１２）が閉じられている状態で、上方のピン（３８
）を長手方向のアンビルスロット（４２）に入れることによって、発射バー（１４）がア
ンビル（１８）と係合して前進する。押しブロック（８０）は、発射バー（１４）の遠位
端に位置して、発射バー（１４）がステープルカートリッジ（３７）を通して遠位に前進
するにつれて押しブロック（８０）が楔形スレッド（４１）を遠位に押すように、楔形ス
レッド（４１）と係合するように構成される。そのような発射中に、発射バー（１４）の
切断エッジ（４８）がステープルカートリッジ（３７）の垂直スロット（４９）に入り、
ステープルカートリッジ（３７）とアンビル（１８）との間にクランプされている組織を
切断する。図３Ａ～３Ｂに示すように、ステープルカートリッジ（３７）内の発射スロッ
ト（４９）に入ることで、中央ピン（４６）及び押しブロック（８０）が共にステープル
カートリッジ（３７）を作動させ、楔形スレッド（４１）をステープルドライバ（４３）
との上向きのカム接触（camming contact）へと駆動させ、その結果、ステープル（４７
）がステープルアパーチャ（５１）を通して押し出され、アンビル（１８）の内面のステ
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ープル形成ポケット（５３）と接触を形成する。図３Ｂは、組織を切断しステープルが打
ち込まれた後に完全に遠位に移動した発射バー（１４）を図示する。
【００１２】
　図６は、組織（９０）を貫通する１回のストロークを介して作動されたエンドエフェク
タ（１２）を示す。切断エッジ（４８）が組織（９０）を貫通して切断しており、一方、
ステープルドライバ（４３）は、切断エッジ（４８）が作り出している切断線のそれぞれ
の側で、組織（９０）を通してステープル（４７）の３本の交互の列を駆動している。こ
の実施例では、全てのステープル（４７）が切断線とほぼ平行に配向されているが、ステ
ープル（４７）は任意の好適な配向で位置付けられ得ることを理解されたい。本発明の実
施例では、最初のストロークが完了した後にエンドエフェクタ（１２）をトロカールから
後退し、使用済みのステープルカートリッジ（３７）を新しいステープルカートリッジと
交換し、その後に、エンドエフェクタ（１２）を再びトロカールを通して挿入して、ステ
ープル留めする部位に到達し、更なる切断及びステープル留めを行う。所望の量の切断及
びステープル（４７）が提供されるまでこのプロセスを繰り返すことができる。トロカー
ルを通した挿入及び後退を容易にするためにアンビル（１８）を閉じる必要があり得る、
そしてステープルカートリッジ（３７）の交換を容易にするためにアンビル（１８）を開
く必要があり得る。
【００１３】
　それぞれの作動ストローク中に、ステープル（４７）が組織を通して駆動されるのとほ
ぼ同時に切断エッジ（４８）が組織を切断することができることを理解されたい。本発明
の実施例では、切断エッジ（４８）はステープル（４７）の駆動にごくわずかに遅れて進
むので、ステープル（４７）は、切断エッジ（４８）が組織の同じ区域を通過する直前に
組織を通して打ち込まれるが、この順序を逆にすることができること、又は、切断エッジ
（４８）が隣接するステープルと直接同期されてもよいことを理解されたい。図６は、２
層（９２、９４）の組織（９０）で作動されているエンドエフェクタ（１２）を示してい
るが、エンドエフェクタ（１２）は単層の組織（９０）を通して、又は２層（９２、９４
）以上の組織を通して作動されてもよいことを理解されたい。また、切断エッジ（４８）
が作り出した切断線に隣接するステープル（４７）の形成及び位置付けが、切断線で組織
を実質的に封着することができ、したがってその切断線での出血及び／又は他の体液の漏
出を低減若しくは予防することができることも理解されたい。器具（１０）が使用され得
る他の好適な設定は、本明細書の教示を考慮して、当業者には明らかとなろう。
【００１４】
　米国特許第４，８０５，８２３号、米国特許第５，４１５，３３４号、米国特許第５，
４６５，８９５号、米国特許第５，５９７，１０７号、米国特許第５，６３２，４３２号
、米国特許第５，６７３，８４０号、米国特許第５，７０４，５３４号、米国特許第５，
８１４，０５５号、米国特許第６，９７８，９２１号、米国特許第７，０００，８１８号
、米国特許第７，１４３，９２３号、米国特許第７，３０３，１０８号、米国特許第７，
３６７，４８５号、米国特許第７，３８０，６９５号、米国特許第７，３８０，６９６号
、米国特許第７，４０４，５０８号、米国特許第７，４３４，７１５、及び／又は米国特
許第７，７２１，９３０号の教示のいずれかによって器具（１０）が構成され得る及び動
作可能であり得ることを理解されたい。
【００１５】
　上述のように、それらの特許のそれぞれの開示は、それらの全体が参照により本明細書
に組み込まれる。器具（１０）に提供することができる更に他の例示的な修正例は、後で
より詳しく述べられる。以下の教示が器具（１０）に採用される種々の適切な方法は、当
業者には明らかであろう。同様に、以下の教示を本明細書で引用された特許の様々な教示
と組み合わせることができる種々の適切な方法は、当業者には明らかであろう。また、以
下の教示が、本明細書で引用された特許に教示された器具（１０）又は装置に限定されな
いことを理解されたい。以下の教示は、手術用ステープラーとして分類されない器具を含
む様々な他の種類の器具に容易に適用することができる。以下の教示を適用することがで
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きる種々の他の適切な装置及び環境は、本明細書の教示を考慮して当業者には明らかであ
ろう。
【００１６】
　ＩＩ．ステープルカートリッジに連結された例示的なバットレス材料
　いくつかの例示的なバージョンでは、ステープルカートリッジ（３７）は、例えば、図
７～９に示すようなバットレス材料（１００）と併用されてもよい。組織を切断する間、
及び／又は組織をステープル留めする間、切断領域の支持及び治癒の補助をするために、
バットレス材料（１００）を利用することが望ましい場合がある。本発明の実施例では、
バットレス材料（１００）は、手術部位が切断されステープルで留められるとき、手術部
位を支えるのに作用可能な凝固剤を含む。例えば、バットレス材料（１００）は、フィブ
リン及びトロンビンを含んでもよく、本明細書の教示を考慮して当業者には明らかであろ
う任意の好適な凝固剤を使用してもよい。更に、バットレス材料（１００）は、止血剤、
任意の好適な接着剤材料、無細胞組織（例えば、同種の又は異種の）、コラーゲン、ゼラ
チン、酸化再生セルロース（ＯＲＣ）、例えば、ポリ乳酸、ポリグリコール、ポリクプロ
酸等の分解性の織布及び不織布合成材料、又は本明細書の教示を考慮して当業者には明ら
かであろう任意の他の好適な材料を含んでもよい。いくつかの例示的なバージョンでは、
バットレス材料（１００）はフィブリンパッドを含んでもよい。更に、バットレス材料（
１００）は、様々な好適な材料の任意の組み合わせを含んでもよい。
【００１７】
　図７は、上部デッキ（７０）に置かれ、上部デッキ（７０）の長さに沿って実質的に延
在するバットレス材料（１００）を図示する。バットレス材料（１００）は、ステープル
カートリッジ（３７）に連結された概して均一な厚さのパッドであるが、バットレス材料
（１００）は上部デッキ（７０）上の別々の部分に分配されてもよいことが理解されるで
あろう。例えば、バットレス材料（１００）細片が単一パッドの代わりに使用されてもよ
い。そのような細片としては、長手方向細片、横方向細片、対角線細片等が挙げられる。
あるいは、より大きな量又はより少ない量のバットレス材料（１００）が、上部デッキ（
７０）の遠位端及び／又は近位端に位置付けされてもよいが、これは単に任意選択である
。本明細書の教示を考慮して当業者には明らかであろう上部デッキ（７０）に沿ったバッ
トレス材料（１００）の任意の好適な分配を使用してもよいことを理解されたい。以下に
説明するようにバットレス材料（１００）がステープルカートリッジ（３７）から連結を
解除したとき、平たい、長方形の形状を一般に維持することができるように、本発明の実
施例のバットレス材料（１００）は半剛構造及び／又は剛構造を含む。
【００１８】
　図８Ａ～８Ｂに示す１つ又は２つ以上のステープルドライバ（４３）は内部に挿入され
たステープル（４７）を有しないように、本発明の実施例のカートリッジ（３７）は変更
されている。その代わりに、取り付けステープル（１１０）がバットレス材料（１００）
を通ってステープル（４７）なしのステープルドライバ（４３）に対応するステープルア
パーチャ（５１）に挿入される。図７に示す実施例では、６つの取り付けステープル（１
１０）がバットレス材料（１００）を通ってステープルアパーチャ（５１）に挿入され、
バットレス材料（１００）をステープルカートリッジ（３７）の上部デッキ（７０）に実
質的に固定する。バットレス材料（１００）をステープルカートリッジ（３７）に連結す
るために、任意の数の取り付けステープル（１１０）を使用してもよいことを理解された
い。取り付けステープル（１１０）はそれぞれ、取り付けステープル（１１０）の主部か
ら外方向に付勢される１対の弾力的なレッグ（１１２）を含む。したがって、取り付けス
テープル（１１０）がバットレス材料（１００）を通ってステープルアパーチャ（５１）
に挿入されるとき、弾力的に付勢されるレッグ（１１２）がステープルアパーチャ（５１
）の側壁に当接し選択的に係合し、ステープルアパーチャ（５１）の内部から外れること
を摩擦で阻止する。図３Ａ～３Ｂに示すように、ステープルカートリッジ（３７）が楔形
スレッド（４１）の作動によってステープル（４７）を配備するために使用されるとき、
図８Ａ～８Ｂを参照して以下でより詳細に説明するように、取り付けステープルが（１１
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０）が連結を解除しそれぞれのステープルアパーチャ（５１）から押し出されるように、
取り付けステープル（１１０）の下に位置したそれぞれのステープルドライバ（４３）が
弾力的に付勢されるレッグ（１１２）をステープルアパーチャ（５１）の側壁から移動さ
せる。当業者には明らかであるように、取り付けステープル（１１０）の上部デッキ（７
０）及び組織に対する配向は、ステープル（４７）がステープルカートリッジ（３７）か
ら配備されるとき、取り付けステープル（１１０）が組織を貫通しないような配向である
。例えば、取り付けステープル（１１０）は、バットレス材料（１００）に固定されたま
まであってもよく、手術部位に自由に落下してもよく、アンビル（１８）の特徴によって
保持されてもよい。
【００１９】
　ステープルアパーチャ（５１）から選択的に連結、脱連結するための取り付けステープ
ル（１１０）の他の好適な構成又は他の構成要素は、本明細書の教示を考慮して当業者に
は明らかであろう。例えば、いつくかのバージョンでは、取り付けステープル（１１０）
はステープル（４７）に使用されたワイヤーより大きい直径のワイヤーを含んでもよい。
したがって、弾力的に付勢されるレッグ（１１２）も、ステープルアパーチャ（５１）内
のより大きい直径のワイヤーの締りばめによりステープルアパーチャ（５１）に選択的に
固定されてもよい。更なるバージョンでは、取り付けステープル（１１０）は、ステープ
ルアパーチャ（５１）の材料に食い込んで取り除きに抵抗するように構成されたバーブ（
１１４）を含んでもよい。あるいは、長方形の挿入可能な部材（図示せず）が取り付けス
テープル（１１０）の代わりに使用されてもよい。そのような挿入可能な部材は取り除き
に抵抗するバーブ（１１４）を含んでもよい。あるいは、バットレス材料（１００）を上
部デッキ（７０）に更に固定する、又は代わりに固定するために、上部デッキ（７０）と
バットレス材料（１００）との間に接着剤が含まれてもよい。
【００２０】
　図８Ａは、取り付けステープル（１１０）によって上部デッキ（７０）に連結されたバ
ットレス材料（１００）を有するステープルカートリッジ（３７）を図示する。複数のス
テープル（４７）もステープルドライバ（４３）の上に配備していない状態で示される。
図８Ｂは、ステープル（４７）とともに配備されかつ組織（９０）に連結されたバットレ
ス材料（１００）を図示する。図８Ａに示すように、ステープル（４７）は、最初ステー
プルカートリッジ（３７）のステープルアパーチャ（５１）に装填され、かつステープル
ドライバ（４３）の上に配備していない状態で位置付けされる。図示された実施例では、
１つのステープルアパーチャ（５１）は内部でステープル（４７）を受け取らない。その
代わりに、バットレス材料（１００）が上部デッキ（７０）の上に置かれると、取り付け
ステープル（１１０）はステープルアパーチャ（５１）内に挿入され、選択的に固定され
る。単一の取り付けステープル（１１０）が示されるが、１つ又は２つ以上の取り付けス
テープル（１１０）が使用されてもよいことを理解されたい。単なる実施例として、バッ
トレス材料（１００）を固定するためにステープルカートリッジ（３７）の片側当たり３
つの取り付けステープル（１１０）が使用されてもよい。図８Ａに示すように、バットレ
ス材料（１００）が連結されたステープルカートリッジ（３７）は、配備していない状態
で組織をステープル留めするために使用する準備が整っている。
【００２１】
　組織（９０）が切断されステープル留めされるためにステープルカートリッジ（３７）
の上に位置付けされると、次に、使用者は閉鎖トリガー（２６）を作動させ、組織（９０
）をアンビル（１８）とバットレス材料（１００）との間に固定させる。次に、使用者は
発射トリガー（２８）を作動させ発射バー（１４）がステープルカートリッジ（３７）を
遠位に通って作動させる。前述したように、発射バー（１４）の切断エッジ（４８）はス
テープルカートリッジ（３７）の垂直スロット（４９）に入り、ステープルカートリッジ
（３７）とアンビル（１８）との間に固定された組織を切断する。ステープルカートリッ
ジ（３７）内の発射スロットに入ることで、中央ピン（４６）及び押しブロック（８０）
が共にステープルカートリッジ（３７）を作動させ、楔形スレッド（４１）をステープル
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ドライバ（４３）との上向きのカム接触へと駆動させ、その結果、ステープル（４７）が
ステープルアパーチャ（５１）を通って押し出され、バットレス材料（１００）を通って
、組織（９０）を通って、アンビル（１８）の内面のステープル形成ポケット（５３）と
接触を形成する。楔形スレッド（４１）もそれぞれのステープルドライバ（４３）を取り
付けステープル（１１０）に打ち込み、それによって弾力的に付勢されるレッグ（１１２
）が押し動かされ、図８Ｂに示すように取り付けステープル（１１０）がステープルアパ
ーチャ（５１）から出射する。したがって、ステープル（４７）は、ステープルカートリ
ッジ（３７）から配備したとき、組織（９０）にステープルを打ち込むこととバットレス
材料（１００）を組織（９０）に固定させる両方を行う。本発明の実施例では、取り付け
ステープル（１１０）はステープルカートリッジ（３７）から押し動かされるだけで、組
織（９０）に連結されないことを理解すべきである。いくつかのバージョンでは、弾力的
に付勢されるレッグ（１１２）は鈍い先端を含んでもよい。
【００２２】
　当然のことながら、他の形状の取り付けステープル（１１０）及び／又はステープルカ
ートリッジ（３７）は、本明細書の教示を考慮して当業者には明らかであろう。例えば、
図９に示すように、取り付けステープル（１１０）が挿入されるそれぞれのステープルア
パーチャ（５１）において、例示的な取り付けステープルドライバー（１５０）がステー
プルカートリッジ（３７）に含まれてもよい。本発明の実施例の取り付けステープルドラ
イバー（１５０）は、ドライバー本体（１５２）及びドライバー本体（１５２）の表面に
形成されたステープル形成ポケット（１５４）を含む。本発明の実施例のステープル形成
ポケット（１５４）は、弾力的に付勢されるレッグ（１１２）を係合しかつ曲げて渦巻状
のステープルレッグにするように構成される。したがって、バットレス材料（１００）、
ステープル（４７）、及び取り付けステープル（１１０）が身体内の組織（９０）に連結
されるとき、他の組織が弾力的に付勢されるレッグ（１１２）に巻き込まれないように、
渦巻状の弾力的に付勢されるレッグ（１１２）は滑らかな表面を形成してもよい。当然の
ことながら、他のバージョン及び形状のステープルカートリッジ（３７）及び／又はバッ
トレス材料（１００）も本明細書の教示を考慮して当業者には明らかであろう。単なる実
施例として、ステープルカートリッジ（３７）及び／又はバットレス材料（１００）は、
２０１１年９月１５日出願の「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　ａｎｄ　Ｂｕ
ｔｔｒｅｓｓ　Ｍａｔｅｒｉａｌ、」という名称の米国特許出願第１３／２３３，６６４
号の教示の少なくともいくつかによって構築されてもよく、当該出願の開示内容は参照に
よって本願に組み込まれる。
【００２３】
　例示的な手術用器具の特定の構成が説明されているが、手術用器具を構成することがで
きる様々な他の方法が、本明細書の教示を考慮することで、当業者には明らかとなるであ
ろう。単なる実施例として、本明細書で述べた手術用器具は米国特許第４，８０５，８２
３号、米国特許第５，４１５，３３４号、米国特許第５，４６５，８９５号、米国特許第
５，５９７，１０７号、米国特許第５，６３２，４３２号、米国特許第５，６７３，８４
０号、米国特許第５，７０４，５３４号、米国特許第５，８１４，０５５号、米国特許第
６，９７８，９２１号、米国特許第７，０００，８１８号、米国特許第７，１４３，９２
３号、米国特許第７，３０３，１０８号、米国特許第７，３６７，４８５号、米国特許第
７，３８０，６９５号、米国特許第７，３８０，６９６号、米国特許第７，４０４，５０
８号、米国特許第７，４３４，７１５号、及び米国特許第７，７２１，９３０号の教示の
少なくともいくつかによって構築されてもよい。
【００２４】
　本明細書に援用されると言われるいかなる特許、刊行物、又は他の開示内容も、その全
体又は一部において、援用文献が現行の定義、見解、又は本開示に記載された他の開示内
容とあくまで矛盾しない範囲で本明細書に援用するものであることが認識されるべきであ
る。このように及び必要な範囲で、本明細書に明瞭に記載されている開示は、参照により
本明細書に組み込んだ任意の矛盾する事物に取って代わるものとする。本明細書に参照に
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より組み込むと称されているが現行の定義、記載、又は本明細書に記載されている他の開
示物と矛盾するいずれの事物、又はそれらの部分は、組み込まれた事物と現行の開示事物
との間に矛盾が生じない範囲でのみ組み込まれるものとする。
【００２５】
　本発明の実施形態は、従来の内視鏡及び開腹手術用器具、並びにロボット支援手術にお
ける応用が可能である。例えば、当業者は、本明細書の様々な教示が、その開示が参照に
より本明細書に組み込まれる、「Ｒｏｂｏｔｉｃ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｔｏｏｌ　ｗｉｔ
ｈ　Ｕｌｔｒａｓｏｕｎｄ　Ｃａｕｔｅｒｉｚｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｕｔｔｉｎｇ　Ｉｎｓ
ｔｒｕｍｅｎｔ」と題された２００４年８月３１日公開の米国特許第６，７８３，５２４
号の様々な教示と容易に組み合わせ得ることを理解するであろう。
【００２６】
　本明細書で開示される装置の実施形態は、少なくとも１回の使用の後に、再使用のため
に再調整することができる。再調整することは、装置を分解すること、それに続いて特定
の部品を洗浄及び交換すること、並びにその後の再組み立てすることの任意の組み合わせ
を含んでよい。具体的には、本明細書で開示される装置の実施形態は、分解することがで
き、本装置の、任意数の特定部片又は部品を、任意の組み合わせで、選択的に交換するか
若しくは取り外すことができる。特定部品の洗浄及び／又は交換の際、本装置の実施形態
は、その後の使用のために、再調整用の施設で、又は外科手技の直前に外科チームによっ
て、再組み立てすることができる。装置の再調整が、分解、洗浄／交換、及び再組立のた
めの様々な技術を利用できることが、当業者には理解されよう。このような技術の使用、
及びその結果として得られる再調整された装置は、全て、本出願の範囲内にある。
【００２７】
　一例に過ぎないが、本明細書で説明した実施形態は、手術前に処理されてもよい。まず
、新品又は使用済みの器具が入手され、必要に応じて洗浄されてもよい。器具は次いで、
滅菌されてもよい。１つの滅菌法では、プラスチック又はＴＹＶＥＫバッグなどの閉鎖か
つ密封された容器に器具を入れる。次いで、容器及び器具は、γ放射線、Ｘ線、又は高エ
ネルギー電子など、容器を透過し得る放射線場に置かれてもよい。放射線は、器具上及び
容器内の細菌を死滅させることができる。次いで、滅菌された器具は、滅菌容器内で保管
されてもよい。密封容器は、医療施設で開けられるまで、器具を滅菌状態に保つことがで
きる。装置はまた、限定されるものではないが、ベータ若しくはガンマ放射線、エチレン
オキシド、又は水蒸気を含めて、当該技術分野で既知の任意の他の技術を使用して滅菌さ
れてもよい。
【００２８】
　本発明の様々な実施形態について図示し説明したが、本明細書で説明した方法及びシス
テムの更なる改作が、当業者による適切な変更により、本発明の範囲を逸脱することなく
達成され得る。そうした可能な改変例の幾つかについて述べたが、その他の改変も当業者
には明らかであろう。例えば、以上に考察した実施例、実施形態、幾何学的図形、材料、
寸法、比率、工程などは、例示的なものであり、必須ではない。したがって、本発明の範
囲は以下の特許請求の範囲において考慮されるべきであり、本明細書及び図面において示
し、説明した構造及び動作の細部に限定されないものとして理解される。
【００２９】
〔実施の態様〕
（１）　装置であって、
　（ａ）手術用器具であって、組織の一部分を切断しステープル留めするように操作可能
であり、遠位端を含み、前記遠位端にエンドエフェクタを備える、手術用器具と、
　（ｂ）ステープルカートリッジであって、前記エンドエフェクタに選択的に挿入可能で
あり、
　　ｉ．上部デッキと、
　　ｉｉ．前記上部デッキと連通するバットレス材料と、
　　ｉｉｉ．取り付けステープルドライバと、を備え、
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　　前記バットレス材料は１つ又は２つ以上のファスナーによって前記ステープルカート
リッジに選択的に連結され、
　　前記取り付けステープルドライバは、前記１つ又は２つ以上のファスナーを係合する
ように操作可能であり、前記取り付けステープルドライバは、前記１つ又は２つ以上のフ
ァスナーを脱連結させるように操作可能である、ステープルカートリッジと、を備える、
装置。
（２）　前記１つ又は２つ以上のファスナーが、前記バットレス材料を前記上部デッキに
選択的に連結させる取り付けステープル、を備える、実施態様１に記載の装置。
（３）　前記上部デッキが、前記取り付けステープルが挿入される取り付けステープルア
パーチャ、を備える、実施態様２に記載の装置。
（４）　前記取り付けステープルが、ワイヤーを備え、前記ワイヤーが直径を有し、前記
取り付けステープルアパーチャが、幅を有し、前記ワイヤーの前記直径が、前記取り付け
ステープルアパーチャの前記幅より大きい、実施態様３に記載の装置。
（５）　前記取り付けステープルが、ワイヤーを備え、前記ワイヤーが直径を有し、前記
取り付けステープルアパーチャが幅を有し、前記ワイヤーの前記直径が、前記取り付けス
テープルアパーチャの前記幅と実質的に等しい、実施態様３に記載の装置。
【００３０】
（６）　前記ステープルカートリッジが、内部に配置された複数のステープルと複数のス
テープルドライバと、を更に備え、前記上部デッキが、複数のステープルアパーチャを備
え、前記複数のステープルのうちの各ステープルが、前記複数のステープルドライバのう
ちのそれぞれのステープルドライバと連通する、実施態様３に記載の装置。
（７）　前記取り付けステープルアパーチャが、前記ステープルアパーチャのうちの１つ
又は２つ以上と長手方向に位置合わせされる、実施態様６に記載の装置。
（８）　前記複数のステープルドライバが、前記複数のステープルを前記バットレス材料
を通して打ち込むように操作可能である、実施態様６に記載の装置。
（９）　前記取り付けステープルドライバが、前記取り付けステープルアパーチャと連通
する、実施態様３に記載の装置。
（１０）　前記取り付けステープルドライバが、前記上部デッキに対して垂直方向に並進
運動可能である、実施態様９に記載の装置。
【００３１】
（１１）　前記取り付けステープルドライバが、ステープル形成ポケット、を備える、実
施態様９に記載の装置。
（１２）　前記取り付けステープルが、１対の弾力的に付勢されるレッグを備える、実施
態様２に記載の装置。
（１３）　前記弾力的に付勢されるレッグが、外向きに付勢される、実施態様１２に記載
の装置。
（１４）　前記弾力的に付勢されるレッグが、かかりを備える、実施態様１２に記載の装
置。
（１５）　前記バットレス材料が、
　止血剤、
　トロンビン、又は
　フィブリンからなる群から選択される、実施態様１に記載の装置。
【００３２】
（１６）　装置であって、
　（ａ）アンビルと、下部つかみ具と、切断エッジを有する発射バーと、を備える、手術
用器具であって、前記アンビル及び前記下部つかみ具が、それらの間で組織の一部分を固
定させるように操作可能であり、前記発射バーが、前記組織の一部分を切断するために前
記アンビル及び前記下部つかみ具に対して遠位に前進するように操作可能である、手術用
器具と、
　（ｂ）前記下部つかみ具に選択的に挿入可能であるステープルカートリッジであって、
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　　ｉ．カートリッジ本体と、
　　ｉｉ．内部を貫通して形成された複数のステープルアパーチャを有する上部デッキと
、
　　ｉｉｉ．前記複数のステープルアパーチャのうちのそれぞれのステープルアパーチャ
とそれぞれ連通する複数のステープルドライバと、
　　ｉｖ．前記複数のステープルドライバのうちの１つ又は２つ以上のステープルドライ
バと連通する、前記カートリッジ本体に配置された１つ又は２つ以上のステープルと、
　　ｖ．前記上部デッキと連通するバットレス材料と、を備える、ステープルカートリッ
ジと、を備え、
　前記バットレス材料が、少なくとも１本のファスナーによって前記ステープルカートリ
ッジに選択的に連結され、
　前記複数のステープルドライバのうちの少なくとも１つのステープルドライバが、前記
バットレス材料を前記ステープルカートリッジから選択的に連結解除させるように操作可
能である、装置。
（１７）　前記少なくとも１本のファスナーが、複数の取り付けステープルを備え、前記
複数の取り付けステープルのうちの各取り付けステープルが、ステープルアパーチャに挿
入される、実施態様１６に記載の装置。
（１８）　前記複数の取り付けステープルのうちの各取り付けステープルが、１対の弾力
的に付勢されるレッグを備える、実施態様１７に記載の装置。
（１９）　前記複数のステープルドライバのうちの前記少なくとも１つのステープルドラ
イバが、前記複数の取り付けステープルのうちの少なくとも１つの取り付けステープルの
前記弾力的に付勢されるレッグを選択的に係合する、実施態様１８に記載の装置。
（２０）　１つ又は２つ以上の取り付け部材を用いて手術用器具のステープルカートリッ
ジにバットレス材料を選択的に連結させる方法であって、前記手術用器具が、前記ステー
プルカートリッジを受け取るように構成されたエンドエフェクタを備え、前記エンドエフ
ェクタが、前記ステープルカートリッジが内部に挿入されるとき、組織の一部分を切断し
かつ組織の一部分をステープル留めするように操作可能であり、前記ステープルカートリ
ッジが、複数のステープルアパーチャを有する上部デッキとステープルドライバとを備え
、前記方法が、
　（ａ）前記バットレス材料を前記上部デッキの少なくとも一部分上に置くことと、
　（ｂ）前記１つ又は２つ以上の取り付け部材を前記バットレス材料を通して前記複数の
ステープルアパーチャのうちの少なくとも１つのステープルアパーチャに挿入することと
、を含み、
　前記１つ又は２つ以上の取り付け部材を挿入することで、前記バットレス材料を前記ス
テープルカートリッジに選択的に連結させ、前記ステープルドライバが、前記１つ又は２
つ以上の取り付け部材を選択的に連結解除させるように操作可能である、方法。
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