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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長さの少なくとも一部を通る内腔を画定する縫合構造体であって、該縫合構造体は、該
縫合構造体に形成された少なくとも一つの脆弱部分を含む、縫合構造体、及び
　該縫合構造体の該内腔内に含まれる創傷処置材料
を含み、該縫合構造体に圧縮力が加えられると該縫合構造体が裂け、それによって該創傷
処置材料がそこから放出される、外科手術用縫合アセンブリ。
【請求項２】
　前記創傷処置材料が、接着剤、止血剤およびシーラントからなる群から選択される、請
求項１に記載の外科手術用縫合アセンブリ。
【請求項３】
　前記接着剤が、タンパク質由来、アルデヒドベースの接着剤材料、およびシアノアクリ
レートベースの材料からなる群から選択された材料を含む、請求項２に記載の外科手術用
縫合アセンブリ。
【請求項４】
　前記シーラントが、フィブリンシーラント、コラーゲンベース組織シーラント、合成ポ
リマーベース組織シーラント、および合成ポリエチレングリコールベースのヒドロゲル材
料からなる群から選択された材料を含む、請求項２に記載の外科手術用縫合アセンブリ。
【請求項５】
　前記止血剤が、フィブリンベースの材料、コラーゲンベースの材料、酸化再生セルロー
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スベースの材料、ゼラチンベースの局所用材料、およびフィブリノゲン－トロンビン混合
材料からなる群から選択された材料を含む、請求項２に記載の外科手術用縫合アセンブリ
。
【請求項６】
　前記創傷処置材料が治療剤を含む、請求項２に記載の外科手術用縫合アセンブリ。
【請求項７】
　前記治療剤が、硫酸ゲンタマイシン、エリスロマイシン、および誘導化されたグリコペ
プチドからなる群から選択された材料を含む抗生物質を含む、請求項６に記載の外科手術
用縫合アセンブリ。
【請求項８】
　前記創傷処置材料が少なくとも一つの増殖促進因子を含む、請求項２に記載の外科手術
用縫合アセンブリ。
【請求項９】
　前記増殖促進因子が、線維芽細胞増殖因子、骨増殖因子、上皮増殖因子、血小板由来増
殖因子、マクロファージ由来増殖因子、肺胞由来増殖因子、単球由来増殖因子およびマガ
イニンからなる群から選択された材料を含む、請求項８に記載の外科手術用縫合アセンブ
リ。
【請求項１０】
　前記縫合構造体の一端に動作可能に接続された縫合針をさらに含む、請求項２に記載の
外科手術用縫合アセンブリ。
【請求項１１】
　前記縫合構造体が、生体吸収性材料および非吸収性材料のうちの一つから作られる、請
求項１に記載の外科手術用縫合アセンブリ。
【請求項１２】
　前記縫合構造体の前記非吸収性材料が、絹、ポリアミド、ポリエステル、ポリエチレン
テレフタレート、ポリアクリロニトリル、ポリエチレン、ポリプロピレン、絹綿およびリ
ネンからなる群から選択される、請求項１１に記載の外科手術用縫合アセンブリ。
【請求項１３】
　前記縫合構造体の前記生体吸収性材料が、天然コラーゲン材料、ならびにグリコール酸
、グリコリド、乳酸、ラクチド、ジオキサノン、ポリカプロラクトン、ε－カプロラクト
ン、トリメチレンカーボネートから誘導される合成樹脂を含めた合成樹脂からなる群から
選択される、請求項１１に記載の外科手術用縫合アセンブリ。
【請求項１４】
　前記縫合構造体は組み紐であり、前記創傷処置材料は該組み紐中に埋め込まれている、
請求項１１に記載の外科手術用縫合アセンブリ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の引用）
　本出願は、米国仮出願６０／６２０，１４１号（２００４年１０月１８日出願）に対す
る優先権の利益および優先権を主張する。この出願の開示全体は、本明細書中に参考とし
て援用される。
【０００２】
　（背景）
　（技術分野）
　本開示は概して、縫合構造体及びその使用方法に関し、特に、創傷処置材料及びそれと
同類のものを含む縫合構造体、及び、吻合処置及び同類の処置におけるそれらの使用方法
に関する。
【背景技術】
【０００３】
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　（関連技術の考察）
　ここ数年の間、医療分野では、生体組織を接合、あるいは結合する試みにおいて様々な
技術が利用されてきた。歴史的には、縫合が、切断された組織を再結合したり、外傷を閉
鎖したりするための一般に認められた技術であった。縫合は、歴史的には外科手術用針及
び縫合糸によって、より最近ではポリマー製または金属製の様々なステープルによってな
されたことは、後に記載するとおりである。縫合糸が目的とする機能は、治癒過程の間、
外傷や組織の端同士を結合させて、不快感、痛み、瘢痕化、および治癒に必要な時間を低
減することである。
【０００４】
　最近では、以前であれば従来どおりの縫合を要した多くの処置が、外科手術用ステープ
ラを用いて外傷または組織の端にステープルを適用するステープル縫合によっておきかえ
られてきた。外科手術用ステープラは、隣接組織を接合するため、隣接組織の止血を提供
するため、および隣接組織の切断と同時に止血を提供するために開発された。かかる外科
手術用ステープラは、リニア型及び環状型の形状の両方を含む。典型的なリニア型のステ
ープラ及びカッターは、切断手段のためのスロットのついた平行なステープルの列を含み
、切断手段がそのステープルの列の間を移動するようになっている。
【０００５】
　典型的なリニア型ステープラは、同一人出願による、ＭｃＫｅａｎらに対する特許文献
１、Ｍａｓｔｒｉらに対する特許文献２、及び、Ｒｏｂｅｒｔｓｏｎに対する特許文献３
に開示されており、参照によってその各々の全内容がここに組み込まれたものとする。典
型的な環状型ステープラ及びカッターは、複数の環状のステープルの列を典型的には二列
と、ステープルの列の内部に配置された環状のブレードを含み、同一人出願によるＲｏｂ
ｅｒｔｓｏｎらに対する特許文献４及びＶｉｏｌａらに対する特許文献５に開示されてお
り、参照によってその各々の全内容がここに組み込まれたものとする。
【０００６】
　これらのタイプの外科手術用ステープラは、切断手段が平行または環状のステープル列
の間を切断する際に、平行あるいは環状のステープル列を周囲の組織に当てがうことによ
り、隣接の生体組織を固定して切断の改善を図り、組織の層同士を接合し、止血を提供す
る。その結果、外科手術用ステープラは、執刀医がこれら全ての作業を同時に行なうこと
を可能にしたため、組織をつなぎ合わせるのにかかる時間を短縮するのに有効だった。血
管の多い組織にステープラを使用する場合の接合及び止血をより改善するために、ステー
プル列が複数ある外科手術用ステープラが使用され、成功率が高かった。
【０００７】
　他の外科手術処置では、綿撒糸、バットレスまたは他のタイプの補強材および繊維が利
用される。これらのバットレスは、典型的にはアンビルの組織接触面および／または外科
手術用ステープル器具の組織接触面のまわりに配置され、外科手術用ステープル器具の発
射の間、対象組織に固定される。外科手術用ステープル器具と相まったバットレスの使用
についてのより詳細な論議には、特許文献６を参照し得る。特許文献６は、参照によって
その全内容がここに組み込まれたものとする。
【０００８】
　さらに他の外科手術処置には、外科手術的ステープリング処置につづいて、接着剤材料
および／またはシーラント材料を対象外科手術部位の外部表面へ塗布（例えば、スプレー
、ブラッシングなどによって）する工程を含む。
【０００９】
　過去に開発されたもう一つの処置は、組織修復および吻合の創出のために近年開発され
た生体組織接着剤の使用を含む。概して、生体接着剤は、切り離された組織同士を接合さ
せて治癒過程を助け、組織の強度を高める。かかる接着剤は、例えば組織修復または吻合
創出のための外科手術的処置において、縫合およびステープリングの代わりに使用できる
。
【００１０】
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　適切な生体適合性の接着剤の使用には、たとえば被治療組織の即時閉鎖だけでなく、針
および／またはステープルによる組織貫通の回避等、患者にも執刀医にも同様に多くの利
点がある。さらに、生体適合性の接着剤を使用すると、異物反応および瘢痕化が最小限に
なる傾向がある。しかしこれらの利点にかかわらず、組織の継ぎ目沿いが弱く、生体適合
性の接着剤の使用における主要な欠点として残る。
【特許文献１】米国特許第６，０４５，５６０号明細書
【特許文献２】米国特許第６，０３２，８４９号明細書
【特許文献３】米国特許第５，９６４，３９４号明細書
【特許文献４】米国特許第５，７９９，８５７号明細書
【特許文献５】米国特許第５，９１５，６１６号明細書
【特許文献６】米国特許第５，５４２，５９４号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　したがって、患者が被る外傷性症状を減じ、液漏れのケースを減じ、出血のケースを減
じ、隣接の生体組織間に比較的強力な結合を創出する外科手術的縫合が必要とされている
。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　（要旨）
　本開示は、創傷処置材料およびそれと同類のものを含む縫合構造体、および、それらを
吻合処置およびそれと同類の処置で使用する方法に関する。
【００１３】
　本開示の一態様によれば、長さの少なくとも一部を通る内腔を画定する細長い管と、縫
合構造体の内腔内に含まれる創傷処置材料を含む、外科手術用縫合針アセンブリが提供さ
れる。
【００１４】
　創傷治療剤は、接着剤、止血剤、およびシーラントの少なくとも一つを含むことが望ま
しい。接着剤は、タンパク質由来、アルデヒドベースの接着剤材料、およびシアノアクリ
レートベースの材料のうち、少なくとも一つを含み得る。シーラントは、フィブリンシー
ラント、コラーゲンベース組織シーラント、合成ポリマーベース組織シーラント、および
合成ポリエチレングリコールベースのヒドロゲル材料のうち、少なくとも一つを含み得る
。止血剤は、フィブリンベース、コラーゲンベース、酸化再生セルロースベースおよびゼ
ラチンベースの局所止血剤、およびフィブリノゲン－トロンビン混合材料のうち、少なく
とも一つを含み得る。創傷処置材料は、硫酸ゲンタマイシン、エリスロマイシン、および
誘導化されたグリコペプチドの少なくとも一つを含む抗生物質を含む治療剤を含み得る。
【００１５】
　創傷処置材料は、増殖促進因子を少なくとも一つ含み得る。増殖促進因子は、線維芽細
胞増殖因子、骨増殖因子、上皮増殖因子、血小板由来増殖因子、マクロファージ由来増殖
因子、肺胞由来増殖因子、単球由来増殖因子、およびマガイニンのうち少なくとも一つを
含み得る。
【００１６】
　外科手術用縫合針アセンブリは、さらに、縫合構造体の一端に動作可能に接続された縫
合針を含み得る。
【００１７】
　縫合構造体は、その縫合構造体に形成される脆弱要素を少なくとも一つ含み得る。その
ため、使用時には、圧縮力が加えられると縫合構造体が裂け、それによって創傷処置材料
がそこから放出される。
 
【００１８】
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　縫合構造体は、生体吸収性材料および非吸収性材料の一つから製造され得る。縫合構造
体の非吸収性材料は、絹、ポリアミド、ポリエステル、ポリエチレンテレフタレート、ポ
リアクリロニトリル、ポリエチレン、ポリプロピレン、絹綿、およびリネンのうち、少な
くとも一つを含み得る。縫合システムの生体吸収性材料は、天然コラーゲン材料、ならび
にグリコール酸、グリコリド、乳酸、ラクチド、ジオキサノン、ポリカプロラクトン、ε
－カプロラクトン、およびトリメチレンカーボネート由来のものを含む合成樹脂類のうち
、少なくとも一つを含み得る。
【００１９】
　縫合構造体は組み紐であり得、創傷処置材料は組み紐の中に埋め込まれる。
【００２０】
　本開示の別の態様によると、縫合構造体と、縫合構造体の中および上の少なくともいず
れかに組み入れられた創傷処置材料を含む、外科手術用縫合針アセンブリが提供される。
【００２１】
　本実施形態による縫合構造体は、生体吸収性材料および非吸収性材料の一つから製造さ
れ得る。縫合構造体の非吸収性材料は、絹、ポリアミド、ポリエステル、ポリエチレンテ
レフタート、ポリアクリロニトリル、ポリエチレン、ポリプロピレン、絹綿、およびリネ
ンのうち少なくとも一つを含み得る。縫合構造体の生体吸収性材料は、天然コラーゲン材
料、ならびにグリコール酸、グリコリド、乳酸、ラクチド、ジオキサノン、ポリカプロラ
クトン、ε－カプロラクトン、およびトリメチレンカーボネート由来のものを含む合成樹
脂類のうち、少なくとも一つを含み得る。
【００２２】
　本実施形態において、縫合構造体は組み紐であり、創傷処置材料は組み紐の中に埋め込
まれる。
【００２３】
　創傷処置材料は、接着剤、止血剤、およびシーラントの少なくとも一つを含み得る。外
科手術用縫合針アセンブリはさらに、縫合構造体の一端に動作可能に接続された縫合針を
含み得る。
【００２４】
　本開示のさらに別の実施形態では、外科手術的吻合処置を行なう方法が提供される。そ
の方法は、本体部、本体部の遠位端の上に担持されたステープルカートリッジアセンブリ
、およびステープルカートリッジアセンブリと並置関係で、本体部の遠位端に選択的に接
続可能なアンビルアセンブリを有する外科手術用ステープリング装置の提供を含み、さら
に、縫合構造体に付随した創傷処置材料を有する縫合構造体を含む縫合針アセンブリの少
なくとも一つの提供を含む。
【００２５】
　本方法はさらに、アンビルアセンブリを第一腸管部分に挿入する工程と、縫合構造体の
少なくとも一部がアンビルアセンブリの組織接触面を横切って延在するように、アンビル
アセンブリのシャフト周囲の第一腸管部分を縫合針アセンブリで縫合する工程と、ステー
プル装置の遠位端を第二腸管部分に挿入する工程と、別の縫合針アセンブリにより、縫合
構造体の少なくとも一部がステープルカートリッジアセンブリの組織接触面に達するよう
に、第二腸管部分をステープル装置の本体部の遠位端に配置されたステープルカートリッ
ジアセンブリに縫合する工程と、アンビルアセンブリのシャフトを本体部の遠位端に結合
する工程を含む。
【００２６】
　本方法は、アンビルアセンブリを本体部の遠位端に向かって接近させて、その間にある
第一および第二腸管部分を捉え、創傷処置材料を縫合構造体から放出する工程をさらに含
む。
【００２７】
　創傷処置材料は、接着剤、止血剤、およびシーラントの少なくとも一つを含み得る。
【００２８】
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　ある実施形態によれば、縫合構造体は、少なくともその一部を通る内腔を含み、創傷処
置材料が縫合構造体の内腔内に含まれ得る。創傷処置材料は、縫合構造体の中および／ま
たは上に組み入れられ得る。
【００２９】
　接着剤は、タンパク質由来、アルデヒドベースの接着剤材料、およびシアノアクリレー
トベースの材料のうち、少なくとも一つを含み得る。シーラントは、フィブリンシーラン
ト、コラーゲンベース組織シーラント、合成ポリマーベース組織シーラント、および合成
ポリエチレングリコールベースのヒドロゲル材料のうち、少なくとも一つを含み得る。止
血剤は、フィブリンベース、コラーゲンベース、酸化再生セルロースベースおよびゼラチ
ンベースの局所止血剤、およびフィブリノゲン－トロンビン混合材料のうち、少なくとも
一つを含み得る。
【００３０】
　創傷処置材料はさらに、治療剤を含み得る。治療剤は、硫酸ゲンタマイシン、エリスロ
マイシン、および誘導化されたグリコペプチドの少なくとも一つを含む抗生物質を含み得
る。創傷処置材料はさらに、増殖促進因子を少なくとも一つ含み得る。増殖促進因子は、
線維芽細胞増殖因子、骨増殖因子、上皮増殖因子、血小板由来増殖因子、マクロファージ
由来増殖因子、肺胞由来増殖因子、単球由来増殖因子、およびマガイニンのうち少なくと
も一つを含み得る。
【００３１】
　縫合構造体は、生体吸収性材料および非吸収性材料の一つから製造され得ることが想定
される。縫合構造体の非吸収性材料は、絹、ポリアミド、ポリエステル、ポリエチレンテ
レフタレート、ポリアクリロニトリル、ポリエチレン、ポリプロピレン、絹綿、およびリ
ネンのうち少なくとも一つを含み得る。縫合構造体の生体吸収性材料は、天然コラーゲン
材料、ならびにグリコール酸、グリコリド、乳酸、ラクチド、ジオキサノン、ポリカプロ
ラクトン、ε－カプロラクトン、およびトリメチレンカーボネート由来のものを含む合成
樹脂類のうち、少なくとも一つを含み得る。
【００３２】
　本明細書に組み込まれ、その一部を構成する添付図面は、開示の実施形態を図示し、上
に示した開示の概要および以下に示す実施形態の詳細な説明とともに、開示の原理を説明
する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　（実施形態の詳細な説明）
　以下、本開示の縫合構造体および環状吻合を行なう際のその使用方法の実施形態を、図
面を参照しながら詳細に記載するが、図面において、同じ参照番号は類似または同一の要
素を示している。従来どおり、本明細書で使用されるところの、「遠位」という用語は、
使用者から最も遠い部分を指し、他方「近位」という用語は、使用者に最も近い部分を指
す。
【００３４】
　まず図１を参照すると、本開示の縫合構造体とともに使用する外科手術用環状ステープ
ルデバイスの全体が１０で表されている。外科手術用ステープルデバイス１０は、枢動可
能な作動ハンドル部材１４を少なくとも一つ有するハンドルアセンブリ１２、および前進
部材１６を含む。ハンドル部材１２から伸びて、管状の本体部２０が提供され、それは、
その長さにそって湾曲した形状を有するように構成され得る。本体部２０は、ステープル
カートリッジアセンブリ２２で終端するが、ステープルカートリッジアセンブリ２２は、
その組織接触面２４内に形成されるステープル受入溝の環状列３６の対を含む。各ステー
プル受入溝３６はその中に配置されたステープル３８（図８および９を参照）を有する。
ステープルカートリッジアセンブリ２２の遠位側には、組織接触面２９を画定するアンビ
ル部材２６を含むアンビルアセンブリ３０、およびアンビルアセンブリ３０をステープル
デバイス１０の遠位端部に提供された結合部材４０に着脱可能に結合するために、それに
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動作可能に連結されたシャフト２８が提供されている。
【００３５】
　ステープルカートリッジアセンブリ２２は、管状の本体部２０の遠位端に固定して結合
されるか、あるいは、管状の本体部２０の遠位端の内側に同心円状に嵌合するように構成
され得る。典型的には、ステープルカートリッジアセンブリ２２は、ほぼ円錐台の形状を
有する近位部と、各自のステープル受入溝３６内にそれぞれ受け入れられる二列の同心円
状になって周囲に離間されたフィンガー５２ａ、５２ｂ（図８及び９を参照）を定める遠
位部を含むステープルプッシャ５２（図８及び９を参照）を含む。
【００３６】
　典型的には、ナイフ５０（図８及び９を参照）は、大体において、縁がナイフのエッジ
を画定しているオープンカップの形状で、ステープルカートリッジアセンブリ２２内に配
置され、ステープルプッシャ５２の遠位面に搭載される。ナイフのエッジは、ステープル
プッシャ５２のフィンガー５２ａ、５２ｂの半径方向内側に配置される。よって、使用時
には、ステープルプッシャ５２を前進させると、ナイフ５０もまた軸方向外向きに前進す
る。
【００３７】
　環状ステープルデバイス１０の構造及び使用についてのより詳細な論議には、Ｖｉｏｌ
ａらに対する米国特許第５，９１５，６１６号明細書を参照し得る。上記特許明細書の全
内容については、参照によって本明細書に組み込まれたものとする。
【００３８】
　次に図２および３を参照すると、本開示による縫合構造体を含む縫合針アセンブリの全
体が１００で表されている。図２および３からわかるように、縫合針アセンブリ１００は
、中を通る内腔１０２ａを画定する細長い管の形状の縫合構造体１０２、およびその内腔
１０２ａ内に配置および／または保持されている創傷処置材料「Ｗ」を含む。
【００３９】
　図３からわかるように、縫合構造体１０２は、その縫合構造体に形成される脆弱要素１
０４を備え得ることが意図されている。たとえば、脆弱要素１０４は、縫合構造体１０２
の全長の少なくとも一部にわたる厚みが薄い線、厚みが薄い一連のセグメント、離散した
一連のピン状の脆弱要素、およびそれらと同類のものを含み得るが、これに限定されるも
のではない。よって、使用時には、たとえばアンビルアセンブリ３０のステープルカート
リッジアセンブリ２２への接近で生じた圧縮力が原因となって、縫合構造体１０２の外部
への圧力が上昇すると、縫合構造体１０２は、脆弱要素１０４を有しない細長い管の場合
より少ない圧縮力であっても、脆弱要素１０４に沿って裂ける。さらに、たとえば縫合シ
ステム１０２の内腔１０２ａ内に創傷処置材料「Ｗ」をさらに注入することが原因となっ
て、縫合構造体１０２の内腔１０２ａ内部の圧力が上昇するときも、縫合構造体１０２は
、脆弱要素１０４を備えない場合より少ない力であっても脆弱要素１０４に沿って裂ける
。
【００４０】
　次に図４を参照すると、本開示の別の実施形態にしたがって、少なくとも部分的に創傷
処置材料「Ｗ」で覆われている細長いコア１１２ａを含む縫合構造体１１２が提供されて
いる。創傷処置材料「Ｗ」は、コア１１２ａの周囲の少なくとも一部のまわり、およびコ
ア１１２ａの全長の少なくとも一部に沿って配置または堆積されることが望ましい。
【００４１】
　次に図５を参照すると、本開示のさらに別の実施形態にしたがって、細長いコア１２２
ａおよびコア１２２ａの至るところに分散した創傷処置材料「Ｗ」を含む、縫合構造体１
２２が提供されている。
【００４２】
　再び図２を参照すると、縫合針アセンブリは、本開示の縫合構造体１０２、１１２、ま
たは１２２のいずれかの一端に、当技術分野で周知の方法のいずれかにより動作可能に結
合または固定された外科手術用針１１０を含む。



(8) JP 5014140 B2 2012.8.29

10

20

30

40

50

【００４３】
　縫合構造体１０２、１１２および１２２は、部分的に生体吸収性および生体完全吸収性
（すなわち再吸収性）のみならず非吸収性の天然および合成繊維性ポリマーのような、幅
広い種類の天然および合成繊維材料から製造され得る。編んだ縫合糸の製造に適した非吸
収性外科用材料には、絹、ポリアミドや、ポリエチレンテレフタレート等のポリエステル
、ポリアクリロニトリル、ポリエチレン、ポリプロピレン、絹綿、リネンなどが含まれる
。炭素繊維、スチールファイバー、および他の生物学的に適合する無機繊維性物質もまた
、使用できる。
【００４４】
　縫合構造体１０２、１１２および１２２は吸収性の外科用材料から形成されることが望
ましい。たとえば、縫合構造体１０２、１１２および１２２のいずれも、天然コラーゲン
材料、またはグリコール酸、グリコリド、乳酸、ラクチド、ジオキサノン、ポリカプロラ
クトン、ε－カプロラクトン、トリメチレンカーボネート等から誘導される合成樹脂を含
めた合成樹脂、ならびにこれらおよび関連モノマーの様々な組み合わせから製造され得る
。
【００４５】
　加えて、縫合構造体１０２、１１２および１２２は、硬相を形成するモノマー類からブ
ロックの一つが作られ、軟相を形成するモノマー類のランダム共重合体類からブロックの
別の一つが作られるブロック共重合体から製造され得る。硬相を形成するモノマー類とし
ては、グリコリドおよびラクチドが挙げられ、他方、軟相を形成するモノマー類としては
１，４ジオキサノン－２－オンおよび１，３ジオキサノン－２－オンおよびカプロラクト
ンが挙げられる。外科手術用物品の形成において使用されるブロック共重合体は、グリコ
ール酸エステル単位をその主成分として有するブロックを含むことが望ましい。「主成分
」とは、５０モルパーセントを上回る量で存在する成分である。外科手術用要素、特に、
縫合構造体１０２、１１２および１２２の形成において有用な典型的なブロック共重合体
は、米国特許第６，１９１，２３６号明細書に記載されており、参照によってその全内容
が本明細書に組み込まれたものとする。
【００４６】
　ブロック共重合体から任意の既知の技術、たとえば、押し出し、成形および／または注
型成形などを用いて外科手術用物品（例えば、縫合構造体１０２、１１２および１２２）
を形成し得る。共重合体は単独でも、他の吸収性材料と混合しても、または非吸収性成分
と組み合わせて用いてもよい。ここに記載される共重合体から、幅広い種類の外科手術用
物品を製造しうる。これらには、クリップおよび他のファスナー、ステープル、縫合糸、
ピン、スクリュー、人工器官、創傷包帯、薬物送達デバイス、吻合リング、および他の埋
め込み型デバイスが含まれるがそれに限定されるものではない。これらの共重合体から作
られた繊維は、吸収性または非吸収性の他の繊維と編み合わせ、または織って、縫合糸、
メッシュまたは布を形成しうる。加えて、これらのブロック共重合体を含む合成物は、外
科手術デバイス用の吸収性コーティング剤として使用することもできる。しかし、共重合
体は繊維に紡がれ、モノフィラメントまたはマルチフィラメントの縫合糸として使用され
ることが望ましい。
【００４７】
　ここに記載の共重合体から作られるマルチフィラメント縫合糸は、当技術分野で周知の
方法で作ることができる。加えて、米国特許第５，０５９，２１３号明細書および第５，
０１９，０９３号明細書に記載されているもののような組み紐の構造は、ここに開示され
るマルチフィラメント縫合糸に適している。上記特許明細書については、参照によってそ
の各全内容が本明細書に組み込まれたものとする。
【００４８】
　ここに記載のブロック共重合体からモノフィラメント縫合糸を製造するための適切な装
置は、米国特許第５，４０３，３４７号明細書に記載されており、参照によってその開示
の全内容が本明細書に組み込まれたものとする。
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【００４９】
　創傷処置材料「Ｗ」は、接着剤、止血剤、およびシーラントの一つまたは組み合わせを
含み得るがそれに限定されるものではないことが想定されている。支持構造体１０２内に
配置、または縫合構造体１１２または１２２上／内に堆積されうる外科用生体適合性創傷
処置材料としては、臓器、組織または構造体を接着または固定することを機能とする接着
剤、液漏れを防ぐためのシーラント、および出血を止めるかまたは防ぐための止血剤が挙
げられる。
【００５０】
　創傷処置材料「Ｗ」は、生体適合性のシーラントおよび／または接着剤であり得、組織
に接触すると硬化するシーラント、紫外（ＵＶ）線を照射すると硬化するシーラント、別
々に保存されていたものを混合する二液型のシーラント、またはそのいずれかの組み合わ
せを含むがそれに限定されるものではないことが意図されている。ある実施形態において
は、かかるシーラントおよび／または接着剤は硬化型であることが意図される。たとえば
、約１０から１５秒の硬化時間を有するシーラントおよび／または接着剤が使用され得る
。他の実施形態においては、約３０秒の硬化時間を有するシーラントおよび／または接着
剤を使用することが意図されている。望ましい実態形態においては、シーラントおよび／
または接着剤は生体吸収性および／または生体再吸収性材料である。
【００５１】
　ある好ましい実施形態では、創傷処置材料「Ｗ」に含まれるシーラントは、ＰＥＧベー
スの材料であることが望ましい。シーラントおよび／または接着剤として有用な材料の種
類の例は、生体適合性光重合開始剤の存在下におけるアクリレートまたはメタクリレート
機能性ヒドロゲル、アルキル－シアノアクリレート、アミン系機能性マクロマーと組み合
わせるかまたは組み合わせないイソシアン酸系機能性マクロマー、スクシンイミジルエス
テル系機能性マクロマーとアミン系またはスルフヒドリル系機能性マクロマーとの組み合
わせ、エポキシ系機能性マクロマーとアミン系機能性マクロマーとの組み合わせ、アルデ
ヒド架橋剤、ゲニピン、または水溶性カルボジイミドの存在下におけるタンパク質または
ポリペプチドの混合物、多価カチオン存在下のアニオン性多糖類、等を含む。使用しうる
シーラントの例は、フィブリンシーラントおよび、コラーゲンベースおよび合成ポリマー
ベースの組織シーラントを含む。市販のシーラントの例は、合成ポリエチレングリコール
ベースのヒドロゲル材料であり、ＣｏＳｅａｌＴＭの商品ロゴでＣｏｈｅｓｉｏｎ　Ｔｅ
ｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ　ａｎｄ　Ｂａｘｔｅｒ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ，Ｉｎｃ．
から販売されている。
【００５２】
　本開示にしたがって使用しうる外科手術用生体適合創傷処置材料「Ｗ」は、臓器、組織
または構造体を接着または固定することを機能とする接着剤を含む。使用できる接着剤の
例は、タンパク質由来、アルデヒドベースの接着剤材料を含み、例えば市販のグルタミン
／グルタルアルデヒドの材料が、ＢｉｏＧｌｕｅＴＭの商品名でＣｒｙｏｌｉｆｅ，Ｉｎ
ｃ．から販売されており、シアノアクリレートベースの材料が、ＩｎｄｅｒｍｉｌＴＭお
よびＤｅｒｍａ　ＢｏｎｄＴＭの商品名で、それぞれＴｙｃｏ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ　
Ｇｒｏｕｐ，　ＬＰ　およびＥｔｈｉｃｏｎ　Ｅｎｄｏｓｕｒｇｅｒｙ，Ｉｎｃ．から販
売されている。
【００５３】
　接着剤として利用できる具体的な材料のいくつかとして、米国特許第６，７０２，７３
１号明細書および米国特許第６，２９６，６０７号明細書および米国特許出願公開第２０
０４／００６８０７８号明細書に開示されるものを含む、有機ポリイソシアネートおよび
オキシエチレンベースのジオールまたはポリオールに由来するイソシアネート末端親水性
ウレタンプレポリマー；米国特許第６，５６５，８４０号明細書に開示されるものを含む
、アルファシアノアクリレートベースの接着剤；米国特許第６，６２０，８４６号明細書
に開示されるものを含む、アルキルエステルベースのシアノアクリレート接着剤；米国特
許第６，５６６，４０６号明細書に開示されるものを含む、インサイチュで反応および架
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橋することができる求電子性基および求核基を有する水溶性前駆体からつくられた生体適
合性架橋ポリマーにもとづく接着剤；内容が参照することによりここに組み込まれる米国
特許出願公開第２００３／００３２７３４号明細書に開示される、生体吸収性のジアミン
化合物と組み合わせられ一つまたはそれ以上のイソシアン酸基で置換したポリアルキレン
オキシド骨格、または生体吸収性のジイソシアネート化合物と組み合わせられ一つまたは
それ以上のアミン基で置換されたポリアルキレンオキシド骨格に基づくものを含む二液型
接着剤；および、参照によって内容がここに組み込まれる米国特許出願公開第２００４／
０１１５２２９号明細書に開示される、芳香族ジイソシアネートおよびポリオールに由来
するイソシアネート末端親水性ウレタンプレポリマーが挙げられる。既知の適切な接着剤
のいずれも使用しうることが意図されている。
【００５４】
　ある実施形態において、創傷処置材料「Ｗ」は、出血を止めるかまたは防止する機能の
止血剤を含む。使用可能な止血剤材料の例は、アルミニウム明礬（すなわち、アンモニウ
ム明礬または硫酸アンモニウムアルミニウム）だけでなく、フィブリンベース、コラーゲ
ンベース、酸化再生セルロースベース、およびゼラチンベースの局所止血剤を含む。市販
の止血剤材料の例は、フィブリノゲン－トロンビンの混合材料が、ＣｏＳｔａｓｉｓＴＭ

の商品名でＴｙｃｏ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ　Ｇｒｏｕｐ，ＬＰから、ＴｉｓｓｅｅｌＴ

Ｍの商品名でＢａｘｔｅｒ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ，Ｉｎｃ．から販売されている
。ここでは止血剤は、たとえばアルミニウム硫酸塩および凝固剤のような収斂剤を含む。
【００５５】
　創傷処置材料「Ｗ」は、縫合構造体１０２が裂けた際に創傷処置材料「Ｗ」がそこから
自由に流出できるような、比較的低粘度の流体または液体であり得ることが想定されてい
る。さらに、創傷処置材料「Ｗ」は、微粒子材料の微粉を含み得るか、または微粒子材料
の微粉状であり得ることも想定されている。
【００５６】
　他の実施形態においては、創傷処置材料「Ｗ」は、薬剤を含み得る。薬剤は、構造体１
００の上に配置されてもよく、または構造体１００内へと含浸させてもよい。薬剤は、薬
物、酵素、成長因子、ペプチド、タンパク質、色素、診断用薬、または止血薬、モノクロ
ナール抗体、またはその他の狭窄症予防において用いられる薬剤のような医学的および／
または外科手術的に有用な物質を一つまたはそれ以上含み得る。たとえば、ＡｃｒｙＭｅ
ｄ，Ｉｎｃ．，Ｐｏｒｔｌａｎｄ，ＯｒｅｇｏｎからＳｉｌｖａＳｏｒｂＴＭが市販され
ている。
【００５７】
　さらに、創傷処置材料「Ｗ」は、たとえば、合成物および／または化合物の粒子が外科
手術的修復部位に塗布されるかまたは触れると治癒過程を速めるかまたは改善する合成物
および／または化合物を含み得ることが意図されている。たとえば、創傷処置材料「Ｗ」
は、修復部位に置かれることとなる治療剤でありうる。治療剤は、その抗菌性、修復また
は再生および／または新しい組織の成長を促進する機能によって選ぶことができる。ゆっ
くりと組織内へと放出される、広域抗生物質（硫酸ゲンタマイシン、エリスロマイシンま
たは誘導化されたグリコペプチド）のような抗菌剤を上記のように適用すれば、組織修復
部位の臨床感染および不顕性感染への抵抗を助けることができる。修復および／または組
織の成長を促進するため、創傷処置材料「Ｗ」は、一つまたは複数の増殖促進因子、たと
えば、線維芽細胞増殖因子、骨増殖因子、上皮増殖因子、血小板由来増殖因子、マクロフ
ァージ由来増殖因子、肺胞由来増殖因子、単球由来増殖因子、およびマガイニンなどを含
み得る。いくつかの治療指標としては：血栓症の原因となるグリセロールおよび組織また
は腎臓プラスミノーゲン活性化因子、組織を損傷するフリーラジカルを除去するスーパー
オキシドジムターゼ、癌治療のための腫瘍壊死因子またはコロニー刺激因子およびインタ
ーフェロン、免疫系を強化するインターロイキン－２または他のリンフォカインがある。
【００５８】
　創傷処置材料「Ｗ」は、粘弾性皮膜形成材、架橋反応剤、およびエネルギー硬化接着剤
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を含み得る。創傷処置材料「Ｗ」、特に接着剤は、水および／またはグリセリン（１，２
，３－プラナテトリオール、別名グリセロールおよびグリセリン）の適用により硬化し得
ることが想定される。このように、水および／またはグリセリンは接着剤を硬化させ、外
傷を湿潤する。
【００５９】
　さらに、本開示内で、外傷治療材料「Ｗ」が任意の微生物剤、鎮痛剤、成長因子、およ
び抗炎症薬で、当該技術分野の技術者に既知のもの、またはそれらの任意の組み合わせを
含むことが想定される。
【００６０】
　外科手術野における縫合構造体の可視度を上げるために、縫合構造体１０２、１１２、
１２２を染色することが所望され得ると考えられる。縫合糸に組み入れるのに適すること
が知られている染料が使用され得る。かかる染料には、Ｄａｎｉｅｌ　Ｍ．Ｍａｒｒｉｏ
ｎ著、Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｕ．Ｓ．Ｃｏｌｏｒａｎｔｓ　ｆｏｒ　Ｆｏｏｄ，Ｄｒ
ｕｇｓ　ａｎｄ　Ｃｏｓｍｅｔｉｃｓ（１９７９）に記載の、カーボンブラック、ボーン
ブラック、Ｄ＆Ｃグリーン６番、およびＤ＆Ｃバイオレット２番が含まれるがそれに限定
されない。縫合構造体１０２、１１２、１２２は、約数パーセント以下で好ましくは約０
．２％の染料、そして最も好ましくは約０．０６％から約０．０８％の、例えばＤ＆Ｃバ
イオレット２番のような染料を、押出し成形に前もって樹脂に加えて染色することが好ま
しい。
【００６１】
　次に図６～図９を参照すると、縫合構造体１０２を含む縫合針アセンブリ１００とあわ
せた外科手術用ステープルデバイス１０の、吻合処置において腸内部分６６および６８の
接合を達成するための使用が図示されている。吻合処置は、腹腔鏡手法および器具を含む
低侵襲外科技術を用いて行なわれるのが典型的である。縫合構造体１０２を用いる処置が
示され、説明されているが、縫合構造体１１２または１２２もそれと同様に用いうること
が想定され、前提とされている。
【００６２】
　図６に示される処置の部位では、罹患した腸内部分が既に切除されており、アンビルア
センブリ３０が外科手術的切開を通じてまたは経肛門的に外科手術部位に適用され、腸内
部分６８内に置かれ、外科手術用ステープルデバイス１０の管状の本体部２０が経肛門的
に腸内部分６６へ挿入されている。望ましくは、図７からわかるように、腸内部分６６お
よび６８は、縫合針アセンブリ１００の縫合構造体１０２により、それぞれの構成部品（
例えば、アンビルアセンブリ３０のシャフト２８、および管状の本体部２０の結合部材４
０）のまわりに、一時的に固定されている（例えば、巾着縫合されている）。望ましくは
、図７～図９からわかるように、腸内部分６６および６８をアンビルアセンブリ３０のシ
ャフト２８および管状の本体部２０の結合部材４０に縫い付ける際、縫合針アセンブリ１
００の針１１０（図２を参照）は、縫合構造体１０２がステープルカートリッジアセンブ
リ２２のステープルポケット２４を横切って延在するように、および／またはアンビル部
材２６のステープルアンビルポケット２７を横切って延在するように、腸内部分６６およ
び６８を通過するか、または縫い通す。
【００６３】
　執刀医はそれから、シャフト２８の近位端が管状の本体部２０の結合部材４０内に挿入
されるまで、さもなければ動作可能に接続されるまで、アンビルアセンブリ３０を操作す
る。その後、図８からわかるように、アンビルアセンブリ３０および管状の本体部２０を
接近させて、腸内部分６６および６８を近づける。望ましくは、一実施形態において、図
９からわかるように、縫合構造体１０２が裂けて腸内部分６６および６８の間に創傷処置
材料「Ｗ」が放出されるに足る圧力を縫合構造体１０２の上に生じさせるのに十分な分だ
け、アンビルアセンブリ３０をステープルカートリッジアセンブリ２２へ接近させる。
【００６４】
　縫合構造体１１２または１２２が使用される場合、創傷処置材料「Ｗ」（例えば、接着
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ステープルカートリッジアセンブリ２２の間の圧力が、接着剤を活性化する閾値またはあ
る最低水準を超えると、創傷処置材料「Ｗ」が活性化する。
【００６５】
　次に図９を参照すると、アンビルアセンブリ３０をステープルカートリッジアセンブリ
２２に接近させ、その間に腸内部分６６および６８を固定または捕捉した上で、外科手術
用ステープルデバイス１０を発射し、それによって腸内部分６６、６８同士をステープリ
ングし、接着する。外科手術用ステープルデバイス１０の発射と同時に、ステープル３８
がステープルカートリッジアセンブリ２２から打ち出され、腸内部分６６、６８を通過し
、その結果腸内部分６６、６８同士が機械固定される。それと同時に、ナイフ５０が、ナ
イフ５０を横切って延在する縫合構造体１０２の部分をいずれも切断し、その結果そこか
ら創傷処置材料「Ｗ」を腸内部分６６、６８の上にさらに放出させるとともに、腸内部分
６６、６８の、ナイフ５０の半径方向内側に位置する部分を切断する。
【００６６】
　縫合構造体の特定の形態をいくつか、およびその特定の使用方法を図示し、記載してい
るが、本開示の精神および範囲から逸脱することなく、様々な変更がなされうることもま
た明らかである。たとえば、紫外線光活性化創傷処置材料（例えば接着剤）が上に記載の
縫合構造体のいずれかに伴って使用されることが想定され、本開示の範囲内である。それ
に応じて、使用時には、外科手術用ステープルデバイス１０の発射の前または後に、接着
剤を活性化させるために、吻合部をＵＶ光で照射することとなる。
【００６７】
　さらに別の実施形態では、外科手術用ステープルデバイス１０は、例えば食道治療のた
めなど、体内への経口挿入のために用意される。
【００６８】
　ここに記載の縫合構造体はさらに、腸内部分同士を固定するためのステープルを含んで
いない外科用環状吻合デバイスであって、組織に接近し、接着し、切断できるものと一緒
に使用されうると考えられる。
【００６９】
　かくして、当然のことながら、本開示の精神および範囲を逸脱することなく、本開示の
縫合構造体の形状、詳細および適用における様々な変更がなされうる。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】図１は、典型的な先行技術による外科手術用環状ステープルデバイスの斜視図で
ある。
【図２】図２は、本開示の実施形態による縫合構造体を含む、針アセンブリの斜視図であ
る。
【図３】図３は、図２の３－３に沿った、図２の縫合構造体の横断面図である。
【図４】図４は、本開示の別の実施形態による縫合構造体の横断面図である。
【図５】図５は、本開示のさらに別の実施形態による縫合構造体の横断面図である。
【図６】図６は、吻合処置を行なう際に、図２～図５の縫合システムのいずれかを使用す
る方法を図示する、患者の腸内区域の透視図である。
【図７】図７は、環状ステープルデバイスの結合部材に搭載されたアンビルシャフトを図
示する、図６の腸内区域の概略透視図である。
【図８】図８は、ステープルプッシャアセンブリに向かうアンビル部材の接近を追随する
、サーキュラーステープルデバイスの遠位端の縦断面図である。
【図９】図９は、図８細部に指示された区域の拡大図である。
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