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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外科用デバイスであって、
　一対の対向する顎部材を備えている顎部と、
　該顎部に旋回可能に連結されるシャフト部であって、該シャフト部は、該シャフト部の
側面に少なくとも１つの開口部を有する内部空間を画定する、シャフト部と、
　該顎部の近位で該シャフト部に連結されるカメラアセンブリであって、該カメラアセン
ブリは、該カメラアセンブリが該シャフト部の該内部空間内に位置付けられる第１の位置
と、該カメラアセンブリが該シャフト部の該少なくとも１つの開口部を通って延在する第
２の位置との間で、移動可能である、カメラアセンブリと、
　該顎部と該カメラアセンブリとに連結されている単一の駆動機構と
　を備え、
　該単一の駆動機構は、該カメラアセンブリが該顎部の撮像を提供するように、該カメラ
アセンブリに該第２の位置へ自動的に移動させ、該顎部を該シャフト部の長手方向の軸か
ら離れるように関節動作させるように適合されている、外科用デバイス。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの開口部は、前記シャフト部のそれぞれの半径方向に対向する側面
に第１および第２の開口部を含む、請求項１に記載の外科用デバイス。
【請求項３】
　前記カメラアセンブリは、前記シャフト部の前記第１および第２の半径方向に対向する
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開口部のそれぞれ１つを通って延在するよう、移動可能である、請求項２に記載の外科用
デバイス。
【請求項４】
　前記カメラアセンブリは、少なくとも１つのカメラと、少なくとも１つの光源とを含む
、請求項１に記載の外科用デバイス。
【請求項５】
　前記顎部は、第１の長手方向の軸を画定し、前記シャフト部は、第２の長手方向の軸を
画定し、該顎部は、該第１および第２の長手方向の軸に垂直な第１の旋回軸の周囲で、該
シャフト部に対して旋回可能である、請求項３に記載の外科用デバイス。
【請求項６】
　前記カメラアセンブリは、前記第１の旋回軸に平行な第２の旋回軸の周囲で、前記シャ
フト部に旋回可能に連結される、請求項５に記載の外科用デバイス。
【請求項７】
　前記顎部は、前記シャフト部の横方向に対向する側面のうちのいずれに対しても関節動
作可能である、請求項５に記載の外科用デバイス。
【請求項８】
　前記カメラアセンブリは、前記顎部が関節動作される側面と同じ側面上に位置する、前
記シャフト部の前記第１および第２の開口部のうちのそれぞれ１つを通って延在するよう
、移動可能である、請求項７に記載の外科用デバイス。
【請求項９】
　前記シャフト部は、前記カメラアセンブリを、前記顎部が関節動作される側面と同じ側
面上に位置する、該シャフト部の前記第１および第２の開口部のうちの前記それぞれ１つ
を通って自動的に延在させるように動作する駆動機構を含む、請求項８に記載の外科用デ
バイス。
【請求項１０】
　前記単一の駆動機構は、前記カメラアセンブリを、前記シャフト部の前記第１および第
２の開口部のうちの前記それぞれ１つを通って自動的に延在させ、前記顎部を該シャフト
部に対して関節動作させるように適合される、請求項９に記載の外科用デバイス。
【請求項１１】
　前記カメラアセンブリは、前記シャフト部の前記第１および第２の開口部のうちのそれ
ぞれ１つを通って延在するよう、操作者によって少なくとも部分的に手動で移動可能であ
る、請求項８に記載の外科用デバイス。
【請求項１２】
　前記カメラアセンブリは、カメラ筐体および支持アームを含む、請求項１に記載の外科
用デバイス。
【請求項１３】
　前記支持アームは、第１の位置で前記シャフト部に、第２の位置で前記カメラ筐体に連
結される、請求項１２に記載の外科用デバイス。
【請求項１４】
　前記支持アームは、前記顎部が前記シャフト部に対して旋回可能である軸に対して、平
行な旋回軸の周囲で、該シャフト部に対して旋回可能である、請求項１３に記載の外科用
デバイス。
【請求項１５】
　前記カメラ筐体は、前記顎部が前記シャフト部に対して旋回可能である軸に対して、平
行な旋回軸の周囲で、前記支持アームに対して旋回可能である、請求項１３に記載の外科
用デバイス。
【請求項１６】
　前記カメラアセンブリは、カメラと、２つの光源とを含む、請求項１に記載の外科用デ
バイス。
【請求項１７】



(3) JP 5535084 B2 2014.7.2

10

20

30

40

50

　前記２つの光源の各々は、前記カメラのそれぞれの側面に位置する、請求項１６に記載
の外科用デバイス。
【請求項１８】
　一対の対向する顎部材を備えている顎部と、該顎部に旋回可能に連結されるシャフト部
と、該顎部の近位で該シャフト部に連結されるカメラアセンブリとを含む外科用デバイス
を操作するシステムであって、
　該シャフト部は、該シャフト部の側面に少なくとも１つの開口部を有する内部空間を画
定し、
　該外科用デバイスは、該カメラアセンブリが該シャフト部の該内部空間内に位置付けら
れる第１の位置にある該カメラアセンブリを伴って、手術部位に挿入されるように構成さ
れ、
　該外科用デバイスは、該カメラアセンブリが該顎部の撮像を提供するように、該顎部を
該シャフト部の長手方向の軸から離れるように関節動作させ、該カメラアセンブリが該シ
ャフト部の該開口部を通って延在する第２の位置に該カメラアセンブリを自動的に移動さ
せる単一の手段を備えている、
　システム。
【請求項１９】
　前記少なくとも１つの開口部は、前記シャフト部のそれぞれの半径方向に対向する側面
の第１および第２の開口部を含み、該システムは、前記カメラアセンブリを該シャフト部
の前記第１および第２の半径方向に対向する開口部のそれぞれ１つを通って延在させるよ
う、該カメラアセンブリを移動させる手段をさらに備えている、請求項１８に記載のシス
テム。
【請求項２０】
　前記シャフト部の前記第１および第２の半径方向に対向する開口部のそれぞれ１つを通
って延在するよう、前記カメラアセンブリを移動させる際に、該カメラアセンブリを前記
顎部に向かって配向するよう、該カメラアセンブリを旋回させる手段をさらに備えている
、請求項１９に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記カメラアセンブリは、少なくとも１つのカメラと、少なくとも１つの光源とを含む
、請求項１８に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記顎部は第１の長手方向の軸を画定し、前記シャフト部は第２の長手方向の軸を画定
し、前記システムは、該第１および第２の長手方向の軸に垂直な第１の旋回軸をさらに備
え、該顎部は、該第１の旋回軸の周囲で、該シャフト部に対して旋回するように構成され
ている、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記第１の旋回軸に平行な第２の旋回軸をさらに備え、前記シャフト部に連結された前
記カメラアセンブリは、該第２の旋回軸の周囲で旋回されるように構成されている、請求
項２２に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記シャフト部の横方向に対向する側面のうちのいずれに対しても前記顎部を関節動作
させる手段をさらに備えている、請求項２２に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記カメラアセンブリを前記シャフト部の前記第１および第２の開口部のうちのそれぞ
れ１つを通って延在させるよう、該カメラアセンブリを移動させる手段は、前記顎部が関
節動作される側面と同じ側面上に位置する、該第１および第２の開口部のうちのそれぞれ
１つを通って該カメラアセンブリを移動させるように構成されている、請求項２４に記載
のシステム。
【請求項２６】
　前記シャフト部の駆動機構をさらに備え、該駆動機構は、前記顎部が関節動作される側
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面と同じ側面上に位置する、該シャフト部の前記第１および第２の開口部のうちの前記そ
れぞれ１つを通って前記カメラアセンブリを自動的に延在させるように構成されている、
請求項２５に記載のシステム。
【請求項２７】
　前記駆動機構は、単一の駆動機構であり、該単一の駆動機構は、前記シャフト部の前記
第１および第２の開口部のうちの前記それぞれ１つを通って前記カメラアセンブリを自動
的に延在させ、前記顎部を該シャフト部に対して関節動作させるように構成されている、
請求項２６に記載のシステム。
【請求項２８】
　前記シャフト部の前記第１および第２の開口部のうちのそれぞれ１つを通って延在する
よう、前記カメラアセンブリを少なくとも部分的に手動で移動させる手段をさらに備えて
いる、請求項２５に記載のシステム。
【請求項２９】
　前記カメラアセンブリは、カメラ筐体と、支持アームとを含む、請求項１８に記載のシ
ステム。
【請求項３０】
　前記支持アームは、第１の位置で前記シャフト部に連結され、第２の位置で前記カメラ
ハウジングに連結されている、請求項２９に記載のシステム。
【請求項３１】
　前記顎部が前記シャフト部に対して旋回可能である軸に対して、平行な旋回軸の周囲で
、前記支持アームを該シャフト部に対して旋回させる手段をさらに備えている、請求項３
０に記載のシステム。
【請求項３２】
　前記顎部が前記シャフト部に対して旋回可能である軸に対して、平行な旋回軸の周囲で
、前記カメラ筐体を前記支持アームに対して旋回させる手段をさらに備えている、請求項
３０に記載のシステム。
【請求項３３】
　前記カメラアセンブリは、カメラと、２つの光源とを含む、請求項１８に記載のシステ
ム。
【請求項３４】
　前記２つの光源の各々１つは、前記カメラのそれぞれの側面に配置されている、請求項
３３に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本出願は、２００８年１月１０日に出願された米国仮特許出願第６１／０２０，２９８
号の優先権を主張し、その全体が本明細書に参考として明白に援用される。
【０００２】
　（参考としての援用）
　本出願は、以下の各々の全体を本明細書に参考として明白に援用する。すなわち、２０
０５年７月２７日に出願された米国特許出願第１１／１９１，８５１号、２００２年６月
１４日に出願された米国特許出願第６０／３８８，６４４号、２００３年６月１１日に出
願された米国特許出願第１０／４６０，２９１号、２００１年１１月３０日に出願された
米国特許出願第０９／９９９，５４６号、２００１年６月２２日に出願された米国特許出
願第０９／８８７，７８９号、２００１年４月１７日に出願された米国特許出願第０９／
８３６，７８１号、２０００年１１月２８日に出願された米国特許出願第０９／７２３，
７１５号、１９９９年６月２日に出願された米国特許出願第０９／３２４，４５１号で、
２００１年１１月１３日発行の米国特許第６，３１５，１８４号、１９９９年６月２日に
出願された米国特許出願第０９／３２４，４５２号で、２００２年９月３日発行の米国特
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許第６，４４３，９７３号、１９９９年７月１２日に出願された米国特許出願第０９／３
５１，５３４号で、２００１年７月２４日発行の米国特許第６，２６４，０８７号、２０
００年２月２２日に出願された米国特許出願第０９／５１０，９２３号で、２００３年２
月１１日発行の米国特許第６，５１７，５６５号、２０００年２月２２日に出願された米
国特許出願第０９／５１０，９２７号で、２００４年４月６日発行の米国特許第６，７１
６，２３３号である。
【０００３】
　（本発明の分野）
　本発明は、外科用デバイスに関する。より具体的には、本発明は、組織をクランプ、切
断、およびステープル留めする、電力式関節動作デバイスのための撮像システムに関する
。
【背景技術】
【０００４】
　（背景情報）
　ある種の外科用デバイスは、線形のクランプ、切断、およびステープル留めデバイスで
ある。そのようなデバイスは、消化管から癌組織または異常組織を切除するための外科的
手技に用いられてもよい。従来の線形のクランプ、切断、およびステープル留め器具の１
つを図１に示す。デバイスは、細長いシャフトおよび遠位部を有するピストルグリップ型
の構造を含む。遠位部は、閉じた結腸の開放端部をクランプする、一対の鋏型の把持要素
を含む。このデバイスでは、アンビル等の２つの鋏型把持要素のうちの一方は全体構造に
対して移動または旋回するのに対して、他方の把持要素は全体構造に対して固定されたま
まである。この切取デバイスの作動（アンビル部の旋回）は、ハンドルに保持されたグリ
ップトリガによって制御される。
【０００５】
　切取デバイスに加えて、遠位部はステープル留め機構も含む。切取機構の固定された把
持要素は、ステープルカートリッジ受入領域と、アンビル部に接触する組織のクランプさ
れた端部にステープルを通し、それによって、以前に開放された端部を封止する機構とを
含む。切取要素は、シャフトと一体化して形成されてもよいか、または様々な切り取りお
よびステープル要素が交換可能であるように、着脱可能であってもよい。
【０００６】
　上記外科用デバイスに関する１つの問題は、特に、図１に示すような上記線形のクラン
プ、切断、およびステープル留めデバイスにおいて、患者の体内で対向する顎を操作する
のが困難であるかもしれないということである。外科医は、対向する顎の間で所望の組織
を位置付けるために、対向する顎を様々な角度で移動させる必要がある場合がある。しか
しながら、一般に、患者において可能な限り小さな切開を行うことも望ましく、切開の大
きさを小さくすることにより、対向する顎を操作できる程度が制限される。
【０００７】
　上記外科用デバイスに関する別の問題は、特に、図１に示すような上記線形のクランプ
、切断、およびステープル留めデバイスにおいて、対向する顎が十分に止血性ではないか
もしれないことである。具体的には、上記外科用デバイスの対向する顎が十分な力でクラ
ンプされないために、外科用デバイスの効果が減少させられる。
【０００８】
　また、上記外科用デバイスは、統合型撮像システムを含まない。結果として、手技を観
察する第２のデバイスを使用する必要がある。第２のデバイスの使用は、より侵襲性が高
い可能性があり、操作者は、正確な撮像を提供するために、外科用デバイスおよび撮像デ
バイスが協調していることを継続的に確認する必要がある可能性がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　したがって、クランプ、切断、およびステープル留めデバイスの操作性を向上する必要



(6) JP 5535084 B2 2014.7.2

10

20

30

40

50

性があると考えられる。また、付加的なクランプ力および撮像能力の向上を提供するクラ
ンプ、切断、およびステープル留めデバイスの必要性があると考えられる。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　（概要）
　本発明の例示的な実施形態によれば、ヒンジの周囲で旋回可能にシャフト部に接続され
る顎部を含む外科用デバイスが提供される。ヒンジは、顎部およびシャフト部のうちの１
つまたは両方に垂直な、これらの構成要素の回転軸を画定する。顎部またはその一部分も
また、顎部の長手方向の軸の周囲でシャフト部に対して回転可能であってもよい。
【００１１】
　顎部は、第１の顎および第２の顎を含む。第２の顎は、第１の顎と対向一致して配置さ
れる。第１の顎は、第２の顎に旋回可能に連結されてもよい。デバイスはまた、第２の顎
内に配置される切断要素およびステープル留め要素のうちの少なくとも１つ、好ましくは
、ステープルを駆動する楔上に回転可能に装着されたブレードを含んでもよい。切断要素
および／またはステープル留め要素は、第２の顎の遠位端と近位端の間で移動するように
構成されてもよく、第１および第２の顎の間に配置される組織の一部の切断およびステー
プル留めのうちの少なくとも１つを行う。
【００１２】
　本発明の例示的な実施形態によれば、顎部を含む外科用デバイスが提供される。顎部は
、第１の顎と、第１の顎に対して移動可能な第２の顎とを含む。外科用デバイスはまた、
顎部の近位端に連結されるシャフト部を含んでもよい。外科用デバイスはさらに、顎部と
シャフト部とを相対移動させるように構成される駆動部を含む。顎部は第１の長手方向の
軸を画定し、シャフト部は第２の長手方向の軸を画定する。駆動部は、第１および第２の
長手方向の軸に垂直な旋回軸の周囲で、顎部をシャフト部に対して旋回させるように構成
されてもよい。第１および第２の顎は、平面において互いに対して移動可能であってもよ
く、旋回軸はその平面に平行に配設される。また、本発明の例示的な実施形態によれば、
駆動部はまた、第１の長手方向の軸の周囲で、顎部の少なくとも一部をシャフト部に対し
て旋回させるように構成される。
【００１３】
　駆動部は、第１の回転可能な駆動シャフトおよび第２の回転可能な駆動シャフトによっ
て駆動されるように適合されてもよい。例えば、駆動部は、互いに反対方向である第１お
よび第２の回転可能な駆動シャフトの回転が、旋回軸の周囲で顎部をシャフト部に対して
旋回させるように構成されてもよい。また、駆動部は、互いに同一方向である第１および
第２の回転可能な駆動シャフトの回転が、第１の長手方向の軸の周囲で、顎部の少なくと
も一部分をシャフト部に対して回転させるように構成されてもよい。さらに、駆動部は、
第２の回転可能な駆動シャフトを回転させずに第１の回転可能な駆動シャフトを回転させ
ることにより、第１の顎と第２の顎との相対移動をもたらすように構成されてもよい。
【００１４】
　外科用デバイスは、第１の顎内に配置される外科用部材を含んでもよい。外科用部材は
、切断要素および／またはステープル留め要素を含んでもよい。駆動部は、第１の回転可
能な駆動シャフトを回転させずに第２の回転可能な駆動シャフトを回転させることにより
、第１の顎内で外科用部材の相対移動をもたらすように構成されてもよい。
【００１５】
　本発明の例示的な実施形態によれば、第１および第２の回転可能な駆動シャフトの選択
的な回転が、外科用デバイスに少なくとも４つの異なる機能（例えば、顎部、第１の顎、
第２の顎、およびシャフト部のうちの１番目のものの、顎部、第１の顎、第２の顎、およ
びシャフト部のうちの少なくとも２番目のものに対する移動）を果たさせるように、第１
の顎と、第１の顎に対して移動可能である第２の顎とを含む顎部と、顎部の近位端に連結
されるシャフト部と、第１および第２の回転可能な駆動シャフトによって駆動されるよう
に適合される駆動部とを含む、外科用デバイスが提供される。
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【００１６】
　顎部は、第１の長手方向の軸を画定してもよく、少なくとも４つの異なる機能の１番目
は、第１の長手方向の軸の周囲での、顎部の少なくとも一部分のシャフト部に対する回転
を含む。駆動部は、顎部の少なくとも１部を、第１の長手方向の軸の周囲でシャフト部に
対して回転させるよう、第１および第２の回転可能な駆動シャフトの互いに対して同一方
向の回転によって駆動されるように構成される。シャフト部は、第２の長手方向の軸を画
定してもよく、少なくとも４つの異なる機能の２番目は、第２の長手方向の軸に垂直な旋
回軸の周囲で顎部をシャフト部に対して旋回させることを含む。駆動部は、顎部を旋回軸
の周囲でシャフト部に対して旋回させるよう、第１および第２の回転可能な駆動シャフト
の互いに対して反対方向の回転によって駆動されるように構成される。少なくとも４つの
異なる機能の３番目は、第１の顎を第２の顎に対して移動させることを含んでもよい。駆
動部は、第１の顎と第２の顎との相対移動をもたらすように、第２の回転可能な駆動シャ
フトを回転させずに、第１の回転可能な駆動シャフトによって駆動されるように構成され
る。また、外科用デバイスは、第１の顎内に配置される切断および／またはステープル留
め要素等の外科用部材を含んでもよく、少なくとも４つの異なる機能の４番目は、第１の
顎内での外科用部材の相対移動を含む。駆動部は、第１の顎内で外科用部材の相対移動を
もたらすよう、第１の回転可能な駆動シャフトを回転させずに第２の回転可能な駆動シャ
フトの回転させることにより駆動されるように構成される。
【００１７】
　本発明の別の実施形態によれば、外科用デバイスは、デバイスのシャフト部に接続され
る旋回可能なカメラアセンブリを含んでもよい。カメラアセンブリは、操作者に画像を提
供することが可能なカメラおよび光源を含んでもよい。開口部は、顎部の動きにかかわら
ず外科用デバイスの顎部の画像を提供するために、カメラアセンブリが通過することが可
能であってもよい外科用デバイスのシャフト部を貫通してもよい。外科用デバイスはまた
、カメラアセンブリの動きを制御することが可能な制御機構を含んでもよく、外科用デバ
イスの顎部の動きと協調してカメラアセンブリを移動させることが可能であってもよい。
【００１８】
　本発明の例示的な実施形態では、外科用デバイスであって、顎部と、顎部に旋回可能に
連結されるシャフト部であって、それぞれの半径方向に対向する側面に第１および第２の
開口部を有する内部空間を画定するシャフト部と、シャフト部に連結されるカメラアセン
ブリであって、カメラアセンブリがシャフト部の内部空間内に位置付けられる第１の位置
と、カメラアセンブリがシャフト部の第１および第２の半径方向に対向する開口部のそれ
ぞれ１つを通って延在する第２および第３の位置との間で、移動可能であるカメラアセン
ブリと、を備える外科用デバイスが提供される。顎部は、第１の顎と、第１の顎に対して
移動可能な第２の顎とを含んでもよい。シャフト部は、顎部の近位端に連結されてもよい
。カメラアセンブリは、少なくとも１つのカメラと、少なくとも１つの光源とを含んでも
よい。
【００１９】
　顎部は、第１の長手方向の軸を画定してもよく、シャフト部は、第２の長手方向の軸を
画定してもよい。顎部は、第１および第２の長手方向の軸に垂直な第１の旋回軸の周囲で
、シャフト部に対して旋回可能であってもよい。カメラアセンブリは、第１の旋回軸に平
行な第２の旋回軸の周囲で、シャフト部に旋回可能に連結されてもよい。顎部は、シャフ
ト部の横方向に対向する側面のうちのいずれか１つに対して関節動作可能であってもよい
。カメラアセンブリは、顎部が関節動作される側面と同じ側面上に位置する、シャフト部
の第１および第２の開口部のうちのそれぞれ１つを通って延在するよう、移動可能であっ
てもよい。
【００２０】
　シャフト部は、カメラアセンブリを、顎部が関節動作される側面と同じ側面上に位置す
る、シャフト部の第１および第２の開口部のうちのそれぞれ１つを通って自動的に延在さ
せるように動作する、駆動機構を含んでもよい。単一の駆動機構は、カメラアセンブリを
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、シャフト部の第１および第２の開口部のうちのそれぞれ１つを通って自動的に延在させ
、顎部をシャフト部に対して関節動作させるように採用されてもよい。カメラアセンブリ
は、シャフト部の第１および第２の開口部のうちのそれぞれ１つを通って延在するよう、
操作者によって少なくとも部分的に手動で移動可能であってもよい。
【００２１】
　カメラアセンブリは、カメラ筺体と、支持アームとを備えてもよい。支持アームは、第
１の位置でシャフト部に、第２の位置でカメラ筐体に連結されてもよい。支持アームは、
その周囲で顎部がシャフト部に対して旋回可能である、軸に平行な旋回軸の周囲で、シャ
フト部に対して旋回可能であってもよい。カメラ筐体は、その周囲で顎部がシャフト部に
対して旋回可能である、軸に平行な旋回軸、の周囲で支持アームに対して旋回可能であっ
てもよい。カメラアセンブリは、カメラと、２つの光源とを含んでもよい。一実施形態で
は、２つの光源の各々は、カメラのそれぞれの側面に位置してもよい。
【００２２】
　別の本発明の例示的な実施形態では、顎部と、顎部に旋回可能に連結されるシャフト部
であって、シャフト部は、シャフト部のそれぞれの半径方向に対向する側面に第１および
第２の開口部を有する内部空間を画定するシャフト部と、シャフト部に連結されるカメラ
アセンブリと、を備える外科用デバイスを操作する方法が提供される。方法は、カメラア
センブリがシャフト部の内部空間内に位置付けられる第１の位置にあるカメラアセンブリ
を用いて、外科用デバイスを手術部位に挿入するステップと、カメラアセンブリを、カメ
ラアセンブリがシャフト部の第１および第２の半径方向に対向する開口部のうちのそれぞ
れ１つを通って延在する第２および第３の位置のうちの１つに、カメラアセンブリを移動
させるステップとを含んでもよい。
【００２３】
　方法はさらに、顎部の第１の顎を顎部の第２の顎に対して移動させるステップを含んで
もよい。方法はまた、シャフト部を顎部の近位端に連結させるステップを含む。また、カ
メラアセンブリが、少なくとも１つのカメラと、少なくとも１つの光源とともに提供され
てもよい。
【００２４】
　一実施形態では、顎部は、第１の長手方向の軸を画定してもよく、シャフト部は、第２
の長手方向の軸を画定してもよく、また方法はさらに、第１および第２の長手方向の軸に
垂直な第１の旋回軸の周囲で、顎部をシャフト部に対して旋回させるステップを含んでも
よい。方法はさらに、第１の旋回軸に平行な第２の旋回軸の周囲で、シャフト部に連結さ
れたカメラアセンブリを旋回させるステップを含んでもよい。顎部は、シャフト部の横方
向に対向する側面のうちのいずれか１つに対して関節動作されてもよい。カメラアセンブ
リは、顎部が関節動作される側面と同じ側面上に位置する、シャフト部の第１および第２
の開口部のうちのそれぞれ１つを通って延在するように移動してもよい。
【００２５】
　方法は、顎部が関節動作される側面と同じ側面上に位置する、シャフト部の第１および
第２の開口部のうちのそれぞれ１つを通ってカメラアセンブリを自動的に延在させるよう
に、シャフト部の駆動機構を操作するステップを含んでもよい。単一の駆動機構は、シャ
フト部の第１および第２の開口部のうちのそれぞれ１つを通ってカメラアセンブリを自動
的に延在させ、顎部をシャフト部に対して関節動作させるために採用されてもよい。追加
としてまたはあるいは、操作者は、シャフト部の第１および第２の開口部のうちのそれぞ
れ１つを通って延在するよう、カメラアセンブリを少なくとも部分的に手動で移動させて
もよい。
【００２６】
　カメラアセンブリは、カメラ筺体と、支持アームとともに提供されてもよい。支持アー
ムは、第１の位置でシャフト部に、第２の位置で前記カメラ筺体に連結されてもよい。支
持アームは、その周囲で顎部がシャフト部に対して旋回可能である、軸に平行な旋回軸の
周囲で、シャフト部に対して旋回されてもよい。また、カメラ筺体は、その周囲で顎部が
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シャフト部に対して旋回可能である、軸に平行な旋回軸の周囲で、支持アームに対して旋
回されてもよい。カメラアセンブリは、カメラと、２つの光源とともに提供されてもよく
、２つの光源のそれぞれ１つが、カメラのそれぞれの側面に配置されてもよい。
（項目１）
　外科用デバイスであって、
　顎部と、
　該顎部に旋回可能に連結されるシャフト部であって、該シャフト部は、該シャフト部の
側面に少なくとも１つの開口部を有する内部空間を画定する、シャフト部と、
　該シャフト部に連結されるカメラアセンブリであって、該カメラアセンブリが該シャフ
ト部の該内部空間内に位置付けられる第１の位置と、該カメラアセンブリが該シャフト部
の該少なくとも１つの開口部を通って延在する第２の位置との間で、移動可能である、カ
メラアセンブリと
　を備える、外科用デバイス。
（項目２）
　前記少なくとも１つの開口部は、前記シャフト部のそれぞれの半径方向に対向する側面
に第１および第２の開口部を含む、項目１に記載の外科用デバイス。
（項目３）
　前記カメラアセンブリは、前記シャフト部の前記第１および第２の半径方向に対向する
開口部のそれぞれ１つを通って延在するよう、移動可能である、項目２に記載の外科用デ
バイス。
（項目４）
　前記カメラアセンブリは、少なくとも１つのカメラと、少なくとも１つの光源とを含む
、項目１に記載の外科用デバイス。
（項目５）
　前記顎部は、第１の長手方向の軸を画定し、前記シャフト部は、第２の長手方向の軸を
画定し、該顎部は、該第１および第２の長手方向の軸に垂直な第１の旋回軸の周囲で、該
シャフト部に対して旋回可能である、項目３に記載の外科用デバイス。
（項目６）
　前記カメラアセンブリは、前記第１の旋回軸に平行な第２の旋回軸の周囲で、前記シャ
フト部に旋回可能に連結される、項目５に記載の外科用デバイス。
（項目７）
　前記顎部は、前記シャフト部の横方向に対向する側面のうちのいずれか１つに対して関
節動作可能である、項目５に記載の外科用デバイス。
（項目８）
　前記カメラアセンブリは、前記顎部が関節動作される側面と同じ側面上に位置する、前
記シャフト部の前記第１および第２の開口部のうちのそれぞれ１つを通って延在するよう
、移動可能である、項目７に記載の外科用デバイス。
（項目９）
　前記シャフト部は、前記カメラアセンブリを、前記顎部が関節動作される側面と同じ側
面上に位置する、該シャフト部の前記第１および第２の開口部のうちのそれぞれ１つを通
って自動的に延在させるように動作する、駆動機構を含む、項目８に記載の外科用デバイ
ス。
（項目１０）
　単一の駆動機構は、前記カメラアセンブリを、前記シャフト部の前記第１および第２の
開口部のうちのそれぞれ１つを通って自動的に延在させ、前記顎部を該シャフト部に対し
て関節動作させるように適合される、項目９に記載の外科用デバイス。
（項目１１）
　前記カメラアセンブリは、前記シャフト部の前記第１および第２の開口部のうちのそれ
ぞれ１つを通って延在するよう、操作者によって少なくとも部分的に手動で移動可能であ
る、項目８に記載の外科用デバイス。
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（項目１２）
　前記カメラアセンブリは、カメラ筐体および支持アームを含む、項目１に記載の外科用
デバイス。
（項目１３）
　前記支持アームは、第１の位置で前記シャフト部に、第２の位置で前記カメラ筐体に連
結される、項目１２に記載の外科用デバイス。
（項目１４）
　前記支持アームは、前記顎部が前記シャフト部に対して旋回可能である軸に対して、平
行な旋回軸の周囲で、該シャフト部に対して旋回可能である、項目１３に記載の外科用デ
バイス。
（項目１５）
　前記カメラ筐体は、前記顎部が前記シャフト部に対して旋回可能である軸に対して、平
行な旋回軸の周囲で、前記支持アームに対して旋回可能である、項目１３に記載の外科用
デバイス。
（項目１６）
　前記カメラアセンブリは、カメラと、２つの光源とを含む、項目１に記載の外科用デバ
イス。
（項目１７）
　前記２つの光源の各々は、前記カメラのそれぞれの側面に位置する、項目１６に記載の
外科用デバイス。
（項目１８）
　顎部と、該顎部に旋回可能に連結されるシャフト部と、該シャフト部に連結されるカメ
ラアセンブリとを含む、外科用デバイスを操作する方法であって、該シャフト部は、該シ
ャフト部の側面に少なくとも１つの開口部を有する内部空間を画定し、
　該カメラアセンブリが該シャフト部の該内部空間内に位置付けられる第１の位置にある
該カメラアセンブリを伴って、該外科用デバイスを手術部位に挿入することと、
　該カメラアセンブリが該シャフト部の該開口部を通って延在する第２の位置に、該カメ
ラアセンブリを移動させることと
　を含む、方法。
（項目１９）
　項目１８に記載の方法であって、前記少なくとも１つの開口部は、前記シャフト部のそ
れぞれの半径方向に対向する側面の第１および第２の開口部を含み、該方法はさらに、該
シャフト部の前記第１および第２の半径方向に対向する開口部のそれぞれ１つを通って延
在するよう、前記カメラアセンブリを移動させることを含む、方法。
（項目２０）
　前記シャフト部の前記第１および第２の半径方向に対向する開口部のそれぞれ１つを通
って延在するよう、前記カメラアセンブリを移動させる際に、前記顎部に向かって配向さ
れるよう、該カメラアセンブリを旋回させることをさらに含む、項目１９に記載の方法。
（項目２１）
　前記カメラアセンブリは、少なくとも１つのカメラと、少なくとも１つの光源とを含む
、項目１８に記載の方法。
（項目２２）
　項目２０に記載の方法であって、前記顎部は第１の長手方向の軸を画定し、前記シャフ
ト部は第２の長手方向の軸を画定し、該方法はさらに、該第１および第２の長手方向の軸
に垂直な第１の旋回軸の周囲で、該顎部を該シャフト部に対して旋回させるステップを含
む、方法。
（項目２３）
　前記第１の旋回軸に平行な第２の旋回軸の周囲で、前記シャフト部に連結された前記カ
メラアセンブリを旋回させることをさらに含む、項目２２に記載の方法。
（項目２４）
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　前記シャフト部の横方向に対向する側面のうちのいずれか１つに対して前記顎部を関節
動作させることをさらに含む、項目２２に記載の方法。
（項目２５）
　前記顎部が関節動作される側面と同じ側面上に位置する、前記シャフト部の前記第１お
よび第２の開口部のうちのそれぞれ１つを通って延在するよう、前記カメラアセンブリを
移動させることをさらに含む、項目２４に記載の方法。
（項目２６）
　前記顎部が関節動作される側面と同じ側面上に位置する、前記シャフト部の前記第１お
よび第２の開口部のうちのそれぞれ１つを通って前記カメラアセンブリを自動的に延在さ
せるように、該シャフト部の駆動機構を操作することをさらに含む、項目２５に記載の方
法。
（項目２７）
　前記操作するステップは、前記シャフト部の前記第１および第２の開口部のうちのそれ
ぞれ１つを通って前記カメラアセンブリを自動的に延在させ、前記顎部を該シャフト部に
対して関節動作させるために、単一の駆動機構を採用することを含む、項目２６に記載の
方法。
（項目２８）
　前記シャフト部の前記第１および第２の開口部のうちのそれぞれ１つを通って延在する
よう、前記カメラアセンブリを少なくとも部分的に手動で移動させることをさらに含む、
項目２５に記載の方法。
（項目２９）
　前記カメラアセンブリは、カメラ筐体と、支持アームとを含む、項目１８に記載の方法
。
（項目３０）
　前記支持アームを、第１の位置で前記シャフト部に連結させ、第２の位置で前記カメラ
ハウジングに連結させることをさらに含む、項目２９に記載の方法。
（項目３１）
　前記顎部が前記シャフト部に対して旋回可能である軸に対して、平行な旋回軸の周囲で
、前記支持アームを該シャフト部に対して旋回させることをさらに含む、項目３０に記載
の方法。
（項目３２）
　前記顎部が前記シャフト部に対して旋回可能である軸に対して、平行な旋回軸の周囲で
、前記カメラ筐体を前記支持アームに対して旋回させることをさらに含む、項目３０に記
載の方法。
（項目３３）
　前記カメラアセンブリは、カメラと、２つの光源とを含む、項目１８に記載の方法。
（項目３４）
　前記２つの光源の各々１つを前記カメラのそれぞれの側面に配置することをさらに含む
、項目３３に記載の方法。
 
 
 
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】図１は、従来の線形のクランプ、切断、およびステープル留めデバイスの斜視図
である。
【図２ａ】図２（ａ）は、本発明による電気機械駆動部構成要素の例示的な実施形態の斜
視図である。
【図２ｂ】図２（ｂ）は、本発明の例示的な実施形態による、外科用デバイスの構成要素
のうちのいくつかを示す概略図である。
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【図３ａ】図３（ａ）は、本発明の例示的な実施形態による、外科用デバイスの斜視図で
ある。
【図３ｂ】図３（ｂ）は、本発明の一実施形態による、外科用デバイスの内部構成要素の
うちのいくつかを示す後方斜視図である。
【図３ｃ】図３（ｃ）は、本発明の一実施形態による、外科用デバイスの内部構成要素の
うちのいくつかを示す側面斜視図である。
【図３ｄ】図３（ｄ）は、本発明の一実施形態による、シャフト部に対して相対的に完全
に旋回された（例えば、関節動作された）顎部を示す斜視図である。
【図３ｅ】図３（ｅ）は、本発明の一実施形態による、シャフト部に対して相対的に完全
に旋回された顎部を示す底面斜視図である。
【図３ｆ】図３（ｆ）は、本発明の一実施形態による、交換可能なステープルカートリッ
ジの分解図である。
【図３ｇ】図３（ｇ）は、本発明の一実施形態による、全閉位置にある外科用デバイスの
断面図である。
【図３ｈ】図３（ｈ）は、本発明の別の例示的な実施形態による、第１の顎の底面図であ
る。
【図３ｉ】図３（ｉ）～（ｌ）は、本発明の別の例示的な実施形態による、第１および第
２の顎の開閉を示す側方断面図である。
【図３ｊ】図３（ｉ）～（ｌ）は、本発明の別の例示的な実施形態による、第１および第
２の顎の開閉を示す側方断面図である。
【図３ｋ】図３（ｉ）～（ｌ）は、本発明の別の例示的な実施形態による、第１および第
２の顎の開閉を示す側方断面図である。
【図３ｌ】図３（ｉ）～（ｌ）は、本発明の別の例示的な実施形態による、第１および第
２の顎の開閉を示す側方断面図である。
【図４ａ】図４（ａ）は、本発明の別の例示的な実施形態による、関節動作するクランプ
、切断、およびステープル留めアタッチメントの斜視図である。
【図４ｂ】図４（ｂ）は、本発明の例示的な実施形態による、顎部の第２の顎の付加的特
徴を示す斜視図である。
【図５ａ】図５（ａ）は、本発明の例示的な実施形態による、第２の顎の近位端を示す斜
視図である。
【図５ｂ】図５（ｂ）は、第１の部分的な閉位置に移動された時の、図４（ａ）の外科用
デバイスを示す図である。
【図５ｃ】図５（ｃ）は、第２の部分的な閉位置に移動された時の、図４（ａ）の外科用
デバイスを示す図である。
【図５ｄ】図５（ｄ）は、全閉位置に移動された時の、図４（ａ）の外科用デバイスを示
す図である。
【図６ａ】図６（ａ）は、本発明の例示的な実施形態による、可撓性シャフトおよび第１
の連結部を示す図である。
【図６ｂ】図６（ｂ）は、本発明の例示的な実施形態による、第１の連結部の後方斜視図
である。
【図６ｃ】図６（ｃ）は、図６（ｂ）に示す例示的な実施形態による、第１の連結部の正
面斜視図である。
【図６ｄ】図６（ｄ）は、本発明の例示的な実施形態による、第１の連結部の内部構成要
素のうちのいくつかの側面斜視図である。
【図６ｅ】図６（ｅ）は、本発明の例示的な実施形態による、可撓性シャフトの遠位端に
おける第２の連結部の後方斜視図である。
【図７】図７は、本発明の別の例示的な実施形態による、部分的に断面で示した可撓性シ
ャフトの側面図である。
【図８】図８は、図７に示される線８－８に沿った可撓性シャフトの断面図である。
【図９】図９は、本発明の例示的な実施形態による、第１の連結部の後端面図である。
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【図１０】図１０は、本発明の例示的な実施形態による、可撓性シャフトの第２の連結部
の正面端面図である。
【図１１】図１１は、本発明の例示的な実施形態による、モータの配設を概略的に示した
図である。
【図１２】図１２は、本発明の例示的な実施形態による、電気機械駆動部構成要素の概略
図である。
【図１３】図１３は、本発明の例示的な実施形態による、エンコーダの概略図である。
【図１４】図１４は、本発明の例示的な実施形態による、メモリモジュールを概略的に示
す図である。
【図１５】図１５は、本発明の例示的な実施形態による、無線ＲＣＵの概略図である。
【図１６】図１６は、本発明の例示的な実施形態による、有線ＲＣＵの概略図である。
【図１７】図１７は、本発明の例示的な実施形態による、外科用デバイスに結合されたカ
メラアセンブリの正面端面図である。
【図１８】図１８は、本発明の例示的な実施形態による、外科用デバイスに結合されたカ
メラアセンブリの別の図である。
【図１９】図１９は、本発明の例示的な実施形態による、カメラアセンブリを示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　（例示的な実施形態の詳細な説明）
　図２（ｂ）は、本発明の例示的な実施形態による、外科用デバイス１１の構成要素のう
ちのいくつかを示す概略図である。外科用デバイス１１は、例えば、カニューレ（図示せ
ず）を通した患者の体内への挿入に特に好適であるように構成される。図示の実施形態で
は、外科用デバイス１１は、クランプ、切断、およびステープル留めデバイスである。外
科用デバイス１１は、ヒンジ部１１ｃによってシャフト部１１ｂに旋回可能に連結される
顎部１１ａを含む。顎部１１ａは、遠位端５０ａおよび近位端５０ｂを有する第１の顎５
０と、遠位端８０ａおよび近位端８０ｂを有する第２の顎８０とを含む。第１の顎５０お
よび第２の顎８０は、それら各々の近位端５０ｂ、８０ｂまたはその付近で、互いに旋回
可能に連結される。図示の例示的な実施形態では、第１の顎５０および第２の顎８０は、
ページに対して垂直に配向される旋回軸Ａの周囲で互いに旋回する。
【００２９】
　上述したように、顎部１１ａは、ヒンジ部１１ｃによってシャフト部１１ｂに旋回可能
に連結される。具体的には、顎部１１ａは、旋回軸Ｂの周囲でシャフト部１１ｂに対して
旋回可能であり、該軸は、顎部１１ａおよびシャフト部１１ｂ上またはそれらの間のいず
れの位置、ならびに顎部１１ａおよびシャフト部１１ｂに対するいずれの円周上の位置に
位置付けられてもよい。図示する例示的な実施形態では、関節動作の際に、顎部１１ａが
、ページに対して垂直な平面内で旋回するように、示された図では、旋回軸Ｂは垂直方向
に配向される。他の例示的な実施形態では、顎部１１ａが異なる平面内で旋回することが
できるよう、旋回軸Ｂは異なる配向を有してもよいことを認識されたい。使用中に顎部１
１ａを所望の通りに選択的に位置付けることができるように、顎部１１ａは、シャフト部
１１ｂに対していずれの角度までおよびその間で旋回可能であってもよい。シャフト部１
１ｂの長手方向の軸（図２（ｂ）において、シャフト部１１ｂの長手方向の軸は軸Ｄとし
て設計される）に対して複数の旋回軸が提供されてもよい。例えば、様々な実施形態では
、顎部１１ａは、その長手方向の軸Ｄの周囲でシャフト部１１ｂに対して回転可能であっ
てもよいか、または長手方向の軸Ｄに垂直な複数の旋回軸の周囲で、シャフト部１１ｂに
対して回転可能であってもよい。
【００３０】
　シャフト部１１ｂは、顎部１１ａが接続される遠位部１１０１、および近位部１１０２
を含んでもよい。シャフト部１１ｂの近位部１１０２は、使用者が外科用デバイス１１を
把持することができるハンドル１１０３を含んでもよい。シャフト部１１ｂは、近位部１
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１０２の最近位端に、例えば、クイックコネクト連結部等の可撓性シャフトに接続するた
めの接続要素１１０４を含んでもよい（後に、より詳細に説明する）。
【００３１】
　第２の顎８０は、クランプ面１０６を含む。第２の顎８０はまた、第２の顎８０のクラ
ンプ面１０６の少なくとも一部分を形成してもよい、切断およびステープル留め要素１０
４を含む。第１の顎５０は、第２の顎８０と対向一致するアンビル部材７００を含む。ア
ンビル部材７００は、第２の顎８０のクランプ面１０６に沿って、切断およびステープル
留めされる組織の一部をクランプするクランプ面１０８を含む。後に、より詳細に説明す
るように、切断およびステープル留め要素１０４は、第１の顎５０および第２の顎８０が
、例えば、全閉位置等の閉位置にある時、組織の一部を切断およびステープル留めするよ
うに構成される。一実施形態によれば、切断およびステープル留め要素１０４の付加的特
徴は、例えば、下の図３（ｆ）および３（ｇ）と関連して、またさらには、２００１年１
１月３０日に出願された米国特許出願第０９／９９９，５４６号、および２００３年６月
１１日に出願された第１０／４６０，２９１号に示されかつ説明されており、上記のよう
に、それらの各々は、その全体が本明細書に参考として明示的に援用される。
【００３２】
　例えば、顎部１１ａをシャフト部１１ｂに対して旋回させる、顎部１１ａまたはそのあ
る部分を、その長手方向の軸の周囲でシャフト部１１ｂに対して回転させる、第１の顎５
０を第２の顎８０に対して旋回させる、ステープルカートリッジを発射する等の外科用デ
バイス１１の動作を駆動するために、様々なドライバが用いられてもよい。本発明の一実
施形態によれば、これらの機能は、外科用デバイス１１を２本の回転可能な駆動シャフト
を有する可撓性シャフトに接続することにより行われるが、他の実施形態では、異なる種
類および／または異なる数の駆動構成要素が用いられてもよいことを認識されたい。
【００３３】
　図２（ｂ）は、外科用デバイス１１に第１および第２の駆動部８８および９８が用いら
れ、その各々が、例えば、可撓性の駆動シャフト等の２本の回転可能な駆動シャフトのう
ちのそれぞれ１つに接続される実施形態を概略的に示している。例えば、第１の駆動部８
８は、第１の顎５０および第２の顎８０を互いに移動させるように動作してもよい。第１
の駆動部８８は、第１の顎５０および第２の顎８０を互いに移動させることが可能な、い
ずれの種類の駆動機構を含んでもよい。第１の駆動部８８は、第２の顎８０の近位端８０
ｂに少なくとも部分的に配置されてもよく、第１の顎５０の近位端５０ｂに接続されても
よい。第１の駆動部８８は、第１の顎５０を第２の顎８０に対して開閉するよう、第１の
顎５０の近位端５０ｂに係合してもよい。また、第１の駆動部８８は、外科用デバイス１
１のシャフト部１１ｂを通って、第１の駆動ソケット６５４まで延在してもよい。第１の
駆動部８８の第１の駆動ソケット６５４は、第１の駆動シャフト９４によって第１のモー
タ９６に連結される。後により詳細に説明するように、第１の駆動部８８は、第１の駆動
シャフト９４を介して、第１のモータ９６によって係合されると、外科用デバイス１１の
他の動作を行うことに加えて、第１の顎５０を第２の顎８０に対して開閉するように動作
してもよい。
【００３４】
　第２の顎８０もまた、第２の駆動部９８を含む。第２の駆動部９８もまた、外科用デバ
イス１１のシャフト部１１ｂを通って、第２の駆動ソケット６９４まで延在してもよい。
第２の駆動ソケット６９４は、第２の駆動シャフト１０２によって第２のモータ１００に
連結される。第２の駆動部９８は、第２の駆動シャフト１０２を介して、第２のモータ１
００に係合されると、外科用デバイス１１の他の動作を行うことに加えて、組織５２の一
部を切断およびステープル留めするための切断およびステープル留め要素１０４を駆動す
るように動作してもよい。
【００３５】
　２つの駆動ソケット、例えば、第１の駆動ソケット６５４および第２の駆動ソケット６
９４と、２つの対応する駆動シャフト、例えば、第１の駆動シャフト９４および第２の駆
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動シャフト１０２とは、外科用デバイス１１の一部として、組織の一部をクランプ、切断
、およびステープル留めする目的のために示されているが、いずれの好適な数の駆動ソケ
ットおよび駆動シャフトを提供することも可能である。例えば、外科用デバイス１１の上
記機能を行うために、単一の駆動シャフトが提供されてもよい。
【００３６】
　一実施形態では、２つの駆動シャフト、例えば、第１の駆動シャフト９４および第２の
駆動シャフト１０２もまた、顎部１１ａをシャフト部１１ｂに対して移動させるように構
成される。この種類の実施形態の実施例は、図３（ａ）～３（ｅ）に示され、後にさらに
説明される。あるいは、また図２（ｂ）に示すように、外科用デバイス１１はまた、顎部
１１ａをシャフト部１１ｂに対して移動させるために用いられる第３の駆動部２０１およ
び第４の駆動部２０２を含んでもよい。例えば、第３の駆動部２０１は、顎部１１ａを軸
Ｂの周囲でシャフト部１１ｂに対して旋回させるように構成されてもよく、第４の駆動部
２０２は、顎部１１ａをその長手方向の軸Ｄの周囲でシャフト部１１ｂに対して回転させ
るように構成されてもよい。一実施形態では、第３および第４の駆動部２０１、２０２は
、外科用デバイス１１のシャフト部１１ｂを通って、それぞれ第３および第４の駆動ソケ
ット２０１１、２０２１まで延在する、回転可能な駆動シャフトである。第３の駆動ソケ
ット２０１１は、第３の駆動シャフト２０１２によって第３のモータ２０１３に連結され
る。第３の駆動部２０１は、第３の駆動シャフト２０１２を介して、第３のモータ２０１
３によって係合されると、顎部１１ａを軸Ｂの周囲でシャフト部１１ｂに対して旋回させ
るように動作する。第４の駆動ソケット２０２１は、第４の駆動シャフト２０２２によっ
て第４のモータ２０２３に連結される。第４の駆動部２０２は、第４の駆動シャフト２０
２２を介して、第４のモータ２０２３によって係合されると、顎部１１ａをその長手方向
の軸Ｄの周囲でシャフト部１１ｂに対して回転させるように動作する。
【００３７】
　例えば、第１および第２の回転可能な駆動シャフト９４および１０２等の駆動シャフト
、ならびに他のいずれの駆動シャフトも、図２（ａ）に示される可撓性駆動シャフト１６
２０等の可撓性駆動シャフト内に収容されてもよい。また他の種類の可撓性駆動シャフト
が用いられてもよい。例えば、駆動シャフトは、米国仮特許出願第６０／７０３，２２７
号および米国特許出願第１１／４９５，９２０号（それらの各々は、その全体が本明細書
に参考として明示的に援用される）に説明され示される周囲の可撓性駆動シャフト内に収
容されてもよい。
【００３８】
　図２（ｂ）を参照すると、外科用デバイス１１はまた、メモリモジュール６０４１を含
んでもよい。一実施形態では、メモリモジュール６０４１は、切断およびステープル留め
要素１０４に接続されるかまたは一体化される。メモリモジュール６０４１は、データ転
送ケーブル１２７８によってデータコネクタ１２７２に接続される。これらの構成要素の
付加的特徴は、図３（ｆ）および７と関連して記載される。
【００３９】
　さらに、図２（ｂ）は、接続要素１１０４も示している。接続要素１１０４は、後によ
り詳細に説明される、可撓性駆動シャフト１６２０のクイックコネクト要素１６６４に相
補的に係合するクイックコネクトスロット７１３ａを有するクイックコネクトスリーブ７
１３を含んでもよい。クイックコネクトスリーブ７１３のクイックコネクトスロット７１
３ａ内に可撓性駆動シャフト１６２０のクイックコネクト要素１６６４を保持するために
、接続要素１１０４はまた、ばねを含んでもよい。
【００４０】
　本発明の例示的な実施形態によれば、外科用デバイス１１は、図２（ａ）に示すモータ
システムを有する電気機械駆動部構成要素１６１０等の電気機械的外科用システムに対す
るアタッチメントとして構成されてもよいか、またはそれと一体化されてもよい。この例
示的な実施形態では、いずれの適切な数のモータが提供されてもよく、モータは、電池電
源、線電流、ＤＣ電源、電子的に制御されたＤＣ電源等によって動作してもよいことを理
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解されたい。また、モータは、ＤＣ電源に接続され、それが今度は線電流に接続されてモ
ータに対する動作電流を提供してもよいことを理解されたい。別の例示的な実施形態では
、外科用デバイスは、機械駆動システムに対するアタッチメントであってもよいか、また
はそれと一体化されてもよい。
【００４１】
　図３（ａ）は、本発明の一実施形態による、外科用デバイス１１の斜視図である。上記
のように、図３（ａ）～３（ｅ）は、２つの駆動シャフトが、顎部１１ａをシャフト部１
１ｂに対して移動させるため、顎部１１ａをその長手方向の軸の周囲で回転させるため、
第１の顎５０を第２の顎８０に対して移動させるため、そしてステープル留めおよび切断
カートリッジを発射するために用いられるように構成される、本発明の一実施形態を示し
ている。図３（ａ）に示す位置では、顎部１１ａが、シャフト部１１ｂに対して約６０度
の角度に位置付けられる。顎部１１ａは、患者の体内で行われる切開と、クランプ、切開
、およびステープル留めされる所望の組織の位置とに従って、適切に位置付けられてもよ
い。
【００４２】
　図３（ｂ）は、本発明の例示的な実施形態による、外科用デバイス１１の内部構成要素
のうちのいくつかを示す後方斜視図である。外科用デバイス１１の外側本体は、破線で示
されている。図示するように、顎部１１ａは最初の位置にあり、シャフト部１１ｂと軸方
向に整列している。
【００４３】
　図３（ｂ）は、シャフト部１１ｂ内で軸方向に回転可能であってもよい第１の回転可能
な駆動シャフト５００を示す。第１の回転可能な駆動シャフト５００には、ギア要素５０
２が連結されている。ギア要素５０２は、長手方向の軸の周囲を回転し、ギア要素５０４
と噛合する。ギア要素５０４は、その周囲を顎部１１ａがシャフト部１１ｂに対して旋回
する旋回軸Ｂと同軸である中心軸ピン５０５によって、定位置に置かれる。
【００４４】
　ギア要素５０４もまた、顎部１１ａ内でギア要素５０６と噛合する。ギア要素５０６は
、シャフト５０８によってギア要素５１０に接続される。ギア要素５０６、ギア要素５１
０、およびシャフト５０８は、シャフト５０８の中心軸によって画定される長手方向の軸
の周囲で、顎部１１ａ内で回転する。ギア要素５１０は、顎部１１ａ内に長手方向に配設
されるピン５１３の周囲で回転するギア要素５１２と噛合する。ギア要素５１２は、ギア
要素５１４と噛合する。ギア要素５１４は、一連の歯５１６まで遠位に延在するシャフト
部を有する。歯５１６は、プレート５１８における対応する形状の開口部と選択的に係合
可能であり、プレート５１８は、プレート５１８の相対回転を防ぐよう、外科用デバイス
１１の内部表面に固定されている。プレート５１８は、プレート５１８における対応する
形状の開口部が歯５１６と係合して固定される第１の位置と、プレート５１８が第１の位
置に対して遠位に移動され、プレート５１８における対応する形状の開口部が歯５１６と
係合していない第２の位置との間で軸方向に移動可能である。
【００４５】
　ねじ山付きねじ５２０が、ギア５１４および歯５１６を担持するシャフト部から遠位に
延在している。ねじ山付きねじ５２０は、長手方向に配設され、ギア５１４が回転させら
れると、長手方向の軸の周囲で回転するように構成される。ねじ山付きねじ５２０の上に
はプッシュブロック５２２が装着される。プッシュブロック５２２は、プッシュブロック
５２０の相対回転を防ぐよう、外科用デバイス１１の内部表面に固定されている。一対の
ローラ５２４は、プッシュブロック５２０の下方遠位端に回転可能に連結される。一対の
ローラ５２４は、上顎５０のそれぞれの側面の各スロット５０１１内に位置している。上
顎５０およびスロット５０１１は、図３（ｂ）において点線で示されている。
【００４６】
　図３（ｂ）はまた、シャフト部１１ｂ内で軸方向に回転可能であってもよい第２の回転
可能な駆動シャフト５５０を示す。第２の回転可能な駆動シャフト５５０には、ギア要素
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５５２が連結されている。ギア要素５５２は、長手方向の軸の周囲を回転し、ギア要素５
５４と噛合する。ギア要素５５４は、その周囲を顎部１１ａがシャフト部１１ｂに対して
旋回する旋回軸Ｂと同軸である中心軸ピン５０５によって、定位置に置かれる。
【００４７】
　ギア要素５５４もまた、顎部１１ａ内でギア要素５５６と噛合する。ギア要素５５６は
、シャフト５５８によってギア要素５６０に接続される。ギア要素５５６、ギア要素５６
０、およびシャフト５５８は、シャフト５５８の中心軸によって画定される長手方向の軸
の周囲で、顎部１１ａ内で回転する。ギア要素５６０は、ピン５１３の近位端に装着され
たギア要素５６２ａと噛合する。ギア要素５６２ａは、ピン５１３上に回転不能に装着さ
れるように、したがってピン５１３とともに回転するように適合されるように構成され、
ピン５１３は、顎部１１ａ内で長手方向に延在する。また、ギア要素５６２ｂは、ピン５
１３の遠位端に回転不能に装着されるように適合される。したがって、ギア要素５６２ｂ
もまた、ピン５１３とともに回転するように構成される。
【００４８】
　ギア要素５６２ｂは、遠位に延在し、かつ一連の歯５６６１（図３（ｂ）には表示され
ないが、図３（ｄ）では示される）を含むシャフト部を有する。歯５６６１は、プレート
５１８における対応する形状の開口部と選択的に係合可能である。上記のように、プレー
ト５１８は、プレート５１８の相対回転を防ぐよう、外科用デバイス１１の内部表面に固
定されており、プレート５１８における対応する形状の開口部が歯５６６１と係合して固
定される第１の位置と、プレート５１８が第１の位置に対して遠位に移動され、プレート
５１８における対応する形状の開口部が歯５６６１と係合していない第２の位置との間で
軸方向に移動可能である。
【００４９】
　ギア要素５６２ｂは、ギア要素５６４と噛合する。第１の長手方向のロッド５６６が、
ギア５６４から遠位に延在している。第１の長手方向のロッド５６６は、第２の長手方向
のロッド５６８に結合される。第２の長手方向のロッド５６８は、肩部５７２を有する。
第１の長手方向のロッド５６６と、第２の長手方向のロッド５６８の肩部５７２との間に
は、バネがある。第２の長手方向のロッド５６８の遠位端５７４は、楔駆動部６０５の各
開口部に係合するように構成される。楔駆動部６０５は、ステープルカートリッジに沿っ
てステープル留め／切断用の楔（後により詳細に説明する）を駆動するよう、回転する。
【００５０】
　これらの構成要素は、様々な他の図にも示される。例えば、図３（ｃ）は、外科用デバ
イス１１の内部構成要素のうちのいくつかを示す側面斜視図である。図示するように、顎
部１１ａは、シャフト部１１ｂに対して旋回されている（例えば、関節動作されている）
。また、図３（ｄ）は、シャフト部１１ｂに対してさらに旋回された（例えば、関節動作
された）顎部を示す斜視図である。また、図３（ｅ）は、シャフト部１１ｂに対して旋回
された（例えば、関節動作された）顎部を示す底面斜視図である。
【００５１】
　上記のように、外科用デバイス１１は、切断およびステープル留め要素１０４を含んで
もよい。一実施形態では、ステープル留めおよび切断要素１０４は、ステープルカートリ
ッジである。図３（ｆ）は、交換可能なステープルカートリッジ６００の分解図である。
交換可能なステープルカートリッジ６００は、図３（ａ）～３（ｅ）に示される本発明の
例示的な実施形態において、切断およびステープル留め要素１０４として用いられてもよ
い、ステープル留め／切断装置の一種である。交換可能なステープルカートリッジ６００
は、ステープルトレー６０４を含む。ステープルトレー６０４は、メモリモジュール６０
４１がメモリモジュール保持具６０４２によって保持される、その近位端６０４ｄにスロ
ット６０４ｉを有する。メモリモジュール６０４１は、例えば、現在、米国特許第６，７
９３，６５２号として２００４年９月２１日に発行された２０００年１１月２８日出願の
米国特許出願第０９／７２３，７１５号、２００１年４月１７日出願の米国特許出願第０
９／８３６，７８１号、２００１年６月２２日出願の米国特許出願第０９／８８７，７８
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９号、および２００２年３月１５日出願の米国特許出願第１０／０９９，６３４号に記載
されるような情報を格納してもよく、それらの各々は、その全体が本明細書に参考として
明示的に援用される。楔駆動部６０５は、ステープルトレー６０４の中央チャネル６０４
ｅを通って回転可能に配置されるように構成される。具体的には、楔駆動部６０５は、ス
テープルトレー６０４の遠位オリフィス６０４ａ内に回転可能に装着されるように構成さ
れる遠位端６０５ａを有する。楔駆動部６０５はまた、雄ねじ領域６０５ｂ、ステープル
トレーの６０４近位端６０４ｂにある近位オリフィス６０４ｂを通って回転可能に延在す
る無ねじ部６０５ｃ、および第２の長手方向のロッド５６８の遠位端５７４を受けいれる
ための、その最近位端で近位方向を向いた開口部６０５ｄを含む。近位方向を向いた開口
部６０５ｄおよび第２の長手方向のロッド５６８の遠位端５７４は、第２の長手方向のロ
ッド５６８の遠位端５７４が近位方向を向いた開口部６０５ｄ内に受け入れられる（例え
ば、挿入される）時、互いに回転不能な連結に適合している。
【００５２】
　交換可能なステープルカートリッジ６００もまた、雌ねじ孔６０３ａを有する楔６０３
を含む。楔駆動部６０５の雄ねじ領域６０５ｂは、楔６０３の雌ねじ孔６０３ａを通って
延在するように構成される。楔６０３の雌ねじ孔６０３ａのねじ山は、楔駆動部６０５の
雄ねじ領域６０５ｂのねじ山と合致する。後により詳細に説明されるように、駆駆動部６
０５が回転すると、楔６０３は、中央チャネル６０４ｅを通って、ステープルトレー６０
４の遠位端６０４ｃとステープルトレー６０４の近位端６０４ｄとの間で移動される。
【００５３】
　ステープルトレー６０４はまた、中央チャネル６０４ｅの対向する壁６０４ｇに、複数
の垂直方向に配置されたスロット６０４ｆを含む。中央チャネル６０４ｅのそれぞれの側
面には、ステープルプッシャー６０７が、スロット６０４ｆ内で摺動可能に配置されるよ
うに構成される。より具体的には、それぞれのステープルプッシャー６０７は、ステープ
ルプッシングフィンガー６０７ｃの２つの列６０７ｂの間を垂直方向に走る上面６０７ａ
を有する。ステープルプッシングフィンガー６０７ｃは、ステープルトレー６０４の壁６
０４ｇに隣接する列６０７ｂの各ステープルプッシングフィンガー６０７ｃが、その中で
垂直方向に摺動可能となるように、壁６０４ｇの対応するスロット６０４ｆ内に保持され
るように構成される。ステープルプッシングフィンガー６０７ｃは、ステープルトレー６
０４のスロット６０４ｈの上に位置する。ステープルトレー６０４のスロット６０４ｈは
、複数の締結具（例えば、ステープル６０６）を収容する。各ステープル６０６は、付き
合わせ部６０６ａおよび一対の突起６０６ｂを含む。
【００５４】
　楔６０３もまた、ステープルプッシャー６０７のそれぞれの上面６０７ａに摺動可能に
係合する一対の傾斜エッジ６０３ｂを含む。楔６０３が、中央チャネル６０４ｅを通って
ステープルトレー６０４の遠位端６０４ｃから近位端６０４ｄに移動されると、楔６０３
の一対の傾斜エッジ６０３ｂは、ステープルプッシャー６０７のステープルプッシングフ
ィンガー６０７ｃをステープルトレー６０４のスロット６０４ｈの中に連続的に押し入れ
、そこからステープル６０６を出すために、ステープルプッシャー６０７のそれぞれの上
面６０７ａに摺動可能に係合するように構成される。カートリッジ上部６１１は、ステー
プルトレー６０４の中央チャネル６０４ａの上に適合するように構成され、ステープル保
持具６１０は、ステープルトレー６０４のクランプ面１０６を覆うように構成される。例
えば、ブレード５１等のステープルカートリッジ６００の追加的特徴は、図３（ｇ）に関
連して後に記載され、外科用デバイス１１のこれらの操作中の特徴が説明される。
【００５５】
　図３（ｈ）は、第１の顎５０の底面図である。第１の顎５０は、アンビル部材７００の
遠位端から近位端に延在する長手方向に配置されたスロット７０１を有するアンビル部材
７００を含む。ブレードが第２の顎８０の遠位端８０ａから近位端８０ｂに移動された時
、ブレード５１がスロット７０１の中に延在し、それに沿って進行するように、スロット
７０１は、第２の顎８０のブレード５１と整列している。アンビル部材７００はまた、ス
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テープルガイド７０３の複数の列７０２を含む。ステープルガイド７０３は、ステープル
６０６を閉めるよう、ステープル６０６の突起６０６ｂを受け入れて突起６０６ｂを曲げ
るように構成される。外科用デバイス１１が閉位置にある時、ステープルガイド７０３の
列７０２は、第２の顎８０のステープルトレー６０４のスロット６０４ｈと整列する。
【００５６】
　操作中、顎部１１ａは、図３（ｂ）に示す位置のように、シャフト部１１ｂと軸方向に
整列した最初の位置に維持される。この位置で、外科用デバイス１１は、例えば、トロカ
ールを介して、手術部位に挿入されてもよい。切開およびクランプ、ステープル留め、お
よび切断される組織の位置によって、使用者は、顎部１１ａをシャフト部１１ｂに対して
関節動作させてもよい。
【００５７】
　第１の関節動作プロセスでは、顎部１１ａがシャフト部１１ｂに対して旋回される。プ
レート５１８は、例えば、プレート５１８の２つの開口部が、ギア要素５１４の歯５１６
およびギア要素５６２ｂの歯５６６１とそれぞれ係合して係止されるように、その第１の
位置に配設される。第１の回転可能な駆動シャフト５００および第２の回転可能な駆動シ
ャフト５５０は、次いで、反対方向に回転される。例えば、図３（ｂ）を参照すると、顎
部１１ａをシャフト部１１ｂに対して時計回り方向に（上から見た場合）関節動作させる
ために、第１の回転可能な駆動シャフト５００は、反時計回り方向に回転されてもよい（
簡略化のために、本明細書における回転方向（例えば、時計回りまたは反時計回り）につ
いてのすべての言及は、他に記載のない限り、外科用デバイスの近位端から外科用デバイ
ス１１の遠位端に向いた視界を指すものとする）。したがって、第１の回転可能な駆動シ
ャフト５００に結合されたギア要素５０２も、反時計回り方向に回転させられる。ギア要
素５０４と係合しているため、ギア要素５０２の反時計回りの回転は、ギア要素５０４を
、ピン５０５の周囲で反時計回り方向に（上から見た場合）回転させる。ギア要素５０６
と係合しているため、ギア要素５０４の反時計回りの回転は、ギア要素５０６を時計回り
方向に回転させる。
【００５８】
　同時に、第２の回転可能な駆動シャフト５５０は、時計回り方向に回転されてもよい。
したがって、第２の回転可能な駆動シャフト５５０に結合されたギア要素５５２も、時計
回り方向に回転させられる。ギア要素５５４と係合しているため、ギア要素５５２の時計
回りの回転は、ギア要素５５４を、ピン５０５の周囲で反時計回り方向に（上から見た場
合）回転させる。ギア要素５５６と係合しているため、ギア要素５５４の時計回りの回転
は、ギア要素５５６を反時計回り方向に回転させる。プレート５１８の歯５１６および５
６６１との係合は、外科用デバイス１１に対するギア要素５０６および５６６の回転を防
ぐ。したがって、顎部１１ａは、シャフト部１１ｂに対して時計回り方向に（上から見た
場合）回転させられる。上から見た場合に、顎部１１ａをシャフト部１１ｂに対して反対
方向（例えば、反時計回り）に回転させるために、第１および第２の回転可能な駆動シャ
フト５００、５５０の回転方向は逆向きである。
【００５９】
　一旦、顎部１１ａがピン５０５の周囲で所望の位置まで回転されると、顎部１１ａもま
た、第２の関節動作プロセスにおいて、顎部１１ａの長手方向の軸（例えば、軸Ｄとして
示される）の周囲でシャフト部１１ｂに対して回転されてもよい。プレート５１８は、プ
レート５１８の２つの開口部が、ギア要素５１４の歯５１６およびギア要素５６２ｂの歯
５６６１とそれぞれ係合して係止されるように、その最初の位置に維持される。第１の回
転可能な駆動シャフト５００および第２の回転可能な駆動シャフト５５０は、次いで、同
じ方向に回転される。例えば、図３（ｂ）を参照すると、顎部１１ａをその長手方向の軸
の周囲でシャフト部１１ｂに対して反時計回り方向に回転させるために、第１の回転可能
な駆動シャフト５００は、反時計回り方向に回転されてもよい。したがって、第１の回転
可能な駆動シャフト５００に結合されたギア要素５０２も、反時計回り方向に回転させら
れる。ギア要素５０４と係合しているため、ギア要素５０２の反時計回りの回転は、ギア
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要素５０４を、ピン５０５の周囲で反時計回り方向に（上から見た場合）回転させる。ギ
ア要素５０６と係合しているため、ギア要素５０４の反時計回りの回転は、ギア要素５０
６を時計回り方向に回転させる。ギア要素５０６は、シャフト５０８によってギア要素５
１０に結合されるため、ギア要素５０６の時計回り方向の回転は、ギア要素５１０も時計
回り方向に回転させる。ギア要素５１２と係合しているため、ギア要素５１０の時計回り
の回転は、ギア要素５１２を反時計回り方向に回転させる。
【００６０】
　第２の回転可能な駆動シャフト５５０もまた、反時計回り方向に回転されてもよい。し
たがって、第２の回転可能な駆動シャフト５５０に結合されたギア要素５５２も、反時計
回り方向に回転させられる。ギア要素５５４と係合しているため、ギア要素５５２の反時
計回りの回転は、ギア要素５５４を、ピン５０５の周囲で時計回り方向に（上から見た場
合）回転させる。ギア要素５５６と係合しているため、ギア要素５５４の時計回りの回転
は、ギア要素５５６を時計回り方向に回転させる。ギア要素５５６はシャフト５５８によ
ってギア要素５６０に結合されるため、ギア要素５５６の時計回り方向の回転は、ギア要
素５６０も時計回り方向に回転させる。ギア要素５６２ａと係合しているため、ギア要素
５６０の時計回りの回転は、ギア要素５６２ａを反時計回り方向に回転させる。また、ギ
ア要素５６２ａおよびギア要素５６２ｂの両方が、ピン５１３に回転不能に装着される（
例えば、固定される）ように適合されるため、ギア要素５６２ａの反時計回りの回転も、
ギア要素５６２ｂを反時計回り方向に回転させる。
【００６１】
　したがって、ギア要素５６２ｂおよびギア要素５１２は、それらの共通する長手方向の
軸（例えば、ピン５１３の中心軸）の周囲で、反時計回り方向にともに回転する。プレー
ト５１８はその最初の位置に維持されるため、プレート５１８の２つの開口部は、ギア要
素５１４の歯５１６およびギア要素５６２ｂの歯５６６１とそれぞれ係合して係止される
。したがって、ギア要素５６２ｂおよびギア要素５１２のピン５１３の周囲での反時計回
り方向の回転は、ギア要素５１４およびギア要素５６４も、顎部１１ａの長手方向の軸Ｄ
と同軸上の中心軸であるピン５１３の周囲で反時計回り方向に回転させる。ギア要素は、
プッシュブロック５２２に装着されるねじ５２０に接続される。プッシュブロック５２２
は、顎部１１ａの内部表面に固定されるため、長手方向の軸Ｄの周囲でのギア要素５１４
の回転は、顎部１１ａをその長手方向の軸Ｄの周囲でシャフト部１１ｂに対して回転させ
る。
【００６２】
　一旦、顎部１１ａが、所望の位置まで、その長手方向の軸Ｄの周囲でシャフト部１１ｂ
に対して回転されると、顎５０、８０は、その間に組織の一部が配置されるよう、開放さ
れてもよい。この操作を行うためには、プレート５１８の２つの開口部がギア要素５１４
の歯５１６またはギア要素５６２ｂの歯５６６１とそれぞれ係合して係止されないように
、プレート５１８がその第２の位置まで遠位に移動される。第１の回転可能な駆動シャフ
ト５００は、次いで、第１の方向に回転される一方で、第２の回転可能な駆動シャフト５
５０は回転されない。例えば、図３（ｂ）を参照すると、第１の顎５０を第２の顎８０に
対して開放させるために、第１の回転可能な駆動シャフト５００は反時計回り方向に回転
されてもよい。したがって、第１の回転可能な駆動シャフト５００に結合されたギア要素
５０２も、反時計回り方向に回転させられる。ギア要素５０４と係合しているため、ギア
要素５０２の反時計回りの回転は、ギア要素５０４を、ピン５０５の周囲で反時計回り方
向に（上から見た場合）回転させる。ギア要素５０６と係合しているため、ギア要素５０
４の反時計回りの回転は、ギア要素５０６を時計回り方向に回転させる。ギア要素５０６
は、シャフト５０８によってギア要素５１０に結合されるため、ギア要素５０６の時計回
り方向の回転は、ギア要素５１０も時計回り方向に回転させる。ギア要素５１２と係合し
ているため、ギア要素５１０の時計回りの回転は、ギア要素５１２を反時計回り方向に回
転させる。ギア要素５１４と係合しているため、ギア要素５１２の反時計回りの回転は、
ギア要素５１４を時計回り方向に回転させる。プレート５１８がその第２の位置に移動さ
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れるため、ギア要素５１２は、ピン５１３を回転させることなく、ピン５１３の周囲で回
転する。
【００６３】
　ギア要素５１４の時計回りの回転は、ねじ山付きねじ５２０の時計回り方向の回転を引
き起こす。操作の初期段階（例えば、外科用デバイス１１が初めて患者の体内に挿入され
た時）では、プッシュブロック５２２は、ねじ山付きねじ５２０に沿った最遠位位置に位
置する。ねじ山付きねじ５２０の回転は、外科用デバイス１１の内部表面内に回転不能に
装着される（例えば、固定される）ように適合されるプッシュブロック５２２を、近位方
向に進行させる。プッシュブロック５２２の近位方向への移動は、一対のローラ５２４を
、上顎５０のそれぞれの側面のそれぞれのスロット５０１１内で近位に移動させる。プッ
シュブロック５２２がねじ山付きねじ５２０の近位端に移動されると、ローラ５２４がス
ロット５０１１の近位端に位置付けられ、その位置で第１の顎５０が第２の顎８０に対し
て最大に開放される。
【００６４】
　一旦、第１および第２の顎５０、８０が互いに対して所望の位置まで開放されると、顎
５０、８０は、その間の組織の一部をクランプするよう、閉鎖される。この場合も同様に
、例えば、プレート５１８の２つの開口部がギア要素５１４の歯５１６またはギア要素５
６２ｂの歯５６６１とそれぞれ係合して係止されないように、プレート５１８はその第２
の位置にあり、第１の回転可能な駆動シャフト５００が第２の方向に回転される一方で、
第２の回転可能な駆動シャフト５５０は回転されない。例えば、図３（ｂ）を参照すると
、第１の顎５０を第２の顎８０に対して閉鎖するために、第１の回転可能な駆動シャフト
５００は時計回り方向に回転されてもよい。したがって、第１の回転可能な駆動シャフト
５００に結合されたギア要素５０２も、時計回り方向に回転させられる。ギア要素５０４
と係合しているため、ギア要素５０２の時計回りの回転は、ギア要素５０４を、ピン５０
５の周囲で時計回り方向に（上から見た場合）回転させる。ギア要素５０６と係合してい
るため、ギア要素５０４の時計回りの回転は、ギア要素５０６を反時計回り方向に回転さ
せる。ギア要素５０６は、シャフト５０８によってギア要素５１０に結合されるため、ギ
ア要素５０６の反時計回り方向の回転は、ギア要素５１０も反時計回り方向に回転させる
。ギア要素５１２と係合しているため、ギア要素５１０の反時計回りの回転は、ギア要素
５１２を時計回り方向に回転させる。ギア要素５１４と係合しているため、ギア要素５１
２の時計回りの回転は、ギア要素５１４を反時計回り方向に回転させる。プレート５１８
がその第２の位置に移動されるため、ギア要素５１２は、ピン５１３を回転させることな
く、ピン５１３の周囲で回転する。
【００６５】
　ギア要素５１４の反時計回りの回転は、ねじ山付きねじ５２０の反時計回り方向の回転
を引き起こす。上記のように、プッシュブロック５２２は、ねじ山付きねじ５２０に沿っ
た最近位位置に位置してもよい。ねじ山付きねじ５２０の回転は、外科用デバイス１１の
内部表面内に固定されるプッシュブロック５２２を遠位方向に進行させる。プッシュブロ
ック５２２の遠位方向への移動は、一対のローラ５２４を、上顎５０のそれぞれの側面の
それぞれのスロット５０１１内で遠位に移動させる。プッシュブロック５２２がねじ山付
きねじ５２０の遠位端に移動されると、ローラ５２４がスロット５０１１の遠位端に位置
付けられ、その位置で、第１の顎５０が第２の顎８０に対して最大にクランプされる。第
１および第２の顎５０、８０の開閉は、単純な鋏の様式で起こってもよいが、他の実施形
態では、第１および第２の顎５０、８０は、異なる態様で開閉してもよいことに留意され
たい。そのような種類の動作の実施例は、図３（ｆ）～３（ｉ）と関連して後にさらに詳
細に説明する。
【００６６】
　一旦、組織の一部が第１および第２の顎５０と８０との間にクランプされると、組織の
一部は切断およびステープル留めされてもよい。本発明は、切断およびステープル留め要
素の両方を使用して示されているが、外科用デバイス１１は、そのような要素を１つのみ
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採用してもよく、そうでなければ異なる種類の外科用器具を採用してもよいことを認識さ
れたい。外科用デバイス１１が患者の体内に挿入される前に、ステープルカートリッジ５
７８が第２の顎８０の間に提供される。一実施形態では、外科用デバイス１１は、ステー
プルカートリッジが第２の顎８０と一体化された、一回限り使用のデバイスである。ある
いは、外科用デバイス１１は、例えば、図３（ｆ）に示す交換可能なステープルカートリ
ッジ６００等の、交換可能なステープルカートリッジを有してもよく、そのため、外科用
デバイス１１は、異なるステープルカートリッジを用いて何度も使用することが可能とな
る。この実施形態では、外科用デバイス１１が初めて使用される場合、ステープルカート
リッジ６００は、外科用デバイス１１の製造中および組み立て中に事前に設置されてもよ
く、そうでなければ、使用者によって外科用デバイス１１の使用直前に設置されてもよい
。外科用デバイス１１が２度目以上に使用される場合、ステープルカートリッジ６００は
、使用者によって外科用デバイス１１の使用直前に設置されてもよい。ステープルカート
リッジ６００が第２の顎８０の中に設置される場合は、長手方向のロッド５６８の遠位端
５７４は、楔駆動部６０５の近位方向を向いた開口部６０５ｄ内に受け入れられる。
【００６７】
　外科用デバイス１１の切断／ステープル留め動作を示すために、最初に、図３（ｂ）を
参照する。ステープルカートリッジ６００が外科用デバイス１１の第２の顎８０内に設置
され、プレート５１８の２つの開口部がギア要素５１４の歯５１６またはギア要素５６２
ｂの歯５６６１とそれぞれ係合して係止されないように、プレート５１８はその第２の位
置に維持される。第２の回転可能な駆動シャフト５５０が、次いで、第１の方向に回転さ
れる一方で、第１の回転可能な駆動シャフト５００は回転されない。例えば、第１および
第２の顎５０と８０との間に配置された組織の一部を切断およびステープル留めするため
には、第２の回転可能な駆動シャフト５５０が、反時計回り方向に回転されてもよい。し
たがって、第２の回転可能な駆動シャフト５５０に結合されたギア要素５５２も、反時計
回り方向に回転させられる。ギア要素５５４と係合しているため、ギア要素５５２の反時
計回りの回転は、ギア要素５５４を、ピン５０５の周囲で時計回り方向に（上から見た場
合）回転させる。ギア要素５５６と係合しているため、ギア要素５５４の時計回りの回転
は、ギア要素５５６を時計回り方向に回転させる。ギア要素５５６は、シャフト５５８に
よってギア要素５６０に結合されるため、ギア要素５５６の時計回り方向の回転は、ギア
要素５６０も時計回り方向に回転させる。ギア要素５６２ａと係合しているため、ギア要
素５６０の時計回りの回転は、ギア要素５６２ａおよび５６２ｂを反時計回り方向に回転
させる。ギア要素５６４と係合しているため、ギア要素５６２ｂの反時計回りの回転は、
ギア要素５６４を時計回り方向に回転させる。プレート５１８がその第２の位置に移動さ
れるため、ギア要素５６２ｂは、ギア要素５１４を回転させることなく、ピン５１３とと
もに回転する。
【００６８】
　ギア要素５６４の時計回りの回転は、第２の長手方向のロッド５６８に沿った、第１の
長手方向のロッド５６６の時計回り方向の回転を引き起こす。第１の長手方向のロッド５
６６の遠位端と第２の長手方向のロッド５６８の肩部５７２との間に存在するばね５７０
は、第２の長手方向のロッド５６８を遠位方向に偏向する役割を果たし、それによって、
第２の長手方向のロッド５６８の遠位端５７４が、楔駆動部６０５のそれぞれの開口部６
０５ｄ内に確実に収まるようにする。
【００６９】
　外科用デバイス１１の切断／ステープル留め動作をさらに示すために、次に図３（ｇ）
を参照する。図３（ｇ）は、本発明の一実施形態による、全閉位置にある外科用デバイス
１１の断面図である。図３（ｇ）では、外科用デバイス１１は、第１および第２の顎５０
、８０のクランプ面１０６と１０８との間の組織の一部を含まずに示されている。
【００７０】
　図３（ｇ）に示すように、外科用デバイス１１は第２の顎８０内に配置され、切断およ
びステープル留め要素１０４は、第２の顎８０内に交換可能に装着することができる、図
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３（ｇ）の交換可能なステープルカートリッジ６００を含む。図３（ｆ）の分解図で示さ
れる交換可能なステープルカートリッジ６００が、図３（ｇ）では、組み立てられて第２
の顎８０内に装着されて示されている。
【００７１】
　図３（ｇ）に示すように、楔６０３は、切断エッジ５１ａを有するブレード５１上に配
置される。あるいは、切断およびステープル留め要素は、別個に配置されてもよい。図３
（ｇ）に示される例示的な実施形態では、ブレード５１は、接触面６５３とともに尾部６
５４を有する。ブレード５１は、楔６０３に旋回軸５１ｂの周囲で回転可能に連結され、
ブレード５１が第１の位置と第２の位置との間で回転できるようにする。図３（ｇ）は、
楔６０３およびブレード５１は、ステープルトレー６０４の遠位端６０４ｃから近位端６
０４ｄに進むため、位置Ａ～Ｅとして表示したいくつかの位置にある楔６０３およびブレ
ード５１を示している。
【００７２】
　Ａと表示した位置では、楔６０３およびブレード５１は、ステープルトレー６０４の遠
位端６０４ｃに位置付けられている。Ａと表示した位置では、楔６０３およびブレード５
１は筺体６１５内に収容され、例えば、切断エッジ５１ａが上を向き、曝露されない後退
位置にあるよう、ブレード５１は楔６０３に対して回転される。接触面６５３は、最初は
ステープルトレー６０４の近位端６０４ｄに向いている。
【００７３】
　操作中、第２の長手方向のロッド５６８の遠位端５７４を介した楔駆動部６０５の回転
は、楔６０３およびブレード５１を、Ｂと表示した位置まで前進させる。Ｂと表示した位
置では、楔６０３およびブレード５１は、ステープルトレー６０４の遠位端６０４ｃに対
して近位に位置付けられる。具体的には、Ｂと表示した位置では、楔６０３およびブレー
ド５１は、ブレード５１の接触面６５３が、筺体６１５の関節動作リップ６１５ａに接触
し始めるように位置付けられる。ブレード５１の接触面６５３が筺体６１５の関節動作リ
ップ６１５ａに接触し始めると、ブレード５１は楔６０３に対して回転し始める。
【００７４】
　第２の長手方向のロッド５６８の遠位端５７４を介した楔駆動部６０５のさらなる回転
は、楔６０３およびブレード５１を、Ｃと表示した位置まで前進させる。Ｃと表示した位
置では、楔６０３およびブレード５１は、ステープルトレー６０４の遠位端６０４ｃに対
してさらに近位に位置付けられる。具体的には、Ｃと表示した位置では、楔６０３および
ブレード５１は、ブレード５１の接触面６５３が、筺体６１５の関節動作リップ６１５ａ
に完全に接触するように位置付けられる。ブレード５１の接触面６５３が筺体６１５の関
節動作リップ６１５ａに完全に接触すると、ブレード５１は、ブレード５１の切断エッジ
５１ａが、例えば、切断エッジ５１ａがステープルトレー６０４の近位端６０４ｄに向い
た伸長位置にあるように、楔６０３に対して完全に回転される。
【００７５】
　第２の長手方向のロッド５６８の遠位端５７４を介した楔駆動部６０５のさらなる回転
は、楔６０３およびブレード５１を、Ｄと表示した位置まで前進させる。Ｄと表示した位
置では、楔６０３およびブレード５１は、ステープルトレー６０４の遠位端６０４ｃと近
位端６０４ｄとのほぼ中間点に位置付けられる。Ｄと表示した位置では、ブレード５１は
、第１の顎５０と第２の顎８０との間にクランプされた組織の一部（図示せず）を切断す
るよう、切断エッジ５１ａをステープルトレー６０４の近位端６０４ｄに向かせる伸長位
置に維持される。
【００７６】
　第２の長手方向のロッド５６８の遠位端５７４を介した楔駆動部６０５のさらなる回転
は、楔６０３およびブレード５１を、Ｅと表示した位置まで前進させる。Ｅと表示した位
置では、楔６０３およびブレード５１は、ステープルトレー６０４の近位端６０４ｄに位
置付けられる。Ｅと表示した位置では、ブレード５１は、切断エッジ５１ａがステープル
トレー６０４の近位端６０４ｄに向いた伸長位置になお維持される。しかしながら、ここ
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では、切断エッジ５１ａが曝露されないように、ブレード５１は筺体６１６内に囲まれて
いる。
【００７７】
　ステープルトレー６０４内に収容されたステープル６０６は、第２の顎８０の近位端８
０ｂから遠位端８０ａまでのブレード５１の動作と同時に発射されてもよい。例えば、第
２の長手方向のロッド５６８の遠位端５７４を介した楔駆動部６０５の回転は、楔６０３
を、ステープルトレー６０４の中央チャネル６０４ｅを通って移動させる。楔６０３が、
中央チャネル６０４ｅを通って、ステープルトレー６０４の遠位端６０４ｃから近位端６
０４ｄへと移動されると、楔６０３の一対の傾斜エッジ６０３ｂは、ステープルプッシャ
ー６０７のそれぞれの上面６０７ａに摺動可能に係合し、ステープルプッシャー６０７の
ステープルプッシングフィンガー６０７ｃをステープルトレー６０４のスロット６０４ｈ
の中に連続的に押し入れ、ひいてはそこからステープル６０６を押し出す。外科用デバイ
ス１１が閉位置にある時、ステープルトレー６０４のスロット６０４ｈ内に維持されたス
テープル６０６が、ステープルプッシャー６０７のステープルプッシングフィンガー６０
７ｃによって、アンビル部材７００の対応するステープルガイド７０３の中に押し入れら
れ、アンビル部材７００の対応するステープルガイド７０３によって閉じられるように、
ステープルガイド７０３の列７０２は、第２の顎８０のステープルトレー６０４のスロッ
ト６０４ｈと整列する。ステープルガイド７０３は、ステープル６０６を閉じて組織の一
部をステープル留めするよう、外科用デバイス１１が発射されると、ステープル６０６の
突起６０６ｂを受け入れて、突起６０６ｂを曲げる。
【００７８】
　本発明の様々な実施形態によれば、ブレード５１および楔６０３は、第１の顎５０と第
２の顎８０との間に配置された組織の一部を切断するために、近位または遠位方向に移動
されてもよいことを認識されたい。さらに、本発明の様々な実施形態によれば、第１の顎
５０と第２の顎８０との間に配置された組織の一部を切断および／またはステープル留め
するために、ブレード５１および楔６０３を移動させるように構成されるいずれの機械装
置が採用されてもよいことを認識されたい。
【００７９】
　上記のように、第１および第２の顎５０、８０の開閉は単純な鋏の様式で起こってもよ
いが、他の実施形態では、第１および第２の顎５０、８０は、異なる態様で開閉してもよ
い。そのような種類の動作の実施例は、図３（ｉ）～３（ｌ）に関連して後に広く説明す
る。そのような種類の動作のさらなる詳細および利点は、２００３年６月１１日出願の特
許出願第１０／４６０，２９１号に記載されており、その全体が、本明細書に参考として
明示的に援用される。明瞭にするために、ギア要素５１４およびギア要素５６４の近位に
位置する外科用デバイス１１のこれらの構成要素は図示していない。これらのギア要素５
１４、５６４は、図３（ａ）～３（ｅ）に示される駆動構成要素の組み合わせによって、
または他のいずれの駆動構成要素の組み合わせによって駆動されてもよいことを理解され
たい。
【００８０】
　図３（ｉ）は、第２の顎８０に対して開放位置にある第１の顎５０を示している。この
位置では、プッシュブロック５２２は、ねじ山付きねじ５２０の近位端またはその付近に
あり、プッシュブロック５２２に結合されたローラ５２４は、第１の顎５０のスロット５
０１１の近位端またはその付近に位置付けられる。第１の顎５０は、第２の顎８０の垂直
方向のスロット５０１３内に係合される旋回ピン５０１２を含む。第１および第２の顎５
０、８０の近位端５０ｂ、８０ｂは、それぞれ、図３（ｉ）に示される最初の位置におい
て、ピン５０１２がスロット５０１３の下方端部に位置付けられるように、互いから離れ
て偏向される。
【００８１】
　図３（ｊ）を参照すると、ギア要素５１４が回転されるにつれて、プッシュブロック５
２２は、ねじ山付きねじ５２０の第１の中間位置まで遠位に移動し、プッシュブロック５
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２２に結合されたローラ５２４は、同様に、第１の顎５０のスロット５０１１内の第１の
中間位置まで遠位に移動される。図３（ｊ）に示す位置では、ピン５０１２は、最終的に
スロット５０１３の上端部に位置付けられるまで、スロット５０１３内で移動されている
。このように、第１および第２の顎５０、８０の遠位端５０ａ、８０ａは、第１および第
２の顎５０、８０が、ともに完全にクランプされる前に、一緒に合わせられる。
【００８２】
　図３（ｋ）を参照すると、ギア要素５１４がさらに回転されるにつれて、プッシュブロ
ック５２２は、ねじ山付きねじ５２０の第２の中間位置まで遠位に移動し続け、プッシュ
ブロック５２２に結合されたローラ５２４は、同様に、第１の顎５０のスロット５０１１
内の第２の中間位置まで遠位に移動し続ける。図３（ｋ）に示す位置では、第１および第
２の顎５０、８０をさらにクランピングすると、この場合も、最終的にスロット５０１３
の下端部に位置付けられるまで、ピン５０１２をスロット５０１３内で移動させる。この
ように、第１および第２の顎５０、８０の遠位端５０ａ、８０ａが一緒の状態を保つ一方
で、第１および第２の顎５０、８０の近位部が、徐々にともにクランプされる。ねじ山付
きねじ５２０に沿ってプッシュブロック５２２の遠位方向の移動を継続すると、最終的に
は、第１および第２の顎５０、８０が、それらの遠位端５０ａ、８０ａおよびそれらの近
位端５０ｂ、８０ｂの両方でクランプされる図３（ｌ）に示す位置に、外科用デバイス１
１が配置される。
【００８３】
　上記のように、第１の顎５０を第２の顎８０に対して移動させるために採用されてもよ
い様々な異なる機構が存在する。この目的のために採用される機構にかかわらず、第１の
顎５０と第２の顎８０との間に配置される組織の一部に強いクランプ力を発揮する機構を
使用することが、概して望ましい。図４（ａ）は、本発明の別の実施形態による、第１の
顎５０を第２の顎８０に対して移動させるための異なる機構を採用する外科用デバイス１
１の斜視図である。
【００８４】
　図４（ｂ）は、顎部１１ａの第２の顎８０の付加的特徴を示す斜視図である。明瞭にす
るために、第１の顎５０を破線で示している。具体的には、図４（ｂ）は、例えば、第１
の回転可能なクランプ要素３０２に結合された水平駆動部要素３０１等の、第１の駆動部
８８の部分を示している。本発明による第１の駆動部８８のこれらおよび他の特徴を、さ
らに図５（ａ）～５（ｄ）に示す。
【００８５】
　図５（ａ）は、第２の顎８０の近位端８０ｂを示す斜視図である。第１の顎５０の近位
端５０ｂは、破線で示されている。図５（ａ）は、全開位置にある外科用デバイス１１を
示す。この実施形態では、第１の駆動部８８は、回転シャフト３０３を含む。第１の駆動
部８８はまた、水平駆動部要素３０１を含む。水平駆動部要素３０１の近位端は、回転シ
ャフト３０３によって係合される。水平駆動部要素３０１の遠位端は、開口部３０１１を
含む。第１の駆動部８８はまた、第１の回転可能なクランプ要素３０２を含む。第１の回
転可能なクランプ要素３０２は、近位端３０２１、中間部３０２２、および遠位端３０２
３を含む。
【００８６】
　第１の駆動部８８はまた、第２の回転可能なクランプ要素３０３を含む。第２の回転可
能なクランプ要素３０３は、近位端３０３２および遠位端３０３１を有する。第１の回転
可能なクランプ要素３０２の近位端は、水平な駆動部要素３０１の遠位端で、開口部３０
１１に旋回可能に接続される。第１の回転可能なクランプ要素３０２の中間部３０２２は
、第２の回転可能なクランプ要素３０３の近位端３０３２に旋回可能に接続される。第１
の回転可能なクランプ要素３０２の遠位端３０２１は、第１の顎５０に旋回可能に接続さ
れる。第２の回転可能なクランプ要素３０３の遠位端３０３１は、第２の顎５０に旋回可
能に接続される。また、第１の顎５０の近位端５０ｂは、旋回点Ａの周囲で第２の顎８０
の近位端８０ｂに旋回可能に接続される。
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【００８７】
　第１の駆動部８８の係合により、外科用デバイス１１は、図５（ｂ）に示されるように
第１の部分的に閉じた位置に移動される。具体的には、第１のモータ９６が係合されると
、第１の駆動シャフト９４は、第１の駆動ソケット６５４の第１の方向への回転を引き起
こす。第１の駆動ソケット６５４の回転は、第１の駆動部８８の回転シャフト３０３の回
転を引き起こし、今度は水平駆動部要素３０１を遠位方向に移動させる。第１の駆動部８
８の構成要素は、本実施形態と関連して回転シャフト３０３を含むように記載されている
が、上記のように図３（ａ）～３（ｅ）に示される実施形態に関連して記載される構成要
素のうちのいくつかまたはすべてを含んでもよく、そうでなければ、水平駆動部要素３０
１を遠位方向の駆動に移動させるのに好適な構成要素の他のいずれの装置を含んでもよい
ことを認識されたい。
【００８８】
　さらに図５（ｂ）を参照すると、水平駆動部要素３０１の遠位方向の移動が、第２の回
転可能なクランプ要素３０２の遠位端３０２３が下方方向に移動し始めるように、第１の
回転可能なクランプ要素３０２の回転を引き起こす。第２の回転可能なクランプ要素３０
２の遠位端３０２３の下方移動は、第１の顎５０に旋回可能に結合しているために、第１
の顎５０を旋回点Ａの周囲で第２の顎８０に対して部分的に閉じた位置まで回転させる。
【００８９】
　第１の駆動部８８のさらなる係合により、外科用デバイス１１は、図５（ｃ）に示され
るように第２の部分的に閉じた位置に移動される。具体的には、第１のモータ９６がさら
に係合されると、水平駆動部要素３０１は、第１の駆動部８８の第１の駆動シャフト９４
、第１の駆動ソケット６５４、および回転シャフト３０３の回転により、さらに遠位方向
へと移動させられる。水平駆動部要素３０１の継続的な遠位方向への移動は、第２の回転
可能なクランプ要素３０２の遠位端３０２３が下方方向に移動し続けるように、第１の回
転可能なクランプ要素３０２のさらなる回転を引き起こす。第２の回転可能なクランプ要
素３０２の遠位端３０２３の継続的な下方移動は、第１の顎５０に旋回可能に結合してい
るために、第１の顎５０を旋回点Ａの周囲で第２の顎８０に対してほぼ完全に閉じた位置
まで回転させる。
【００９０】
　第１の駆動部８８をさらに係合させると、外科用デバイス１１は、図５（ｄ）に示すよ
うに第１の完全に閉じた位置まで移動される。具体的には、第１のモータ９６がなおさら
に係合されると、水平駆動部要素３０１は、第１の駆動部８８の第１の駆動シャフト９４
、第１の駆動ソケット６５４、および回転シャフト３０３の回転により、完全に遠位方向
へと移動させられる。完全な遠位位置では、第１の回転可能なクランプ要素３０２の遠位
端３０２３が完全に下げられた位置にあるように、第１の回転可能なクランプ要素３０２
が完全に回転される。完全に下げられた位置では、第１の回転可能なクランプ要素３０２
の遠位端３０２３は、第１および第２の顎５０と８０との間に配置された組織の一部５２
が、第１および第２の顎５０と８０との間に完全にクランプされるように、第１の顎５０
を旋回点Ａの周囲で完全に閉じた位置に移動されている。
【００９１】
　本発明の例示的な実施形態によれば、外科用デバイス１１は、図１に示されるもののよ
うな純粋に機械的なデバイスに対するアタッチメントとして構成されてもよいか、または
それと一体化されてもよい。別の実施形態では、外科用デバイス１１は、図２（ａ）に示
される電気機械駆動部システム１６１０等の電気機械的外科用システムに対するアタッチ
メントとして構成されてもよいか、またはそれと一体化されてもよい。
【００９２】
　具体的には、図２（ａ）は、本発明による電気機械駆動部構成要素１６１０の例示的な
実施形態の斜視図である。そのような電気機械的外科用システムは、例えば、現在、米国
特許第６，７９３，６５２号として２００４年９月２１日に発行された２０００年１１月
２８日出願の米国特許出願第０９／７２３，７１５号、２００１年４月１７日出願の米国
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特許出願第０９／８３６，７８１号、２００１年６月２２日出願の米国特許出願第０９／
８８７，７８９号、および２００２年３月１５日出願の米国特許出願第１０／０９９，６
３４号に記載され、それらの各々は、その全体が本明細書に参考として明示的に援用され
る。電気機械駆動部構成要素１６１０は、例えば、前面パネル１６１５を有する筺体１６
１４を含む遠隔電力コンソール１６１２を含んでもよい。前面パネル１６１５上には、デ
ィスプレイデバイス１６１６ならびにインジケータ１６１８ａおよび１６１８ｂが装着さ
れる。可撓性シャフト１６２０は、筺体１６１４から延在してもよく、第１の連結部１６
２２を介して、そこに着脱可能に結合されてもよい。可撓性シャフト１６２０の遠位端１
６２４は、例えば、上述した外科用デバイス１１を可撓性シャフト１６２０の遠位端１６
２４に着脱可能に結合するように適合された第２の連結部１６２６を含んでもよい。第２
の連結部１６２６もまた、異なる外科用器具またはアタッチメントを着脱可能に結合する
ように適合されてもよい。別の例示的な実施形態では、可撓性シャフト１６２０の遠位端
１６２４は、外科用器具に恒久的に結合されていてもよいか、またはそれと一体化されて
いてもよい。
【００９３】
　図６（ａ）～６（ｅ）は、本発明の一実施形態による、外科用デバイス１１を電気機械
駆動構成要素１６１０に接続するために用いられてもよい、連結部および可撓性シャフト
の配設を示している。例えば、図６（ａ）は、そこに着脱可能に結合された筺体１６１４
から、第１の連結部２６２２を介して、延在する可撓性シャフト２６２０を示す。可撓性
シャフト２６２０の遠位端２６２４は、例えば、上記外科用デバイス１１を、可撓性シャ
フト２６２０の遠位端２６２４に着脱可能に連結するように適合される第２の連結部２６
２６を含んでもよい。図６（ｂ）は、本発明の一実施形態による第１の連結部２６２２の
後方斜視図を示している。図６（ｃ）は、図６（ｂ）に示す実施形態による、第１の連結
部２６２２の正面斜視図を示している。図６（ｄ）は、第１の連結部２６２２の内部構成
要素のうちのいくつかの側面斜視図である。図６（ｅ）は、本発明の一実施形態による、
可撓性シャフト２６２０の遠位端２６２４における第２の連結部２６２６の後方斜視図で
ある。明瞭にするために、可撓性シャフト２６２０は、図６（ｅ）において破線で示され
ている。これらの構成要素の付加的特徴は、米国仮特許出願第６０／７０３，２２７号お
よび米国特許出願第１１／４９５，９２０号にさらに記載されており、それらの各々は、
その全体が本明細書に参考として明示的に援用される。
【００９４】
　可撓性シャフト２６２０と連結部２６２２、２６２６とを組み合わせることにより、外
科用デバイス１１が電気機械的な電力コンソール１６１０に結合されていてもよい１つの
配設が提供されるが、いずれの好適な配設が用いられてもよい。例えば、図７から１０は
、外科用デバイス１１が電気機械的な電力コンソール１６１０に結合されていてもよい、
別の配設を示している。図７を参照すると、部分的な断面である可撓性シャフト１６２０
の側面図が示される。例示的な実施形態によれば、可撓性シャフト１６２０は、その内部
チャネル１６４０と環境との間に液密シールをもたらすように構成されたコーティングま
たは他のシール装置を含んでもよい管状シース１６２８を含む。シース１６２８は、組織
適合性の滅菌可能なエラストマー材料で形成されてもよい。シース１６２８はまた、加圧
滅菌可能な材料で形成されてもよい。第１の回転可能な駆動シャフト９４、第２の回転可
能な駆動シャフト１０２、第１のステアリングケーブル１６３４、第２のステアリングケ
ーブル１６３５、第３のステアリングケーブル１６３６、第４のステアリングケーブル１
６３７、およびデータ転送ケーブル１６３８は、可撓性シャフト１６２０の内部チャネル
１６４０内に配置され、その全長に沿って延在してもよい。図８は、図７に示される線８
－８に沿った可撓性シャフト１６２０の断面図であり、いくつかのケーブル９４、１０２
、１６３４、１６３５、１６３６、１６３７および１６３８をさらに示している。ステア
リングケーブル１６３４、１６３５、１６３６、１６３７の各遠位端は、可撓性シャフト
１６２０の遠位端１６２４に固着される。いくつかのケーブル９４、１０２、１６３４、
１６３５、１６３６、１６３７、１６３８のそれぞれは、各シース内に収納されてもよい
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。
【００９５】
　第１の回転可能な駆動シャフト９４および第２の回転可能な駆動シャフト１０２は、例
えば、編組または螺旋状の駆動ケーブル等、例えば、高い可撓性の駆動シャフトとして構
成されてもよい。そのような高い可撓性の駆動ケーブルは、限定されたトルク伝達特性お
よび能力を有する可能性があることを理解されたい。外科用デバイス１１、または可撓性
シャフト１６２０に接続される他のアタッチメントは、駆動シャフト９４および１０２に
よって伝達されるトルクよりも高いトルク入力を必要とする可能性があることもまた、理
解されたい。したがって、駆動シャフト９４および１０２は、低いトルクだが速い速度で
伝達するように構成されてもよく、外科用器具もしくはアタッチメントおよび／または遠
隔電力コンソール１６１２における、例えば、駆動可撓性シャフト１６２０の遠位端およ
び／または近位端に配置されるギア装置によって、高速／低トルクが低速／高トルクに変
換される。そのようなギア装置（複数可）は、筺体１６１４内に配置されたモータと、可
撓性軸１６２０に接続された結合した外科用器具または他のアタッチメントとの間の伝動
機構に沿った、いずれの好適な位置に提供されてもよいことを理解されたい。そのような
ギア装置（複数可）は、例えば、平歯車装置、遊星歯車装置、調和歯車装置、サイクロイ
ド駆動装置、エピサイクリック歯車装置等を含んでもよい。
【００９６】
　次に図９を参照すると、第１の連結部１６２２の背面図が示される。第１の連結部１６
２２は、第１のコネクタ１６４４、第２のコネクタ１６４８、第３のコネクタ１６５２、
および第４のコネクタ１６５６を含み、それぞれが回転可能に第１の連結部１６２２に固
定されている。コネクタ１６４４、１６４８、１６５２、および１６５６の各々は、それ
ぞれの凹部１６４６、１６５０、１６５４、および１６５８を含む。図９に示すように、
それぞれの凹部１６４６、１６５０、１６５４、および１６５８は、六角形の形状であっ
てもよい。しかしながら、凹部１６４６、１６５０、１６５４、および１６５８は、コネ
クタ１６４４、１６４８、１６５２、および１６５６を、筺体１６１４内に収納されるモ
ータ装置のそれぞれの駆動シャフトに回転不能に連結し、堅固に結合するように構成され
た、いずれの形状および構成を有してもよい。相補的な突出部がモータ装置の各駆動シャ
フト上に提供され、それによって可撓性シャフト１６２０の駆動要素を駆動してもよいこ
とを認識されたい。凹部が駆動シャフト上に提供されてもよく、相補的な突出部がコネク
タ１６４４、１６４８、１６５２、および１６５６上に提供されてもよいこともまた、認
識されたい。コネクタ１６４４、１６４８、１６５２、および１６５６とモータ装置の駆
動シャフトとを、回転不能かつ解放可能に連結するように構成された他のいずれの連結装
置が提供されてもよい。
【００９７】
　コネクタ１６４４、１６４８、１６５２、および１６５６のうちの１つは、第１の駆動
シャフト９４に回転不能に固定され、コネクタ１６４４、１６４８、１６５２、および１
６５６のうちの別の１つは、第２の駆動シャフト１０２に回転不能に固定される。コネク
タ１６４４、１６４８、１６５２、および１６５６の残りの２つは、ステアリングケーブ
ル１６３４、１６３５、１６３６、および１６３７に引張力を印加し、それによって可撓
性シャフト１６２０の遠位端１６２４を操作するように構成された伝達要素と係合する。
データ転送ケーブル１６３８は、データコネクタ１６６０と電気的かつ論理的に接続され
る。データコネクタ１６６０は、例えば、データケーブル１６３８に収納される個々の電
線の数に対応し、その数と等しい数の電気的接点１６６２を含む。第１の連結部１６２２
は、第１の連結部１６２２を、筺体１６１２上に配置される嵌合的および相補的な連結装
置に適切に配向されるように構成される鍵構造１６４２を含む。鍵構造１６４２は、第１
の連結部１６２２と、筺体１６１２上に配置される嵌合的および相補的な連結装置とのう
ちのいずれか１つ、または両方の上に提供されてもよい。第１の連結部１６２２は、単純
な押す動作によって、第１の連結部１６２２を筺体１６１２に係合することができる、ク
イックコネクトタイプのコネクタを含んでもよい。いくつかのコネクタ１６４４、１６４
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８、１６５２、１６５６、および１６６０のうちのいずれかとともにシールが提供され、
第１の連結部１６２２の内部と環境との間に液密シールを提供してもよい。
【００９８】
　次に図１０を参照すると、可撓性シャフトの１６２０の第２の連結部１６２６の正面端
面図が示される。例示的な実施形態では、第２の連結部１６２６は、第１のコネクタ１６
６６および第２のコネクタ１６６８を含み、それぞれが第２の連結部１６２６に回転可能
に固定され、それぞれが、第１および第２の駆動シャフト９４および１０２のうちのそれ
ぞれ１つの遠位端に回転不能に固定される。クイックコネクトタイプの取付具１６６４は
、第２の連結部１６２６上に提供され、そこにデバイス１１を着脱可能に固定する。クイ
ックコネクトタイプの取付具１６６４は、例えば、回転式のクイックコネクトタイプの取
付具、差し込みタイプの取付具等であってもよく、図２（ｂ）に示されるクイックコネク
トスリーブ７１３に相補的な取付具であってもよい。鍵構造１６７４は、第２の連結部１
６２６上に提供されてもよく、外科用デバイス１１を第２の連結部１６２６に対して適切
に整列させるように構成されてもよい。鍵構造、または外科用デバイス１１を可撓性シャ
フト１６２０に対して適切に整列させるように構成される他の装置は、第２の連結部１６
２６および外科用デバイス１１のうちのいずれか１つまたは両方の上に提供されてもよい
。また、鍵構造は、図２（ｂ）に示すように、クイックコネクトスリーブ７１３のスロッ
ト７１３ａとして、デバイス１１上に提供されてもよい。電気的接点１６７２を有するデ
ータコネクタ１６７０もまた、第２の連結部１６２６内に提供されてもよい。第１の連結
部１６２２のデータコネクタ１６６０と同様に、第２の連結部１６２６のデータコネクタ
１６７０は、データ転送ケーブル１６３８の各電線およびデータコネクタ１６６０の接点
１６６２に電気的かつ論理的に接続される接点１６７２を含む。コネクタ１６６６、１６
６８、および１６７０とともにシールが提供され、第２の連結部１６２６の内部と環境と
の間に液密シールを提供してもよい。
【００９９】
　遠隔電力コンソール１６１２の筺体１６１４内には、駆動シャフト９４および１０２な
らびにステアリングケーブル１６３４、１６３５、１６３６、および１６３７を駆動し、
それによって、電気機械駆動部構成要素１６１０と、第２の連結部１６２６に結合された
外科用デバイス１１とを動作させるように構成される電気機械駆動部要素が配置される。
図１９に概略的に示される例示的な実施形態では、電力源によってそれぞれ動作される５
つの電気モータ９６、１００、１６８４、１６９０、および１６９６は、遠隔電力コンソ
ール１６１２内に配置されてもよい。しかしながら、いずれの適切な数のモータが提供さ
れてもよく、モータは、電池電源、線電流、ＤＣ電源、電子的に制御されたＤＣ電源等に
よって動作してもよいことを理解されたい。また、モータは、ＤＣ電源に接続され、それ
が今度は線電流に接続されてモータに対する動作電流を提供してもよいことを理解された
い。
【０１００】
　図１１は、モータの１つの可能な配設を概略的に示している。第１の連結部１６２２、
ひいては可撓性シャフト１６２０が筺体１６１４と係合されると、第１のモータ９６の出
力シャフト１６７８が第１の連結部１６２２の第１のコネクタ１６４４と係合し、それに
よって、第２の連結部１６２６の第１の駆動シャフト９４および第１のコネクタ１６６６
が駆動される。同様に、第１の連結部１６２２、ひいては可撓性シャフト１６２０が筺体
１６１４と係合されると、第２のモータ１００の出力シャフト１６８２が第１の連結部１
６２２の第２のコネクタ１６４８と係合し、それによって、第２の連結部１６２６の第２
の駆動シャフト１０２および第２のコネクタ１６６８が駆動される。第１の連結部１６２
２、ひいては可撓性シャフト１６２０が筺体１６１４と係合されると、第３のモータ１６
８４の出力シャフト１６８６が第１の連結部１６２２の第３のコネクタ１６５２と係合し
、それによって、第１のプーリ装置１６８８を介して、第１および第２のステアリングケ
ーブル１６３４、１６３５が駆動される。第１の連結部１６２２、ひいては可撓性シャフ
ト１６２０が筺体１６１４と係合されると、第４のモータ１６９０の出力シャフト１６９
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２が第１の連結部１６２２の第４のコネクタ１６５６と係合し、それによって、第２のプ
ーリ装置１６９４を介して、第３および第４のステアリングケーブル１６３６、１６３７
が駆動される。第３および第４のモータ１６８４、１６９０はキャリッジ１１００上に固
定されてもよく、該キャリッジは、第３および第４のモータ１６８４、１６９０をそれぞ
れのプーリ装置１６８８および１６９４と選択的に係合および係脱するように、第５のモ
ータ１６９６の出力シャフト１６９８を介して、第１の位置と第２の位置との間で選択的
に移動可能であり、それによって、可撓性シャフト１６２０を必要に応じて緊張させて操
作可能に、または弛緩させることができる。他の機械的、電気的および／または電気機械
的機構などが、操作機構を選択的に係合および係脱するために使用されてもよいことを理
解されたい。モータは、例えば、「Ａ　Ｃａｒｒｉａｇｅ　Ａｓｓｅｍｂｌｙ　ｆｏｒ　
Ｃｏｎｔｒｏｌｌｉｎｇ　ａ　Ｓｔｅｅｒｉｎｇ　Ｗｉｒｅ　Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ　Ｗｉ
ｔｈｉｎ　ａ　Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｓｈａｆｔ」というタイトルの米国特許出願第０９／
５１０，９２３号に記載されるように配設および構成されてもよく、その全体が、本明細
書に参考として明示的に援用される。また、本発明の他の実施形態によると、操作機構は
まったく存在しなくてもよく、手術部位内で外科用デバイス１１を操作するために、外科
用デバイス１１が顎部１１ａとシャフト部１１ｂとの間の関節動作を提供することも理解
されたい。
【０１０１】
　モータ９６、１００、１６８４、１６９０、および１６９６のうちのいずれか１つ以上
は、例えば、高速／低トルクモータ、低速／高トルクモータ等であってもよいことを理解
されたい。上述したように、第１の回転可能な駆動シャフト９４および第２の回転可能な
駆動シャフト１０２は、高速および低トルクを伝達するように構成されてもよい。したが
って、第１のモータ９６および第２のモータ１００は、高速／低トルクモータとして構成
されてもよい。あるいは、第１のモータ９６および第２のモータ１００は、第１のモータ
９６および第２のモータ１００と、第１の回転可能な駆動シャフト９４および第２の回転
可能な駆動シャフト１０２のそれぞれの１つとの間に配置された減トルク／増速ギア装置
を有する、低速／高トルクモータとして構成されてもよい。そのような減トルク／増速ギ
ア装置は、例えば、平歯車装置、遊星歯車装置、調和歯車装置、サイクロイド駆動装置、
エピサイクリック歯車装置等を含んでもよい。いずれのそのようなギア装置も、遠隔電力
コンソール１６１２内または可撓性シャフト１６２０の近位端（例えば、第１の連結部１
６２２）に配置されてもよいことを理解されたい。そのワインドアップおよび破損を防ぐ
ために、ギア装置（複数可）が、第１の回転可能な駆動シャフト９４および／または第２
の回転可能な駆動シャフト１０２の遠位端および／または近位端に提供されてもよいこと
を理解されたい。
【０１０２】
　次に図１２を参照すると、電気機械駆動部構成要素１６１０の概略図が示される。コン
トローラ１１２２は、遠隔電力コンソール１６１２の筺体１６１４内に提供され、電気機
械駆動部構成要素１６１０ならびに線形のクランプ、切断およびステープル留めデバイス
１１または可撓性シャフト１６２０に結合された他の外科用器具もしくはアタッチメント
の、すべての機能および動作を制御するように構成される。記憶装置１１３０が提供され
、ＲＯＭ構成要素１１３２、ＲＡＭ構成要素１１３４等のメモリデバイスを含んでもよい
。ＲＯＭ構成要素１１３２は、ライン１１３６を介して、コントローラ１１２２と電気的
かつ論理的に連通しており、ＲＡＭ構成要素１１３４は、ライン１１３８を介して、コン
トローラ１１２２と電気的かつ論理的に連通している。ＲＡＭ構成要素１１３４は、例え
ば、磁気記憶素子、光学記憶素子、光磁気記憶素子、電子記憶素子等のいずれの種類のラ
ンダムアクセスメモリを含んでもよい。同様に、ＲＯＭ構成要素１１３２は、例えば、Ｐ
ＣカードまたはＰＣＭＣＩＡタイプの素子等の着脱可能な記憶素子等の、いずれの種類の
読み出し専用メモリを含んでもよい。ＲＯＭ構成要素１１３２およびＲＡＭ構成要素１１
３４は、単一のユニットまたは別個のユニットとして構成されてもよく、ＲＯＭ構成要素
１１３２および／またはＲＡＭ構成要素１１３４は、ＰＣカードまたはＰＣＭＣＩＡタイ
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プの素子の形態で設けられてもよいことを理解されたい。
【０１０３】
　コントローラ１１２２は、ライン１１５４を介して、筺体１６１４の前面パネル１６１
５、より具体的には、ディスプレイ装置１６１６にさらに接続され、ライン１１５６およ
び１１５８それぞれを介して、インジケータ１６１８ａおよび１６１８ｂにさらに接続さ
れている。ライン１１１６、１１１８、１１２４、１１２６、および１１２８は、コント
ローラ１１２２を、第１、第２、第３、第４、および第５のモータ９６、１００、１６８
４、１６９０、および１６９６のそれぞれに電気的かつ論理的に接続する。有線の遠隔制
御装置（「ＲＣＵ」）１１５０は、ライン１１５２を介して、コントローラ１１２２に電
気的かつ論理的に接続される。無線ＲＣＵ１１４８もまた提供され、ライン１１４４を介
して、トランシーバ１１４０に接続された受信／送信装置１１４６と、無線リンク１１６
０を介して、通信する。トランシーバ１１４０は、ライン１１４２を介して、コントロー
ラ１１２２に電気的かつ論理的に接続される。無線リンク１１６０は、例えば、赤外線リ
ンク等の光学リンク、無線リンクまたは他のいずれの形態の無線通信リンクであってもよ
い。
【０１０４】
　例えば、ＤＩＰスイッチのアレイを含んでもよいスイッチデバイス１１８６は、ライン
１１８８を介して、コントローラ１１２２に接続されてもよい。スイッチデバイス１１８
６は、例えば、メッセージおよびプロンプトをディスプレイデバイス１６１６上に表示す
るのに使用される複数の言語のうちの１つを選択するように構成されてもよい。メッセー
ジおよびプロンプトは、例えば、電気機械駆動部構成要素１６１０および／またはそれに
結合された外科用デバイス１１の動作および／または状態に関連してもよい。
【０１０５】
　本発明の例示的な実施形態によれば、第１のエンコーダ１１０６は、第２の連結部１６
２６内に提供され、第１の駆動シャフト９４の回転に応答して、またそれに従って、信号
を出力するように構成される。第２のエンコーダ１１０８もまた、第２の連結部６２６内
に提供され、駆動シャフト１０２の回転に応答して、またそれに従って、信号を出力する
ように構成される。エンコーダ１１０６および１１０８のそれぞれによって出力される信
号は、駆動シャフト９４および１０２それぞれの回転位置、ならびにそれらの回転方向を
表すことができる。これらのエンコーダは、例えば、図６（ｅ）に示すように、例えば、
ＬＥＤおよび光ファイバ等の光源の装置であってもよい。あるいは、そのようなエンコー
ダ１１０６、１１０８は、例えば、ホール効果素子、光学素子等を含んでもよい。エンコ
ーダ１１０６および１１０８は、第２の連結部１６２６内に配置されるものとして記載さ
れているが、エンコーダ１１０６、１１０８は、モータシステムと外科用デバイス１１の
間のいずれの位置に提供されてもよいことを理解されたい。エンコーダ１１０６、１１０
８を、第２の連結部１６２６内または可撓性シャフト１６２０の遠位端に提供することに
より、駆動シャフトの回転を正確に決定できるようになることを理解されたい。エンコー
ダ１１０６、１１０８が可撓性シャフト１６２０の近位端に配置された場合、第１および
第２の回転可能な駆動シャフト９４、１０２のワインドアップにより、測定誤差を生じる
可能性がある。
【０１０６】
　図１３は、ホール効果素子を含むエンコーダ１１０６、１１０８の概略図である。駆動
シャフト９４、１０２上に、Ｎ極１２４２およびＳ極１２４４を有する磁石１２４０が回
転不能に装着されている。エンコーダ１１０６、１１０８はさらに、駆動シャフト９４、
１０２の長手方向の軸または回転軸に対して約９０°離れて配置される第１のセンサ１２
４６および第２のセンサ１２４８を含む。センサ１２４６、１２４８の出力は、持続性で
あり、センサの検出範囲内における磁界の極性の変化の関数としてその状態が変化する。
したがって、エンコーダ１１０６、１１０８からの出力信号に基づいて、駆動シャフト９
４、１０２の角度位置が４分の１回転内で決定されてもよく、駆動シャフト９４、１０２
の回転方向が決定されてもよい。それぞれのエンコーダ１１０６、１１０８の出力は、デ
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ータ転送ケーブル１６３８の各々のライン１１１０、１１１２を介して、コントローラ１
１２２に送信される。コントローラ１１２２は、エンコーダ１１０６、１１０８からの出
力信号に基づいて、駆動シャフト９４、１０２の角度位置および回転方向を追跡すること
により、電気機械駆動部構成要素１６１０に接続された外科用デバイスの構成要素の位置
および／または状態を決定することができる。すなわち、駆動シャフト９４、１０２の回
転数を数えることによって、コントローラ１１２２は、電気機械駆動部構成要素１６１０
に接続された外科用デバイスの構成要素の位置および／または状態を決定することができ
る。
【０１０７】
　例えば、第１の顎５０の、第２の顎８０および楔６０３に対する前進距離は、それぞれ
の駆動シャフト９４、１０２の回転の関数であってもよく、また、それらに基づいて確認
可能であってもよい。ある時点での第１の顎５０および楔６０３の絶対位置を確認するこ
とによって、エンコーダ１１０６、１１０８からの出力信号と、ねじ５２０および楔駆動
部６０５の既知のピッチとに基づく第１の顎５０および楔６０３の相対変位は、その後あ
らゆる時点での第１の顎５０および楔６０３の絶対位置を確認するために使用されてもよ
い。第１の顎５０および楔６０３の絶対位置は、外科用デバイス１１が可撓性シャフト１
６２０に最初に連結された時点で固定され、確認されてもよい。あるいは、例えば、第２
の顎８０に対する、第１の顎５０および楔６０３の位置は、エンコーダ１１０６、１１０
８からの出力信号に基づいて決定されてもよい。
【０１０８】
　図２（ｂ）および１０に関連して前述したように、外科用デバイス１１は、第２の連結
部１６２６のコネクタ１６７０に電気的かつ論理的に接続するようにサイズおよび構成に
よって適合されるデータコネクタ１２７２を含んでもよい。例示的な実施形態では、デー
タコネクタ１２７２は、コネクタ１６７０の接点１６７２の数と等しい数の接点１２７６
を含む。メモリモジュール６０４１は、データコネクタ１２７２と電気的かつ論理的に接
続される。メモリモジュール６０４１は、例えば、ＥＥＰＲＯＭおよびＥＰＲＯＭ等の形
態であってもよく、例えば、図３（ｆ）に示すように、外科用デバイス１１の第２の顎８
０内で、交換可能なステープルカートリッジ６００のステープルトレー６０４内に収納さ
れてもよい。
【０１０９】
　図１４は、メモリモジュール６０４１を概略的に示す。図１４に見られるように、デー
タコネクタ１２７２は、例えば、可撓性データケーブル１２７８等の各々のラインによっ
て、メモリモジュール６０４１にそれぞれ電気的かつ論理的に接続された接点１２７６を
含む。メモリモジュール６０４１は、例えば、シリアル番号データ１１８０、アタッチメ
ントタイプ識別子（ＩＤ）データ１１８２、および使用データ１１８４を格納するように
構成されてもよい。メモリモジュール６０４１は、付加的に他のデータを格納してもよい
。シリアル番号データ１１８０およびＩＤデータ１１８２の両方は、読み出し専用データ
として格納されてもよい。シリアル番号データ１１８０および／またはＩＤデータ１１８
２は、メモリモジュール６０４１の読み出し専用部分に格納されてもよい。例示的な実施
形態では、シリアル番号データ１１８０は、特定の外科用デバイスを一意に識別するデー
タであってもよく、一方、ＩＤデータ１１８２は、例えば、他のタイプの外科用器具また
はアタッチメントを結合することが可能な電気機械駆動部構成要素１６１０等の、アタッ
チメントのタイプを認識するデータであってもよい。使用データ１１８４は、例えば、外
科用デバイス１１の第１の顎５０が開閉された回数、または外科用デバイス１１の楔６０
３が前進させられた回数等の、特定のアタッチメントの使用を表す。使用データ１１８４
は、メモリモジュール６０４１の読取り／書込み部分に格納されてもよい。
【０１１０】
　例えば、外科用デバイス１１等の、可撓性シャフト１６２０の遠位端１６２４に結合可
能なアタッチメントは、単回または複数回使用されるように設計および構成されてもよい
ことを理解されたい。アタッチメントもまた、所定の回数使用されるように設計および構
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成されてもよい。したがって、使用データ１１８４は、外科用デバイス１１が使用された
かどうか、および使用回数が許容される最大使用回数を超えたかどうかを決定するために
使用されてもよい。後により完全に説明されるように、許容される最大使用回数に達した
後でアタッチメントを使用しようとすると、ＥＲＲＯＲ条件が生成されるであろう。
【０１１１】
　再び図１２を参照すると、コントローラ１１２２は、外科用デバイス１１が最初に可撓
性シャフト１６２０に接続されると、外科用デバイス１１のメモリモジュール６０４１か
らＩＤデータ１１８２を読み取るように構成される。メモリモジュール６０４１は、デー
タ転送ケーブル１６３８のライン１１２０を介して、コントローラ１１２２に電気的かつ
論理的に接続される。読み取られたＩＤデータ１１８２に基づいて、コントローラ１１２
２は、記憶装置１１３０から、可撓性シャフト１６２０に接続された外科用器具またはア
タッチメントのタイプに対応する動作プログラムもしくはアルゴリズムを読み取るか、あ
るいは選択するように構成される。記憶装置１１３０は、利用可能な各タイプの外科用器
具またはアタッチメンの動作プログラムもしくはアルゴリズムを格納するように構成され
、コントローラ１１２２は、結合された外科用器具またはアタッチメントのメモリモジュ
ール６０４１から読み取ったＩＤデータ１１８２に従って、記憶装置１１３０から動作プ
ログラムまたはアルゴリズムを選択し、かつ／または読み取る。上述したように、記憶装
置１１３０は、着脱可能なＲＯＭ構成要素１１３２および／またはＲＡＭ構成要素１１３
４を含んでもよい。したがって、記憶装置１１３０に格納された動作プログラムまたはア
ルゴリズムは、必要に応じて、更新、追加、消去、改良、そうでなければ修正されてもよ
い。記憶装置１１３０に格納された動作プログラムまたはアルゴリズムは、例えば、使用
者の特別な必要性に基づいて、カスタマイズ可能であってもよい。例えば、キーボード、
マウス、ポインティングデバイス、タッチスクリーン等のデータ入力デバイスは、動作プ
ログラムまたはアルゴリズムのカスタマイズを容易にするために、例えば、データコネク
タポートを介して、記憶装置１１３０に接続されてもよい。あるいはまたは追加として、
動作プログラムまたはアルゴリズムは、電気機械駆動部構成要素１６１０から遠隔でカス
タマイズされ、記憶装置１１３０に予めプログラムされてもよい。シリアル番号データ１
１８０および／または使用データ１１８４もまた、複数の動作プログラムまたはアルゴリ
ズムのうちのどれが記憶装置１１３０から読み取られたか、または選択されたかを決定す
るために使用されてもよいことを理解されたい。動作プログラムまたはアルゴリズムは、
あるいは、外科用デバイス１１のメモリモジュール６０４１に格納され、データ転送ケー
ブル１６３８を介して、コントローラ１１２２に転送されてもよいことを理解されたい。
適切な動作プログラムまたはアルゴリズムが、一旦、コントローラ１１２２によって読み
取られるか、または選択されるか、またはそれに送信されると、コントローラ１１２２は
、有線ＲＣＵ１１５０および／または無線ＲＣＵ１１４８を介して、使用者が行う操作に
したがって、動作プログラムまたはアルゴリズムが実行されるようにする。上述したよう
に、コントローラ１１２２は、それぞれのライン１１１６、１１１８、１１２４、１１２
６、および１１２８を介して、第１、第２、第３、第４、および第５のモータ９６、１０
０、１６８４、１６９０、および１６９６に電気的かつ論理的に接続されており、それぞ
れのライン１１１６、１１１８、１１２４、１１２６、および１１２８を介して、読み取
られた、選択された、または送信された動作プログラムまたはアルゴリズムにしたがって
、そのようなモータ９６、１００、１６８４、１６９０、１６９６を制御するように構成
される。
【０１１２】
　次に図１５を参照すると、無線ＲＣＵ１１４８の概略図が示される。無線ＲＣＵ１１４
８は、４方向ロッカー（揺り子）１３１０の下に配設された複数のスイッチ１３０２、１
３０４、１３０６、および１３０８を有するステアリングコントローラ１３００を含む。
スイッチ１３０２、１３０４の動作は、ロッカー１３１０を介して、第３のモータ１６８
４による第１および第２のステアリングケーブル１６３４、１６３５の動作を制御する。
同様に、スイッチ１３０６、１３０８の動作は、ロッカー１３１０を介して、第４のモー
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タ１６９２による第３および第４のステアリングケーブル１６３６、１６３７の動作を制
御する。ロッカー１３１０ならびにスイッチ１３０２、１３０４、１３０６、および１３
０８は、スイッチ１３０２、１３０４の動作が、可撓性シャフト１６２０を南北方向に動
作し、スイッチ１３０６、１３０８の動作が、可撓性シャフト１６２０を東西方向に操作
するように配設されることを理解されたい。本明細書における東西南北とは、相対座標系
のことを指す。あるいは、デジタルジョイスティック、アナログジョイスティック等が、
ロッカー１３１０ならびにスイッチ１３０２、１３０４、１３０６、および１３０８の代
わりに提供されてもよい。ポテンショメータまたは他のいずれかの種類のアクチュエータ
もまた、スイッチ１３０２、１３０４、１３０６、および１３０８の代わりに使用されて
もよい。
【０１１３】
　無線ＲＣＵ１１４８は、さらにステアリング係合／係脱スイッチ１３１２を含み、その
動作は、第５のモータ６９６の動作を制御して、ステアリング機構を選択的に係合／係脱
する。無線ＲＣＵ１１４８はまた、それによって第１および第２のスイッチ１３１６、１
３１８を動作可能にさせる２方向ロッカー１３１４を含む。これらのスイッチ１３１６、
１３１８の動作は、結合されたデバイスに対応する動作プログラムまたはアルゴリズムに
従って、電気機械駆動部構成要素１６１０、および可撓性シャフト１６２０に結合された
外科用デバイス１１等のいずれかの外科用器具またはアタッチメントの特定の機能を制御
する。例えば、２方向ロッカー１３１４の動作は、外科用デバイス１１の第１の顎５０お
よび第２の顎８０の開閉を制御してもよい。無線ＲＣＵ１１４８は、さらに別のスイッチ
１３２０を備えてもよく、その動作は、結合されたデバイスに対応する動作プログラムま
たはアルゴリズムに従って、電気機械駆動部構成要素１６１０および可撓性シャフト１６
２０に結合されたデバイスの動作をさらに制御してもよい。例えば、スイッチ１３２０の
動作は、外科用デバイス１１の楔６０３の前進を開始することができる。
【０１１４】
　無線ＲＣＵ１１４８は、コントローラ１３２２を含み、該コントローラは、ライン１３
２４を介して、スイッチ１３０２、１３０４、１３０６、および１３０８と、ライン１３
２６を介して、スイッチ１３１６および１３１８と、ライン１３２８を介して、スイッチ
１３１２と、そしてライン１３３０を介して、スイッチ１３２０と、電気的かつ論理的に
接続される。無線ＲＣＵ１１４８は、前面パネル１６１５のインジケータ１６１８ａ、１
６１８ｂに対応するインジケータ１６１８ａ’、１６１８ｂ’と、前面パネル１６１５の
ディスプレイデバイス１６１６に対応するディスプレイデバイス１６１６’とを含んでも
よい。提供される場合は、インジケータ１６１８ａ’、１６１８ｂ’は、それぞれのライ
ン１３３２、１３３４を介して、コントローラ１３２２に電気的かつ論理的に接続され、
ディスプレイデバイス１６１６’は、ライン１３３６を介して、コントローラ１３２２に
電気的かつ論理的に接続される。コントローラ１３２２は、ライン１３４０を介して、ト
ランシーバ１３３８に電気的かつ論理的に接続され、トランシーバ１３３８は、ライン１
３４４を介して、送信機／受信機１３４２に電気的かつ論理的に接続される。例えば、電
池等の電源は、無線ＲＣＵ１１４８に電力供給するようにその中に提供されてもよい。し
たがって、無線ＲＣＵ１１４８は、無線リンク１１６０を介して、電気機械駆動部構成要
素１６１０、および可撓性シャフト１６２０に結合されデバイス１１の動作を制御するた
めに使用されてもよい。
【０１１５】
　無線ＲＣＵ１１４８は、ライン１３４８を介して、コントローラ１３２２に接続される
スイッチ１３４６を含んでもよい。スイッチ１３４６の操作により、無線リンク１１６０
を介して、データ信号が送信機／受信機１１４６に送信される。データ信号は、無線ＲＣ
Ｕ１１４８を一意に識別する識別データを含む。この識別データは、電気機械駆動部構成
要素１６１０の不正な動作を防ぐため、そして別の無線ＲＣＵによる電気機械駆動部構成
要素６１０の動作への干渉を防ぐために、コントローラ１１２２によって使用される。無
線ＲＣＵ　１１４８と電気機械駆動部構成要素６１０との間のその後の各通信は、識別デ
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ータを含んでもよい。したがって、コントローラ１１２２は、無線ＲＣＵ間の区別を行い
、それによって、単一の識別可能な無線ＲＣＵ１１４８のみが、電気機械駆動部構成要素
１６１０、および可撓性シャフト１６２０に結合された外科用デバイス１１の動作を制御
できる。
【０１１６】
　エンコーダ１１０６、１１０８からの出力信号にしたがって決定される可撓性シャフト
１６２０に結合された外科用デバイスの構成要素の位置に基づいて、コントローラ１１２
２は、結合されたデバイスに対応する動作プログラムまたはアルゴリズムによって規定さ
れるような電気機械駆動部構成要素１６１０の機能を、選択的に有効または無効にするこ
とができる。例えば、外科用デバイス１１において、スイッチ１３２０の動作によって制
御される発射機能は、第１の顎５０と第２の顎８０との間の空間または間隙が、許容可能
な範囲内であると決定されない限り、無効であってもよい。
【０１１７】
　次に図１６を参照すると、有線ＲＣＵ１１５０の概略図が示される。例示的な実施形態
では、有線ＲＣＵ１１５０は、無線ＲＣＵ１１４８と実質的に同一である制御要素を含む
ため、そのような要素のさらなる記載は省略する。同様の要素は、図１６において添付の
ダッシュ（’）を用いて示す。電気機械駆動部構成要素１６１０、および可撓性シャフト
１６２０に結合されたデバイス（例えば、外科用デバイス１１）の機能は、有線ＲＣＵ１
１５０によっておよび／または無線ＲＣＵ１１４８によって制御されてもよいことを理解
されたい。例えば、無線ＲＣＵ１１４８において電池の故障が起こった場合、有線ＲＣＵ
１１５０は、電気機械駆動部構成要素１６１０、および可撓性シャフト１６２０に結合さ
れたデバイスの機能を制御するために使用されてもよい。
【０１１８】
　本明細書において上述したように、筺体１６１４の前面パネル１６１５は、ディスプレ
イデバイス１６１６およびインジケータ１６１８ａ、１６１８ｂを含む。ディスプレイデ
バイス１６１６は、ＬＣＤディスプレイデバイス等の英数字ディスプレイデバイスを含ん
でもよい。ディスプレイデバイス１６１６はまた、スピーカ、ブザー等の音声出力デバイ
スを含んでもよい。ディスプレイデバイス１６１６は、例えば、外科用デバイス１１等の
可撓性シャフト１６２０に結合されたデバイスに対応する動作プログラムまたはアルゴリ
ズムにしたがって、コントローラ１１２２によって動作または制御される。外科用器具ま
たはアタッチメントがそのように結合されていない場合は、デフォルト動作プログラムま
たはアルゴリズムが、コントローラ１１２２によって読み取られるか、または選択される
か、またはコントローラ１１２２に送信され、それによって、ディスプレイデバイス１６
１６の動作ならびに電気機械駆動部構成要素１６１０の他の側面および機能が制御される
。外科用デバイス１１が可撓性シャフト１６２０に結合されている場合は、ディスプレイ
デバイス１６１６は、例えば、より完全に前述したように、エンコーダ１１０６、１１０
８の出力信号にしたがって決定される第１の顎５０と第２の顎８０との間の間隙を示すデ
ータを表示することができる。
【０１１９】
　同様に、インジケータ１６１８ａ、１６１８ｂは、例えば、外科用デバイス１１等の可
撓性シャフト１６２０に結合されたデバイスに対応する動作プログラムまたはアルゴリズ
ムにしたがって、コントローラ１１２２によって動作および制御される。インジケータ１
６１８ａおよび／またはインジケータ１６１８ｂは、スピーカ、ブザーなどの音声出力デ
バイスおよび／またはＬＥＤ、ランプ、光等の視覚的インジケータデバイスを含んでもよ
い。外科用デバイス１１が可撓性シャフト１６２０に結合されている場合は、インジケー
タ１６１８ａは、例えば、電気機械駆動部構成要素１６１０の電力がＯＮ状態であること
を示してもよく、インジケータ６１８ｂは、例えば、第１の顎５０と第２の顎８０との間
の間隙が、許容可能な範囲内であるかどうかを示してもよい。２つのインジケータ１６１
８ａ、１６１８ｂが記載されているが、必要に応じて、任意の数の追加のインジケータが
提供されてもよいことを理解されたい。また、単一のディスプレイデバイス１６１６が記
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載されているが、必要に応じて、任意の数の追加のディスプレイデバイスが提供されても
よいことを理解されたい。
【０１２０】
　有線ＲＣＵ１１５０のディスプレイデバイス１６１６’およびインジケータ１６１８ａ
’、１６１８ｂ’と、無線ＲＣＵ１１４８のディスプレイデバイス１６１６”およびイン
ジケータ１６１８ａ”、１６１８ｂ”は、それぞれのコントローラ１３２２、１３２２’
によって、可撓性シャフト１６２０に結合されたデバイスの動作プログラムまたはアルゴ
リズムにしたがって、同様に動作および制御される。
【０１２１】
　上記のように、従来の外科用デバイスの１つの問題は、特に、図１に示すような従来の
線形のクランプ、切断、およびステープル留めデバイスにおいて、患者の体内で対向する
顎を操作するのが困難な場合があることである。外科医は、対向する顎の間で所望の組織
を位置付けるために、対向する顎を様々な角度で移動させる必要がある場合がある。しか
しながら、患者において可能な限り小さな切開を行うこと望ましい場合もがあり、切開の
大きさを小さくすることにより、対向する顎を操作できる程度が制限される。本発明の例
示的な実施形態は、患者の体内における、例えば、外科用デバイス１１等の外科用デバイ
スの操作性の向上を提供することができる。
【０１２２】
　上記外科用デバイスに関する別の問題は、特に、図１に示すような上記線形のクランプ
、切断、およびステープル留めデバイスにおいて、対向する顎が十分に止血性ではない可
能性があることである。特に、上記外科用デバイスの対向する顎が十分な力でクランプさ
れないため、外科用デバイスの効果を減少させる場合がある。本発明の例示的な実施形態
は、例えば、外科用デバイス１１等の外科用デバイスの顎の間に配置された組織の一部の
クランプの向上を提供し、それによって、クランプされた組織の一部に対して十分な止血
性条件を提供する。
【０１２３】
　さらに、上述したように、従来の切断およびステープル留めデバイスの１つの問題は、
デバイスの操作中に、その機構の対向する顎が、その間にクランプされた組織の一部を十
分にクランプできずに、その間にクランプされた組織の一部が顎の遠位端の間から抜け出
ることを防ぐことができないことである。これは、図１に示すデバイス等の従来のクラン
プ、切断、およびステープル留めデバイスの鋏型の把持要素が、把持要素の近位端におけ
る固定旋回点の周囲を互いに旋回することによるものである。したがって、把持要素の間
の距離は、把持要素の近位端において常に把持要素の遠位端よりも短いため、把持要素の
間に配置される組織の一部にかかるクランプ力は、把持要素の近位端付近で最も高く、遠
位端では次第に減少する。把持要素の近位端における相対的に高いクランプ力と把持要素
の遠位端における相対的に低いクランプ力とが相まって、組織の一部が把持要素の遠位端
に向かって押され、また最終的にはその間から出る原因となる。したがって、組織の一部
が十分に切断およびステープル留めされないことがあり、不十分に切断およびステープル
留めされた組織の末端から患者の開腹部にその内容物が流入し、感染および他の合併症の
可能性が増加するかもしれない。
【０１２４】
　対照的に、図３（ｉ）～３（ｌ）に関連して前述したように、外科用デバイス１１は、
外科用デバイス１１における第１および第２の顎５０、８０の遠位端５０ａと８０ａとの
間のクランプ力が、従来のクランプ、切断、およびステープル留めデバイスの顎の遠位端
間のクランプ力よりも高くなるように、第１および第２の顎５０、８０の遠位端５０ａ、
８０ａが外科用デバイス１１の動作中に互いに向き合わせられる装置を提供してもよい。
第１および第２の顎５０、８０の遠位端５０ａ、８０ａにおけるクランプ力の増加は、第
１および第２の顎５０と８０との間に配置された組織の一部が、第１および第２の顎５０
、８０の遠位端５０ａ、８０ａから抜け出ることを防いでもよい。
【０１２５】
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　本発明の様々な例示的な実施形態はまた、カメラアセンブリ２０００を含んでもよい。
カメラアセンブリは、シャフト部に連結されてもよく、カメラアセンブリがシャフト部の
内部空間内に位置付けられる第１の位置と、カメラアセンブリがシャフト部の半径方向に
対向する開口部を通って延在する他の位置との間で移動可能であってもよい。
【０１２６】
　カメラアセンブリ２０００の例示的な実施形態を図１７～１９に示す。カメラアセンブ
リは、筺体２０２８を含んでもよい。筺体２０２８がシャフト部１１ｂの開口部２０１２
および２０１３を通過することができるように、筺体２０２８は、外科用デバイスのシャ
フト部１１ｂよりも実質的に薄くてもよい。
【０１２７】
　筺体２０２８は、カメラ２００２を収納してもよい。筺体２０２８はまた、カメラ２０
０２によって観察される領域を照明することができる１つ以上の光源を収納してもよい。
図示した例示的な実施形態では、筺体２０２８は、カメラ２００２によって観察される領
域を照明することができる２つの光源２００１、２００３を含む。光源２００１、２００
３は、例えば、１つ以上のＬＥＤであってもよいが、他の光源が使用されてもよい。例え
ば、光源２００１、２００３は、カメラアセンブリ２０００から遠隔で生成される光を提
供することができる光ファイバ要素であってもよい。例示的な実施形態では、カメラ筺体
２０２８は、カメラ２００２の左右に位置する２つの光源２００１および２００３を収納
してもよく、これらの光源２００１および２００３は、ＬＥＤであってもよい。
【０１２８】
　筺体２０２８はまた、少なくとも１本のケーブル２０２３を含んでもよい。ケーブル２
０２３は、光源２００１および２００３およびカメラ２００２の一端に接続されてもよい
が、ケーブル２０２３はまた、必要に応じて、カメラアセンブリ２０００の他の構成要素
に接続されてもよい。ケーブル２０２３の遠端は、電源、制御デバイス、ディスプレイ、
もしくはこれらのデバイスのいずれの組み合わせ、または必要に応じて他のいずれのデバ
イスに接続されてもよい。
【０１２９】
　筺体２０２８を貫通する、ピン２０２５を挿入することができる孔が提供されてもよい
。ピン２０２５はまた、支持アーム２０１１を貫通してもよい。そのようにして、ピン２
０２５は、筺体２０２８がピン２０２５の周囲を旋回できるように、筺体２０２８を支持
アーム２０１１に接続してもよい。筺体２０２８は、孔に密接して摺動可能に装着される
張力要素２０２７を含んでもよい。筺体２０２８はまた、バネ２０２４または他の弾性も
しくは偏向要素を含んでもよい。バネ２０２４は一方の端で、また張力要素２０２７は他
方の端で、バネ２０２８と接触してもよい。バネ２０２４は、張力要素２０２７が自由に
移動する方向（例えば、遠位）に力を印加するように配向されてもよい。
【０１３０】
　図１７に示すように、開口部２０１２、２０１３は、外科用デバイスのシャフト部１１
ｂに提供されてもよい。開口部２０１２、２０１３は、シャフト部１１ｂに沿って長手方
向に配向されてもよい。開口部２０１２、２０１３は、シャフト部１１ｂを完全に貫通し
てもよい。開口部２０１２および２０１３はまた、外科用デバイスの顎部１１ａ付近に位
置してもよい。
【０１３１】
　一方の端で筺体２０２８に接続されてもよい支持アーム２０１１はまた、他方の端で外
科用デバイスのシャフト部１１ｂに接続されてもよい。シャフト部１１ｂに接続された支
持アーム２０１１の端部は、開口部２０１２、２０１３の内側に位置してもよい。シャフ
ト部１１ｂに接続された支持アーム２０１１の端部はまた、外科用デバイス１１の顎部１
１ａから比較的遠い開口部２０１２の端部等の、開口部２０１２の近位部に位置してもよ
い。支持アーム２０１１は、外科用デバイス１１のシャフト部１１ｂに接続された端部で
旋回してもよい。
【０１３２】
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　上述したように、カメラアセンブリ２０００は支持アーム２０１１に接続してもよく、
また支持アーム２０１１の周囲を旋回してもよい。図１７および１８は、様々な位置、す
なわち、第１の回転位置（２０００と表示）および第２の回転位置（２０００ａとして破
線で表示）にあるカメラアセンブリ２０００を示す。また上述したように、支持アーム２
０１１は、例えば、ピン（この図では見えないが）によって外科用デバイス１１のシャフ
ト部１１ｂに接続されてもよく、その接続部の周囲を旋回可能であってもよい。各旋回点
における回転の軸は平行であってもよい。したがって、カメラアセンブリ２０００は、支
持アーム２０１１が旋回するのと同じ平面で回転することが可能で合ってもよい。支持ア
ーム２０１１およびカメラアセンブリ２０００の動作もまた、支持アーム２０１１および
カメラアセンブリ２０００が、外科用デバイスのシャフト部１１ｂを通過してもよいよう
に、また外科用デバイスのシャフト部１１ｂの中に完全に嵌合してもよいように、外科用
デバイスのシャフト部１１ｂにおける開口部２０１２および２０１３と同じ平面であって
もよい。支持アーム２０１１およびカメラアセンブリ２０００の動作によって画定される
平面は、顎部１１ａのシャフト部１１ｂに対する相対的な動作によって確定される平面で
あってもよい。
【０１３３】
　カメラアセンブリ２０００および支持アーム２０１１の回転は、外科用デバイスの顎部
１１ａの動作に対応して（例えば、リンクして）いてもよい。この場合、支持アーム２０
１１およびカメラアセンブリ２０００は、顎部１１ａが関節動作すると、顎部１１ａがど
こに移動されても顎部１１ａの撮像を提供する対応する様式で、支持アーム２０１１およ
びカメラアセンブリ２０００が自動的に移動されるように構成される。
【０１３４】
　支持アーム２０１１の動作は、外科用デバイス１１の顎部１１ａの動作とリンクする唯
一の構成要素であってもよい。追加としてまたはあるいは、カメラアセンブリ２０００の
動作は、操作者によって独立して制御されてもよい。例えば、支持アーム２０１１は、外
科用デバイス１１の顎部１１ａを移動させると、所定の協調的な様式で自動的に移動して
もよい。したがって、顎部１１ａが関節動作すると、支持アーム２０１１は、顎部１１ａ
の接合に伴って移動される。このように、支持アーム２０１１の動作は、カメラアセンブ
リ２０００が外科用デバイスの顎部１１ａに対して持続的に配向されることを確実にする
ことができる。同時に、カメラアセンブリ２０００の回転自体は、観察される領域をより
精密に制御するために、操作者によって制御されてもよい。
【０１３５】
　カメラアセンブリ２０００は、上記の自動的な様式で最初に配置された後に、操作者に
よって移動可能であってもよい。例えば、支持アーム２０１１およびカメラアセンブリ２
０００は、外科用デバイスの顎部１１ａが関節動作すると、協調的な態様で自動的に移動
されてもよい。また、外科用デバイスの顎部１１ａが一旦、所望の位置に関節動作すると
、操作者は、支持アーム２０１１およびカメラアセンブリ２０００の両方を自由に制御す
ることができる。このように、カメラ２００２は、たとえ顎部１１ａが移動されても、外
科用デバイスの顎部１１ａに対して配向され、顎部１１ａが一旦、所望の位置に関節動作
すると、操作者は、カメラアセンブリ２０００の位置付けを完全に制御することが可能で
あり、また、必要に応じて、支持アーム２０１１およびカメラアセンブリ２０００を回転
させることができる、ということが、提供されてもよい。
【０１３６】
　支持アーム２０１１およびカメラアセンブリ２０００の両方の回転は、操作者によって
完全に制御されてもよい。このように、操作者は、顎部１１ａの位置に関係なく、カメラ
２００２をいずれの所望の位置にも位置付けることができる。これによって、例えば、た
とえ顎部１１ａが使用中であっても、彼女または彼が独自に選択する手術領域に焦点を合
わせる能力を操作者に提供するかもしれない。
【０１３７】
　シャフト部１１ｂに対する支持アーム２０１１の回転は、カメラアセンブリ２０００を
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顎部１１ａの全体的な方向に位置付けることができる。次いで、支持アーム２０１１に対
するカメラアセンブリ２０００の回転は、カメラ２００２の視野を、外科用デバイスの顎
部１１ａに沿った異なる位置に方向付けるために使用されてもよい。このように、カメラ
２００２は、顎部１１ａを全体として撮像するだけではなく、現在使用中の顎部１１ａの
特定部分も撮像するように作製されてもよい。
【０１３８】
　カメラ２００２自体が、操作者によって制御されてもよい。例えば、操作者は、カメラ
２００２のフォーカスおよびズーム等、カメラ２００２の撮像特性を制御することができ
る。操作者はまた、光源２００１、２００３を制御することもできる。例えば、操作者は
、光源２００１、２００３の明るさを調節することができる。別の実施例として、操作者
は、光源２００１、２００３のスペクトルを調節できるかもしれない。カメラ２００２お
よび光源２００１、２００３の制御は、カメラアセンブリ２０００に接続されたケーブル
２０２３の使用を介して、達成されてもよい。
【０１３９】
　カメラ２００２および光源２００１、２００３は、自動的に制御されてもよい。例えば
、従来技術を使用して、フォーカスが自動的に調節されてもよい。また、カメラ２００２
のフォーカスは、カメラ２００２および顎部１１ａの物理的な位置に基づいて自動的に調
節されてもよい。
【０１４０】
　操作中、カメラアセンブリ２０００は、最初にシャフト部１１ｂの開口部２０１２およ
び２０１３の中に完全に位置していてもよい。この位置では、カメラアセンブリ２０００
の側面が、シャフト部１１ｂの側面と同一面上にあってもよい。この最初の位置では、カ
メラアセンブリ２０００がシャフト部１１ｂ内に完全に後退している、例えば、カメラア
センブリ２０００の一部がシャフト部１１ｂの外周を越えて突出していない状態で、外科
用デバイスが手術部位に挿入されてもよい。
【０１４１】
　一旦、外科用デバイスが手術部位で定位置に置かれると、カメラアセンブリ２０００を
関節動作させ、外科用デバイスのシャフト部１１ｂの開口部２０１２および２０１３から
選択された１つの外側に移動させてもよい。外科用デバイスの顎部１１ａがシャフト部１
１ｂに対して旋回すると、カメラ２００２は顎部１１ａおよび外科的手技において顎部１
１ａが用いられる領域に対して配向されたままとなるように、カメラアセンブリ２０００
もまた旋回されてもよい。上で説明したように、顎部１１ａがシャフト部１１ｂに対して
旋回させられると、カメラアセンブリ２０００もまた旋回させられ、顎部１１ａをカメラ
２００２の視野内に保持するように、旋回が自動的に達成されてもよい。旋回はまた、手
動制御を介して、全体的または部分的に達成されてもよい。
【０１４２】
　支持アーム２０１１およびカメラアセンブリ２０００の回転は、様々な装置によって成
し遂げられてもよい。例えば、支持アーム２０１１およびカメラアセンブリ２０００の動
作は、１つ以上の回転可能な駆動シャフトによって制御されてもよい。駆動シャフトは、
外科用デバイスの他の動作を制御するために使用されるものであってもよく、および／ま
たは駆動シャフト支持アーム２０１１とカメラアセンブリ２０００とを個別に制御しても
よい。支持アーム２０１１およびカメラアセンブリ２０００の動作を駆動するために、外
科用デバイスの中にモータが提供されてもよい。
【０１４３】
　一旦、外科用デバイスが手術領域に挿入されると、その手術領域を照明するために光源
２００１、２００３が有効にされてもよい。カメラ２００２もまた有効にされてもよいが
、カメラ２００２と光源２００１、２００３とは、手術領域に最初に挿入された時は、交
互に有効であってもよい。一旦、有効にされると、カメラ２００２は、外科的手技を行っ
ている操作者に視覚的な情報を提供する。撮像情報は、カメラ２００２からケーブル２０
２３を介して、操作者に転送されてもよい。撮像情報は、アナログまたはデジタルのいず
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観察するように、ディスプレイ画面に手術領域の画像を表示するために使用されてもよい
。
【０１４４】
　このように、外科用デバイス以外の別個の撮像システムの必要性を排除することが可能
である。したがって、本外科用デバイスを使用して行われる手技は、外科用デバイスと撮
像システムとの両方を使用して行われる手技と比較して、より侵襲性が低い可能性がある
かもしれない。また、カメラアセンブリ２０００が、外科用デバイスの顎部１１ａに対し
て自動的または協調的な様式で旋回してもよいため、カメラ２００２を常に最適に方向付
けることができる。カメラ２００２を顎部１１ａの位置に対して自動的に配向することが
できるため、本デバイスの操作者は、手術領域に撮像システムの焦点を保持するために別
個の撮像システムを操作する必要性を回避することができる。したがって、本外科用デバ
イスの操作者は、別個の撮像システムを調製する必要性によって注意散漫となる可能性が
低いため、従来のデバイスを用いてそのような外科的手技を行うことと比較して、外科的
手技の安全性がさらに向上させられる。また、別個の撮像デバイスを方向付けるのに必要
な時間が排除されるため、従来のデバイスを用いてそのような外科的手技を行うことと比
較して、より短時間で手技を完了することができる。
【０１４５】
　当業者は、本発明の主旨および範囲から逸脱することなく、本明細書にこれまで記載し
た例示的な実施形態の多数の修正が行われてもよいことを理解するであろう。本明細書で
は、本発明の例示的な実施形態を詳細に説明および開示してきたが、決してそれらによっ
て本発明が限定されるものではないことを理解されたい。

【図１】 【図２ａ】
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