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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンドエフェクタを含む外科用器具と共に使用される電源モジュールであって、
　第１運動変換アセンブリであって、
　　第１回転駆動部と、
　　前記第１回転駆動部に動作可能に連結される第１軸方向駆動部と、を備える、第１運
動変換アセンブリと、
　第２運動変換アセンブリであって、
　　第２回転駆動部と、
　　前記第２回転駆動部に動作可能に連結される第２軸方向駆動部と、を備える、第２運
動変換アセンブリと、
　少なくとも１つの回転運動を生成して、前記エンドエフェクタを作動させるように構成
されているモータと、
　前記モータを前記第１回転駆動部及び前記第２回転駆動部と選択的に係合させるように
構成されている伝動アセンブリと、を備え、前記モータが前記第１回転駆動部及び前記第
２回転駆動部と同軸に配置されている、電源モジュール。
【請求項２】
　前記第１軸方向駆動部が前記第１回転駆動部に対して第１軸方向距離を移動でき、前記
第２軸方向駆動部が前記第２回転駆動部に対して第２軸方向距離を移動でき、前記第１軸
方向距離が前記第２軸方向距離とは異なる、請求項１に記載の電源モジュール。



(2) JP 6352403 B2 2018.7.4

10

20

30

40

50

【請求項３】
　前記モータが、少なくとも部分的に前記第２回転駆動部内に位置付けられる、請求項１
に記載の電源モジュール。
【請求項４】
　前記第２回転駆動部が、少なくとも部分的に前記第１回転駆動部内に位置付けられる、
請求項１に記載の電源モジュール。
【請求項５】
　前記伝動アセンブリが、前記モータに分離可能に連結され得る伝動シャフトを含み、前
記伝動シャフトが、前記伝動アセンブリから前記モータを動作可能に取り外すために移動
できる、請求項１に記載の電源モジュール。
【請求項６】
　前記第１軸方向駆動部及び前記第２軸方向駆動部が、前記第１回転駆動部と前記第２回
転駆動部との間に部分的に延在する、請求項１に記載の電源モジュール。
【請求項７】
　前記伝動アセンブリは、前記モータが前記第１回転駆動部と動作可能に係合する第１位
置、及び前記モータが前記第２回転駆動部と動作可能に係合する第２位置に移動できる、
伝動部材を含む、請求項１に記載の電源モジュール。
【請求項８】
　エンドエフェクタを含む外科用器具と共に使用される電源モジュールであって、
　第１運動変換アセンブリであって、
　　第１回転駆動部と、
　　前記第１回転駆動部に動作可能に連結される第１軸方向駆動部と、を備える、第１運
動変換アセンブリと、
　第２運動変換アセンブリであって、
　　第２回転駆動部と、
　　前記第２回転駆動部に動作可能に連結される第２軸方向駆動部と、を備える、第２運
動変換アセンブリと、
　少なくとも１つの回転運動を生成して、前記エンドエフェクタを作動させるように構成
されているモータであって、作動軸を画定する、モータと、
　前記モータを前記第１回転駆動部及び前記第２回転駆動部に選択的に動作可能に連結す
るように構成されている伝動アセンブリと、を備え、前記第１回転駆動部は、前記モータ
が前記第１回転駆動部に動作可能に連結されているときに前記少なくとも１つの回転運動
に反応して前記作動軸を中心に回転可能であり、前記第２回転駆動部は、前記モータが前
記第２回転駆動部に動作可能に連結されているときに前記少なくとも１つの回転運動に反
応して前記作動軸を中心に回転可能である、電源モジュール。
【請求項９】
　前記第１軸方向駆動部が前記第１回転駆動部に対して第１軸方向距離を移動でき、前記
第２軸方向駆動部が前記第２回転駆動部に対して第２軸方向距離を移動でき、前記第１軸
方向距離が前記第２軸方向距離とは異なる、請求項８に記載の電源モジュール。
【請求項１０】
　前記モータが、少なくとも部分的に前記第２回転駆動部内に位置付けられる、請求項８
に記載の電源モジュール。
【請求項１１】
　前記第２回転駆動部が、少なくとも部分的に前記第１回転駆動部内に位置付けられる、
請求項８に記載の電源モジュール。
【請求項１２】
　前記第１軸方向駆動部及び前記第２軸方向駆動部が、前記第１回転駆動部と前記第２回
転駆動部との間に部分的に延在する、請求項８に記載の電源モジュール。
【請求項１３】
　前記伝動アセンブリは、前記モータが前記第１回転駆動部に動作可能に連結される第１
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位置、及び前記モータが前記第２回転駆動部に動作可能に連結される第２位置に移動でき
る、伝動部材を含む、請求項８に記載の電源モジュール。
【請求項１４】
　外科用器具であって、
　シャフトと、
　前記シャフトから近位に延出するハウジングと、
　前記シャフトから遠位に延出するエンドエフェクタと、
　少なくとも部分的に前記ハウジング内に位置付けられる電源モジュールであって、
　　第１回転駆動部と、
　　第２回転駆動部と、
　　少なくとも１つの回転運動を生成するように構成されているモータであって、作動軸
を画定する、モータと、
　前記モータを前記第１回転駆動部及び前記第２回転駆動部に選択的に動作可能に連結す
るように構成されている伝動アセンブリと、を備える、電源モジュールとを備え、前記第
１回転駆動部は、前記モータが前記第１回転駆動部に動作可能に連結されているときに前
記少なくとも１つの回転運動に反応して前記作動軸を中心に回転可能であり、前記第２回
転駆動部は、前記モータが前記第２回転駆動部に動作可能に連結されているときに前記少
なくとも１つの回転運動に反応して前記作動軸を中心に回転可能であり、前記モータが前
記作動軸に沿って延在する、外科用器具。
【請求項１５】
　前記電源モジュールが、
　前記第１回転駆動部に動作可能に連結される第１軸方向駆動部と、
　前記第２回転駆動部に動作可能に連結される第２軸方向駆動部と、
　を更に備え、
　前記第１軸方向駆動部が前記第１回転駆動部に対して第１距離を移動でき、前記第２軸
方向駆動部が前記第２回転駆動部に対して第２距離を移動でき、前記第１距離が前記第２
距離とは異なる、請求項１４に記載の外科用器具。
【請求項１６】
　前記モータが、少なくとも部分的に前記第２回転駆動部内に位置付けられる、請求項１
４に記載の外科用器具。
【請求項１７】
　前記第２回転駆動部が、少なくとも部分的に前記第１回転駆動部内に位置付けられる、
請求項１４に記載の外科用器具。
【請求項１８】
　前記電源モジュールが、
　前記第１回転駆動部に動作可能に連結される第１軸方向駆動部と、
　前記第２回転駆動部に動作可能に連結される第２軸方向駆動部と、
　を更に備え、
　前記第１回転駆動部が前記第１軸方向駆動部と螺合しており、前記第２回転駆動部が前
記第２軸方向駆動部と螺合している、請求項１４に記載の外科用器具。
【請求項１９】
　前記伝動アセンブリは、前記モータが前記第１回転駆動部に動作可能に連結される第１
位置、及び前記モータが前記第２回転駆動部に動作可能に連結される第２位置に移動でき
る、伝動部材を含む、請求項１４に記載の外科用器具。
【請求項２０】
　前記伝動部材が中立位置に移動でき、前記モータが、前記中立位置において前記第１回
転駆動部及び前記第２回転駆動部から動作可能に取り外される、請求項１９に記載の外科
用器具。
【請求項２１】
　前記中立位置が、前記作動軸に沿って前記第１位置と前記第２位置との間に位置する、
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請求項２０に記載の外科用器具。
【請求項２２】
　前記第１軸方向駆動部及び前記第２軸方向駆動部が、前記第１回転駆動部と前記第２回
転駆動部との間に部分的に延在する、請求項１４に記載の外科用器具。
【請求項２３】
　前記伝動アセンブリが、前記モータに分離可能に連結され得る伝動シャフトを含み、前
記伝動シャフトが、前記伝動アセンブリから前記モータを動作可能に取り外すために移動
できる、請求項１４に記載の外科用器具。
【発明の詳細な説明】
【発明の概要】
【０００１】
　本開示は外科用器具に関する。様々な形態において、本開示は、電動外科用切断及び結
合器具と共に使用される電源モジュールに関する。
【図面の簡単な説明】
【０００２】
　本発明の実施形態の以下の説明を添付の図面と併せて参照することで、本発明の特徴及
び利点並びにそれらを実現する方法はより明らかとなり、本発明自体もより深く理解され
るであろう。
【図１】電源モジュールの斜視図である。
【図２】ハウジングが部分的に横に取り除かれた、図１の電源モジュールの斜視図である
。
【図３】図１の電源モジュールの分解図である。
【図４】図１の電源モジュールの分解図である。
【図５】第１位置で第１回転駆動部と係合する伝動部材を含む、電源モジュールの長手軸
ＬＬに沿った断面図である。
【図５Ａ】図５の線５Ａ－５Ａで切断した、図５の電源モジュールの断面図である。
【図５Ｂ】図５の線５Ｂ－５Ｂで切断した、図５の電源モジュールの断面図である。
【図６】部分的に前進した第１軸方向駆動部を示す、図５の電源モジュールの断面図であ
る。
【図７】部分的に後退した第１軸方向駆動部を示す、図５の電源モジュールの断面図であ
る。
【図８】中立位置にある伝動部材を示す、図５の電源モジュールの断面図である。
【図９】第２位置で第２回転駆動部と係合する伝動部材を示す、図５の電源モジュールの
断面図である。
【図１０】第２位置で第２回転駆動部と係合する伝動部材を示し、かつ部分的に前進した
第２軸方向駆動部を示す、図５の電源モジュールの断面図である。
【図１１】外科用器具の斜視図である。
【図１２】図１１の外科用器具の分解組立図である。
【図１３】図１１及び１２の外科用器具のハンドルの断面図である。
【図１４】本明細書に記載の特定の実施形態による外科用器具の制御回路の概略ブロック
図である。
【図１５】本明細書に記載の特定の実施形態による外科用器具のハンドルの断面図である
。
【図１６】図１５に示されるハンドルの部分断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００３】
　ここで、本明細書に開示する装置及び方法の構造、機能、製造、及び用途の原理を総合
的に理解するために、特定の例示的実施形態について記載する。これらの実施形態の１つ
又は２つ以上の実施例が、添付の図面に示されている。当業者は、本明細書で具体的に説
明され、添付図面に示される装置及び方法は、非限定的な例示的実施形態であること、並
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びに、本発明の様々な実施形態の範囲は、特許請求の範囲によってのみ定義されることを
理解するであろう。ある例示的実施形態との関連において図示又は記載される特徴は、他
の実施形態の特徴と組み合わされてもよい。かかる修正及び変形は本発明の範囲内に含ま
れるものとする。
【０００４】
　本明細書の全体を通じて、「様々な実施形態」、「いくつかの実施形態」、「一実施形
態」、又は「ある実施形態」などと言う場合、その実施形態との関連において述べられる
特定の特徴、構造、又は特性が、少なくとも１つの実施形態に含まれることを意味する。
したがって、本明細書の全体を通じた各所で、「様々な実施形態において」、「いくつか
の実施形態において」、「一実施形態において」、又は「ある実施形態において」などの
語句が出現するが、これらは必ずしもすべてが同じ実施形態を指すわけではない。更に、
特定の特徴、構造、又は特性が、１つ又は２つ以上の実施形態において任意の適切な方法
で組み合わされてもよい。故に、一実施形態に関して図示又は説明される特定の特徴、構
造、又は特性は、１つ又は２つ以上の他の実施形態の機構、構造、又は特徴と、全体とし
て又は部分的に、制限なしに組み合わせることができる。かかる修正及び変形は本発明の
範囲内に含まれるものとする。
【０００５】
　「近位」及び「遠位」という用語は、本明細書において、外科用器具のハンドル部分を
操作する臨床医を基準にして用いられる。「近位」という用語は、臨床医に最も近い部分
を指し、「遠位」という用語は、臨床医から離れた位置にある部分を指す。便宜上及び明
確性のために、「垂直」、「水平」、「上」、「下」など空間的用語は、本明細書におい
て図面に対して使用される場合があることは更に理解されるであろう。しかしながら、外
科用器具は、多くの向き及び位置で使用されるものであり、これらの用語は、限定的及び
／又は絶対的なものであることを意図するものではない。
【０００６】
　腹腔鏡下及び低侵襲の外科手術を実施するために様々な例示的装置及び方法が提供され
る。しかしながら、当業者は、本明細書に開示される様々な方法及び装置が、例えば、開
腹外科手術含めて、多数の外科手術及び用途で用いられ得ることを容易に理解するであろ
う。この「発明を実施するための形態」を読むにつれ、当業者は、本明細書に開示される
様々な器具は、例えば、自然孔を通して、又は組織に形成された切開孔若しくは穿刺穴を
通してなど何らかの方法で体内に挿入され得ることを理解するであろう。これらの器具の
作動部分、すなわちエンドエフェクタ部分は、患者の体内に直接に挿入できる、又は、外
科用器具のエンドエフェクタ及び細長いシャフトを通過させることが可能な作業用チャン
ネルを有するアクセス装置を介して挿入され得る。
【０００７】
　図１を参照すると、電源モジュール１０の一形態が図示されている。電源モジュール１
０は、例えば、外科用器具２００（図１１を参照）など外科用器具に電力を供給するため
に使用でき、外科用器具２００と一体であり得る。あるいは、電源モジュール１０は、外
科用器具２００と着脱自在に連結され得る。図２～４に図示されるように、電源モジュー
ル１０は、ハウジング１２と、モータアセンブリ１３と、第１運動変換アセンブリ１６と
、第２運動変換アセンブリ１８と、伝動アセンブリ２０と、を含んでよい。少なくとも一
形態において、モータアセンブリ１３は、ハウジング１２に装着され得、作動されて、伝
動アセンブリ２０によって第１運動変換アセンブリ１６又は第２運動変換アセンブリ１８
に選択的に伝動され得る回転運動を生成し得るモータ１４を含んでよい。
【０００８】
　主として図２を参照すると、第１運動変換アセンブリ１６は、第１軸方向駆動部２４と
動作可能に係合している第１回転駆動部２２を含んでよい。第１回転駆動部２２は、ハウ
ジング１２内に回転可能に固定され得、任意の方向に移動しないように機械的に拘束され
得る。加えて、第２運動変換アセンブリ１８は、第２軸方向駆動部２８と動作可能に係合
している第２回転駆動部２６を含んでよい。第２回転駆動部２６はまた、ハウジング１２



(6) JP 6352403 B2 2018.7.4

10

20

30

40

50

内に回転可能に固定され得、例えば、ハウジング１２によって任意の方向に移動しないよ
うに機械的に拘束され得る。
【０００９】
　上記に加えて、主として図３を参照すると、第２回転駆動部２６は、モータ１４によっ
て画定される長手軸Ｌ－Ｌの周りを回転可能であり得る。図３に図示されるように、長手
軸Ｌ－Ｌは、第２回転駆動部２６と同心円状に配置され得るモータ１４を通って長手方向
に延在してよい。第２回転駆動部２２は、中空の円筒形状で構成されてよく、モータ１４
は、少なくとも部分的に第２回転駆動部２２内に位置付けられ得る。特定の形態において
、モータ１４は、例えば約２５，０００ＲＰＭの最大回転数を有するブラシ付きＤＣ駆動
モータであってよい。他の構成において、モータには、ブラシレスモータ、コードレスモ
ータ、同期モータ、ステッパモータ、又は任意の他の好適な電気モータを挙げることがで
きる。
【００１０】
　上記に加えて、再び図３を参照すると、第１回転駆動部２２及び第２回転駆動部２６は
同心円状に配置され得、軸Ｌ－Ｌの周りを回転し得る。特定の状況において、第１回転駆
動部２２及び第２回転駆動部２６は中空の円筒形状であってよく、モータ１４は、少なく
とも部分的に第２回転駆動部２６内に位置付けられ得、次いで第２回転駆動部２６は、少
なくとも部分的に第１回転駆動部２２内に位置付けられ得る。ハウジング１２内でのモー
タ１４、第１回転駆動部２２、及び第２回転駆動部２６の同心円状の配置は、電源モジュ
ール１０の寸法を低減してよい。
【００１１】
　主として図３を参照すると、第１回転駆動部２２は第１軸方向駆動部２４と螺合し得、
第２回転駆動部２６は第２軸方向駆動部２８と螺合し得る。例えば、第１回転駆動部２２
は、図３に示されるように、外壁３０と、内ネジ３４を含んでよい内壁３２と、を含んで
よい。加えて、第１軸方向駆動部２４は、長手軸Ｌ－Ｌ周りでの、例えば時計回り方向の
第１回転駆動部２２の回転が、例えばハウジング１２に対して遠位方向に第１軸方向駆動
部２４を軸方向に移動させてよく、長手軸Ｌ－Ｌ周りでの反時計回りの第１回転駆動部２
２の回転が、例えばハウジング１２に対して近位方向に第１軸方向駆動部２４を軸方向に
移動させてよいように、第１回転駆動部２２の内ネジ３４と動作可能に係合してよい第１
歯竿３６を含んでよい。
【００１２】
　上記に加えて、第２回転駆動部２６は、図２に示すように、内壁３８と、外ネジ４２を
含んでよい外壁４０と、を含んでよい。加えて、第２軸方向駆動部２８は、長手軸Ｌ－Ｌ
周りでの、例えば時計回り方向の第２回転駆動部２６の回転が、例えばハウジング１２に
対して遠位方向に第２軸方向駆動部２８を軸方向に移動させてよく、長手軸Ｌ－Ｌ周りで
の、例えば反時計回りの第２回転駆動部２６の回転が、例えばハウジング１２に対して近
位方向に第２軸方向駆動部２８を軸方向に移動させてよいように、第２回転駆動部２６の
外ネジ４２と動作可能に係合してよい第２歯竿４４を含んでよい。
【００１３】
　上記のように、モータ１４、第１回転駆動部２２、及び第２回転駆動部２６は、部分的
にハウジング１２内で同心円状に配置されて、電源モジュール１０の寸法を低減し得る。
図５Ａに示されるように、モータ１４を収容するために、第２回転駆動部２６の内壁３８
は、モータ１４の外壁１５の直径Ｄ１よりも大きい直径Ｄ２を有してよい。同様に、第２
回転駆動部２６を収容するために、第１回転駆動部２２の内壁３２は、図５Ｂに示される
ように、第２回転駆動部２６の外壁４０の直径Ｄ３よりも大きい直径Ｄ４を有してよい。
【００１４】
　図２を参照すると、ハウジング１２は、第１内壁４６を含んでよい第１チャンバ１２Ａ
と、第２内壁４８を含んでよい第２チャンバ１２Ｂと、を備えてよい。第１内壁４６及び
第２内壁４８は、図２に示されるように、それぞれ円筒形状、又は少なくとも実質的に円
筒形状を備えてよい。加えて、第１内壁４６は、第１内壁４６の片側から第１内壁４６の
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反対側まで延在し、長手軸ＬＬを横断する内径Ｄ６（図５Ｂを参照）を備えてよく、第２
内壁４８は、第２内壁４８の片側から第２内壁４８の反対側まで延在し、長手軸ＬＬを横
断する内径Ｄ７（図５Ａを参照）を備えてよい。
【００１５】
　再び図２を参照すると、第１回転駆動部２２は、ハウジング１２の第１チャンバ１２Ａ
に収容され得、その中で回転可能に支持され得る。図５Ｂに示されるように、第１回転駆
動部２２を収容するために、第１内壁４６の内径Ｄ６は、第１回転駆動部２２の外径Ｄ５
よりも十分に大きくて、ハウジング１２の第１チャンバ１２Ａ内で第１回転駆動部２２が
回転するために十分な間隙を提供してよい。例えば、直径Ｄ６は、直径Ｄ５よりも１～３
ｍｍ大きくてよい。特定の実施例において、チャンバ１２Ａの第１内壁４６及び／又は第
１回転駆動部２２の外壁３０は互いに接触していてよく、例えば、ポリテトラフルオロエ
チレン（ＰＴＦＥ）など摩擦低減材、又は他の摩擦低減材でそれぞれコーティングされて
よい。特定の実施例において、第１回転駆動部２２は、従来の軸受装置によってチャンバ
１２Ａ内で回転可能に支持されてよい。第１チャンバ１２Ａの内壁４６と第１回転駆動部
２２の外壁３０との間の摩擦を低減するための他の手段は、本開示によって想到される。
更に、図２に示されるように、第１チャンバ１２Ａは、近位壁５０と、遠位壁５２と、を
含んで、第１回転駆動部２２が任意の方向に移動しないように機械的に拘束してよい。図
２に示されるように、近位壁５０及び遠位壁５２は、第１回転駆動部２２の長さＬ２より
も若干大きくてよい距離Ｌ１によって分離されていて、第１回転駆動部２２がチャンバ１
２Ａ内で回転可能に支持されるために十分な間隙を与えてよい。加えて、壁５０及び５２
の内側表面は、例えばポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）など摩擦低減材又は他の
好適な材料でコーティングされて、これらの表面と第１回転駆動部２２との間の摩擦を低
減し得る。
【００１６】
　主として図２～３を参照すると、第２回転駆動部２６は、第２チャンバ１２Ｂ内に収容
され得るか、少なくとも部分的に収容され得、第２チャンバ１２Ｂ内で回転可能に支持さ
れ得る。モータ１４は、図２に示されるように第２回転駆動部２６内に固定され得るか、
少なくとも部分的に固定され得、第２回転駆動部２６は、モータ１４の周りで回転可能に
支持され得る。上記のように、第２回転駆動部２６の内壁３８の直径Ｄ２は、モータ１４
の外壁１５の直径Ｄ１よりも大きくてよい。特定の実施例において、直径Ｄ２は、直径Ｄ
１よりも十分に大きくて、モータ１４に対して第２回転駆動部２６が回転するために十分
な間隙をもたらしてよい。例えば、直径Ｄ２は、直径Ｄ１よりも１～３ｍｍ大きくてよい
。特定の実施例において、モータ１４の外壁１５及び第２回転駆動部２６の内壁３８は互
いに接触していてよく、第２回転駆動部２６がモータ１４に対して回転するときにモータ
１４の外壁１５と第２回転駆動部２６の内壁３８との間の摩擦を低減してよい、摩擦低減
材、例えばポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）でそれぞれコーティングされていて
よい。特定の実施例において、第２回転駆動部２６は、従来の軸受装置によって、モータ
１４に対して回転可能に支持されてよい。第２回転駆動部２６の内壁３８とモータ１４の
外壁１５との間の摩擦を低減するための他の手段は、本開示によって想到される。
【００１７】
　特定の状況において、図２に示されるように、モータアセンブリ１３の少なくとも近位
部分及び／又は第２回転駆動部２６の近位部分は、第１回転駆動部２２内へと延在してよ
く、その中に収容され得る。更に、第１軸方向駆動部２４及び／又は第２軸方向駆動部２
８は、図２に示されるように、第１回転駆動部２２と第２回転駆動部２６との間に延在し
得るか、少なくとも部分的に延在し得て、電源モジュール１０の寸法を低減してよい。加
えて、第１軸方向駆動部２４及び／又は第２軸方向駆動部２８は、ハウジング１２を通っ
て移動可能に支持され得る。特定の状況において、第１軸方向駆動部２４は、第１軸方向
駆動部２４の長さに沿って長手方向に延在してよく、第２チャンバ１２Ｂの対向する壁を
通って長手方向に延在する２個の対向する凹部５６内で移動可能に支持されてよい、２個
の横方向フランジ５４を含んでよい。同様に、第２軸方向駆動部２８は、第２軸方向駆動
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部２８の長さに沿って長手方向に延在してよく、第２チャンバ１２Ｂの対向する壁を通っ
て長手方向に延在する２個の対向する凹部６０内で移動可能に支持されてよい、２個の横
方向フランジ５８を含んでよい。
【００１８】
　上記のように、第１軸方向駆動部２４が第１回転駆動部２２の回転運動に反応して延出
するか、後退するように、第１軸方向駆動部２４は第１回転駆動部２２と螺合し得る。第
１回転駆動部２２のネジ３６のピッチ、角度、及び／又は間隙の数は、第１軸方向駆動部
２４の移動の方向、速度、規模、及び／又は時間を制御するように選択されてよい。同様
に、第２軸方向駆動部２８は、第２軸方向駆動部２８が、第２回転駆動部２６の回転運動
に反応して延出するか、後退するように、第２回転駆動部２６と螺合し得る。第２回転駆
動部２６のネジ４２のピッチ、角度、及び／又は間隙の数は、第２軸方向駆動部２８の移
動の方向、速度、規模、及び／又は時間を制御するように選択されてよい。
【００１９】
　主として図４を参照すると、モータアセンブリ１３は、モータ１４によって生成された
回転運動を伝動アセンブリ２０に伝動してよい。例えば、モータアセンブリ１３は、モー
タ出力シャフト６４に連結され得る、モータ連結具６２を含んでよい。加えて、モータ連
結具６２は、モータ１４によって生成された回転運動を伝動アセンブリ２０に伝動するよ
うに構成されていてよい、伝動シャフト６６に動作可能に連結され得る。例えば、図４に
示されるように、モータ連結具６２は、長手軸ＬＬの周りに配置されている近位環状壁６
８を含んでよい、中空の近位部分を含んでよい。複数の軸方向に延出するスプライン７０
は、環状壁６８の周りに離間配置され得、長手軸ＬＬに向かって内向きに突出してよい。
加えて、伝動シャフト６６の遠位部分７２はまた、伝動シャフト６６の遠位部分７２の外
壁の周りに離間配置されている、複数の軸方向に延出するスプライン７４を含んでよい。
スプライン７４は、遠位部分７２の外壁から外向きに、長手軸ＬＬから離れる方向に突出
してよい。特定の実施例において、モータ１４は、伝動シャフト６６を後退させることに
よって伝動アセンブリ２０から動作可能に外し、それによって、モータ連結具６２のスプ
ライン７０との嵌合係合（matting engagement）からスプライン７４を解除し得る。かか
る配置は、例えば、操作中にモータ１０が停止する場合に電源モジュール１０の手動操作
を可能にするという点で、有利であり得る。
【００２０】
　使用する際、伝動シャフト６６の遠位部分７２は、モータ連結具６２の中空の近位部分
６８内で受容されて、スプライン７２及び７４が嵌合係合しているときに、モータ１４に
よって生成された回転運動が、モータ連結具６２を通じて伝動シャフト６６に伝動され得
るように、スプライン７２をスプライン７４と嵌合係合させ得る。読者は、モータ出力シ
ャフト６４が伝動シャフトとして機能するように構成され、それによって、モータ連結具
を不要にし得ることを理解するであろう。
【００２１】
　図３及び４を参照すると、伝動アセンブリ２０は、モータ１４によって生成された回転
運動を伝動シャフト６６から受け、かかる回転運動を第１回転駆動部２２又は第２回転駆
動部２６に選択的に伝動するように構成されている伝動部材７６を含んでよい。伝動部材
７６は、長手軸ＬＬに沿って、例えば第１位置、中立位置、及び／又は第２位置まで選択
的に移動可能であってよい。図５に示されるように、第１位置では、伝動部材７６は、モ
ータ１４によって生成された回転運動が第１回転駆動部２２を回転させ、それによって、
モータ１４の回転方向に応じて第１軸方向駆動部２４を近位方向又は遠位方向に移動させ
てよいように、第１回転駆動部２２と動作可能に係合してよい。図９に示されるように、
第２位置では、伝動部材７６は、モータ１４によって生成された回転運動が第２回転駆動
部２６を回転させて、それによって、モータ１４の回転方向に応じて第２軸方向駆動部２
８を近位方向又は遠位方向に移動させてよいように、第２回転駆動部２６と動作可能に係
合してよい。更に、図８に示されるように、中立位置では、伝動部材７６は、第１回転駆
動部２２又は第２回転駆動部２６のいずれかとも動作可能に係合しなくてよい。中立位置
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は、伝動部材７６が、例えば、第１位置から中立位置及び中立位置から第２位置へと遠位
に摺動移動できるように、長手軸ＬＬに沿って、第１位置と第２位置との間に位置し得る
。伝動部材７６はまた、例えば、第２位置から中立位置及び中立位置から第１位置へと近
位に摺動自在に移動できる。伝動部材７６を中立位置に配置することによって第１回転駆
動部２２及び第２回転駆動部２６からモータ１４を動作可能に外すことは、電源モジュー
ル１０の手動操作を可能にするという利点をもたらしてよい。例えば、モータ１４が操作
中に停止する場合、操作者は、伝動部材７６を中立位置に移動し、第１回転駆動部２２及
び／又は第２回転駆動部２６を初期位置に手動で移動してよい。
【００２２】
　図３及び４を参照すると、伝動部材７６は、例えばその遠位部分に歯車アセンブリ７８
を備えてよい。歯車アセンブリ７８は、遠位に面する歯車部分８０と、近位に面する歯車
部分８２と、を含んでよい。加えて、第１回転駆動部２２は、例えば、図３に示されるよ
うに、その近位部分に環状壁８４を含んでよい。環状壁８４は、長手軸ＬＬの周りに配置
されてよく、そこから遠位方向に突出する歯車部分８６を含んでよい。歯車部分８６は、
図５に示されるように、伝動部材７６が第１位置にあるときに、近位に面する歯車部分８
２と嵌合するように構成されていてよい。更に、第２回転駆動部２６は、例えば、図４に
示されるように、その近位部分に環状壁８８を含んでよい。環状壁８８は、長手軸ＬＬの
周りに配置されてよく、図４に示されるように、そこから近位方向に突出する歯車部分９
０を含んでよい。歯車部分９０は、図９に示されるように、伝動部材７６が第２位置にあ
るときに、遠位に面する歯車部分８０と嵌合するように構成されていてよい。
【００２３】
　上記のように、伝動部材７６は、第１位置、中立位置、及び第２位置の間で選択的に軸
方向に移動可能であり得る。これらの位置において伝動シャフト６６との動作可能な係合
を維持するために、伝動部材７６は、実質的に円筒形状であり得、シャフト６６から伝動
部材７６へと回転力を結合させ得るように伝動部材７６との回転連結を可能にするように
連動し得る伝動シャフト６６を摺動自在に受けるように構成され得る、中空の内壁９２（
図３を参照）を備えてよい。この配置により、伝動部材７６は、伝動シャフト６６と動作
可能に係合したままで、第１位置、中立位置、及び第２位置の間を軸方向に摺動できる。
【００２４】
　図３～５を参照すると、伝動部材７６は、アクチュエータ９６を作動させて、伝動部材
７６が第１位置、中立位置、及び第２位置の間を選択的に移動し得るように、コネクタ９
８を介してアクチュエータ９６と動作可能に係合し得る。特定の状況において、アクチュ
エータ９６は、図３に示されるように、コネクタ９８の近位部分と螺合し得る、回転ナッ
ト９７を備えてよい。更に、コネクタ９８は、コネクタ９８が伝動部材７６に軸方向運動
を伝動できるようにして、第１位置、中立位置、及び第２位置の間で伝動部材７６を移動
させるようにしつつ、伝動部材７６がコネクタ９８に対して自由に回転できるように、伝
動部材７６と動作可能に連結してよい。例えば、コネクタ９８は、図５に示されるように
、長手軸ＬＬの周りに延在し、環状凹部１０４を備える環状壁１０２を備えてよい、中空
の遠位部分１００を含んでよい。加えて、伝動部材７６は、図３に示されるように、その
近位部分から長手軸ＬＬを離れる方向に突出し、長手軸ＬＬの周りに延在する環状フラン
ジ１０６を含んでよい。凹部１０４は、図５に示されるように、その中に環状フランジ１
０６を受容するように構成されてよい。環状フランジ１０６は、凹部１０４に対して回転
してよく、したがって、伝動部材７６は、コネクタ９８に対して自由に回転できるように
する。しかしながら、環状フランジ１０６は、凹部１０４に対する軸方向運動を制約され
てよく、これによりコネクタ９８が伝動部材７６に軸方向運動を伝動できてよい。
【００２５】
　上記に加えて、図７及び８に示されるように、アクチュエータ９６は、第１方向、例え
ば時計回り方向に回転して、アクチュエータ９６と螺合しているコネクタ９８を例えば遠
位方向に移動させてよく、これによって、図５に示されるように第１位置から、図８に示
されるように中立位置に伝動部材７６を遠位に移動させてよい。その結果、歯車アセンブ
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リ７８の近位に面する歯車部分８０は第１位置から中立位置へと遠位に移動して、図８に
示されるように、第１回転駆動部２２の歯車部分８６との嵌合係合から抜ける。加えて、
図８及び９を参照すると、アクチュエータ９６は、第１方向に更に回転して、コネクタ９
８を遠位方向に更に移動させてよい。コネクタ９８のかかる更なる移動は、図８に示され
るように中立位置から、図９に示されるように第２位置への伝動部材７６の更なる遠位移
動をもたらしてよい。伝動部材７６のかかる移動は、第２回転駆動部２６の歯車部分９０
と嵌合係合するように遠位に面する歯車部分８０を移動させる。
【００２６】
　第２位置から中立位置に伝動部材７６を戻すために、第１方向とは反対の第２方向、例
えば反時計回り方向にアクチュエータ９６を回転できる。これにより、コネクタ９８は近
位方向に移動し、したがって、伝動部材７６は中立位置へと近位に移動し、第２回転駆動
部２２の歯車部分９０との嵌合係合から抜ける。加えて、第１位置に伝動部材７６を戻す
ために、アクチュエータ９６を第２方向に更に回転できる。これにより、コネクタ９８は
更に近位に移動し、したがって、伝動部材７６は第２位置へと更に近位に移動し、第１回
転駆動部２２の歯車部分８６と嵌合係合してよい。
【００２７】
　図５～７を参照すると、上記で詳述したように、第１回転駆動部２２は、ハウジング１
２のチャンバ１２Ａに収容され得る。特定の状況において、モータ１４によって生成され
た回転運動に反応して第１回転駆動部２２が回転するときに第１回転駆動部２２とチャン
バ１２Ａとの間の摩擦を最小化するために、第１回転駆動部２２が軸方向に移動しないよ
うに機械的に拘束するチャンバ１２Ａの近位壁５０及び遠位壁５２は、第１回転駆動部２
２が回転するために十分な間隙をもたらすように十分に離間されていてよい。例えば、図
５に示されるように、遠位壁５２と第１回転駆動部２２との間に間隙距離Ｃが示されてい
る。したがって、かかる状況において、第１回転駆動部２２は、許されている間隙距離Ｃ
内で近位壁５０と遠位５２との間を軸方向に若干移動できる。しかしながら、間隙距離Ｃ
は、第１回転駆動部２２の歯車部分８６が、操作中に伝動部材７６との嵌合係合から意図
せずして動かないように、あまり大きくなくてよい。
【００２８】
　上記に加えて、図５に示されるように、ハウジング１２とコネクタ９８との間に付勢部
材１０３、例えばコイルバネなどを位置付けてよい。付勢部材１０３は、コネクタ９８に
対して近位方向に付勢力を及ぼしてよく、この力は、伝動部材７６に伝動されてよく、次
いで、伝動部材７６と第１位置で係合したときに、第１回転駆動部２２に伝動されてよい
。付勢部材１０３の付勢力は、伝動部材７６が第１位置にあるとき、第１回転駆動部２２
の歯車部分８６及び伝動部材７６が操作中に確実に嵌合係合を維持するようにしてよい。
かかる状況において、コネクタ９８を正常に移動させ、次いで、伝動７６を遠位に、例え
ば、図８に示されるように、付勢部材を圧縮させてよい中立位置に移動させるためには、
アクチュエータ９８は、付勢部材１０３がコネクタ９８に及ぼす付勢力に打ち勝つ必要が
ある。
【００２９】
　図５に示されるように、少なくとも一形態において、モータ１４は、ハウジング１２に
取り付けられ得る。例えば、図５に示されるように、モータ１４の遠位部分１０７は、例
えば、ネジ又は他の好適な機械的締結具１１０によって、チャンバ１２Ｂの遠位部分１０
８に固定連結されてよい。モータ１４をハウジング１２に固定する他の手段は、本開示に
よって想到される。加えて、第２回転駆動部２６は、第２回転駆動部２６が軸方向に移動
しないように機械的に拘束する、チャンバ１２Ｂの遠位部分１０８に回転可能に連結され
てよい。例えば、遠位フランジ１１２は、図５に示されるように、第２回転駆動部２６の
遠位部分の周りに延在し、そこから突出してよい。遠位フランジ１１２は、チャンバ１２
Ｂの遠位部分１０８内で回転可能に支持され、軸移動しないように機械的に拘束され得る
。
【００３０】
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　ここで図１１を参照すると、電源モジュール１０と共に使用され得る例示的外科用器具
２００が示されている。少なくとも一形態において、外科用器具２００は、ハンドル２０
３と、シャフト２０４と、長手軸ＬＬの周りをシャフト２０４に対して回転し得るエンド
エフェクタ２０２と、を含んでよい。エンドエフェクタ２０２は、組織を把持、切断、及
びステープリングするためのエンドカッターとして作用するように構成されている。しか
しながら、様々な別の実施形態が、他の手術装置、例えば、把持器具、カッター、ステー
プラ、クリップアプライヤ、アクセス装置、薬剤／遺伝子治療送達装置、超音波、ＲＦ、
及び／又はレーザーエネルギー装置などとして作用するように構成されているエンドエフ
ェクタを含んでよいことは理解されるであろう。例えば、参照することにより開示全体が
本明細書に援用される、「ＭＡＮＵＡＬＬＹ　ＤＲＩＶＥＮ　ＳＵＲＧＩＣＡＬ　ＣＵＴ
ＴＩＮＧ　ＡＮＤ　ＦＡＳＴＥＮＩＮＧ　ＩＮＳＴＲＵＭＥＮＴ」と題する、米国特許第
８，３２２，４５５号を参照されたい。
【００３１】
　上記に加えて、図１１を更に参照すると、器具２００のハンドル２０３は、エンドエフ
ェクタ２０２を作動させるトリガ２１４を含んでよい。様々な手術作業を対象とするエン
ドエフェクタを有する器具が、様々な数若しくは種類のトリガ、又はエンドエフェクタを
操作するための他の好適な制御部を有してよいことは理解されるであろう。エンドエフェ
クタ２０２は、シャフト２０４によってハンドル２０３に連結されている。当然のことな
がら、垂直、水平、右、左など空間に関する用語は、トリガ２１４がハンドル２０３の底
部から鋭角をなして下方に延出する状態で、外科用器具２００の長手軸がシャフト２０４
の中心軸と同軸であると想定して、本明細書において図に関連させて用いられている。実
際の診療においては、しかしながら、外科用器具２００は様々な角度に方向付けられるこ
とができ、したがって、これらの空間に関する用語は、外科用器具２００自体に対して用
いられる。更に、近位は、ハンドル２０３の後方にいて、エンドエフェクタ２０２を遠位
側に、つまり自身から遠ざけて置く臨床医の視野を示すために用いられる。
【００３２】
　図１１を参照すると、外科用器具２００のエンドエフェクタ２０２が閉鎖構成で示され
ており、ステープルカートリッジ２５０は細長いチャネル２５２内に位置付けられている
。アンビル２５６の下面には、複数のステープル形成ポケット（stape forming pockets
）が複数のステープル穴２５４に対応して配列されてよく、ステープルカートリッジ２５
０の上面には上向きの孔を含む。ナイフバー２５８（図１２を参照）は、カートリッジ２
５０を通って前進して、アンビル２５６とステープルカートリッジ２５０との間に捕捉さ
れた組織を切断し得る。ステープルカートリッジ２５０は、ステープル駆動部（図示なし
）に載っている複数のステープル（図示なし）をステープル穴２５４内に保持できる成型
されたカートリッジ本体２６０を含み得る。楔形スレッド（図示なし）は、Ｉ型梁２６２
によって遠位に駆動され、交換式ステープルカートリッジ２５０の様々な構成要素を一緒
に保持するカートリッジトレー（図示なし）上で摺動し得る。把持した組織をナイフ２５
８が切断する間、楔型スレッドは、ステープル駆動部を上向きにカム駆動して、ステープ
ルを押出してアンビル２５６と変形接触させ得る。例えば、参照することにより開示全体
が本明細書に援用される、「ＤＲＩＶＥ　ＴＲＡＩＮ　ＣＯＮＴＲＯＬ　ＡＲＲＡＮＧＥ
ＭＥＮＴＳ　ＦＯＲ　ＭＯＤＵＬＡＲ　ＳＵＲＧＩＣＡＬ　ＩＮＳＴＲＵＭＥＮＴＳ」と
題し、２０１３年３月１４日に出願された米国特許出願第１３／８０３，１３０号を参照
されたい。
【００３３】
　図１１及び１２を参照すると、細長いチャネル２５２は、近位スパイン部分２１８と、
近位スパイン部分２１８に対して回転可能に支持され得る遠位スパイン部分２１６と、を
含んでよい、スパインアセンブリ２０６によってハンドル２０３に連結され得る。細長い
チャネル２５２は、遠位スパイン部分２１８に連結されてよく、アンビル２５６上で対応
するアンビルピボットを枢動可能に受容してよい、アンビルカムスロットを含んでよい。
加えて、クロージャスリーブ２０８はスパインアセンブリ２０６の上方で受容されてよい
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。また、アンビル２５６上のアンビルクロージャタブと係合する、遠位に存在するタブ２
１０を含み、したがって、長手軸ＬＬに沿って、スパインアセンブリ２０６に対してスリ
ーブ２０８を軸方向に移動することによりアンビル２５６の開閉に影響を及ぼしてよい。
更に、スリーブ２０８は、スリーブ２０８の回転が遠位スパイン部分２１８の回転に影響
を及ぼし、次いで近位スパイン部分２１８に対してエンドエフェクタ２０２に影響を及ぼ
してよいように、遠位スパイン部分２１８に回転可能に連結され得る。
【００３４】
　上記に加えて、スリーブ２０８は、図１２に示されるように、長手軸ＬＬの周りに延在
し、スリーブ２０８の近位部分から突出する環状フランジ２２０を含んでよい。更に、フ
ランジ２２０は、搬送部材２２４に対して自由に回転してよく、搬送部材２２４を進退さ
せることによってスリーブ２０８が長手軸ＬＬに沿って遠位に前進してよい、及び近位に
後退してよいように、ハンドル２０３内にある搬送部材２２４のスロット２２２で回転可
能に支持されてよい。加えて、搬送部材２２４は、図１３に示されるように、第１軸方向
駆動部２６に連結されてよい。したがって、第１回転駆動部２２が第１方向、例えば時計
回り方向に回転すると、上記に詳述したように第１軸方向駆動部２４を遠位に移動させる
。これによって、搬送部材２２４、次いでスリーブ部材２０８を遠位に移動させてよい。
その結果、スリーブ２０８のタブ２１０は、アンビル２５６上のクロージャタブと係合し
、アンビル２５６にカム力を印加して、それによってエンドエフェクタ２０２を開放構成
から閉鎖構成へと移行させよい。特定の状況において、付勢部材（図示なし）を使用して
、アンビル２５６を開放構成に維持し得る。かかる状況において、スリーブ２０８が遠位
に前進するときにタブ２１０によってアンビル２５６に印加されるカム力は、付勢部材の
付勢力に打ち勝ってエンドエフェクタ２０２を閉鎖構成にする必要がある。また、かかる
状況において、第１方向とは反対の第２方向に第１回転駆動部２２を回転させることによ
ってスリーブ２０８を近位に後退させると、アンビル２５６が解放され、それによって、
付勢部材がアンビル２５６を開放構成に移動できてよい。読者は、他の配置を使用して、
アンビル２５６が、第１軸方向駆動部２４の軸方向運動に反応して、閉鎖構成と開放口生
徒の間を移動させ得ることを理解するであろう。
【００３５】
　上記に更に詳述したように、第２軸方向駆動部２８は、モータ１４によって生成された
回転運動に反応して、長手軸ＬＬに沿って遠位に前進したり、近位に後退したりし得る。
図１３及び１４を参照すると、Ｉ型梁２６２は、第２軸方向駆動部２８が遠位に前進する
ときに、Ｉ型梁２６２が遠位に前進して２５０からステープルを配備する、及び／又はア
ンビル２５６とステープルカートリッジ２５０との間で捕捉された組織を切断し得、第２
軸方向駆動部２８が近位に後退するときに近位に後退し得るように、第２軸方向駆動部２
８に動作可能に連結され得る。
【００３６】
　再び図１３を参照すると、第２軸方向駆動部２８は、近位スプライン部分２１８内に摺
動自在に配置され得る、発射駆動部２２６に連結され得る。加えて、Ｉ型梁２６２は、コ
ネクタ部材２２８によって発射駆動部２２６に動作可能に連結され得る発射バー２３０の
遠位部分に配置され得、発射バー２３０は、遠位スプライン部分２１６内に摺動自在に配
置されてよい。更に、発射駆動部２２６は、コネクタ部材２２８の中空の近位部分内に受
容され得る、先細の遠位部分２２７を備えてよい。例えば、先細の遠位部分２２７は、コ
ネクタ部材２２８が発射駆動部２２６に対して長手軸ＬＬの周りを回転し得るように、コ
ネクタ２２７の中空の近位部分とスナップ係合するように設計され得る。更に、コネクタ
部材２２８は、その遠位部分に、発射バー２３０の近位部分に配置された直立タブ２２９
を機能的に受容するように構成されてよいスリット２３１を含んでよい。この例示的配置
により、第２軸方向駆動部２８からＩ型梁２６２に軸方向運動を伝動させることができる
。例えば、第２軸方向駆動部２８は、第１方向、例えば時計回り方向に第２回転駆動部２
６を回転させることによって、長手軸ＬＬに沿って遠位に延出し得る。次いで、発射駆動
部２２６、第２軸方向駆動部２８の前進に反応して、コネクタ部材２２８、及び発射バー
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２３０は遠位に前進してよく、例えば、Ｉ型梁２６２にステープルカートリッジ２５０か
らステープルを配備させてよい、及び／又はアンビル２５６とステープルカートリッジ２
５０との間で捕捉された組織を切断させてよい。加えて、第２軸方向駆動部２８は、第１
方向と反対側の第２方向、例えば反時計回り方向に第２回転駆動部２６を回転させること
によって、長手軸ＬＬに沿って近位に後退し得る。次いで、発射駆動部２２６、コネクタ
部材２２８、及び発射バー２３０は、第２軸方向駆動部２８の後退に反応して、近位に後
退してよく、Ｉ型梁２６２をデフォルト位置まで後退させてよい。
【００３７】
　主として図１３を参照すると、電源モジュール１０は、外科用器具２００のハンドル２
０３と一体であってよい。例えば、図１３に示されるように、電源モジュール１０は、長
手軸ＬＬに沿ってハンドル２０３の本体部分２０７内に配置され得る。特定の実施例にお
いて、図１３に示されるように、アクチュエータ９６は、操作者によって回転させられて
、アクチュエータ９６を回転させ、次いで、上記のように、第１位置、中立位置、及び第
２位置の間で伝動部材７６を移動させ得る、回転ノブ２３４に動作可能に連結されてよい
。更に、電池２３６（又は「電源」又は「電源函」）、例えばリチウムイオン電池は、モ
ータ１４に隣接するハンドル２０３のピストルグリップ部分２３８内に設けられてよく、
電池は、制御回路２４０（図１４を参照）を介してモータ１４に電力を供給できる。様々
な実施形態によると、直列に接続されている多数の電池セルを電源として使用して、モー
タ１４に電力を供給してよい。加えて、電源は交換可能及び／又は再充電可能であってよ
い。更に他の実施形態において、電源は、外科用スイートで使用可能な交流電源を備えて
よい。
【００３８】
　図１４を参照すると、制御回路２４０は、メモリ２４４と、マイクロプロセッサ２４６
（「プロセッサ」）と、を概ね備えてよいマイクロコントローラ２４２を備えてよい。プ
ロセッサ２４６は、モータ１４の位置、回転方向、及び速度を制御するように構成され得
る、モータ駆動部２４８に動作可能に連結されてよい。加えて、制御回路２４０は、例え
ば、第１回転駆動部２２、第１軸方向駆動部２４、第２回転駆動部２６、第２軸方向駆動
部２８、Ｉ型梁２６２、スリーブ２０８、伝動部材７６、及び／又はアンビル２５６の位
置を検出してよい、様々なセンサに動作可能に連結されてよい。検出された位置は、プロ
セッサ２４６に伝達され得る。例えば、参照することにより開示全体が本明細書に援用さ
れる、「ＤＲＩＶＥ　ＴＲＡＩＮ　ＣＯＮＴＲＯＬ　ＡＲＲＡＮＧＥＭＥＮＴＳ　ＦＯＲ
　ＭＯＤＵＬＡＲ　ＳＵＲＧＩＣＡＬ　ＩＮＳＴＲＵＭＥＮＴＳ」と題し、２０１３年３
月１４日に出願された米国特許出願第１３／８０３，１３０号を参照されたい。
【００３９】
　特定の状況において、マイクロコントローラ２４２は、例えばＴｅｘａｓ　Ｉｎｓｔｒ
ｕｍｅｎｔｓから入手可能なＬＭ４Ｆ２３０Ｈ５ＱＲであってよい。一実施形態において
、Ｔｅｘａｓ　ＩｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓのＬＭ４Ｆ２３０Ｈ５ＱＲは、製品データシート
から容易に確認可能な他の特徴の中でも、最大４０ＭＨｚ、２５６ＫＢの単一サイクルフ
ラッシュメモリ若しくは他の不揮発性メモリのオンチップメモリ７００６と、４０ＭＨｚ
超の性能を改善するためのプリフェッチバッファと、３２ＫＢの単一サイクルシリアルラ
ンダムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ）と、ＳｔｅｌｌａｒｉｓＷａｒｅソフトウェアを搭載
した内部リードオンリメモリ（ＲＯＭ）と、２ＫＢの電気的消去可能なＰＲＯＭ（ＥＥＰ
ＲＯＭ）と、運動及びエネルギー用途に合計で１６の最新ＰＷＭ出力を備えた、２つのパ
ルス幅変調（ＰＷＭ）モジュールと、２つのアナログ直交エンコーダ入力部（ＱＥＩ）と
、１２のアナログ入力チャネルを備えた、２つの１２ビットアナログデジタル変換器（Ａ
ＤＣ）とを備えたＡＲＭ　Ｃｏｒｔｅｘ－Ｍ４Ｆプロセッサコアである。他のマイクロコ
ントローラが、制御回路２４０で容易に代用されてよい。したがって、本開示はこの状況
に限定されるべきではない。
【００４０】
　特定の状況において、駆動部２４８は、Ａｌｌｅｇｒｏ　Ｍｉｃｒｏｓｙｓｔｅｍｓ，
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Ｉｎｃ．から入手可能なＡ３９４１であってよい。Ａ３９４１駆動部２４８は、ブラシ付
きＤＣモータなどの誘導負荷に合わせて特別に設計された外部のＮチャネルパワー金属酸
化膜半導体電界効果トランジスタ（ＭＯＳＦＥＴ）と共に使用されるフルブリッジコント
ローラである。駆動器２４８は、電池電圧が７Ｖに下がるまで完全な（＞１０Ｖ）ゲート
駆動をもたらし、５．５Ｖに下がるまでＡ３９４１を低減ゲート駆動で動作させる、固有
の電荷ポンプレギュレータを備える。ブートストラップコンデンサは、ＮチャネルＭＯＳ
ＦＥＴに必要な電池供給電圧よりも高い電圧をもたらすために使用されてよい。ハイサイ
ド駆動用の内部電荷ポンプにより、ＤＣ（１００％デューティサイクル）動作が可能とな
る。フルブリッジは、ダイオード又は同期整流を用いて高速又は低速減衰モードで駆動さ
れることができる。低速減衰モードにおいて、電流の再循環は、ハイサイドのＦＥＴによ
っても、ローサイドのＦＥＴによっても可能である。電力ＦＥＴは、抵抗器で調節可能な
デッドタイムによって、シュートスルーから保護される。統合診断は、低電圧、温度過昇
、及びパワーブリッジの異常を指示するものであり、ほとんどの短絡状態下でパワーＭＯ
ＳＦＥＴを保護するように構成されることができる。他のモータ駆動部が、モータ制御回
路２４０で容易に代用されてよい。したがって、本開示はこの状況に限定されるべきでは
ない。
【００４１】
　特定の状況において、電池２３６によって与えられる電圧極性により、電気モータ１４
を時計回り方向に動作させることができるが、電池２３６によって電気モータ１４に加え
られる電圧極性は、電気モータ１４を反時計回り方向に動作させるために、逆転され得る
。モータ１４の回転方向は、伝動部材７６が第１回転駆動部２２と係合するときに第１軸
方向駆動部２４の軸方向運動の方向を決定してよく、伝動部材７６が第２回転駆動部２４
と係合するときに第２軸方向駆動部２８の軸方向運動の方向を決定してよい。
【００４２】
　図１３及び１４を参照すると、トリガ２１４は、非作動位置と作動位置との間を移動で
きる。加えて、トリガ２１４は、図１４に示されるように、電気回路２７２を介してマイ
クロコントローラ２４２に電気的に接続され得るスイッチ２７０に動作可能に連結され得
る。スイッチ２７０は、トリガ２１４が作動位置と非作動位置の間を移動するとき、回路
２７２を開閉するように移動し得る。例えば、スイッチ２７０は、トリガ２１４が作動位
置にあるときはスイッチ２７０が回路２７２を閉じ、トリガ２１４が非作動位置にあると
きはスイッチ２７０が回路２７２を開くように、トリガ２１４に機械的に連結され得る。
いずれの場合においても、回路２７２の開閉は、上記のように、モータ１４を作動させて
、エンドエフェクタ２０２を開閉するようにマイクロコントローラ２４２に対して信号を
送ってよい。
【００４３】
　特定の状況において、トリガ２１４は、付勢部材（図示なし）によって非作動位置に付
勢されてよい。使用する際、外科用器具２００の操作者はノブ２３４を回転させて、伝動
部材７６を中立位置から第１位置に移動させて、第１回転駆動部２２と連結係合させてよ
い。次いで、操作者はトリガ２１４を作動させて、マイクロコントローラ２４２に、例え
ばスイッチ２７０を移動することにより回路２７２を閉じさせてよい、モータ１４を作動
させてエンドエフェクタ２０２を閉じさせてよい。トリガ２１４を解放すると、付勢部材
の付勢力によってトリガ２１４が非作動位置に戻され、それによって、スイッチ２７０を
移動させて回路２７２を開いてよい。操作者がトリガ２１４を２回目に作動させると、マ
イクロコントローラ２４２がモータを作動させて、第１方向とは反対の第２方向、例えば
反時計回り方向に回転させ、エンドエフェクタ２０２を開かせてよい。
【００４４】
　本明細書に記載の他の形態と同様に、外科用器具２００はまた、第１軸方向駆動部２４
の位置、第１軸方向駆動部２４の移動方向、第２軸方向駆動部２８の位置、及び／又は第
２軸方向駆動部２８の移動方向を検出するように構成されているセンサを含み得る。加え
て、外科用器具２００はまた、伝動部材７６の位置を検出するように構成されているセン
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サを含み得る。かかる情報はすべてプロセッサ２４６に伝達され得、メモリ２４４に記憶
されてよい。
【００４５】
　上記に加えて、操作者は、上記のように、アンビル２５６とカートリッジ２５０との間
に所望の組織を捕捉するまで、エンドエフェクタ２０２の開閉を繰り返してよい。次いで
、操作者は、ノブ２３４を回転させて、伝動部材７６を第２位置へと移動し、第２回転駆
動部２６と連結係合させてよい。トリガ２１４を作動させると、プロセッサ２４６は、メ
モリ２４４で第１軸方向駆動部２４、第２軸方向駆動部２８、及び伝動部材７６の位置を
確認して、エンドエフェクタは閉じており、伝動部材７６は第２位置にあると判断してよ
い。したがって、マイクロコントローラ２４２は、前記のように、モータ１４を作動させ
て第１方向、例えば時計回り方向に回転させ、Ｉ型梁２６２を前進させて、捕捉した組織
を固定し、切断してよい。トリガ２１４を２回目に作動させると、マイクロコントローラ
２４２がモータを作動させて、第１方向とは反対の第２方向、例えば反時計回り方向に回
転させ、Ｉ型梁２６２をデフォルト位置に後退させてよい。固定した組織を解放するため
には、操作者が、トリガ２１４を作動させて、エンドエフェクタ２０２を開いてよい。回
路２７２からの信号を受信すると、上記のように、マイクロコントローラ２４２は、メモ
リ２４４で第１軸方向駆動部２４、第２軸方向駆動部２８、及び伝動部材７６の位置を確
認してよい。これに反応して、マイクロコントローラ２４２は、上記のように、モータ１
４を作動させてエンドエフェクタ２０２を開いてよい。
【００４６】
　ここで図１５及び１６を参照すると、ハンドル２０３’が示されている。ハンドル２０
３’は、多くの点でハンドル２０３と類似しており、ハンドル２０３と類似の方法で外科
用器具、例えば外科用器具２００などと共に使用されるように構成されている。加えて、
ハンドル２０３’は、多くの点で電源モジュール１０と類似している電源モジュール１０
’を含む。しかしながら、電源１０’は、ハンドル２０３’に着脱自在に連結可能である
。したがって、電源モジュール１０’は、多数の外科用器具で使用できる。例えば、外科
手術の終了時に、操作者は、適切に廃棄し得る外科用器具２００のハンドル２０３’から
電源モジュール１０’を取り外してよい。電源モジュール１０’は、次いで、例えば再殺
菌し、電源モジュール１０’を新しい外科用器具２００のハンドル２０３’に挿入するこ
とによって新しい外科用器具２００で使用できる。
【００４７】
　図１５に示されるように、電源モジュール１０’は、ハンドル２０３’に分離可能に連
結され得る。例えば、第１軸方向駆動部２２は、発射駆動部２２６に分離可能に連結され
得、第２軸方向駆動部２８は、搬送部材２２４に分離可能に連結され得る。例えば、図１
６に示されるように、あり継手２７４及び２７６は、それぞれ第１軸方向駆動部２２を搬
送部材２２４の近位部分に、及び第２軸方向駆動部２８を発射駆動部２２６の近位部分に
分離可能に連結してよい。更に、アクチュエータ９６は、ノブ２３４とスナップ係合する
ように設計され得る。加えて、電源モジュール１０’のモータ１４及び駆動部２４８は、
間に電気経路をもたらす適切な電気的接点を介して互いに分離可能に連結されてよい。更
に、ハンドル２０３’は、電源モジュールの着脱、例えば、電源モジュール１０’をハン
ドル２０３’と動作可能に係合させるために取り外して場所を空け得る、取り外し可能な
外殻を含むように構成されてよい。
【００４８】
　特定の実施例において、外科用器具と共に使用される電源モジュールは、エンドエフェ
クタと、第１回転駆動部及び第１回転駆動部に動作可能に連結される第１軸方向駆動部を
備える第１運動変換アセンブリを備える電源モジュールと、を含む。電源モジュールは、
第２回転駆動部と、第２回転駆動部に動作可能に連結される第２軸方向駆動部と、を備え
る第２運動変換アセンブリを更に備える。電源モジュールは、少なくとも１つの回転運動
を生成してエンドエフェクタを作動させるように構成されているモータと、モータを第１
回転駆動部及び第２回転駆動部と選択的に係合させるように構成されている伝動アセンブ
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リと、を更に備え、モータは、第１回転駆動部及び第２回転駆動部と同心円状に配置され
る。
【００４９】
　特定の実施例において、外科用器具と共に使用される電源モジュールは、エンドエフェ
クタと、第１回転駆動部及び第１回転駆動部に動作可能に連結される第１軸方向駆動部を
備える第１運動変換アセンブリを備える電源モジュールと、を含む。電源モジュールは、
第２回転駆動部と、第２回転駆動部に動作可能に連結される第２軸方向駆動部と、を備え
る第２運動変換アセンブリを更に備える。電源モジュールは、少なくとも１つの回転運動
を生成してエンドエフェクタを作動させるように構成されているモータであって、作動軸
を画定するモータと、モータを第１回転駆動部及び第２回転駆動部に選択的に動作可能に
連結させるように構成されている伝動アセンブリと、を更に備え、第１回転駆動部は、モ
ータが第１回転駆動部に動作可能に連結されているときに少なくとも１つの回転運動に反
応して作動軸の周りを回転可能であり、第２回転駆動部は、モータが第２回転駆動部に動
作可能に連結されているときに少なくとも１つの回転運動に反応して作動軸の周りを回転
可能である。
【００５０】
　特定の実施例において、外科用器具は、シャフトと、シャフトから近位に延出するハウ
ジングと、シャフトから遠位に延出するエンドエフェクタと、少なくとも部分的にハウジ
ング内に位置付けられる電源モジュールと、を備える。電源モジュールは、第１回転駆動
部と、第２回転駆動部と、少なくとも１つの回転運動を生成するように構成されているモ
ータであって、作動軸を画定するモータと、モータを第１回転駆動部及び第２回転駆動部
に選択的に動作可能に連結させるように構成されている伝動アセンブリと、を備え、第１
回転駆動部は、モータが第１回転駆動部に動作可能に連結されているときに少なくとも１
つの回転運動に反応して作動軸の周りを回転可能であり、第２回転駆動部は、モータが第
２回転駆動部に動作可能に連結されているときに少なくとも１つの回転運動に反応して作
動軸の周りを回転可能であり、モータは、作動軸に沿って延在する。
【００５１】
　読者は、例えば、電源モジュール１０など本明細書に記載の電源モジュールの小型であ
るという本質が、外科的状況での使用に有利であり得ることを理解するであろう。これら
の電源モジュールは、外科用器具、例えば外科用器具２００などにおいて様々な機能を果
たしてよい、複数の往復軸方向運動の電源であり得る。加えて、本明細書に記載の電源モ
ジュール、例えば電源モジュール１０’は、複数の外科用器具と共に使用可能であるとい
う更なる利点を有してよい。電源モジュール１０’を取り出し、再殺菌し、再利用できる
ことは、有益な経費削減をもたらし得る。
【００５２】
　全体又は部分において、参照により本明細書に援用されるものとする任意の特許、公報
又は他の開示物も、援用される文献が現行の定義、記載、又は本開示に記載されている他
の開示物と矛盾しない範囲でのみ本明細書に援用されるものとする。したがって、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援用される任意
の矛盾する文献に取って代わるものとする。参照により本明細書に援用されるものとする
が、既存の定義、記載、又は本明細書に記載される他の開示文献と矛盾する任意の文献、
又はそれらの部分は、援用文献と既存の開示内容との間に矛盾が生じない範囲においての
み援用するものとする。
【００５３】
　例示の設計を有するものとして本発明について記載してきたが、本発明は、本開示の趣
旨及び範囲内で更に修正されてもよい。したがって、本出願は、その一般的原理を使用す
る本発明のあらゆる変形、使用法、又は適応を包含するものとする。更に、本出願は、か
かる逸脱を、本発明が関連する分野において知られてきているか又は慣例になってきてい
るものとして包含するものとする。
【００５４】
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〔実施の態様〕
（１）　エンドエフェクタを含む外科用器具と共に使用される電源モジュールであって、
　第１運動変換アセンブリであって、
　　第１回転駆動部と、
　　前記第１回転駆動部に動作可能に連結される第１軸方向駆動部と、を備える、第１運
動変換アセンブリと、
　第２運動変換アセンブリであって、
　　第２回転駆動部と、
　　前記第２回転駆動部に動作可能に連結される第２軸方向駆動部と、を備える、第２運
動変換アセンブリと、
　少なくとも１つの回転運動を生成して、前記エンドエフェクタを作動させるように構成
されているモータと、
　前記モータを前記第１回転駆動部及び前記第２回転駆動部と選択的に係合させるように
構成されている伝動アセンブリと、を備え、前記モータが前記第１回転駆動部及び前記第
２回転駆動部と同心円状に配置されている、電源モジュール。
（２）　前記第１軸方向駆動部が前記第１回転駆動部に対して第１軸方向距離を移動でき
、前記第２軸方向駆動部が前記第２回転駆動部に対して第２軸方向距離を移動でき、前記
第１軸方向距離が前記第２軸方向距離とは異なる、実施態様１に記載の電源モジュール。
（３）　前記モータが、少なくとも部分的に前記第２回転駆動部内に位置付けられる、実
施態様１に記載の電源モジュール。
（４）　前記第２回転駆動部が、少なくとも部分的に前記第１回転駆動部内に位置付けら
れる、実施態様１に記載の電源モジュール。
（５）　前記伝動アセンブリが、前記モータに分離可能に連結され得る伝動シャフトを含
み、前記伝動シャフトが、前記伝動アセンブリから前記モータを動作可能に取り外すため
に移動できる、実施態様１に記載の電源モジュール。
【００５５】
（６）　前記第１軸方向駆動部及び前記第２軸方向駆動部が、前記第１回転駆動部と前記
第２回転駆動部との間に部分的に延在する、実施態様１に記載の電源モジュール。
（７）　前記伝動アセンブリは、前記モータが前記第１回転駆動部と動作可能に係合する
第１位置、及び前記モータが前記第２回転駆動部と動作可能に係合する第２位置に移動で
きる、伝動部材を含む、実施態様１に記載の電源モジュール。
（８）　エンドエフェクタを含む外科用器具と共に使用される電源モジュールであって、
　第１運動変換アセンブリであって、
　　第１回転駆動部と、
　　前記第１回転駆動部に動作可能に連結される第１軸方向駆動部と、を備える、第１運
動変換アセンブリと、
　第２運動変換アセンブリであって、
　　第２回転駆動部と、
　　前記第２回転駆動部に動作可能に連結される第２軸方向駆動部と、を備える、第２運
動変換アセンブリと、
　少なくとも１つの回転運動を生成して、前記エンドエフェクタを作動させるように構成
されているモータであって、作動軸を画定する、モータと、
　前記モータを前記第１回転駆動部及び前記第２回転駆動部に選択的に動作可能に連結す
るように構成されている伝動アセンブリと、を備え、前記第１回転駆動部は、前記モータ
が前記第１回転駆動部に動作可能に連結されているときに前記少なくとも１つの回転運動
に反応して前記作動軸の周りを回転可能であり、前記第２回転駆動部は、前記モータが前
記第２回転駆動部に動作可能に連結されているときに前記少なくとも１つの回転運動に反
応して前記作動軸の周りを回転可能である、電源モジュール。
（９）　前記第１軸方向駆動部が前記第１回転駆動部に対して第１軸方向距離を移動でき
、前記第２軸方向駆動部が前記第２回転駆動部に対して第２軸方向距離を移動でき、前記
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第１軸方向距離が前記第２軸方向距離とは異なる、実施態様８に記載の電源モジュール。
（１０）　前記モータが、少なくとも部分的に前記第２回転駆動部内に位置付けられる、
実施態様８に記載の電源モジュール。
【００５６】
（１１）　前記第２回転駆動部が、少なくとも部分的に前記第１回転駆動部内に位置付け
られる、実施態様８に記載の電源モジュール。
（１２）　前記第１軸方向駆動部及び前記第２軸方向駆動部が、前記第１回転駆動部と前
記第２回転駆動部との間に部分的に延在する、実施態様８に記載の電源モジュール。
（１３）　前記伝動アセンブリは、前記モータが前記第１回転駆動部に動作可能に連結さ
れる第１位置、及び前記モータが前記第２回転駆動部に動作可能に連結される第２位置に
移動できる、伝動部材を含む、実施態様８に記載の電源モジュール。
（１４）　外科用器具であって、
　シャフトと、
　前記シャフトから近位に延出するハウジングと、
　前記シャフトから遠位に延出するエンドエフェクタと、
　少なくとも部分的に前記ハウジング内に位置付けられる電源モジュールであって、
　　第１回転駆動部と、
　　第２回転駆動部と、
　　少なくとも１つの回転運動を生成するように構成されているモータであって、作動軸
を画定する、モータと、
　前記モータを前記第１回転駆動部及び前記第２回転駆動部に選択的に動作可能に連結す
るように構成されている伝動アセンブリと、を備える、電源モジュールとを備え、前記第
１回転駆動部は、前記モータが前記第１回転駆動部に動作可能に連結されているときに前
記少なくとも１つの回転運動に反応して前記作動軸の周りを回転可能であり、前記第２回
転駆動部は、前記モータが前記第２回転駆動部に動作可能に連結されているときに前記少
なくとも１つの回転運動に反応して前記作動軸の周りを回転可能であり、前記モータが前
記作動軸に沿って延在する、外科用器具。
（１５）　前記第１軸方向駆動部が前記第１回転駆動部に対して第１距離を移動でき、前
記第２軸方向駆動部が前記第２回転駆動部に対して第２距離を移動でき、前記第１距離が
前記第２距離とは異なる、実施態様１４に記載の外科用器具。
【００５７】
（１６）　前記モータが、少なくとも部分的に前記第２回転駆動部内に位置付けられる、
実施態様１４に記載の外科用器具。
（１７）　前記第２回転駆動部が、少なくとも部分的に前記第１回転駆動部内に位置付け
られる、実施態様１４に記載の外科用器具。
（１８）　前記第１回転駆動部が前記第１軸方向駆動部と螺合しており、前記第２回転駆
動部が前記第２軸方向駆動部と螺合している、実施態様１４に記載の外科用器具。
（１９）　前記伝動アセンブリは、前記モータが前記第１回転駆動部に動作可能に連結さ
れる第１位置、及び前記モータが前記第２回転駆動部に動作可能に連結される第２位置に
移動できる、伝動部材を含む、実施態様１４に記載の外科用器具。
（２０）　前記伝動部材が中立位置に移動でき、前記モータが、前記中立位置において前
記第１回転駆動部及び前記第２回転駆動部から動作可能に取り外される、実施態様１９に
記載の外科用器具。
【００５８】
（２１）　前記中立位置が、前記作動軸に沿って前記第１位置と前記第２位置との間に位
置する、実施態様２０に記載の外科用器具。
（２２）　前記第１軸方向駆動部及び前記第２軸方向駆動部が、前記第１回転駆動部と前
記第２回転駆動部との間に部分的に延在する、実施態様１４に記載の外科用器具。
（２３）　前記伝動アセンブリが、前記モータに分離可能に連結され得る伝動シャフトを
含み、前記伝動シャフトが、前記伝動アセンブリから前記モータを動作可能に取り外すた
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