
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
医療方法を実施するための装置において、
貫通して長手方向に伸長する開口を有する長い可撓性の部材であって、基端と、反対側の
末端とを有する長い可撓性の部材と、
前記開口内に配置され た であって、
基端と、反対側の末端とを有する と、
該 の前記末端に接続されたばねジョーであって、医療方法を実施し得るように遠
隔的に展開可能であるばねジョーと、
前記部材の末端に設けられた内部ジョーガイドであって、長手方向に傾斜する接触面を有
し、該ジョーの正確な動作を制御し得るように前記ジョーに沿って接触し、前記ジョーの
相当な部分をその内部に受け入れ得るように前記部材内にキャビティを画成する内部ジョ
ーガイドと、
前記部材の末端に 別のジョーガイドであって、前記ジョ
ーの少なくとも一部分を通し得るように形成された一対の開口を有し、伸長し且つ引っ込
む間にジョーの側方への動き及び捩れを最小にする別のジョーガイドと、を備える、装置
。
【請求項２】
請求項１に記載の装置において、管腔を有する医療器具を通じて展開可能である、装置。
【請求項３】
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、その開口に対して緊密に滑り嵌めされ 細いワイヤー
細いワイヤー

ワイヤー

取り付けられたキャップを備える



請求項２に記載の装置において、器具は内視鏡及びカテーテルの一方である、装置。
【請求項４】
請求項２に記載の装置において、前記管腔が約４ｍｍの直径を有する、装置。
【請求項５】
請求項１ないし４のいずれかに記載の装置において、前記ばねジョーが、折り曲げられた
材料で出来ており、前記ジョーが頂点から開始する一対の隔たったアームを有する、装置
。
【請求項６】
請求項１ないし５のいずれかに記載の装置において、前記ばねジョーがＶ字形の形状であ
る、装置。
【請求項７】
請求項１ないし６のいずれかに記載の装置において、前記ばねジョーがばね鋼で出来てい
る、装置。
【請求項８】
請求項１ないし７のいずれかに記載の装置において、前記内部ジョーガイドが前記接触面
を有するＶ形のキャビティを有し、前記接触面が上方の接触面と、反対側の下方の接触面
とを有し、該上方の接触面及び下方の接触面が前記ジョーの隔たったアームと接触可能で
ある、装置。
【請求項９】
請求項１ないし７のいずれかに記載の装置において、前記内部ジョーガイドが接触面を有
する円錐状のキャビティを有し、前記接触面が前記ジョーの隔たったアームを案内する、
装置。
【請求項１０】
請求項８又は９に記載の装置において、前記ワイヤーが、前記ジョー及びワイヤーを接続
し得るように前記ジョーの前記頂点の周りにループ状に形成される、装置。
【請求項１１】
請求項８ないし１０のいずれかに記載の装置において、前記ワイヤーの前記末端に取り付
けられたリベットを更に備え、前記ジョーがワイヤーが貫通して伸長するための貫通する
開口を有し、前記リベットが前記ワイヤーを前記ジョーに対して保持する、装置。
【請求項１２】
請求項１ないし１１のいずれかに記載の装置において、前記部材が略円筒状管 、装
置。
【請求項１３】
請求項１ないし１２のいずれかに記載の装置において、前記管が約４ｍｍの外径を有し、
前記ワイヤーが約 0.36ｍｍの外径を有する、装置。
【請求項１４】
請求項１ないし１３のいずれかに記載の装置において、前記部材が貫通して伸長する複数
の管腔を有し、該複数の管腔が互いに隔離されている、装置。
【請求項１５】
請求項１４に記載の装置において、前記複数の管腔が 180°隔てられ且つ前記ジョーの前
記アームの間に配置された一対の管腔を含む、装置。
【請求項１６】
請求項１４又は１５に記載の装置において、前記複数の管腔の１つが吸引用であり、前記
複数の管腔のもう一方が洗浄用である、装置。
【請求項１７】
請求項１４ないし１６のいずれかに記載の装置において、焼灼を行うため前記複数の管腔
の１つを通じて電流を流すことを更に含む、装置。
【請求項１８】
請求項１ないし１７のいずれかに記載の装置において、前記ばねジョーがニチノール（ ni
tinol）で出来ている、装置。
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【請求項１９】
請求項１ないし１８のいずれかに記載の装置において、前記ばねジョーが深く切断する生
検器具である、装置。
【請求項２０】
請求項１ないし１８のいずれかに記載の装置において、前記ばねジョーが切断器具である
、装置。
【請求項２１】
請求項１ないし１８のいずれかに記載の装置において、前記ばねジョーがル－プ係止器具
である、装置。
【請求項２２】
請求項１ないし１８のいずれかに記載の装置において、前記ばねジョーが掴みジョーであ
る、装置。
【請求項２３】

の装置において、前記キャップがジョーを案内し且
つ前記部材の末端を安定させるためのものである、装置。
【請求項２４】

の装置において、約４ｍｍの開口を貫通して通過可
能である、装置。
【発明の詳細な説明】
発明の背景
本発明は、全体として、操作者から離れた位置にて手術を行うための多目的の医療器具の
設計及び構造に関する。より具体的には、本発明は、把持し且つ／又は切断するための遠
隔から制御可能なばねジョーが、ジョー案内構造体及び開口を有する端部キャップにより
案内され且つ制御される１つの実施の形態を有している。該ジョー案内構造体及び端部キ
ャップは、操作者から離れた位置にてばねジョーを正確に動かすことを可能にする。本発
明は、医療方法用に開発されたものではあるが、この分野以外の特定の用途にも適用可能
である。
可撓性の内視鏡器具の開発は、患者の体内の多くの遠方領域にて最小侵襲の外科手術を行
うことを可能にしている。最小侵襲の外科手術に適用可能な人体内のかかる領域の例は、
脳、胸部、腹部、脊柱、関節、眼、耳の体腔及び洞、並びに血管、膵管、胆管、尿路にお
ける尿道及び尿管、肺及び胃腸系を含む。外科手術を行い、生検を得たり、異物を把み、
組織及び器具を切断し、患者の体内の閉塞性の沈着物を除去するために内視鏡と関連して
使用される種々の外科用及び操作器具が開発されている。これら型式の付属品は、その目
的を達成するため分解を必要とする、明らかにより創傷的で侵襲的なより従来型の外科手
術、又は従来型の開放外科手術に対する代替手段を提供するものである。
医者は、患者の体内の遠隔の位置にて把み及び切断手術を行うため、カテーテル又は内視
鏡のような展開装置を通じて展開型の器具を利用する。一般に、従来の器具は、ケーブル
又はプッシュ／プルワイヤーによって作動されるてこ支点型鋏ジョー又はブレードを有し
ている。従来の医療器具の設計者は、展開装置の管腔を通り得るそれぞれの寸法及び直径
によって、また、最終的に、装置が貫通する身体の入口箇所又は通路の寸法によって制限
を受けている。
従来技術の器具に一般に伴う１つの難点は、ジョーのてこ支点を操作したときに内部のプ
ルワイヤーと装置の外管との間に抵抗力が生ずることである。外管と内部のプルワイヤー
との間に生じる抵抗力は、装置が横断する曲率半径の４倍にも増大する。複数の湾曲部を
有する空洞を通って進む装置のジョーを作動させるのに必要な大きい引っ張り力に耐え得
るように外管を補強しなければならない。外管の堅固さが増せば、装置の操縦性は著しく
制限される。更に、石を破砕し、異物を除去するため、把み且つしっかりと保持し、又は
強靭な組織、縫糸又はワイヤーを切断するといったような、大きい力を必要とする手術中
、操縦性が制限される程度は一層顕著となる。
多くの従来技術の装置に関連するもう１つの難点は、ある対象物を取り出すときに顕著と
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請求項２ないし２３のいずれかに記載



なる。ある対象物を取り出すためには、展開装置及び取り出し装置を真直ぐにしなければ
ならない。取り出し器具を真直ぐにする間に、その取り出し器具の操作ケーブルと外管と
の相対的な幾何学的形態が変化する。この取り出し器具を真直ぐにした後に、ジョーの満
足し得る閉塞状態を保つため、アクチュエータケーブルの引張り力を大きくする必要があ
ることがしばしばである。取り出し器具にこの大きい引張り力を加えると、外管が潰れ、
操作ケーブルは破断し且つ／又は動かなくなり、ジョーの変形が生ずることがしばしばで
ある。
管内にて動かなくなったり又は組織を傷付けるのを防止するため、医者がアクチュエータ
ケーブルの張力を緩めると、把んだ対象物を体腔内に解放させることになる。同様に、ア
クチュエータケーブルを介しててこ支点型鋏ジョーにより大きい力を付与すると、外管は
付勢されて湾曲し、ジョーがその対象物から分離することがしばしばである。従来技術の
多くの装置に関連するこの必須の複雑な操作は、非常な欠点であり、それは、内視鏡医が
器具を操作するために必要とする第二の操作者と緊密に協力することを必要とし、このた
め、手術を難しくし、また、失敗し易いからである。
従来技術の多くの装置に関連するもう１つの難点は、手術中、展開装置内にて又は通路内
、及び器具の端部の双方にて動作が制御されず、これにより、把み又は破砕のためにしば
しば必要とされる、正確な閉じ動作が妨げられることである。不規則な固着動作は、器具
の内部に摩擦力及び摩耗を生じさせ、このため、問題が生じ、器具の故障を引き起こすこ
とがしばしばである。
従来技術の装置は正しい方向を目指すステップではあるが、更なる改良の必要性が依然と
して残っている。本発明は、新規且つ自明でない仕方にてこの必要性を満足させるもので
ある。
発明の概要
本発明の１つの実施の形態は、医療方法を実施するための器具を対象とするものである。
該装置は、貫通して長手方向に伸長する開口を有する長い可撓性部材であって、基端及び
反対側の末端を有する可撓性部材と、開口内に配置されたアクチュエータであって、基端
及び反対側の末端を有するアクチュエータと、アクチュエータの末端に接続されたばねジ
ョーであって、医療方法を実施し得るように遠隔的に展開可能なばねジョーと、部材の末
端に設けられた内部ジョーガイドであって、ジョーの正確な動作を制御し得るようにジョ
ーに沿って接触し、ジョーの相当な部分をその内部に受け入れるべく部材に空洞を形成す
る、内部ジョーガイドとを備えるものである。
本発明の１つの目的は、改良されたばね系の多目的医療器具を提供することである。
本発明の関連する目的及び有利な点は、以下の説明から明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
図１は、患者の体内に配置されたばね系の多目的医療器具に対する１つの実施の形態の斜
視図である。
図２ａは、内視鏡を通って進む、図１のばね系の多目的医療器具の斜視図である。
図２ｂは、撓みワイヤーを有する、ばね系の多目的医療器具に対する別の実施の形態の斜
視図であり、その撓み程度は誇張して示してある。
図３は、図２ａのばね系の多目的医療器具の末端の部分側面図である。
図４は、貫通する２つの管腔を仮想線で示す、 90°回転させた、図２ａのばね系の多目的
医療器具の末端の側面図である。
図５ａは、ばね系の多目的医療器具の別の実施の形態の部分断面図である。
図５ｂは、円錐形の内部ジョーガイドを有するばね系の多目的医療器具に対する１つの実
施の形態の部分断面図である。
図６は、ばね系の多目的医療器具に対する別の実施の形態の部分断面図である。
図７ａは、ループによりジョーに接続されたジョーアクチュエータを示す、図３のばね系
の多目的医療器具の拡大部分側面断面図である。
図７ｂは、保持釦によりジョーに接続されたジョーアクチュエータを有するばね系の多目
的医療器具に対する別の実施の形態の拡大部分側面図である。
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図８は、回転可能なばねジョーを有するばね系の多目的医療器具に対する別の実施の形態
の部分断面図である。
図９ａは、開ループの係止ジョーを有するばね系の多目的医療器具に対する別の実施の形
態の図である。
図９ｂは、アンビル切断ジョーを有するばね系の多目的医療器具に対する別の実施の形態
の図である。
図９ｃは、鋸歯状ジョーを有するばね系の多目的医療器具に対する別の実施の形態の図で
ある。
図９ｄは、カップ生検ジョーを有するばね系の多目的医療器具に対する別の実施の形態の
図である。
図９ｅは、末端の把みジョーを有するばね系の多目的医療器具に対する別の実施の形態の
図である。
図９ｆは、閉ループ係止ジョーを有するばね系の多目的医療器具に対する別の実施の形態
の図である。
図９ｇは、切断ジョーを有するばね系の多目的医療器具に対する別の実施の形態の図であ
る。
図９ｈは、深い切断生検ジョーを有するばね系の多目的医療器具に対する別の実施の形態
の図である。
図１０ａは、患者の体内内腔内部の引込み位置にあるばね系の多目的医療器具に対する１
つの実施の形態の図解図である。
図１０ｂは、ジョーが対象物に達し得るように伸長した、図９ａのばね系の多目的医療器
具の図解図である。
図１０ｃは、ジョーが対象物に接触した、図９ａのばね系の多目的医療器具の図解図であ
る。
図１０ｄは、ジョーが対象物を把んだ、図９ａのばね系の多目的医療器具の図解図である
。
図１０ｅは、ジョーが対象物を把んだ後に引込んだ、図９ａのばね系の多目的医療器具の
図解図である。
好適な実施の形態の説明
本発明の原理の理解を促進する目的のため、次に、図面に図示した実施の形態について説
明するが、この説明のため、特定の用語を使用する。しかしながら、これは、本発明の範
囲を何ら限定することを意図するものではなく、本発明が関連する技術分野の当業者には
、記載した装置の変形例及び更なる改変例、並びに、本明細書に記載した本発明の原理の
更なる適用例が通常、案出されるものであることを理解すべきである。
図１を参照すると、内視鏡１０が口腔、食道、胃を通って胆管に達する患者が示してある
。内視鏡１０を患者の体内にて進める方法は、当業者に一般に公知である。多目的のばね
ジョーの医療器具１１は、内視鏡内を伸長する管腔１４を通じて展開可能である。補助的
器具を通すための管腔を有する内視鏡は、当業者に一般に公知であり、種々の長さを有し
ている。この内視鏡は、少なくとも 200ｃｍの長さであることが好ましい。内視鏡内の管
腔１４は、約 4.0ｍｍの直径であることが好ましい。更に、この管腔は、約 1.5乃至 4.0ｍ
ｍの範囲の直径であることが好ましい。多目的のばねジョー医療器具１１を容易に貫通さ
せることを可能にするその他の管腔１４の寸法も考えられる。また、患者の体内に配置さ
れたカテーテルを通じて多目的のばねジョー医療器具１１を展開させることも考えられ、
この場合、カテーテルは、内視鏡と略同様の管腔の特徴を有している。更に、当業者に公
知のその他の展開技術も本発明にて考えられる。
多目的ばねジョー医療器具１１は、患者の体外となる基端１２と、体腔内に配置可能な末
端１３とを有している。該器具１１の末端１３は、胆管内に示してあるが、該器具１１は
、脳、胸部、腹部、胃、脊柱、関節、眼、耳の体腔及び洞、並びに血管、膵管、尿路の尿
道及び尿管、肺及び胃腸系のような、患者の他の領域内にて展開可能であることが理解さ
れる。
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図２ａを参照すると、内視鏡１０の管腔１４内に配置され且つ患者から除去された、多目
的のばねジョー器具１１が示してある。該器具１１は、基端１２と、他端である末端１３
とを有している。基端１２は、器具１１の相対的動作を制御し得るように医者が操作する
ためのハンドル１５を有している。細い外管１６は、器具１１の一部分を形成し、管腔１
４を画成する面と緊密に摺動接触する状態に配置されており、また、器具１１の基端１２
から末端１３まで伸長している。管１６は、腔内カテーテルの技術を利用するための複数
のポートを有している。１つの実施の形態において、これら複数のポートは、管１９、２
０を貫通するように且つ器具１１の内部に受け入れる一対のポート１７、１８を有してい
る。管１９、２０と関連して利用される腔内カテーテルの技術は、体腔内から内容物を洗
浄し且つ吸引するものである。更に、この器具を通じて利用される腔内カテーテルの技術
は、造影剤（ contrast solution）の注入、及び患者の体内からの流体の検体の採取を含
むが、これらにのみ限定することを意図するものではない。別の実施の形態において、焼
灼薬又は電流の印加は、器具１１の作動ヘッド部／ジョーに接続する軸を通じて行われる
。電流又は焼灼薬は、上記の複数の管腔の１つを通って流すことができる。更に、器具を
通じて信号を伝送することにより、事象の変化を監視することが可能となる。
ばねジョー２１は、器具１１の末端１３に配置されている。ばね系の多目的器具１１に種
々のばねジョーの設計を採用することが考えられる。例えば、掴み、切断、及び引戻し用
に設計されたジョーとすることが可能である。多目的ばねジョー器具１１に関連する極め
て多数の有利な点の１つは、比較的小径の管１６によりジョー間の距離が長いジョー２１
を進め得ることである。該器具１１は、約２乃至 20ｍｍの範囲の開口部を有するばねジョ
ーを利用することができる。約２乃至３ｍｍのジョー開口部を有するばねジョー２１の１
つの形態、及び約 15乃至 20ｍｍの開口部を有するばねジョー２１の別の形態がある。より
小さいジョー開口部は、狭小で弱体な構造体に適している一方、より大きいジョー開口部
は石及びポリープを掴むといったような操作に適している。しかしながら、本発明におい
て広範囲のジョー寸法が考えられ且つ管１４を通じて展開可能である。
図２ｂを参照すると、器具１１と略同様である、多目的のばね系器具１１１が示してある
。２つの器具の間にて同様の特徴部分は同様の参照番号で表示することを理解すべきであ
る。器具１１１は、医者が該器具の末端１３を遠隔的に撓ませることを可能にする撓みア
クチュエータ１１２を追加する。この末端１３の撓みは誇張した状態で示してある。撓み
アクチュエータ１１２は、基端１２０と、反対側の末端１２１とを有している。医者が掴
むためのハンドル１２２が基端１２０に配置されている。この撓みアクチュエータ１１２
は、外管１５内の複数の管腔の１つを通って進む。末端１３付近の位置にて、開口１２５
は、管１６の外面に沿って撓みアクチュエータが進むことを可能にする。器具１１１は、
柔軟な可撓性材料で出来たその外管１６を有することが理解される。本発明において、器
具の末端１３の撓みを遠隔的に制御するその他の方法も考えられる。
図３を参照すると、器具１１の部分側面図が示してある。好適な実施の形態において、長
い外管１６は、略円筒状であり、また、貫通して長手方向に伸長する中央開口２２（図５
）を有している。該外管１６は、基端２３と、反対側の作用端である末端２４とを有して
いる。可撓性の管１６は、人間の組織及び体液と適合可能な材料で出来たものであること
が好ましい。内視鏡を通じて展開するのに適した１つの実施の形態において、該外管１６
は、プラスチックで出来ている。経皮的に使用するのに適した１つの代替的な実施の形態
において、該外管は金属で出来ている。しかしながら、器具１１に必要な作動上の特徴に
適合するならば、本発明にてその他の材料を採用することも考えられる。このため、特定
の用途に対応して、外管１６は、柔軟で且つ可撓性であること、又は硬く且つより剛性で
あることを含むが、これらにのみ限定されない相対的特性を該管に付与する特徴のある材
料で出来ていることが理解される。
ジョーアクチュエータ２５は、外管１６内に除去可能に配置されている。このジョーアク
チュエータ２５は、比較的小径であり、また、中央開口内を摺動可能である。１つの好適
な実施の形態において、該アクチュエータ２５は、極めて細いワイヤーであるが、その他
の実施の形態は、プラスチック、金属及び複合構造体とすることもも考えられる。１つの
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好適な実施の形態において、アクチュエータ２５は、 0.36ｍｍの直径であるが、本発明に
てその他の直径寸法とすることも考えられることが理解される。該アクチュエータは、基
端２６と、反対側の末端２７とを有している。該基端２６は、器具のハンドル１５に接続
され且つ患者の身体外に配置される。末端２７は、外管１６内に配置され、また管１６の
末端２４寄りの位置にある。好適な実施の形態において、アクチュエータ２５は、基端２
６から末端２７まで測定した長さ、即ち、基端２３から末端２４まで伸長する外管１６の
測定長さよりも短い長さを有する。アクチュエータ２５と外管１６との長さの相対的な差
は、ジョー２１が器具１１の完全に外側に配置されることを防止する。
図４を参照すると、約 90°回転させた器具１１の末端の作用端１３が示してある。本発明
の１つの形態は、外管１６を貫通して長手方向に伸長する、隔離した複数の管腔を有して
いる。１つの好適な実施の形態において、一対の管腔２８、２９が外管１６の長さを横断
して該外管１６の本体に形成されており、また、 180°離し且つジョー２１のアーム３６
、３７の間に配置されている。複数の管腔は、本明細書に記載し且つ当業者に公知である
ように、腔内カテーテル技術のカテーテルを展開することを可能にする。好適な実施の形
態において、管腔２８、２９は、管１９、２０と流体的に連通している。一方の管腔は体
腔から内容物を吸引するためのものである一方、もう一方の管腔は洗浄又は放射線造影剤
用のものである。更に、このばね系の多目的器具１１は、管腔２８、２９が存在しないよ
うに形成し、又は複数の補助的な管腔を備えるように形成することができる。該外管１６
は、複数の一体の管腔を有する押出し成形プラスチック管として形成することが好ましい
。これらの管腔は、複数の管腔内に流れ込む流体の混合を防止し得るように互いに隔離さ
れている。
図５ａを参照すると、切断／作動ヘッド部３０を有する器具１１の末端１３の部分断面図
が示されている。切断ヘッド部３０のような作動ヘッド部は多数且つ種々のものがあり、
その選択は、医者が実施する医療方法によって決まることが理解される。本明細書に開示
した切断／作動／掴みヘッド部の多くは、ガイドワイヤーをつたって展開させることがで
きる。このガイドワイヤーは、ジョー２１に形成され開口を貫通して進む。ばねジョー２
１と共に異なる切断及び掴みヘッド部を図示することは、器具１１の他の部分に限定する
ことを意図するものではない。
ばねジョー２１が引込み位置にあるとき、該ばねジョー２１の相当な部分は、キャビティ
３１内に配置されている。このキャビティ３１は、外管１６の末端２４に配置されている
。本発明の１つの形態において、該キャビティ１６は、ばねジョー２１の面に係合し且つ
接触する、キャビティの上面３２及びキャビティの下面３３を有するスロットを画成する
。これらのキャビティの上方及び下方の接触面３２、３３は、ばねジョー２１を支持し且
つ案内する機能を果たす内部のジョーガイドを形成する。好適な実施の形態において、キ
ャビティ３１は、外管１６の末端２４に形成された略Ｖ字形のスロットである。器具１１
の別の実施の形態において、該キャビティ３１は、管１６に取り付けられる別個の部材の
一部として形成される。この内部ガイド構造体は、ジョーの正確な動作を制御し得るよう
にばねジョー２１に沿って接触するように設計され且つ製造されている。代替的な実施の
形態は、異なる幾何学的形態の内部ジョーガイド構造体とすることが考えている。
図５ｂを参照すると、切断／作動ヘッド部３０を有する器具２１１の末端１３の部分断面
図が示してある。該器具２１１は、器具１１と略同様であり、同様の特徴部分を示すため
同様の参照番号を使用していることが理解される。２つの器具の間の主たる相違点は、ば
ねジョー３１が円錐形のキャビティ２３１内に配置される点である。この円錐形のキャビ
ティ２３１は、ばねジョー２１の面に係合する接触面２３２を有している。この円錐形面
２３２は、ばねジョー２１を支持する働きをする。本発明において、キャビティ２３１の
その他の幾何学的形態とすることも考えられる。
図６を参照すると、器具１１の末端１３の部分断面図として斜視図が示してある。該器具
１１は、その上に別の作動ヘッド部が接続されている。明確化のため、アクチュエータ２
５とばねジョー２１との接続を更に明らかにすべく、アクチュエータ２５寄りの管構造体
１６は省略してある。しかしながら、器具１１の好適な実施の形態において、アクチュエ
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ータ２５は、管１６を貫通して長手方向に伸長する中央開口６０を画成する面と緊密に摺
動接触していることが理解される。アクチュエータ２５は、その間の遊び又は傾斜を最小
にし得るように、開口６０に対して緊密に滑り嵌めする。
器具１１の１つの実施の形態は、共に接続し得るようにばねジョー２１の周りに接続すべ
くアクチュエータから形成されたループ５０を利用する。このループ５０は、機械的な添
着、接着剤の使用、融接、溶接、クランプ等のような、当業者に公知の技術により因着さ
れる。アクチュエータ２５とばねジョー２１との接続は、可撓性の接続部としたいという
希望に基づいて決まる。可撓性のジョー本体２１ａを使用し、また、アクチュエータ２５
とばねジョー２１との間を可撓の接続部とすることにより、多数の湾曲部及び角度部分を
有する内腔を通って器具１１を進めるときの抵抗力を軽減することが可能となる。更に、
ジョー２１は、導入点から離れた患者の体内領域又は部位にて遠隔的に展開させ且つ作動
させることができる。
図７ａ及び図７ｂを参照すると、アクチュエータ２５をばねジョー２１に接続するための
取り付け構造体が示してある。図７ａには、ループ５０の接続部がより具体的に示してあ
る。好適な実施の形態において、ばねジョー２１は、頂点３５と、該頂点から発生する一
対の隔たったアーム３６、３７とを有している。ループ５０は、ジョー２１の頂点３５の
周りを通り、構成要素を共に接続する。図７ｂを参照すると、アクチュエータ２５の末端
２７に接続された拡大ヘッド部５１を利用する１つの代替的な接続構造体が示してある。
開口３８がアクチュエータ２１を通し得るように頂点３５寄りにてばねジョー２１に形成
されている。この拡張ヘッド部５１は、ばねジョー２１の本体に当接し、アクチュエータ
２５をジョー２１に接続した状態に保持する。好適な実施の形態において、この拡張ヘッ
ド部２１は、アクチュエータ２５に接続されたリベットである。本発明において、当業者
に一般に公知のその他の機械的添着技術を採用することも考えられる。
図１乃至図７を参照すると、外管１６の末端２４の周りに配置された端部キャップ４０が
示してある。該端部キャップは、外管１６の末端２４に固定状態に取り付けられている。
好適な実施の形態において、該端部キャップ４０は、可撓性管１６の末端２４を安定させ
且つジョー２１を案内する。該端部キャップは比較的薄い肉厚の金属で出来ていることが
好ましい。端部キャップ４０は、その内部に形成されたばね案内構造体を有しており、好
適な実施の形態において、このばね案内構造体は、一対の隔たったスロット４１を備えて
いる。１つの実施の形態において、隔たったスロット４１は、 180°隔てられており、ま
た、ばねアーム３６、３７の断面に対応する形状を有している。該端部キャップ４０は、
ばねアーム３６、３７の捩れ及び／又は側方向への動きを最小にし又は解消し、このこと
は、ジョーの整合ずれを防止することになる。端部キャップに形成されたスロット４１の
間隔及び幾何学的形態は、ジョー２１の間の隔たり距離を正確にすることを可能にする。
該端部キャップ４０は、アクチュエータ２５がばねジョーから分離したならば、ばねジョ
ー２１が失われるのを防止する点にて安全性を増すことになる。
該ばねジョー２１は、所望のばね定数を有する材料の単一のストリップにて形成されるこ
とが好ましい。ばねジョー２１に適した材料の選択は、プラスチック、ポリマー及びばね
鋼を含むが、これらにのみ限定されるものではない。好適な実施の形態において、該ばね
ジョー２１は、略Ｖ字形を形成し得るように、中央部にて折り重ねた略平坦なばね鋼で出
来ている。代替的な実施の形態において、活性ヒンジ、複合鋼、及びばね鋼、複合プラス
チック及び鋼にて形成されたジョーとすることが考えられる。より好適な実施の形態にお
いて、ばねジョー２１は、ニチノール（ nitinol）にて形成される。
アクチュエータ２５は、外管１６内に配置され、その双方は、その基端にてハンドル１５
に接続されている。医者は、その遠隔操作ハンドル１５にてアクチュエータ１５及び外管
１６の双方を操作することができる。１つの実施の形態（図２ｂ）において、外管１６の
少なくとも一部分は、医者が撓みアクチュエータ１１２の基端１２０を操作するときに撓
み且つ制御可能であり、これにより、単一のアクチュエータを介して器具に撓み機能を付
与することができる。更に、ジョー２１は、外管１６とアクチュエータ２５との相対的な
動きによって開閉が為される。医者は、ジョー２１を動かすため外管又はアクチュエータ
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の一方を作動させる操作の自由さが得られる。
図８を参照すると、機械的なばね系の器具の別の実施の形態の部分断面図が示してある。
器具３１１は、器具１１と略同一であり、同様の構成要素は同様の参照符号で表示してあ
る。器具３１１は、材料を切断し且つ／又は破砕するための回転可能なジョー２１をその
末端１３に有している。ばねジョー２１が回転することを可能にし得るようにキャビティ
３５０が管１６に形成されている。該キャビティは、その上でジョーを支持し且つ該ジョ
ーが回転するのことを許容する支承面３５０ａを有している。好適な実施の形態において
、該キャビティは、略円錐形の形状を有するが、本発明において、その他の幾何学的形態
とすることも考えられる。ばねジョー２１は、管１６の末端１３の周りを回転する回転可
能な端部キャップ３４０を貫通して進む。該端部キャップ３４０は、管１６上に拘束され
且つ該管１６の上で回転可能である。１つの実施の形態において、立上がり張り出し部３
４２が支承キャップ３６０に形成された周溝３４３内に座して、端部キャップ３４０を管
１６上に保つ。該支承キャップ３６０は、管１６に固定状態に固着されている。端部キャ
ップ３４０と支承キャップ３６０との合わさり面は、ばねジー２１が円滑に回転するのを
許容する対応した支承面を形成する。アクチュエータ２５は、回転可能であり且つ回転動
作を実質的に伝達し、端部キャップ３４０及びばねジョー２１を回転させるのに十分な剛
性を有している。
図９ａ乃至図９ｈを参照すると、器具１１のジョー２１上に配置された多数の作動ヘッド
部が示してある。該作動ヘッド部は、ジョー２１と一体に形成するか、又は別個の部材と
し、該作動ヘッド部に接続することができる。これらの作動ヘッド部は器具の可撓性を示
す一例であり、何らの限定を付すことを意図するものではないことが理解される。より具
体的には、図９ａにおいて、対象物を掴むのに適した設計の開ループジョーが示してある
。図９ｂを参照すると、ナイフ刃部分と、反対側のアンビルとを有する切断ジョーが示し
てある。図９ｃのジョー構造体は、対象物を掴み且つ／又は破砕する対向した一対の鋸歯
状面を備えている。図９ｄを参照すると、組織試料を得るのに有用なカップ生検ジョーが
示してある。図９ｅの掴み装置は、その上に末端の鋸歯部分が設けられた一対の対向する
ジョーを有している。図９ｆを参照すると、対象物を掴むのに適した設計の閉ループジョ
ーが示してある。この閉ループ設計は、係止可能である。更なる切断ジョーが図９ｇに示
してある。図８ｇの切断ジョーは浅いトレー内に配置可能なナイフ刃部分を有している。
図９ｈを参照すると、深く切断する生検ジョーが示してある。該深く切断する生検ジョー
は、試料を保持する、トレーと、その反対側にある三角形のナイフブレードとを有してい
る。
図１０ａ乃至図１０ｅに基づいて、患者の体腔内に対象物を捕獲する方法の一例が示して
ある。この実施の形態において、多数の切断ヘッド部を利用することができることが理解
される。最初のステップは、器具を内視鏡又はカテーテルのような展開装置を通じて患者
の体内の遠方領域又は部位まで進めることを含む。この装置は、引込めた状態にて身体を
進められて組織を傷付けるるのを最小にする。外科手術部位に近接する位置に配置された
ならば、医者は、ジョーを伸長させて対象物に接触し、また、その対象物を受け入れるの
に十分な寸法の開口部を提供する。十分なジョー寸法に達したならば、医者は内視鏡を操
作して対象物に接触する。その接触が為された後、医者は、その器具を操作して対象物を
捕獲する。対象物を捕獲したならば、医者はジョーを器具の外管まで引っ込めるか、又は
外管を進めてジョーを閉じることにより、器具を閉じる。
本発明を図面に図示し且つ上記の説明にて詳細に記載したが、これは一例であり、本発明
の性質を限定するものとみなすべきではなく、好適な実施の形態のみを図示し且つ説明し
たものであり、本発明の精神に属する全ての変更及び改変が保護されることを望むもので
あることを理解すべきである。
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【 図 １ 】 【 図 ２ ａ 】

【 図 ２ ｂ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ ａ 】

【 図 ５ ｂ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ ａ 】

【 図 ７ ｂ 】
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【 図 ８ 】

【 図 ９ ａ 】

【 図 ９ ｂ 】

【 図 ９ ｃ 】

【 図 ９ ｄ 】

【 図 ９ ｅ 】

【 図 ９ ｆ 】

【 図 ９ ｇ 】

【 図 ９ ｈ 】

【 図 １ ０ ａ 】

【 図 １ ０ ｂ 】

【 図 １ ０ ｃ 】

【 図 １ ０ ｄ 】

【 図 １ ０ ｅ 】
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