
JP 2015-231573 A 2015.12.24

(57)【要約】
【課題】外科用縫合装置を提供する。
【解決手段】外科用縫合装置は、円弧状針トラックと、
該針トラック内に配置され、先端、後端、内側面、及び
外側面を含む、円弧針と、該針に接続された、ある長さ
の縫合糸と、該針トラックから間隔を空けて配置される
、円弧状キャリアトラックと、該キャリアトラック内に
配置されたキャリアと、該針トラック内に配置されたド
ライバーと、を含み、該針に係合し、かつ該針トラック
内で該針を動かすよう操作可能である、往復運動針ドラ
イバーと、該キャリアトラック内で該キャリアを往復運
動させるよう操作可能である、伝動装置と、を含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外科用縫合装置であって、
　円弧状針トラックと、
　該針トラック内に配置され、先端、後端、内側面、及び外側面を含む、円弧針と、
　該針に接続された、ある長さの縫合糸と、
　該針トラックから間隔を空けて配置される、円弧状キャリアトラックと、
　該キャリアトラック内に配置されたキャリアと、該針トラック内に配置されたドライバ
ーと、を含み、該針に係合し、かつ該針トラック内で該針を動かすよう操作可能である、
往復運動針ドライバーと、
　該キャリアトラック内で該キャリアを往復運動させるよう操作可能である、伝動装置と
、
　を含む、外科用縫合装置。
【請求項２】
　前記針トラックから前記キャリアトラックを分離する壁を更に含む、請求項１に記載の
外科用縫合装置。
【請求項３】
　前記壁を貫通するスロット開口部を更に含み、該スロットが前記キャリアトラックと前
記針トラックとの間を連絡する、請求項２に記載の外科用縫合装置。
【請求項４】
　前記針ドライバーが、前記スロット開口部を貫通して前記針トラック内に延在する、請
求項３に記載の外科用縫合装置。
【請求項５】
　前記スロット開口部が前記円弧状針トラックの内側エッジに近接する、請求項３に記載
の外科用縫合装置。
【請求項６】
　前記スロット開口部が前記円弧状針トラックの外側エッジに近接する、請求項３に記載
の外科用縫合装置。
【請求項７】
　前記円弧状針トラックと前記円弧状キャリアトラックが同軸である、請求項１に記載の
外科用縫合装置。
【請求項８】
　前記針トラックと前記キャリアトラックが、共有軸に沿って互いにずれている、請求項
７に記載の外科用縫合装置。
【請求項９】
　前記針トラックと前記キャリアトラックが同半径である、請求項８に記載の外科用縫合
装置。
【請求項１０】
　前記針が、前記ドライバーが係合するような寸法にされ、かつそのように適合されてい
る段を更に含む、請求項１に記載の外科用縫合装置。
【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、特許仮出願第６１／７３６６７８号（２０１２年１２月１３日出願）（代理
人整理番号第ＥＮＤ７２１６ＵＳＰＳＰ号）、同第６１／７３６６８２号（２０１２年１
２月１３日出願）（代理人整理番号第ＥＮＤ７２１７ＵＳＰＳＰ号）、同第６１／７３６
６９０号（２０１２年１２月１３日出願）（代理人整理番号第ＥＮＤ７２１８ＵＳＰＳＰ
号）、及び同第６１／７３６６９６号（２０１２年１２月１３日出願）（代理人整理番号
第ＥＮＤ７２１９ＵＳＰＳＰ号）の優先権を主張し、これらの内容は参照により本明細書
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に組み込まれる。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、一般的には、外科用装置及び外科手術に関し、より詳細には、外科的縫合に
関する。
【０００３】
　縫合はしばしば、広範な種類の外科手術に使用される。手作業縫合は、典型的に、外科
医が細いプライヤーを使用して縫合針を掴んで支え、この針で組織を穿刺し、針を手放し
、この針を再び掴んで引っ張ることにより、針及びこれに付属する縫合糸を、縫合する組
織に通す。そのような針は典型的に湾曲しており、針の後端に縫合糸が取り付けられてい
る。この縫合プロセスをスピードアップし、微小な縫合、あるいは内視鏡、腹腔鏡、又は
関節鏡手術中の縫合を促進するために、様々な種類の自動縫合装置が試みられている。自
動化縫合装置は一般的に知られているが、これまでに、本発明による外科用縫合装置を作
成又は使用した例はない。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　一実施形態において、外科用縫合装置は、近位端、遠位端、及び近位端と遠位端との間
に長手方向軸を有する細長シャフトを有する。作動装置は、細長シャフトの近位端に接続
されている。円形針アプライヤーは、細長シャフトの遠位端に接続されている。細長シャ
フトは、円形針アプライヤーの近位側で関節運動し、円形針アプライヤーは、長手方向軸
を中心に回転する。
【０００５】
　この作動装置は、手動ハンドルを含み得る。このハンドルは、円形針アプライヤーを選
択的に作動させる第１入力部を含み得る。この外科用装置は、シャフトを選択的に関節運
動させる第２入力部を更に含み得る。この外科用装置は、長手方向軸を中心に円形針アプ
ライヤーを選択的に回転させる第３入力部を更に含み得る。細長シャフトは、接合部を中
心に関節運動し得る。円形針アプライヤーはベアリングを中心に回転し得る。
【０００６】
　別の一実施形態において、外科用縫合装置は、近位端、遠位端、及び近位端と遠位端と
の間に長手方向軸を有する細長シャフトを有する。作動装置は、細長シャフトの近位端に
接続されている。円形針アプライヤーは、細長シャフトの遠位端にある。円形針アプライ
ヤーは、円弧針と、この円弧針を円形経路内で回転させるための作動装置に操作可能に接
続された針ドライバーと、を有する。接合部は、細長シャフトの近位端と遠位端との間に
配置される。この接合部は、作動装置に操作可能に接続されて、シャフトを選択的に関節
運動させる。ベアリングは、シャフト上で、接合部の遠位側に配置される。ベアリングは
、作動装置に操作可能に接続されて、長手方向軸を中心に円形針アプライヤーを選択的に
回転させる。
【０００７】
　別の一実施形態において、外科用縫合装置は、近位端、遠位端、及び近位端と遠位端と
の間に長手方向軸を有する細長シャフトを含む。作動装置は、細長シャフトの近位端に接
続されている。円形針アプライヤーは、細長シャフトの遠位端に接続されている。ある手
段により、細長シャフトを関節運動させ、またある手段により、長手方向軸を中心に円形
針アプライヤーを回転させる。外科用縫合装置は、円形針アプライヤーを作動させるため
の手段を更に含み得る。
【０００８】
　別の一実施形態において、外科用縫合システムは、再使用可能シャフト及び作動装置を
含む。使い捨てカートリッジは、外科用針と、この外科用針に接続された、ある長さの縫
合糸と、針に係合し、かつカートリッジに対して針を動かすよう操作可能な針ドライバー
と、を含む。使い捨てカートリッジは、針ドライバーに操作可能に接続された伝動装置を
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更に含み得る。再使用可能シャフト及び作動装置は、オートクレーブ処理可能であり得る
。再使用可能シャフト及び作動装置は、少なくとも５０回の手術に再使用可能である。再
使用可能シャフト及び作動装置は、少なくとも１５０回の手術に再使用可能である。再使
用可能シャフト及び作動装置は、少なくとも２００回の手術に再使用可能である。
【０００９】
　別の一実施形態において、外科用縫合システムは、近位端及び遠位端を有する再使用可
能シャフトを含み、この遠位端は受容器及び回転ドライブを有する。再使用可能作動装置
は、シャフトの近位端に接続されている。使い捨てカートリッジは、受容器に着脱可能な
ように適合されている。カートリッジは、円弧状トラックと、先端及び後端を有してトラ
ック内に配置されている円弧針と、後端に接続されている、ある長さの縫合糸と、針に係
合し、かつ円弧状円形トラック内で針を動かすよう操作可能な往復運動針ドライバーと、
回転ドライブに連結するよう適合された回転入力部を有する、針ドライバーに操作可能に
接続された伝動装置と、を含む。再使用可能シャフト及び作動装置は、オートクレーブ処
理可能であり得る。
【００１０】
　別の一実施形態において、使い捨て外科用針カートリッジは、外科用縫合装置に着脱可
能なように適合される。使い捨てカートリッジは、円弧状針トラックと、先端及び後端を
有してトラック内に配置されている円弧針と、この針に接続されている、ある長さの縫合
糸と、針に係合し、かつ針トラック内で針を動かすよう操作可能な往復運動針ドライバー
と、針ドライバーに操作可能に接続された伝動装置と、外科用縫合装置の回転ドライブに
伝動装置を連結するよう適合された捻れ力インタフェースと、を含む。往復運動針ドライ
バー及び伝動装置は、カートリッジ内に完全に入れられている。外科用縫合装置は再使用
可能であり得る。外科用縫合装置は、近位端、遠位端、及びカートリッジとインタフェー
スで接続するよう適合された受容器を備えた細長シャフトを含み得る。使い捨て外科用針
カートリッジは更に、外科用縫合装置を含み得る。
【００１１】
　別の一実施形態において、外科用縫合システムは、近位端、遠位端、近位端と遠位端と
の間の長手方向軸、及び遠位端における回転ドライブを備えた受容器を有するシャフトを
含む。カートリッジは、受容器に選択的に着脱可能である。カートリッジは、外科用針と
、この外科用針に接続された、ある長さの縫合糸と、針に係合し、かつカートリッジに対
して針を動かすよう操作可能な針ドライバーと、針ドライバーに操作可能に接続された伝
動装置と、回転ドライブを伝動装置に回転で連結する捻れ力インタフェースと、を有する
。
【００１２】
　回転ドライブは、シャフトの長手方向軸に対して交差する軸を中心に、捻れ力インタフ
ェースを介して伝動装置にトルクを送達し得る。回転ドライブは、シャフトの長手方向軸
に対して直交する軸を中心に、捻れ力インタフェースを介してトルクを送達し得る。回転
ドライブはラックアンドピニオンを含み得る。受容器は、シャフトの長手方向軸から軸方
向にずれた、遠位側に延出するアームを含み得る。アームは、内側に面したデッキを含み
得る。回転ドライブは、アーム内に少なくとも部分的に配置され得る。
【００１３】
　外科用縫合システムは、シャフトの長手方向軸から軸方向にずれた、第２の遠位側に延
出するアームを更に含み得、このアームは、カートリッジを受容するような寸法にされ、
かつそのように適合された間隔を画定する。外科用縫合システムは更に、カートリッジを
受容器に対してロック及びロック解除するよう操作可能なラッチを含み得る。カートリッ
ジは、受容器に対してカートリッジを長手方向にスライドさせることによって受容器から
着脱可能である。
【００１４】
　別の一実施形態において、外科用縫合システムは、近位端、遠位端、及び近位端と遠位
端との間に長手方向軸を有するシャフトを含む。受容器はシャフトの遠位端にある。受容
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器は、間隔を画定する、一対の遠位側に延出するアームを有する。カートリッジは、この
間隔内でカートリッジを長手方向にスライドさせることによって、受容器に選択的に着脱
可能である。カートリッジは、外科用針と、この針に接続された、ある長さの縫合糸と、
針に係合し、かつカートリッジに対して針を動かすよう操作可能な針ドライバーと、を有
する。ラッチは、受容器内のカートリッジを選択的にロック及びロック解除する。
【００１５】
　外科用縫合システムは、少なくとも一方のアームに部分的に配置された回転ドライブを
更に含み得る。外科用縫合システムは、操作可能に針ドライバーに接続された、カートリ
ッジ内の伝動装置と、この伝動装置に回転ドライブを回転で連結する捻れ力インタフェー
スと、を更に含み得る。
【００１６】
　別の一実施形態において、外科用縫合システムは、近位端、遠位端、近位端と遠位端と
の間の長手方向軸、及び遠位端における回転ドライブを備えた受容器を有するシャフトを
含む。カートリッジは、受容器に選択的に着脱可能である。カートリッジは、外科用針と
、この針に接続された、ある長さの縫合糸と、針に係合し、かつカートリッジに対して針
を動かすよう操作可能な針ドライバーと、針ドライバーに操作可能に接続された伝動装置
と、を有する。ある手段により、回転ドライブを伝動装置に回転で連結する。外科用縫合
システムは、カートリッジを受容器に着脱するための手段を更に含み得る。外科用縫合シ
ステムは、カートリッジを受容器にロック及びロック解除するための手段を更に含み得る
。
【００１７】
　別の一実施形態において、外科用縫合装置は円弧状針トラックを含む。円弧針は針トラ
ック内に配置され、針は、先端、後端、内側面、及び外側面を有する。ある長さの縫合糸
が針に接続される。円弧状キャリアトラックは、針トラックから間隔を空けて配置される
。往復運動針ドライバーは、キャリアトラック内に配置されたキャリアと、針トラック内
に配置されたドライバーと、を有し、針に係合し、かつ針トラック内で針を動かすよう操
作可能である。伝動装置は、キャリアトラック内でキャリアを往復運動させるよう操作可
能である。
【００１８】
　外科用縫合装置は、キャリアトラックを針トラックから分離する壁を更に含み得る。外
科用縫合装置は、壁を貫通するスロット開口部を更に含み、このスロットはキャリアトラ
ックと針トラックとの間を連絡する。針ドライバーは、スロット開口部を貫通して、針ト
ラック内へと延在し得る。スロット開口部は、円弧状針トラックの内側エッジに近接し得
る。スロット開口部は、円弧状針トラックの外側エッジに近接し得る。円弧状針トラック
及び円弧状キャリアトラックは同軸であり得る。針トラック及びキャリアトラックは、共
有軸に沿って互いにずれていてよい。針トラック及びキャリアトラックは同半径であり得
る。針は、ドライバーが係合するような寸法にされ、かつそのように適合された段を更に
含み得る。段は、針の内側面にあり得る。段は、針の外側面にあり得る。
【００１９】
　別の一実施形態において、外科用縫合装置は円弧状針トラックを含む。円弧針は、針ト
ラック内に配置される。針は、先端、後端、内側面、及び外側面を有する。ある長さの縫
合糸が針に接続される。円弧状キャリアトラックは、円弧状針トラックとの共有軸に沿っ
てずれている。壁は、円弧状針トラックを円弧状キャリアトラックから分離している。壁
は、円弧状キャリアトラックと円弧状針トラックとの間を連絡するスロット開口部を有す
る。往復運動針ドライバーは、円弧状キャリアトラック内に配置されたキャリアと、円弧
状針トラック内に配置されたドライバーと、を有し、針に係合し、かつ針トラック内で針
を動かすよう操作可能である。伝動装置は、キャリアトラック内でキャリアを往復運動さ
せるよう操作可能である。
【００２０】
　別の一実施形態において、外科用縫合装置は、円弧状針トラックと、針トラック内に配
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置された円弧針と、針に接続される、ある長さの縫合糸と、を含む。往復運動針ドライバ
ーは、針に係合し、かつ針トラック内で針を動かすよう操作可能である。回転入力部は、
軸を中心に回転する。リンクは、回転入力部に接続された近位端と、針ドライバーに接続
された遠位端と、を有する。第１角度方向の回転入力部の回転は、第１角度方向とは反対
の第２角度方向に針ドライバーを並進させる。
【００２１】
　リンクは更に、近位端と遠位端の間に挟まれた長手方向スロットを含み得、この長手方
向スロットはピンを受容し、このピンを中心にリンクは、長手方向の並進と旋回の両方を
行うことができる。遠位端は、針ドライバーに旋回可能に接続され得る。針ドライバーと
リンク遠位端との間の接続部は、第１半径を有する円弧状経路で並進され得る。リンクの
近位端は、捻れドライブ軸から第２半径で回転入力部に接続され、第１半径は第２半径よ
り大きくてよい。回転入力部、リンク、及び針ドライバーは、不定点を有しなくてよい。
回転入力部は、リンクの近位端に接続されたピンを受容する径方向スロットを含み得る。
外科用縫合装置は、近位端及び遠位端を有する細長シャフト、シャフト近位端に接続され
た作動装置、作動装置に操作可能に接続された回転ドライブ、並びに回転ドライバーを回
転入力部に回転で連結する捻れ力インタフェースを更に含み得る。回転ドライブはラック
アンドピニオンを含み得る。回転入力部は、往復回転運動を有し得る。針ドライバーは、
円弧状トラック内で少なくとも１８０度往復運動し得る。針ドライバーは、針トラックに
より少なくとも部分的に画定された円形経路内で、針を回転させ得る。回転入力部及び針
は、平行な面内で回転し得る。
【００２２】
　別の一実施形態において、外科用縫合装置は、先端、後端、及び先端と後端との間の円
弧状ボディを有する針を含む。ある長さの縫合糸が針に接続される。針ドライバーは、針
に係合し、かつ第１回転方向に円形経路内で針を回転させるよう適合される。爪は、針の
後端に係合するよう適合され、これによって、第１回転方向とは逆の第２回転方向に針が
回転するのを妨げる。
【００２３】
　針は、ある平面内で回転してよく、爪はこの面に交差する角度で弾性的に偏向し得る。
爪は、その平面に対して実質的に垂直に、弾性的に偏向し得る。針は、ある平面内で回転
してよく、爪は実質的にこの平面内で弾性的に偏向し得る。爪は、針の外側に配置され得
る。爪は、針の内側に配置され得る。爪は、爪が旋回する中心となる第１端と、針の後端
に係合するエッジを有する第２端と、を有し得る。外科用縫合装置は更に、針の後端に係
合するよう適合され、これにより、第１回転方向とは逆の第２回転方向に針が回転するの
を妨げる、第２爪を更に含む。爪は、円形経路に沿って互いに正反対にあり得る。後端は
、縫合糸を受容する筒を含み得、この筒は縫合糸の周りを囲む後端面を含み、爪は、この
後端面に係合するよう適合され、これによって、第１回転方向とは逆の第２回転方向に針
が回転するのを妨げる。爪は、針経路に対して垂直な経路に沿って並進することができ、
爪は更に、針経路内で爪を付勢するスプリングを含み得る。爪は更に、爪を針経路の外に
偏向させ、針が爪を通り越すようにするため、針により係合されるよう適合された斜面を
含み得る。爪は、円形針経路により画定される平面に交差する経路に沿って並進し得る。
【００２４】
　別の一実施形態において、外科用縫合装置は、先端、後端、先端と後端との間の円弧状
ボディ、及び、ボディ上の正反対の位置に配置された２つの段を有する針を含む。ある長
さの縫合糸が針に接続される。針ドライバーは、駆動位置と戻り位置との間で少なくとも
１８０度往復運動する。針ドライバーは、針の段に係合するよう適合され、第１回転方向
に円形経路内で針を回転させる。爪は、針ドライバーの駆動位置に近接して配置される。
爪は、針の段に係合するよう適合され、第１回転方向とは逆の第２回転方向に針が回転す
るのを妨げる。
【００２５】
　外科用装置は更に、針経路内で爪を付勢するスプリングを含み得る。爪は更に、針及び
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針ドライバーが係合して爪を針経路の外に偏向させ、針及び針ドライバーが爪を通り越す
ようにするよう適合された、斜面を含み得る。爪は、円形針経路により画定される平面内
で偏向し得る。爪は、爪が旋回する中心となる第１端と、針の段に係合するエッジを有す
る第２端と、第２端を針経路内へと付勢するスプリングと、を有し得る。駆動位置では、
針ドライバーは、爪と針との間に挟まれ得る。外科用装置は更に、針ドライバーの戻り位
置に近接して配置される第２爪を含み得、この第２爪は、針の段に係合するよう適合され
て、第１回転方向とは逆の第２回転方向に針が回転するのを妨げる。
【００２６】
　別の一実施形態において、外科用縫合装置は、先端、後端、先端と後端との間の円弧状
ボディ、及びボディ上の正反対の位置に配置された２つの段を有する針を含む。ある長さ
の縫合糸が針に接続される。針ドライバーは、駆動位置と戻り位置との間で少なくとも１
８０度往復運動する。針ドライバーは、針の段に係合するよう適合され、第１回転方向に
円形経路内で針を回転させる。爪は、針ドライバーの戻り位置に近接して配置される。爪
は、針の段に係合するよう適合され、第１回転方向とは逆の第２回転方向に針が回転する
のを妨げる。
【００２７】
　外科用装置は、針経路内で爪を付勢するスプリングを更に含み得る。爪は更に、針及び
針ドライバーが係合して爪を針経路の外に偏向させ、針及び針ドライバーが爪を通り越す
ようにするよう適合された、近位側斜面を含み得る。爪は更に、針ドライバーが係合して
爪を針経路の外に偏向させ、針ドライバーが爪を通り越すようにするよう適合された、遠
位側斜面を含み得る。遠位側斜面は、針経路の下に配置され得る。爪は、円形針経路によ
り画定される平面内で偏向し得る。
【００２８】
　別の一実施形態において、外科用縫合装置は、先端、後端、先端と後端との間の円弧状
ボディ、及びボディ上の正反対の位置に配置された２つの段を有する針を含む。ある長さ
の縫合糸が針に接続される。針ドライバーは、駆動位置と戻り位置との間で少なくとも１
８０度往復運動する。針ドライバーは、針の段に係合するよう適合され、第１回転方向に
円形経路内で針を回転させる。ある手段により、針の段に係合し、これによって、第１回
転方向とは逆の第２回転方向に針が回転するのを妨げる。この手段は爪を含み得る。この
手段はリーフスプリングを含み得る。
【００２９】
　別の一実施形態において、円形針アプライヤーに使用するための外科用針は、先端、後
端、及び先端と後端との間の円弧状ボディを含む。このボディは内側面及び外側面を有す
る。ボディには、円形針アプライヤーが係合するよう適合された複数の段がある。この段
は、材料を除去することなく、ボディを塑性変形させることによって形成される。ある長
さの縫合糸が後端に接続される。
【００３０】
　段は内側面にあり得る。段は外側面にあり得る。段は、プレス操作により形成され得る
。段は、圧延操作により形成され得る。複数の段は、２つの、正反対にある段を含み得る
。ボディは、少なくとも１８０度の角度範囲を有し得る。円弧状ボディは、原点を中心と
した、実質的に一定の公称半径を含み得る。
【００３１】
　別の一実施形態において、円形針アプライヤーに使用するための外科用針は、先細部を
有する先端、筒を有する後端、及び先細と筒との間に延在する円弧状ボディを含む。ボデ
ィは、内側面、外側面、及び円形針アプライヤーが係合するよう適合された複数の段を有
する。ボディは、先細部と筒との間に実質的に一定の断面積を有する。ある長さの縫合糸
が筒に接続される。
【００３２】
　段は内側面にあり得る。複数の段は、内側面上の、２つの、正反対にある段からなって
いてよい。段は外側面にあり得る。複数の段は、外側面上の、２つの、正反対にある段か
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らなっていてよい。段は、ボディから材料を除去せずに形成され得る。段は、プレス操作
により形成され得る。段は、圧延操作により形成され得る。複数の段は、２つの、正反対
にある段を含み得る。ボディは、少なくとも１８０度の角度範囲を有し得る。
【００３３】
　別の一実施形態において、円形針アプライヤーに使用するための外科用針は、遠位側先
端、近位側後端、及び先端と後端との間の円弧状ボディを含む。このボディは内側面及び
外側面を有する。ボディの第１段は、円形針アプライヤーが係合するよう適合される。第
１段は、先端から遠位側に配置される。長手方向平面部は、第１段から近位側に延在する
。この平面部は、ボディの概ねＤ字形の断面形状を画定する。ボディの第２段は、円形針
アプライヤーが係合するよう適合される。第２段は、第１段から約１８０度の位置に配置
される。ある長さの縫合糸が、後端に接続される。
【００３４】
　針は、先端から後端までの角度範囲が約２１０度～約２７０度であり得る。第１段及び
第２段は、内側面に配置され得る。第１段及び第２段は、外側面に配置され得る。円弧状
ボディは、原点を中心とした、実質的に一定の公称半径を含み得る。公称半径は、約０．
４３２センチメートル～約０．５３３センチメートル（約０．１７０インチ～約０．２１
０インチ）であり得る。平面部は、約２０度～約４０度、第１段から近位側に延在し得る
。平面部は、約１００度～約１５０度、第１段から近位側に延在し得る。ボディは更に、
平面部の近位端に斜面部分を含み得、これによって、ボディの断面形状は、概ねＤ字形か
ら概ね円形に移行する。ボディは更に、第２段から近位側に延在する第２長手方向平面部
を含み得、この第２平面部は、ボディにおいて、概ねＤ字形の断面形状を画定する。第２
平面部は、約８度～約３０度、第２段から近位側に延在し得る。ボディは更に、第２平面
部の近位端に斜面部分を含み得、これによって、ボディの断面形状は、概ねＤ字形から概
ね円形に移行する。先端は先細部を含み得、後端は筒を含み得、ボディはこの先細部と筒
との間で実質的に一定の断面積を有し得る。
【００３５】
　別の一実施形態において、外科用針のパッケージは、外科用針を有するカートリッジと
、針に係合し、かつカートリッジに対して針を動かすよう操作可能な針ドライバーと、を
含む。パッケージは、ボビンと、針に接続され、かつボビンに巻き付けられた、ある長さ
の縫合糸と、を有する。パッケージは、カートリッジ、ボビン、及び縫合糸を囲む外側シ
ェルを更に含み得る。外側シェルは、カートリッジとボビンの上に折りかぶせられるシー
ト材料を含み得る。パッケージは、カートリッジを弾性的に保持するプラットフォームを
更に含み得る。ボビンは回転スプールであり得る。カートリッジは、概ねＵ字形の遠位端
を画定する一対のアームを含み得、パッケージは、このアームの間に挟まれたブロックを
有し得る。パッケージは、カートリッジ、ボビン、及び縫合糸を囲む、ハウジング及び上
面シートを更に含み得る。
【００３６】
　別の一実施形態において、外科用針のパッケージは、ハウジングと、ハウジング内に解
放自在に保持されたカートリッジと、を含む。カートリッジは、外科用針と、針に係合し
、かつカートリッジに対して針を動かすよう操作可能な針ドライバーと、を有する。ボビ
ンはハウジング内にある。ある長さの縫合糸が、針に接続され、ボビンに巻き付けられる
。カートリッジ、ボビン、及び縫合糸は、ハウジング内に収容され得る。カートリッジは
、概ねＵ字形の遠位端を画定する一対のアームを含み得、パッケージは、ハウジングに取
り付けられかつこのアームの間に延在するブロックを更に有し得る。ハウジングは、隙間
を画定してよく、カートリッジはこの隙間内に少なくとも部分的に配置され得る。
【００３７】
　別の一実施形態において、外科用針のパッケージは、隙間を有するハウジングを含む。
カートリッジは、解放自在にハウジング内に保持され、隙間内に延在する。カートリッジ
は、外科用針と、針に係合し、かつカートリッジに対して針を動かすよう操作可能な針ド
ライバーと、概ねＵ字形の遠位端を画定する一対のアームと、を有する。ブロックはハウ
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ジングに取り付けられ、アームの間に延在する。回転スプールはハウジング内にある。あ
る長さの縫合糸が、針に接続され、スプールに巻き付けられる。カートリッジ、ボビン、
及び縫合糸は、ハウジング内に収容される。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
　本明細書は、本発明を詳細に指摘し、かつ明確に主張する「特許請求の範囲」をもって
結論となすものであるが、以下の説明文を、本発明のいくつかの非限定的な例を示した添
付の図面と併せ読むことで、本発明のより深い理解がなされると考えられる。特に断らな
いかぎり、各図面は必ずしも正しい縮尺ではなく、むしろ発明の原理を説明することを目
的として描かれたものである。
【図１】外科用縫合装置の斜視図を示す。
【図２】外科用縫合装置のための作動装置の側面図を示す。
【図３Ａ】直線形態にあるシャフトの斜視図を示す。
【図３Ｂ】関節運動形態にあるシャフトの斜視図を示す。
【図３Ｃ】関節運動及び回転形態にあるシャフトの斜視図を示す。
【図４】シャフトベアリングの分解図を示す。
【図５】シャフト内の連結を示す部分切り欠き図を示す。
【図６】カートリッジ受容器の斜視図を示す。
【図７】回転ドライブの斜視図を示す。
【図８】受容器から外したカートリッジの斜視図を示す。
【図９】受容器から外したカートリッジの斜視図を示す。
【図１０Ａ】ストロークの一端にある針を駆動するための伝動装置の斜視図を示す。
【図１０Ｂ】ストロークの中間にある針を駆動するための伝動装置の斜視図を示す。
【図１０Ｃ】ストロークの他方の端にある針を駆動するための伝動装置の斜視図を示す。
【図１１】キャリアトラック内にある針ドライバーの斜視図を示す。
【図１２】針ドライバーの斜視図を示す。
【図１３】キャリアトラック内にある針ドライバーと、針トラック内にある針の、断面図
を示す。
【図１４Ａ】円弧針の平面図を示す。
【図１４Ｂ】円弧針の斜視図を示す。
【図１５Ａ】円弧針の平面図を示す。
【図１５Ｂ】円弧針の斜視図を示す。
【図１６Ａ】針が収納位置にあり、針ドライバーが戻り位置にある、針アプライヤーの平
面図を示す。
【図１６Ｂ】針が延在位置にあり、針ドライバーが駆動位置にある、針アプライヤーの平
面図を示す。
【図１６Ｃ】針が延在位置にあり、針ドライバーが戻り位置にある、針アプライヤーの平
面図を示す。
【図１６Ｄ】針が収納位置にあり、針ドライバーが駆動位置にある、針アプライヤーの平
面図を示す。
【図１７】カートリッジ受容器の斜視図を示す。
【図１８】回転ドライブの斜視図を示す。
【図１９】ラッチの斜視図を示す。
【図２０】受容器から外したカートリッジの斜視図を示す。
【図２１】受容器から外したカートリッジの斜視図を示す。
【図２２Ａ】ストロークの一端にある針を駆動するための伝動装置の斜視図を示す。
【図２２Ｂ】ストロークの中間にある針を駆動するための伝動装置の斜視図を示す。
【図２２Ｃ】ストロークの他方の端にある針を駆動するための伝動装置の斜視図を示す。
【図２３Ａ】針ドライバーの斜視図を示す。
【図２３Ｂ】針ドライバーの斜視図を示す。
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【図２４】キャリアトラック内にある針ドライバーと、針トラック内にある針の、断面図
を示す。
【図２５Ａ】円弧針の平面図を示す。
【図２５Ｂ】円弧針の斜視図を示す。
【図２６Ａ】円弧針の平面図を示す。
【図２６Ｂ】円弧針の斜視図を示す。
【図２７Ａ】針が収納位置にあり、針ドライバーが戻り位置にある、針アプライヤーの平
面図を示す。
【図２７Ｂ】針が延在位置にあり、針ドライバーが駆動位置にある、針アプライヤーの平
面図を示す。
【図２７Ｃ】針が延在位置にあり、針ドライバーが戻り位置にある、針アプライヤーの平
面図を示す。
【図２７Ｄ】針が収納位置にあり、針ドライバーが駆動位置にある、針アプライヤーの平
面図を示す。
【図２８】針が収納位置にあり、針ドライバーが駆動位置にある、針アプライヤーの平面
図を示す。
【図２９Ａ】針が収納位置にあり、針ドライバーが戻り位置にある、針アプライヤーの平
面図を示す。
【図２９Ｂ】針が延在位置にあり、針ドライバーが駆動位置にある、針アプライヤーの平
面図を示す。
【図２９Ｃ】爪機構の斜視図を示す。
【図２９Ｄ】針が延在位置にあり、針ドライバーが戻り位置にある、針アプライヤーの平
面図を示す。
【図３０Ａ】針が延在位置にあり、針ドライバーが駆動位置にある、針アプライヤーの平
面図を示す。
【図３０Ｂ】爪機構の斜視図を示す。
【図３１Ａ】針が収納位置にあり、針ドライバーが戻り位置にある、針アプライヤーの平
面図を示す。
【図３１Ｂ】爪機構の斜視図を示す。
【図３１Ｃ】爪機構の断面図を示す。
【図３２】受容器から外したカートリッジの斜視図を示す。
【図３３】受容器から外したカートリッジの斜視図を示す。
【図３４】カートリッジパッケージの分解図を示す。
【図３５】縫合装置シャフトに取り付けられているカートリッジの斜視図を示す。
【図３６】カートリッジパッケージの斜視図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　図１は、外科用縫合装置の一実施形態を示す。細長シャフト（２０）は、近位端（２１
）、遠位端（２２）、及びこれらの間に延在する長手方向軸を有する。作動装置（１０）
は、シャフト（２０）の近位端（２１）に接続される。本実施形態において、作動装置（
１０）は手動ピストル形の握り柄であるが、それ以外にも、使用可能な手動作動装置とし
てはまた、ハサミ握り柄、シリンジ握り柄、内視鏡回転ノブ、及びこれらに類するものを
含む様々なものが挙げられる。作動装置（１０）はまた、ＤＡＶＩＮＣＩパックのような
ロボットインターフェイス、ギア又はプーリを具備するハウジング、サーボ機構などの形
態を取り得る。
【００４０】
　円形針アプライヤー（３０）は、シャフト（２０）の遠位端（２２）に接続される。円
形針アプライヤー（３０）は、円弧針を円形経路で回転させ、これにより外科医が選択的
に縫合糸を適用できる。円形針アプライヤー（３０）は、シャフト（２０）及び作動装置
（１０）と一体化させて、単回の外科処置用の一体型使い捨て器具とすることができる。
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円形針アプライヤー（３０）は更に、シャフト（２０）及び作動装置（１０）と一体化さ
せて、再使用可能器具とすることができる。所望により、円形針アプライヤー（３０）は
使い捨てカートリッジ内に実装することができ、シャフト（２０）と作動装置（１０）も
使い捨てにすることができる。別のバリエーションにおいて、円形針アプライヤー（３０
）は使い捨てカートリッジ内に実装することができ、シャフト（２０）と作動装置（１０
）は再使用可能にすることができる。再使用可能な構成部品がある実施形態は、複数回の
外科処置のために、洗浄され、滅菌され、及び再使用されることが意図される。再使用可
能器具の望ましい使用サイクルは、少なくとも手術５０回、より好ましくは少なくとも手
術１５０回、最も好ましくは少なくとも手術２００回である。再使用可能な構成部品は、
少なくとも摂氏１３５度のオートクレーブ滅菌温度に耐えられる材料を用いて構築するこ
とができるが、ただし、低温材料を、当該技術分野で周知の低温滅菌技法で使用すること
もできる。
【００４１】
　図２は、手動作動装置（１０）の一実施形態を示す。第１入力部（１２）は、ここでは
開位置と閉位置との間で枢軸旋回するトリガとして示されており、円形針アプライヤー（
３０）を選択的に作動させるのに使用することができる。トリガは、開位置にトリガを戻
すようスプリング付勢することができる。第２入力部（１４）は、ここでは回転ノブとし
て示されており、シャフト（２０）を選択的に関節運動させるのに使用することができる
。第３入力部（１６）は、ここは回転ノブとして示されており、シャフト（２０）を中心
に円形針アプライヤー（３０）を選択的に回転させるのに使用することができる。第４入
力部（１８）は、ここではスイッチとして示されており、円形針アプライヤー（３０）を
シャフト（２０）に選択的に取り付けたり取り外したりするのに使用することができる。
当然ながら、入力部（１２、１４、１６、及び１８）の数、タイプ、構成、及び操作は異
なっていてよい。
【００４２】
　図３Ａ～Ｂは、第２入力部（１４）の作動に応答して関節運動するシャフト（２０）を
示す。この実施形態において、シャフト（２０）は、関節運動を促進する関節接合部（２
３）を有する。シャフト（２０）は、接合部（２３）の遠位側に配置されるベアリング（
２４）を含む。図３Ｂ～Ｃは、シャフト（２０）が関節運動しているときであっても、第
３入力部（１６）の作動に応答してベアリング（２４）で回転する円形針アプライヤー（
３０）を示す。
【００４３】
　図４～５は、好適な関節接合部（２３）及び回転ベアリング（２４）の一例を示す。ベ
アリング（２４）には、円形針アプライヤー（３０）に固定された円周フランジ（２４Ａ
）が含まれる。フランジ（２４Ａ）は、ベアリングサポート（２４Ｂ、２４Ｃ）の間に捕
捉され、これによってフランジ（２４Ａ）は回転できるが、軸方向の動きは妨げられる。
可撓性の同軸トーションチューブ（２８）が接合部（２３）を通り越している。トーショ
ンチューブ（２８）は、外側シース及び内側ケーブルを有する。トーションチューブ（２
８）の外側シースはフランジ（２４Ａ）に固定され、第３入力部（１６）に操作可能に接
続されている。第３入力部（１６）の作動によりこのシースが回転し、これによって、円
形針アプライヤー（３０）が回転する。同軸トーションチューブ（２８）の内側ケーブル
は、円周フランジ（２４Ａ）を通り越し、第１入力部（１２）に操作可能に接続されてお
り、これにより軸方向の押し引き負荷を提供して、円形針アプライヤー（３０）を作動さ
せる。側面ストラット（２５）は、シャフト（２０）内で接合部（２３）をサポートする
。ピン（２９）はロッド（２７）をナックル（２６）に、接合部（２３）の軸からずれた
位置で接続する。ロッド（２７）は、第２入力部（１４）に操作可能に接続されて、スト
ラット（２５）に対してロッド（２７）を押し引きし、これによってシャフト（２０）が
接合部（２３）を中心に関節運動する。
【００４４】
　図６は、シャフト（２０）の遠位端（２２）に配置された受容器（４０）の一例を示す
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。受容器（４０）は、円形針アプライヤー（３０）を含む使い捨てカートリッジを受容し
かつ保持するような寸法にされ、かつそのように適合されている。カートリッジは、外科
用針と、この外科用針に接続された、ある長さの縫合糸と、針に係合し、かつカートリッ
ジに対して針を動かすよう操作可能な針ドライバーと、針ドライバーに操作可能に接続さ
れた伝動装置と、を含み得る。軸方向にずれたアーム（４１）は、シャフト（２０）から
遠位側に延出している。アーム（４１）は、デッキ（４９）の下及びいずれかの側面に配
置された一対の長手方向スロット（４４）を備えた内側向きデッキ（４９）を有する。ス
プリング負荷ラッチ（４３）は、受容器（４０）に対してカートリッジを選択的にロック
及びロック解除するよう適合されている。所望により、ラッチ（４３）は第４入力部（１
８）に操作可能に接続され得る。
【００４５】
　図７は、ラック（４５）及びピニオン（４７）を有する回転ドライブが、部分的にアー
ム（４１）内及びデッキ（４９）の下に配置されている様子を示す。同軸トーションチュ
ーブ（２８）の内側ケーブルは、ラック（４５）の近位端（４６）に接続され、これによ
って、第１入力部（１２）のトリガを閉じると、ラック（４５）が近位側に引っ張られ、
第１入力部（１２）のトリガを開くと（これはスプリングの戻り力による場合がある）、
ラック（４５）が遠位側に押される。よって、第１入力部（１２）を作動させることによ
って、ピニオン（４７）を回転方向に往復させる。キー（４８）は、この往復回転運動を
カートリッジ内の伝動装置に伝達する。
【００４６】
　図８～９は、受容器（４０）に取り付けるよう適合された使い捨てカートリッジ（５０
）の一例を示す。カートリッジ（５０）は、受容器（４０）上に近位方向にスライドする
ことができ、これによって、ラッチ（４３）が凹部（５３）に係合するまで、２つのデッ
キ（４９、５９）が平行かつ互いに向き合う。カートリッジ（５０）は、下側ハウジング
（５１）、上側ハウジング（５２）、及び針カバー（９０）により入れられている。下側
ハウジング（５１）は、スロット（４４）とインタフェースで接続して係合するような寸
法にされた一対の長手方向スロット（５４）を有する。スロット（５８）は、カートリッ
ジ（５０）が受容器（４０）上にスライドする際に、キー（４８）を受容するような寸法
にされる。カートリッジ（５０）が受容器（４０）上に完全に収まっているとき、ピニオ
ン（４７）は回転入力部（６７）に対して軸方向に揃っており、これが、カートリッジ（
５０）内の伝動装置の一部を形成し、更に、キー（４８）はスロット（６８）内に配置さ
れ、これによって、ピニオン（４７）と回転入力部（６７）とを回転運動接続する捻れ力
インタフェースを提供する。
【００４７】
　よって、シャフト（２０）内の回転ドライブが、シャフト（２０）の長手方向軸に対し
て垂直な軸を中心に、カートリッジ（５０）内の伝動装置に、作動トルクを伝達する。こ
の作動トルクは更に、シャフト（２０）の長手方向軸に、又はシャフト（２０）の長手方
向軸に対して別の横断角の軸に、平行な軸、又は揃った軸に沿って伝達することができる
。更に、キー（４８）及びスロット（６８）の実施形態以外の、例えば、十字、正方形、
スプライン、及び同様物など、当該技術分野で周知の他の捻れ力インタフェースも使用す
ることができる。
【００４８】
　図１０Ａ～Ｃは、円形経路内で針を駆動させるための、カートリッジ（５０）内の伝動
装置の一例を示す。針ドライバー（７０）は円弧状キャリアトラック（５５）内で往復運
動し、円弧針に操作可能に係合してこれを回転させる。リンク（６０）は、回転入力部（
６７）を針ドライバー（７０）に接続する。ピン（７１）は、リンク（６０）の遠位端を
針ドライバー（７０）に旋回可能に接続する。回転入力部（６７）にはスロット（６８）
があり、これがキー（４８）と係合して、回転ドライブからの往復回転運動を受け取る。
回転入力部（６７）は、径方向スロット（６６）を備えた、径方向に延在するアーム（６
５）を有する。ピン（６４）は、スロット（６６）内に配置されて、リンク（６０）の近
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位端を回転入力部（６７）に接続している。スロット（６６）は、アーム（６５）に対し
てピン（６４）を回転方向に拘束し、同時に、ある程度の相対的な径方向運動に対応する
。リンク（６０）は、固定ピン（６２）を受容する長手方向スロット（６１）を有し、こ
のピンを中心にして、リンク（６０）が長手方向に並進しかつ旋回する。ピン（７１、６
２）は同一平面上であるが、ピン（６６）はずれた面内にある。リンク（６０）には、こ
のずれに対応するための曲がり部分（６３）が含まれる。スロット（６８）を備えた回転
入力部（６７）の面を含む捻れ力インタフェースの他に、この実施形態において、伝動装
置全体がカートリッジ（５０）内に完全に入れられている。
【００４９】
　図１０Ａは、キャリアトラック（５５）内でストロークの一端に配置された針ドライバ
ー（７０）を示す。図１０Ｂに示すように、回転入力部（６７）の反時計方向回転が、キ
ャリアトラック（５５）に沿って針ドライバー（７０）を時計方向に並進させる。ピン（
７１）の回転半径は、ピン（６４）の回転半径よりも大きい。図１０Ｃに示すように、回
転入力部（６７）が引き続き反時計方向に回転すると、キャリアトラック（５５）のスト
ロークの他方の端に達するまで、針ドライバー（７０）を引き続き時計方向に並進させる
。回転入力部（６７）、リンク（６０）、及び針ドライバー（７０）には不定点がないた
め、回転入力部（６７）の回転によって、拘束なしにストローク全体にわたって反対の回
転方向に針ドライバー（７０）を並進させる。
【００５０】
　この順序は、回転入力部（６７）を時計方向に回転させることによって逆転し、これに
よって、キャリアトラック（５５）内で針ドライバー（７０）を反時計方向に並進させる
。よって、第１入力部（１２）の作動は、キャリアトラック（５５）に沿って針ドライバ
ー（７０）を前後に往復させる。
【００５１】
　図１１～１３は、針ドライバー（７０）及びその動作の一例を示す。上側ハウジング（
５２）には、円弧状針トラック（５６）及び円弧状キャリアトラック（５５）がある。こ
の実施形態において、針トラック（５６）及びキャリアトラック（５５）はそれぞれ、共
通軸からの公称曲率半径を有する。よって、針トラック（５６）とキャリアトラック（５
５）は同軸である。またこの実施形態において、トラック（５５、５６）は少なくとも部
分的に、径方向に互いに重なり合っており、これらも同半径である。トラック（５５、５
６）は、トラック（５５、５６）を隔てる壁によって共有軸から互いにずれている。スロ
ット（５７）は壁を通って開口しており、キャリアトラック（５５）と針トラック（５６
）との間の連絡を提供している。この実施形態において、スロット（５７）は針トラック
（５６）の外側縁に近接して開口している。
【００５２】
　針ドライバー（７０）は、キャリアトラック（５５）にスライド可能にフィットするよ
うな寸法のキャリア（７５）を有する。この実施形態において、キャリア（７５）は、キ
ャリアトラック（５５）に一致する湾曲したボディを有する。ピン（７１）は、キャリア
（７５）から延在して、リンク（６０）に係合している。針ドライバー（７０）はスロッ
ト（５７）を通って延在し、針トラック（５６）に入り込む。キャリア（７５）は、スロ
ット（５７）内にフィットするような寸法のフランジ（７７）を有する。ドライバー（７
６）は、キャリア（７５）に取り付けられ、針トラック内に配置され、針（８０）に係合
し、かつ針トラック（５６）内で針を動かすよう操作可能である。ドライバー（７６）は
、Ｌ字形の金属製ブレードであり、キャリア（７５）を形成する２つの部品の間に挟まれ
た１本の脚部（７６Ｃ）を備えている。ドライバー（７６）は、カンチレバーリーフスプ
リングがフランジ（７７）から外側に逸れる際に偏向することができ、また、針（８０）
の外側面に係合するよう弾性的に付勢され得る。この実施形態において、ドライバー（７
６）は、駆動面（７６Ａ）及び戻り面（７６Ｂ）を有する。駆動面（７６Ａ）は、駆動ス
トローク中に針（８０）上の段に係合するよう動作する辺縁を有する。そのように係合し
ているとき、針（８０）は、ドライバー（７０）と一緒に針トラック（５６）内でスライ
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ドする。戻り面（７６Ｂ）には斜面があり、戻りストロークで針（８０）の上にドライバ
ー（７６）がスライドするのを促進する。
【００５３】
　下側ハウジング（５１）は、リンク（６０）を拘束してピン（７１）に係合させ、更に
、キャリアトラック（５５）内にキャリア（７５）を拘束する。針カバー（９０）は、針
（８０）を針トラック（５６）内に拘束する。針カバー（９０）は更に、針トラック（５
６）の長さに沿ってウィンドウ（９１）を画定する。ウィンドウ（９１）は、縫合糸を受
容するような寸法にされる。針（８０）が針トラック（５６）内で回転する際、縫合糸は
ウィンドウ（９１）を通って延在することができる。ただし、ウィンドウ（９１）は、針
（８０）よりも小さい寸法であり、これによって、針（８０）を針トラック（５６）内に
拘束する。
【００５４】
　図１４Ａ～Ｂは、鋭い先細先端（８３）を備えた遠位先端（８１）を有する針（８０）
の一実施形態を示す。先端（８１）には、円錐形、ブレード形、鈍端、切断先端、先細切
断先端、及び同様物を含む、様々な形状を採用することができる。近位後端（８２）は、
ある長さの縫合糸（８９）を固定的に受容する管状筒（８４）を有する。後面（８８）は
、縫合糸（８９）の周りを囲む。様々なタイプの縫合糸（８９）を採用することができ、
これには、ポリグラクチン（例えば、ＶＩＣＲＹＬ）、ポリグレカプロン（例えば、ＭＯ
ＮＯＣＲＹＬ）、ポリジオキサノン（例えば、ＰＤＳ）、外科用ガット、ポリエステル（
例えば、ＥＴＨＩＢＯＮＤ）、絹（例えば、ＰＥＲＭＡ－ＨＡＮＤ）、ポリプロピレン（
例えば、ＰＲＯＬＥＮＥ）、その他の吸収性又は非吸収性材料、及び同様物を含む様々な
材料の、編み込み、単繊維、及びかかり付き縫合糸が挙げられる。
【００５５】
　先端（８１）と後端（８２）との間の角度範囲は、約２１０度～約２７０度の間であり
得る。円弧状ボディ（８５）は、先細先端（８３）と筒（８４）との間に延在する。ボデ
ィ（８５）は、実質的に一定の曲率半径の円弧状であり得る。公称曲率半径は、約０．４
３２センチメートル～約０．５３３センチメートル（約０．１７０インチ～約０．２１０
インチ）、好ましくは約０．４５７センチメートル～約０．５２１センチメートル（約０
．１８０インチ～約０．２０５インチ）、更により好ましくは約０．４８３センチメート
ル～約０．５０８センチメートル（約０．１９０インチ～約０．２００インチ）であり得
るが、他の寸法も可能である。
【００５６】
　遠位側段（８６Ａ）は、ボディ（８５）の外側面に配置される。遠位側段（８６Ａ）は
、先端（８１）から約２０度～約３０度に配置され得る。近位側段（８７Ａ）は、ボディ
（８５）の外側面に配置される。近位側段（８７Ａ）は、遠位側段（８６Ａ）から約１８
０度にある。よって、段（８６Ａ、８７Ａ）は、針（８０）の正反対の位置にある。段（
８６Ａ、８７Ａ）は、針ドライバー（７０）のドライバー（７６）が係合するよう適合さ
れる。段（８６Ａ、８７Ａ）の高さは、好ましくは約０．００８センチメートル～約０．
０２５センチメートル（約０．００３インチ～約０．０１０インチ）であるが、他の寸法
も可能である。平面部（８６Ｂ、８７Ｂ）は、段（８６Ａ、８７Ａ）から遠位側に延在し
、ボディ（８５）内で概ねＤ字形断面形状を画定する。遠位側平面部（８６Ｂ）は、遠位
側段（８６Ａ）から約２０度～約４０度の角度範囲を有する。近位側平面部（８７Ｂ）は
、遠位側段（８７Ａ）から約８度～約３０度の角度範囲を有する。平面部（８６Ｂ、８７
Ｂ）は、針ドライバー（７０）の戻りストローク中、針（８０）とドライバー（７６）と
の間の寸法干渉低減を促進し得る。斜面（８６Ｃ、８７Ｃ）は、平面部（８６Ｂ、８７Ｂ
）の近位端側に近接して配置され、これによって、ボディ（８５）の断面形状が、概ねＤ
字形から概ね円形へと移行する。斜面（８６Ｃ、８７Ｃ）は、針ドライバー（７０）の戻
りストローク中、ドライバー（７６）が針（８０）にひっかかる可能性を低減する。
【００５７】
　段、平面部、及び斜面の形状（８６Ａ、８７Ａ、８６Ｂ、８７Ｂ、８６Ｃ、８７Ｃ）は
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、ボディ（８５）を塑性変形させることにより作成することができる。例えば、真っ直ぐ
なワイヤ材料に対してダイを使用してプレス又は圧延操作することにより、ボディ（８５
）にこれらの形状を形成することができる。次に、真っ直ぐな材料を曲げて、円弧形状に
することができる。ボディ（８５）の断面形状は長さに沿って変化するが、先細（８３）
と筒（８４）との間の断面は実質的に一定である。これは、刻み付きの針設計（刻みを形
成するために、切断又は研磨操作などによって材料が除去されるため針が弱くなる）に比
べて、有利となる。更に、ボディ（８５）の形状を可塑的に形成するのは、信頼性と再現
性がより高くなり、より迅速な生産が可能になる。
【００５８】
　図１５Ａ～Ｂは、図１４Ａ～Ｂと実質的に同じ針（８０）の別の一実施形態を示すが、
ただしここでは、遠位側平面部（８６Ｂ）が、遠位側段（８６Ａ）から約１００度～約１
５０度の角度範囲を有する。
【００５９】
　図１６Ａ～Ｄは、円形経路で円弧状針（８０）を回転させる円形針アプライヤー（３０
）の一実施形態を示す。これらの図では装置の操作を分かりやすく示すため、縫合糸は非
表示にされている。一対のアーム（９４、９５）が、円形針アプライヤー（３０）の概ね
Ｕ字形の遠位端を画定している。針トラック（５６）は、アーム（９４）に出口ポート（
９２）、及びアーム（９５）に入口ポート（９３）を有する。リーフスプリング（９６、
９７）により、針（８０）が反時計方向に回転することができるが、針（８０）が時計方
向に回るのは妨げられる。リーフスプリング（９７）は、針トラック（５６）内に延在し
、針（８０）の外側面に係合する際に弾性的に外側に偏向し、これによって反時計方向の
動きが可能になる。リーフスプリング（９６）は、針トラック（５６）内に延在し、針（
８０）の内側面に係合する際に弾性的に内側に偏向し、これによって反時計方向の動きが
可能になる。けれども、針（１８０）が一方のリーフスプリング（９６、９７）を通り越
すと、経路側に偏向して後面（８８）に干渉して係合し、これによって針（８０）が時計
方向に回転するのが妨げられる。
【００６０】
　図１６Ａは、初期位置にある装置を示す。針（８０）は収納位置にあり、針トラック（
５６）内に完全に収容されている。針ドライバー（７０）は、戻り位置と駆動位置との間
で往復ストロークを行う。この図では、ドライバー（７６）はアーム（９５）の戻り位置
にある。ドライバー（７６）は、近位側段（８７Ａ）に近接している。リーフスプリング
（９６）が弾性的に針（８０）に係合し、このときリーフスプリング（９７）は後面（８
８）に近接して、針（８０）が時計方向に回転するのを妨げる。
【００６１】
　第１入力部（１２）が押されてトリガを閉じると、針ドライバー（７０）が駆動ストロ
ークを介して作動され、図１６Ｂに示すように、少なくとも約１８０度反時計方向に回転
して、駆動位置になる。駆動ストローク中、ドライバー（７６）が近位側段（８７Ａ）に
係合して、一緒になって針（８０）を約１８０度回転させ、延在位置にする。針（８０）
は、出口ポート（９２）と入口ポート（９３）との間のアーム（９４、９５）の間にまた
がる。アーム（９４、９５）の間に挟まれた組織は、針（８０）の先端（８１）によって
穿刺される。
【００６２】
　第１入力部（１２）が解放されて、スプリング戻りによりトリガが開くと、針ドライバ
ー（７０）が戻りストロークにわたって往復運動し、図１６Ｃに示すように、約１８０度
時計方向に回転して、戻り位置に戻る。戻りストローク中、ドライバー（７６）が針（８
０）の上にスライドし、リーフスプリング（９６）が後面（８８）に係合して、針（８０
）が時計方向に回転するのを妨げる。ドライバー（７６）は、遠位側段（８６Ａ）に近接
している。
【００６３】
　第１入力部（１２）が再び押されてトリガを閉じると、針ドライバー（７０）が駆動ス
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トロークを介して作動され、図１６Ｄに示すように、約１８０度反時計方向に回転して、
駆動位置になる。駆動ストローク中、ドライバー（７６）が遠位側段（８６Ａ）に係合し
て、一緒になって針（８０）を約１８０度回転させ、収納位置に戻す。縫合糸は針（８０
）の後に続き、穿刺された組織に通される。
【００６４】
　第１入力部（１２）が再び解放されて、スプリング戻りによりトリガが開くと、針ドラ
イバー（７０）が戻りストロークにわたって往復運動し、図１６Ａに示すように、約１８
０度時計方向に回転して、戻り位置に戻る。戻りストローク中、ドライバー（７６）が針
（８０）の上にスライドし、リーフスプリング（９７）が後面（８８）に係合して、針（
８０）が時計方向に回転するのを妨げる。よって、針（８０）は不完全な円形経路で駆動
される。望ましい縫合タスクを達成するために、外科医はこの手順を必要に応じて繰り返
すことができる。
【００６５】
　図１７～２１は、シャフト（２０）の遠位端（２２）に配置された受容器（１４０）の
別の一実施形態を示す。受容器は、軸方向にずれた下側アーム（１４１）と、軸方向にず
れた上側アーム（１４２）と、を有し、このそれぞれが長手方向スロット（１４４）を有
する。スプリング負荷ラッチ（１４３）は、受容器（１４０）に対してカートリッジ（１
５０）を選択的にロック及びロック解除するよう適合されている。ラック（１４５）及び
ピニオン（１４７）の回転ドライブは、下側アーム（１４１）内に配置されている。同軸
トーションチューブ（２８）の内側ケーブルは、ラック（１４５）の近位端（１４６）に
接続されている。ラック（１４５）は、下側アーム（１４１）の軸方向ずれに対応するよ
う曲げられている。キー（１４８）はスロット（１６８）に係合し、ピニオン（１４７）
の往復回転運動を、カートリッジ（１５０）の回転入力部（１６８）に伝達する。
【００６６】
　使い捨てカートリッジ（１５０）は、受容器（１４０）に取り付けられるよう適合され
る。カートリッジ（１５０）は、ラッチ（１４３）が段（１５２）に係合するまで、受容
器（１４０）のアーム（１４１、１４２）の間で近位方向にスライドされ得る。段（１５
４）は下側アーム（１４１）の長手方向スロット（１４４）に係合し、段（１５２）は上
側アーム（１４２）の長手方向スロット（１４４）に係合する。カートリッジ（１５０）
が受容器（１４０）上にスライドすると同時に、スロット（１５８）は、キー（１４８）
を受容するような寸法にされる。カートリッジ（５０）が受容器（１４０）に完全に収ま
っているとき、ピニオン（１４７）は回転入力部（１６７）に軸方向に揃い、かつキー（
１４８）はスロット（１６８）内に配置されており、これによって、回転ドライブが回転
入力部（１６７）に回転で連結される。
【００６７】
　図２２Ａ～Ｃは、円形経路内で針を駆動させるための、カートリッジ（１５０）内の伝
動装置の一例を示す。針ドライバー（１７０）は円弧状キャリアトラック（１５５）内で
往復運動する。直線リンク（１６０）は回転入力部（１６７）を針ドライバー（１７０）
に接続する。ピン（１７１）は、リンク（１６０）の遠位端を針ドライバー（１７０）に
旋回可能に接続する。回転入力部（１６７）は径方向スロット（１６６）である。ピン（
１６４）は、リンク（１６０）の下で非表示であり、スロット（１６６）内に配置され、
リンク（１６０）の近位端を回転入力部（１６７）に接続する。スロット（１６６）は、
ピン（１６４）を回転方向に拘束し、同時に、ある程度の相対的な径方向運動に対応する
。リンク（１６０）は、固定ピン（１６２）を受容する長手方向スロット（１６１）を有
し、このピンを中心にして、リンク（１６０）が長手方向に並進しかつ旋回する。針ドラ
イバー（１７０）及び回転入力部（１６７）は同一平面上である。歯（１６５）はカート
リッジのストッパーに係合して、回転入力部（１６７）の回転方向ストロークを制限する
。
【００６８】
　図２２Ａは、キャリアトラック（１５５）内でストロークの一端に配置された針ドライ
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バー（１７０）を示す。図２２Ｂに示すように、回転入力部（１６７）の時計方向回転が
、キャリアトラック（１５５）に沿って針ドライバー（１７０）を反時計方向に並進させ
る。図２２Ｃに示すように、回転入力部（１６７）が引き続き時計方向に回転すると、キ
ャリアトラック（１５５）のストロークの他方の端に達するまで、針ドライバー（１７０
）を引き続き反時計方向に並進させる。回転入力部（１６７）、リンク（１６０）、及び
針ドライバー（１７０）には不定点がないため、回転入力部（１６７）の回転によって、
拘束なしにストローク全体にわたって反対の回転方向に針ドライバー（１７０）を並進さ
せる。この順序は、回転入力部（１６７）を反時計方向に回転させることによって逆転し
、これによって、キャリアトラック（５５）内で針ドライバー（１７０）を時計方向に並
進させる。
【００６９】
　図２３Ａは、針ドライバー（１７０）の一実施形態を示す。キャリア（１７５）は、キ
ャリアトラック（１５５）内にスライド可能にフィットする寸法にされる。キャリア（１
７５）は、円弧形状の一体型構成部品であり得る。ピン（１７１）はキャリア（１７５）
から延在している。ドライバー（１７６）はキャリア（１７５）からスロット（１５７）
を通り、針トラック（１５６）内へと延在している。ドライバー（１７６）はＬ字形金属
製ブレードであり、ピン（１７１）の上にフィットする穴を有する１本の脚部（１７６Ｃ
）を有し、キャリア（１７５）に接して収容される。ドライバー（１７６）は、駆動面（
１７６Ａ）及び戻り面（１７６Ｂ）を有する。この実施形態において、駆動面（１７６Ａ
）及び戻り面（１７６Ｂ）は概ね同一平面上かつ対称的である。図２３Ｂは、駆動面（１
７６Ａ）が針（１８０）に向かって屈曲したときの別の一実施形態を示す。
【００７０】
　図２４に示すように、針トラック（１５６）及びキャリアトラック（１５５）は同軸か
つ同半径である。トラック（１５５、１５６）は、トラック（１５５、１５６）を隔てる
壁によって共有軸に沿って互いにずれている。スロット（１５７）は壁を通って開口して
おり、キャリアトラック（１５５）と針トラック（１５６）との間の連絡を提供している
。この実施形態において、スロット（１５７）は針トラック（１５６）の内側縁に近接し
て開口している。針（１８０）は針トラック（１５６）内にスライド可能にフィットし、
キャリア（１７５）はキャリアトラック（１５５）内にスライド可能にフィットしている
。ドライバー（１７６）は、スロット（１５７）を通って延在し、針トラック（１５６）
に入り込む。ドライバー（１７６）は、針（１８０）の内側面に弾性的に係合するカンチ
レバーリーフスプリングとして配列される。針（１８０）が針トラック（１５６）内で回
転する際、縫合糸はウィンドウ（１９１）を通って延出することができる。
【００７１】
　図２５Ａ～Ｂは、鋭い先細先端（１８３）を備えた遠位先端（１８１）を有する（１８
０）の一実施形態を示す。近位後端（１８２）は、ある長さの縫合糸（１８９）を固定的
に受容する管状筒（１８４）を有する。後面（１８８）は、縫合糸（１８９）の周りを囲
む。円弧状ボディ（１８５）は、先細先端（１８３）と筒（１８４）との間に延在する。
遠位側段（１８６Ａ）は、ボディ（１８５）の内側面に配置される。遠位側段（１８６Ａ
）は、先端（１８１）から約２０度～約３０度に配置され得る。近位側段（１８７Ａ）は
、遠位端段（１８６Ａ）から約１８０度のボディ（１８５）の内側面に配置される。段（
１８６Ａ、１８７Ａ）は、針ドライバー（１７０）のドライバー（１７６）が係合するよ
う適合される。平面部（１８６Ｂ、１８７Ｂ）は、段（１８６Ａ、１８７Ａ）から遠位側
に延在し、ボディ（１８５）内で概ねＤ字形断面形状を画定する。遠位側平面部（１８６
Ｂ）は、遠位側段（１８６Ａ）から約２０度～約４０度の角度範囲を有する。近位側平面
部（１８７Ｂ）は、遠位側段（１８７Ａ）から約８度～約２０度の角度範囲を有する。斜
面（１８６Ｃ、１８７Ｃ）は、平面部（１８６Ｂ、１８７Ｂ）の近位端側に近接して配置
され、これによって、ボディ（１８５）の断面形状が、概ねＤ字形から概ね円形へと移行
する。段（１８６Ａ、１８７Ａ）、平面部（１８６Ｂ、１８７Ｂ）、及び斜面（１８６Ｃ
、１８７Ｃ）は、ボディ（１８５）を塑性変形させることにより作成することができる。
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上述の利点に加え、遠位側段（１８６Ａ）を可塑的に形成するプロセスによって、先細先
端（１８３）を内側に部分的に曲げることができ、これにより、真っ直ぐな材料を円弧形
状に曲げたときに、望ましい曲率半径に沿って先端（１８１）を配置するのが容易になる
。
【００７２】
　図２６Ａ～Ｂは、図２５Ａ～Ｂと実質的に同じ針（１８０）の別の一実施形態を示すが
、ただしここでは、遠位側平面部（１８６Ｂ）が、遠位側段（１８６Ａ）から約１２０度
～約１５０度の角度範囲を有する。
【００７３】
　図２７Ａ～Ｄは、円形経路で円弧状針（１８０）を回転させる円形針アプライヤー（３
０）の一実施形態を示す。これらの図では装置の操作を分かりやすく示すため、縫合糸は
非表示にされている。一対のアーム（１９４、１９５）が、円形針アプライヤー（３０）
の概ねＵ字形の遠位端を画定している。針トラック（１５６）は、アーム（１９４）に出
口ポート（１９２）、アーム（１９５）に入口ポート（１９３）を有する。リーフスプリ
ング（１９６、１９７）により、針（１８０）が反時計方向に回転することができるが、
針（１８０）が時計方向に回るのは妨げられる。リーフスプリング（１９７）は、針トラ
ック（１５６）内に延在し、針（１８０）の外側面に係合する際に弾性的に外側に偏向す
る。リーフスプリング（１９６）は、針トラック（１５６）内に延在し、針（１８０）の
外側面に係合する際に弾性的に外側に偏向する。リーフスプリング（１９６、１９７）は
、互いに約１８０度の間隔で配置される。
【００７４】
　図２７Ａは、初期位置にある装置を示す。針（１８０）は収納位置にあり、針トラック
（１５６）内に完全に収容されている。針ドライバー（１７０）は、アーム（１９５）内
の戻り位置にある。ドライバー（１７６）は、近位側段（１８７Ａ）に近接している。リ
ーフスプリング（１９７）は後面（１８８）に近接しており、針（１８０）が時計方向に
回転するのを妨げる。
【００７５】
　針ドライバー（１７０）が駆動ストロークを通して作動されるとき、図２７Ｂに示すよ
うに、反時計方向に約１８０度回転して、駆動位置になる。駆動ストローク中、ドライバ
ー（１７６）が近位側段（１８７Ａ）に係合して、一緒になって針（１８０）を約１８０
度回転させ、延在位置にする。針（１８０）は、出口ポート（１９２）と入口ポート（１
９３）との間のアーム（１９４、１９５）の間にまたがる。アーム（１９４、１９５）の
間に挟まれた組織は、針（１８０）の先端（１８１）によって穿刺される。
【００７６】
　針ドライバー（１７０）が戻りストロークにわたって往復運動すると、図２７Ｃに示す
ように、約１８０度時計方向に回転して、戻り位置に戻る。戻りストローク中、ドライバ
ー（１７６）が針（１８０）の上にスライドし、リーフスプリング（１９６）が後面（１
８８）に係合して、針（１８０）が時計方向に回転するのを妨げる。
【００７７】
　針ドライバー（１７０）が駆動ストロークを通して作動されるとき、図２７Ｄに示すよ
うに、反時計方向に約１８０度回転して、駆動位置になる。駆動ストローク中、ドライバ
ー（１７６）が遠位側段（１８６Ａ）に係合して、一緒になって針（１８０）を約１８０
度回転させ、収納位置に戻す。縫合糸は針（１８０）の後に続き、穿刺された組織に通さ
れる。
【００７８】
　針ドライバー（１７０）が戻りストロークにわたって往復運動すると、図２７Ａに示す
ように、約１８０度時計方向に回転して、戻り位置に戻る。戻りストローク中、ドライバ
ー（１７６）が針（１８０）の上にスライドし、リーフスプリング（１９７）が後面（１
８８）に係合して、針（８０）が時計方向に回転するのを妨げる。よって、針（１８０）
は完全な円形サイクルで駆動される。
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【００７９】
　図２８は、爪（２０６、２０７）を使用したバリエーションを示し、これにより、針（
１８０）は反時計方向に回転できるが、針（１８０）が時計方向に回転するのは妨げられ
る。各爪（２０６、２０７）は、丸い端と、エッジを備えた尖端と、を有する、概ね「涙
滴」形である。爪（２０６、２０７）は針（１８０）と同一平面内で、丸い端を中心に枢
軸旋回し、これにより、尖端が回転して針トラック（１５６）内に出入りすることができ
る。スプリング（２０６Ｂ、２０７Ｂ）は、尖端を内側方向に付勢して、針トラック（１
５６）に向ける。この尖端は針トラック（１５６）内に延在し、針（１８０）の外側面に
係合する際に断線的に外側に偏向し、これによって反時計方向の動きが可能になる。けれ
ども、針（１８０）が一方の爪（２０６、２０７）を通り越すと、尖端が経路側に向かっ
て内側に偏向して後面（１８８）に干渉して係合し、これによって時計方向に針（１８０
）が回転するのを妨げる。
【００８０】
　図２９Ａ～Ｄは、円形針アプライヤー（３０）の別の一実施形態を示す。爪（２１６、
２１７）により、針（１８０）が針トラック（１５６）内で反時計方向に回転することが
できるが、針（１８０）が時計方向に回るのは妨げられる。この実施形態において、爪（
２１６、２１７）は、針ドライバー（１７０）と同じ針（１８０）の機能に対して係合及
び作用する。図には２つの爪（２１６、２１７）が示されているが、これらの機能は冗長
であり、この装置は爪（２１６、２１７）のうち１つのみが存在している状態で操作可能
であることが理解されよう。
【００８１】
　爪（２１６）は、概ね、ドライバー（１７６）の駆動位置に揃っている。爪（２１６）
は、針（１８０）の経路に対して横断方向に、かつ針（１８０）の面で並進する。スプリ
ング（２１６Ｂ）は、爪（２１６）を外方向に付勢して針トラック（１５６）に向ける。
針（１８０）が反時計方向に回転すると、針（１８０）又はドライバー（１７６）が斜面
（２１６Ａ）に係合して爪（２１６）を内側に偏向させ、これにより反時計方向の動きが
可能になる。爪（２１７）は、概ね、ドライバー（１７６）の戻り位置に揃っている。爪
（２１７）は、針（１８０）の面内で径方向に並進することができる。スプリング（２１
７Ｂ）は、爪（２１７）を外方向に付勢して針トラック（１５６）に向ける。針（１８０
）が反時計方向に回転すると、針（１８０）又はドライバー（１７６）が斜面（２１７Ａ
）に係合して爪（２１７）を内側に偏向させ、これにより反時計方向の動きが可能になる
。
【００８２】
　図２９Ａは、初期位置にある装置を示す。針（１８０）は収納位置にあり、針ドライバ
ー（１７０）は戻り位置にある。爪（２１６）は遠位側段（１８６Ａ）に近接し、爪（２
１７）は近位側段（１８７Ａ）に近接し、両方とも時計方向に回転するのを妨げる。
【００８３】
　針ドライバー（１７０）が駆動ストロークを通して作動されるとき、図２９Ｂに示すよ
うに、反時計方向に約１８０度回転して、駆動位置になる。駆動ストローク中、ドライバ
ー（１７６）が近位側斜面（２１７Ａ）に係合して爪（２１７）を内側へ偏位させ、次に
近位側段（１８７Ａ）に係合し、その次に、針（１８０）と一緒に約１８０度回転させて
、延在位置にする。延在位置において、爪（２１７）は遠位側段（１８６Ａ）に近接し、
これにより針（１８０）が時計方向に回転するのを妨げる。ドライバー（１７６）が駆動
位置に近づくと、ドライバー（１７６）が斜面（２１６Ａ）に係合し、爪（２１６）を内
側へ偏位させる。駆動位置において、ドライバー（１７６）は爪（２１６）と針（１８０
）との間に挟まれたままになる。
【００８４】
　針ドライバー（１７０）が戻りストロークにわたって往復運動すると、図２９Ｄに示す
ように、約１８０度時計方向に回転して、戻り位置に戻る。ドライバー（１７６）が通り
過ぎると、爪（２１６）が近位側段（１８７Ａ）に近接して偏向し、針（１８０）が時計
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方向に回転するのを妨げる。図２９Ｃに示すように、爪（２１７）は、針の段（１８６Ａ
、１８７Ａ）の下に配置された遠位側斜面（２１７Ｃ）を有する。例えば、遠位側斜面（
２１７Ｃ）はスロット（１５７）内に配置することができ、一方、近位側斜面（２１７Ａ
）は針トラック（１５６）内に配置される。戻りストローク中、ドライバー（１７６）は
近位側斜面（２１６Ｃ）に係合し、爪（２１６）を内側へ偏位させる。ドライバー（１７
６）が通り過ぎると、爪（２１７）が遠位側段（１８６Ａ）に近接して偏向し、針（１８
０）が時計方向に回転するのを妨げる。
【００８５】
　次にこの手順を繰り返して、針（１８０）を約１８０度動かして収納位置にすることが
できる。
【００８６】
　図３０Ａ～Ｂは、針ドライバー（１７０）と同じ針（１８０）の機能に対して係合及び
作用する、爪（２２６、２２７）のバリエーションを示す。図には２つの爪（２２６、２
２７）が示されているが、これらの機能は重複しており、この装置は爪（２２６、２２７
）のうち１つのみが存在している状態で操作可能であることが理解されよう。
【００８７】
　爪（２２６）は、概ね、ドライバー（１７６）の駆動位置に揃っている。爪（２２６）
は、概ね「涙滴」形であり、爪（２０６、２０７）と同様に機能する。トーションスプリ
ング（２２６Ｂ）は、尖端を外側方向に付勢して、針トラック（１５６）に向ける。ドラ
イバー（１７６）が駆動位置に近づくと、ドライバー（１７６）が爪（２２６）の尖端に
係合し、これを内側へ偏位させる。駆動位置において、ドライバー（１７６）は爪（２２
６）と針（１８０）との間に挟まれたままになる。針ドライバー（１７０）が戻りストロ
ークにわたって往復運動すると、ドライバー（１７６）が通り越し、爪（２２６）が近位
側段（１８７Ａ）に近接して偏向し、針（１８０）が時計方向に回転するのを妨げる。爪
（２２６）は、リーフスプリング（９６、９７）と同様の構成のリーフスプリングで置換
することができ、これが針ドライバー（１７０）と同じ、針（１８０）の機能に対して係
合及び作用し得る。
【００８８】
　爪（２２７）は、外側方向に付勢されて針トラック（１５６）に向けられ、ドライバー
（１７６）と針（１８０）との間の係合配列において、爪（２１７）と同様に機能する。
近位側斜面（２２７Ａ）は針トラック（１５６）内に配置され、これによって針（１８０
）とドライバー（１７６）が反時計方向に回転する際に通り越すことができる。遠位側斜
面（２２７Ｃ）はスロット（１５７）内に配置され、これによって、戻りストローク中、
ドライバー（１７６）が近位側斜面（２１６Ｃ）に係合し、爪（２１６）を内側に偏位さ
せる。
【００８９】
　図３１Ａ～Ｃは、針（１８０）を反時計方向に回転させることができるが、針（１８０
）が時計方向に回転するのを妨げる、爪（２３６、２３７）の別の一実施形態を示す。爪
（２３６）は、概ね楕円形であり、一方の端がエッジに対して斜めである。爪（２３６）
は、針（１８０）と同一平面内で、丸い端を中心に枢軸旋回し、これにより、エッジが回
転して針トラック（１５６）内に出入りすることができる。トーションスプリングは、エ
ッジを内側に付勢して針トラック（１５６）へと向ける。爪（２３６）は、係合針（１８
０）及び後面（１８８）の配列において、爪（２０６）と同様に機能する。
【００９０】
　爪（２３７）は、入口ポート（１９３）に近接するアーム（１９５）内に位置する。爪
（２３７）は、針トラック（１５６）の下に配置され、針（１８０）の面に対して、ある
横断角で、及び所望により垂直に、並進する。スプリング（２３７Ｂ）は爪（２３７）を
上向きに、針トラック（１５６）内へと付勢する。針（１８０）が反時計方向に回転する
と、針（１８０）が斜面（２３７Ａ）に係合して爪（２３７）を下側に偏向させ、これに
より反時計方向の動きが可能になる。けれども、針（１８０）が爪（２３７）を通り越す
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と、経路側に偏向して後面（１８８）に干渉して係合し、これによって時計方向に針（１
８０）が回転するのを妨げる。
【００９１】
　図３２は、カートリッジ（２５０）及び受容器（２４０）の別の一実施形態を示す。カ
ートリッジ（２５０）は、前述の任意のカートリッジと同様であってよく、外科用針と、
この外科用針に接続された、ある長さの縫合糸と、針に係合し、かつカートリッジに対し
て針を動かすよう操作可能な針ドライバーと、針ドライバーに操作可能に接続された伝動
装置と、を含み得る。受容器（２４０）は、軸方向にずれた下側アーム（１４１）と、軸
方向にずれた上側アーム（１４２）と、を有する。下側アーム（２４２）は、上側アーム
（２４１）より更に遠位側に延在する。下側アーム（２４２）は長手方向の稜（２４４）
を有し、これが、カートリッジ（２５０）上の対応する溝（図示せず）に係合する。回転
ドライブ機構は、下側アーム（２４２）内に位置する。一対のかかり付き留め金（２５３
）が、カートリッジ（２５０）から延在している。カートリッジ（２５０）は、アーム（
２４１、２４２）間のカートリッジ（２５０）を、留め金（２５３）が穴（２４３）に収
まるまで長手方向にスライドさせ、カートリッジ（２５０）を受容器（２４０）内にロッ
クさせることによって、受容器（２４０）に取り付けられる。カートリッジ（２５０）は
、グリップ（２５４）を握ることによってロック解除して取り外すことができる。グリッ
プを握ると、留め金（２５３）が内側に偏向して穴（２４３）から外れ、この時点でカー
トリッジ（２５０）を引っ張って受容器（２４０）から外すことができる。
【００９２】
　図３３は、カートリッジ（３５０）及び受容器（３４０）の別の一実施形態を示す。カ
ートリッジ（３５０）は、前述の任意のカートリッジと同様であってよく、外科用針と、
この外科用針に接続された、ある長さの縫合糸と、針に係合し、かつカートリッジに対し
て針を動かすよう操作可能な針ドライバーと、針ドライバーに操作可能に接続された伝動
装置と、を含み得る。受容器（３４０）は長手方向デッキを有し、これを通してキー（３
４８）が回転ドライブの往復回転運動をカートリッジ（３５０）の伝動装置に伝達する。
間隔を空けて配置された一対のフランジ（３４１）は、デッキ（３４９）の遠位端に近接
している。各フランジ（３４１）にはピンホール（３４２）がある。カートリッジ（３５
０）は、ピン（３５３）をピンホール（３４２）に嵌め込むことにより、受容器（３４０
）に取り付けられる。次にカートリッジ（３５０）をピン（３５３）を中心に回転させ、
デッキ（３４９）に係合させる。移動止め機構（３４３）が、カートリッジ（３５０）の
対応する陥凹に係合して、カートリッジ（３５０）を受容器（３４０）内にロックする。
カートリッジ（３５０）は、この手順を逆に行うことによってロック解除し取り外すこと
ができる。
【００９３】
　図３４は、カートリッジ（４５０）のためのパッケージ（４００）の一実施形態を示す
。カートリッジ（４５０）は、前述の任意のカートリッジと同様であってよく、外科用針
と、この外科用針に接続された、ある長さの縫合糸（４８９）と、針に係合し、かつカー
トリッジに対して針を動かすよう操作可能な針ドライバーと、針ドライバーに操作可能に
接続された伝動装置と、を含み得る。パッケージ（４００）は、ハウジング（４０２）及
び上面シート（４０１）を含む外側シェルを有する。カートリッジ（４５０）内の針は収
納位置にある。カートリッジ（４５０）はアーム（４０５）により解放自在に保持されて
いる。ブロック（４０６）は、カートリッジ（４５０）のＵ字形遠位端内に配置され、カ
ートリッジ（４５０）から針が出るのを防ぐ。カートリッジ（４５０）は隙間（４０４）
内に延在する。縫合糸（４８９）はカートリッジ（４５０）から延在し、ボビン（４０８
）の周りに巻き付けられており、図では軸（４０７）を中心に回転可能な動的スプールと
して示されている。あるいはボビン（４０８）は、例えば、ペグ又はトラックなどの静的
ボビンの形態をとることができ、この周囲に縫合糸（４８９）を巻き付けることができる
。
【００９４】
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　図３５に示すように、パッケージ（４００）は、カートリッジ（４００）を縫合装置（
４２０）に組み込むのを促進する。パッケージ（４００）は、カートリッジ（４００）を
縫合装置のシャフト（４２０）に対して取り扱い、揃え、組み込む際に、人間工学的に使
いやすい形態を提供し、同時に、針をユーザーから安全に分離する。いったん組み立てら
れて取り付けられた後は、シャフト（４２０）を引くことによってカートリッジ（４００
）がパッケージ（４００）から引っ張られ、縫合糸（４８９）がボビン（４０８）から引
き出されて、使用できる状態になる。
【００９５】
　図３６は、カートリッジ（５５０）のためのパッケージ（５００）の別の一実施形態を
示す。カートリッジ（５５０）は、前述の任意のカートリッジと同様であってよく、外科
用針と、この外科用針に接続された、ある長さの縫合糸（５８９）と、針に係合し、かつ
カートリッジに対して針を動かすよう操作可能な針ドライバーと、針ドライバーに操作可
能に接続された伝動装置と、を含み得る。カートリッジ（５５０）は、カートリッジ（５
５０）のＵ字形遠位端内に挿入されたブロック（５０６）と共に、アーム（５０５）の間
でプラットフォーム（５０３）上に解放自在に保持される。縫合糸（５８９）はカートリ
ッジ（５５０）から延在し、ボビン（５０８）に巻き付けられている。パッケージ（５０
０）は、プラスチック又は紙シートの形態の外側シェル（５０１）を有する。小さなフラ
ップ（５０２）がボビン（５０８）とカートリッジ（５５０）の上に折りかぶさり、大き
なフラップ（５０３）がこの小さなフラップ（５０２）の上に折りかぶさることによって
、カートリッジ（５５０）、ボビン（５０８）、及び縫合糸（５８９）を囲む。
【００９６】
　以上、本発明の様々な実施形態及び実施例を図示及び説明したが、本発明の範囲から逸
脱することなく当業者による適切な改変がなされることにより、本明細書に述べられる方
法及び装置の更なる適合を実現することができる。そうした可能な変更形態のいくつかに
ついて述べたが、その他の改変も当業者には明らかであろう。例えば、具体的な材料、寸
法、及び図面の縮尺は、非限定的な例として理解されるべきである。したがって本発明の
範囲は、以下の「特許請求の範囲」の観点から考慮されるべきであり、本明細書及び図面
に図示し説明した構造、材料、又は機能の詳細に限定されるべきではない点は理解される
。
【００９７】
〔実施の態様〕
（１）　外科用縫合装置であって、
　近位端と、遠位端と、該近位端と該遠位端との間の長手方向軸と、を含む細長シャフト
と、
　該細長シャフトの該近位端に接続されている作動装置と、
　該細長シャフトの該遠位端に接続されている円形針アプライヤーと、
　を含み、該細長シャフトは、該円形針アプライヤーの近位側で関節運動し（articulate
s）、該円形針アプライヤーは、該長手方向軸を中心に回転する、外科用縫合装置。
（２）　前記作動装置が手動ハンドルを含む、実施態様１に記載の外科用装置。
（３）　前記ハンドルが、前記円形針アプライヤーを選択的に作動させる第１入力部を含
む、実施態様２に記載の外科用装置。
（４）　前記シャフトを選択的に関節運動させる第２入力部を更に含む、実施態様３に記
載の外科用装置。
（５）　前記長手方向軸を中心に前記円形針アプライヤーを選択的に回転させる第３入力
部を更に含む、実施態様４に記載の外科用装置。
【００９８】
（６）　前記細長シャフトが接合部を中心に関節運動する、実施態様１に記載の外科用装
置。
（７）　前記円形針アプライヤーがベアリングを中心に回転する、実施態様１に記載の外
科用装置。
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（８）　外科用縫合装置であって、
　近位端と、遠位端と、該近位端と該遠位端との間の長手方向軸と、を含む細長シャフト
と、
　該細長シャフトの該近位端に接続されている作動装置と、
　該細長シャフトの該遠位端にある円形針アプライヤーであって、円弧針と、該作動装置
に操作可能に接続されて該円弧針を円形経路内で回転させる針ドライバーと、を含む、円
形針アプライヤーと、
　該細長シャフトの該近位端と該遠位端との間に配置される接合部であって、該シャフト
を選択的に関節運動させるよう該作動装置に操作可能に接続されている、接合部と、
　該接合部より遠位側に配置されている該シャフト上のベアリングであって、該長手方向
軸を中心に該円形針アプライヤーを選択的に回転させるよう該作動装置に操作可能に接続
されている、ベアリングと、
　を含む、外科用縫合装置。
（９）　外科用縫合装置であって、
　近位端と、遠位端と、該近位端と該遠位端との間の長手方向軸と、を含む細長シャフト
と、
　該細長シャフトの該近位端に接続されている作動装置と、
　該細長シャフトの該遠位端に接続されている円形針アプライヤーと、
　該細長シャフトを関節運動させる手段と、
　該長手方向軸を中心に該円形針アプライヤーを回転させる手段と、
　を含む、外科用縫合装置。
（１０）　前記円形針アプライヤーを作動させる手段を更に含む、実施態様９に記載の外
科用縫合装置。
【００９９】
（１１）　外科用縫合システムであって、
　再使用可能シャフト及び作動装置と、
　使い捨てカートリッジと、を含み、該使い捨てカートリッジが、
　外科用針と、
　該外科用針に接続された、ある長さの縫合糸と、
　該針に係合し、かつ該カートリッジに対して該針を動かすよう操作可能な針ドライバー
と、
　を含む、システム。
（１２）　前記使い捨てカートリッジが更に、前記針ドライバーに操作可能に接続された
伝動装置を含む、実施態様１１に記載の外科用縫合システム。
（１３）　前記再使用可能シャフト及び前記作動装置がオートクレーブ処理可能である、
実施態様１１に記載の外科用縫合システム。
（１４）　前記再使用可能シャフト及び前記作動装置が少なくとも５０回の手術に再使用
可能である、実施態様１１に記載の外科用縫合システム。
（１５）　前記再使用可能シャフト及び前記作動装置が少なくとも１５０回の手術に再使
用可能である、実施態様１４に記載の外科用縫合システム。
【０１００】
（１６）　前記再使用可能シャフト及び前記作動装置が少なくとも２００回の手術に再使
用可能である、実施態様１４に記載の外科用縫合システム。
（１７）　外科用縫合システムであって、
　近位端及び遠位端を含む再使用可能シャフトであって、該遠位端が受容器及び回転ドラ
イブを含む、再使用可能シャフトと、
　該シャフトの該近位端に接続されている再使用可能作動装置と、
　該受容器に着脱可能なように適合されている使い捨てカートリッジと、を含み、該カー
トリッジが、
　円弧状トラックと、
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　該トラック内に配置され、先端及び後端を含む、円弧針と、
　該後端に接続される、ある長さの縫合糸と、
　該針に係合し、かつ該円弧状円形トラック内で該針を動かすよう操作可能な往復運動針
ドライバーと、
　該針ドライバーに操作可能に接続された伝動装置であって、該伝動装置が、該回転ドラ
イブに連結するよう適合された回転入力部を含む、伝動装置と、
　を含む、外科用縫合システム。
（１８）　前記再使用可能シャフト及び前記作動装置がオートクレーブ処理可能である、
実施態様１７に記載の外科用縫合システム。
（１９）　外科用縫合装置に着脱可能なように適合された使い捨て外科用針カートリッジ
であって、該使い捨てカートリッジが、
　円弧状針トラックと、
　該針トラック内に配置され、先端及び後端を含む、円弧針と、
　該針に接続された、ある長さの縫合糸と、
　該針に係合し、かつ該針トラック内で該針を動かすよう操作可能な往復運動針ドライバ
ーと、
　該針ドライバーに操作可能に接続された伝動装置と、
　該伝動装置を、該外科用縫合装置内の回転ドライブに連結するよう適合された、捻れ力
インタフェースと、
　を含み、該往復運動針ドライバー及び該伝動装置は、該カートリッジ内に完全に入れら
れている、使い捨て外科用針カートリッジ。
（２０）　前記外科用縫合装置が再使用可能である、実施態様１９に記載の使い捨て外科
用針カートリッジ。
【０１０１】
（２１）　前記外科用縫合装置が、近位端、遠位端、及び前記カートリッジとインタフェ
ースで接続するよう適合された受容器を備えた細長シャフトを含む、実施態様１９に記載
の使い捨て外科用針カートリッジ。
（２２）　外科用縫合装置を更に含む、実施態様１９に記載の使い捨て外科用針カートリ
ッジ。
（２３）　外科用縫合システムであって、
　近位端、遠位端、該近位端と該遠位端との間の長手方向軸、及び該遠位端における回転
ドライブを備えた受容器を含む、シャフトと、
　該受容器に選択的に着脱可能なカートリッジであって、該カートリッジが、外科用針、
該針に接続された、ある長さの縫合糸、該針に係合し、かつ該カートリッジに対して該針
を動かすよう操作可能な針ドライバー、該針ドライバーに操作可能に接続された伝動装置
、及び該回転ドライブを該伝動装置に回転で連結する捻れ力インタフェースを含む、カー
トリッジと、
　を含む、外科用縫合システム。
（２４）　前記回転ドライブが、前記シャフトの前記長手方向軸に対して交差する軸を中
心に、前記捻れ力インタフェースを介して前記伝動装置にトルクを伝達する、実施態様２
３に記載の外科用縫合システム。
（２５）　前記回転ドライブが、前記シャフトの前記長手方向軸に対して垂直な軸を中心
に、前記捻れ力インタフェースを介してトルクを伝達する、実施態様２４に記載の外科用
縫合システム。
【０１０２】
（２６）　前記回転ドライブがラックアンドピニオンを含む、実施態様２４に記載の外科
用縫合システム。
（２７）　前記受容器が、前記シャフトの前記長手方向軸から軸方向にずれた、遠位側に
延出するアームを含む、実施態様２３に記載の外科用縫合システム。
（２８）　前記アームが、内側に面するデッキを含む、実施態様２７に記載の外科用縫合
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システム。
（２９）　前記回転ドライブが、少なくとも部分的に前記アーム内に配置される、実施態
様２７に記載の外科用縫合システム。
（３０）　前記シャフトの前記長手方向軸から軸方向にずれた、第２の遠位側に延出する
アームを更に含み、該アームが、前記カートリッジを受容するような寸法にされ、かつそ
のように適合された間隔を画定する、実施態様２７に記載の外科用縫合システム。
【０１０３】
（３１）　前記カートリッジを前記受容器に対してロック及びロック解除するよう操作可
能なラッチを更に含む、実施態様２３に記載の外科用縫合システム。
（３２）　前記受容器に対して前記カートリッジを長手方向にスライドさせることにより
、該カートリッジが該受容器に着脱可能である、実施態様２３に記載の外科用縫合システ
ム。
（３３）　外科用縫合システムであって、
　近位端と、遠位端と、該近位端と該遠位端との間の長手方向軸と、を含むシャフトと、
　該シャフトの該遠位端にあり、間隔を画定する一対の遠位側に延出するアームを含む、
受容器と、
　カートリッジであって、該間隔内で該カートリッジを長手方向にスライドさせることに
より該受容器に選択的に着脱可能であり、該カートリッジが、外科用針と、該針に接続さ
れた、ある長さの縫合糸と、該針に係合し、かつ該カートリッジに対して該針を動かすよ
う操作可能な針ドライバーと、を含む、カートリッジと、
　該受容器内の該カートリッジを選択的にロック及びロック解除するラッチと、
　を含む、外科用縫合システム。
（３４）　前記アームの一方に少なくとも部分的に配置された回転ドライブを更に含む、
実施態様３３に記載の外科用縫合システム。
（３５）　前記針ドライバーに操作可能に接続された、前記カートリッジ内の伝動装置と
、該伝動装置に前記回転ドライブを回転で連結する捻れ力インタフェースと、を更に含む
、実施態様３４に記載の外科用縫合システム。
【０１０４】
（３６）　外科用縫合システムであって、
　近位端、遠位端、該近位端と該遠位端との間の長手方向軸、及び該遠位端における回転
ドライブを備えた受容器を含む、シャフトと、
　該受容器に選択的に着脱可能であるカートリッジであって、該カートリッジが、外科用
針と、該針に接続された、ある長さの縫合糸と、該針に係合し、かつ該カートリッジに対
して該針を動かすよう操作可能な針ドライバーと、該針ドライバーに操作可能に接続され
た伝動装置と、を含む、カートリッジと、
　該回転ドライブを該伝動装置に回転で連結する手段と、
　を含む、外科用縫合システム。
（３７）　前記カートリッジを前記受容器に着脱するための手段を更に含む、実施態様３
６に記載の外科用縫合システム。
（３８）　前記カートリッジを前記受容器にロック及びロック解除するための手段を更に
含む、実施態様３６に記載の外科用縫合システム。
（３９）　外科用縫合装置であって、
　円弧状針トラックと、
　該針トラック内に配置され、先端、後端、内側面、及び外側面を含む、円弧針と、
　該針に接続された、ある長さの縫合糸と、
　該針トラックから間隔を空けて配置される、円弧状キャリアトラックと、
　該キャリアトラック内に配置されたキャリアと、該針トラック内に配置されたドライバ
ーと、を含み、該針に係合し、かつ該針トラック内で該針を動かすよう操作可能である、
往復運動針ドライバーと、
　該キャリアトラック内で該キャリアを往復運動させるよう操作可能である、伝動装置と
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、
　を含む、外科用縫合装置。
（４０）　前記針トラックから前記キャリアトラックを分離する壁を更に含む、実施態様
３９に記載の外科用縫合装置。
【０１０５】
（４１）　前記壁を貫通するスロット開口部を更に含み、該スロットが前記キャリアトラ
ックと前記針トラックとの間を連絡する、実施態様４０に記載の外科用縫合装置。
（４２）　前記針ドライバーが、前記スロット開口部を貫通して前記針トラック内に延在
する、実施態様４１に記載の外科用縫合装置。
（４３）　前記スロット開口部が前記円弧状針トラックの内側エッジに近接する、実施態
様４１に記載の外科用縫合装置。
（４４）　前記スロット開口部が前記円弧状針トラックの外側エッジに近接する、実施態
様４１に記載の外科用縫合装置。
（４５）　前記円弧状針トラックと前記円弧状キャリアトラックが同軸である、実施態様
３９に記載の外科用縫合装置。
【０１０６】
（４６）　前記針トラックと前記キャリアトラックが、共有軸に沿って互いにずれている
、実施態様４５に記載の外科用縫合装置。
（４７）　前記針トラックと前記キャリアトラックが同半径である（co-radial）、実施
態様４６に記載の外科用縫合装置。
（４８）　前記針が、前記ドライバーが係合するような寸法にされ、かつそのように適合
されている段を更に含む、実施態様３９に記載の外科用縫合装置。
（４９）　前記段が、前記針の前記内側面にある、実施態様４８に記載の外科用縫合装置
。
（５０）　前記段が、前記針の前記外側面にある、実施態様４８に記載の外科用縫合装置
。
【０１０７】
（５１）　外科用縫合装置であって、
　円弧状針トラックと、
　該針トラック内に配置され、先端、後端、内側面、及び外側面を含む、円弧針と、
　該針に接続された、ある長さの縫合糸と、
　該円弧状針トラックとの共有軸に沿ってずれている、円弧状キャリアトラックと、
　該円弧状針トラックを該円弧状キャリアトラックから分離している壁であって、該壁が
該円弧状キャリアトラックと該円弧状針トラックとの間を連絡しているスロット開口部を
含む、壁と、
　該円弧状キャリアトラック内に配置されたキャリアと、該円弧状針トラック内に配置さ
れたドライバーと、を含み、該針に係合し、かつ該針トラック内で該針を動かすよう操作
可能である、往復運動針ドライバーと、
　該キャリアトラック内で該キャリアを往復運動させるよう操作可能である、伝動装置と
、
　を含む、外科用縫合装置。
（５２）　外科用縫合装置であって、
　円弧状針トラックと、
　該針トラック内に配置される、円弧針と、
　該針に接続される、ある長さの縫合糸と、
　該針に係合し、かつ該針トラック内で該針を動かすよう操作可能である、往復運動針ド
ライバーと、
　軸を中心に回転する回転入力部と、
　該回転入力部に接続された近位端と、該針ドライバーに接続された遠位端と、を含む、
リンクと、
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　を含み、第１角度方向の該回転入力部の回転は、該第１角度方向とは反対の第２角度方
向に該針ドライバーを並進させる、外科用縫合装置。
（５３）　前記リンクが更に、前記近位端と前記遠位端との間に挟まれた長手方向スロッ
トを含み、該長手方向スロットがピンを受容し、該ピンを中心に、該リンクが長手方向の
並進と旋回の両方を行う、実施態様５２に記載の外科用縫合装置。
（５４）　前記遠位端が、前記針ドライバーに旋回可能に接続される、実施態様５２に記
載の外科用縫合装置。
（５５）　前記針ドライバーと前記リンク遠位端との間の接続部が、第１半径を有する円
弧状経路で並進する、実施態様５２に記載の外科用縫合装置。
【０１０８】
（５６）　前記リンクの前記近位端が、前記捻れドライブ軸から第２半径で前記回転入力
部に接続され、前記第１半径が該第２半径より大きい、実施態様５５に記載の外科用縫合
装置。
（５７）　前記回転入力部、前記リンク、及び前記針ドライバーが不定点を有さない、実
施態様５２に記載の外科用縫合装置。
（５８）　前記回転入力部が、前記リンクの前記近位端に接続されているピンを受容する
径方向スロットを含む、実施態様５２に記載の外科用縫合装置。
（５９）　近位端及び遠位端を含む細長シャフトと、
　該シャフト近位端に接続される作動装置と、
　該作動装置に操作可能に接続される回転ドライブと、
　該回転ドライバーを該回転入力部に回転で連結する捻れ力インタフェースと、
　を更に含む、実施態様５２に記載の外科用縫合装置。
（６０）　前記回転ドライブがラックアンドピニオンを含む、実施態様５９に記載の外科
用縫合装置。
【０１０９】
（６１）　前記回転入力部が往復回転運動を有する、実施態様５２に記載の外科用装置。
（６２）　前記針ドライバーが、円弧状トラック内で少なくとも１８０度往復運動する、
実施態様５２に記載の外科用装置。
（６３）　前記針ドライバーが、前記針トラックにより少なくとも部分的に画定される円
形経路内で前記針を回転させる、実施態様５２に記載の外科用装置。
（６４）　前記回転入力部及び前記針が、平行な平面内で回転する、実施態様６３に記載
の外科用装置。
（６５）　外科用縫合装置であって、
　先端、後端、及び該先端と該後端との間の円弧状ボディを含む、針と、
　該針に接続された、ある長さの縫合糸と、
　該針に係合し、かつ第１回転方向に円形経路内で該針を回転させるよう適合される、針
ドライバーと、
　該針の該後端に係合するよう適合され、これによって、該第１回転方向とは逆の第２回
転方向に該針が回転するのを妨げる、爪と、
　を含む、外科用縫合装置。
【０１１０】
（６６）　前記針がある平面内で回転し、前記爪が、該平面に交差する角度で弾性的に偏
向する、実施態様６５に記載の外科用縫合装置。
（６７）　前記爪が、前記平面に対して実質的に垂直に、弾性的に偏向する、実施態様６
６に記載の外科用縫合装置。
（６８）　前記針がある平面内で回転し、前記爪が、実質的に該平面内で弾性的に偏向す
る、実施態様６５に記載の外科用縫合装置。
（６９）　前記爪が、前記針の外側に配置される、実施態様６８に記載の外科用縫合装置
。
（７０）　前記爪が、前記針の内側に配置される、実施態様６８に記載の外科用縫合装置
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。
【０１１１】
（７１）　前記爪が、該爪が旋回する中心となる第１端と、前記針の前記後端に係合する
エッジを有する第２端と、を有する、実施態様６８に記載の外科用装置。
（７２）　前記針の前記後端に係合するよう適合され、これにより、前記第１回転方向と
は逆の第２回転方向に該針が回転するのを妨げる、第２爪を更に含む、実施態様６５に記
載の外科用縫合装置。
（７３）　前記爪が、前記円形経路に沿って互いに正反対にある、実施態様７２に記載の
外科用縫合装置。
（７４）　前記後端が、前記縫合糸を受容する筒を含み、該筒が、該縫合糸の周りを囲む
後端面を含み、該爪が、該後端面に係合するよう適合され、これによって、前記第１回転
方向とは逆の第２回転方向に前記針が回転するのを妨げる、実施態様６５に記載の外科用
縫合装置。
（７５）　前記爪が、前記針経路に対して垂直な経路に沿って並進し、該爪が更に、該針
経路内で該爪を付勢するスプリングを含む、実施態様６５に記載の外科用装置。
【０１１２】
（７６）　前記爪が更に、該爪を前記針経路の外に偏向させ、前記針が該爪を通り越すよ
うにするため、該針により係合されるよう適合された斜面を含む、実施態様７５に記載の
外科用装置。
（７７）　前記爪が、前記円形針経路により画定される平面に交差する経路に沿って並進
運動する、実施態様７６に記載の外科用装置。
（７８）　外科用縫合装置であって、
　先端、後端、該先端と該後端との間の円弧状ボディ、及び該ボディ上の正反対の位置に
配置された２つの段を有する針と、
　該針に接続された、ある長さの縫合糸と、
　駆動位置と戻り位置との間で少なくとも１８０度往復運動する針ドライバーであって、
該針ドライバーが該針の段に係合するよう適合されて、これにより第１回転方向に円形経
路内で該針を回転させる、針ドライバーと、
　該針ドライバーの該駆動位置に近接して配置された爪であって、該爪は、該針の段に係
合するよう適合されて、該第１回転方向とは逆の第２回転方向に該針が回転するのを妨げ
る、爪と、
　を含む、外科用縫合装置。
（７９）　前記針経路内で前記爪を付勢するスプリングを更に含む、実施態様７８に記載
の外科用装置。
（８０）　前記爪が更に、該爪を前記針経路の外に偏向させ、前記針及び前記針ドライバ
ーが該爪を通り越すようにするため、該針及び該針ドライバーにより係合されるよう適合
された斜面を含む、実施態様７９に記載の外科用装置。
【０１１３】
（８１）　前記爪が、前記円形針経路により画定される平面内で偏向する、実施態様８０
に記載の外科用装置。
（８２）　前記爪が、該爪が旋回する中心となる第１端と、前記針の段に係合するエッジ
を有する第２端と、該第２端を該針経路内へと付勢するスプリングと、を有する、実施態
様７８に記載の外科用装置。
（８３）　前記駆動位置では、前記針ドライバーが、前記爪と前記針との間に挟まれてい
る、実施態様７８に記載の外科用装置。
（８４）　前記針ドライバーの前記戻り位置に近接して配置される第２爪を更に含み、該
第２爪は、前記針の段に係合するよう適合されて、前記第１回転方向とは逆の第２回転方
向に前記針が回転するのを妨げる、実施態様７８に記載の外科用装置。
（８５）　外科用縫合装置であって、
　先端、後端、該先端と該後端との間の円弧状ボディ、及び該ボディ上の正反対の位置に
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配置された２つの段を有する針と、
　該針に接続された、ある長さの縫合糸と、
　駆動位置と戻り位置との間で少なくとも１８０度往復運動する針ドライバーであって、
該針ドライバーが該針の段に係合するよう適合されて、これにより第１回転方向に円形経
路内で該針を回転させる、針ドライバーと、
　該針ドライバーの該戻り位置に近接して配置された爪であって、該爪は、該針の段に係
合するよう適合されて、該第１回転方向とは逆の第２回転方向に該針が回転するのを妨げ
る、爪と、
　を含む、外科用縫合装置。
【０１１４】
（８６）　前記針経路内で前記爪を付勢するスプリングを更に含む、実施態様８５に記載
の外科用装置。
（８７）　前記爪が更に、該爪を前記針経路の外に偏向させ、前記針及び前記針ドライバ
ーが該爪を通り越すようにするため、該針及び前記針ドライバーにより係合されるよう適
合された近位側斜面を含む、実施態様８６に記載の外科用装置。
（８８）　前記爪が更に、該爪を前記針経路の外に偏向させ、前記針ドライバーが該爪を
通り越すようにするため、該針ドライバーにより係合されるよう適合された遠位側斜面を
含む、実施態様８７に記載の外科用装置。
（８９）　前記遠位側斜面が、前記針経路の下に配置される、実施態様８８に記載の外科
用装置。
（９０）　前記爪が、前記円形針経路により画定される平面内で偏向する、実施態様８６
に記載の外科用装置。
【０１１５】
（９１）　外科用縫合装置であって、
　先端、後端、該先端と該後端との間の円弧状ボディ、及び該ボディ上の正反対の位置に
配置された２つの段を有する針と、
　該針に接続された、ある長さの縫合糸と、
　駆動位置と戻り位置との間で少なくとも１８０度往復運動する針ドライバーであって、
該針ドライバーが該針の段に係合するよう適合されて、これにより第１回転方向に円形経
路内で該針を回転させる、針ドライバーと、
　該針の段に係合し、これによって、前記第１回転方向とは逆の第２回転方向に該針が回
転するのを妨げるための、係合手段と、
　を含む、外科用縫合装置。
（９２）　前記係合手段が爪を含む、実施態様９１に記載の外科用縫合装置。
（９３）　前記係合手段がリーフスプリングを含む、実施態様９１に記載の外科用縫合装
置。
（９４）　円形針アプライヤーに使用するための外科用針であって、
　先端と、
　後端と、
　該先端と該後端との間の円弧状ボディであって、該ボディが内側面及び外側面を含む、
円弧状ボディと、
　円形針アプライヤーが係合するよう適合された、該ボディ上の複数の段であって、該段
が、材料を除去せずに該ボディを塑性変形することによって形成された、複数の段と、
　該後端に接続される、ある長さの縫合糸と、
　を含む、外科用針。
（９５）　前記段が前記内側面にある、実施態様９４に記載の外科用針。
【０１１６】
（９６）　前記段が前記外側面にある、実施態様９４に記載の外科用針。
（９７）　前記段が、プレス操作により形成される、実施態様９４に記載の外科用針。
（９８）　前記段が、圧延操作により形成される、実施態様９４に記載の外科用針。



(30) JP 2015-231573 A 2015.12.24

10

20

30

40

50

（９９）　前記複数の段が、２つの、正反対にある段を含む、実施態様９４に記載の外科
用針。
（１００）　前記ボディが、少なくとも１８０度の角度範囲を有する、実施態様９４に記
載の外科用針。
【０１１７】
（１０１）　前記円弧状ボディが、原点を中心とした、実質的に一定の公称半径を含む、
実施態様９４に記載の外科用針。
（１０２）　円形針アプライヤーに使用するための外科用針であって、
　先細部を含む先端と、
　筒を含む後端と、
　該先細部と該筒との間に延在する円弧状ボディであって、該ボディが、内側面、外側面
、及び円形針アプライヤーが係合するよう適合された複数の段を含み、該ボディは、該先
細部と該筒との間に、実質的に一定の断面積を有する、円弧状ボディと、
　該筒に接続された、ある長さの縫合糸と、
　を含む、外科用針。
（１０３）　前記複数の段が、前記内側面の、２つの、正反対にある段からなる、実施態
様１０２に記載の外科用針。
（１０４）　前記複数の段が、前記外側面の、２つの、正反対にある段からなる、実施態
様１０２に記載の外科用針。
（１０５）　前記段が前記内側面にある、実施態様１０２に記載の外科用針。
【０１１８】
（１０６）　前記段が前記外側面にある、実施態様１０２に記載の外科用針。
（１０７）　前記段が、前記ボディから材料を除去せずに形成される、実施態様１０２に
記載の外科用針。
（１０８）　前記段が、プレス操作により形成される、実施態様１０７に記載の外科用針
。
（１０９）　前記段が、圧延操作により形成される、実施態様１０７に記載の外科用針。
（１１０）　前記複数の段が、２つの、正反対にある段を含む、実施態様１０２に記載の
外科用針。
【０１１９】
（１１１）　前記ボディが、少なくとも１８０度の角度範囲を有する、実施態様１０２に
記載の外科用針。
（１１２）　円形針アプライヤーに使用するための外科用針であって、
　遠位側先端と、
　近位側後端と、
　該先端と該後端との間の円弧状ボディであって、該ボディが内側面及び外側面を含む、
円弧状ボディと、
　円形針アプライヤーが係合するよう適合された、該ボディ上の第１段であって、該第１
段は、該先端から遠位側に配置されている、第１段と、
　該第１段から近位側に延在する長手方向平面部であって、該平面部が、該ボディの概ね
Ｄ字形の断面形状を画定する、長手方向平面部と、
　円形針アプライヤーが係合するよう適合された、該ボディ上の第２段であって、該第２
段は、該第１段から約１８０度の位置に配置される、第２段と、
　該後端に接続される、ある長さの縫合糸と、
　を含む、外科用針。
（１１３）　針の、前記先端から前記後端までの角度範囲が約２１０度～約２７０度であ
る、実施態様１１２に記載の外科用針。
（１１４）　前記第１段及び第２段が、前記内側面に配置される、実施態様１１２に記載
の外科用針。
（１１５）　前記第１段及び第２段が、前記外側面に配置される、実施態様１１２に記載
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の外科用針。
【０１２０】
（１１６）　前記円弧状ボディが、原点を中心とした、実質的に一定の公称半径を含む、
実施態様１１２に記載の外科用針。
（１１７）　前記公称半径が、約０．４３２センチメートル～約０．５３３センチメート
ル（約０．１７０インチ～約０．２１０インチ）である、実施態様１１２に記載の外科用
針。
（１１８）　前記平面部が、約２０度～約４０度、前記第１段から近位側に延在する、実
施態様１１２に記載の外科用針。
（１１９）　前記平面部が、約１００度～約１５０度、前記第１段から近位側に延在する
、実施態様１１２に記載の外科用針。
（１２０）　前記ボディが更に、前記平面部の前記近位端に斜面部分を含み、これによっ
て、該ボディの断面形状が、概ねＤ字形から概ね円形に移行する、実施態様１１２に記載
の外科用針。
【０１２１】
（１２１）　前記ボディが更に、前記第２段から近位側に延在する第２長手方向平面部を
含み、該第２平面部が、該ボディにおいて、概ねＤ字形の断面形状を画定する、実施態様
１１２に記載の外科用針。
（１２２）　前記第２平面部が、約８度～約３０度、前記第２段から近位側に延在する、
実施態様１２１に記載の外科用針。
（１２３）　前記ボディが更に、前記第２平面部の前記近位端に斜面部分を含み、これに
よって、該ボディの断面形状が、概ねＤ字形から概ね円形に移行する、実施態様１２１に
記載の外科用針。
（１２４）　前記先端は先細部を含み、前記後端は筒を含み、前記ボディは該先細部と該
筒との間で実質的に一定の断面積を有する、実施態様１１２に記載の外科用針。
（１２５）　外科用針のパッケージであって、
　カートリッジであって、外科用針と、該針に係合し、かつ該カートリッジに対して該針
を動かすよう操作可能な針ドライバーと、を含む、カートリッジと、
　ボビンと、
　該針に接続され、該ボビンに巻き付けられる、ある長さの縫合糸と、
　を含む、外科用針のパッケージ。
【０１２２】
（１２６）　前記カートリッジ、前記ボビン、及び前記縫合糸を囲む外側シェルを更に含
む、実施態様１２５に記載のパッケージ。
（１２７）　前記外側シェルが、前記カートリッジと前記ボビンの上に折りかぶせられる
シート材料を含む、実施態様１２６に記載のパッケージ。
（１２８）　前記カートリッジを弾性的に保持するプラットフォームを更に含む、実施態
様１２７に記載のパッケージ。
（１２９）　前記ボビンが回転スプールである、実施態様１２５に記載のパッケージ。
（１３０）　前記カートリッジが、概ねＵ字形の遠位端を画定する一対のアームを含み、
該アームの間に挟まれたブロックを更に含む、実施態様１２５に記載のパッケージ。
【０１２３】
（１３１）　前記カートリッジ、前記ボビン、及び前記縫合糸を囲む、ハウジング及び上
面シートを更に含む、実施態様１２５に記載のパッケージ。
（１３２）　外科用針のパッケージであって、
　ハウジングと、
　該ハウジング内に解放自在に保持されたカートリッジであって、該カートリッジが、外
科用針と、該針に係合し、かつ前記カートリッジに対して該針を動かすよう操作可能な針
ドライバーと、を含む、カートリッジと、
　該ハウジング内のボビンと、
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　該針に接続され、該ボビンに巻き付けられる、ある長さの縫合糸と、
　を含む、外科用針のパッケージ。
（１３３）　前記カートリッジ、前記ボビン、及び前記縫合糸が、前記ハウジング内に収
容される、実施態様１３２に記載のパッケージ。
（１３４）　前記カートリッジが、概ねＵ字形の遠位端を画定する一対のアームを含み、
前記ハウジングに取り付けられかつ該アームの間に延在するブロックを更に含む、実施態
様１３２に記載のパッケージ。
（１３５）　前記ハウジングが隙間を画定し、前記カートリッジが該隙間内に少なくとも
部分的に配置される、実施態様１３２に記載のパッケージ。
【０１２４】
（１３６）　外科用針のパッケージであって、
　隙間を有するハウジングと、
　解放自在に該ハウジング内に保持され、該隙間内に延在するカートリッジであって、該
カートリッジが、外科用針と、該針に係合し、かつ該カートリッジに対して該針を動かす
よう操作可能な針ドライバーと、概ねＵ字形の遠位端を画定する一対のアームと、を含む
、カートリッジと、
　該ハウジングに取り付けられ、該アームの間に延在する、ブロックと、
　該ハウジング内にある回転スプールと、
　該針に接続され、該スプールに巻き付けられる、ある長さの縫合糸と、
　を含み、該カートリッジ、該ボビン、及び該縫合糸が、該ハウジング内に収容される、
外科用針のパッケージ。
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