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(57)【要約】
　機器は、本体と、シャフトアセンブリと、エンドエフ
ェクタと、湿潤部材と、を備える。シャフトアセンブリ
は、本体から遠位に延在する。エンドエフェクタは、シ
ャフトアセンブリの遠位端に位置する。エンドエフェク
タは、超可聴周波数で振動するように構成されている超
音波ブレードを備える。湿潤部材は、第１の位置と第２
の位置との間で選択的に移動可能である。湿潤部材は、
第１の位置における超音波ブレードから離れる方向に離
間配置されるように構成されている。湿潤部材は、第２
の位置において超音波ブレードと接触するように構成さ
れ、それによって、冷却流体を超音波ブレードに塗布す
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）本体と、
　（ｂ）該本体から遠位に延在するシャフトアセンブリと、
　（ｃ）該シャフトアセンブリの遠位端に位置するエンドエフェクタであって、該エンド
エフェクタは、超音波ブレードを備え、該超音波ブレードは、超可聴周波数で振動するよ
うに構成されている、エンドエフェクタと、
　（ｄ）湿潤部材であって、該湿潤部材は、第１の位置と第２の位置との間を選択的に移
動可能であり、該湿潤部材は、該第１の位置において、該超音波ブレードから離間するよ
うに構成され、該湿潤部材は、該第２の位置において、該超音波ブレードと接触すること
によって、冷却流体を該超音波ブレードへ塗布するように構成されている、湿潤部材と、
を備える、機器。
【請求項２】
　前記湿潤部材は、パッドを含む、請求項１に記載の機器。
【請求項３】
　前記パッドは、発泡材料を含む、請求項２に記載の機器。
【請求項４】
　カム機構を更に備え、該カム機構は、該カム機構の動きに応じて、前記第２の位置に向
かって前記湿潤部材を選択的に駆動するように動作可能である、請求項１に記載の機器。
【請求項５】
　前記湿潤部材は、前記第１の位置に向かって弾性的に付勢されている、請求項４に記載
の機器。
【請求項６】
　前記湿潤部材は、
　（ｉ）前記冷却流体に浸されたパッドと、
　（ｉｉ）梁部であって、該パッドは、該梁部に載置され、前記カム機構は、該梁部を変
形させるように動作可能である、梁部と、を備える、請求項４に記載の機器。
【請求項７】
　前記湿潤部材は、吸上機構を更に備え、該吸上機構は、前記パッドと連通し、該吸上機
構は、前記梁部の長さの少なくとも一部に沿い、該吸上機構は、毛管現象により前記パッ
ドへ流体を伝達するように動作可能である、請求項６に記載の機器。
【請求項８】
　前記湿潤部材は、それぞれの自由端を有する一対のアームを備え、前記湿潤部材が前記
第２の位置にある場合、該アームは、前記超音波ブレードの両側に接触し、前記超音波ブ
レードの両側を内方に押すように構成され、かつ位置付けられている、請求項１に記載の
機器。
【請求項９】
　前記湿潤部材は、「Ｕ」字形状を画定する、請求項８に記載の機器。
【請求項１０】
　前記エンドエフェクタは、クランプアームを更に備え、該クランプアームは、前記超音
波ブレードに向かう方向にかつ前記超音波ブレードから離れる方向に移動するように動作
可能であることによって、該クランプアームと前記超音波ブレードとの間の組織を圧縮す
る、請求項１に記載の機器。
【請求項１１】
　前記シャフトアセンブリは、クランプアームアクチュエータを備え、該クランプアーム
アクチュエータは、長手方向に並進するように動作可能であることによって、前記超音波
ブレードに向かう方向にかつ前記超音波ブレードから離れる方向に前記クランプアームを
駆動する、請求項１０に記載の機器。
【請求項１２】
　前記クランプアームアクチュエータは、前記湿潤部材を前記第２の位置に向かう方向に
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駆動するように更に動作可能であることによって、前記超音波ブレードと接触するように
前記湿潤機構を駆動する、請求項１１に記載の機器。
【請求項１３】
　前記シャフトアセンブリは、外部シースを更に備え、前記クランプアームアクチュエー
タは、該外部シース内に摺動自在に配設された内管を含む、請求項１０に記載の機器。
【請求項１４】
　前記湿潤部材は、前記クランプアームが前記超音波ブレードに向かって移動する際、前
記湿潤部材が前記第１の位置から前記第２の位置へ移動可能であるように前記クランプア
ームに固定されている、請求項１０に記載の機器。
【請求項１５】
　前記クランプアームは、
　（Ａ）一対のチャネルであって、該チャネルは、前記湿潤部材の対応する部分を受容す
るように構成されている、一対のチャネルと、
　（Ｂ）支持梁部であって、該支持梁部は、前記湿潤部材を支持するように構成されてい
る、支持梁部と、を備える、請求項１４に記載の機器。
【請求項１６】
　前記クランプアームは、前記支持梁部に固定されたクランプパッドを更に備え、該クラ
ンプパッドは、前記クランプアームと前記超音波ブレードとの間に圧縮された組織と係合
するように構成されている、請求項１５に記載の機器。
【請求項１７】
　前記エンドエフェクタは、前記クランプアームに固定された保持部材を更に備え、前記
湿潤部材の一部は、該保持部材と前記クランプアームとの間に捕捉されている、請求項１
４に記載の機器。
【請求項１８】
　前記クランプアームは、前記保持部材に固定されたクランプパッドを更に備え、該クラ
ンプパッドは、前記クランプアームと前記超音波ブレードとの間に圧縮された組織と係合
するように構成されている、請求項１７に記載の機器。
【請求項１９】
　（ａ）本体と、
　（ｂ）該本体から遠位に延在するシャフトアセンブリであって、該シャフトアセンブリ
は、並進部材を備え、該並進部材は、第１の位置と第２の位置との間を該本体に対して長
手方向に並進するように動作可能である、シャフトアセンブリと、
　（ｃ）該シャフトアセンブリの遠位端に位置するエンドエフェクタであって、該エンド
エフェクタは、
　　（ｉ）超音波ブレードであって、該超音波ブレードは、超可聴周波数で振動するよう
に構成されている、超音波ブレードと、
　　（ｉｉ）該並進部材と連結されたクランプアームであって、該クランプアームは、該
第１の位置から該第２の位置への該並進部材の動きに応じて、該超音波ブレードに向かっ
て移動するように構成されている、クランプアームと、を備える、エンドエフェクタと、
　（ｄ）湿潤部材であって、該第１の位置から該第２の位置への該並進部材の動きに応じ
て、該湿潤部材は、該超音波ブレードと係合することによって、冷却流体を該超音波ブレ
ードへ塗布するように構成され、該湿潤部材は、該第２の位置から該第１の位置への該並
進部材の動きに応じて、該超音波ブレードを係合解除するように構成されている、湿潤部
材と、を備える、機器。
【請求項２０】
　（ａ）本体と、
　（ｂ）該本体から遠位に延在するシャフトアセンブリと、
　（ｃ）該シャフトアセンブリの遠位端に位置するエンドエフェクタであって、該エンド
エフェクタは、
　　（ｉ）超音波ブレードであって、該超音波ブレードは、超可聴周波数で振動するよう
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に構成されている、超音波ブレードと、
　　（ｉｉ）クランプアームであって、該クランプアームは、該超音波ブレードに向かっ
て移動するように構成されている、クランプアームと、を備える、エンドエフェクタと、
　（ｄ）湿潤部材であって、該湿潤部材は、該クランプアームに固定され、該湿潤部材は
、該超音波ブレードに向かう該クランプアームの動きに応じて、該超音波ブレードと係合
することによって、冷却流体を該超音波ブレードに塗布するように構成されている、湿潤
部材と、を備える、機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（優先権）
　本出願は、その開示が参照により本明細書に援用される、２０１３年１１月２６日に出
願された「Ｈｅａｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ｆｏｒ　Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｓｕｒｇ
ｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ」と題する米国仮特許出願第６１／９０８，９２０号へ
の優先権を主張する。
【背景技術】
【０００２】
　組織を（例えば、組織細胞内のタンパク質を変性させることにより）切断及び／又は封
着するために超音波周波で振動するブレード要素を有するエンドエフェクタは、様々な外
科用器具に含まれている。これらの器具は、電力を超音波振動に変換する圧電素子を含ん
でおり、それらの振動は、音響導波管に沿ってブレード要素に伝達される。切断及び凝固
の精度は、外科医の技術、並びに電力レベル、ブレードエッジ、組織引張、及びブレード
圧力を調節することによって制御することができる。
【０００３】
　超音波外科用器具の例としては、ＨＡＲＭＯＮＩＣ　ＡＣＥ（登録商標）Ｕｌｔｒａｓ
ｏｎｉｃ　Ｓｈｅａｒｓ、ＨＡＲＭＯＮＩＣ　ＷＡＶＥ（登録商標）Ｕｌｔｒａｓｏｎｉ
ｃ　Ｓｈｅａｒｓ、ＨＡＲＭＯＮＩＣ　ＦＯＣＵＳ（登録商標）Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　
Ｓｈｅａｒｓ、及びＨＡＲＭＯＮＩＣ　ＳＹＮＥＲＧＹ（登録商標）Ｕｌｔｒａｓｏｎｉ
ｃ　Ｂｌａｄｅｓが挙げられ、これらはいずれもＥｔｈｉｃｏｎ　Ｅｎｄｏ－Ｓｕｒｇｅ
ｒｙ，Ｉｎｃ．（Ｃｉｎｃｉｎｎａｔｉ，Ｏｈｉｏ）製である。かかる装置及び関連する
概念の更なる例は、その開示内容が参照により本明細書に援用される、１９９４年６月２
１日発行の「Ｃｌａｍｐ　Ｃｏａｇｕｌａｔｏｒ／Ｃｕｔｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏ
ｒ　Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ」と題する米国
特許第５，３２２，０５５号、その開示内容が参照により本明細書に援用される、１９９
９年２月２３日発行の「Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｃｌａｍｐ　Ｃｏａｇｕｌａｔｏｒ　Ａ
ｐｐａｒａｔｕｓ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｉｍｐｒｏｖｅｄ　Ｃｌａｍｐ　Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ
」と題する米国特許第５，８７３，８７３号、その開示内容が参照により本明細書に援用
される、１９９７年１０月１０日出願の「Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｃｌａｍｐ　Ｃｏａｇ
ｕｌａｔｏｒ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｉｍｐｒｏｖｅｄ　Ｃｌａｍｐ　Ａ
ｒｍ　Ｐｉｖｏｔ　Ｍｏｕｎｔ」と題する米国特許第５，９８０，５１０号、その開示内
容が参照により本明細書に援用される、２００１年１２月４日発行の「Ｂｌａｄｅｓ　ｗ
ｉｔｈ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　Ｂａｌａｎｃｅ　Ａｓｙｍｍｅｔｒｉｅｓ　ｆｏｒ　ｕ
ｓｅ　ｗｉｔｈ　Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ」
と題する米国特許第６，３２５，８１１号、その開示内容が参照により本明細書に援用さ
れる、２００４年８月１０日発行の「Ｂｌａｄｅｓ　ｗｉｔｈ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　
Ｂａｌａｎｃｅ　Ａｓｙｍｍｅｔｒｉｅｓ　ｆｏｒ　Ｕｓｅ　ｗｉｔｈ　Ｕｌｔｒａｓｏ
ｎｉｃ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ」と題する米国特許第６，７７３，
４４４号、及びその開示内容が参照により本明細書に援用される、２００４年８月３１日
発行の「Ｒｏｂｏｔｉｃ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｔｏｏｌ　ｗｉｔｈ　Ｕｌｔｒａｓｏｕｎ
ｄ　Ｃａｕｔｅｒｉｚｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｕｔｔｉｎｇ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ」と題す
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る米国特許第６，７８３，５２４号に開示されている。
【０００４】
　超音波外科用器具のまた更なる例は、その開示内容が参照により本明細書に援用される
、２００６年４月１３日公開の「Ｔｉｓｓｕｅ　Ｐａｄ　ｆｏｒ　Ｕｓｅ　ｗｉｔｈ　ａ
ｎ　Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ」と題する米国特
許公開第２００６／００７９８７４号、その開示内容が参照により本明細書に援用される
、２００７年８月１６日公開の「Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ　ｆｏｒ　Ｃｕｔ
ｔｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｏａｇｕｌａｔｉｎｇ」と題する米国特許公開第２００７／０１９
１７１３号、その開示内容が参照により本明細書に援用される、２００７年１２月６日公
開の「Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｗａｖｅｇｕｉｄｅ　ａｎｄ　Ｂｌａｄｅ」と題する米国
特許公開第２００７／０２８２３３３号、その開示内容が参照により本明細書に援用され
る、２００８年８月２１日公開の「Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ　ｆｏｒ　Ｃｕ
ｔｔｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｏａｇｕｌａｔｉｎｇ」と題する米国特許公開第２００８／０２
００９４０号、その開示内容が参照により本明細書に援用される、２００９年４月２３日
公開の「Ｅｒｇｏｎｏｍｉｃ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ」と題する米
国特許公開第２００９／０１０５７５０号、その開示内容が参照により本明細書に援用さ
れる、２０１０年３月１８日公開の「Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ　ｆｏｒ　Ｆ
ｉｎｇｅｒｔｉｐ　Ｃｏｎｔｒｏｌ」と題する米国特許公開第２０１０／００６９９４０
号、及びその開示内容が参照により本明細書に援用される、２０１１年１月２０日公開の
「Ｒｏｔａｔｉｎｇ　Ｔｒａｎｓｄｕｃｅｒ　Ｍｏｕｎｔ　ｆｏｒ　Ｕｌｔｒａｓｏｎｉ
ｃ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ」と題する米国特許公開第２０１１／０
０１５６６０号、及びその開示内容が参照により本明細書に援用される、２０１２年２月
２日公開の「Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　Ｂｌａ
ｄｅｓ」と題する米国特許公開第２０１２／００２９５４６号に開示されている。
【０００５】
　超音波外科用器具のうち一部は、その開示内容が参照により本明細書に援用される、２
０１２年５月１０日公開の「Ｒｅｃｈａｒｇｅ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｅｄｉｃａｌ
　Ｄｅｖｉｃｅｓ」と題する米国特許公開第２０１２／０１１２６８７号、その開示内容
が参照により本明細書に援用される、２０１２年５月１０日公開の「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　
Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　ｗｉｔｈ　Ｃｈａｒｇｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅｓ」と題する米国特
許公開第２０１２／０１１６２６５号、及び／又はその開示内容が参照により本明細書に
援用される、２０１０年１１月５日出願の「Ｅｎｅｒｇｙ－Ｂａｓｅｄ　Ｓｕｒｇｉｃａ
ｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ」と題する米国特許出願第６１／４１０，６０３号において
開示されているようなコードレストランスデューサを備えてもよい。
【０００６】
　更に、一部の超音波外科用器具は、関節運動シャフト部分を備えてよい。そのような超
音波外科用器具の例は、その開示内容が参照により本明細書に援用される、２０１４年１
月２日公開の「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ　ｗｉｔｈ　Ａｒｔｉｃｕｌ
ａｔｉｎｇ　Ｓｈａｆｔｓ」と題する米国特許公開第２０１４／０００５７０１号、及び
その開示内容が参照により本明細書に援用される、２０１４年４月２４日公開の「Ｆｌｅ
ｘｉｂｌｅ　Ｈａｒｍｏｎｉｃ　Ｗａｖｅｇｕｉｄｅｓ／Ｂｌａｄｅｓ　ｆｏｒ　Ｓｕｒ
ｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ」と題する、米国特許公開第２０１４／０１１４３
３４号に開示されている。
【０００７】
　いくつかの外科用器具及びシステムが製造及び使用されてきたが、本発明者らよりも以
前に、添付の特許請求の範囲に記載する発明を製造及び使用した者は存在しないと考えら
れる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
　本明細書は本技術を具体的に指摘しかつ明確にその権利を請求する特許請求の範囲によ
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って完結するが、本技術は、以下の特定の例の説明を添付図面と併せ読むことでより良く
理解されるものと考えられ、図面では同様の参照符号は同じ要素を特定する。
【図１】例示的な外科用器具の側面図である。
【図２】開放構成の図１の器具のエンドエフェクタの斜視図である。
【図３Ａ】開放構成の図２のエンドエフェクタの側面断面図である。
【図３Ｂ】閉鎖構成の図２のエンドエフェクタの側面断面図である。
【図４】他の例示的な外科用器具の斜視図である。
【図５】閉鎖構成の図４の器具のエンドエフェクタの側面図である。
【図６Ａ】開放構成の図５のエンドエフェクタの斜視図である。
【図６Ｂ】閉鎖構成の図５のエンドエフェクタの斜視図である。
【図７Ａ】冷却要素が導波管から離れる方向に離間配置された、閉鎖構成の、例示的な代
替のエンドエフェクタの断面側面図である。
【図７Ｂ】冷却要素が導波管と接触した状態の、開放構成の、図７Ａのエンドエフェクタ
の断面側面図である。
【図８】図７Ａの冷却要素の斜視図である。
【図９】例示的な代替のクランプアームの斜視図である。
【図１０】図９のクランプアームの分解図である。
【図１１】超音波ブレードに対して掴持した、図９のクランプアームの断面端面図である
。
【図１２】別の例示的な代替のクランプアームの斜視図である。
【図１３】図１２のクランプアームの分解図である。
【図１４Ａ】冷却要素が導波管から離れる方向に離間配置された、閉鎖構成の、別の例示
的な代替のエンドエフェクタの側面図である。
【図１４Ｂ】冷却要素が超音波ブレードに接触した状態の、開放構成の、図１４Ａのエン
ドエフェクタの側面図である。
【図１５】超音波ブレードに接触している図１４Ａの冷却要素の断面端面図である。
【０００９】
　各図面は、いかなる意味においても限定を意図するものではなく、図面に必ずしも示さ
れていないものを含め、本技術の多様な実施形態を様々な他の方法で実施し得ることが想
到される。本明細書に組み込まれ、本明細書の一部をなす添付の図面は、本技術のいくつ
かの態様を示しており、その説明と共に本技術の原理を説明するのに役立つものであるが
、本技術は図示される厳密な配置に限定されないことを理解されたい。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本技術の特定の例に関する以下の説明は、本技術の範囲を限定するために使用されるべ
きではない。本技術のその他の例、特徴、態様、実施形態、及び利点は、例として、本技
術を実施するために想到される最良の形態の１つである以下の説明から、当業者には明ら
かとなるであろう。理解されるように、本明細書に記載されている本技術は、全て本技術
から逸脱することなく、その他種々の明白な態様が可能である。したがって、図面及び説
明文は、例示的な性質のものであって限定的なものとみなすべきではない。
【００１１】
　本明細書に記載されている教示、表現、実施形態、実施例などのうちの任意の１つ又は
複数が、本明細書に記載されている他の教示、表現、実施形態、実施例などのうちの任意
の１つ又は複数と組み合わされてもよいことが更に理解される。したがって、以下に記載
される教示、表現、実施形態、実施例などは、互いに対して分離して考慮されるべきでは
ない。本明細書の教示を考慮することで、本明細書の教示を組み合わせることができる様
々な好適な方法が、当業者には容易に明らかとなろう。かかる改変例及び変形例は、特許
請求の範囲内に含まれることを意図する。
【００１２】
　本開示の明瞭さのために、「近位」及び「遠位」という用語は、外科用器具の人間又は
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ロボットのオペレータに対して本明細書で定義される。「近位」という用語は、外科用器
具の人間又はロボットのオペレータにより近く、かつ外科用器具の外科用エンドエフェク
タから更に遠く離れる方向の要素の位置を指す。「遠位」という用語は、外科用器具の外
科用エンドエフェクタにより近く、かつ外科用器具の人間又はロボットのオペレータから
更に遠く離れる方向の要素の位置を指す。
【００１３】
　Ｉ．例示的な超音波外科用器具
　図１～図６Ｂは、例示的な超音波外科用器具（１０、１００）を示す。それぞれの器具
（１０、１００）の少なくとも一部は、米国特許第５，３２２，０５５号、米国特許第５
，８７３，８７３号、米国特許第５，９８０，５１０号、米国特許第６，３２５，８１１
号、米国特許第６，７７３，４４４号、米国特許第６，７８３，５２４号、米国特許公開
第２００６／００７９８７４号、米国特許公開第２００７／０１９１７１３号、米国特許
公開第２００７／０２８２３３３号、米国特許公開第２００８／０２００９４０号、米国
特許公開第２００９／０１０５７５０号、米国特許公開第２０１０／００６９９４０号、
米国特許公開第２０１１／００１５６６０号、米国特許公開第２０１２／０１１２６８７
号、米国特許公開第２０１２／０１１６２６５号、米国特許公開第２０１４／０００５７
０１号、米国特許公開第２０１４／０１１４３３４号、米国特許出願第６１／４１０、６
０３号、及び／又は米国特許出願第１４／０２８、７１７号の教示のうち少なくとも一部
に従って構築され、動作可能である。前述の特許、刊行物、及び出願のそれぞれの開示内
容は、参照により本明細書に援用される。これらの中に記載され、また、以下により詳細
に記載されるように、各器具（１０、１００）は、ほぼ同時に組織を切開し、（例えば、
血管などの）組織を封着又は接合するように動作可能である。器具（１０、１００）は、
ＨＡＲＭＯＮＩＣ　ＡＣＥ（登録商標）Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｓｈｅａｒｓ、ＨＡＲＭ
ＯＮＩＣ　ＷＡＶＥ（登録商標）Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｓｈｅａｒｓ、ＨＡＲＭＯＮＩ
Ｃ　ＦＯＣＵＳ（登録商標）Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｓｈｅａｒｓ、及び／又はＨＡＲＭ
ＯＮＩＣ　ＳＹＮＥＲＧＹ（登録商標）Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｂｌａｄｅｓとの様々な
構造的及び機能的な類似点を有し得ることもまた理解されたい。更に、器具（１０、１０
０）は、本明細書に参照により引用及び援用される他の文献のうち任意に教示される装置
と様々な構造的かつ機能的類似点を有し得る。
【００１４】
　本明細書に引用される文献の教示と、ＨＡＲＭＯＮＩＣ　ＡＣＥ（登録商標）Ｕｌｔｒ
ａｓｏｎｉｃ　Ｓｈｅａｒｓ、ＨＡＲＭＯＮＩＣ　ＷＡＶＥ（登録商標）Ｕｌｔｒａｓｏ
ｎｉｃ　Ｓｈｅａｒｓ、ＨＡＲＭＯＮＩＣ　ＦＯＣＵＳ（登録商標）Ｕｌｔｒａｓｏｎｉ
ｃ　Ｓｈｅａｒｓ、及び／又はＨＡＲＭＯＮＩＣ　ＳＹＮＥＲＧＹ（登録商標）Ｕｌｔｒ
ａｓｏｎｉｃ　Ｂｌａｄｅｓと、器具（１０、１００）に関する以下の教示と、の間に何
らかの重複が存在する範囲で、本明細書の記載のいずれかを認められた従来技術とみなす
意図はない。本明細書のいくつかの教示は、事実、本明細書に引用した文献並びにＨＡＲ
ＭＯＮＩＣ　ＡＣＥ（登録商標）Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｓｈｅａｒｓ、ＨＡＲＭＯＮＩ
Ｃ　ＷＡＶＥ（登録商標）Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｓｈｅａｒｓ、ＨＡＲＭＯＮＩＣ　Ｆ
ＯＣＵＳ（登録商標）Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｓｈｅａｒｓ、及びＨＡＲＭＯＮＩＣ　Ｓ
ＹＮＥＲＧＹ（登録商標）Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｂｌａｄｅｓの教示の範囲を越えるこ
ととなる。
【００１５】
　Ａ．低侵襲手術のための例示的な超音波外科用器具
　図１は、（例えば、トロカール又は他の小径のアクセスポートなどを介する）低侵襲手
術において使用されるように構成されている例示的な超音波外科用器具（１０）を示す。
本実施例の器具（１０）は、ハンドルアセンブリ（２０）と、シャフトアセンブリ（３０
）と、エンドエフェクタ（４０）と、を備える。図２～図３Ｂに示すように、シャフトア
センブリ（３０）は、外部シース（３２）と、外部シース（３２）内に摺動自在に配設さ
れている内管（３４）と、内管（３４）内に配設されている導波管（３８）と、を含む。
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以下でより詳細に検討されるように、外部シース（３２）に対して内管（３４）が長手方
向に並進することにより、エンドエフェクタ（４０）においてクランプアーム（４４）が
作動する。ハンドルアセンブリ（２０）は、ピストル型グリップ（２４）と、一対のボタ
ン（２６）と、を含む、本体（２２）を備える。ハンドルアセンブリ（２０）はまた、ピ
ストル型グリップ（２４）に向かう方向にかつピストル型グリップ（２４）から離れる方
向に枢動可能なトリガ（２８）を備える。しかしながら、限定されるわけではないが、は
さみグリップ形体を含む、多様な他の好適な形体が使用されてもよい。本実施例において
、弾性部材は、ピストル型グリップ（２４）から離れる方向にトリガ（２８）を付勢する
。トリガ（２８）は、ピストル型グリップ（２４）に向かって枢動可能であり、外部シー
ス（３２）に対して近位に内管（３４）を駆動する。その後、トリガ（２８）がピストル
型グリップ（２４）から離れる方向に解放又は駆動されると、内管（３４）は、外部シー
ス（３２）に対して遠位に駆動される。あくまで一例として、トリガ（２８）は、本明細
書において引用される多様な文献の教示に従って、内管（３４）と連結されていてもよい
。トリガ（２８）が内管（３４）と連結されていてもよい他の好適な方法は、当業者には
本明細書の教示を考慮することで明らかとなろう。
【００１６】
　図２～図３Ｂに示すように、エンドエフェクタ（４０）は、超音波ブレード（４２）と
、枢動クランプアーム（４４）と、を備える。クランプアーム（４４）は、超音波ブレー
ド（４２）に対向するクランプパッド（４６）を備える。クランプアーム（４４）は、ピ
ン（３３）を介して超音波ブレード（４２）の上方でシャフトアセンブリ（３０）の外部
シース（３２）の遠位端と枢動可能に連結されている。内管（３４）の遠位端は、別のピ
ン（３５）を介して、超音波ブレード（４２）の下方でクランプアーム（４４）の近位端
と枢動可能にと連結されている。このように、外部シース（３２）に対して内管（３４）
が長手方向に並進することにより、超音波ブレード（４２）に向かう方向にかつ超音波ブ
レード（４２）から離れる方向に、ピン（３３）を中心にクランプアーム（４４）を枢動
させて、クランプパッド（４６）と超音波ブレード（４２）との間に組織を掴持して、組
織を横に切断及び／又は封着することができる。具体的には、図３Ａから図３Ｂへの遷移
に見られるように、外部シース（３２）及びハンドルアセンブリ（２０）に対して内管（
３４）が近位長手方向に並進することにより、超音波ブレード（４２）に向かってクラン
プアーム（４４）を枢動させることができ、外部シース（３２）及びハンドルアセンブリ
（２０）に対して内管（３４）が遠位長手方向に並進することにより、超音波ブレード（
４２）から離れる方向にクランプアーム（４４）を枢動させることができる。したがって
、ピストル型グリップ（２４）に向かってトリガ（２８）を枢動させると、超音波ブレー
ド（４２）に向かってクランプアーム（４４）を枢動させることとなり、ピストル型グリ
ップ（２４）から離れる方向にトリガ（２８）を枢動させると、超音波ブレード（４２）
から離れる方向にクランプアーム（４４）を枢動させることとなることを理解されたい。
【００１７】
　超音波トランスデューサアセンブリ（１２）は、ハンドルアセンブリ（２０）の本体（
２２）から近位に延在する。トランスデューサアセンブリ（１２）は、ケーブル（１４）
を介して発電機（１６）に連結されている。トランスデューサアセンブリ（１２）は、発
電機（１６）から電力を受電し、圧電原理によってその電力を超音波振動に変換する。発
電機（１６）は、電源と、トランスデューサアセンブリ（１２）による超音波振動の生成
に特に適したトランスデューサアセンブリ（１２）に電力プロファイルを提供するように
構成された制御モジュールと、を含むことができる。あくまで一例として、発電機（１６
）として、Ｅｔｈｉｃｏｎ　Ｅｎｄｏ－Ｓｕｒｇｅｒｙ，Ｉｎｃ．（Ｃｉｎｃｉｎｎａｔ
ｉ，Ｏｈｉｏ）により販売されているＧＥＮ　３００を挙げることができる。追加的に又
は代替的に、発電機（１６）は、その開示内容が参照により本明細書に援用される、２０
１１年４月１４日公開の「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｇｅｎｅｒａｔｏｒ　ｆｏｒ　Ｕｌｔｒａ
ｓｏｎｉｃ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｄｅｖｉｃｅｓ」と題する米国特許
公開第２０１１／００８７２１２号の教示の少なくとも一部に従って構築され得る。また
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、発電機（１６）の機能性の少なくとも一部をハンドルアセンブリ（２０）に組み込むこ
とができ、ハンドルアセンブリ（２０）はまた、ケーブル（１４）を省略するように電池
又は他の搭載された電源を更に含むこともできると理解されたい。発電機（１６）がとり
得る更に他の好適な形態、並びに発電機（１６）が提供し得る多様な特徴及び動作性は、
当業者には本明細書の教示を考慮することで明らかとなろう。
【００１８】
　トランスデューサアセンブリ（１２）によって生成される超音波振動は、シャフトアセ
ンブリ（３０）を通って延在して、超音波ブレード（４２）に到達する音響導波管（３８
）に沿って伝達される。導波管（３８）は、導波管（３８）及びシャフトアセンブリ（３
０）を貫通する（図示されない）ピンによってシャフトアセンブリ（３０）内に固定され
ている。ピンは、導波管（３８）の長さに沿った、導波管（３８）を通って伝達される共
振超音波振動に関連するノードに対応する位置に位置する。上で述べたように、超音波ブ
レード（４２）が作動状態にある（すなわち、超音波により振動している）とき、超音波
ブレード（４２）は、特にクランプパッド（４６）と超音波ブレード（４２）との間に組
織が掴持されている場合に、組織を効果的に切開して封着するように動作可能である。導
波管（３８）は、導波管（３８）を通って伝達される機械的振動を増幅するように構成す
ることができると理解されたい。更に、導波管（３８）は、長手方向の振動の利得を導波
管（３８）に沿って制御するように動作可能な機構、及び／又は導波管（３８）をシステ
ムの共振周波数に同調させる機構を備え得る。
【００１９】
　本実施例では、組織による負荷が音響アセンブリに加えられていないとき、好ましい共
振周波数ｆｏに合わせて音響アセンブリを同調させるために、超音波ブレード（４２）の
遠位端は、導波管（３８）を通って伝達される共振超音波振動に関連するアンチノードに
対応する位置に配置される。トランスデューサアセンブリ（１２）が通電されると、超音
波ブレード（４２）の遠位端は、例えば５５．５ｋＨｚの規定振動周波数ｆｏにおいて、
およそ１０～５００マイクロメートルの範囲の最大振幅で、場合によっては約２０～約２
００マイクロメートルの範囲で、長手方向に移動するように構成されている。本実施例の
トランスデューサアセンブリ（１２）が作動すると、これらの機械的な振動が導波管を通
って伝達されて、超音波ブレード（１０２）に達し、それにより、共振超音波周波数で超
音波ブレード（１０２）の振動を提供する。かくして、組織が超音波ブレード（４２）と
クランプパッド（４６）との間に固定されるとき、超音波ブレード（４２）の超音波振動
が組織を切断すると同時に隣接組織細胞内のタンパク質を変性させることによって、比較
的少量の熱分散による凝固効果を提供することができる。いくつかの変形形態では、組織
を封着するために、超音波ブレード（４２）及び／又はクランプパッド（４６）を通って
電流もまた提供されてもよい。
【００２０】
　オペレータは、ボタン（２６）を作動させて、トランスデューサアセンブリ（１２）を
選択的に作動させることによって、超音波ブレード（４２）を作動させることができる。
本実施例では、低電力で超音波ブレード（４２）を作動させるボタンと、高電力で超音波
ブレード（４２）を作動させるボタンとの、２つのボタン（２６）が提供される。しかし
ながら、任意の他の好適な数のボタン及び／又は別の方法で選択可能な電力レベルが提供
されてもよいことを理解されたい。例えば、トランスデューサアセンブリ（１２）を選択
的に作動させるために、フットペダルが備えられてもよい。本実施例のボタン（２６）は
、オペレータが片手で器具（１０）を容易に完全に操作できるように位置付けられている
。例えば、オペレータは、親指をピストル型グリップ（２４）の周囲に位置付け、中指、
薬指、及び／又は小指をトリガ（２８）の周囲に位置付け、人さし指を使用してボタン（
２６）を操作することができる。言うまでもなく、任意の他の好適な手法を使用して、器
具（１０）を把持し、動作させることができ、ボタン（２６）は、任意の他の好適な位置
に位置してもよい。
【００２１】
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　器具（１０）の前述の構成要素及び動作性はあくまで例示である。器具（１０）は、当
業者には本明細書の教示を考慮することで明らかとなる様々な他の方法で構成することが
できる。あくまで一例として、器具（１０）の少なくとも一部は、その開示内容の全てが
参照により本明細書に援用される次の特許文献のいずれかの教示のうち少なくとも一部に
従って構築されてもよく、かつ／又は動作可能であってもよい。米国特許第５，３２２，
０５５号、米国特許第５，８７３，８７３号、米国特許第５，９８０，５１０号、米国特
許第６，３２５，８１１号、米国特許第６，７８３，５２４号、米国特許公開第２００６
／００７９８７４号、米国特許公開第２００７／０１９１７１３号、米国特許公開第２０
０７／０２８２３３３号、米国特許公開第２００８／０２００９４０号、米国特許公開第
２０１０／００６９９４０号、米国特許公開第２０１１／００１５６６０号、米国特許公
開第２０１２／０１１２６８７号、米国特許公開第２０１２／０１１６２６５号、米国特
許公開第２０１４／０００５７０１号、及び／又は米国特許公開第２０１４／０１１４３
３４号。器具（１０）の追加的な単に例示としての変形例を以下でより詳細に記載する。
後述する変形例は、とりわけ、上述した器具（１０）及び本明細書に引用した文献のうち
いずれかで言及される任意の器具に容易に適用することができることを理解されたい。
【００２２】
　Ｂ．切開外科手術のための例示的な超音波外科用器具
　図４は、切開外科手術において使用されるように構成されている例示的な超音波外科用
器具（１００）を示す。本実施例の器具（１００）は、ハンドルアセンブリ（１２０）と
、シャフトアセンブリ（１３０）と、エンドエフェクタ（１４０）と、を備えている。ハ
ンドルアセンブリ（１２０）は、指グリップリング（１２４）と、一対のボタン（１２６
）と、を含む、本体（１２２）を備えている。器具（１００）はまた、本体（１２２）に
向かう方向にかつ本体（１２２）から離れる方向に枢動可能なクランプアームアセンブリ
（１５０）を備える。クランプアーム（１５０）は、親指グリップリング（１５４）を有
するシャンク（１５２）を含む。親指グリップリング（１５４）及び指グリップリング（
１２４）は、一緒になってはさみグリップ型の形体を提供する。しかしながら、ピストル
型グリップ形体を含む、これらに限定されない様々な他の好適な形体が使用可能であるこ
とを理解されたい。
【００２３】
　シャフトアセンブリ（１３０）は、本体（１２２）から遠位に延在する外部シース（１
３２）を含む。キャップ（１３４）は、シース（１３２）の遠位端に固定される。図５～
図６Ｂに最もよく示されるように、エンドエフェクタ（１４０）は、超音波ブレード（１
４２）及びクランプアーム（１４４）を備える。超音波ブレード（１４２）は、キャップ
（１３４）から遠位に延在する。クランプアーム（１４４）は、クランプアームアセンブ
リ（１５０）の一体型形様である。クランプアーム（１４４）は、超音波ブレード（１４
２）に対向するクランプパッド（１４６）を備える。クランプアームアセンブリ（１５０
）は、ピン（１５６）を介して外部シース（１３２）と枢動可能に連結されている。クラ
ンプアーム（１４４）は、ピン（１５６）より遠位に位置付けられる一方、シャンク（１
５２）及び親指グリップリング（１５４）は、ピン（１５６）より近位に位置付けられる
。このように、図６Ａ及び図６Ｂに示すように、クランプアーム（１４４）は、ハンドル
アセンブリ（１２０）の本体（１２２）に向かう方向にかつ本体（１２２）から離れる方
向に親指グリップリング（１５４）が枢動することに基づいて、超音波ブレード（１４２
）に向かう方向にかつ超音波ブレード（１４２）から離れる方向に枢動可能である。した
がって、オペレータは、親指グリップリング（１５４）を本体（１２２）に向かって圧搾
することができ、これによって、クランプパッド（１４６）と超音波ブレード（１４２）
との間で組織を掴持して、組織を横に切断及び／又は封着することができることを理解さ
れたい。いくつかの変形形態では、１つ又は２つ以上の弾性部材を使用して、クランプア
ーム（１４４）を図６Ａに示す開放位置に付勢する。あくまで一例として、そのような弾
性部材として、板ばね、ねじりばね、及び／又は任意の他の好適な種類の弾性部材が挙げ
られる。
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【００２４】
　図４に戻って、超音波トランスデューサアセンブリ（１１２）は、ハンドルアセンブリ
（１２０）の本体（１２２）から近位に延在する。トランスデューサアセンブリ（１１２
）は、ケーブル（１１４）を介して発電機（１１６）に連結されている。トランスデュー
サアセンブリ（１１２）は、発電機（１１６）から電力を受電し、圧電原理によってその
電力を超音波振動に変換する。発電機（１１６）は、電源と、トランスデューサアセンブ
リ（１１２）による超音波振動の生成に特に適したトランスデューサアセンブリ（１１２
）に電力プロファイルを提供するように構成された制御モジュールと、を備え得る。あく
まで一例として、発電機（１１６）としては、Ｅｔｈｉｃｏｎ　Ｅｎｄｏ－Ｓｕｒｇｅｒ
ｙ，Ｉｎｃ．（Ｃｉｎｃｉｎｎａｔｉ，Ｏｈｉｏ）により販売されているＧＥＮ　３００
を挙げることができる。追加的にあるいは代替的に、発電機（１１６）は、その開示内容
が参照により本明細書に援用される、２０１１年４月１４日公開の「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　
Ｇｅｎｅｒａｔｏｒ　ｆｏｒ　Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｓｕｒｇｉｃ
ａｌ　Ｄｅｖｉｃｅｓ」と題する米国特許公開第２０１１／００８７２１２号の教示のう
ち少なくとも一部に従って構築することができる。発電機（１１６）の機能性の少なくと
も一部は、ハンドルアセンブリ（１２０）に組み込まれてもよく、ハンドルアセンブリ（
１２０）は、ケーブル（１１４）を省略するように電池又は他の搭載された電源を更に含
んでもよいこともまた理解されたい。発電機（１１６）がとり得る更に他の好適な形態、
並びに発電機（１１６）が提供し得る多様な特徴及び動作性は、当業者には本明細書の教
示を考慮することで明らかとなろう。
【００２５】
　トランスデューサアセンブリ（１１２）によって生成される超音波振動は、シャフトア
センブリ（１３０）を通って延在して、超音波ブレード（１４２）に到達する音響導波管
（１３８）に沿って伝達される。導波管（１３８）は、導波管（１３８）及びシャフトア
センブリ（１３０）を貫通する（図示しない）ピンによってシャフトアセンブリ（１３０
）内に固定される。ピンは、導波管（１３８）の長さに沿った、導波管（１３８）を通っ
て伝達される共振超音波振動に関連するノードに対応する位置に位置する。上で述べたよ
うに、超音波ブレード（１４２）が作動状態にある（すなわち、超音波により振動してい
る）とき、超音波ブレード（１４２）は、特にクランプパッド（１４６）と超音波ブレー
ド（１４２）との間に組織が掴持されている場合に、組織を効果的に切開して封着するよ
うに動作可能である。導波管（１３８）は、導波管（１３８）を通って伝達される機械的
振動を増幅するように構成することができると理解されたい。更に、導波管（１３８）は
、長手方向の振動の利得を導波管（１３８）に沿って制御するように動作可能な機構、及
び／又は導波管（１３８）をシステムの共振周波数に同調させる機構を備え得る。
【００２６】
　本実施例では、組織による負荷が音響アセンブリに加えられていないとき、好ましい共
振周波数ｆｏに合わせて音響アセンブリを同調させるために、超音波ブレード（１４２）
の遠位端は、導波管（１３８）を通って伝達される共振超音波振動に関連するアンチノー
ドに対応する位置に配置される。トランスデューサアセンブリ（１１２）が通電されると
、超音波ブレード（１４２）の遠位端は、例えば５５．５ｋＨｚの規定振動周波数ｆｏに
おいて、およそ１０～５００マイクロメートルの範囲の最大振幅で、場合によっては約２
０～約２００マイクロメートルの範囲で、長手方向に移動するように構成される。本実施
例のトランスデューサアセンブリ（１１２）が作動すると、これらの機械的な振動が導波
管を通って伝達されて、超音波ブレード（１０２）に達し、それにより、共振超音波周波
数で超音波ブレード（１０２）の振動を提供する。かくして、組織が超音波ブレード（１
４２）とクランプパッド（４６）との間に固定されるとき、超音波ブレード（１４２）の
超音波振動が組織を切断すると同時に隣接組織細胞内のタンパク質を変性させることによ
って、比較的少量の熱分散による凝固効果を提供することができる。いくつかの変形形態
では、組織を封着するために、超音波ブレード（１４２）及び／又はクランプパッド（１
４６）を通って電流もまた提供されてもよい。



(12) JP 2016-538069 A 2016.12.8

10

20

30

40

50

【００２７】
　オペレータは、ボタン（１２６）を作動させて、トランスデューサアセンブリ（１１２
）を選択的に作動させることによって、超音波ブレード（１４２）を作動させることがで
きる。本実施例では、低電力で超音波ブレード（１４２）を作動させるボタンと、高電力
で超音波ブレード（１４２）を作動させるボタンとの、２つのボタン（１２６）が提供さ
れる。しかしながら、任意の他の好適な数のボタン及び／又は別の方法で選択可能な電力
レベルが提供されてもよいことを理解されたい。例えば、トランスデューサアセンブリ（
１１２）を選択的に作動させるために、フットペダルが備えられてもよい。本実施例のボ
タン（１２６）は、オペレータが片手で器具（１００）を容易かつ完全に操作できるよう
に位置付けられる。例えば、オペレータは、親指グリップリング（１５２）の中に親指を
位置付け、指グリップリング（１２４）の中に薬指を位置付け、本体（１２２）の周りに
中指を位置付け、人さし指を使用してボタン（１２６）を操作してもよい。言うまでもな
く、任意の他の好適な手法を使用して、器具（１００）を把持し、動作させてもよく、ボ
タン（１２６）は、任意の他の好適な位置に位置してもよい。
【００２８】
　器具（１００）の前述の構成要素及び動作性はあくまで例示である。器具（１００）は
、当業者には本明細書の教示を考慮することで明らかとなる様々な他の方法で構成するこ
とができる。あくまで一例として、器具（１００）の少なくとも一部は、その開示内容の
全てが参照により本明細書に援用される次の特許文献のいずれかの教示のうち少なくとも
一部に従って構築されてもよく、かつ／又は動作可能であってもよい。米国特許第５，３
２２，０５５号、米国特許第５，８７３，８７３号、米国特許第５，９８０，５１０号、
米国特許第６，３２５，８１１号、米国特許第６，７８３，５２４号、米国特許公開第２
００６／００７９８７４号、米国特許公開第２００７／０１９１７１３号、米国特許公開
第２００７／０２８２３３３号、米国特許公開第２００８／０２００９４０号、米国特許
公開第２０１０／００６９９４０号、米国特許公開第２０１１／００１５６６０号、米国
特許公開第２０１２／０１１２６８７号、米国特許公開第２０１２／０１１６２６５号、
米国特許公開第２０１４／０００５７０１号、米国特許公開第２０１４／０１１４３３４
号、及び／又は米国特許出願第１４／０３１、６６５号。器具（１００）の追加的な単に
例示としての変形例を以下でより詳細に記載する。後述する変形例は、とりわけ、上述し
た器具（１００）及び本明細書に引用した文献のいずれかで言及される任意の器具に容易
に適用することができることを理解されたい。
【００２９】
　ＩＩ．超音波外科用器具内で熱管理を行なうための例示的な機構
　場合によっては、器具（１０、１００）の１つ又は２つ以上の領域は、手術における器
具（１０、１００）の長時間の動作中、熱くなる場合がある。あくまで一例として、最終
的に、ブレード（４２、１４２）、クランプアーム（４４、１４４）、及び／又は器具（
１０、１００）の他の部分が時間とともに最終的には熱くなる場合がある。かかる加熱は
、摩擦及び／又は他の要因によって引き起こされ得る。熱が器具（１０、１００）のある
特定の構成要素（例えば、ブレード（４２、１４２）又はクランプアーム（４４、１４４
）など）に最初に発生する限りにおいて、かかる熱は、器具（１０、１００）の他の部分
へ徐々に伝達され得る。器具（１０、１００）の加熱部分が加熱されるべきではない組織
に接触することを避けるために、かかる熱を最小化し、かつ／又は別の方法でかかる熱を
管理することが所望され得る。例えば、オペレータがエンドエフェクタ（４０、１４０）
を使用して、鈍的切開を押し広げ、かつ／又は簡単に組織を把持したい場合、オペレータ
は、エンドエフェクタ（４０、１４０）が相対的に冷たいことを望み得る。器具（１０、
１００）のサイズ又は動作性を有意に増大させない方法で熱を最小化し、かつ／又はかか
る熱を管理することもまた所望され得る。熱を最小化し、かつ／又は別の方法でかかる熱
を管理する方法のいくつかの例は、以下により詳細に記載されているが、当業者には本明
細書の教示を考慮することで明らかとなろう。
【００３０】
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　以下に記載された例に加えて、器具（１０、１００）の１つ又は２つ以上の部分は、断
熱材又はバリアコーティング（例えば、非常に低い熱伝導率の断熱材又はバリア材料の薄
いコーティング）を含んでもよいことを理解されたい。断熱材又はバリアコーティングの
一例は、アクリル樹脂懸濁液中のナノ複合材料（例えば、ｈｙｄｒｏ－ＮＭ－ｏｘｉｄｅ
）である。かかるコーティングの一例は、Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｎａｎｏｔｅｃｈ，Ｉ
ｎｃ．（Ｎａｐｌｅｓ，Ｆｌｏｒｉｄａ）製のＮＡＮＳＵＬＡＴＥ（登録商標）コーティ
ングである。断熱材又はバリアコーティングの追加の単なる例示的な例としては、以下の
、Ｅｌｌｉｓｏｎ　Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，Ｉｎｃ．（Ｍａｓｏｎ
，Ｏｈｉｏ）製のＥＳＴ　１７１１、Ｅｌｌｉｓｏｎ　Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌ
ｏｇｉｅｓ，Ｉｎｃ．（Ｍａｓｏｎ，Ｏｈｉｏ）製のＥＳＴ　１７３２、Ｅｌｌｉｓｏｎ
　Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，Ｉｎｃ．（Ｍａｓｏｎ，Ｏｈｉｏ）製の
ＥＳＴ　３０３０、Ｅｌｌｉｓｏｎ　Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，Ｉｎ
ｃ．（Ｍａｓｏｎ，Ｏｈｉｏ）製のＥＳＴ　１７１１＋ＥＳＴ　３０３０、Ｔｅｃｈｍｅ
ｔａｌｓ，Ｉｎｃ．（Ｄａｙｔｏｎ，Ｏｈｉｏ）製のＯｘｙｔｅｃｈ　Ｖ、アルミナチタ
ニア、酸化ジルコニウム、酸化アルミニウム、及び／又はこれらの組み合わせを含む多様
な他の種類のコーティングが挙げられる。
【００３１】
　断熱材又はバリアコーティングは、組織に接触することが意図されていないブレード（
４２、１４２）の領域、クランプアーム（４４、１４４）、クランプパッド（４６、１４
６）、外部シース（３２、１３２）、キャップ（１３４）などの器具（１０、１００）の
多様な外側表面に塗布されてもよい。加えて又は代替的に、かかるコーティングは、発電
機（１６、１１６）内の表面、トランスデューサアセンブリ（１２、１１２）、内部電子
部品などの器具（１０、１００）の多様な内側表面に塗布されてもよい。遮熱又は断熱を
もたらすことに加えて、かかるコーティングは、防食、防火などの役割を果すことができ
る。器具（１０、１００）の変形例に付加され、ないしは別の方法で組み込まれる多様な
構成要素を含む以下の実施例において、コーティングはまた、かかる構成要素の１つ又は
２つ以上の領域に塗布されてもよい。熱コーティングが器具（１０、１００）内に組み込
まれてもよい他の好適な方法及びこの変形例は、当業者には本明細書の教示を考慮するこ
とで明らかとなろう。
【００３２】
　以下で記載された例のうち任意が、ある特定の種類の器具（１０又は１００）の変形例
の文脈で図示及び記載される限りにおいて、同一の教示は、他の種類の器具（１０又は１
００）に容易に適用することができることを理解されたい。したがって、以下に記載され
たそれぞれの例は、器具（１０）又は器具（１００）のいずれか一方に適用だけするもの
としてみなされるべきではない。更に、以下の教示は、器具（１０、１００）の変形例だ
けではなく、他の種類の器具に容易に適用されてもよいことが想到される。
【００３３】
　器具（１０、１００）内の熱を管理することができる単に例示的な方法は、流体を使用
して、ブレード（４２、１４２）を冷却することである。例えば、（例えば、生理食塩水
などの）冷却液がブレード（４２、１４２）の近位端に塗布されてもよい。その後、冷却
流体は、ブレード（４２、１４２）の残りの長さに沿って遠位に連通することによって、
ブレードを冷却する。ブレード（４２、１４２）の超音波振動により、このように流体を
遠位方向に連通することができる。いくつかのかかる変形形態において、特定の振動スキ
ームを使用して、ブレード（４２、１４２）に沿って遠位に液体を送ることができる。ブ
レード（４２、１４２）がかかる様式で駆動される一方、かかる特定の振動スキームによ
り、ブレードと接触している組織には有意な影響はない。例えば、ブレード（４２、１４
２）は、低振幅運動の（例えば、およそ１０～２０ミリ秒間の）短パルス幅で振動して、
ブレード（４２、１４２）に沿って遠位に液体を送ることができる。いくつかのかかる例
において、オペレータが一切ボタン（２６、１２６）を押していない場合、発電機（１６
、１１６）は、ブレード（４２、１４２）の超音波の起動を駆動するかかる液体を提供す
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るようにプログラムされている。加えて又は代替的に、発電機（１６、１１６）が、ブレ
ード（４２、１４２）が組織と接触していないことを検出すると、発電機（１６、１１６
）は、ブレード（４２、１４２）の超音波の起動を駆動する液体を提供するようにプログ
ラムされてもよい。更に別の単に例示的な例として、器具（１０、１００）は、振動スキ
ームを駆動する液体を手動でトリガするように動作可能な別のユーザ入力機構を備えても
よい。液体駆動振動スキームがトリガされる他の好適な方法は、当業者には本明細書の教
示を考慮することで明らかとなろう。
【００３４】
　ある他の変形形態において、組織の切断／封着中、ブレードを駆動するために使用され
る同一の振動の動きによって、ブレード（４２、１４２）に沿って液体を遠位に送ること
ができる。更に別の単に例示的な例として、その開示内容が参照により本明細書に援用さ
れる、２０１１年６月２３日公開の「Ｕｓｅ　ｏｆ　Ｂｉｏｍａｒｋｅｒｓ　ａｎｄ　Ｔ
ｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ　Ａｇｅｎｔｓ　ｗｉｔｈ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｄｅｖｉｃｅｓ」
と題する米国特許公開第２０１１／０１５２７５９号の教示の少なくとも一部に従って、
流体は、ブレードに対してかつ／又はブレードに沿って連通することができる。医療用流
体の分配に関する米国特許公開第２０１１／０１５２７５９号における教示は、冷却流体
を連通させるように容易に適合することができることを理解されたい。流体を使用して、
ブレード（４２、１４２）を冷却する方法の更なる例は、以下により詳細に記載さる一方
、また更なる例は、当業者には本明細書の教示を考慮することで明らかとなろう。以下の
教示は、その開示が参照により本明細書に援用される、本願と同日出願の「Ｆｅａｔｕｒ
ｅｓ　ｆｏｒ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｆｌｕｉｄ　ｔｈｒｏｕｇｈ　Ｓｈ
ａｆｔ　Ａｓｓｅｍｂｌｙ　ｏｆ　Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔ
ｒｕｍｅｎｔ」と題する米国特許出願第号［代理人整理番号ＥＮＤ７５７７ＵＳＮＰ．０
６２１５００］、その開示が参照により本明細書に援用される、本願と同日出願の「Ｕｌ
ｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　ｗｉｔｈ　Ｂｌａｄｅ　
Ｃｏｏｌｉｎｇ　ｔｈｒｏｕｇｈ　Ｒｅｔｒａｃｔｉｏｎ」と題する米国特許出願第号［
代理人整理番号ＥＮＤ７５７８ＵＳＮＰ．０６２１５０２］、及びその開示が参照により
本明細書に援用される、本願と同日出願の「Ｆｅａｔｕｒｅｓ　ｔｏ　Ｄｒｉｖｅ　Ｆｌ
ｕｉｄ　ｔｏｗａｒｄ　ａｎ　Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｂｌａｄｅ　ｏｆ　ａ　Ｓｕｒｇ
ｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ」と題する米国特許出願第号［代理人整理番号ＥＮＤ７
４７９ＵＳＮＰ．０６１６７７４］の教示と容易に組み合わせることができることもまた
理解されたい。
【００３５】
　Ａ．例示的な片持ち吸収性冷却用パッド
　図７Ａ及び図７Ｂは、例示的な代替のシャフトアセンブリ（２３０）の遠位端に位置付
けられた例示的な代替のエンドエフェクタ（２４０）を示す。本実施例のエンドエフェク
タ（２４０）は、上述のエンドエフェクタ（４０）と実質的に同一である。具体的には、
エンドエフェクタ（２４０）は、超音波ブレード（２４２）と、クランプパッド（２４６
）を有する枢動クランプアーム（２４４）と、を備える。シャフトアセンブリ（２３０）
は、上述のシャフトアセンブリ（３０）と実質的に同様である。具体的には、シャフトア
センブリ（２３０）は、外部シース（２３２）と、内管（２３４）と、を含む。外部シー
ス（２３２）は、ピン（２３３）を介してクランプアーム（２４４）と枢動可能に連結す
る一方、内管（２３４）は、ピン（２３５）を介してクランプアーム（２４４）と枢動可
能に連結している。内管（２３４）は、外部シース（２３２）に対して並進して、ブレー
ド（２４２）に向かう方向に（図７Ａ）かつブレード（２４２）から離れる方向に（図７
Ｂ）選択的にクランプアーム（２４４）を枢動させる。しかしながら、内管（３４）とは
違って、本実施例の内管（２３４）は、内方に指向する突出部（２６０）を含む。突出部
（２６０）は、冷却機構（２５０）を係合するように構成されている。
【００３６】
　冷却機構（２５０）は、導波管（２３８）と内管（２３４）との間に配設されている。
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冷却機構（２５０）は、外部シース（２３２）に対して機械的に接地する片持ち梁部（ca
ntilever beam）（２５２）を含む。このように、内管（２３４）が外部シース（２３２
）に対して並進すると、内管（２３４）は、片持ち梁部（２５２）に対して並進する。親
水性パッド（２５４）は、片持ち梁部（２５２）の遠位端に位置する。あくまで一例とし
て、パッド（２５４）は、発泡材料を含み得る。パッド（２５４）を形成するために使用
され得る多様な好適な（複数種の）材料は、当業者には本明細書の教示を考慮することで
明らかとなろう。図７Ａから図７Ｂへの遷移において見られるように、内管（２３４）が
片持ち梁部（２５２）及び外部シース（２３２）に対して遠位に並進するたびに、内管（
３４）の突出部（２６０）は、パッド（２５４）を駆動して、ブレード（２４２）の近位
端と係合するように構成されている。これは、片持ち梁部（２５２）の下面に対する突出
部（２６０）によるカム係合により生じる。内管（２３４）が片持ち梁部（２５２）及び
外部シース（２３２）に対して近位位置へ戻ると、片持ち梁部（２５２）は、突出部（２
６０）が片持ち梁部（２５２）の下面と係合離脱するように屈曲する。突出部（２６０）
が片持ち梁部（２５２）の下面から係合離脱すると、片持ち梁部（２５２）は、弾性的に
付勢して、ブレード（２４２）の近位端からパッド（２５４）係合離脱する。
【００３７】
　本実施例において、パッド（２５４）がブレード（２４２）に係合すると、パッド（２
５４）は、冷却流体内に浸され、その結果、パッド（２５４）は、冷却流体をブレード（
２４２）に塗布する。それによって、クランプアーム（２４４）がブレード（２４２）か
ら離れる方向へ枢動するたびに、浸されたパッド（２５４）は、ブレード（２４２）をク
エンチするか、ないしは別の方法で冷却する。あくまで一例として、オペレータは、パッ
ド（２５４）を浸すかないしは別の方法で湿らせるためにエンドエフェクタ（２４０）及
びシャフトアセンブリ（２３０）の遠位端を生理食塩水又は他の冷却流体を保持する容器
内へ漬けてもよい。これは、手術の開始時に、かつ／又は手術中に行われてもよい。図８
は、片持ち梁部（２７２）と、親水性パッド（２７４）と、片持ち梁部（２７２）の上側
に沿って、親水性パッド（２７４）から近位に延在する吸上機構（２７６）と、を備える
、例示的な代替の冷却機構（２５０）を示す。吸上機構（２７６）は、パッド（２７４）
と流体連通し、パッド（２７４）によって吸収された流体は、毛管現象によって吸上機構
（２７６）内へ吸い上げられる。（例えば、温かいブレード（２４２）を１回又は２回以
上係合後、）パッド（２７４）が乾燥し始めると、吸上機構（２７６）内の流体は、毛管
現象によりパッド（２７４）内へ引き返す。
【００３８】
　更に別の単なる例示的な変形例として、流体管は、吸上機構（２７６）及び／又はパッ
ド（２５４、２７４）と連結されて、（例えば、ハンドルアセンブリ内のリザーバなど）
の患者の外部の供給源から吸上機構（２７６）及び／又はパッド（２５４、２７４）と直
接流体連通する。かかる変形形態において、吸上機構（２７６）及び／又はパッド（２５
４、２７４）は、患者からエンドエフェクタ（２４０）を除去する必要なく、手術中、流
体を補給することができる。ブレード（２４２）が組織を切断及び封着すると、蒸気が手
術箇所で発生し得ることもまた理解されたい。吸上機構（２７６）及び／又はパッド（２
５４、２７４）は、手術中、かかる水蒸気から流体を吸収することができる。同一の概念
はまた、本明細書に記載された任意の他の吸収性パッドに適用することができる。
【００３９】
　片持ち梁部（２５２、２７２）及びパッド（２５４、２７４）は、本例において、概ね
平坦であるとして示されるが、片持ち梁部（２５２、２７２）及びパッド（２５４、２７
４）は代わりに、導波管（２３８）、ブレード（２４２）、及び内管（２３４）の湾曲を
補償する湾曲外形を有してもよい。別の単なる例示的な変形例として、パッド（２５４、
２７４）は、ブレード（２４２）に接触する代わりに導波管（２３８）に接触してもよい
。更に他の好適な変形例は、当業者には本明細書の教示を考慮することで明らかとなろう
。
【００４０】
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　Ｂ．クランプアームに対する例示的な冷却用パッドの挿入
　図９～図１１は、クランプアーム（４４）の代替として使用されてもよい例示的な代替
のクランプアーム（３００）を示す。本実施例のクランプアーム（３００）は、長手方向
に延在する支持梁部（３０６）と、クランプパッド（３１０）と、冷却用パッド（３２０
）と、を含む。クランプパッド（３１０）は、支持梁部（３０６）の下面に固定される。
冷却用パッド（３２０）は、支持梁部（３０６）の両側のクランプアーム（３００）に形
成された２つのチャネル（３０２、３０４）を通って挿入可能である。具体的には、冷却
用パッド（３２０）は、逆「Ｕ」字形を形成するように屈曲されてもよく、その後、クラ
ンプアーム（３００）によって画定された支持梁部（３０６）の上を覆ってもよい。冷却
用パッド（３２０）は、摩擦により定位置に留まることができる。クランプアーム（３０
０）に固定された冷却用パッド（３２０）によって、冷却用パッド（３２０）の自由端（
３２２、３２４）は、クランプアーム（３００）の下及びクランプパッド（３１０）の下
に延在する。あくまで一例として、パッド（３２０）は、発泡材料を含んでもよい。パッ
ド（３２０）を形成するために使用することができる多様な好適な（複数種の）材料は、
当業者には本明細書の教示を考慮することで明らかとなろう。
【００４１】
　図１１に最もよく示されるように、クランプアーム（３００）がブレード（４２）に対
して閉鎖位置にある場合、自由端（３２２、３２４）は、ブレード（４２）の両側を覆う
。図１１に示すように、クランプアーム（３００）がブレード（４２）に対して閉鎖位置
にある場合、自由端（３２２、３２４）は、ブレード（４２）の幅未満の間隙距離を画定
し、自由端（３２２、３２４）は、ブレード（４２）の外側表面を内方に押す。手術にお
いてクランプアーム（３００）を使用中、組織は、クランプアーム（３００）とブレード
（４２）との間でまず捕捉され、組織は、パッド（３２０）とブレード（４２）との間に
介在することを理解されたい。クランプパッド（３１０）及びブレード（４２）は、協調
して、組織を切断及び封着することができ、その後、ブレード（４２）から分離すること
ができる。組織がパッド（３２０）とブレード（４２）との間に介在しなくなると、図１
１に示すようにパッド（３２０）は、ブレード（４２）と直接係合することができる。し
たがって、ブレード（４２）がクランプパッド（３１０）とブレード（４２）との間に捕
捉された組織を切断及び封着した直後、図１１に示すように、パッド（３２０）は、ブレ
ード（４２）と係合することができることを理解されたい。
【００４２】
　本実施例のパッド（３２０）は、上述のパッド（２５４、２７４）と同様に使用されて
もよい。具体的には、パッド（３２０）は、（例えば、生理食塩水などの）冷却流体で浸
されてもよく、ないしは別の方法で冷却流体で湿らされてもよい。このように、パッド（
３２０）がブレード（４２）に係合すると、パッド（３２０）は、ブレード（４２）に冷
却流体を塗布することができ、クランプアーム（３００）がブレード（４２）に対して閉
鎖位置に到達するたびに、浸されたパッド（３２０）は、ブレード（４２）をクエンチす
るか、ないしは別の方法で冷却する。クランプアーム（３００）に嵌合するエンドエフェ
クタは、パッド（３２０）を浸すか、ないしは別の方法でパッド（３２０）を湿らすため
に、生理食塩水又は他の冷却流体を保持する容器に漬けられてもよい。これは、手術の開
始時及び／又は手術中に行われてもよい。加えて又は代替的に、パッド（３２０）は、手
術中の組織及び／又は手術部位からの他の流体によって出された水蒸気からの流体を吸収
してもよい。更に別の単なる例示的な変形例として、流体管がパッド（３２０）と連結さ
れて、（例えば、ハンドルアセンブリ内のリザーバなどの）患者の外側の供給源からパッ
ド（３２０）へ直接的に流体連通してもよい。パッド（３２０）が浸されるか、ないしは
別の方法で湿らされる他の好適な方法は、当業者には本明細書の教示を考慮することで明
らかとなろう。
【００４３】
　図１２及び図１３は、パッド（３２０）と組み合わせてもよい別の例示的なクランプア
ーム（３５０）を示す。本実施例のクランプアーム（３５０）はまた、クランプアーム（



(17) JP 2016-538069 A 2016.12.8

10

20

30

40

50

４４）の代替として使用されてもよい。本実施例のクランプアーム（３５０）は、互いに
長手方向に離間した一対の係合チャネル（３５２、３５４）を含む。それぞれの係合チャ
ネル（３５２、３５４）は、それぞれの内部シェルフ（３５６、３５８）を備える。保持
部材（３６０）は、クランプアーム（３５０）を係合するように構成されている。クラン
プパッド（３７０）は、保持部材（３６０）の下面に固定されている。保持部材（３６０
）は、一対の横方向に延在するアーム（３６２、３６４）を備える。それぞれのアーム（
３６２、３６４）は、それぞれのラッチ（３６６、３６８）を含む。アーム（３６２、３
６４）は、対応する係合チャネル（３５２、３５４）を通って挿入されるように構成され
、ラッチ（３６６、３６８）は、対応するシェルフ（３５６、３５８）に係合して、スナ
ップ嵌めで保持部材（３６０）をクランプアーム（３５０）に対して固定している。
【００４４】
　保持部材（３６０）は、クランプアーム（３５０）に対してパッド（３２０）を固定す
るように構成されている。具体的には、パッド（３２０）は、保持部材（３６０）の上を
覆い、その後、保持部材（３６０）は、上述のようにクランプアーム（３５０）に固定さ
れてもよく、パッド（３２０）は、保持部材（３６０）とクランプアーム（３５０）との
間に捕捉されている。図１１及び上述に示すのと同様に、クランプアーム（３５０）がブ
レード（４２）に対して閉鎖位置にある場合、自由端（３２２、３２４）は、クランプア
ーム（３００）の下及びクランプパッド（３１０）の下に再び延在してもよく、パッド（
３２０）は、ブレード（４２）と係合することができる。このように、パッド（３２０）
が冷却流体で浸されるか、ないしは別の方法で湿らされる場合、クランプアーム（３５０
）がブレード（４２）に対して閉鎖位置にある時、パッド（３２０）は、ブレード（４２
）をクエンチするか、ないしは別の方法で冷却することができる。クランプアームが冷却
用パッドを組み込むことができる他の好適な方法は、当業者には本明細書の教示を考慮す
ることで明らかとなろう。
【００４５】
　Ｃ．内管に対する例示的な冷却用パッドの挿入
　図１４Ａ～図１５は、例示的な代替のシャフトアセンブリ（４３０）の遠位端に位置付
けられた例示的な代替のエンドエフェクタ（４４０）を示す。本実施例のエンドエフェク
タ（４４０）は、上述のエンドエフェクタ（４０）と実質的に同様である。具体的には、
エンドエフェクタ（４４０）は、超音波ブレード（４４２）と、クランプパッド（４４６
）を有する枢動クランプアーム（４４４）と、を備える。シャフトアセンブリ（４３０）
は、上述のシャフトアセンブリ（３０）と実質的に同様である。具体的には、シャフトア
センブリ（４３０）は、外部シース（４３２）及び内管（４３４）を含む。外部シース（
４３２）は、ピン（４３３）を介してクランプアーム（４４４）と枢動可能に連結され、
内管（４３４）は、ピン（４３５）を介してクランプアーム（４４４）と枢動可能に連結
されている。内管（４３４）は、外部シース（４３２）に対して並進して、ブレード（４
４２）に向かう方向に（図１４Ａ）かつブレード（４４２）から離れる方向に（図１４Ｂ
）クランプアーム（４４４）を選択的に枢動させる。しかしながら、内管（３４）とは違
って、本実施例の内管（４３４）の遠位端（４３７）は、弾性であり、一体型冷却用パッ
ド（４５０）を備える。外部シース（３２）とは異なり、本実施例の外部シース（４３２
）は、カム機構（４５２）を備える。
【００４６】
　図１５に最もよく示されるように、内管（４３４）の遠位端（４３７）は、「Ｕ」字形
状を形成するように屈曲され、パッド（４５０）もまた、「Ｕ」字形状を画定する。この
形状は、ブレード（４４２）の形体を補償する。図１４Ｂに示すように、内管（４３４）
が遠位に移動すると、内管（４３４）の遠位端（４３７）及び外部シース（４３２）のカ
ム機構（４５２）は、カム機構（４５２）が内管（４３４）の遠位端をブレード（４４２
）に向かって内方に駆動するように構成されている。内管（４３４）が近位に後方に移動
すると、内管（４３４）の遠位端の弾性により、内管（４３４）の遠位端（４３７）は外
方に駆動される。内管（４３４）の遠位端のこの内方／外方の移動によりパッド（４５０
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）とブレード（４４２）との間を選択的に係合することができる。いくつかの変形形態に
おいて、遠位端（４３７）は、内管（４３４）の残部を形成する金属材料でインサート成
形されたプラスチック材料を含む。いくつかの他の変形形態において、遠位端（４３７）
は、内管（４３４）の残部を形成する金属材料によって統一的に形成される。遠位端（４
３７）が形成される他の好適な方法は、当業者には本明細書の教示を考慮することで明ら
かとなろう。また、あくまで一例として、パッド（４５０）は、発泡材料を含んでもよい
。パッド（４５０）を形成するために使用されてもよい多様な好適な（複数種の）材料は
、当業者には本明細書の教示を考慮することで明らかとなろう。
【００４７】
　本明細書に記載された他のパッドのように、パッド（４５０）は、（例えば、生理食塩
水などの）冷却流体で浸されるか、ないしは別の方法で湿らされてもよい。パッド（４５
０）がブレード（４４２）に係合すると、パッド（４５０）は、冷却流体をブレード（４
４２）に塗布し、エンドエフェクタ（４４０）が開放構成に到達するたびに、浸されたパ
ッド（４５０）は、ブレード（４４２）をクエンチするか、ないしは別の方法で冷却する
。エンドエフェクタ（４４０）は、パッド（４５０）を浸すかないしは別の方法で湿らせ
るために、生理食塩水又は他の冷却流体を保持する容器の中に漬けられてもよい。これは
、手術の開始時及び／又は手術中に行われてもよい。加えて又は代替的に、パッド（４５
０）は、手術中の組織及び／又は手術部位からの他の流体によって出された水蒸気からの
流体を吸収してもよい。更に別の単なる例示的な変形例として、流体管がパッド（４５０
）と連結されて、（例えば、ハンドルアセンブリ内のリザーバなどの）患者の外側の供給
源からパッド（４５０）へ直接的に流体連通してもよい。パッド（４５０）が浸されるか
、ないしは別の方法で湿らされ得る他の好適な方法は、当業者には本明細書の教示を考慮
することで明らかとなろう。
【００４８】
　ＩＩＩ．その他
　器具（１０、１００）の変形形態において、流体を使用して、熱を低下させることに加
えて又はこの代替として、１つ又は２つ以上の遮蔽機構を使用して、器具（１０、１００
）の加熱部分と組織（又は他の構造）との間の直接的な接触を避けることができる。間隙
が、遮蔽機構と器具（１０、１００）の対応する加熱部分との間に画定されて、器具（１
０、１００）の加熱部分及び遮蔽機構からの熱の伝達を避けるか、又は最小化することが
できる。かかる間隙は、液体、気体、他のガス、材料を断熱する固形物、及び／又はこれ
らの組み合わせを含む他の好適な種類のフィルタで埋められてもよい。粗面、溝、くぼみ
、隆起、突起、こぶ、ハニカム構造など、これらに限定されない多様な種類の構造的形様
が、器具（１０、１００）の加熱部分と遮蔽機構との間に介在してもよいこともまた理解
されるべきである。かかる構造的形様により器具（１０、１００）の加熱部分及び遮蔽機
構からの熱の移行を最小化することができる。同様に、遮蔽機構（及び／又は器具（１０
、１００）の加熱機構）は、粗面、溝、くぼみ、隆起、突起、こぶ、ハニカム構造などの
外側表面構造を含んで、遮蔽機構（又は加熱機構）から隣接する組織などへの熱の遷移を
最小化することができる。遮蔽機構の多様な単なる例示的な例は、その開示内容が参照に
より本明細書に援用される、米国仮特許出願第６１／９０８，９２０号、その開示内容が
参照により本明細書に援用される、本願と同日出願の「Ｓｈｉｅｌｄｉｎｇ　Ｆｅａｔｕ
ｒｅｓ　ｆｏｒ　Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｂｌａｄｅ　ｏｆ　ａ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉ
ｎｓｔｒｕｍｅｎｔ」と題する米国特許出願第号［代理人整理番号ＥＮＤ７３２５ＵＳＮ
Ｐ１．０６１６７７０］、及びその開示が参照により本明細書に援用される、本願と同日
出願の「Ｓｌｅｅｖｅ　Ｆｅａｔｕｒｅｓ　ｆｏｒ　Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｂｌａｄｅ
　ｏｆ　ａ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ」と題する米国特許出願第号［代
理人整理番号ＥＮＤ７３２５ＵＳＮＰ３．０６２１４９８］に記載されている。本明細書
における教示は、これらの文献及び本明細書に引用される多様な他の文献の教示と容易に
組み合わされてもよいことが理解されるべきである。他の好適な実施例は、当業者には本
明細書の教示を考慮することで明らかとなろう。
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【００４９】
　クランプアーム（４４、１４４）が閉鎖され、ブレード（４２、１４２）が起動などさ
れる間、場合によっては、エンドエフェクタ（４０、１４０）における加熱は、クランプ
パッド（４６、１４６）とブレード（４２、１４２）との間の直接的な接触によって引き
起こされるか、又は加速される。かかる直接的な接触は、組織がクランプパッド（４６、
１４６）とブレード（４２、１４２）との間に介在しない領域において生じ得る。一部の
オペレータは、クランプパッド（４６、１４６）の遠位部分とブレード（４２、１４２）
の遠位部分とのちょうど間に組織を位置付けることができる。これは、エンドエフェクタ
（４０、１４０）が使用されて、相対的に小さい血管を横に切断する際、生じ得る。これ
が生じると、クランプパッド（４６、１４６）及びブレード（４２、１４２）の遠位部分
は両方とも、クランプパッド（４６、１４６）とブレード（４２、１４２）との間に圧縮
された組織に接触することができ、更に、クランプパッド（４６、１４６）及びブレード
（４２、１４２）の近位部分は、ちょうど直接的に互いに接触し得る。かかる例において
、ブレード（４２、１４２）が起動されると、クランプパッド（４６、１４６）及びブレ
ード（４２、１４２）により、直接的な接触が生じる近位部分に有意な量の熱がすぐに発
生する。
【００５０】
　したがって、クランプパッド（４６、１４６）とブレード（４２、１４２）との間の、
具体的には、クランプパッド（４６、１４６）及びブレード（４２、１４２）の近位領域
における直接的な接触量を最小化することが所望され得る。換言すれば、クランプパッド
（４６、１４６）とブレード（４２、１４２）との間が段階的に係合して、クランプパッ
ド（４６、１４６）及びブレード（４２、１４２）の遠位領域がまず係合し、クランプパ
ッド（４６、１４６）及びブレード（４２、１４２）の近位領域が係合することが所望さ
れ得る。エンドエフェクタ（４０、１４０）がこのように段階的に係合する方法の多様な
例は、その開示が参照により本明細書に援用される、米国仮特許出願第６１／９０８，９
２０号、また、その開示が参照により本明細書に援用される、「Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　
Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　ｗｉｔｈ　Ｓｔａｇｅｄ　Ｃｌａｍｐｉｎｇ
」と題する米国特許出願第号［代理人整理番号ＥＮＤ７３２５ＵＳＮＰ２．０６１６７７
２］に記載されている。本明細書における教示は、これらの文献及び本明細書に引用され
る多様な他の文献の教示と容易に組み合わされてもよいことが理解されるべきである。他
の実施例は、本明細書の教示を考慮することで、当業者には明らかとなるであろう。
【００５１】
　本明細書に記載された器具の任意の変形形態は、上記のものに加えて、又はその代わり
に、多様な他の特徴を含んでもよいことを理解されたい。一例にすぎないが、本明細書に
記載されたいずれの器具も、参照により本明細書に援用される多様な文献のいずれかで開
示された、多様な特徴のうちの１つ又は複数を含むことができる。本明細書の教示は、本
明細書の引用文献のいずれかの教示と多数の方法で容易に組み合わせることができるよう
に、本明細書の教示は、本明細書の他の引用文献のいずれかに記載される器具のいずれに
も容易に適用され得ることが理解されよう。本明細書の教示が組み込まれ得る他の種類の
器具が当業者には明らかであろう。
【００５２】
　参照により本明細書に援用されると述べられたいかなる特許、刊行物、又は他の開示内
容も、その全体又は一部において、援用される内容が現行の定義、見解、又は本開示に記
載された他の開示内容とあくまで矛盾しない範囲でのみ、本明細書に援用するものである
ことが認識されるべきである。このように、また必要な範囲で、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事物に取って代わるも
のとする。本明細書に参照により援用されると述べられたが、既存の定義、見解、又は本
明細書に記載された他の開示内容と矛盾する全ての内容、又はそれらの部分は、援用され
た内容と既存の開示内容との間にあくまで矛盾が生じない範囲でのみ援用するものとする
。
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【００５３】
　上述の装置の変形形態は、医療専門家によって行われる従来の治療及び処置での用途だ
けでなく、ロボット支援された治療及び処置での用途も有することができる。あくまでも
一例として、本明細書の様々な教示は、Ｉｎｔｕｉｔｉｖｅ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ，Ｉｎｃ
．（Ｓｕｎｎｙｖａｌｅ，Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ）によるＤＡＶＩＮＣＩ（商標）システ
ムなどのロボットによる外科用システムに容易に組み込まれ得る。同様に、当業者は、本
明細書の様々な教示がその開示内容が参照により本明細書に援用される、２００４年８月
３１日公開の「Ｒｏｂｏｔｉｃ　Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｔｏｏｌ　ｗｉｔｈ　Ｕｌｔｒａｓ
ｏｕｎｄ　Ｃａｕｔｅｒｉｚｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｕｔｔｉｎｇ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ」
と題する米国特許第６，７８３，５２４号と容易に組み合わされ得ることを認識すること
となる。
【００５４】
　上述した変形形態は、１回の使用後に廃棄されるように設計されてもよく、又はこれら
は、複数回使用されるように設計されてもよい。一方の場合、又は両方の場合で、変形形
態は、少なくとも１回の使用後に再利用のために再調整されてもよい。再調整は、装置を
分解する工程と、その後、特定の部品を洗浄又は交換する工程と、その後の再組み立ての
工程と、の任意の組み合わせを含んでよい。特に、装置の特定の形態は分解することがで
き、また、装置の任意の数の特定の部材又は部品を、任意の組み合わせで選択的に交換す
るか取り外してもよい。特定の部品の洗浄及び／又は交換に際して、装置の特定の形態を
、再調整用の施設において、又は手術の直前に使用者により再組み立てしてその後の使用
に供することができる。当業者であれば、装置の再調整において、分解、洗浄／交換、及
び再組み立てのための様々な手法を利用できることを認識するであろう。このような手法
の使用、及びその結果として得られる再調整された装置は全て本出願の範囲内にある。
【００５５】
　一例にすぎないが、本明細書に記載される変形形態は、手術の前及び／又は後で滅菌さ
れてもよい。１つの滅菌法において、装置をプラスチック製又はＴＹＶＥＫ製のバックな
どの閉鎖かつ密封された容器に入れる。次いで、容器及び装置を、ガンマ線、Ｘ線、又は
高エネルギー電子線などの、容器を透過することができる放射線場に置かれてもよい。放
射線は、装置の表面及び容器内の細菌を死滅させることができる。この後、滅菌された装
置を、後の使用のために、滅菌容器内で保管することができる。装置はまた、限定される
ものではないが、ベータ若しくはガンマ放射線、エチレンオキシド、又は水蒸気を含む、
当該技術分野で既知の任意の他の手法を使用して滅菌されてもよい。
【００５６】
　以上、本発明の様々な実施形態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により、本明細書に記載される方法及びシステムの更なる
適合化を実現することができる。そうした可能な改変例のうち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、上記で考察した例、実施形態、形
状、材料、寸法、比率、工程などは、例示的なものであって必須のものではない。したが
って、本発明の範囲は、以下の特許請求の範囲から考慮されるべきであり、本明細書及び
図面に示し説明した構造及び動作の細部に限定されると解釈されるものではない。
【００５７】
〔実施の態様〕
（１）　（ａ）本体と、
　（ｂ）該本体から遠位に延在するシャフトアセンブリと、
　（ｃ）該シャフトアセンブリの遠位端に位置するエンドエフェクタであって、該エンド
エフェクタは、超音波ブレードを備え、該超音波ブレードは、超可聴周波数で振動するよ
うに構成されている、エンドエフェクタと、
　（ｄ）湿潤部材であって、該湿潤部材は、第１の位置と第２の位置との間を選択的に移
動可能であり、該湿潤部材は、該第１の位置において、該超音波ブレードから離間するよ
うに構成され、該湿潤部材は、該第２の位置において、該超音波ブレードと接触すること
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によって、冷却流体を該超音波ブレードへ塗布するように構成されている、湿潤部材と、
を備える、機器。
（２）　前記湿潤部材は、パッドを含む、実施態様１に記載の機器。
（３）　前記パッドは、発泡材料を含む、実施態様２に記載の機器。
（４）　カム機構を更に備え、該カム機構は、該カム機構の動きに応じて、前記第２の位
置に向かって前記湿潤部材を選択的に駆動するように動作可能である、実施態様１に記載
の機器。
（５）　前記湿潤部材は、前記第１の位置に向かって弾性的に付勢されている、実施態様
４に記載の機器。
【００５８】
（６）　前記湿潤部材は、
　（ｉ）前記冷却流体に浸されたパッドと、
　（ｉｉ）梁部であって、該パッドは、該梁部に載置され、前記カム機構は、該梁部を変
形させるように動作可能である、梁部と、を備える、実施態様４に記載の機器。
（７）　前記湿潤部材は、吸上機構を更に備え、該吸上機構は、前記パッドと連通し、該
吸上機構は、前記梁部の長さの少なくとも一部に沿い、該吸上機構は、毛管現象により前
記パッドへ流体を伝達するように動作可能である、実施態様６に記載の機器。
（８）　前記湿潤部材は、それぞれの自由端を有する一対のアームを備え、前記湿潤部材
が前記第２の位置にある場合、該アームは、前記超音波ブレードの両側に接触し、前記超
音波ブレードの両側を内方に押すように構成され、かつ位置付けられている、実施態様１
に記載の機器。
（９）　前記湿潤部材は、「Ｕ」字形状を画定する、実施態様８に記載の機器。
（１０）　前記エンドエフェクタは、クランプアームを更に備え、該クランプアームは、
前記超音波ブレードに向かう方向にかつ前記超音波ブレードから離れる方向に移動するよ
うに動作可能であることによって、該クランプアームと前記超音波ブレードとの間の組織
を圧縮する、実施態様１に記載の機器。
【００５９】
（１１）　前記シャフトアセンブリは、クランプアームアクチュエータを備え、該クラン
プアームアクチュエータは、長手方向に並進するように動作可能であることによって、前
記超音波ブレードに向かう方向にかつ前記超音波ブレードから離れる方向に前記クランプ
アームを駆動する、実施態様１０に記載の機器。
（１２）　前記クランプアームアクチュエータは、前記湿潤部材を前記第２の位置に向か
う方向に駆動するように更に動作可能であることによって、前記超音波ブレードと接触す
るように前記湿潤機構を駆動する、実施態様１１に記載の機器。
（１３）　前記シャフトアセンブリは、外部シースを更に備え、前記クランプアームアク
チュエータは、該外部シース内に摺動自在に配設された内管を含む、実施態様１０に記載
の機器。
（１４）　前記湿潤部材は、前記クランプアームが前記超音波ブレードに向かって移動す
る際、前記湿潤部材が前記第１の位置から前記第２の位置へ移動可能であるように前記ク
ランプアームに固定されている、実施態様１０に記載の機器。
（１５）　前記クランプアームは、
　（Ａ）一対のチャネルであって、該チャネルは、前記湿潤部材の対応する部分を受容す
るように構成されている、一対のチャネルと、
　（Ｂ）支持梁部であって、該支持梁部は、前記湿潤部材を支持するように構成されてい
る、支持梁部と、を備える、実施態様１４に記載の機器。
【００６０】
（１６）　前記クランプアームは、前記支持梁部に固定されたクランプパッドを更に備え
、該クランプパッドは、前記クランプアームと前記超音波ブレードとの間に圧縮された組
織と係合するように構成されている、実施態様１５に記載の機器。
（１７）　前記エンドエフェクタは、前記クランプアームに固定された保持部材を更に備
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え、前記湿潤部材の一部は、該保持部材と前記クランプアームとの間に捕捉されている、
実施態様１４に記載の機器。
（１８）　前記クランプアームは、前記保持部材に固定されたクランプパッドを更に備え
、該クランプパッドは、前記クランプアームと前記超音波ブレードとの間に圧縮された組
織と係合するように構成されている、実施態様１７に記載の機器。
（１９）　（ａ）本体と、
　（ｂ）該本体から遠位に延在するシャフトアセンブリであって、該シャフトアセンブリ
は、並進部材を備え、該並進部材は、第１の位置と第２の位置との間を該本体に対して長
手方向に並進するように動作可能である、シャフトアセンブリと、
　（ｃ）該シャフトアセンブリの遠位端に位置するエンドエフェクタであって、該エンド
エフェクタは、
　　（ｉ）超音波ブレードであって、該超音波ブレードは、超可聴周波数で振動するよう
に構成されている、超音波ブレードと、
　　（ｉｉ）該並進部材と連結されたクランプアームであって、該クランプアームは、該
第１の位置から該第２の位置への該並進部材の動きに応じて、該超音波ブレードに向かっ
て移動するように構成されている、クランプアームと、を備える、エンドエフェクタと、
　（ｄ）湿潤部材であって、該第１の位置から該第２の位置への該並進部材の動きに応じ
て、該湿潤部材は、該超音波ブレードと係合することによって、冷却流体を該超音波ブレ
ードへ塗布するように構成され、該湿潤部材は、該第２の位置から該第１の位置への該並
進部材の動きに応じて、該超音波ブレードを係合解除するように構成されている、湿潤部
材と、を備える、機器。
（２０）　（ａ）本体と、
　（ｂ）該本体から遠位に延在するシャフトアセンブリと、
　（ｃ）該シャフトアセンブリの遠位端に位置するエンドエフェクタであって、該エンド
エフェクタは、
　　（ｉ）超音波ブレードであって、該超音波ブレードは、超可聴周波数で振動するよう
に構成されている、超音波ブレードと、
　　（ｉｉ）クランプアームであって、該クランプアームは、該超音波ブレードに向かっ
て移動するように構成されている、クランプアームと、を備える、エンドエフェクタと、
　（ｄ）湿潤部材であって、該湿潤部材は、該クランプアームに固定され、該湿潤部材は
、該超音波ブレードに向かう該クランプアームの動きに応じて、該超音波ブレードと係合
することによって、冷却流体を該超音波ブレードに塗布するように構成されている、湿潤
部材と、を備える、機器。
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