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(57)【要約】
【解決手段】
第１の縦軸、近位開口部、および遠位開口部を有する、
吸引管と、吸引管と実質的に同延かつそれに平行であり
、第２の縦軸、近位開口部、および遠位開口部を有する
、ガイド管と、近位端および遠位端を有する口針と、近
位開口部および遠位開口部を有する接合部導管とを備え
、口針が、第２の縦軸に沿って配置され、ガイド管によ
って取り囲まれ、接合部導管の近位開口部が、吸引管の
遠位開口部およびガイド管の遠位開口部と接触しており
、その結果、接合部導管の遠位開口部が、吸引管と流体
連通し、口針を、ガイド管を通じて、第２の縦軸に沿っ
て、接合部導管を通じて促すことが、口針の遠位端を接
合部導管の遠位開口部へと並進させる、外科用吸引デバ
イスが、開示される。
【選択図】　図１ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸引デバイスであって、
（ａ）第１の縦軸、近位開口部、および遠位開口部を有する、吸引管と、
（ｂ）前記第１の縦軸に実質的に平行である第２の縦軸、近位開口部、および遠位開口部
を有する、ガイド構造と、
（ｃ）近位端および遠位端を有する、口針と、
（ｄ）近位開口部および遠位開口部を有する、接合部導管と、
を備え、
●　前記口針は、前記第２の縦軸に沿って配置され、前記ガイド構造によって取り囲まれ
、
●　前記接合部導管の前記近位開口部は、前記吸引管の少なくとも前記遠位開口部と接触
しており、その結果、
○　前記接合部導管の前記遠位開口部が、前記吸引管と流体連通し、
○　前記口針を、前記ガイド構造を通じて、前記第２の縦軸に沿って、前記接合部導管を
通じて促すことが、前記口針の前記遠位端を前記接合部導管の前記遠位開口部へと並進さ
せる、吸引デバイス。
【請求項２】
　各々互いに流体連通している近位真空コネクタ、中間領域、遠位取り付け領域、および
前記真空コネクタと流体連通している前記中間領域上に配置される通気口を有する、管状
基部部材を更に備え、前記遠位取り付け領域は、前記吸引管の前記近位開口部と接触して
おり、その結果、前記近位真空コネクタが、前記吸引管と流体連通し、前記管状基部部材
は、前記中間領域上に配置される通気口包囲部材を更に備える、請求項１に記載のデバイ
ス。
【請求項３】
　前記遠位取り付け領域に配置される受容部材を更に備え、前記受容部材は、前記口針を
取り囲み、前記第２の縦軸に沿った前記ガイド構造と同軸である、請求項２に記載のデバ
イス。
【請求項４】
　前記中間領域および遠位取り付け領域に操作可能に取り付けられ、それらを包囲する、
ハンドル部材であって、前記遠位取り付け領域に近接している前記第２の縦軸に実質的に
平行に延在するトラック要素と、通気口アクセス開口部と、を含み、その結果、前記通気
口および通気口包囲部材が、前記通気口アクセス開口部を通じてアクセス可能である、ハ
ンドル部材を更に備える、請求項３に記載のデバイス。
【請求項５】
　前記接合部導管と接触し、それと流体連通している管状先端部と、前記口針の前記近位
端においてまたはその周りで固定されるノブと、を更に備え、前記吸引管は、前記近位端
と遠位端との間で屈曲し、前記受容部材は、前記ガイド構造の前記近位開口部と接触して
おり、前記ガイド構造は、（ｉ）前記吸引管に実質的に平行かつそれと同延であるガイド
管であって、ブラケットが、前記吸引管の前記遠位端に近接して、かつ前記ガイド管の前
記遠位端に近接して配置され、そのブラケットが、前記吸引管およびガイド管を共接合（
ｃｏｎｊｏｉｎ）する、ガイド管、または（ｉｉ）前記吸引管に実質的に平行である短縮
されたガイド管であって、ブラケットが、前記吸引管の前記遠位端に近接して、かつ前記
ガイド管の前記遠位端に近接して配置され、そのブラケットが、前記吸引管およびガイド
管を共接合する、ガイド管、または（ｉｉｉ）前記吸引管上に配置される少なくとも１つ
の輪である、請求項４に記載のデバイス。
【請求項６】
　吸引デバイスであって、
　（ａ）第１の縦軸、近位開口部、遠位開口部、および前記遠位開口部に近接して配置さ
れる流入ポートを有する、吸引管と、
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　（ｂ）前記第１の縦軸に実質的に平行である第２の縦軸、近位開口部、および遠位開口
部を有する、ガイド構造と、
　（ｃ）近位端およびかぎ状遠位端を有する、かぎ状口針と、
を備え、
●　前記口針は、前記第２の縦軸に実質的に沿って配置され、前記ガイド構造によって取
り囲まれ、その結果、前記かぎ状遠位端が、前記流入ポートにおいてまたはそれに近接し
て配置され、
●　前記かぎ状口針が、前記遠位方向に、前記第２の縦軸に実質的に沿って、かつ前記ガ
イド構造を通じて促されるとき、前記流入ポートの前記遠位縁からの抵抗に会う前記かぎ
状遠位端の前記曲率が、前記かぎ状口針を前記吸引管の中にかつ前記吸引管の前記遠位開
口部へと並進させる、吸引デバイス。
【請求項７】
　各々互いに流体連通している近位真空コネクタ、中間領域、遠位取り付け領域、および
前記真空コネクタと流体連通している前記中間領域上に配置される通気口を有する、管状
基部部材を更に備え、前記遠位取り付け領域は、前記吸引管の前記近位開口部と接触して
おり、その結果、前記近位真空コネクタが、前記吸引管と流体連通し、前記管状基部部材
は、前記中間領域上に配置される通気口包囲部材を更に備える、請求項６に記載のデバイ
ス。
【請求項８】
　前記遠位取り付け領域に配置される受容部材を更に備え、前記受容部材は、前記口針を
取り囲み、前記第２の縦軸に沿った前記ガイド構造と同軸である、請求項７に記載のデバ
イス。
【請求項９】
　前記中間領域および遠位取り付け領域に操作可能に取り付けられ、それらを包囲する、
ハンドル部材であって、前記遠位取り付け領域に近接している前記第２の縦軸に実質的に
平行に延在するトラック要素と、通気口アクセス開口部と、を含み、その結果、前記通気
口および通気口包囲部材が、前記通気口アクセス開口部を通じてアクセス可能である、ハ
ンドル部材を更に備える、請求項８に記載のデバイス。
【請求項１０】
　前記口針の前記近位端においてまたはその周りで固定されるノブを更に備え、前記吸引
管は、前記近位端と遠位端との間で屈曲し、前記受容部材は、前記ガイド構造の前記近位
開口部と接触しており、前記ガイド構造は、（ｉ）前記吸引管に実質的に平行である短縮
されたガイド管であって、ブラケットが、前記吸引管の前記遠位端に近接して、かつ前記
ガイド管の前記遠位端に近接して配置され、そのブラケットが、前記吸引管およびガイド
管を共接合する、ガイド管、または（ｉｉｉ）前記吸引管上に配置される少なくとも１つ
の輪である、請求項９に記載のデバイス。
【請求項１１】
　吸引デバイスであって、
　（ａ）第１の縦軸、近位開口部、遠位開口部、および前記遠位開口部に近接して配置さ
れる流入ポートを有する、吸引管と、
　（ｂ）第２の縦軸、近位開口部、および遠位開口部を有する、ガイド構造と、
　（ｃ）近位端および遠位端を有する、口針と、
を備え、
●　前記口針は、前記第２の縦軸に実質的に沿って配置され、前記ガイド管によって取り
囲まれ、
●　前記ガイド構造の前記遠位開口部は、前記吸引管の前記流入ポートと接触しており、
かつ前記遠位開口部と流体連通しており、その結果、
○　前記口針を、前記ガイド構造を通じて、前記第２の縦軸に実質的に沿って促すことが
、前記口針の前記遠位端を、前記吸引管の前記流入ポートを通じて、前記吸引管の前記遠
位開口部へと並進させる、吸引デバイス。
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【請求項１２】
　各々互いに流体連通している近位真空コネクタ、中間領域、遠位取り付け領域、および
前記真空コネクタと流体連通している前記中間領域上に配置される通気口を有する、管状
基部部材を更に備え、前記遠位取り付け領域は、前記吸引管の前記近位開口部と接触して
おり、その結果、前記近位真空コネクタが、前記吸引管と流体連通し、前記管状基部部材
は、前記中間領域上に配置される通気口包囲部材を更に備える、請求項１１に記載のデバ
イス。
【請求項１３】
　　前記遠位取り付け領域に配置される受容部材を更に備え、前記受容部材は、前記口針
を取り囲み、前記第２の縦軸に沿った前記ガイド構造と同軸である、請求項１２に記載の
デバイス。
【請求項１４】
　前記中間領域および遠位取り付け領域に操作可能に取り付けられ、それらを包囲する、
ハンドル部材であって、前記遠位取り付け領域に近接している前記第２の縦軸に実質的に
平行に延在するトラック要素と、通気口アクセス開口部と、を含み、その結果、前記通気
口および通気口包囲部材が、前記通気口アクセス開口部を通じてアクセス可能である、ハ
ンドル部材を更に備える、請求項１３に記載のデバイス。
【請求項１５】
　前記口針の前記近位端においてまたはその周りで固定されるノブを更に備え、前記吸引
管は、前記近位端と遠位端との間で屈曲し、前記受容部材は、前記ガイド構造の前記近位
開口部と接触しており、前記ガイド構造は、代替的なガイド管であって、前記代替的なガ
イド管の前記遠位開口部が前記吸引管上の前記流入ポートと接続するまで、前記吸引管と
実質的に平行である、代替的なガイド管である、請求項１４に記載のデバイス。
【請求項１６】
　吸引デバイスであって、
（ａ）第１の縦軸、近位開口部、遠位開口部、および前記遠位開口部に近接して配置され
る流入ポートを有する、吸引管と、
（ｂ）前記第１の縦軸に実質的に平行である第２の縦軸、近位開口部、および遠位開口部
を有する、ガイド構造と、
（ｃ）近位端および遠位端を有する、口針と、
（ｄ）前記流入ポートの前記遠位端の周りに配置されるリップと、
を備え、
●　前記口針は、前記第２の縦軸に沿って配置され、前記ガイド構造によって取り囲まれ
、
●　前記口針が、前記ガイド構造を通じて、前記第２の縦軸に沿って促されるとき、前記
口針の前記遠位端は、前記リップの内側斜面または曲率に沿って移動し、前記流入ポート
を通じて、前記吸引管の前記遠位開口部まで並進する、吸引デバイス。
【請求項１７】
　各々互いに流体連通している近位真空コネクタ、中間領域、遠位取り付け領域、および
前記真空コネクタと流体連通している前記中間領域上に配置される通気口を有する、管状
基部部材を更に備え、前記遠位取り付け領域は、前記吸引管の前記近位開口部と接触して
おり、その結果、前記近位真空コネクタが、前記吸引管と流体連通し、前記管状基部部材
は、前記中間領域上に配置される通気口包囲部材を更に備える、請求項１６に記載のデバ
イス。
【請求項１８】
　前記遠位取り付け領域に配置される受容部材を更に備え、前記受容部材は、前記口針を
取り囲み、前記第２の縦軸に沿った前記ガイド構造と同軸である、請求項１７に記載のデ
バイス。
【請求項１９】
　前記中間領域および遠位取り付け領域に操作可能に取り付けられ、それらを包囲する、
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ハンドル部材であって、前記遠位取り付け領域に近接している前記第２の縦軸に実質的に
平行に延在するトラック要素と、通気口アクセス開口部と、を含み、その結果、前記通気
口および通気口包囲部材が、前記通気口アクセス開口部を通じてアクセス可能である、ハ
ンドル部材を更に備える、請求項１８に記載のデバイス。
【請求項２０】
　前記口針の前記近位端においてまたはその周りで固定されるノブを更に備え、前記吸引
管は、前記近位端と遠位端との間で屈曲し、前記受容部材は、前記ガイド構造の前記近位
開口部と接触しており、前記ガイド構造は、（ｉ）前記吸引管に実質的に平行である短縮
されたガイド管であって、ブラケットが、前記吸引管の前記遠位端に近接して、かつ前記
ガイド管の前記遠位端に近接して配置され、そのブラケットが、前記吸引管およびガイド
管を共接合する、ガイド管、または（ｉｉｉ）前記吸引管上に配置される少なくとも１つ
の輪である、請求項１９に記載のデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外科手術野内から残骸を除去するために用いられる、外科用器具の分野に関
する。特に、本発明は、その取り入れ部分から残骸を自己掃除する（ｓｅｌｆ－ｃｌｅａ
ｒｉｎｇ）ための手段を含む、外科用、歯科用、または獣医用使用のための管状吸引デバ
イスである。
【背景技術】
【０００２】
　患者へのいずれの外科的処置に対する共通の要件は、患者において開放される手術野か
ら、外科医の視野を遮る流体および微粒子を継続的に取り除かなければならないというこ
とである。これらの流体および微粒子には、数ある中でも、血液、かん流液、骨片または
骨粉、止血剤が含まれ得る。外科手術が生じる身体の領域を問わないが、とりわけ神経学
的処置または整形外科的処置に関して、相当量のこれらの流体および微粒子は、外科医に
よる手術野の明瞭な観察に対して難題を提示する。患者に由来する流体および微粒子に加
えて、止血剤として有用に用いられる異物もまた、手術野を遮る可能性があり、除去を要
求する。かかる止血剤には、吸収性ゼラチンスポンジ（例えば、Ｂａｘｔｅｒ　Ｈｅａｌ
ｔｈｃａｒｅ　ＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎからのＧｅｌｆｏａｍ）、蜜蝋および鉱物蝋の捏
和可能な混合物（例えば、Ｊｏｈｎｓｏｎ＆ＪｏｈｎｓｏｎからのＥｔｈｉｃｏｎ　Ｂｏ
ｎｅ　Ｗａｘ）、また酸化セルロースポリマー（例えば、商標名Ｓｕｒｇｉｃｅｌ　ｂｙ
　Ｊｏｈｎｓｏｎ＆Ｊｏｈｎｓｏｎの下で販売されるポリ無水グルクロン酸のポリマー）
が含まれる。
【０００３】
　これらの材料を除去することは、典型的に、外科用吸引デバイスを使用し、外科用吸引
デバイスの遠位先端部を手術野内およびその周りに挿入して達成され、その上で、視野を
遮る材料が視野の外側の場所へと吸い取られるが、やがて、つまり、遠位先端部が、粒子
状物質もしくは凝固血液またはそのような組み合わせによって塞がるようになり、それは
不可避である。
【０００４】
　遠位先端部は、一般的に外科用吸引先端部と称され、いずれの外科的処置にも不可欠な
部分である。上に提示された問題の一般的見解に対してより詳細には、吸引先端部は、プ
ラスチック管類を介して手術室内の壁吸引ユニットに接続される。先端部において作り出
される吸引（下で陰圧と称される）は、外科医の視野を妨害し得る上述の材料を視野から
取り除く。
【０００５】
　詰まった吸引先端部を掃除するために外科手術において取られる実用的アプローチは、
外科手術を中断して、先端部を浄化できるようにすることである。文字通り、外科医は、
手術野を掃除することを止め、詰まった吸引を手洗い看護師に手渡して、彼女／彼が、そ
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れを食塩水フラッシュまたは口針（すなわち、妨害物をつつき、真空路から除去するため
に用いられる用具）により掃除することができるようにする。このプロセスは、外科手術
において複数回反復する必要があり得、手術時間を長引かせ、外科的処置に相当な非効率
性の源を与える。
【０００６】
　詰まった遠位先端部の問題を排除する切望によって触発された吸引先端部の種々の形の
開発にもかかわらず、吸引先端部の詰まりは、全ての手術室において問題のままである。
したがって、外科医は、外科用吸引デバイスを、その遠位先端部が詰まるまで使用し、そ
れをアシスタントに手渡し、そのアシスタントは、滅菌条件下で、手動で先端部を交換す
るかまたはその詰まりを取り、外科用吸引デバイスを再び外科医に手渡す。明白に、掃除
のために外科用吸引デバイスをアシスタントに手渡し、次いでそれを取り戻し、次いでそ
れがその意図される任務を行うことができる場所にそれを配置する必要性によって、重大
な時間が失われるが、やがて、悲しいことに、そのサイクルは、遠位先端部がなおも再び
詰まることにより反復され、時間が失われ、患者は必要以上に長く外科手術に留まる。
【０００７】
　外科医が、遠位先端部を別の者に渡すか、あるいはそもそも手術野の開放を引き起こし
た患者の問題に対処する作業を完了して時間を失う必要なしに、遠位先端部を直接掃除す
ることを可能にするように設計される、外科用吸引デバイスを有することは望ましいであ
ろう。
【発明の概要】
【０００８】
　頻繁に詰まった外科用吸引デバイスから発生するこれらの問題に対処するために、本明
細書において特許請求される本発明は、外科医が単独で、外科用吸引デバイスの遠位先端
部における妨害物を除去することを可能にする。本発明は、故に、滅菌条件下で、詰まっ
た外科用吸引デバイスを手渡され、次いで手動で先端部を交換またはその詰まりを取り、
外科用吸引デバイスを再び外科医に手渡す、アシスタントに対する必要性を回避する。本
明細書に記載される本発明はまた、種々の形の吸引先端部と継ぎ目なく機能し、故に、外
科医に、適用に好適な先端部の形の選定を提供する。
【０００９】
　第１の実施形態では、本明細書に記載される本発明は、（ａ）第１の縦軸、近位開口部
、および遠位開口部を有する、吸引管と、（ｂ）第１の縦軸に実質的に平行である第２の
縦軸、近位開口部、および遠位開口部を有する、ガイド構造と、（ｃ）近位端および遠位
端を有する、口針と、（ｄ）近位開口部および遠位開口部を有する、接合部導管とを含み
、口針は、第２の縦軸に沿って配置され、ガイド構造によって取り囲まれ、接合部導管の
近位開口部は、接合部導管の遠位開口部が吸引管と流体連通するように、吸引管の少なく
とも遠位開口部と接触している。口針を、ガイド構造を通じて、第２の縦軸に沿って、接
合部導管を通じて促すことは、口針の遠位端を接合部導管の遠位開口部へと並進させる。
【００１０】
　第２の実施形態では、本発明は、口針の近位端においてまたはその周りで固定されるノ
ブ、ならびに／または各々互いに流体連通している近位真空コネクタ、中間領域、および
遠位取り付け領域を有する、管状基部部材を更に含み、遠位取り付け領域は、近位真空コ
ネクタが吸引管と流体連通するように、吸引管の近位開口部と接触している。管状基部部
材は、管状基部部材の近位端において真空コネクタに接続される真空源と流体連通してい
る、管状基部部材の中間領域上に配置される、通気口特徴を含むことができる。通気口は
、手術野の部位において呈される陰圧を、それが妨害される度合いに制御することができ
る。通気口に対する妨害の度合いを容易にするために、管状基部部材は、中間領域上に配
置される通気口包囲部材を含む。通気口はまた、空気の流動によって作り出される音を低
減するためのマフラーとしても作用する。
【００１１】
　第３の実施形態では、遠位取り付け領域に配置される受容部材は、口針を取り囲み、第
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２の縦軸に沿ったガイド構造と同軸である。
【００１２】
　第４の実施形態は、中間領域および遠位取り付け領域に操作可能に取り付けられ、それ
らを包囲し、遠位取り付け領域に近接している第２の縦軸に実質的に平行に延在するトラ
ック要素を含む、ハンドル部材を含む。通気口アクセス開口部もまた、通気口および通気
口包囲部材が通気口アクセス開口部を通じてアクセス可能であるように、含め、配置する
ことができる。
【００１３】
　第５の実施形態は、接合部導管と接触し、それと流体連通している管状先端部を含む。
【００１４】
　使用の利便性のために、幾つかの実施形態では、吸引管は、近位端と遠位端との間で屈
曲する。吸引管が屈曲構成において用いられるとき、ガイド構造もまた、近位端と遠位端
との間で屈曲してもよい。
【００１５】
　ガイド構造の位置を安定化するために、受容部材は、ガイド構造の近位開口部と接触し
ており、ブラケットは、吸引管およびガイド構造を共接合（ｃｏｎｊｏｉｎ）するために
、吸引管の遠位端に近接して、かつガイド構造の遠位端に近接して配置されてもよい。
【００１６】
　本発明は、吸引管に実質的に平行かつそれと同延であるガイド管である、ガイド構造を
有してもよい。
【００１７】
　幾つかの事例では、ガイド構造は、吸引管に実質的に平行である短縮されたガイド管で
あり、なおかつ他の事例では、ガイド構造は、吸引管上に配置される少なくとも１つの輪
である。
【００１８】
　第６の実施形態では、吸引デバイスは、（ａ）第１の縦軸、近位開口部、遠位開口部、
および遠位開口部に近接して配置される流入ポートを有する、吸引管と、（ｂ）第１の縦
軸に実質的に平行である第２の縦軸、近位開口部、および遠位開口部を有する、ガイド構
造と、（ｃ）近位端およびかぎ状遠位端を有する、かぎ状口針とを含み、口針は、かぎ状
遠位端が流入ポートにおいてまたはそれに近接して配置されるように、第２の縦軸に実質
的に沿って配置され、ガイド構造によって取り巻かれる。かぎ状口針が、遠位方向に、第
２の縦軸に実質的に沿って、ガイド構造を通じて促されるとき、流入ポートの遠位縁から
の抵抗に会うかぎ状遠位端の曲率が、かぎ状口針を吸引管の中にかつ吸引管の遠位開口部
へと並進させる。
【００１９】
　第７の実施形態では、本発明は、口針の近位端においてまたはその周りで固定されるノ
ブ、ならびに／または各々互いに流体連通している近位真空コネクタ、中間領域、および
遠位取り付け領域を有する、管状基部部材を更に含み、遠位取り付け領域は、近位真空コ
ネクタが吸引管と流体連通するように、吸引管の近位開口部と接触している。管状基部部
材は、管状基部部材の近位端において真空コネクタに接続される真空源と流体連通してい
る、管状基部部材の中間領域上に配置される、通気口特徴を含むことができる。通気口は
、手術野の部位において呈される陰圧を、それが妨害される度合いに制御することができ
る。通気口に対する妨害の度合いを容易にするために、管状基部部材は、中間領域上に配
置される通気口包囲部材を含む。通気口はまた、空気の流動によって作り出される音を低
減するためのマフラーとしても作用する。
【００２０】
　第８の実施形態では、遠位取り付け領域に配置される受容部材は、口針を取り囲み、第
２の縦軸に沿ったガイド構造と同軸である。
【００２１】
　第９の実施形態は、中間領域および遠位取り付け領域に操作可能に取り付けられ、それ
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らを包囲し、遠位取り付け領域に近接している第２の縦軸に実質的に平行に延在するトラ
ック要素を含む、ハンドル部材を含む。通気口アクセス開口部もまた、通気口および通気
口包囲部材が通気口アクセス開口部を通じてアクセス可能であるように、含め、配置する
ことができる。
【００２２】
　使用の利便性のために、幾つかの実施形態では、吸引管は、近位端と遠位端との間で屈
曲する。吸引管が屈曲構成において用いられるとき、ガイド構造もまた、近位端と遠位端
との間で屈曲してもよい。
【００２３】
　ガイド構造の位置を安定化するために、受容部材は、ガイド構造の近位開口部と接触し
ており、ブラケットは、吸引管およびガイド構造を共接合するために、吸引管の遠位端に
近接して、かつガイド構造の遠位端に近接して配置されてもよい。
【００２４】
　本発明は、吸引管に実質的に平行である短縮されたガイド管である、ガイド構造を有し
てもよく、なおかつ他の事例では、ガイド構造は、吸引管上に配置される少なくとも１つ
の輪である。
【００２５】
　吸引デバイスの第１０の実施形態は、（ａ）第１の縦軸、近位開口部、遠位開口部、お
よび遠位開口部に近接して配置される流入ポートを有する、吸引管と、（ｂ）第２の縦軸
、近位開口部、および遠位開口部を有する、ガイド構造と、（ｃ）近位端および遠位端を
有する、口針とを含み、口針は、第２の縦軸に実質的に沿って配置され、ガイド構造によ
って取り囲まれ、ガイド構造の遠位開口部は、吸引管の流入ポートと接触しており、遠位
開口部と流体連通している。口針を、ガイド構造を通じて、第２の縦軸に実質的に沿って
促すことは、口針の遠位端を、吸引管の流入ポートを通じて、吸引管の遠位開口部へと並
進させる。
【００２６】
　第１１の実施形態では、本発明は、口針の近位端においてまたはその周りで固定される
ノブ、ならびに／または各々互いに流体連通している近位真空コネクタ、中間領域、およ
び遠位取り付け領域を有する、管状基部部材を更に含み、遠位取り付け領域は、近位真空
コネクタが吸引管と流体連通するように、吸引管の近位開口部と接触している。管状基部
部材は、管状基部部材の近位端において真空コネクタに接続される真空源と流体連通して
いる、管状基部部材の中間領域上に配置される、通気口特徴を含むことができる。通気口
は、手術野の部位において呈される陰圧を、それが妨害される度合いに制御することがで
きる。通気口に対する妨害の度合いを容易にするために、管状基部部材は、中間領域上に
配置される通気口包囲部材を含む。通気口はまた、空気の流動によって作り出される音を
低減するためのマフラーとしても作用する。
【００２７】
　第１２の実施形態では、遠位取り付け領域に配置される受容部材は、口針を取り囲み、
第２の縦軸に沿ったガイド構造と同軸である。
【００２８】
　第１３の実施形態は、中間領域および遠位取り付け領域に操作可能に取り付けられ、そ
れらを包囲し、遠位取り付け領域に近接している第２の縦軸に実質的に平行に延在するト
ラック要素を含む、ハンドル部材を含む。通気口アクセス開口部もまた、通気口および通
気口包囲部材が通気口アクセス開口部を通じてアクセス可能であるように、含め、配置す
ることができる。
【００２９】
　第１４の実施形態では、ガイド構造は、代替的なガイド管であり、吸引管および代替的
なガイド管は、代替的なガイド管の遠位開口部が吸引管上の流入ポートと接続するまで、
吸引管およびガイド構造が実質的に平行であるように、それらのそれぞれの近位端と遠位
端との間で屈曲する。
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【００３０】
　第１５の実施形態では、吸引デバイスは、（ａ）第１の縦軸、近位開口部、遠位開口部
、および遠位開口部に近接して配置される流入ポートを有する、吸引管と、（ｂ）第１の
縦軸に実質的に平行である第２の縦軸、近位開口部、および遠位開口部を有する、ガイド
構造と、（ｃ）近位端および遠位端を有する、口針と、および（ｄ）流入ポートの遠位端
の周りに配置されるリップとを含み、口針は、第２の縦軸に沿って配置され、ガイド構造
によって取り囲まれ、口針が、ガイド構造を通じて、第２の縦軸に沿って促されるとき、
口針の遠位端は、リップの曲率または斜面に沿って移動し、流入ポートを通じて吸引管の
遠位開口部へと並進する。
【００３１】
　第１６の実施形態では、本発明は、口針の近位端においてまたはその周りで固定される
ノブ、ならびに／または各々互いに流体連通している近位真空コネクタ、中間領域、およ
び遠位取り付け領域を有する、管状基部部材を更に含み、遠位取り付け領域は、近位真空
コネクタが吸引管と流体連通するように、吸引管の近位開口部と接触している。管状基部
部材は、管状基部部材の近位端において真空コネクタに接続される真空源と流体連通して
いる、管状基部部材の中間領域上に配置される、通気口特徴を含むことができる。通気口
は、手術野の部位において呈される陰圧を、それが妨害される度合いに制御することがで
きる。通気口に対する妨害の度合いを容易にするために、管状基部部材は、中間領域上に
配置される通気口包囲部材を含む。通気口はまた、空気の流動によって作り出される音を
低減するためのマフラーとしても作用する。
【００３２】
　第１７の実施形態では、遠位取り付け領域に配置される受容部材は、口針を取り囲み、
第２の縦軸に沿ったガイド構造と同軸である。
【００３３】
　第１８の実施形態は、中間領域および遠位取り付け領域に操作可能に取り付けられ、そ
れらを包囲し、遠位取り付け領域に近接している第２の縦軸に実質的に平行に延在するト
ラック要素を含む、ハンドル部材を含む。通気口アクセス開口部もまた、通気口および通
気口包囲部材が通気口アクセス開口部を通じてアクセス可能であるように、含め、配置す
ることができる。
【００３４】
　使用の利便性のために、幾つかの実施形態では、吸引管は、近位端と遠位端との間で屈
曲する。吸引管が屈曲構成において用いられるとき、ガイド構造もまた、近位端と遠位端
との間で屈曲してもよい。
【００３５】
　ガイド構造の位置を安定化するために、受容部材は、ガイド構造の近位開口部と接触し
ており、ブラケットは、吸引管およびガイド構造を共接合するために、吸引管の遠位端に
近接して、かつガイド構造の遠位端に近接して配置されてもよい。
【００３６】
　本発明は、吸引管に実質的に平行である短縮されたガイド管である、ガイド構造を有し
てもよく、なおかつ他の事例では、ガイド構造は、吸引管上に配置される少なくとも１つ
の輪である。
【００３７】
　本発明の前述の特徴および利点ならびに他の特徴および利点は、添付の図面と併せて読
まれる、実施形態の次の詳細な説明から明らかである。詳細な説明および図面は、限定的
であるよりもむしろ、本発明を単に例証するものである。本発明の範囲は、添付の特許請
求の範囲およびその均等物によって規定される。均等物の意味および範囲内の全ての変更
または修正は、特許請求の範囲によって包含されることが意図される。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１ａ】自浄式外科用吸引デバイスの一実施形態の斜視図。
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【００３９】
【図１ｂ】図１ａに図示される自浄式外科用吸引デバイスの実施形態の分解斜視図。
【００４０】
【図２ａ】本発明の一実施形態において用いられるガイド構造の側面図。
【００４１】
【図２ｂ】図２ａに図示される吸引管の遠位端からの正面図。
【００４２】
【図３ａ】本発明の一実施形態において用いられるガイド管の側面図。
【００４３】
【図３ｂ】図３ａに図示されるガイド管の遠位端からの正面図。
【００４４】
【図４】吸引管の遠位端がブラケットの遠位開口部を越えて延在する、一実施形態の斜視
図。
【００４５】
【図５ａ】接合部要素の斜視図。
【００４６】
【図５ｂ】接合部導管の近位開口部の正面図。
【００４７】
【図５ｃ】横断面Ａ－Ａに沿った接合部導管の断面図。
【００４８】
【図６】管状先端部の側面図および正面図。
【００４９】
【図７ａ】管状基部部材の上面図。
【００５０】
【図７ｂ】管状基部部材の側面図。
【００５１】
【図７ｃ】管状基部部材の遠位端の正面図。
【００５２】
【図８ａ】取り付けられたノブを有する口針の斜視図。
【００５３】
【図８ｂ】ノブの正面図。
【００５４】
【図９】背側ハンドルピースの斜視図。
【００５５】
【図１０】腹側ハンドルピースの斜視図。
【００５６】
【図１１】組み立てられ、腹側ハンドルピース内に配置された、管状基部、口針、吸引管
、およびガイド管の斜視図。
【００５７】
【図１２】一旦ハンドルピースの取り付けが完成したときの、遠位取り付け領域の外壁へ
の遠位背側陥凹および遠位腹側陥凹の近さを例証する斜視図。
【００５８】
【図１３】組み立てられ、完成したハンドルピース内に配置された、管状部材、口針、お
よびノブの横断面Ａ－Ａに沿った断面斜視図。
【００５９】
【図１４】少なくとも１つの輪を利用して、口針を接合部導管へと誘導する、代替的な実
施形態の斜視図。
【００６０】
【図１５】短縮されたガイド管が口針を接合部導管中へと誘導する、代替的な実施形態の
斜視図。
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【００６１】
【図１６】少なくとも１つの輪を使用して、口針のかぎ状端部を吸引管の遠位開口部近く
の流入ポート内に維持する、代替的な実施形態の斜視図。
【００６２】
【図１７】短縮されたガイド管を使用して、口針のかぎ状端部を吸引管の遠位開口部近く
の流入ポート内に維持する、代替的な実施形態の斜視図。
【００６３】
【図１８】代替的なガイド管が、口針を、吸引管の遠位開口部近くの吸引管中へと直接供
給することができる、本発明の代替的な実施形態の斜視図。
【００６４】
【図１９】短縮されたガイド管が口針をリップへと誘導する、本発明の代替的な実施形態
の斜視図。
【００６５】
【図２０】少なくとも１つの輪が口針をリップへと誘導する、本発明の代替的な実施形態
の斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００６６】
　図１ａおよび１ｂに示されるように、自浄式外科用吸引デバイス１の一実施形態は、吸
引管１０、ガイド構造２０、ブラケット３０、接合部導管４０、管状先端部５０、基部部
材６０、口針７０、およびハンドル部材１００を備え、ガイド構造２０は、ガイド管２０
'の形態である。
【００６７】
　自浄式外科用吸引デバイス１の一実施形態では、吸引管１０およびガイド管２０'は、
相互に実質的に平行かつ同延である。図２ａに示されるように、吸引管１０は、第１の縦
軸１２、近位開口部１４、および遠位開口部１６を含む。図示される実施形態では、吸引
管１０は、長さが約５インチ～約６インチであり、約０．０５インチ～約０．１インチの
内径、および約０．１インチ～約０．１５インチの外径を有する。本発明の他の実施形態
は、意図される使用に適するように実質的により小さいまたはより大きい内径および外径
を有する、実質的により短いまたはより長い吸引管１０を含む。例えば、適切に鎮静され
た大型動物において、残骸を裂傷から外科的に除去しようとする獣医には、大きい外科用
吸引デバイス１の使用がよりよく役立つ一方で、幼児の歯の形を整えることを必要とする
歯科医は、より小さいかかるデバイスがより実用的であることに気付くであろう。したが
って、吸引管、ならびに本発明の他の構成要素のために提示される寸法は、本発明の種々
の記載される実施形態の単なる例であり、決して限定的であるように見なされない。
【００６８】
　図３ａは、第２の縦軸２２、近位開口部２４、および遠位開口部２６を含む、ガイド管
２０'を例証する。ガイド管２０'は、長さが約５インチ～約６インチであり、約０．０５
インチ～約０．１インチの内径、および約０．１インチ～約０．１５インチの外径を有す
る。
【００６９】
　吸引管１０およびガイド管２０'は、限定を意図せずに、次のうちのいずれか等の材料
から作製されてもよい：（ａ）ステンレス鋼、アルミニウム、および他の好適な金属等の
、金属もしくはそれらの合金、（ｂ）ポリ塩化ビニル、ナイロン、ポリテトラフルオロエ
チレン、ポリスチレン、アクリロニトリル－ブタジエンスチレン、ポリプロピレン、およ
び他の好適なプラスチック等の、ポリマー、または（ｃ）炭化ケイ素、炭化タングステン
、アパタイト、および他の好適なセラミック等の、セラミック（ここで好適な金属、合金
、プラスチック、またはセラミックは、それぞれ、管状構造を維持するのに十分な引張り
強さを有し、医療使用のために滅菌することが可能である）。当業者は、必然的に、特定
される使用のためのそれらの適格性に関連して、特定される特性を有する、代替的な材料
の指定される範囲に精通している。
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【００７０】
　図１に示されるように、吸引管１０およびガイド管２０'は、斜めに屈曲してもよい。
代替的に、吸引管１０およびガイド管２０'は、およそ直角に屈曲してもよい。なおも他
の実施形態では、吸引管１０およびガイド管２０'は、屈曲しない。
【００７１】
　吸引管１０およびガイド管２０'は、図１ａにおける完成したアセンブリによって例証
されるように、吸引管１０の遠位開口部１６およびガイド管２０'の遠位開口部２６に近
接するブラケット３０によって共接合されてもよい。ブラケット３０は、吸引管１０およ
びガイド管２０'の周囲のオーバーモールド成形、摩擦型取り付け、溶接、および／また
は糊付けによって、吸引管１０およびガイド管２０'の遠位端に配置されてもよい。一実
施形態では、ブラケットは、吸引管１０およびガイド管２０'の周囲でオーバーモールド
成形および糊付けされる。図４に示されるように、吸引管１０の短い長さが、ブラケット
３０の遠位端を越えて延在する。他の実施形態では、吸引管１０およびガイド管２０'の
両方の短い長さが、ブラケット３０の遠位端を越えて延在してもよく、またはガイド管２
０'の短い長さが、ブラケット３０の遠位端を越えて延在してもよい。
【００７２】
　ブラケット３０の遠位端を越えて延在する吸引管１０の遠位開口部１６は、接合部導管
４０の遠位開口部４４が、第１の縦軸１２に沿った吸引管１０と実質的に同軸であり、吸
引管１０と流体連通するように、ブラケット３０の遠位端を越えて延在する吸引管１０の
遠位端を、接合部導管４０の近位開口部４２中へと挿入することを通して、接合部導管４
０と接触し、好適な接着剤、例えば、Ｈｅｎｋｅｌによって製造されるＬｏｃｔｉｔｅ（
登録商標）４０１１（商標）または４１６１（商標）Ｐｒｉｓｍ（登録商標）等の、シア
ノアクリレート接着剤によって定着される。
【００７３】
　代替的な実施形態では、接合部導管４０の遠位開口部４４は、第１の縦軸１２に沿った
吸引管１０と同軸でない。近位開口部４２は、図５ｂに示されるように、内部の短軸の長
さ４３が約０．１インチ～約０．１５インチの範囲である、楕円形を有する。接合部導管
４０は代替的に、溶接によって定着されてもよい。接合部導管４０はまた、接合部導管４
０の吸引管１０からの係脱を可能にする摩擦型取り付けによって定着されてもよい。
【００７４】
　ブラケット３０および接合部導管４０は、限定を意図せずに、次のうちのいずれか等の
材料から作製されてもよい：（ａ）ステンレス鋼、アルミニウム、および他の好適な金属
等の、金属もしくはそれらの合金、（ｂ）ポリ塩化ビニル、ナイロン、ポリテトラフルオ
ロエチレン、ポリスチレン、アクリロニトリル－ブタジエンスチレン、ポリプロピレン、
および他の好適なプラスチック等の、ポリマー、または（ｃ）炭化ケイ素、炭化タングス
テン、アパタイト、および他の好適なセラミック等の、セラミック（ここで好適な金属、
合金、プラスチック、またはセラミックは、それぞれ、意図される構造を維持するのに十
分な引張り強さを有し、医療使用のために滅菌することが可能である）。当業者は、必然
的に、特定される使用のためのそれらの適格性に関連して、特定される特性を有する、代
替的な材料の指定される範囲に精通している。
【００７５】
　図１に示されるように、管状先端部５０は、接合部導管４０と接触していてもよい。図
６は、管状先端部５０が近位開口部５２および遠位開口部５４を有することを例証する。
管状先端部５０は、吸引管１０およびガイド管２０のための代替的な材料について上述さ
れるように、金属、合金、ポリマー、またはセラミックで作製されてもよい。近位開口部
５２および遠位開口部５４は、約０．１インチ～約０．１５インチの範囲である外径、約
０．０５インチ～約０．１インチの範囲である内径を有し、均一であってもなくてもよい
。一実施形態では、管状先端部５０は、管状先端部５０が、第１の縦軸１２に沿った吸引
管１０と同軸であり、吸引管１０と流体連通するように、管状先端部５０の近位端を、接
合部導管４０の遠位開口部４４を通じて挿入することを通して、接合部導管４０と接触し
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、好適な接着剤、例えば、Ｈｅｎｋｅｌによって製造されるＬｏｃｔｉｔｅ（登録商標）
４０１１（商標）または４１６１（商標）Ｐｒｉｓｍ（登録商標）等の、シアノアクリレ
ート接着剤によって定着される。代替的な実施形態では、管状先端部５０は、第１の縦軸
１２に沿った吸引管１０と同軸でない。
【００７６】
　管状先端部５０は代替的に、溶接によって定着されてもよい。管状先端部５０はまた、
溶接または接着剤なしに嵌合して、管状先端部５０の接合部導管４０からの係脱を可能に
してもよい。例えば、管状先端部５０は、先端部が接合部導管４０の遠位開口部４４の中
に押込まれ、摩擦力によって保持されることを可能にする外径を有してもよい。別の例で
は、管状先端部５０の近位端は、それが接合部導管４０中へねじ込まれ得るように、螺入
されてもよく、この例においてそれは、接合部導管４０の遠位開口部４４の内径に近接し
て配置される、対応するねじ山を有する。
【００７７】
　図１に示されるように、自浄式外科用吸引デバイス１の実施形態はまた、管状基部部材
６０を備える。図７ａは、管状基部部材６０が、近位真空コネクタ６２、中間領域６４、
遠位取り付け領域６６、および近位真空コネクタ６２と流体連通している遠位取り付け開
口部６７を備えることを示す。管状基部６０は、限定を意図せずに、次のうちのいずれか
等の材料から作製されてもよい：（ａ）ステンレス鋼、アルミニウム、および他の好適な
金属等の、金属もしくはそれらの合金、（ｂ）ポリ塩化ビニル、ナイロン、ポリテトラフ
ルオロエチレン、ポリスチレン、アクリロニトリル－ブタジエンスチレン、ポリプロピレ
ン、および他の好適なプラスチック等の、ポリマー、または（ｃ）炭化ケイ素、炭化タン
グステン、アパタイト、および他の好適なセラミック等の、セラミック（ここで好適な金
属、合金、プラスチック、またはセラミックは、それぞれ、意図される構造を維持するの
に十分な引張り強さを有し、医療使用のために滅菌することが可能である）。当業者は、
必然的に、特定される使用のためのそれらの適格性に関連して、特定される特性を有する
、代替的な材料の指定される範囲に精通している。一実施形態では、管状基部６０は、ア
クリロニトリル－ブタジエンスチレンで作製される。
【００７８】
　吸引管１０の近位端は、吸引管１０が近位真空コネクタ６２と流体連通するように、遠
位取り付け領域６６中へと、遠位取り付け開口部６７を通じて挿入される。吸引管１０は
、管状基部部材６０が第１の縦軸１２に沿った吸引管１０と同軸であるように、溶接また
は接着剤によって、遠位取り付け領域６６内に定着される。一実施形態では、吸引管１０
は、好適な接着剤、例えば、Ｈｅｎｋｅｌによって製造されるＬｏｃｔｉｔｅ　４０１１
または４１６１　Ｐｒｉｓｍ（登録商標）等の、シアノアクリレート接着剤によって、遠
位取り付け領域６６内に定着される。図示されない代替的な実施形態は、吸引管１０が管
状基部部材６０と同軸であるように、遠位取り付け領域６６が溶接または接着剤によって
吸引管１０内に定着されるような接続を含む。
【００７９】
　図７ｂに示されるように、管状基部部材６０はまた、受容部材６５、近位受容部材開口
部６８、および遠位受容部材開口部６９を備える。受容部材６５は、溶接、糊付けによっ
て遠位取り付け領域６６上に配置されてもよく、または管状基部部材６０の一体成形もし
くは鋳型の一部であってもよい。一実施形態では、受容部材６５は、管状であり、受容部
材６５が遠位取り付け領域６６に実質的に平行であるように、管状基部部材６０の一体成
形の一部として遠位取り付け領域６６上に配置される。
【００８０】
　ガイド管２０の近位開口部２４は、ガイド管２０の近位端を、受容部材６５中に、遠位
受容部材開口部６９を通じて挿入することを通して、受容部材６５と接触している。ガイ
ド管２０は、受容部材６５が第２の縦軸２２に沿ったガイド管２０と同軸であるように、
溶接または接着剤によって受容部材６５内に定着されてもよい。一実施形態では、ガイド
管２０は、好適な接着剤、例えば、Ｈｅｎｋｅｌによって製造されるＬｏｃｔｉｔｅ　４
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０１１または４１６１　Ｐｒｉｓｍ（登録商標）等の、シアノアクリレート接着剤によっ
て、受容部材６５内に定着される。図示されない代替的な実施形態は、受容部材６５が第
２の縦軸２２に沿ったガイド管２０と同軸であるように、受容部材６５が溶接または接着
剤によってガイド管２０内に定着されるような接続を含む。
【００８１】
　近位真空コネクタ６２は、真空管類（図示されず）の真空コネクタ６２への堅固な取り
付けを容易にする、外部ねじ山６２ａを有しても、有さなくてもよい。
【００８２】
　図７ａに示される、通気口６１は、管状基部部材６０の中間領域６４上に配置され、近
位真空コネクタ６２および管状先端部５０の遠位開口部５４と流体連通している。通気口
６１は、急速な気流からのノイズを減少させることによって、マフラーとして作用するこ
とができる。通気口６１はまた、通気口６１が妨害される量を変動させることによって、
管状先端部５０の遠位開口部５４における陰圧の量を制御することができる。
【００８３】
　通気口包囲部材６３は、通気口６１を包囲し、妨害の度合いの手動制御を容易にする。
通気口包囲部材６３は、限定を意図せずに、次のうちのいずれか等の材料から作製されて
もよい：（ａ）ステンレス鋼、アルミニウム、および他の好適な金属等の、金属もしくは
それらの合金、（ｂ）ポリ塩化ビニル、ナイロン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリス
チレン、アクリロニトリル－ブタジエンスチレン、ポリプロピレン、および他の好適なプ
ラスチック等の、ポリマー、または（ｃ）炭化ケイ素、炭化タングステン、アパタイト、
および他の好適なセラミック等の、セラミック（ここで好適な金属、合金、プラスチック
、またはセラミックは、それぞれ、意図される構造を維持するのに十分な引張り強さを有
し、医療使用のために滅菌することが可能である）。当業者は、必然的に、特定される使
用のためのそれらの適格性に関連して、特定される特性を有する、代替的な材料の指定さ
れる範囲に精通している。一実施形態では、通気口包囲部材６３は、アクリロニトリル－
ブタジエンスチレンで作製される。
【００８４】
　通気口包囲部材６３は、管状基部部材６０に溶接されても、管状基部部材６０に糊付け
されても、または管状基部部材６０の一体成形もしくは鋳型の一部であってもよい。一実
施形態では通気口包囲部材６３は、好適な接着剤、例えば、Ｈｅｎｋｅｌによって製造さ
れるＬｏｃｔｉｔｅ　４０１１または４１６１（商標）Ｐｒｉｓｍ等の、シアノアクリレ
ート接着剤によって、管状基部部材６０の中間領域６４上に糊付けされる。一実施形態で
は通気口包囲部材６３は、通気口６１が妨害される度合いを制御することを更に補助する
ために、凹状であり、楕円形状を有する。他の実施形態は、長方形、および／または平坦
な通気口包囲部材６３を含んでもよい。別の実施形態は、通気口包囲部材６３を含まない
。
【００８５】
　図８ａに示される、近位端７２および遠位端７４を有する口針７０は、口針７０の遠位
端７４を、近位受容部材開口部６８中へと、受容部材６５を通じて、遠位受容部材開口部
６９から出て、ガイド管２０'中へと挿入することによって、ガイド管２０'内に配置され
る。口針７０の長さは、約７インチ～約９インチの範囲である。口針７０の直径は、約０
．０５インチ～約０．１インチの範囲である。口針７０は、限定を意図せずに、次のうち
のいずれか等の材料から作製されてもよい：（ａ）ステンレス鋼、アルミニウム、および
他の好適な金属等の、金属もしくはそれらの合金、または（ｂ）ナイロン、ポリ塩化ビニ
ル、ポリテトラフルオロエチレン、ポリスチレン、アクリロニトリル－ブタジエンスチレ
ン、ポリプロピレン、および他の好適なプラスチック等の、ポリマー、（ここで好適な金
属、合金、またはプラスチックは、それぞれ、非線形移動に好適な弾性を有し、医療使用
のために滅菌することができる）。当業者は、必然的に、特定される使用のためのそれら
の適格性に関連して、特定される特性を有する、代替的な材料の指定される範囲に精通し
ている。一実施形態では、口針は、ポリマー化合物から構成され、より詳細には、口針は
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、ナイロン、ポリ塩化ビニル、ポリテトラフルオロエチレン、ポリスチレン、アクリロニ
トリル－ブタジエンスチレン、ポリプロピレン、および他の好適なプラスチックから構成
され、その適格性は、十分な可撓性、剛性、および少なくとも１回滅菌される能力という
機能である。
【００８６】
　図８ｂに示されるように、ノード７６、ウェブ７７、フランジ７８、およびグリップ７
９を有する、ノブ７５は、グリップ７９を口針７０の近位端の周りに溶接、糊付け、およ
び／または摩擦により取り付けることによって、口針７０に固定されてもよい。一実施形
態ではノブ７５は、グリップ７９への摩擦型取り付けによって、口針７０の近位端７２の
周りで固定され、別の実施形態では、ノブ７５は、口針７０の一体成形または鋳型の一部
として、口針７０の近位端の周りに位置してもよい。一実施形態では、ノブ７５は、ノー
ド７６を遠位方向に手動でずらすことによって、口針７０を、遠位方向に、ガイド管２０
’を通じて、第２の縦軸２２に沿って手動で促すことを容易にする。口針７０の遠位端７
４が接合部導管４０を通じて促されるとき、遠位端７４の運動は、第２の縦軸２２から第
１の縦軸１２へと、接合部導管４０の遠位開口部４４から出て、管状先端部５０を通じて
並進する。口針７０の遠位端７４は、ノード７６を近位方向に促すことによりノブ７５を
手動でずらすことによって、後退させることができる。管状先端部５０の遠位開口部５４
において呈される陰圧は、口針７０の遠位端７４が吸引管１０と一致するとき、ノブ７５
の手動による変位に比例して変動させられてもよい。
【００８７】
　フランジ７８は、図８ｂに示される本発明の実施形態に対する正面図から示されるよう
に、湾曲した屈曲を有する「Ｌ」字形をとってもよい。フランジ７８は、フランジ７８お
よびグリップ７９アセンブリが管状基部部材６０を回避することを可能にする、鋭角の屈
曲を有する「Ｌ」字形または任意の他の好適な形等の他の形をとってもよい。
【００８８】
　ノブ７５は、限定を意図せずに、次のうちのいずれか等の材料から作製されてもよい：
（ａ）ステンレス鋼、アルミニウム、および他の好適な金属等の、金属もしくはそれらの
合金、（ｂ）ポリ塩化ビニル、ナイロン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリスチレン、
アクリロニトリル－ブタジエンスチレン、ポリプロピレン、および他の好適なプラスチッ
ク等の、ポリマー、または（ｃ）炭化ケイ素、炭化タングステン、アパタイト、および他
の好適なセラミック等の、セラミック（ここで好適な金属、合金、プラスチック、または
セラミックは、それぞれ、意図される構造を維持するのに十分な引張り強さを有し、医療
使用のために滅菌することが可能である）。当業者は、必然的に、特定される使用のため
のそれらの適格性に関連して、特定される特性を有する、代替的な材料の指定される範囲
に精通している。一実施形態では、ノブ７５は、アクリロニトリル－ブタジエンスチレン
で作製される。
【００８９】
　図１に示されるように、実施形態はまた、背側ハンドルピース８０および腹側ハンドル
ピース９０からなる、ハンドル部材１００を含む。図９に示される、背側ハンドルピース
８０は、通気口アクセス開口部８２、複数の締り嵌め柱８４、近位背側陥凹８６、および
遠位背側陥凹８８を含む。背側ハンドルピース８０は、限定を意図せずに、次のうちのい
ずれか等の材料から作製されてもよい：（ａ）ステンレス鋼、アルミニウム、および他の
好適な金属等の、金属もしくはそれらの合金、（ｂ）ナイロン、ポリ塩化ビニル、ポリテ
トラフルオロエチレン、ポリスチレン、アクリロニトリル－ブタジエンスチレン、ポリプ
ロピレン、および他の好適なプラスチック等の、ポリマー、または（ｃ）炭化ケイ素、炭
化タングステン、アパタイト、および他の好適なセラミック等の、セラミック（ここで材
料は、製造される構造を維持する引張り強さを有し、医療使用のために滅菌することがで
きる）。当業者は、必然的に、特定される使用のためのそれらの適格性に関連して、特定
される特性を有する、代替的な材料の指定される範囲に精通している。実施形態では、背
側ハンドルピース８０は、アクリロニトリル－ブタジエンスチレンで作製され、４つの締
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り嵌め柱８４を含む。
【００９０】
　図１０に示される、腹側ハンドルピース９０は、背側ハンドルピース８０の締りフリッ
ト（ｆｒｉｔ）柱８４を受容する複数のソケット９２、トラック要素９４、近位腹側陥凹
９６、および遠位腹側陥凹９８を含む。腹側ハンドルピース９０は、限定を意図すること
なく、次のうちのいずれか等の材料から作製されてもよい：（ａ）ステンレス鋼、アルミ
ニウム、および他の好適な金属等の、金属もしくはそれらの合金、（ｂ）ナイロン、ポリ
塩化ビニル、ポリテトラフルオロエチレン、ポリスチレン、アクリロニトリル－ブタジエ
ンスチレン、ポリプロピレン、および他の好適なプラスチック等の、ポリマー、または（
ｃ）炭化ケイ素、炭化タングステン、アパタイト、および他の好適なセラミック等の、セ
ラミック（ここで材料は、製造される構造を維持する引張り強さを有し、医療使用のため
に滅菌することができる）。当業者は、必然的に、特定される使用のためのそれらの適格
性に関連して、特定される特性を有する、代替的な材料の指定される範囲に精通している
。一実施形態では、背側ハンドルピース９０は、アクリロニトリル－ブタジエンスチレン
で作製され、４つのソケット９２を含む。
【００９１】
　図１１に示されるように、腹側ハンドルピース９０の内部空洞は、管状基部部材６０お
よび口針７０の近位端７２に近接する領域を、その内部空洞内に配置するのに好適である
。ノブ７５のウェブ７７は、図１１に示されるトラック要素９４の幅を横切るために、当
業者に既知の適切な長さを有し、故に、接続される口針７０を第２の縦軸２２に沿って促
すための、ノブ７５のノード７６へのアクセスのしやすさを可能にする。複数の締りフリ
ット柱８４は、基部部材６０の中間領域６４および遠位取り付け領域６６を包囲するハン
ドル部材１００を完成するために、背側ハンドルピース８０の対応するソケット９２に挿
入される。締りフリット柱８４を対応するソケット９２中へと挿入した後、背側ハンドル
ピース８０および腹側ハンドルピース９０は、相互に溶接、糊付け、および／または摩擦
により取り付けされてもよい。一実施形態では、背側ハンドルピース８０は、好適な接着
剤、例えば、Ｈｅｎｋｅｌによって製造されるＬｏｃｔｉｔｅ　４０１１または４１６１
　Ｐｒｉｓｍ等の、シアノアクリレート接着剤によって、腹側ハンドルピース９０に糊付
けされる。他の実施形態では、ハンドル部材１００は、管状基部部材６０上にオーバーモ
ールド成形されてもよい。
【００９２】
　図１２に示されるように、近位背側陥凹８６および対応する近位腹側陥凹９６は、管状
基部部材６０の外壁への近位背側陥凹８６および近位腹側陥凹９６の近さが、糊付け、溶
接、および／または摩擦型取り付けを可能にするように、近位真空コネクタ６２に近接し
て管状基部部材６０を取り囲む。
【００９３】
　遠位背側陥凹８８および遠位腹側陥凹９８は、管状基部部材６０の外壁への遠位背側陥
凹８８および遠位腹側陥凹９８の近さが、糊付け、溶接、および／または摩擦型取り付け
を可能にするように、遠位取り付け領域６６に近接して管状基部部材６０を取り囲む。
【００９４】
　一実施形態では、背側ハンドピース８０および腹側ハンドピース９０は、好適な接着剤
、例えば、Ｈｅｎｋｅｌによって製造されるＬｏｃｔｉｔｅ　４０１１または４１６１　
Ｐｒｉｓｍ等の、シアノアクリレート接着剤によって、近位背側陥凹８６、近位腹側陥凹
９６、遠位背側陥凹８８、および遠位腹側陥凹９８において管状基部部材６０の外壁に糊
付けされる。
【００９５】
　通気口アクセス開口部８２は、通気口包囲部材６１を包囲して、溶接、糊付け、および
／または摩擦型取り付けを可能にするための、当業者に既知の寸法を有する。一実施形態
では、通気口アクセス開口部８２は、好適な接着剤、例えば、Ｈｅｎｋｅｌによって製造
されるＬｏｃｔｉｔｅ（登録商標）４０１１または４１６１　Ｐｒｉｓｍ等の、シアノア
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クリレート接着剤によって、通気口包囲部材６２に糊付けされる。
【００９６】
　図１に示される一実施形態では、管状基部部材６０の近位真空コネクタ６２は、曝露さ
れたままである。
【００９７】
　図１０に示される一実施形態では、腹側ハンドルピース９０上のトラック要素９４の深
さは、背側ハンドルピース８０を腹側ハンドルピース９０上に配置することによって、ノ
ブ７５を、トラック要素９４に沿って第２の縦軸２２に実質的に平行である変位に限定す
るように好適であるべきである。図１１および図１３に示される一実施形態では、当業者
に既知のウェブ７７の適切な長さは、フランジ７８を、ハンドル部材１００の内側空洞に
制限し、それによりノブ７５の水平移動を妨げ、ノブ７５を、トラック要素９４に沿って
第２の縦軸２２に実質的に平行である変位に更に限定する。
【００９８】
　図１４に示されるように、自浄式外科用吸引デバイス１の１つの代替的な実施形態は、
輪２０''が、口針７０を、接合部導管４０の近位開口部４２を通じて誘導し、第２の縦軸
２２と実質的に同軸であるように、吸引管１０上に配置される少なくとも１つの輪２０''
のガイド構造２０を備える。更に、輪２０''は、口針７０の遠位端７４が、遠位方向に、
第２の縦軸２２に実質的に沿って促されるときに好適なガイダンスを提供するために、吸
引管１０上に配置されるべきである。輪２０''は、溶接、糊付けによって、または吸引管
１０の一体成形もしくは鋳型の一部として、吸引管上に配置されてもよい。輪２０''は、
限定を意図せずに、次のうちのいずれか等の材料から作製されてもよい：（ａ）ステンレ
ス鋼、アルミニウム、および他の好適な金属等の、金属もしくはそれらの合金、（ｂ）ナ
イロン、ポリ塩化ビニル、ポリテトラフルオロエチレン、ポリスチレン、アクリロニトリ
ル－ブタジエンスチレン、ポリプロピレン、および他の好適なプラスチック等の、ポリマ
ー、または（ｃ）炭化ケイ素、炭化タングステン、アパタイト、および他の好適なセラミ
ック等の、セラミック（ここで好適な金属、合金、プラスチック、またはセラミックは、
それぞれ、環状構造を維持するのに十分な引張り強さを有し、医療使用のために滅菌する
ことが可能である）。当業者は、必然的に、特定される使用のためのそれらの適格性に関
連して、特定される特性を有する、代替的な材料の指定される範囲に精通している。
【００９９】
　図１５に示されるように、自浄式外科用吸引デバイス１の１つの代替的な実施形態は、
第２の縦軸２２、近位開口部２４、および遠位開口部２６を有する短縮されたガイド管２
０'''の形態で、ガイド構造２０を備える。短縮されたガイド管２０'''は、限定を意図せ
ずに、次のうちのいずれか等の材料から作製されてもよい：（ａ）ステンレス鋼、アルミ
ニウム、および他の好適な金属等の、金属もしくはそれらの合金、（ｂ）ナイロン、ポリ
塩化ビニル、ポリテトラフルオロエチレン、ポリスチレン、アクリロニトリル－ブタジエ
ンスチレン、ポリプロピレン、および他の好適なプラスチック等の、ポリマー、または（
ｃ）炭化ケイ素、炭化タングステン、アパタイト、および他の好適なセラミック等の、セ
ラミック（ここで好適な金属、合金、プラスチック、またはセラミックは、それぞれ、管
状構造を維持するのに十分な引張り強さを有し、医療使用のために滅菌することが可能で
ある）。当業者は、必然的に、特定される使用のためのそれらの適格性に関連して、特定
される特性を有する、代替的な材料の指定される範囲に精通している。
【０１００】
　短縮されたガイド管２０'''は、吸引管１０に実質的に平行であってもよい。吸引管１
０および短縮されたガイド管２０'''は、図１５における完成したアセンブリによって例
証されるように、吸引管１０の遠位開口部１６および短縮されたガイド管２０'''の遠位
開口部２６に近接するブラケット３０によって共接合されてもよい。ブラケット３０は、
吸引管１０および短縮されたガイド管２０'''の周囲のオーバーモールド成形、摩擦型取
り付け、溶接、および／または糊付けによって、吸引管１０および短縮されたガイド管２
０'''の遠位端に配置されてもよい。
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【０１０１】
　図１５の図示される実施形態では、近位開口部２４は、短縮されたガイド管２０'''の
近位端を、受容部材６５中へと、遠位受容部材開口部６９を通じて挿入することを通して
、受容部材６５と接触している。短縮されたガイド管２０'''は、受容部材６５が第２の
縦軸２２に沿った短縮されたガイド管２０'''と同軸であるように、溶接または接着剤に
よって受容部材６５内に定着されてもよい。１つの代替的な実施形態では、短縮されたガ
イド管２０'''は、好適な接着剤、例えば、Ｈｅｎｋｅｌによって製造されるＬｏｃｔｉ
ｔｅ　４０１１または４１６１　Ｐｒｉｓｍ等の、シアノアクリレート接着剤によって、
受容部材６５内に定着される。図示されない代替的な実施形態は、受容部材６５が第２の
縦軸２２に沿った短縮されたガイド管２０'''と同軸であるように、受容部材６５が溶接
または接着剤によって短縮されたガイド管２０'''内に定着されるような接続を含む。
【０１０２】
　図１６に示される、自浄式外科用吸引デバイス１の別の代替的な実施形態は、接合部導
管４０を組み込まない。代わりに、かぎ状口針１１２は、かぎ状口針１１２のかぎ状遠位
端１１３が、吸引管１０の遠位端に近接して配置される流入ポート１１４内に配置される
ように、少なくとも１つの輪２０''のガイド構造２０によって誘導される。輪２０''は、
溶接、糊付けによって、または吸引管１０の一体成形もしくは鋳型の一部として、吸引管
上に配置されてもよい。かぎ状口針１１２が、遠位方向に、第２の縦軸２２に実質的に沿
って、輪２０''を通じて促されるとき、流入ポート１１４の遠位縁からの抵抗に会うかぎ
状遠位端１１３の曲率は、かぎ状口針１１２を、吸引管１０中へと、および吸引管１０の
遠位開口部１６へと並進させる。
【０１０３】
　かぎ状口針１１２は、限定を意図せずに、次のうちのいずれか等の材料から作製されて
もよい：（ａ）ステンレス鋼、アルミニウム、および他の好適な金属等の、金属もしくは
それらの合金、または（ｂ）ポリ塩化ビニル、ポリテトラフルオロエチレン、ポリスチレ
ン、アクリロニトリル－ブタジエンスチレン、ポリプロピレン、および他の好適なプラス
チック等の、ポリマー（ここで好適な金属、合金、またはプラスチックは、それぞれ、非
線形移動に好適な弾性、かぎ状口針１１２の遠位端におけるかぎ状配置を保持するのに好
適な形状記憶を有し、医療使用のために滅菌することができる）。当業者は、必然的に、
特定される使用のためのそれらの適格性に関連して、特定される特性を有する、代替的な
材料の指定される範囲に精通している。輪２０''は、本明細書に記載される材料から作製
することができる。
【０１０４】
　図１７に示される、自浄式外科用吸引デバイス１の別の代替的な実施形態は、接合部導
管４０を組み込まない。代わりに、かぎ状口針１１２は、かぎ状口針１１２のかぎ状遠位
端１１３が、吸引管１０の遠位端に近接して配置される流入ポート１１４内に配置される
ように、短縮されたガイド管２０'''の形態でのガイド構造２０によって誘導される。吸
引管１０および短縮されたガイド管２０'''は、図１５における完成したアセンブリによ
って例証されるように、吸引管１０の遠位開口部１６および短縮されたガイド管２０'''
の遠位開口部２６に近接するブラケット３０によって共接合されてもよい。ブラケット３
０は、吸引管１０および短縮されたガイド管２０'''の周囲のオーバーモールド成形、摩
擦型取り付け、溶接、および／または糊付けによって、吸引管１０および短縮されたガイ
ド管２０'''の遠位端に配置されてもよい。かぎ状口針１１２が、遠位方向に、第２の縦
軸２２に実質的に沿って促されるとき、流入ポート１１４の遠位縁からの抵抗に会うかぎ
状遠位端１１３の曲率は、かぎ状口針１１２を、吸引管１０中へと、および吸引管１０の
遠位開口部１６へと並進させる。かぎ状口針１１２は、本明細書に記載される材料から作
製されてもよい。短縮されたガイド管２０'''は、本明細書に記載される材料から作製す
ることができる。
【０１０５】
　図１８に示される、自浄式外科用吸引デバイス１の代替的な実施形態は、接合部導管４
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０または管状先端部５０を組み込まない。代わりに、図１４の代替的な実施形態は、第１
の縦軸１２を横断する縦軸（図示されず）、近位開口部（図示されず）、および図１６に
示されるように吸引管１０の遠位端に近接して配置される流入ポート１１４と接触してい
る遠位開口部（図示されず）を有する、代替的なガイド管１１６の形態でのガイド構造２
０を備える。代替的なガイド管１１６は、遠位開口部が流入ポート１１４に接触するまで
、吸引管１０に実質的に平行であってもよい。口針７０を、代替的なガイド管１１６の縦
軸に沿って促すことは、口針７０の遠位端７４を、吸引管１０の流入ポート１１４を通じ
て、吸引管１０の遠位開口部１６へと並進させる。
【０１０６】
　代替的なガイド管１１６は、限定を意図せずに、次のうちのいずれか等の材料から作製
されてもよい：（ａ）ステンレス鋼、アルミニウム、および他の好適な金属等の、金属も
しくはそれらの合金、（ｂ）ポリ塩化ビニル、ポリテトラフルオロエチレン、ポリスチレ
ン、アクリロニトリル－ブタジエンスチレン、ポリプロピレン、および他の好適なプラス
チック等の、ポリマー、または（ｃ）炭化ケイ素、炭化タングステン、アパタイト、およ
び他の好適なセラミック等の、セラミック（ここで好適な金属、合金、プラスチック、ま
たはセラミックは、それぞれ、管状構造を維持するのに十分な引張り強さを有し、医療使
用のために滅菌することが可能である）。当業者は、必然的に、特定される使用のための
それらの適格性に関連して、特定される特性を有する、代替的な材料の指定される範囲に
精通している。
【０１０７】
　図１９に示されるように、自浄式外科用吸引デバイス１の別の代替的な実施形態は、接
合部導管４０または管状先端部５０を組み込まない。代わりに、図１９に図示される代替
的な実施形態は、口針７０の遠位移動を、流入ポート１１４中へと、および吸引管１０の
遠位開口部１６へと並進させるように機能する、リップ１１８を備える。口針７０が、短
縮されたガイド管２０'''の形態でのガイド構造２０を通じて促されるとき、流入ポート
１１４の遠位端の周りに配置されるリップ１１８が、遠位端７４を、リップ１１８の内側
斜面または曲率に沿って、流入ポート１１４中へと、および吸引管１０の遠位開口部１６
へと誘導する。リップ１１８は、一体型の吸引管１０構造の一部として流入ポート１１４
の遠位端の周りに配置されてもよく、またはそれは、流入ポート１１４の遠位端の周りに
糊付けされてもよく、またはそれは、流入ポート１１４の遠位端の周りに溶接されてもよ
い。
【０１０８】
　リップ１１８は、限定を意図せずに、次のうちのいずれか等の材料から作製されてもよ
い：（ａ）ステンレス鋼、アルミニウム、および他の好適な金属等の、金属もしくはそれ
らの合金、（ｂ）ポリ塩化ビニル、ポリテトラフルオロエチレン、ポリスチレン、アクリ
ロニトリル－ブタジエンスチレン、ポリプロピレン、および他の好適なプラスチック等の
、ポリマー、または（ｃ）炭化ケイ素、炭化タングステン、アパタイト、および他の好適
なセラミック等の、セラミック（ここで好適な金属、合金、プラスチック、またはセラミ
ックは、それぞれ、口針７０の遠位端７４がリップ１１８構造の内側斜面または曲率に沿
って移動し得るように、口針７０の並進移動に対する好適な抵抗を提供するのに十分な引
張り強さを有し、医療使用のために滅菌することが可能である）。当業者は、必然的に、
特定される使用のためのそれらの適格性に関連して、特定される特性を有する、代替的な
材料の指定される範囲に精通している。
【０１０９】
　吸引管１０および短縮されたガイド管２０'''は、図１９における完成したアセンブリ
によって例証されるように、吸引管１０の遠位開口部１６および短縮されたガイド管２０
'''の遠位開口部２６に近接するブラケット３０によって共接合されてもよい。ブラケッ
ト３０は、吸引管１０および短縮されたガイド管２０'''の周囲のオーバーモールド成形
、摩擦型取り付け、溶接、および／または糊付によって、吸引管１０および短縮されたガ
イド管２０'''の遠位端に配置されてもよい。
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【０１１０】
　図２０に示される、自浄式外科用吸引デバイス１のなおも別の代替的な実施形態もまた
、接合部導管４０または管状先端部５０を組み込まない。図１９に示される先の実施形態
と同様に、図２０に図示される代替的な実施形態は、口針７０の遠位移動を、流入ポート
１１４中へと、および吸引管１０の遠位開口部１６へと並進させるように機能する、リッ
プ１１８を備える。しかしながら、ガイド構造２０は、少なくとも１つの輪２０''である
。輪２０''は、溶接、糊付けによって、または吸引管１０の一体成形もしくは鋳型の一部
として、吸引管上に配置されてもよい。
【０１１１】
　口針７０が、少なくとも１つの輪２０''を通じて促されるとき、流入ポート１１４の遠
位端の周りに配置されるリップ１１８は、遠位端７４を、リップ１１８の内側斜面または
曲率に沿って、流入ポート１１４中へと、および吸引管１０の遠位開口部１６へと誘導す
る。リップ１１８は、一体型の吸引管１０構造の一部として流入ポート１１４の遠位端の
周りに配置されてもよく、またはそれは、流入ポート１１４の遠位端の周りに糊付けされ
てもよく、またはそれは、流入ポート１１４の遠位端の周りに溶接されてもよい。リップ
１１８は、本明細書に記載される材料から作製されてもよい。
【０１１２】
　本明細書に上述される種々の実施形態によって共有される共通の特徴は、次のステップ
を含む方法である：（ａ）口針７０を、ガイド構造２０を通じて、第２の縦軸２２に沿っ
て促すステップ、（ｂ）口針移動を、第２の縦２２軸から、第１の縦軸１２に沿った吸引
管１０中へと並進させるステップ、（ｃ）口針７０が第２の縦軸２２に実質的に沿ったガ
イド構造２０内に実質的に配置されるように、口針７０を後退させるステップ。この方法
は、本発明の外科用吸引デバイスから妨害物を掃除する必要に応じて、任意の回数反復す
ることができる。
【０１１３】
　本発明は、その種々の実施形態においてある程度の詳細を用いて説明されているが、こ
の説明が、例として提供されているにすぎないこと、ならびに本発明の趣旨および範囲か
ら逸脱することなく、部品または材料の組み合わせおよび配列における変更を含む、構築
、製作、および使用の詳細における多数の変更が行われてもよいことが理解される。
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