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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　手術器具であって、
　前記手術器具は、
　近位端および遠位端を有する細長いシャフトと、
　前記シャフトの前記遠位端に配置されるツール本体と、
　クランプ構成と開放構成との間で前記ツール本体に対して可動なジョーと、
　前記ジョーに連結される第１の作動機構であって、前記第１の作動機構は、前記クラン
プ構成と前記開放構成との間で前記ツール本体に対して前記ジョーを関節動作させるよう
に操作可能であり、前記第１の作動機構は、前記ジョーを介して把持力を印加するように
後退させられる第１のケーブルセグメントを備える、第１の作動機構と、
　前記ジョーに連結される第２の作動機構であって、前記第２の作動機構は、前記開放構
成から前記クランプ構成へと前記ツール本体に対して前記ジョーを関節動作させるように
操作可能であり、前記第２の作動機構は、駆動シャフトと、前記駆動シャフトの回転を介
して平行移動させられるカムとを備え、前記カムは、前記ジョーと接合することにより、
前記ジョーを介してクランプ力を印加し、前記クランプ力は、前記把持力よりも大きい、
第２の作動機構と、
　前記ジョーによりクランプされた組織に手術タスクを実行するように構成されている取
り外し可能な作動デバイスと
　を備える、手術器具。
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【請求項２】
　前記第１の作動機構は、前記ジョーを前記クランプ構成から前記開放構成へと再構成す
るように後退させられる第２のケーブルセグメントを備える、請求項１に記載の手術器具
。
【請求項３】
　前記カムは、ジョー枢動点の近位に配置される前記ジョーの近位部分と接合することに
より、前記クランプ力を生成し、前記ジョーは、前記ジョー枢動点の周囲を枢動する、請
求項１に記載の手術器具。
【請求項４】
　前記作動デバイスは、吻合デバイスを備え、
　第２の駆動シャフトが、前記吻合デバイスと駆動連結され、
　前記手術器具は、前記クランプ力が前記組織に印加されている間に前記吻合デバイスを
作動させるように前記第２の駆動シャフトを回転させるように操作可能である、請求項１
に記載の手術器具。
【請求項５】
　前記作動デバイスは、切断デバイスを備え、
　前記手術器具は、前記クランプ力が前記組織に印加されている間に前記切断デバイスを
作動させて前記組織を切断するように前記第２の駆動シャフトを回転させるように操作可
能である、請求項４に記載の手術器具。
【請求項６】
　前記作動デバイスは、前記第２の駆動シャフトの回転を介して回転させられる親ねじを
備える、請求項５に記載の手術器具。
【請求項７】
　前記クランプ力は、少なくとも８９Ｎである、請求項１に記載の手術器具。
【請求項８】
　前記作動デバイスは、取り外し可能である、請求項１に記載の手術器具。
【請求項９】
　手術器具であって、
　前記手術器具は、
　ジョーおよび作動デバイスを含むエンドエフェクタと、
　第１のケーブルセグメントを備える第１の作動機構であって、前記第１のケーブルセグ
メントは、前記第１のケーブルセグメントの後退を介して前記ジョーと前記作動デバイス
との間に配置される組織に把持力を印加するように前記エンドエフェクタに駆動連結され
る、第１の作動機構と、
　駆動シャフトと、前記駆動シャフトの回転を介して平行移動させられるカムとを備える
第２の作動機構であって、前記駆動シャフトは、前記カムの平行移動を介して前記ジョー
と前記作動デバイスとの間に配置される前記組織にクランプ力を印加するように前記エン
ドエフェクタに駆動連結され、前記クランプ力は、前記把持力よりも大きい、第２の作動
機構と、
　第２の駆動シャフトを備える第３の作動機構であって、前記第２の駆動シャフトは、前
記第２の駆動シャフトの回転を介して前記クランプ力が前記組織に印加されている間に前
記組織を治療するように前記作動デバイスに駆動連結される、第３の作動機構と
　を備える、手術器具。
【請求項１０】
　前記第１の作動機構は、第２のケーブルセグメントを備え、前記第２のケーブルセグメ
ントは、前記第２のケーブルセグメントの後退を介して前記ジョーおよび前記作動デバイ
スを分離するように前記エンドエフェクタに駆動連結されている、請求項９に記載の手術
器具。
【請求項１１】
　前記カムは、ジョー枢動点の近位に配置される前記ジョーの近位部分と制御可能に接合
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されるように構成されており、前記ジョーは、前記ジョー枢動点の周囲を枢動する、請求
項９に記載の手術器具。
【請求項１２】
　前記作動デバイスは、吻合デバイスを備え、
　前記第２の駆動シャフトは、前記吻合デバイスと駆動連結され、
　前記第２の駆動シャフトの前記回転が、前記クランプ力が前記組織に印加されている間
に前記作動デバイスを作動させて前記組織を吻合する、請求項９に記載の手術器具。
【請求項１３】
　前記作動デバイスは、切断デバイスを備え、
　前記第２の駆動シャフトの前記回転が、前記クランプ力が前記組織に印加されている間
に前記作動デバイスを作動させて前記組織を切断する、請求項１２に記載の手術器具。
【請求項１４】
　前記作動デバイスは、前記第２の駆動シャフトの回転を介して回転させられる親ねじを
備える、請求項１３に記載の手術器具。
【請求項１５】
　前記クランプ力は、少なくとも８９Ｎである、請求項９に記載の手術器具。
【請求項１６】
　前記作動デバイスは、取り外し可能である、請求項９に記載の手術器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の引用）
　本願は、米国特許法第１１９（ｅ）のもとで米国特許出願番号６１／２６０，９０７（
２００９年１１月１３日出願；名称「Ｅｎｄ　Ｅｆｆｅｃｔｏｒ　ｗｉｔｈ　Ｒｅｄｕｎ
ｄａｎｔ　Ｃｌｏｓｉｎｇ　Ｍｅｃｈａｎｉｓｍｓ」）の利益を主張する。この米国出願
は、本明細書中に参考として援用される。本願は、また、米国特許出願番号ｘｘ／ｘｘｘ
，ｘｘｘ（同日に出願；名称「Ｗｒｉｓｔ　Ａｒｔｉｃｕｌａｔｉｏｎ　Ｂｙ　Ｌｉｎｋ
ｅｄ　Ｐｕｌｌ　Ｒｏｄｓ」）［代理人事件番号ＩＳＲＧ　０２３２０／ＵＳ］、米国特
許出願番号ｘｘ／ｘｘｘ，ｘｘｘ（同日に出願；名称「Ｄｏｕｂｌｅ　Ｕｎｉｖｅｒｓａ
ｌ　Ｊｏｉｎｔ」）［代理人事件番号ＩＳＲＧ　０２３４０／ＵＳ］、米国特許出願番号
ｘｘ／ｘｘｘ，ｘｘｘ（同日に出願；名称「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｔｏｏｌ　Ｃｏｎｔａｉ
ｎｉｎｇ　Ｔｗｏ　Ｄｅｇｒｅｅ　ｏｆ　Ｆｒｅｅｄｏｍ　Ｗｒｉｓｔ」）［代理人事件
番号ＩＳＲＧ　０２３５０／ＵＳ］および米国特許出願番号ｘｘ／ｘｘｘ，ｘｘｘ（同日
に出願；名称「Ｍｏｔｏｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｆｏｒ　Ｐａｒａｌｌｅｌ　Ｄｒｉｖ
ｅ　Ｓｈａｆｔｓ　Ｗｉｔｈｉｎ　ａｎ　Ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔｌｙ　Ｒｏｔａｔｉｎ
ｇ　Ｍｅｍｂｅｒ」）［代理人事件番号ＩＳＲＧ　０２３６０／ＵＳ］に関連し、これら
の全ては、本明細書中に参考として援用される。
【背景技術】
【０００２】
　低侵襲手術技法は、診断または外科的手技中に損傷される外部組織の量を低減し、それ
により、患者の回復時間、不快感、および有害な副作用を低減することを目的としている
。結果として、低侵襲手術技法を使用して、標準的な手術の入院の平均的長さが有意に短
縮されてもよい。また、患者の回復時間、患者の不快感、手術の副作用、および仕事を休
む時間も、低侵襲手術で低減されてもよい。
【０００３】
　内視鏡検査が、低侵襲手術の一般的な形態であり、内視鏡検査の一般的な形態は、腹腔
の内側の低侵襲検査および手術である、腹腔鏡検査である。標準的な腹腔鏡手術では、患
者の腹部がガスで吹送され、腹腔鏡器具用の進入ポートを提供するように、カニューレス
リーブが小（約１／２インチ以下）切開を通過させられる。
【０００４】
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　腹腔鏡手術器具は、概して、手術野を視認するための内視鏡（腹腔鏡）と、手術部位で
作業するためのツールとを含む。作業ツールは、各ツールの作業端またはエンドエフェク
タが、延長チューブ（例えば、器具シャフトまたは主シャフトとしても知られる）によっ
てそのハンドルから分離されることを除いて、従来の（切開）手術で使用されるものと典
型的には同様である。エンドエフェクタは、例えば、クランプ、把持装置、鋏、吻合器、
焼灼ツール、線形カッター、または針ホルダを含むことができる。
【０００５】
　外科的手技を行うために、外科医は、作業ツールまたは器具を、内部手術部位までカニ
ューレスリーブに通過させ、腹部の外側からそれらを操作する。外科医は、内視鏡から得
られる手術部位の画像を表示するモニタを用いて、手技を視認する。同様の内視鏡技法が
、例えば、関節鏡検査、後腹膜鏡検査、骨盤鏡検査、腎盂鏡検査、膀胱鏡検査、脳槽鏡検
査、洞房鏡検査、子宮鏡検査、尿道鏡検査、および同等物で採用される。
【０００６】
　低侵襲遠隔手術ロボットシステムは、内部手術部位で作業する時に外科医の器用さを増
大させるように、および外科医が遠隔場所（滅菌野の外側）から患者に手術をすることを
可能にするように、開発されている。遠隔手術システムでは、外科医にはしばしば、制御
コンソールにおいて手術部位の画像が提供される。好適なビューアまたはディスプレイ上
で手術部位の３次元画像を視認しながら、外科医は、制御コンソールのマスタ入力または
制御デバイスを操作することによって、患者に外科的手技を行う。マスタ入力デバイスの
それぞれは、サーボ機械的に作動／関節動作する手術器具の運動を制御する。外科的手技
中に、遠隔手術システムは、マスタ入力デバイスの操作に応じて、外科医にとって種々の
機能、例えば、針を保持または駆動すること、血管を把持すること、組織を解離すること
等を果たす、エンドエフェクタを有する種々の手術器具またはツールの機械的作動および
制御を提供することができる。
【０００７】
　非ロボット式の線形クランプ、切断、および吻合デバイスは、多くの異なる外科的手技
において採用されてきた。例えば、そのようなデバイスは、消化管から癌性または異常な
組織を切除するために使用することができる。残念ながら、既知の線形クランプ、切断、
および吻合デバイスを含む多くの手術デバイスは、所望のクランプ力には満たない力を生
成し得る対向するジョーを有しており、それが手術デバイスの有効性を低減し得る。代替
デバイスは、利用可能な外科的手技（例えば、組織吻合）のために所望レベルのクランプ
力を生成するのに十分な機械的利点を提供し得るが、遠隔手術による組織操作のための望
ましい作動応答速度を満たさないかもしれない。さらに、そのような強力なジョー作動機
構を有するツールを交換することは、理想的であるというよりも、より複雑であり得る（
潜在的に、グリッチがより生じ易い）。
【０００８】
　したがって、改良型エンドエフェクタを有するツールの必要性が存在すると考えられる
。十分なクランプ力を提供し、迅速応答／微力関節動作モードを提供し、少なくとも部分
的に逆駆動可能である、改良型エンドエフェクタもまた、望ましいかもしれない。そのよ
うなツールは、外科的用途、特に低侵襲手術用途において有益であり得る。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　改良型エンドエフェクタ、関連するツール、および関連する方法を提供する。多くの外
科的用途、例えば、多くの低侵襲手術用途において、手術ツールであるエンドエフェクタ
のサイズは、利用可能な空間の制約によって実質的に制約される。そのようなサイズの制
約は、１つの作動機構に有利となるように緩和される一方で、多くの実施形態において、
開示されるエンドエフェクタは、エンドエフェクタのジョーを関節動作させるために２つ
の独立した機構を使用する。多くの実施形態では、第１の作動機構は、クランプ構成と開
放構成との間で関節動作ジョーの位置を変化させる迅速応答／微力モードを提供する。多
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くの実施形態では、第１の作動機構は逆駆動可能である。多くの実施形態では、第２の作
動機構は、関節動作ジョーがクランプ構成に保持される第１の構成と、関節動作ジョーが
第２の作動機構によって制約されない第２の構成とを有する、高クランプ力モードを提供
する。多くの実施形態では、第２の作動機構は逆駆動不可能である。
【００１０】
　そのようなエンドエフェクタ、ツール、および方法は、特に低侵襲手術用途に関する多
数の利益を提供する。例えば、多くの実施形態では、高クランプ力作動モードは、適切な
組織の圧縮を可能にし、例えば、ステープルを発射する間に、ジョーの運動に抵抗する。
多くの実施形態では、迅速応答／微力モードは、組織を操作するために有用であり、より
最適な組織把持部を探すのに有用であり、関節動作ジョーのより応答性の高い関節動作を
提供する。多くの実施形態では、逆駆動可能な第１の作動機構は、患者の組織と密接に接
触したときに関節動作ジョーが移動することを可能にして、患者の組織を損傷することを
避けるのに役立ち得、および／またはカニューレスリーブと接触したときに関節動作ジョ
ーが閉じることを可能にして、患者から手術ツールを除去する際に補助となり得る。また
、冗長作動機構は、分析のために追加のフィードバックデータを提供し得るため、開示さ
れるエンドエフェクタは、組織の間隙および／または組織の圧縮の検知の向上を提供し得
、多くの実施形態では、第１の作動機構は、低摩擦損失高効率で機能するように作製する
ことができ、感知能力を向上させ得る。本明細書に開示される種々の実施形態は、主とし
て外科的用途に関連して記載されるが、これらの外科的用途は単なる例示的用途に過ぎず
、開示されるエンドエフェクタ、ツール、および方法は、人体の内側および外側の両方な
らびに非外科的用途等の、他の好適な用途において使用することができる。
【００１１】
　第１の態様において、低侵襲性の外科的方法が提供される。方法は、低侵襲開口または
天然開口を通して、患者の内部手術部位にツールのジョーを導入するステップと、第１の
作動機構でジョーを関節動作させることによって、把持力を用いて内部手術部位で組織を
操作するステップと、第２の作動機構でツールのジョーを関節動作させることによって、
クランプ力を使用して内部手術部位で標的組織を治療するステップとを含む。第１および
第２の作動機構は、患者の外側からジョーまでシャフトに沿って延在する。クランプ力は
、把持力よりも大きい。
【００１２】
　多くの実施形態では、第１の作動機構はケーブルセグメントを備え、第２の作動機構は
駆動シャフトを備える。多くの実施形態では、組織の操作は、第１のケーブルセグメント
の張力を使用してジョーを閉じること、および第２のケーブルセグメントの張力を使用し
てジョーを開くことによって行われる。多くの実施形態では、組織の治療は、ツールのシ
ャフト内で、駆動シャフトの回転を使用してジョーを閉じることによって行われる。多く
の実施形態では、第２の作動機構は、ジョーを閉じるための第２の作動機構の関節動作が
、閉鎖ジョー構成へとケーブルセグメントを駆動するように第１の機構を逆駆動し、開放
ジョー構成への第２の作動機構の関節動作は、第１の機構を逆駆動しないか、またはケー
ブルセグメントが閉鎖ジョー構成のままである場合、ジョーを開放する。
【００１３】
　別の態様において、手術ツールが提供される。ツールは、近位端および遠位端を有する
細長いシャフトと、シャフトの遠位端に配置されるツール本体と、クランプ構成と開放構
成との間でツール本体に対して可動ジョーと、ジョーに連結される第１の作動機構と、ジ
ョーに連結される第２の作動機構とを含む。第１の作動機構は、クランプ構成と開放構成
との間でツール本体に対するジョーの位置を変化させるように操作可能である。第２の作
動機構は、ジョーがクランプ構成に保持される第１の構成と、ツール本体に対するジョー
の位置が、第２の作動機構によって制約されない第２の構成とを有する。
【００１４】
　第１の作動機構は、１つ以上の追加の構成要素を含むことができ、および／または１つ
以上の追加の特徴を有することができる。例えば、多くの実施形態では、第１の作動機構
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は逆駆動可能である。多くの実施形態では、第１の作動機構はケーブルを含む。多くの実
施形態では、第１の作動機構の第１のケーブルセグメントの牽引運動は、開放構成へとジ
ョーを移動させ、第１の作動機構の第２のケーブルセグメントの牽引運動は、クランプ構
成へとジョーを移動させる。第１の作動機構は、第１のケーブルセグメントをジョーおよ
びツール本体に連結する第１の連結部を含むことができる。第１の作動機構は、第２のケ
ーブルセグメントをジョーおよびツール本体に連結する第２の連結部を含むことができる
。
【００１５】
　第２の作動機構は、１つ以上の追加の構成要素を含むことができ、および／または１つ
以上の追加の特徴を有することができる。例えば、多くの実施形態では、第２の作動機構
は逆駆動不可能である。第２の作動機構は、ジョーとツール本体との間に少なくとも２０
ｌｂのクランプ力を生成するように操作可能である。多くの実施形態では、第２の作動機
構は、親ねじを含む。第２の作動機構は、操作可能に親ねじと連結される親ねじ駆動式カ
ムを含むことができ、ジョーは、親ねじ駆動式カムと接触するための接合カム面を含むこ
とができる。
【００１６】
　手術ツールは、１つ以上の追加の構成要素を含むことができる。例えば、手術ツールは
、作動デバイスをさらに含むことができる。例えば、作動デバイスは、切断デバイス、吻
合デバイス、または切断および吻合デバイスであってもよい。
【００１７】
　別の態様において、第１の駆動部を有するマニピュレータに装着するためのロボットツ
ールが提供される。ロボットツールは、マニピュレータに解放可能に装着可能な近位ツー
ル筐体と、ツール筐体に連結され、ツール筐体に隣接して配置される、駆動モータと、可
動ジョーを備える遠位エンドエフェクタと、筐体に隣接する近位端と、エンドエフェクタ
に隣接する遠位端とを有する、器具シャフトと、エンドエフェクタを開放構成とクランプ
構成との間で関節動作させるように、筐体がマニピュレータに装着されるときに、第１の
駆動部をエンドエフェクタに連結する、第１の作動機構と、エンドエフェクタを開放構成
からクランプ構成に関節動作させるように、駆動モータをエンドエフェクタに連結する、
第２の作動機構とを含む。
【００１８】
　第１の作動機構は、１つ以上の追加の構成要素を含むことができ、および／または１つ
以上の追加の特徴を有することができる。例えば、多くの実施形態では、第１の作動機構
は逆駆動可能である。第１の作動機構は、エンドエフェクタを第１の駆動部に操作可能に
連結する器具シャフトの孔の中に、筐体から遠位に延在するケーブルを含むことができる
。
【００１９】
　第２の作動機構は、１つ以上の追加の構成要素を含むことができ、および／または１つ
以上の追加の特徴を有することができる。例えば、多くの実施形態では、第２の作動機構
は逆駆動不可能である。第２の作動機構は、親ねじ駆動式カムを含むことができる。第２
の作動機構は、ジョーがクランプ構成に保持される第１の構成と、ツール本体に対するジ
ョーの位置が、第２の作動機構によって制約されない第２の構成とを有することができる
。第２の作動機構は、器具シャフトの孔の中で回転するように装着され、エンドエフェク
タを駆動モータに操作可能に連結する、駆動シャフトを含むことができる。
【００２０】
　別の態様において、手術器具が提供される。手術器具は、可動ジョーを備えるエンドエ
フェクタと、可動ジョーに連結される第１のジョー作動機構と、可動ジョーに連結される
第２のジョー作動機構とを含む。第１のジョー作動機構は、第２のジョー作動機構とは独
立してジョーを開放位置から閉鎖位置に移動させる。第２のジョー作動機構は、第１のジ
ョー作動機構とは独立してジョーを開放位置から閉鎖位置に移動させる。
【００２１】
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　第２のジョー機構は、第１の作動機構がジョーを移動させることができる可動域を制約
することができる。例えば、第２の作動機構は、可動ジョーがクランプ位置に保持され、
第１の作動機構が可動ジョーを移動させるのを防止する、第１の構成を有することができ
る。
【００２２】
　第１の作動機構は、迅速応答／微力関節動作モードを提供することができ、第２の作動
機構は、高クランプ力モードを提供することができる。例えば、多くの実施形態では、第
２の作動機構によって提供される可動ジョーの最大クランプ力は、第１の作動機構によっ
て提供される最大クランプ力よりも大きい。
【００２３】
　第１および第２の作動機構は、異なる力伝達機構を採用することができる。例えば、ジ
ョーを開放位置から閉鎖位置に移動させるために第１のジョー作動機構によって使用され
る力は、直線力を含むことができ、ジョーを開放位置から閉鎖位置に移動させるために第
２のジョー作動機構によって使用される力は、トルクを含むことができる。多くの実施形
態では、第１のジョー作動機構はケーブル駆動型機構を含む。多くの実施形態では、第２
のジョー作動機構は親ねじ駆動型機構を含む。
【００２４】
　本発明の性質および利点をより完全に理解するために、次の詳細な説明および添付の図
面について言及するべきである。本発明の他の態様、目的、および利点は、以下の図面お
よび詳細な説明から明らかになるであろう。
　例えば、本発明は、以下の項目を提供する：
（項目１）
　低侵襲性の外科手術方法であって、
　低侵襲開口または天然のオリフィスを通して、患者内の内部手術部位にツールのジョー
を導入することと、
　第１の作動機構で該ジョーを関節動作させることによって、把持力を用いて該内部手術
部位で組織を操作することであって、該第１の作動機構は、該患者の外側から該ジョーま
でシャフトに沿って延在する、ことと、
　第２の作動機構で該ツールの該ジョーを関節動作させることによって、クランプ力を使
用して該内部手術部位で標的組織を治療することであって、該第２の作動機構は、該患者
の外側から該ジョーまで該シャフトに沿って延在し、該クランプ力は、該把持力よりも大
きい、ことと
　を含む、方法。
（項目２）
　上記組織の操作は、第１のケーブルセグメントの張力を使用して上記ジョーを閉じるこ
とと、第２のケーブルセグメントの張力を使用して該ジョーを開くこととによって行われ
、上記第１の作動機構は、該ケーブルセグメントを含み、該組織の治療は、上記ツールの
上記シャフト内で、駆動シャフトの回転を使用して該ジョーを閉じることによって行われ
、上記第２の作動機構は、該駆動シャフトを備える、項目１に記載の方法。
（項目３）
　第２の機構は、上記ジョーを閉じる上記第２の作動機構の関節動作が、閉鎖ジョー構成
へと上記ケーブルセグメントを駆動するように上記第１の機構を逆駆動し、開放ジョー構
成への該第２の作動機構の関節動作は、該第１の機構を逆駆動しないか、または、該ケー
ブルセグメントが閉鎖ジョー構成のままである場合、該ジョーを開放する、項目２に記載
の方法。
（項目４）
　近位端および遠位端を有する細長いシャフトと、
　該シャフトの該遠位端に配置されるツール本体と、
　クランプ構成と開放構成との間で該ツール本体に対して可動なジョーと、
　該ジョーに連結され、該クランプ構成と該開放構成との間で該ツール本体に対する該ジ
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ョーの位置を変化させるように操作可能な第１の作動機構と、
　該ジョーに連結される第２の作動機構であって、該ジョーが該クランプ構成に保持され
る第１の構成と、該ツール本体に対する該ジョーの位置が該第２の作動機構によって制約
されない第２の構成とを有する、第２の作動機構と
　を備えている、手術ツール。
（項目５）
　上記第１の作動機構は、逆駆動可能である、項目４に記載のツール。
（項目６）
　上記第１の作動機構は、ケーブルを備える、項目４に記載のツール。
（項目７）
　上記第１の作動機構の第１のケーブルセグメントの牽引運動は、上記開放構成へと上記
ジョーを移動させ、
　該第１の作動機構の第２のケーブルセグメントの牽引運動は、上記クランプ構成へと該
ジョーを移動させる、項目６に記載のツール。
（項目８）
　上記第１の作動機構は、
　上記第１のケーブルセグメントを上記ジョーおよび上記ツール本体に連結する第１の連
結部と、
　上記第２のケーブルセグメントを該ジョーおよび該ツール本体に連結する第２の連結部
と
　をさらに備えている、項目７に記載のツール。
（項目９）
　上記第２の作動機構は、逆駆動不可能である、項目４に記載のツール。
（項目１０）
　上記第２の作動機構は、上記ジョーと上記ツール本体との間に少なくとも２０ポンドの
クランプ力を生成するように操作可能である、項目４に記載のツール。
（項目１１）
　上記第２の作動機構は、親ねじを備える、項目４に記載のツール。
（項目１２）
　上記第２の作動機構は、上記親ねじと操作可能に連結される親ねじ駆動式カムをさらに
備えており、
　上記ジョーは、該親ねじ駆動式カムと接触するための接合カム面を備えている、項目１
１に記載のツール。
（項目１３）
　作動デバイスをさらに備える、項目４に記載のツール。
（項目１４）
　第１の駆動部を有するマニピュレータに装着するためのロボットツールであって、
　該マニピュレータに解放可能に装着可能な近位ツール筐体と、
　該ツール筐体に連結され、該ツール筐体に隣接して配置される駆動モータと、
　可動なジョーを備える遠位エンドエフェクタと、
　該筐体に隣接する近位端と、該エンドエフェクタに隣接する遠位端とを有する、器具シ
ャフトと、
　該エンドエフェクタを開放構成とクランプ構成との間で関節動作させるように、該筐体
が該マニピュレータに装着されるときに、該第１の駆動部を該エンドエフェクタに連結す
る、第１の作動機構と、
　該エンドエフェクタを該開放構成から該クランプ構成に関節動作させるように、該駆動
モータを該エンドエフェクタに連結する、第２の作動機構と
　を備えている、ロボットツール。
（項目１５）
　上記第１の作動機構は、逆駆動可能である、項目１４に記載のツール。
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（項目１６）
　上記第１の作動機構は、上記エンドエフェクタを上記第１の駆動部に操作可能に連結す
る上記器具シャフトの孔の中に、上記筐体から遠位に延在するケーブルを備える、項目１
４に記載のツール。
（項目１７）
　上記第２の作動機構は、逆駆動不可能である、項目１４に記載のツール。
（項目１８）
　上記第２の作動機構は、親ねじ駆動式カムを備える、項目１４に記載のツール。
（項目１９）
　上記第２の作動機構は、
　上記ジョーが上記クランプ構成に保持される第１の構成と、
　上記ツール本体に対する該ジョーの位置が該第２の作動機構によって制約されない第２
の構成と
　を有する、項目１４に記載のツール。
（項目２０）
　上記第２の作動機構は、上記器具シャフトの孔の中で回転するように装着され、上記エ
ンドエフェクタを上記駆動モータに操作可能に連結する駆動シャフトを備える、項目１４
に記載のツール。
（項目２１）
　可動なジョーを備えるエンドエフェクタと、
　該可動なジョーに連結される第１のジョー作動機構と、
　該可動なジョーに連結される第２のジョー作動機構と
　を備え、
　該第１のジョー作動機構は、該第２のジョー作動機構とは独立して該ジョーを開放位置
から閉鎖位置に移動させ、
　該第２のジョー作動機構は、該第１のジョー作動機構とは独立して該ジョーを該開放位
置から該閉鎖位置に移動させる、手術器具。
（項目２２）
　第１の構成にある上記第２のジョー作動機構は、上記第１のジョー作動機構が上記可動
なジョーを移動させるのを防止するクランプ位置に該可動なジョーを保持する、項目２１
に記載の手術器具。
（項目２３）
　上記第２のジョー作動機構によって提供される上記可動なジョーの最大クランプ力は、
上記第１のジョー作動機構によって提供される該可動なジョーの最大クランプ力よりも大
きい、項目２２に記載の手術器具。
（項目２４）
　上記ジョーを上記開放位置から上記閉鎖位置に移動させるために上記第１のジョー作動
機構によって使用される力は、線形の力を含み、
　該ジョーを該開放位置から該閉鎖位置に移動させるために上記第２のジョー作動機構に
よって使用される力は、トルクを含む、項目２１に記載の手術器具。
（項目２５）
　上記第１のジョー作動機構は、ケーブル駆動式機構を備え、
　上記第２のジョー作動機構は、親ねじ駆動式機構を備える、項目２１に記載の手術器具
。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】図１は、多くの実施形態による、手術を行うために使用されている低侵襲ロボッ
ト手術システムの平面図である。
【図２】図２は、多くの実施形態による、ロボット手術システムのための外科医の制御コ
ンソールの斜視図である。
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【図３】図３は、多くの実施形態による、ロボット手術システムの電子カートの斜視図で
ある。
【図４】図４は、多くの実施形態による、ロボット手術システムを図式的に図示する。
【図５Ａ】図５Ａは、多くの実施形態による、ロボット手術システムの患者側カート（手
術ロボット）の正面図である。
【図５Ｂ】図５Ｂは、ロボット手術ツールの正面図である。
【図６Ａ】図６Ａは、多くの実施形態による、関節動作ジョーを有するエンドエフェクタ
の斜視図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、多くの実施形態による、図６Ａのエンドエフェクタの斜視図である
（親ねじ作動機構の構成要素をより分かり易く図示するために関節動作ジョーを除去して
ある）。
【図７Ａ】図７Ａおよび７Ｂは、多くの実施形態による、親ねじ作動機構の構成要素を図
示する。
【図７Ｂ】図７Ａおよび７Ｂは、多くの実施形態による、親ねじ作動機構の構成要素を図
示する。
【図８Ａ】図８Ａは、多くの実施形態による、ケーブル作動機構の構成要素を図示する。
【図８Ｂ】図８Ｂは、多くの実施形態による、関節動作ジョーの後方に配置されるケーブ
ル作動機構の構成要素を示すために、関節動作ジョーの一部を除去した、図８Ａのエンド
エフェクタの斜視図である。
【図８Ｃ】図８Ｃ～８Ｆは、図８Ａのケーブル作動機構の反対側の構成要素を図示する。
【図８Ｄ】図８Ｃ～８Ｆは、図８Ａのケーブル作動機構の反対側の構成要素を図示する。
【図８Ｅ】図８Ｃ～８Ｆは、図８Ａのケーブル作動機構の反対側の構成要素を図示する。
【図８Ｆ】図８Ｃ～８Ｆは、図８Ａのケーブル作動機構の反対側の構成要素を図示する。
【図９Ａ】図９Ａは、多くの実施形態による、ジョーをクランプ構成に関節動作させるた
めに使用されるケーブルを示す、ケーブル作動機構を図示する斜視図である。
【図９Ｂ】図９Ｂは、ジョーを開放構成に関節動作させるために使用されるケーブルを示
す、図９Ａのケーブル作動機構を図示する斜視図である。
【図１０】図１０は、多くの実施形態による、親ねじ作動機構の構成要素を図示する断面
図である。
【図１１】図１１は、多くの実施形態による、ツールアセンブリの簡素化した図式図であ
る。
【図１２】図１２は、多くの実施形態による、ロボットツールマニピュレータに装着され
るロボットツールの簡素化した図式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　改良型エンドエフェクタ、関連ツール、および関連方法を提供する。多くの実施形態で
は、開示されるエンドエフェクタは、エンドエフェクタのジョーを作動させるために２つ
の独立した機構を使用する。多くの実施形態では、第１の作動機構は、クランプ構成と開
放構成との間で関節動作ジョーの位置を変化させる迅速応答／微力モードを提供する。多
くの実施形態では、第１の作動機構は逆駆動可能である。第１の作動機構は、エンドエフ
ェクタの関節動作ジョーの先端で、例えば、５ｌｂのクランプ力を提供するように設計す
ることができる。多くの実施形態では、第２の作動機構は、関節動作ジョーがクランプ構
成に保持される第１の構成と、関節動作ジョーが第２の作動機構によって制約される第２
の構成とを有する、高クランプ力モードを提供する。多くの実施形態では、第２の作動機
構は逆駆動不可能である。多くの実施形態では、第２の作動機構は、比較的弱い（しかし
、大きな変位が得られる）力またはトルクを、エンドエフェクタのジョーを回転させる比
較的高いトルクに変換する。第２の作動機構は、エンドエフェクタの関節動作ジョーの先
端で、例えば、５０ポンドのクランプ力を提供するように設計することができる。開示さ
れるエンドエフェクタ、ツール、および方法は、様々な用途において使用することができ
、低侵襲手術用途において使用されると特に有益であり得る。本明細書に開示される種々



(11) JP 6163177 B2 2017.7.12

10

20

30

40

50

の実施形態は、主として外科的用途に関連して記載されるが、これらの外科的用途は単な
る例示的用途に過ぎず、開示されるエンドエフェクタ、ツール、および方法は、人体の内
側および外側の両方ならびに非外科的用途等の、他の好適な用途において使用することが
できる。
【００２７】
　低侵襲ロボット手術
　ここで図面（いくつかの図にわたり、同様の参照番号は同様の部分を表す）を参照する
と、図１は、低侵襲ロボット手術（ＭＩＲＳ）システム１０の平面図である。システム１
０は、典型的には、手術台１４に横たわっている患者１２に低侵襲診断または外科的手技
を行うために使用される。システムは、手技中に外科医１８による使用のための外科医の
コンソール１６を含む。１人以上の助手２０も、手技に参加してもよい。ＭＩＲＳシステ
ム１０はさらに、患者側カート２２（手術ロボット）と、電子カート２４とを含むことが
できる。患者側カート２２は、外科医１８がコンソール１６を通して手術部位を視認して
いる間に、患者１２の身体の低侵襲切開を通して、少なくとも１つの可撤性に連結された
器具またはツールアセンブリ２６（以降では単に「ツール」と呼ばれる）を操作すること
ができる。手術部位の画像は、内視鏡２８を配向するように、患者側カート２２によって
操作することができる、立体内視鏡等の内視鏡２８によって取得することができる。電子
カート２４は、外科医のコンソール１６を通して後に外科医１８に表示するために、手術
部位の画像を処理するために使用することができる。一度に使用される手術ツール２６の
数は、概して、いくつかある要因の中でも、診断または外科的手技、および手術室内の空
間的制約に依存する。手技中に使用されているツール２６のうちの１つ以上を交換するこ
とが必要な場合、助手２０は、患者側カート２２からツール２６を除去し、それを手術室
内のトレイ３０からの別のツール２６と置換してもよい。
【００２８】
　図２は、外科医のコンソール１６の斜視図である。外科医のコンソール１６は、奥行き
知覚を可能にする、手術部位の協調立体像を外科医１８に提示するための左眼ディスプレ
イ３２および右眼ディスプレイ３４を含む。コンソール１６はさらに、１つ以上の入力制
御デバイス３６を含み、それは順に、患者側カート２２（図１に示される）に１つ以上の
ツールを操作させる。入力制御デバイス３６は、テレプレゼンス、つまり、外科医がツー
ル２６を直接制御する強い感覚を有するように、制御デバイス３６がツール２６と一体で
あるという知覚を外科医に提供するように、関連ツール２６（図１に示される）と同じ自
由度を提供する。この目的を達成するために、位置、力、および触覚フィードバックセン
サ（図示せず）が、入力制御デバイス３６を通して外科医の手にツール２６からの位置、
力、および触感を返送するために採用されてもよい。
【００２９】
　外科医が、手技を直接監視し、必要であれば物理的に存在し、電話または他の通信媒体
よりもむしろ直接助手に話し掛けてもよいように、外科医のコンソール１６は通常、患者
と同じ部屋の中に位置する。しかしながら、外科医は、患者とは異なる部屋、全く異なる
建物、または他の遠隔場所に位置することができ、遠隔手術手技（すなわち、滅菌野の外
から操作すること）を可能にすることができる。
【００３０】
　図３は、電子カート２４の斜視図である。電子カート２４は、内視鏡２８と連結するこ
とができ、外科医のコンソール上で、あるいは局所および／または遠隔に位置する任意の
他の好適なディスプレイ上で、外科医等に後に表示するために、捕捉された画像を処理す
るプロセッサを含むことができる。例えば、立体内視鏡が使用される場合、電子カート２
４は、手術部位の協調立体画像を外科医に提示するように、捕捉された画像を処理するこ
とができる。そのような協調は、対向画像間の整合を含むことができ、立体内視鏡の立体
作業距離を調整するステップを含むことができる。別の実施例として、画像処理は、光学
収差等の画像捕捉デバイスの撮像誤差を補うように、以前に判定されたカメラ較正パラメ
ータの使用を含むことができる。
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【００３１】
　図４は、ロボット手術システム５０（図１のＭＩＲＳシステム１０等）を図式的に図示
する。上述のように、外科医のコンソール５２（図１の外科医のコンソール１６等）は、
低侵襲手技中に患者側カート（手術ロボット）５４（図１の患者側カート２２等）を制御
するために外科医によって使用することができる。患者側カート５４は、手技部位の画像
を捕捉し、捕捉された画像を電子カート５６（図１の電子カート２４等）に出力するため
に、立体内視鏡等の撮像デバイスを使用することができる。上述のように、電子カート５
６は、後続の表示前に、種々の方法で捕捉された画像を処理することができる。例えば、
電子カート５６は、外科医のコンソール５２を介して組み合わせた画像を外科医に表示す
る前に、捕捉された画像を仮想コントロールパネルインターフェースと重ね合わせること
ができる。患者側カート５４は、電子カート５６の外側で処理するために捕捉された画像
を出力することができる。例えば、患者側カート５４は、捕捉された画像を処理するため
に使用することができるプロセッサ５８に、捕捉された画像を出力することができる。画
像はまた、合同で、連続して、および／またはそれらの組み合わせで、捕捉された画像を
処理するように、ともに連結することができる、電子カート５６およびプロセッサ５８の
組み合わせによって処理することもできる。１つ以上の別個のディスプレイ６０も、手技
部位の画像、または任意の他の関連画像等の画像の局所および／または遠隔表示のために
、プロセッサ５８および／または電子カート５６と連結することができる。
【００３２】
　図５Ａおよび５Ｂは、それぞれ、患者側カート２２および手術ツール６２を示す。手術
ツール６２は、手術ツール２６の実施例である。示された患者側カート２２は、３つの手
術ツール２６、および手技の部位の画像の捕捉に使用される立体内視鏡等の撮像デバイス
２８の操作を提供する。操作は、いくつかのロボット関節を有するロボット機構によって
提供される。撮像デバイス２８および手術ツール２６は、切開のサイズを最小限化するよ
う、運動学的遠隔中心が切開で維持されるように、患者の切開を通して位置付け、操作す
ることができる。手術部位の画像は、撮像デバイス２８の視野内に位置付けられる時に、
手術ツール２６の遠位端の画像を含むことができる。
【００３３】
　独立した作動機構によるエンドエフェクタジョーの関節動作
　多くの実施形態では、エンドエフェクタの関節動作ジョーの関節動作を制御するために
、２つの独立した作動機構が使用される。第１の作動機構は、迅速応答／微力モードを提
供するために使用することができ、第２の作動機構は、高クランプ力モードを提供するた
めに使用することができる。多くの実施形態では、迅速応答／微力モードを提供するため
に使用される第１の作動機構は、逆駆動可能である。多くの実施形態では、高クランプ力
関節動作モードを提供するために使用される第２の作動機構は、逆駆動不可能である。そ
のような２つの独立した作動機構の使用は、いくつかの外科的用途において、例えば、手
術ツールのタスクを実行するために強力なジョーのクランピングが用いられる前に、ジョ
ーを配置するための複数の微力なクランピングを必要とし得る、電気焼灼による封鎖、吻
合等において、有益であり得る。
【００３４】
　多くの実施形態では、迅速応答／微力モードは、一対の牽引ケーブルを含むケーブル作
動機構によって提供される。多くの実施形態では、該対のうちの第１のケーブルの牽引運
動が、関節動作ジョーを閉鎖（クランプされた）構成へと関節動作させ、該対のうちの第
２のケーブルの牽引運動が、関節動作ジョーを開放構成へと関節動作させる。多くの実施
形態では、ケーブル作動機構は逆駆動可能である。
【００３５】
　多くの実施形態では、高クランプ力モードは、親ねじ駆動式カムを含む親ねじ作動機構
によって提供される。駆動式カムは、親ねじ駆動式カムがその可動域の第１の末端にある
ときに関節動作ジョーをクランプ構成に保持するように、関節動作ジョー上の嵌合カム面
と接合する。また、駆動式カムは、親ねじ駆動式カムがその可動域の第２の末端（反対側
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の末端）にあるときに、関節動作ジョーの運動を制約しない。換言すると、嵌合カム面は
、親ねじ駆動式カムの一方向への運動が関節動作ジョーを閉じさせ、親ねじ駆動式カムの
逆方向への運動が、カム面によってもたらされる限度まで関節動作ジョーが開くことを（
付勢するのではなく）可能にするように配置される。多くの実施形態では、親ねじ作動機
構は逆駆動不可能である。
【００３６】
　図６Ａは、多くの実施形態による、２つの独立した作動機構によって関節動作されるジ
ョー７２を有するエンドエフェクタ７０の斜視図である。エンドエフェクタ７０は、エン
ドエフェクタ基部７４、関節動作ジョー７２、および取り外し可能な静的ジョー７６を含
む。エンドエフェクタ７０は、第１の駆動シャフト７８、第２の駆動シャフト８０、およ
び２つの作動ケーブル（図示せず）によって作動される。第１の駆動シャフト７８は、親
ねじ作動機構の親ねじ８２を回転させる。第２の駆動シャフト８０は、取り外し可能な静
的ジョー７６の別の親ねじ（図示せず）を回転させる。
【００３７】
　多くの実施形態では、第１の駆動シャフト７８および／または第２の駆動シャフト８０
は、器具シャフトによってエンドエフェクタ７０が連結される近位ツール筐体に位置する
駆動機能によって駆動される。多くの実施形態では、近位ツール筐体は、ロボットツール
マニピュレータに解放可能に装着可能であるように構成される。多くの実施形態では、第
１の駆動シャフト７８および第２の駆動シャフト８０は、近位ツール筐体に位置するそれ
ぞれの駆動機能によって作動される。多くの実施形態では、そのような駆動機能は、近位
ツール筐体に位置するモータによって駆動される。
【００３８】
　図６Ｂは、多くの実施形態による、（親ねじ作動機構の構成要素をより分かり易く図示
するために関節動作ジョー７２を除去した）図６Ａのエンドエフェクタ７０の斜視図であ
る。親ねじ８２は、エンドエフェクタ基部７４に対して回転するように装着される。親ね
じ駆動式カム８４は、親ねじ８２の選択的な回転を使用して、エンドエフェクタ基部７４
のカムスロット８６に沿って親ねじ駆動式カム８４を選択的に平行移動させることができ
るように、親ねじ８２に連結される。エンドエフェクタ７０は、関節動作ジョー７２をエ
ンドエフェクタ基部７４に回転可能に連結するために使用される枢動ピン８８を含む。
【００３９】
　図７Ａおよび７Ｂは、図６Ａおよび６Ｂの親ねじ作動機構を図示する。親ねじ８２は、
遠位ジャーナル面９６と、近位ベアリング９８と接合する近位ジャーナル面とを有する。
多くの実施形態では、遠位ジャーナル面９６は、カムスロット８６の遠位端に位置する円
筒状受容器内に受容される。親ねじ８２のためのそのような遠位支持部は、親ねじ８２が
過度に動揺しないように、また遠位ジャーナル面９６と円筒状受容器との間に比較的大き
なクリアランス（複数可）を有するように構成することができる。近位ベアリング９８は
、親ねじ８２の近位端を支持するようにエンドエフェクタ基部７４によって支持される。
近位ベアリング９８は、摩擦および磨耗を減少させるのに役立ち得るボールベアリングで
あってもよい。遠位ベアリング（図示せず）は、親ねじ８２の遠位端を支持するようにエ
ンドエフェクタ基部７４によって支持されてもよく、また遠位ベアリングはボールベアリ
ングであってもよい。親ねじ駆動式カム８４は、親ねじ８２の雄ねじと嵌合するように構
成されるねじ山付きの孔を含む。親ねじ駆動式カム８４は、カムスロット８６の対応する
上面および下面と相互作用するように構成される上面および下面を含む。親ねじ駆動式カ
ム８４とカムスロット８６との間の相互作用は、親ねじの回転に応じて、カムスロット８
６に沿って親ねじ駆動式カム８４を平行移動させる原因となる、親ねじ駆動式カム８４の
カムスロット８６に対する回転を防止する。
【００４０】
　関節動作ジョー７２は、カムスロット８６に沿った親ねじ駆動式カム８４の位置が、親
ねじ駆動式カム８４によって枢動ピン８８の周囲における関節動作ジョー７２の回転運動
が制約される程度を決定するように構成される嵌合カム面９４を含む。関節動作ジョー７
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２は、中心スロットによって分離される第１の近位側１００および第２の近位側１０２を
含む。関節動作ジョー７２が枢動ピン８８によってエンドエフェクタ基部７４に連結され
ると、第１および第２の近位側は、エンドエフェクタ基部７４の反対側に配置される。第
１および第２の近位側１００、１０２のそれぞれは、嵌合カム面９４を画定し、かつ親ね
じ駆動式カム８４と近位側１００、１０２との間にクリアランスを提供する、凹領域を含
む。親ねじ駆動式カム８４がカムスロット８６の近位端またはその近く（図７Ａおよび７
Ｂに図示される位置の近く）に位置付けられると、親ねじ駆動式カム８４と関節動作ジョ
ー７２の嵌合カム面９４との間の接触が、関節動作ジョーをクランプ構成に保持する。親
ねじ駆動式カム８４がカムスロット８６の遠位端に位置付けられると、枢動ピン８８の周
囲における関節動作ジョーの回転位置は、クランプ構成（親ねじ駆動式カム８４と関節動
作ジョー７２の嵌合カム面９４との間に間隙がある）と開放構成（親ねじ駆動式カム８４
と関節動作ジョー７２の嵌合カム面９４との間に間隙があり得るかまたはあり得ない）と
の間の回転位置の範囲については、親ねじ駆動式カム８４によって制約されない。カムス
ロット８６の近位端と遠位端との間における親ねじ駆動式カム８４の位置について制約さ
れない可動域が、使用されるカム面によって変化し得る。
【００４１】
　関節動作ジョー７２の嵌合カム面９４を画定するための近位側１００、１０２のそれぞ
れの凹部の使用は、多数の利益を提供する。例えば、近位側を通って延在する横スロット
とは対照的に、凹部の使用は、関節動作ジョーの近位側１００、１０２に、横スロット開
口と比べて患者の組織に引っかかりにくい連続的な外側表面を提供する。横スロットが存
在しないことによって、横スロットを有する近位側と比較して近位側１００、１０２を強
化するのに役立ち、したがってクランプ剛性の増加をもたらす。そのような近位側１００
、１０２は、外力の存在下で関節動作ジョー７２の整合を維持するのに役立ち得る、２つ
の平面における増加した剛性を有し得る。そのような２つの平面における剛性の増加は、
いくつかの外科的用途、例えば、ステープルとステープルを形成するアンビルポケットと
の間の整合を維持することが有益である組織吻合において、有益であり得る。さらに、横
スロットの代わりに凹部を使用することは、開放横スロットのある近位側を有する作動機
構と比較して、異物による詰まりが起こりにくい作動機構も提供する。
【００４２】
　親ねじ作動機構は、エンドエフェクタの関節動作ジョーと対向するジョーとの間に所望
のクランプ力を提供するように構成することができる。例えば、多くの実施形態では、親
ねじ作動機構は、関節動作ジョー７２の先端（枢動ピン８８から約２インチ）で少なくと
も２０ｌｂのクランプ力を提供するように構成される。多くの実施形態では、親ねじ作動
機構は、関節動作ジョー７２の先端で少なくとも５０ｌｂのクランプ力を提供するように
構成される。多くの実施形態では、関節動作ジョー７２の先端で５０ｌｂのクランプ力を
生成するために、親ねじ８２に対する入力トルクは約０．２Ｎｍであり、親ねじ８２は２
９回転する。
【００４３】
　親ねじ作動機構は、入手可能な材料および構成要素を使用して製造することができる。
例えば、親ねじ作動機構の多くの構成要素は、入手可能なステンレススチール（複数可）
から製造することができる。親ねじ駆動式カム８４は、擦れる表面に対する摩擦を減少さ
せるために被覆（例えば、ＴｉＮ）することができる（例えば、親ねじ８２、エンドエフ
ェクタ基部７４、関節動作ジョー７２の近位側１００、１０２）。標準的なケーブルを使
用して、第１の作動機構を駆動することができる。
【００４４】
　図８Ａ～８Ｆは、多くの実施形態による、ケーブル作動機構１１０の構成要素を図示す
る。上述のように、親ねじ駆動式カム８４は、カムスロット８６の遠位端（すなわち、枢
動ピン８８の近く）に位置付けることができる。上述のように、親ねじ駆動式カム８４の
そのような遠位位置に関して、関節動作ジョー７２の回転位置の範囲については、枢動ピ
ン８８の周囲における関節動作ジョー７２の回転位置は制約されない。したがって、枢動
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ピン８８の周囲における関節動作ジョー７２の回転位置は、ケーブル作動機構１１０によ
って制御することができる。ケーブル作動機構１１０は、クランプ構成と開放構成との間
で関節動作ジョーの回転位置を変化させるように操作可能である。ケーブル作動機構１１
０は、一対の牽引ケーブル１１２、１１４を含む。ケーブル作動機構１１０はまた、関節
動作ジョー７２を枢動ピン８８の周囲でクランプ構成へと回転させるために使用される第
１の連結部１１６と、関節動作ジョー７２を枢動ピン８８の周囲で開放構成へと回転させ
るために使用される、類似した第２の連結部１１８とを含む。第１の連結部１１６（図８
Ａおよび８Ｂに示される）は、エンドエフェクタ基部７４に対して回転するように枢動ピ
ン１２２によって装着される回転リンク１２０を含む。接続リンク１２４は、枢動ピン１
２６および枢動ピン１２８によって回転リンク１２０を関節動作ジョー７２に連結する。
第１の連結部１１６は、牽引ケーブル１１２の牽引運動によって関節動作される。操作に
おいて、牽引ケーブル１１２の牽引運動は、回転リンク１２０を枢動ピン１２２の周囲で
時計回りの方向に回転させる。結果として生じる接続リンク１２４の運動は、関節動作ジ
ョー７２を枢動ピン８８の周囲でクランプ構成へと反時計回り方向に回転させる。
【００４５】
　ケーブル作動機構１１０の第２の連結部１１８（図８Ｃ～８Ｆに示される）は、第１の
連結部１１６と類似した構成要素を含み、例えば、エンドエフェクタ基部７４に対して回
転するように枢動ピン１３２によって装着される回転リンク１３０、および、枢動ピン１
３６、１３８によって回転リンク１３０を関節動作ジョー７２に連結する接続リンク１３
４を含む。第２の連結部１１８は、牽引ケーブル１１４の牽引運動によって関節動作され
る。第２の連結部１１８は、牽引ケーブル１１４の牽引運動が、関節動作ジョー７２を枢
動ピン８８の周囲で開放構成へと回転させるように構成される。多くの実施形態では、第
２の連結部１１８の接続リンク１３４と回転リンク１３０との間の枢動ピン１３６は、第
１の連結部１１６の接続リンク１２４と回転リンク１２０との間の枢動ピン１２６と１８
０度位相がずれている。ケーブル作動機構１１０の牽引ケーブル１１２、１１４の協調的
な牽引および伸長は、関節動作ジョー７２を開放構成とクランプ構成との間で関節動作さ
せるために使用される。等しくかつ反対のケーブル運動を提供するために（また、それに
よって、後に記載するキャプスタン駆動システムにおいてケーブルの張力を維持するため
に）、枢動ピン１２２、１３２の共通回転軸は、関節動作ジョー７２が閉じているとき（
またはほぼ閉じているとき）、また同様に関節動作ジョー７２が開いているとき（または
ほぼ開いているとき）に、枢動ピン１２８、１３８の回転軸を含む平面上に存在するよう
に構成される。第１および第２の連結部１１６、１１８については、接続リンク１２４、
１３４は、この同じ平面の対称的な反対側に組み立てられる。枢動ピン１２２、１２６の
間の距離と、枢動ピン１３２、１３６の間の距離は、第１および第２の連結部１１６、１
１８の両方について同じであり、枢動ピン１２６、１２８との間の距離と、枢動ピン１３
６、１３８との間の距離は、第１および第２の連結部１１６、１１８の両方について同じ
である。
【００４６】
　図９Ａおよび９Ｂは、多くの実施形態による、別のケーブル作動機構１４０による関節
動作ジョー７２の関節動作を図示する。ケーブル作動機構の実施形態１４０では、第１の
牽引ケーブル１４２および第２の牽引ケーブル１４４は、関節動作ジョー７２の近位端に
直接連結される。第１の牽引ケーブル１４２の牽引運動が、関節動作ジョー７２を枢動ピ
ン８８の周囲でクランプ構成へと回転させるように、第１の牽引ケーブル１４２は、第１
の滑車１４６に巻き付く。第２の牽引ケーブル１４４の牽引運動が、関節動作ジョー７２
を枢動ピン８８の周囲で開放構成へと回転させるように、第２の牽引ケーブル１４４は、
第２の滑車１４８に巻き付く。したがって、ケーブル作動機構１４０の第１および第２の
牽引ケーブルの協調的な牽引および伸長は、関節動作ジョー７２を開放構成とクランプ構
成との間で関節動作させるために使用される。等しくかつ反対のケーブル運動を最適に提
供するために（また、それによって、後に記載するキャプスタン駆動システムにおいてケ
ーブルの張力を維持するために）旋回軸８８の周囲でケーブル１４２によって既定される
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弧の半径は、旋回軸８８の周囲でケーブル１４４によって規定される弧の半径と実質的に
同じである。
【００４７】
　多くの実施形態では、ケーブル（すなわち、微力）作動機構は、近位ツール筐体に配置
された作動機能によって作動される一対の牽引ケーブルを備える。近位ツール筐体は、操
作可能に作動機能と連結する駆動機構を有するロボットツールマニピュレータに解放可能
に装着可能であるように構成することができる。例えば、一対の牽引ケーブルは、近位ツ
ール筐体に位置するキャプスタンに巻き付けることができる。近位ツール筐体がロボット
ツールマニピュレータに装着されると、キャプスタンをロボットツールマニピュレータの
キャプスタン駆動サーボモータと操作可能に連結することができる。キャプスタン駆動モ
ータの選択的な回転は、対応するキャプスタンの回転を生成するために使用することがで
きる。キャプスタンの回転は、牽引ケーブルの協調的な伸長および後退をもたらすために
使用することができる。上述のように、牽引ケーブルの協調的な作動は、エンドエフェク
タの関節動作ジョーの対応する関節動作をもたらすために使用することができる。
【００４８】
　多くの実施形態では、迅速応答／微力モードは、逆駆動可能なケーブル作動機構によっ
て提供される。例えば、関節動作ジョーに印加される外力は、関節動作ジョーをクランプ
構成へと回転させるため、およびケーブル作動機構を逆駆動させるために使用することが
できる。キャプスタンに巻き付いた一対の牽引ケーブルを備えるケーブル作動機構を用い
て、関節動作ジョーをクランプ構成へと回転させる外力は、牽引ケーブルのうちの一方に
張力の増加をもたらし、他方の牽引ケーブルに張力の減少をもたらし、それに応じてキャ
プスタンを回転させる。既知のように、そのようなケーブル駆動システムは、逆駆動性に
十分な効率を有するように構成することができる。同様に、関節動作ジョーに印加される
外力は、関節動作ジョーを開放構成へと回転させるために、およびケーブル作動機構を逆
駆動させるために使用することができる。上述のように、逆駆動可能な迅速応答／微力作
動機構は、多数の利益を提供する。
【００４９】
　迅速応答／微力関節動作モードを提供するために、代替の機構を使用することもできる
。例えば、押引ロッドを備える作動機構を使用することができる。
【００５０】
　図１０は、上述の親ねじ作動機構の構成要素を図示する断面図である。図示される構成
要素は、親ねじ８２、親ねじ駆動式カム８４、エンドエフェクタ基部７４のカムスロット
８６、遠位ジャーナル面９６、エンドエフェクタ基部の円筒状受容器１５４、およびエン
ドエフェクタ基部７４によって支持される近位ベアリング９８を含む。
【００５１】
　図１１は、多くの実施形態による、ツールアセンブリ１７０の簡素化した斜視図の図式
図である。ツールアセンブリ１７０は、近位作動機構１７２、近位端および遠位端を有す
る細長いシャフト１７４、シャフトの遠位端に配置されるツール本体１７６、クランプ構
成と開放構成との間でツール本体１７６に対して可動ジョー１７８、ジョーに連結される
第１の作動機構、およびジョーに連結される第２の作動機構を含む。第１の作動機構は、
クランプ構成と開放構成との間でツール本体に対するジョーの位置をジョーの位置を変化
させるように操作可能である。第２の作動機構は、ジョーがクランプ構成に保持される第
１の構成と、ツール本体に対するジョーの位置が、第２の作動機構によって制約されない
第２の構成とを有する。第１の作動機構は、近位作動機構と操作可能に連結される。多く
の実施形態では、第１の作動機構は、近位作動機構によって作動される一対の牽引ケーブ
ルを備える。第２の作動機構は、近位作動機構と操作可能に連結される。多くの実施形態
では、第２の作動機構は、近位作動機構から細長いシャフト１７４１６４を通って延在す
る駆動シャフトを介して近位作動機構によって駆動されるツール本体に位置する親ねじ駆
動式カムを含む。
【００５２】
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　ツールアセンブリ１７０は、様々な用途において使用するために構成することができる
。例えば、ツールアセンブリ１７０は、近位作動機構において使用される手動および／ま
たは自動作動による携帯型デバイスとして構成することができる。ツールアセンブリ１７
０はまた、外科適用途、例えば、電気焼灼による封鎖、吻合等における使用のために構成
することもできる。ツールアセンブリ１７０は、低侵襲ロボット手術を超える用途、例え
ば、非ロボット低侵襲手術、非低侵襲ロボット手術、非ロボット非低侵襲手術、および開
示される冗長ジョー作動が有益である他の用途を有することができる。
【００５３】
　冗長ジョー作動は、ロボットツールのエンドエフェクタのジョーを関節動作させるため
に使用することができる。例えば、図１２は、冗長ジョー作動を採用するロボットツール
１８０を図式的に図示する。ロボットツール１８０は、近位ツール筐体１８２、駆動モー
タ１８４、器具シャフト１８６、遠位エンドエフェクタ１８８、第１の作動機構部分１９
０、および第２の作動機構１９２を含む。遠位エンドエフェクタ１８８は、関節動作ジョ
ー１９４を備える。近位ツール筐体１８２は、第１の駆動部１９８を有するロボットツー
ルマニピュレータ１９６と、近位ツール筐体１８２がロボットツールマニピュレータ１９
６に装着されたときに、ロボットツール１８０の第１の作動機構部分１９０と操作可能に
連結する第１の作動機構部分２００と、に解放可能に装着される。器具シャフト１８６は
、ツール筐体１８２に隣接する近位端と、エンドエフェクタ１８８に隣接する遠位端とを
有する。第１の作動機構（部分２００および部分１９０を備える）は、ツール筐体１８２
がツールマニピュレータ１９６に装着されると、エンドエフェクタ１８８を開放構成とク
ランプ構成との間で関節動作させるために、第１の駆動部１９８を関節動作ジョー１９４
に連結する。第２の作動機構１９２は、エンドエフェクタを開放構成からクランプ構成に
関節動作させるために、駆動モータ１８４を関節動作ジョー１９４に連結する。第１の作
動機構は、ケーブル作動機構、例えば、上述の迅速応答／微力モードを提供するケーブル
作動機構であってもよい。多くの実施形態において、第１の作動機構は逆駆動可能である
。第２の作動機構は、駆動モータ１８４を親ねじ作動機構、例えば、上述の高クランプ力
モードを提供する親ねじ作動機構に連結する駆動シャフトを含むことができる。多くの実
施形態では、第２の作動機構は逆駆動不可能である。
【００５４】
　本明細書に記載される実施例および実施形態は例示目的のためであって、それらを考慮
して種々の修正および変更が、当業者に提案され、本出願の範囲の主旨および範囲、およ
び添付の特許請求の範囲内に含まれることを理解されたい。多数の異なる組み合わせが可
能であり、そのような組み合わせは、本発明の一部であると見なされる。
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