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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
外科用ステープラーであって、以下：
　ステープルカートリッジおよびアンビルを備える一対のジョーであって、該ジョーの少
なくとも一方は、該ジョーの少なくとも一方の第一の端部に位置決めされた少なくとも２
つの長手方向に延びる突出部を備える、一対のジョー；ならびに
　該少なくとも一方のジョーに着脱可能に固定され、そして、該少なくとも２つの突出部
を受容するための凹部を備えるステープルラインバットレス材料
を含む、外科用ステープラー。
【請求項２】
前記少なくとも２つの突出部の各々が、ネック部分および膨らんだ部分を備える、請求項
１に記載の外科用ステープラー。
【請求項３】
前記少なくとも２つの突出部の各々が、比較的真っ直ぐである、請求項１に記載の外科用
ステープラー。
【請求項４】
前記少なくとも一方のジョーが、長手方向に延びるナイフスロットを備え、前記少なくと
も２つの突出部が、該ナイフスロットによって隔てられる、請求項１に記載の外科用ステ
ープラー。
【請求項５】
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前記少なくとも一方のジョーが、前記少なくとも２つの突出部を２セット備える、請求項
１に記載の外科用ステープラー。
【請求項６】
前記少なくとも一方のジョーが、長手方向に延びるナイフスロットを備え、該ナイフスロ
ットは、前記２セットの前記少なくとも２つの突出部を隔てる、請求項５に記載の外科用
ステープラー。
【請求項７】
前記少なくとも一方のジョーが、第二の端部においてポストを備え、前記バットレス材料
が、該ポストを受容するためのホールを備える、請求項１に記載の外科用ステープラー。
【請求項８】
前記ポストが分割しており、該ポストの間のナイフの通過を可能にする、請求項７に記載
の外科用ステープラー。
【請求項９】
前記ポストが中実である、請求項７に記載の外科用ステープラー。
【請求項１０】
前記ポストが、キャップを有するキノコ形状の突出部を形成し、該キャップが、前記バッ
トレス材料の一部と係合するためのフランジを規定する、請求項７に記載の外科用ステー
プラー。
【請求項１１】
前記ポストが分割している、請求項１０に記載の外科用ステープラー。
【請求項１２】
前記少なくとも一方のジョーが、一対のポストを備える、請求項１に記載の外科用ステー
プラー。
【請求項１３】
前記バットレス材料が、前記一対のポストを受容するための一対のホールを備える、請求
項１２に記載の外科用ステープラー。
【請求項１４】
前記一対のポストの各ポストが、前記バットレス材料の外側エッジに隣接して位置決めさ
れる、請求項１２に記載の外科用ステープラー。
【請求項１５】
前記少なくとも一方のジョーが、長手方向に延びるスロットを備え、前記一対のポストが
、該スロットによって隔てられる、請求項１２に記載の外科用ステープラー。
【請求項１６】
前記少なくとも一方のジョーが、長手方向に延びるスロットを備え、前記ポストが、該ス
ロットの遠位端部の遠位に位置決めされる、請求項９に記載の外科用ステープラー。
【請求項１７】
前記バットレス材料が、該バットレス材料の前記ホールを規定する領域を通って延びる長
手方向のスリットを備える、請求項７に記載の外科用ステープラー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（技術分野）
　本開示は、ステープルラインバットレス材料のための取り付けシステムに関する。より
具体的には、本開示は、ステープルラインバットレス材料を、外科用ステープル止め機器
のカートリッジを含むアンビルおよびステープルに一時的に取り付けるシステムおよび方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　（関連技術の背景）
　外科用ステープル止め機器または「ステープル止めデバイス」は、身体組織の部分を一
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緒に結合させる目的で、身体組織に対して１列以上のファスナー（例えば、ステープルま
たは２部品（ｔｗｏ－ｐａｒｔ）ファスナー）を連続して、または、同時に適用するため
に、外科医によって用いられる。このようなデバイスは、一般に、一対のジョーまたは指
のような構造を備え、この構造の間に結合される身体組織が置かれる。ステープル止めデ
バイスが起動または「始動（ｆｉｒｅ）」されると、長手方向に動く始動バーが、ジョー
の一方におけるステープル駆動部材と接する。ステープル駆動部材は、身体組織を通して
、そして、対向するジョーのアンビルへと外科用ステープルを押し、ステープルを閉じた
状態にかしめる。組織が除去または分離される必要がある場合には、デバイスのジョーに
ナイフブレードが提供されて、ステープルの列の間にある組織を切断し得る。
【０００３】
　比較的薄いか、または、脆弱な組織をステープル止めする場合、ステープルラインを、
気体または流体の漏れに対して有効に密閉することが重要である。さらに、組織が裂けた
り、組織を通してステープルを引っ張ったりすることを防止するために、この組織に対し
てステープルラインを補強することがしばしば必要となる。この裂けや引っ張りを防止す
る１つの方法は、生体適合性の織物補強材料または「バットレス」材料を、ステープルと
下の組織との間に置くことを伴う。この方法において、バットレス材料の層が、組織に対
して置かれ、そして、組織が、従来の様式でステープル止めされる。より最近の方法では
、バットレス材料は、組織をステープル止めする前に、ステープル止め機器自体に位置決
めされる。この代表的な例は、ＭｃＫｅａｎらに対する特許文献１に開示される。この特
許文献１において、バットレス材料の管が、ステープラーのジョーの周りを滑らされる。
次いで、ステープラーが起動されて、被験体の組織をステープル止めし、そして、組織と
ステープルラインとの間にバットレス材料を固定して、組織およびステープルラインを補
強する。
【０００４】
　いくつかの新規の外科用ステープラーは、バットレス材料をステープラーのジョーに一
時的に接続するために、ファスナーまたはクリップを利用する。しかし、いくつかの場合
において、ジョー自体の内部に構造を成形または機械加工して、これに対応して構成され
たバットレス材料の取り付けを容易にすることが望ましい。さらに、このような構造を、
ジョーに実装されたナイフブレードの動作と干渉しない様式で提供することが望ましい。
【特許文献１】米国特許第５，５４２，５９４号明細書
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　（要旨）
　ステープルカートリッジおよびアンビルを備える一対のジョーを有する外科用ステープ
ラーが開示される。ジョーの少なくとも一方は、第一のジョーの第一の端部に位置決めさ
れた少なくとも２つの長手方向に延びる突出部を備える。外科用ステープラーはまた、少
なくとも一方のジョーに着脱可能に固定され、少なくとも２つの突出部を受容するための
凹部を備えるステープルラインバットレス材料も有する。１つの実施形態において、少な
くとも２つの突出部の各々は、ネック部分および膨らんだ部分を備える。代替的な実施形
態において、少なくとも２つの突出部の各々は、比較的真っ直ぐである。少なくとも一方
のジョーは、長手方向に延びるナイフスロットを備え、少なくとも２つの突出部は、この
ナイフスロットによって隔てられる。
【０００６】
　さらなる実施形態において、少なくとも一方のジョーは、少なくとも２つの突出部を２
セット備え、そして、この少なくとも一方のジョーは、長手方向に延びるナイフスロット
を備える。ナイフスロットは、２セットの少なくとも２つの突出部を隔てる。
【０００７】
　特定の実施形態において、少なくとも一方のジョーは、第二の端部にポストを備え、そ
して、バットレス材料は、このポストを受容するためのホールを備える。第一のバージョ
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ンにおいて、ポストは分割しており、ポスト間のナイフの通過を可能にするが、第二のバ
ージョンにおいては、ポストは中実である。
【０００８】
　特定の実施形態において、ポストは、キャップを有するキノコ形状の突出部を形成し、
そして、キャップは、バットレス材料の一部と係合するためのフランジを規定する。
【０００９】
　別の実施形態において、少なくとも一方のジョーは、一対のポストを備え、そして、バ
ットレス材料は、一対のポストを受容するための一対のホールを備える。一対のポストの
各ポストは、バットレス材料の外側エッジに隣接して位置決めされる。少なくとも一方の
ジョーはまた、長手方向に延びるスロットを備え、その結果、一対のポストがこのスロッ
トによって隔てられる。
【００１０】
　特定の実施形態において、少なくとも一方のジョーは長手方向に延びるスロットを備え
、ポストはスロットの遠位端部の遠位に位置決めされ、そして、バットレス材料は、ポス
トを受容するためのホールを備える。バットレス材料は、さらに、バットレス材料のホー
ルを規定する領域を通って延びる長手方向のスリットを備える。
【００１１】
　本発明により開示される連結式バットレス保持システムの種々の実施形態が、添付の図
面を参照して、本明細書において開示される。
【００１２】
　上記に加えて、本発明は以下を提供する：
（項目１）　外科用ステープラーであって、以下：
　ステープルカートリッジおよびアンビルを備える一対のジョーであって、該ジョーの少
なくとも一方は、該ジョーの少なくとも一方の第一の端部に位置決めされた少なくとも２
つの長手方向に延びる突出部を備える、一対のジョー；ならびに
　該少なくとも一方のジョーに着脱可能に固定され、そして、該少なくとも２つの突出部
を受容するための凹部を備えるステープルラインバットレス材料
を含む、外科用ステープラー。
（項目２）　上記少なくとも２つの突出部の各々が、ネック部分および膨らんだ部分を備
える、項目１に記載の外科用ステープラー。
（項目３）　上記少なくとも２つの突出部の各々が、比較的真っ直ぐである、項目１に記
載の外科用ステープラー。
（項目４）　上記少なくとも一方のジョーが、長手方向に延びるナイフスロットを備え、
上記少なくとも２つの突出部が、該ナイフスロットによって隔てられる、項目１に記載の
外科用ステープラー。
（項目５）　上記少なくとも一方のジョーが、上記少なくとも２つの突出部を２セット備
える、項目１に記載の外科用ステープラー。
（項目６）　上記少なくとも一方のジョーが、長手方向に延びるナイフスロットを備え、
該ナイフスロットは、上記２セットの上記少なくとも２つの突出部を隔てる、項目５に記
載の外科用ステープラー。
（項目７）　上記少なくとも一方のジョーが、第二の端部においてポストを備え、上記バ
ットレス材料が、該ポストを受容するためのホールを備える、項目１に記載の外科用ステ
ープラー。
（項目８）　上記ポストが分割しており、該ポストの間のナイフの通過を可能にする、項
目７に記載の外科用ステープラー。
（項目９）　上記ポストが中実である、項目７に記載の外科用ステープラー。
（項目１０）　上記ポストが、キャップを有するキノコ形状の突出部を形成し、該キャッ
プが、上記バットレス材料の一部と係合するためのフランジを規定する、項目７に記載の
外科用ステープラー。
（項目１１）　上記ポストが分割している、項目１０に記載の外科用ステープラー。
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（項目１２）　上記少なくとも一方のジョーが、一対のポストを備える、項目１に記載の
外科用ステープラー。
（項目１３）　上記バットレス材料が、上記一対のポストを受容するための一対のホール
を備える、項目１２に記載の外科用ステープラー。
（項目１４）　上記一対のポストの各ポストが、上記バットレス材料の外側エッジに隣接
して位置決めされる、項目１２に記載の外科用ステープラー。
（項目１５）　上記少なくとも一方のジョーが、長手方向に延びるスロットを備え、上記
一対のポストが、該スロットによって隔てられる、項目１２に記載の外科用ステープラー
。
（項目１６）　上記少なくとも一方のジョーが、長手方向に延びるスロットを備え、上記
ポストが、該スロットの遠位端部の遠位に位置決めされる、項目９に記載の外科用ステー
プラー。
（項目１７）　上記バットレス材料が、該バットレス材料の上記ホールを規定する領域を
通って延びる長手方向のスリットを備える、項目７に記載の外科用ステープラー。
（摘要）
ステープルを含むカートリッジとアンビルとを備える一対のジョーを有する外科用ステー
プラーが提供される。バットレス材料は、ステープルを含むカートリッジとアンビルとに
、着脱可能に固定される。ジョーのうちの一方は、ジョーの第一の端部において一対の長
手方向の突出部を備え、これは、バットレス材料の第一の端部における対応するスロット
と摩擦係合するように構成される。ジョーのうちの一方は、ジョーの第二の端部において
ポストを備える。バットレス材料は、ポストを受容するために、バットレス材料の第二の
端部においてホールを備える。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　（実施形態の詳細な説明）
　外科用ステープル止め機器と共に使用するための、本発明により開示される連結式バッ
トレス材料保持システムの実施形態が、ここで、添付の図面（同様の数字は、いくつかの
図面の各々において、同一であるか、または、対応する要素を示す）を参照して詳細に記
載される。当該分野で一般的であるように、用語「近位」とは、使用者または操作者（す
なわち、外科医または医師）により近い側の部分または構成要素をいい、一方で、用語「
遠位」とは、使用者から離れた側の部分または構成要素をいう。
【００１４】
　ここで図１を参照して、組織をステープル止めし、そして、ステープルと下にある組織
との間にバットレス材料の層を適用する際に使用するための、直線状の外科用ステープル
止め機器または外科用ステープラー１０が開示される。この型の外科用ステープル止め機
器の代表的な例は、米国特許第７，１２８，２５３号（この特許の全開示は、本明細書中
に参考として援用される）に開示される。外科用ステープラー１０は、一般に、ハンドル
１２を備え、このハンドル１２は、ハンドル１２から遠位に延びる細長の管状部材１４を
有する。ジョーアセンブリ１６は、細長の管状部材１４の遠位端部１８に設置される。ジ
ョーアセンブリ１６は、ステープル打ち曲げアンビル２０と、ステープルを含むカートリ
ッジまたはステープルカートリッジ２２とを備える。ステープルカートリッジ２２は、細
長の管状部材１４に固定的に固定されていても、取り外し可能であり、したがって、新し
いステープルカートリッジ２２と交換可能であってもよい。ステープル打ち曲げアンビル
２０は、細長の管状部材１４の遠位端部１８に可動式に設置され、そして、ステープルカ
ートリッジ２２から間隔を空けられた開いた位置と、実質的にステープルカートリッジ２
２に隣接する閉じた位置との間で可動である。
【００１５】
　ステープル打ち曲げアンビル２０が、アンビルバットレス材料２４の層に提供され、そ
して、ステープルカートリッジ２２が、本明細書において以下により詳細に記載される様
式で、カートリッジバットレス材料２６の層に提供される。アンビルバットレス保持シス
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テム２８が、アンビル２０およびアンビルバットレス材料２４内に組み込まれ、そして、
これは、アンビルバットレス材料２４を、ステープル打ち曲げアンビル２０に着脱可能に
固定するために提供される。同様に、カートリッジバットレス保持システム３０が、ステ
ープルカートリッジ２２およびカートリッジバットレス材料２６内に組み込まれ、そして
、これは、カートリッジバットレス材料２６を、ステープルカートリッジ２２に着脱可能
に固定するために提供される。アンビルバットレス材料２４およびカートリッジバットレ
ス材料２６は、外科用ステープラー１０によって組織に加えられるステープルラインを強
化し、そして、密閉するために提供される。
【００１６】
　アンビルバットレス保持システム２８およびカートリッジバットレス保持システム３０
は、特に、外科用ステープラー１０が患者の体内に挿入され、そして操作されるときに、
それぞれのバットレス材料の裂けまたはしわの危険性を伴わずに、患者の身体内への外科
用ステープラー１０の通過を容易にするために、それぞれのバットレス材料を、アンビル
２０およびステープルカートリッジ２２の内向きの表面に位置を定められるように構成さ
れる。
【００１７】
　外科用ステープラー１０はさらに、ハンドル１２の上に可動式に設置されたトリガ３２
を備える。トリガ３２を起動すると、最初に、アンビル２０をステープルカートリッジ２
２に関して開いた位置から閉じた位置へと動かすように作動し、その後、外科用ステープ
ラー１０を動かして、ステープルのラインを組織に適用する。ジョーアセンブリ１６を、
ステープル止めされる組織に関して適切に配向するために、外科用ステープラー１０は、
さらに、ハンドル１２の上に設置された回転ノブ３４が提供される。回転ノブ３４のハン
ドル１２に関する回転は、細長の管状部材１４およびジョーアセンブリ１６をハンドル１
２に関して回転させ、ジョーアセンブリ１６を、ステープル止めされる組織に関して適切
に配向する。
【００１８】
　図１および２を参照すると、アンビル２０を、ステープルカートリッジ２２に関して開
いた位置と閉じた位置との間で動かすために、駆動装置３６が提供される。駆動装置３６
は、アンビル２０内に形成された長手方向のスロット３８の間を動く。ナイフブレード（
図示されず）は、駆動装置３６に実装され、駆動装置３６がスロット３８を通過するとき
に、アンビル２０とステープルカートリッジ２２との間に捕捉される組織を切断する。
【００１９】
　図３を参照すると、アンビル２０を開いた位置と閉じた位置との間で動かすために、ア
ンビル２０は、アンビル２０を閉じた位置へとカムを取り付けるために駆動装置３６によ
って係合されるように構成された、近位の、角度の付いた、または傾斜したエッジ４０を
備える。スロット３８は、傾斜したエッジ４０から遠位に延び、そして、横スロット４２
内で端をなす。この横スロット４２は、外科用ステープラー１０の任意のさらなる作動を
防ぐために、外科用ステープラー１０の作動が完了したら、駆動装置３６を捕捉するよう
に構成される。ステープルカートリッジ２２によって提供されるステープルを組織および
バットレス材料の周りに固定するために、アンビル２０は、長手方向のスロット３８のい
ずれかの側に位置を定められた、ステープル打ち曲げポケット４４の長手方向に延びる列
が提供される。
【００２０】
　なお図３を参照して、ここで、アンビル２０およびアンビルバットレス材料２４に組み
込まれたアンビルバットレス保持システム２８が記載される。アンビルバットレス材料２
４ならびにカートリッジバットレス材料２６。ステープルカートリッジ２２および／また
はアンビル２０のためのバットレス材料は、あらゆる生体適合性の天然または合成の材料
から作製され得る。バットレス材料が形成される材料は、生体吸着性であっても非生体吸
着性であってもよい。当然のことながら、天然、合成、生体吸着性、および非生体吸着性
の材料の任意の組み合わせが、バットレス材料を形成するために使用され得ることが理解
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されるべきである。
【００２１】
　バットレス材料が作製され得る材料のいくつかの非限定的な例としては、以下が挙げら
れるがこれらに限定されない：ポリ（乳酸）、ポリ（グリコール酸）、ポリ（ヒドロキシ
ブチレート）、ポリ（ホスファジン）（ｐｏｌｙ（ｐｈｏｓｐｈａｚｉｎｅ））、ポリエ
ステル、ポリエチレングリコール、ポリエチレンオキシド、ポリアクリルアミド、ポリヒ
ドロキシエチルメチルアクリレート、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール、ポ
リアクリル酸、ポリアセテート、ポリカプロラクトン、ポリプロピレン、脂肪族ポリエス
テル、グリセロール、ポリ（アミノ酸）、コポリ（エーテル－エステル）、ポリアルキレ
ンオキサレート、ポリアミド、ポリ（イミノカーボネート）、ポリアルキレンオキサレー
ト、ポリオキサエステル、ポリオルトエステル、ポリホスファゼンおよびコポリマー、ブ
ロックコポリマー、ホモポリマー、これらのブレンドおよび組み合わせ。ある実施形態に
おいては、天然の生物学的なポリマーが、バットレス材料を形成する際に使用される。適
切な天然の生物学的なポリマーとしては、コラーゲン、ゼラチン、フィブリン、フィブリ
ノーゲン、エラスチン、ケラチン、アルブミン、ヒドロキシエチルセルロース、セルロー
ス、ヒドロキシプロピルセルロース、カルボキシエチルセルロース、キチン（ｃｈｉｔａ
ｎ）、キトサン、およびこれらの組み合わせが挙げられるがこれらに限定されない。さら
に、天然の生物学的なポリマーは、バットレス材料を生成するために、本明細書中に記載
される他のポリマー材料のいずれかと組合され得る。
【００２２】
　バットレス材料は、有孔であっても、非有孔であっても、有孔の層と非有孔の層との組
み合わせであってもよい。バットレス材料が非有孔である場合、バットレス材料は、周囲
の組織からの組織の内方増殖を遅延または防止し得、それによって、癒着に対するバリア
として機能し、そして、望ましくない瘢痕組織の形成を防止する。したがって、ある実施
形態においては、バットレス材料は、抗癒着特性を有する。このような材料から非有孔の
層を形成するための技術は、当業者の知識の範囲内であり、そして例えば、鋳造、成型な
どが挙げられる。
【００２３】
　ある実施形態においては、バットレス材料は、有孔であり、そして、止血特性を有する
。バットレス材料が有孔である場合、バットレス材料は、その表面の少なくとも一部にわ
たり、開口または孔を有する。有孔層を形成するための適切な材料としては、発泡体（例
えば、連続気泡発泡体または独立気泡発泡体）が挙げられるがこれらに限定されない。あ
る実施形態においては、孔は、有孔層の厚み全体にわたって相互に連絡するように、十分
な数およびサイズであり得る。他の実施形態においては、孔は、有孔層の厚み全体にわた
って相互に連絡しない。なお他の実施形態においては、孔は、有孔層の厚み全体にわたっ
て延びておらず、その表面の一部に存在する。ある実施形態においては、開口または孔は
、有孔層の表面の一部に位置を定められ、有孔層の他の部分は、非有孔の構造を有する。
本開示を読む当業者は、有孔層について、他の孔の分布パターンおよび構成を想定する。
【００２４】
　バットレス材料が有孔である場合、孔は、発泡体またはスポンジを形成するのに適した
任意の方法（組成物の凍結乾燥またはフリーズドライが挙げられるがこれらに限定されな
い）を用いて形成され得る。発泡体を作製するための適切な技術は、当業者の知識の範囲
内である。有孔のバットレス材料は、厚さ少なくとも０．２ｃｍであり得、そして、ある
実施形態においては、厚さ約０．３ｃｍ～約１．５ｃｍであり得る。有孔のバットレス材
料は、多くて約７５ｍｇ／ｃｍ２の密度を有し得、そして、ある実施形態においては、約
２０ｍｇ／ｃｍ２を下回る密度を有し得る。有孔バットレス材料における孔のサイズは、
約２０μｍ～約３００μｍであり得、ある実施形態においては、約１００μｍ～約２００
μｍであり得る。
【００２５】
　バットレス材料はまた、補強部材を備え得る。補強部材は、有孔または非有孔の層に実
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装されても、バットレス材料の非有孔層と有孔層との間に位置決めされてもよい。あるい
は、補強部材は、完全にバットレス材料の１以上の個々の層内に位置決めされ（すなわち
、有孔層、非有孔層、または両方の内側に埋め込まれ）てもよい。また、補強部材は、バ
ットレス材料を構成する層のうちの１つの表面に位置決めされてもよく、ある実施形態に
おいては、バットレス材料の外側表面に位置決めされてもよいことが想定される。
【００２６】
　補強部材のいくつかの適切な非限定的な例としては、織物、メッシュ、モノフィラメン
ト、マルチフィラメントの組紐、チョップドファイバー（当該分野では、時折、ステープ
ル繊維と呼ばれる）およびこれらの組み合わせが挙げられる。補強部材がメッシュである
場合、補強部材は、編み、織り、タッチング、ニップリング（ｋｎｉｐｌｉｎｇ）などの
ような、当業者に公知のあらゆる技術を用いて調製され得る。モノフィラメントまたはマ
ルチフィラメントの組紐が補強部材として使用される場合、モノフィラメントまたはマル
チフィラメントの組紐は、任意の所望される様式で配向され得る。例えば、モノフィラメ
ントまたはマルチフィラメントの組紐は、バットレス材料内で互いに関して不規則に位置
決めされ得る。別の例として、モノフィラメントまたはマルチフィラメントの組紐は、バ
ットレス材料内で共通する方向に配向され得る。チョップドファイバーが補強部材として
使用される場合、チョップドファイバーは、任意の所望される様式で配向され得る。例え
ば、チョップドファイバーは、不規則に配向されても、共通する方向に配向されてもよい
。したがって、チョップドファイバーは、マットまたはフェルトのような不織材料を形成
し得る。チョップドファイバーは、（例えば、熱溶融によって）一緒に結合されても、互
いに付着されていないくてもよい。チョップドファイバーは、任意の適切な長さであり得
る。例えば、チョップドファイバーは、０．１ｍｍ～１００ｍｍの長さであり得、ある実
施形態においては、０．４ｍｍ～５０ｍｍの長さであり得る。例示的な実施形態において
、バットレス材料は、予め一緒に溶融されていない、不規則な配向のチョップドファイバ
ーが、バットレス材料内に埋め込まれる。
【００２７】
　補強部材は、本明細書中で前述したあらゆる生体吸着性、非生体吸着性、天然、または
合成の材料およびこれらの組み合わせから形成され得ることが想定される。モノフィラメ
ントおよびマルチフィラメントの組紐が補強部材として使用される場合、あらゆる市販の
縫合糸材料が有利に補強部材として用いられ得る。
【００２８】
　ある実施形態においては、少なくとも１種の生物活性因子が、バットレス材料、および
／または、バットレス材料を構築するために使用された個々の構成要素（有孔層、非有孔
層および／または補強部材）と組合され得る。これらの実施形態において、バットレス材
料はまた、生物活性因子を送達するためのビヒクルとしても機能し得る。用語「生物活性
因子」とは、本明細書において使用される場合、その最も広い意味において使用され、そ
して、臨床上の用途を有するあらゆる物質または物質の混合物を包含する。したがって、
生物活性因子は、それ自体が薬理学的活性を有しても有していなくてもよい（例えば、色
素または香料）。あるいは、生物活性因子は、治療上または予防上の効果を提供するあら
ゆる因子、組織増殖、細胞増殖、細胞分化に影響するかまたはこれらに関与する化合物、
抗癒着化合物、免疫応答性のような生物学的な活動を惹起し得る化合物、または、１以上
の生物学的プロセスにおいてあらゆる他の役割を果たし得る化合物であり得る。
【００２９】
　本開示にしたがって利用され得る生物活性因子の分類の例としては、抗癒着物質、抗菌
物質、解熱薬、鎮痛薬、麻酔薬、抗てんかん薬、抗ヒスタミン薬、抗炎症薬、心血管系の
薬物、診断剤、交感神経作用薬、コリン作用薬、抗ムスカリン作用薬、鎮痙薬、ホルモン
剤、増殖因子、筋弛緩薬、アドレナリン作動性ニューロン遮断薬、抗腫瘍薬、免疫原性因
子、免疫抑制薬、消化管系の薬物、利尿薬、ステロイド、脂質、リポ多糖類、多糖類およ
び酵素が挙げられる。また、生物活性因子の組み合わせが使用され得ることも意図される
。
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【００３０】
　抗癒着性因子または抗癒着因子は、バットレス材料と、標的組織の反対側の周囲組織と
の間に癒着が形成することを防止するために使用され得る。これらの因子のいくつかの例
としては、ポリ（ビニルピロリドン）、カルボキシメチルセルロース、ヒアルロン酸、ポ
リエチレンオキシド、ポリビニルアルコールおよびこれらの組み合わせが挙げられるがこ
れらに限定されない。
【００３１】
　本開示のバットレス材料中に生物活性因子として含められ得る適切な抗菌剤としては、
トリクロサン（２，４，４’－トリクロロ－２’－ヒドロキシジフェニルエーテルとして
も公知）、クロルヘキシジンおよびその塩（酢酸クロルヘキシジン、グルコン酸クロルヘ
キシジン、塩酸クロルヘキシジンおよび硫酸クロルヘキシジンを含む）、銀およびその塩
（酢酸銀、安息香酸銀、炭酸銀、クエン酸銀、ヨウ素酸銀、ヨウ化銀、乳酸銀、ラウリル
酸銀、硝酸銀、酸化銀、パルミチン酸銀、銀タンパク質および銀スルファジアジンを含む
）、ポリミキシン、テトラサイクリン、アミノグリコシド（例えば、トブラマイシンおよ
びゲンタマイシン、リファンピシン、バシトラシン、ネオマイシン、クロラムフェニコー
ル、ミコナゾール）、キノロン（例えば、オキソリン酸、ノルフロキサシン、ナリジクス
酸、ペフロキサシン（ｐｅｆｌｏｘａｃｉｎ）、エノキサシンおよびシプロフロキサシン
）、ペニシリン（例えば、オキサシリンおよびピプラシル（ｐｉｐｒａｃｉｌ））、ノン
オキシノール９（ｎｏｎｏｘｙｎｏｌ　９）、フシジン酸、セファロスポリン、およびこ
れらの組み合わせが挙げられる。さらに、ウシラクトフェリンおよびラクトフェリシンＢ
のような抗菌性のタンパク質およびペプチドが、本開示のバットレス材料中の生物活性因
子として含められ得る。
【００３２】
　本開示にしたがうバットレス材料中の生物活性因子として含められ得る他の生物活性因
子としては、以下が挙げられる：局所麻酔薬；非ステロイド性避妊剤；副交感神経作用剤
；精神療法剤（ｐｓｙｃｈｏｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ　ａｇｅｎｔ）；精神安定薬；うっ
血除去薬；沈静催眠薬；ステロイド；スルホンアミド；交感神経作用剤；ワクチン；ビタ
ミン；抗マラリア薬；抗片頭痛剤（ａｎｔｉ－ｍｉｇｒａｉｎｅ　ａｇｅｎｔ）；抗パー
キンソン剤（例えば、Ｌ－ドパ）；鎮痙薬；抗コリン作用剤（例えば、オキシブチニン）
；鎮咳薬；気管支拡張薬；心血管系の薬剤（例えば、冠動脈拡張薬およびニトログリセリ
ン）；アルカロイド；鎮痛薬；麻酔薬（例えば、コデイン、ジヒドロコデイン、メペリジ
ン、モルヒネなど）；非麻酔薬（例えば、サリチル酸、アスピリン、アセトアミノフェン
、ｄ－プロポキシフェンなど）；オピオイド受容体アンタゴニスト（例えば、ナルトレキ
ソンおよびナロキソン）；抗癌剤；鎮痙薬；制吐薬；抗ヒスタミン薬；抗炎症剤（例えば
、ホルモン剤、ヒドロコルチゾン、プレドニゾロン、プレドニゾン、非ホルモン剤、アロ
プリノール、インドメタシン、フェニルブタゾンなど）；プロスタグランジンおよび細胞
傷害性薬物；エストロゲン；抗菌薬；抗生物質；抗真菌薬；抗ウイルス薬；抗凝固薬；鎮
痙薬；抗うつ薬；抗ヒスタミン薬；および免疫学的因子。
【００３３】
　バットレス材料中に含められ得る適切な生物活性因子の他の例としては、以下が挙げら
れる：ウイルスおよび細胞、ペプチド、ポリペプチドおよびタンパク質、アナログ、ムテ
イン、ならびにこれらの活性フラグメント（例えば、免疫グロブリン、抗体）、サイトカ
イン（例えば、リンホカイン、モノカイン、ケモカイン）、血液凝固因子、造血因子、イ
ンターロイキン（ＩＬ－２、ＩＬ－３、ＩＬ－４、ＩＬ－６）、インターフェロン（β－
ＩＦＮ、α－ＩＦＮおよびγ－ＩＦＮ）、エリスロポエチン、ヌクレアーゼ、腫瘍壊死因
子、コロニー刺激因子（例えば、ＧＣＳＦ、ＧＭ－ＣＳＦ、ＭＣＳＦ）、インスリン、抗
腫瘍因子および腫瘍抑制遺伝子（ｔｕｍｏｒ　ｓｕｐｐｒｅｓｓｏｒ）、血液タンパク質
、ゴナドトロピン（例えば、ＦＳＨ、ＬＨ、ＣＧなど）、ホルモンおよびホルモンアナロ
グ（例えば、成長ホルモン）、ワクチン（例えば、腫瘍抗原、細菌抗原、およびウイルス
抗原）；ソマトスタチン；抗原；血液凝固因子；増殖因子（例えば、神経増殖因子、イン
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スリン様増殖因子）；タンパク質インヒビター、タンパク質アンタゴニストおよびタンパ
ク質アゴニスト；核酸（例えば、アンチセンス分子、ＤＮＡおよびＲＮＡ）；オリゴヌク
レオチド；ポリヌクレオチド；ならびにリボザイム。
【００３４】
　アンビルバットレス保持システム２８は、組織にステープル止めする前に、アンビルバ
ットレス材料２４をアンビル２０に着脱可能に固定するために提供される。アンビルバッ
トレス保持システム２８は、アンビル２０の下面４８に形成された、遠位に隆起した領域
４６を備える。図３および５に最もよく示されるように、遠位に隆起した領域４６は、ア
ンビルバットレス材料２４の遠位端部をアンビル２０に着脱可能に固定するように構成さ
れた、一対の近位に延びる指部または突出部５０および５２を備える。本明細書において
使用される場合、用語「突出部」とは、指に似た形状をしており、指の間に位置決めされ
たバットレス材料を摩擦嵌めの様式で係合するように構成される、機器のジョーに提供さ
れる構造をいう。突出部５０および５２は、それぞれ、ネック５４および５６と、ネック
５４および５６から近位に延びる膨らんだ部分５８および６０とを備える。アンビル２０
の突出部５０および５２と係合するために、アンビル２０の遠位端部６６に切欠き６２お
よび６４が提供される。切欠き６２および６４は、それぞれ、アンビル２０のネック５４
および５６ならびに膨らんだ部分５８および６０に対応するネック６８および７０と、膨
らんだ部分７２および７４とを備えるように構成される。突出部５０および５２は、切欠
き６２および６４と共に、一対の連動指部を形成し、アンビルバットレス材料２４をアン
ビル２０上に保持する。
【００３５】
　アンビルバットレスシステム２８はさらに、アンビル２０の近位端部７８に形成された
ポスト７６を備える。アンビルバットレス材料２４は、近位端部８２にホール８０が提供
され、このホール８０は、ポスト７６を係合し、そして、アンビルバットレス材料２４を
アンビル２０の下面４８を横切ってぴんと張った状態に維持するように構成される。
【００３６】
　図３～６に最もよく示されるように、ポスト７６は、ポスト半体７６ａおよび７６ｂへ
と分割しており、ポスト半体７６ａと７６ｂとの間にチャネル８４を規定する。チャネル
８４は、アンビル２０内のスロット３８に対応し、そして、スロット３８を通した駆動装
置３６ならびに駆動装置３６に実装されるナイフの移動を可能にしてアンビル２０を閉じ
、そして、ステープル止めした後、アンビルバットレス材料２４を半分に切断する。
【００３７】
　再び、図３および４の場面を参照すると、アンビルバットレス保持システム２８を用い
てアンビルバットレス材料２４をアンビル２０に組み立てるために、アンビルバットレス
材料２４の遠位端部６６にある切欠き６２および６４は、アンビル２０の遠位に隆起した
領域４６にある突出部５０および５２の上に位置決めされる。その後、アンビルバットレ
ス材料２４は、近位にぴんと張って引っ張られ、そして、ホール８０が、アンビル２０の
近位端部７８にあるポスト７６の上に位置決めされ、アンビルバットレス材料２４を、ア
ンビル２０の下面４８に対して固定する。
【００３８】
　図７および８を参照して、アンビル２０内のスロット３８を通る駆動装置３６の通過を
可能にする様式で、アンビルバットレス材料２４の近位端部８２をアンビル２０へと固定
するための、保持システム８６の代替的な実施形態が開示される。保持システム８６は、
アンビルバットレス材料２４内のホール８０を通して配置するために、拡大されたキャッ
プ９０を有するキノコ形状のポストまたは突出部８８を備える。キャップ９０は、アンビ
ルバットレス材料２４を係合するように構成された、下面またはフランジ９２を規定する
。上記のポスト７６と同様に、突出部８８は、突出部半体８８ａおよび８８ｂに分割して
おり、駆動装置３６および駆動装置３６に実装されるナイフブレードの通過のために、突
出部半体８８ａと８８ｂとの間にスロット９４を規定する。キャップ９０は、アンビルバ
ットレス材料２４の近位端部８２の成熟前の取り外しの防止を補助する。具体的には示さ
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れないが、ホール８０の周りの領域は、アンビルバットレス材料２４の突出部８８からの
分離を容易にするために、多孔の領域を備え得る。
【００３９】
　図９および１０を参照して、アンビルバットレス材料２４の近位端部８２をアンビル２
０上に保持するための、保持システム９４のさらなる代替的な実施形態が例示される。ア
ンビル２０には、スロット３８のいずれかの側に位置決めされた、一対の水平方向に間隔
を空けられたポスト９６および９８が提供される。アンビルバットレス材料２４の近位端
部８２には、それぞれ、ポスト９６および９８によって係合されるように構成された、一
対の対応するホール１００および１０２が提供される。ポスト９６および９８は、アンビ
ル２０内のスロット３８の外側にアンビルバットレス材料２４を固定する領域に位置する
。このことは、外科用ステープラー１０を使用する間に、アンビルバットレス材料２４の
外側エッジ１０４および１０６をぴんと張った状態に維持するのを補助する。
【００４０】
　ここで、図１１および１２を参照して、カートリッジバットレス保持システム３０が記
載される。上述のように、カートリッジバットレス保持システム３０は、組織をステープ
ル止めする前に、カートリッジバットレス材料２６をステープルカートリッジ２２上に保
持するために提供される。ステープルカートリッジ２２は、一般に、ステープルを含む挿
入物１１０を取り囲むＵ字型の外側チャネル１０８を備える。ステープルを含む挿入物１
１０には、ステープルポケットの列１１２が提供され、このステープルポケットの列１１
２の機能は、以下により詳細に記載される。ナイフチャネル１１４は、ステープルポケッ
トの列１１２の間を、ステープルを含む挿入物１１０を通って長手方向に通過する。
【００４１】
　図１１および１５の場面を参照すると、カートリッジバットレス保持システム３０は、
ステープルを含む挿入物１１０の遠位端部１１８に形成されたポスト１１６を備える。ポ
スト１１６は、上記のポスト７６と類似しており、そして、半体１１６ａと１１６ｂとに
分割しており、組織およびカートリッジバットレス材料２６を切断するためのナイフブレ
ードの通過に適合する。カートリッジバットレス材料２６は、対応するホール１２０を備
え、このホール１２０は、カートリッジバットレス材料の遠位端部１２２に形成され、そ
して、ステープルを含む挿入物１１０上のポスト１１６の上にフィットするように構成さ
れる。
【００４２】
　図１１および１２に戻って参照し、そして、図１３に関して、カートリッジバットレス
保持システム３０はさらに、ステープルを含む挿入物１１０の近位端部１２８内に形成さ
れた一対の指部または突出部１２４および１２６を備え、この突出部１２４および１２６
は、遠位に延び、比較的真っ直ぐであり、かつ、間隔を空けられている。突出部１２４お
よび１２６は、カートリッジバットレス材料２６を、カートリッジバットレス材料２６の
外側エッジ１３０および１３２に隣接して固定するために、ナイフチャネル１１４のいず
れかの側に位置決めされる。カートリッジバットレス材料２６には、カートリッジバット
レス材料２６の近位端１３８内に形成された対応するスロット１３４および１３６が提供
される。スロット１３４および１３６は、ステープルを含む挿入物１１０の突出部１２４
および１２６を摩擦嵌めの様式で係合するように構成され、カートリッジバットレス材料
２６の近位端部１３８を、ステープルを含む挿入物１１０の近位端部１２８の上に保持す
る。
【００４３】
　カートリッジバットレス保持システム３０を組み立てるために、カートリッジバットレ
ス材料２６内のホール１２０は、ステープルを含む挿入物１１０の遠位端部１１８上のポ
スト１１６の上に位置決めされる。その後、カートリッジバットレス材料２６の近位端部
１３８が、ステープルを含む挿入物１１０の近位端部１２８の上に位置決めされる。アン
ビルバットレス材料２６内のスロット１３４および１３６は、ステープルを含む挿入物１
１０上の突出部１２４および１２６の上から押し付けられて、アンビルバットレス材料２
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６をステープルを含む挿入物１１０と摩擦嵌めの様式で係合する。
【００４４】
　図１４の場面を参照すると、代替的な実施形態において、ステープルを含む挿入物１１
０の近位端部１２８には、ナイフチャネル１１４のいずれかの側に位置決めされる複数の
セットの指部または突出部１４０、１４２および１４４、１４６が提供される。突出部１
４０、１４２および１４４、１４６は、それぞれ、対応するスロットのセット１４８、１
５０および１５２、１５４を係合して、カートリッジバットレス材料２６の近位端部１３
８をステープルを含む挿入物１１０の近位端部１２８に固定する。ジョーの上に複数のセ
ットの指部を、そして、バットレス材料内に対応するスロットを提供することによって、
摩擦接触に利用可能な表面積が増え、より確実な接続を提供する。具体的には示されない
が、バットレス材料の性質および必要とされる摩擦接触の量に依存して、２より多いセッ
トの指部およびスロットが提供され得る。
【００４５】
　ここで、図１６～２１を参照し、そして、最初に、図１６および１７に関して、バット
レス材料を外科用機器のジョーに着脱可能に固定する代替的な方法が記載される。上記の
突出部８８に類似する、分割した突出部１５６は、ステープルを含む挿入物１１０の遠位
端部１１８の上に形成され、そして、フランジ１６０ａおよび１６０ｂを規定するキャッ
プ半体１５８ａおよび１５８ｂを備える。カートリッジバットレス材料２６の遠位端部１
２２内のホール１２０は、分割した突出部１５６の上にフィットし、カートリッジバット
レス材料２６の遠位端部１２２を、ステープルを含む挿入物１１０の遠位端部１１８に固
定する。
【００４６】
　図１８および１９を参照すると、ステープルを含む挿入物１１０の遠位端部１１８およ
びカートリッジバットレス材料２６の遠位端部１２２には、それぞれ、間隔を空けられた
ポスト１６２、１６４と間隔を空けられたホール１６６、１６８とが提供され得る。ポス
ト１６２、１６４およびホール１６６、１６８は、上記のポスト９６、９８およびホール
１００、１０２と実質的に同様に機能して、カートリッジバットレス材料２６の遠位端部
１２２を、ステープルを含む挿入物１１０の遠位端部１１８に固定する。
【００４７】
　図２０および２１を参照すると、中実の分割していないポスト１７０が、ステープルを
含む挿入物１１０の遠位端部１１８の上に提供される。ポスト１７０は、ナイフチャネル
１１４の遠位端部１７２の遠位に位置を定められる。ホール１７４が、カートリッジバッ
トレス材料２６の遠位端部１２２内に提供され、そして、長手方向のスリット１７６が、
ホール１７４を規定する領域を通って形成される。使用の際、外科用ステープラー１０に
実装されるナイフは、ナイフチャネル１１４の長さ全体を通して、カートリッジバットレ
ス材料２６を端から端まで切断する。カートリッジバットレス材料２６が組織に対してス
テープル止めされ、ほぼ完全に半分に切断された後、長手方向のスリット１７６は、カー
トリッジバットレス材料２６が、裂けたり引っかかったりすることなく、半分に分離する
ことを可能にする。
【００４８】
　ここで、図２２～２６を参照し、そして、最初に、図２２および２３に関して、管状の
組織部分Ｔをステープル止めし、そして、分割するための外科用ステープラー１０の使用
が記載される。まず、アンビル２０およびステープルを含むカートリッジ２２を備えるジ
ョーアセンブリ１６が、ステープル止めされる組織Ｔの周りに位置決めされる。駆動装置
３６は、アンビルのスロット３８に関して近位の位置にある。図２３に最もよく示される
ように、ステープルを含む挿入物１１０は、ステープルポケット１１２の列の個々のステ
ープルポケット１８０内に位置決めされたステープル１７８を備える。ステープル１７８
は、従来の型のものであり、そして、バックスパン（ｂａｃｋｓｐａｎ）１８２を備え、
このバックスパン１８２からは一対の脚部１８４および１８６が延びている。脚部１８４
および１８６は、組織を貫通する先端部１８８および１９０において端をなす。プッシャ
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ー１９２が、ステープルポケット１８０内に位置を定められ、そして、ステープル１７８
と、駆動バー１９４の通路との間に位置決めされる。
【００４９】
　ここで、図２４を参照すると、外科用ステープラー１０は、まず、トリガ３２をハンド
ル１２に関して動かすことによって起動され（図１）、駆動装置３６を、矢印Ｂの方向に
、アンビル２０の傾斜したエッジ４０に関して動かし、それによって、アンビル２０をス
テープルカートリッジ２２に関して閉じた位置へと動かす。駆動バー１９４は、ステープ
ルを含む挿入物１９４内を遠位に進むので、駆動バー１９４は、プッシャー１９２をステ
ープル１７８のバックスパン１８２に対して上向きに追いやり、ステープル１７８を、カ
ートリッジバットレス材料２６、組織Ｔ、アンビルバットレス材料２４を通して、アンビ
ル２０内のステープルうち曲げポケット４４に向けて駆動する。組織を貫通する先端部１
８８および１９０は、アンビル２０内のステープル打ち曲げポケット４４内で屈曲し、そ
れによって、アンビルバットレス材料２４を、組織Ｔに対して固定する。この間、バック
スパン１８２は、カートリッジバットレス材料２６を組織Ｔに対して固定する。
【００５０】
　具体的には示されないが、外科用ステープラー１０を完全に起動した際、外科用ステー
プラー１０に実装され、そして、駆動装置３６によって運ばれるナイフブレードが、たっ
た今打ち曲げられたステープルの列の間で、組織Ｔ、ならびに、アンビルバットレス材料
２４およびカートリッジバットレス材料２６を切断する。アンビル２０をステープルカー
トリッジ２２から間隔を空けた開いた位置へと動かすと、アンビルバットレス材料２４は
、アンビル２０から離れ、そして、カートリッジバットレス材料２６は、ステープルカー
トリッジ２２から離れる。具体的には、カートリッジバットレス材料２６の遠位端部１２
２は、ナイフによって端から端まで切断され、そして、ポスト１１６から解放される。カ
ートリッジバットレス材料２６の近位端部１３８は、ステープルを含む挿入物１１０の近
位端部１２８にある長手方向の突出部１２４、１２６から離れる。同様に、アンビルバッ
トレス材料２４の遠位端部６６は、近位に延びる突出部５０、５２から離れ、そして、ア
ンビルバットレス材料２４の近位端部８２は、ポスト７８から離れる。
【００５１】
　結果として得られる、分割され、かつステープル１７８でステープル止めされ閉じられ
た組織Ｔが、図２５および２６に最もよく例示される。具体的には、カートリッジバット
レス材料２６は、ステープル１７８のバックスパン１８２によって組織Ｔに対して固定さ
れ、そして、アンビルバットレス材料２４は、ステープル１７８のたった今打ち曲げられ
た組織を貫通する先端部１８８および１９０によって、組織Ｔに対して固定される。この
様式において、アンビルバットレス材料２４およびカートリッジバットレス材料２６は、
組織Ｔに対してステープル止めされ、それによって、ステープル１７８によって生成され
るこれらのステープルラインを密閉し、そして、補強する。
【００５２】
　本明細書において開示される実施形態に対して、種々の改変がなされ得ることが理解さ
れる。例えば、ジョーとジョーに実装されるバットレス材料との間の摩擦接触を増すため
に、種々の数の連動指部または突出部が提供され得る。さらに、開示されるバットレス材
料には、開示される指部または突出部、およびポストからの解放を容易にするために、種
々の多孔領域が提供され得る。それゆえ、上記明細書は、限定的なものとしてみなされる
べきではなく、単に、特定の実施形態を例示するものとしてみなされるべきである。当業
者は、添付の特許請求の範囲の精神および範囲内で他の改変を想定する。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】図１は、ステープルラインバットレス材料を、アンビルおよび外科用ステープル
止め機器のステープルを含むカートリッジに取り付けるための保持システムの実施形態を
組み込んだ外科用ステープル止め機器の斜視図である。
【図２】図２は、図１の外科用ステープル止め機器の遠位端部の拡大した斜視図である。
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【図３】図３は、部品を分離した、アンビルおよびバットレス材料保持システムの１つの
実施形態の斜視図である。
【図４】図４は、組み立てられたアンビルバットレス材料保持システムの斜視図である。
【図５】図５は、図４のアンビルバットレス材料保持システムの遠位端部の上面図である
。
【図６】図６は、図４の線６－６に沿ってとった断面図である。
【図７】図７は、部品を分離した、図４のアンビルバットレス保持システムの近位端部の
斜視図である。
【図８】図８は、図７の線８－８に沿ってとった断面図である。
【図９】図９は、部品を分離した、アンビルバットレス保持システムの近位端部の代替的
な実施形態の斜視図である。
【図１０】図１０は、図９の線１０－１０に沿ってとった断面図である。
【図１１】図１１は、部品を分離した、ステープルを含むカートリッジおよびバットレス
材料保持システムの１つの実施形態の斜視図である。
【図１２】図１２は、図１１の組み立てられたカートリッジバットレス保持システムの斜
視図である。
【図１３】図１３は、図１２のカートリッジバットレス保持システムの近位端部の上面図
である。
【図１４】図１４は、カートリッジバットレス保持システムの近位端部の代替的な実施形
態の上面図である。
【図１５】図１５は、図１２の線１５－１５に沿ってとった断面図である。
【図１６】図１６は、部品を分離した、図１２のカートリッジバットレス保持システムの
遠位端部の斜視図である。
【図１７】図１７は、図１６の線１７－１７に沿ってとった断面図である。
【図１８】図１８は、部品を分離した、カートリッジバットレス保持システムの遠位端部
の代替的な実施形態の斜視図である。
【図１９】図１９は、図１８の線１９－１９に沿ってとった断面図である。
【図２０】図２０は、部品を分離した、カートリッジバットレス保持システムの遠位端部
のさらなる代替的な実施形態の斜視図である。
【図２１】図２１は、図２０の線２１－２１に沿ってとった断面図である。
【図２２】図２２は、組織部分の周りに位置決めされた、図１の外科用ステープル止め機
器の遠位端部の斜視図である。
【図２３】図２３は、組織部分の周りに位置決めされた外科用ステープル止め機器の遠位
端部の側面図であり、部分的に断面で示される。
【図２４】図２４は、図１の外科用ステープル止め機器の最初の起動の間の側面図であり
、部分的に断面で示される。
【図２５】図２５は、ステープル止めされ、そして分割された組織部分の斜視図である。
【図２６】図２６は、図２５の線２６－２６に沿ってとった断面図である。
【符号の説明】
【００５４】
１０：外科用ステープラーまたは外科用ステープル止め機器
１２：ハンドル
１６：ジョーアセンブリ
２０：アンビル
２２：ステープルカートリッジ
２４：アンビルバットレス材料
２６：カートリッジバットレス材料
２８：アンビルバットレス材料保持システム
３０：カートリッジバットレス材料保持システム
３６：駆動装置
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３８：長手方向のスロット
５０、５２、８８、１２４、１２６、１４０、１４２、１４４、１４６：突出部
６２、６４：切欠き
８０、１００、１０２、１６６、１６８、１７４：ホール

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】 【図９】
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【図１０】

【図１１】
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【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】 【図２１】
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【図２２】 【図２３】

【図２４】

【図２５】

【図２６】



(20) JP 5204561 B2 2013.6.5

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００２－３６９８２０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－０００６０３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００１－５１４５３９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　１７／０６４　－　１７／１１５


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

