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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
組織の領域を一時的に不動化するための装置（１１）において、
吸引源（１１４）と、
吸引口（３３）に連結された内腔（７２）を備えた部材（１２、１３）であって、前記吸
引口が前記部材の平らな第一の表面に沿って位置決めされ、前記内腔が前記吸引源に連結
され、前記内腔への吸引力が前記吸引口に通される、前記部材と、
前記部材を定置の物体に固定するための手段（１４、１５）と、を有し、
前記定置の物体は、手術用テーブル（１６、２０３）又はレトラクタ（３）であり、
前記部材（１２、１３）は、アーム（２３）及びパドル（２２）を含み、前記パドルは前
記アームにヒンジ（７１）によって連結され、
前記ヒンジ（７１）は、基端及び先端を持つと共に曲動自在であり、前記基端はアームに
連結され、前記先端はパドルに連結されていることを特徴とする、前記装置。
【請求項２】
組織の領域を一時的に不動化するための装置（１１）において、
吸引源（１１４）と、
吸引口（３３）に連結された内腔（７２）を備えた部材（１２、１３）であって、前記吸
引口が前記部材の平らな第一の表面に沿って位置決めされ、前記内腔が前記吸引源に連結
され、前記内腔への吸引力が前記吸引口に通される、前記部材と、
前記部材を定置の物体に固定するための手段（１４、１５）と、を有し、
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前記定置の物体は、手術用テーブル（１６、２０３）又はレトラクタ（３）であり、
前記部材（１２、１３）は、アーム（２３）及びパドル（２２）を含み、前記パドルは前
記アームにヒンジ（７１）によって連結され、
前記パドルは、前記ヒンジによって、前記アームに所定の角度関係で固定できる、前記装
置。
【請求項３】
前記パドル（２２）は前記アーム（２３）に第一の角度で移動自在に連結されている、請
求項２に記載の装置。
【請求項４】
前記部材（１２、１３）の前記平らな第一の表面は湾曲している、請求項1又は２に記載
の装置。
【請求項５】
前記内腔は前記アームを通って前記パドルまで延び、前記内腔は、更に、前記アームを通
って前記吸引口まで延び、前記吸引口は前記パドル上に位置決めされている、請求項１又
は２に記載の装置。
【請求項６】
組織の領域を不動化するための装置（１１）において、
第一の平面に沿って吸引口（３３）を有する第一の部材（１２）と、
不動化領域を間に形成するように前記第一の部材から離間されて位置決めされ、かつ、前
記第一の平面に沿って吸引口を有する、第二の部材（１３）と、
前記第一の部材及び前記第二の部材を定置の物体に固定するために、前記第一の部材及び
前記第二の部材に連結された、固定装置（１４、１５）と、を有し、
前記定置の物体は、手術用テーブル（１６、２０３）又はレトラクタ（３）であり、
前記第一の部材（１２）は、アーム（２３）及びパドル（２２）を含み、前記パドルは前
記アームにヒンジ（７１）によって連結され、
前記ヒンジ（７１）は、基端及び先端を持つと共に曲動自在であり、前記基端はアームに
連結され、前記先端はパドルに連結されていることを特徴とする、前記装置。
【請求項７】
組織の領域を不動化するための装置（１１）において、
第一の平面に沿って吸引口（３３）を有する第一の部材（１２）と、
不動化領域を間に形成するように前記第一の部材から離間されて位置決めされ、かつ、前
記第一の平面に沿って吸引口を有する、第二の部材（１３）と、
前記第一の部材及び前記第二の部材を定置の物体に固定するために、前記第一の部材及び
前記第二の部材に連結された、固定装置（１４、１５）と、を有し、
前記定置の物体は、手術用テーブル（１６、２０３）又はレトラクタ（３）であり、
前記第一の部材（１２）は、アーム（２３）及びパドル（２２）を含み、前記パドルは前
記アームにヒンジ（７１）によって連結され、
前記パドルは、前記ヒンジによって、前記アームに所定の角度関係で固定できる、前記装
置。
【請求項８】
前記第一の平面は湾曲している、請求項６又は７に記載の装置。
【請求項９】
前記固定装置は、係止可能な第一のエルボ継手を有する第一の可変アームと、係止可能な
第二のエルボ継手を有する第二の可変アームとを有する、請求項６又は７に記載の装置。
【請求項１０】
前記第一の部材に連結され、且つ、前記第一の部材の前記吸引口と連通した、第一の吸引
源と、前記第二の部材に連結され、且つ、前記第二の部材の前記吸引口と連通した、第二
の吸引源とを更に有する、請求項６又は７に記載の装置。
【請求項１１】
組織の領域を不動化するための装置（１１）において、吸引管腔（３０）を内部に備えた
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アーム（２３）、管腔（７２）を内部に備えた頸部（７１）、及び吸引導管（３１）を内
部に備えた部材（２２）を有し、該部材（２２）は頸部（７１）によりアーム（２３）に
対して移動又は回動するようにアームに連結され、前記アームは、固定装置（１４、１５
）によって定置の物体に固定され、前記定置の物体は、手術用テーブル（１６、２０３）
又はレトラクタ（３）であり、前記吸引導管は、前記部材の第一の平面に沿って配置され
た吸引口（３３）と連通し、前記吸引導管は、吸引孔（３２）を通して前記吸引口と連通
し、前記吸引口（３３）は吸引口直径を有し、前記吸引孔（３２）は吸引孔直径を有し、
前記吸引口直径は前記吸引孔直径よりも大きく、前記吸引導管は吸引源（１１４）に連結
できることを特徴とする、前記装置。
【請求項１２】
前記吸引口直径は前記吸引孔直径の三倍より大きい、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
前記吸引口は全体に直線状の円筒形の側部を有する、請求項１１に記載の装置。
【請求項１４】
組織の領域を一時的に不動化するための装置（１１）において、
吸引源（１１４）と、
前記吸引源と連通した吸引口（３３）が位置決めされた第一の表面を有する部材（１２、
１３）であって、前記吸引源からの吸引力が前記吸引口に通される、前記部材と、
前記部材を定置の物体に固定するための手段（１４、１５）と、を有し、
前記定置の物体は、手術用テーブル（１６、２０３）又はレトラクタ（３）であり、
前記部材（１２、１３）は、アーム（２３）及びパドル（２２）を含み、前記パドルは前
記アームにヒンジ（７１）によって連結され、
前記ヒンジ（７１）は、基端及び先端を持つと共に曲動自在であり、前記基端はアームに
連結され、前記先端はパドルに連結されていることを特徴とする、前記装置。
【請求項１５】
組織の領域を一時的に不動化するための装置（１１）において、
吸引源（１１４）と、
前記吸引源と連通した吸引口（３３）が位置決めされた第一の表面を有する部材（１２、
１３）であって、前記吸引源からの吸引力が前記吸引口に通される、前記部材と、
前記部材を定置の物体に固定するための手段（１４、１５）と、を有し、
前記定置の物体は、手術用テーブル（１６、２０３）又はレトラクタ（３）であり、
前記部材（１２、１３）は、アーム（２３）及びパドル（２２）を含み、前記パドルは前
記アームにヒンジ（７１）によって連結され、
前記パドルは、前記ヒンジによって、前記アームに所定の角度関係で固定できる、前記装
置。
【請求項１６】
前記部材は、イリゲーション流体を前記部材の近くの領域に送るための手段を更に有する
、請求項１４又は１５に記載の装置。
【請求項１７】
前記部材は、前記イリゲーション流体を送るための前記手段によって送られた前記イリゲ
ーション流体を除去するための手段を、更に有する、請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
前記イリゲーション流体を送るための前記手段は、加圧イリゲーション流体を送るための
手段を更に有する、請求項１６に記載の装置。
【請求項１９】
前記部材は、前記部材の近くの領域に光を送るための手段を更に有する、請求項１４又は
１５に記載の装置。
【請求項２０】
前記部材を定置の物体に固定するための前記手段は、剛性生体親和性材料製の賦形アンカ
ーを有する、請求項１４又は１５に記載の装置。
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【請求項２１】
前記アンカーは手術用テーブルに固定されている、請求項２０に記載の装置。
【請求項２２】
前記部材を定置の物体に固定するための前記手段は、剛性生体親和性材料製の第一の及び
第二の賦形アンカーを有し、前記第一のアンカーは、手術用テーブルの第一の側に固定さ
れ、前記第二のアンカーは、手術用テーブルの第二の側に固定されている、請求項１４又
は１５に記載の装置。
【請求項２３】
前記第一のアンカー及び前記第二のアンカーは、トラスによって互いに連結され、前記ト
ラスは、前記第一のアンカー及び前記第二のアンカーの各々の底端に連結され、前記トラ
スは前記手術用テーブルの下に位置決めされる、請求項２２に記載の装置。
【請求項２４】
前記第一のアンカー及び前記第二のアンカーにはレトラクタが連結されている、請求項２
２に記載の装置。
【請求項２５】
前記第一のアンカー及び前記第二のアンカーには取り付けレールが連結されている、請求
項２４に記載の装置。
【請求項２６】
前記レトラクタには取り付けレールが連結されている、請求項２４に記載の装置。
【請求項２７】
前記トラスは、前記第一のアンカーに固定された第一の下降部材と、前記第二のアンカー
に固定された第二の下降部材と、互いに交差するように連結され且つ前記第一及び第二の
下降部材の各々に固定された第一及び第二のブレースとを有する、請求項２３に記載の装
置。
【請求項２８】
前記パドルは、第一の組の吸引口を備えた円形の第一の側部（８１）と、第二の組の吸引
口を備えた円形の第二の側部（８２）を有し、前記部材は、前記第一及び第二の組の吸引
口を前記吸引源に個々に接続し又は断続できるようにするための手段（８６１、８６２）
を更に有する、請求項１４又は１５に記載の装置。
【請求項２９】
前記第一及び第二の組の吸引口を前記吸引源に個々に接続し又は断続できるようにするた
めの手段は、第一の吸引ライン及び第二の吸引ライン、並びに各吸引ラインに沿って吸引
力を選択的に伝えることができるようにするストップコック（８６１、８６２）を有する
請求項２８に記載の装置。
【請求項３０】
前記部材を定置の物体に固定するための前記手段は、取り付けビームを有し、前記取り付
けビームは、部材を前記取り付けビームに固定するための手段を有し、前記取り付けビー
ムは、第一の区分と、第二の区分と、前記第一の区分を前記第二の区分から遠ざかる方向
に拡げるための手段と、前記取り付けビームを定置の物体に取り付けるための手段とを有
する請求項１４又は１５に記載の装置。
【請求項３１】
前記アームと前記パドルは平行をなす、請求項１４に記載の装置。
【請求項３２】
前記パドルは、前記アームに対して９０°の角度で配向されている、請求項１５に記載の
装置。
【請求項３３】
前記パドルは、前記第一の表面内に位置決めされた第一及び第二の吸引口を有し、前記第
一及び第二の吸引口は前記吸引源と連通し、前記吸引源からの吸引力が前記第一及び第二
の吸引口に通される、請求項１４又は１５に記載の装置。
【請求項３４】
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前記パドルは、第一の列に並び前記第一の表面内に位置決めされた第一、第二、及び第三
の吸引口を有し、前記吸引口は前記吸引源と連通し、前記吸引源からの吸引力が前記吸引
口に通される、請求項１４又は１５に記載の装置。
【請求項３５】
前記第一の列に並び前記第一の表面内に位置決めされた前記第一、第二、及び第三の吸引
口の他に、前記第一の表面内に位置決めされた第四の吸引口を更に有する、請求項３４に
記載の装置。
【請求項３６】
前記部材を定置の物体に固定するための手段はボールソケットアームを含む、請求項１４
又は１５に記載の装置。
【請求項３７】
前記ボールソケットアームは、第一の端が所定のボール半径の球形のボールに連結された
第一のチューブを含み、前記第一の端は、前記ボール半径とほぼ同じ半径を持つ半球形形
状を備える、請求項３６に記載の装置。
【請求項３８】
前記ボールは、前記ボールを完全に貫通した内腔と、前記内腔の中に位置決めされたテー
パブッシュとを有し、前記テーパブッシュは貫通通路を有し、前記通路は、第一の端に第
一の直径を有し、中間部に第二の直径を有し、前記第一の端の反対端に第一の直径を有し
、前記第一の直径は前記第二の直径よりも大きい、請求項３７に記載の装置。
【請求項３９】
前記部材を定置の物体に固定するための前記手段はボールソケットアームを含み、前記ボ
ールソケットアームは、一連のボール部分によって互いに接合された一連のチューブ部分
を有し、前記チューブ部分の端部は前記ボール部分と嵌合し、前記端部は前記ボール部分
に対応して半球形形状をなし、前記一連のボール部分とチューブ部分とを通ってケーブル
が配置され、前記ボール部分は、任意のチューブ部分の隣接したボール部分に対する配向
に拘わらず、前記アーム内の前記ケーブルの長さを一定に維持するための手段を有する、
請求項１４又は１５に記載の装置。
【請求項４０】
任意のチューブ部分の隣接したボール部分に対する配向に拘わらず、前記アーム内の前記
ケーブルの長さを一定に維持するための前記手段は、前記ボールの内腔の中に位置決めさ
れたテーパブッシュを含み、前記テーパブッシュは貫通通路を有し、前記通路は、第一の
端に第一の直径を有し、中間部に第二の直径を有し、前記第一の端の反対端に第一の直径
を有し、前記第一の直径は前記第二の直径よりも大きい、請求項３９に記載の装置。
【請求項４１】
組織の領域を不動化するための装置（１１）において、第一の吸引口（３３）を有する第
一の部材（１２）、不動化領域を間に形成するように前記第一の部材から離間されて位置
決めされた、第二の吸引口（３３）を有する第二の部材（１３）と、前記第一の部材と前
記第二の部材とを定置の物体に固定するための、前記第一の部材及び前記第二の部材に連
結された固定装置と、を有し、
前記定置の物体は、手術用テーブル（１６、２０３）又はレトラクタ（３）であり、
前記第一の部材（１２）は、アーム（２３）及びパドル（２２）を含み、前記パドルは前
記アームにヒンジ（７１）によって連結され、
前記ヒンジ（７１）は、基端及び先端を持つと共に曲動自在であり、前記基端はアームに
連結され、前記先端はパドルに連結されていることを特徴とする、前記装置。
【請求項４２】
組織の領域を不動化するための装置（１１）において、第一の吸引口（３３）を有する第
一の部材（１２）、不動化領域を間に形成するように前記第一の部材から離間されて位置
決めされた、第二の吸引口（３３）を有する第二の部材（１３）と、前記第一の部材と前
記第二の部材とを定置の物体に固定するための、前記第一の部材及び前記第二の部材に連
結された固定装置と、を有し、
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前記定置の物体は、手術用テーブル（１６、２０３）又はレトラクタ（３）であり、
前記部材（１２、１３）は、アーム（２３）及びパドル（２２）を含み、前記パドルは前
記アームにヒンジ（７１）によって連結され、
前記パドルは、前記ヒンジによって、前記アームに所定の角度関係で固定できる、前記装
置。
【請求項４３】
前記第一の部材を前記第二の部材から遠ざかる方向に拡げるための手段を更に有する、請
求項４１又は４２に記載の装置。
【請求項４４】
前記第一の部材を前記第二の部材から遠ざかる方向に拡げるための前記手段は、前記第一
の部材に固定された第一のバーと、前記第二の部材に連結された第二のバーとを含み、前
記第一のバーは直線状スロットを有し、前記第二のバーは、前記直線状スロットと係合し
て前記第二のバーを前記第一のバーに固定するための手段を有する、請求項４３に記載の
装置。
【請求項４５】
前記第一の部材を前記第二の部材から遠ざかる方向に拡げるための前記手段は、前記第一
の部材を前記第二の部材から遠ざかる方向に移動するために前記第一の部材と前記第二の
部材とに連結された、モータ手段と、前記モータ手段に動力を与えるために前記モータ手
段に接続された動力手段と、前記モータ手段の作動を制御するために前記モータ手段と前
記動力手段とに連結された制御手段とを有する、請求項４４に記載の装置。
【請求項４６】
組織の領域を不動化するための装置（１１）において、吸引管腔（３０）を内部に備えた
アーム（２３）、管腔（７２）を内部に備えた頸部（７１）、及び吸引口（３３）に連通
した吸引導管（３１）を内部に備えた部材（２２）を含み、該部材（２２）は頸部（７１
）によりアーム（２３）に対して移動又は回動するようにアームに連結され、前記アーム
（２３）は、固定装置（１４、１５）によって定置の物体に固定され、前記定置の物体は
、手術用テーブル（１６、２０３）又はレトラクタ（３）であり、前記吸引導管は、吸引
孔（３２）を介して前記吸引口と連通し、前記吸引口（３３）は吸引口直径を有し、前記
吸引孔（３２）は吸引孔直径を有し、前記吸引口直径は前記吸引孔直径よりも大きく、前
記吸引導管（３１）は吸引源に連結できるように構成されることを特徴とする、前記装置
。
【請求項４７】
前記吸引口直径は前記吸引孔直径の三倍より大きい、請求項４６に記載の装置。
【請求項４８】
前記吸引口は軸線を有し、前記吸引孔は前記吸引口と非同軸関係で位置決めされている、
請求項４６に記載の装置。
【請求項４９】
前記吸引口は全体に直線状の円筒形の側部を有する、請求項４６に記載の装置。
【請求項５０】
前記固定装置はボールソケット構造を有する、請求項４６に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【発明の属する技術分野】
【０００１】
本発明は、概ね、身体組織及び器官の手術に関する。より詳細には、本発明は、心臓壁等
の動く組織の局部領域を一時的に不動にして、斯かる組織の局部領域へ外科処置を施すの
を可能にする方法及び装置に関する。
【従来の技術】
【０００２】
冠状動脈疾患は西側社会においては依然として疾患及び死亡率の主たる原因となっている
。冠状動脈疾患は様々な方面で表されている。例えば、冠状動脈疾患は心臓の様々な領域
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への血液の流れを不十分なものにする。これにより不快なアンギナや虚血の危険が生じる
。深刻な場合には、急性冠状動脈血液流閉塞が起こり、心筋梗塞や死亡の危険性を含んだ
心筋組織への取り返しのつかない損傷を与えることとなる。冠状動脈疾患を治療するため
の様々な方法が開発されてきた。深刻でない場合には、薬を用いて症状を治療するか、ま
たは、生活週間を変えて病気の原因に対して治療を行えば十分であることがしばしばであ
る。状況が深刻な場合には、バルーン血管形成、アテレクトミ（atherectomy）、レーザ
切除、ステント等を用いる技術を使って冠状動脈の閉塞を血管内的処置または経皮的処置
で治療することが可能である。
【０００３】
これらの方法が失敗した場合、または失敗が予想される場合には、しばしば冠状動脈バイ
パス移植処置を行う必要がある。この処置法は概ね次のステップからなる。第１は、心臓
へ直接接近することである。これは、通常、中央胸骨切開により胸部を開き、左右の肋骨
郭を広げて、次いで、心臓周囲の嚢を開いて心臓へ直接接近することにより達成される。
次に、移植処置に使用する血管を患者から用意する。通常、斯かる血管は乳房の動脈また
は伏在静脈を使用して用意されるが、その他の移植血管を使用することも可能である。
【０００４】
次に、心臓－肺または心肺バイパスが行われる。これは、通常、動脈及び静脈にカニュー
レを挿入し、心肺装置へ血流を接続し、身体を約３２℃まで冷却し、大動脈及び冠状動脈
の心臓停止灌流を把持して心臓を停止するとともに約４℃まで冷却して行われる。鼓動す
る心臓の一定のポンプ動作によりある部位での心臓への手術が困難になるため、また、そ
の他の部位での手術が不可能ではなくとも非常に困難となるために、心臓を停止すること
が必要となる。心臓が一旦停止されると、次いで移植片（または複数の移植片）が冠状動
脈（または複数の冠状動脈）の関連部分に取り付けられ、次いで、心肺バイパスを離脱さ
せ、心臓を再始動させてカニューレを取り外す。最後に胸部を閉じる。
【０００５】
患者に苦痛を与え、処置に余分な経費と時間を必要とする領域は心肺バイパスである。心
肺バイパスにおいては、通常は右心房へ戻る患者の全ての血液を、血液に酸素を供給し、
血液から二酸化炭素を取り出し、且つ、十分な血圧の血液を患者の大動脈へ戻して体内で
更に循環させる装置へ転流する。概ね、斯かる装置は、酸素供給装置、幾つかのポンプ、
溜め、血液温度制御装置、フィルタ及び血流、血圧及び血液温度用のセンサ等の幾つかの
別個の要素を必要とする。
【０００６】
心肺拍バイパス中に問題が生じることがある。特に、血液が異質な表面に晒されると実質
的に全ての体液及び細胞要素が炎症性反応を起こしたり、反応の遅い特定の免疫性反応の
幾つかを起こすことになる。心肺バイパスから生じるその他の複雑な要素はずれ応力損傷
による赤血球及び血小板の喪失である。更に、心肺バイパスにはヘパリン等の抗凝固薬の
使用が必要となる。これは、更に、出血の危険性を増大させることとなる。最後に、心肺
バイパスでは時々患者に血液を追加補給することが必要となる。患者自身の血液でない場
合には患者は血液の齎す疾病にかかる危険に晒されることとなる。
【０００７】
心肺バイパス中に起きる様々な危険のため、心臓停止及び心肺バイパスを行わない冠状動
脈移植処置を施そうとするその他の試みがなされてきた。例えば、胸部手術年報第１９巻
第１号（Annals Thorac. Surg. Vol.19,No.1）（１９７５年１月）の１乃至９頁にある「
ポンプ式酸素供給装置を使用しない冠状動脈移植片の配置」においてトラップ（Trap）と
ビサリヤ（Bisarya）は縫合糸を十分深く包囲して十分な筋肉を取り込んで心臓の一領域
を固定し且つ冠状動脈への損傷を防止するようにしてバイパス移植領域を不動にした。更
に、より近年においては、胸部手術年報第５５巻（１９９３年２月）の４８６乃至４８９
ページの「心肺バイパスを用いない採取術の可能な冠状動脈バイパス移植」においてファ
ニング（Fanning）及びその他もまた安定用の縫合糸を用いたバイパス移植領域の不動化
を報告している。
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【０００８】
上記の試みはある程度の成功を納めたが、縫合糸を持ってしても鼓動する心臓は当該領域
において所望する以上に動き続けることから、吻合を正しく行うには外科医が高い技術を
有していることが概ね必要となる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
従って、本発明の目的は、安定用縫合糸を使用することなく鼓動する心臓の一領域等の組
織の局部領域を一時的に不動にする方法及び装置を提供することである。本発明の別の目
的は、鼓動する心臓上での冠状動脈バイパス移植手術を容易に行えるようにする方法及び
装置を提供することである。本発明の更に別の目的は、心臓を停止することなく且つ患者
を心肺バイパス装置へ連結することなく冠状動脈バイパス移植を行えるようにする方法及
び装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
上記及びその他の目的は、本発明の組織の局部領域を一時的に不動にする方法及び装置に
より達成される。特に、本発明は、心臓組織の局部領域を一時的に不動にして、鼓動する
心臓のポンプ機能を著しく損ねることなく、局部領域における冠状血管の外科手術を可能
にする方法及び装置を提供する。心臓組織の局部領域は心臓の当該領域において最小限の
侵襲性手術あるいは小手術を可能にするのに十分な程度に不動にされる。本発明は、斯か
る不動を達成するために吸引装置を使用することを特徴とする。斯かる吸引装置は負圧源
に連結される。吸引装置は一表面上に一連の吸引口を有する。吸引装置を介しての吸引に
より前記吸引口において吸引が生じる。
【００１１】
吸引装置は、更に、心臓の表面に一致するような形状にされる。従って、吸引装置が心臓
の表面に配置されて吸引が始まると、前記吸引口を介しての吸引により心臓の表面に係合
する。吸引装置は、更に、手術用テーブルまたは胸骨または肋骨レトラクタ（retractor
；開創器）等の固定された物体に固定されるかまたは該物体に対して不動にされる。従っ
て、吸引装置の近傍の心臓の局部領域は吸引が維持されている間は定置の物体に対して一
時的に固定または不動にされる。
【００１２】
このように、冠状動脈を譬え心臓そのものが依然として鼓動していても不動にすることが
可能になり、バイパス移植片を冠状動脈に接続することが可能となる。更に、吸引装置を
従来の開胸環境または内視鏡検査法等の最小限の侵襲環境にも使用することが可能となる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
本発明の前記及びその他の態様は添付の図面と共に発明の詳細な説明を参照すれば最も良
く理解できる。図面は必ずしも正確な縮尺率で描かれたものではない。図１は、心臓組織
の一領域を一時的に不動にするのに使用されている不動化装置１１の図である。好適な実
施例では、心臓組織の局部領域への外科的アクセスが小規模開胸により達成され、斯かる
手術は第４または第５肋間間隙内でなされるのが好適である。約１０センチメートルの切
開部位１０が肋骨（図１で仮想線で示す）間に形成される。肋骨の軟骨は一時的に取り除
き、切開部を囲繞する肋骨はレトラクタ（図示なし）を使用して若干間隔を広げられて、
乳房動脈及び心臓への外科的アクセスが十分とれるようにされる。図から分かるように、
一対の吸引装置が導入される。第１吸引装置１２は刺し傷８を通って肋骨間に挿入され切
開部位１０の下方約１０センチメートルへ達する。この刺し傷８は任意の許容可能な方法
でつけられる。一旦手術が完了すれば、該刺し傷を胸部を閉じた後の胸郭ドレン用に使用
することが可能である。
【００１４】
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図１９を参照して下記に述べる如く、吸引装置は先端にラテックスゴム製のカバー１８０
を備えており、胸壁を通過する時に血液や組織が吸引口へ進入して吸引孔を閉塞しないよ
うにされている。吸引装置が一旦導入されてしまうと、カバー１８０は外されて先端が心
臓上に位置決めされる。第２吸引装置１３は切開部位１０を介して導入されて心臓の表面
に到達する。図から分かるように、各吸引装置の先端は最終的には不動にされる心臓組織
の局部領域、即ち、移植がなされる冠状動脈のいずれかの側に位置決めされる。
【００１５】
図から分かるように、吸引装置１２、１３は外科手術用テーブル１６等の定置の物体にそ
れぞれ固定装置１４、１５を使用して固定される。勿論、床、天井または例えば胸骨等の
患者の骨格系の一部等の患者を含めた手術用テーブルの傍らにあるその他の物体を定置の
物体として用いることが可能である。好適な実施例では、各固定装置１４、１５はイタリ
アのフェルトレ（Feltre）ＢＬ、Ｉ－３２０３２、ゾナ・インダストリアル・ディ・ヴィ
ラパイエラ（Zona Industriale di Villapaiera）のマンフロット・ノルド社（Manfrot t
o Nord, Inc.）より製品番号２４４として市販されている可変摩擦アームである。各固定
装置１４、１５は所定の位置に係止できる一連のナックル継手を有している。従って、固
定装置は吸引装置が３次元空間内の所望の位置に係止されるのを可能にしている。図示さ
れていないが、各固定装置（または各吸引装置または双方）を相互接続して、トラス型の
構造体を創造し、不動装置１１全体の剛性を向上することが可能である。
【００１６】
吸引装置１２、１３はライン２０、２１を介して吸引源１１４に連結されている。該吸引
源１１４は手術室において使用できる標準の吸引であって良く、それぞれの装置用に２リ
ットルの緩衝剤が入ったフラスコ（図示なし）を備えた装置に連結されている。吸引は２
００乃至６００ｍｍＨｇ、好適には４００ｍｍＨｇの負圧でなされる。図から分かるよう
に、各吸引装置は本質的に２つの部分、パドル２２と、アーム２３とを備えている。図２
及び図３は吸引装置１２及び１３のそれぞれを詳細に図示している。
【００１７】
図２ａ及び図２ｂを参照すると、図２ａは心臓の輪郭に沿って配置された吸引装置１２の
側面図である。図から分かるように、吸引装置の先端はパドル２２及びアーム２３を備え
ており、該パドル及びアームは連続ヒンジまたは頸部７１により一体に連結されている。
パドル２２は概ね平らな平面を有しており、該平らな平面は図２ａで輪郭で図示された心
臓１の曲率に概ね合致するようにされている。好適な実施例では、吸引アーム２３は吸引
パドル２２に連結されており、吸引パドル２２が吸引アーム２３に対して回動または曲動
可能となって所望の向きに配向可能なようにされている。これは頸部７１により達成可能
となる。頸部７１は、変形させにくいパドル２２及びアームとは反対に、比較的曲動自在
、即ち、所望の向きに手で曲げられるようにされている。
【００１８】
好適な実施例では、吸引パドル２２及び吸引アーム２３はステンレス鋼３１６から構成さ
れ、一方頸部７１はステンレス鋼３２１から構成される。勿論、頸部７１を手で動くよう
にする以外にその他の手段を用いてパドル２２をアーム２３に対して移動または回動する
ようにすることも可能であり、係止ヒンジや当該技術分野では公知の離れて起動可能な継
手等を使用することが可能である。例えば、本書に参考として組み入れているハスラー（
Hassler）の米国特許第５，３７４，２７７号を参照すると良い。遠隔起動自在のヒンジ
は、特に、内視鏡検査で使用される吸引装置には有益である。代替の実施例では、パドル
はアームに対して固定した向きに固定される。図から分かるように、アーム２３は該アー
ムを貫通する吸引管腔３０を有しており、該管腔は頸部管腔７２を介してパドル２２内の
吸引導管３１に連通している。パドル２２内の吸引導管３１は更に吸引孔３２（図２に最
も良く図示されている）を介して吸引口３３へ連通している。
【００１９】
図２ｂは吸引装置１２の底面図である。図から分かるように、好適な実施例では、一列に
並んだ４つの吸引口３３を特徴としているが、数及び位置はそれに特定されるものではな
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く、変更することも可能である。各吸引口３３は吸引孔３２を有しており、各吸引孔は吸
引口３３の中心から外れた位置に配置されるのが好適である。吸引孔３２は吸引口３３の
中心から外れて位置決めされて、組織が吸引大きく上昇しても、組織が吸引孔３２を封鎖
することで即座に吸引を停止することはないが、吸引孔が吸引口の中心に配置されていれ
ば斯かる事態が発生する可能性がある。
【００２０】
更に、各吸引孔３２の径は吸引口の径と比較すれば遥かに小径である。これにより吸引口
３３と吸引導管３１との間に高抵抗通路が創出されて、一方の吸引口における組織対口の
シールが喪失され（従って、組織に対する吸引口の固定が喪失され）て、残りの吸引口に
おける急激な圧力降下の発生がなくなる。好適な実施例では、吸引孔３２の径は２ｍｍで
あり、吸引口３３の径は６ｍｍである。図２ａ及び図２ｂの比較から分かるように、吸引
口の辺が比較的直線的である吸引口は各口の端部での面が概ね平面となる。
【００２１】
図３ａ及び図３ｂを参照すると、図３ａは、図１に図示した吸引装置１３の側面図である
。図から分かるように、吸引装置１３の先端は連続したヒンジまたは頸部７１により一体
に連結されたパドル２２及びアーム２３を備えている。パドル２２は心臓１の曲率に概ね
合致した概ね平らな表面を有している。好適な実施例では、吸引アーム２３は、吸引パド
ル２２が３軸線のいずれの軸線に沿っても回動または曲げられるようにされて吸引アーム
２３に対して所望の向きに向けられるように、吸引パドル２２に連結されている。これは
頸部７１により達成される。頸部７１は図２ａで述べた頸部と略類似しているが、吸引装
置１３が吸引アーム２３に対して一定の角度に向けられた位置に吸引パドル２２を有して
いる点が異なる。
【００２２】
図３ｂは、吸引装置１３の底面図である。図から分かるように、好適な実施例では、吸引
装置１３の吸引パドル２２は図２ｂで説明したものに略類似している。好適な実施例では
、吸引孔３２の径は２ｍｍであり、吸引口３３の径は６ｍｍである。図４は不動装置１１
で使用される吸引パドル２２の長手方向断面図である。図から分かるように、パドル２２
は一連の吸引口３３を有しており、各吸引口は吸引孔３２を介して吸引導管３１に接続さ
れている。各吸引口３３は概ね直線的な円筒状側部を有している。勿論、円錐形状の吸引
口、ドーム状の吸引口等のその他の形状を使用することも可能である。本図から分かるよ
うに、パドルの底面に沿った各口の端部を通る概ね平らな平面を画定しているのは吸引口
の底部または端部である。更に、部分的に重なったりまたは連続した表面を画定する如く
図示されているが、吸引口は、更に、互いに別体であり互いに区別されるように配列され
るが、パドルの底面に沿ったそれぞれの端部を通る平らな平面を依然として画定するよう
に構成されることが可能である。
【００２３】
図５は、図４の線５－５に沿った吸引パドル２２の断面図である。図から分かるように、
吸引口３３は吸引導管３１に吸引孔３２を介して接続されている。吸引パドル２２は頂部
に傾いたまたは傾斜した面３６を有している。このタイプの面により外科的処置を施す領
域３７へのアクセスがより良くなされるようになる。
【００２４】
図６は、吸引アーム２３の長手方向断面図である。吸引アーム２３の先端は、該先端に固
定された頸部７１を有する。図から分かるように、吸引アーム２３は、該吸引アームを貫
通する吸引管腔３０を有しており、該吸引管腔３０は、頸部７１の頸管腔７２（図３ａ）
を介してパドル２２内の吸引導管３１に連通している（図３ａ）。図７は、吸引アーム２
３の平面図であり、該図から分かるように、基端部７５には一連のギザギザを施した隆起
部７６を備えており、吸引源（本図には図示なし）から来る吸引ラインを吸引アーム２３
に連結するのを容易にしている。
【００２５】
図８は、心臓上に隔置されて配置されている一対の吸引装置１２、１３の詳細図である。
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図から分かるように、各装置のパドル２２、２７は概ね領域３４に配置されており、該領
域において心臓組織を一時的に不動にすることが所望されている。冠状バイパス移植に使
用される場合には、領域３４には該領域を貫通する冠状動脈３５が通っているのが典型的
である。領域３４はパドル２２、２７の間に位置する。領域３４の辺りへの配置が完了す
ると、吸引口（本図には図示なし）内において吸引がなされる。吸引により装置が心臓組
織に固定され、または、該装置が心臓組織を把持する。
【００２６】
吸引が一旦起きて、パドルが心臓組織に固着されると、吸引装置の各々が次いで矢印４０
、４１で示される如く４２、４３として図示された位置へ若干広げて隔置される。この隔
置の効果は心臓組織の前記領域３４内でパドル間に一定の張力を発生させることである。
張力により領域３４が更に不動になり、特に、Ｚ方向、即ち、心臓の表面により画定され
る平面に対して直角な方向において不動となる。このことは図９及び図１０に表されてい
る。
【００２７】
図９から分かるように、心臓組織のパドル間の領域は、譬えパドルを配置しても、依然と
して図中で矢印５０で示した垂直方向の動きが残っている。パドル２２、２７を若干広く
隔置して図１０に示した如くパドル間の組織の領域３４中に一定の張力を発生させる。パ
ドル２２、２７間の領域３４での動き量は張力により一段と低くなり、特に、Ｚ方向、即
ち、心臓１の表面に垂直な方向における動きが低下する。パドル２２、２７が一旦前記の
如く配置され且つ固定されて、組織の当該領域が一時的に不動になると、前記領域内の冠
状動脈の手術が可能となる。好適な実施例では、冠状動脈の吻合が端部対側部または側部
対側部の任意の許容可能な技術を使って達成される。勿論、その他の方法で吻合を行うこ
とも可能であり、内視鏡検査に使用される方法等も使用可能である。
【００２８】
図１１は、心臓が抑制されていない時の２分の１の呼吸サイクル中の心臓組織上の一点の
心臓の表面に平行な平面における動きの例、及び、吸引装置を使用していない時の心臓組
織の同一点の動きを図示したものである。ライン６０は心臓表面の組織の一点での動きト
レースしたものである。ライン６０により分かるように、心臓表面の一点は各方向に約１
５ｍｍ移動している。概ね、各ループ状の動きは１心臓サイクル内の鼓動する心臓の動作
を図示している。従って、ループ６１は１心臓サイクルにより発生する。ループ６２は次
の心臓サイクルにより発生するが、呼吸に関係した肺の膨張収縮により若干位置的にシフ
トされている。
【００２９】
ライン６３は、吸引装置が当該領域近傍に配置され、本発明により心臓壁が不動にされた
時の心臓組織の同一点での動作を図示したものである。図から分かるように、本発明は、
各方向に約１ｍｍまで当該領域における心臓壁の動きを最小限にする機能を果たしている
。このことは図１１の拡大部分である図１２及びライン６３において最も良く分かる。図
から分かるように、本発明を使用することにより、心臓壁の動きは１ｍｍを若干超えるま
でに低減されている。吸引装置の当該領域における量は内視鏡またはその他の最小限の侵
襲性手術を用いて当該領域において依然として鼓動している心臓に手術を行えるまでに低
減されている。
【００３０】
図１３は、本発明の代替実施例である。図から分かるように、図１３の実施例は玉軸受継
手８４を介して環状吸引ヘッド８１に連結された吸引スリーブ８０を備えている。該玉軸
受継手８４は胸部外の位置から吸引ヘッド８１を遠隔起動できるように設けられている。
吸引ヘッド８１は第１の平らな表面に沿って配置された一連の吸引口８２を有している。
図示した好適な実施例では、吸引口８２が配置される平らな表面は円錐状にされているが
、例えば切頭円錐形等のその他のタイプの平らな表面を使用することも可能である。吸引
ヘッド８１は装置の各半分が別個の吸引源に連結されるような構造にすることも可能であ
る。斯かる構成によれば、吸引ヘッド８１の一方の半分が前記表面との接触を喪失した場
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合、吸引ヘッド８１の他方の半分が組織の捕捉を維持することが可能となる。
【００３１】
吸引スリーブ８０は、上記に説明したごとく使用される。即ち、吸引スリーブ自体を吸引
源（図示していないが、吸引源１１４と同一）に連結されるとともに、手術用テーブルま
たはレトラクタ（図示なし）等の固定された点に固定されるかまたは該点に対して不動に
される。吸引源及び吸引スリープ８０を介しての吸引により吸引口８２が心臓組織に吸い
付く。この構成により、次いで、吸引スリーブの中央の心臓組織が不動にされる。途切れ
または孔８３が吸引ヘッド８１が心臓組織へ固定されるのを可能にする一方で、血管が移
植されるのを可能にする。特に、乳房動脈が冠状動脈に端部対側部で移植される場合には
、孔８３が吸引ヘッド８１が移植された動脈の周りから除去されるのを可能にする。
【００３２】
図１４は、好適な小規模開胸に替わるアクセス方法を用いて心臓組織の局部領域を一時的
に不動にするのに使用されている装置の図である。詳細には、心臓１が患者の胸骨を貫通
する切開２で露出され、胸部がレトラクタ３により広げられて心臓へのアクセスが可能に
されている。心臓１へのアクセスは手術を受ける心臓１の領域の心膜を後退させることで
可能となる。図示されている如く、心膜の後退は縫合糸５を介して達成される。
【００３３】
図から分かるように、不動装置１１は一対の吸引装置１２、１３と、吸引源１１４とを備
えている。吸引装置１２、１３は一対の鉗子を介してレトラクタ３に各々を固定すること
により患者に固定されている。勿論、吸引装置１２、１３を手術用テーブル（本図には図
示されていないが、前記に説明した固定装置を使用することで）へ固定することも可能で
ある。吸引装置はライン２０、２１を介して吸引源１１４に連結されている。吸引源１１
４は手術室にて使用可能な標準の吸引であるのが好適であり、各装置用の２リットルの緩
衝薬の入ったフラスコ（図示なし）に連結されている。吸引は吸引は２００乃至６００ｍ
ｍＨｇ、好適には４００ｍｍＨｇの負圧でなされる。図から分かるように、各吸引装置は
本質的に２つの部分、パドル２２と、アーム２３とを備えている。
【００３４】
心臓の輪郭に対して配置された吸引装置１２の代替実施例の側面図を図示した図１５を参
照すると、図から分かるように、吸引装置の先端はパドル２２及びアーム２３を備えてい
る。パドル２２は、図１５中において輪郭で図示された心臓１の曲率に概ね合致する概ね
平らな表面を有している。パドル２２はピン２４を介してアーム２３に連結されている。
該ピン２４はパドル２２がアーム２３に対して好適な角度に揺動するのを可能にする。図
から分かるように、アーム２３は吸引管腔３０を有しており、該管腔はパドル２２内の吸
引導管３１に連通している。吸引導管３１は、次いで、吸引孔３２（図４に最も良く図示
されている）を介して吸引口３３に連通している。
【００３５】
図１６は、図１５に図示した吸引装置１２の底面図である。図から分かるように、一列に
配置された４つの吸引口３３が設けられているのを特徴としているが、使用される正確な
数及び位置はそれに特定されるものではなく、変更することも可能である。
図１７は、心臓の輪郭に対して配置された吸引装置１２の更に別の代替実施例である。図
から分かるように、吸引装置１２は図２に説明した吸引装置に略類似しているが、コイル
状の縫合糸７３が追加して設けられている点が異なる。コイル状の縫合糸７３は吸引装置
２２の頂面に固定されたきつく巻かれたバネである。所望であれば、心外膜のフラップを
軽い牽引縫合糸で捕獲することで冠状吻合部位の一時的な安定化が更に達成される。コイ
ル状の縫合糸７３はこれらの縫合糸またはその他の任意の縫合糸を、当該技術分野では公
知の如く、コイル状の縫合糸７３間に縫合糸をクサビ状に差し込むことにより所定の位置
に一時的に固定することが可能となる。
【００３６】
図１８は、吸引装置１２の更に別の代替実施例の底面図である。図から分かるように、吸
引装置１２は図２に説明した吸引装置に略類似しているが、吸引装置２２の側部に沿って
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電極２７４が設けられている点が異なる。該電極２７４はリード線２７５によりパルス発
生器２７６に連結されている。公知の方法及び資料によれば電極２７４、リード線２７５
及びパルス発生器２７６を設けて、吸引装置１２を心臓の表面に固定しつつ、心臓のペー
ス、カルジオバージョン及び細動止めを行うことが可能となる。
【００３７】
図１９は本発明を用いて組織の当該領域を不動にして心臓の表面へのアクセスを達成する
代替の方法を図示した身体の断面図である。図から分かるように、吸引装置１２は第１の
刺し傷を介して導入される。上記に述べた如く、吸引装置１２の吸引アーム２３は固定装
置１４により手術用テーブル１６等の定置の物体へ固定される。第２の吸引装置を第２の
刺し傷を介して挿入して組織の局部を確実に不動にすることも可能である。各吸引装置は
ラテックスゴム製のカバー１８０を先端に有しており、胸壁を貫通する時に血液や組織が
吸引口内に進入して吸引孔が閉塞されるのを防止するようにされている。２つ以上のトロ
カール７８を導入して心臓１の内視鏡検査及び心臓への外科的アクセスを可能にしている
。更に、左肺７９を部分的に潰して外科用の器具を作用させる邪魔物が存在しない領域を
画定することが可能である。
【００３８】
図２０ａは本発明の代替実施例、特に、固定装置の代替実施例を図示した身体の断面図で
ある。本実施例では、固定装置は一対のアンカー２０１、２０２を備え、該アンカーは、
手術用テーブル２０３に取り付けられている。図から分かるように、手術用テーブルは、
柱脚２０４により床２０５に取り付けられている。各アンカーは一対の取付具２０６、２
０７を用いて手術用テーブルの両側に取り付けられている。好適な実施例では、取付具は
一対のねじであり、該ねじにより各アンカー内の長手方向のスロットに連結して、矢印で
示す如く、上下方向のみならず内外方向にもアンカーの調節が可能となる。図から分かる
ように、アンカーは患者の輪郭に追従するようにされて、外科医が手術を行う表面を円滑
なものにしている。各アンカーは取付具２１１、２１２によりレトラクタ３に取り付けら
れている。下記に説明する如く図２０ｂに最も良く図示されているように、取付レール９
９９がレトラクタ３に取り付けられる。一対のスリップ－グリップタイプのホルダ１２Ａ
、１３Ａ、または、物体の着脱を迅速確実に行えるようにするその他の任意のホルダが取
付レールに取り付けられ、次いで、上記に既に説明した如く、一対の吸引装置１２Ｂ、１
３Ｂが前記ホルダに取り付けられている。
【００３９】
好適な実施例では、各アンカーはステンレス鋼等の生体適合性を有する幅が約５乃至８セ
ンチメートル、厚さが０．６乃至０．８センチメートルの金属片である。図面から分かる
ように、トラスがアンカーの底部に位置決めされている。詳細には、各アンカーには降下
部材２１６、２１７が固定されており、各降下部材は一対の交差した筋交い２１８、２１
９により一体に連結されている。交差した筋交いは中心点において一体に連結しても良く
、また、連結しなくとも良い。このトラス構造によりアンカーの安定度が増すとともに、
該アンカーに取り付けられた吸引装置の安定度も増加することは理解に難くない。
【００４０】
図２０ｂは、図２０ａに図示した実施例の頂面図である。図から分かるように、取付レー
ル９９９がアンカー２０１、２０２に取り付けられている。好適な実施例では、取付レー
ルの形状は楕円形である。図から分かる如く、取付レールはスリップ－グリップタイプの
ホルダ１２Ａ、１３Ａ及びそれぞれの吸引装置を取り付けるのに使用されている。正確に
は、取付レールにより吸引装置が確実に取付られるとともに、外科処置を行う領域で容易
に取り外すのが可能にされている。更に、楕円形の形状は手術領域により適切に合致する
ものである。勿論、例えば、円形、非対称形等のその他の形状を使用することも可能であ
る。勿論、その他の構成の取付レール、レトラクタ及びアンカーも使用することが可能で
あり、例えば、レトラクタをアンカーと一体にしても良く、また、レトラクタを取付レー
ルと一体にすることも可能であり、更に、レトラクタをアンカー及び取付レール双方と一
体にすることも可能であり、これらは数多くの可能性の中の２つに過ぎない。
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【００４１】
使用に当たっては、心臓へのアクセス及び胸壁の後退はアンカーを位置決めする前になさ
れる。一旦心臓へのアクセスがなされると、レトラクタがアンカーに連結され、次いで、
アンカーが手術用テーブルに固定される。この時点でレトラクタが手術用テーブルに対し
て不動にされ、一対の吸引装置１２Ｂ、１３Ｂを特徴とする不動装置が連結される定置の
物体が提供されることとなる。
【００４２】
図２１及び図２２は固定装置の更に別の代替実施例を図示したものである。図２１は固定
装置の斜視図である。図から分かるように、本実施例では、固定装置は一対の成形された
レール２２０、２２１を備えている。図から分かるように、各レールは一連のねじ２２２
、２２３を介して手術用テーブルに連結されている。図には図示していないが、各レール
は更に図２０ａに図示した如きトラス状の構造体を備えていることを特徴としており、該
構造体は手術用テーブルの下方へ配置されて剛性及び安定性を一段と高めている。図から
分かるように、各レールは更に患者（本図では輪郭を図示）に向かって内側方向へ傾斜さ
れている。これにより外科医が患者の上方へアクセスするのが可能にされている。取付具
２２４が各レールを跨がって設けられている。該取付具はレールに沿って調節自在とされ
ている。取付具は更に吸引装置が取り付けられるようにされている。このように、取付具
２２４及びレール２２０、２２１が吸引装置が取り付けられる定置の物体を画定している
。
【００４３】
図２２は心臓に吸引装置を位置決めするのに使用されるレール２２０、２２１の頂面図で
ある。図から分かるように、本実施例では、２つの吸引装置２２５、２２６が、既に上記
で説明した如く、一対のスリップ－グリップタイプのホルダ１２Ａ、１３Ａを用いて取付
具に固定されている。
【００４４】
図２３は、吸引装置１２の代替実施例の側面図である。図から分かるように、吸引装置１
２の本代替実施例は上記で説明した如き吸引口３３を備えていることを特徴としている。
各吸引口はこれも既に上記で説明した如き吸引孔３２を介して吸引口３１へ接続されてい
る。本実施例では、しかしながら、吸引装置が更に吻合がなされる心臓の領域へイリゲー
ション流体（irrigation fluid;医療用洗浄液）を分与するようにされている。図から分
かるように、イリゲーション流体源１３３はイリゲーションライン１３４によりイリゲー
ション流体導管１３５へ連結されている。次いで、イリゲーション流体導管がイリゲーシ
ョンホース１３６へ連結されている。図示の如く、イリゲーションホースはある程度の可
撓性を有して、幾つかの角度に亘って回動及び移動できるようにされており、編組ステン
レス鋼ホースから成るのが好適である。
【００４５】
イリゲーションホースは、その一方の端部でイリゲーション流体を分与する。イリゲーシ
ョン流体は暖かな食塩水の霧であって、露出した組織が乾燥するのを防止するようにされ
ているのが好適である。更に、該流体は加圧して分与されて、霧が一定の力を有するよう
にされ、該霧が十分な力で噴射されて冠状動脈を開いた状態で保持するのを助長して吻合
がより容易になされるようにされている。吸引装置は更にイリゲーション流体戻り導管を
備えていることを特徴とする。図から分かるように、イリゲーション流体戻り導管はイリ
ゲーション戻り導管１４１に連結されたイリゲーション戻り口１４０を備えている。イリ
ゲーション戻り導管は吸引源に連結されて、イリゲーション戻りパイプ１４２に吸引をも
たらし、分与されるイリゲーション流体が外科領域から容易に除去されるようにされてい
る。吸引装置の一体部分として図示されているが、イリゲーションシステム及び吸引シス
テムの双方とも吸引装置の一部としても良く、または、吸引装置から除外するようにして
も良い。
【００４６】
図２４は吸引装置の更に別の代替実施例を図示したものである。図示の如く、吸引装置は
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既に上記に説明した如き吸引口、吸引導管及び吸引孔を備えていることを特徴とする。し
かしながら、本実施例では、吸引装置が更に光ファイバ１５０を備えていることを特徴と
し、該光ファイバは吻合がなされる吸引装置の当該領域の一方の端に連結されるとともに
、更に光源１５１へ連結されている。このように、吸引装置を吻合がなされる領域の光源
１５２として追加して使用することも可能である。
【００４７】
図２５は不動装置１１の代替実施例の斜視図である。図示の如く、各吸引装置は図２０ａ
について既に上記に説明した如く一対のホルダ１２Ａ、１３Ａを介して取付ビーム９９８
へ連結されている。取付ビーム９９８は２つ部分から成り、各々部分が個々に回動するか
または広がって隔置するかまたはそれらの双方をなし得るようにされることが可能である
。詳細には、取付ビームは中央ねじ部材９９７、９９６を有する。各中央ねじ部材は、端
部に起動ノブ９９４、９９５を有している。各ノブを回動することで取付ビームの当該部
分に取り付けられた吸引装置が、ライン９９３で示した如く、取付ビームの中心から離れ
るように、または、該中心へ向かって移動する。
【００４８】
取付ビーム９９８は、レトラクタ、取付レールまたは固定アーム等の定置の物体へ中央ア
ーム９９２を介して取り付けられている。各吸引装置は更に関係する装置の各々を単純に
移動することで、ライン９９１、９９０で示す如く、取付ビームに対して回動することが
可能となる。取付ビームを使用して吸引装置を保持するのは使用する固定アームが一本の
みの場合には有効である。このように、取付ビームにより吸引装置が離れ合うように移動
して、図８乃至図１０について上記に述べた如く、組織の局部領域を更に不動にすること
が可能となる。
【００４９】
図２６Ａは、不動装置で使用される吸引パドル２２の代替実施例の底面図である。図示の
如く、該パドルは一連の吸引口を有しており、該吸引口の各々は吸引孔を介して吸引導管
へ接続されている。本実施例では、パドルは５つの口を備えていることを特徴としている
。追加の側部吸引口が吸引パドルの側部に設けれており、該吸引口は冠状動脈または一般
に外科手術の目標となるものの近傍とはならない。該追加の吸引口により吸引面積が増大
される。各吸引口の径は６ｍｍであり、一方吸引孔３２の径は２ｍｍである。
【００５０】
図２６Ｂは、不動装置で使用される吸引パドル２２の代替実施例の底部の斜視図である。
図示の如く、本実施例では、パドル２２が頸部７１及びアーム２３に対して９０°に向け
られている。勿論、パドルを頸部に対して９０°となる以外別の適切な角度に向けること
も可能である。本実施例では、パドルは４つの吸引口を備えていることを特徴とするが、
それより多くのまたは少ない数の吸引口を使用することも可能である。各吸引口３３の径
は６ｍｍであり、一方吸引孔の径は２ｍｍである。
【００５１】
図２７は不動装置の吸引パドル２２を曲げたりまたは向きを変えたりするのに使用する回
転ハンドル１６１である。上記に述べた如く、パドル２２やアーム２３とは反対に頸部７
１は比較的自由に曲げることが可能なようにされている。図示されている如く、該ハンド
ル１６１は開口部９８０を有しており、該開口部はパドルが挿入可能なように該パドルの
形状と寸法と同一の形状及び寸法にされている。前記ハンドルはまた頸部９８２及びグリ
ップ部９８１を備えていることを特徴としている。該頸部及びグリップ部は開口部９８０
、従って、パドル、頸部及びアームに対して梃子となるような寸法にされている。使用す
るには、パドルを開口部へ挿入する。一旦挿入されると、アームに対してグリップ部を操
作して頸部の当該領域に曲げを生じさせる。斯かるハンドルは、装置を曲げることに比較
した場合には、外科医がデリケートな操作を行うのに使用する手の筋肉を装置を曲げるた
めに酷使する必要がないと言った点で有益である。
【００５２】
図２８は、不動装置１１で使用する吸引装置の代替実施例の底面図である。図示されてい
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る如く、不動装置は一対の吸引パドル１７１、１７２を備えていることを特徴としており
、該吸引パドルの各々は上記で説明したごとく、連続したヒンジまたは頸部によりアーム
へ連結されている。次いで、アームが、これも上記で説明した如く、定置の物体へ連結さ
れている。本実施例では、アームが更にスプレッダ１８９を使用して一体に固定されてい
る。図示の如く、スプレッダ１８９はアームが比較的離れてまたは一体に動くのを可能に
している。既に上記に説明した如く、吸引によりパドルが心臓の表面に係合するとアーム
の離れる方向への移動が起き、これにより心外膜張力が局部的に増大され、心臓の固有の
鼓動による心臓の表面の動きがそがれるかまたは低下させられる。スプレッダはまたトラ
ス状部材として機能することからパドルの安定度を更に高める機能を果たすこととなる。
【００５３】
図２９を参照すると、スプレッダ１８９は一対の棒１８１、１８２を備えており、該棒は
蝶ナット１８３を使用して一体に連結されている。一方の棒は係合ピン１８４を備えてお
り、一方他方の棒は係合スロット１８５を備えていることを特徴としている。各棒は更に
それぞれの管腔１８６、１８７により不動装置のそれぞれのアームの各々に連結されてい
る。このように、各棒は確実に各アームに連結されている。矢印１８８で示す如く、棒の
各々を離れるように長手方向に操作すると、各アーム従って各パドルが比較的接近してま
たは更に離れて確実に位置決めされることとなる。
【００５４】
図３０はスプレッダ１８９の代替実施例を図示したものである。図示の如く、スプレッダ
は一対の棒を備えており、該棒は上記に説明した如くそれぞれの吸引装置のアームの各々
に連結されている。棒は更にギヤ１９０を使用して一体に連結されている。次いで、ギヤ
がモータ１９１へ連結されている。図示の如く、モータは更に動力源１９２へ連結されて
いる。モータ及び動力源を一体に連結するのはコントロール１９３である。該コントロー
ルは自動的にスプレッダにより生じさせられた吸引装置内での広がり量を検出する。
【００５５】
好適な実施例では、コントロールがスプレッダ、従って吸引パドルを更に離れるように隔
置するのにモータが必要とする動力またはエネルギーの量を感知する。閾値に到達すると
コントロールがモータの動力源を閉じてスプレッダを現在の位置に係止する。このように
、スプレッダが、壁の動きを低下させるのに十分な程度に自動的に吸引パドルを離れるよ
うに隔置させ、スプレッダが吸引パドルを広く離れて隔置し過ぎて吸引による心臓壁の捕
獲が喪失されないようにしている。勿論、吸引パドルの隔置を制御するためのその他の考
案をなすことも可能であり、例えば、その他の機械的または油圧で装置を起動制御するこ
とも可能である。
【００５６】
図３１は、不動装置の代替実施例、及び、特に、各吸引パドルを固定するのに使用される
固定装置の代替実施例を図示したものである。図示の如く、本システムは一対のアーム３
５１、３５２を備えていることを特徴としており、該アームはボールソケット構造を有し
ている。図示の如く、各アームは自由端に上記に説明したスリップ－グリップホルダ１２
Ａ及び１３Ａを備えていることを特徴としている。各アームの対向端はフーティング９７
０、９７１内へ嵌入する。各フーティングはレールクランプ装置９６８、９６９へ係止自
在となり、該レールクランプ装置は手術用テーブル２０３の側部縁でレール９０１，９０
２へ係止される。
【００５７】
各係止アクチュエータがアームと協働して、それぞれのハンドルが矢印９６５で示された
方向の中一方向へ回転されると、アームが所定位置に係止される。詳細には、係止アクチ
ュエータがそれぞれのアーム内に配置されたケーブルをぴんと張らせて、ボールソケット
構造により、該ケーブルがアームを所定位置に係止させる。トラスが各係止アクチュエー
タの底部に位置決めされている。詳細には、各係止アクチュエータに降下部材２１６、２
１７が固定されており、該降下部材の各々は一対の交差した筋交い２１８、２１９により
一体に連結されている。交差した筋交いはその中心点で一体に連結されても良く、また、
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連結されなくとも良い。図２０Ａで既に説明した如く、このトラス構造によりアンカーの
安定度が増すとともに、該アンカーに取り付けられた吸引装置の安定度も増加することは
理解に難くない。
【００５８】
図３２は、図３１に図示したアームの断面図であり、詳細には、ボールソケット構造の詳
細を図示したものである。図から分かる如く、該ボールソケット構造を例示するために一
部分のみを図示している。各チューブ８００（何本かはアームを創造するのに使用されて
いる）の端部はボール８０１の形状に合致するようにされている。即ち、チューブの関係
する端部はボールの外側表面に合致する半径を有した半球の中空を有しており、チューブ
の端部が単に直線的に切断された場合と比較すると、チューブの大きい方の部分がボール
に接触するようにされている。このジオメトリによりチューブと各ボールとの間の領域が
増大し、これにより、アームが所定位置に固定された時に該アームの安定度が増大される
ことになる。各ボール８０１は更に内部ブッシング８０２を備えている。図示の如く、各
内部ブッシングは各端でテーパの付けられた開口部８０３を有するような形状にされてい
る。ケーブル８０４がアームの全長に亘って、詳細には、各チューブ及びボール内に位置
決めされている。
【００５９】
該ケーブルは、ケブラーから形成されるのが好適であり、ポリウレタン製のカバーを有し
ているとともに、アームの両端に固定されてケーブルを引っ張ることによりボール及びチ
ューブ部が一体にされるとともに、摩擦により互いに固定される。アームの動作は下記の
通りである。張力がケーブルに働いていない時には、各チューブ要素は各ボールに対して
比較的容易に滑動する。然し乍ら、ケーブルに張力が作用すると、チューブとボールとの
間の摩擦が増大される。十分な張力が作用するとボール及びチューブが互いに対して不動
となる。各ブッシング８０２内のテーパ８０３によりケーブルが各チューブ要素及び各ボ
ールの向きに関係なく同一の長さのままでいられるようにされている。即ち、アームが曲
がり一定の曲率が生じても、それにもかかわらずテーパによりケーブルの長さが不変とな
る。これにより、アームはより容易に移動して所定位置に係止される。
【００６０】
図３３は本発明の更に別の代替実施例を図示したものであり、詳細には、図１３に図示し
たものと略類似してはいるが、吸引パドルの頂部に２つの別個の吸引口のセットがある点
で異なる吸引装置の別の代替実施例が図示されている。図示の如く、各吸引ラインがスト
ップコック８６１、８６２を有しており、関係する吸引口のいずれかのセットまたは双方
のセットがそれぞれの吸引装置から独立して外れるようにされている。アーム８２３は各
吸引ライン用の管腔及び頸部８７１、８７２が始まる端部を含んでいる。上記に説明した
ごとく、各頸部は曲がるようにされている。吸引パドルは頸部に取り付けられ、図示のご
とく、吸引口が囲むように配列されており、該吸引口がアームに対してパドルの上部表面
に配置されている。吸引パドルは１６の吸引口を備えており、該吸引口は一方の側８１に
８つが１セットとなるように配列されて、吸引ラインに連結されており、別の側８２には
第２のセットとしての８つの吸引口が配列されて、別の吸引ラインに連結されている。
【００６１】
この構成により、一方の側が組織を捕捉できなくなっても、他方の側が別の吸引口に連結
されていることから、該側での圧力が喪失されずに当該領域での捕捉が維持される。本実
施例では、吸引口がパドルの頂部の概ね円錐状の平面に沿って配置されてように図示され
ているが、その他のタイプの平面、例えば、切頭円錐状の平面を使用することも可能であ
る。包囲するパドルの頂部に沿った吸引口の向きは心臓の後部または裏側にアクセスして
、心臓を動かしまたは再位置決めをしてさもなければアクセスが困難な領域へアクセスす
るのに最も有効である。
【００６２】
外科手術部位の露出を更に助長するために、アクセスレトラクタをスプーンの形状をした
プローブ等の不動装置と一緒に使用して外科処置を行う領域からその他の組織を除去する
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ことも可能である。説明した如く、本発明は組織を不動にする方法及び装置に関するもの
である。好適な実施例では、本発明は心臓組織を不動にして、開胸（閉胸）心臓手術を用
いて心肺バイパスを必要とせずに冠状動脈バイパス移植を行うのに使用される。しかしな
がら、身体組織を不動にさせることが必要となる、胃、膀胱等その他の器官、または、例
えば、目や皮膚等のその他の身体組織へ外科手術を施す場合のその他の外科的技術も本発
明を使用して行うことが可能である。
【００６３】
更に、本発明を好適な実施例及び代替実施例を参照して詳細に説明してきたが、以下の請
求項の範囲内で様々な変更及び修正を実施することが可能なことは当業者には自明のこと
である。斯かる修正には本書に記載されたと略同一の結果を達成すべく略同一の方法で略
同一の機能を果たす代替の要素を含むことが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】図１は、心臓へのアクセスが小規模の胸開により達成される心臓組織の局部領域
を一時的に不動にするのに使用されている装置の平面図である。
【図２】図２ａ及び図２ｂは、図１で使用されている第１のタイプの吸引装置の図である
。
【図３】図３ａ及び図３ｂは、図１で使用されている第２のタイプの吸引装置の図である
。
【図４】本発明において使用される吸引パドルの長手方向断面図である。
【図５】図４の線５－５に沿った本発明において使用される吸引パドルの断面図である。
【図６】本発明において使用される吸引アームの長手方向断面図である。
【図７】本発明において使用される吸引アームの平面図である。
【図８】心臓上に配置され且つ隔置されている一対の吸引装置の詳細図である。
【図９】図８に示した隔置動作の効果を図示したものである。
【図１０】図８に示した隔置動作の効果を図示したものである。
【図１１】心臓が抑止されていない時の２分の１の呼吸サイクル中に心臓組織上の一点に
おける心臓表面に平行な平面における動作の例、及び、吸引装置が使用されている時の心
臓組織上の同一点での動作の例を図示したものである。
【図１２】吸引装置が使用されている時の心臓組織上の同一点での動作を図示した図１１
の拡大部分である。
【図１３】本発明の代替実施例を図示したものである。
【図１４】中央胸骨切開により心臓へのアクセスが達成される心臓組織の局部領域を一時
的に不動にするのに使用されている装置の平面図である。
【図１５】心臓の表面に対して配置されて図示されている本発明の別の代替実施例の側面
図である。
【図１６】図１５に図示した本発明の別の代替実施例の底面図である。
【図１７】心臓の表面に対して配置されて図示されている本発明の更に別の代替実施例の
側面図である。
【図１８】本発明の更に別の代替実施例の底面図である。
【図１９】心臓表面へのアクセスを達成する、特に、最小限の侵襲性トロカールを使用し
ての斯かるアクセスを達成する代替方法を図示した身体の断面図である。
【図２０ａ】本発明の代替実施例、特に、固定装置の代替実施例を示した身体の断面図で
ある。
【図２０ｂ】図２０ａに図示した実施例の頂面図である。
【図２１】固定装置の斜視図である。
【図２２】図２１の固定装置の頂面図である。
【図２３】吸引装置の更に別の代替実施例の側面図である。
【図２４】吸引装置の更に別の代替実施例である。
【図２５】不動装置の代替実施例の斜視図である。
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【図２６】図２６ａは、図２５の不動装置で使用される吸引パドルの代替実施例の底面図
である。図２６ｂは、不動装置で使用される吸引パドルの更に別の代替実施例の斜視図で
ある。
【図２７】不動装置の吸引パドル部を曲げるまたは配向するのに使用する回転ハンドルの
斜視図である。
【図２８】不動装置の代替実施例の底面図である。
【図２９】本発明の代替実施例で使用されるスプレッダの平面図である。
【図３０】スプレッダの代替実施例を図示したものである。
【図３１】不動装置の代替実施例、及び、特に、各吸引パドルを手術用テーブルレールへ
固定するのに使用する固定装置の代替実施例を図示したものである。
【図３２】図３１に図示したアームの断面図である。
【図３３】本発明の更に別の代替実施例、及び、特に、吸引口が吸引パドルの頂部に配置
されていることを除いて図１３に図示した吸引装置に実質的に類似した吸引装置の代替実
施例を図示したものである。

【図１】 【図２ａ】
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【図２ｂ】 【図３ａ】

【図３ｂ】

【図４】

【図５】
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【図６】 【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０ａ】

【図２０ｂ】
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【図２１】

【図２２】

【図２３】

【図２４】

【図２５】 【図２６ａ】
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【図２６ｂ】 【図２７】

【図２８】

【図２９】

【図３０】

【図３１】

【図３２】
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【図３３】
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