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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体内組織膜を貫通する傷穴を閉じる生体内組織閉鎖具であって、
　前記生体内組織膜の一方の面側から前記傷穴および前記傷穴の周辺部を覆う板状のシー
ル部と、
　前記シール部に対して略垂直な方向に伸び、前記シール部に対して略平行な方向に縮小
した第１の形態と、前記シール部に対して略垂直な方向に縮み、前記シール部に対して略
平行な方向に拡張した第２の形態との間において変形可能である枠状をなす変形部と、
　前記変形部が前記第１の形態と前記第２の形態との間の所定の形態になった状態で、そ
の状態を保持する糸状体と、
　前記シール部と前記変形部を接続する接続部とを有し、
　前記接続部が板状であることを特徴とする生体内組織閉鎖具。
【請求項２】
　前記変形部は、パンタグラフ様形状をなしている請求項１に記載の生体内組織閉鎖具。
【請求項３】
　前記変形部は、帯状体を複数回屈曲させて多角形の環状をなす形状としたものである請
求項１または２に記載の生体内組織閉鎖具。
【請求項４】
　前記変形部は、４つのリンクを一体的に形成してなる四角形をなし、該四角形の対角位
置にある２つの角部同士が接近、離間するように変形するものである請求項１ないし３の
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いずれかに記載の生体内組織閉鎖具。
【請求項５】
　前記糸状体は、一方向に移動可能な結び目を有し、前記結び目を移動させて前記糸状体
を締め付けることにより、前記変形部が前記所定の形態になった状態を保持する請求項１
ないし４のいずれかに記載の生体内組織閉鎖具。
【請求項６】
　前記糸状体が、前記変形部が前記所定の形態になった状態を保持しているとき、前記結
び目は、前記変形部の前記シール部と反対側の端部に位置する請求項５に記載の生体内組
織閉鎖具。
【請求項７】
　前記シール部、前記接続部および前記変形部が一体的に形成されている請求項１ないし
６のいずれかに記載の生体内組織閉鎖具。
【請求項８】
　前記糸状体は、前記変形部の前記シール部と反対側の端部側と、前記変形部の前記シー
ル部側の端部側とに掛けられている請求項１ないし７のいずれかに記載の生体内組織閉鎖
具。
【請求項９】
　前記糸状体は、前記変形部の前記シール部と反対側の端部および前記接続部を貫通した
状態で、前記変形部の前記シール部と反対側の端部と前記接続部とに掛けられている請求
項１ないし７のいずれかに記載の生体内組織閉鎖具。
【請求項１０】
　前記糸状体は、前記変形部の前記シール部と反対側の端部および前記シール部を貫通し
た状態で、前記変形部の前記シール部と反対側の端部と前記シール部とに掛けられている
請求項１ないし７のいずれかに記載の生体内組織閉鎖具。
【請求項１１】
　前記変形部の前記シール部側の内面に、孔が形成された糸掛け部が設けられており、前
記糸状体は、前記変形部の前記シール部と反対側の端部および前記糸掛け部の孔を貫通し
た状態で、前記変形部の前記シール部と反対側の端部と前記糸掛け部とに掛けられている
請求項１ないし７のいずれかに記載の生体内組織閉鎖具。
【請求項１２】
　前記変形部および前記糸掛け部が一体的に形成されている請求項１１に記載の生体内組
織閉鎖具。
【請求項１３】
　前記変形部の内面に設けられ、前記変形部が前記第１の形態と前記第２の形態との間の
所定の形態になった状態で、前記変形部に係合してその状態を保持する、前記糸状体とは
別の固定部を有する請求項１ないし７のいずれかに記載の生体内組織閉鎖具。
【請求項１４】
　前記固定部は、前記変形部の前記シール部側の内面に設けられている請求項１３に記載
の生体内組織閉鎖具。
【請求項１５】
　前記変形部および前記固定部が一体的に形成されている請求項１３または１４に記載の
生体内組織閉鎖具。
【請求項１６】
　前記変形部の前記第１の形態と前記第２の形態との間の変形の度合いに応じて、前記糸
状体による保持と、前記固定部による保持とに分けられている請求項１３ないし１５のい
ずれかに記載の生体内組織閉鎖具。
【請求項１７】
　前記変形部は、前記固定部の少なくとも一部が挿入可能な開口部を有し、
　前記固定部は、該固定部が前記開口部に挿入された状態で前記変形部と係合し得る少な
くとも一つの爪を有する請求項１３ないし１６のいずれかに記載の生体内組織閉鎖具。
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【請求項１８】
　前記固定部は、孔を有し、前記糸状体は、前記変形部の前記シール部と反対側の端部お
よび前記固定部の孔を貫通した状態で、前記変形部の前記シール部と反対側の端部と前記
固定部とに掛けられている請求項１３ないし１７のいずれかに記載の生体内組織閉鎖具。
【請求項１９】
　前記変形部の前記シール部と反対側の端部には、前記固定部の少なくとも一部が挿入可
能な開口部が設けられており、
　前記固定部は、該固定部が前記開口部に挿入された状態で前記変形部と係合し得る少な
くとも一つの爪と、該固定部の前記シール部と反対側の端部に設けられた孔とを有し、
　前記固定部が前記開口部に挿入されていないときは、前記糸状体は、前記変形部の開口
部および前記固定部の孔を貫通した状態で、前記変形部の前記シール部と反対側の端部と
前記固定部とに掛けられている請求項１３ないし１６のいずれかに記載の生体内組織閉鎖
具。
【請求項２０】
　前記固定部が前記開口部に挿入され、前記爪が前記変形部と係合する際は、前記変形部
の内側に位置する前記糸状体は、前記固定部の孔と共に、前記開口部から前記変形部の外
側に移動する請求項１９に記載の生体内組織閉鎖具。
【請求項２１】
　生体内組織膜を貫通する傷穴を閉じる生体内組織閉鎖具であって、
　前記生体内組織膜を一方の面側から前記傷穴および前記傷穴の周辺部を覆うシール部と
、
　前記シール部に対して略垂直な方向に細長く伸びた第１の形態と、該第１の形態から前
記シール部に向かって圧縮された第２の形態へ変形可能な変形部と、
　前記変形部が前記第１の形態と前記第２の形態との間の所定の形態になった状態で、そ
の状態を保持する第１の糸状体と、
　前記シール部と前記変形部を接続する接続部とを有し、
　前記接続部が板状であり、
　前記第１の糸状体は、その一方の端部が折り返し部となる二重糸で構成され、該折り返
し部と前記シール部との間に前記変形部が位置するような関係に配置され、前記折り返し
部により輪が形成されることを特徴とする生体内組織閉鎖具。
【請求項２２】
　当該生体内組織閉鎖具の少なくとも一部は、生体吸収性材料で構成されている請求項１
ないし２１のいずれかに記載の生体内組織閉鎖具。
【請求項２３】
　前記生体内組織膜は、血管壁であり、前記一方の面は、前記血管壁の内面である請求項
１ないし２２のいずれかに記載の生体内組織閉鎖具。
【請求項２４】
　請求項１ないし２３のいずれかに記載の生体内組織閉鎖具と、
　先端部において前記生体内組織閉鎖具を着脱自在に保持する長尺状の配置装置とを有し
、
　前記生体内組織閉鎖具を生体内に配置し、該生体内組織閉鎖具により生体内組織膜を貫
通する傷穴を閉じることを特徴とする生体内組織閉鎖装置。
【請求項２５】
　請求項２１に記載の生体内組織閉鎖具と、
　先端部において前記生体内組織閉鎖具を着脱自在に保持する長尺状の配置装置とを有し
、
　前記生体内組織閉鎖具を生体内に配置し、該生体内組織閉鎖具により生体内組織膜を閉
じる生体内組織閉鎖装置であって、
　前記第１の糸状体の前記折り返し部により形成される輪を挿通する第２の糸状体を有し
、該第２の糸状体により、前記生体内組織閉鎖具が着脱自在に保持されることを特徴とす
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る生体内組織閉鎖装置。
【請求項２６】
　前記第２の糸状体は、その一方の端部が折り返し部となる二重糸で構成されている請求
項２５に記載の生体内組織閉鎖装置。
【請求項２７】
　前記配置装置は、その長手方向に沿って設けられ、前記第２の糸状体を挿通させる管腔
を有し、
　前記第２の糸状体の前記折り返し部は、前記配置装置の基端部に位置し、該折り返し部
が、前記配置装置の前記管腔内を、先端方向へ向って移動するのを阻止する固定具を有す
る請求項２６に記載の生体内組織閉鎖装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体内組織閉鎖具および生体内組織閉鎖装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、血管や他の生体内組織中にカテーテル等の診断或いは治療用装置を挿入してなさ
れる低侵襲手術が広く行なわれている。例えば、心臓の冠状動脈の狭窄の治療においては
、その治療処置を行なうために血管内へカテーテル等の器具を挿入することが必要になる
。
【０００３】
　このようなカテーテルの血管内への挿入は、通常、大腿部を切開して形成した穿刺孔を
介して行なわれる。従って、治療処置が終了した後に、穿刺孔の止血を行なう必要がある
が、大腿動脈からの出血時の血圧（出血血圧）は高いため、医療従事者が長時間の間、手
指で押さえ続ける（用手圧迫）等の過酷な作業が必要となる。
【０００４】
　近年、このような止血作業を容易かつ確実に行なうために、傷穴から挿入して血管に形
成された穴を閉じる種々の装置が開発されている（例えば、特許文献１、特許文献２参照
）。
【０００５】
　特許文献１には、２つの柔軟な円盤状の部材が中央部で接続されるように一体化されて
なり、血管に形成された穴を閉鎖する器具が開示されている。
【０００６】
　しかしながら、前記特許文献１の器具では、２つの円盤状の部材の位置関係が固定され
ているので、患者の血管の肉厚（厚み）や状態、血管の周辺組織の状態等によって、止血
効果が左右されてしまうという問題がある。
【０００７】
　すなわち、心臓等へのカテーテル処置および検査を受ける患者においては、心臓以外の
箇所にも何らかの血管疾患を患っている可能性があり、カテーテルが挿入される大腿動脈
においても血管病変が存在する場合がある。例えば、カテーテルが挿入される大腿動脈の
血管の肉厚は、健常な血管で約１ｍｍであるが、血管が肥厚して肉厚が２ｍｍ以上になっ
ていたり、また、石灰化して血管壁が硬くなっている場合がある。また、複数回カテーテ
ル手技を受けた患者においては、血管の穿刺部周辺が繊維化して痕跡となり硬くなってい
る場合もある。また、カテーテルの挿入によって形成される傷の大きさは、血管の弾性、
肉厚、病変等によって各患者によって異なる。このように、カテーテルが留置される患者
の血管やその周辺組織の状態（状況）には、個人差が激しい。このため、前記特許文献１
の器具では、様々な血管の状態に対応できない。
【０００８】
　また、特許文献２には、糸が取り付けられた閉鎖部材を血管内に配置し、この糸に沿っ
てリング（ロッキング部材）を滑らせて移動させ、リングが血管の外側で糸をロックする
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ことで血管に形成された穴を閉鎖する装置が開示されている。
【０００９】
　この装置では、リングを糸に何らかの方法で固定することにより、閉塞部材を血管壁に
固定するようになっている。
【００１０】
　しかしながら、前記特許文献２の装置では、皮下組織内においてリングを糸に固定する
操作を行わなければならないので、その固定操作が困難であり、また、リングを糸に固定
した後、糸を皮下組織内で切断する操作が必要であるので、血管に形成された穴を閉じる
作業に手間と時間がかかる。
【００１１】
　また、リングの外径は傷穴に入り得る寸法である必要があるため、リングが小型になら
ざるを得ず、血管に形成された穴から血管内にリングが落下する虞がある。
【００１２】
【特許文献１】米国特許第５６９０６７４号明細書
【特許文献２】特許第３１３３０５９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明の目的は、様々な生体内組織膜の状態に対応でき、生体内組織膜に形成された傷
穴を容易かつ確実に閉じることができて、完全に止血することができるとともに、安全性
の高い生体内組織閉鎖具および生体内組織閉鎖装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　このような目的は、下記（１）～（２７）の本発明により達成される。
　（１）　生体内組織膜を貫通する傷穴を閉じる生体内組織閉鎖具であって、
　前記生体内組織膜の一方の面側から前記傷穴および前記傷穴の周辺部を覆う板状のシー
ル部と、
　前記シール部に対して略垂直な方向に伸び、前記シール部に対して略平行な方向に縮小
した第１の形態と、前記シール部に対して略垂直な方向に縮み、前記シール部に対して略
平行な方向に拡張した第２の形態との間において変形可能である枠状をなす変形部と、
　前記変形部が前記第１の形態と前記第２の形態との間の所定の形態になった状態で、そ
の状態を保持する糸状体と、
　前記シール部と前記変形部を接続する接続部とを有し、
　前記接続部が板状であることを特徴とする生体内組織閉鎖具。
【００１５】
　（２）　前記変形部は、パンタグラフ様形状をなしている上記（１）に記載の生体内組
織閉鎖具。
【００１６】
　（３）　前記変形部は、帯状体を複数回屈曲させて多角形の環状をなす形状としたもの
である上記（１）または（２）に記載の生体内組織閉鎖具。
【００１７】
　（４）　前記変形部は、４つのリンクを一体的に形成してなる四角形をなし、該四角形
の対角位置にある２つの角部同士が接近、離間するように変形するものである上記（１）
ないし（３）のいずれかに記載の生体内組織閉鎖具。
【００１８】
　（５）　前記糸状体は、一方向に移動可能な結び目を有し、前記結び目を移動させて前
記糸状体を締め付けることにより、前記変形部が前記所定の形態になった状態を保持する
上記（１）ないし（４）のいずれかに記載の生体内組織閉鎖具。
【００１９】
　（６）　前記糸状体が、前記変形部が前記所定の形態になった状態を保持しているとき
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、前記結び目は、前記変形部の前記シール部と反対側の端部に位置する上記（５）に記載
の生体内組織閉鎖具。
【００２０】
　（７）　前記シール部、前記接続部および前記変形部が一体的に形成されている上記（
１）ないし（６）のいずれかに記載の生体内組織閉鎖具。
　（８）　前記糸状体は、前記変形部の前記シール部と反対側の端部側と、前記変形部の
前記シール部側の端部側とに掛けられている上記（１）ないし（７）のいずれかに記載の
生体内組織閉鎖具。
【００２４】
　（９）　前記糸状体は、前記変形部の前記シール部と反対側の端部および前記接続部を
貫通した状態で、前記変形部の前記シール部と反対側の端部と前記接続部とに掛けられて
いる上記（１）ないし（７）のいずれかに記載の生体内組織閉鎖具。
【００２５】
　（１０）　前記糸状体は、前記変形部の前記シール部と反対側の端部および前記シール
部を貫通した状態で、前記変形部の前記シール部と反対側の端部と前記シール部とに掛け
られている上記（１）ないし（７）のいずれかに記載の生体内組織閉鎖具。
【００２６】
　（１１）　前記変形部の前記シール部側の内面に、孔が形成された糸掛け部が設けられ
ており、前記糸状体は、前記変形部の前記シール部と反対側の端部および前記糸掛け部の
孔を貫通した状態で、前記変形部の前記シール部と反対側の端部と前記糸掛け部とに掛け
られている上記（１）ないし（７）のいずれかに記載の生体内組織閉鎖具。
【００２７】
　（１２）　前記変形部および前記糸掛け部が一体的に形成されている上記（１１）に記
載の生体内組織閉鎖具。
【００２８】
　（１３）　前記変形部の内面に設けられ、前記変形部が前記第１の形態と前記第２の形
態との間の所定の形態になった状態で、前記変形部に係合してその状態を保持する、前記
糸状体とは別の固定部を有する上記（１）ないし（７）のいずれかに記載の生体内組織閉
鎖具。
【００２９】
　（１４）　前記固定部は、前記変形部の前記シール部側の内面に設けられている上記（
１３）に記載の生体内組織閉鎖具。
【００３０】
　（１５）　前記変形部および前記固定部が一体的に形成されている上記（１３）または
（１４）に記載の生体内組織閉鎖具。
【００３１】
　（１６）　前記変形部の前記第１の形態と前記第２の形態との間の変形の度合いに応じ
て、前記糸状体による保持と、前記固定部による保持とに分けられている上記（１３）な
いし（１５）のいずれかに記載の生体内組織閉鎖具。
【００３２】
　（１７）　前記変形部は、前記固定部の少なくとも一部が挿入可能な開口部を有し、
　前記固定部は、該固定部が前記開口部に挿入された状態で前記変形部と係合し得る少な
くとも一つの爪を有する上記（１３）ないし（１６）のいずれかに記載の生体内組織閉鎖
具。
【００３３】
　（１８）　前記固定部は、孔を有し、前記糸状体は、前記変形部の前記シール部と反対
側の端部および前記固定部の孔を貫通した状態で、前記変形部の前記シール部と反対側の
端部と前記固定部とに掛けられている上記（１３）ないし（１７）のいずれかに記載の生
体内組織閉鎖具。
【００３４】
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　（１９）　前記変形部の前記シール部と反対側の端部には、前記固定部の少なくとも一
部が挿入可能な開口部が設けられており、
　前記固定部は、該固定部が前記開口部に挿入された状態で前記変形部と係合し得る少な
くとも一つの爪と、該固定部の前記シール部と反対側の端部に設けられた孔とを有し、
　前記固定部が前記開口部に挿入されていないときは、前記糸状体は、前記変形部の開口
部および前記固定部の孔を貫通した状態で、前記変形部の前記シール部と反対側の端部と
前記固定部とに掛けられている上記（１３）ないし（１６）のいずれかに記載の生体内組
織閉鎖具。
【００３５】
　（２０）　前記固定部が前記開口部に挿入され、前記爪が前記変形部と係合する際は、
前記変形部の内側に位置する前記糸状体は、前記固定部の孔と共に、前記開口部から前記
変形部の外側に移動する上記（１９）に記載の生体内組織閉鎖具。
【００３６】
　（２１）　生体内組織膜を貫通する傷穴を閉じる生体内組織閉鎖具であって、
　前記生体内組織膜を一方の面側から前記傷穴および前記傷穴の周辺部を覆うシール部と
、
　前記シール部に対して略垂直な方向に細長く伸びた第１の形態と、該第１の形態から前
記シール部に向かって圧縮された第２の形態へ変形可能な変形部と、
　前記変形部が前記第１の形態と前記第２の形態との間の所定の形態になった状態で、そ
の状態を保持する第１の糸状体と、
　前記シール部と前記変形部を接続する接続部とを有し、
　前記接続部が板状であり、
　前記第１の糸状体は、その一方の端部が折り返し部となる二重糸で構成され、該折り返
し部と前記シール部との間に前記変形部が位置するような関係に配置され、前記折り返し
部により輪が形成されることを特徴とする生体内組織閉鎖具。
【００３７】
　（２２）　当該生体内組織閉鎖具の少なくとも一部は、生体吸収性材料で構成されてい
る上記（１）ないし（２１）のいずれかに記載の生体内組織閉鎖具。
【００３８】
　（２３）　前記生体内組織膜は、血管壁であり、前記一方の面は、前記血管壁の内面で
ある上記（１）ないし（２２）のいずれかに記載の生体内組織閉鎖具。
【００３９】
　（２４）　上記（１）ないし（２３）のいずれかに記載の生体内組織閉鎖具と、
　先端部において前記生体内組織閉鎖具を着脱自在に保持する長尺状の配置装置とを有し
、
　前記生体内組織閉鎖具を生体内に配置し、該生体内組織閉鎖具により生体内組織膜を貫
通する傷穴を閉じることを特徴とする生体内組織閉鎖装置。
【００４０】
　（２５）　上記（２１）に記載の生体内組織閉鎖具と、
　先端部において前記生体内組織閉鎖具を着脱自在に保持する長尺状の配置装置とを有し
、
　前記生体内組織閉鎖具を生体内に配置し、該生体内組織閉鎖具により生体内組織膜を閉
じる生体内組織閉鎖装置であって、
　前記第１の糸状体の前記折り返し部により形成される輪を挿通する第２の糸状体を有し
、該第２の糸状体により、前記生体内組織閉鎖具が着脱自在に保持されることを特徴とす
る生体内組織閉鎖装置。
【００４１】
　（２６）　前記第２の糸状体は、その一方の端部が折り返し部となる二重糸で構成され
ている上記（２５）に記載の生体内組織閉鎖装置。
【００４２】
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　（２７）　前記配置装置は、その長手方向に沿って設けられ、前記第２の糸状体を挿通
させる管腔を有し、
　前記第２の糸状体の前記折り返し部は、前記配置装置の基端部に位置し、該折り返し部
が、前記配置装置の前記管腔内を、先端方向へ向って移動するのを阻止する固定具を有す
る上記（２６）に記載の生体内組織閉鎖装置。
【発明の効果】
【００４３】
　本発明によれば、糸状体により、変形部を、その変形部が変形可能な形態のうちの所望
の形態に保持することができる。これにより、様々な生体内組織膜の状態（状況）に対応
することができ、血管壁等の生体内組織膜に形成された傷穴に対し、止血作業を容易かつ
確実に行なうことができる。すなわち、傷穴を容易かつ確実に閉じる（閉鎖する）ことが
でき、完全に止血することができる。
【００４４】
　また、変形部を容易かつ確実に変形させることができ、これにより、仮に止血不良が生
じたとしても、そのときは変形部がシール部に対して略平行な方向に確実に広がっており
、このため、その後、用手圧迫止血を行なうことができ、非常に安全に止血作業を行うこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４５】
　以下、本発明の生体内組織閉鎖具および生体内組織閉鎖装置を添付図面に示す好適実施
形態に基づいて詳細に説明する。
【００４６】
　図１は、本発明の生体内組織閉鎖装置の第１実施形態を示す断面図、図２は、図１に示
す生体内組織閉鎖装置の生体内組織閉鎖具を示す斜視図、図３は、図１および図２に示す
生体内組織閉鎖具の結び目の一例を示した説明図、図４は、図１および図２に示す生体内
組織閉鎖具の結び目の他例を示した説明図、図５は、図１および図２に示す生体内組織閉
鎖装置の作用（動作）を説明するための斜視図、図６～図１３は、それぞれ、図１に示す
生体内組織閉鎖装置の作用（動作）を説明するための断面図である。
【００４７】
　なお、図１では、ストッパー１２については、その斜視図も示されている。また、図５
において、プッシャーチューブ７は、破線で、模式的に示されている。
【００４８】
　また、説明の都合上、図１、図６～図１２において、図中の左下側を「先端」、右上側
（手元側）を「基端」、図２～図５、図１３において、図中の上側を「基端」、下側を「
先端」として説明する。
【００４９】
　これらの図に示す生体内組織閉鎖装置１は、例えば、血管等の生体管腔、生体内部器官
、生体内部組織等の生体内組織膜に形成され、経皮的に貫通した傷穴（生体内組織膜を貫
通する傷穴）を閉じる（閉鎖する）装置である。
【００５０】
　図１および図２に示すように、生体内組織閉鎖装置１は、長尺状の本体部２と、本体部
２の先端部に着脱自在に装着（保持）され、生体内組織膜を貫通する傷穴を閉じる生体内
組織閉鎖具であるクリップ４と、クリップ４を牽引する牽引手段である糸（第２の糸状体
）８とを備えている。
【００５１】
　本体部２は、中心部に軸線方向に貫通する貫通孔５１を有するシース５と、シース５に
着脱自在に装着される（シース５内に挿入される）長尺状の配置装置（移送・変形手段）
３とを備えている。止血作業（傷穴を閉じる作業）の際は、これらシース５および配置装
置３の先端部と、クリップ４とが、それぞれ、傷穴を貫通する。すなわち、傷穴から血管
等の生体の管腔（生体管腔）内に挿入される。
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【００５２】
　シース５は、略円筒状をなし、その基端部にハブ５２を有している。また、ハブ５２の
内周側には、図示しない止血弁が設置されている。
【００５３】
　このシース５としては、例えば、カテーテルを用いた治療（ＰＣＩ）や診断（ＣＡＧ）
の処置後に留置されているシース（イントロデューサシース）を用いてもよく、また、こ
の生体内組織閉鎖装置１専用のものであってもよい。
【００５４】
　なお、本実施形態では、本体部２の構成要素にシース５が含まれているが、本発明では
、本体部２の構成要素にシース５が含まれていなくてもよい。
【００５５】
　配置装置３は、長尺状の管状部材である外套チューブ（筒状部材）６と、外套チューブ
６に着脱自在に装着される（外套チューブ６内に挿入される）長尺状の管状部材であるプ
ッシャーチューブ（筒状部材）７と、キャップ（糸保持部材）９と、キャップ（位置確認
用ポート閉鎖部材）１３と、ストッパー１２とを有している。この配置装置３のうち、外
套チューブ６およびプッシャーチューブ７により、クリップ４を移送する移送手段と、後
述するクリップ４の糸４６の結び目４６１を移動させることにより、糸４６を締め付けて
変形部４２を変形させる変形手段との主要部が構成される。
【００５６】
　外套チューブ６は、チューブ本体６１と、チューブ本体６１の基端部に設けられたハブ
６２とで構成され、この外套チューブ６の先端部には、クリップ４が着脱自在に装着（保
持）される。この場合、外套チューブ６の先端部の管腔内にクリップ４の後述する変形部
４２が保持されることにより、そのクリップ４が装着される。
【００５７】
　ハブ６２は、その先端側に、円筒状の筒状部６２１を有し、基端側に、円筒状の筒状部
６２２を有している。このハブ３６２の筒状部６２１には、シース５のハブ５２が嵌合し
、筒状部６２２には、後述するプッシャーチューブ７のハブ７２の筒状部７２１が嵌合す
る。
【００５８】
　また、ハブ６２には、ハブ６２を貫通してチューブ本体６１の管腔に連通する貫通孔を
有する流出口（位置確認用ポート）６２３が設けられている。この流出口６２３には、キ
ャップ１３が、着脱自在に装着される。このキャップ１３は、頭部を有するピン状をなし
ており、流出口６２３内に挿入されることにより、流出口６２３に装着され、これにより
流出口６２３が閉鎖される。
【００５９】
　一方、チューブ本体６１の先端部には、そのチューブ本体６１の管腔に連通する開口（
流入口）６１１が形成されており、この開口６１１からチューブ本体６１の管腔内に流入
した体液（血液）は、チューブ本体６１の管腔内の内面とプッシャーチューブ７の外面に
形成されている図示しない溝とで画成（形成）される流路内を流通して流出口６２３から
流出し得るように構成されている。
【００６０】
　また、外套チューブ６の長さは、シース５より長く設定されている。すなわち、後述す
るように、配置装置３（外套チューブ６）をシース５の基端側からシース５の貫通孔５１
に挿入して、外套チューブ６のハブ６２とシース５のハブ５２とを嵌合させたとき、シー
ス５の先端から外套チューブ６の先端部（開口６１１を含む部分）が露出するようになっ
ている（シース５の先端が外套チューブ６の先端部より基端側に位置するようになってい
る。
【００６１】
　プッシャーチューブ７は、チューブ本体７１と、チューブ本体７１の基端部７１１に設
けられたハブ７２とで構成されている。このプッシャーチューブ７は、外套チューブ６の
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先端部に装着されているクリップ４を外套チューブ６から押し出し、離脱させる機能と、
クリップ４の糸４６の結び目４６１を移動させることにより、糸４６を締め付けて変形部
４２を変形させる機能とを有する。
　ハブ７２は、その先端側に、円筒状の筒状部７２１を有している。
【００６２】
　また、チューブ本体７１の基端部７１１には、糸留め用のキャップ（牽引部固定手段）
９が、着脱自在に装着される。このキャップ９は、頭部を有するピン状をなしており、基
端部７１１の管腔内に挿入されることにより、その基端部７１１に装着される。
【００６３】
　糸８を基端部７１１の管腔内から外部に引き出して、キャップ９を基端部７１１に装着
することにより、糸８がキャップ９と基端部７１１とで挟み込まれ、保持される。これに
より、糸８がプッシャーチューブ７の基端部７１１に固定される。また、この糸８の一端
には、球状のストッパー４７が固定されている。
【００６４】
　また、ストッパー１２は、プッシャーチューブ７のチューブ本体７１に対し、着脱自在
に装着される。
【００６５】
　ストッパー１２は、略Ｃ字状の取付部１２１と、把持部１２２とで構成されている。こ
のストッパー１２は、プッシャーチューブ７のチューブ本体７１を取付部１２１に挿通さ
せることにより、ハブ７２の近傍のチューブ本体７１に装着され、そのハブ７２と、外套
チューブ６のハブ６２との間に配置される。
【００６６】
　図２に示すように、クリップ（生体内組織閉鎖具）４は、クリップ本体（生閉鎖具本体
）４０と、糸（第１の糸状体）４６とを有している。
【００６７】
　クリップ本体４０は、シール部４１と、変形可能な変形部４２と、シール部４１と変形
部４２とを接続する接続部４４とで構成されている。これらシール部４１、変形部４２お
よび接続部４４、すなわち、クリップ本体４０は、同一の材料で一体的に形成されている
のが好ましい。
【００６８】
　シール部４１は、生体内組織膜の一方の面（内面）側から傷穴の周辺部（生体内組織膜
の傷穴を含む部分）に密着して傷穴および傷穴の周辺部を覆う平面部（平面）４１２を有
する部材であり、板状をなしている。
【００６９】
　このシール部４１における後述する変形部４２が接続された面（図２中上側の面）は、
略平面をなしている。
【００７０】
　変形部４２は、パンタグラフ様形状をなしており、接続部４４を介してシール部４１の
平面部４１２の略中央に連結（接続）されている。
【００７１】
　すなわち、変形部４２は、シール部４１に対して略垂直な方向に伸び、シール部４１に
対して略平行な方向に縮小した第１の形態と、シール部４１に対して略垂直な方向に縮み
、シール部４１に対して略平行な方向に拡張した第２の形態との間において変形可能であ
る枠状をなしている。従って、この変形部４２は、図２に示す基本形態（基本形状）から
、傷穴を通過可能な形態や、生体内組織膜の他方の面（外面）側からシール部４１とで生
体内組織膜を挟み、傷穴を閉じることが可能な形態等、前記第１の形態と前記第２の形態
との間の任意の形態に変形することができる。
【００７２】
　生体内組織膜が、血管壁（生体管腔壁）である場合は、前記一方の面は、血管壁（生体
管腔壁）の内面であり、前記他方の面は、血管壁（生体管腔壁）の外面である。
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【００７３】
　ここで、本実施形態では、変形部４２は、帯状体を４回屈曲させて四角形の環状をなす
形状（帯状体を複数回屈曲させて多角形の環状をなす形状）としたものである。すなわち
、変形部４２は、４つのリンクを一体的に形成してなり、ヒンジ状に屈曲可能な４つの角
部を有する四角形（四角形の枠状）をなしている。そして、図２中上下方向の対角位置に
ある２つの角部４２１、４２２のうちの図２中下側（シール部４１側）の角部４２２が、
接続部４４を介してシール部４１の平面部４１２略中央に連結され、接続部４４の図２中
上側の端部に対して移動不可能な不動部となっている。
【００７４】
　これにより、変形部４２は、角部４２１と角部４２２とが接近、離間するように変形す
る、すなわち直行する２方向へ伸縮変形することができ、かつ、シール部４１に対し、揺
動することもできる。
【００７５】
　また、２つの角部４２１、４２２のうちの図２中上側（シール部４１と反対側）の角部
４２１の上面（シール部４１と反対側の表面）は、湾曲凸面をなしている。この変形部４
２の角部４２１（変形部４２のシール部４１と反対側の端部）の中央付近には、２つの孔
（貫通孔）４２５および４２８が形成され、角部４２２の中央付近には、２つの孔（貫通
孔）４２６および４２７が形成されている。
【００７６】
　また、接続部４４は、板状をなしており、その中央付近には、孔（貫通孔）４４１が形
成されている。この接続部４４により、シール部４１と変形部４２の角部４２２とを所定
距離離間させることができる。
【００７７】
　糸４６は、変形部４２のシール部４１と反対側の端部側と、変形部４２のシール部４１
側の端部側とに掛けられ、クリップ本体４０に取り付けられている。本実施形態では、糸
４６は、変形部４２の角部４２１（変形部４２のシール部４１と反対側の端部）および接
続部４４を貫通した状態で、変形部４２の角部４２１と接続部４４とに掛けられている。
すなわち、この糸４６は、図２中上側から、順次、変形部４２の角部４２１の孔４２５を
挿通（貫通）し、角部４２２の孔４２６を挿入し、接続部４４の孔４４１を挿通し、角部
４２２の孔４２７を挿通し、角部４２１の孔４２８を挿通し、その角部４２１側（変形部
４２の外側）で、図３または図４に示すような形状の結び目４６１を形成している。また
、結び目４６１の図２中上側には、糸８が挿通する輪４６２が形成されている。
【００７８】
　結び目４６１は、先端方向（一方向）、すなわち、図２中下方にのみ移動可能な結び方
になっており、この結び目４６１を先端方向に移動させて糸４６を締め付けることにより
、変形部４２が前記第１の形態と前記第２の形態との間の所定の形態に変形し、その状態
を保持することができる。糸４６が、変形部４２前記所定の形態になった状態を保持して
いるとき、その結び目４６１は、変形部４２のシール部４１と反対側の端部、すなわち、
角部４２１に位置する。
【００７９】
　前記結び目４６１は、プッシャーチューブ７の内径よりも大きく形成され、また、前記
輪４６２は、プッシャーチューブ７の内径よりも小さく形成されている。これにより、プ
ッシャーチューブ７によって、クリップ４の糸４６の結び目４６１を移動させ、糸４６を
締め付けて変形部４２を変形させる際、輪４６２は、プッシャーチューブ７の管腔内に入
ることができ、また、結び目４６１がプッシャーチューブ７の管腔内に入ってしまうこと
を防止することができ、確実に、結び目４６１を移動させることができる。
【００８０】
　図１および図２に示すように、糸８は、糸４６の輪４６２を挿通した状態で、プッシャ
ーチューブ７の管腔内を挿通し、その両端部が、プッシャーチューブ７の基端部７１１か
ら外部に引き出されている。この状態で基端部７１１にキャップ９を装着することにより
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、糸８は、キャップ９と基端部７１１との間で挟まれ（保持され）、基端部７１１に保持
（固定）される。すなわち、糸８は、その一端部にクリップ４が保持され、この状態で、
キャップ９により、他端部がプッシャーチューブ７の基端部７１１に保持（固定）される
。
【００８１】
　これにより、クリップ４の先端側への移動が阻止（防止）され、外套チューブ６の先端
部からのクリップ４の離脱が阻止される。
　なお、前記糸４６がこの糸８を兼用していてもよい。
【００８２】
　前記クリップ４のクリップ本体４０の少なくとも一部は、生体吸収性材料で構成される
のが好ましく、特に、クリップ本体４０の主要部分（大部分）は、生体吸収性材料で全体
を一体的に構成されるのが好ましい。これにより、クリップ本体４０の主要部分が所定期
間後に生体に吸収され、最終的に生体内に残らないので、人体への影響をなくすことがで
きる。また、糸４６も生体吸収性材料で構成されるのが好ましい。
【００８３】
　用いられる生体吸収性材料としては、例えば、ポリ乳酸、ポリグリコール酸、ポリジオ
キサノン等の単体、あるいはこれらの複合体が挙げられる。
【００８４】
　なお、クリップ４のクリップ本体４０の構成材料としては、生体吸収性材料に限らず、
例えば、樹脂や金属等の生体適合性材料を用いることができる。また、糸４６の構成材料
も生体吸収性材料には限定されない。
【００８５】
　また、前記クリップ４のクリップ本体４０としては、特に、変形部４２の変形機能に求
められる材料物性としては、ヒンジ特性に優れたものであることが望ましい。具体的には
、引張り強さ２５０～５００（Ｋｇ／ｃｍ２）、伸び１５０～８００％、引張弾性率８～
２０（×１０３Ｋｇ／ｃｍ２）、曲げ強さ３００～７００（Ｋｇ／ｃｍ２）のものが好ま
しい。これらの物性値を満たすことによって、クリップ本体４０は、ヒンジ特性に優れ、
変形部４２が所望の変形能を有することができる。
【００８６】
　図１１に示すように、クリップ４が外套チューブ６から離脱している状態で、糸８によ
りクリップ４の糸４６を牽引しつつ、クリップ４に対して、配置装置３（本体部２）をそ
の先端方向へ相対的に移動させると、プッシャーチューブ７により結び目４６１が先端方
向へ押され、結び目４６１が先端方向に移動して、糸４６が締め付けられ、変形部４２が
変形する。
【００８７】
　この場合、クリップ４が外套チューブ６に装着されているときは、クリップ４の変形部
４２は、図５（ａ）に示すように、シール部４１に対して略垂直な方向に伸び、シール部
４１に対して略平行な方向に縮小した形態をなしている。そして、結び目４６１が先端方
向に移動して糸４６が締め付けられるにつれて、変形部４２の角部４２１が図５中下側に
移動してゆき、その変形部４２は、図５（ａ）に示す形態から、図５（ｂ）に示す形態、
図５（ｃ）に示す、シール部４１と変形部４２で生体内組織膜を挟み、傷穴を閉じること
が可能な形態へと、連続的に変形する。すなわち、変形部４２は、シール部４１に対して
略垂直な方向に縮み、シール部４１に対して略平行な方向に拡張してゆく。
【００８８】
　また、前述したように、結び目４６１は、先端方向にのみ移動可能な結び方になってい
るので、糸４６により、変形部４２が所定の形態になった状態が保持される。
【００８９】
　このように、このクリップ４によれば、変形部４２の変形の度合いを連続的に規制（調
整）することができる（２つの角部４２１、４２２の間の距離を連続的に規制（調整）す
ることができる）。すなわち、変形部４２が所望の形態になった状態で、その状態を保持
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することができる。これにより、例えば、生体内組織膜が厚い人、薄い人、硬い人、軟ら
かい人等、種々の場合に対応することができる（様々な生体内組織膜の状態（状況）に対
応することができる。
【００９０】
　なお、本発明では、クリップ（生体内組織閉鎖具）の構成は、シール部、変形部および
糸（糸状体）を有しているものであれば、前記のものに限定されないことは言うまでもな
い。
【００９１】
　例えば、本発明では、クリップ（生体内組織閉鎖具）の変形部の形状は、四角形に限ら
ず、他の多角形でもよく、また、円環状、楕円環等の角のない枠状であってもよい。
【００９２】
　次に、生体内組織閉鎖装置１を用いて行なう止血作業の手順（生体内組織閉鎖装置１の
作用）について説明する。
【００９３】
　まず、図１に示すように、配置装置３を組み立てる。
　この場合、まず、ストッパー１２をプッシャーチューブ７のチューブ本体７１における
ハブ７２の近傍に装着し、そのプッシャーチューブ７を外套チューブ６の基端側から外套
チューブ６内に挿入し、プッシャーチューブ７のハブ７２と外套チューブ６のハブ６２と
の間にストッパー１２を位置させる。
【００９４】
　次に、糸８の端部をプッシャーチューブ７の基端側からプッシャーチューブ７内に挿入
し、その先端部７１２および外套チューブ６の先端部から外部に引き出す。そして、糸８
の端部をクリップ４の糸４６の輪４６２を挿通させ、外套チューブ６およびプッシャーチ
ューブ７の先端側からプッシャーチューブ７内に挿入し、その基端部７１１から外部に引
き出す。
【００９５】
　次に、クリップ４の変形部４２を潰して図５（ａ）に示す形態に変形させ、その変形部
４２を外套チューブ６の先端側から外套チューブ６内に挿入する（装着する）。
【００９６】
　次に、糸８の両端部を基端側に向けて適度に引っ張りつつ、キャップ９をプッシャーチ
ューブ７の基端部７１１の管腔内に挿入し、装着する。これにより、糸８の両端部は、キ
ャップ９と基端部７１１とで挟み込まれ、基端部７１１に固定され、糸８の両端部よりも
先端側は、プッシャーチューブ７の管腔内に、その管腔に沿って配置される。以上で、配
置装置３の組み立てが完了する。なお、配置装置３の組み立ての手順は、これに限定され
ないことは、言うまでもない。
【００９７】
　シース５としては、カテーテルを用いた治療（ＰＣＩ）や診断（ＣＡＧ）の処置後に留
置されているシースを用いる。このシース５の先端部は、血管内に挿入されている。
【００９８】
　次に、図１に示すように、配置装置３をシース５の基端側からシース５の貫通孔５１に
挿入してゆき、図６に示すように、外套チューブ６のハブ６２とシース５のハブ５２とを
嵌合させる。これにより、シース５の先端部から外套チューブ６の先端部が突出するとと
もに、クリップ４のシール部４１が突出し、血管内に挿入される。
【００９９】
　次に、図７に示すように、本体部２をゆっくり傷穴から引き抜く方向に移動させ、クリ
ップ４のシール部４１で血管壁の内側から傷穴および傷穴の周辺部を覆う（シール部４１
の位置決めを行なう）。クリップ４の変形部４２および固定部４３は、それぞれ、血管の
外側に移動する。
【０１００】
　なお、術者は、前記シール部４１で傷穴および傷穴の周辺部を覆う際の作業（操作）に
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おいては、本体部２を傷穴から引き抜く方向に移動させた際、シール部４１が傷穴および
その周辺組織に当接したときの抵抗（面当て抵抗）を感知すると、シール部４１が傷穴お
よびその周辺組織に当接し（面当てされ）、シール部４１の位置決めが完了したものと判
断する。
【０１０１】
　次に、図８に示すように、外套チューブ６の流出口６２３に装着されているキャップ１
３を取り外す。
【０１０２】
　流出口６２３からの血液のバックフラッシュ（フラッシュバック）がないことを確認す
る。
【０１０３】
　なお、シール部４１の位置決めが正しくなされておらず、外套チューブ６の開口６１１
が血管内に位置している場合は、流出口６２３から血液のバックフラッシュが生じる。こ
の場合は、キャップ１３を流出口６２３に装着して、再度、前記シール部４１で傷穴およ
び傷穴の周辺部を覆う作業を行なう。
【０１０４】
　次に、図９に示すように、外套チューブ６のハブ６２とプッシャーチューブ７のハブ７
２との間にあるストッパー１２を取り外し、図１０に示すように、外套チューブ６または
シース５を傷穴から引き抜く方向に移動させ、プッシャーチューブ７のハブ７２と外套チ
ューブ６のハブ６２とを嵌合させる。
【０１０５】
　この際、外套チューブ６の先端部に保持されているクリップ４の変形部４２は、プッシ
ャーチューブ７により、外套チューブ６から押し出され、離脱する。
【０１０６】
　次に、図１１に示すように、キャップ９をプッシャーチューブ７の基端部７１１から取
り外す。
【０１０７】
　次に、図１２に示すように、糸８を少し引いてテンションを加えつつ（クリップ４の糸
４６を牽引しつつ）、本体部２を傷穴内に挿入する方向に押す。これにより、図５（ｃ）
に示すように、プッシャーチューブ７によって、結び目４６１が先端方向へ押され、結び
目４６１が先端方向に移動して、糸４６が締め付けられ、変形部４２が変形する。この操
作を止血が完了するまで続ける。
【０１０８】
　これにより、変形部４２が血管壁の外側から傷穴および傷穴の周辺部を覆い、シール部
４１が血管壁の内側から傷穴および傷穴の周辺部を覆い、これらシール部４１と変形部４
２とで血管壁が挟み込まれ、傷穴が閉じる。そして、糸４６により、変形部４２が前記の
形態になった状態が保持される。
【０１０９】
　最後に、図１３に示すように、本体部２および糸８をそれぞれ抜去し、クリップ４が生
体内に配置（留置）される。
【０１１０】
　なお、糸８の一端にはストッパー４７が固定されているので、図５（ｄ）に示すように
、本体部２を抜去すると、それと共に糸８も抜去される。以上で、止血作業が完了する。
【０１１１】
　以上説明したように、この生体内組織閉鎖装置１によれば、クリップ４の変形部４２が
第１の形態と第２の形態との間の所望の形態になった状態で、糸４６により、その状態を
保持することができる。これにより、様々な生体内組織膜の状態（状況）に対応すること
ができ、血管壁等の生体内組織膜に形成された傷穴に対し、止血作業を容易かつ確実に行
なうことができる。すなわち、傷穴を容易かつ確実に閉じる（閉鎖する）ことができ、完
全に止血することができる。
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【０１１２】
　また、変形部４２を容易かつ確実に変形させることができ、これにより、仮に止血不良
が生じたとしても、そのときは変形部４２がシール部４１に対して略平行な方向に確実に
広がっており、このため、その後、用手圧迫止血を行なうことができ、非常に安全に止血
作業を行うことができる。
【０１１３】
　また、糸８をクリップ４の糸４６と別部材で構成しているので、糸を皮下組織内で切断
する操作を行なう必要がなく、容易かつ迅速に、止血作業を行なうことができる。
【０１１４】
　また、クリップ４の糸４６は、変形部４２の角部４２１と接続部４４とに掛けられてい
るので、その糸４６が血管内に入らないという利点がある。
【０１１５】
　次に、本発明の生体内組織閉鎖装置の第２実施形態について説明する。
　図１４は、本発明の生体内組織閉鎖装置の第２実施形態における生体内組織閉鎖具を示
す斜視図である。
【０１１６】
　なお、説明の都合上、図１４において、図中の上側を「基端」、下側を「先端」として
説明する。
【０１１７】
　以下、第２実施形態の生体内組織閉鎖装置１について、前述した第１実施形態との相違
点を中心に説明し、同様の事項については、その説明を省略する。
【０１１８】
　第２実施形態の生体内組織閉鎖装置１では、クリップ（生体内組織閉鎖具）４が、前述
した第１実施形態のクリップ４と異なっており、それ以外については、同様である。
【０１１９】
　図１４に示すように、第２実施形態では、クリップ４の糸４６は、変形部４２の角部４
２１（変形部４２のシール部４１と反対側の端部）およびシール部４１を貫通した状態で
、変形部４２の角部４２１とシール部４１とに掛けられている。すなわち、クリップ４の
シール部４１の中央付近には、接続部４４を介して対向する２つの孔（貫通孔）４１３お
よび４１４が形成されており、糸４６は、図１４中上側から、順次、変形部４２の角部４
２１の孔４２５を挿通（貫通）し、角部４２２の孔４２６を挿通し、シール部４１の孔４
１３を挿通し、シール部４１の孔４１４を挿通し、角部４２２の孔４２７を挿通し、角部
４２１の孔４２８を挿通し、その角部４２１側（変形部４２の外側）で、結び目４６１を
形成している。
【０１２０】
　この生体内組織閉鎖装置１によれば、前述した第１実施形態の生体内組織閉鎖装置１と
同様の効果が得られる。
【０１２１】
　そして、この生体内組織閉鎖装置１では、クリップ４の糸４６は、変形部４２の角部４
２１とシール部４１とに掛けられているので、止血作業の際、接続部４４が切断されたと
してもシール部４１が血管内を流れていってしまうのを阻止（防止）することができる。
【０１２２】
　また、接続部４４には糸４６が挿通する孔が形成されていないので、第１実施形態に比
べて、接続部４４の強度を高くすることができる。
【０１２３】
　次に、本発明の生体内組織閉鎖装置の第３実施形態について説明する。
　図１５は、本発明の生体内組織閉鎖装置の第３実施形態における生体内組織閉鎖具を示
す斜視図である。
【０１２４】
　なお、説明の都合上、図１５において、図中の上側を「基端」、下側を「先端」として
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説明する。
【０１２５】
　以下、第３実施形態の生体内組織閉鎖装置１について、前述した第１実施形態との相違
点を中心に説明し、同様の事項については、その説明を省略する。
【０１２６】
　第３実施形態の生体内組織閉鎖装置１では、クリップ（生体内組織閉鎖具）４が、前述
した第１実施形態のクリップ４と異なっており、それ以外については、同様である。
【０１２７】
　図１５に示すように、第３実施形態では、クリップ４の変形部４２の角部４２２の内面
（変形部４２のシール部４１側の内面）に、板状の糸掛け部４５が設けられている。糸掛
け部４５の中央付近には、孔（貫通孔）４５１が形成されている。また、シール部４１、
変形部４２、接続部４４および糸掛け部４５、すなわち、クリップ本体４０は、同一の材
料で一体的に形成されているのが好ましい。
【０１２８】
　クリップ４の糸４６は、変形部４２の角部４２１（変形部４２のシール部４１と反対側
の端部）および糸掛け部４５の孔４５１を貫通した状態で、変形部４２の角部４２１と糸
掛け部４５とに掛けられている。すなわち、糸４６は、図１４中上側から、順次、変形部
４２の角部４２１の孔４２５を挿通（貫通）し、糸掛け部４５の孔４５１を挿通し、角部
４２１の孔４２８を挿通し、その角部４２１側（変形部４２の外側）で、結び目４６１を
形成している。
【０１２９】
　この生体内組織閉鎖装置１によれば、前述した第１実施形態の生体内組織閉鎖装置１と
同様の効果が得られる。
【０１３０】
　そして、この生体内組織閉鎖装置１では、クリップ４の糸４６は、変形部４２の角部４
２１と糸掛け部４５とに掛けられており、接続部４４には糸４６が挿通する孔が形成され
ていないので、第１実施形態に比べて、接続部４４の強度を高くすることができる。
【０１３１】
　次に、本発明の生体内組織閉鎖装置の第４実施形態について説明する。
　図１６は、本発明の生体内組織閉鎖装置の第４実施形態における生体内組織閉鎖具を示
す斜視図、図１７は、図１６に示す生体内組織閉鎖装置の作用（動作）を説明するための
斜視図である。
　なお、図１７において、プッシャーチューブ７は、破線で、模式的に示されている。
【０１３２】
　また、説明の都合上、図１６および図１７において、図中の上側を「基端」、下側を「
先端」として説明する。
【０１３３】
　以下、第４実施形態の生体内組織閉鎖装置１について、前述した第１実施形態との相違
点を中心に説明し、同様の事項については、その説明を省略する。
【０１３４】
　第４実施形態の生体内組織閉鎖装置１では、クリップ（生体内組織閉鎖具）４およびプ
ッシャーチューブ７が、それぞれ、前述した第１実施形態のクリップ４およびプッシャー
チューブ７と異なっており、それ以外については、同様である。
【０１３５】
　図１６および図１７に示すように、第４実施形態では、クリップ４のクリップ本体４０
は、シール部４１と、変形部４２と、シール部４１と変形部４２とを接続する接続部４４
と、変形部４２が第１の形態と第２の形態との間の所定の形態になった状態で、変形部に
係合してその状態を保持する固定部４３とで構成されている。これらシール部４１、変形
部４２、接続部４４および固定部４３、すなわち、クリップ本体４０は、同一の材料で一
体的に形成されているのが好ましい。
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【０１３６】
　変形部４２の角部４２１（変形部４２のシール部４１と反対側の端部）には、略Ｈ字状
のスリット４２４が形成されている。スリット４２４は、枠状の変形部４２を貫通した開
口部であり、後述する固定部４３の少なくとも一部が挿入（挿通）可能なようになってい
る。
【０１３７】
　固定部４３は、板状（棒状）をなしている。この固定部４３は、変形部４２の枠内に位
置し、その図１６中下側の端部が、角部４２２の内面に連結されている。これにより、固
定部４３は、シール部４１に対し、変形部４２とともに揺動することができる。
【０１３８】
　また、固定部４３の図１６中左右方向の片側（右側）には、爪４３１が形成されている
。この爪４３１は、固定部４３の長手方向（図１６中上下方向）に沿って、所定間隔で複
数個（図示例では、２つ）並設されている。
【０１３９】
　また、固定部４３の図１６中上側の端部（固定部４３のシール部４１と反対側の端部）
の中央付近には、孔（貫通孔）４３２が形成されている。
【０１４０】
　図１６に示すように、固定部４３がスリット４２４に挿入されていないときは、クリッ
プ４の糸４６は、変形部４２の角部４２１のスリット４２４および固定部４３の孔４３２
を貫通した状態で、変形部４２の角部４２１（変形部４２のシール部４１と反対側の端部
）と固定部４３とに掛けられている。すなわち、糸４６は、図１６中上側から、順次、変
形部４２の角部４２１のスリット４２４を挿通（貫通）し、固定部４３の孔４３１を挿通
し、角部４２１のスリット４２４を挿通し、その角部４２１側（変形部４２の外側）で、
結び目４６１を形成している。この結び目４６１は、スリット４２４の間隙（図１６中左
右方向の長さ）よりも大きく形成されている。
【０１４１】
　一方、図１７に示すように、プッシャーチューブ７の先端部７１２の管腔の内径は、先
端部７１２より基端側の部位の管腔の内径よりも大きく設定されている。この先端部７１
２の管腔の内径は、クリップ４の固定部４３よりも大きい。
【０１４２】
　ここで、このクリップ４では、変形部４３の第１の形態と第２の形態との間の変形の度
合いに応じて、糸４６による保持と、固定部４３による保持とに分けられている。すなわ
ち、変形部４２の第１の形態を基準にして、変形部４２の変形の度合いが小さい領域では
、糸４６により、変形部４２が所定の形態になった状態を保持し、変形部４２の変形の度
合いが大きい領域では、固定部４３により、変形部４２が所定の形態になった状態を保持
するように構成されている。以下、具体的に説明する。
【０１４３】
　クリップ４が外套チューブ６から離脱している状態で、糸８によりクリップ４の糸４６
を牽引しつつ、クリップ４に対して、配置装置３（本体部２）をその先端方向へ相対的に
移動させると、プッシャーチューブ７の先端部７１２が図１７中上側から変形部４２の角
部４２１の上面４２３に当接するとともに、プッシャーチューブ７により結び目４６１が
先端方向へ押され、結び目４６１が先端方向に移動して、糸４６が締め付けられ、変形部
４２が変形する。
【０１４４】
　この場合、クリップ４が外套チューブ６に装着されているときは、クリップ４の変形部
４２は、図１７（ａ）に示すように、シール部４１に対して略垂直な方向に伸び、シール
部４１に対して略平行な方向に縮小した形態をなしている。そして、結び目４６１が先端
方向に移動して糸４６が締め付けられるにつれて、変形部４２の角部４２１が図１７中下
側に移動してゆき、その変形部４２は、図１７（ａ）に示す形態から、図５（ｂ）に示す
形態へと、連続的に変形する。また、結び目４６１は、先端方向にのみ移動可能な結び方
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になっているので、糸４６により、変形部４２が所定の形態になった状態が保持される。
【０１４５】
　そして、糸８によりクリップ４の糸４６を牽引しつつ、クリップ４に対して、さらに、
配置装置３（本体部２）をその先端方向へ相対的に移動させると、プッシャーチューブ７
により、変形部４２の角部４２１が図１７中下側に向って押圧される。このとき、固定部
４３は、プッシャーチューブ７の管腔内に位置し、邪魔にはならない（図１７（ｃ）参照
）。
【０１４６】
　これにより、図１７（ｃ）に示すように、変形部４２の角部４２１が図１７中下側に移
動し、固定部４３の図１７中上側の端部および固定部４３の図１７中上側の爪４３１は、
角部４２１に形成されているスリット４２４を挿通し（スリット４２４に挿入され）、そ
の爪４３１が角部４２１に係合する。この際、変形部４３の内側に位置する糸４６は、固
定部４３の孔４３２と共に、スリット４２４から変形部４３の外側に移動する。
【０１４７】
　この状態でプッシャーチューブ７による押圧を解除しても、固定部４３により、変形部
４２が所定の形態になった状態が変形部４２の形状は保持される。また、変形部４２の角
部４２１が図１７中上側に向って押圧されても、固定部４３により、変形部４２が所定の
形態になった状態が保持される。
【０１４８】
　クリップ４に対して、さらに、配置装置３（本体部２）をその先端方向へ相対的に移動
させると、プッシャーチューブ７により、変形部４２の角部４２１が図１７中下側に向っ
てさらに押圧される。
【０１４９】
　これにより、変形部４２の角部４２１が図１７中下側にさらに移動し、固定部４３の図
１７中下側の爪４３１は、角部４２１に形成されているスリット４２４を挿通し（スリッ
ト４２４に挿入され）、その爪４３１が角部４２１に係合する。
【０１５０】
　前記と同様に、この状態でプッシャーチューブ７による押圧を解除しても、固定部４３
により、変形部４２が所定の形態になった状態が保持される。
【０１５１】
　この生体内組織閉鎖装置１によれば、前述した第１実施形態の生体内組織閉鎖装置１と
同様の効果が得られる。
【０１５２】
　そして、この生体内組織閉鎖装置１では、固定部４３により、変形部４２が所定の形態
になった状態を保持することができるので、第１実施形態に比べて、変形部４２が所定の
形態になった状態を強固に保持することができる。
【０１５３】
　また、固定部４３の爪４３１が変形部４２の角部４２１に係合し得る形態まで変形部４
２が変形できない（変形しない）場合でも、糸８により、変形部４２が所定の形態になっ
た状態を保持することができる。
【０１５４】
　また、クリップ４の糸４６は、変形部４２の角部４２１と固定部４５とに掛けられてお
り、接続部４４には糸４６が挿通する孔が形成されていないので、第１実施形態に比べて
、接続部４４の強度を高くすることができる。
【０１５５】
　なお、本発明では、クリップ（生体内組織閉鎖具）の固定部の爪の数は、１つでもよく
、また、３つ以上でもよい。
【０１５６】
　次に、本発明の生体内組織閉鎖装置の第５実施形態について説明する。
　図１８および図１９は、それぞれ、本発明の生体内組織閉鎖装置の第５実施形態を示す
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斜視図である。
【０１５７】
　なお、図１８および図１９において、プッシャーチューブ７は、破線で、模式的に示さ
れている。また、糸４６の結び目４６１は、強く結んでいない状態が示されている。
【０１５８】
　また、説明の都合上、図１８および図１９において、図中の上側を「基端」、下側を「
先端」として説明する。
【０１５９】
　以下、第５実施形態の生体内組織閉鎖装置１について、前述した第１実施形態との相違
点を中心に説明し、同様の事項については、その説明を省略する。
【０１６０】
　第５実施形態の生体内組織閉鎖装置１では、クリップ（生体内組織閉鎖具）４の糸（第
１の糸状体）４６および糸（第２の糸状体）８が、それぞれ、前述した第１実施形態のク
リップ４の糸４６および糸８と異なり、さらに糸ロック部材（固定具）１４が設けられて
いること以外については、同様である。
【０１６１】
　図１８および図１９に示すように、第５実施形態では、クリップ４の糸（第１の糸状体
）４６は、１本の糸（糸状体）を折り返してなり、一方の端部が折り返し部４６３となる
二重糸（二重糸状体）で構成され、その折り返し部４６３により、輪４６２が形成されて
いる。そして、第１実施形態と同様に、折り返し部４６３（輪４６２）とシール部４１と
の間に変形部４２が位置するような関係に配置されている。
【０１６２】
　糸（第２の糸状体）８は、１本の糸（糸状体）を折り返してなり、一方の端部が折り返
し部８１となる二重糸（二重糸状体）で構成されている。糸８の他方の端部には、円筒状
のストッパー４７が固定されている。ストッパー４７の固定方法としては、例えば、接着
、かしめ等が挙げられる。この糸８により、生体内組織閉鎖具４が着脱自在に保持される
。また、ストッパー４７により、糸８の折り返し部８１と反対側の端部が、プッシャーチ
ューブ７の管腔内に進入してしまうのを阻止（防止）することができる。
【０１６３】
　糸ロック部材（固定具）１４は、図１９（ｃ）に示すように、頭部を有する線状体で構
成されており、図１８（ａ）および（ｂ）に示すように、屈曲または湾曲した形状に弾性
変形することができるようになっている。この糸ロック部材１４は、例えば、樹脂材料等
で形成することができる。
【０１６４】
　図１８（ａ）および（ｂ）に示すように、前記糸８の折り返し部８１は、プッシャーチ
ューブ７の基端部７１１に位置している。そして、前記糸ロック部材１４は、糸８の折り
返し部８１に引っ掛けられ、屈曲または湾曲した状態で、プッシャーチューブ７の基端部
７１１に配置されている。なお、糸ロック部材１４の頭部側および先端側は、それぞれ、
プッシャーチューブ７の外側に位置している。
【０１６５】
　止血作業において、変形部４２を変形させる際は、図１８（ｂ）に示すように、ストッ
パー４７を手指で把持し、そのストッパー４７（糸８）を少し引いてテンションを加えつ
つ（クリップ４の糸４６を牽引しつつ）、プッシャーチューブ７（本体部２）を傷穴内に
挿入する方向に押す。この際、糸ロック部材１４により、糸８の折り返し部８１が、プッ
シャーチューブ７の管腔内を、先端方向へ向って移動するのを阻止（防止）することがで
き、これにより、クリップ４の糸４６を確実に牽引することができる。
【０１６６】
　本体部２および糸８をそれぞれ抜去する際は、図１８（ｃ）に示すように、糸ロック部
材１４を取り外し、図１８（ｄ）に示すように、プッシャーチューブ７（本体部２）を抜
去すると、それと共に糸８も抜去される。



(20) JP 4366306 B2 2009.11.18

10

20

30

40

50

【０１６７】
　この生体内組織閉鎖装置１によれば、前述した第１実施形態の生体内組織閉鎖装置１と
同様の効果が得られる。
【０１６８】
　そして、この生体内組織閉鎖装置１では、糸４６の折り返し部４６３により輪４６２が
形成されるので、糸４６に対して、結び目４６１とは別の結び目を形成し、その結び目を
輪として用いる場合に比べ、クリップ４を組み立てる作業や、プッシャーチューブ７によ
り結び目４６１を押して変形部４２を変形させる操作を容易かつ迅速に行なうこができる
。その理由は、結び目４６１とは別の結び目を形成して輪として用いる場合は、止血作業
において、変形部４２を変形させる際、プッシャーチューブ７によって、その輪を構成す
る結び目は押さずに、結び目４６１のみを押す必要があるので、条件が非常に厳しくなる
ためである。
【０１６９】
　また、糸８を抜去する際、糸８の折り返し部８１側は、一旦、生体内に入り込む場合が
あるが、この生体内組織閉鎖装置１では、糸８の折り返し部８１およびその近傍の部位を
プッシャーチューブ７の管腔内に位置させることができ、無菌状態に保持することができ
、非常に安全に止血作業を行うことができる。
【０１７０】
　また、この生体内組織閉鎖装置１では、糸４６に対して、結び目４６１とは別の結び目
を形成し、その結び目を輪として用いる場合に比べ、糸８を抜去する際、その糸８が円滑
に糸４６の輪４６２を通過することができ、また、糸４６の輪４６２が円滑にプッシャー
チューブ７の管腔内を移動することができる。
【０１７１】
　なお、この第５実施形態は、前記第２～第４実施形態にもそれぞれ適用することができ
る。
【０１７２】
　以上、本発明の生体内組織閉鎖具および生体内組織閉鎖装置を、図示の実施形態に基づ
いて説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、各部の構成は、同様の機能を
有する任意の構成のものに置換することができる。また、本発明に、他の任意の構成物が
付加されていてもよい。
【０１７３】
　また、本発明は、前記各実施形態のうちの、任意の２以上の構成（特徴）を組み合わせ
たものであってもよい。
【０１７４】
　また、前記実施形態では、変形部４２は、パンタグラフ様形状、すなわち、シール部４
１に対して略垂直な方向に伸び、シール部４１に対して略平行な方向に縮小した第１の形
態と、シール部４１に対して略垂直な方向に縮み、シール部４１に対して略平行な方向に
拡張した第２の形態との間において変形可能である枠状をなしているが、本発明では、変
形部は、これに限らず、シール部に対して略垂直な方向に細長く伸びた形態（第１の形態
）と、この形態（第１の形態）からシール部に向かって圧縮された形態（第２の形態）へ
変形可能なものであればよい。すなわち、変形部としては、前記実施形態の他、例えば、
樹脂材料（合成樹脂材料）を主材料とするスポンジ状の多孔質体（多孔質材料）等で構成
することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１７５】
【図１】本発明の生体内組織閉鎖装置の第１実施形態を示す断面図である。
【図２】図１に示す生体内組織閉鎖装置の生体内組織閉鎖具を示す斜視図である。
【図３】図１および図２に示す生体内組織閉鎖具の結び目の一例を示した説明図である。
【図４】図１および図２に示す生体内組織閉鎖具の結び目の他例を示した説明図である。
【図５】図１および図２に示す生体内組織閉鎖装置の作用（動作）を説明するための斜視
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図である。
【図６】図１に示す生体内組織閉鎖装置の作用（動作）を説明するための断面図である。
【図７】図１に示す生体内組織閉鎖装置の作用（動作）を説明するための断面図である。
【図８】図１に示す生体内組織閉鎖装置の作用（動作）を説明するための断面図である。
【図９】図１に示す生体内組織閉鎖装置の作用（動作）を説明するための断面図である。
【図１０】図１に示す生体内組織閉鎖装置の作用（動作）を説明するための断面図である
。
【図１１】図１に示す生体内組織閉鎖装置の作用（動作）を説明するための断面図である
。
【図１２】図１に示す生体内組織閉鎖装置の作用（動作）を説明するための断面図である
。
【図１３】図１に示す生体内組織閉鎖装置の作用（動作）を説明するための断面図である
。
【図１４】本発明の生体内組織閉鎖装置の第２実施形態における生体内組織閉鎖具を示す
斜視図である。
【図１５】本発明の生体内組織閉鎖装置の第３実施形態における生体内組織閉鎖具を示す
斜視図である。
【図１６】本発明の生体内組織閉鎖装置の第４実施形態における生体内組織閉鎖具を示す
斜視図である。
【図１７】図１６に示す生体内組織閉鎖装置の作用（動作）を説明するための斜視図であ
る。
【図１８】本発明の生体内組織閉鎖装置の第５実施形態を示す斜視図である。
【図１９】本発明の生体内組織閉鎖装置の第５実施形態を示す斜視図である。
【符号の説明】
【０１７６】
　１　　　　　　　生体内組織閉鎖装置
　２　　　　　　　本体部
　３　　　　　　　配置装置
　４　　　　　　　クリップ
　４０　　　　　　クリップ本体
　４１　　　　　　シール部
　４１２　　　　　平面部
　４１３、４１４　孔
　４２　　　　　　変形部
　４２１、４２２　角部
　４２３　　　　　上面
　４２４　　　　　スリット
　４２５～４２８　孔
　４３　　　　　　固定部
　４３１　　　　　爪
　４３２　　　　　孔
　４４　　　　　　接続部
　４４１　　　　　孔
　４５　　　　　　糸掛け部
　４５１　　　　　孔
　４６　　　　　　糸
　４６１　　　　　結び目
　４６２　　　　　輪
　４６３　　　　　折り返し部
　４７　　　　　　ストッパー
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　５　　　　　　　シース
　５１　　　　　　貫通孔
　５２　　　　　　ハブ
　６　　　　　　　外套チューブ
　６１　　　　　　チューブ本体
　６１１　　　　　開口
　６２　　　　　　ハブ
　６２１、６２２　筒状部
　６２３　　　　　流出口
　７　　　　　　　プッシャーチューブ
　７１　　　　　　チューブ本体
　７１１　　　　　基端部
　７１２　　　　　先端部
　７２　　　　　　ハブ
　７２１　　　　　筒状部
　８　　　　　　　糸
　８１　　　　　　折り返し部
　９　　　　　　　キャップ
　１２　　　　　　ストッパー
　１２１　　　　　取付部
　１２２　　　　　把持部
　１３　　　　　　キャップ
　１４　　　　　　糸ロック部材

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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