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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　先端側に生体組織を処理するための処置部を有し、前記処置部に前記生体組織に付与す
る熱を発生するための温度上昇に比例して電気抵抗が増加する正の抵抗温度係数を有する
発熱体を設けた鉗子と、
　前記鉗子の前記発熱体自体に一定電力を供給して、前記発熱体の温度を上昇させること
により前記電気抵抗を増加させ、前記発熱体の温度が所定の切開処理温度に達する前に、
前記処置部において前記生体組織の凝固処理が行われるとともに、前記発熱体の温度が前
記切開処理温度に達したとき、前記切開処理温度にて切開処理を行うために、前記発熱体
の温度を前記切開処理温度に保つ定温度制御に、制御方法を切り換える制御を行う電源装
置と、
を具備したことを特徴とする手術用処置具。
【請求項２】
　先端側に生体組織を処理するための処置部を有し、前記処置部に前記生体組織に付与す
る熱を発生するための温度上昇に比例して電気抵抗が増加する正の抵抗温度係数を有する
発熱体を設けた鉗子と、
　前記鉗子の前記発熱体自体に一定電圧を供給して、前記発熱体の温度を上昇させること
により前記電気抵抗を増加させ、前記発熱体の温度が所定の切開処理温度に達する前に、
前記処置部において前記生体組織の凝固処理が行われるとともに、前記発熱体の温度が前
記切開処理温度に達したとき、前記切開処理温度にて切開処理を行うために、前記発熱体
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の温度を前記切開処理温度に保つ定温度制御に、制御方法を切り換える制御を行う電源装
置と、
を具備したことを特徴とする手術用処置具。
【請求項３】
　先端側に生体組織を処理するための処置部を有し、前記処置部に前記生体組織に付与す
る熱を発生するための温度上昇に比例して電気抵抗が増加する正の抵抗温度係数を有する
発熱体を設けた鉗子と、
　前記鉗子の前記発熱体自体に一定電流を供給して、前記発熱体の温度を上昇させること
により前記電気抵抗を増加させ、前記発熱体の温度が所定の切開処理温度に達する前に、
前記処置部において前記生体組織の凝固処理が行われるとともに、前記発熱体の温度が前
記切開処理温度に達したとき、前記切開処理温度にて切開処理を行うために、前記発熱体
の温度を前記切開処理温度に保つ定温度制御に、制御方法を切り換える制御を行う電源装
置と、
を具備したことを特徴とする手術用処置具。
【請求項４】
　前記電源装置は、前記発熱体の電気抵抗から前記発熱体の温度を演算し、前記発熱体の
電気抵抗が所定値に達したとき、前記発熱体の温度が前記切開処理温度に達したと判断し
、前記定温度制御に切り換える制御を行うことを特徴とする請求項１～３のいずれか１つ
に記載の手術用処置具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体組織を加熱して凝固又は切開処置する手術用処置具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　手術用処置具としては、生体組織を加熱して凝固又は切開するものがある。上記手術用
処置具は、例えば、熱処置具、高周波処置具、超音波処置具等が知られている。  
　熱処置具は、ヒータ等の発熱体を設けた鉗子先端部にて挟み込んだ生体組織を加熱して
凝固又は切開するものである。高周波処置具は、一対の鉗子の間に生体組織を挟み込み、
その間で高周波電流を供給することで生体組織を凝固又は切開するものである。超音波処
置具は、鉗子先端部に超音波振動を与えて、挟み込んだ生体組織内で摩擦熱を発生させて
凝固又は切開するものである。
【０００３】
　従来の熱処置具は、例えば特許第３３４９１３９号公報に記載されているように一対の
把持部を有する熱凝固切開鉗子や、特表２００３－５０６１９０号公報に記載されている
ように一つの顎部材の作業面にヒータワイヤーを設けた処置具が提案されている。
【０００４】
　上記特許第３３４９１３９号公報に記載の熱凝固切開鉗子は、一方の把持部に発熱体が
設けられており、この発熱体を発熱することにより、把持した生体組織の凝固及び切開を
行うようになっている。上記特許第３３４９１３９号公報に記載の熱凝固切開鉗子は、上
記発熱体が一定の発熱温度となるよう電源装置により定温度制御されている。  
　一方、上記特表２００３－５０６１９０号公報に記載の処置具は、発熱体としてニクロ
ム線等の電気抵抗体から形成されているヒータワイヤーを用い、このヒータワイヤーの発
熱により生体組織の凝固及び切開を行うようになっている。
【特許文献１】特許第３３４９１３９号公報
【特許文献２】特表２００３－５０６１９０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記特許第３３４９１３９号公報に記載の熱凝固切開鉗子は、発熱体の発熱温度を比較
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的高くすると、生体組織の凝固があまり行われず、切開が早く行われる。また、上記特許
第３３４９１３９号公報に記載の熱凝固切開鉗子は、発熱温度を比較的低くすると、生体
組織の凝固は充分に行われるが、切開が比較的ゆっくり行われる。即ち、上記特許第３３
４９１３９号公報に記載の熱凝固切開鉗子は、発熱体の定温度制御を行っているため、生
体組織を充分に凝固した状態で素早く切開を行うことが困難であった。
【０００６】
　一方、上記特表２００３－５０６１９０号公報に記載の処置具は、ヒータワイヤー自身
の温度変化に対する電気抵抗変化が極微少であるため、ヒータワイヤーの正確な温度制御
が困難であった。即ち、上記特表２００３－５０６１９０号公報に記載の処置具は、ヒー
タワイヤーの温度が過度に上昇し過ぎる可能性があり、耐久性が低く、繰り返し使用が困
難であった。
【０００７】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、生体組織を充分に凝固した状態で素早く
切開を行うことができ、手術時間を短縮可能で、また、耐久性があり、繰り返しての使用
が可能で、低コストな手術用処置具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の実施の形態の手術用処置具は、先端側に生体組織を処理するための処置部を有
し、前記処置部に前記生体組織に付与する熱を発生するための温度上昇に比例して電気抵
抗が増加する正の抵抗温度係数を有する発熱体を設けた鉗子と、前記鉗子の前記発熱体自
体に一定電力を供給して、前記発熱体の温度を上昇させることにより前記電気抵抗を増加
させ、前記発熱体の温度が所定の切開処理温度に達する前に、前記処置部において前記生
体組織の凝固処理が行われるとともに、前記発熱体の温度が前記切開処理温度に達したと
き、前記切開処理温度にて切開処理を行うために、前記発熱体の温度を前記切開処理温度
に保つ定温度制御に、制御方法を切り換える制御を行う電源装置と、を具備したことを特
徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の手術用処置具は、生体組織を充分に凝固した状態で素早く切開を行うことがで
き、手術時間を短縮可能で、また、耐久性があり、繰り返しての使用が可能で、低コスト
であるという効果を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して本発明の実施例を説明する。
【実施例１】
【００１１】
　図１ないし図１６は本発明の第１実施例に係わり、図１は第１実施例の手術用処置具を
示す全体構図、図２は図１のＡ－Ａ線断面図、図３は図２の変形例を示す断面図、図４は
図１のＢ矢視図、図５は図１のＣ矢視図、図６は発熱体の斜視図、図７は図１の電源装置
の回路ブロック図、図８ないし図１２は図７の制御回路が行う出力制御を示すグラフであ
り、図８は時間に対する出力電圧を示すグラフ、図９は時間に対する出力電流を示すグラ
フ、図１０は時間に対する出力電力を示すグラフ、図１１は時間に対する発熱体の電気抵
抗を示すグラフ、図１２は時間に対する生体組織温度を示すグラフ、図１３ないし図１６
は出力制御の変形例を示すグラフであり、図１３は時間に対する出力電圧を示すグラフ、
図１４は時間に対する出力電流を示すグラフ、図１５は時間に対する出力電力を示すグラ
フ、図１６は時間に対する発熱体の電気抵抗を示すグラフである。
【００１２】
　図１に示すように第１実施例の手術用処置具１は、把持した生体組織に熱を付与して凝
固及び切開処置する鉗子２と、この鉗子２を着脱自在に接続可能で、この鉗子２に電源電
力（電気エネルギ）を出力して駆動制御する電源装置３とを有している。
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【００１３】
　前記鉗子２は、延出する接続コード４の後端部に設けたコネクタ（不図示）を前記電源
装置３に着脱自在に接続するようになっている。  
　前記電源装置３には、フットスイッチ５が接続可能である。術者は、フットスイッチ５
をオンオフすることで、前記鉗子２への電源電力のオンオフが行われるようになっている
。尚、前記電源装置３のフロントパネルには、後述するパネル入力・表示部に前記鉗子２
へ供給される電源電力の電流値や電圧値を表示する表示部や各種設置値を入力するための
操作摘み等が設けられている。
【００１４】
　前記鉗子２は、術者が手に持って操作する一対のハンドル部１１，１２と、処置する生
体組織を把持して凝固切開する一対のジョー１３，１４と、一対の鋏構成部材１５，１６
とから主に構成されている。  
　前記ジョー１３，１４は、前記鉗子２の処置部２ａを構成している。
【００１５】
　前記一対の鋏構成部材１５，１６は、それぞれハンドル部１１，１２とジョー１３，１
４との間に設けられている。また、鋏構成部材１５，１６は、中途部分が略交差する状態
に重ねられている。更に、鋏構成部材１５，１６の交差部は、これら鋏構成部材１５，１
６を回動自在に連結する支点ピン１７が設けられている。
【００１６】
　ハンドル部１１，１２には、指を掛ける手指挿入用のリング１８，１９が設けられてい
る。鉗子２は、各々のリング１８，１９に例えば親指と薬指を通して開閉動作を行うと、
それに連動してジョー１３，１４が開閉し、生体組織を把持、剥離、圧排操作するように
なっている。即ち、一対のハンドル部１１，１２と一対の鋏構成部材１５，１６とは、鉗
子２の操作部２ｂを構成している。
【００１７】
　前記ジョー１３は、生体組織に熱を付与するための後述の発熱体が埋め込まれており、
この発熱体への電気信号を供給するための電源供給ライン２１が前記鋏構成部材１５内部
に配設されている。尚、発熱体とは、後述するように薄膜抵抗や厚膜抵抗を発熱パターン
として表面にもつ発熱素子のことである。
【００１８】
　この電源供給ライン２１は、ジョー１３からハンドル部１１まで延出しており、リング
１８の後端側のコード接続部２２から前記接続コード４を介して前記電源装置３に電気的
に接続するようになっている。  
　手術用処置具１は、鉗子２が処置部２ａにより生体組織を把持した後、電源装置３から
電力を供給することで発熱体が発熱し、把持した生体組織に熱を付与して凝固及び切開処
置を施すようになっている。
【００１９】
　次に、手術用処置具１の各部の詳細構成を説明する。  
　先ず、処置部２ａを説明する。  
　図２に示すように前記ジョー１３には、前記ジョー１４に対向する位置に、生体組織に
熱を付与する発熱体２３が設けられている。この発熱体２３は、銅やモリブデン等の熱伝
導率の高い材料から形成されている。前記発熱体２３には、前記ジョー１４に対向する面
に比較的鈍な形状の組織押圧部２４が形成されている。
【００２０】
　また、前記発熱体２３の上側部分は、ＰＴＦＥ（ポリフッ化エチレン又は、ポリテトラ
フルオロエチレン）やＰＥＥＫ（ポリエーテルエーテルケトン）等の熱伝導率が低く耐熱
性の高い材料から形成される断熱部材２５によって覆われている。  
　前記断熱部材２５は、ジョー１３の凹部に嵌め込まれた形で固定されている。これによ
り、前記発熱体２３は、発生した熱を生体組織に効率良く付与すると共に、ステンレス等
の金属材料から形成されている前記ジョー１３が過度に熱くなるのを防止している。
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【００２１】
　尚、前記発熱体２３は、生体組織との接触部に生体組織の付着を防止するための、図示
しないＰＴＦＥ等の非粘着性の材料から形成されるコーティングが施されている。  
　一方、前記ジョー１４には、前記発熱体２３に対向する位置に受け部材２６が一体的に
設けられている。この受け部材２６は、シリコンゴムやＰＴＦＥ等の樹脂材料から形成さ
れている。
【００２２】
　尚、処置部２ａは、図３に示すように構成しても良い。  
　図３に示すように前記ジョー１３には、発熱体２３の組織押圧部２４が、図２に比べて
より鈍な形状として形成されている。また、前記ジョー１４には、前記受け部材２６に前
記発熱体２３の前記組織押圧部２４と係合する凹部２７が形成されている。
【００２３】
　尚、図２、図３で説明した以外にも、様々な形状、材質の発熱体２３、及び受け部材２
６の組合せとすることができる。また、図４及び図５に示すように、前記ジョー１３及び
前記ジョー１４は、先端に向かって湾曲した先細り形状となっている。
【００２４】
　図６に示すように、前記ジョー１３に設けた前記発熱体２３の上面には、薄膜形成法（
ＰＶＤ（ Physical Vapor Deposition ）やＣＶＤ（ Chemical Vapor Deposition ）など
）や厚膜形成法（スクリーン印刷など）により抵抗発熱体のパターン２８が形成された薄
膜基板２３Ａが設けられている。
【００２５】
　前記パターン２８は、通電することにより発熱する発熱領域２８ａと、非発熱領域であ
るリード線取付部２８ｂとを有して構成されている。尚、前記パターン２８は、温度に比
例して電気抵抗が増加する、いわゆる正の温度係数を有するモリブデン等の高融点金属に
より形成されている。
【００２６】
　前記鋏構成部材１５内部に配設されている電源供給ライン２１には、前記パターン２８
に電力を供給するためのリード線２９が配設されている。これらリード線２９の先端部は
、前記パターン２８のリード線取付け部２８ｂに半田付けや熱圧着等により取り付けられ
ている。尚、本実施例では、前記発熱体２３上に前記パターン２８が２個形成されており
、これら２個のパターン２８は、各々独立した出力制御がなされるよう、電源装置３にそ
れぞれ電気的に接続されている。
【００２７】
　次に、前記電源装置３の内部構成を説明する。  
　前記電源装置３は、前記発熱体２３を発熱させるための電力を供給する出力回路３１と
、前記発熱体２３（パターン２８）への印加電圧を検出する電圧検出部３２と、前記発熱
体２３に流れる電流を検出する電流検出部３３と、電圧、電流、電力、抵抗値等の各種パ
ラメータを演算する演算回路３４と、前記発熱体２３へ供給される電源電力の電流値、電
圧値の表示や各種設置値の入力を行うためのパネル入力・表示部３５と、このパネル入力
・表示部３５により設定された各種設定値に従い、前記演算回路３４の演算結果に基づい
て前記出力回路３１を制御する制御回路３６と、を有して構成されている。
【００２８】
　また、前記制御回路３６には、フットスイッチ５が接続されており、フットスイッチ５
のＯＮ、ＯＦＦに応じて出力回路３１のＯＮ、ＯＦＦが制御されるようになっている。
【００２９】
　電源装置３は、フットスイッチ５のＯＮ、ＯＦＦに応じて制御回路３６が出力回路３１
のＯＮ、ＯＦＦを制御し、パネル入力・表示部３５から入力された各種設定値と、演算回
路３４での演算結果である各パラメータ（電圧Ｖ、電流Ｉ、電力Ｐ、電気抵抗Ｒ）とを比
較して出力回路３１を制御することにより、発熱体２３（パターン２８）に対して後述の
出力制御を行うようになっている。
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【００３０】
　このように構成されている手術用処置具１は、図８～図１２に示すグラフのように制御
されるようになっている。先ず、術者は、予めパネル入力・表示部３５にて設定電圧Ｖ－

ｓｅｔ、及び上限温度Ｔ－ｌｉｍｉｔを入力し設定を行う。
【００３１】
　術者は、鉗子２を持ち、ジョー１３、１４の間に生体組織を位置させ、この位置させた
状態において、操作部２ｂを閉方向に操作して、発熱体２３と受け部材２６との間で生体
組織を挟み込み把持する。次に術者は、フットスイッチ５を操作する。
【００３２】
　鉗子２は、電源装置３から接続コード４、コード接続部２２、及びリード線２９を介し
て発熱体２３に電力が供給され、発熱体２３が発熱する。
【００３３】
　ここで、従来の定温度制御における電圧Ｖ、電流Ｉ、電力Ｐ、電気抵抗Ｒの変化、及び
生体組織の温度変化を図８～図１２中に２点鎖線で示している。従来の定温度制御では、
出力開始直後の供給電力は大きいが、発熱体が設定温度に到達した後の供給電力は大幅に
低下する。
【００３４】
　従って、従来の定温度制御では、生体組織が凝固作用温度に達した後、充分な電力が発
熱体に供給されず、生体組織が切開作用温度に達するまで時間が掛かる。即ち、従来の定
温度制御では、凝固は充分に行われるが、切開はゆっくり行われる。
【００３５】
　尚、切開を素早く行うため、発熱体の設定温度を高くすると、生体組織は、凝固作用温
度で充分な時間保持されず、直ちに切開作用温度に到るため、生体組織の凝固はあまり行
われない。即ち、従来の定温度制御では、生体組織を充分に凝固した状態で素早く切開を
行うことが困難である。
【００３６】
　これに対して本実施例では、発熱体２３への印可電圧Ｖを一定とし（定電圧制御）、発
熱体２３が予め設定した上限温度Ｔ－ｌｉｍｉｔに達したとき出力回路３１からの出力を
停止するよう制御を行っている。即ち、フットスイッチ５をＯＮ（図８～図１２中の時間
ｔｏ）することにより、鉗子２には、図８に示すように発熱体２３へ設定電圧Ｖ－ｓｅｔ

が印可される。発熱体２３は、発熱を開始して温度が上昇すると共に、図１１に示すよう
にパターン２８の電気抵抗Ｒが増加する。
【００３７】
　ここで、パターン２８の電気抵抗Ｒが予め設定した閾値Ｒ－ｌｉｍｉｔ（＝上限温度Ｔ

－ｌｉｍｉｔにおけるパターン２８の抵抗値）に達したとき（図８～図１２中の時間ｔ1
）、制御回路３６は、出力回路３１からの出力を停止させる。尚、このとき、前記制御回
路３６は、Ｔ－ｌｉｍｉｔからパターン２８の閾値Ｒ－ｌｉｍｉｔを換算している。
【００３８】
　これにより、発熱体２３の温度は、予め設定した上限温度Ｔ－ｌｉｍｉｔを超えること
がない。尚、図９に示すように電源装置３からの電力出力中、発熱体２３へ流れる電流Ｉ
は、徐々に減少する。  
　このため、図１０に示すように発熱体２３へ供給される電力Ｐは、時間経過と共に若干
ではあるが減少することになるが、ほぼ一定の電力Ｐが発熱体２３へ供給される。
【００３９】
　従って、生体組織が凝固作用温度で保持された後、充分な電力Ｐが発熱体２３に供給さ
れるので、短時間で生体組織は切開作用温度まで達する。これにより、鉗子２は、充分な
凝固力を保ったまま、素早い切開を行うことが可能となる。  
　ここで、生体組織の温度は、図１２に示すように発熱体２３の発熱開始と共に、上昇す
る。その後、生体組織は、約１００～１５０℃付近で温度上昇が一旦鈍る。
【００４０】
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　ここで、発熱体２３へ供給された電力Ｐは、生体組織に含まれる水分を蒸発させるため
のエネルギーとして消費される。尚、この間、生体組織には充分な凝固作用が生じる。生
体組織に含まれる水分の蒸発が完了すると、生体組織の温度は、再度上昇を始める。生体
組織が切開作用温度（約２００℃付近）まで達した時点で、組織の切開が行われる。
【００４１】
　これにより、手術用処置具１は、生体組織が充分に凝固した状態で素早く切開を行うこ
とができるため、手術時間を短縮できる。また、手術用処置具１は、正の温度係数を有す
る発熱体２３（パターン２８）を使用しているため、温度コントロールが正確に行える。
【００４２】
　従って、手術用処置具１は、発熱体の温度が過度に上昇することがないため、耐久性が
良好であり、繰り返しての使用が可能となる。これにより、手術用処置具１は、低コスト
が実現可能となる。
【００４３】
　尚、図８～図１２に示す定電圧制御時、手術用処置具１は、鉗子２が生体組織を把持し
ていない状態で電源装置３が出力開始した場合、発熱体２３の温度が急上昇し、発熱体２
３に流れる電流Ｉが急激に減少してしまう。  
　そこで、制御回路３６は、単位時間Δｔ当たりの電流変化量｜ΔＩ÷Δｔ｜を演算回路
３４により演算し、この電流変化量｜ΔＩ÷Δｔ｜が設定値を超えた場合、出力を停止す
るよう制御しても良い。尚、ここで、デルタΔは、差分を表している。
【００４４】
　これにより、手術用処置具１は、鉗子２が生体組織を把持していない状態での電源装置
３からの出力を防止できるため、処置時の安全性を向上できる。更に、手術用処置具１は
、発熱体２３の急激な温度変化も防止できる。
【００４５】
　尚、手術用処置具１は、図１３～図１６に示すような定温度制御を行っても良い。  
　本変形例では、発熱体２３への印可電圧Ｖを一定とし（定電圧制御）、発熱体２３が予
め設定した切換温度Ｔ－ｃｈａｎｇｅに達した後、発熱体２３を一定の設定温度Ｔ－ｓｅ

ｔに保つ定温度制御を行っている。
【００４６】
　即ち、制御回路３６は、図１３～図１６において、パターン２８の電気抵抗Ｒが閾値Ｒ

－ｃｈａｎｇｅ（＝切換温度Ｔ－ｃｈａｎｇｅにおけるパターン２８の抵抗値）に達した
後（図１３～図１６中の時間ｔ１）、パターン２８を一定の電気抵抗Ｒ－ｓｅｔ（＝設定
温度Ｔ－ｓｅｔにおけるパターン２８の抵抗値）に保つ制御をしている。
【００４７】
　ここでも、手術用処置具１は、上記図８～図１２で説明した出力制御と同様に、充分な
凝固力を保ったまま、素早い切開を行うことが可能となる。  
　尚、本変形例の制御を行うときは、術者は、予めパネル入力・表示部３５にて設定電圧
Ｖ－ｓｅｔ、切換温度Ｔ－ｃｈａｎｇｅ、及び設定温度Ｔ－ｓｅｔを入力し設定を行う必
要がある。また、図１３～図１６に示した以外に、切換温度Ｔ－ｃｈａｎｇｅと設定温度
Ｔ－ｓｅｔとの関係は、Ｔ－ｃｈａｎｇｅ＝Ｔ－ｓｅｔでも良く、Ｔ－ｃｈａｎｇｅ＜Ｔ

－ｓｅｔでも良い。
【実施例２】
【００４８】
　図１７ないし図２０は本発明の第２実施例に係わる制御回路が行う出力制御を示すグラ
フであり、図１７は時間に対する出力電圧を示すグラフ、図１８は時間に対する出力電流
を示すグラフ、図１９は時間に対する出力電力を示すグラフ、図２０は時間に対する発熱
体の電気抵抗を示すグラフである。
【００４９】
　上記第１実施例は定電圧制御を行うように構成しているが、第２実施例は定電流制御を
行うように構成している。それ以外の構成は、上記第１実施例と同様な構成であるので、
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説明を省略し、同じ構成には同じ符号を付して説明する。
【００５０】
　即ち、第２実施例の手術用処置具１は、図１７～図２０に示すように、発熱体２３に流
れる電流Ｉを一定とし（定電流制御）、発熱体２３が予め設定した上限温度Ｔ－ｌｉｍｉ

ｔに達したとき出力を停止する制御をしている。
【００５１】
　更に、具体的に説明すると、制御回路３６は、フットスイッチ５をＯＮ（図１７～図２
０中の時間ｔｏ）することにより、発熱体２３へは設定電流Ｉ－ｓｅｔが流れ、発熱体２
３は発熱を開始し温度が上昇する。また、発熱体２３の温度上昇と共に、パターン２８の
電気抵抗Ｒは増加する。
【００５２】
　ここで、制御回路３６は、パターン２８の電気抵抗Ｒが予め設定した閾値Ｒ－ｌｉｍｉ

ｔ（＝上限温度Ｔ－ｌｉｍｉｔにおけるパターン２８の抵抗値）に達したとき（図１７～
図２０中の時間のｔ1）、出力回路３１からの出力を停止させる。これにより、発熱体２
３の温度は、予め設定した上限温度Ｔ－ｌｉｍｉｔを超えることがない。尚、出力中、発
熱体２３に印可される電圧Ｖは、徐々に増加する。
【００５３】
　この結果、発熱体２３へ供給される電力Ｐは、時間経過と共に若干ではあるが増加する
ことになるが、ほぼ一定の電力Ｐが発熱体２３へ供給される。尚、生体組織の温度変化は
、上記第１実施例で説明した図１２と同様である。
【００５４】
　従って、手術用処置具１は、生体組織が凝固作用温度で保持された後、充分な電力Ｐが
発熱体２３に供給されるため、短時間で生体組織は切開作用温度まで達する。これにより
、手術用処置具１は、充分な凝固力を保ったまま、素早い切開を行うことが可能となる。
尚、第２実施例の制御を行うときは、術者は、予めパネル入力・表示部３５にて設定電流
Ｉ－ｓｅｔ、及び上限温度Ｔ－ｌｉｍｉｔを入力し設定を行う必要がある。
【００５５】
　尚、図９の定電流制御時、単位時間Δｔあたりの電圧値変化量｜ΔＶ÷Δｔ｜を演算回
路３４により演算し、｜ΔＶ÷Δｔ｜が予め設定した値を超えた場合、出力を停止するよ
うに制御しても良い。
【００５６】
　これにより、第２実施例は、上記第１実施例と同様に、生体組織を把持していない状態
での出力を防止できるため、処置時の安全性を向上できる。更に、第２実施例の手術用処
置具１は、発熱体２３の急激な温度変化も防止できる。
【００５７】
　また、第２実施例は、上記第１実施例と同様に、パネル入力・表示部３５にて設定電流
Ｉ－ｓｅｔ、切換温度Ｔ－ｃｈａｎｇｅ、及び設定温度Ｔ－ｓｅｔの入力を行い、定電流
制御に引き続いて定温度制御を行っても良い。  
　従って、第２実施例の手術用処置具１は、上記第１実施例と同様な効果を得ることがで
きる。
【実施例３】
【００５８】
　図２１ないし図２４は本発明の第３実施例に係わる制御回路が行う出力制御を示すグラ
フであり、図２１は時間に対する出力電圧を示すグラフ、図２２は時間に対する出力電流
を示すグラフ、図２３は時間に対する出力電力を示すグラフ、図２４は時間に対する発熱
体の電気抵抗を示すグラフである。
【００５９】
　上記第１実施例は定電圧制御を行うように構成しているが、第３実施例は定電力制御を
行うように構成している。それ以外の構成は、上記第１実施例と同様な構成であるので、
説明を省略し、同じ構成には同じ符号を付して説明する。
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【００６０】
　即ち、第３実施例の手術用処置具１は、図２１～図２４に示すように、発熱体２３に供
給される電力Ｐを一定とし（定電力制御）、発熱体２３が予め設定した上限温度Ｔ－ｌｉ

ｍｉｔに達したとき出力を停止するように制御をしている。
【００６１】
　更に、具体的に説明すると、制御回路３６は、フットスイッチ５をＯＮ（図２１～図２
４中の時間ｔｏ）することにより、発熱体２３へは設定電力Ｐ－ｓｅｔが供給され、発熱
体２３は発熱を開始し温度が上昇する。また、発熱体２３の温度上昇と共に、パターン２
８の電気抵抗Ｒは、増加する。
【００６２】
　ここで、制御回路３６は、パターン２８の電気抵抗Ｒが予め設定した閾値Ｒ－ｌｉｍｉ

ｔ（＝上限温度Ｔ－ｌｉｍｉｔにおけるパターン２８の抵抗値）に達したとき（図２１～
図２４中の時間ｔ1）、出力回路３１からの出力を停止させる。  
　これにより、発熱体２３の温度は、予め設定した上限温度Ｔ－ｌｉｍｉｔを超えること
はない。尚、出力中、発熱体２３へ供給される電力Ｐは一定である。
【００６３】
　従って、手術用処置具１は、生体組織が凝固作用温度で保持された後、充分な電力Ｐが
発熱体２３に供給されるため、短時間で生体組織は切開作用温度まで達する。  
　これにより、手術用処置具１は、充分な凝固力を保ったまま、素早い切開を行うことが
可能となる。
【００６４】
　尚、第３実施例の制御を行うときは、術者は、予めパネル入力・表示部３５にて設定電
力Ｐ－ｓｅｔ、及び上限温度Ｔ－ｌｉｍｉｔを入力し設定を行う必要がある。尚、生体組
織の温度変化は、上記第１実施例で説明した図１２と同様である。
【００６５】
　ここで、フットスイッチ５をＯＮしたとき、極短い時間（０．１秒程度）、発熱体２３
には微弱なモニタリング電流Ｉ－ｍが流れる。ここで、演算回路３４にて出力開始時の開
始電圧値Ｖ－ｓｔａｒｔを計算する。開始電圧値Ｖ－ｓｔａｒｔの計算式は以下に示す式
１である。
【式１】
【００６６】

　但し、Ｖ－ｍは、モニタリング電流Ｉ－ｍを供給するために発熱体２３に印可される電
圧である。
【００６７】
　上記開始電圧Ｖ－ｓｔａｒｔを印可することにより、手術用処置具１は、制御回路３６
による定電力制御が開始される。  
　これにより、第３実施例の手術用処置具１は、出力開始時に過度の電圧Ｖが発熱体２３
に印可されることはない。
【００６８】
　尚、第３実施例の手術用処置具１は、上記モニタリング電流Ｉ－ｍを常時供給しておき
、フットスイッチ５のＯＮ後、直ちに定電力制御が開始されるようにしても良い。  
　また、第３実施例の手術用処置具１は、図２１～図２４の定電力制御時、単位時間Δｔ
あたりの抵抗変化量｜ΔＲ÷Δｔ｜を演算回路３４により演算し、｜ΔＲ÷Δｔ｜が予め
設定した値を超えた場合、出力を停止するように制御しても良い。
【００６９】
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　これにより、第３実施例の手術用処置具１は、上記実施例１と同様に、生体組織を把持
していない状態での出力を防止できるため、処置時の安全性を向上できる。更に、第３実
施例の手術用処置具１は、発熱体２３の急激な温度変化も防止できる。
【００７０】
　また、第３実施例の手術用処置具１は、上記実施例１と同様に、予めパネル入力・表示
部３５にて設定電力Ｐ－ｓｅｔ、切換温度Ｔ－ｃｈａｎｇｅ、及び設定温度Ｔ－ｓｅｔの
入力を行い、定電力制御に引き続いて定温度制御を行っても良い。
【００７１】
　ところで、従来の手術用処置具には、特開平１０－２８６２６０号公報に記載されてい
るように、発熱によって生体組織の処置を行う発熱処置具が提案されている。上記公報に
記載の手術用処置具は、発熱体の早期劣化を防止するため、空中発熱の防止制御を行って
いた。
【００７２】
　しかしながら、上記公報に記載の手術用処置具は、空中発熱に近い負荷の小さい状態（
熱容量の小さい生体組織の処置）では発熱できないという問題があった。  
　また、上記公報には記載されていないが、電気抵抗により発熱する発熱体は出力時の電
圧や電力が大きいと、瞬間的に超高温になる虞れがあった。  
　また、一般に、発熱体は、異なる材質の組み合わせから構成されるため、急激な温度差
により材質間の熱膨張の差から歪が発生する虞れがあった。
【００７３】
　そこで、負荷の大小・有無にかかわらず使用可能で、発熱体を良好な状態に維持可能な
手術用処置具の提供が望まれていた。  
　このため、手術用処置具は、発熱体の定電圧制御において、発熱開始直後の出力電圧を
徐々に増やす制御を行うように構成する。
【００７４】
　図２５ないし図２７は、発熱開始直後の出力電圧及び出力電力を徐々に増やす制御を行
うためのグラフであり、図２５は定電圧制御における発熱体への出力電圧を示したグラフ
、図２６は図２５の第１の変形例を示すグラフ、図２７は図２５の第２の変形例を示すグ
ラフである。
【００７５】
　図２５に示すように、手術用処置具は、定電圧制御において、出力開始直後の所定時間
Ｔ１、電圧が徐々に上昇し、Ｔ１経過後に所定電圧Ｖ１に到達する。（Ｔ１としては１ｍ
ｓ～１ｓ程度である。）
　この結果、手術用処置具は、出力直後の電圧を極短時間、徐々に上昇させることで、発
熱体の温度を過度に上げることなく、また熱歪も少なくなる。これにより、手術用処置具
は、発熱体の耐久性が向上する。
【００７６】
　また、図２６に示すように手術用処置具は、出力開始後の電圧の変化を時間的に更に分
割して制御するようにしても良い。  
　即ち、図２６に示すように手術用処置具は、出力開始後の電圧の変化を時間的に更に分
割し、出力開始直後及び所定電圧Ｖ１到達時に滑らかに変化する。
【００７７】
　また、図２７に示すように手術用処置具は、出力開始直後の出力電力を変化させて制御
するようにしても良い。  
　図２７に示すように手術用処置具は、定電力制御において、出力開始直後の出力電力を
変化させている。尚、図２７に示す定電力制御の場合も図２５の定電圧制御のように出力
時の電力変化を更に分割して制御しても良い。また、図示しないが、定電流制御において
、出力開始直後の出力電流を徐々に増やす制御を行っても良い。
【００７８】
　ところで、従来の手術用処置具は、発熱体を用いた場合、印加する電力を定温度やパル
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ス印加などの制御により発熱体に供給していた。  
　しかしながら、従来の手術用処置具は、確実な生体組織の凝固ができないうちに、切開
が起きてしまったり、処置時間が延びてしまうという問題があった。
【００７９】
　そこで、確実な生体組織の凝固が可能な手術用処置具の提供が望まれていた。  
　このため、手術用処置具は、電力出力時、定電圧制御し、発熱体の温度を効率良く上昇
させ、その後、パルスで印加する制御を行うように構成する。
【００８０】
　図２８ないし図３５は、電力出力時、定電圧制御し、発熱体の温度を効率良く上昇させ
、その後、パルスで印加する電力供給制御のグラフであり、図２８は時間に対する電圧制
御を示すグラフ、図２９は図２８の第１の変形例を示すグラフ、図３０は図２８の第２の
変形例を示すグラフ、図３１は熱的負荷が大きい場合の時間に対する電圧制御を示すグラ
フ、図３２は熱的負荷が小さい場合の時間に対する電圧制御を示すグラフ、図３３は時間
に対する累積投入熱量制御を示すグラフ、図３４は時間に対する発熱体又は生体組織の温
度制御を示すグラフ、図３５は時間に対する電圧制御を示すグラフである。
【００８１】
　図２８に示すように手術用処置具は、電源装置が出力開始後、時間Ｔ１の間、定電圧制
御により駆動されて、発熱体の温度を上昇させる。  
　任意の時間Ｔ１が経過した後、時間Ｔ２の間、パルス制御に切り換えて発熱体に供給す
るエネルギーを定電圧制御より減少させる。  
　これにより、手術用処置具は、生体組織の温度上昇を緩やかにし、生体組織の炭化が発
生せずに確実な凝固が可能である。尚、出力のパラメータとしては、図２９に示すように
電力制御であっても良い。
【００８２】
　また、図３０に示すように定電圧制御からパルス制御への切り換わりは、発熱体の温度
又は生体組織の温度をモニタする機能を電源に設け、前記温度が任意の閾値Ａに達した時
点で定電圧制御からパルス制御へと電源の出力制御を切り替えても良い。尚、閾値は、図
示しないが温度だけではなく、出力開始からの時間や、出力開始からの累積投入熱量の値
であっても良い。
【００８３】
　これにより、手術用処置具は、出力開始直後、発熱体が生体組織を処置するのに適した
温度に達するために、定電圧若しくは定電力制御により、すばやく所望の温度にすること
が可能である。所望の温度に達した後、手術用処置具は、生体組織の過加熱を防止するた
めに、パルス制御により出力を行うことで、生体組織への熱付与を最小限にした上で確実
な凝固を可能とする。  
　この結果、手術用処置具は、生体組織の炭化を生じさせることなく、確実な凝固が可能
である。
【００８４】
　尚、発熱体にかかる熱的負荷は、処置具の構成、組織の状態によって異なる。このため
、パルス制御のＯＮ－ＯＦＦ時間の比（Ｄｕｔｙ比と呼ぶ）は、一つの設定で異なる生体
組織の処置を行った場合、最適な設定になるとは限らない。  
　そこで、手術用処置具は、発熱体にかかる熱的負荷の大小により、術者が電源の設定に
よってＤｕｔｙ比を選択できるように構成する。
【００８５】
　即ち、手術用処置具は、術者による電源設定の選択により、熱的負荷が大きい場合、図
３１のようにＤｕｔｙ比のＯＮ時間の割合を大きくし、負荷が小さい場合は図３２のよう
にＯＮ時間の割合を小さくするようにしている。  
　これにより、手術用処置具は、生体組織や、処置具に応じて最適な設定を選択可能であ
り、生体組織の炭化を生じさせることなく、確実な凝固が可能である。
【００８６】
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　尚、手術用処置具は、生体組織へ出力する累積投入熱量をモニタするための機能（不図
示）を電源装置に設けて構成しても良い。  
　この場合、図３３に示すように累積投入熱量が任意の閾値Ｂ２を超えた時点で出力を停
止する。又は、任意の累積投入熱量Ｂ１を超えてパルス制御に切り換わってから任意の時
間Ｔ２が経過した時点で出力を停止しても良い。同様に、図３４に示すように累積投入熱
量ではなく、発熱体の温度又は生体組織の温度に閾値Ａ１、Ａ２を設けても良い。  
　これにより、手術用処置具は、電源装置からの出力を自動的に停止することができ、生
体組織の炭化を生じさせることなく、確実な凝固が可能である。
【００８７】
　尚、手術用処置具は、 図３５に示すように上記図２８から図３４の制御を組み合わせ
て構成しても良い。  
　即ち、 図３５に示すように手術用処置具は、出力開始後から任意の時刻ｔ１までの間
、定電圧制御により、発熱体の温度を上昇させる。手術用処置具は、任意の時刻ｔ１を過
ぎると定電圧制御からパルス制御に切り換える。
【００８８】
　このとき、時刻ｔ１の設定は、図３０で説明したのと同様に、発熱体又は生体組織の温
度に閾値を設けても良く、また、図３３で説明したのと同様に、累積投入熱量に閾値を設
けても良い。又は、時刻ｔ１の設定は、予め設定できるようにしても良い。
【００８９】
　また、パルス制御は、図３１，図３２で説明したのと同様に、術者がＤｕｔｙ比を選択
できるようになっている。  
　手術用処置具は、パルス制御開始後、任意の時刻ｔ２までパルス制御を継続し、時刻ｔ
２経過後、再び定電圧制御に切り換えて、発熱体の温度を上昇させるに伴って生体組織の
切開を行うようにしている。尚、時刻ｔ２の設定は、時刻ｔ１と同様に、温度や投入熱量
に閾値を設けても良いし、予め設定できるようにしても良い。また、出力のパラメータは
、電圧でも電力でも電流でも良い。
【００９０】
　手術用処置具は、定電圧、パルス、定電圧の制御を自動的に切り換え、発熱体の温度上
昇、生体組織の凝固、生体組織の切開の順で処置を行うことが可能である。  
　これにより、手術用処置具は、生体組織の熱損傷を最小限にしながら確実な凝固と切開
が同時にできる。
【００９１】
　尚、本発明は、以上述べた実施例のみに限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱し
ない範囲で種々変形実施可能である。
【００９２】
［付記］
　（付記項１）
　先端側に生体組織を処置するための処置部を有し、この処置部に前記生体組織に付与す
る熱を発生するための発熱体を設けた鉗子と、
　前記鉗子の前記発熱体にほぼ一定の電力を供給し、この発熱体の温度が所定温度に達し
たとき、前記発熱体への電力供給を停止するか又は、前記発熱体の温度を設定温度に保つ
定温度制御に切り換える制御を行う電源装置と、
　を具備したことを特徴とする手術用処置具。
【００９３】
　（付記項２）
　前記発熱体は、温度に比例して電気抵抗が変化する温度係数を有し、
　前記電源装置は、前記発熱体の電気抵抗から前記発熱体の温度を換算し、前記発熱体の
電気抵抗が所定値に達したとき、前記発熱体の温度が前記所定温度に達したと判断し、前
記発熱体への電力供給を停止するか又は、前記発熱体の温度を前記設定温度に保つ定温度
制御に切り換える制御を行う
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　ことを特徴とする請求項１に記載の手術用処置具。
【００９４】
　（付記項３）
　前記電源装置は、前記発熱体に印加する電圧又は、前記発熱体に供給する電流又は、前
記発熱体の電気抵抗の何れか１つの変化量が所定値を超えたとき、前記鉗子が前記生体組
織を処置していないとして前記発熱体への電力供給を停止することを特徴とする請求項１
に記載の手術用処置具。
【００９５】
　（付記項４）
　前記電源装置は、前記発熱体への出力開始直前、又は出力開始直後に前記発熱体に微弱
なモニタリング電流を供給し、このモニタリング電流から得た前記発熱体に印加する電圧
及び、前記発熱体に供給する電流及び、設定電力値から前記発熱体へ印加する電圧値を演
算してこの演算した電圧値に基づいて前記発熱体への電力供給を開始することを特徴とす
る付記項１に記載の手術用処置具。
【００９６】
　（付記項５）
　前記電源装置は、前記発熱体の温度が所定温度に達するまで、前記発熱体に一定の電圧
を印加する定電圧制御又は、前記発熱体に一定の電流を供給する定電流制御又は前記発熱
体に一定の電力を供給する定電力制御を行うことを特徴とする付記項１に記載の手術用処
置具。
【００９７】
　（付記項６）
　前記鉗子は、前記処置部として開閉可能な一対の把持部を先端側に有すると共に、基端
側に前記把持部を開閉操作するための操作部を有し、
　前記発熱体は、前記鉗子の前記把持部の少なくとも一方に設けたことを特徴とする付記
項１に記載の手術用処置具。
【００９８】
　（付記項７）
　前記電源装置は、前記鉗子の前記発熱体にほぼ一定の電力を供給する制御は、前記発熱
体に一定の電圧を印加する定電圧制御又は、前記発熱体に一定の電流を供給する定電流制
御であることを特徴とする付記項１に記載の手術用処置具。
【００９９】
　（付記項８）
　前記電源装置は、前記発熱体の電気抵抗を演算する演算回路を有し、この演算回路の演
算結果に基づき、前記発熱体への電力供給を停止するか又は、前記発熱体の温度を設定温
度に保つ定温度制御に切り換えることを特徴とする付記項１に記載の手術用処置具。
【０１００】
　（付記項９）
　前記電源装置は、前記発熱体に印加する電圧又は、前記発熱体に供給する電流又は、こ
れら電圧及び電流から算出した前記発熱体の電気抵抗の何れか１つの単位時間当たりの変
化量を演算する演算回路を有し、この演算回路で演算した変化量が所定値を超えたとき、
前記鉗子が前記生体組織を処置していないとして前記発熱体への電力供給を停止すること
を特徴とする付記項１に記載の手術用処置具。
【０１０１】
　（付記項１０）
　前記電源装置は、前記発熱体に印加する電圧及び、前記発熱体に供給する電流及び、設
定電力値から前記発熱体へ印加する電圧値を演算する演算回路を有し、
　前記発熱体への出力開始直前、又は出力開始直後に前記発熱体に微弱なモニタリング電
流を供給し、このモニタリング電流から前記演算回路により前記演算した電圧値に基づい
て前記発熱体への電力供給を開始することを特徴とする付記項１に記載の手術用処置具。
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【０１０２】
　（付記項１１）
　前記電源装置は、前記発熱体に印加される電圧を検出する電圧検出手段及び、前記発熱
体に供給する電流を検出する電流検出手段を有し、
　前記演算回路は、前記電圧検出手段で検出された電圧及び前記電流検出手段で検出され
た電流から前記発熱体の前記電気抵抗値を演算する
　ことを特徴とする付記項７～１０に記載の手術用処置具。
【０１０３】
　（付記項１２）
　先端部に開閉可能な一対の把持部からなる処置部と、基端部に前記把持部を開閉操作す
る操作部を有し、前記把持部の少なくとも一方に生体組織を処置するための発熱部を設け
た鉗子と、前記発熱部を駆動、制御するための電源装置とからなる手術用処置具において
、
　前記発熱部は、温度係数を有する発熱体からなり、
　前記電源装置は、前記発熱体にほぼ一定の電力を供給するように駆動、制御する
　ことを特徴とする手術用処置具。
【０１０４】
　（付記項１３）
　前記電源装置は、前記発熱体に一定の電圧を印加するように駆動、制御することを特徴
とする付記項１２に記載の手術用処置具。
【０１０５】
　（付記項１４）
　前記電源装置は、前記発熱体に一定の電流が流れるように駆動、制御することを特徴と
する付記項１２に記載の手術用処置具。
【０１０６】
　（付記項１５）
　前記電源装置は、発熱体に印加される電圧を検出する電圧検出手段と、発熱体に流れる
電流を検出する電流検出手段と、前記検出された電圧及び電流から発熱体に供給される電
力及び発熱体の電気抵抗を演算する演算回路とを有し、前記演算回路の演算結果に基づき
、前記発熱体に定電圧駆動、又は定電流駆動、又は定電力駆動する出力制御を行うことを
特徴とする付記項１２に記載の手術用処置具。
【０１０７】
　（付記項１６）
　前記電源装置は、前記発熱体が予め設定した温度に達したとき、前記発熱体への電力供
給を停止することを特徴とする付記項１５に記載の手術用処置具。
【０１０８】
　（付記項１７）
　前記電源装置は、前記発熱体が予め設定した温度に達したとき、前記発熱体の温度を一
定に保つ定温度制御駆動に切り換わることを特徴とする付記項１５に記載の手術用処置具
。
【０１０９】
　（付記項１８）
　前記演算回路は、電圧又は電流又は電気抵抗の何れかの単位時間当たりの変化量を演算
し、前記変化量が予め設定した値を超えたとき、前記発熱体への電力供給を停止すること
を特徴とする付記項１５に記載の手術用処置具。
【０１１０】
　（付記項１９）
　前記電源装置は、前記発熱体を定電力駆動する出力制御を行う際、出力開始直前、又は
出力開始直後に前記発熱体に微弱なモニタリング電流を流し、
　前記演算回路は、電圧、電流、及び設定電力値から前記定電力駆動開始時の電圧値を演
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算することを特徴とする付記項１５に記載の手術用処置具。
【図面の簡単な説明】
【０１１１】
【図１】第１実施例の手術用処置具を示す全体構図である。
【図２】図１のＡ－Ａ線断面図である。
【図３】図２の変形例を示す断面図である。
【図４】図１のＢ矢視図である。
【図５】図１のＣ矢視図である。
【図６】発熱体の斜視図である。
【図７】図１の電源装置の回路ブロック図である。
【図８】図７の制御回路が行う出力制御を示し、時間に対する出力電圧を示すグラフであ
る。
【図９】図７の制御回路が行う出力制御を示し、時間に対する出力電流を示すグラフであ
る。
【図１０】図７の制御回路が行う出力制御を示し、時間に対する出力電力を示すグラフで
ある。
【図１１】図７の制御回路が行う出力制御を示し、時間に対する発熱体の電気抵抗を示す
グラフである。
【図１２】図７の制御回路が行う出力制御を示し、時間に対するる生体組織温度を示すグ
ラフである。
【図１３】出力制御の変形例を示し、時間に対する出力電圧を示すグラフである。
【図１４】出力制御の変形例を示し、時間に対する出力電流を示すグラフである。
【図１５】出力制御の変形例を示し、時間に対する出力電力を示すグラフである。
【図１６】出力制御の変形例を示し、時間に対する発熱体の電気抵抗を示すグラフである
。
【図１７】第２実施例に係わる制御回路が行う出力制御を示し、時間に対する出力電圧を
示すグラフである。
【図１８】第２実施例に係わる制御回路が行う出力制御を示し、時間に対する出力電流を
示すグラフである。
【図１９】第２実施例に係わる制御回路が行う出力制御を示し、時間に対する出力電力を
示すグラフである。
【図２０】第２実施例に係わる制御回路が行う出力制御を示し、時間に対する発熱体の電
気抵抗を示すグラフである。
【図２１】第３実施例に係わる制御回路が行う出力制御を示し、時間に対する出力電圧を
示すグラフである。
【図２２】第３実施例に係わる制御回路が行う出力制御を示し、時間に対する出力電流を
示すグラフである。
【図２３】第３実施例に係わる制御回路が行う出力制御を示し、時間に対する出力電力を
示すグラフである。
【図２４】第３実施例に係わる制御回路が行う出力制御を示し、時間に対する発熱体の電
気抵抗を示すグラフである。
【図２５】定電圧制御における発熱体への出力電圧を示したグラフである。
【図２６】図２５の第１の変形例を示すグラフである。
【図２７】図２５の第２の変形例を示すグラフである。
【図２８】時間に対する電圧制御を示すグラフである。
【図２９】図２８の第１の変形例を示すグラフである。
【図３０】図２８の第２の変形例を示すグラフである。
【図３１】熱的負荷が大きい場合の時間に対する電圧制御を示すグラフである。
【図３２】熱的負荷が小さい場合の時間に対する電圧制御を示すグラフである。
【図３３】時間に対する累積投入熱量制御を示すグラフである。
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【図３４】時間に対する発熱体又は生体組織の温度制御を示すグラフである。
【図３５】時間に対する電圧制御を示すグラフである。
【符号の説明】
【０１１２】
　１　手術用処置具
　２　鉗子
　２ａ　処置部
　２ｂ　操作部
　３　電源装置
　１１，１２　ハンドル部
　１３，１４　ジョー
　１５，１６　鋏構成部材
　２３　発熱体
　２３Ａ　薄膜基板
　２４　組織押圧部
　２５　断熱部材
　２６　受け部材
　２８　パターン
　３１　出力回路
　３２　電圧検出部
　３３　電流検出部
　３４　演算回路
　３５　パネル入力・表示部
　３６　制御回路
　代理人　　弁理士　　伊藤　進
【図１】 【図２】
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【図１８】
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【図２０】

【図２１】
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【図２６】

【図２７】

【図２８】

【図２９】

【図３０】

【図３１】
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【図３４】
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