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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医療装置に対する高周波（ＲＦ）エネルギーの供給を制御するように構成された制御ユ
ニットであって、
　ＲＦ生成器からＲＦエネルギーを受け取るように構成された入力端子と、
　閉路状態と開路状態の間においてスイッチングするように構成されたスイッチング回路
であって、
　　前記スイッチング回路が前記閉路状態において構成された際に、前記スイッチング回
路は、ＲＦ生成器から受け取ったＲＦエネルギーの第１の部分が前記制御ユニットによっ
て医療装置に出力されることを許容するように構成され、且つ、
　　前記スイッチング回路が前記開路状態において構成された際に、前記スイッチング回
路は、ＲＦエネルギーの前記第１の部分が前記制御ユニットによって前記医療装置に出力
されることを防止するように構成される、スイッチング回路と、
　エネルギー計測回路であって、
　　前記医療装置に供給されるＲＦエネルギーの前記第１の部分の量を計測し、且つ、
　　前記医療装置に供給される前記ＲＦエネルギーの前記第１の部分の量が既定のＲＦエ
ネルギーレベルに到達した際に、前記スイッチング回路を前記閉路状態から前記開路状態
にスイッチングする、
　ように構成されたエネルギー計測回路と、
　電源回路であって、
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　前記ＲＦ生成器から受け取った前記ＲＦエネルギーの第２の部分を受け取り、
　前記ＲＦエネルギーの前記第２の部分に基づいて１つ又は複数の電源電圧を生成し、且
つ、
　前記エネルギー計測回路に電力供給するべく前記エネルギー計測回路に前記１つ又は複
数の電源電圧を供給する、
　ように構成された電源回路と、
　を有する制御ユニット。
【請求項２】
　前記ＲＦ生成器の出力に結合されると共に前記ＲＦ生成器の出力から前記ＲＦエネルギ
ーを受け取るように構成された、前記入力端子に相当する入力コネクタを更に有する請求
項１に記載の制御ユニット。
【請求項３】
　前記入力コネクタは、前記ＲＦ生成器の前記出力に着脱自在に装着されるように構成さ
れている請求項２に記載の制御ユニット。
【請求項４】
　前記制御ユニットは、前記ＲＦ生成器のバイポーラ出力に接続するように構成されてい
る請求項１～３のいずれか一項に記載の制御ユニット。
【請求項５】
　前記エネルギー計測回路は、
　前記医療装置に供給される電圧を示す第１信号を前記医療装置に供給される電流を示す
第２信号と乗算する、
　ように構成された乗算器回路を有し、前記乗算は、前記医療装置に供給される瞬時電力
を示す請求項１～４のいずれか一項に記載の制御ユニット。
【請求項６】
　前記エネルギー計測回路は、前記乗算器回路との通信状態にある積分器回路を更に有し
、前記積分器は、
　前記医療装置に供給される前記瞬時電力を示す第３信号を受け取り、且つ、
　前記第３信号を積分する、
　ように構成されており、前記積分は、前記医療装置に供給されるＲＦエネルギーの前記
第１の部分の量を示す請求項５に記載の制御ユニット。
【請求項７】
　前記エネルギー計測回路は、前記積分器回路との通信状態にある比較器回路を更に有し
、前記比較器回路は、
　前記医療装置に供給される前記ＲＦエネルギーの前記第１の部分の量を示す第４信号を
受け取り、且つ、
　前記第４信号を基準レベルと比較し、前記ＲＦエネルギーの前記第１の部分の量が閾値
エネルギーレベルに到達したかどうかを判定し、且つ、
　前記ＲＦエネルギーの前記第１の部分の量が前記閾値エネルギーレベルに到達したとい
う判定の際に、前記スイッチング回路を前記閉路状態から前記開路状態にスイッチングす
る第５信号を生成する、
　ように構成されている請求項６に記載の制御ユニット。
【請求項８】
　前記スイッチング回路は、前記医療装置に供給される前記ＲＦエネルギーの前記第１の
部分の量が前記既定のＲＦエネルギーレベルに到達した際に、閉路状態から開路状態にス
イッチングするように構成されたリレーを有する請求項１～７のいずれか一項に記載の制
御ユニット。
【請求項９】
　前記スイッチング回路は、第２スイッチと直列に接続された第１スイッチを更に有し、
前記第１スイッチは、前記ＲＦエネルギーの前記第１の部分の量が前記既定のエネルギー
レベルに到達した際に閉路状態から開路状態にスイッチングするように構成され、且つ、
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前記第２スイッチは、既定の期間の経過に応答して前記閉路状態から前記開路状態にスイ
ッチングするように構成されている請求項１～８のいずれか一項に記載の制御ユニット。
【請求項１０】
　前記制御ユニットは、前記ＲＦ生成器のハウジングとは別個のハウジングを有する請求
項１～９のいずれか一項に記載の制御ユニット。
【請求項１１】
　医療装置に対するＲＦ生成器からの高周波（ＲＦ）エネルギーの伝送を前記ＲＦ生成器
及び前記医療装置に結合された制御ユニットによって制御する方法であって、
　前記制御ユニットのスイッチング回路が、前記スイッチング回路を閉路状態に構成する
ステップと、
　前記制御ユニットの入力端子において、前記制御ユニットが前記ＲＦ生成器からＲＦエ
ネルギーを受け取るステップと、
　前記スイッチング回路が前記閉路状態にある際に、
　　前記スイッチング回路が、前記ＲＦ生成器から前記ＲＦエネルギーの第１の部分を受
け取り、且つ、前記スイッチング回路が、前記ＲＦエネルギーの前記第１の部分を前記制
御ユニットの出力に伝送するステップと、
　エネルギー計測回路が、前記医療装置に供給される前記ＲＦエネルギーの前記第１の部
分の量を判定するステップと、
　前記ＲＦエネルギーの前記第１の部分の量が既定の閾値エネルギーレベルに到達したと
いうことを前記エネルギー計測回路が判定したことに応答して、前記スイッチング回路が
前記閉路状態から前記開路状態にスイッチングするステップと、
　前記制御ユニットの電源回路が、前記ＲＦエネルギーの第２の部分を受け取るステップ
と、
　前記電源回路が、前記ＲＦエネルギーの前記第２の部分に基づいて１つ又は複数の電源
電圧を生成するステップと、
　前記電源回路が、前記エネルギー計測回路に電力供給するべく前記エネルギー計測回路
に前記１つ又は複数の電源電圧を供給するステップと、
　を有する方法。
【請求項１２】
　医療手技が、前記医療装置を使用することにより、患者内部の治療部位において実行さ
れる前に、前記制御ユニットが前記制御ユニットの入力を前記ＲＦ生成器の出力に結合す
るステップと、
　前記医療手技が実行された後に、前記制御ユニットが前記制御ユニットの前記入力を前
記ＲＦ生成器の前記出力から結合解除するステップと、
　を更に有する請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　ステップダウン回路が、前記医療装置に供給される電圧を示す第１の信号と前記医療装
置に供給される電流を示す第２の信号とを前記ＲＦエネルギーの前記第１の部分に基づい
て生成するステップを更に有し、
　前記エネルギー計測回路が、前記医療装置に供給される前記ＲＦエネルギーの前記第１
の部分の量を判定するステップは、
　乗算器回路が、前記第１の信号を前記第２の信号と乗算するステップであって、前記乗
算は、前記医療装置に供給される瞬時電力を示す、ステップ、
　を有する請求項１１又は１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記エネルギー計測回路が、前記医療装置に供給される前記ＲＦエネルギーの前記第１
の部分の量を判定するステップは、
　積分器回路が、前記乗算器回路が実行した前記乗算から生成された前記瞬時電力を示す
信号を積分するステップであって、前記積分は、前記医療装置に供給される前記ＲＦエネ
ルギーの前記第１の部分の量を示す、ステップを更に有する請求項１３に記載の方法。
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【請求項１５】
　比較器回路が、前記ＲＦエネルギーの前記第１の部分の第１の量を示す第３の信号を基
準レベルと比較するステップであって、前記第３の信号は、前記積分器回路が実行した前
記積分から生成され、前記基準レベルは、前記既定の閾値エネルギーレベルを示す、ステ
ップと、
　前記比較器回路が、前記第３の信号が前記基準レベルに到達したことを判定するステッ
プであって、前記判定は、前記比較に基づいている、ステップと、
　を更に有し、
　前記スイッチング回路が前記閉路状態から前記開路状態にスイッチングするステップは
、前記第３の信号が前記基準レベルに到達したということを前記比較器回路が判定した際
に、前記スイッチング回路が前記閉路状態から前記開路状態にスイッチングするステップ
を有する請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　高周波（ＲＦ）エネルギーの供給を制御するように構成された制御ユニットであって、
　切除手技を実行するように構成された医療装置に結合された出力と、
　前記切除手技のために前記医療装置にＲＦエネルギーを供給するように構成されたＲＦ
生成器の出力に結合された入力と、
　前記入力及び前記出力に結合されたスイッチング回路であって、前記スイッチング回路
は、前記制御ユニットが、前記ＲＦ生成器から受け取ったＲＦエネルギーの第１の部分を
出力することを閉路状態において許容し、且つ、前記制御ユニットが、前記ＲＦ生成器か
ら受け取った前記ＲＦエネルギーの前記第１の部分を開路状態において出力することを防
止する、ように構成されている、スイッチング回路と、
　前記出力に結合されたエネルギー計測回路であって、前記エネルギー計測回路は、前記
医療装置に供給されるＲＦエネルギーの前記第１の部分の量を判定し、且つ、前記ＲＦエ
ネルギーの前記第１の部分の量が閾値レベルに到達した際に、前記スイッチング回路を前
記閉路状態から前記開路状態にスイッチングするように、構成されている、エネルギー計
測回路と、
　電源回路であって、
　　前記ＲＦ生成器から受け取った前記ＲＦエネルギーの第２の部分を受け取り、
　　前記ＲＦ生成器から受け取った前記ＲＦエネルギーの前記第２の部分に基づいて１つ
又は複数の電源電圧を生成し、且つ、
　　前記制御ユニットの能動コンポーネントに前記１つ又は複数の電源電圧を供給するよ
うに構成された電源回路と、
　を有する制御ユニット。
【請求項１７】
　前記制御ユニットは、前記制御ユニットの前記入力が前記ＲＦ生成器の前記出力に結合
された際に前記ＲＦ生成器のハウジングの外部に位置するハウジングを有する請求項１６
に記載の制御ユニット。
【請求項１８】
　前記エネルギー計測回路は、
　前記医療装置に供給される電圧を示す信号を前記医療装置に供給される電流を示す信号
と乗算するように構成されたアナログ乗算器回路と、
　前記乗算から生成された信号を積分するように構成されたアナログ積分器回路であって
、前記積分は、前記医療装置に供給される前記ＲＦエネルギーを示す、アナログ積分器回
路と、
　を有する請求項１６又は１７に記載の制御ユニット。
【請求項１９】
　前記制御ユニットの電源回路が出力モジュールに対する電力の供給を停止した際に、既
定の期間にわたって前記出力モジュールを起動された状態に維持するように構成されたエ
ネルギー保存回路を更に有する請求項１～１０のいずれか一項に記載の制御ユニット。
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【請求項２０】
　前記制御ユニットの電源回路が出力モジュールに対する電力の供給を停止した際に、エ
ネルギー保存回路が、既定の期間にわたって前記出力モジュールの起動を維持するべく、
電力を前記出力モジュールに供給するステップを更に有する請求項１１～１５のいずれか
一項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、医療装置に関し、且つ、更に詳しくは、医療装置に対する高周波（
Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ：ＲＦ）エネルギーの供給を制御する制御ユニットに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　バレット食道とは、食道の下部又は底部部分内の細胞における異常な変化であり、これ
は、食道が胃から過剰な量の酸を受け取ることに起因しうる。場合により、この異常な変
化は、癌に結びつく場合がある。バレット食道を治療するべく、ＲＦパルスなどの高周波
（ＲＦ）エネルギーを食道の表面において皮膚細胞又は組織に印加してもよい。ＲＦエネ
ルギーの印加により、組織を切除することができる。
【０００３】
　狙いを定めた組織（即ち、表面における組織）のみを切除するべく、ＲＦパルスは、強
力であってもよく、且つ、短い持続時間を有してもよい。通常、ＲＦエネルギーは、一秒
超にわたって印加されることはなく、且つ、多くの場合に、約２分の１秒以下にわたって
印加される。ＲＦエネルギーが治療部位に対して印加される持続時間は、非常に重要であ
りうる。過大なＲＦエネルギーは、組織の過剰な燃焼などのように、患者に対して危害を
もたらす場合がある。逆に、過少なＲＦエネルギーは、異常な皮膚細胞のすべてを治療で
きない場合がある。但し、ＲＦエネルギーの印加の持続時間の制御、特に、足ペダルの起
動を通じて印加が制御される場合には、困難な場合がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　いくつかのＲＦ生成器は、過大なパワーの出力を防止するべく、ＲＦ生成器によって出
力されるＲＦエネルギーの特性を監視する監視装置を含んでもよく、且つ／又は、これと
共に収容されてもよい。このような監視装置は、ＲＦ生成器内に存在するデジタルプロセ
ッサ及び制御部を含んでもよい。但し、多くの病院又はその他の施設は、監視装置を装備
していない従来型のＲＦ生成器を有する。従って、ＲＦ生成器に対して装着可能であると
共に生成器から医療装置へのＲＦエネルギーの供給を制御するコントローラ又は制御ユニ
ットが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本開示は、医療装置に対する高周波（ＲＦ）エネルギーの供給を制御するように構成さ
れた制御ユニットについて記述している。制御ユニットは、閉路状態と開路状態の間にお
いてスイッチングするように構成されたスイッチング回路を含んでもよい。閉路状態にお
いては、スイッチング回路は、ＲＦ生成器から受け取ったＲＦエネルギーが制御ユニット
によって医療装置に出力されることを許容するように構成されうる。開路状態においては
、スイッチング回路は、ＲＦエネルギーが制御ユニットによって医療装置に出力されるこ
とを防止するように構成されうる。又、制御ユニットは、医療装置に供給されるＲＦエネ
ルギーの量を計測すると共に医療装置に供給されるＲＦエネルギーの量が既定のＲＦエネ
ルギーレベルに到達した際にスイッチング回路を閉路状態から開路状態にスイッチングす
るように構成されたエネルギー計測回路を含んでもよい。
【０００６】
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　又、本開示は、ＲＦ生成器及び医療装置に結合された制御ユニットにより、ＲＦ生成器
から医療装置への高周波（ＲＦ）エネルギーの伝送を制御するための方法について記述し
ている。方法は、制御ユニットのスイッチング回路を閉路状態において構成するステップ
を含む。方法は、スイッチング回路が閉路状態にある際に、ＲＦ生成器からＲＦエネルギ
ーを受け取るステップと、スイッチング回路が閉路状態にある際に、ＲＦエネルギーを制
御ユニットの出力に伝送するステップと、を更に含む。又、方法は、エネルギー計測回路
により、医療装置に供給されるＲＦエネルギーにおけるＲＦエネルギーを判定するステッ
プと、判定されたＲＦエネルギーが既定の閾値エネルギーレベルに到達した際にスイッチ
ング回路を閉路状態から開路状態にスイッチングするステップと、をも含む。
【０００７】
　本開示は、高周波（ＲＦ）エネルギーの供給を制御するように構成された制御ユニット
について更に記述している。制御ユニットは、切除手技を実行するように構成された医療
装置に結合された出力と、切除手技のためにＲＦエネルギーを医療装置に供給するように
構成されたＲＦ生成器の出力に結合された入力と、を含む。制御ユニットは、入力及び出
力に結合されたスイッチング回路を更に含む。スイッチング回路は、制御ユニットがＲＦ
生成器から受け取ったＲＦエネルギーを出力することを閉路状態において許容し、且つ、
制御ユニットがＲＦ生成器から受け取ったＲＦエネルギーを出力することを開路状態にお
いて防止するように構成されてもよい。又、スイッチング回路は、出力に結合されたエネ
ルギー計測回路を含んでもよい。エネルギー計測回路は、医療装置に供給されているＲＦ
エネルギーの量を判定するように構成されてもよい。又、エネルギー計測回路は、ＲＦエ
ネルギーの量が閾値レベルに到達した際にスイッチング回路を閉路状態から開路状態にス
イッチングするように構成されてもよい。
【０００８】
　又、本開示は、医療装置に対する高周波（ＲＦ）エネルギーの供給を制御するように構
成された別の制御ユニットについても記述している。制御ユニットは、医療装置との電気
的結合のために適合された複数の出力端子と、複数の状態において構成可能であると共に
複数の状態のそれぞれにおいて構成された際に複数の出力端子のうちの少なくとも１つの
且つすべて未満の出力端子を制御ユニットの出力経路に結合するように構成された選択回
路と、選択回路を複数の状態において構成するように構成されたコントローラと、を含む
。
【０００９】
　更には、本開示は、制御ユニットによって医療装置に対する高周波（ＲＦ）エネルギー
の供給を制御する方法についても記述している。方法は、制御ユニットのコントローラに
より、選択回路を複数の状態のうちの１つにおいて構成するための制御信号を選択回路に
出力するステップであって、選択回路は、複数の状態のそれぞれにおいて構成された際に
、複数の出力端子のうちの少なくとも１つの且つすべての未満の出力端子を制御ユニット
の出力経路に結合する、ステップと、選択回路によって出力経路に結合されている複数の
出力端子のうちの少なくとも１つ且つすべて未満の出力端子を介して制御ユニットから医
療装置にＲＦエネルギーを出力するステップと、を含む。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】高周波（ＲＦ）生成器及び医療装置に結合された制御ユニットのブロックダイア
グラムを示す。
【図２】制御ユニットのブロックダイアグラムを示す。
【図３】制御ユニット内の例示用のスイッチング回路の回路図を示す。
【図４】制御ユニット内の例示用のエネルギー計測回路のブロックダイアグラムを示す。
【図５】エネルギー計測回路の例示用の回路実装形態の回路図を示す。
【図５Ａ】図５に示されている例示用の回路実装形態に代わる比較器回路の例示用の実装
形態のブロックダイアグラムを示す。
【図６】制御ユニット内のバックアップタイマ回路の例示用の回路実装形態の回路図を示
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す。
【図６Ａ】図６に示されている例示用の回路実装形態に代わるバックアップタイマ回路の
例示用の実装形態のブロックダイアグラムを示す。
【図７】制御ユニット内の電源回路の例示用の回路実装形態の回路図を示す。
【図８】制御ユニット内の通知回路の例示用の回路実装形態の回路図を示す。
【図９】患者内部の治療部位において位置決めされた医療装置に対するＲＦエネルギーの
伝送を制御するべくＲＦ生成器に結合された制御ユニットを動作させる例示用の方法のフ
ローチャートを示す。
【図１０】患者内部の治療部位において位置決めされた医療装置に対するＲＦエネルギー
の伝送を制御するべくＲＦ生成器に結合された制御ユニットを動作させる例示用の方法の
フローチャートを示す。
【図１１】患者内部の治療部位において位置決めされた医療装置に対するＲＦエネルギー
の伝送を制御するべくＲＦ生成器に結合された制御ユニットを動作させる例示用の方法の
フローチャートを示す。
【図１２】患者内部の治療部位において位置決めされた医療装置に対するＲＦエネルギー
の伝送を制御するべくＲＦ生成器に結合された制御ユニットを動作させる例示用の方法の
フローチャートを示す。
【図１３】別の例示用の制御ユニットのブロックダイアグラムを示す。
【図１４】３つの電極を有する例示用の電極組立体の平面図を示す。
【図１５】例示用の積分器放電モジュールの部分ブロック及び部分回路図を示す。
【図１６】患者内部の治療部位において位置決めされた医療装置に対するＲＦエネルギー
の伝送を制御するべくＲＦ生成器に結合された制御ユニットを動作させる別の例示用の方
法のフローチャートを示す。
【図１７】図１３に示されている制御ユニット用の電源回路の例示用の回路実装形態の回
路図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本説明は、医療装置に対する高周波（ＲＦ）エネルギーの供給を制御する制御ユニット
について記述している。制御ユニットは、組織の切除などの医療手技用のＲＦエネルギー
を供給するＲＦ生成器の出力又は出力コネクタに結合される入力又は入力コネクタを有し
てもよい。制御ユニットは、ＲＦエネルギーを受け取ってもよく、且つ、医療手技を実行
するべく患者内部の治療部位にＲＦエネルギーを供給する医療装置に対してＲＦエネルギ
ーを伝送してもよい。制御ユニットは、治療部位に供給されるＲＦエネルギーを計測して
もよく、且つ、ＲＦエネルギーが既定のレベルに到達したときを判定してもよい。制御ユ
ニットは、ＲＦエネルギーが既定のＲＦエネルギーレベルに到達した際に、更なるＲＦエ
ネルギーが医療装置に供給されることを防止してもよい。
【００１２】
　既定のＲＦエネルギーレベルとは、医療手技を実行するために治療部位に供給されるべ
きエネルギーの選択された量であってもよい。既定のものを上回るＲＦエネルギーレベル
が供給された際には、治療部位における組織の燃焼などのように、危害又は負傷が患者に
もたらされる場合がある。或いは、この代わりに、既定のものを下回るＲＦエネルギーレ
ベルが供給された際には、組織の不十分な量しか切除されないなどのように、医療手技が
不満足な方式で実行される場合がある。従って、制御ユニットは、ＲＦ生成器のための制
御及び安全メカニズムであってもよく、且つ／又は、これを提供してもよい。
【００１３】
　制御ユニットは、「組込み型」の類似した制御及び安全メカニズムを含んではいないと
共に／又はこれを有してはいない従来型の電気外科ユニット（ＥｌｅｃｔｒｏＳｕｒｇｉ
ｃａｌ　Ｕｎｉｔ：ＥＳＵ）などの従来型のＲＦ生成器と共に使用されてもよい。制御ユ
ニットは、ＲＦ生成器とは別個のコンポーネントであってもよい。例えば、制御ユニット
は、ハウジングＲＦ生成器に収容されてはいない構造又は「ボックス」を含んでもよい。
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その代わりに、制御ユニットは、ＲＦ生成器の外部において収容されてもよい。制御ユニ
ットは、ＲＦ生成器の出力に接続又は結合されうる入力を有してもよい。医療手技を実行
する前に、制御ユニットは、ＲＦ生成器の出力に装着されてもよい。医療手技が実行され
た後に、制御ユニットは、ＲＦ生成器の出力から取り外されてもよい。
【００１４】
　制御ユニットのハウジングは、ＲＦエネルギーを計測すると共にＲＦエネルギーが既定
のレベルに到達したときを判定する回路及び／又は様々な回路要素を収容するように構成
された封止された構造であってもよい。回路は、アナログ動作を実行するアナログコンポ
ーネントから構成されたハードウェア及び／又はアナログ回路であってもよい。制御ユニ
ットの回路は、デジタル動作を実行すると共に／又はエネルギー計測及びタイミング動作
を実行するべくソフトウェアを実行するマイクロプロセッサ、集積回路、又はその他の回
路などのデジタル回路を含んでいなくてもよい。代替構成において、回路の少なくともい
くつかは、デジタル動作を実行すると共に／又はエネルギー計測及びタイミング動作を実
行するべくソフトウェアを実行するように構成されたマイクロプロセッサ、マイクロコン
トローラ、集積回路、デジタルハードウェアロジック、又はその他の類似のタイプのデジ
タル回路などのデジタル回路を含んでもよい。
【００１５】
　図１は、ＲＦ生成器１０４から医療装置１０６へのＲＦエネルギーの供給を制御するよ
うに構成された制御ユニット１０２を含む例示用の医療システム１００の概略図を示して
いる。電気外科ユニット（ＥＳＵ）などのＲＦ生成器１０４は、ＲＦエネルギーを供給す
るように構成されてもよい。ＲＦエネルギーは、切除又は凝固などの電気外科医療手技を
実行するべく、波形、周波数、波形、パワー、及び／又は振幅特性などの特性を有しても
よい。組織の切除を実行するべく、例えば、ＲＦエネルギーは、約４００～４８０キロヘ
ルツ（ｋＨｚ）の範囲の周波数と、約１２～１５ワットのパワーと、を有する（パルス化
正弦波などの）正弦波であってもよい。その他の波形、周波数、パワー、及び／又は振幅
特性が使用されてもよく、これは、実行される医療手技によって左右されうる。
【００１６】
　ＲＦ生成器１０４は、接続されたシステム１００に対してＲＦエネルギーを供給するよ
うに構成されうる出力１０８を含んでもよい。いくつかの例示用の構成においては、出力
１０８は、バイポーラ出力コネクタであってもよい。コネクタのタイプは、実行される医
療手技及び／又は医療手技を実行するべく使用される医療装置１０６によって左右されう
る。これに加えて、又はこの代わりに、ＲＦ生成器１０４は、ＲＦ信号を生成するべく使
用される足ペダルなどの入力装置（図示されてはいない）を含んでもよく、且つ／又は、
これに対して接続するべく適合されてもよい。入力装置は、医療手技を実行する医師によ
って動作させられてもよい。例えば、ＲＦ信号を生成するべく、医師は、入力装置を起動
すると共に／又はこれに対してエネルギー供給してもよい。ＲＦ信号の生成を中止するべ
く、医師は、入力装置を起動停止又は係合解除してもよい。
【００１７】
　制御ユニット１０２は、ＲＦ生成器１０４の出力１０８に接続し、これに装着し、且つ
／又はこれと係合するように、構成された入力１１０を含んでもよい。出力１０８に接続
された際に、装着された際に、且つ／又は係合された際に、制御ユニット１０２は、ＲＦ
生成器１０４からＲＦエネルギーを受け取ってもよい。いくつかの構成において、入力１
１０は、出力１０８に対して、着脱自在に、装着可能であってもよく、且つ／又は、これ
に接続されてもよい。例えば、入力コネクタ１１０は、出力コネクタ１０８に装着又は接
続されてもよく、次いで、出力コネクタ１０８から取り外されるか又は接続解除されても
よく、次いで、出力コネクタ１０８に対して再装着又は再接続されてもよく、以下同様で
ある。入力コネクタ１１０は、ＲＦ生成器の出力コネクタ１０８と接続及び／又は係合し
うる任意のタイプ又は任意の構成を有してもよい。いくつかの構成において、入力コネク
タ１１０は、バナナコネクタ又はプラグであってもよいが、その他のタイプが使用されて
もよく、これは、入力コネクタ１１０が接続するように構成されている出力コネクタ１０
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８の構成によって左右されうる。
【００１８】
　制御ユニット１０２は、閉路状態と開路状態の間においてスイッチングするように構成
されてもよい。制御ユニット１０２が閉路状態にある際には、制御ユニット１０２は、制
御ユニット１０２がＲＦ生成器１０４から受け取ったＲＦエネルギーを医療装置１０６に
伝送するように構成されうる。開路状態においては、制御ユニット１０２は、制御ユニッ
ト１０２がＲＦ生成器１０４から受け取ったＲＦエネルギーが医療装置１０６に伝送され
ることを防止するように構成されうる。
【００１９】
　制御ユニット１０２は、ＲＦ生成器１０４から医療装置１０６に供給されるエネルギー
の量を計測することにより、閉路状態と開路状態の間においてスイッチングするように構
成されてもよい。制御ユニット１０２が、自身がＲＦ生成器１０４から受け取ったＲＦエ
ネルギーを医療装置１０６に通過させるのに伴って、医療装置１０６に供給されるＲＦエ
ネルギーの量は、閾値レベルに増大しうる。ＲＦエネルギーの量が閾値レベル未満である
際には、制御ユニット１０２は、閉路状態において構成されてもよく、これにより、ＲＦ
エネルギーの医療装置１０６への通過が許容される。ＲＦエネルギーの量が閾値レベルに
到達した際には、制御ユニット１０２は、閉路状態から開路状態にスイッチングするよう
に構成されてもよく、これにより、ＲＦエネルギーの医療装置１０６への通過が防止され
る。
【００２０】
　医療装置１０６は、電気外科医療手技を実行するべく使用される１つ又は複数のコンポ
ーネントを含んでもよい。例えば、医療装置１０６は、ＲＦエネルギーを受け取ると共に
ＲＦエネルギーを患者内部の組織などの治療部位に供給するように構成された１つ又は複
数の電極及び／又は電極要素の１つ又は複数のパッチを含んでもよい。医療装置１０６は
、電極を治療部位まで供給しうるカテーテル又はその他の細長い管状体を更に含んでもよ
い。一例において、医療装置１０６は、バレット食道を治療すると共に／又は患者の食道
内の組織を切除するべくＲＦエネルギーを供給するように構成されてもよい。
【００２１】
　図２は、制御ユニット１０２のブロックダイアグラムを更に詳細に示している。制御ユ
ニット１０２は、ＲＦ生成器１０４からＲＦエネルギーを受け取るように構成された入力
２０２を含んでもよい。入力２０２は、端子のペアＸ１、Ｘ２を含んでもよく、これらは
、ＲＦ生成器１０４の出力に接続されるように構成又は適合されてもよい。例えば、端子
Ｘ１、Ｘ２は、ＲＦ生成器１０４のバイポーラ出力に接続されるように構成されてもよい
。図２に示されているように、端子のうちの一方Ｘ２は、回路接地に接続されてもよい。
もう一方の端子Ｘ１は、スイッチング回路２０４及び電源回路２０６に結合されてもよい
。
【００２２】
　スイッチング回路２０４は、閉路状態と開路状態の間においてスイッチングするように
構成されてもよく、この結果、制御ユニット１０２は、閉路状態と開路状態の間において
スイッチングしうる。スイッチング回路２０４が閉路状態にある際には、スイッチング回
路２０４は、入力２０２から受け取ったＲＦエネルギーを出力経路２０５に沿って制御ユ
ニット１０２の出力２０６に伝送しうる。図２に示されているように、ＲＦエネルギーは
、出力２０６に供給される前に、出力経路２０５に沿って整合回路２０８及び遮断回路２
１０を通過する。更には、ＲＦエネルギーのわずかな部分は、出力２０６に伝送される前
に、通知回路２１２に、且つ、ステップダウン回路２１６を介してエネルギー計測回路２
１４に、供給されてもよい。或いは、この代わりに、スイッチング回路２０４が開路状態
にある際には、スイッチング回路２０１は、制御ユニット１０２の出力２０６に対するＲ
Ｆエネルギーの伝送を遮断又は防止しうる。
【００２３】
　図２に示されているように、出力２０６は、医療装置１０６に接続されると共にＲＦエ
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ネルギーを医療装置１０６に供給するように構成された端子のペアＸ３、Ｘ４を含んでも
よい。
【００２４】
　制御ユニット１０２のコンポーネントとして包含又は接続されてもよく或いはそうでな
くてもよい整合回路２０８は、出力２０６上の負荷のインピーダンスをＲＦ生成器１０４
の出力インピーダンスと整合させるように、使用又は構成されてもよい。いくつかの例示
用の構成において、整合回路２０８は、望ましいインピーダンス整合を実現するための一
次及び二次巻線比を有する整合変圧器を含んでもよい。
【００２５】
　いくつかの状況において、患者の組織のインピーダンスでありうる出力２０６における
負荷のインピーダンスは、約２５オームであってもよく、且つ、ＲＦ生成器１０４の出力
負荷のインピーダンスでありうる入力における負荷は、約１２５オームであってもよく、
この結果、約５倍のインピーダンスの変化が必要とされる。これらの状況において、整合
変圧器は、８巻回の一次巻線及び６巻回の二次巻線を有してもよく、或いは、単巻変圧器
として構成される場合には、１４巻回の一次巻線と６巻回の二次巻線を有してもよく、こ
の結果、約２．３の巻線比が、即ち、５をわずかに上回るインピーダンスの変化（即ち、
巻線比の二乗）が、得られる。
【００２６】
　制御ユニット１０２のコンポーネントとして包含又は接続されてもよく或いはそうでな
くてもよい遮断回路２１０は、ＲＦエネルギーの直流（Ｄｉｒｅｃｔ　Ｃｕｒｒｅｎｔ：
ＤＣ）及び／又は低周波数成分が出力２０６に伝達されることを遮断又は防止するように
、使用又は構成されてもよい。遮断回路２１０が包含されてもよく、その理由は、これら
のＲＦ信号成分は、治療の際に、患者に危害をもたらす場合があるからである。例えば、
低周波数成分は、食道の近傍に配置されている心臓に対して衝撃を与える場合がある。遮
断回路２１０は、整合回路２０８及び出力２０６の端子Ｘ３と直列状態において結合され
たコンデンサを含んでもよいが、ＲＦエネルギーのＤＣ及び／又は低周波数成分を遮断す
るべく、その他の又は更なる回路が使用されてもよい。国際規格を充足するべく、遮断コ
ンデンサＣ２は、５０ｎＦ未満であってもよい。
【００２７】
　制御ユニット１０２のコンポーネントとして含まれてもよく或いはそうでなくてもよい
通知回路２１２は、ＲＦエネルギーが医療装置１０６に供給されている旨の通知を出力す
るように構成されてもよい。例示用の一実施形態において、通知回路２１２は、ＲＦ信号
が出力２０６に伝送されている際に、光信号を出力するか又は「オン」状態にあり、且つ
、ＲＦエネルギーが出力２０６に供給されていない際には、光信号を出力しないか又は「
オフ」状態にある発光ダイオード（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ：ＬＥＤ
）を含む。例示用の代替実施形態において、通知回路２１２は、ＬＥＤに加えて又はこの
代わりに、ＲＦエネルギーが医療装置１０６に供給されているかどうかを通知するための
音響及び／又は視覚信号を出力するスピーカ又は表示装置などの回路を含んでもよい。Ｌ
ＥＤが「オン」から「オフ」に変化した際などの通知を観察することにより、（例えば、
足ペダル又はその他のＲＦアクチュエータ上における付勢を除去することによって）ＲＦ
エネルギーの印加が中止された際を識別しうる通知回路２１２は、ＲＦ生成器１０４の操
作者にとって有用であってもよく、且つ／又は、ＲＦ生成器１０４の操作者によって使用
されてもよい。通知回路２１４は、シャント状態において出力経路２０５に対して結合さ
れてもよく、且つ、図２に示されているように、シャント状態において整合回路２０８と
遮断回路２１０の間に結合されてもよい。シャント状態において結合されることにより、
出力２０６に供給されているＲＦ信号内のＲＦエネルギーのわずかな部分を通知回路２１
２に転送することができ、通知回路２１２は、これを使用することにより、通知を出力し
てもよい。
【００２８】
　図２に示されているように、ステップダウン回路２１６は、遮断回路２１０と出力２０
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６の間の出力経路２０５に対してシャント状態で結合されてもよい。ステップダウン回路
２１６は、１つ又は複数の抵抗器を有する抵抗ネットワークを含んでもよい。ステップダ
ウン回路２１６が受け取るＲＦエネルギーの一部分に基づいて、ステップダウン回路２１
６は、出力２０６及び医療装置１０６に供給されるＲＦエネルギーの量を示すと共に／又
はこれに比例した１つ又は複数の信号を供給するように構成されてもよい。ステップダウ
ン回路２１６は、接続２０７を介してエネルギー計測回路２１４に供給されるＲＦエネル
ギーを通知する信号を伝送するように構成されてもよい。接続２０７は、複数の信号をエ
ネルギー計測回路２１４に伝送するように構成された複数の接続を含んでもよい。複数の
信号は、医療装置１０６に供給される電圧及び電流を示す、表す、且つ／又はこれに比例
した信号を含んでもよく、次いで、この信号は、供給されるＲＦエネルギーを示す信号を
生成するべく使用されてもよい。ステップダウン回路２１６は、信号を生成するべく、出
力端子Ｘ３、Ｘ４の両方に結合されてもよい。
【００２９】
　エネルギー計測回路２１４は、出力２０６を介して医療装置１０６に供給されるエネル
ギーの合計量などのエネルギーの量を計測するように構成されてもよい。エネルギー計測
回路２１４は、ＲＦエネルギーの量が閾値レベルに到達したときを判定するように更に構
成されてもよい。閾値レベルは、既定のレベルであってもよく、且つ／又は、充足された
際に、医療的治療の十分な部分でありうるエネルギーレベルを通知してもよい。エネルギ
ー計測回路２１４は、エネルギーの量が閾値レベルに到達した際にエネルギー計測回路２
１４がスイッチング回路２０４の閉路状態から開路状態へのスイッチングを生成しうるよ
うに、接続２１１を介してスイッチング回路２０４に結合されてもよく、この結果、ＲＦ
生成器１０４から受け取ったＲＦエネルギーの医療装置１０６への伝送が防止されうる。
【００３０】
　制御ユニット１０２は、バックアップタイマ回路２１８を更に含んでもよい。バックア
ップタイマ回路２１８は、所定の期間が経過した際に、スイッチング回路２０４を閉路状
態から開路状態にスイッチングするように構成されてもよい。例えば、バックアップタイ
マ回路２１８は、所定の期間が経過した際に、バックアップタイマ回路２１８がスイッチ
ング回路２０４を閉路状態から開路状態にスイッチングさせ、これにより、ＲＦ生成器１
０４から受け取ったＲＦエネルギーが医療装置１０６に伝送されることを防止しうるよう
に、接続２１３を介してスイッチング回路２０４に結合されてもよい。
【００３１】
　いくつかの構成において、所定の期間は、医療装置１０４に供給されているＲＦエネル
ギーが閾値レベルに到達するための予想及び／又は予期される期間を上回る既定の期間で
あってもよい。この意味において、バックアップタイマ回路２１８は、制御ユニット１０
２の安全機能として機能してもよい。具体的には、特に、供給されるＲＦエネルギーが閾
値レベルに到達した際にスイッチング回路２０４が閉路状態から開路状態にスイッチング
しない場合に、バックアップタイマ回路２１８は、患者に対して危害がもたらされえない
ように、ＲＦエネルギーを長期間にわたって治療部位に供給できないことを保証してもよ
い。ＲＦエネルギーが閾値レベルに到達した際に、例えば、エネルギー計測回路２１４及
び／又はスイッチング回路２０４による誤動作又は障害に起因して、スイッチング回路２
０４がスイッチングしない場合には、バックアップタイマ回路２１８は、スイッチング回
路２０４を開路状態に変化させるバックアップの又は第２の制御回路として機能してもよ
い。バックアップタイマ回路２１８がスイッチング回路２０４を開路状態にスイッチング
した際に、バックアップタイマ回路２１８は、ＲＦエネルギーが長過ぎる期間にわたって
治療部位に供給されることを防止しうる。一例として、既定の期間は、約１秒であっても
よく、これは、供給されるＲＦエネルギーが閾値レベルに到達するための約０．５秒の予
想及び／又は予期される期間を超過しうる。
【００３２】
　制御ユニット１０２は、電源回路２２０を更に含んでもよい。図２に示されているよう
に、電源回路２２０は、接続２２１を介して入力端子Ｘ１に結合されてもよい。入力２０
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２によってＲＦ生成器１０４から受け取ったＲＦエネルギーの一部分は、電源回路２２０
に伝送されてもよく、且つ、残りの部分は、スイッチング回路２０４に伝送されてもよい
。電源回路２２０は、電源回路２２０に伝送されたＲＦエネルギーの部分を使用し、制御
ユニット１０２の回路コンポーネントの能動要素に対して電力供給してもよい。この結果
、制御ユニット１０２は、制御ユニット１０２が別個の電源から電力を受け取らないとい
う点において、自己電力供給型の装置又は機器であってもよい。或いは、この代わりに、
制御ユニット１０２は、ＲＦ生成器１０４から制御ユニット１０２が受け取るＲＦエネル
ギーを使用して独自の電力を生成することにより、独自に電力供給してもよい。
【００３３】
　図３は、スイッチング回路２０４の例示用の回路構成の回路図を示している。スイッチ
ング回路２０４は、第２スイッチ３０４と直列に接続された第１スイッチ３０２を含んで
もよい。スイッチ３０２は、エネルギー計測回路２１４が医療装置１０６に供給されてい
るＲＦエネルギーが閾値レベルに到達したことを検出した際に、スイッチング回路２０４
を閉路状態と開路状態の間においてスイッチングしてもよい。もう１つのスイッチ３０４
は、バックアップタイマ回路２１８によって決定された期間が経過した際に、スイッチン
グ回路を閉路状態と開路状態の間においてスイッチングしてもよい。例えば、第１スイッ
チ３０２は、医療装置１０６に供給されるエネルギーの量が閾値レベルに到達した際に、
エネルギー計測回路２１４が第１スイッチを閉路状態から開路状態にスイッチングできる
ように、接続２１１を介してエネルギー計測回路２１４に結合されてもよく、この結果、
スイッチング回路２０４を開路状態において構成すると共に医療装置１０６へのＲＦエネ
ルギーの供給を防止することができる。第２スイッチ３０４は、バックアップタイマ回路
２１８によって決定された期間が経過した際に、バックアップタイマ回路２１８が第２ス
イッチ３０４を閉路状態から開路状態にスイッチングできるように、接続２１３を介して
バックアップタイマ回路２１８に結合されてもよく、この結果、スイッチング回路２０４
を開路状態において構成すると共に制御ユニット１０２からのＲＦエネルギーの出力を防
止することができる。直列に接続されることにより、スイッチング回路２０４を開路状態
において構成すると共に医療装置１０６へのＲＦエネルギーの供給を防止するには、スイ
ッチ３０２、３０４のうちの１つのみが、或いは、これらの両方が、開路状態にあればよ
い。
【００３４】
　スイッチング回路２０４は、制御ユニット１０２及び第２スイッチ３０４の入力２０２
に結合された入力３０６と、出力経路２０５及び第１スイッチ３０２に結合された出力３
０８と、を更に含んでもよい。第１スイッチ３０２及び第２スイッチ３０４の両方が閉路
状態にある際には、制御入力１０２の入力２０２から受け取られたＲＦ信号は、入力３０
６から、第２スイッチ３０４及び第１スイッチ３０２を通じて、出力３０８に伝達されう
る。
【００３５】
　いくつかの例示用の実施形態においては、第１スイッチ３０２及び／又は第２スイッチ
３０４は、リレーであってもよい。好適な一実施形態においては、リレー３０２及び３０
４は、二極双投リレーであってもよいが、代替実施形態においては、リレー３０２、３０
４の１つ又は両方は、例として、単極単投、単極双投、又は二極単投などの異なるタイプ
であってもよい。
【００３６】
　第１リレー３０２は、接続２１１を介してエネルギー計測回路２１４に結合されてもよ
い。エネルギー計測回路２１４は、エネルギー計測回路２１４が医療装置１０６に供給さ
れるＲＦエネルギーが閾値レベルに到達したことを検出した際に、第１リレー３０２を起
動するように構成されてもよく、この結果、第１リレーを閉路位置から開路位置にスイッ
チングしうる。又、第１リレー３０２は、第１リレー３０２を起動するべく、正の電源信
号＋Ｖ２を受け取ってもよい。第２リレー３０４は、接続２１３を介してバックアップタ
イマ回路２１８に結合されてもよい。いくつかの構成においては、所定の期間が経過した
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際に、バックアップタイマ回路２１８は、第２リレー３０４を起動してもよく、この結果
、第２リレー３０４を閉路状態から開路状態にスイッチングしうる。代替構成においては
、第２リレー３０４は、バックアップタイマ回路２１８によって起動された際に、閉路状
態にあってもよい。これらの代替構成において、バックアップタイマ回路２１８は、所定
の期間が経過する時点まで、第２リレー３０４を閉路状態において維持するべく第２リレ
ー３０４を起動してもよく、所定の期間が経過した時点で、バックアップタイマ回路２１
８は、第２リレー３０４を開路状態にスイッチングするべく第２リレー３０４を起動停止
してもよい。又、第１リレー３０２は、第１リレー３０２を起動するべく正の電源信号＋
Ｖ２を受け取ってもよい。
【００３７】
　スイッチング回路２０４は、二極双投リレーの使用に限定されるものではなく、且つ、
代替実施形態は、起動されたものが使用されうる際に閉路状態から開路状態にスイッチン
グするその他のタイプのリレーを含んでもよい。但し、二極を有するリレーの使用は、電
磁装置が起動された際に、一方の極が開路したが、他方の極が誤動作し、その結果、閉路
状態に留まった場合にも、リレーは、依然として開路状態にスイッチングされるという点
において、単極リレーと比べて、付加的な安全性を提供しうる。換言すれば、スイッチが
閉路状態に留まるためには、両方の極が誤動作しなければならない。その他の代替実施形
態においては、スイッチング回路２０２は、トランジスタ又はその他の半導体及び／又は
ソリッドステート装置などのリレー以外のスイッチ又はスイッチング装置を含んでもよい
。
【００３８】
　図４は、制御ユニット１０２のエネルギー計測回路２１４のブロックダイアグラムを更
に詳細に示している。エネルギー計測回路２１４は、医療装置１０６に供給されるＲＦエ
ネルギーの合計量などのＲＦエネルギーの量を判定するように構成されてもよい。又、エ
ネルギー計測回路２１４は、ＲＦエネルギーの量が閾値レベルに到達したかどうかを判定
してもよく、且つ、この判定に応答して、スイッチング回路２０４を閉路状態から開路状
態にスイッチングする信号を生成及び／又は出力してもよい。これらの動作又は機能を実
行するべく、エネルギー計測回路２１４は、乗算器回路４０２、積分器回路４０４、及び
比較器回路４０６という３つの主要回路要素を含んでもよい。
【００３９】
　乗算器回路４０２は、ステップダウン回路２１６及び接続２０７を介して出力経路２０
５に結合されうる入力４１０、４１２を含んでもよい。上述のように、接続２０７は、医
療装置１０６に供給されている電圧及び電流を示す、表す、及び／又はこれに比例した複
数の信号をエネルギー計測回路２１４に供給するように構成された複数の接続を含んでも
よい。図４に示されているように、接続２０７は、第１接続４０７ａと、第２接続４０７
ｂと、を含んでもよい。例示用の一構成においては、制御回路１０２から出力されると共
に／又は医療装置１０６に供給される電圧に比例した信号－以下、電圧信号と呼称される
－は、第１接続４０７ａを介して第１入力４１０に伝送されてもよい。制御ユニット１０
２から出力されると共に／又は医療装置１０６に供給される電流に比例した信号－以下に
おいては、電流信号と呼称される－は、第２接続４０７ｂを介して第２入力４１２に伝送
されてもよい。乗算器回路４０２は、電圧信号を電流信号と乗算するように構成されても
よい。電圧信号と電流信号の乗算に基づいて、乗算器回路４０２は、医療装置１０６に供
給される瞬時電力を通知する信号を生成するように構成されてもよい。
【００４０】
　乗算器回路４０２は、接続４１４を介して積分器回路４０４に対して瞬時電力を通知す
る信号を出力するように構成されてもよい。積分器回路４０４は、乗算器回路４０２から
出力された信号を受け取るように、或いは、乗算器回路４０２から出力された信号からス
ケールダウンされた信号などの乗算器回路４０２から出力された信号に基づいた信号を受
け取るように、構成されてもよい。受け取った際に、積分器回路４０４は、医療装置１０
６に供給されている平均電力又は合計エネルギーを示す信号を生成及び出力するように構
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成されてもよい。
【００４１】
　比較器回路４０６は、積分器回路４０４から出力された信号を受け取るように、或いは
、接続４１６を介して積分器回路４０４から出力された信号からスケールダウンされた信
号などの積分器４０４からの信号に基づいた信号を受け取るように、構成されてもよい。
受け取った際に、比較器回路４０６は、受け取った信号を閾値エネルギーレベルに比例し
た既定の基準値などの基準信号と比較するように構成されてもよく、閾値エネルギーレベ
ルとは、治療の一部分に対応したＲＦエネルギーレベルである。受け取った信号を基準値
と比較することにより、比較器回路４０６は、医療装置１０６に供給されているＲＦエネ
ルギーが閾値エネルギーレベル未満であるのか又はこれに到達しているのかを判定するよ
うに構成されてもよい。
【００４２】
　積分器回路４０６から受け取った信号と基準値の比較に基づいて、比較器回路４０６は
、第１スイッチ３０２を含むスイッチング回路２０４を閉路状態と開路状態の間において
スイッチングする信号を出力してもよい。例えば、比較器回路４０６が、受け取った信号
が、基準値未満であるか、或いは、これを超過していないと判定した際には、比較器回路
４０６は、信号を出力しないように構成されてもよく、或いは、この代わりに、第１スイ
ッチ３０２を閉路状態において構成するレベルで信号を出力するように構成されてもよい
。具体的には、比較器回路４０６は、信号を出力しなくてもよく、或いは、この代わりに
、電磁装置３１０（図３）を通じて電流を誘発しないレベルで信号を出力してもよく、こ
の結果、第１スイッチ３０２は、閉路状態に配置される。或いは、この代わりに、比較器
回路４０６が、受け取った信号が基準値を充足しているか又はこれに到達していると判定
した際には、比較器回路４０６は、第１スイッチ３０２を開路状態において構成する信号
を出力するように構成されてもよい。受け取った信号が既定の値に到達している際に比較
器回路４０６によって出力される信号は、電磁装置３１０（図３）を通じて電流を誘発す
ることができ、この結果、電磁装置３１０にエネルギー供給するか又はこれを起動すると
共に第１スイッチ３０２（図３）を開路状態にスイッチングすることができる。
【００４３】
　図５は、出力経路２０５及び出力２０６に結合されたステップダウン回路２１６の例示
用の回路実装形態及びエネルギー計測回路２１４の例示用の回路実装形態の回路図を示し
ている。ステップダウン回路２１６は、抵抗ネットワークを含んでもよく、この抵抗ネッ
トワークは、抵抗器Ｒ１、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ２０、Ｒ２１、Ｒ２２、及びＲ２３を含んでも
よい。抵抗ネットワークは、医療装置１０６に供給される電圧及び電流に比例した、出力
経路２０５からスケールダウンされた信号をエネルギー計測回路２１４に供給するように
、出力２０６の端子Ｘ３及びＸ４に結合されてもよい。
【００４４】
　図５に示されている例示用の回路実装形態においては、抵抗器Ｒ１、Ｒ３、Ｒ２０、Ｒ
２１、及びＲ２２は、電圧分割器として構成されてもよく、この電圧分割器は、出力経路
２０５に結合されうると共に並列に接続されうる抵抗器Ｒ１、Ｒ２０、Ｒ２１、及びＲ２
２による第１電圧降下をもたらしてもよく、且つ、Ｒ１、Ｒ２０、Ｒ２１、及びＲ２２の
並列接続に接続されうる抵抗器Ｒ３による第２電圧降下をもたらしてもよい。第１電圧降
下によって生成される第１電圧信号は、接続５０７ａを介してエネルギー計測回路２１４
に伝送されてもよい。第２電圧降下によって生成される第２電圧信号は、接続５０７ａ’
を介してエネルギー計測回路２１４に伝送されてもよい。第１及び第２電圧信号は、エネ
ルギー計測回路２１４によって受け取られると共に医療装置に供給されている電圧を示す
、表す、及び／又はこれに比例した差動電圧信号を形成してもよい。並列に接続された４
つの抵抗器Ｒ１、Ｒ２０、Ｒ２１、Ｒ２２は、電圧分割器内において生成される熱を低減
又は極小化するべく使用されてもよいが、４つを上回る又は下回る数の抵抗器が使用され
てもよい。
【００４５】
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　抵抗器Ｒ４は、医療装置１０６に供給される電流に比例した差動信号を形成する信号の
ペアを接続５０７ｂ及び５０７ｂ’上において生成するように構成されてもよい。抵抗器
Ｒ２３は、乗算器回路４０２の入力インピーダンスを整合させるべく、含まれてもよい。
５０７ｂ’上において生成される信号は、抵抗器Ｒ４によってもたらされる電圧降下であ
る電圧を有してもよい。
【００４６】
　例示用の乗算器は、Ａｎａｌｏｇ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　ＡＤ８３５　４－Ｑｕａｄｒａｎ
ｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｉｅｒであるが、その他の乗算器が使用されてもよい。乗算器５０２
は、接続５０７ａ、５０７ａ’を介して差動電圧信号を受け取るための第１差動入力５１
０ａ、５１０ｂと、接続５０７ｂ、５０７ｂ’を介して差動電流信号を受け取るための第
２差動入力５１２ａ、５１２ｂと、を含む差動入力のペアを有してもよい。乗算器５１０
は、医療装置１０６に供給される瞬時ＲＦ電力を示すと共に／又はこれに比例した出力信
号を生成するべく、差動電圧信号を差動電流信号と乗算するように構成されてもよい。乗
算器５１０は、出力信号を出力ＸＭＵＬにおいて積分回路４０４に出力してもよい。
【００４７】
　図５に示されているように、乗算器５０２は、正電圧＋Ｖ１及び負電圧－１Ｖなどの電
力を電源回路２２０から受け取ってもよい。コンデンサＣ５、Ｃ６、Ｃ９、Ｃ１０、及び
Ｃ２５は、ノイズを低減するべく含まれてもよい。
【００４８】
　乗算器回路４０２の出力ＸＭＵＬは、接続４１４を介して積分器回路４０４に結合され
てもよい。接続４１４は、乗算器回路４０２の出力をスケールダウンするように構成され
た電圧分割器を含んでもよい。電圧分割器は、抵抗器Ｒ７と、可変抵抗器（又は、トリマ
抵抗器又はポテンショメータ）ＴＭ２と、抵抗器Ｒ１１及びＲ１８と、を含んでもよい。
可変抵抗器ＴＭ２は、約２５％～５０％の範囲において、ＸＭＵＬにおける乗算器回路４
０２の出力をスケールダウンするように構成されてもよいが、その他の範囲も可能である
。可変抵抗器ＴＭ２は、エネルギー計測回路２１４を全体として較正するための可変スケ
ーラビリティを電圧分割器に対して提供してもよい。抵抗器Ｒ１８は、可変抵抗器ＴＭ２
のワイパコンポーネントを通じて相対的にわずかな量の電流を引き出して酸化物の蓄積又
は形成を低減又は極小化するべく、含まれてもよい。
【００４９】
　積分器回路４０４は、演算増幅器（オペアンプ）５０４を含んでもよく、これは、非反
転オペアンプ積分器として構成されてもよい。例示用のオペアンプ５０４は、Ｎａｔｉｏ
ｎａｌ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　ＬＭ６２１１　ｌｏｗ　ｎｏｉｓｅ　ｒａｉｌ－
ｔｏ－ｒａｉｌ　（ＲＲＯ）　ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　ａｍｐｌｉｆｉｅｒであってもよい
。積分器回路４０４は、抵抗器－コンデンサ（ＲＣ）時定数を決定しうるフィードバック
コンデンサＣ１１との関連における抵抗器Ｒ１５を含んでもよく、ＲＣ時定数は、積分回
路４０４の積分利得定数を決定する。
【００５０】
　積分器回路４０４は、リセット回路を更に含んでもよく、リセット回路は、コンデンサ
Ｃ１１に跨って保存された電荷の放電のための放電経路を提供するショットキーダイオー
ドなどのダイオードＤ３を含んでもよい。電源回路２２０（図２）は、（例えば、医師又
は操作者が自身の足をＲＦ生成器１０４から取り除き、これにより、ＲＦ生成器１０４が
、もはやＲＦエネルギーを電源回路２２０に供給していないことから）もはや電力を制御
ユニット１０２のその他のコンポーネントに供給していない際には、ダイオードＤ３は、
フォワードバイアスされた状態となり、且つ、出力ＸＩＮＴにおいて保存されている電荷
は、ダイオードＤ３を通じて、接続５１４に、且つ、電源回路２２０に、放電しうる。コ
ンデンサＣ７は、ノイズを低減するべく、含まれてもよい。
【００５１】
　上述のように、積分器回路４０４は、接続４１６を介して信号を比較器回路４０６に出
力してもよい。図５に示されている例示用の回路実装形態においては、接続４１６は、信
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号が比較器回路４０６に供給される前にノイズを低減するべく、コンデンサＣ１７と接続
された抵抗器Ｒ９を有する低域通過フィルタを含んでもよい。比較器回路４０６は、信号
を接続４１６から受け取ってもよく、且つ、受け取った信号のレベルに基づいて、医療装
置１０６に供給されているＲＦエネルギーが閾値レベルに到達したかどうかを判定しても
よい。
【００５２】
　図５は、図４に示されている比較器回路４０６に使用されうる例示用の比較器回路４０
６Ａを示している。例示用の比較器回路４０６Ａは、パッケージングされたチップ又はコ
ンポーネントであってもよいと共に正の電源信号＋Ｖ１によって電力供給されうる比較器
５０６を含んでもよい。例示用の比較器５０６は、Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄ
ｕｃｔｏｒ　ＬＭＰ７３００　ｍｉｃｒｏｐｏｗｅｒ　ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ　ｃｏｍｐａ
ｒａｔｏｒであってもよいが、その他のタイプの比較器が使用されてもよい。比較器５０
６は、基準端子「ｒｅｆ」を含んでもよく、基準端子「ｒｅｆ」は、比較器５０６用の基
準レベル又は値を設定又は提供しうる。基準端子「ｒｅｆ」は、比較器５０６の負の入力
端子－ａに接続又は結合されてもよい。
【００５３】
　動作において、正の入力端子＋ａにおいて受け取った信号のレベルが負の入力端子－ａ
における基準レベルに到達した際に、比較器５０６は、（比較器５０６がオープンコレク
タ又は類似の出力を有する場合には）出力ＸＤＮにおいて出力信号を生成するように構成
されてもよい。論理「ｈｉｇｈ」信号を生成するべく、抵抗器Ｒ１０が出力ＸＤＮにおい
て含まれてもよい。比較器５０６によって生成された出力信号は、スイッチＴ２に印加さ
れてもよく、この結果、スイッチＴ２が「オフ」状態から「オン」状態にスイッチングす
る。スイッチＴ２は、接続２１１（図２）に接続された端子を有してもよく、接続２１１
は、電磁装置３１０の端子Ａ１に接続されている。スイッチＴ２を「オン」状態にスイッ
チングすることにより、第１スイッチ３０２を閉路状態から開路状態にスイッチングする
ことができる。いくつかの例示用の構成において、スイッチＴ２は、トランジスタなどの
半導体装置であってもよい。例示用のトランジスタは、ＮＺＴ７０５３　ＮＰＮ　Ｄａｒ
ｌｉｎｇｔｏｎ　ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒであってもよい。
【００５４】
　比較器５０６は、ヒステリシス入力＋ｈ、－ｈを更に含んでもよい。ヒステリシス入力
＋ｈ、－ｈは、比較器５０６がスイッチＲ２を「オン」にスイッチングするための信号を
出力したら、比較器５０６が変動出力を供給することを防止するためのヒステリシス機能
を比較器５０６に提供しうる。抵抗器Ｒ１３及びＲ１４は、ヒステリシス値を設定するべ
く使用されてもよい。
【００５５】
　代替構成において、比較器回路４０６は、図５に示されている比較器４０６Ａの代わり
に、図５Ａに示されているコントローラ４０６Ｂを含んでもよいと共に／又はこれを使用
することによって実装されてもよい。コントローラ４０６Ｂは、比較器回路４０６の機能
を実行するように構成されたプロセッサ５５０を含んでもよい。又、コントローラ４０６
Ｂは、メモリ５５２を含んでもよく、メモリ５５２は、比較器回路４０６の機能を実行す
るためにプロセッサ５５０が使用する情報を保存するように構成されてもよい。例えば、
メモリ５５２は、比較器回路４０６の機能を実行するためにプロセッサ５５０が実行しう
るコンピュータ実行可能命令を保存してもよい。これに加えて、又はこの代わりに、メモ
リ５５２は、供給されるＲＦエネルギーが閾値レベルに到達しているかどうかを判定する
べく、プロセッサ５５０がアクセスしうると共に医療装置１０４に供給されているＲＦエ
ネルギーと比較しうる閾値又は基準値を保存してもよい。
【００５６】
　これに加えて、又はこの代わりに、乗算器回路４０２は、図５に示されているハードウ
ェア構成を使用して実装される代わりに、プロセッサ及びメモリを有するコントローラと
して実装されてもよい。この代替構成は、図５Ａに示されているコントローラ４０６Ｂの
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構成に類似したものであってもよい。但し、コントローラ４０６Ｂが比較器回路４０６に
使用される場合には、乗算器回路４０２用のコントローラの代わりに、図５に示されてい
るハードウェアコンポーネントを使用することは、コントローラ４０６Ｂのサンプリング
レートが低く維持され、これにより、比較器回路４０６用の相対的に少ない電力を消費す
る相対的に簡素なコントローラ及び／又はコントローラを結果的に得ることができるとい
う点において、望ましく且つ有利でありうる。
【００５７】
　いくつかの例示用の回路実装形態において、エネルギー計測回路２１４は、コンデンサ
Ｃ１７と並列に接続されたジャンパＪＰ１を更に含んでもよい。ジャンパＪＰ１は、ジャ
ンパＪＰ１が短絡された場合に、コンデンサＣ１７が短絡され、その結果、積分器回路４
０４から出力されると共に／又は接続４１６を介して伝送される信号が比較器回路４０６
によって受け取られることを防止できるように、エネルギー計測回路２１４内において構
成されてもよい。ジャンパＪＰ１を短絡させることにより、ユーザー又は操作者がバック
アップタイマ回路２１８の較正などの１つ又は複数の較正又は動作を制御ユニット１０２
上において実行できるようにしてもよい。
【００５８】
　表１は、図５に示されているステップダウン回路２１６及びエネルギー計測回路２１４
の回路実装形態の回路コンポーネントの例示用のコンポーネント値を提供している。
【００５９】
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【表１】

 
【００６０】
　図６は、バックアップタイマ回路２１８に使用されてもよいバックアップタイマ回路２
１８Ａの例示用の回路実装形態の概略回路図を示している。バックアップタイマ回路２１
８Ａは、抵抗器Ｒ１９、可変抵抗器ＴＭ２、抵抗器Ｒ６、及びトランジスタＴ１のベース
－エミッタ接合を含む並列接続に対して接続されたコンデンサＣ４を含んでもよい。上述
のように、バックアップタイマ回路２１８は、所定の期間が経過した際に、スイッチング
回路２０４を閉路状態から開路状態にスイッチングするように構成されてもよい。図６に
示されている例示用の回路実装形態において、所定の期間は、コンデンサＣ４の静電容量
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とＲ６及びＴ１のベース－エミッタ接合との間のＲ１９及びＴＭ２の並列接続のインピー
ダンスによって設定される抵抗器－コンデンサ（Ｒｅｓｉｓｔｏｒ－Ｃａｐａｃｉｔｏｒ
：ＲＣ）時定数によって決定されうる。例示用の一構成において、トランジスタＴ１は、
ＮＺＴ７０５３　ＮＰＮ　Ｄａｒｌｉｎｇｔｏｎ　ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒであってもよい
が、その他のタイプのトランジスタが使用されてもよい。較正のために調節可能なインピ
ーダンスを提供するべく、固定された抵抗値を有する抵抗器ではなく、可変抵抗器ＴＭ２
が使用されてもよい。トランジスタＴ１のコレクタは、接続２１３を介して第２スイッチ
３０４（図３）の電磁装置３１５に結合されてもよい。
【００６１】
　バックアップタイマ回路２１８の例示用の回路実装形態は、トランジスタＴ１のベース
及び接地に結合されたコンデンサＣ８を更に含んでもよい。コンデンサＣ８は、バックア
ップタイマ回路２１８Ａ内において生成されるノイズを低減するべく、含まれてもよい。
又、バックアップタイマ回路２１８Ａは、コンデンサＣ４、抵抗器Ｒ１９、及び抵抗器Ｒ
６を接続するノードに接続されたショットキーダイオードなどのダイオードＤ４を含んで
もよい。ダイオードＤ４は、電源回路２２０に電力供給されず、従って、正の電源信号＋
Ｖ１がバックアップタイマ回路２１８Ａに伝送されていない際などに、コンデンサＣ４用
の放電経路として機能しうる。放電として機能するダイオードＤ２を提供することにより
、バックアップタイマ回路２１８Ａが起動の間において迅速にリセットできるようにして
もよい。
【００６２】
　動作において、電源回路２２０に電力供給されず、従って、正の電源信号＋Ｖ１がバッ
クアップタイマ回路２１８に供給されていない際には、コンデンサＣ４に跨ってゼロボル
トが存在することになり、その理由は、コンデンサＣ４内に保存されているすべての電荷
がダイオードＤ４を通じて接地に放電しうるからである。電源回路２２０に電力供給され
た際に、正の電源信号＋Ｖ１がコンデンサＣ４の一端に送られ、これにより、電圧がコン
デンサＣ４に供給される。この時点では、コンデンサＣ４の他端（即ち、ノードＸＴＯに
おけるもの）も、正電源信号＋Ｖ１によって供給された電圧を有しており、その理由は、
コンデンサＣ４がその電圧を瞬間的に変化させることができないからである（即ち、コン
デンサＣ４は、その電圧を変化させるには、充電されなければならないからである）。正
の電源信号＋Ｖ１によって供給される電圧は、トランジスタＴ１を「オン」にスイッチン
グすることができ、この結果、電磁装置３１５（図３）を通じた電流を誘発すると共に第
２スイッチ３０４を閉路状態にスイッチングすることができる。
【００６３】
　電源回路２２０が、当初、正の電源信号＋Ｖ１をバックアップタイマ回路２１８Ａに供
給した後に、ノードＸＴＯにおける電圧は、ＲＣ時定数によって決定される指数関数的レ
ートなどのレートにおいて正の電源信号＋Ｖ１の電圧から減衰しうる。ノードＸＴＯにお
ける電圧は、トランジスタＴ１を「オフ」にスイッチングするレベルまで減衰しうる。ト
ランジスタＴ１が「オフ」である際には、電流は、もはや、電磁装置３１５を通じて誘発
されず、且つ、第２スイッチ３０４は、開路状態にスイッチングする。
【００６４】
　ＲＦ生成器１０４の通常動作の際には、医師又はＲＦ生成器の操作者は、自身の足を足
ペダルから取り除くなどにより、ＲＦ生成器１０４からのＲＦ信号の出力を中止すること
になる。上述のように、ＲＦ生成器１０４からのＲＦ信号は、電源回路に電力供給すると
共に制御ユニット１０２のその他のコンポーネントに供給される電源信号を生成するべく
、使用される。従って、ＲＦ信号の出力が中止された際には、正の電源信号＋Ｖ１は、も
はや、バックアップタイマ回路２１８Ａに対して供給されない。この時点で、コンデンサ
Ｃ４内に保存されているすべての残存又は残留する電荷は、ダイオードＤ４を通じて放電
し、これにより、コンデンサＣ４に跨るゼロの電圧降下を得ることができる。この結果、
バックアップタイマ回路２１８Ａは、電源回路２２０から正の電源信号＋Ｖ１を受け取る
ための準備が完了した状態となることができ、この状態で、バックアップタイマ動作を反
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復してもよい。表２は、図６に示されているバックアップタイマ回路２１８Ａの回路実装
形態の回路コンポーネントの例示用のコンポーネント値を提供している。
【００６５】
【表２】

 
【００６６】
　一代替実装形態において、バックアップタイマ回路２１８は、図６に示されているバッ
クアップタイマ回路２１８Ａの代わりに、図６Ｂに示されているコントローラ２１８Ｂを
含んでもよいと共に／又はこれを使用して実装されてもよい。コントローラ２１８Ｂは、
バックアップタイマ回路２１８の機能を実行するように構成されたプロセッサ６５０を含
んでもよい。又、コントローラ２１８Ｂは、メモリ６５２を含んでもよく、メモリ６５２
は、バックアップタイマ回路２１８の機能を実行するためにプロセッサ６５０が使用する
情報を保存するように構成されてもよい。例えば、メモリ６５２は、バックアップタイマ
回路２１８の機能を実行するためにプロセッサ６５０が実行しうるコンピュータ実行可能
命令を保存してもよい。これに加えて、又はこの代わりに、メモリ６５２は、閾値又は基
準カウント値を保存してもよく、プロセッサ６５０は、この閾値又は基準カウント値にア
クセスすると共に／又はこれを使用し、バックアップ期間が経過又は満了したかどうかを
判定してもよい。
【００６７】
　比較器回路４０６とバックアップタイマ回路２１８の両方がコントローラを含むと共に
／又はこれを使用して実装されている構成の場合には、これらのコントローラは、同一の
コンポーネントであってもよく、或いは、別個の異なるコンポーネントであってもよい。
比較器回路４０６及びバックアップタイマ回路２１８の様々な構成又は構成の組合せが可
能である。
【００６８】
　図７は、電源回路２２０の例示用の回路実装形態を示している。電源回路２２０は、１
つ又は複数の正の電源（例えば、ＤＣ電源）信号及び／又は１つ又は複数の負の電源（例
えば、ＤＣ電源）信号を生成及び出力するように構成されてもよい。
【００６９】
　電源回路２２０は、接続２２１及び第１及び第２部分７０２、７０４に結合されたコン
デンサＣ１２、Ｃ１８、及びＣ２３を含んでもよい。コンデンサＣ１２、Ｃ１８、Ｃ２３
は、接続２２１を介して端子Ｘ１から受け取ったＲＦ信号の電圧をステップダウンするよ
うに構成されてもよい。代替構成においては、抵抗器などのコンデンサ以外のコンポーネ
ントが使用されてもよい。ダイオードＤ５、Ｄ７は、ＲＦ（即ち、ＡＣ）信号を整流済み
のＡＣ信号に変換するべく、半波整流などの整流を提供してもよい。
【００７０】
　電源回路２２０は、抵抗器Ｒ１６、ツェナーダイオードＺＤ２、及びインダクタＬ２の
間のノードにおいて生成された電圧が電圧調整器Ｕ５を損傷することを防止するべく、全
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般的に正確ではない電圧調整器（ｇｅｎｅｒａｌｌｙ　ｉｍｐｒｅｃｉｓｅ　ｖｏｌｔａ
ｇｅ　ｒｅｇｕｌａｔｏｒ）として機能するための抵抗器Ｒ１６及びツェナーダイオード
ＺＤ２を含んでもよい。インダクタＬ２及びコンデンサＣ２０、Ｃ２１によって形成され
たπネットワークは、信号が電圧調整器Ｕ５によって受け取られる前に、ノイズを低減し
うる。例示用の電圧調整器Ｕ５は、Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　７
９Ｌ０５　ｖｏｌｔａｇｅ　ｒｅｇｕｌａｔｏｒであってもよい。コンデンサＣ２２及び
Ｃ２９は、更なるノイズフィルタリングを提供してもよい。
【００７１】
　ツェナーダイオードＺＤ１は、ステップダウンコンデンサＣ１２、Ｃ１８、Ｃ２３との
関連において、ノード７１０において生成される電圧用の全般的に正確ではない電圧調整
器として機能してもよい。抵抗器Ｒ１２は、電圧を更にスケールダウンして調整器Ｕ４が
損傷されることを防止するべく、ノード７１０に結合されてもよい。インダクタＬ１及び
コンデンサＣ１４及びＣ１５によって形成されたπネットワークは、信号が電圧調整器Ｕ
４によって受け取られる前に、ノイズを低減しうる。電圧調整器Ｕ４は、実質的に調節済
みの第２正電源＋Ｖ１をノード７１２において出力するように構成されてもよい。調整器
Ｕ４の出力は、電源回路２２０に電力供給されなくなった後に、抵抗器Ｒ５を通じて放電
しうる。コンデンサＣ１３、Ｃ１９、Ｃ１６、Ｃ２６、Ｃ２７、及びＣ２８は、ノイズを
更に低減するべく、電源回路２２０に含まれてもよい。
【００７２】
　表３は、図７に示されている電源回路２２０の回路実装形態の回路コンポーネントの例
示用のコンポーネント値を提供している。
【００７３】
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【表３】

 
【００７４】
　図８は、出力経路２０５に結合された通知回路２１２の例示用の回路実装形態を示して
いる。通知回路２１２は、ＲＦエネルギーが出力２０６に供給されている際に光信号を出
力するか又は「オン」状態となる発光ダイオードＬＥＤ１を含んでもよい。ＬＥＤ１に供
給される電流の量を制御する抵抗器Ｒ２は、約７５０Ωの抵抗値を有してもよい。更には
、通知回路２１２は、ＬＥＤ１と逆並列状態において接続されたダイオードＤ１を含んで
もよい。
【００７５】
　通知回路２１２は、ＲＦエネルギーの印加を中止するべき際を操作者に対して識別して
もよい。例えば、操作者は、ＬＥＤが「オン」状態から「オフ」状態にスイッチングした
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際に、足ペダル又はその他のＲＦアクチュエータ上の付勢を除去してもよい。
【００７６】
　図９は、患者内部の治療部位において位置決めされた医療装置に対するＲＦエネルギー
の伝送を制御するべくＲＦ生成器に結合された制御ユニットを動作させる例示用の方法９
００のフローチャートを示している。ブロック９０２において、１つ又は複数のリレーな
どの制御ユニットのスイッチング回路が閉路状態において配置又は構成されてもよい。ブ
ロック９０４において、スイッチング回路は、ＲＦエネルギーを受け取ってもよく、且つ
、閉路状態において、ＲＦエネルギーを制御ユニットの出力に出力してもよい。ブロック
９０６において、スイッチング回路によって出力されたＲＦエネルギーの一部分が制御ユ
ニットのエネルギー計測回路によって受け取られてもよい。ＲＦエネルギーの一部分は、
医療装置に供給される電圧及び電流を示す、表す、及び／又はこれに比例したエネルギー
として受け取られてもよい。
【００７７】
　ブロック９０８において、エネルギー計測回路は、制御ユニットによって出力されると
共に医療装置に供給されるエネルギーの合計量などのＲＦエネルギーの量を判定してもよ
い。ブロック９１０において、エネルギー計測回路は、ＲＦエネルギーが閾値レベルに到
達しているかどうかを判定してもよく、閾値レベルは、超過した（又は、実質的に超過し
た）際に、患者に危害をもたらしうる既定の又は選択されたレベルであってもよい。エネ
ルギー計測回路がＲＦエネルギーが閾値レベルに到達していないと判定した場合には、方
法は、ブロック９０４に戻り、ここで、スイッチング回路は、ＲＦ生成器からのＲＦエネ
ルギーの受け取りと、ＲＦエネルギーの制御ユニットの出力への伝送と、を継続してもよ
い。或いは、この代わりに、エネルギー計測回路がＲＦエネルギーが閾値レベルに到達し
ていると判定した場合には、方法は、ブロック９１２に進んでもよく、ここで、エネルギ
ー計測回路は、スイッチング回路内のリレーの電磁装置を通じて電流を誘発するなどによ
り、スイッチング回路を閉路状態から開路状態にスイッチングさせてもよい。
【００７８】
　図１０は、患者内部の治療部位において位置決めされた医療装置に対するＲＦエネルギ
ーの伝送を制御するべくＲＦ生成器に結合された制御ユニットを動作させる例示用の代替
方法１０００のフローチャートを示している。ブロック１００２において、制御ユニット
のスイッチング回路の第１スイッチが閉路状態において構成されてもよく、且つ、第１ス
イッチと直列に接続されたスイッチング回路の第２スイッチが開路状態において構成され
てもよい。ブロック１００４において、制御ユニットの入力は、ＲＦ生成器からＲＦエネ
ルギーを受け取ってもよい。ブロック１００６において、入力によって受け取られたＲＦ
エネルギーの一部分が制御ユニットの電源回路に供給されてもよく、電源回路はこれを使
用し、１つ又は複数の電源エネルギーを生成してもよい。
【００７９】
　ブロック１００８において、制御ユニットのバックアップタイマ回路は、電源信号を電
源回路から受け取ってもよく、且つ、受け取った際に、スイッチング回路内の第２スイッ
チを開路状態から閉路状態にスイッチングさせてもよい。ブロック１０１０において、バ
ックアップタイマ内のＲＣ時定数によって決定される所定の期間が開始されてもよい。ブ
ロック１０１２において、バックアップタイマ回路は、所定の期間が満了したかどうかを
判定してもよい。所定の期間が満了している場合には、ブロック１０１４において、バッ
クアップタイマは、第２スイッチを開路状態にスイッチングさせてもよく、この結果、Ｒ
Ｆ生成器から出力されるＲＦエネルギーが制御ユニットによって出力されることを防止し
うる。或いは、この代わりに、タイマ期間が満了していない場合には、方法は、ブロック
１０１６に進んでもよい。
【００８０】
　ブロック１０１６において、電源回路に伝送されないＲＦエネルギーの残りの部分は、
スイッチング回路に伝送されてもよく、その理由は、第１スイッチ及び第２スイッチの両
方が、いまや、閉路状態において構成されうるからである。又、ブロック１０１６におい
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て、スイッチング回路は、受け取ったＲＦエネルギーを出力経路に沿って制御ユニットの
出力に出力してもよい。ブロック１０１８において、通知回路は、スイッチング回路によ
って出力されたＲＦエネルギーの一部分を受け取ってもよく、且つ、これに応答して、Ｒ
Ｆエネルギーが制御ユニットによって出力されると共に医療装置に対して供給されている
ことを操作者に通知する光出力などの通知を出力してもよい。ブロック１０２０において
、通知回路に伝送されなかったＲＦエネルギーの一部分は、ステップダウン回路に伝送さ
れてもよく、且つ、残りの部分は、制御ユニットの出力に伝送されてもよく、ここで、こ
の残りの部分は、治療部位において医療装置に供給されてもよい。
【００８１】
　ブロック１０２２において、ステップダウン回路に伝送された部分は、医療装置に供給
されるＲＦエネルギーに比例した信号に変換されてもよい。ブロック１０２４において、
エネルギー計測回路は、ステップダウン回路から信号を受け取ってもよく、且つ、受け取
った信号から、制御ユニットによって出力されると共に医療装置に供給されるエネルギー
の合計量などのＲＦエネルギーの量を判定してもよい。ブロック１０２６において、エネ
ルギー計測回路は、ＲＦエネルギーが閾値レベルに到達しているかどうかを判定してもよ
い。エネルギー計測回路がＲＦエネルギーが閾値レベルに到達していないと判定した場合
には、方法は、ブロック１０１２に戻ってもよく、ここで、スイッチング回路は、所定の
期間が満了しているかどうかを判定してもよい。
【００８２】
　或いは、この代わりに、エネルギー計測回路がＲＦエネルギーが閾値レベルに到達して
いると判定した場合には、方法は、ブロック１０２８に進んでもよく、ここで、エネルギ
ー計測回路は、第１スイッチ内のリレーの電磁装置を通じて電流を誘発するなどにより、
スイッチング回路の第１スイッチを閉路状態から開路状態にスイッチングさせてもよく、
この結果、ＲＦエネルギーが制御ユニットによって医療装置に出力されることを防止しう
る。
【００８３】
　図１１は、患者内部の治療部位において位置決めされた医療装置に対するＲＦエネルギ
ーの伝送を制御するべくＲＦ生成器に結合された制御ユニットを動作させる例示用の代替
方法１１００のフローチャートを示している。ブロック１１０２において、スイッチング
回路が閉路状態において構成されてもよい。ブロック１１０４において、スイッチング回
路は、閉路状態において、ＲＦエネルギーを受け取ってもよく、且つ、受け取ったＲＦエ
ネルギーを制御ユニットの出力に伝送してもよい。ブロック１１０６において、スイッチ
ング回路から出力されるＲＦエネルギーの一部分は、医療装置に供給される電圧及び電流
を示す信号としてエネルギー計測回路に伝送されてもよい。
【００８４】
　ブロック１１０８において、エネルギー計測回路の乗算器は、電圧を通知する信号を電
流を通知する信号と乗算してもよく、且つ、医療装置に供給される瞬時電力を示す信号を
生成してもよい。ブロック１１１０において、エネルギー計測回路の積分器は、瞬時電力
を示す信号を積分してもよく、且つ、医療装置に供給される合計エネルギーを示す信号生
成してもよい。ブロック１１１２において、エネルギー計測回路の比較器は、合計エネル
ギーを示す信号を基準値と比較してもよい。ブロック１１１４において、比較器は、合計
エネルギーを示す信号が基準値を超過しているかどうかを判定してもよい。基準レベルを
超過していない場合には、方法は、ブロック１１０４に戻ってもよい。或いは、この代わ
りに、基準レベルを超過していない場合には、ブロック１１１６において、比較器は、ス
イッチング回路を閉路状態から開路状態にスイッチングさせ、これにより、ＲＦエネルギ
ーが制御ユニットから医療装置に出力されることを防止する信号を出力してもよい。
【００８５】
　図１２は、医療手技の際に患者内部の治療部位において位置決めされた医療装置に対す
るＲＦエネルギーの伝送を制御するべくＲＦ生成器との関連において制御ユニットを動作
させる例示用の代替方法１２００のフローチャートを示している。ブロック１２０２にお
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いて、制御ユニットの入力がＲＦ生成器の出力に結合されてもよい。ブロック１２０４に
おいて、制御ユニットは、閉路状態において構成されてもよい。ブロック１２０６におい
て、ＲＦ生成器は、起動されてもよく、且つ、制御ユニットは、ＲＦエネルギーをＲＦ生
成器から受け取ってもよく、且つ、ＲＦエネルギーを治療部位において医療装置に出力し
てもよい。ブロック１２０８において、制御ユニットは、医療装置に供給されているＲＦ
エネルギーを計測してもよい。ブロック１２１０において、制御ユニットは、制御ユニッ
トが医療装置に供給されているＲＦエネルギーが閾値レベルに到達していることを検出し
た際に、閉路状態から開路状態にスイッチングしてもよい。ブロック１２１２において、
更に多くのＲＦエネルギーの治療部位への供給が必要とされている場合には、方法は、ブ
ロック１２０４に戻ってもよく、ここで、制御ユニットは、閉路状態において構成されて
もよい。或いは、この代わりに、更なるＲＦエネルギーを治療部位に供給する必要がない
場合には、方法は、ブロック１２１４に進んでもよく、ここで、医療手技は、終了しても
よく、且つ、制御ユニットは、ＲＦ生成器から取り外されてもよい。
【００８６】
　図１３は、例示用の制御ユニット１０２の代わりに、例示用の医療システム１００と共
に使用されうる別の例示用の制御ユニット１３００を示している。制御ユニット１３００
は、入力端子のペアＸ１、Ｘ２を有する入力１３０２と、スイッチング回路１３０４と、
整合回路１３０８と、遮断回路１３１０と、ステップダウン回路１３１６と、を含んでも
よく、これらのそれぞれは、上述の制御ユニット１０２における入力２０２、スイッチン
グ回路２０４、整合回路２０８、遮断回路２１０、及びステップダウン回路２１６と同一
又は類似の構成を有してもよい。
【００８７】
　制御ユニット１３００は、制御ユニット１３００の様々な機能を実行するべく様々なモ
ジュールを含むコントローラ１３６０を更に含んでもよい。具体的には、コントローラ１
３６０は、エネルギー計測モジュール１３１４と、バックアップタイマモジュール１３０
８と、通知制御モジュール１３１２と、カウンタモジュール１３６２と、エラー通知制御
モジュール１３６４と、出力制御モジュール１３６６と、出力電極スイッチング制御モジ
ュール１３６８と、エネルギー保存モジュール１３７０と、を含んでもよい。
【００８８】
　エネルギー計測モジュール１３１４は、医療装置１０６に供給されるエネルギーの量を
計測するステップと、ＲＦエネルギーの量が閾値レベルに到達したときを判定するステッ
プと、ＲＦエネルギーが医療装置１０６に伝送されてもよいかどうかを制御するべく、ス
イッチング回路２０４を開路及び閉路状態の間においてスイッチングさせるステップと、
を含む制御ユニット１０２のエネルギー計測回路２１４と同一又は類似の機能を実行する
ように構成されてもよい。エネルギー計測モジュール１３１４は、乗算器サブモジュール
１３７２と、積分器サブモジュール１３７４と、比較器サブモジュール１３７６と、を含
んでもよい。乗算器、積分器、比較器サブモジュール１３７２、１３７４、及び１３７６
は、図５及び／又は図５Ａを参照して図示及び記述した乗算器回路４０２、積分器回路４
０４、及び比較器回路４０６と同一の機能を実行し、同一の方式によって動作し、且つ／
又は、これらの構成のいずれかを有するように構成されてもよい。
【００８９】
　更には、バックアップタイマモジュール１３０８は、バックアップタイマ回路２１８と
同一又は類似の機能を実行するように構成されてもよく、且つ、図６及び／又は図６Ａを
参照して図示及び記述したバックアップタイマ回路２１８Ａ又は２１８Ｂと同一又は類似
の方式によって実装されてもよい。
【００９０】
　又、制御ユニット１３００は、接続１３１５を介したスイッチング回路１３０４、接続
１３４６を介したコントローラ１３６０、及び接続１３４８を介した出力モジュール１３
８０を含む制御ユニット１３００の様々なコンポーネントに電力供給するように構成され
た電源回路１３２０を含んでもよい。更には、制御ユニット１０２の電源回路２２０と同
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様に、ＲＦ生成器１０４から受け取ったＲＦエネルギーの一部分は、接続１３２１を介し
て電源回路１３２０に伝送されてもよく、電源回路１３２０は、これを使用し、制御ユニ
ット１３０の様々なコンポーネントに電力供給してもよい。
【００９１】
　図１７は、電源回路１３２０の例示用の回路実装形態を示している。電源回路１３２０
は、１つ又は複数の正の電源（例えば、ＤＣ電源）信号及び／又は１つ又は複数の負の電
源（例えば、ＤＣ電源）信号を生成及び出力するように構成されてもよい。電源回路１３
２０の例示用の回路実装形態は、電源回路１３２０は、接続１３４６を介してコントロー
ラ１３６０に電力供給するように使用されうる第３（付加的）正電源＋Ｖ３を生成するよ
うに構成されてもよいという点を除いて、図７を参照して図示及び記述した電源回路２２
０の例示用の回路実装形態に類似したものであってもよい。第３正電源＋Ｖ３を生成する
ために、図７に示されている電源回路２２０の抵抗器Ｒ５及びコンデンサＣ２６～Ｃ２９
を含む回路要素は、図１７に示されているように、コンデンサＣ３２及びＣ３３及び電圧
調整器Ｕ６によって置換されてもよい。電圧調整器Ｕ６は、ノード１７０２において第３
正電源＋Ｖ３を出力するように構成されてもよく、ノード１７０２は、コントローラ１３
６０に電力供給するべく、接続１３４６に接続されてもよい。第３正電源＋Ｖ３の例示用
の電圧は、３．３ボルトであってもよいが、その他の電圧が使用されてもよい。又、いく
つかの例示用の構成においては、適宜、その他の電源＋Ｖ１、＋Ｖ２、及び－Ｖ１がコン
トローラ１３６０の１つ又は複数の回路コンポーネント及び／又はモジュールに印加され
てもよい。コンデンサＣ３２の例示用の静電容量は、０．１μＦであってもよく、且つ、
コンデンサＣ３３の例示用の静電容量は、１μＦであってよいが、その他の静電容量値が
使用されてもよい。
【００９２】
　又、図１３を再度参照すれば、制御ユニット１３００は、出力１３３０を含んでもよく
、出力１３３０は、Ｎ個の出力端子Ｙ１～ＹＮを含んでもよく、この場合に、Ｎは、３以
上である。Ｎ個の出力端子Ｙ１～ＹＮは、医療装置１０６のＮ個の電極にＲＦエネルギー
を供給するように構成されてもよい。又、制御ユニット１３００は、選択回路１３３２を
含んでもよく、選択回路１３３２は、任意の時点において、出力経路１３０５からＮ個の
出力端子Ｙ１～ＹＮのうちのその他のものを選択的に隔離した状態で、Ｎ個の出力端子Ｙ
１～ＹＮのうちの２つを出力経路１３０５に選択的に又はスイッチング方式で結合するよ
うに構成されてもよい。入力１３０５に結合された２つの出力端子Ｙ１～ＹＮは、スイッ
チング回路１３０４が閉路されている場合に、ＲＦエネルギーを医療装置１０６の個々の
電極に供給するように構成されてもよい。更には、出力経路１３０５に結合される２つの
出力端子Ｙ１～ＹＮは、ステップダウン回路１３１６の抵抗ネットワークを介して結合さ
れてもよく、これは、図２及び図４に示されている出力２０６の端子Ｘ３、Ｘ４の構成と
同一又は類似のものであってもよい。結合された２つの出力端子Ｙ１～ＹＮは、医療装置
１０６に供給されている電圧及び電流に比例したスケールダウンされた信号をエネルギー
計測モジュール１３１４に供給してもよい。入力１３０２に結合されていないと共に／又
はこれから隔離されたその他の出力端子Ｙ１～ＹＮは、ＲＦエネルギーを医療装置１０６
の個々の電極に供給することができない。
【００９３】
　例示用のいくつかの構成においては、１つ又は複数のスイッチを含みうる選択回路１３
３２は、Ｎ個の出力端子Ｙ１～ＹＮのうちの任意の２つを出力経路１３０５に選択的に結
合するように構成されてもよい。例示用の代替構成の場合には、出力端子のうちの１つ（
例えば、図１３に示されている出力端子Ｙ１）は、破線１３３４によって示されているよ
うに、出力経路１３０５に対して常に又は固定状態において結合された共通出力端子であ
ってもよく、Ｎ個の出力端子Ｙ１～ＹＮのうちのその他の出力端子は、選択回路１３３２
を介して出力経路１３０５に選択的に結合されてもよい。選択回路１３３２は、異なる状
態又は構成において構成されることにより、Ｎ個の出力端子Ｙ１～ＹＮを選択的に結合す
るように構成されてもよい。例えば、１つの状態において、選択回路１３３２は、出力端
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子Ｙ１～ＹＮの第１ペアを出力経路１３０５に結合してもよく、且つ、異なる状態におい
ては、選択回路１３３２は、出力端子Ｙ１～ＹＮの第２の異なるペアを出力経路１３０５
に結合してもよい。出力端子Ｙ１～ＹＮの２つのペアは、出力端子Ｙ１～ＹＮのうちの少
なくとも１つが２つのペアの間において共通していない際には、互いに異なるものであっ
てもよい。
【００９４】
　例示用の一構成において、Ｎは、制御ユニット１３０２の３つの出力端子Ｙ１、Ｙ２、
及びＹ３が存在するように、３であってもよい。出力端子のうちの１つ－例えば、出力端
子Ｙ１－は、出力経路１３０５に固定的に結合されてもよく、その他の出力端子Ｙ２及び
Ｙ３は、選択回路１３３２を介して出力経路１３０５に選択的に結合されてもよい。選択
回路１３３２は、２つの異なる状態のうちの１つにおいて構成されてもよい。第１の状態
において、選択回路１３３２は、ＲＦエネルギーが制御ユニット１３００を通じて医療装
置１０６に供給される際に、出力端子Ｙ３がＲＦエネルギーを医療装置１０６に供給して
いない状態において、ＲＦエネルギーが出力端子Ｙ１及びＹ２を通じて供給されるように
、出力端子Ｙ２を出力経路１３０５に電気的に結合してもよい。第２状態においては、選
択回路１３３２は、ＲＦエネルギーが制御ユニット１３００を通じて医療装置１０６に供
給される際に、出力端子Ｙ２が医療装置１０６にＲＦエネルギーを供給していない状態に
おいて、ＲＦエネルギーが出力端子Ｙ１及びＹ３を通じて供給されるように、出力端子Ｙ
３を出力経路１３０５に電気的に結合してもよい。
【００９５】
　選択回路１３３２が出力経路１３０５とＮ個の出力端子Ｙ１～ＹＮの間における選択的
結合を実行する選択的結合並びに／或いは状態又は構成は、コントローラ１３６０の出力
電極スイッチング制御モジュール１３６８によって制御されてもよい。電極スイッチング
制御モジュール１３６８は、選択回路１３３２を望ましい状態又は構成において構成する
べく、接続１３３６を介してスイッチング信号などの制御信号を選択回路１３３２に出力
するように構成されてもよい。
【００９６】
　いくつかの例において、選択回路１３３２の望ましい状態は、治療部位において組織の
エリアの関連する部分に対して電気外科手技を実行するべく、電極の異なるペアが交互に
変化する方式で起動されるか又はＲＦエネルギーが供給されうる既定の治療サイクル又は
方式によって左右されうる。３つ以上の電極のうちの異なるペアが治療サイクル又は方式
に従って代替的に起動されうる例示用の一つの状況は、電気外科手技による治療を経験す
るための組織の合計エリアとの関係においてＲＦ生成器１０４によって生成される少ない
量の出力パワーが存在しているというものであってもよい。例えば、ＲＦ生成器１０４に
よって生成される出力パワーは、２つの電極を使用することにより、ＲＦエネルギーの単
一の供給又はパルスのみを使用して組織の合計エリアを除去するには、不十分なものであ
ってもよい。電気外科手技に使用されるＲＦ生成器１０４の出力パワーを増大させること
ができない場合には、治療を経験する（例えば、切除される）組織のエリアを減少させて
もよい。これを実行する１つの方法は、治療を経験する組織のエリアを複数の部分に分割
するというものであってもよい。複数の部分上において電極のペアを位置決め及び再位置
決めするのではなく、組織の異なる部分と接触するように、電極の異なるペアを治療部位
において位置決めしてもよい。次いで、組織の異なる部分を治療するべく、電極の異なる
ペアを交互に変化する方式で起動してもよい。治療サイクル又は方式は、電極の異なるペ
アが代替的に起動されうる方法を識別又は判定してもよい。治療サイクル又は方式は、組
織の部分のすべてを治療するべく、電極の異なるペアのすべてが交互に変化する方式で起
動されると共に／又は、比較器サブモジュール１３７６及び／又は出力電極スイッチング
制御モジュール１３６８によって判定されるＲＦエネルギーの閾値量が電極の異なるペア
のすべてに対して供給された際に、完了したものと見なされうる。換言すれば、治療サイ
クル又は方式は、組織エリアの異なる部分のすべてが治療された際に、完了状態となりう
る。
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【００９７】
　一例として、３つの電極（即ち、Ｎ＝３）は、切除対象の組織のエリアの２つの異なる
部分を除去するべく、電極の２つの異なるペアとして構成されてもよい。図１４は、第１
電極１４０２、第２電極１４０４、及び第３電極１４０６という３つの電極を含む例示用
の電極組立体１４００を示している。第２電極１４０４は、第１及び第３電極１４０２、
１４０６にとって共通したものであってもよい。電極組立体１４００の構成においては、
第２電極１４０４は、第２の共通電極１４０４が切除対象の組織のエリア全体にわたって
延在するように、第１電極１４０２及び第３電極１４０６のそれぞれと鉗合（ｉｎｔｅｒ
ｄｉｇｉｔａｔｅ）されてもよく、第１電極１４０２は、その鉗合が組織エリアの第１部
分上において延在するべく構成されるように、第２電極１４０４の一部分と鉗合され、且
つ、第３電極１４０６は、その鉗合が組織エリアの第２部分上において延在するように、
第２電極１４０４の一部分と鉗合されている。電極組立体１４００と関連する治療サイク
ル又は方式の第１部分において、ＲＦエネルギーは、組織エリアの第１部分を切除するべ
く、第１及び第２電極１４０２、１４０４に供給されてもよい。治療サイクル又は方式の
第２部分においては、ＲＦエネルギーは、組織エリアの第２部分を切除するべく、第２及
び第３電極１４０４、１４０６に供給されてもよい。類似の構成又は実装形態は、３つを
上回るＮ個の電極を有する代替電極組立体に対して適用されてもよい。
【００９８】
　再度図１３を参照すれば、制御ユニット１３００の動作の際に、スイッチング回路１３
０４は、ＲＦエネルギーを医療装置１０６（例えば、電極組立体１４００）に供給するべ
く閉路されてもよい。ＲＦエネルギーが供給される前に、出力電極スイッチング制御モジ
ュール１３６８は、接続１３３６を介して制御信号を選択回路１３３２に出力するように
構成されてもよく、この結果、出力端子の第１ペアＹ１～ＹＮを出力経路１３０５に電気
的に結合する第１状態において選択回路１３３２が構成されうる。次いで、ＲＦエネルギ
ーは、治療サイクル又は方式の第１部分において組織エリアの第１部分を治療するべく出
力経路１３０５に結合された出力端子のペアＹ１～ＹＮに対応した電極のペアに供給され
てもよい。エネルギー計測モジュール１３１４は、接続１３３８を介してステップダウン
回路１３１６から医療装置１０６に供給されるＲＦエネルギーを計測するように構成され
てもよい。比較器サブモジュール１３７６は、供給されているＲＦエネルギーを閾値レベ
ルと比較するように構成されてもよい。供給されるＲＦエネルギーが閾値レベルに到達し
た際に、比較器サブモジュール１３７６は、スイッチング回路１３０４を開路するべく、
接続１３４０を介して制御信号をスイッチング回路１３０４に出力するように構成されて
もよい。
【００９９】
　供給されるＲＦエネルギーが閾値レベルに到達し、且つ、スイッチング回路１３０４が
開路された後に、出力電極スイッチング制御モジュール１３６８は、接続１３３６を介し
て選択回路１３３２に別の制御信号を出力するように構成されてもよく、この結果、出力
端子の第２のペアＹ１～ＹＮを出力経路１３０５に電気的に結合する第２状態において選
択回路１３３２が構成されうる。スイッチング回路１３０４は、再度閉路されてもよく、
且つ、次いで、ＲＦエネルギーは、治療サイクル又は方式の第２の部分において組織エリ
アの第２部分を治療するべく、出力経路１３０５に結合された出力端子の第２のペアＹ１
～ＹＮに対応した電極の異なるペアに供給されてもよい。供給されるエネルギーが閾値レ
ベルに到達した際に、比較器サブモジュール１３７６は、スイッチング回路１３０４を再
度開路するべく、接続１３４０を介して制御信号を出力するように構成されてもよい。上
述の動作は、電極の異なるペアのすべてが、既定の切除サイクル又は方式に従って組織エ
リアの異なる部分を治療するべく、起動が完了する時点まで、反復されてもよい。
【０１００】
　コントローラ１３６０は、治療サイクル又は方式の最中において実行される電気外科手
技において医療装置に供給されるＲＦエネルギーのパルスの供給の間において積分器サブ
モジュール１３７４内に保存されている電荷を放電するように構成された積分器放電モジ
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ュール１３７８を更に含んでもよい。図５を参照して上述した積分器回路４０４の構成を
有しうる積分器サブモジュール１３７４は、電源回路１３２０が、もはや電力を供給して
いない際に、コンデンサＣ１１に跨って保存された電荷が放電するための放電経路を提供
するダイオードＤ３を含んでもよい。逆に、電源回路１３２０が電力を供給している際に
は、ダイオードＤ３は、コンデンサＣ１１に跨って保存された電荷が放電するための放電
経路を提供することができない。制御ユニット１０２と同様に、制御ユニット１３００は
、電源１３２０が、入力１３０２及び接続１３２１を介してＲＦ生成器１０４から受け取
ったＲＦエネルギーの一部分に基づいて制御ユニット１３００の様々なコンポーネントに
電力供給するように構成されているという点において、自己電力供給型の装置又は機器で
あってもよい。上述のように、ＲＦ生成器１０４は、操作者が、足ペダルなどの入力装置
を起動するか又はこれと係合した際に、ＲＦ出力を生成してもよい。従って、積分器サブ
モジュール１３７４は、操作者がＲＦ生成器１０４の入力装置と係合している限り、ダイ
オードＤ３を通じてコンデンサＣ１１に跨って保存された電荷を放電することができない
。
【０１０１】
　治療サイクル又は方式などに応じて適切な量のＲＦエネルギーを電極の異なるペアのそ
れぞれに交互に変化する方式で供給するべく、積分器サブモジュール１３７４のコンデン
サＣ１１内に保存された電荷は、選択的に結合された電極のペアに対するＲＦエネルギー
のそれぞれの供給又はパルスの後に、放電されてもよい。コンデンサＣ１１を放電するた
めの１つの方法は、電荷がダイオードＤ３を通じて放電するように、ＲＦエネルギーのそ
れぞれのパルスの後に、操作者が入力装置との係合を解除するというものである。或いは
、この代わりに、積分器放電モジュール１３７８は、コンデンサＣ１１及び／又は積分器
サブモジュール１３７４の出力ＸＩＮＴとの通信状態にあってもよく、且つ、ＲＦエネル
ギーの入力装置が係合される１０４と共に電源回路１３２０が電力を供給している場合に
も、コンデンサＣ１１に跨って保存された電荷を選択的に放電するように構成されてもよ
い。
【０１０２】
　図１５は、出力ＸＩＮＴを介して積分器サブモジュール１３７４のコンデンサＣ１１に
結合された積分器放電モジュール１３７８の例示用の構成を示している。積分器放電モジ
ュールは、接地に接続された放電経路１５０１を含んでもよい。又、放電モジュール１３
７８は、放電経路１５０１を交互に変化する方式で又は選択的に出力ＸＩＮＴにおけるコ
ンデンサＣ１１に結合及び結合解除するスイッチ１５０２を含んでもよい。スイッチ１５
０２が閉路された際に、放電経路１５０１をコンデンサＣ１１に結合することができ、且
つ、コンデンサＣ１１内に保存された電荷を放電経路１５０１を通じて接地に放電するこ
とができる。或いは、この代わりに、スイッチ１５０２が開路された際には、放電経路１
５０１をコンデンサＣ１１から結合解除することができ、従って、コンデンサＣ１１内に
保存された電荷を放電経路１５０１を通じて放電することができず、即ち、コンデンサＣ
１１内に保存された電荷を放電経路１５０１を通じて放電することを防止することができ
る。
【０１０３】
　積分器放電モジュール１３７８は、スイッチ１５０２のスイッチングを制御するように
構成されたコントローラ１５０４を更に含んでもよい。コントローラ１５０４は、コント
ローラ１５０４の機能を実行するように構成されたプロセッサ１５５０を含んでもよい。
又、コントローラ１５０４は、その機能を実行するべくプロセッサ１５５０によってアク
セスされうると共に／又は実行されうるコンピュータ実行可能命令を保存しうるメモリ１
５５２を含んでもよい。
【０１０４】
　コントローラ１５０４は、スイッチング回路１３０４が開路されているのか又は閉路さ
れているのかに基づいてスイッチ１５０２を開路するのか又は閉路するのかを判定するよ
うに構成されてもよい。例えば、コントローラ１５０４は、供給されるＲＦエネルギーが
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閾値レベルに到達した際に、或いは、所定の期間が満了した際に、比較器サブモジュール
１３７６又はバックアップタイマモジュール１３０８によって伝送される制御信号に応答
し、スイッチ１５０２を閉路してもよい。いずれの場合にも、コントローラ１５０４は、
スイッチング回路１３０４が閉路され（又は、再閉路され）、且つ、ＲＦエネルギーの次
の供給又はパルスが制御ユニット１３００を通じて供給された際に、積分器サブモジュー
ル１３７４がリセットされると共に準備完了状態となるように、コンデンサＣ１１を放電
するべくスイッチ１５０２を閉路してもよい。
【０１０５】
　これに加えて、又はこの代わりに、スイッチ１５０２を開路するのか又は閉路するのか
についての判定は、治療サイクル又は方式と、切除手技が治療サイクル又は方式のうちの
どこに位置しているのかと、に基づいたものであってもよい。例えば、電極のペアが起動
され、且つ、組織エリアの一部分が治療された後に、コントローラ１５０４は、治療サイ
クル又は方式に従って、電極の別の又は次のペアが起動される必要があるかどうかを判定
してもよい。電極の別の又は次のペアが起動される必要がある場合には、治療サイクル又
は方式は、完了状態にはなく、従って、コントローラ１５０４は、コンデンサＣ１１を放
電するべくスイッチ１５０２を閉路するように構成されてもよい。或いは、この代わりに
、起動を要する電極の別の又は次のペアが存在していない場合には、治療サイクル又は方
式は、完了状態にあり、従って、コントローラ１５０４は、スイッチ１５０２を開路状態
において維持するように構成されてもよい。代替構成においては、スイッチ１５０２の制
御は、治療サイクル又は方式に基づいたものでなくてもよく、且つ、スイッチ１５０２は
、スイッチング回路１３０４が開路された後に、毎回、閉路されてもよい。いずれの場合
にも、積分器サブモジュール１３７４は、ＲＦ生成器１０４の入力装置が、操作者によっ
て係合された状態に維持されている場合にも、ＲＦエネルギーの次の供給又はパルスのた
めに、リセットされてもよい。
【０１０６】
　コントローラ１３６０は、切除手技などの電気外科手技が実行される回数をカウント及
び／又は追跡するように構成されうるカウンタモジュール１３６２を更に含んでもよい。
カウンタモジュール１３６２は、電気外科手技が実行される回数を様々な方法でカウント
してもよい。例えば、カウンタモジュール１３６２は、電気外科手技の実行をカウントし
てもよく、且つ／又は、ＲＦエネルギーの供給又はパルスが閾値レベルに到達し、且つ、
スイッチング回路１３０４が開路されるたびに、カウントを増大させてもよい。これに加
えて、又はこの代わりに、カウンタモジュール１３６２は、電気外科手技の実行をカウン
トしてもよく、或いは、治療サイクル又は方式が完了するたびに、カウントを増大させて
もよい。例えば、治療サイクルが、電極の第１ペアと、次いで、電極の第２ペアと、を交
互に変化する方式で起動するステップを含む場合には、カウンタモジュール１３６２は、
ＲＦエネルギーの電極の第１及び第２のペアの両方への供給が完了する時点まで、実行さ
れたものとして電気外科手技をカウントしなくてもよく、且つ、カウントを増大しなくて
もよい。
【０１０７】
　コントローラ１３６０は、電気外科手技の実行における可能なエラー又は誤動作が発生
した際を検出又は判定するように構成されたエラー検出モジュール１３６４を更に含んで
もよい。例えば、バックアップタイマモジュール１３０８が所定の期間が満了したと判定
した場合には、エラー検出モジュール１３６４は、可能なエラーが発生したと判定しても
よい。これに加えて、又はこの代わりに、エラー検出モジュール１３６４は、供給される
ＲＦエネルギーが過剰に早期に閾値レベルに到達したことに応答して、可能なエラーを検
出又は判定してもよく、この状態は、ＲＦ生成器１０４におけるパワー設定が過大に設定
されていることを通知しうる。又、エラー検出モジュール１３６４は、エラー出力に含ま
れるエラー出力のタイプ及び／又はコンテンツを判定してもよい。例示用の出力のタイプ
は、ビジュアル出力及びオーディオ出力を含んでもよい。例示用のコンテンツは、例えば
、所定の期間が満了した、不適切な又は不十分な接触が実施された、或いは、組織が過剰
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に迅速に又は低速で治療された、などのエラーに関する情報を含んでもよい。その他の出
力のタイプ又は出力のコンテンツが可能でありうる。
【０１０８】
　コントローラ１３６０は、ＲＦエネルギーが出力経路１３０５を通じて供給又は伝達さ
れているかどうかを判定するように構成されうる通知制御モジュール１３１２を更に含ん
でもよい。通知制御モジュール１３１２は、ＲＦエネルギーが接続１３４２を介して出力
経路１３０５を通じて供給されているかどうかを検出してもよい。更に詳細に後述される
ように、出力モジュール１３８０は、ＲＦエネルギーが出力経路１３０５を通じて供給さ
れているどうかどうかの通知を出力するように構成されてもよい。通知制御モジュール１
３１２は、出力モジュール１３８０との組合せにおいて、制御モジュール１０２の通知回
路２１２を置換してもよく、且つ／又は、この代わりに使用されてもよい。
【０１０９】
　出力モジュール１３８０は、コントローラ１３６０によって実施された判定のうちの１
つ又は複数を通知する１つ又は複数の出力信号又はメッセージを生成及び／又は出力する
ように構成されてもよい。例えば、出力モジュール１３８０は、カウンタモジュール１３
６２によって判定される実行された電気外科手技の回数又はＲＦエネルギーが医療装置に
供給された回数のカウント、切除通知制御モジュール１３１２によって判定されるＲＦエ
ネルギーが出力経路１３０５を通じて供給されているのかどうかの通知、並びに、エラー
検出モジュール１３６４によって判定されるエラー通知を出力するように構成されてもよ
い。その他の出力信号又はメッセージが可能であってもよい。出力信号又はメッセージは
、ビジュアル信号、オーディオ信号、又はこれらの組合せであってもよい。出力モジュー
ル１３８０は、出力信号又はメッセージを生成及び／又は出力するべく、例えば、ディス
プレイ又はその他のビデオ出力装置、光出力装置（例えば、ＬＥＤ）、オーディオ出力装
置（例えば、スピーカ）などの１つ又は複数の出力装置を含んでもよい。コントローラ１
３６０の出力制御モジュール１３６６は、出力モジュール１３８０を制御すると共に／又
は出力信号を接続１３４４を介して出力モジュール１３８０に伝達するように構成されて
もよい。出力モジュール１３８０は、非限定的な例として、ディスプレイ、増幅器、ＬＥ
Ｄなどに電力供給するべく、接続１３４６を介して電源回路１３２０によって電力供給さ
れてもよい。
【０１１０】
　又、いくつかの例示用の構成において、コントローラ１３６０は、特に、電源回路１３
２０が電力を供給していない際に、コントローラ１３６０のモジュールのうちの１つ又は
複数及び／又は出力モジュール１３８０に電力供給するように構成されうるエネルギー保
存モジュール１３７０を使用してもよい。電源回路１３２０が起動されると共に電力を供
給している際に、供給されている電力の少なくとも一部分は、エネルギー保存モジュール
１３７０によってエネルギーとして保存されてもよい。ＲＦ生成器１０４が、もはやＲＦ
エネルギーを制御ユニット１３００に供給していない際などのように、電源回路が起動停
止された際には、エネルギー保存モジュール１３７０によって保存されているエネルギー
は、既定の期間にわたって、出力モジュール１３８０及び／又はコントローラ１３６０の
モジュールのうちのすべて又はいくつかに対して電力供給すると共に／又はこれを起動さ
れた状態に維持するべく、使用されてもよい。この結果、出力モジュール１３８０によっ
て出力される出力信号又はメッセージの出力モジュール１３８０による出力は、ＲＦ生成
器１０４の操作者が入力装置との係合を解除した（例えば、操作者の足が入力ペダルから
解放された）際などのように、ＲＦ生成器１０４が起動停止された後にも、既定の期間に
わたって継続してもよい。
【０１１１】
　エネルギー保存モジュール１３７０は、１つ又は複数のコンデンサ又はその他のタイプ
のエネルギー保存装置を含んでもよい。いくつかの例示用の構成の場合には、エネルギー
保存モジュール１３７０は、電源回路１３２０のノード１７０２に接続されてもよく、且
つ／又は、コンデンサＣ３３と並列状態にあってもよい。エネルギー保存モジュール１３
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７０の例示用の静電容量値は、約１ｍＦ～１Ｆの範囲であってもよいが、その他の静電容
量値が使用されてもよい。
【０１１２】
　コントローラ１３６０のモジュール及びサブモジュールは、ハードウェアにおいて又は
ハードウェアとソフトウェアの組合せにおいて実装されてもよい。更には、そうではない
旨が記述されていない限り、モジュール及びサブモジュールは、プロセッサ１３５０及び
／又はメモリ１３５２を使用することにより、実装されてもよい。例えば、コントローラ
１３６０のモジュールの機能は、プロセッサ１３５０によって実行されてもよい。これに
加えて、又はこの代わりに、モジュールは、メモリ１３５２内に保存されると共にプロセ
スによって実行可能である命令を表すデータを含んでもよい。これに加えて、又はこの代
わりに、モジュール及びサブモジュールは、１つ又は複数の実行可能モジュールを含んで
もよく、これらのモジュールの少なくともいくつかは、一時的ではないコンピュータ可読
ストレージ媒体内において実行可能命令として実施されてもよい。従って、そうではない
旨が記述されていない限り、モジュール及びサブモジュールは、プロセッサ１３５０、フ
ィールドプログラム可能なゲートアレイ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａ
ｔｅ　Ａｒｒａｙ：ＦＰＧＡ）、及び／又は様々な装置、コンポーネント、回路、ゲート
、回路基板、及びプロセッサ１３５０による実行のために実行可能であり、管理され、且
つ／又は制御されるこれらに類似したものによって実行可能な命令を含みうるコンピュー
タ可読ストレージ媒体などのプロセッサによって実行可能なハードウェアであると定義さ
れてもよい。
【０１１３】
　プロセッサ５５０、６５０、１３５０、及び１５５０は、それぞれ、汎用プロセッサ、
デジタル信号プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、アプリケーション固有
の集積回路、フィールドプログラム可能なゲートアレイ、アナログ回路、デジタル回路、
これらの組合せ、又はその他の既知の又はこれから開発されるプロセッサであってもよい
。プロセッサ５５０、６５０、１３５０、及び１５５０は、１つのものとして又は別個に
構成されてもよく、且つ、１つのものとして又は別個に、これらは、ネットワーク又は分
散処理と関連付けられたものなどの単一の装置、複数の装置、又は装置の組合せであって
もよい。マルチ処理、マルチタスキング、並列処理、リモート処理、又はこれらに類似し
たものなどの様々な処理方式のうちの任意のものが使用されてもよい。プロセッサ５５０
、６５０、１３５０、１５５０は、ソフトウェア、ハードウェア、集積回路、ファームウ
ェア、マイクロコード、又はこれらに類似したものの一部分として保存された命令に応答
してもよく、且つ／又は、これを実行するように構成されてもよい。
【０１１４】
　メモリ５５２、６５２、１３５２、１５５２は、一時的ではないコンピュータ可読スト
レージ媒体であってもよい。コンピュータ可読ストレージ媒体は、限定を伴うことなしに
、ランダムアクセスメモリ、読み出し専用メモリ、プログラム可能な読み出し専用メモリ
、電気的にプログラム可能な読み出し専用メモリ、電気的に消去可能な読み出し専用メモ
リ、フラッシュメモリ、磁気テープ又はディスク、光媒体、及びこれらに類似したものを
含む様々なタイプの揮発性及び不揮発性ストレージ媒体を含んでもよい。メモリ５５２、
６５２、１３５２、１５５２は、１つのものとして又は別個に構成されてもよく、且つ／
又は、単一の装置又は装置の組合せであってもよい。メモリ５５２、６５２、１３５２、
１５５２は、プロセッサと隣接していてもよく、プロセッサの一部であってもよく、プロ
セッサとネットワーク化されていてもよく、且つ／又はプロセッサから着脱自在であって
もよい。実行のために１つ又は複数の一時的ではないコンピュータ可読ストレージ媒体内
においてエンコードされたロジックは、プログラムされたプロセッサ５５０、６５０、１
３５０、１５５０によって実行可能であり、且つ、コンピュータ可読ストレージ媒体、メ
モリ、又はこれらの組合せ上において提供される命令として定義される。
【０１１５】
　メモリ５５２、６５２、１３５２、１５５２は、プログラムされたプロセッサ５５０、
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６５０、１３５０、１５５０によって実行可能な命令を表すデータをその内部において保
存された状態で有するコンピュータ可読ストレージ媒体であってもよい。メモリ５５２、
６５２、１３５２、１５５２は、プロセッサ５５０、６５０、１３５０、１５５０用の命
令を保存してもよい。プロセッサ５５０、６５０、１３５０、１５５０は、命令によって
プログラムされてもよく、且つ、命令を実行してもよい。図面において図示されると共に
本明細書において記述されている機能、動作、方法、タスクは、プログラムされたプロセ
ッサ５５０、６５０、１３５０、１５５０がメモリ５５２、６５２、１３５２、１５５２
内に保存されている命令を実行することにより、実行されてもよい。機能、動作、方法、
又はタスクは、特定のタイプの命令セット、ストレージ媒体、プロセッサ、又は処理方式
とは独立したものであってもよく、且つ、単独で又は組合せにおいて動作するソフトウェ
ア、ハードウェア、集積回路、ファームウェア、マイクロコード、及びこれらに類似した
ものによって実行されてもよい。命令は、本明細書に記述されているプロセス、技法、方
法、又は動作を実装するためのものであってもよい。
【０１１６】
　図１６は、電気外科手技の実行のために患者内部の治療部位において位置決めされた医
療装置に対するＲＦエネルギーの伝送を制御するべくＲＦ生成器に結合された制御ユニッ
トを動作させる別の例示用の方法１６００のフローチャートを示している。ブロック１６
０２において、制御ユニットのコントローラは、Ｎ個の出力端子のうちのいずれを制御ユ
ニットの出力経路に結合するのかを識別してもよく、ここで、Ｎは、３以上である。それ
ぞれの出力端子は、医療装置のＮ個の電極のうちの１つに電気的に結合されてもよい。い
ずれの出力端子を結合するのかの判定は、電気外科手技の実行の際に治療の対象である組
織の合計エリアの異なる部分を治療するべく代替的に起動されるＮ個の電極のうちの異な
るペアを識別しうる治療サイクル又は方式に基づいたものであってもよい。又、治療サイ
クル又は方式は、電極の異なるペアを起動するべき順序を識別してもよい。
【０１１７】
　ブロック１６０４において、コントローラは、制御信号を選択回路に出力してもよい。
制御信号に応答して、選択回路は、ブロック１６０２において識別されたもう１つの出力
端子を出力経路に対して選択的に結合するための望ましい状態に構成されてもよい。ブロ
ック１６０６において、制御ユニットのスイッチング回路は、閉路され、且つ、ＲＦエネ
ルギーは、制御ユニットによって受け取られてもよく、且つ、制御ユニットを通じて、医
療装置に伝達されてもよい。ブロック１６０８において、コントローラは、所定の期間を
開始してもよく、且つ、コントローラは、医療装置に対して制御ユニットを通じて伝達さ
れるＲＦエネルギーの算出を開始してもよい。所定の期間のスタートは、ＲＦエネルギー
が電極に対して印加される際の初期時刻を通知しうる。
【０１１８】
　ブロック１６１０において、コントローラは、所定の期間が満了したかどうかを判定し
てもよい。所定の期間が満了している場合には、ブロック１６１２において、コントロー
ラは、スイッチング回路を開路してもよい。又、所定の期間が満了している場合には、ブ
ロック１６１２において、制御ユニットの出力モジュールは、所定の期間の満了を通知す
るエラーメッセージを出力してもよい。或いは、この代わりに、所定の期間が満了してい
ない場合には、ブロック１６１４において、コントローラは、電極に供給されるＲＦエネ
ルギーが閾値に到達しているかどうかを判定してもよい。この判定は、コントローラのエ
ネルギー計測モジュールによって実施されるエネルギー計測に基づいたものであってもよ
く、エネルギー計測モジュールは、ＲＦエネルギーが医療装置に供給されるのに伴ってＲ
Ｆエネルギーを計測しうる。供給されるＲＦエネルギーが閾値に到達していない場合には
、方法１６００は、ブロック１６１０に戻ってもよく、ここで、コントローラは、所定の
期間が満了したかどうかを判定してもよい。或いは、この代わりに、ブロック１６１４に
おいて、供給されるＲＦエネルギーが閾値に到達している場合には、ブロック１６１６に
おいて、コントローラは、スイッチング回路を開路してもよい。
【０１１９】
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　ブロック１６１８において、コントローラは、電気外科手技回数及び／又はＲＦエネル
ギーの供給又はパルスが医療装置に供給された回数を通知するカウンタを増分するかどう
かを判定してもよい。カウントは、出力モジュールによって表示されてもよい。判定は、
ＲＦエネルギーが閾値に到達することに基づいたものであってもよい。更には、判定は、
既定の治療サイクル又は方式が終了したかどうかに基づいたものであってもよい。例えば
、治療サイクル又は方式が完了した状態になく、且つ、治療サイクル又は方式を完了させ
るために起動を要する電極のその他のペアが存在している場合には、コントローラは、カ
ウントを増分しないように判定してもよい。或いは、この代わりに、治療サイクル又は方
式が完了状態にある場合には、コントローラは、カウントを増分するように判定してもよ
い。或いは、この代わりに、コントローラは、供給されるＲＦエネルギーが閾値レベルに
到達したことに応答して、且つ、サイクル又は方式の考慮を伴うことなしに、スイッチン
グ回路がターンオフされた際にカウントを増分するように判定してもよい。
【０１２０】
　コントローラがカウントを増分するように判定した場合には、ブロック１６２０におい
て、カウントは、増分されてもよく、且つ、増分されたカウントは、出力モジュールによ
って表示されてもよい。次いで、方法１６００は、ブロック１６２２に進んでもよい。或
いは、この代わりに、コントローラがカウントを増分しないと判定した場合には、方法１
６００は、直接的にブロック１６２２に進んでもよい。ブロック１６２２において、コン
トローラは、治療サイクル又は方式に従って電極のその他の又は次のペアを起動する必要
があるかどうかを判定してもよい。起動する必要がある場合には、方法１６００は、ブロ
ック１６０２に戻ってもよく、ここで、コントローラは、Ｎ個の出力端子のうちのいずれ
を出力経路に結合するべきかを識別してもよい。或いは、この代わりに、治療サイクル又
は方式に従って起動するべき電極の更なるペアが存在していない場合には、ブロック１６
２４において、コントローラは、次の又は別の治療サイクル又は方式に従ってＮ個の電極
を起動する必要があるかどうかを判定してもよい。起動する必要がある場合には、方法１
６００は、ブロック１６０２に戻ってもよい。起動する必要がない場合には、方法１６０
０は、ブロック１６２６において終了してもよい。
【０１２１】
　本発明の様々な実施形態に関する以上の説明は、例示及び説明を目的として提示された
ものである。これは、本発明のすべてを網羅することを意図したものではなく、且つ、本
発明を開示されている実施形態そのままに限定することを意図したものでもない。以上の
教示内容に鑑み、多数の変更形態又は変形形態が可能である。説明した実施形態は、本発
明の原理及びその実際的な用途の最良の例示を提供し、これにより、当業者が、本発明の
様々な実施形態において、且つ、想定される特定の使用法に適した様々な変更を伴って、
本発明を利用できるようにするべく、選択及び記述されたものである。このようなすべて
の変更形態及び変形形態は、公平に、合法的に、且つ、公正に付与される範囲に従って解
釈された際に添付の請求項によって判定される本発明の範囲に含まれる。
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