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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気外科ツールであって、
　第１の顎と、
　前記第１の顎に対してピボット回転可能な第２の顎と、
　前記第１の顎上に位置決めされた第１の電極，前記第１の顎上に位置決めされた第２の
電極，及び，前記第１の顎上に位置決めされた第３の電極，を含む複数の電極と、
　前記第１、第２、及び第３の電極の少なくとも１つが、第１の極性を有するように電気
的に構成され、該複数の電極の少なくとも１つの他のものが、該第１の極性と一般的に反
対の第２の極性を有するように電気的に構成される凝固モードと、該第１、第２、及び第
３の電極のうちの１つが、切断電圧を有するように電気的に構成され、該複数の電極の少
なくとも１つの他のものが、戻り電極であるように構成されるように選択的に構成される
切断モードとの間で切り替えるためのスイッチであって、スイッチの作動によって前記電
気外科ツールが前記凝固モードと前記切断モードの間で選択的に構成可能である前記スイ
ッチと、
　開放位置と閉鎖位置の間で前記第１の顎及び前記第２の顎を互いに対してピボット回転
させるように作動可能なハンドルアセンブリであって、前記ハンドルアセンブリが、前記
スイッチを、前記第１の顎及び前記第２の顎を互いに対してピボット回転させる前記ハン
ドルアセンブリの移動によって作動させる、前記ハンドルアセンブリと、を備え、
　前記ハンドルアセンブリは、前記顎を前記開放位置にピボット回転させて、前記スイッ
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チを作動させ、前記顎が前記開放位置にある時に電気外科ツールを前記凝固モードに設定
し、且つ、前記ハンドルアセンブリは、前記顎を前記閉鎖位置に向けてピボット回転させ
て、該顎が前記閉鎖位置に向けて移動される時に前記スイッチを作動させて電気外科ツー
ルを前記切断モードに切り替えるように構成されている
　ことを特徴とする電気外科ツール。
【請求項２】
　前記凝固モードにおいて、前記第１の電極は、前記第１の極性を有するように電気的に
構成され、前記第２の電極は、前記第２の極性を有するように電気的に構成されることを
特徴とする請求項１に記載の電気外科ツール。
【請求項３】
　前記切断モードにおいて、前記第３の電極は、前記切断電圧を有するように電気的に構
成され、前記第１及び第２の電極は、戻り電極であるように構成され、
　前記第３の電極は、露出面区域を有し、前記第１及び第２の電極は、露出結合面区域を
有し、
　前記第３の電極の前記露出面区域は、前記第１及び第２の電極の前記露出結合面区域よ
りも小さい、
ことを特徴とする請求項１に記載の電気外科ツール。
【請求項４】
　前記第１、第２、及び第３の電極を互いから絶縁する１つ又はそれよりも多くの絶縁部
材を更に含み、
　前記１つ又はそれよりも多くの絶縁部材は、前記第１の電極と前記第３の電極の間で前
記第１の顎上に配置された第１の絶縁部材と、該第３の電極と前記第２の電極の間で該第
１の顎上に配置された第２の絶縁部材と、を含むことを特徴とする請求項１に記載の電気
外科ツール。
【請求項５】
　前記凝固モードにおいて、前記第１の極性と前記第２の極性との間の電位差が、約２０
０Ｖよりも大きくないことを特徴とする請求項１に記載の電気外科ツール。
【請求項６】
　前記切断モードにおいて、前記切断電圧が、約３００Ｖと約５００Ｖの間であることを
特徴とする請求項１に記載の電気外科ツール。
【請求項７】
　前記第２の顎上に位置決めされた第４の電極を更に含むことを特徴とする請求項１に記
載の電気外科ツール。
【請求項８】
　前記凝固モードにおいて、前記第１及び第２の電極は、前記第１の極性を有するように
電気的に構成され、前記第４の電極は、前記第２の極性を有するように電気的に構成され
ることを特徴とする請求項７に記載の電気外科ツール。
【請求項９】
　前記切断モードにおいて、前記第３の電極は、前記切断電圧を有するように電気的に構
成され、前記第４の電極は、戻り電極として構成されることを特徴とする請求項７に記載
の電気外科ツール。
【請求項１０】
　前記第２の顎上に位置決めされた第５の電極を更に含み、
　前記第３の電極は、前記第１の顎内で、前記第２の顎に面する第１の顎の上面から前記
第２の顎と反対側の第１の顎の下面まで延びていることを特徴とする請求項７に記載の電
気外科ツール。
【請求項１１】
　前記凝固モードにおいて、前記第１及び第２の電極の一方及び前記第４及び第５の電極
の一方が、前記第１の極性を有するように電気的に構成され、該第１及び第２の電極の他
方及び該第４及び第５の電極の他方が、前記第２の極性を有するように電気的に構成され
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ることを特徴とする請求項１０に記載の電気外科ツール。
【請求項１２】
　前記切断モードにおいて、前記第３の電極は、前記切断電圧を有するように電気的に構
成され、前記第１の電極、前記第２の電極、前記第４の電極、及び前記第５の電極のうち
の少なくとも１つが、戻り電極として構成されることを特徴とする請求項１０に記載の電
気外科ツール。
【請求項１３】
　前記第１の顎上に位置決めされた第５の電極を更に含むことを特徴とする請求項７に記
載の電気外科ツール。
【請求項１４】
　前記第３及び第５の電極は同様の寸法を有し、
　前記第３の電極は、前記第１の顎内で、前記第２の顎と面する第１の顎の上面まで延び
、前記第５の電極は、前記第１の顎内で、前記第２の顎と反対側の第１の顎の下面まで延
びていることを特徴とする請求項１３に記載の電気外科ツール。
【請求項１５】
　前記第１及び第２の電極は同様の寸法を有し、
　前記第１及び第２の電極は、第１の顎の上面と下面との間を延びていることを特徴とす
る請求項１４に記載の電気外科ツール。
【請求項１６】
　前記切断モードにおいて、前記第３の電極は前記切断電圧を有するように構成され且つ
前記第４の電極は戻り電極であるように構成され、前記第５の電極は前記切断電圧を有す
るように電気的に別々にかつ独立して構成され且つ前記第１及び第２の電極は戻り電極で
あるように構成され、前記第１の顎は固定され且つ前記第２の顎は可動であることを特徴
とする請求項１５に記載の電気外科ツール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願への相互参照
　本出願は、現在特許出願中である２００８年３月３１日出願の「高周波電気エネルギで
生物組織を融合するフィードバック制御機構」という名称の米国特許仮出願出願番号第６
１／０４０，９８０号、現在現在特許出願中である２００８年３月３１日出願の「高周波
電気エネルギによる生物組織の融合」という名称の米国特許仮出願出願番号第６１／０４
０，９９４号、現在現在特許出願中である２００８年３月３１日出願の「無血組織解剖の
方法及び装置」という名称の米国特許仮出願出願番号第６１／０４０，９５７号、現在現
在特許出願中である２００８年３月３１日出願の「腹腔鏡検査バイポーラ電気計測器」と
いう名称の米国特許仮出願出願番号第６１／０４０，８２８号、現在現在特許出願中であ
る２００８年３月３１日出願の「生きた組織の融合の装置及び方法」という名称の米国特
許仮出願出願番号第６１／０４０、８９０号、現在現在特許出願中である２００８年３月
３１日出願の「高周波電気エネルギによる生物組織の溶着」という名称の米国特許仮出願
出願番号第６１／０４１，０４５号、現在現在特許出願中である２００８年３月３１日出
願の「高周波電気エネルギで生物組織を融合する電気制御回路」という名称の米国特許仮
出願出願番号第６１／０４１，０１２号、及び現在現在特許出願中である２００８年１１
月１８日出願の「電気外科的組織解剖の方法及び装置」という名称の米国特許仮出願出願
番号第６１／１１５，７５６号の恩典を請求するものである。これらの出願の全ては、そ
の全体が引用により本明細書に組み込まれている。
【０００２】
　本出願は、一般的に、電気外科システム及び方法に関する。より具体的には、本出願は
、位相シフトモニタリングを用いた電気外科的終点の判断に関する。
【背景技術】
【０００３】
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　外科的処置は、多くの場合に、有機物質、筋肉組織、結合組織、及び脈管を含む人体組
織を切断及び接続することに関わる。何世紀にもわたって、鋭いブレード及び縫合糸は、
切断及び再結合処置の主流である。人体組織、特に、比較的高度に血管化された組織が外
科的処置中に切断されると、それは、出血する傾向がある。すなわち、外科医のような医
師は、外科的処置中に出血を遅くするか又は低減する外科ツール及び方法を長く求めてい
る。
【０００４】
　最近では、ある一定の外科的タスクを行うために電気エネルギを使用する電気外科ツー
ルが利用可能になった。典型的には、電気外科ツールは、電源を含む電気外科発生器から
電気エネルギが供給されるように構成された１つ又はそれよりも多くの電極を含む捕捉器
具、はさみ、ピンセット、ブレード、ニードルのような手持ツール及び他の手持ツールで
ある。電気エネルギは、それが印加される組織を凝固、融合、又は切断するのに使用する
ことができる。有利な態様では、典型的な機械的ブレード処置とは異なり、組織への電気
エネルギの印加は、組織の出血を停止する傾向がある。
【０００５】
　電気外科ツールは、典型的には、２つの部類、すなわち、単極及び双極に該当する。単
極ツールでは、ある一定の極性の電気エネルギが、ツール上の１つ又はそれよりも多くの
電極に供給される。別の戻り電極が、患者に電気的に結合される。単極電気外科ツールは
、ある一定の処置に有用とすることができるが、戻り電極の機能に少なくとも部分的に起
因することが多い電気熱傷のようなある一定のタイプの患者傷害の危険性を含む可能性が
ある。双極電気外科ツールでは、１つ又はそれよりも多くの電極が、第１の極性の電気エ
ネルギ源に電気的に結合され、１つ又はそれよりも多くの他の電極が、第１の極性と反対
の第２の極性の電気エネルギ源に電気的に結合される。すなわち、別々の戻り電極なしで
作動する双極電気外科ツールは、集中的な組織区域に電気信号を送出することができ、患
者傷害の危険性が低減される。
【０００６】
　しかし、双極電気外科ツールの比較的集中的な外科的効果を用いても、外科的結果は、
多くの場合に外科医の技能に大きく依存する。例えば、熱の組織損傷及び壊死は、電気エ
ネルギが比較的長い持続時間にわたって送出されるか、又は短い持続時間であっても比較
的高電力の電気信号が送出される場合に発生する可能性がある。組織が電気エネルギの印
加で望ましい凝固又は切断の効果を達成することになる割合は、組織のタイプに基づいて
変わり、電気外科ツールにより組織に印加される圧力に基づいても変わる可能性がある。
しかし、非常に経験豊かな外科医の場合でさえも、電気外科器具に把持された組み合わさ
れた組織タイプの塊がどのくらい迅速に望ましい量で融合されることになるかを外科医が
評価することは困難である可能性がある。
【０００７】
　電気外科処置中の組織損傷の危険性を低減する試みが行われてきた。例えば、過去の電
気外科システムは、電気外科処置中のオーム抵抗又は組織温度をモニタする発生器を含み
、所定の点に到達した状態で電気エネルギを終了させるものであった。しかし、これらの
システムは、様々な組織タイプ又は組み合わされた組織塊に対して組織凝固、融合、又は
切断の終点の判断時に一貫した結果が得られないという意味で欠点を有している。これら
のシステムはまた、異なるツール幾何学形状及び電極幾何学形状を有する異なるツールの
使用の間の一貫した電気外科結果を提供しない可能性がある。典型的には、変化が製品耐
用期間中のツール幾何学形状の比較的小さな性能改善である場合でさえも、電気外科発生
器は、使用するツールタイプ毎に再較正しなければならず、これは、電気外科発生器を使
用状態から不必要に外す可能性があり経費と時間を浪費する手順である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】米国特許仮出願出願番号第６１／０４０，９８０号
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【特許文献２】米国特許仮出願出願番号第６１／０４０，９９４号
【特許文献３】米国特許仮出願出願番号第６１／０４０，９５７号
【特許文献４】米国特許仮出願出願番号第６１／０４０，８２８号
【特許文献５】米国特許仮出願出願番号第６１／０４０、８９０号
【特許文献６】米国特許仮出願出願番号第６１／０４１，０４５号
【特許文献７】米国特許仮出願出願番号第６１／０４１，０１２号
【特許文献８】米国特許仮出願出願番号第６１／１１５，７５６号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　以前の電気外科システムの少なくとも上述の欠点からみて、電気外科ツール及び組織タ
イプ間の電気外科結果の一貫性を高めるために電気外科処置の制御を改善する必要性が当
業技術に存在する。従って、望ましい電気外科処置に対して電気エネルギ印加終点を正確
に評価することができる改良型電気外科システムに対する必要性が存在する。また、エネ
ルギ印加終点を評価するために電気外科処置中に組織特性をモニタする電気外科システム
に対する必要性も存在する。また、手術結果に及ぼす最小の影響で様々な電気外科ツール
に迅速に適合することができる改良型電気外科システムに対する必要性も存在する。これ
らの必要性の一部又は全てに対処し、かつより詳細に以下で説明するような様々な付加的
な利点を提供するために、電気外科処置に関する様々な実施形態、方法、システム、及び
装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　様々な実施形態では、結合及び脈管組織の無血切開の方法及び装置を提供する。本明細
書で説明する様々な方法及び装置は、最小侵襲手術、特に、腹腔鏡検査手術に使用するこ
とができる。
【００１１】
　ある一定の実施形態では、電気外科ツールは、ハンドルアセンブリ、細長シャフト、顎
アセンブリ、及び力調節機構を含む。ハンドルアセンブリは、固定ハンドル及び固定ハン
ドルに移動可能に結合された作動ハンドルを含む。細長シャフトは、ハンドルから遠位側
に延びている。細長シャフトは、近位端及び遠位端を有し、その間に中心縦軸を形成する
。顎アセンブリは、細長シャフトの遠位端上に位置決めされる。顎アセンブリは、第１の
顎及び第２の顎を含む。第１の顎は、内面、外面、及び内面上に配置された少なくとも１
つの電極を有する。第２の顎は、内面、外面、及び内面上に配置された少なくとも１つの
電極を有する。顎アセンブリは、第１の顎の内面が第２の顎の内面から離間している開放
構成から第１の顎の内面が第２の顎の内面の近くにある閉鎖構成までのｆｆの移動により
作動可能である。力調節機構は、顎アセンブリとハンドルアセンブリを結合する。力調節
アセンブリは、閉鎖構成において、顎アセンブリが、第１の顎と第２の顎の間に所定の最
小力と所定の最大力の間の把持力を送出するように構成される。
【００１２】
　他の実施形態では、ハンドルアセンブリ、細長シャフト、及び顎アセンブリを含む電気
外科ツールを提供する。ハンドルアセンブリは、移動可能作動ハンドルを含む。細長シャ
フトは、ハンドルから遠位側に延びている。細長シャフトは、その間に中心縦軸を形成す
る近位端及び遠位端を有する。顎アセンブリは、細長シャフトの遠位端上に位置決めされ
る。顎アセンブリは、第１の顎、第２の顎、及びブレードを含む。第１の顎は、内面、外
面、近位端及び遠位端、及び内面上に配置された少なくとも１つの電極を有する。第２の
顎は、内面、外面、近位端及び遠位端、及び内面上に配置された少なくとも１つの電極を
有する。ブレードは、近位端に隣接する後退位置及び近位端と遠位端の間の前進位置の間
に形成される切断経路に沿って第１の顎の内面に沿って前進可能である。顎アセンブリは
、作動ハンドルの移動により開放構成から閉鎖構成まで作動可能である。第１の顎上の少
なくとも１つの電極及び第２の顎上の少なくとも１つの電極は、ブレードの切断経路を取
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り囲む密封区域を形成する。
【００１３】
　他の実施形態では、ハンドルアセンブリ、細長シャフト、及び顎アセンブリを含む電気
外科ツールを提供する。細長シャフトは、ハンドルアセンブリから遠位側に延びている。
シャフトは、その間に中心縦軸を形成する近位端及び遠位端を有する。顎アセンブリは、
細長シャフトの遠位端上に位置決めされる。顎アセンブリは、第１の顎及び第２の顎を含
む。第１の顎は、内面、外面、近位端及び遠位端、及び内面上に配置された少なくとも１
つの融合電極を有する。第２の顎は、内面、外面、近位端及び遠位端、及び内面上に配置
された少なくとも１つの融合電極、及び外面上に配置された切断電極を有する。
【００１４】
　ある一定の実施形態では、患者の人体組織に対して外科的処置を行う電気外科システム
は、電気外科発生器及び電気外科ツールを含む。電気外科ツールは、ツールデータを格納
するメモリモジュールを含む。電気外科発生器は、メモリモジュールからツールデータを
受け取り、かつツールデータに基づいて電気外科ツールに電気外科信号プロフィールを適
用するように構成される。
【００１５】
　他の実施形態では、患者の人体組織に外科的処置を行う電気外科発生器は、電源、信号
発生モジュール、及び第１のツールポートを含む。信号発生モジュールは、電源に電気的
に結合される。信号発生モジュールは、高周波信号を発生するように構成される。第１の
ツールポートは、ツールデータを格納した電気外科ツールとインタフェース接続するよう
に構成される。第１のツールポートは、電気外科ツール上に格納されたツールデータを受
け取り、かつ信号発生モジュールからツールに高周波信号を供給するようになっている。
【００１６】
　一部の実施形態では、電気外科ツールのためのコントローラは、第１のアクチュエータ
、第２のアクチュエータ、及びツールセレクタを含む。第１のアクチュエータは、オン位
置にある時に第１の電気外科アクションを作動させるためにオン位置とオフ位置の間で移
動可能である。第２のアクチュエータは、オン位置にある時に第２の電気外科アクション
を作動させるためにオン位置とオフ位置の間で移動可能である。ツールセレクタは、コン
トローラが第１の電気外科ツールに作動的に結合されるようになった第１の状態及びコン
トローラが第２の電気外科ツールに作動的に結合されるようになった第２の状態を有する
。
【００１７】
　ある一定の実施形態では、外科ツールは、電気外科凝固及び切断の両方に使用される複
数の電極を有する顎要素を含むことができる。電極には、小さい血管及び組織の止血に至
る凝固をもたらす第１の構成に電力供給し、かつ凝固した組織の電気外科切断のための第
２の構成に電力供給することができる。２つの電力供給される構成は、顎要素上で異なる
電極にアドレス指定し、それらに電気外科凝固及び／又は切断に適切な電圧を印加するこ
とによって発生させることができる。一部の実施形態では、外科ツールには、凝固をもた
らす第１の構成に最初に電力供給し、次に、電気外科切断のための第２の構成に電力供給
することができる。他の実施形態では、電気外科ツールには、組織止血を達成する凝固構
成にのみ、組織を切開する切断構成にのみ、又は切断構成とそれに続く凝固構成とに電力
供給することができる。
【００１８】
　同時に、本明細書で説明する外科ツールの様々な実施形態は、異なる電極構成を含むこ
とができる。すなわち、一実施形態では、下顎のみを利用して凝固及び切断機能をもたら
すが、別の実施形態は、凝固及び／又は切断処理に使用する上顎要素を使用することもで
きる。更に別の実施形態では、各顎要素は、複数の電極要素を担持することができ、ツー
ルの機能性が大幅に増大する。特定の電極配置は、特定の外科的処置に対してより適切な
ツールを可能にすることができる。
【００１９】
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　本明細書で説明する外科ツールの別の態様は、顎要素の位置に基づく１つ又は複数の電
極の作動及び作動停止に関する。この位置に基づく作動は、例えば、ツールの近閉鎖位置
において（あるいは、他の実施形態では、ツールの開放又は近開放位置において）のみ上
顎電極の作動を可能にする。一部の実施形態では、顎要素駆動機構内の電気スイッチは、
顎要素の位置に基づいて１つ又は複数の電極を選択的に作動又は作動停止するために外科
ツールの手持部分に位置決めすることができる。他の実施形態では、作動及び作動停止は
、手持部分に組み込まれた摺動接点により行うことができる。
【００２０】
　本明細書で説明する外科ツールの更に別の態様は、多電極発生器の使用により可能にさ
れる凝固から切断への自動スイッチングである。ここでは、組織フィードバック機構が、
１組の凝固電極（凝固に適切な電圧が印加される）から別の組の切断電極（切断に適切な
電圧が印加される）への両方のスイッチングをトリガする。従って、各個々のツール電極
は、母線接続を通じて電源のあらゆる選択極性に中継されることが可能である。更に、手
持ツール内のツール位置スイッチは、特定のツール位置により、異なる凝固及び／又は切
断設定の集団に対する論理スイッチングをもたらすことができる。
【００２１】
　ある一定の実施形態では、第１の顎、第２の顎、第１の電極、第２の電極、及び第３の
電極を含む電気外科ツールを提供する。第２の顎は、第１の顎に対してピボット回転可能
である。第１の電極は、第１の顎上に位置決めされる。第２の電極は、第１の顎上に位置
決めされる。第３の電極は、第１の顎上に位置決めされる。電気外科ツールは、凝固構成
において、第１、第２、及び第３の電極の少なくとも１つが、第１の極性を有する電気エ
ネルギ源に電気的に結合され、電極の少なくとも１つの他のものが、略第１の極性と反対
の第２の極性を有する電気エネルギ源に電気的に結合されるように、かつ切断構成におい
て、第１、第２、及び第３の電極のうちの１つが、切断電圧を有する電気エネルギ源に電
気的に結合され、電極の少なくとも１つの他のものが、戻り電極として構成されるように
選択的に構成可能とすることができる。
【００２２】
　他の実施形態では、遠位末端部分、細長シャフト、ハンドルアセンブリ、及びスイッチ
ング機構を含み、近位端及び遠位端を有する電気外科ツールを提供する。遠位末端部分は
、ツールの遠位端に位置決めされる。遠位末端部分は、第１の顎要素、第２の顎要素、及
び複数の電極を含む。第１及び第２の顎要素は、開放位置と閉鎖位置の間で互いに対して
移動可能である。複数の電極は、第１の顎要素及び第２の顎要素の少なくとも一方上に配
置される。複数の電極は、凝固構成及び切断構成の一方に選択的に構成可能である。細長
シャフトは、遠位末端部分に接続した遠位端と近位端とを有する。ハンドルアセンブリは
、ツールの近位端に位置決めされ、かつ細長シャフトの近位端に接続される。ハンドルア
センブリは、手持部分及びトリガを含む。トリガは、手持部分に対するトリガの移動が第
１及び第２の顎要素を互いに対して移動させるように手持部分にピボット回転式に結合さ
れ、かつ遠位末端部分と作動可能に結合される。スイッチング機構は、凝固構成及び切断
構成の一方において複数の電極を選択的に構成するように遠位末端部分に電気的に結合さ
れる。
【００２３】
　他の実施形態では、生物組織の実質的に無血切開の方法を提供する。本方法は、電気外
科ツールを切開される組織に隣接して位置決めする段階と、凝固から切断へのスイッチン
グ点を判断するために組織特性を測定する段階と、電気外科ツールに電気エネルギを印加
する段階と、フィードバックループを通じて組織凝固（位相シフト）を評価する段階と、
電気外科ツールの構成をスイッチングする段階と、切断構成において電気外科ツールに電
気エネルギを印加する段階とを含む。電気外科ツールは、凝固構成及び切断構成の一方に
構成可能な複数の電極を含む。電気外科ツールに電気エネルギを印加する段階は、組織に
止血をもたらすために凝固構成において電気外科ツールに電気エネルギを印加する段階を
含む。電気外科ツールをスイッチングする段階は、切断構成に電気外科ツールをスイッチ



(8) JP 5711656 B2 2015.5.7

10

20

30

40

50

ングする段階を含む。
【００２４】
　一部の実施形態では、双極電気外科デバイスに作動的に結合された電気外科発生器の出
力を制御する方法を提供する。本方法は、位相角を測定する段階と、ターゲット位相角を
判断する段階と、第２の測定信号の位相角を測定する段階と、治療信号の送出を中止する
段階とを含む。位相角を測定する段階は、電気外科デバイスの少なくとも１つの電極を通
じて患者の組織に印加された第１の測定信号の位相角を測定する段階を含む。第１の測定
信号は、電気外科デバイスによる組織の治療の前に組織に印加される。ターゲット位相角
を判断する段階は、第１の測定信号の位相角を使用してターゲット位相角を判断する段階
を含む。治療信号のその後の送出は、組織への治療信号のその後の送出を含む。第２の測
定信号の位相角を測定する段階は、組織に印加された第２の測定信号の位相角を測定する
段階を含む。治療信号は、組織の変容を引き起こすことができる。治療信号の送出を中止
する段階は、第２の測定信号の位相角がターゲット位相角に到達した時に組織への治療信
号の送出を中止する段階を含む。
【００２５】
　他の実施形態では、双極電気外科デバイスに作動的に結合された電気外科発生器の出力
を制御する方法を提供する。本方法は、組織の誘電率及び導電率を判断する段階と、閾値
位相角を判断する段階と、位相角を測定する段階と、治療信号の送出を中止する段階とを
含む。組織の誘電率及び導電率を判断する段階は、測定信号を使用して患者の組織の誘電
率及び導電率を判断する段階を含む。測定信号は、電気外科デバイスの少なくとも１つの
電極を通じて患者の組織に印加される。測定信号は、電気外科デバイスによる組織の変容
の前に組織に印加される。閾値位相角を判断する段階は、組織の誘電率及び導電率に基づ
いて閾値位相角を判断する段階を含む。位相角を測定する段階は、組織に印加された信号
の位相角を測定する段階を含む。治療信号の送出を中止する段階は、信号の位相角が閾値
位相角に到達した時に組織への治療信号の送出を中止する段階を含む。
【００２６】
　他の実施形態では、双極電気外科デバイスを通じた組織への電気外科エネルギの送出の
前に組織を特徴付ける方法を提供する。本方法は、位相角を測定する段階と、相対誘電率
と導電率との積を判断する段階と、組織を特徴付ける段階とを含む。位相角を測定する段
階は、電気外科デバイスの少なくとも１つの電極を通じて患者の組織に印加された測定信
号の位相角を測定する段階を含む。測定信号は、電気外科デバイスによる組織の変容の前
に所定の周波数で組織に印加される。相対誘電率と導電率の積を判断する段階は、位相角
測定値及び所定の周波数を使用して組織の相対誘電率と導電率の積を判断する段階を含む
。組織を特徴付ける段階は、組織の相対誘電率と導電率の積に基づいて組織を特徴付ける
段階を含む。
【００２７】
　他の実施形態では、双極電気外科デバイスを通じた組織への電気外科エネルギの送出の
前に組織を特徴付ける方法を提供する。本方法は、測定信号を発生する段階と、治療終点
条件を判断する段階と、治療信号の送出を停止する段階とを含む。測定信号を発生する段
階は、電気外科デバイスの少なくとも２つの顎部材の間に位置決めされた患者の組織に印
加される測定信号を発生する段階を含む。顎部材の少なくとも１つは、電極を含む。測定
信号は、電極を通じて組織に送出され、かつ電気外科デバイスによる組織の変容に対して
印加される。治療終点条件を判断する段階は、測定信号を使用して治療終点条件を判断す
る段階を含む。治療終点条件は、少なくとも２つの顎部材の間に位置決めされた組織の寸
法から実質的に独立して判断される。治療信号の送出を停止する段階は、治療終点条件に
到達した時に組織への治療信号の送出を停止する段階を含む。治療信号は、組織の変容を
引き起こすことができる。
【００２８】
　他の実施形態では、双極電気外科に関わっている患者への治療エネルギの印加のための
電気外科システムを提供する。システムは、電気外科発生器、電気外科制御ユニット、及
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び電気外科ツールを含む。電気外科発生器は、測定信号と共に治療エネルギを発生かつ出
力するように構成される。電気外科制御ユニットは、治療エネルギ及び測定信号の出力を
誘導するように構成される。電気外科ツールは、電気外科発生器及び電気外科制御ユニッ
トのうちの一方に取外し可能に接続され、かつ組織に接触して組織に治療エネルギ及び測
定信号を印加するように配置される。電気外科制御ユニットは、測定信号の印加を通じて
組織の誘電率及び導電率を測定する。
【００２９】
　本発明は、参照番号が図を通して同じ部分を指定する添付図面と共に以下の説明の参照
により理解することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１Ａ】電気外科システムの実施形態の概略ブロック図である。
【図１Ｂ】電気外科システムの別の実施形態の概略ブロック図である。
【図２Ａ】電気外科システムの一実施形態の構成要素の斜視図である。
【図２Ｂ】電気外科システムの一実施形態の構成要素の斜視図である。
【図２Ｃ】電気外科システムの一実施形態の構成要素の斜視図である。
【図３Ａ】電気外科システムにおいて使用する電気外科ユニットの斜視図である。
【図３Ｂ】図３Ａの電気外科ユニットの正面図である。
【図３Ｃ】図３Ａの電気外科ユニットの後面図である。
【図４Ａ】図３Ａの電気外科ユニットのディスプレイの例示的なスクリーンショットであ
る。
【図４Ｂ】図３Ａの電気外科ユニットのディスプレイの別の例示的なスクリーンショット
である。
【図５】電気外科ユニットの様々な実施形態のブロック図である。
【図６】電気外科ユニットのユーザインタフェースの正面図である。
【図７】電気外科ユニットのユーザインタフェースの正面図である。
【図８】電気外科ユニットのユーザインタフェースの正面図である。
【図９】電気外科ユニットのブロック図である。
【図１０】電気外科ユニットのブロック図である。
【図１１】高周波数での低電圧測定電圧に対する低周波数での高圧駆動信号のグラフであ
る。
【図１２】融合処理終了の近くの時間に関するフィルタリング後の測定及び電流信号のグ
ラフである。
【図１３】電気外科ユニットのブロック図である。
【図１４】電気外科ユニットのブロック図である。
【図１５】電気外科ユニットの外部測定回路図である。
【図１６】電気外科ユニットのスイッチ回路図である。
【図１７】電気外科ユニットの位相比較器又は検出回路図である。
【図１８】電気外科ユニットのバッテリ電源回路図である。
【図１９】電気外科ユニットの入力インタフェースの概略図である。
【図２０】典型的な血管融合処理中に組織に印加された電圧に関する実験データのグラフ
である。
【図２１】測定サイクル中に組織に印加された電圧に関する実験データのグラフである。
【図２２】組織を通した位相シフトを判断するためにＲＦ測定サイクル中に組織に印加さ
れた電圧に関する実験データのグラフである。
【図２３】融合への１秒での印加電圧、電流、及び消費電力の時間的スナップ写真を示す
典型的な血管シール処理に関する実験データのサンプルのグラフである。
【図２４】融合時間の関数としてピーク電圧及びピーク電流を示す典型的な血管シール処
理に関する実験データのサンプルのグラフである。
【図２５】融合時間の関数として血管インピーダンスを示す典型的な血管シール処理に関
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する実験データのサンプルのグラフである。
【図２６】時間の関数として様々な組織の相対インピーダンスを示す本発明の様々な実施
形態による血管シール及び組織溶着処理のグラフである。
【図２７】融合処理への４秒での印加電圧、電流、及び消費電力の時間的スナップ写真を
示す本発明の様々な実施形態による融合／血管シール処理のグラフである。
【図２８】融合処理への７秒での印加電圧、電流、及び消費電力の時間的スナップ写真を
示す融合／血管シール処理のグラフである。
【図２９】終点判断において使用される位相シフトの関数としてのバースト圧力のグラフ
である。
【図３０】誘電率と組織導電率の積の値を増大させることによって準備された様々なタイ
プの生物組織に関する誘電率又は誘電率及び導電率の表である。
【図３１】様々なタイプの生物組織を適切に融合及び／又は溶着するために経験的に判断
した位相シフトのグラフである。
【図３２】様々なタイプの生物組織の初期位相シフト測定に対する終点位相シフトのグラ
フである。
【図３３】２つの電気外科ツールの状態図及びそれらの関連のキャパシタンス及び抵抗の
グラフである。
【図３４】組織接触における電気外科ツールの状態図及び関連のキャパシタンス及び抵抗
のグラフである。
【図３５】電気外科融合処理中のブタ腎動脈のオーム抵抗のグラフである。
【図３６】電気外科融合処理中の位相シフトのグラフである。
【図３７】電気外科融合処理中の位相シフトの導関数のグラフである。
【図３８】電気外科融合処理中の位相シフトのグラフである。
【図３９】電気外科融合処理中の位相シフトの導関数のグラフである。
【図４０】電気外科ユニットの融合又は溶着処理のブロック図である。
【図４１Ａ】腹腔鏡検査密封器／分割器の実施形態の斜視図である。
【図４１Ｂ】図１Ａの腹腔鏡検査密封器／分割器の分解組立図である。
【図４２Ａ】図４１Ａの腹腔鏡検査密封器／分割器のアクチュエータの図である。
【図４２Ｂ】図４１Ａの腹腔鏡検査密封器／分割器のアクチュエータの図である。
【図４２Ｃ】図４１Ａの腹腔鏡検査密封器／分割器のアクチュエータの図である。
【図４３】図４１Ａの腹腔鏡検査密封器／分割器のアクチュエータの上部断面図である。
【図４４Ａ】図４１Ａの腹腔鏡検査密封器／分割器のシャフトアセンブリの図である。
【図４４Ｂ】図４１Ａの腹腔鏡検査密封器／分割器のシャフトアセンブリの図である。
【図４４Ｃ】図４１Ａの腹腔鏡検査密封器／分割器のシャフトアセンブリの図である。
【図４４Ｄ】図４１Ａの腹腔鏡検査密封器／分割器のシャフトアセンブリの図である。
【図４５Ａ】図４１Ａの腹腔鏡検査密封器／分割器の顎アセンブリの図である。
【図４５Ｂ】図４１Ａの腹腔鏡検査密封器／分割器の顎アセンブリの図である。
【図４５Ｃ】図４１Ａの腹腔鏡検査密封器／分割器の顎アセンブリの図である。
【図４６Ａ】図４１Ａの腹腔鏡検査密封器／分割器の断面側面図である。
【図４６Ｂ】図４１Ａの腹腔鏡検査密封器／分割器の断面側面図である。
【図４６Ｃ】図４１Ａの腹腔鏡検査密封器／分割器の断面側面図である。
【図４６Ｄ】図４１Ａの腹腔鏡検査密封器／分割器の断面側面図である。
【図４６Ｅ】図４１Ａの腹腔鏡検査密封器／分割器の断面側面図である。
【図４６Ｆ】図４１Ａの腹腔鏡検査密封器／分割器の断面側面図である。
【図４６Ｇ】図４１Ａの腹腔鏡検査密封器／分割器の断面側面図である。
【図４７】図４１Ａの腹腔鏡検査密封器／分割器のコントローラの斜視図である。
【図４８Ａ】図４１Ａの腹腔鏡検査密封器／分割器の側面図である。
【図４８Ｂ】図４１Ａの腹腔鏡検査密封器／分割器によって供給された例示的な血管シー
ル圧力のグラフである。
【図４８Ｃ】図４１Ａの腹腔鏡検査密封器／分割器によって供給された例示的な血管シー
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ル圧力のグラフである。
【図４９】図４１Ａの腹腔鏡検査密封器／分割器の電極構成の上面図である。
【図５０】図４１Ａの腹腔鏡検査密封器／分割器の顎アセンブリの上面図である。
【図５１】図４１Ａの腹腔鏡検査密封器／分割器の顎アセンブリの側面図である。
【図５２】図４１Ａの腹腔鏡検査密封器／分割器の顎アセンブリの図である。
【図５３Ａ】図５１Ａの腹腔鏡検査密封器／分割器の顎アセンブリの斜視図である。
【図５３Ｂ】図４１Ａの腹腔鏡検査密封器／分割器のアクチュエータの斜視図である。
【図５４】図４１のＡの腹腔鏡検査密封器／分割器のシャフトアセンブリの各部分の図で
ある。
【図５５】図４１Ａの腹腔鏡検査密封器／分割器の顎アセンブリの図である。
【図５６】腹腔鏡検査外科的処置において使用する外科ツールの実施形態の斜視図である
。
【図５７】例示的な組織融合／切断デバイスの遠位端の斜視図である。
【図５８】図５８Ａ－５８Ｄは、電気外科無血組織切開デバイスに関する遠位端構成の様
々な実施形態の概略図である。
【図５９】図５９Ａ－５９Ｃは、手持ツール内の能動電極スイッチング回路図である。
【図６０】顎要素の開放に基づく能動電極スイッチング機構の実施形態を示す手持部分の
内側の概略図である。
【図６１】同じく顎要素の開放に基づく能動電極スイッチング機構の別の実施形態を示す
図である。
【図６２】顎要素の開放にも基づく受動スイッチング機構の実施形態を示す図である。
【図６３】顎要素の開閉の両方に基づく受動スイッチング機構の別の実施形態を示す図で
ある。
【図６４】測定回路又は電気外科パワープラントに中継されるバスバーに継電器を通じて
５つの電極を接続する概略回路を示す図である。
【図６５】生物組織の実質的に無血切開の方法の一実施形態を概略的に示す図である。
【図６６】閉条件における電気外科器具の斜視図である。
【図６７】開条件における電気外科器具の斜視図である。
【図６８】開条件における電気外科器具の側面図である。
【図６９】開条件における電気外科器具の締結部分の拡大斜視図である。
【図７０】開条件における電気外科器具の側面の断面図である。
【図７１】上部締結顎が除去された締結顎部分の拡大斜視図である。
【図７２】電極を進めるアクチュエータの拡大斜視図である。
【図７３】電極が拡張された開条件における締結顎の拡大側面図である。
【図７４】開条件におけるかつ電極が拡張された締結顎の拡大側面断面図である。
【図７５】アクチュエータそり及び関連の電気接点の拡大斜視図である。
【図７６】電極の拡大斜視図である。
【図７７】第１の把持条件における締結顎と融合される組織との関係を示す図である。
【図７８】第２の圧迫条件における締結顎と融合される組織との関係を示す図である。
【図７９】第３の電極拡張条件における締結顎と融合される組織との関係を示す図である
。
【図８０】最終の電極拡張条件における締結顎と融合される組織との関係を示す図である
。
【図８１】導管の内腔を閉塞させる位置内に移動する電気外科器具を示す人体導管の斜視
切取り図である。
【図８２】導管の内腔を閉塞する位置における電気外科器具を示す人体導管の斜視図であ
る。
【図８３】導管の内腔を閉塞する電気外科器具を示す人体導管の斜視図である。
【図８４】第１の非接触条件における組織を通じた電流濃度を示す概略図である。
【図８５】完全接触条件における組織を通じた電流濃度を示す概略図である。
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【図８６】貫通電極に関連の電気外科エネルギ放射を示す図である。
【図８７】貫通電極に関連の熱ゾーンを示す図である。
【図８８】引っ込んだ状態の貫通電極に関連の熱ゾーンを示す図である。
【図８９】接近した組織内の貫通電極に関連の電気外科エネルギ放射を示す図である。
【図９０】接近した組織内の貫通電極に関連の熱ゾーンを示す図である。
【図９１】引っ込んだ状態の貫通電極に関連の熱ゾーンを示す図である。
【図９２】縫合技術を用いて閉鎖又は閉塞させた導管の端面図である。
【図９３】ステープル技術を用いて閉鎖又は閉塞させた導管の端面図である。
【図９４】圧迫融合技術を用いて閉鎖又は閉塞させた導管の端面図である。
【図９５】挿入された電極を使用した圧迫融合技術を使用して閉鎖又は閉塞させた導管の
端面図である。
【図９６】挿入された電極による圧迫融合技術を使用する閉塞の例示的なバースト圧力デ
ータのグラフである。
【図９７】関連の切断要素を示す締結顎の拡大斜視図である。
【図９８】電気外科ワイヤ電極を含む関連の切断要素を示す締結顎の拡大斜視図である。
【図９９】電気外科又は機械式くさび電極メスを含む関連の切断要素を示す締結顎の拡大
斜視図である。
【図１００】電気外科又は機械式両刃メスを含む関連の切断要素を示す締結顎の拡大斜視
図である。
【図１０１】孔を含む複数の電流強化要素を示す締結顎の拡大斜視図である。
【図１０２】拡張柱を含む複数の電流強化要素を示す締結顎の拡大斜視図である。
【図１０３Ａ】拡張円弧部を含む複数の電流強化要素を示す締結顎の拡大斜視図である。
【図１０３Ｂ】拡張正方形部を含む複数の電流強化要素を示す締結顎の拡大斜視図である
。
【図１０３Ｃ】拡張ロッドを含む複数の電流強化要素を示す締結顎の拡大斜視図である。
【図１０３Ｄ】拡張「ボールカップ部」を含む複数の電流強化要素を示す締結顎の拡大斜
視図である。
【図１０４】拡張矩形部を含む複数の電流強化要素を示す締結顎の拡大斜視図である。
【図１０５Ａ】拡張隆起部を含む複数の電流強化要素を示す締結顎の拡大斜視図である。
【図１０５Ｂ】線形「スピケットソケット部」を含む複数の電流強化要素を示す締結顎の
拡大斜視図である。
【図１０６】拡張ピラミッド又は円錐部を含む複数の電流強化要素を示す締結顎の拡大斜
視図である。
【図１０７】電気又は熱エネルギの印加による例示的な圧迫動脈を有する締結顎の断面図
である。
【図１０８Ａ】密封及び切断された動脈の例示的な部分の上面図である。
【図１０８Ｂ】密封及び切断された動脈の例示的な部分の８－８に沿った図である。
【図１０９Ａ】密封及び切断された組織の例示的な部分の上面図である。
【図１０９Ｂ】密封及び切断された組織の例示的な部分の９－９に沿った図である。
【図１１０】超音波エネルギの印加による例示的な圧迫動脈を有する締結顎の断面図であ
る。
【図１１１】ＵＶ又はＩＲ放射エネルギの印加による例示的な圧迫動脈を有する締結顎の
断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下の説明は、いずれの当業者も外科ツールを製作かつ使用して本明細書で説明する方
法を実行することを可能にするために示すものであり、本発明者により考えられる本発明
を実行する最良のモードを示すものである。しかし、様々な修正が当業者に明らかである
ことには変わりはない。これらの修正は、本発明の範囲であるように考えられている。
【００３２】
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　電気外科システム
　図１Ａは、電気外科システム２の概略図を示している。電気外科システム２は、電気外
科ユニット（ＥＳＵ）１０及び電気外科ツール４０を含むことができる。電気外科ツール
４０は、電気外科ユニット１０に電気的に結合することができる。一部の実施形態では、
電気ワイヤ、ワイヤバンドル、又はケーブルのような電子結合器３０は、ＥＳＵ１０に電
気外科ツール４０を電気的に結合することができる。一部の実施形態では、電気外科シス
テム２は、外部ツールコントローラ８０を任意的に更に含むことができる。
【００３３】
　図１Ａを引き続き参照すると、電気外科ユニット１０は、発生器１２及びフィードバッ
ク回路２０を含むことができる。発生器１２は、電源及び高周波（ＲＦ）電気外科信号を
発生するように構成された信号プロセッサのようなアクチュエータ１６を含むことができ
る。発生器１２は、ディスプレイ１４を更に含むことができる。ディスプレイ１４は、他
の情報の中でもとりわけ、アクチュエータ１６のステータス及び電気外科ユニット１０に
電気的に結合された電気外科ツール４０のステータスを含む２つの電気外科システムのス
テータスを示すように構成することができる。
【００３４】
　図１Ａを引き続き参照すると、ＥＳＵ１０のフィードバック回路２０は、位相弁別器２
２、組織識別器２４、及び暗号化モジュール２６を含むことができる。一部の実施形態で
は、位相弁別器２２は、組織識別器２４に電気的に結合することができる。位相弁別器２
２は、ＥＳＵ１０に電気的に結合された電気外科ツール４０から情報を受け取るように構
成することができる。一部の実施形態では、電気外科ツール４０からの情報は、電気外科
ツールへの印加電圧及び供給電流に関する情報を含み、位相弁別器２２は、印加電圧と供
給電流との間の位相差を計算するように構成することができる。暗号化モジュール２６は
、暗号化されたプロトコルにフォーマット設定されたデータを送受信するように構成する
ことができる。暗号化されたプロトコルは、いくつかの市販の暗号化プロトコルのうちの
１つとすることができ、又は一部の実施形態では、目的別に開発された暗号化プロトコル
とすることができる。
【００３５】
　図１Ａを引き続き参照すると、一部の実施形態では、フィードバック回路２０は、一体
型ＥＳＵ１０内で発生器１２と共に配置された１つ又はそれよりも多くの集積回路、プリ
ント回路基板、又は他のプロセッサとすることができる。図１Ｂに示すように、他の実施
形態では、フィードバック回路２０’は、ＥＳＵ１０を形成するように独立型発生器１２
’に電気的に結合することができる。ツール４０は、フィードバック回路２０’に電気的
に結合することができる。独立型発生器１２及びフィードバック回路２０を有する電気外
科システムの他の態様は、図１Ａに関して説明した一体型ＥＳＵを有するシステムと実質
的に類似とすることができる。
【００３６】
　図１Ａを引き続き参照すると、ツール４０は、インジケータ４２、組織セレクタ５０、
アクチュエータ６０、及びメモリ７０を含むことができる。一部の実施形態では、インジ
ケータ４０は、スピーカ、チャイム、クリックデバイス、又は別の音声発生デバイスのよ
うな音声インジケータ４４を含むことができる。一部の実施形態では、インジケータ４０
は、ランプ、ＬＥＤ、ディスプレイ、カウンタ、又は別の可視指示デバイスのような視覚
インジケータ４６を含むことができる。一部の実施形態では、視覚インジケータ４６は、
多色ＬＥＤを含む。一部の実施形態では、ツール４０は、音声インジケータ４４及び視覚
インジケータ４６を含む。
【００３７】
　組織セレクタ５０は、電極アセンブリ５２及び切断ツール５４を含むことができる。様
々な実施形態では、様々な電極アセンブリは、特定の組織上で、例えば、凝固、切断、又
は融合のような望ましい電気外科処置を行うように構成することができる。一部の実施形
態では、電極アセンブリ５２は、脈管密封器としての使用に向けて構成することができる
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。他の実施形態では、電極アセンブリ５２は、肥満症治療ステープラとしての使用に向け
て構成することができる。更に他の実施形態では、電極アセンブリ５２は、組織切断デバ
イスとしての使用に向けて構成することができる。一部の実施形態では、切断ツール５４
は、固定ブレード又は可動ブレード又は鋭い刃先のような機械的要素とすることができる
。他の実施形態では、切断ツール５４は、エネルギ供給可能なワイヤ又はフィラメントの
ような電気外科要素とすることができる。
【００３８】
　図１Ａを引き続き参照すると、アクチュエータ６０は、組織を選択的に選択するために
組織セレクタ５０に作動的に結合することができる。例えば、一部の実施形態では、組織
セレクタ５０は、顎ベースの把持器を含むことができ、アクチュエータは、開放位置から
閉鎖位置まで把持器を選択的に移動させる作動機構を含むことができる。他の実施形態で
は、他の組織セレクタを電気外科システム２において使用することができるように考えら
れている。一部の実施形態では、アクチュエータ６０は、電極に選択的に通電するように
構成することができる。例えば、アクチュエータ６０は、ツール上のスイッチ又はボタン
を含むことができる。
【００３９】
　図１Ａを引き続き参照すると、ツール４０は、メモリ７０を更に含むことができる。一
部の実施形態では、メモリ７０は、暗号化モジュール７２及び構成デバイスモジュール７
４を含む。暗号化モジュール７２は、ＥＳＵ１０上の暗号化モジュール２６との暗号化さ
れた情報交換を補助するように構成することができる。構成デバイスモジュール７４は、
ツール４０に関する作動パラメータ情報を格納することができる。例えば、一部の実施形
態では、構成デバイスモジュール７４は、電極アセンブリ、使用回数、及びツールの使用
総作動時間に関する情報及び他の作動パラメータを格納することができる。
【００４０】
　図１Ａを引き続き参照すると、電気外科システム２は、ツール４０にＥＳＵ１０を電気
的に結合する外部ツールコントローラ８０を更に含むことができる。一部の実施形態では
、外部ツールコントローラ８０は、スイッチのようなツールセレクタ８２を含む。外部ツ
ールコントローラ８０は、複数のデバイスがこのコントローラに接続することを可能にす
ることができる。ツールセレクタ８２は、通電される複数のデバイスのうちの１つの選択
を可能にする。例えば、ツールセレクタ８２は、ダイヤル、スイッチ、又はトグルを含む
ことができる。ツールアクチュエータ８４は、選択されたツール４０をＥＳＵ１０に選択
的に電気的に結合することができる。
【００４１】
　図２Ａを参照すると、電気外科システム１０２の例示的な実施形態は、ＥＳＵ１１０及
び電気外科融合ツール１２０を含むように示されている。電気外科融合ツール１２０は、
ＥＳＵ１１０上のツールポート１１２とのケーブル式接続のような電気結合器１３０によ
り、ＥＳＵ１１０に電気的に結合することができる。図示の実施形態では、電気外科融合
ツール１２０は、図４１Ａ～図５５に関して以下でより詳細に説明するように、組織密封
器及び分割器を含む。電気外科融合ツール１２０は、ユーザにツールのステータスを知ら
せるようにその上に位置決めされた多色ＬＥＤのような視覚インジケータ１２２を含む。
他の実施形態では、電気外科融合ツール１２０は、発生器又は異なる電気外科ユニットに
電気的に結合することができる。一部の実施形態では、足踏みスイッチの手のような手動
コントローラは、ツールの選択的な制御を可能にするために、ＥＳＵ１１０又は電気外科
融合ツール１２２に電気的に結合することができる。
【００４２】
　図２Ｂを参照すると、電気外科システム２０２の例示的な実施形態は、ＥＳＵ２１０及
び電気外科ツール２２０を含むように示されている。電気外科ツール２２０は、ＥＳＵ上
のツールポート２１２とのケーブル式接続のようにＥＳＵ２１０に電気的に結合すること
ができる。図示の実施形態では、電気外科ツール２２０は、図５６～図６５に関して以下
でより詳細に説明するように、電気切断及び凝固ツールを含む。電気外科ツール２２０は
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、ユーザにツールのステータスを知らせるようにその上に位置決めされた多色ＬＥＤのよ
うな視覚インジケータ２２２を含む。他の実施形態では、電気外科ツール２２０は、発生
器又は異なる電気外科ユニットに電気的に結合することができる。一部の実施形態では、
足踏みスイッチの手のような手動コントローラは、ツールの選択的な制御を可能にするた
めにＥＳＵ２１０又は電気外科融合ツール２２２に電気的に結合することができる。
【００４３】
　図２Ｃを参照すると、電気外科システム２３０２の例示的な実施形態は、ＥＳＵ３１０
及び電気外科ツール３２０を含むように示されている。電気外科ツール３２０は、ＥＳＵ
３１０上のツールポート３１２とのケーブル式接続のようにＥＳＵ３１０に電気的に結合
することができる。図示の実施形態では、電気外科ツール３２０は、図６６～図１１１に
関して以下でより詳細に説明するように、電気外科ステープル固定式ツールを含む。電気
外科ツール３２０は、ユーザにツールのステータスを知らせるようにその上に位置決めさ
れた多色ＬＥＤのような視覚インジケータ３２２を含む。他の実施形態では、電気外科ツ
ール３２０は、発生器又は異なる電気外科ユニットに電気的に結合することができる。一
部の実施形態では、足踏みスイッチの手のような手動コントローラは、ツールの選択的な
制御を可能にするために、ＥＳＵ３１０又は電気外科融合ツール３２２に電気的に結合す
ることができる。
【００４４】
　集積電気外科ユニット
　図３Ａ～図３Ｃを参照すると、電気外科ユニット４１０は、斜視図、正面図、及び後面
図に示されている。電気外科ユニット４１０は、図１Ａに関して上述したように一体型Ｅ
ＳＵとすることができ、かつ発生器及びフィードバック回路を含むことができる。一部の
実施形態では、電気外科ユニット４１０のハウジング又はコンソールは、標準的な手術室
カート又は保管棚上に収まるようにサイズ決定及び構成することができる。一部の実施形
態では、電気外科ユニット４１０のハウジング又はコンソールは、他の外科電気機器と積
み重ね可能であるように構成することができる。
【００４５】
　図３Ａ～図３Ｂを参照すると、電気外科ユニット４１０の斜視図が示されている。図示
の実施形態では、電気外科ユニット４１０は、２つの専用ツールポート４１２、１つの双
極ツールポート４１４、及び１つの電力ポート４１６を含む。他の実施形態では、電気外
科ユニットは、異なる数のポートを含むことができる。例えば、一部の実施形態では、電
気外科ユニットは、２つより多いか又は少ない専用テレポート４１２、１つより多いか又
は少ない双極ツールポート４１４、及び１つより多いか又は少ない電力ポート４１６を含
むことができる。
【００４６】
　図３Ａ～図３Ｂを引き続き参照すると、各専用ツールポート４１２は、図１Ａに関して
上述したように、メモリを有する電気外科ツールに結合されるように構成される。従って
、専用ツールポート４１２は、電気外科ユニット４１０、並びに発生器のフィードバック
回路に電気的に結合することができる。一部の実施形態では、専用ツールポート４１２は
、複数の電気接触ピン又はピンソケットを含むマルチピンコネクタを含む。一部の実施形
態では、コネクタは、１０個より多い、例えば２０個のピン又はピンソケットを含むこと
ができる。図１Ａに関して先に説明し、かつ以下でより詳細に説明するように、専用ツー
ルポート４１２は、電気的に結合された電気外科ツールからのデータの暗号化された送受
信向けに構成することができる。
【００４７】
　図３Ａ～図３Ｂを引き続き参照すると、双極ツールポート４１４は、従来の双極電気外
科ツールを受け取るように構成されたプラグを含むことができる。双極ツールポート４１
４は、電気外科ユニット４１０の発生器に結合することができる。一部の実施形態では、
双極ツールポート４１４は、電気外科ユニット４１０のフィードバック回路に結合されて
いない。従って、有利な態様では、電気外科ユニット４１０は、ここでより詳細に説明す
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るように、両方の専用電気外科ツール及び従来の双極電気外科ツールに通電することがで
きる。従って、電気外科ユニット４１０は、外科手術空間内に更に別のラック又はカート
スペースを必要とすることなく、独立型双極電気外科発生器の代わりに使用することがで
きる。
【００４８】
　図３Ａ～図３Ｂを引き続き参照すると、電力ポート４１６は、電気外科ユニット４１０
の発生器に結合することができる。電力ポート４１６は、直流を供給するように構成する
ことができる。例えば、一部の実施形態では、電力ポート４１６は、ＤＣ約１２ボルトを
供給することができる。電力ポート４１６は、人工呼吸器、ポンプ、照明、又は別の外科
付属品のような外科付属品に電力供給するように構成することができる。従って、有利な
態様では、標準双極ツールのための電気外科発生器に取って代わることに加えて、電気外
科ユニット４１０は、外科予備電源に取って代わることができる。一部の実施形態では、
電気外科ユニット４１０で現在既存の発生器及び電源に取って代わることは、外科手術空
間において必要とされる幹線電力コードの数において保管棚カード又は棚上で必要とされ
る格納スペースの量を低減することができる。
【００４９】
　図３Ａ～図３Ｂを引き続き参照すると、電気外科ユニット４１０は、ディスプレイ４２
０を含むことができる。一部の実施形態では、ディスプレイは、一部の実施形態ではバッ
クライト又はサイドライトを通じて照明することができる例えばＬＣＤパネルディスプレ
イのようなテキスト及びグラフィック情報を示すことができる多重回線ディスプレイを含
むことができる。一部の実施形態では、ディスプレイ４２０は、電気外科ユニット４１０
に電気的に結合された特定のツールに関する情報、及び外科的処置に関連の標準色に対応
する色（例えば、黄色のテキスト及びグラフィックで表示される切断作動、紫で表示され
る融合又は溶着作動、及び青色で表示される凝固のようなもの、無血切開作動は、黄色及
び青色で表示することができる）を表示するように構成することができる多色ディスプレ
イを含むことができる。一部の実施形態では、以下でより詳細に説明するように、ディス
プレイは、電気外科ユニット４１０に電気的に結合された複数のツールのステータスデー
タを同時に示すように構成することができる。一部の実施形態では、ユーザは、複数の電
気的接続のツールの提示ステータスと単一の電気的接続のツールのステータスとの間でデ
ィスプレイ４２０を切り換えることができる。ディスプレイの更に例示的な態様を図４Ａ
及び図４Ｂに関して、より具体的には、下記のシステムの作動に関して全体的に説明する
。
【００５０】
　図３Ａ～図３Ｂを引き続き参照すると、電気外科ユニットは、例えば複数のボタン４２
２のようなユーザインタフェースを含むことができる。ボタン４２２は、例えば、電気外
科ユニット４１０に結合された１つ又はそれよりも多くのツールに供給される電気エネル
ギの増加又は低減を要求することのような電気外科ユニットとのユーザ対話を可能にする
ことができる。他の実施形態では、ディスプレイ４２０は、タッチスクリーンディスプレ
イとすることができ、従って、データ表示及びユーザインタフェース機能性が一体化され
る。一部の実施形態では、電気外科ユニット４１０は、ユーザに発生可能な誤差、供給さ
れる電気エネルギの終結、又は他の条件に対して注意を喚起するために、スピーカ又はチ
ャイムのような聞こえるインジケータを含むことができる。一部の実施形態では、電気外
科ユニット４１０は、可聴インジケータが、ユーザに可聴フィードバックをもたらすため
に、切断作動中の特定の音、融合又は溶着作動中の異なる音、及び凝固作動中の別の明確
な音を発することができるように構成することができる。
【００５１】
　図３Ｃを参照すると、電気外科ユニット４１０の後面図が示されている。図示の実施形
態では、電気外科ユニット４１０の後部は、後面パネル４３０を含む。後面パネル４３０
は、図１Ａに関して上述したように、足ペダルコントローラのような外部コントローラに
電気的に結合されるように構成されたコントローラポート４３２のような様々なポートを
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含むことができる。後面パネル４３０は、接地ラグを含むことができる。他の実施形態で
は、１つ又はそれよりも多くのコントローラポート及び／又は接地ラグは、例えば前面又
は側面上の電気外科ユニット４１０の別の面上に位置することができる。電気外科ユニッ
ト４１０の裏面は、電気外科ユニット４１０の電源をオン又はオフにする壁ソケット及び
主電源スイッチのようなＡＣ電力幹線に接続されるように構成された幹線電力ポートを含
む電力モジュール４４０を含むことができる。他の実施形態では、主電源スイッチは、例
えば前面又は側面上の電気外科ユニット４１０の別の面上に位置決めすることができる。
電気外科ユニット４１０の後面は、スロット、グリル、又は複数のルーバ４５０のような
熱交換機能を含むことができる。他の実施形態では、熱交換機能は、例えば前面又は側面
上の電気外科ユニット４１０の別の面上に位置決めすることができる。熱交換機能は、電
気外科ユニット４１０コンソール内に収容された発生器、フィードバック回路、及び他の
電気構成要素の空冷又は他の流体冷却を高めることができる。
【００５２】
　図４Ａを参照すると、ディスプレイの例示的なスクリーンショットが示されている。図
示の実施形態では、ディスプレイ４２０は、図示のスクリーンショットにおいて図３Ａ、
図３Ｂに関して上述した電気外科ユニット４１０の前面パネル上の４つのポートに対応す
るＡＤＣツール４６０、双極ツール４７０、第１の高周波電気外科ツール４８０、及び第
２の高周波電気外科ツール４９０に関するステータス情報を表示するように分割すること
ができる。第１の区画４６２は、ＤＣツール４６０に関する情報を表示する。第２の区画
４７２は、双極電気外科ツール４７０に関する情報を表示する。ステータス棒グラフ４７
４のような視覚インジケータは、作動時に、双極電気外科ツール４７０に印加されて総有
効電気エネルギの割合を示すために使用することができる。上述のように、視覚インジケ
ータは、行われる外科的処置を示すために色分けすることができる。第３の区画４８２は
、ステータス棒グラフ４８４のような視覚インジケータを有する第１の高周波電気外科ツ
ール４８０に関する情報を表示することができる。第４の区画４９２は、そのツールに関
して行うことができる各タイプの外科手術に関する個別の視覚インジケータ、すなわち、
棒グラフ４９４、４９６、４９８を有する第２の高周波電気外科ツール４９０に関する情
報を表示することができる。例えば、組織を切断、凝固、又は融合するように作動可能な
電気外科ツールは、３つの色分けされた棒グラフを有することができる。ディスプレイ４
２０は、足ペダルが電気的に結合されたツールに対応する区画に位置する足ペダルアイコ
ン４７６のようなコントローラアイコンを含むことができる。
【００５３】
　図４Ｂを参照すると、ディスプレイ４２０の別の例示的なスクリーンショットが示され
ている。ディスプレイは、第２の電気外科ツールに対応する区画４９２の情報呈示を最大
に利用するように構成されるように示されている。上述のように、一部の実施形態では、
電気外科ユニットは、電気的に結合された単一のツールに関するステータス情報を表示す
るように構成可能とすることができる。一部の実施形態では、電気外科ユニットは、電気
外科ツールに印加されたエネルギレベルのユーザ操作を可能にすることができる。１つの
構成では、電気外科ツールのエネルギレベルは、ツールにより行われる各タイプの電気外
科処置に相応に調節することができる。例えば、ユーザは、ツールによって実行される電
気外科手術に供給されたエネルギレベルを対応して増加又は低減するマスターエネルギレ
ベルを増加又は低減することができ、エネルギレベルは、ディスプレイ４２０上の棒グラ
フ４９４、４９６、４９８において反映させることができる。別の構成では、電気外科ツ
ールのエネルギレベルは、処置特異方式で操作することができる。例えば、ユーザは、他
の電気外科処置のエネルギレベルを不変のままにしながら、特定の電気外科ツールにより
行われる電気外科処置のうちの１つに対応するエネルギレベルを増加又は低減することが
できる。この変化は、ディスプレイ４２０上の棒グラフのうちの１つ、例えば、切断棒グ
ラフ４９４において反映させることができる。
【００５４】
　電気外科システム位相角操作
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　電気外科ユニット
　一般的に、電気外科発生器、電気外科コントローラ、及び１つ又はそれよりも多くの電
気外科ツールを含む電気外科ユニットが提供される。コントローラは、ツールがコントロ
ーラに取り付けられた発生器内に組み込むか、又はそれに取り付けることができる。
【００５５】
　一実施形態では、コントローラは、様々な電気外科発生器に取り付け可能である。コン
トローラに取り付けられた発生器は、コントローラの指示に従ってＲＦエネルギの供給を
提供する。コントローラは、様々な取り付け可能な発生器に対してフィードバック制御及
び予めプログラムされた設定を提供する。これは、主として、取り付けられた発生器とは
独立している内部測定信号を使用することによって可能にされる。換言すれば、発生器が
発生させる（終点測定、例えば、位相シフトに影響を与える）駆動装置信号の駆動周波数
に関係なく、測定信号、及び従って最終位相シフトは、同じままである。
【００５６】
　図５を参照すると、一実施形態では、電気外科発生器は、ＲＦ増幅器、パルス幅変調器
（ＰＷＭ）、及び継電器を含む。電気外科発生器は、１２０Ｈｚ電圧主入力部に結合され
ている。主入力部は、電源６３１の低漏れ絶縁変圧器で絶縁されている。電源は、制御プ
ロセッサ６３７及びＲＦ増幅器６３３の作動電圧を供給する。更に、電源は、ＤＣ１００
Ｖ及び８アンペアの全出力を供給するために直列に接続した２つのＤＣ５０Ｖ出力モジュ
ールを含む。ＲＦ電源は、ＲＦ増幅器、例えば、ＲＦ出力電圧を発生させるスイッチング
式低インピーダンスＲＦ発生器によって生成される。一実施形態では、切断のための６０
０のピークカット電圧及び凝固／融合のための１０アンペア電流が生成される。
【００５７】
　一実施形態では、組織を融合することは、比較的大きな組織片にＲＦ電流を印加するこ
とを伴っている。潜在的に大きなツールのために、接触面積組織インピーダンスは、非常
に低い。従って、有効量のＲＦ電源を送出するために、ＲＦ増幅器の現在の機能は大きい
。従って、一般的な発生器が２～３アンペアの電流を生成することができる場合、発生器
のＲＦ増幅器は、低インピーダンス負荷部に５アンペアＲＭＳを超える電流を供給するこ
とができる。それによって隣接組織への損傷が最小である迅速な組織融合をもたらす。
【００５８】
　ＲＦ増幅器回路は、冗長な電圧及び電流モニタリングを有する。１組の電圧及び電流セ
ンサは、ＰＷＭ回路に接続され、かつサーボ制御に使用される。電圧及び電流は、ＰＷＭ
回路上に位置するアナログデジタル変換器（ＡＤＣ）を使用してプロセッサ６３７により
読み取ることができる。ＰＷＭ回路は、アナログ乗算器も有し、アナログ乗算器は、電圧
と電流の積を計算することによって電力を計算する。ＰＷＭ回路は、電圧及び電流の平均
値を使用し、位相角を含まず、従って、実は実効電力ではなく「ボルトアンペア無効電力
（ＶＡＲ）」を計算している。第２の組の電圧及び電流センサは、遠隔測定回路６４２に
も接続されている。信号は、電圧及び電流の冗長なモニタリングのためにＡＤＣに接続さ
れている。プロセッサは、電圧及び電流の読取値を乗算して電力出力が４００ワットを超
えていないことを確認する。遠隔測定回路は、ＰＷＭ回路から完全に独立しているモニタ
リング回路を有する。これはＡＤＣを含み、ＡＤＣは、独立した基準電源を有する。
【００５９】
　ＲＦ増幅器は、一実施形態では、スイッチングクラスＤプッシュプル回路である。従っ
て、増幅器は、大きなＲＦ電圧を生成して高組織インピーダンスに、並びに大きなＲＦ電
流を生成して低組織インピーダンスにすることができる。ＲＦ増幅器の出力レベルは、「
パルス幅変調（ＰＷＭ）」により制御される。この高圧ＰＷＭ出力信号は、ＲＦ増幅器上
のローパスフィルタにより正弦波に変えられる。フィルタの出力は、ＲＦ増幅器の凝固出
力である。出力はまた、出力変圧器により電圧が段階的に増大され、結果として、ＲＦ増
幅器の切断出力が発生する。一度に１つの出力部がＰＷＭ回路上の制御サーボに接続され
て、一度に１つの出力部のみが使用に向けて選択される。
【００６０】
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　ＲＦ増幅器には、ＰＷＭ回路６３４が結合されている。一実施形態のＰＷＭ６３４は、
ＲＦ増幅器の出力レベルを設定するために、ユーザインタフェースを通じてユーザにより
入力される電圧及び電流の設定値を受け取る。ユーザ設定値は、ＰＷＭのデジタル／アナ
ログ変換器により、作動レベルに変換される。ユーザ設定値は、ＰＷＭのデジタル／アナ
ログ変換器により、作動レベルに変換される。一実施形態の設定値には、最大電圧出力、
最大電流出力、最大電力出力、及び位相停止がある。ＰＷＭ回路のサーボ回路は、３つの
設定値に基づいてＲＦ出力を制御する。サーボ回路は、この点を踏まえて電圧、電流、及
び電源設定値を超えないようにＲＦ増幅器の出力電圧を制御する。例えば、ＥＳＧの出力
は、４００ワットよりも小さいように制限されている。個々の電圧及び電流設定値は、組
織インピーダンスに基づいて４００ワットを超えるように設定することができる。しかし
、電源サーボは、４００ワット未満に電力出力を制限する。
【００６１】
　ＲＦ出力電圧及び電流は、フィードバック制御システムにより調節される。出力電圧及
び電流は、設定値の値と比較され、出力電圧は、指令出力を維持するように調節される。
ＲＦ出力は、４００ワットに制限される。２つのツール接続は、ＲＦ出力及び制御信号を
多重送信するために継電器６３５を使用することによってサポートされる。ＥＭＩライン
フィルタ６３６は、ＲＦ絶縁変圧器及び結合コンデンサを用いてＲＦ漏れ電流を制限する
。
【００６２】
　ＲＦ増幅器の切断及び凝固出力電圧は、継電器回路６３５に接続される。一実施形態の
継電器回路は、継電器マトリックスを含み、継電器マトリックスは、電気外科ユニットの
３つの出力ポートのうちの１つにＲＦ増幅器出力を導く。継電器マトリックスは、ツール
電極の構成も選択する。ＲＦ出力は、常に、継電器接点と損傷を防止するために継電器が
スイッチングされる前に電源が切断される。アイドル状態の出力ポートにＲＦを導く継電
器の膠着を緩和するために、各出力ポートは、漏れ電流センサを有する。センサは、１つ
のツールポートを出て別のツールポートを通じて戻る電流のようなＲＦ電流の不均衡を探
す。電流センサは、継電器ＰＣＢ上に位置し、検出器及びＡＤＣは、遠隔測定ＰＣＢ上に
ある。ＣＰＵは、ＡＤＣの漏れ電流をモニタする。従って、欠陥が検出されると、ＲＦ電
源を切断する警報条件をもたらす。
【００６３】
　継電器回路は、ＲＦ電源が投入される前に、ツールインピーダンスを測定するのに使用
する低電圧ネットワーク分析器回路を含む。回路は、インピーダンス及び組織位相角を測
定する。プロセッサ６３７は、インピーダンス測定値を使用してツールが短絡しているか
否かを確かめる。ツールＡ又はＢ出力が短絡する場合、システムはユーザに警告して、Ｒ
Ｆ電源に電源を入れないことになる。ＲＦ増幅器は、短絡から完全に保護されている。サ
ーボ設定に依存して、システムは、通常は作動して短絡し、故障条件を引き起こすことは
ない。
【００６４】
　電圧及び電流のフィードバックは、低漏れ電流を保証するために絶縁変圧器を使用して
行われる。制御プロセッサ６３７は、ＲＦ増幅器の電力出力を計算して電力設定値と比較
し、電力設定値は、一実施形態ではユーザにより入力される。プロセッサは、電流と電圧
の間の位相遅延又は差異もモニタする。更に、一実施形態では、プロセッサは、異なる位
相設定と適合させ、異なる位相設定は、モニタされた位相差に対する組織タイプに依存す
る。プロセッサは、ＲＦエネルギのあらゆる印加の前にこの点を踏まえて組織の位相シフ
トを測定する。以下でより詳細に説明するように、位相測定値は、固有に組織タイプを識
別する組織通気率（tissue permeability）及び導電率に比例する。組織タイプが識別さ
れると、その組織タイプの終点判断に関連する位相角を判断することができる。発生器は
、一実施形態では、３つのＲＦ出力ポート（ツールＡ、ツールＢ、及び一般的双極）を有
する。ツールＡ及びＢポート６３９はスマートなツールを接続するのに使用され、一方、
一般的双極ポート６４０は標準的な電子外科ツールをサポートする。ＲＦ出力がアクティ
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ブであるか又は警報条件が存在した時に、可聴トーンが生成される。
【００６５】
　手動コントローラ及び足踏みコントローラも、漏れ電流を制限するために絶縁される。
制御プロセッサは、ＲＦ出力部を有効にする前に有効な選択がないか入力を確認する。ス
イッチからの２つの制御入力が同時に作動させられる時、ＲＦ出力部の電源が切断され、
警報が生成される。デジタル／アナログ変換器は、制御出力をアナログサーボ制御により
使用可能な信号に変換するのに使用される。制御設定値は、出力電圧及び電流である。変
換器は、アナログ位相角測定値を処理するのに使用される。コントローラからの電圧ＲＭ
Ｓ、電流ＲＭＳ、及び電源ＲＭＳ情報は、ユーザに呈示のために使用可能な形にも変換さ
れる。デジタルＩ／Ｏバスインタフェース６３８は、ユーザ、コントローラ、及び手／足
踏みスイッチ間のデジタル通信を提供する。絶縁回路は、電気外科発生器から漏れ経路の
可能性を排除するのに使用される。データチャンネルプロトコルで、ユーザと発生器との
間の通信も行う。
【００６６】
　一実施形態では、４つのツールインタフェース回路がユニット内にある。これらの回路
は、システムの内側の幹線電源からユーザ入力スイッチを絶縁するのに使用される。４台
のツールインタフェース回路は同一で、ユーザスイッチ入力、並びにツール暗号のための
メモリ及びスクリプトメモリを読み取る回路基板上のマイクロプロセッサを有する。スイ
ッチ閉成抵抗は、閉成として読み取られる汚れたスイッチ接点を排除するためにＡＤＣで
測定される。３００オーム未満スイッチ閉成は有効であり、一方、１０００オームを超え
るあらゆる読取値は、開である。３００オームと１０００オームの間の読取値は、不完全
な入力であると見なされる。
【００６７】
　４つのツールインタフェース回路は、ＲＳ４８５ネットワークを使用するプロセッサと
通信する。各ツールインタフェース回路は、ユニット内でアドレス及び位置を選択するジ
ャンパを有する。ＲＳ４８５接続は、漏れ電流通路のあらゆる可能性を排除するために絶
縁される。１つのツールインタフェース回路は、ツールＡ及びＢポートの各々に接続され
る。第３のツールインタフェース回路は、ＤＣ出力ポートに接続され、第４の回路は、後
面パネル足踏みスイッチ入力部に接続される。プロセッサは、ネットワークマスターであ
り、４つの回路の各々は、ネットワークスレーブである。プロセッサは、各回路に入力が
ないかポーリングする。ツールインタフェース回路は、指令に応答することしかできない
。それによってネットワークが確定的なものになり、あらゆる種類のデッドロックが防止
される。各ツールインタフェース回路は、システムＯＫ論理信号に接続される。システム
エラーがツールインタフェース回路により検出された場合、この信号はアサートされる。
プロセッサは、この信号をモニタして故障を表示する。この信号は、ＰＷＭ回路とのハー
ドウエアの接続を有し、アサートされた時にＲＦ増幅器を無効にする。システムエラーは
、同時に作動された２つの入力スイッチ又はプロセッサとの通信の損失とすることができ
る。ツールＡ及びＢポート、並びにＤＣポートは、ツールがレセプタクルに接続した時を
検出するマイクロスイッチを有する。このスイッチが押されるまで、ツールインタフェー
ス回路前面パネル接続は、あらゆる漏れ電流が前面パネル接続から流れるのを防止するた
めにオフに構成される。スイッチが押されると、ツールインタフェースにより、プロセッ
サは、ツール暗号のためのメモリ及びスクリプトメモリへの読み書きを開始することがで
きる。ツールが検出された状態で、接続したツールのタイプ及びステータスを示すウィン
ドウがユーザインタフェースディスプレイ内で開く。一般的な双極ポートは、あらゆる構
成メモリを有していないレガシーツールをサポートする。組織測定回路は、双極接続接点
をモニタするのに使用される。バイポーラのツールが接続した時、ツールキャパシタンス
が検出され、プロセッサは、ユーザインタフェースディスプレイ上で双極ツールウィンド
ウを開いて双極ツールのステータスを示す。ＤＣポートは、ＤＣ１２ボルト電動カスタム
外科ツールとインタフェース接続するのに使用される。ツールがこのポートに接続した時
、接続したツールのタイプ及びステータスを示すウィンドウが、ユーザインタフェースデ
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ィスプレイ内で開く。ＤＣツールスクリプト指令がオンになった時、プロセッサは、絶縁
された１２ボルトツールの電源を投入する電源コントローラ絶縁回路６４３上の継電器を
閉条件にする。
【００６８】
　電源コントローラ及び絶縁回路６４３は、２つの他の機能を有する。ＲＦ増幅器を駆動
する１００ボルトの電源を制御する。この電源は、ＰＷＭ回路から制御される継電器によ
り電源が投入される。プロセッサは、ＰＷＭ回路を通じてこの電源のオンを指令する。Ｐ
ＷＭ回路がリセットされるか又は故障条件を検出した場合、継電器は、作動せず、１００
ボルト電源はオフのままになる。また、電源コントローラ及び絶縁回路上に位置するのは
、絶縁の余分の層を追加するＲＳ４８５絶縁回路である。
【００６９】
　前面パネルインタフェース回路構成６４１は、プロセッサに前面パネル制御スイッチ及
びＬＣＤディスプレイを接続するのに使用される。前面パネルインタフェース回路は、マ
イクロプロセッサも含み、マイクロプロセッサは、絶縁された予備電源により電力供給さ
れ、絶縁された予備電源は、主電源スイッチがオンの時はいつでもオンである。前面パネ
ル電源スイッチを押した時、マイクロプロセッサは、電源コントローラ及び絶縁回路上の
継電器を使用して主論理電源の電源を投入する。電源をオフにするためにボタンを押した
時、マイクロプロセッサは、プロセッサに電源オフ要求を信号送信する。プロセッサが、
電源をオフにするように待機する時、それは、電源をオフにするようにマイクロプロセッ
サに信号送信する。電源コントローラ継電器は、その後開成され、主電源がオフになる。
【００７０】
　一実施形態では、発生器は、単一のスイッチ入力指令のみを受諾する。ＲＦがアクティ
ブではない、例えば、ＲＦエネルギは印加されていない状態では、足踏みスイッチ、ツー
ル、又は足踏みスイッチ及びツールの組合せからの複数のスイッチ閉成は、無視される。
ＲＦがアクティブである状態で、二重閉成は、警報を引き起こすものとし、ＲＦは、終了
されるものとする。足踏みスイッチは、一実施形態では、ＲＦエネルギの印加の作動を行
う一時的スイッチを含む。スイッチは、例えば作動時に凝固に向けて、切断に向けて、及
び／又は順序付けられた凝固又は切断に向けてＲＦエネルギの作動を開始する。足ペダル
上の２位置押しボタンは、切り換わって異なるツール間のスイッチングを可能にする。ア
クティブなポートは、発生器のディスプレイ及び手ツール上のＬＥＤ上で表示される。
【００７１】
　一実施形態では、全てのＲＦ作動は、「ＲＦオン・トーン」をもたらす。作動トーン音
量は、後面パネル音量操作ノブで４ＯｄＢＡ（最小）と６５ｄＢ（最大）との間で調節可
能である。しかし、音量調節は、警報の音声音量に影響を与えない。また、一実施形態で
は、ユニバーサル入力電源は、発生器に結合され、スイッチ又は設定を使用せずに入力電
圧及び周波数範囲にわたって作動する。プログラミングポートは、一実施形態では、発生
器にコードをダウンロードするのに使用され、かつ作動データをアップロードするのに使
用される。
【００７２】
　発生器は、一実施形態では、３アンペアでＤＣ１２Ｖを有する出力電力を供給する。Ｄ
Ｃ電力を使用するこのようなツールの例は、吸入／注水ポンプ、ステープラ、及び分割器
（例えば腫瘍等を小さい部分に分割し除去するツール）であるがこれらに限定されない。
ＤＣコネクタは、分かり易い一方向接続を有する。他のツールレセプタクルと同様に、非
無菌電子チップモジュールは、一回の一方向ロッキング機構により、適切なＤＣ電動手持
ツールのコネクタに挿入される。コネクタ及びチップモジュール上のツール特異の彫刻模
様により、チップモジュールがチップモジュールのプログラム先であるツールのタイプに
のみ適合することが保証される。チップコネクタは、ツール認識及びツール利用に関する
データ記憶を可能にする。ＤＣコネクタは、不正挿入を防止するようにも構成される。発
生器は、付属のＤＣ電動ツールを認識するようにも構成される。発生器は、ツールコネク
タから構成データを読取り、ツール認識及びツール利用データの記憶が可能である。
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【００７３】
　一実施形態では、コントローラは、ツールがコントローラに取り付けられる時にツール
を認識する。認識するツールに基づいて、発生器は、ツールにより必要に応じて適切にＲ
Ｆエネルギを印加するようにコントローラを構成するのに利用される設定パラメータにア
クセスして特殊な作動を開始する。例えば、設定されるパラメータには、出力電圧の自動
事前設定、特定の出力ピン（ツールに接続）の作動、又はフィードバックサイクルの判断
があるがこれらに限定されない。
【００７４】
　一実施形態では、コントローラは、接続したツールに制御信号及び／又は電力を供給し
、ＬＥＤ及び／又は特徴的な音声トーンを通じて制御信号及び／又は電力がアクティブで
ある時を表示する。コントローラはまた、いつ及び／又はどの特定のツールがアクティブ
であるかを表示するように配置される。コントローラはまた、ツール有効寿命のある一定
の満了又は初回のツール作動後の特定の期間の後にツールが再利用されることを防止する
。
【００７５】
　一実施形態では、位相測定値は、２つの正弦波信号間の相対測定値である。一方の信号
は、基準として使用され、位相シフトは、その基準に対して測定される。信号が時変なの
で、測定は、瞬時に行うことができない。信号は、差異を判断することができるように十
分に長くモニタすべきである。一般的に、２つの既知の点（ゼロを通って交差する正弦波
）間の時間差が、位相角を判断するために測定される。位相コントローラの場合、デバイ
スは、正確な水晶制御時計で出力正弦波を作る。その正確な水晶制御時計は、アナログデ
ジタル変換器で入力サンプルを読み取るために使用される。このようにして、位相コント
ローラの出力は、正確に位相コントローラの入力と同調している。一実施形態では、位相
コントローラは、入力正弦波信号を基準正弦波と比較して位相シフト量を判断する。
【００７６】
　位相コントローラは、「離散フーリエ変換（ＤＦＴ）」として公知である数学的な処理
を用いてこの比較を行う。この特定の事例では、入力信号の１０２４個のサンプルは、正
弦機能及び余弦関数で点毎に相関される。慣例により、余弦部を実部と呼び、正弦部を虚
部と呼ぶ。入力信号に位相シフトがない場合、ＤＦＴの結果は、１００％実部である。入
力信号が９０°の位相シフトを有する場合、ＤＦＴの結果は、１００％虚部のものである
。ＤＦＴの結果が実部と虚部の両方の成分を有する場合、位相角は、虚部と実部の値の比
の逆正接として計算することができる。
【００７７】
　位相角計算が実数と虚数の単位とは独立していることを認めるべきである。その比のみ
が重要である。位相コントローラの位相結果は、利得からも独立しており、インピーダン
スの計算は、位相角を計算する処理において行われない。ＤＦＴを実行することにより、
位相コントローラは、１対の数として位相測定値を符号化する。
【００７８】
　ユーザは、グラフィックパネルディスプレイ及び関連のスイッチ６４１を通じて電気外
科ユニットと対話する。前面パネルスイッチは、グラフィックパネルディスプレイ上に生
成されたＬＣＤディスプレイメニューでの対話を可能にする。メニューは、言語選択及び
ツール設定値の修正を可能にするものである。一実施形態では、ツールがプラグに差し込
まれてユニットにより検出された時に限り、パラメータは、そのツールに対して変更する
ことができる。
【００７９】
　上述の電気外科ユニットは、電気外科ツールがユニットに接続される１つ又はそれより
も多くのレセプタクルを含む。この接続を通じて、ツール及びユニットは、互いに通信す
る。ツールを接続することも、ツール情報及び電流の強さを示すためにコントローラにシ
ステムのディスプレイを更新させる。
【００８０】
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　ディスプレイ又はユーザインタフェース６４１の例を図６に示している。ユーザインタ
フェースは、各接続したツールのツールステータスのようなツール情報を提供し、ユーザ
インタフェースにより、ユーザは、設定値、例えば、ＲＦエネルギの印加又は強度を修正
することができる。一実施形態では、ユーザインタフェースは、各接続したツールの機能
に関してツール設定も示す。図示の実施形態では、３つのツールは、発生器に接続されて
いる。従って、吸入／注入ポンプディスプレイ６２１、Ｋｉｉ融合ツールディスプレイ６
２２、及びへら（spatula）ツールディスプレイ６２３が示されている。吸入／注入ポン
プがオン／オフ設定６２４を有する各ツールに利用可能な関連の操作又はアクションが行
われる。Ｋｉｉ融合ツールは、切断６２５、凝固６２６、及び融合６２７に関する相対的
な電力設定を有し、へらツールは、切断６２８及び凝固６２９に関する相対的な電力設定
を有する。
【００８１】
　一実施形態では、ユーザインタフェースにより、ナビゲーションボタン６３２から単一
のボタンを押すことによる選択したツール（強調表示された縁６３１により表示）に関す
る全ての設定の同時変更が可能である。例えば、図７に示すように、「アップ」ボタン６
３３を押すことにより、接続したＫｉｉ融合ツールに対して切断、凝固、及び融合の相対
電力設定が同時に変更されることになる。更に、図８に示すように、設定は、サブメニュ
ーにナビゲートすることによって個々に変更することができる。図示の例では、Ｋｉｉ融
合ツールの凝固レベルは、切断及び／又は融合の相対的な電力設定を変更することなく変
更される。デフォルトボタン６３４を選択することにより、選択したツールの全てのツー
ル機能の設定は、デフォルト設定に戻る。また、文脈から当然のように、関連のボタン操
作及び対応するラベルは、図７内のメニューボタンであるボタン６３５及び図８内のバッ
クボタンに示すように変わる可能性がある。
【００８２】
　本発明の様々な態様によるコントローラを示すブロック図を図９に示している。図示の
ように、発生器の出力は、組織に印加された電圧及び電流の間の位相シフトを測定するた
めに駆動信号及び回路の周波数を判断する回路内に供給される。発生器により印加された
電圧は、出力電圧の振幅を低減するバッファ／レベルシフト器５４１を通じて送られる。
信号は、周波数測定５４２を通じて発生器出力の周波数を供給するよう処理され、マイク
ロコントローラ５４３内に供給される。駆動信号の周波数は、位相シフトに直接に影響を
与えることができる。同様に、発生器出力は、高周波数ノイズを低減する信号処理回路５
４４を通じて送られ、次に、電圧及び電流調節５４５ａ－ｂを通じて調整され、印加電圧
及び電流を表す信号を供給するために多極ローパスフィルタ５４６ａ－ｂによりフィルタ
リングされる。電圧及び電流を表す両方の信号は、位相比較器５４７を使用して位相シフ
トに関して測定される。位相比較器の出力は、マイクロコントローラ５４３内に供給され
る。最終位相シフトに到達するように判断することができる使用する電気外科ユニットの
周波数により、マイクロコントローラは、位相比較器の出力を発生器の駆動周波数により
判断されたトリガレベルと比較する。このようなトリガレベルに達成し、すなわち、組織
融合又は溶着が完了した時に、マイクロコントローラ５４３により、組織が発生器から切
り離され、マイクロコントローラ５４３は、音響インジケータ又は視覚インジケータ５４
８（ブザー、ディスプレイ、ライトなど）によりその状態を示す。その条件がマイクロコ
ントローラ５４３に供給される過大電圧を検出するために発生器出力が供給される過電圧
検出器５４９も設けられる。
【００８３】
　図１０は、融合処理の終点を判断するために電圧と電流の間の位相シフトを利用する電
気外科ユニットの様々な実施形態によるコントローラのブロック図を示している。マイク
ロコントローラ５５３は、５ＭＨｚで低圧方形波信号５５１を送出する。低圧方形波信号
５５１は、５ＭＨｚで４極ローパスフィルタ５５０により低圧正弦波信号５５２に変換さ
れる。低圧５ＭＨｚの信号は、発生器の出力に重畳され、この出力は、一般的に３００～
５００ｋＨｚの周波数で１００～２００Ｖの範囲である。一例として、５００ｋＨｚでの
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２００Ｖ駆動電圧及び５ＭＨｚでの５Ｖ測定電圧の重畳回線電圧信号を図１１に示してい
る。
【００８４】
　組合せ電圧は、次に、組織に印加され、ちょうど前の例の場合と同様に、処理のために
バッファ／レベルシフト器回路を通じて調整される。同様に、組織を通る電流が測定され
、同じく処理のために調整される。ＥＳＵからの３００～５００ｋＨｚでの高電圧（及び
高電流）、並びに５ＭＨｚでの低電圧（弱電流）信号を含む処理済み電圧（及び電流）信
号は、５ＭＨｚを中心とする多極帯域通過フィルタを通して送られる。フィルタは、信号
をＥＳＵと区別して、５ＭＨｚでの２つの信号のみが位相比較器内の位相シフトを測定す
るために残る。融合処理の終了の近くの時点の５ＭＨｚの電圧及び電流の両方に関するフ
ィルタリング後の信号を図１２に示している。
【００８５】
　測定された位相シフトは、マイクロコントローラ内に供給され、マイクロコントローラ
は、読取値を５ＭＨｚの周波数での融合処理の完了を示す所定のレベルと比較する。また
、このようなトリガレベルに達成し、すなわち、組織融合又は溶着が完了した時に、マイ
クロコントローラ５５３により、組織が発生器から切り離され、マイクロコントローラ５
５３は、音響インジケータ又は視覚インジケータ５４８（ブザー、ディスプレイ、ライト
など）によりその状態を示す。
【００８６】
　図１３は、コントローラの一態様の概略ブロック図を示している。図示のように、マイ
クロプロセッサ５６１は、発生器の出力と内部測定回路の間で組織のスイッチングのタイ
ミングを計る。従って、組織は、低電圧及び低電流測定信号の位相シフトを測定すること
によって融合処理のステータスに関して定期的に評価される。得られた位相シフトの値に
基づいて、組織は、更に、融合に向けて発生器の高圧出力へスイッチングされるか、又は
発生器から永久的に切り離される。従って、内部回路は、５００ｋＨｚで低圧正弦波５６
３に変換される低圧方形波信号５６２を５００ｋＨｚで発生させるマイクロプロセッサ５
６１を含む。この信号は、組織に印加され、正規の測定間隔中に発生器から電気的に切り
離された時に限り位相比較器５６４により分析される。
【００８７】
　一実施形態では、位相シフトは、直接に駆動信号、すなわち、組織に電気外科発生器に
よって供給される電圧及び電流から導出される。一実施形態では、電気回路は、非常に異
なる周波数で測定信号を重畳することにより、１つの（正弦波）周波数を有する駆動電圧
を修正する。従って、融合処理の電気エネルギは、測定のために第２の周波数で第２信号
として同時に印加しながら１つの周波数で供給される。測定回路内の帯域通過フィルタを
使用することによる２つの異なる信号の分離により、電気外科融合又は溶着処理中に位相
シフトの連続測定が可能である。一実施形態では、コントローラは、低圧測定信号を印加
することによって融合又は溶着処理のステータスを評価するために、定期的に電気外科エ
ネルギの供給を中断する。測定サイクル中に得られる位相シフトに基づいて、コントロー
ラは、組織へ発生器から駆動信号をスイッチングするか、又は組織を絶縁する。一実施形
態では、コントローラは、発生器から組織へのＲＦエネルギの供給を終了させることによ
り、位相シフトの所定のレベルで組織融合又は溶着処理を中断する。
【００８８】
　図１４は、生物組織の融合又は溶着の制御のための本発明の態様によるコントローラ又
は制御ユニットを示している。図示のように、制御ユニットは、血管又は組織を圧迫する
ように配置されているツール５０８に発生器５０７の双極電源出力を接続している。ツー
ルは、融合処理を作動させるスイッチ５０９も収容する。発生器が手動作動に向けて入力
部を装備している場合（足ペダル５１１又は他の仲介デバイスを使用するのではなく）、
制御ユニットから発生器までの第３の接続５１２は、同じ手動スイッチによる発生器の作
動を可能にするものである。
【００８９】
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　コントローラは、一実施形態では、発生器の直接出力部と内部測定回路、例えば、スイ
ッチ５１５間の組織のスイッチングを制御するプロセッサ５１３を含む。コントローラは
、内部のバッテリ電力モジュール５１４で電源が供給される。タイミングが計られたスイ
ッチングにより、組織のステータスを定期的に測定しながら、組織は、間隔を置いて融合
される。従って、測定信号は、マイクロプロセッサ５１３から５００ｋＨｚ方形波で供給
される時に信号発生器５１８によって生成される５００ｋＨｚ正弦波低電圧信号である。
低圧正弦波測定信号が組織に印加された時、位相比較器５１６は、測定電圧の印加により
引き起こされた印加測定電圧と電流の間の位相シフトを測定する。プロセッサにより分析
されるか又は処理される結果に基づいて、組織は、発生器にスイッチングされるか、又は
ＬＥＤ／ブザー５１７を通じた音響表示及び／又は視覚表示を伴って発生器から切り離さ
れる。
【００９０】
　図１５は、位相シフトを測定するのに使用される低圧正弦波信号を発生する外部測定回
路の一実施形態を示している。この信号は、４極低域アクティブフィルタ５３１に５００
ｋＨｚ方形波を通すことによって生成される。４極ローパスフィルタは、高調波成分を除
去して正弦波基本周波数を通過させる。５００ｋＨｚの方形波は、マイクロコントローラ
５２４内のＰＷＭ周辺機器５２２を通じて生成される。
【００９１】
　図１６は、発生器から駆動信号と測定信号、例えば、５００ｋＨｚ５ボルトピーク間正
弦波基準信号との間でスイッチングされるように構成されたスイッチ５１５を示している
。スイッチングを実行する固体スイッチの使用により長い運転寿命及び固有の電流サージ
制御が得られるが、双極凝固モードで一般的な発生器によって生成された比較的高い電圧
（ＡＣ－２００Ｖ）及び高周波数（－５００ｋＨｚ）信号を阻止することは困難である可
能性がある。従って、２つの二極双投形機械式継電器５２７、５２８が使用される。第１
の継電器５２７は、発生器と基準信号間でスイッチングされる。第２の継電器５２８は、
電流サージを制限し、これは、継電器を損傷して低圧回路を中断させる可能性がある電磁
干渉（ＥＭＩ）パルスを発生させることがある。更に、これは、組織を電気アークにより
引き起こされる合併症又は問題から保護する。殆どの発生器が一定電力デバイスであるの
で、最高電圧が無負荷条件中に発生する。直列抵抗器を通じた発生器内の最初のスイッチ
ングにより、発生器の出力電圧は、抵抗器にわたって共有され、組織に与えられる電圧が
制限される。更に、この抵抗器は、エネルギ制限器として機能し、発生器の全出力が印加
される前に、高い導電チャンネルが融合する組織内で有効になる。
【００９２】
　一実施形態では、スイッチングは、以下の順序で行われる。低電圧測定又は基準信号か
ら発生器にスイッチングされる時、第１の継電器５２８は、基準の両端を切り換えて消し
、直接に１つの発生器リード線で及び１００オームの抵抗器を通じた１つのリード線に切
り換えて入れる。１００オーム抵抗器は、２００ボルトの電源に対しては、２アンペアに
サージ電流を制限する。出力部の短絡が発生した場合、４００ワットは３ワット抵抗器内
で消費され、３ワット抵抗器は、迅速に燃え尽きる。しかし、第１の継電器５２８が発生
器内で切り換わった約５０ミリ秒後に、第２の継電器５２７は、１００オーム抵抗器を消
して、１００オームの抵抗器は、燃え尽きないようにされ、かつ発生器の全出力を組織に
送出することができる。デバイスが他の方法でスイッチングされる時（ＥＳＵから基準信
号に）、デバイスは、最初に１００オーム抵抗器内で切り換わって電流を低減し、次に、
完全に発生器を消す。この順序により、誘導的な激しい反応及びＥＭＩ生成が低減される
。
【００９３】
　一実施形態の継電器５２７、５２８は、ラッチングタイプである。殆どの機械式継電器
は、非デフォルト状態で有意な量の電力を引き出す（電流は、戻りバネの力に対抗するの
に必要とされる）。コントローラは、限られた電力容量のバッテリが装備されているので
、２つのラッチングタイプ継電器が使用される。これらの継電器は、電流を使用して２つ
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の安定状態の間に移行するだけであり、作動時の電力レベルが遙かに低くなる。
【００９４】
　２つの上述正弦波との間の位相シフトを測定する位相検出回路５３０を図１７に示して
いる。回路の第１の部分は、基準電圧と同じＤＣ値に正弦波をレベルシフトする。レベル
シフト後の信号は、次に、比較器５３１の負の入力部に送られる。正の入力部は、ＤＣ基
準電圧に直接に接続されている。スイッチングノイズを低減するために少量のヒステリシ
スが使用される。比較器の出力は、入力正弦波と同じ位相を有する方形波である。これら
の２つの信号は、排他的論理和ゲート５３２に送られる。ゲートの出力は、２つの入力の
一方が高い時に高く、低い時には低い。出力の負荷サイクルは、従って、２つの入力方形
波の位相に線形に関連する。負荷サイクルはローパスフィルタを通じてＤＣ電圧に変換さ
れ、ＤＣ電圧は、マイクロコントローラのアナログデジタル変換器周辺機器により測定さ
れる。
【００９５】
　図１８は、２つの低機能コインセルにより制御回路に電力供給しているバッテリ電源回
路を示している。バッテリは、５時間の時間間隔にわたって５００融合サイクルの寿命を
有する。特定の数のシール、又は特定の時間制限は到達した時、コントローラは、警告を
出して作動を中止する。コントローラは、使用される特定のバッテリの電力特性を中心と
した電源要求を管理する。コントローラは、バッテリの電力容量を超える場合がある特異
の作動が同時に発生するのを防止し、融合サイクル間の回路の選択した部分の電源消費量
を低減し、及び融合サイクルの間に４ＭＨｚから３２ｋＨｚにマイクロコントローラ発振
器を減速する管理制御を含む。
【００９６】
　図１９は、ツールに接続するように構成された入力ポート５３４を示している。ツール
上のスイッチの係合で、コントローラは、組織に関する初期測定（短絡など）を提供し、
初期測定に基づいて、発生器を作動させて、コントローラにより渡されてかつ制御される
電気外科電力供給する。
【００９７】
　多くの発生器が足踏みペダルでもっぱら作動させることができるので（ただし、又は外
科医の好みにもよる）、コントローラは、このような状況に対応する。例えば、発生器を
足踏みスイッチで作動させ、一方、ツール上の手動スイッチによるその後の作動が行われ
る場合、コントローラは、発生器の出力の投入を可能にする。
【００９８】
　上述の制御回路を使用する結果を図２０を示すが、図２０は、生物組織に印加された実
効電圧を時間の関数として示している。ブタ腎動脈のこの特定の例に示すように、組織は
、約３００ｍｓの５つの測定サイクルにより中断される、約８５０ｍｓの時間持続時間の
６つの高電圧融合間隔に露出されている。
【００９９】
　一実施形態では、融合処理は、ツール上のスイッチを押すことで始まり、それによって
初期測定シーケンスが開始される。この時点は、始動（電源投入）５３５と記載されてい
る。実施形態のツールは、２つの電極間の抵抗を検査、及び位相シフトが許容範囲である
か否か調べる。位相シフトを確認することにより、融合された組織を再度融合しようとす
ることが防止される。初期検査の結果に基づいて、コントローラは、発生器の出力を組織
に投入する。それによって圧迫組織へのＲＦエネルギの印加が開始される。約８５０ｍｓ
の後、コントローラは発生器から組織を切り離して第１の組織評価位相へスイッチングさ
れる。結果に基づいて、組織は、更に加熱されるか又は測定回路上に残るように発生器か
ら切り離されたままである。後者の事例は、「電源停止（スイッチオン）」５３６と記載
されている。この場合、組織が密封されている（又は、その電極の短絡が発生した）こと
を示す音響及び／又は視覚信号が装置から発せられる。組織への測定信号の供給は、ツー
ル上のスイッチが解除された時に終了になり、これは、「手動停止（スイッチオフ）」５
３７と記載されている。この時点で、組織へのエネルギの全ての供給が終了になる。
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【０１００】
　測定サイクル５３８のより詳細な分析は、図２１及び図２２に示しており、図２１及び
図２２は、更に別の測定（位相シフト以外の）をその測定期間内に含めることができるこ
とを示している。このような測定は、例えば、融合された組織を融合しようとすること、
又は電気的に短絡している電極への電源の供給を防止することができる。
【０１０１】
　図２２では、図２１の２Ｖの測定安定期５３９のより詳細な分析を示す。図示のように
、ＲＦ測定サイクル中に組織を通じて位相シフトを判断するのに使用される５００ｋＨｚ
の低電圧測定信号５４０の詳細図を示す。
【０１０２】
　電気外科システム及び処理
　様々な実施形態における電気外科システム及び処理は、手術中に患者に単極又は双極高
周波電気エネルギを印加する。このようなシステム及び処理は、特に、空間的に限定され
たアクセス及び呼出し及び可視性のために簡単な取り扱いを必要とする腹腔鏡検査で内視
鏡手術に適合され、血管を融合して他の生物組織を結合するために、一態様では、組織／
血管を切断、切開、及び分離するのに使用される。ある一定の実施形態では、システム及
び処理は、（ａ）組織を乾燥させ、かつ（ｂ）殆どの生物組織内に豊富にあるコラーゲン
（タイプＩ－ＩＩＩ）及び他のタンパク質を変性するために機械的に圧迫された組織への
ＲＦエネルギの印加を含む。適切な温度へのコラーゲンの加熱によりコラーゲンが拡張す
るか、収縮するか、又は変性するので、システムは、血管の永久的な閉塞に向けて手術中
の毛細管及び血管の密封を可能にする。以下でより詳細に説明するように、一例として、
最大７ミリメートルまでの動脈は、高周波（ＲＦ）エネルギ及び機械的圧力により閉塞さ
せ、かつ切開することができる。
【０１０３】
　制御された高周波電気エネルギを圧迫組織に同時に印加した時、組織は、比較的高い圧
力（約１０～２０ｋｇ／ｃｍ2）で圧迫され、組織は、タンパク質を変性させて、組織内
の十分な水を除去するために十分な電気エネルギが供給される。この処理中、印加電圧は
、電気アーク（一般的に＜２００ＶＲＭＳ）を回避するために十分に低減される。
【０１０４】
　上述の方法で電気エネルギを印加した時、組織は、迅速に以下の融合／結合処理を経る
。体温で始まって、組織は、（ａ）迅速に加熱され、結果として（ｂ）細胞バースト、体
液（主として水及び塩イオン）の放出、（ｃ）約６０－６５０℃での血管内のコラーゲン
及びエラスチンの分解及び「活性化」、及び（ｄ）血管の乾燥が発生する。ここでは、乾
燥処理は、血管温度が約１０００℃に到達した場合の蒸気の形態での水の放出により見出
される。分解されたコラーゲン鎖及びエラスチン鎖の存在する時の水の減少は、コラーゲ
ン鎖間の接合の形成に至り、結果として、組織の強力な弾性シールになる。測定値により
確認されるように、血管が少なくとも７０℃に加熱され、約１０～２０ｋｇ／ｃｍ2で加
圧されて、次に、初期の含水率の約４０～５０％分乾燥した時、最も強力な（最高のバー
スト圧力による）血管融合が得られる。
【０１０５】
　電気的に、組織は、インピーダンスにより融合処理中に特徴付けることができ、このイ
ンピーダンスは、一般的に１０～１００オームの純粋のオームの抵抗で始まる。融合処理
中に、純粋のオーム抵抗は、増加分が２桁になる前に２０～５０％低減する。抵抗器が最
終値に接近する時に、組織のインピーダンスは、約２０度の位相シフトで容量挙動におい
て徐々に増加する。組織は、たとえオームの成分がこの位相中にほぼ不変のままであると
しても、約４０度の位相シフトによる融合処理の終わりに顕著な容量挙動を示す。
【０１０６】
　図２３をここで参照すると、電気外科システムの様々な実施形態により直径４ミリメー
トルのブタ腎動脈の密封に関する実験データを例証するグラフが示されている。融合処理
は、３ポンドの圧迫荷重で幅０．７５ミリメートルの電極で動脈を圧迫することにより、
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及び６０Ｗ最大電力設定で２００Ｖを使用する電圧安定電気外科電源で動脈に通電するこ
とによって実行される。融合処理（１秒）の開始における電圧５０１、電流５０２及び電
力５０３が示されている。図示のように、例えば、正弦波電圧及び電流は実質的に同相で
あり、すなわち、位相差又は角度は、０に等しい。この時点で、動脈のインピーダンスは
、約１００オームの値を有する純粋にオーム性である。
【０１０７】
　同じ大きさの動脈に関する印加ピーク電圧及びピーク電流の時間的の経過を図２４に示
している。印加電圧は一定の値に迅速に安定し、これは、電圧安定電源のアーチファクト
である。運用荷重に関係なく、電圧安定電気外科電源は、電圧が電気外科効果に対して強
大な影響力を有することから設定値に出力電圧を調節する。電圧と対照的に、動脈を通じ
て駆動される電流は、初期１Ａから０．５ｓで１．５Ａまで増加し、次に、次の３秒にわ
たって徐々に約０．２Ａに低減する。融合時間の残りの４秒間は、電流のピーク値は、ほ
ぼ不変のままである。
【０１０８】
　図２４からの情報を示す別の方法を図２５に示しており、図２５は、動脈のインピーダ
ンス５０６を融合時間の関数として示している。採取された動脈の初期インピーダンスは
、７５オームである。高周波数電気エネルギの印加で、動脈は、迅速に加熱され、従って
、コラーゲン収縮、細胞膜バースト、及び捕捉された液体（主として水及びイオン）の最
後的な放出が発生する。従って、インピーダンスは、約５４オームに低減している。電気
エネルギの更に別の供給は、動脈乾燥を開始し、従って、インピーダンス増加になる。融
合処理となって約４秒で、動脈のインピーダンスは、約８００オームから約１，２００オ
ームへのインピーダンスへの緩やかな増加を伴って安定し始める。
【０１０９】
　融合処理は、（ａ）組織のサイズ及びタイプが無視される一定の絶対抵抗（例えば２ｋ
ｏｈｍ）、（ｂ）オーム抵抗が最小である時間の特定の倍数、（ｃ）オーム抵抗が初期の
ものと同じである時間の特定の倍数、又は（ｄ）オーム抵抗が最小のもののある倍数（fa
ctor）である時間の特定の倍数で終了させることができる。しかし、融合された動脈のバ
ースト圧力及び熱の広がりを考慮して、融合処理の終了は、インピーダンス曲線の平坦に
なった部分におけるものであると判断される。しかし、図２５で分るように、この領域は
、インピーダンス測定としては不正確な適用範囲でもある。同様に、各々の一連の（ａ）
～（ｄ）は、融合時間（結果として望ましい最少の熱の広がりで望ましい最高バースト圧
力になる）の終点を判断する際にはより良くなる。終了基準としてのみオーム抵抗を利用
して、不完全な結果になる可能性がある。これは、大きさが異なる組織を融合する時（同
じ性質のものでさえ）、より顕著である可能性があり、これも、図２６で例証しており、
図２６は、様々な大きさの動脈及び他の組織の相対抵抗（初抵抗に対する）を融合時間の
関数として示している。
【０１１０】
　同じ材料の組織（すなわち、動脈）の融合処理の終了は、１つの相対的なオームの負荷
部を指定することによって（例えば、抵抗が初抵抗の３倍に到達した時）望ましい精度で
制御することはできない。代替的に、抵抗内の相対的な変化は、血管のサイズに依存し、
すなわち、＜２ｍｍの動脈は、１秒の何分の１かで密封し（初抵抗と比較して抵抗が約２
倍になる場合）、約３ｍｍの動脈が約２秒で密封し（抵抗が約３倍になる場合）、１５ｍ
ｍ動脈／静脈は、約７秒で密封する（抵抗が５倍に増加した場合）。同時に、一部の動脈
は、その特徴付けに従わない場合がある（例えば、３～４ｍｍの動脈は、初抵抗の２．５
倍を上回らない）ことができない。代替的に、融合処理は、図２５内の平坦な領域内で終
了するはずである。上述のように、精度は、異なる融合時間の時間の関数に関して平坦な
領域内では困難である。
【０１１１】
　位相ベースのモニタリング
　一態様では、融合処理の終点の判断は、融合処理中に電圧及び電流の位相シフトをモニ
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タすることによって行われる。インピーダンスとは異なり、位相シフトは、動脈が乾燥し
て融合が完了する時の方が変化が顕著になり、それゆえに、インピーダンスより影響を受
けやすい制御値になる。これは、融合処理の開始に対して図２３に示すように、電圧及び
電流を異なる融合時間の時間の関数としてモニタする時に見出される。
【０１１２】
　図２３では、融合の開始により、印加電圧及び電流が同調している（約－３°のシフト
で）ことが見出され、これは、動脈が、支配的に約７５オームのオーム負荷のように振舞
うことを示している。エネルギの更に別の供給により、動脈の加熱、インピーダンスの初
期減少（コラーゲンの収縮、細胞膜バースト、及び主として水及び融合イオンの放出によ
り引き起こされる）、及びインピーダンスのその後の増加が発生する。血管融合のこの期
間中、電圧と電流の間の位相差は最小の変化で小さいままであり、これは、動脈が純粋に
オーム性であることを示している。
【０１１３】
　動脈は、完全には乾燥状態ではなく、従って、密封は完全ではない。図２７を参照する
と、融合処理になって４秒で、位相差は、－１０°（電流リード）までゆっくり増加する
。電気エネルギの更に別の供給は抵抗の値を大幅に変更するものではない（図２４を参照
されたい）が、電圧と電流の間の位相差内の顕著な増加を引き起こす。これは、融合処理
になって７秒の位置で図２８で見出され、これは、約２５°の位相差を示している。血管
融合処理は続き、位相差又は角度が図２９に示すように約３５～４０°に到達した時に最
少の望ましい熱の広がりで望ましいバースト圧力が得られる。また、図示のように、位相
角は、約２０～４０°に到達する。同様に、結果として他の組織の溶着になるのに必要な
位相差又は角度は、肺組織に対しては約４５～５０°、小腸に対しては６０～６５°に到
達する。しかし、組織の全てのタイプに対して、位相範囲の最高値に到達すると、密封時
間の長すぎになる可能性がある。従って、以下でより詳細に説明するように、電気外科発
生器を通じた位相シフト、すなわち、測定信号の測定又はモニタリングと共に電気外科制
御ユニットを通じたＲＦエネルギ、すなわち、駆動装置信号の印加が、電気外科システム
の様々な実施形態により血管及び組織を融合又は溶着するために行われる。
【０１１４】
　電気的に組織を特徴付ける時、インピーダンスの代わりに電圧と電流の間に位相差を融
合又は溶着処理内の制御値として使用することを更に示すことができる。血管及び組織を
位相差が取得することができる並列の時間に依存するオーム性抵抗器Ｒ及びコンデンサＣ
であると考えた時（その両方は、組織サイズ及びタイプに依存する）、以下のようになる
。
【０１１５】
【数１】

【０１１６】
　ここで、Ｒはオーム抵抗、ρは比抵抗、Ａは面積、ｄは融合された組織の厚みであり、
更に、以下のようになる。
【０１１７】
【数２】

【０１１８】
　ここで、Ｘｃは容量インピーダンス、ωは周波数、Ｃは組織の容量であり、更に、以下
のようになる。
【０１１９】
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【数３】

【０１２０】
　ここで、ε及びε0は、相対誘電率及び絶対誘電率である。そこで、位相差φは、以下
のように表すことができる。
【０１２１】

【数４】

【０１２２】
　従って、（オーム性の）抵抗Ｒとは対照的に位相差φをモニタする違いは、φは、印加
された周波数Ω及び材料特性（すなわち、誘電率ε及び導電率ρ）だけに依存し、組織寸
法（すなわち、圧迫組織Ａ面積及び組織厚みｄ）に依存しないということである。さらに
、組織抵抗の変化より、位相差の変化の方が、融合処理終了時には遙かに大きく、より簡
単かつより正確な測定が可能である。
【０１２３】
　更に、特定の周波数での組織の初期誘電体特性（誘電率ε及び導電率ρ）の測定で、組
織のタイプを判断することができる。誘電率ε及び導電率ρの積の値を増大させることに
よって準備された様々なタイプの生物組織の誘電体特性を３５０ｋＨｚの周波数（一般的
な電気外科発生器の周波数範囲にある）で図３０に示している。実際の組織融合又は溶着
処理の前の組織の誘電率εと導電率ρの積の測定により（これは、原料特性であり組織寸
法から独立している）、適切に特定の生物組織を融合又は密封するのに必要とされる位相
シフトを、図３０から判断することができる。確実にそれぞれのタイプの組織を融合又は
密封するのに必要とされる位相シフトは、組織の誘電率εの積及び導電率ρの関数（３５
０ｋＨｚにおける）として測定される。図３１及び図３２は、更にこの機能を強調してお
り、図３１では、終点判断は、初期位相読取値の関数として示し、図３２では、終点判断
は、組織特性（導電率×相対誘電率）の関数として示している。組織特性の関数は、φ終
了＝38＋29［1－exp(-0.0091ρε)］として表すことができる。
【０１２４】
　従って、（ａ）組織の誘電体特性の測定、及び（ｂ）位相差の制御及びフィードバック
は、組織サイズに関係なく、様々な組織タイプに対して正確な制御及びフィードバック機
構を可能にし、かつ標準電気外科電源（周波数の非常に狭い範囲において個々に稼動する
）を使用することを可能にするものである。しかし、行われた組織特性測定のその特性周
波数は、位相の特性周波数と同じか又は異なるとすることができることに注意すべきであ
る。しかし、組織測定が発生器の駆動周波数に基づいて、かつ様々な発生器が使用される
場合（その全ては、周波数の狭い範囲で稼動）、終点は、異なるものになる。それゆえに
、このような事例に対して、（１）外部測定信号（同じ周波数である）を使用すること、
又は（ｂ）独立型発生器を利用する望ましいとすることができる。
【０１２５】
　従って、コントローラは、組織融合又は溶着処理モニタ及び制御するために誘電率及び
導電率の積、並びに印加電圧と電流の間の位相差を判断するように構成される。特に、コ
ントローラの制御及びフィードバック回路は、いつ位相差が誘電体及び導電率測定の結果
により判断された位相シフト値に到達するかを判断する。この閾値に到達した時、融合又
は溶着処理は、終了になる。例えば、視覚又は可聴のインジケータは、終了を知らせるた
めに設けられ、一態様では、コントローラは、電極を通じた電気エネルギの更に別の送出
を制限する（完全に、ほぼ完全に、又は所定の最小値に）。従って、組織の密封、結合、
又は接続を発生させるツールは、接続中の組織に対する非外傷性設定になり、かつ組織で
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十分なバースト圧力、引張強度、又は引張強度をもたらす。
【０１２６】
　接続ツールの容量性負荷補償
　一実施形態では、ツールキャパシタンス及びツール抵抗の測定及び説明は、一貫した初
期組織評価（導電率及び誘電率）に向けて行われ、それによって処理（すなわち、凝固、
融合又は溶着）の組織特異的終点が得られる。本発明の別の態様では、ツールキャパシタ
ンス及びツール抵抗の測定及び説明は、一貫した組織フィードバック測定（位相シフト）
に向けて行われ、それによって一貫した組織変容結果（すなわち、凝固、融合又は溶着）
が保証される。
【０１２７】
　図３３は、２つの電気外科ツールの状態図を示している。図示のように、両方のツール
は、抵抗性又はオーム性負荷部（主として発生器に手持ツールを接続するワイヤハーネス
１５００、並びに手持ツール内の接続に由来する）、並びに容量性負荷（主としてツール
顎、並びに発生器に手持ツールを接続するワイヤハーネス１５００に由来する）として電
気的に表される。状態図では、ツールは、位相角により特徴付けることができる。
【０１２８】
　ツールの一般的な構成内に見られるオーム性及び容量性インピーダンスの値は、オーム
性負荷部に対しては１～１０オーム、容量抵抗（数百ｋＨｚで数十～数百ｐＦキャパシタ
ンス）に対しては１～１００キロオームの範囲にある。２つの等しいツールであっても、
ツール特性（電気ワイヤ接続、ハーネス長など）の変動は、同じツールに対して異なる位
相角α及びα’になる可能性がある。以下に示すように、これらの変動は、組織評価前及
び組織評価中に使用される異なる組織測定値になる可能性がある。
【０１２９】
　図３４に示すように、組織と接触している電気外科ツールの状態図は、組織のオーム性
及び容量性の成分（実線矢印）を増して、電気外科発生器に対する全負荷（破線矢印）を
示す、ツールの抵抗性及び容量性の成分（ドット矢印）から成る。電圧及び電流の位相シ
フトに依存する組織測定技術に対して、ツールの存在は、見掛けの位相による対象とする
組織測定値の結果を大幅を変えるものである。
【０１３０】
　この関連では、電力供給の前の組織測定（融合／結合の終点を判断するため）又は電力
供給中に組織測定（融合／結合の終点を判断するため）が同一ツール（すなわち、ツール
インピーダンス）で形成される場合、ツール（インピーダンス）の存在は、実際的な問題
にはならない。代替的に、ツールインピーダンスの変動により、初期組織評価（不正確な
終点の指摘）及び組織フィードバック測定（融合／結合の終点を判断する）において異な
る結果が発生する。
【０１３１】
　従って、組織変容処理中に位相シフトを測定するのに使用されるコントローラは、最初
に初期ツールインピーダンス（例えば、電気外科発生器へのツールコネクタの接続中に）
を判断するのに使用することができ、ツール特性の公差／変化は、次に、組織測定アルゴ
リズム内で対処される。それによってオーム性かつ容量性の値及び／又は特定の電気外科
ツールの公差とは独立している組織測定値が可能になる。
【０１３２】
　従って、一般的に、ツールキャパシタンスが増加する時、終点位相シフトは減少する。
特に、ツールキャパシタンスが増加する時、容量インピーダンスは減少する（Ｘ＝１／ω
Ｃ）。容量インピーダンスにより、終点位相シフトが小さくなるか又は減少する。同様に
、ツール抵抗が増加する時、終点位相シフトは減少する。
【０１３３】
　また、初期組織判断観点から、一般的に、ツールキャパシタンスが増加する時、見掛け
の初期位相シフトは、「理想的な」値と比較すると減少する。「理想的な」値は、０又は
殆ど０のキャパシタンスを有するツールである。同様に、ツール抵抗が増加する時、見掛
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けの初期位相シフトは、「理想的な」値と比較すると減少する。従って、ツールキャパシ
タンス（Ｃ＝εε0Ａ／ｄ）及び／又はツール抵抗（Ｒ＝ρｄ／Ａ）が増加する時、ｔａ
ｎφの減少、すなわち、位相の減少を反映する誘電率及び／又は導電率の増加がある。一
例では、１６０ｐＦのキャパシタンスを有する電気外科ツールは、６～２３度の初期位相
シフトを有する２３０ｐＦのキャパシタンスを有するツールに対して９～５９度の初期位
相シフトを有していた。更に、組織誘電率と導電率の積の値が初期位相シフトに逆比例す
るために、ツールキャパシタンス及び／又は抵抗が増加する時、見掛けの組織誘電率及び
導電率の積は「理想的な」値と比較すると増加する。
【０１３４】
　図３５は、電気外科融合処理中のブタ腎動脈のオーム抵抗を示している。上述のように
、血管の融合処理及び／又は組織の溶着は、位相差又は印加電圧と生じた電流の間の角度
を測定して融合／密封処理を中断するのに使用する時の方が良好に制御することができる
。組織のタイプに基づいて、終点は、それぞれ、約４０度（血管）又は６０度（腸）で理
想的であることが判明している。
【０１３５】
　組織が迅速に所定の位相（組織のタイプに基づいて、４０から６０度の範囲である）に
到達する代わりに、測定位相シフトは、漸近的に遮断（cut-off）閾値に接近する。これ
を図３５に示すのと同じ密封に対して図３６に示している。図示のように、位相シフトは
、初期融合処理中に迅速に増加するが、次に、密封のそれ以降に対してはゆっくり増加す
る。漸近的な接近では、最終位相閾値（例えば、４０度）に到達するには有意な量の時間
が必要であることがある。従って、位相値が明確な値に到達することだけに依存するので
はなく、更に、位相の導関数を使用して確定された位相値への漸近的な接近を回避するこ
とができる。同じ密封の位相値の導関数を図３７に示している。図示のように、位相は、
密封になって最初の０．５ｓ中に大きく変化（増加）し、密封のそれ以降ついては殆ど変
化しない。約１．５ｓの密封時間の後、位相ｄφ／ｄｔの導関数は、密封（実際の位相読
取値から独立）を終了させるために０．１度／秒という所定の値に到達する。
【０１３６】
　更に、判断された位相値は、位相トリップレベルが電源を制御するプロセッサの読出時
間中に到達した時、例えば、検出されることなくオーバーシュートする可能性がある。こ
のような場合、プロセッサは、最終位相停止に到達したことを認識することができない。
これは、ブタ腸の結合に対して図３８に示している。図示のように、位相シフトは６０度
の所定の位相閾値をオーバーシュートするが、代替的に、５０度の漸近的な定常レベルに
到達する。単独で明確な値に到達するために位相値に依存する代わりに、密封が確実に終
了に適応させるために位相の導関数も使用される。
【０１３７】
　同じ密封の位相値の導関数を図３９に示している。図示のように、位相は、結合になっ
て最初の０．２５ｓ中に大きく変化（増加）し、密封のそれ以降については、変化は僅か
に少しである。結合から約１．５ｓ後、位相の導関数ｄφ／ｄｔは、０．１度／秒という
所定の値に到達して結合（実際の位相読取値から独立）を終了させる。一実施形態の位相
の導関数は、０．０２度／秒に設定される。０．２～０．０１度／秒の位相導関数の範囲
も、問題がないことが判明している。後者の場合、位相角読取値の導関数は、密封／結合
を終了させる安全機能になる。
【０１３８】
　先に説明し、かつ本出願を通じて説明するように、電気外科発生器は、最終的に接続し
た電気外科ツールにＲＦエネルギを供給する。電気外科発生器は、確実に、供給されたＲ
Ｆエネルギが指定のパラメータを超えず、かつ故障又は誤り状態を検出に適応させる。し
かし、様々な実施形態では、電気外科ツールは、外科的処置のために適切にＲＦエネルギ
を印加するのに使用される指令又は論理を供給する。電気外科ツールは、電気外科発生器
と共にツールの操作を指図する指令及びパラメータを有するメモリを含む。例えば、簡単
な事例では、発生器は、ＲＦエネルギを供給することができるが、接続したツールは、ど
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れくらいのエネルギを印加するか判断する。しかし、発生器は、たとえ接続したツールに
よる指示があったとしても、ＲＦエネルギの供給源が組閾値を超えることを可能にするも
のではなく、従って、欠陥のあるツールに関する指令に対する検査又は確認が行われる。
【０１３９】
　一実施形態では、各ツールは、ツール認証、構成、期限満了、及び記録を行う集積回路
が付属している。レセプタクル又はポートへのツールの接続により、ツール確認及び識別
処理が開始される。一実施形態のツール認証は、課題－応答方式及び／又はコントローラ
によっても共有される格納されたシークレットキーを通じて行われる。他のパラメータは
、完全性検査のためにハッシュキーを有する。使用は、コントローラ及び／又はツール集
積回路に記録される。一実施形態における誤差により、結果として使用を非記録とするこ
とができる。一実施形態では、ログ記録は、二進法で設定され、かつオフラインツールで
又はコントローラを通じて解釈される。
【０１４０】
　一実施形態では、標準双極出口に標準双極ツールを接続してもツールはアクティブに検
査されない。しかし、コントローラが、双極出口に関する情報がユニットのモニタ又はユ
ーザインタフェース上で表示されるように接続を認識する。ディスプレイは、出口が作動
される前に双極出口のためにフィールドを取っておく。一実施形態では、コントローラは
、時間測定成分を使用してツールの期限満了をモニタする。このような構成要素は、発振
器又はタイマ、リアルタイム暦時計にポーリングすることを利用し、起動時に設定される
。タイマ割込みは、コントローラにより処理され、タイムアウトのためにスクリプトによ
り使用することができる。記録（logging）でもタイマ又はカウンタを利用して、記録さ
れたイベントに時刻を表示する。
【０１４１】
　一実施形態のツールは、ツールと一体化されるか又はツールから取外し可能なメモリを
有する。ツールメモリ内のツールアルゴリズム又はスクリプトは、発生器のスクリプト解
釈プログラム内に取り込まれる。スクリプトは、発生器に接続した時の使用のためにツー
ルを準備する指令及びパラメータを供給する。ツールに結合されたスイッチが作動される
と、コントローラは、スイッチ閉成を検出してツールを認証すると、ツールの期限満了ス
テータスを確認してレセプタクルのツールを表す内部データ構造を初期化する。ツールス
イッチのその後の作動により、発生器にＲＦエネルギを供給するようにスクリプトに指示
させるイベントが開始される。コントローラは、ツール及び発生器に使用を記録する。ツ
ールが発生器のレセプタクルから切り離された時、コントローラは、レセプタクルに関連
の情報をリセットする。コントローラは、適切な作動しているか発生器を絶えずモニタす
る。回復不能誤り及び故障は公開され、システムの更に別の作動が回避される。全ての故
障は、コントローラのメモリ及び／又はツールのメモリに格納される。
【０１４２】
　特定の処置からの、例えば、電源投入から電源切断までのデータは、各ツール上に格納
される。ツールは、更に処置からのデータ、すなわち、ツール使用回数、電源設定電力設
定値、及び故障を保持する。一実施形態における各ツールは、同様に全ての他のツールか
らの情報も保持する。ツールメモリは、以下のパラメータ、すなわち、発生器の製造番号
、タイムスタンプ、各ツール使用に関する組織評価及び終点設定、すなわち、切断、凝固
、結合、電源設定、ＲＦ持続時間、及び終点（自動停止、故障、手動停止などを含むがこ
れらに限定されるものではない。
【０１４３】
　発生器は、ダウンロード可能な内部ログ内に、使用詳細を記録する。発生器は、コード
及び機械性能の記憶のメモリを有する。発生器は、特定のツール性能に関する命令を含む
再プログラマブルメモリを有する。メモリは、例えば、製造番号及びツール使用パラメー
タを保持する。発生器は、接続したツールのタイプに関する情報を格納する。このような
情報には、タイムスタンプ、接続したツールの使用回数又は使用持続時間、各々の電源設
定、デフォルト設定に行われた変更と共にツール識別器、例えば、接続したツールの製造
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番号があるがこれらに限定されない。一実施形態におけるメモリは、約２月間又は約１０
，０００回のツール使用に関するデータを保持し、かつ必要に応じて自己上書きするよう
に構成される。
【０１４４】
　一実施形態では、コントローラは、ツールスクリプトを構文分析する状態機械解釈プロ
グラムモジュールを含む。ツールスクリプトは、特定の又は所定のツールに関するツール
処理を表している。ツールスクリプトは、ツール、コントローラ、又はその組合せに接続
されるか又はそれに一体化されたメモリ上に格納される。状態機械解釈プログラムモジュ
ールは、スイッチ作動／作動停止、ツール位置又は超過測定閾値のような特定のイベント
に応答する。モジュールは、応答と同時に、ＲＦエネルギ及び／又は電極作動の出力を制
御する。一実施形態では、解釈プログラムモジュールは、各ツール入力レセプタクルに対
して設けられる。コントローラは、ツールイベントを検出して、検出されたイベントを適
切な解釈プログラムモジュールに転送する。モジュールは、次に、検出されたイベントに
基づいてコントローラのアクションを要求し、それによって適切なツール入力レセプタク
ル、更には適切な解釈プログラムモジュールに関連の接続したツールに出力が供給される
。
【０１４５】
　一実施形態では、コントローラは、特定の入力レセプタクルに対して特定の又は所定の
一定のツールスクリプトを有する。従って、このツールスクリプトのみが、特定の入力レ
セプタクルに接続したツールに使用される。解釈プログラムモジュールは、イベント検出
器及びスクリプト構文分析プログラムを含む。イベント検出器は、スイッチ作動／作動停
止イベント又は測定イベント（例えば、超過位相閾値）のようなツールイベントを受信及
び識別する。イベント検出器は、ＲＦ出力、出力選択、及び／又は出力の選択、ディスプ
レイ及び音声トーンの変更を制御するコントローラへの要求を作成する。検出される他の
イベントには、手及び足踏みスイッチ、顎スイッチの検出、位相終了及び位相中及び終了
イベント、短絡、開成、ツールスクリプト状態がある。スクリプト構文分析プログラムは
、ツールスクリプトを解釈する。スクリプト内のキーワードは、スクリプト構文分析プロ
グラムがイベント検出器により識別された検出イベントに基づいてツール作動に関する作
戦指揮及びデータを抽出する手助けをする。電圧、電流のような設定値に加えて、ツール
スクリプトは、切断などからＲＦ供給源又は凝固電源を指定する。スクリプトは、どの電
極がＲＦ＋、ＲＦ－に接続されるか、又は浮動するのを許可されるかも指定する。スクリ
プトは、電極構成を制御してイベントをトリガする閾値を設定することができるので、ス
クリプトは、使用中にツールを完全に変更することができる。
【０１４６】
　スクリプトは、電圧及び電流出力設定、並びに電圧及び電流の設定のシーケンスを制御
する。例えば、血管の誘電率及び導電率は、サイズとは独立した同じものである。小さい
血管は、非常に迅速に融合し、一方、大きな血管は、数秒掛かる場合がある。小血管に大
量の電流を印加すると、余分な組織損傷が発生する恐れがあり、一方、少量の電流を使用
して、融合機能を実行するためには容認できないほど長い時間を消費することになる。従
って、ツール性能を修正するために、スクリプトは、少量のＲＦ電流を最初に指令するこ
とができ、融合終点に１秒未満で到達しなかった場合、大きな血管の融合を速めるために
高い電流が指令される。１つの作動（凝固）から別の作動（切断）にスイッチングされる
ようにツール性能を修正する別のスクリプトの使用は、融合及び切断のような多段処理を
簡素化するようにツール電極及びＥＳＧ出力を変更するということである。臨床医が処理
を開始する時、スクリプトは、融合のためにユニットを最初に設定し、すなわち、融合終
点を示す組織位相角を測定する。ＲＦ電源は、次に、融合終点に到達するまで投入される
。ユニットは、その後ＲＦ電源を切断して、融合が完了であることを示すためにビープ音
を発する。ユニットは、次に、切断構成に電極をスイッチングして切断に向けてＲＦ出力
を設定し、ＲＦ出力を再作動する。切断手術は、切断が完了した時に臨床医により停止さ
れる。
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【０１４７】
　図４０を参照すると、ツール作動の概要が示されている。電気外科発生器に接続したツ
ールが確認される（６０１）。終点が判断される（６０２）。ツールは、エネルギ、例え
ば、ＲＦエネルギを印加し（６０３）、終点に到達するか、又は誤り状態が検出されるま
で続く。終点に到達したか、又は終点を超えたように判断すると（６０４）、ツールは、
作動が停止され（例えば、エネルギの印加が停止される）、処理が終了する。
【０１４８】
　接続ツールのツールアルゴリズムに基づいて、終点のツール確認及び判断は、変わる可
能性がある。特に、ツール短絡は、ツールの組織接触面で抵抗を測定することによって判
断される。抵抗が１０オームを下回った場合、ツール短絡条件が認められる。様々な実施
形態により、測定組織誘電率と導電率の積又は初期位相シフトは、接続ツールに対して終
点を判断するのに利用される。
【０１４９】
　様々な実施形態により、位相シフト及び／又は位相変化率は、終点に到達したか、又は
超えたかを判断するために処理を通して測定される。また、タイムアウトパラメータ、例
えば、タイマ又はカウンタが設定された時間制限又は障害状態に到達するか又は超えると
、たとえ判断した終点に到達していないか又は超えていないとしても処理を停止又は中断
する。
【０１５０】
　手持ち式電気外科ツール
　先に全体的に説明し、かつ以下でより詳細に説明するように、様々な手持ち式電気外科
ツールは、本明細書で説明する電気外科システムにおいて使用することができる。例えば
、電気外科把持器、はさみ、ピンセット、探触子、ニードル、及び本明細書で説明する一
態様、一部、又は全てを組み込む他の器具は、電気外科システムにおいて様々な利点を有
することができる。様々な実施形態電気外科ツールを以下で説明する。以下で全体的に説
明する機能の１つ、一部、又は全ては以下で説明するツールの実施形態のいずれかに含め
ることができるように考えられている。例えば、以下で説明するツールの各々が上述のよ
うにフィードバック回路との対話のためにメモリを含むことは望ましいとすることができ
る。しかし、他の実施形態では、以下で説明するツールは、ツールメモリの対話なしで標
準双極電源と対話するように構成することができる。しかし、更に、これらの実施形態の
特定的な態様は、本出願の範囲の他の電気外科ツールの特定的な態様と組み合わせること
ができるように考えられている。これらの電気外科ツールの特定的な態様を本明細書で全
体的に及び以下でより詳細に様々な実施形態に関して説明する。
【０１５１】
　図１Ａ及び図１Ｂに関して上述したように、電気外科ツールはメモリを含むことができ
ることが望ましい。メモリは、暗号化モジュール及び構成デバイスモジュールを含むこと
ができる。構成デバイスモジュールは、特定のタイプのツールデータを格納することがで
きる。例えば、構成デバイスモジュールは、電気外科ユニットへの電気接続に成功すると
電気外科ユニットに移設されるソフトウエアを含むツールの作動パラメータを格納するこ
とができる。これらの作動パラメータには、これらの作動のためにツール及び対応するエ
ネルギレベル範囲及び持続時間によって実行される様々な電気外科処置に関するデータ、
ツールの電極構成に関するデータ、及びツールで異なる電気外科処置を行う電極間のスイ
ッチングに関するデータを含むことができる。有利な態様では、従来技術電気外科システ
ムとは異なり、ツールプロフィール及び周期的なツールデータ更新の変更は、休止時間な
しで、迅速に電気外科発生器に行うことができ、その理由は、ツール作動用ソフトウエア
が発生器ではなく電気外科ツール自体に常駐することができるからである。従って、デー
タ更新は、ツール製造中に行うことができる。
【０１５２】
　構成デバイスモジュールは、例えば、以前のツール使用毎の情報の記録を含むデータロ
グを更に格納することができる。例えば、一部の実施形態では、データログは、電気外科
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ユニット識別器、ツールによって実行される電気外科処置のログ及び持続時間、及びツー
ルに印加されたエネルギのログを含むタイムスタンプデータを含むことができる。一部の
実施形態では、特に電気外科ツールが殺菌及び再使用向けに構成されていない場合に特定
のツールの使用は最大使用期間又は処置回数に制限されることが望ましいとすることがで
きる。従って、一部の実施形態では、構成デバイスモジュールは、所定の使用又は処置回
数の後のツールの作動を防止するように構成することができる。一部の実施形態では、ツ
ールは、想定外の再使用可能性を低減するために、簡単に切り離すことができる使い捨て
のコネクタのようなデータログに加えて、又はその代わりに機械的ロックアウトを含むこ
とができる。
【０１５３】
　一部の実施形態では、ツールが暗号化されたプロトコルを通じて電気外科ユニットと通
信することが望ましい。従って、メモリは、この暗号化された通信を補助するために暗号
化モジュール又は暗号化キーを更に格納することができる。
【０１５４】
　図１８などに関して上述したように、電気外科システムにおいて使用する電気外科ツー
ルが１つ又はそれよりも多くの音響及び／又は視覚インジケータを含むことが望ましいと
することができる。一部の実施形態では、電気外科ツールは、ＬＥＤのアレイ、又は多く
の組み合わされた色を発生させることができる三色ＬＥＤアセンブリのような多色ＬＥＤ
アセンブリを含むことができる。視覚インジケータは、ツールによって実行される電気外
科処置のタイプに対応する色で照明するように構成することができる。ツールが複数の異
なるタイプの電気外科処置を行うように構成されている場合、視覚インジケータは、現在
選択された電気外科処置を反映するように更新することが望ましい。従って、有利な態様
では、ユーザは、手術領域を注視しながら、ツールがどのタイプの電気外科処置を行うよ
うに構成されているか見出される。
【０１５５】
　電気外科融合ツール
　図４１Ａ～図４１Ｂを参照すると、手持ち式腹腔鏡検査密封器／分割器又は融合ツール
１１００の一実施形態が示されている。図示の実施形態では、密封器／分割器は、ハンド
ルアセンブリ１１１０、ハンドルアセンブリ１１１０から延びる細長シャフト１１２０、
及びハンドルアセンブリ１１１０の反対側の細長シャフト１１２０上に位置決めされた顎
アセンブリ１１３０を含む。細長シャフト１１２０は、間に中心縦軸を形成する近位端及
び遠位端を有する。図示の実施形態では、ハンドルアセンブリ１１１０は、ピストル把持
方式のハンドルを含む。細長シャフト１１２０及び顎アセンブリ１１３０は、一実施形態
では、５ｍｍの直径トロカールカニューレ又はアクセスポートを通じて適合するようにサ
イズ決定及び成形されている。他の実施形態では、細長シャフト及び顎アセンブリは、他
の規格又は非標準サイズを有するトロカールカニューレ又はアクセスポートを通じて適合
するようにサイズ決定及び構成することができる。図４１Ａでは、ハンドルアセンブリ１
１１０は、顎が開いている第１の又は初期位置に示されている。
【０１５６】
　図４１Ａ～図４２Ｂを参照すると、ハンドルアセンブリ１１１０は、固定ハンドル１１
１２及び固定ハンドルに移動可能に結合された作動ハンドル１１１４を含む。図示の実施
形態では、固定ハンドル１１１２は、右ハンドルフレーム１１１２Ｒ及び左ハンドルフレ
ーム１１１２Ｌで形成されるハウジングを含む。他の実施形態では、固定ハンドル１１１
２は単一の構成要素とすることができ、又は２つよりも多い部分で形成されたハウジング
とすることができる。図示の実施形態では、作動ハンドル１１１４は、以下でより詳細に
説明するように、固定ハウジングに摺動可能に及びピボット回転可能に結合される。作動
面では、作動ハンドル１１１４は、顎アセンブリを作動させる、例えば顎を選択的に開閉
するようにユーザにより、例えば、外科医により操作することができる。
【０１５７】
　図４２Ａ～図４２Ｂを引き続き参照すると、図示の実施形態では、作動ハンドル１１１
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４は、顎アセンブリ１１３０にハンドルアセンブリ１１１０を結合する力調節機構１２０
０を構成するように固定ハンドル１１１２に結合されている。望ましくは、力調節機構１
２００は、閉鎖構成において、顎アセンブリ１１３０が第１の顎１１３２と第２の顎１１
３４の間に所定の最小力と所定の最大力の間の把持力を送出するように構成することがで
きる。
【０１５８】
　図４２Ａ～図４２Ｂを引き続き参照すると、図示の実施形態では、作動ハンドル１１１
４は、力調節機構１２００を構成するために、２つの摺動式ピボット位置１２０２、１２
０４で固定ハンドル１１１２に結合されている。作動ハンドル１１１４は、上に形成され
る把持面を含む第１の端部１１１６及び第１の端部１１１６と反対側の第２の端部１１１
８を有する。図示の実施形態では、作動ハンドル１１１４は、第２の端部１１１８に隣接
してピン１２０６に結合されている。一部の実施形態では、作動ハンドル１１１４には、
ピン面を形成するそこから延びる突起を一体式に構成することができ、一方、他の実施形
態では、ピンは、作動ハンドルの開口に圧入することができる。１２０６ピンは、固定取
手ハウジングの左右のハンドルフレーム１１１２Ｌ、１１１２Ｒ内に形成された対応する
スロットのような固定ハンドル１１１２のスロット内に含めることができる。これらのス
ロットは、摺動ピン１２０６が所定の範囲にわたって移動することを可能にすることがで
きる。一部の実施形態では、スロットは、作動ハンドルが開放顎に対応する第１の位置か
ら閉鎖顎に対応する第２の位置まで移動する時に、望ましい作動ハンドル経路を形成する
ように構成することができる。例えば、図示の実施形態は、細長シャフト１１２０の中心
縦軸から斜めに固定ハンドル１１１２内に形成された略直線スロットを含む。他の実施形
態では、スロットは、中心縦軸とほぼ平行に構成することができる。一部の実施形態では
、スロットは、曲線式とすることができる。
【０１５９】
　図示の実施形態では、力調節機構１２００は、左右のハンドルフレーム内のピンスロッ
トの後部に向う近位側方向にピンを付勢するトリガバネ１２０８のような付勢部材を含む
（例えば、図４２Ｂを参照されたい）。トリガバネ１２０８及び作動ハンドル１１１４は
、取付点１２０２で、自由につまり妨害されずにピボット回転することができる。付勢部
材１２０８は、所定の力に予め荷重を加えることができる。作動面では、所定の力が作動
ハンドル１１１４の上で掛けられた時、トリガバネ１２０８により掛けられる付勢力は、
克服され、作動ハンドル１１１４の第２の端部１１１８は、スロット内のピンにより案内
されて略遠位側に並進することができる。
【０１６０】
　図示の実施形態は、固定ハンドルに作動ハンドルの１つのピボット点を結合するピンイ
ンスロット構成を含むが、他の実施形態では、他の接続を構成することができるように考
えられている。例えば、一部の実施形態では、スロットを作動ハンドル内に構成すること
ができ、合わせ突起を固定ハンドル内に構成することができる。更にその上に、図示の実
施形態は、付勢部材を形成する緊張コイルバネを含むが、他の実施形態では、他の付勢部
材が考えられている。例えば、付勢部材は、圧縮バネ、捩りバネ、弾性バンド、流体を満
たした衝撃吸収ユニット、又は別の適切な付勢デバイスを含むことができる。
【０１６１】
　図４２Ａ～図４２Ｂを引き続き参照すると、図示の実施形態では、作動ハンドル１１１
４は、作動ハンドルの第１及び第２の端部１１１６、１１１８との間の位置で摺動可能か
つピボット回転可能に固定ハンドル１１１２に結合されている。プルブロック１２５０の
ような作動部材は、作動ハンドルに結合することができる。図示の実施形態では、プルブ
ロック１２５０の作動経路は、左右のハンドルフレーム１１１２Ｌ、１１１２Ｒ内に形成
されたレールによって定められる。作動ハンドル１１１４が近位側に移動する時、プルブ
ロック１２５０も移動し、効果的に顎を閉鎖させ、これにより顎の間で組織を固定する。
図示の実施形態では、レールは他の方向での移動を制限しながら、近位側及び遠位側に摺
るようにプルブロック１２５０を案内する。他の実施形態では、ピン－イン－スロット構
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成のような様々な他の案内部材は、作動部材の作動経路を構成することができる。
【０１６２】
　図示のように、プルブロック１２５０は、略開放の上面及び下面及び実質的に閉鎖され
た近位端を有するほぼ矩形柱状構造体を含む。作動ハンドル１１１４は、プルブロック１
２５０の上面及び下面を貫通することができる。作動ハンドル１１１４の端部は、固定ハ
ンドルに対する作動ハンドル１１１４の移動がレールによって形成される作動経路に沿っ
て略縦方向にプルブロック１２５０を移動させることができるようにプルブロック１２５
０の近位端を担持することができる。プルブロック１２５０の遠位端は、密封器／分割器
の細長シャフトに沿って縦方向に延びることができる作動チューブ、棒又はロッドのよう
な作動シャフトと結合することができる。従って、作動面では、第１の位置から第２の位
置への作動ハンドル１１１４への移動により縦方向に固定ハウジング内でプルブロック１
２５０が並進し、これは、細長シャフトに対して縦軸に沿って略線形に作動ロッドを対応
するように並進させる。この作動チューブの移動は、顎アセンブリ内の顎の相対運動を制
御することができる。
【０１６３】
　図４２Ａ及び図４２Ｂを引き続き参照すると、一部の実施形態では、密封器／分割器は
、固定ハンドルに対して第２の位置内の作動ハンドル１１１４を維持するラッチ機構１２
６０を含むことができる。図示の実施形態では、作動トリガは、作動ハンドル１１１２内
に含まれた第２の位置つまり閉鎖位置に作動トリガを保持する適合ラッチ１２６４と係合
することができる拡張ラッチ腕１２６２を含む。他の実施形態では、ラッチ機構の１つの
部分は作動ハンドル１１１４の第２の端部の近くに作動ハンドル１１１４の一部上に構成
することができ、ラッチ機構の合わせ部分は作動ハンドル１１１２上に構成することがで
きるように考えられている。更に他の実施形態では、ラッチ機構の一部はプルブロック１
２５０上に構成することができ、ラッチ機構の合わせ部分は固定ハウジング上に構成する
ことができるように考えられている。
【０１６４】
　一部の実施形態では、密封器／分割器の顎アセンブリ１１３０は、ハンドルアセンブリ
１１１０上に位置決めされたブレードトリガ１４０２のようなブレードアクチュエータに
結合することができる前進可能な切断ブレード１４００（図４４Ｂ）を含む。ブレード作
動機構１４０４は、作動的に、切断ブレードにブレードトリガを結合することができる。
図示の実施形態では、ブレードトリガ１４０２は、ピストル把持方式で簡単に操作するこ
とができるようにハンドルアセンブリの近位側表面上に位置決めされている。図示のよう
に、ブレード作動機構１４０４は、切断ブレードに結合されたブレード作動シャフトアセ
ンブリに対してブレードトリガ１４０２の近位側動作を伝達及び逆転させるピボット回転
式ブレード前進リンクを含む。他の実施形態では、ブレードトリガ１４０２は、ブレード
トリガ１４０２の遠位側移動がリンク機構を通じて前進方向の移動なしで遠位側に切断ブ
レードを進めることができるように、作動ハンドル１１１２の遠位側表面上などの作動ハ
ンドル１１１２上の他の位置に位置決めすることができる。作動において、ユーザは、後
退位置から拡張位置まで切断ブレード１４００を前進させるためにブレードトリガ１４０
２を近位側に移動させることができる。ブレード作動機構１４０４は、ブレード戻しバネ
１４０６のような付勢部材を含んで、アクチュエータ内でブレード前進レバーを遠位側に
付勢し、それによって後退位置に切断ブレード１４００を付勢することができる。
【０１６５】
　図４２Ｃを参照すると、ハンドルアセンブリは、ワイヤハーネス１５００も含む。ワイ
ヤハーネス１５００は、ある一定の実施形態では、単一の鞘管内に含まれた６つの絶縁さ
れた個々の電気ワイヤ又はリード線を含む。図示のように、配線ハーネス１５００は、下
面で作動ハンドル１１１２のハウジングを出て作動ハンドル１１１２の内部に沿って略上
方へ延びることができる。他の実施形態では、他のワイヤルーティングを設けることがで
きる。例えば、一部の実施形態では、ワイヤハーネス１５００は、作動ハンドル１１１２
の近位側表面の下部を出ることができる。ハーネス内のワイヤは、上述のように、密封器
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／分割器と電気外科発生器及び／又はその付属品との間の電気通信をもたらすことができ
る。
【０１６６】
　密封器／分割器のある一定の実施形態では、作動ハンドル１１１２の内側で、リード線
のうちの２本は、顎アセンブリ１１３０の無限の回転を可能にするように構成された回転
カプリングクリップ１５０２に取り付けられる。以下でより詳細に説明するように、他の
リード線のうちの２本は、多色ＬＥＤのような視覚インジケータ１５０４に取り付けられ
、残りの２本のリード線は、スイッチ１５０６に取り付けられる。一部の実施形態では、
スイッチ１５０６は、ユーザ操作ボタンに接続され、かつ作動ボタンが押された時に作動
する。一態様では、作動すると、スイッチ１５０６は、一斉に２つのリード線を電気的に
結合することによって回路を完成する。従って、電路は、次に、回転カプリングクリップ
１５０２に取り付けられた２本のリード線の一方に高周波電力を供給するために電気外科
発生器からアクチュエータまで確立される。
【０１６７】
　図４３をここで参照すると、ハンドルアセンブリは、回転シャフトアセンブリ１６００
に結合されている。ある一定の実施形態では、回転シャフトアセンブリ１６００へのハン
ドルアセンブリの結合は、ハンドルアセンブリに対して顎アセンブリ１１３０の無限の３
６０度の回転を可能にするように構成される。図示の実施形態では、ハンドルアセンブリ
１１１０は５ヵ所の位置又は接続でシャフト１１２０に接続し、同時に作動ハンドル１１
１４の完全な作動、例えば、血管の密封及び／又は分割を可能にしながらシャフト全体の
連続的な３６０度の回転をもたらす。図示のように、最初の２つの接続は、作動チューブ
及び導電スリーブで回転シャフトアセンブリと接触する回転カプリングクリップ１５０２
である。次の係合区域つまり第３の接続は、２つの回転カプリングクリップ１５０２の間
に位置する回転ハブアセンブリ１６０２である。
【０１６８】
　図４３を引き続き参照すると、回転シャフトアセンブリ１６００は、望ましくは、ハン
ドルアセンブリ１１１０に対する顎アセンブリ１１３０の近位側及び遠位側の移動が回転
移動を可能にしながら防止されるように、左右のハンドルフレーム内に含まれる。例えば
、回転ハブアセンブリ１６０２、回転カプリングクリップ１５０２、又は回転シャフトア
センブリ１６００の他の構成要素の近位側及び遠位側の移動を妨げる内方延在フランジを
作動ハンドル１１１２上に形成することができる。第４の接続は、複数のネジ付きナット
１６０４及びプルブロック１２５０の位置にある。第５の接続は、ブレードレバー１６０
８と後部ブレードシャフト１６０６の間にある。回転シャフトアセンブリ１６００は、外
側カバーチューブに固定されている回転ノブ１６１０を含むことができる。回転ノブ１６
１０により、外科医は、ハンドルを把持しながら装置のシャフトを回転させることができ
る。回転シャフトアセンブリ１６００が作動ハンドル１１１２と５ヵ所の接続位置を有す
るように示されているが、一部の実施形態では、回転シャフトアセンブリは、例えば、１
ヵ所、２ヵ所、３ヵ所、又は４ヵ所の接続位置のようなより少ない接続位置を有すること
ができる。更に他の実施形態では、回転シャフトアセンブリは、例えば６ヵ所、７ヵ所、
８ヵ所、又は８ヵ所の接続位置のような５ヵ所よりも多い接続位置を有することが望まし
いとすることができる。
【０１６９】
　望ましくは、回転シャフトアセンブリ１６００は、電気外科器具の作動を通して血管密
封器／分割器に連続的な３６０度の回転をもたらす。シャフトとの電気接続に向けて回転
カプリングクリップ１５０２を使用することにより、シャフトは、ハンドルアセンブリに
対する顎アセンブリ１１３０のあらゆる向き又は回転で作動する、例えば、ＲＦエネルギ
を送出することができる。従って、有利な態様では、外科医は、密封器／分割器の設置及
び作動に関してより多くの外科的オプションが与えられる。有利な態様では、回転シャフ
トアセンブリ１６００を用いて、ワイヤ及び電気及び機械的接続は、従って、シャフトの
連続的な無限の回転を妨げたりしない。回転シャフトアセンブリ１６００を通じて双極接
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続を維持するために、電気接続のうちの１つは、シャフトの他の導電部から絶縁される。
【０１７０】
　以下でより詳細に説明するように、一部の実施形態では、密封器／分割器は、所定の範
囲の把持力で把持するように構成することができる。一実施形態では、シャフトの長さに
わたる全体的な公差の積み重ねは、ハンドルアセンブリから顎アセンブリ１１３０に印加
された力が所定の範囲に正確に維持することができるように制御することができる。シャ
フト１１２０の全長は、ネジ付きナット１６０４及びネジカプリングを使用することによ
って制御することができる。ネジ付きナット１６０４は、細長シャフト１１２０の長さを
厳密に制御するように調節することができる。長さは、シャフトのハブ部分に対してネジ
付きナット１６０４の位置を維持することによって制御される。図示の実施形態では、作
動チューブの遠位端に取り付けられているのは、ネジカプリングである。ネジカプリング
に取り付けられているのは、プルブロック１２５０と係合するように構成されている２つ
のネジ付きナットである。プルブロック１２５０は、作動チューブの後部に取り付けられ
るネジ山を有するナット１６０４と係合し、作動チューブは、近位側に移動する。説明し
た相互作用は。ネジ付きナット１６０４及びカプリングが作動チューブではなく外側カバ
ーチューブに取り付けられるように逆転させることができる。他の実施形態では、ロック
スクリューのような他の長さ調節機構は、引きボックと作動チューブの設定された距離関
係を形成する作動チューブ又は歯付きに対して、望ましい位置で選択的にプルブロック１
２５０の位置を固定するように全体的な公差の積み重ねを制御するのに使用することがで
きる。他の実施形態では、長さ調節機構は、例えば、細長シャフトが顎アセンブリ１１３
０と接続する細長シャフトの遠位端に位置決めすることができる。
【０１７１】
　図４４Ａ～図４４Ｄを参照すると、細長シャフト１１２０は、貫通する複数の作動部材
を含むことができる。図示の実施形態では、細長シャフトは、ハンドルアセンブリ１１１
０と顎アセンブリ１１３０を結合する作動チューブ１１２２及び切断ブレードとブレード
トリガ１４０２を結合するブレード作動シャフトアセンブリ１１２４を含む。一部の実施
形態では、ブレード作動シャフトアセンブリ１１２４は、近位側部分及び遠位側部分を有
する２分割シャフトを含む。ブレードシャフトアセンブリの近位側部分は、接続ノード１
１２６で近位端で終結することができる。図示の実施形態では、接続ノード１１２６は、
ブレード前進レバーと係合するようになった略球面の突起部分を含む。他の実施形態では
、接続ノードは、立方体の又は矩形のプリズム状の突起のような他の形状を含むことがで
きる。図示の実施形態では、ブレードシャフトの近位側部分は、ブレードシャフトアセン
ブリ１１２４の遠位側部分に作動的に結合されている。ブレードシャフトの遠位側部分は
、遠位端で切断ブレードの付属部品のためのマウントを含むことができる。図示の実施形
態では、マウントは、少なくとも１つの熱固定支柱を含む。ある一定の実施形態では、ブ
レードシャフトの近位側部分及び遠位側部分の両方は、作動チューブ１１２２の略管状の
区画内に少なくとも部分的に位置決めされている（例えば、図４４Ｃを参照されたい）。
【０１７２】
　細長シャフト１１２０の長さ調節に関して上述したように、図示の実施形態では、作動
チューブ１１２２の遠位端に取り付けられているのは、ネジカプリング１１５０（図４４
ｄ）である。図示のように、ネジカプリング１１５０に取り付けられているのは、プルブ
ロック１２５０と係合するように構成されている２つのスレッドナット１６０４である。
図示の実施形態では、作動チューブ１１２２は、外側カバーチューブ内に収容されている
。作動チューブ１１２２は、外側カバーチューブ１１２６内に入れ子にすることができ、
かつ外側カバーチューブ１１２６内に入れ子にされたブレード作動シャフト１１２４を有
することができる略管状の部材として示されているが、他の実施形態では、非管状作動部
材、例えば、シャフト、剛性バンド、又はリンクを使用することができ、これらは、ある
一定の実施形態では、外側カバーチューブ内のブレード作動シャフトとほぼ平行に位置決
めすることができる。
【０１７３】
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　図４４Ａを引き続き参照すると、図示の実施形態では、外側カバーチューブ１１２６の
遠位端に取り付けられているのは、回転シャフトアセンブリ１６００である。回転シャフ
トアセンブリ１６００は、２つの合わせハブ１６０２及び導電スリーブ１６１０を含む。
図示の実施形態では、ハブ１６０２は、スナップ式に外側カバーチューブと互いに係合す
る。他の実施形態では、ハブは、一体式構造であり、かつ外側カバーチューブ上の合わせ
特徴と接続するように形成することができる。導電スリーブ１６１０は、外側カバーチュ
ーブに取り付けられた後の組付け済みのハブの近位側部分に取り付けることができる。導
電スリーブ１６１０が組付け済みのハブ１６０２の後部に取り付けられた時、スリーブ１
６１０は、絶縁ワイヤ１６１２の露出端部を捕捉する（図４４Ｄを参照されたい）。図示
の実施形態では、絶縁ワイヤ１６１２は、導電スリーブ下の取込み点から作動チューブ１
１２２内のスロットを通って、次に、保護スリーブ１６１４内に延びている。保護スリー
ブ１６１４及び絶縁ワイヤ１６１２は、顎アセンブリ１１３０に向けて作動チューブ１１
２２の内側に遠位側に延びている。他の実施形態では、絶縁ワイヤは、保護鞘と一体に形
成することができ、個別の保護スリーブは、作動チューブ内には存在しない。
【０１７４】
　図４５Ａ～図４５Ｃを参照すると、細長シャフト１１２０の遠位端に取り付けられてい
るのは、顎アセンブリ１１３０である。ある一定の実施形態では、顎アセンブリ１１３０
は、下顎１１３４、上顎１１３２、上部導電アセンブリ１１４２、下部非導電性スペーサ
１１４４、及び顎ピボットピン１１４６を含む。図示の実施形態における顎ピボットピン
１１４６は、上下の顎１１３２、１１３４をピボット式に結合し、上顎１１３２が下顎１
１３４に対してピボット回転することを可能にする。他の実施形態では、他の重要なカプ
リングが考えられている。図示のように、上顎１１３２の近位側部分は、下顎１１３４を
貫通して作動チューブ１１２２内に延びている。
【０１７５】
　一部の実施形態では、一方の顎は、対向する顎が開放位置と閉鎖位置の間に固定された
顎に対してピボット回転するように、細長シャフト１１２０に対して固定することができ
る。例えば、図示の実施形態では、下顎１１３４の近位側部分は、カバーチューブ１１２
６の内側に延び、所定の位置でクリンプされ、顎アセンブリ１１３０は、回転シャフトア
センブリ１６００に固定される。従って、図示の実施形態では、上顎１１３２は、固定さ
れた下顎１１３４に対して移動可能である。他の実施形態では、両方の顎は、両方の顎が
互いに対してピボット回転することができるように、細長シャフトにピボット式に結合す
ることができる。
【０１７６】
　上顎１１３２に取り付けられているのは、非導電性部分１７０２及び導電パッド１７０
４（図４５Ｂを参照する）を含む上部導電アセンブリ１１４２である。非導電性部分１７
０２は、上顎１１３２から導電パッド１７０４を絶縁し、同様に残りのシャフトアセンブ
リ１１２０から絶縁する。絶縁ワイヤ１６１２は、ハンドルアセンブリ１１１０内のワイ
ヤリングハーネス１５００に上顎１１３２上の導電パッド１７０４を電気的に結合するよ
うに振り向けることができる。図示の実施形態では、絶縁ワイヤ１６１２は、下顎の近位
端で収容されている保護スリーブの遠位端から延びて上顎１１３２内に延びている。上顎
１１３２は、絶縁されたワイヤを受け取るように位置決めされたスロットを有することが
できる。絶縁ワイヤ１６１２は、次に、上顎１１３２の孔を貫通し、非導電性部分内のス
ロットに入る。絶縁ワイヤは、次に、非導電性部分の遠位端まで延びて導電パッドまで通
る（図４４Ｄを参照されたい）。
【０１７７】
　顎アセンブリ１１３０は、上顎１１３２及び下顎１１３４の上の電極が直接に接触して
短絡を発生させる可能性がある危険性を低減するように、スペーサ１１４４のような部材
を維持する１つ又はそれよりも多くの非導電性スペースを含むことができる。図示の実施
形態では、下部非導電性スペーサ１１４４は、下顎のＵ字溝部分の内側に収容され、導電
パッドが下顎に接触するのを防止する突起を維持する空間を含む（図４５Ｃを参照された
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い）。
【０１７８】
　本明細書で説明する電気外科器具の作動態様の一部をここで参照すると、血管１０３０
又は組織バンドルが密封のために識別された状態で、上下の顎は、組織周りに配置される
（図４６Ａを参照されたい）。作動ハンドル１１１４は、圧搾されて、作動ハンドル１１
１４は、作動ハンドル１１１２に対して近位側に移動する（図４６Ｂを参照されたい）。
作動ハンドル１１１４が近位側に移動する時、左右のハンドルフレーム内のレールに沿っ
てプルブロック１２５０を押す。プルブロック１２５０は、作動チューブ１１２２の後部
に取り付けられているネジ付きナット１６０４と係合し、作動チューブ１１２２は、近位
側に移動する。作動チューブの近位側の移動により、プルチューブに結合された上顎１１
３２が下顎の方へピボット回転し、組織が実質的に固定される（図４６Ｃを参照されたい
）。上顎により組織に印加された力は、プルチューブ及びプルブロック１２５０を通じて
作動ハンドル１１１４に移動する。予め加えられた負荷の力が克服されると、作動ハンド
ル１１１４は、遠位側に摺動ピン１２０６を移動させ始める（図４６Ｄを参照されたい）
。トリガバネへ予め掛かる負荷が克服された時、作動ハンドル１１１４のピボット点は、
摺動ピン１２０６から、摺動ピン１２０６が作動トリガに接触するプルブロック１２５０
の後方部分まで移動する。摺動ピン１２０６は、トリガバネ１２０８に掛かっていた予め
加えられた負荷の力が克服されたので遠位側に前進することができる。
【０１７９】
　作動ハンドル１１１４の連続した作動により、作動ハンドル１１１４は、作動ハンドル
１１１４が左右のハンドルフレーム内のラッチ機構１２６０と係合する位置までピボット
回転し、これにより、係合位置にトリガを維持してトリガが開放位置に戻るのを防止する
。係合した位置に到達して上下の顎１１３２、１１３４の間に何もない時、トリガバネは
、顎アセンブリ１１３０の電極に印加された力が最適血管シールに必要とされる力の範囲
の下端の近くにあることを保証する距離まで延ばされる。多量の、例えば、最大量の組織
が顎内に置かれた時、作動ハンドル１１１４は、トリガバネ１２０８を更に延ばす。しか
し、トリガバネ１２０８により、印加される最大量の力が最適血管シールに使用される力
の範囲の最大端を超えないように保証される。係合した位置から、密封高周波エネルギが
、電源投入ボタンを押すことによって組織に印加される。組織が密封されると、作動トリ
ガは、作動トリガの指状突起部分が左右のハンドルフレームのラッチ部分から分離するこ
とを可能にする位置まで近位側前進を続行させることによって、再開することができる（
図４６Ａ～図４６Ｆを参照されたい）。
【０１８０】
　上述の摺動ピン１２０６及びプルブロック１２５０を含む浮動二重ピボット回転機構は
、望ましくは、血管及び組織を密封するために最適な最小の力を供給し、この力は、上下
の顎の間に含まれる物質量に関係なく維持される。また、この機構は、極端に多大な量の
力が組織に印加されるという危険を低減する。血管又は組織束に印加される力が過大であ
る場合、潜在的な損傷が発生する可能性がある。従って、非常に小さい血管又は薄い組織
束が顎内に固定された場合、器具は、良好な組織溶着を得るのに必要な最小量の力を印加
する。同じことが非常に大きな血管又は組織束に対しても当て嵌まる。顎の移動が組織厚
みに基づいて大きく変わる可能性があるので、顎により印加された力は調節可能である。
器具は、自己調節式かつ自動式（ユーザからのアクションなし）であることが望ましい。
以下で説明する浮動二重ピボット機構は、自己調節を行って電極の縦方向に沿って特定の
範囲の力を印加する。
【０１８１】
　作動ハンドル１１１４が最適血管シールのために所定の力範囲まで押された状態で、左
右のハンドルフレームの合わせラッチと係合し、作動トリガが遠位側に更に移動させるの
が阻止される（図４６Ｅを参照されたい）。この時点で、ユーザは、作動ボタンを押すこ
とができ、適切な密封のために組織に適切なエネルギが印加される。
【０１８２】
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　組織が密封された状態で、ユーザは、ブレードトリガ１４０２を作動させることができ
る。ブレードトリガ１４０２が近位側に移動された時、ブレードレバーはピボット回転し
、前部及び後部のブレードシャフト及び切断ブレード１４００が強制的に遠位側に移動さ
せられる。切断ブレードは前に進んで、組織の密封部分を分割する（図４６Ｆを参照され
たい）。ユーザがブレードトリガ１４０２を解放した時、ブレードバネは、最初の位置に
切断ブレードをリセットする。ブレードトリガ１４０２が、元の位置つまり最初の位置に
戻った時、ユーザは、上顎を開放するために作動ハンドル１１１４を圧搾し続けることが
できる。作動ハンドル１１１４の近位側移動の続行によってトリガが解放することができ
る位置までラッチ端部にわたって上方に作動トリガの拡張部分アーム部１２６２を付勢す
ることにより、左右のハンドルフレームのラッチ機構１２６０から作動ハンドル１１１４
が分離する（図４６Ｇを参照されたい）。
【０１８３】
　電気外科器具は、上述の電気外科発生器のような作動ボタンが押された時に組織に適切
な量のエネルギを印加するように特に構成された電気外科発生器に接続可能である。図４
７を参照すると、器具は、電気外科発生器と共に中間制御ユニット１８００にも接続可能
である。中間制御ユニット１８００は、組織密封をモニタして適切な量の密封エネルギが
組織に印加されることを保証することができる。一態様の制御ユニット１８００は、最も
一般的な電気外科発生器に接続するように構成された１組のケーブルを有することができ
る。制御ユニットも、器具からワイヤリングハーネス１５００プラグを接続するポートを
有する（図４７を参照されたい）。
【０１８４】
　図４７を引き続き参照すると、ある一定の実施形態では、非無菌電力コントローラは、
滅菌野を超えて密封器／分割器から延びてコントローラにプラグ接続されるコードを通じ
て無菌血管密封器／分割器とインタフェース接続する。一態様では、コントローラは、コ
ントローラが取り付けられるか又は一体化された非無菌再使用可能電源からの電力を調節
及び／又は配電する。一部の実施形態では、コントローラは、外科環境の無菌性を維持す
るために、単一使用向けに構成することができる。再使用不能なコントローラの再使用を
防止するために、電気外科ツールのコードは、非無菌コントローラにプラグ接続されると
取り外すことができない。この接続は、永久的に無菌部と非無菌部を結合し、ユーザが想
定外の外科的処置又は目的での再使用に向けてコントローラを切り離すことができないよ
うになっている（図４７を参照されたい）。
【０１８５】
　電気外科ツールの顎アセンブリ１１３０のような顎アセンブリを把持する際に、顎の間
に生成される把持力は、近位端に隣接する極大値Ｆｍａｘから遠位端の近くの極小値Ｆｍ
ｉｎまで顎の縦方向に沿って変わる可能性がある。一部の実施形態では、電気外科ツール
は、力が顎の通電電極部分の長手（長さ）方向に沿って最適化されて血管シールの所定の
力範囲が維持されるように構成することができる。適切な血管シールを得るために利用さ
れる所定の最大量の力は、望ましくは、通電電極の近位端（ピボットに最も近い）では超
えない。更に、通電電極の最も遠位側の端部での把持力は、望ましくは、最適血管シール
の所定の最小量の力よりも大きい。望ましくは、顎アセンブリ１１３０に沿ったあらゆる
点で生成される把持力は、最適密封をもたらすために、所定の最大力及び所定の最小力に
よって定められる範囲にある（図４８Ａを参照されたい）。
【０１８６】
　一部の実施形態では、血管シールを形成する電極幅は、約０．２５ｍｍと約１．５ｍｍ
の間にある。他の実施形態では、電極幅は、望ましいことに約０．４ｍｍと約１ｍｍの間
にある。他の実施形態では、電極幅は、約０．６ｍｍと０．８ｍｍの間にあることが好ま
しい。一部の実施形態では、電極幅は、約０．７５ｍｍである。０．７５ｍｍの電極では
、血管シールをもたらすためにこのタイプの電極に対して十分な圧力は、約３ポンドであ
る（図４８Ｂ及び図４８Ｃを参照されたい）。しかし、図４８Ｃから、０．７５ｍｍの電
極上の約０．４ポンド～２．３ｋｇの力範囲は、１５ｐｓｉを超えるバースト圧力を維持
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することができることが見出されている。一部の実施形態では、顎及び電極構成は、望ま
しいことに３～３９ｋｇ／ｃｍ2、更に望ましいことに１０～３０ｋｇ／ｃｍ2、好ましく
は約２３ｋｇ／ｃｍ2の圧力を維持することができる。異なる電極幅を有する実施形態は
、異なる力範囲を有することができる。上述の電極構成を依然として維持しながらシール
表面積を最大に利用するために、一部の実施形態では、０．７５ｍｍの電極の複数の横列
を設けることができる（図４８Ｄを参照されたい）。
【０１８７】
　一部の実施形態では、顎アセンブリ１１３０の導電パッド上の電極形状により、密封区
域が完全にブレード切断経路の遠位側部分を収容することが保証される。単一の線形電極
は、血管の一部のだけが密封された時に血管漏れを引き起こす可能性がある。一実施形態
では、顎アセンブリ１１３０上に位置決めされた電極は、上顎及び下顎の各々の上の単一
のＵ字形電極１９０２表面を含む。各Ｕ字形電極は、遠位端に向けて顎の導電パッドの近
位端から延びるほぼ平行な線形脚部１９１０と、１本の足から反対の脚部に延びる遠位端
の湾曲コネクタ１９１２とを含むことができる。望ましくは、Ｕ字形電極は、ブレード切
断経路の遠位端を完全に包含することができる。他の実施形態では、より大きい密封区域
をもたらすために、上顎及び下顎の両方の上の１つよりも多い離間したＵ字形電極表面を
設けることができる（図４９を参照されたい）。一部の実施形態では、電極１９０４は、
完全に囲まれた密封部を作り出すために遠位端で接続することができる（図４９を参照さ
れたい）。ある一定の実施形態では、Ｕ字形電極１９０６表面の間の１つ又は複数の橋部
材１９０８により、更に、密封区域が完全にブレード切断経路の遠位側部分を収容に適応
させることが保証される。
【０１８８】
　一部の実施形態では、一部の外科的処置に対して、顎１１３０’の外形は、顎の遠位端
が外科医のようなユーザのために可視性を改善するように顎の近位端から縦軸に対して外
れるように湾曲とすることができる。湾曲顎による実施形態では、Ｕ字形電極は、適切な
電極幅及び間隔を依然として維持しながら湾曲して設けることができる（図５０を参照さ
れたい）。
【０１８９】
　図５１を参照すると、ある一定の実施形態では、電気外科ユニットは、顎アセンブリ１
１３０”上に形成された組織解剖器を含むことができる。有利な態様では、この一体型組
織解剖器は、大雑把に又は電気外科的に非脈管組織の切開を補助することができ、血管密
封器／分割器を別の器具と交換する必要がない。従って、この複合ツールの機能性は、有
利な態様では、より迅速な外科的処置を補助することができる。ツール交換回数の低減は
、ツール交換はこれらの外科環境では時間を消費する可能性があるので、特に、腹腔鏡検
査処置又はアクセスが比較的限られた処置において有利である可能性がある。
【０１９０】
　図５１を引き続き参照すると、一部の実施形態では、顎アセンブリ１１３０”の顎の一
方は、他の顎の遠位端を超えて遠位側に拡張した遠位端を有することができる（図５１を
参照されたい）。図示の実施形態では、下顎１１３４”は、拡張した遠位端を有すること
ができる。都合のよいことに、下顎１１３４”が細長シャフトにピボット回転して固定さ
れる実施形態では、この拡張した構成は、切開中に下顎の安定性を補助することができる
。他の実施形態では、上顎１１３２は拡張した遠位端を有することができ、組織解剖器は
、作動ハンドル１１１４の移動により切開作動中にピボット回転させることができる。一
部の実施形態では、拡張した遠位端は、遠位端が顎の比較的より近位側の部分と比較して
比較的短くかつ狭いように形状がテーパ付きとすることができる。有利な態様では、この
テーパ付き形状により、遠位端は、隣接組織に接触するという危険を低減しながら比較的
限られた環境内に位置決めされた組織にアクセス可能である。
【０１９１】
　図５２Ａ、図５２Ｂを参照すると、一部の実施形態では、顎アセンブリ１１３０”の両
方の顎は、顎の電極部分又は電極部分の少なくとも一部の縦方向に沿って側方に及び／又
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は高さにおいてテーパ付きである。これらの実施形態では、顎アセンブリ１１３０”は、
組織切開に使用することができる扁平な遠位端を有する。有利な態様では、扁平な遠位端
は、比較的限られた外科環境への顎アセンブリ１１３０”のアクセスを高めることができ
る。
【０１９２】
　図５３Ａ、図５３Ｂを参照すると、ある一定の実施形態では、切断／凝固電極は、組織
切開を行うために顎アセンブリ１１３０の外面上に配置することができる。一部の実施形
態では、切断／凝固電極は、例えば、上顎又は下顎のいずれかの外面上の遠位端で顎上に
位置する（図５３Ａを参照されたい）。望ましくは、電極１９２０は、顎アセンブリ１１
３０の他の構成要素から絶縁つまり絶縁することができ、双極器具の通電電極になる。従
って、絶縁ワイヤは、ハンドルアセンブリ内の電気外科ツールの配線ハーネス１５００に
切断／凝固電極を電気的に結合するために、切断／凝固電極１９２０から細長シャフト１
１２０の近位端まで延びることができる（上顎上の導電パッドから延びる絶縁ワイヤと同
様に）。一部の実施形態では、絶縁ワイヤは、細長シャフトの外側カバーチューブ内の保
護スリーブ内に延びることができる。他の実施形態では、絶縁ワイヤは、保護鞘と一体式
に構成することができる。また、一態様における絶縁ワイヤは、導電パッドのために延び
る絶縁ワイヤと同様に、回転接続、例えば、回転クリップに結合される。
【０１９３】
　図５３Ｂを参照すると、一態様における切断／凝固電極は、ハンドルアセンブリ１１１
０上の少なくとも１つの作動ボタン１９２２、１９２４又はスイッチにより選択的に作動
させることができる。一部の実施形態では、ハンドルアセンブリは、組織凝固電気外科信
号で電極を作動させるために組織切断電気外科信号及び凝固ボタン１９２４で電極を作動
させる切断ボタン１９２２を含むことができる。例えば、図５３Ｂでは、個別の切断及び
凝固ボタンは、顎の内面上の電極を作動させる組織密封ボタンの近くのアクチュエータ上
に示されている。他の実施形態では、単一の多機能スイッチ又はボタンは、望ましい構成
において切断／凝固電極を作動させることができる。更に他の実施形態では、切断／凝固
電極は切断のみの又は凝固のみの電気外科信号を受け取るように構成することができ、単
一の対応する作動ボタン又はスイッチを選択的に電極を作動させるために使用することが
できる。
【０１９４】
　血管密封器／分割器は、作動チューブ及びブレード作動シャフトのような顎を作動させ
るために使用される内部の細長構成要素に向けて薄い金属チューブ及び小径機械加工ロッ
ドを使用することができる。しかし、このような構成要素は、高価である可能性があり、
一部の実施形態では、製造及び原材料費は、望ましくは、細長噴射成形プラスチック構成
要素を使用して低減することができる。ブレード作動シャフト１１２４に関して上述した
ように、一部の実施形態では、経費及び製造困難度は、近位側つまり後部シャフト部分及
び遠位側つまり前部シャフト部分のような２つの合わせポリマーシャフト区画１２４ａ、
１１２４ｂで形成された細長シャフトを使用して更に低減することができる。一部の実施
形態では、２つのシャフト部分１１２４ａ、１１２４ｂは、同心度を維持して軸線方向の
不要な移動を防止するために、インターロック１９６０、例えば、他のシャフト区画の対
応するスロットと結合する１つのシャフト区画又は構成要素上の突起により接続すること
ができる（図５４Ａを参照されたい）。他の実施形態では、他の合わせ構造を２つの合わ
せシャフト区画上に構成することができる。例えば、シャフト部分の一方には、その上に
１つ又はそれよりも多くの返し部を構成することができ、他方には、返し部を受け取って
保持するように構成された凹部を構成することができる。更に他の実施形態では、２つの
合わせシャフト部分は、シャフト部分上に形成されたインターロックに加えて又はその代
わりに、化学接着剤又はエポキシで接着することができる。
【０１９５】
　図５５Ａ及び５５Ｂを参照すると、ある一定の実施形態では、電気外科ツールの細長シ
ャフト１１２０は、外面が作動ハンドル１１１４による顎アセンブリ１１３０の作動中に
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近位側及び遠位側に移動ないように構成することができる。他の実施形態では、外シャフ
ト構成要素を移動させて顎を開閉してハンドルアセンブリを操作することなく適切な締付
け力を供給することができる。しかし、外シャフト構成要素を移動させると、血管密封器
／分割器がトロカール密封部に対して移動する可能性があり、従って、密封器／分割器と
吹送体腔（insufflated body cavity）の間のガスシールが潜在的に複雑化する。従って
、最外部シャフト構成要素が外科的処置を通して固定のままであることが望ましい場合が
ある。従って、ある一定の実施形態では、細長シャフトは、固定外側カバーチューブ（そ
れは、誘電体コーティング又は絶縁スリーブを含むことができる）の内側上に可動構成要
素（例えば、プルチューブ及びブレード作動シャフト）を維持する。図５５Ａ及び図５５
Ｂを引き続き参照すると、図示のように、固定外側カバーチューブは、顎の固定部分に接
続され、一方、プルチューブは、顎（例えば、上顎）の移動部分に接続されている。従っ
て、顎アセンブリ１１３０が開放位置（図５５Ａ）から閉鎖位置（図５５Ｂ）まで作動さ
れる時、プルチューブは、近位側に縦方向に移動し、一方、外筒スリーブが固定したまま
である。
【０１９６】
　電気外科システムに関して上述したように、ある一定の実施形態では、電気外科ツール
は、小さいＰＣＢ上に取り付けられたツールＩＤチップのようなメモリを含むことができ
る。一部の実施形態では、ＰＣＢは、作動ハンドル１１１２上に又はその中に配置するこ
とができる。他の実施形態では、ＰＣＢ及びチップは、配線ハーネスのプラグ内に一体化
することができる。ＰＣＢ及びチップは、ツール特異のパターンで成形することができる
。ツールＩＤチップ及びＰＣＢは、電気外科ツールの配線ハーネス及びプラグに電気的に
結合することができる。プラグとツールＩＤチップ間の「スペーサ」は、全てのツールに
対して同じコネクタの使用を可能にすることができる。一部の実施形態では、スペーサは
、アセンブリ中に１つのタイプの電気外科ツールのＰＣＢが電気外科ツールの異なるタイ
プに組み込まれる危険を低減するように、プラグ側の全てのツール及びチップ側のツール
特異のパターンに対して同じ形状を有することができる。
【０１９７】
　電気外科システムに関して上述したように、プラグが発生器に挿入された時、メモリに
格納された暗号化されたツール情報が確認される。一般情報（ツール及び発生器の製造番
号）がやり取りされ、ツール特異のソフトウエアが発生器にアップロードされる。毎回の
ツール使用完了により、ツール特異の情報（発生器との接続、個々のツール使用、誤差な
ど）は、必要に応じて伝達することができ、発生器、ツールチップ、又は両者のメモリに
格納することができる。例示的な実施形態では、発生器のメモリは、約２ヵ月分のデータ
を保持するようにサイズ決定され、一方、ツールチップのメモリは、１回の外科的処置分
のデータを保持することができる。
【０１９８】
　電気外科システムに関して上述したように、一部の実施形態では、電気外科融合ツール
は、様々な作動パラメータをモニタし、位相角に基づいて高周波終点を判断するシステム
において使用することができる。
【０１９９】
　本発明をある一定の特定的な態様において説明したが、多くの更に別の修正及び変形が
当業者に明らかであろう。従って、本発明は、本発明の範囲及び精神から逸脱することな
く、サイズ、形状、及び材料の様々な変化を含む具体的に説明した以外の方法で実施する
ことができることを理解すべきである。従って、本発明の実施形態は、あらゆる点で例示
的であり、制限的ではないと考えるべきである。
【０２００】
　電気外科解剖ツール
　腹腔鏡検査外科的処置では、一般的に結合組織又は脈管組織の切開が必要である。組織
タイプ、サイズ、位置、及び特定の組織の条件のようなファクタに依存して、異なるツー
ル及び技術を用いて特定の処置を行うことができる。個々のツールの選択は、機能性と共
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に、選択したツールでは周囲の組織の損傷が比較的小さいという希望に基づくことができ
る。一例として、結合組織の切開は、通常機械式切断又は電気外科切断により行われ、一
方、脈管組織の切開は、一般的に、ステープラ又はクリップ、次に機械式切断を使用する
結紮技術に依存する。その結果として、結合組織及び繊管束組織の両方の切開を含む一般
的な腹腔鏡検査処置では、手術部位に至るトロカールアクセスポートを通じて連続して交
換される複数のツールが必要である。このツール交換により、外科的処置の経費及び時間
が増大する。従って、腹腔鏡検査処置中にツール交換回数を大幅に低減することができる
多機能ツールを提供することが望ましい。
【０２０１】
　図５６をここで参照すると、図示の実施形態では、無血組織切開ツール２１０１は、遠
位末端部分２１０４にシャフト２１０３を通じて接続する近位手持部分２１０２を含む。
手持部分２１０２上のトリガ２１０５の作動により、組織を上部２１０６と下部２１０７
の顎要素の間に固定することができるように遠位末端部分２１０４上の顎要素２１０６、
２１０７を開閉が可能である。
【０２０２】
　図５６を引き続き参照すると、一部の実施形態では、ツール２１０１は、電気外科発生
器に電気的に結合されるように構成することができる。例えば、一部の実施形態では、ツ
ール２１０１は、一体型電源コード、又は電源コードを受けるようになっているソケット
又は他コネクタを含むことができる。ツールの少なくとも一部は、電気外科発生器上のコ
ントローラ又はスイッチの作動を通じて選択的に通電することができる。例えば、一部の
実施形態では、ツールは、手動スイッチ又は足踏みスイッチで通電するか、又は電気外科
発生器に結合することができる。
【０２０３】
　図５７を参照すると、例示的な従来技術電気外科デバイスが示されている。機械的カッ
ターを含む電気外科組織密封デバイスは、最初に電気外科的に凝固させ、次に、様々な組
織タイプを通じて機械式に切断するのに使用することができる。また、特定の高調波組織
分割器は、器官のような結合組織から血管性が高い組織に至る様々な組織を凝固及び／又
は切開するのに使用することができる。
【０２０４】
　図５７に概略的に示すように、従来技術の電気外科組織解剖器は、第１の電極２２０１
を形成する下顎及び第２の電極２２０２を形成する上顎を含む。従来技術装置では、２つ
の顎要素、すなわち、電極２２０１、２２０２は、組織に比較的多量の圧力を供給する。
圧迫組織への電気エネルギの同時の印加による高い圧力を用いて、電気外科血管融合によ
り非常に大きな血管を永久的に閉塞させることができる。電気融合処理が完了した後、組
織は、機械式ブレード２２０３を前進させることによって分離することができる。
【０２０５】
　従来技術電気外科デバイスと対照的に、図５８ａを参照すると、電気外科凝固状態又は
電気外科切断状態に構成することができる電気外科ツールの一実施形態が示されている。
図示の実施形態では、下顎要素２３０１は、第１の凝固電極２３０２、第２の凝固電極２
３０３及び電気外科切断電極２３０４を含む。電極の各々は、絶縁部材２３０５により互
いから絶縁することができる。上顎２３０６は、この実施形態では通電されず、単に下顎
要素２３０１に組織を押し当てるために使用されるだけである。
【０２０６】
　図５８ａに示す電極構成により、下顎要素２３０１と接触している組織は、２つの凝固
電極２３０２、２３０３の各々を双極電気外科ユニットの対応する出口に電気的に結合す
ることによって凝固させることができる。ここでは、２つの凝固電極２３０２及び２３０
３には、反極性を有する電気エネルギを供給することができる。一部の実施形態では、供
給された電気エネルギは、アークの危険性を低減するために２００Ｖよりも大きくない又
は僅か２００Ｖの電位差を有し、かつ電極２３０２及び２３０３は、組織で同じ接触面積
を有することが望ましいとすることができる。後者により、両方の電極に対して同じ電気
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外科的効果が保証される。
【０２０７】
　図５８ａを引き続き参照すると、２つの凝固電極２３０２、２３０３が凝固後の組織容
積内で実質的な止血をもたらした後、組織は、電気外科切断電極２３０４にエネルギを印
加することによって電気外科的に切断することができる。電気外科切断作動中、２つの凝
固電極２３０２、２３０３は、戻り電極として機能するために、双極電気外科ユニットの
対応する出口に電気的に結合することができる。ここでは、切断電極２３０４と２つの戻
り電極２３０２及び２３０３の間の電位差は、望ましくは、約３００～５００Ｖの間とす
ることができ、一方、２つの戻り電極は、望ましいことに実質的に等電位とすることがで
きる。
【０２０８】
　図５８ａを引き続き参照すると、一部の実施形態では、組織との電極の相対的な接触面
積は、戻り電極２３０２、２３０３に対するものよりも切断電極２３０４に対する方が遥
かに小さいことが望ましいとすることができる。例えば、一部の実施形態では、望ましく
は、切断電極は、戻り電極２３０２、２３０３の一方の接触面積の約１％と２０％の間に
ある接触面積を有することができる。更に望ましくは、切断電極は、戻り電極２３０２、
２３０３の一方の接触面積の約５％と１０％の間にある接触面積を有することができる。
一実施形態では、切断電極は、戻り電極２３０２、２３０３の一方の接触面積の約１０％
である接触面積を有することができる。切断領域の大きさの間のこの相対的な割合により
、切断電極の近くの組織において比較的高い電流密度（及び従って高電力密度）になり、
それによって局所的気化又は組織の電気外科切断が容易にされる。
【０２０９】
　図５８ａを引き続き参照すると、顎が開放位置又は閉鎖位置であるか否かに関わらず、
図示の電極構成の付加的な態様は、下顎２３０１は凝固及び切断の両方に使用することが
できるということである。この複合の機能性は、凝固した組織を見出すために、又は切断
状態にツールを構成し、かつ組織に対してツールを擦り合せることによって組織を切開す
るためにツールを使用する時に有利である。
【０２１０】
　外科ツールの電極構成の別の実施形態を図５８ｂに示している。図示の実施形態では、
上顎２３０６’は、下顎要素２３０１に組織を押し当てるために使用されるだけでなく、
電気エネルギを供給することができるその上に配置された上部電極２３０７を含む。組織
は、双極電気外科ユニットから２つの下部凝固電極２３０２、２３０３に第１の電気極性
を、かつ上部電極２３０７に第２の反対の極性を供給することによって凝固させることが
できる。ここでもまた、凝固向けに構成される時、上部電極２３０７と２つの下部電極２
３０２、２３０３の間の電位差は、組織へのアークの危険性を低減するために２００Ｖを
超えず、かつ電極２３０７は、電極２３０２及び２３０３の組み合わせた表面積と同じ組
織との接触面積を有することが望ましい。後者により、電極両側に対して同じ電気外科効
果が保証される。
【０２１１】
　図５８ｂを引き続き参照すると、上部電極２３０６’と２つの下部電極２３０２、２３
０３との間の組織の止血が実質的に達成された後、組織は、電気外科切断電極２３０４に
電気エネルギを供給することによって電気外科的に切断することができる。上顎２３０６
上の上部凝固電極２３０７は、双極電気外科ユニットの対応する出口と電気的に結合する
ことによって戻り電極として構成することができる。
【０２１２】
　図５８ｂを引き続き参照すると、外科ツールが電気外科切断デバイスとして構成される
時、望ましくは、切断電極２３０４と戻り電極２３０７の間の電位差は、約３００～５０
０Ｖの間にある。一部の実施形態では、組織との電極の接触面積は、切断電極２３０４に
対しては、上顎２３０６’上の戻り電極２３０７の場合より非常に小さいことが望ましい
とすることができる。例えば、一部の実施形態では、望ましくは、切断電極は、戻り電極



(49) JP 5711656 B2 2015.5.7

10

20

30

40

50

２３０７の接触面積の約１％と２０％の間にある接触面積を有することができる。更に望
ましくは、切断電極は、戻り電極の一方の接触面積の約５％と１０％の間にある接触面積
を有することができる。一実施形態では、切断電極は、戻り電極の一方の接触面積の約１
０％である接触面積を有することができる。この相対的なサイズ決定により、切断電極の
近くの組織において比較的高い電流密度（及び従って高電力密度）になることができ、そ
れによって局所的気化又は組織の電気外科切断が容易にされる。上述のように電極２３０
２、２３０３、２３０４、２３０７を有する図５８ｂの外科ツール遠位端では、２つの顎
要素間の組織のみを凝固及び／又は切断することができる。従って、図５８ａの実施形態
とは異なり、図５８ｂに示すツールは、下部電極だけを使用することによって使用される
ようには構成されていない。
【０２１３】
　外科ツールの電極構成の別の実施形態を図５８ｃに示している。図示の実施形態では、
上顎２３０６”は、上部電極２３０７’含むが、２つの凝固電極２３０２及び２３０３間
に挟持されている２つの切断電極２３０４及び２３０９も示している。図５８ｂに図示の
実施形態との違いでは、凝固及び切断の両方は、手持ツール（及び従って顎部材）が全開
であるか又は全開ではない場合に対して区別される。完開のツールでは、組織は、反対の
極性を２つの下部凝固電極２３０２及び２３０３に印加することによって凝固させること
ができ、かつ第１の極性を切断電極２３０４に、かつ第２の極性を両方の電極２３０２及
び２３０３に印加することによって切断する。相違点といえば、全開ではないツールは、
両方の下部凝固電極２３０２及び２３０３に１つの極性を、かつ電極２３０７’に反対の
極性を印加することにより、組織を凝固させ、一方、切断は、電極３０９と戻り電極２３
０７’との間に行われる。ここでもまた、凝固向けに構成される時、２つの下部電極２３
０２及び２３０３（ツールは全開）、又は上部電極２３０７’と２つの下部電極２３０２
、２３０３（ツールは全開ではない）間の電位差は、組織へのアークの危険性を低減する
ために２００Ｖを超えないことが望ましい。
【０２１４】
　切断電極２３０４及び３０９の分離は、上下の顎要素（完全にでなく、開成される）内
に位置決めされている組織の切断又はツールの下面と接触している組織の切断を補助する
。分離により、組織の不慮の切断が防止される。
【０２１５】
　外科ツールの電極構成の別の実施形態を図５８ｄに示すが、図５８ｄでは、上顎２３０
６'''は、２つの個別の電極２３０７”及び２３０８を含む。この構成では、上顎要素２
３０６'''は、下顎要素２３０１に組織を押し当てるために使用することができるが、電
気エネルギを供給することができる。
【０２１６】
　図５８ｄを引き続き参照すると、電極２３０２、２３０３、２３０７”、２３０８は、
凝固状態に合わせて選択的に構成することができる。下顎２３０１上で凝固電極２３０２
、２３０３を、かつ上顎２３０６'''上で交替極性２３０８を有する２つの凝固電極２３
０７’上を供給することにより、顎内の組織を凝固させることができる。例えば、１つの
可能な凝固状態構成において、下顎２３０１上の１つの凝固電極２３０２及び上顎２３０
６'''上の一方の凝固電極２３０８は、第１の極性を有する電気エネルギ源に電気的に結
合することができる。下顎２３０１上の他方の凝固電極２３０３及び上顎２３０６'''上
の他方の凝固電極２３０７”は、第１の極性と一般的に反対の第２の極性を有する電気エ
ネルギ源に電気的に結合することができる。これは例示的な例であるが、電気エネルギ源
との電極２３０２、２３０３、２３０７”、２３０８の接続の他の組合せは、凝固状態に
おいてツールを形成するために可能であるように考えられている。反対の凝固電極の接触
面積は、電極の両側に対して同じ電気外科的効果が得られるように同じであることが望ま
しいとすることができる。
【０２１７】
　図５８ｄを引き続き参照すると、凝固状態にある電極による電気エネルギの印加による
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上部電極２３０７”、２３０８と２つの下部電極２３０２、２３０３との間の組織のホメ
オスタシスの後、組織は、電気外科的に切断することができる。外科ツールの遠位端は、
電気外科切断電極２３０４に電気エネルギを供給することにより、切断状態に構成するこ
とができる。様々な実施形態では、他の電極２３０２、２３０３、２３０７”、２３０８
のうちの１つ、一部、又は全ては、ツールが切断状態にある時、双極電気外科ユニットの
対応する出口と電気的に結合することによって戻り電極として機能するように構成するこ
とができる。
【０２１８】
　図５８ｄを引き続き参照すると、ツールが切断状態に構成される時、切断電極と戻り電
極の間の電位差は、望ましいことに約３００～５００Ｖの間にある。更に、組織との電極
の相対的な接触面積は、戻り電極２３０２、２３０３、２３０７”、２３０８のいずれか
又はその組合せに対するものよりも切断電極２３０４に対する方が非常に小さいことが望
ましいとすることができる。例えば、一部の実施形態では、望ましくは、切断電極２３０
４は、戻り電極の１つの接触面積の約１％と２０％の間にある接触面積を有することがで
きる。更に望ましくは、切断電極は、戻り電極の１つの接触面積の約５％と１０％の間に
ある接触面積を有することができる。一実施形態では、切断電極は、戻り電極の１つの接
触面積の約１０％である接触面積を有することができる。図５８ａに関して示すと共に説
明する実施形態の場合と正に同様に、図５８ｄの実施形態において示す電極構成は、切断
モードにおいて、組織を見出して凝固させるために又は組織にツールを擦り合わせる時に
切開するのに使用することができる。
【０２１９】
　図５８ａ～図５８ｄのツール構成の実用性は、選択した電極の選択的な作動及び／又は
作動停止により更に高めることができる。一部の実施形態では、この選択的な作動及び作
動停止は、有線又は無線の手又は足で操作するスイッチのようなオペレータが押す電気ス
イッチ、又は手持部分上に位置決めされたスイッチによって実行することができる。電気
外科ユニットは、次に、顎がどれくらい開閉されているかに依存して特定の電極にアドレ
スする。
【０２２０】
　図５９ａは、図５８ａに示すような電極構成の概略回路図を示している。ここでは、中
心「切断」電極２３０４が分離されている間、単極電気スイッチ４０１の作動により、外
凝固電極２３０２、２３０３が反対の極性に接続される。この設定により、凝固状態にお
ける電極が構成される。代替的に、二極電気スイッチ４０２の作動により、中心「切断」
電極２３０４に第１の極性を有する電気エネルギ、及び外戻り電極２３０２、２３０３に
第１の極性と一般的に反対の第２の極性を有する電気エネルギが供給される。この設定に
より、切断状態における電極が構成される。従って、ツールは、電気外科的凝固及び／又
は切断に使用することができ、従って、組織の無血切開を行うことができる。
【０２２１】
　図５９ｂは、図５８ｂに示す電極構成に使用することができる概略電源回路を示してい
る。図示の実施形態では、二極電気スイッチ２４０３の作動により、下顎上の２つの外凝
固電極２３０２、２３０３は、第１の極性の電気エネルギの供給源に、かつ上顎上の凝固
電極２３０７は、第１の極性と略の反対の第２の極性の電気エネルギの供給源に接続され
る。スイッチ２４０３がこの位置の状態で、切断電極２３０４は、分離されたままである
。この設定により、凝固状態における外科ツールの電極が構成される。代替的に、単極電
気スイッチ２４０４の作動により、下顎電極２３０２、２３０３を凝固に使用することが
できる。上顎２３０７上の電極及び切断電極２３０４は、この代替凝固構成において分離
されたままである。凝固させた後に組織を切開するために、電気外科発生器上の個別の電
極出口２４０５は、切断電極２３０４に対応するのに使用される。望ましくは、切断電極
には、下顎上の２つの戻り電極２３０２、２３０３に対して３００～５００Ｖの電圧が供
給される。
【０２２２】
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　図５９ｃは、図５８ｄの電極構成にアドレスするのに使用することができる概略電源回
路を示している。図示の実施形態では、二極電気スイッチ２４０６の作動により、下顎及
び上顎の両方上の２つの凝固電極２３０２、２３０３、２３０７”、２３０８は、反対の
極性を有する電気エネルギの供給源を接続される。切断電極２３０４は、分離されたまま
である。この設定は、上部及び下部の顎要素の間に固定されている組織を凝固させるため
に凝固状態に外科ツールの電極を構成するのに使用することができる。代替的に、他の実
施形態では、第２の凝固二極スイッチ２４０７は、一方又は両方の顎を凝固状態中に選択
的に作動させることができるように上顎及び下顎の作動を分離するように実行することが
できる。凝固した組織の電気外科切断のためのツールの下顎を利用するために、切断二極
スイッチ２４０８の作動により、切断電極２３０４は、第１の極性を有する電気エネルギ
源に接続され、２つの戻り電極２３０２、２３０３は、第１の極性の一般的に反対の第２
の極性を有する電気エネルギ源に接続される。発生器によりこの設定に向けて供給される
電圧は、望ましくは、電気外科切断を補助するために約３００～５００Ｖの間にある。図
示の実施形態では、上顎要素上の電極２３０７”２３０８、は、電気外科切断中にはアド
レス指定されないままである。
【０２２３】
　先により詳細に説明したように、特定の電極の作動（又は作動停止）は、凝固状態又は
切断状態にツールを構成することができる。ある一定の実施形態では、特定の電極の選択
的な作動及び作動停止は、押しボタン、スイッチ、又は腹腔鏡検査ツールの手持部分上に
取り付けられた他の電気スイッチングデバイス、又は有線又は無線スイッチにより補助す
ることができる。他の実施形態では、特定の電極の選択的な作動及び作動停止は、顎要素
の様々な位置でスイッチングされるように手持部分のハンドル機構に取り込まれているス
イッチ又は他の電気スイッチングデバイスにより補助することができる。
【０２２４】
　図５９ａに示す回路に関して、図５８ａに示すツールを参照すると、手持部分上に取り
付けられたスイッチングデバイスは、ユーザがツール上で電極を選択的に構成することを
可能にするのに使用することができる。スイッチ２４０１は、凝固状態にツールの電極を
構成するために選択的に作動させることができる手持部分上に取り付けられた手で作動さ
せるスイッチングデバイスとすることができる。スイッチ２４０２は、切断状態にツール
の電極を構成するために選択的に作動させることができる手持部分上に取り付けられた手
で作動させるスイッチングデバイスとすることができる。別の実施形態では、スイッチ２
４０１、２４０２は、ツールが締付部材の所定の位置で凝固状態から切断状態に自動的に
スイッチングされるようにハンドル機構に組み込むことができる。
【０２２５】
　顎要素（例えば、開成及びほぼ閉鎖の顎）の異なる位置で凝固状態から切断状態に電極
をスイッチングする１つの利益は、図５９ｂの実施形態に関して見出される。ある一定の
実施形態では、スイッチ２４０３及び２４０４は、手による作動のための手持ツールの外
側にではなく、トリガ機構の位置に基づいて、自己スイッチングに向けて外科ツールのハ
ンドル内に組み込むことができる。一実施形態では、スイッチ２４０３は分離することが
でき、スイッチ２４０４は、全開の顎要素位置で係合することができる。従って、顎要素
の全開により、スイッチ２４０３、２４０４は、下顎要素だけを局所凝固に使用すること
ができるように構成することができる。この実施形態では、手持部分のトリガが、全開放
の顎位置から顎要素を閉鎖に移動させるために作動された時、スイッチ２４０４は分離さ
れ、かつスイッチ２４０３は、同時に係合する。従って、顎要素が部分閉鎖の構成に移動
した状態で、ツールは、上部及び下部の顎要素の間に固定されている組織を凝固させるか
又は切断するのに使用することができる。
【０２２６】
　説明した実施形態では、電極スイッチは、顎要素が閉鎖されると自動的に作動される。
説明した実施形態は、顎全開放位置からの閉鎖の開始時に凝固状態と切断状態の間のスイ
ッチ点を含むが、他の実施形態は、異なるスイッチング位置を有することができる。例え
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ば、この自動スイッチングに対して、スイッチ２４０３、２４０４は、電極が開放又は閉
鎖サイクルのあらゆる位置で作動及び作動停止されるように構成することができる。他の
実施形態では、外科ツールは、図５８ｂの電極構成、及びツール手持部分の上に位置決め
することによるなどの手動作動向けに構成されたスイッチ２４０３、２４０４による図５
９ｂのスイッチング回路を含むことができる。
【０２２７】
　同様に、ある一定の実施形態では、図５９ｃのスイッチング回路による図５８ｄの電極
構成を有する外科ツールは、特定の顎要素位置での凝固状態と切断状態の間の自動スイッ
チングのためのトリガ機構に組み込まれたスイッチ２４０６、２４０８を有することがで
きる。ある一定の実施形態では、第２の凝固スイッチ２４０７を手持部分のトリガ機構に
組込み、全開顎位置のような所定の顎位置で上顎要素上の電極を分離することが望ましい
とすることができる。第２の凝固スイッチ２４０７のこのスイッチング構成は、例えば、
上顎要素上の電極と組織を不注意に接触することなく下顎要素を使用して組織を局所凝固
することを可能にするものである。他の実施形態では、第２の凝固スイッチ２４０７が、
ユーザにより手動で作動されるように手持部分上に位置決めされ、ユーザが、上顎要素上
の電極を選択的に係合及び分離することができることが望ましいとすることができる。他
の実施形態では、図５９ｃのスイッチング回路のスイッチ２４０６、２４０７、２４０８
の全ては、ユーザにより手動で作動するように外科ツールの手持部分上に位置決めするこ
とができる。
【０２２８】
　図６０を参照すると、ツールスイッチングの１つの構成が示されている。図示の実施形
態では、電気接点は、手持部分２５０１及びトリガ２５０２の両方に組み込まれている。
例えば、図示のように、手持部分２５０１には、第１の電気接点２５０４、第２の電気接
点２５０６、及び第３の電気接点５０７が位置決めされている。図示の実施形態では、ト
リガ２５０２は、第１の電気接点２５０３及び第２の電気接点２５０５を含む。電気接点
２５０３、２５０４、２５０５、２５０６、２５０７の全ては、トリガ２５０２及び手持
部分２５０１の所定の相対位置で互いに係合及び分離するように位置決めされている。
【０２２９】
　図６０を引き続き参照すると、図示のように、顎が全開放位置にある時、トリガ２５０
２の上の第１の接点２５０３は、手持部分２５０１上の第１の接点２５０４と係合するが
、第１の接点２５０３、２５０４は、トリガ２５０２が顎を閉鎖するために開放位置から
移動した時に切り離される。図示の実施形態では、顎が全開放位置である状態で、トリガ
２５０２上の第２の接点２５０５は、手持部分２５０１上の第２の接点２５０６と係合す
る。しかし、第２の接点２５０５、２５０６は、トリガ２５０２が顎を閉鎖するために開
放位置から移動した時に切り離される。顎が更に閉鎖されると、トリガ２５０２上の第２
の接点２５０５は、手持部分２５０１上の第３の接点２５０７と係合し、トリガ上の第１
の接点２５０３は、手持部分２５０１上の第２の接点２５０６と係合する。この係合によ
り、手持部分が更に閉鎖される時に接点２５０７の極性のスイッチングが可能である。従
ってかつ図５８ｂを参照すると、図６０のスイッチング機構は、全開の顎位置において反
対の極性を有する上部電極２３０７及び下部凝固電極２３０３の作動を可能にする。漸進
的な組織乾燥により、顎は、閉鎖し始め、上部電極２３０７は、電気的に切り離され（図
６０の接点２５０３及び２５０４を切り離すことにより）、一方、下部電極２３０３は、
第２の電極２３０２と同じ極性にスイッチングされる（接点２５０５を図６０の２５０６
から接点２５０７に接続することにより）。別の段階では、上部及び下部の顎要素間の乾
燥した組織は、ここで、電気外科的に切開することができる。
【０２３０】
　図６１を参照すると、スイッチング機構の別の実施形態は、顎部材が全開放位置に示さ
れている。図示の実施形態では、同心接触ストリップが、手持部分上に配置され、対向接
触ピンが、トリガ上に取り付けられている。他の実施形態では、接触ピンは、手持部分上
に取り付けることができ、かつ接触ストリップは、トリガ上に位置決めすることができる
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。図示の実施形態では、トリガ移動により、ピン接点（特定の電極に接続）に特定のツー
ル位置で電気エネルギを供給することができる。一部の実施形態では、単一のピン（すな
わち、同じ電極）の極性は、顎が開閉される時に変えることができる。
【０２３１】
　１つの接触ストリップとピンの構成を図３ｂの電極構成に対して図６１に示している。
図示の実施形態では、ピン２６０１は、上顎部材上の電極２３０７（図５８ｂ）に電気的
に結合され、かつ分離される。図示のように、ピン２６０２は、下顎上の凝固電極２３０
２、２３０３（図５８ｂ）の一方に電気的に結合されている。図示のように、ピン２６０
２は、トリガが「全開」位置から部分閉鎖位置に移動する時に係合する。トリガの更に別
の前進により、ピン２６０２は、第２の凝固電極と同じ極性に変わり、両方とも切断のた
めの戻り電極として使用することができるようになる。
【０２３２】
　図６０及び図６１の両方は、ツールを「従来の」電気外科発生器と共に使用することを
可能にする手持ツール内の通電スイッチング機構（通電電極をスイッチングする）を示し
ており、図６２は、受動スイッチングのための構成を示している。ここでは、一時的スイ
ッチ２７０１が、ハンドル内に取り付けられており、かつレバー２７０３が「全開」位置
となった時にトリガ２７０２により閉鎖される。
【０２３３】
　同様に、図６３は、それぞれ、「ツール全開」及び「ツール全閉」位置におけるトリガ
２８０３及び２８０４により閉鎖される２つの一時的スイッチ２８０１及び２８０２の組
込みを示している。図６２及び６３に示すような一時的スイッチの閉鎖は、以下で説明す
るように、次に、多電極発生器の論理スイッチングに使用される。
【０２３４】
　図６４は、内部ＲＦ電源に個々のツール電極（図５８ａ～図５８ｄの全ての個々の電極
など）を直接に接続する多電極スイッチング電源の概略図を示している。手持ツール内の
通電スイッチで異なる電極に外部電気外科ユニットの２つの極性をスイッチングする代わ
りに、この構成は、電源内のスイッチングによる異なる極性を有する個々に関係のある電
極の集団を補助するものである。ツール位置に基づいて、電極は、図６２及び６３に示す
ツール位置スイッチによる判断に従って所定の論理による判断とは異なるポピュレートの
方法を行うことができる。従って、５つの電極接続点２９０１～２９０５は、バスバー２
９０７に至る継電器列２９０６に接続されている。継電器列２９０６内の全ての継電器の
選択したスイッチングを通じて、各出口点２９０１～２９０５は、それぞれ、独立して及
び／又は同時にプラント接続点２９０８及び２９０９に接続することができる。プラント
接続点２９０８及び２９０９自体は、組織測定回路２９１１又はＲＦプラント２９１２の
２つの出口に継電器列２９１０を通じて接続することができる。
【０２３５】
　図６５を参照すると、ある一定の実施形態では、略無血の組織切開に向けて電気外科ツ
ールを使用する方法が概略的に示されている。図示の方法は、位置決め段階２９５２、組
織評価段階２９５４、凝固させるために電気エネルギを印加する段階２９５６、組織測定
段階２９５８、スイッチング段階２９６０、及び切断するために電気エネルギを印加する
段階２９６２を含む。位置決め段階２９５２は、凝固構成及び切断構成の一方に構成可能
な複数の電極を有する電気外科ツールを切開される組織の近くに位置決めする。ある一定
の実施形態では、電気外科ツールは、本明細書で説明すると共に図５６及び図５８～図６
３に示す電気外科ツールの態様を含む。
【０２３６】
　組織評価段階２９５４は、凝固から切断にスイッチングするための将来のトリガレベル
を判断するために凝固電極により組織に測定信号を印加する。この判断は、それぞれの組
織のための望ましい電気位相シフトスイッチングレベルを示す組織の導電率と誘電率の積
を測定することによって達成することができる。例えば、一部の実施形態では、望ましい
切断スイッチングレベルは、１０度～４０度で発生する。更に望ましくは、血管の好まし
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い切換レベルは、１０度～３０度の間の位相シフトであり、一方、血管性が高い組織（器
官など）に対しては、むしろ２０度～４０度の間にある。
【０２３７】
　凝固させるために電気エネルギを印加する段階２９５６は、組織において止血をもたら
すために凝固構成において電気エネルギを電気外科ツールに印加する。本明細書で説明す
る様々な実施形態では、凝固の電極構成を示している。凝固構成において電気外科ツール
に電気エネルギを印加する段階は、複数の電極の１つに第１の極性を有する電気エネルギ
を供給し、複数の電極の別の電極に第１の極性と一般的に反対の第２の極性を有する電気
エネルギを供給する段階を含むことができる。望ましくは、第１の極性を有する電極と第
２の極性を有する電極の間の電位差は、２００Ｖよりも大きくなく又は僅か約２００Ｖで
ある。
【０２３８】
　組織の凝固処理中に、凝固状態のフィードバックを行うために段階２９５８において印
加電圧と生じた電流の間の位相シフトを同時に測定する。所定の切換レベルに到達した状
態で、処理は、スイッチング段階２９６０に進む。
【０２３９】
　スイッチング段階２９６０では、上述のように、電気外科ツールの一部の実施形態は、
切換機構を含むハンドルアセンブリを含むことができる。このスイッチング機構は、ハン
ドルアセンブリのトリガの位置に基づいて、凝固構成又は切断構成に電気外科ツールを選
択的に構成することができる。上述のように、一部の実施形態では、切換機構は、電気外
科ツールが開放位置である状態で電極が凝固構成に構成されるように構成することができ
る。切換機構は、更に、電気外科ツールが閉鎖位置の方へ移動する時、電極が切断構成に
構成されるよう構成することができる。他の実施形態では、凝固構成から切断構成への電
極の構成のスイッチングは、ハンドルアセンブリのトリガの異なる所定の位置で行うこと
ができる。更に別の実施形態では、スイッチングは、図６４に示すように多電極電源内で
行うことができる。
【０２４０】
　切断するために電気エネルギを印加する段階２９６２は、組織を切開するために切断構
成において電気エネルギを電気外科ツールに印加する。本明細書で説明する様々な実施形
態では、切断の電極構成を示している。例えば、切断構成において電気外科ツールに電気
エネルギを印加する段階は、複数の電極の１つに電気エネルギを供給して戻り電極として
複数の電極の別の電極を構成する段階を含むことができる。望ましくは、切断電極と戻り
電極の間の電位差は、約３００と約５００Ｖの間にある。
【０２４１】
　電気外科組織ステープラ
　従来、生体組織の接続又再接続は、縫合糸、クリップ、又はステープルの使用を伴って
いる。つい最近では、電気又は熱の使用が、生体組織の接続を完了するか、又は漏れ又は
出血のために接続した組織を密封するのに利用されるようになっている。
【０２４２】
　しかし、ステープル、縫合糸、又はクリップを使用せずに生体組織の一部、特に、導管
を固定又は接続する必要性が残っている。
【０２４３】
　好ましい位置で電流密度を増大させる機能を有する固定顎により組織に送出される電気
外科的に生成された電流を含む生体組織を恒久的に付着又は接続する装置及び方法を提供
する。
【０２４４】
　図６６～図７２を参照すると、細長本体３２１０と、作動可能なハンドル３２３５を含
む近位端３２３０と、顎アセンブリを含む遠位端３２２０とを有する外科的組織融合又は
溶着器具３２００が示されている。一部の実施形態では、顎アセンブリは、固定された顎
３２８０、及び固定された顎３２８０に対してピボット式に作動可能な顎３２６０を含む
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ことができる。他の実施形態では、顎アセンブリは、２つの作動可能な顎を含むことがで
きる。以下でより詳細に説明するように、組織融合又は溶着器具３２００は、望ましくは
、例えば、肥満学の外科的処置又は他の組織のステープルのような閉鎖が望ましい処置に
おいて適用することができるステープル固定のような処置を行うように構成することがで
きる。
【０２４５】
　図６６～図６８を参照すると、ある一定の実施形態では、細長本体３２１０は、腹腔鏡
検査処置における使用に向けてトロカールカニューレのような外科アクセスポートを通じ
て使用されるようにサイズ決定及び構成することができる。例えば、細長本体は、トロカ
ールカニューレのいくつかの標準サイズのうちの１つに対応する外径を有することができ
、又は細長本体は、非標準な用途特異のアクセスポートのためのサイズにすることができ
る。他の実施形態では、細長本体３２１０は、ポートのない外科切開における使用に向け
てサイズ決定及び構成することができる。
【０２４６】
　図６６～図６８を引き続き参照すると、近位ハンドル３２３５は、ユーザの片手により
使用可能であるようにサイズ決定及び構成することができる。近位ハンドル３２３５は、
電気外科システムに関して上述した電気外科発生器のような電気外科発生器との接続電気
プラグのような接続のための特徴を有することができる。一部の実施形態では、近位ハン
ドル３２３５は、作動スイッチ３２４０を含むことができる。作動スイッチ３２４０は、
ユーザがデバイス３２００の通電部分に選択的に通電することを可能にすることができる
。近位ハンドルは、ユーザが遠位顎部分３２６０、３２８０の間に選択した組織を把持、
保持、及び圧迫することを可能にするために顎アセンブリに作動的に結合された移動可能
なレバー３２３６を含むことができる。図６６は、遠位顎分３２６０、３２８０の表面３
２６１、３２８１に互いに近い閉鎖状態の電気外科ツール３２００を示している。図６７
～図６８は、組織をその間に形成される間隙３２９５内に受け取ることができるように、
遠位顎分３２６０、３２８０の表面３２６１、３２８１が互いから離間した開放状態の電
気外科ツール３２００を示している。
【０２４７】
　図６９～図７２を参照すると、電気外科ツール３２００の顎アセンブリ３２５０は、適
用中のステープルアクションを模擬するようにその上に位置決めされた複数の電極を含む
ことができる。図示の実施形態では、複数の電極３３２０は、第１の固定された顎３２８
０の対応して離間した凹部３３００内に離間した横列で対に配置されている。電極は、縦
方向に顎アセンブリの近位端から顎アセンブリの遠位端まで延びる４つのほぼ平行な縦列
内に延びている。他の実施形態では、電極の数及び構成は図示の実施形態と異なるものと
することができるように考えられている。例えば、一部の実施形態では、第１の顎３２８
０は、離間した単一の電極を含むことができ、他の実施形態では、第１の顎３２８０は、
３つ、４つ、５つ、６つ、７つ、又は７つを超える電極の離間した横列を含むことができ
る。更に他の実施形態では、第１の顎３２８０は、例えば、角を成すか、曲線を成すか、
又は成形された横列内の電極のような電極の幾何学的な構成を含むことができ、又は電極
は、第１の顎３２８０の対応するランダムに分散した凹部にランダムに分配することがで
きる。双極外科的処置での使用に向けて、電極は、１つの対の部材が第１の極性を有する
電気エネルギ源に電気的に結合することができ、各対の第２の部材が第１の極性の反対の
第２の極性を有する電気エネルギ源に電気的に結合することができるように対で適用され
るように構成されることが望ましいとすることができる。図示の実施形態では、電極３３
２０は、以下で更に説明するように、顎アセンブリ内に位置決めされた組織に接触するた
めに選択的に拡張し、かつ凹部３３００に後退するようにサイズ決定及び構成されている
。
【０２４８】
　図６９～図７２を引き続き参照すると、図示の実施形態では、第２の顎３２６０は、第
１の顎３２８０にピボット回転可能に結合されている。図示のように、移動可能な第２の
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顎３２６０は、近位側ピボット点３２９０でヒンジで第１の顎３２８０に結合されている
。第２の顎３２６０は、顎アセンブリを移動可能なレバー３２３６に供給される力により
開閉することができるように移動可能なレバー３２３６に作動的に結合することができる
。
【０２４９】
　図６９～図７２を引き続き参照すると、顎アセンブリは、摺動可能又は移動可能な切断
ブレードのような切断要素３３７１を更に含むことができる。図示の実施形態では、第１
の顎３２８０は、切断要素３３７１を保持するようにサイズ決定及び構成されている直線
スロット３３７０を含む。作動面では、切断要素は、第１の顎３２８０内の近位位置から
第１の顎３２８０内の遠位位置までスロット３３７０に沿って前進可能である。他の実施
形態では、他の切断要素３３７１は、電気外科ツールにおいて使用することができる。例
えば、一部の実施形態は、往復移動式機械的切断ブレード又は半径方向に前進可能な切断
要素を有することができる。電気外科ツールの他の実施形態は、切断電極のような電気切
断要素を含むことができる。
【０２５０】
　同じく図７３～図８０を参照すると、ある一定の実施形態では、電極３３２０は、そり
３３８０のような遠位側に移動する作動部材により上方に押圧するか又は選択的に拡張す
ることができ、そり３３８０は、略平坦な細長本体３３８１と、望ましい間隔で電極３３
２０に接触するように配置された少なくとも１つのカム又はピーク３３８５とを含む。一
部の実施形態では、電極３３２０は、千鳥配置にすることができる。他の実施形態では、
作動部材上のカム又はピーク３３８５は、電極３３２０の順次の拡張をもたらすように千
鳥配置にすることができる。更に他の実施形態では、前記複数の電極３３２０の全ては、
作動部材上の複数のカム又はピークの移動等により、略同時に選択的に拡張することがで
きる。
【０２５１】
　図７３～図８０を引き続き参照すると、一部の実施形態では、電気外科ツールは、望ま
しくは、近位レバー３２３６に供給される力を最大に利用して電極３３２０と圧迫組織３
０３０の間で電流密度を最大に利用するために、順次拡張パターンがあらゆる特定の瞬間
に又はあらゆる特定の力で拡張されたいくつかの電極３３２０を含むように構成される。
有利な態様では、電極３３２０の順次拡張及び通電は、全ての電極３３２０が同時に通電
された場合に当て嵌まるように圧迫組織３０３０の過大な熱による損傷を防止することが
できる。複数の電極３３２０の同時拡張を含む電気外科ツールの実施形態では、電極は、
組織の熱による損傷の危険性を低減するために順番に通電することができる。
【０２５２】
　図７５を参照すると、ある一定の実施形態では、電極３３２０は、作動部材又はそり３
３８０上に配置された接点を通じて、電気外科ツールに電気的に結合することができる。
他の実施形態では、電極は顎アセンブリ内に縦方向に延びる１つ又はそれよりも多くのワ
イヤ、顎の一方の上又はその内部に配置された接触ストリップ又は別の電気的結合を通じ
て電気外科ツールに電気的に結合することができる。図示の実施形態では、作動部材ピー
ク３３８５と、発生器のような電力供給源に結合することができる電気外科ツールとの間
の電気接点は、移動可能なアクチュエータそり３３８０の細長の平坦な部分３３８１に関
連の接触ストリップ３３９０、３３９１、３３９２、３３９３によって達成することがで
きる。そり３３８０は、順番に又は規則的に電極を移動させて通電するように構成するこ
とができる。様々な実施形態では、そり３３８０は、自動的に又は手動で制御することが
できる。
【０２５３】
　以下で更に説明するように、一部の実施形態では、接触ストリップ３３９０、３３９１
、３３９２、３３９３は、電気外科ツールが双極外科ツールとして作動するように電気的
に通電することができる。電極３３２０の４つの縦方向に延びる縦列を含む図示の実施形
態では（例えば、図７１を参照されたい）、接触ストリップ３３９０、３３９１、３３９
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２、３３９３のうちの１つは、電極の対応する縦方向の縦列内の１つ又はそれよりも多く
の電極３３２０に電気的に結合することができる。他の実施形態では、作動部材上に４つ
より多いか又は少ない接触ストリップを含む他の電気接点構成が考えられている。例えば
、２つの接触ストリップは、図７１に示すような４電極縦列電気外科ツール内の各々２つ
の縦列の電極と結合するために比較的広くすることができる。他の実施形態では、電気外
科ツールは、４つより多いか又は少ない縦方向縦列の電極を有することができ、かつ対応
して４つより多いか又は少ない接触ストリップを有することができる。
【０２５４】
　図７６を参照すると、電極３３２０は、摺動作動部材ピークにより拡張かつ後退するよ
うに構成することができる。図示の実施形態では、電極３３２０は、第１の顎部分３２８
０の凹部３３００内に入れ子にし、作動部材ピーク３３８５の相対位置に基づいて特定の
位置に電極３３２０を維持するようにサイズ決定及び構成された平坦な本体部分３３２４
を含む。平坦化された本体３３２４は、関連のカム又は接触器ピーク３３８５の作動に応
答して電極３３２０を上昇するように構成された接触面３２３を含むことができる。電極
３３２０の平坦化された構造部分３３２１は、第１の顎３２８０の凹部３３００の孔を貫
通する１対のとがった貫通要素３３２５、３３２７に移行する。
【０２５５】
　作動面では、そり３３８０が遠位側に前進させられる時、電極３３２０及び接触器ピー
ク３３８５のカム面３８９の接触面３２３、３２２は、電極３３２０の個々の対と係合し
て第１の顎３２８０の接触面３２８１を超えて拡張する。そり３３８０が１対の電極３３
２０を過ぎて遠位側に前進する時、この対は、第１の顎３２８０内に引込む。望ましくは
、電極３３２０は、電気外科ツールが組織部位から除去されると組織内に配置されるので
はなく電極拡張後に顎アセンブリ内に維持されるように構成される。図示のように、電極
対３３２０は、平坦化された構造部分３３２１の上面上の接触面３３０が第１の顎の接触
面３２８１と干渉するので、第１の顎３２８０から完全には拡張しない。図示の実施形態
は、接続のための平坦化構造部分３３２１を有する対になった電極３３２０を示すが、他
の実施形態では、単一の電極３３２０は、第１の顎の接触面３２８１と干渉するフレア状
下部又はフランジ付き拡張部により第１の顎内に維持することができる。
【０２５６】
　図７７～図８０を参照すると、ある一定の実施形態では、移動可能なレバー３２３６は
、多段作動処理において顎アセンブリ及び移動可能電極を作動させるように構成される。
一部の実施形態では、移動可能なレバー３２３６は、ユーザが移動可能な近位レバー３２
３６を把持することに関連の第１のアクションが、顎アセンブリが人体導管又は血管３０
３０（図７７）のようなその中に位置決めされた選択した組織を把持するというアクショ
ンであるように、顎アセンブリに作動的に結合することができる。ユーザにより移動可能
なレバー３２３６の更に別の移動により、顎アセンブリは、移動可能な顎３２６０が開放
状態（図６７）から閉鎖状態（図６６）の方へピボット回転し続ける時に選択及び把持さ
れた組織３０３０（図７８）を圧迫し始める。図示の実施形態では、移動可能なレバー３
２３６は、移動可能なレバー３２３６の前進により、複数の対になった電極３３２０が第
１の顎３２８０内から、移動可能な第２の顎３２６０（図７９－８０）の対向面２６１上
に向けてそり３３８０により順番に前進するように顎アセンブリ内の複数の電極３３２０
と作動的に結合される。
【０２５７】
　図７９及び図８０を参照すると、電極３３２０が第１の顎３２８０と第２の顎３２６０
の間に圧迫された組織３０３０を順番に通過する時に、電極３３２０は、そり３３８０（
図７５）上の接点３３９０、３３９１、３３９２、３３９３との電気的結合により拡張さ
れる時に順番に通電される。この順次通電は、電極３３２０が圧迫組織３０３０内に拡張
する時に誇張された電流密度を作り出すことができる。電極３３２０が拡張かつ通電され
た状態で、それらは、そり３３８０上の対応する電気接点との電気接触から順番に切り離
される。切り離された電極３３２０は、次に、治療された組織３０３０と接触して冷却す
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ることができる。図示の実施形態では、作動そり３３８０の摺動ピーク３３８５と直接に
接触している電極３３２０のみが通電される。接触器ピーク３３８５が完全に電極３３２
０を拡張していずれかの特定の電極又は電極対を超えると、もはや、電気外科ツール３２
００が結合されている電源との以前の電極３３２０接続はない。他の実施形態では、電極
３３２０の実質的に全ては、電極３３２０に選択的にエネルギを供給するために、電気的
結合の構成により実質的に同時に通電することができる。
【０２５８】
　図８１～図８３をここで参照すると、閉鎖、閉塞、又は密封してその後分離することが
できる人体導管３０３０の例示的な図が、電気外科ツール３２００の顎アセンブリのある
一定の実施形態によって示されている。図８１では、導管３０３０が最初に選択されて把
持される。図８２～図８３では、把持された組織３０３０は、遠位顎３２６０、３２８０
の間に完全に圧迫される。近位ハンドル３２３５に関連の移動可能なレバー３２３６を更
に作動させることができ、電極３３２０は、順番に通電されて上昇し、圧迫組織３０３０
内に入る（例えば、図７７～図８０を参照されたい）。組織３０３０が電極によって供給
されたエネルギに応答して完全に融合又は溶着された時、図９８～図１００に関して以下
で更に説明するように、切断要素３３７１を選択的に前進させることができる。切断要素
３３７１は、電極融合の横列の間に導管又は組織３０３０を切断するようにサイズ決定及
び構成され、複数の融合横列が切断の両側に残る。電極３３２０は、次に、顎３２６０、
３２８０が分離された時に選択された組織３０３０から引っ込められる（例えば、図７７
～図８０を参照されたい）。
【０２５９】
　図８４～図８５を参照すると、双極電気外科組織融合作動のある一定の態様が示されて
いる。以前の双極外科ツールでは、第１の極性（＋）の電気エネルギは、第１のパドル３
４００上の表面接点電極ピン３４０５に供給することができ、第２の極性（－）の電気エ
ネルギは、第２のパドル３４２０上の電極ピン３４２５に供給することができる。パドル
は、第１のパドル３４００が第１の部分３０３０の外壁３０３６を圧迫するように２つの
部分３０３０、３０３０’を有する血管のような組織の上で圧迫することができ、第２の
パドル３４２０は、第２の部分３０３０の外壁３０３７’を圧迫する。組織の２つの部分
が互いに結合又は融合されるためには、電気エネルギは、組織部分３０３０、３０３０’
の内壁３０３３、３０３４間の接続までピン３４０５、３４２５の間に比較的長い距離を
進まなければならない。ピンの間の距離が双極電気外科器具において増加する時に、電流
密度は、減少する傾向がある。従って、このようなデバイスを使用してかなり長い持続時
間にわたって電気エネルギを印加することが必要である可能性があり、組織３０３０、３
０３０’は、望ましくないほど損傷する可能性がある。
【０２６０】
　図８６～図９１を参照すると、有利な態様では、電気外科ツール３２００を用いて、短
い持続時間の高電流密度により、有効な密封／結合を発生させることができ、かつ放射熱
の影響は最小か又は実質的にない。従来の表面接触電極とは異なり、電気外科ツール３２
００内の例示的な挿入電極３３２５は、密集した電流通路を発生させることができ、従っ
て、圧迫組織３０３０内での熱活動が高まる。電気外科表面の放射に付随する熱の損傷の
限界は、潜在的に注目に値するものであり、従って、放射熱の損傷の限界の最小化又は排
除は、例えば、鋭い又はテーパ付き先端３３２６のような電極３３２５を挿入することに
よって、電極３３２５が融合すべき組織を貫通することを可能にする。他の実施形態では
、電極３３２５は、それ以外に特定の位置でエネルギを集中又は集束させる方式で電流通
路を誘導するように構成することができる。
【０２６１】
　電極３３２５に関連の活動の断面図を図８６～図９１で見ることができ、貫通電極要素
３３２５は、組織３０３０内に接続面３４７０を作り出すために、テーパ付き先端３３２
６のアクションを通じて一部の圧迫組織３０３０を通して挿通又は挿入される。エネルギ
源からのエネルギは、電極３３２５に供給され、次に、接続面３４７０から半径方向に隣
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接組織に放射される。組織は、通電されると流体含有量を失う特定の温度まで加熱される
。組織３０３０は、次に、架橋と似た方法で細胞レベルで融合される。この架橋コラーゲ
ンは、変性セルの連続的な構造体３４６５を形成する。電極３３２５が除去された時、変
性構造体３４６５は残る。図８９～図９１に示すように、変性した構造体３４６５は、閉
鎖又は閉塞を形成するために圧迫された圧迫導管３０３０の２つの対向壁部３０３３、３
０３４のような組織３０３０、３０３０’の２つの部分の間の接続構造体３４７５として
機能することができる。本明細書で説明する電気外科ツール３２００で融合された時、変
性構造体３４７５は、一般的に、電気外科ツール３２００の顎３２６０、３２８０の間に
圧迫されて移動可能な電極３３２０により通電された組織全体を貫通する。変性構造体３
４７５は、広い第１の挿入部分、狭い中間部分、及び広い出口部分がある「砂時計」形状
に似ているとすることができる。
【０２６２】
　電気外科では、処置のタイミング及び温度の管理が伴っている。組織内の生成熱が過少
であると、組織は、適切に融合又は溶着することができず、組織内の生成熱が過大である
と、組織が破裂し、従って、合併症になる場合がある。従って、電気外科ツールは、生体
組織内の変数により影響を受け難いものとすることができる。器具は、治療された組織内
で発生する条件を測定するか、又はその条件に応答するフィードバックシステムに結合す
ることができる。例えば、電気外科ツールは、電流に対する抵抗が生じるように加熱段階
中に組織を乾燥させることができる。一部の実施形態では、その抵抗は、測定されるか、
又はそうでなければ電極への電気外科エネルギの送出を制御するために使用することがで
きる。一部の実施形態では、電気外科エネルギの開始と電気外科エネルギの送出中のあら
ゆるその後の点の間の相変化は、送出を制御するのに使用することができる。他の実施形
態では、治療後の組織の温度の測定を使用して送出を制御することもできる。
【０２６３】
　導管閉塞の様々な方法の間の比較は、図９２～図９５において認識することができる。
図９２は、縫合された導管３０３０を示している。縫合された導管３０３０は、少なくと
も１つの結び目３４８１で終る複数の個々の又は使用中の縫合糸３４８０を含む。縫合処
理には、専門知識が必要とされ、時間を消費するものである可能性があり、必ずしも結果
として最適な閉塞にはならない場合がある。従って、導管３０３０は、漏れ又は滲出が発
生する場合がある。
【０２６４】
　図９３は、複数のステープル３４９０が導管３０３０に挿入されたステープル固定され
た導管３０３０を示している。ステープル３４９０は、導管３０３０内に留まって導管に
閉塞力を印加する折り目３４９１を有する。外科ステープラを使用するステープル固定に
より、多くの場合、縫合よりも確実な閉鎖がもたらされる。しかし、ステープル固定でさ
えも、縫合を用いて閉鎖を完了させる場合があり、その理由は、ステープル３４９０は、
組織厚み又は肌目の大きな変動に対処することができないからである。いくつかの外科的
処置では、ステープル固定を使用する。これらの場合、殆どのステープル３４９０は、手
術部位内に残る。通常、ステープル３４９０は、チタンのような金属から作られる。多大
の力が、対象の組織を閉塞させ（３０３０）、その後ステープルを挿入し（３４９０）、
適切に折る（３４９１）のに必要な全てのアクションをもたらすためにステープルデバイ
スの顎部分に印加されることが認められるであろう。ステープル３４９０を保持するカー
トリッジは、複雑かつ高価なデバイスであって、ステープル３４９０の１回分の装着量し
か保持しないことにも注意すべきである。従って、一般的に、典型的な外科的処置中にス
テープル固定器具の数回の交換がある。例えば、腸に関連する外科的処置中に、各カート
リッジが最大３６個又はより多くのステープルを保持するとして、３個～１０個のステー
プルカートリッジを使用するのは珍しいことではない。取り残される残留金属塊は、従っ
て、重要である。更に、除去が所望された場合、ステープルは、簡単には切断されず、更
に、その一部は切断処置中に取り外される場合がある。従って、それによって体腔内での
金属片残留が発生する場合がある。更に、電気メスが、ステープル固定された血管又は導
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管３０３０を完全に密封するのに使用されることが多い。
【０２６５】
　図９４を参照すると、図８４及び図８５に関して上述した表面接触電極により印加され
るような圧迫外部電気外科融合は、小血管又は導管に適切とすることができる。しかし、
上述のように、特により大きな導管３０３０では、これらの治療法の使用に関連の過度の
放射熱による損傷がある場合がある。残留組織の再生を排除するか、又は脈管再灌流又は
再生を妨げる熱による損傷は、殆どの場合望ましくないものである。従って、圧迫外部電
気外科融合は、熱による損傷が発生する可能性がある比較的より大きな血管又は導管では
望ましくないとすることができる。更に、一部の場合には、圧迫電気外科融合は、十分な
圧迫力を供給することができないことがあり、従って、導管壁部３０３１の近くで非閉塞
区域３０３２が発生する。縫合及びステープル固定は、殆どの場合、適切に行われた時に
は再生を受け入れる。しかし、外科ステープル固定は、多くの場合に、送出デバイスが組
織厚み又はきめの変動に対して十分に補償しないので、残留組織の壊死の原因になる可能
性がある。
【０２６６】
　上述の内容及び図９４から明らかなように、本明細書で説明する電気外科ツール３２０
０は、複数のステープルの配置を真似る方式で融合又は溶着することができる。治療され
た組織の部分は、ステープルによって作られた接続に似ている。更に、本明細書で説明す
る電気外科ツール３２００に関しては、ステープラと異なり、第２の閉鎖顎は、ステープ
ル脚部の折り又は曲げのためのアンビルをもたらすほど十分な強度である必要はない。従
って、電気外科ツール３２００は、特に、デバイスを小さい管状アクセスポートを通じて
操作すべきである場合がある用途において有利とすることができる。
【０２６７】
　図９５を参照すると、選択した組織を圧迫し、かつ本明細書で説明するように電気外科
ツール３２００で例えばその後複数の変性した接続構造体３４７５を作り出すことにより
、閉塞時の安全性と最小の熱放射による損傷の組合せが得られる。残留組織の壊死の適切
な脈管再生及び最小化も得られる。従って、導管閉塞に対して本明細書で説明する電気外
科ツール３２００の使用は、望ましくは、外部接点電気外科融合の欠点の低減と共に組織
縫合又はステープル固定の利点をもたらすことができる。有利な態様では、本明細書で説
明するように電気外科ツール３２００で導管を密封することは、外科医により比較的迅速
かつ簡単に達成することができる。
【０２６８】
　図９６を参照すると、電気外科ツールの様々な実施形態の密封強度に関する実験データ
が、グラフを使用して示されている。本明細書で説明するように電気外科ツール３２００
のシールの強度を明らかにするために様々な実験をブタ小腸組織に行った。０～０．０５
５インチの溝幅（すなわち、隣接電極の間の間隔）を有するツールを使用して、本明細書
で説明する電気外科ツール３２００及び測定したそのバースト圧力を使用してブタ腸組織
を密封した。制御事項として、腸組織の従来通りにステープル固定された区画は、０．５
±０．１ポンド／平方インチのバースト圧力に耐えることができることを最初に確立させ
た。複数の試験を様々な溝幅で行い、結果の統計範囲を図９６にプロットし、各溝幅の平
均データは、その範囲で指定した点に示されている。図９６から明らかなように、比較的
小さい溝幅に対して、電気外科ツール３２００は、従来のステープル固定に勝る腸組織密
封バースト強度を作り出すことができる。比較的大きな溝幅に対して、電気外科ツール３
２００は、従来のステープル固定と同様か又は僅かに劣る性能である腸組織密封バースト
強度を作り出すことができる。従って、本明細書で説明する電気外科ツール３２００は、
バースト強度が同様か又は増大し、同時により速くかつ簡単に使え、かつ上述の他の利点
も有する。
【０２６９】
　図９７～図１００を参照すると、上述のように、一部の実施形態では、電気外科ツール
３２００の顎アセンブリは、選択的に作動可能な切断構成要素のような切断要素３３７１
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を含むことができる。切断構成要素は、近位位置と遠位位置の間で顎アセンブリの顎の間
に圧迫された切断組織まで選択的に移動させることができる。様々な実施形態では、切断
要素３３７１は、鋭いブレード、フック、ナイフ、又は圧迫組織において変性構造体３４
７５の間に切断するようにサイズ決定及び構成された他の切断要素とすることができる。
図９９に示すように、一部の実施形態では、切断要素３３７１は、切断要素３３７１が鋭
いブレード３３７２に向けて一方向に移動する時に組織の切断を可能にするために近位端
又は遠位端の一方上に鋭いブレード３３７２を含む。図１００に示すように、一部の実施
形態では、切断要素３３７１は、切断要素３３７１が固定された顎３２８０のスロット３
３７０に沿って近位側に又は遠位側に移動する時に組織の切断を可能にするために、各々
の近位端及び切断要素３３７１の遠位端上の第１の鋭いブレード３３７２及び第２の鋭い
ブレード３７３を含む。
【０２７０】
　図示の実施形態では、切断要素は、機械的構成要素として示されているが、他の実施形
態では、切断要素３３７１は、発生器又は電源によって選択的に通電することができるエ
ネルギ供給可能な要素又はワイヤを含むことができる。電気外科切断要素３３７１は、圧
迫及び融合された組織部分を簡単に分離することができ、治療された組織３０３０に関連
の内腔３０３２の流体閉塞又は付加的な密封を更に提供することができる。
【０２７１】
　図１０１～図１０６は、本明細書で説明する電気外科ツール３２００のような電気外科
ツールに使用する電流強化要素３５００、３５１０、３５２０、３５２２、３５２４、３
５２６、３５３０、３５４０、３５４５、３５５０の様々な構成を示している。これらの
要素は、圧迫組織３０３０の位置上又はその位置内にエネルギを集束させるか又は誘導す
るように構成することができる。従って、様々な実施形態では、電気外科ツールは、上述
のように、複数の拡張可能電極の代わりに又はそれに加えて複数の電流強化要素を含むこ
とができる。様々な電流強化要素の各々は、他の考慮事項の中でもとりわけ、所望される
組織貫通の深さ及び所望されるエネルギ増大の程度によって特定の外科環境に望ましいと
することができる。一部の実施形態では、電気外科ツールは、顎アセンブリの一方の顎上
に上述のような複数の拡張可能電極、及び顎アセンブリの他方の顎上に複数の電流強化要
素を含むことができる。他の実施形態では、電気外科ツールは、顎アセンブリの一方の顎
上に第１の複数の電流強化要素及び顎アセンブリの他方の顎上に第２の複数の電流強化要
素を含むことができる。
【０２７２】
　一部の実施形態では、これらの要素は、図１０１に示すように、エネルギホーンとして
機能する孔３５００を含むことができる。他の実施形態では、これらの要素は、図１０２
に示すように、固定又は移動可能であるロッド３５１０又はスパイクを更に含むことがで
きる。代替実施形態として、一部の用途では、複数のかすかな円弧又はマウンド３５２０
のような侵入性が小さい構成を使用することができる（図１０３ａ）。一部の用途は、複
数の浮き上がった正方形３５２２（図１０３ｂ）、ロッド３５２４（図１０３ｃ）、「ボ
ールカップ」のような構成３５２６（図１０３ｄ）、又はエネルギを端部及びコーナで集
束又は集中させることができる矩形３５３０（図１０４）を含む若干侵入性が高い構成を
好む場合がある。他の実施形態では、要素は、複数の細長横列３５４０（図１０５ａ）、
又はソケット－アンド－スピケット３５４５（図１０５ｂ）を含むことができる。他の実
施形態では、要素は、組織の表面に貫入するようにサイズ決定及び構成された複数のピラ
ミッド又は円錐３５５０（図１０６）などを含むことができる。
【０２７３】
　図１０７は、電気外科ツールで圧迫及び融合された組織の断面図を示している。図示の
ように、組織３０３０は、上顎３２６０及び下顎３２８０要素の正方形模様による実施形
態では圧迫され、かつ電気ＲＦ電流又は熱エネルギを受ける。このエネルギ印加は、双極
電気外科ユニットに上部及び下部の顎要素の両方を接続することにより、又は各顎要素内
に電気（オーム性）加熱器を封入することによって達成することができる。たとえ「未圧
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迫」組織区域の間に何らかの圧迫、並びに「未圧迫」組織区域への何らかのエネルギ剰余
の可能性があるとしても、直接に圧迫かつ通電された組織区域は、一斉に融合する第１の
区域となり、かつ密封する唯一の区域とすることができる。
【０２７４】
　図１０８ａを参照すると、融合及び分離された血管３０３０の得られた結果の外観の例
が示されている。図示のように、密封及び切断された血管の２つの区画の各々は、電極又
は電流強化要素のパターンに対応するパターンを含むことができる。例えば、図１０３ａ
～図１０３ｂに示すように、血管の分割された部分は、それぞれの二重横列の融合された
正方形部により流体が漏れないように各々密封されている。融合された正方形部間の組織
は、他方では、融合又は接続さえする必要がない。例えば、図１０８ｂを参照すると、図
１０８ａの線８－８に沿った断面では、切断された血管内の融合区域と非融合区域が示さ
れている。この例では、融合されかつ変性した組織要素（正方形）は、反対側の組織区域
に接続されていない組織区域によって分離される。
【０２７５】
　図１０９ａは、２つの二重横列の丸い区域の組織を結合して２つの二重横列の間の組織
を切断することによって得られた例示的な密封及び切断された組織セグメント３０３０を
示している。組織の分割された部分は、それぞれの二重横列の融合された円により流体が
漏れないように各々密封されている。融合された円間の組織は、他方では、融合又は接続
さえする必要がない。これは、例えば、図１０９ｂに示しており、図１０９ｂは、図１０
９ａの線９－９行に沿った断面を示している。この例では、融合されかつ変性した組織要
素（円形）は、接続されていない（反対側の組織区域に対して）組織区域によって分離さ
れる。
【０２７６】
　図１１０を参照すると、正方形の模様による凹部を有する電気外科ツールの顎アセンブ
リ３２５０内の組織３０３０を断面で示している。図示のように、組織３０３０は、上部
及び下部の顎要素の正方形パターンで圧迫される。電気外科ツールの一部の実施形態では
、エネルギは、超音波エネルギを上部電極に印加することによって組織に供給することが
でき、超音波エネルギは、上部及び下部の顎要素の両方との組織の摩擦を引き起こすこと
ができる。図１１０の上顎要素の移動は、例示的な目的のために、引き込み平面と平行で
あるように示されているが、その移動は、横方向に行うこともできる。組織による熱伝導
を通じて「未圧迫」組織区域内への「未圧迫」組織区域間の何らかの圧迫があったとして
も、直接に圧迫かつ通電された組織区域は、最初に融合することができ、密封する唯一の
区域とすることができる。
【０２７７】
　図１１１を参照すると、正方形の模様による凹部を有する電気外科ツールの顎アセンブ
リ３２５０内の組織３０３０が断面で示されている。エネルギは、次に、例えば正方形の
模様による区域内のファイバ－光ケーブルを通じて供給されるＵＶ及び／又はＩＲ放射線
の照射によって組織に供給される。「未圧迫」組織区域間の圧迫、並びに散乱による「未
圧迫」組織区域内への何らかのＵＲ／ＩＲエネルギの余剰があったとしても、直接に圧迫
かつ通電された組織区域は、第１の区域とになり、かつ密封する唯一の区域とすることが
できる。
【０２７８】
　ＵＶ（２００～４００ナノメートル）は、タンパク質（及びヘモグロビン）により吸収
されて、タンパク質内の化学結合の分裂をもたらし、一方、ＩＲ（＞１マイクロメートル
）は、水で有意に吸収され、組織の加熱が発生すると考えられる。３００～５００ナノメ
ートルのスペクトル範囲のインコヒーレントＵＶを使用した固定された動脈の融合は、動
脈を実質的に加熱することなく達成することができることが明らかにされている。ＵＶに
よる加圧組織の照射により、コラーゲンは、乾燥又は熱的に誘発されたコラーゲン変性な
しで、光化学反応を通じて互いを結び付くことができる。
【０２７９】
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　一態様では、組織は、複数のステープルの配置に似た方法で融合又は溶着される。治療
された組織の部分は、ステープルによって行われた接続に似ている。しかし、電気外科ツ
ールを使用すると、単一の把持処置が、何十ものステープルの解放を模擬することができ
、従って、外科のためのステープラによる類似の処置に勝る大幅な時間節約をもたらす。
外科ステープラと比較した時、有利な態様では、電気外科ツールの第２の閉鎖顎は、ステ
ープル脚部の折り又は曲げのためのアンビルをもたらすほど十分な強度である必要はない
。それは、従って、デバイスを小さい管状アクセスポートを通じて操作すべきである腹腔
鏡検査用途に好ましいとすることができる。
【０２８０】
　本出願ではある一定の好ましい実施形態及び実施例を開示するが、本発明が具体的に開
示した実施形態を超えて他の代替的な実施形態及び／又は本発明の用途及び明らかな修正
及びその均等物にまで拡張されることは、当業者によって理解されるであろう。更に、こ
れらの本発明の様々な特徴は、単独に又は明示的に上述したもの以外のこれらの本発明の
他の特徴と組み合わせて使用することができる。すなわち、本明細書に開示する本発明の
範囲は、上述の特定の開示した実施形態により制限されるべきではなく、以下の特許請求
の範囲の正当な判読によってのみ判断されるべきであることが意図されている。
【符号の説明】
【０２８１】
　２　電気外科システム
１０　電気外科ユニット（ＥＳＵ）
３０　電子結合器
４０　電気外科ツール
８０　外部ツールコントローラ
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