
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
対象物に接触しつつ切削進行方向と角度を成す方向に振動させられて該対象物の切削に用
いられる切削部材を有し、該切削部材 切削進行方向側
面
が疎水性面と親水性面の一方とされ、 が疎水性面と親水性面の他方とされてい
ることを特徴とする振動ナイフ。
【請求項２】

【請求項３】

【請求項４】
前記疎水性面及び親水性面は、それぞれ、切削部材本体に疎水性膜及び親水性膜を付着さ
せて形成されている請求項１ 記載の振動ナイフ。
【請求項５】
対象物に接触しつつ切削進行方向と角度を成す方向に振動させられて該対象物の切削に用
いられる切削部材を有し、該切削部材の表面に、温度により親水性または疎水性と性質が
可変な材料が施され、該切削部材の切削進行方向側となるべき面 切削進行方向の逆側と
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は、 であって対象物を切削する前端
、および切削進行方向の逆側であって対象物を刃離れさせる後端面を有し、前記前端面

前記後端面

前記対象物が疎水性である場合は、前記前端面は疎水性であって、前記後端面は親水性で
あることを特徴とする請求項１記載の振動ナイフ。

前記対象物が親水性である場合は、前記前端面は親水性であって、前記後端面は疎水性で
あることを特徴とする請求項１記載の振動ナイフ。

乃至３のいずれかに

と



なるべき面
温度制御手段を備えることを特徴とする振動ナイフ。

【請求項６】
前記温度制御手段はヒータ素子である請求項 記載の振動ナイフ。
【請求項７】
対象物に接触しつつ切削進行方向と角度を成す方向に振動させられて該対象物の切削に用
いられる切削部材を有し、該切削部材の表面に、温度により親水性または疎水性と性質が
可変な材料が施されていることを特徴とする振動ナイフ。
【請求項８】
前記切削部材は、切削進行方向側となるべき面での振動振幅が比較的大きくなって疎水性
を示す様に形成されている請求項 乃至 のいずれかに記載の振動ナイフ。
【請求項９】
請求項１乃至 のいずれかに記載の振動ナイフと、振動を発生して該振動ナイフを振動さ
せるナイフ駆動手段、及び該ナイフ駆動手段とナイフの振動を制御する駆動制御手段を有
することを特徴とする振動切削装置。
【請求項１０】
前記ナイフ駆動手段及び駆動制御手段は、切削進行方向に振動面が 楕円振動を前記
切削部材の先端に起こさせ得る様に構成されている請求項 記載の振動切削装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、バイオテクノロジーや医療検査等に用いられる生体材料から微小な組織、細胞
等を切り出すための生体用超音波ナイフなどの振動ナイフ、振動切削装置に関する技術で
ある。
【０００２】
【従来の技術】
アクティブな制御を行う従来の生体用の切削装置としては、図８に示される様な構成の超
音波ナイフが知られている（特許文献１参照）。これは、ボルト締めランジュバン振動子
100の先端に変位拡大用のホーン 101をつけた構成となっている。ランジュバン振動子 100
により縦振動を発生して、その振動を先端に伝えて切削を行う。ここでは、振動子 100の
振動振幅が先端では約 30倍に拡大されている。この構成によれば、鋭い歯を付けることな
く組織を切断することが可能となる。
【０００３】
また、別の構成として、レーザやマイクロ波を切断部位に収束させて組織を焼き切る切断
装置も提案されている。この構成によれば、非接触での切断が可能となるため、接触によ
るコンタミネーション（汚染）の心配がないという利点がある。
【０００４】
【特許文献１】
特開昭 64-70036号公報
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来の接触式の生体用超音波ナイフにおいては、単純な縦振動を用い
ているため切削方向がぶれ易いといった問題があった。特に生体材料は、金属などの一般
の切削対象材の様に剛性がなく柔軟であるため、この傾向が顕著である。また、接触式で
あるので切削後に組織の一部がナイフ表面に付着して離れなくなるといった問題もあった
。これら 理由により、狙った箇所をシャープな切削面をもって切断することは困難
であった。さらに、付着した組織物がコンタミネーションの原因となる可能性もあった。
【０００６】
一方、レーザやマイクロ波を用いる上記方法は、接触式の超音波ナイフと比較して装置が
大掛かりとなり、コスト高である。また、セッティング、使用法が難しく、高度な知識と
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間に、前記材料の性質を親水性または疎水性に変化させるように、温度差を生
じさせる
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習熟が必要であった。さらに、光エネルギーを熱エネルギーに変換して焼き切る方法であ
るため、タンパク質の様に熱により変性を起こし易い物質の検査を行う場合、性質が変わ
ってしまいサンプル作成後の正確な検査ができないといった問題があった。
【０００７】
本発明の目的は、上記課題に鑑み、シャープな切断面が得られ易く汚染等の心配も少ない
生体用超音波ナイフなどの振動ナイフ、こうしたナイフを用いた切削装置を提供すること
にある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するため、第一の発明の生体用超音波ナイフなどの振動ナイフは、細胞な
どの生体組織等の対象物に接触しつつ切削進行方向と角度を成す方向（典型的には、直角
方向）に振動させられて対象物の切削に用いられる切削部材を有し、該切削部材 切削
進行方向側 面

が疎水性面と親水性面の一方とされ、
が疎水性面と親水性面の他方とされていることを特徴とする。

【０００９】
こうした構成のナイフは、通常、超音波で振動させられて使用されるものであるが、切削
の機能を果たせるのであれば、厳密に言えば超音波振動ではないその近辺の振動等、それ
以外の振動態様で振動させることもできる。また、切削対象は、代表的には、疎水性であ
る生体細胞などであって、ナイフは疎水性面を前端面として用いられるが、切削対象が親
水性である場合には、親水性面を前端面として用いられ得る。また、ナイフの断面形状に
ついては、超音波などの振動で切削するので、切削する部分はあまり先鋭である必要はな
く、例えば、流線形的であればよい。断面形状の全体は、両端部の両方を切削に使う予定
があるか否か、所望の振動にとって都合の良いバランスの形状か否か、作り易いか、強度
は充分か、扱い易いか等のことを考慮して決めればよい。
【００１０】
上記構成の第一の発明のナイフでは、切削対象が疎水性か親水性であるかによって、切削
対象と同じ性質の面を前端面にし後端面を切削対象と異なる性質の面として対象物を切削
できるので、ナイフ前面での切削対象物との食い付きが良くて切削方向のぶれが少なく、
且つ切開後の対象物の刃離れが良くて刃に再接着しにくい様にできて、シャープな切断面
が得られ易く汚染等の心配も少ない。前記疎水性面及び親水性面は、それぞれ、切削部材
本体に疎水性膜及び親水性膜を付着させて形成され得る（図１参照）。
【００１１】
また、上記課題を解決するため第二の発明の対象物に生体用超音波ナイフなどの振動ナイ
フは、対象物に接触しつつ切削進行方向と角度を成す方向に振動させられて該対象物の切
削に用いられる切削部材を有し、該切削部材の表面に、温度により親水性または疎水性と
性質が可変な温度応答性高分子などの材料が施され、該切削部材の切削進行方向側となる
べき面 切削進行方向の逆側となるべき面

ヒータ素子などの温度制御手段を備えることを特
徴とする。第二の発明のナイフの作用も、上記第一の発明のナイフの作用と基本的に同じ
である。
【００１２】
また、上記課題を解決するため第三の発明の対象物に生体用超音波ナイフなどの振動ナイ
フは、対象物に接触しつつ切削進行方向と角度を成す方向に振動させられて該対象物の切
削に用いられる切削部材を有し、該切削部材の表面に、温度により親水性または疎水性と
性質が可変な材料が施されていることを特徴とする。この第三の発明のナイフの作用も、
上記第一の発明のナイフの作用と基本的に同じである。ここにおいて、切削部材は、切削
進行方向側となるべき面での振動振幅が比較的大きくなって疎水性を示す様に形成され得
る（図６参照）。
【００１３】
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は、
であって対象物を切削する前端 、および切削進行方向の逆側であって対象物

を刃離れさせる後端面を有し、前記前端面 前記後端
面

と 間に、前記材料の性質を親水性または疎水性に
変化させるように、温度差を生じさせる



上記第一乃至第三の発明のナイフにおいて、切削部材は、必要な拡大された振動を起こす
様なホーン形状等の形状を有し得る（図６、図７参照）。また、後述の実施例の如く、ナ
イフは、疎水性面を切削進行方向側とし、親水性面を切削進行方向の逆側として用いる生
体用超音波ナイフとして構成され得る。
【００１４】
更に、上記課題を解決するため本発明の振動切削装置は、上記の振動ナイフと、振動を発
生して該振動ナイフを振動させるナイフ駆動手段（圧電素子を含むランジュバン振動子な
ど）、及びナイフ駆動手段とナイフの振動を制御する駆動制御手段を有することを特徴と
する。この切削装置は、操作者により直接操作することもできるが、ナイフ装置の操作を
行うマニピュレータ、ロボットハンドなどの操作手段に取り付けられてもよい。
【００１５】
切削部材は、それ自身、必要な拡大された振動を起こす様なホーン形状等の形状を有し得
るが、切削部材に接続されこれに必要な拡大された振動を起こさせる振動拡大部材が備え
られてもよい。また、前記ナイフ駆動手段及び駆動制御手段は、切削進行方向に振動面が

楕円振動を切削部材の先端に起こさせ得る様に構成され得る（図７参照）。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を明らかにすべく、図面を参照して、より具体的な本発明の実
施例を説明する。
【００１７】
（第一の実施例）
図１は、本発明の第一の実施例の超音波ナイフを使って生体組織を切開している図である
。ここで、１，２は細胞を表し、３， 4は一体のナイフの性質の異なる部分であり、図は
断面を示す。ナイフ３，４は矢印の方向に切開を行っていく。切削に際して、ナイフ３，
４は紙面垂直方向に超音波振動を与えられて組織を引きちぎっていく。ここで、ガラスな
どで本体が作られたナイフの一方の部分３側には疎水性のコーティングが施してあり、他
方の部分４側には親水性のコーティングが施してある。
【００１８】
図３に示す様に、一般に、細胞９の表面は接着タンパク 10に覆われていて、その性質は疎
水性を示す。本実施例では、ナイフの切削進行方向側のほぼ半分の部分は疎水性コーティ
ング部３になっているため、細胞１のナイフに対する食い付きが良く、生体組織の柔軟性
によるナイフ３，４の切削方向のぶれが少ない。すなわち、図１に示す如く、細胞１等が
ナイフの疎水性コーティング部３に吸い付いている。他方、進行方向に対して後側のほぼ
半分の部分は親水性コーティング部４になっているので、接着タンパク 10による細胞２等
のナイフへの再接着が防止される。さらには、組織とナイフの親水性コーティング部４が
反発するため、切開した細胞２等の組織の刃離れが良い。
【００１９】
これに対して、図２は従来の超音波ナイフ７（比較の便宜上、図１のナイフと断面形状を
同じにした）による生体組織の切開を示す図である。ここでは、全面において疎水性を示
す材料を用いた場合を示す。ナイフ７が疎水性であるので、切削進行方向の前面付近にあ
る細胞５に対する食いつきは良く、ぶれが少ない。しかし、進行方向に対する後側の部分
に、接着タンパク 10により、一旦離れた細胞６や接着タンパクそのものが付着してしまう
。これらの付着物は切削効率を悪化させるのみでなく、コンタミネーションとなって検査
資料を無効にしてしまう可能性もある。さらに、刃離れも良くないのでシャープに切削す
ることができず、作業の進行を遅らせてしまう。逆にナイフ７が親水性であるとすると、
切削先端で組織との親和性がないので、組織が柔軟であることと相俟って、切削方向のぶ
れが発生してきれいに切断できない。
【００２０】
以上に説明した様に、本実施例では、切削前端部で組織とナイフが馴染んで食い付きが良
いという効果と、後端部で組織の刃離れが良く再接着が防止できるという効果の両立が可
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能となる。
【００２１】
（第二の実施例）
図４は、第二の実施例の超音波ナイフを用いて生体組織を切開している図（断面図）であ
る。ここで、 11， 12は細胞、 13は紙面垂直方向に適当長さ伸びてナイフ端部に設けられた
ヒータ、 14はナイフ本体、 15はポリイソプロピルアクリルアミドなどの温度応答性高分子
である。ポリイソプロピルアクリルアミドは、約摂氏 32度程度の臨界温度で性質が変化す
る。すなわち、臨界温度以上では疎水性を示し、それ以下の温度では親水性を示す。
【００２２】
上記構成の本実施例のナイフの切削動作例を説明する。生体組織は痛みを防ぐため、通常
、低温（上記臨界温度以下）で保存されている。この場合、切開する装置も低温に保って
おいて、ナイフもその温度に保っておく。そして、切削時にはヒータ 13に通電して、組織
との前端接触面の温度を臨界温度以上に保つ様な制御を行う。このとき、タンパク質など
の検査対象が変質する温度はポリイソプロピルアクリルアミドの臨界温度より 20度以上高
いので問題はない。こうすることによって、切削対象である組織との前端接触面では疎水
性を示しナイフの組織細胞 11などへの食い付きが改善する。さらに、ナイフ周囲は低温に
保たれているため、その後端部は臨界温度以下となり、細胞 12などの刃離れが良く、また
組織の再接着を防止する効果も奏される。効果をより顕著にするには、ヒータ 13の熱が後
方に伝わらない様に、ヒータの後方部のみに断熱部材を付けることも有効である。
【００２３】
（第三の実施例）
図５は第三の実施例の超音波ナイフを用いて生体組織を切開している図（断面図）である
。ここで、 16， 17は細胞、 18はナイフ本体、 19はポリイソプロピルアクリルアミドなどの
温度応答性高分子である。また、図５の下部のグラフは、上部の図に対応したナイフの各
表面位置での紙面垂直方向の振動振幅を示したものである。
【００２４】
切削動作は次の様に行われる。切開のナイフ前面での振動振幅が最大で、ナイフ後端では
小さくなっている。すなわち、ナイフはこの様に縦振動させられる。その結果、ナイフ前
面では、摩擦等により温度上昇が発生して臨界温度を超えるため、表面が疎水性となり、
組織への食い付きが良くなる。他方、後端部では、振動振幅が小さく温度が上昇しないの
で、親水性を保ったままであり、刃離れが良く、細胞 17等が再接着することもない。
【００２５】
具体的な手段としては、図６の様に切削対象物との接触側の前面部 25に切り欠きを入れた
り鬆を入れることにより後端部に対して剛性を落として、ナイフ前面部 25の振動振幅を拡
大する方法などがある。図６では、ナイフを長手方向に先細り形態にして、振動子からの
振動を切削部で拡大させる構成を描いているが、こうした形態は上記の実施例でも採り得
る。この形態は、組織に接触させ切削に用いる切削部と、この切削部に必要な振動を起こ
す様に振動子からの振動を拡大する振動拡大部とが重なっている形態である。
【００２６】
（第四の実施例）
図７は第四の実施例の超音波ナイフの動作を示す図である、ここで、 20， 21は一体化され
た超音波ナイフ本体の性質の異なる部分で、部分 20側は疎水性のコーティング、部分 21側
は親水性のコーティングがなされている。 22はナイフが取り付けられてこれを振動、駆動
する為の圧電素子などの振動子を含む駆動装置であり、 23は振動子及びナイフの振動を制
御する駆動制御回路である。制御回路 23はナイフの先端に図７に矢印の付いた楕円で示す
様に楕円振動を発生させる。また、ナイフの進行方向（図７で直線矢印で示す）とこの楕
円振動の楕円面が 様に、制御回路 23により制御が行われる。こうすることによ
り、上述した表面コートによる効果に加えて、切削対象物と接触するナイフ接触部の摺動
距離が長くなって切削方向のぶれが更に少なくなるといった効果、また切削の滓が排出さ
れ易くなるといった効果が奏される。なお、ナイフ本体としては第一の実施例と同様の構
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成を示したが、第二、第三の実施例と同じ様な構成であっても同様の効果が得られる。
【００２７】
【発明の効果】
以上説明した様に、本発明によれば、生体組織などを微細に切開する超音波ナイフ、これ
を用いた切削装置などの振動ナイフ、切削装置において、ナイフの切削前端面での切削対
象物との食い付きが良く切削方向のぶれが少ないといった効果、及び切開後の対象物の刃
離れが良く刃に再接着する可能性が小さいのでシャープな切断面が得られ汚染等の心配も
少ないといった効果が奏される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第一の実施例の超音波ナイフで生体組織を切開している様子を示す断面
図である。
【図２】従来の超音波ナイフで生体組織を切開している様子を示す断面図である。
【図３】細胞及びその表面の接着タンパクを示す模式図である。
【図４】本発明の第二の実施例の超音波ナイフで生体組織を切開している様子を示す断面
図である。
【図５】本発明の第三の実施例の超音波ナイフで生体組織を切開している様子を示す断面
図である。
【図６】本発明の第三の実施例の超音波ナイフの形態を示す正面図である。
【図７】本発明の第四の実施例の構成とナイフ先端の振動形態を示す図である。
【図８】従来の超音波切削装置を示す図である。
【符号の説明】
１、２、５、６、９、 11、 12、 16、 17　　細胞（生体組織、切削対象物）
３、７、 20　　疎水性の部分
４、 21　　親水性の部分
10　　接着タンパク
13　　ヒータ
14、 18　　ナイフの基材（本体）
15、 19　　温度応答性高分子
22　　ナイフ駆動装置
23　　駆動制御装置（駆動制御回路）
25　　ナイフ前面部
100　　ランジュバン振動子
101　　ホーン

10

20

30

(6) JP 3840194 B2 2006.11.1



【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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