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(57)【要約】
本発明は、手で操作可能な複数の可変制御部を有する電
気外科手術デバイスに関する。電気外科手術エネルギー
源への接続のために構成される電気外科手術デバイスが
提供され、該デバイスは、筐体と、筐体内に支持される
電気回路であって、電気外科手術エネルギー源に接続可
能な電気回路と、筐体上で摺動可能に支持される制御器
とを備え、制御器は、電気回路に力を加えて電気回路の
変化に影響を及ぼすとともに、制御器が筐体に対して移
動させられる際に電気外科手術デバイスの使用者に触覚
フィードバックを提供するように構成される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気外科手術ペンシルであって、
　細長い筐体であって、該細長い筐体から遠位方向に延在する電気焼灼電極を支持するよ
うに構成される、細長い筐体と、
　該筐体上に支持される少なくとも１つの分圧器ネットワークであって、該少なくとも１
つの分圧器ネットワークは、該電気焼灼電極に送達されている電気外科手術エネルギーの
強度およびモードのうちの少なくとも１つを制御するために、電気外科手術エネルギー源
に電気的に接続するように動作可能である、少なくとも１つの分圧器ネットワークと、
　該筐体上で摺動可能に支持される強度制御器であって、該強度制御器は、該筐体および
少なくとも１つの分圧器ネットワークのそれぞれに力を加えるように構成され、該強度制
御器は、該強度制御器が該筐体に対して移動させられる際に該電気外科手術ペンシルの使
用者に触覚フィードバックを提供する、強度制御器と
　を備えている、電気外科手術ペンシル。
【請求項２】
　前記強度制御器は、該強度制御器の表面から延在するナブを含む、請求項１に記載の電
気外科手術ペンシル。
【請求項３】
　前記ナブは、前記強度制御器が前記筐体に対して移動させられる際に、前記少なくとも
１つの分圧器ネットワークに接触し、該少なくとも１つの分圧器に影響を及ぼすように構
成される、請求項２に記載の電気外科手術ペンシル。
【請求項４】
　前記強度制御器は、前記筐体に形成された触覚特徴に動作可能に係合するように構成さ
れるバネプランジャアセンブリを含む、請求項２に記載の電気外科手術ペンシル。
【請求項５】
　前記バネプランジャアセンブリは、ステムと付勢部材とを含む、請求項４に記載の電気
外科手術ペンシル。
【請求項６】
　前記ステムは、前記ナブとは反対側に配置され、アクチュエータを保持するように構成
される、請求項５に記載の電気外科手術ペンシル。
【請求項７】
　前記付勢部材は、前記アクチュエータを前記筐体上に形成された前記触覚特徴と接触さ
せて維持するように構成される、請求項６に記載の電気外科手術ペンシル。
【請求項８】
　前記アクチュエータは、前記ナブに対して、遠位、近位、および実質的に整列した位置
のうちの１つに配置される、請求項６に記載の電気外科手術ペンシル。
【請求項９】
　前記強度制御器は、前記筐体に形成された触覚特徴に動作可能に係合するように構成さ
れるバネレバーアセンブリを含む、請求項２に記載の電気外科手術ペンシル。
【請求項１０】
　前記バネレバーアセンブリは、レバーと、該レバーを前記触覚特徴と接触させて維持す
るための付勢部材とを含む、請求項９に記載の電気外科手術ペンシル。
【請求項１１】
　前記レバーは、前記ナブとは反対側に、前記強度制御器の本体部分に枢動可能に接続さ
れる、請求項１０に記載の電気外科手術ペンシル。
【請求項１２】
　前記付勢部材は、バネである、請求項１０に記載の電気外科手術ペンシル。
【請求項１３】
　前記レバーの先端は、前記ナブに対して、遠位、近位、および実質的に整列した位置の
うちの１つに配置される、請求項１２に記載の電気外科手術ペンシル。
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【請求項１４】
　電気外科手術エネルギー源への接続のために構成される電気外科手術デバイスであって
、
　筐体と、
　該筐体内に支持される電気回路であって、該電気回路は、該電気外科手術エネルギー源
に接続可能である、電気回路と、
　該筐体上で摺動可能に支持される制御器であって、該制御器は、該電気回路に力を加え
て該電気回路の変化に影響を及ぼすことと、該制御器が該筐体に対して移動させられる際
に該電気外科手術デバイスの使用者に触覚フィードバックを提供することとを行うように
構成される、制御器と
　を備えている、電気外科手術デバイス。
【請求項１５】
　前記制御器は、該制御器の表面から延在し、前記電気回路に接触するように寸法決定さ
れているナブを含む、請求項１４に記載の電気外科手術デバイス。
【請求項１６】
　前記電気回路は、送達されている電気外科手術エネルギーの強度およびモードのうちの
少なくとも１つを制御することが可能な分圧器ネットワークであり、前記ナブは、前記制
御器が前記筐体に対して移動させられる際に、該分圧器ネットワークに接触し、送達され
ている電気外科手術エネルギーの該強度およびモードのうちの少なくとも１つの変化に影
響を及ぼすように構成されている、請求項１５に記載の電気外科手術デバイス。
【請求項１７】
　前記制御器は、前記筐体に形成された触覚特徴に動作可能に係合するように構成される
、バネプランジャアセンブリを含む、請求項１５に記載の電気外科手術デバイス。
【請求項１８】
　前記バネプランジャアセンブリは、ステムと付勢部材とを含む、請求項１７に記載の電
気外科手術デバイス。
【請求項１９】
　前記ステムは、前記ナブとは反対側に配置され、アクチュエータを保持するように構成
される、請求項１８に記載の電気外科手術デバイス。
【請求項２０】
　前記付勢部材は、前記アクチュエータを前記筐体上に形成された前記触覚特徴と接触さ
せて維持するように構成される、請求項１９に記載の電気外科手術デバイス。
【請求項２１】
　前記アクチュエータは、前記ナブに対して、遠位、近位、および実質的に整列した位置
のうちの１つに配置される、請求項１９に記載の電気外科手術デバイス。
【請求項２２】
　前記制御器は、前記筐体に形成された触覚特徴に動作可能に係合するように構成される
、バネレバーアセンブリを含む、請求項１５に記載の電気外科手術デバイス。
【請求項２３】
　前記バネレバーアセンブリは、レバーと、前記レバーを前記触覚特徴と接触させて維持
するための付勢部材とを含む、請求項２２に記載の電気外科手術デバイス。
【請求項２４】
　前記レバーは、前記ナブとは反対側で、前記強度制御器の本体部分に枢動可能に接続さ
れる、請求項２３に記載の電気外科手術デバイス。
【請求項２５】
　前記付勢部材は、バネである、請求項２３に記載の電気外科手術デバイス。
【請求項２６】
　前記レバーの先端は、前記ナブに対して、遠位、近位、および実質的に整列した位置の
うちの１つに配置される、請求項２５に記載の電気外科手術デバイス。
【請求項２７】



(4) JP 2011-516161 A 2011.5.26

10

20

30

40

50

　電気外科手術ペンシルであって、
　細長い筐体であって、該細長い筐体から遠位方向に延在する電気焼灼電極を支持するよ
うに構成される、細長い筐体と、
　該筐体上に支持される少なくとも１つの分圧器ネットワークであって、該電気焼灼電極
に送達されている電気外科手術エネルギーの強度およびモードのうちの少なくとも１つを
制御するために、電気外科手術エネルギー源に電気的に接続するように動作可能である、
少なくとも１つの分圧器ネットワークと、
　筐体上で摺動可能に支持される強度制御器であって、該強度制御器は、該筐体および該
少なくとも１つの分圧器ネットワークのそれぞれに力を加えるように構成され、該強度制
御器は、該強度制御器が該筐体に対して移動させられる際に該電気外科手術ペンシルの使
用者に触覚フィードバックを提供する、強度制御器と
　を備えている、電気外科手術ペンシル。
【請求項２８】
　前記強度制御器は、該強度制御器の本体部分上で枢動可能に支持されるねじりバネを含
み、該ねじりバネは、前記筐体および前記電気回路のうちの少なくとも１つと接触してい
る、請求項２７に記載の電気外科手術ペンシル。
【請求項２９】
　前記ねじりバネは、前記筐体に形成された触覚特徴との係合のために構成される第１の
脚を含む、請求項２８に記載の電気外科手術ペンシル。
【請求項３０】
　前記ねじりバネは、前記少なくとも１つの分圧器ネットワークとの係合のために構成さ
れる第２の脚を含む、請求項２８に記載の電気外科手術ペンシル。
【請求項３１】
　前記ねじりバネは、前記筐体に形成された触覚特徴との係合のために構成される第１の
脚と、前記少なくとも１つの分圧器ネットワークとの係合のために構成される第２の脚と
を含む、請求項２８に記載の電気外科手術ペンシル。
【請求項３２】
　前記強度制御器は、本体部分上で枢動可能に支持されるリンクアセンブリを含み、前記
リンクアセンブリは、
　前記筐体に形成された触覚特徴との係合のために構成される第１の脚と、
　前記少なくとも１つの分圧器ネットワークとの係合のために構成される第２の脚と
　を含む、請求項２７に記載の電気外科手術ペンシル。
【請求項３３】
　前記リンクアセンブリは、前記第１の脚を前記筐体に形成された前記触覚特徴と係合し
て維持するため、および前記第２の脚を前記少なくとも１つの分圧器ネットワークと係合
して維持するために、前記第１の脚と前記第２の脚との間に間置される付勢部材をさらに
含む、請求項３２に記載の電気外科手術ペンシル。
【請求項３４】
　前記付勢部材は、前記第１の脚を前記筐体に形成された前記触覚特徴と係合して維持す
るために構成される、請求項３３に記載の電気外科手術ペンシル。
【請求項３５】
　前記付勢部材は、前記第２の脚を前記少なくとも１つの分圧器ネットワークと係合して
維持するために構成される、請求項３３に記載の電気外科手術ペンシル。
【請求項３６】
　電気外科手術エネルギー源への接続のために構成される電気外科手術デバイスであって
、
筐体と、
前記筐体内に支持される電気回路であって、前記電気外科手術エネルギー源に接続可能な
電気回路と、
前記筐体上で摺動可能に支持される制御器であって、前記制御器は、前記筐体および前記
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電気回路のそれぞれに力を加えて前記電気回路の変化に影響を及ぼすとともに、前記制御
器が前記筐体に対して移動させられる際に前記電気外科手術デバイスの使用者に触覚フィ
ードバックを提供するように構成される、制御器と、
を備える、電気外科手術デバイス。
【請求項３７】
　前記制御器は、その本体部分上で枢動可能に支持されるねじりバネを含み、前記ねじり
バネは、前記筐体および前記電気回路のうちの少なくとも１つに接触している、請求項３
６に記載の電気外科手術デバイス。
【請求項３８】
　前記ねじりバネは、前記筐体に形成された触覚特徴との係合のために構成される第１の
脚を含む、請求項３７に記載の電気外科手術デバイス。
【請求項３９】
　前記ねじりバネは、前記電気回路との係合のために構成される第２の脚を含む、請求項
３７に記載の電気外科手術デバイス。
【請求項４０】
　前記ねじりバネは、前記筐体に形成された触覚特徴との係合のために構成される第１の
脚と、前記電気回路との係合のために構成される第２の脚とを含む、請求項３７に記載の
電気外科手術デバイス。
【請求項４１】
　前記制御器は、本体部分上で枢動可能に支持されるリンクアセンブリを含み、前記リン
クアセンブリは、
　前記筐体に形成された触覚特徴との係合のために構成される第１の脚と、
　前記電気回路との係合のために構成される第２の脚と
　を含む、請求項３６に記載の電気外科手術デバイス。
【請求項４２】
　前記リンクアセンブリは、前記第１の脚を前記筐体に形成された前記触覚特徴と係合し
て維持するため、および前記第２の脚を前記電気回路と係合して維持するために、前記第
１の脚と前記第２の脚との間に間置される付勢部材をさらに含む、請求項４１に記載の電
気外科手術デバイス。
【請求項４３】
　前記付勢部材は、前記第１の脚を前記筐体に形成された前記触覚特徴と係合して維持す
るために構成される、請求項４２に記載の電気外科手術デバイス。
【請求項４４】
　前記付勢部材は、前記第２の脚を前記電気回路と係合して維持するために構成される、
請求項４２に記載の電気外科手術デバイス。
【請求項４５】
　前記電気回路は、前記筐体上で支持される、少なくとも１つの分圧器ネットワークであ
って、電気焼灼電極に送達されている電気外科手術エネルギーの強度およびモードのうち
の少なくとも１つを制御するために、電気外科手術エネルギー源に電気的に接続するよう
に動作可能である、少なくとも１つの分圧器ネットワークを含む、請求項３６に記載の電
気外科手術デバイス。
【請求項４６】
　電気外科手術ペンシルであって、
　細長い筐体であって、該細長い筐体から遠位方向に延在する電気焼灼電極を支持するよ
うに構成される、細長い筐体と、
　該筐体上で支持される、少なくとも１つの分圧器ネットワークであって、該電気焼灼電
極に送達されている電気外科手術エネルギーの強度およびモードのうちの少なくとも１つ
を制御するために、電気外科手術エネルギー源に電気的に接続するように動作可能である
、少なくとも１つの分圧器ネットワークであって、該少なくとも１つの分圧器ネットワー
クは、複数の触覚向上特徴を画定する、少なくとも１つの分圧器ネットワークと、
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　筐体上で摺動可能に支持される、強度制御器であって、該強度制御器は、該少なくとも
１つの分圧器ネットワークに力を加え、該触覚向上特徴に係合し、該強度制御器が該筐体
に対して移動させられる際に該電気外科手術ペンシルの使用者に触覚フィードバックを提
供するように構成される、強度制御器と
　を備えている、電気外科手術ペンシル。
【請求項４７】
　前記少なくとも１つの分圧器ネットワークの少なくとも一部を覆う触覚マスクをさらに
備え、前記触覚マスクは、複数の触覚向上領域を画定する、請求項４６に記載の電気外科
手術ペンシル。
【請求項４８】
　前記触覚マスクの前記触覚向上特徴は、該触覚向上特徴に形成された少なくとも１つの
開口を含む、請求項４７に記載の電気外科手術ペンシル。
【請求項４９】
　前記強度制御器は、前記触覚マスクに形成された前記少なくとも１つの開口を通して突
出し、前記少なくとも１つの分圧器ネットワークに選択的に係合するように構成される、
触覚フィードバック伝達特徴を含む、請求項４８に記載の電気外科手術ペンシル。
【請求項５０】
　前記触覚フィードバック伝達特徴は、前記触覚マスクの前記開口内で選択的に位置付け
可能である、アクチュエータおよびナブのうちの少なくとも１つを含む、請求項４９に記
載の電気外科手術ペンシル。
【請求項５１】
　前記アクチュエータおよびナブのうちの前記少なくとも１つは、前記触覚マスクに向か
った方向に、前記強度制御器の表面から延在する、請求項５０に記載の電気外科手術ペン
シル。
【請求項５２】
　前記触覚フィードバック伝達特徴は、前記触覚フィードバック伝達特徴を前記分圧器ネ
ットワークおよび前記触覚マスクのうちの少なくとも１つと接触させて維持するための付
勢部材を含む、バネプランジャアセンブリをさらに備える、請求項４９に記載の電気外科
手術ペンシル。
【請求項５３】
　前記触覚フィードバック伝達特徴は、前記少なくとも１つの分圧器ネットワークと選択
的に当接するように構成される、請求項５２に記載の電気外科手術ペンシル。
【請求項５４】
　電気外科手術エネルギー源への接続のために構成される電気外科手術デバイスであって
、
筐体と、
　該筐体内に支持される、電気回路であって、該電気外科手術エネルギー源に接続可能で
ある電気回路であって、該電気回路には、少なくとも１つの触覚向上特徴が提供される、
電気回路と、
　該筐体上で摺動可能に支持される、制御器であって、該制御器は、該電気回路に力を加
えて該電気回路の変化に影響を及ぼすとともに、該筐体の表面に力を加え、該触覚向上特
徴に係合し、該制御器が該筐体に対して移動させられる際に該電気外科手術デバイスの使
用者に触覚フィードバックを提供するように構成される、制御器と
　を備えている、電気外科手術デバイス。
【請求項５５】
　前記電気回路の少なくとも一部を覆う触覚マスクをさらに備え、前記触覚マスクは、複
数の触覚向上領域を画定する、請求項５４に記載の電気外科手術デバイス。
【請求項５６】
　前記触覚マスクの前記触覚向上特徴は、そこに形成された少なくとも１つの開口を含む
、請求項５５に記載の電気外科手術デバイス。
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【請求項５７】
　前記制御器は、前記触覚マスクに形成された前記少なくとも１つの開口を通して突出し
、前記電気回路に選択的に係合するように構成される、触覚フィードバック伝達特徴を含
む、請求項５６に記載の電気外科手術デバイス。
【請求項５８】
　前記触覚フィードバック伝達特徴は、前記触覚マスクの前記開口内で選択的に位置付け
可能である、アクチュエータおよびナブのうちの少なくとも１つを含む、請求項５７に記
載の電気外科手術デバイス。
【請求項５９】
　前記アクチュエータおよびナブのうちの少なくとも１つは、前記触覚マスクに向かった
方向に、前記制御器の表面から延在する、請求項５８に記載の電気外科手術デバイス。
【請求項６０】
　前記触覚フィードバック伝達特徴は、前記触覚フィードバック伝達特徴を前記電気回路
および前記触覚マスクのうちの少なくとも１つと接触して維持するための付勢部材を含む
、バネプランジャアセンブリをさらに備える、請求項５７に記載の電気外科手術デバイス
。
【請求項６１】
　前記触覚フィードバック伝達特徴は、前記電気回路と選択的に当接するように構成され
る、請求項６０に記載の電気外科手術デバイス。
【請求項６２】
　前記電気回路は、少なくとも１つの分圧器ネットワークを含む、請求項５５に記載の電
気外科手術デバイス。
【請求項６３】
　電気外科手術ペンシルであって、
　細長い筐体であって、該細長い筐体から遠位方向に延在する電気焼灼電極を支持するよ
うに構成される、細長い筐体と、
　該筐体上に支持される、少なくとも１つの分圧器ネットワークであって、該電気焼灼電
極に送達されている電気外科手術エネルギーの強度およびモードのうちの少なくとも１つ
を制御するために、電気外科手術エネルギー源に電気的に接続するように動作可能である
、少なくとも１つの分圧器ネットワークと、
　該筐体上で摺動可能に支持される、強度制御器であって、該強度制御器は、該少なくと
も１つの分圧器ネットワークに力を加え、該強度制御器が該筐体に対して移動させられる
際に該電気外科手術ペンシルの使用者に触覚フィードバックを提供するように構成される
、強度制御器と
　を備える、電気外科手術ペンシル。
【請求項６４】
　前記強度制御器は、その本体部分に枢動可能に接続され、前記筐体および前記少なくと
も１つの分圧器ネットワークに接触可能なレバーを含む、請求項６３に記載の電気外科手
術ペンシル。
【請求項６５】
　前記レバーは、前記筐体に形成された触覚特徴との係合のために構成される第１の端部
を含む、請求項６４に記載の電気外科手術ペンシル。
【請求項６６】
　前記レバーは、前記少なくとも１つの分圧器ネットワークとの係合のために構成される
第２の端部を含む、請求項６５に記載の電気外科手術ペンシル。
【請求項６７】
　前記強度制御器は、前記レバーの第１の端部を前記筐体に形成された前記触覚特徴と接
触させて維持するように構成される、付勢部材を含む、請求項６５に記載の電気外科手術
ペンシル。
【請求項６８】
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　前記強度制御器は、前記レバーの第２の端部を前記少なくとも１つの分圧器ネットワー
クと接触させて維持するように構成される、付勢部材を含む、請求項６６に記載の電気外
科手術ペンシル。
【請求項６９】
　前記強度制御器は、前記レバーの第１の端部を前記筐体に形成された前記触覚特徴と接
触させて維持するとともに、前記レバーの第２の端部を前記少なくとも１つの分圧器ネッ
トワークと接触させて維持するように構成される、付勢部材を含む、請求項６４に記載の
電気外科手術ペンシル。
【請求項７０】
　前記付勢部材は、コイルバネ、引張バネ、および圧縮バネのうちの１つである、請求項
６９に記載の電気外科手術ペンシル。
【請求項７１】
　前記触覚特徴は、１つ以上の隣接する戻り止めを含む、請求項６９に記載の電気外科手
術ペンシル。
【請求項７２】
　前記１つ以上の隣接する戻り止めの中への前記レバーの前記第１の端部の移動は、前記
レバーの前記第２の端部を前記少なくとも１つの分圧器ネットワークに実質的に当接させ
る、請求項７１に記載の電気外科手術ペンシル。
【請求項７３】
　電気外科手術エネルギー源への接続のために構成される電気外科手術デバイスであって
、
筐体と、
　該筐体内に支持される、電気回路であって、該電気外科手術エネルギー源に接続可能な
電気回路と、
　該筐体上で摺動可能に支持される、制御器であって、該制御器は、該電気回路に力を加
えて該電気回路の変化に影響を及ぼすとともに、該筐体の表面に力を加え、該制御器が該
筐体に対して移動させられる際に該電気外科手術デバイスの使用者に触覚フィードバック
を提供するように構成される、制御器と
　を備える、電気外科手術デバイス。
【請求項７４】
　前記電気回路は、送達されている電気外科手術エネルギーの強度およびモードのうちの
少なくとも１つを制御することができる、少なくとも１つの分圧器ネットワークを備え、
前記制御器は、その本体部分に枢動可能に接続され、前記筐体および前記少なくとも１つ
の分圧器ネットワークに接触可能であるレバーを含む、請求項７３に記載の電気外科手術
デバイス。
【請求項７５】
　前記レバーは、前記筐体に形成された触覚特徴との係合のために構成される第１の端部
を含む、請求項７４に記載の電気外科手術デバイス。
【請求項７６】
　前記レバーは、前記少なくとも１つの分圧器ネットワークとの係合のために構成される
第２の端部を含む、請求項７５に記載の電気外科手術デバイス。
【請求項７７】
　前記制御器は、前記レバーの第１の端部を前記筐体に形成された前記触覚特徴と接触さ
せて維持するように構成される、付勢部材を含む、請求項７５に記載の電気外科手術デバ
イス。
【請求項７８】
　前記制御器は、前記レバーの第２の端部を前記少なくとも１つの分圧器ネットワークと
接触させて維持するように構成される、付勢部材を含む、請求項７６に記載の電気外科手
術デバイス。
【請求項７９】



(9) JP 2011-516161 A 2011.5.26

10

20

30

40

50

　前記制御器は、前記レバーの第１の端部を前記筐体に形成された前記触覚特徴と接触さ
せて維持するとともに、前記レバーの第２の端部を前記少なくとも１つの分圧器ネットワ
ークと接触させて維持するように構成される、付勢部材を含む、請求項７４に記載の電気
外科手術デバイス。
【請求項８０】
　前記付勢部材は、コイルバネ、引張バネ、および圧縮バネのうちの１つである、請求項
７９に記載の電気外科手術デバイス。
【請求項８１】
　前記触覚特徴は、１つ以上の隣接する戻り止めを含む、請求項７９に記載の電気外科手
術デバイス。
【請求項８２】
　前記１つ以上の隣接する戻り止めの中への前記レバーの前記第１の端部の移動は、前記
レバーの前記第２の端部を前記少なくとも１つの分圧器ネットワークに実質的に当接させ
る、請求項８１に記載の電気外科手術デバイス。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本出願は、２００８年５月３１日に出願された米国仮出願第６１／０４０，８３６号、
２００８年５月３１日に出願された米国仮出願第６１／０４０，８４３号、２００８年５
月３１日に出願された米国仮出願第６１／０４０，９１６号、および２００８年５月３１
日に出願された米国仮出願第６１／０４０，９３８号の利益ならびにそれらに対する優先
権を主張し、これらの仮出願の全内容が本明細書において参照に援用される。
【０００２】
　背景
　技術分野
　本開示は、概して、電気外科手術器具に関し、より詳細には、手で操作可能な複数の可
変制御部を有する電気外科手術ペンシルに関する。
【背景技術】
【０００３】
　関連技術の背景
　電気外科手術器具は、近年、外科医により広く使用されるようになった。
それに伴い、取り扱いが容易で、信頼性があり、手術環境において安全である機器および
器具の必要性が高まった。全般的に、ほとんどの電気外科手術器具は、例えば電気外科手
術ペンシル等の手持ち式の器具であり、これは高周波（ＲＦ）電気または電気外科手術エ
ネルギーを組織部位に伝達する。電気外科手術エネルギーは、患者の下に位置付けられた
対極板パッド（すなわち単極システム構成）を介して、または手術部位に身体的に接触し
て、もしくはすぐ隣接して位置付け可能であるより小型の対極板（すなわち双極システム
構成）を介して電気外科手術源に戻される。ＲＦ源により生成される波形は、一般に電気
外科手術切断および症灼として知られる所定の電気外科手術効果を生み出す。
【０００４】
　本明細書で使用される場合、「電気外科手術ペンシル」という用語は、活性電極に取り
付けられ、組織を焼灼、凝固および／または切断するために使用されるハンドピースを有
する器具を含むことを意図する。典型的には、電気外科手術ペンシルは、ハンドスイッチ
またはフットスイッチにより操作され得る。活性電極は、通常長い導電要素であり、遠位
端が尖った、または丸まった薄い平坦なブレードの形態であってもよい。あるいは、活性
電極は、平坦な、丸まった、または傾斜した遠位端を有する中実または中空の長くて細い
円筒形の針を含んでもよい。典型的には、この種類の電極は、当技術分野において、「ブ
レード」、「ループ」または「スネア」、「針」もしくは「ボール」電極として知られる
。
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【０００５】
　上述したように、電気外科手術ペンシルのハンドピースは、電気外科手術ペンシルの操
作に必要な高周波電気エネルギーを生成する好適な電気外科手術エネルギー源（すなわち
ジェネレータ）に接続される。一般に、電気外科手術ペンシルを用いて患者に手術が行わ
れる場合、電気外科手術ジェネレータからの電気エネルギーは活性電極を通して手術部位
の組織に伝達され、次いで患者を通して電極に戻る。対極板は、典型的には患者の体上の
都合の良い場所に設置され、導電性材料によりジェネレータに取り付けられる。典型的に
は、外科医は電気外科手術ペンシル上の制御部を起動し、所望の手術効果を達成するため
のモード／波形を選択する。
【０００６】
　電力またはエネルギーパラメータは、典型的には、そのような調節を行うために外回り
看護師等の間接介助を必要とする滅菌野の外から制御される。
【０００７】
　典型的な電気外科手術ジェネレータは、電気外科手術出力を選択するための数多くの制
御部を有する。例えば、外科医は、切断、ブレンド（ブレンドレベル１～３）、ローカッ
ト、乾燥、放電、噴霧等、様々な手術「モード」を選択して組織を処理することができる
。外科医はまた、典型的には１～３００Ｗの範囲の電力設定範囲を選択する選択肢を有す
る。理解されるように、これは外科医に組織を処理する際の数多くの種類を提供する。し
かしながら、そのような多くの選択肢は、単純な外科的手技を複雑化する傾向があり、混
乱を招く恐れがある。さらに、外科医は、典型的には、事前設定された制御パラメータに
従い、既知のモードおよび電力設定内に留まる。したがって、外科医が、電気外科手術ペ
ンシルと関連した単純で人間工学的に優しい制御部を使用して、様々なモードおよび電力
設定を選択的に制御し、容易に選択し、調整することができるようにする必要性が存在す
る。
【０００８】
　現行の電気外科手術器具システムでは、外科医は、電気外科手術ペンシル自体に配置さ
れた２つの異なるスイッチを介して、２つの事前に構成された設定（すなわち凝固および
切断）の間を選択することができる。他の電気外科手術器具システムでは、外科医は、電
気外科手術ジェネレータ上のスイッチを調節または閉じることにより、器具の凝固または
切断スイッチが押された際に印可される電力を増加させることができる。次いで外科医は
、様々なディスプレイおよび／または電気外科手術ジェネレータ上のメータを見ることに
より、印可されている電力の変化を視覚的に検証する必要がある。換言すれば、電気外科
手術器具の使用中に監視されている電気外科手術器具およびパラメータに対する調節はす
べて、典型的には電気外科手術ジェネレータ上に位置している。したがって、外科医は、
外科的手技の間、電気外科手術ジェネレータを連続的に監視しなければならない。さらに
、滅菌野の外の誰かが電気器具のパラメータを連続的に調節しなければならず、これは手
技の期間を延長する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　したがって、外科医が外科的手技の間電気外科手術ジェネレータを連続的に監視する必
要がない電気外科手術器具が必要とされている。さらに、外科医が滅菌野内から器具の電
気的パラメータを自ら正確に調節することができる電気外科手術器具が必要とされている
。加えて、外科医がその視線を手術野から離し電気外科手術ジェネレータに向ける必要な
しに、電力出力を調節することができるように構成可能な電気外科手術器具が必要とされ
ている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、手で操作可能な複数の可変の制御部を有する電気外科手術ペンシルに関する
。
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【００１１】
　本開示の一態様によれば、電気外科手術ペンシルであって、そこから遠位方向に延在す
る電気焼灼電極を支持するように構成される細長い筐体と、筐体上に支持される、少なく
とも１つの分圧器ネットワークであって、電気焼灼電極に送達されている電気外科手術エ
ネルギーの強度およびモードのうちの少なくとも１つを制御するために、電気外科手術エ
ネルギー源に電気的に接続するように動作可能である、少なくとも１つの分圧器ネットワ
ークと、筐体上で摺動可能に支持される、強度制御器と、を備える電気外科手術ペンシル
が提供される。強度制御器は、少なくとも１つの分圧器ネットワークに対して力を加え、
強度制御器が筐体に対して移動させられる際に電気外科手術ペンシルの使用者に触覚フィ
ードバックを提供するように構成される。
【００１２】
　強度制御器は、その表面から延在するナブを含み得る。ナブは、強度制御器が筐体に対
して移動させられる際に、少なくとも１つの分圧器ネットワークと接触し、少なくとも１
つの分圧器ネットワークに影響を及ぼすように構成され得る。
【００１３】
　強度制御器は、筐体に形成された触覚特徴に動作可能に係合するように構成される、バ
ネプランジャアセンブリを含み得る。バネプランジャアセンブリは、ステムと、付勢部材
とを含み得る。ステムは、ナブとは反対側に配置され、アクチュエータを保持するように
構成され得る。
【００１４】
　付勢部材は、アクチュエータを筐体上に形成された触覚特徴と接触させて維持するため
に構成され得る。アクチュエータは、ナブに対して、遠位、近位、および実質的に整列し
た位置のうちの１つに配置され得る。
【００１５】
　強度制御器は、筐体に形成された触覚特徴に動作可能に係合するように構成される、バ
ネレバーアセンブリを含み得る。バネレバーアセンブリは、レバーと、レバーを触覚特徴
と接触させて維持するための付勢部材とを含み得る。レバーは、ナブとは反対側で、強度
制御器の本体部分に枢動可能に接続され得る。
【００１６】
　付勢部材は、バネであってもよい。
【００１７】
　レバーの先端は、ナブに対して、遠位、近位、および実質的に整列した位置のうちの１
つに配置され得る。
【００１８】
　本開示の別の態様によれば、電気外科手術エネルギー源への接続のために構成される電
気外科手術デバイスが提供される。電気外科手術デバイスは、筐体と、筐体内に支持され
る、電気回路であって、電気外科手術エネルギー源に接続可能である電気回路と、筐体上
で摺動可能に支持される、制御器であって、前記制御器は、電気回路に力を加えて電気回
路の変化に影響を及ぼすとともに、制御器が筐体に対して移動させられる際に電気外科手
術デバイスの使用者に触覚フィードバックを提供するように構成される、制御器と、を含
む。
【００１９】
　制御器は、その表面から延在するとともに電気回路と接触するように寸法決定されてい
る、ナブを含み得る。電気回路は、送達されている電気外科手術エネルギーの強度および
モードのうちの少なくとも１つを制御することができる、分圧器ネットワークであっても
よく、ナブは、制御器が筐体に対して移動させられる際に、分圧器ネットワークと接触し
、送達されている電気外科手術エネルギーの強度およびモードのうちの少なくとも１つの
変化に影響を及ぼすように構成される。
【００２０】
　制御器は、筐体に形成された触覚特徴に動作可能に係合するように構成される、バネプ
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ランジャアセンブリを含み得る。バネプランジャアセンブリは、ステムと、付勢部材とを
含み得る。ステムは、ナブとは反対側に配置され、アクチュエータを保持するように構成
され得る。付勢部材は、アクチュエータを筐体上に形成された触覚特徴と接触させて維持
するために構成され得る。アクチュエータは、ナブに対して、遠位、近位、および実質的
に整列した位置のうちの１つに配置され得る。
【００２１】
　制御器は、筐体に形成された触覚特徴に動作可能に係合するように構成される、バネレ
バーアセンブリを含み得る。バネレバーアセンブリは、レバーと、レバーを触覚特徴と接
触させて維持するための付勢部材とを含み得る。レバーは、ナブとは反対側で、強度制御
器の本体部分に枢動可能に接続され得る。付勢部材は、バネであってもよい。
【００２２】
　レバーの先端は、ナブに対して、遠位、近位、および実質的に整列した位置のうちの１
つに配置され得る。
【００２３】
　本開示のさらなる態様によれば、電気外科手術ペンシルであって、そこから遠位方向に
延在する電気焼灼電極を支持するように構成される細長い筐体と、筐体上に支持される、
少なくとも１つの分圧器ネットワークであって、電気焼灼電極に送達されている電気外科
手術エネルギーの強度およびモードのうちの少なくとも１つを制御するために、電気外科
手術エネルギー源に電気的に接続するように動作可能である、少なくとも１つの分圧器ネ
ットワークと、筐体上で摺動可能に支持される、強度制御器であって、前記強度制御器は
、少なくとも１つの分圧器ネットワークに力を加え、強度制御器が筐体に対して移動させ
られる際に電気外科手術ペンシルの使用者に触覚フィードバックを提供するように構成さ
れる、強度制御器と、を備える電気外科手術ペンシルが提供される。
【００２４】
　強度制御器は、その本体部分に枢動可能に接続され、筐体および少なくとも１つの分圧
器ネットワークと接触可能であるレバーを含み得る。レバーは、筐体に形成された触覚特
徴との係合のために構成される第１の端部を含み得る。レバーは、少なくとも１つの分圧
器ネットワークとの係合のために構成される第２の端部を含み得る。
【００２５】
　強度制御器は、レバーの第１の端部を筐体に形成された触覚特徴と接触させて維持する
ために構成される付勢部材を含み得る。強度制御器は、レバーの第２の端部を少なくとも
１つの分圧器ネットワークと接触させて維持するために構成される付勢部材を含み得る。
強度制御器は、レバーの第１の端部を筐体に形成された触覚特徴と接触させて維持すると
ともに、レバーの第２の端部を少なくとも１つの分圧器ネットワークと接触させて維持す
るために構成される付勢部材を含み得る。
【００２６】
　付勢部材は、コイルバネ、引張バネおよび圧縮バネのうちの１つであってもよい。触覚
特徴は、１つ以上の隣接する戻り止めを含み得る。使用中、１つ以上の隣接する戻り止め
の中へのレバーの第１の端部の移動は、レバーの第２の端部を少なくとも１つの分圧器ネ
ットワークに実質的に当接させ得る。
【００２７】
　本開示のさらに別の態様によれば、電気外科手術エネルギー源への接続のために構成さ
れる電気外科手術デバイスが提供される。電気外科手術デバイスは、筐体と、筐体内に支
持される、電気回路であって、電気外科手術エネルギー源に接続可能である電気回路と、
筐体上で摺動可能に支持される、制御器であって、前記制御器は、電気回路に力を加えて
電気回路の変化に影響を及ぼすとともに、筐体の表面に力を加え、制御器が筐体に対して
移動させられる際に電気外科手術デバイスの使用者に触覚フィードバックを提供するよう
に構成される、制御器と、を含む。
【００２８】
　電気回路は、送達されている電気外科手術エネルギーの強度およびモードのうちの少な
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くとも１つを制御することができる、少なくとも１つの分圧器ネットワークを備えること
ができ、制御器は、その本体部分に枢動可能に接続され、筐体および少なくとも１つの分
圧器ネットワークと接触可能であるレバーを含み得る。
【００２９】
　レバーは、筐体に形成された触覚特徴との係合のために構成される第１の端部を含み得
る。レバーは、少なくとも１つの分圧器ネットワークとの係合のために構成される第２の
端部を含み得る。
【００３０】
　制御器は、レバーの第１の端部を筐体に形成された触覚特徴と接触させて維持するため
に構成される付勢部材を含み得る。制御器は、レバーの第２の端部を少なくとも１つの分
圧器ネットワークと接触させて維持するために構成される付勢部材を含み得る。制御器は
、レバーの第１の端部を筐体に形成された触覚特徴と接触させて維持するとともに、レバ
ーの第２の端部を少なくとも１つの分圧器ネットワークと接触させて維持するために構成
される付勢部材を含み得る。付勢部材は、コイルバネ、引張バネおよび圧縮バネのうちの
１つであってもよい。
【００３１】
　触覚特徴は、１つ以上の隣接する戻り止めを含み得る。
使用中、１つ以上の隣接する戻り止めの中へのレバーの第１の端部の移動は、レバーの第
２の端部を少なくとも１つの分圧器ネットワークに実質的に当接させ得る。
【００３２】
　本開示のさらに別の態様によれば、電気外科手術ペンシルであって、そこから遠位方向
に延在する電気焼灼電極を支持するように構成される細長い筐体と、筐体上に支持される
、少なくとも１つの分圧器ネットワークであって、電気焼灼電極に送達されている電気外
科手術エネルギーの強度およびモードのうちの少なくとも１つを制御するために、電気外
科手術エネルギー源に電気的に接続するように動作可能である、少なくとも１つの分圧器
ネットワークであって、少なくとも１つの分圧器ネットワークは、複数の触覚向上特徴を
画定する、少なくとも１つの分圧器ネットワークと、筐体上で摺動可能に支持される、強
度制御器であって、前記強度制御器は、少なくとも１つの分圧器ネットワークに力を加え
、触覚向上特徴と係合し、強度制御器が筐体に対して移動させられる際に電気外科手術ペ
ンシルの使用者に触覚フィードバックを提供するように構成される、強度制御器と、を備
える電気外科手術ペンシルが提供される。
【００３３】
　電気外科手術ペンシルは、少なくとも１つの分圧器ネットワークの少なくとも一部を覆
う触覚マスクをさらに含んでもよく、触覚マスクは、複数の触覚向上領域を画定する。触
覚マスクの触覚向上特徴は、それに形成された少なくとも１つの開口を含み得る。
【００３４】
　強度制御器は、触覚マスクに形成された少なくとも１つの開口を通して突出し、少なく
とも１つの分圧器ネットワークに選択的に係合するように構成される、触覚フィードバッ
ク伝達特徴を含み得る。触覚フィードバック伝達特徴は、触覚マスクの開口内で選択的に
位置付け可能である、アクチュエータおよびナブのうちの少なくとも１つを含み得る。
【００３５】
　アクチュエータおよびナブのうちの少なくとも１つは、触覚マスクに向かった方向に、
強度制御器の表面から延在し得る。
【００３６】
　触覚フィードバック伝達特徴は、触覚フィードバック伝達特徴を分圧器ネットワークお
よび触覚マスクのうちの少なくとも１つと接触させて維持するための付勢部材を含むバネ
プランジャアセンブリをさらに備えてもよい。
【００３７】
　触覚フィードバック伝達特徴は、少なくとも１つの分圧器ネットワークと選択的に当接
するように構成され得る。
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【００３８】
　本開示のさらに別の態様によれば、電気外科手術エネルギー源への接続のために構成さ
れる電気外科手術デバイスが提供される。電気外科手術デバイスは、筐体と、筐体内に支
持される、電気回路であって、電気外科手術エネルギー源に接続可能である電気回路であ
って、電気回路には、少なくとも１つの触覚向上特徴が提供される、電気回路と、筐体上
で摺動可能に支持される、制御器であって、前記制御器は、電気回路に力を加えて電気回
路の変化に影響を及ぼすとともに、筐体の表面に力を加え、触覚向上特徴に係合し、制御
器が筐体に対して移動させられる際に電気外科手術デバイスの使用者に触覚フィードバッ
クを提供するように構成される、制御器と、を備える。
【００３９】
　電気外科手術デバイスは、電気回路の少なくとも一部を覆う触覚マスクをさらに含んで
もよく、触覚マスクは、複数の触覚向上領域を画定する。
【００４０】
　触覚マスクの触覚向上特徴は、それに形成された少なくとも１つの開口を含み得る。
【００４１】
　制御器は、触覚マスクに形成された少なくとも１つの開口を通して突出し、電気回路に
選択的に係合するように構成される、触覚フィードバック伝達特徴を含み得る。触覚フィ
ードバック伝達特徴は、触覚マスクの開口内で選択的に位置付け可能である、アクチュエ
ータおよびナブのうちの少なくとも１つを含み得る。アクチュエータおよびナブのうちの
少なくとも１つは、触覚マスクに向かった方向に、制御器の表面から延在し得る。
【００４２】
　触覚フィードバック伝達特徴は、触覚フィードバック伝達特徴を電気回路および触覚マ
スクのうちの少なくとも１つと接触させて維持するための付勢部材を含むバネプランジャ
アセンブリをさらに含み得る。
【００４３】
　触覚フィードバック伝達特徴は、電気回路と選択的に当接するように構成され得る。
【００４４】
　電気回路は、少なくとも１つの分圧器ネットワークを含み得る。
【００４５】
　本開示のさらに別の態様によれば、電気外科手術ペンシルであって、そこから遠位方向
に延在する電気焼灼電極を支持するように構成される細長い筐体と、筐体上に支持される
、少なくとも１つの分圧器ネットワークであって、電気焼灼電極に送達されている電気外
科手術エネルギーの強度およびモードのうちの少なくとも１つを制御するために、電気外
科手術エネルギー源に電気的に接続するように動作可能である、少なくとも１つの分圧器
ネットワークと、筐体上で摺動可能に支持される、強度制御器であって、前記強度制御器
は、筐体および少なくとも１つの分圧器ネットワークのそれぞれに対して力を加えるよう
に構成され、前記強度制御器は、強度制御器が筐体に対して移動させられる際に電気外科
手術ペンシルの使用者に触覚フィードバックを提供する、強度制御器と、を備える電気外
科手術ペンシルが提供される。
【００４６】
　強度制御器は、その本体部分上で枢動可能に支持されるねじりバネを含んでもよく、ね
じりバネは、筐体および電気回路のうちの少なくとも１つと接触する。ねじりバネは、筐
体に形成された触覚特徴との係合のために構成される第１の脚を含み得る。ねじりバネは
、少なくとも１つの分圧器ネットワークとの係合のために構成される第２の脚を含み得る
。
【００４７】
　ねじりバネは、筐体に形成された触覚特徴との係合のために構成される第１の脚と、少
なくとも１つの分圧器ネットワークとの係合のために構成される第２の脚とを含み得る。
【００４８】
　強度制御器は、本体部分上で枢動可能に支持されるリンクアセンブリを含み得る。リン
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クアセンブリは、筐体に形成された触覚特徴との係合のために構成される第１の脚と、少
なくとも１つの分圧器ネットワークとの係合のために構成される第２の脚とを含み得る。
【００４９】
　リンクアセンブリは、第１の脚を筐体に形成された触覚特徴と係合させて維持するため
、および第２の脚を少なくとも１つの分圧器ネットワークと係合させて維持するために、
第１の脚と第２の脚との間に間置される付勢部材をさらに含み得る。
【００５０】
　付勢部材は、第１の脚を筐体上に形成された触覚特徴と係合させて維持するために構成
され得る。付勢部材は、第２の脚を少なくとも１つの分圧器ネットワークと係合させて維
持するために構成され得る。
【００５１】
　本開示のさらに別の態様によれば、電気外科手術エネルギー源への接続のために構成さ
れる電気外科手術デバイスが提供される。電気外科手術デバイスは、筐体と、筐体内に支
持される、電気回路であって、電気外科手術エネルギー源に接続可能である電気回路と、
筐体上で摺動可能に支持される、制御器であって、前記制御器は、筐体および電気回路の
それぞれに力を加えて電気回路の変化に影響を及ぼすとともに、制御器が筐体に対して移
動させられる際に電気外科手術デバイスの使用者に触覚フィードバックを提供するように
構成される、制御器と、を備える。
【００５２】
　制御器は、その本体部分上で枢動可能に支持されるねじりバネを含んでもよく、ねじり
バネは、筐体および電気回路のうちの少なくとも１つと接触する。ねじりバネは、筐体に
形成された触覚特徴との係合のために構成される第１の脚を含み得る。ねじりバネは、電
気回路との係合のために構成される第２の脚を含み得る。ねじりバネは、筐体に形成され
た触覚特徴との係合のために構成される第１の脚と、電気回路との係合のために構成され
る第２の脚とを含み得る。
【００５３】
　制御器は、本体部分上で枢動可能に支持されるリンクアセンブリを含み得る。
リンクアセンブリは、筐体に形成された触覚特徴との係合のために構成される第１の脚と
、電気回路との係合のために構成される第２の脚とを含み得る。リンクアセンブリは、第
１の脚を筐体に形成された触覚特徴と係合させて維持するため、および第２の脚を電気回
路と係合させて維持するために、第１の脚と第２の脚との間に間置される付勢部材をさら
に含み得る。付勢部材は、第１の脚を筐体上に形成された触覚特徴と係合させて維持する
ために構成され得る。付勢部材は、第２の脚を電気回路と係合させて維持するために構成
され得る。
【００５４】
　電気回路は、筐体上に支持される、少なくとも１つの分圧器ネットワークであって、電
気焼灼電極に送達されている電気外科手術エネルギーの強度およびモードのうちの少なく
とも１つを制御するために、電気外科手術エネルギー源に電気的に接続するように動作可
能である、少なくとも１つの分圧器ネットワークを含み得る。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
　本明細書に組み込まれてその一部を成す添付の図面は、本発明の実施形態を示し、上記
の本発明の概要、および以下に示す実施形態の詳細な説明と併せて、本発明の原理を説明
する役割を果たす。
【図１】図１は、電気外科手術ジェネレータおよび電気外科手術ペンシルを含む従来技術
の電気外科手術システムの斜視図である。
【図２】図２は、図１の電気外科手術ペンシルの分解斜視図である。
【図３】図３は、図１および２の電気外科手術ペンシルの縦方向断面の側面図である。
【図４】図４は、図３の詳細の示された領域の拡大図である。
【図５】図５は、分圧器ネットワークの分解斜視図である。
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【図６Ａ】図６Ａは、図１～４に示される電気外科手術ペンシルにおける使用のための、
本開示の一実施形態によるスライダの概略側面図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、図１～４に示される電気外科手術ペンシルにおける使用のための、
本開示の別の実施形態によるスライダの概略側面図である。
【図６Ｃ】図６Ｃは、図１～４に示される電気外科手術ペンシルにおける使用のための、
本開示のさらに別の実施形態によるスライダの概略側面図である。
【図６Ｄ】図６Ｄは、図１～４に示される電気外科手術ペンシルにおける使用のための、
本開示のさらなる実施形態によるスライダの、部品が分離された状態での概略斜視図であ
る。
【図７Ａ】図７Ａは、図１～４に示される電気外科手術ペンシルにおける使用のための、
本開示の一実施形態による代替のスライダの概略側面図である。
【図７Ｂ】図７Ｂは、図１～４に示される電気外科手術ペンシルにおける使用のための、
本開示の別の実施形態による代替のスライダの概略側面図である。
【図７Ｃ】図７Ｃは、図１～４に示される電気外科手術ペンシルにおける使用のための、
本開示のさらに別の実施形態による代替のスライダの概略側面図である。
【図８Ａ】図８Ａは、図１～４に示される電気外科手術ペンシルにおける使用のための、
本開示の一実施形態によるさらなる代替のスライダおよび触覚マスクの概略図である。
【図８Ｂ】図８Ｂは、図１～４に示される電気外科手術ペンシルにおける使用のための、
本開示の別の実施形態によるさらなる代替のスライダおよび触覚マスクの概略図である。
【図９Ａ】図９Ａは、図１～４に示される電気外科手術ペンシルにおける使用のための、
本開示の一実施形態による代替のスライダの概略側面図である。
【図９Ｂ】図９Ｂは、図１～４に示される電気外科手術ペンシルにおける使用のための、
本開示の別の実施形態によるさらなる代替のスライダの概略側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００５６】
　ここで、本開示の電気外科手術ペンシルの好ましい実施形態を、図面を参照しながら詳
細に説明するが、図面において、同様の参照番号は類似または同一の要素を特定するもの
である。本明細書で使用される場合、「遠位」という用語は、使用者からより遠い位置を
指し、一方「近位」という用語は、使用者または外科医により近い位置を指す。
【００５７】
　図１は、従来技術の実施形態に従い構築された電気外科手術ペンシル１００を含む電気
外科手術システムの斜視図を示している。以下の説明は、電気外科手術ペンシルに対して
行われるが、本開示の特徴および概念（またはそれらの一部）は、例えば鉗子、吸引凝固
、血管シーラー、ワンド等の任意の種類の電気外科手術器具に適用することができる。
【００５８】
　図１～５に見られるように、電気外科手術ペンシル１００は、
シェルの右半分部分１０２ａおよびシェルの左半分部分１０２ｂを有する細長い筐体１０
２を含む。図１および２に見られるように、シェルの右半分および左半分部分１０２ａ、
１０２ｂが互いに接続されると、それを通して電極１０６が延在する遠位開口１０３ａが
その間に画定され、またそれを通して接続ケーブル２２４（図１を参照）が延在する近位
開口１０３ｂ（図２を参照）がその間に画定される。図１に見られるように、電気外科手
術ペンシル１００は、接続ケーブル２２４に接続されたプラグアセンブリ２００を介して
、電気外科手術ジェネレータ「Ｇ」に結合される。
【００５９】
　図２に見られるように、電気外科手術ペンシル１００は、筐体１０２の遠位端に配置さ
れた電極レセプタクル１０４と、電極レセプタクル１０４と動作可能および取り外し可能
に接続された交換式電極１０６とをさらに含む。
【００６０】
　図１～３を続けて参照すると、電気外科手術ペンシル１００は、３つの起動ボタン１２
０ａ～１２０ｃを含み、そのそれぞれが、筐体１０２に支持される制御器ユニットのキャ
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リア１２１（図２を参照）内で相互に支持される。各起動ボタン１２０ａ～１２０ｃは、
筐体１０２の上面を通して延在する部分を含む。
【００６１】
　図２および３に見られるように、各起動ボタン１２０ａ～１２０ｃは、スイッチ板１２
４に形成されたそれぞれの触覚要素１２２ａ～１２２ｃ上に動作可能に支持される。
【００６２】
　各起動ボタン１２０ａ～１２０ｃは、ジェネレータ「Ｇ」から供給されるＲＥ電気エネ
ルギーの電極１０６への伝達を制御する。スイッチ板１２４は、触覚要素１２２ａ～１２
２ｃがそれと動作可能な関係となるように分圧器ネットワーク１２７（以降「ＶＤＮ１２
７」）の頂部の上に位置する。
【００６３】
　図１～４に見られるように、電気外科手術ペンシル１００は、
筐体１０２に摺動自在に支持される強度制御器１２８を含む。強度制御器１２８は、それ
ぞれ１つずつ誘導路１３０ａ、１３０ｂ（図１を参照）に摺動自在に支持される１対のナ
ブ１２９ａ、１２９ｂを含む。
【００６４】
　図３および４に見られるように、強度制御器１２８は、その底面から延在する第３のナ
ブ１２９ｃを含み、これはＶＤＮ１２７内と接触するか、またはそれを押す。図５に見ら
れるように、ＶＤＮ１２７は、上部層１４０ａ上に提供された電気接点１４４ａおよび下
部層１４０ｂ上の抵抗要素１４４ｂを含む。このようにして、強度制御器１２８が筐体１
０２に対して遠位および近位方向にずらされると、第３のナブ１２９ｃがＶＤＮ１２７に
沿って移動し、それにより、ＶＤＮ１２７の上部層１４０ａからＶＤＮ１２７の下部層１
４０ｂの抵抗要素１４４ｂに対し、電気接点１４４ａを押す。その際、抵抗要素１４４の
抵抗値が変化し、それにより電気外科手術ジェネレータ「Ｇ」により測定される電圧の値
が変化する。一方電気外科手術ジェネレータ「Ｇ」は、電極１０６に伝達される波形の強
度を変化させる。
【００６５】
　強度制御器１２８の摺動可能な操作または移動により、電力パラメータ（例えば電圧、
電力および／もしくは電流強度）ならびに／または電力対インピーダンス曲線形状が調節
され、波形の出力強度が影響される。
【００６６】
　電気外科手術ペンシル１００の電力パラメータの強度を変化させるために、外科医は、
ナブ１２９ａ、１２９ｂのうちの少なくとも１つを両方向の矢印「Ｘ」（図３を参照）で
示される方向のいずれかに操作することにより、強度制御器１２８をずらす。
【００６７】
　強度制御器１２８はまた、シェルの右半分部分１０２ａ（図３および４を参照）戻り止
め１３１の内側表面に沿って形成された強度制御器１２８の弾性フィンガ１２８ａの相互
係合によりある程度の触覚フィードバックを提供するように動作可能である。
【００６８】
　図５に見られるように、ＶＤＮ１２７は、その上にそれぞれ複数の電気接点１４２ａ、
１４２ｂを支持する弾性材料の１対の層１４０ａ、１４０ｂを含む。ＶＤＮ１２７の上部
層１４０ａからの電気接点１４２ａは、ＶＤＮ１２７の下部層１４０ｂからの電気接点１
４２ｂに対して並列位置の電気的関係にある。ＶＤＮ１２７の上部層および下部層１４０
ａ、１４０ｂの電気接点１４２ａ、１４２ｂは、触覚要素１２２ａ～１２２ｃに対して並
列位置にある。
【００６９】
　ＶＤＮ１２７の上部および下部層１４０ａ、１４０ｂは、分離層１４０ｃにより隔てら
れている。分離層１４０ｃは、それに形成された第１の一連の開口１４２ｃを含み、これ
らは電気接点１４２ａ、１４２ｂと垂直に整合している。分離層１４０ｃは、それに形成
された第２の開口１４４ｃを含み、これは上部層１４０ａに提供された電気接点１４４ａ
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と下部層１４０ｂに提供された可変抵抗要素１４４ｄとの間で垂直に整合している。上部
層１４０ａ、下部層１４０ｂ、および分離層１４０ｃは、支持層１４０ｄ上に支持されて
いる。
【００７０】
　操作中、所望の具体的電気外科手術機能に依存して、外科医は、矢印「Ｙ」で示された
方向（図３を参照）に起動ボタン１２０ａ～１２０ｃのうちの１つを押し、それにより対
応する触覚要素１２２ａ～１２２ｃをＶＤＮ１２７に対し押し出しおよび／または屈曲さ
せ、それにより上部層１４０ａのそれぞれの電気接点１４２ａを下部層１４０ｂのそれぞ
れの電気接点１４２ｂに電気的に係合させる。その際、電気外科手術ジェネレータ「Ｇ」
」によりそれぞれの特性電圧が生成され測定される。一方、生成される特性電圧に依存し
て、ジェネレータ「Ｇ」は適切な波形出力を選択し電気焼灼ブレード１０６に伝達する。
【００７１】
　電気外科手術ペンシル１００の構造および動作のより詳細に説明するために、参照によ
りその全内容が本明細書に組み込まれる２００６年１月２４日出願の米国特許出願第１１
／３３７，９９０号を参照することができる。
【００７２】
　ここで図６Ａ～６Ｄを参照すると、本開示の一実施形態による一連のスライダまたは強
度制御器２２８が示されている。スライダ２２８は、ＶＤＮ１２７に加わる接触力を増加
させるとともに、最終使用者がスライダ２２８を電気外科手術ペンシル１００の筐体１０
２に対して移動させるためのある程度の容易さを維持するように構成される。
【００７３】
　図６Ａに見られるように、スライダ２２８ａは、本体部分２２８ａ１と、本体部分２２
８ａ１から延在し、電気外科手術ペンシル１００の誘導路１３０ａ、１３０ｂ（図１を参
照）への摺動可能な係合のために構成される少なくとも１つのアーム２２８ａ２とを含ん
でもよい。スライダ２２８ａは、その底面から、例えば本体部分２２８ａ１の底面から延
在または突出するナブ２２８ａ３を含む。スライダ２２８ａは、ナブ２２８ａ３とは反対
側で、本体部分２２８ａ１から延在し、その中に付勢部材２２８ａ５およびアクチュエー
タ２２８ａ６を保持するように構成される陥凹部を画定するステム２２８ａ４を有するバ
ネプランジャアセンブリをさらに含む。バネプランジャアセンブリは、ナブ２２８ａ３の
遠位または近位に位置する。
【００７４】
　使用中、スライダ２２８ａが電気外科手術ペンシル１００の筐体１０２に対して遠位お
よび近位方向に移動されると、ナブ２２８ａ３はＶＤＮ１２７に沿って移動し、それによ
りＶＤＮ１２７に影響を及ぼすとともに、バネプランジャアセンブリのアクチュエータ２
２８ａ６は、電気外科手術ペンシル１００の筐体１０２に形成された戻り止めまたは触覚
特徴１３１と相互係合し、それにより電気外科手術ペンシル１００の使用者にある程度の
触覚フィードバックを提供する。付勢部材２２８ａ５は、ナブ２２８ａ３をＶＤＮ１２７
と接触させて維持するとともに、バネプランジャアセンブリのアクチュエータ２２８ａ６

を電気外科手術ペンシル１００の筐体１０２に形成された戻り止めまたは触覚特徴１３１
と接触させて維持するように機能する。
【００７５】
　図６Ｂに見られるように、スライダ２２８ｂは、本体部分２２８ｂ１と、本体部分２２
８ｂ１から延在し、電気外科手術ペンシル１００の誘導路１３０ａ、１３０ｂ（図１を参
照）への摺動可能な係合のために構成される少なくとも１つのアーム２２８ｂ２とを含ん
でもよい。スライダ２２８ｂは、その底面から、例えば本体部分２２８ｂ１の底面から延
在または突出するナブ２２８ｂ３を含む。スライダ２２８ｂは、ナブ２２８ｂ３とは反対
側で、本体部分２２８ｂ１から延在し、その中に付勢部材２２８ｂ５を保持するように構
成される陥凹部を画定するステム２２８ｂ４を有するバネレバーアセンブリをさらに含む
。バネレバーアセンブリは、本体部分２２８ｂ１に枢動可能に接続され、付勢部材２２８
ｂ５の上に延在する、またはそれを覆うように構成される先端２２８ｂ７を有するレバー
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２２８ｂ６をさらに含む。バネレバーアセンブリは、ステム２２８ｂ４がナブ２２８ｂ３

の遠位または近位に位置するように、およびレバー２２８ｂ６がナブ２２８ｂ３から離れ
る方向に延在するように構成される。
【００７６】
　使用中、スライダ２２８ｂが電気外科手術ペンシル１００の筐体１０２に対して遠位お
よび近位方向に移動されると、ナブ２２８ｂ３はＶＤＮ１２７に沿って移動し、それによ
りＶＤＮ１２７に影響を及ぼすとともに、バネレバーアセンブリのレバー２２８ｂ６の先
端２２８ｂ７は、電気外科手術ペンシル１００の筐体１０２に形成された戻り止めまたは
触覚特徴１３１と相互係合し、それにより電気外科手術ペンシル１００の使用者にある程
度の触覚フィードバックを提供する。付勢部材２２８ｂ５は、ナブ２２８ｂ３をＶＤＮ１
２７と接触させて維持するとともに、バネレバーアセンブリのレバー２２８ｂ６の先端２
２８ｂ７を電気外科手術ペンシル１００の筐体１０２に形成された戻り止めまたは触覚特
徴１３１と接触させて維持するように機能する。
【００７７】
　図６Ｃに見られるように、スライダ２２８ｃは、本体部分２２８ｃ１と、本体部分２２
８ｃ１から延在し、電気外科手術ペンシル１００の誘導路１３０ａ、１３０ｂ（図１を参
照）への摺動可能な係合のために構成される少なくとも１つのアーム２２ｃ２とを含んで
もよい。スライダ２２８ｃは、その底面から、例えば本体部分２２８ｃ１の底面から延在
または突出するナブ２２８ｃ３を含む。スライダ２２８ｃは、ナブ２２８ｃ３とは反対側
で、本体部分２２８ｃ１上に支持される付勢部材２２８ｃ５と、本体部分２２８ｃ１に枢
動可能に接続され、付勢部材２２８ｃ５の上に延在する、またはそれを覆うように構成さ
れる先端２２８ｃ７有するレバー２２８ｃ６とを有するバネレバーアセンブリをさらに含
む。バネレバーアセンブリは、付勢部材２２８ｃ５がナブ２２８ｃ３の遠位または近位に
位置するように、およびレバー２２８ｃ６がナブ２２８ｃ３から離れる方向に延在するよ
うに構成される。
【００７８】
　使用中、スライダ２２８ｃが電気外科手術ペンシル１００の筐体１０２に対して遠位お
よび近位方向に移動されると、ナブ２２８ｆ３はＶＤＮ１２７に沿って移動し、それによ
りＶＤＮ１２７に影響を及ぼすとともに、バネレバーアセンブリのレバー２２８ｃ６の先
端２２８ｃ７は、電気外科手術ペンシル１００の筐体１０２に形成された戻り止めまたは
触覚特徴１３１と相互係合し、それにより電気外科手術ペンシル１００の使用者にある程
度の触覚フィードバックを提供する。付勢部材２２８ｃ５は、ナブ２２８ｃ３をＶＤＮ１
２７と接触させて維持するとともに、バネレバーアセンブリのレバー２２８ｃ６の先端２
２８ｃ７を電気外科手術ペンシル１００の筐体１０２に形成された戻り止めまたは触覚特
徴１３１と接触させて維持するように機能する。
【００７９】
　図６Ａ～６Ｃに示され上で説明されたスライダ２２８ａ～２２８ｃのそれぞれにおいて
、いくつかの実施形態では、アクチュエータ２２８ａ６またはレバー２２８ｂ６、２２８
ｃ６の先端２２８ｂ７、２２８ｃ７は、それぞれのナブ２２８ａ３～２２８ｃ３を軸方向
に覆ってもよいことが企図される。このように、付勢部材２２８ａ５～２２８ｃ５の力は
、それぞれのナブ２２８ａ３～２２８ｃ３に一致して直接作用する。
【００８０】
　図６Ｂ～６Ｃにおける実施形態は、付勢部材としてコイルバネを使用するように示され
ているが、これらのスライダ設計は、代替として、図６Ｄに示される種類のねじりバネを
組み込んでもよいことが企図される。図６Ｄに見られるように、スライダ２２８ｄは、本
体部分２２８ｄ１と、本体部分２２８ｄ１から延在し、電気外科手術ペンシル１００の誘
導路１３０ａ、１３０ｂ（図１を参照）への摺動可能な係合のために構成される少なくと
も１つのアーム２２８ｄ２とを含んでもよい。スライダ２２８ｄは、その底面から、例え
ば本体部分２２８ｄ１の底面から延在または突出するナブ２２８ｄ３を含む。スライダ２
２８ｄは、付勢部材２２８ｄ５と、レバー２２８ｄ６をナブ２２８ｄ３に隣接した側の本
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体部分２２８ｄ１に枢動可能に接続する接続棒２２８ｄ８とを有する、本体部分２２８ｄ

１上に支持されるねじりバネレバーアセンブリをさらに含む。レバー２２８ｄ６は、付勢
部材２２８ｄ５がナブ２２８ｄ３の遠位または近位に位置するように構成される先端２２
８ｄ７を含む。
【００８１】
　使用中、スライダ２２８ｄが電気外科手術ペンシル１００の筐体１０２に対して遠位お
よび近位方向に移動されると、ナブ２２８ｄ３はＶＤＮ１２７に沿って移動し、それによ
りＶＤＮ１２７に影響を及ぼすとともに、バネレバーアセンブリのレバー２２８ｄ６の先
端２２８ｄ７は、電気外科手術ペンシル１００の筐体１０２に形成された戻り止めまたは
触覚特徴１３１と相互係合し、それにより電気外科手術ペンシル１００の使用者にある程
度の触覚フィードバックを提供する。付勢部材２２８ｄ５は、ナブ２２８ｄ３をＶＤＮ１
２７と接触させて維持するとともに、ねじりバネレバーアセンブリのレバー２２８ｄ６の
先端２２８ｄ７を電気外科手術ペンシル１００の筐体１０２に形成された戻り止めまたは
触覚特徴１３１と接触させて維持するように機能する。図６Ｄにおいて説明されるような
ねじりバネレバーアセンブリ構成を使用する１つの利点は、そのような構成がより小さい
バネ定数でより大きなバネ偏位を提供し、したがって送達される力がスライダ２２８ｄの
寸法の偏差に影響されにくくすることである。
【００８２】
　ここで図７Ａ～７Ｃを参照すると、本開示の一実施形態による一連のスライダまたは強
度制御器３２８が示されている。スライダ３２８は、ＶＤＮ１２７に加わる接触力を増加
させるとともに、最終使用者がスライダ３２８を電気外科手術ペンシル１００の筐体１０
２に対して移動させるためのある程度の容易さを維持するように構成される。
【００８３】
　図７Ａ～７Ｃに見られるように、スライダ３２８ａは、本体部分３２８ａ１と、本体部
分３２８ａ１から延在し、電気外科手術ペンシル１００の誘導路１３０ａ、１３０ｂ（図
１を参照）への摺動可能な係合のために構成される少なくとも１つのアーム３２８ａ２と
を含んでもよい。スライダ３２８ａは、本体部分３２８ａ１に枢動可能に接続されたレバ
ー３２８ａ３を含む。レバー３２８ａ３は、本体部分３２８ａ１の上に延在するように構
成される第一の端部３２８ａ４と、本体部分３２８ａ１の下に延在するように構成される
第２の端部３２８ａ５とを含む。レバー３２８ａ３の第１の端部３２８ａ４は、電気外科
手術ペンシル１００の筐体１０２に形成された戻り止めまたは触覚特徴１３１と選択的に
係合するように構成され、レバー３２８ａ３の第２の端部３２８ａ５は、ＶＤＮ１２７と
選択的に係合するように構成される。
【００８４】
　図７Ａに見られるように、スライダ３２８ａは、コイルまたは定荷重バネ３２９ａの形
態の付勢部材を含んでもよく、または図７Ｂに見られるように、スライダ３２８ａは、張
力バネ３２９ｂの形態の付勢部材を含んでもよく、または図７Ｃに見られるように、スラ
イダ３２８ａは、圧縮バネ３２９ｃの形態の付勢部材を含んでもよい。付勢部材３２９ａ
～３２９ｃは、それぞれ、レバー３２８ａ３の第１の端部３２８ａ４を電気外科手術ペン
シル１００の筐体１０２に形成された戻り止めまたは触覚特徴１３１と接触または係合さ
せて維持するために、およびレバー３２８ａ３の第２の端部３２８ａ５をＶＤＮ１２７と
係合させて維持するために構成または配設される。付勢部材３２９ａ～３２９ｃは、レバ
ー３２８ａ３上の好適な場所と、本体部分３２８ａ１上の好適な場所との間に固定され延
在し得る。
【００８５】
　使用中、スライダ３２８ａが電気外科手術ペンシル１００の筐体１０２に対して遠位お
よび近位方向に移動されると、レバー３２８ａ３の第１の端部３２８ａ４は電気外科手術
ペンシル１００の筐体１０２に形成された戻り止めまたは触覚特徴１３１と相互係合し、
それにより電気外科手術ペンシル１００の使用者にある程度の触覚フィードバックを提供
するとともに、レバー３２８ａ３の第２の端部３２８ａ５はＶＤＮ１２７に沿って移動し
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、それによりＶＤＮ１２７に影響を及ぼす。特に、レバー３２８ａ３の第１の端部３２８
ａ４が１つの戻り止めまたは触覚特徴１３１から隣接した戻り止めまたは触覚特徴１３１
に移動すると、レバー３２８ａ３の第１の端部３２８ａ４は本体部分３２８ａ１に向けて
移動され、レバー３２８ａ３の第２の端部３２８ａ５はＶＤＮ１２７への圧力を取り去る
かまたは低減し、また本体部分３２８ａ１に向けて移動される。レバー３２８ａ３の第１
の端部３２８ａ４が隣接した戻り止めまたは触覚特徴１３１内に移動されると、レバー３
２８ａ３の第２の端部３２８ａ５は、ＶＤＮ１２７に当接するか、それに圧力を与えるか
、またはその他の様式で圧力を増加させる。
【００８６】
　ここで図８Ａおよび８Ｂ５を参照すると、本開示の一実施形態による一連のスライダま
たは強度制御器４２８および触覚マスク４２９が示されている。スライダ４２８は、ＶＤ
Ｎ１２７に加わる接触力を増加させるとともに、最終使用者がスライダ４２８を電気外科
手術ペンシル１００の筐体１０２に対して移動させるためのある程度の容易さを維持する
ように構成される。触覚マスク４２９は、スライダ４２８をＶＤＮ１２７に衝突または当
接させるように構成される。
【００８７】
　図８Ａに見られるように、スライダ４２８ａは、本体部分４２８ａ１と、本体部分４２
８ａ１から延在し、電気外科手術ペンシル１００の誘導路１３０ａ、１３０ｂ（図１を参
照）への摺動可能な係合のために構成される少なくとも１つのアーム４２８ａ２とを含ん
でもよい。スライダ４２８ａは、本体部分４２８ａ１から延在し、その中に付勢部材４２
８ａ５およびアクチュエータ４２８ａ６の形態の触覚フィードバック伝達特徴を保持する
ように構成される陥凹部を画定するステム４２８ａ４を有するバネプランジャアセンブリ
を含む。バネプランジャアセンブリは、アクチュエータ４２８ａ６が本体部分４２８ａ１

の底面からＶＤＮ１２７の方向に延在するように構成される。
【００８８】
　触覚マスク４２９は、ＶＤＮ１２７を覆うように構成される細長い本体部分４２９ａを
含む。本体部分４２９ａは、その長さに沿ってそこに形成された複数の開口または窓４２
９ｂを画定する。触覚マスク４２９は、ＶＤＮ１２７の下部層１４０ｂ上に提供された可
変抵抗要素１４４ｄに開口４２９ｂが整列または整合し得るように、ＶＤＮ１２７の上に
位置付けられる（図５を参照）。
【００８９】
　使用中、スライダ４２８ａが電気外科手術ペンシル１００の筐体１０２に対して遠位お
よび近位方向に移動されると、バネプランジャアセンブリのアクチュエータ４２８ａ６は
触覚マスク４２９に形成された開口４２９ｂの上および間を移動する。その際、バネプラ
ンジャアセンブリのアクチュエータ４２８ａ６は、ＶＤＮ１２７に衝突または当接する。
さらに、バネプランジャアセンブリのアクチュエータ４２８ａ６の、触覚マスク４２９に
形成された開口４２９ｂとの相互係合により、ある程度の触覚フィードバックが電気外科
手術ペンシル１００の使用者に提供される。
【００９０】
　図８Ｂに見られるように、スライダ４２８ｂは、本体部分４２８ｂ１と、本体部分４２
８ｂ１から延在し、電気外科手術ペンシル１００の誘導路１３０ａ、１３０ｂ（図１を参
照）への摺動可能な係合のために構成される少なくとも１つのアーム４２８ｂ２とを含ん
でもよい。スライダ４２８ｂは、その底面から、例えば本体部分４２８ｂ１の底面から延
在または突出するナブ４２８ｂ３の形態の触覚フィードバック伝達特徴を含む。スライダ
４２８ｂは、ナブ４２８ｂ３とは反対側で、本体部分４２８ｂ１から延在し、その中に付
勢部材４２８ｂ５を保持するように構成される陥凹部を画定するステム４２８ｂ４を有す
るバネレバーアセンブリをさらに含む。バネレバーアセンブリは、本体部分４２８ｂ１に
枢動可能に接続され、付勢部材４２８ｂ５の上に延在する、またはそれを覆うように構成
される先端４２８ｂ７を有するレバー４２８ｂ６をさらに含む。バネレバーアセンブリは
、ステム４２８ｂ４がナブ４２８ｂ３の遠位または近位に位置するように、およびレバー
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４２８ｂ６がナブ４２８ｂ３から離れる方向に延在するように構成される。
【００９１】
　使用中、スライダ４２８ｂが電気外科手術ペンシル１００の筐体１０２に対して遠位お
よび近位方向に移動されると、スライダ４２８ｂのナブ４２８ｂ３は触覚マスク４２９に
形成された開口４２９ｂの上および間を移動する。その際、スライダ４２８ｂのナブ４２
８ｂ３はＶＤＮ１２７と接触する。さらに、スライダ４２８ｂのナブ４２８ｂ３の、触覚
マスク４２９に形成された開口４２９ｂとの相互係合により、ある程度の触覚フィードバ
ックが電気外科手術ペンシル１００の使用者に提供される。さらに、レバー４２８ｂ６の
先端４２８ｂ７はペンシル１００の筐体１０２の内側表面に当たり、付勢部材４２８ｂ５

はレバー４２８ｂ６の先端４２８ｂ７に作用して本体部分４２８ｂ１に力を加え、それに
より触覚マスク４２９に対しスライダ４２８ｂのナブ４２８ｂ３を押す。
【００９２】
　触覚マスク４２９は、剛体材料、半剛体材料もしくは非剛体材料から、弾性もしくは非
弾性材料から、導電性もしくは非導電性材料から、それらの任意の組合せから、または開
口を画定し前記開口を通して力を伝達する本来の目的に好適な任意の材料から構築するこ
とができる。
【００９３】
　ここで図９Ａおよび９Ｂを参照すると、本開示の一実施形態による一連のスライダまた
は強度制御器５２８が示されている。スライダ５２８は、ＶＤＮ１２７に加わる接触力を
増加させるとともに、最終使用者がスライダ５２８を電気外科手術ペンシル１００の筐体
１０２に対して移動させるためのある程度の容易さを維持するように構成される。
【００９４】
　図９Ａに見られるように、スライダ５２８ａは、本体部分５２８ａ１と、本体部分５２
８ａ１から延在し、電気外科手術ペンシル１００の誘導路１３０ａ、１３０ｂ（図１を参
照）への摺動可能な係合のために構成される少なくとも１つのアーム５２８ａ２とを含ん
でもよい。スライダ５２８ａは、枢動点「Ｐ」において、本体部分５２８ａ１上で枢動可
能に支持されるねじりバネ５２８ａ３の形態の付勢部材を含む。ねじりバネ５２８ａ３は
、枢動点「Ｐ」から延在し、電気外科手術ペンシル１００の筐体１０２の表面に係合する
ように構成される第１の脚５２８ａ４と、枢動点「Ｐ」から延在し、ＶＤＮ１２７に係合
するように構成される第２の脚５２８ａ５とを含む。図９Ａに見られるように、ねじりバ
ネ５２８ａ３の第１の脚５２８ａ４は、本体部分５２８ａ１の上に延在し、ねじりバネ５
２８ａ３の第２の脚５２８ａ５は本体部分５２８ａ１の下に延在する。
【００９５】
　使用中、スライダ５２８ａが電気外科手術ペンシル１００の筐体１０２に対して遠位お
よび近位方向に移動されると、ねじりバネ５２８ａ３の第２の脚５２８ａ５がＶＤＮ１２
７に沿って移動し、それによりＶＤＮ１２７に影響を及ぼすとともに、ねじりバネ５２８
ａ３の第１の脚５２８ａ４が電気外科手術ペンシル１００の筐体１０２に形成された戻り
止めまたは触覚特徴１３１と相互係合し、それにより電気外科手術ペンシル１００の使用
者にある程度の触覚フィードバックを提供する。スライダ５２８ａが電気外科手術ペンシ
ル１００の筐体１０２に対して遠位および近位方向に移動される際に、ねじりバネ５２８
ａ３の第１の脚５２８ａ４が本体部分５２８ａ１の方向に下方に屈曲されると、ねじりバ
ネ５２８ａ３の第２の脚５２８ａ５が多かれ少なかれＶＤＮ１２７の表面に押し込まれる
。
【００９６】
　図９Ｂに見られるように、スライダ５２８ｂは、本体部分５２８ｂ１と、本体部分５２
８ｂ１から延在し、電気外科手術ペンシル１００の誘導路１３０ａ、１３０ｂ（図１を参
照）への摺動可能な係合のために構成される少なくとも１つのアーム５２８ｂ２とを含ん
でもよい。スライダ５２８ｂは、枢動点「Ｐ」において、本体部分５２８ｂ１上で枢動可
能に支持されるリンクアセンブリ５２８ａ３を含む。リンクアセンブリ５２８ｂ３は、枢
動点「Ｐ」から延在し、電気外科手術ペンシル１００の筐体１０２の表面に係合するよう
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に構成される第１の脚５２８ｂ４と、枢動点「Ｐ」から延在し、ＶＤＮ１２７に係合する
ように構成される第２の脚５２８ｂ５と、第１の脚５２８ｂ４と第２の脚５２８ｂ５との
間に間置される付勢部材５２８ｂ６とを含む。図９Ｂに見られるように、リンクアセンブ
リ５２８ｂ３の第１の脚５２８ｂ４は、リンクアセンブリ５２８ｂ３の第２の脚５２８ｂ

５と整合しているか、その上に延在する。
【００９７】
　使用中、スライダ５２８ａが電気外科手術ペンシル１００の筐体１０２に対して遠位お
よび近位方向に移動されると、リンクアセンブリ５２８ｂ３の第２の脚５２８ｂ５がＶＤ
Ｎ１２７に沿って移動し、それによりＶＤＮ１２７に影響を及ぼすとともに、リンクアセ
ンブリ５２８ｂ３の第１の脚５２８ｂ４が電気外科手術ペンシル１００の筐体１０２に形
成された戻り止めまたは触覚特徴１３１と相互係合し、それにより電気外科手術ペンシル
１００の使用者にある程度の触覚フィードバックを提供する。スライダ５２８ｂが電気外
科手術ペンシル１００の筐体１０２に対して遠位および近位方向に移動される際に、リン
クアセンブリ５２８ｂ３の第１の脚５２８ｂ４が本体部分５２８ｂ１の方向に下方に移動
されると、付勢部材５２８ｂ６がリンクアセンブリ５２８ｂ３の第２の脚５２８ｂ５に力
を伝達し、多かれ少なかれＶＤＮ１２７の表面に押し込む。
【００９８】
　好ましい実施形態に関して主題の装置を説明したが、それが関連する分野の当業者には
、主題の装置の精神または範囲から逸脱せずにそれに変更および修正を行うことができる
ことが容易に明らかとなる。

【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図６Ｃ】

【図６Ｄ】
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【図７Ａ】

【図７Ｂ】

【図７Ｃ】

【図８Ａ】 【図８Ｂ】
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【図９Ａ】 【図９Ｂ】
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【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】

【手続補正書】
【提出日】平成22年12月1日(2010.12.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気外科手術ペンシルであって、
　細長い筐体であって、該細長い筐体から遠位方向に延在する電気焼灼電極を支持するよ
うに構成される、細長い筐体と、
　該筐体上に支持される少なくとも１つの分圧器ネットワークであって、該少なくとも１
つの分圧器ネットワークは、該電気焼灼電極に送達されている電気外科手術エネルギーの
強度およびモードのうちの少なくとも１つを制御するために、電気外科手術エネルギー源
に電気的に接続するように動作可能である、少なくとも１つの分圧器ネットワークと、
　該筐体上で摺動可能に支持される強度制御器であって、該強度制御器は、該筐体および
少なくとも１つの分圧器ネットワークのそれぞれに力を加えるように構成され、該強度制
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御器は、該強度制御器が該筐体に対して移動させられる際に該電気外科手術ペンシルの使
用者に触覚フィードバックを提供する、強度制御器と
　を備えている、電気外科手術ペンシル。
【請求項２】
　前記強度制御器は、該強度制御器の表面から延在するナブを含む、請求項１に記載の電
気外科手術ペンシル。
【請求項３】
　前記ナブは、前記強度制御器が前記筐体に対して移動させられる際に、前記少なくとも
１つの分圧器ネットワークに接触し、該少なくとも１つの分圧器に影響を及ぼすように構
成される、請求項２に記載の電気外科手術ペンシル。
【請求項４】
　前記強度制御器は、前記筐体に形成された触覚特徴に動作可能に係合するように構成さ
れるバネプランジャアセンブリを含む、請求項２に記載の電気外科手術ペンシル。
【請求項５】
　前記バネプランジャアセンブリは、ステムと付勢部材とを含む、請求項４に記載の電気
外科手術ペンシル。
【請求項６】
　前記ステムは、前記ナブとは反対側に配置され、アクチュエータを保持するように構成
される、請求項５に記載の電気外科手術ペンシル。
【請求項７】
　前記付勢部材は、前記アクチュエータを前記筐体上に形成された前記触覚特徴と接触さ
せて維持するように構成される、請求項６に記載の電気外科手術ペンシル。
【請求項８】
　前記アクチュエータは、前記ナブに対して、遠位、近位、および実質的に整列した位置
のうちの１つに配置される、請求項６に記載の電気外科手術ペンシル。
【請求項９】
　前記強度制御器は、前記筐体に形成された触覚特徴に動作可能に係合するように構成さ
れるバネレバーアセンブリを含む、請求項２に記載の電気外科手術ペンシル。
【請求項１０】
　前記バネレバーアセンブリは、レバーと、該レバーを前記触覚特徴と接触させて維持す
るための付勢部材とを含む、請求項９に記載の電気外科手術ペンシル。
【請求項１１】
　前記レバーは、前記ナブとは反対側に、前記強度制御器の本体部分に枢動可能に接続さ
れる、請求項１０に記載の電気外科手術ペンシル。
【請求項１２】
　前記付勢部材は、バネである、請求項１０に記載の電気外科手術ペンシル。
【請求項１３】
　前記レバーの先端は、前記ナブに対して、遠位、近位、および実質的に整列した位置の
うちの１つに配置される、請求項１２に記載の電気外科手術ペンシル。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５４】
　電気回路は、筐体上に支持される、少なくとも１つの分圧器ネットワークであって、電
気焼灼電極に送達されている電気外科手術エネルギーの強度およびモードのうちの少なく
とも１つを制御するために、電気外科手術エネルギー源に電気的に接続するように動作可
能である、少なくとも１つの分圧器ネットワークを含み得る。
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例えば、本発明は以下の項目を提供する。
（項目１）
　電気外科手術ペンシルであって、
　細長い筐体であって、該細長い筐体から遠位方向に延在する電気焼灼電極を支持するよ
うに構成される、細長い筐体と、
　該筐体上に支持される少なくとも１つの分圧器ネットワークであって、該少なくとも１
つの分圧器ネットワークは、該電気焼灼電極に送達されている電気外科手術エネルギーの
強度およびモードのうちの少なくとも１つを制御するために、電気外科手術エネルギー源
に電気的に接続するように動作可能である、少なくとも１つの分圧器ネットワークと、
　該筐体上で摺動可能に支持される強度制御器であって、該強度制御器は、該筐体および
少なくとも１つの分圧器ネットワークのそれぞれに力を加えるように構成され、該強度制
御器は、該強度制御器が該筐体に対して移動させられる際に該電気外科手術ペンシルの使
用者に触覚フィードバックを提供する、強度制御器と
　を備えている、電気外科手術ペンシル。
（項目２）
　上記強度制御器は、該強度制御器の表面から延在するナブを含む、項目１に記載の電気
外科手術ペンシル。
（項目３）
　上記ナブは、上記強度制御器が上記筐体に対して移動させられる際に、上記少なくとも
１つの分圧器ネットワークに接触し、該少なくとも１つの分圧器に影響を及ぼすように構
成される、項目２に記載の電気外科手術ペンシル。
（項目４）
　上記強度制御器は、上記筐体に形成された触覚特徴に動作可能に係合するように構成さ
れるバネプランジャアセンブリを含む、項目２に記載の電気外科手術ペンシル。
（項目５）
　上記バネプランジャアセンブリは、ステムと付勢部材とを含む、項目４に記載の電気外
科手術ペンシル。
（項目６）
　上記ステムは、上記ナブとは反対側に配置され、アクチュエータを保持するように構成
される、項目５に記載の電気外科手術ペンシル。
（項目７）
　上記付勢部材は、上記アクチュエータを上記筐体上に形成された上記触覚特徴と接触さ
せて維持するように構成される、項目６に記載の電気外科手術ペンシル。
（項目８）
　上記アクチュエータは、上記ナブに対して、遠位、近位、および実質的に整列した位置
のうちの１つに配置される、項目６に記載の電気外科手術ペンシル。
（項目９）
　上記強度制御器は、上記筐体に形成された触覚特徴に動作可能に係合するように構成さ
れるバネレバーアセンブリを含む、項目２に記載の電気外科手術ペンシル。
（項目１０）
　上記バネレバーアセンブリは、レバーと、該レバーを上記触覚特徴と接触させて維持す
るための付勢部材とを含む、項目９に記載の電気外科手術ペンシル。
（項目１１）
　上記レバーは、上記ナブとは反対側に、上記強度制御器の本体部分に枢動可能に接続さ
れる、項目１０に記載の電気外科手術ペンシル。
（項目１２）
　上記付勢部材は、バネである、項目１０に記載の電気外科手術ペンシル。
（項目１３）
　上記レバーの先端は、上記ナブに対して、遠位、近位、および実質的に整列した位置の
うちの１つに配置される、項目１２に記載の電気外科手術ペンシル。
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（項目１４）
　電気外科手術エネルギー源への接続のために構成される電気外科手術デバイスであって
、
　筐体と、
　該筐体内に支持される電気回路であって、該電気回路は、該電気外科手術エネルギー源
に接続可能である、電気回路と、
　該筐体上で摺動可能に支持される制御器であって、該制御器は、該電気回路に力を加え
て該電気回路の変化に影響を及ぼすことと、該制御器が該筐体に対して移動させられる際
に該電気外科手術デバイスの使用者に触覚フィードバックを提供することとを行うように
構成される、制御器と
　を備えている、電気外科手術デバイス。
（項目１５）
　上記制御器は、該制御器の表面から延在し、上記電気回路に接触するように寸法決定さ
れているナブを含む、項目１４に記載の電気外科手術デバイス。
（項目１６）
　上記電気回路は、送達されている電気外科手術エネルギーの強度およびモードのうちの
少なくとも１つを制御することが可能な分圧器ネットワークであり、上記ナブは、上記制
御器が上記筐体に対して移動させられる際に、該分圧器ネットワークに接触し、送達され
ている電気外科手術エネルギーの該強度およびモードのうちの少なくとも１つの変化に影
響を及ぼすように構成されている、項目１５に記載の電気外科手術デバイス。
（項目１７）
　上記制御器は、上記筐体に形成された触覚特徴に動作可能に係合するように構成される
、バネプランジャアセンブリを含む、項目１５に記載の電気外科手術デバイス。
（項目１８）
　上記バネプランジャアセンブリは、ステムと付勢部材とを含む、項目１７に記載の電気
外科手術デバイス。
（項目１９）
　上記ステムは、上記ナブとは反対側に配置され、アクチュエータを保持するように構成
される、項目１８に記載の電気外科手術デバイス。
（項目２０）
　上記付勢部材は、上記アクチュエータを上記筐体上に形成された上記触覚特徴と接触さ
せて維持するように構成される、項目１９に記載の電気外科手術デバイス。
（項目２１）
　上記アクチュエータは、上記ナブに対して、遠位、近位、および実質的に整列した位置
のうちの１つに配置される、項目１９に記載の電気外科手術デバイス。
（項目２２）
　上記制御器は、上記筐体に形成された触覚特徴に動作可能に係合するように構成される
、バネレバーアセンブリを含む、項目１５に記載の電気外科手術デバイス。
（項目２３）
　上記バネレバーアセンブリは、レバーと、上記レバーを上記触覚特徴と接触させて維持
するための付勢部材とを含む、項目２２に記載の電気外科手術デバイス。
（項目２４）
　上記レバーは、上記ナブとは反対側で、上記強度制御器の本体部分に枢動可能に接続さ
れる、項目２３に記載の電気外科手術デバイス。
（項目２５）
　上記付勢部材は、バネである、項目２３に記載の電気外科手術デバイス。
（項目２６）
　上記レバーの先端は、上記ナブに対して、遠位、近位、および実質的に整列した位置の
うちの１つに配置される、項目２５に記載の電気外科手術デバイス。
（項目２７）



(34) JP 2011-516161 A 2011.5.26

　電気外科手術ペンシルであって、
　細長い筐体であって、該細長い筐体から遠位方向に延在する電気焼灼電極を支持するよ
うに構成される、細長い筐体と、
　該筐体上に支持される少なくとも１つの分圧器ネットワークであって、該電気焼灼電極
に送達されている電気外科手術エネルギーの強度およびモードのうちの少なくとも１つを
制御するために、電気外科手術エネルギー源に電気的に接続するように動作可能である、
少なくとも１つの分圧器ネットワークと、
　筐体上で摺動可能に支持される強度制御器であって、該強度制御器は、該筐体および該
少なくとも１つの分圧器ネットワークのそれぞれに力を加えるように構成され、該強度制
御器は、該強度制御器が該筐体に対して移動させられる際に該電気外科手術ペンシルの使
用者に触覚フィードバックを提供する、強度制御器と
　を備えている、電気外科手術ペンシル。
（項目２８）
　上記強度制御器は、該強度制御器の本体部分上で枢動可能に支持されるねじりバネを含
み、該ねじりバネは、上記筐体および上記電気回路のうちの少なくとも１つと接触してい
る、項目２７に記載の電気外科手術ペンシル。
（項目２９）
　上記ねじりバネは、上記筐体に形成された触覚特徴との係合のために構成される第１の
脚を含む、項目２８に記載の電気外科手術ペンシル。
（項目３０）
　上記ねじりバネは、上記少なくとも１つの分圧器ネットワークとの係合のために構成さ
れる第２の脚を含む、項目２８に記載の電気外科手術ペンシル。
（項目３１）
　上記ねじりバネは、上記筐体に形成された触覚特徴との係合のために構成される第１の
脚と、上記少なくとも１つの分圧器ネットワークとの係合のために構成される第２の脚と
を含む、項目２８に記載の電気外科手術ペンシル。
（項目３２）
　上記強度制御器は、本体部分上で枢動可能に支持されるリンクアセンブリを含み、上記
リンクアセンブリは、
　上記筐体に形成された触覚特徴との係合のために構成される第１の脚と、
　上記少なくとも１つの分圧器ネットワークとの係合のために構成される第２の脚と
　を含む、項目２７に記載の電気外科手術ペンシル。
（項目３３）
　上記リンクアセンブリは、上記第１の脚を上記筐体に形成された上記触覚特徴と係合し
て維持するため、および上記第２の脚を上記少なくとも１つの分圧器ネットワークと係合
して維持するために、上記第１の脚と上記第２の脚との間に間置される付勢部材をさらに
含む、項目３２に記載の電気外科手術ペンシル。
（項目３４）
　上記付勢部材は、上記第１の脚を上記筐体に形成された上記触覚特徴と係合して維持す
るために構成される、項目３３に記載の電気外科手術ペンシル。
（項目３５）
　上記付勢部材は、上記第２の脚を上記少なくとも１つの分圧器ネットワークと係合して
維持するために構成される、項目３３に記載の電気外科手術ペンシル。
（項目３６）
　電気外科手術エネルギー源への接続のために構成される電気外科手術デバイスであって
、
筐体と、
上記筐体内に支持される電気回路であって、上記電気外科手術エネルギー源に接続可能な
電気回路と、
上記筐体上で摺動可能に支持される制御器であって、上記制御器は、上記筐体および上記
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電気回路のそれぞれに力を加えて上記電気回路の変化に影響を及ぼすとともに、上記制御
器が上記筐体に対して移動させられる際に上記電気外科手術デバイスの使用者に触覚フィ
ードバックを提供するように構成される、制御器と、
を備える、電気外科手術デバイス。
（項目３７）
　上記制御器は、その本体部分上で枢動可能に支持されるねじりバネを含み、上記ねじり
バネは、上記筐体および上記電気回路のうちの少なくとも１つに接触している、項目３６
に記載の電気外科手術デバイス。
（項目３８）
　上記ねじりバネは、上記筐体に形成された触覚特徴との係合のために構成される第１の
脚を含む、項目３７に記載の電気外科手術デバイス。
（項目３９）
　上記ねじりバネは、上記電気回路との係合のために構成される第２の脚を含む、項目３
７に記載の電気外科手術デバイス。
（項目４０）
　上記ねじりバネは、上記筐体に形成された触覚特徴との係合のために構成される第１の
脚と、上記電気回路との係合のために構成される第２の脚とを含む、項目３７に記載の電
気外科手術デバイス。
（項目４１）
　上記制御器は、本体部分上で枢動可能に支持されるリンクアセンブリを含み、上記リン
クアセンブリは、
　上記筐体に形成された触覚特徴との係合のために構成される第１の脚と、
　上記電気回路との係合のために構成される第２の脚と
　を含む、項目３６に記載の電気外科手術デバイス。
（項目４２）
　上記リンクアセンブリは、上記第１の脚を上記筐体に形成された上記触覚特徴と係合し
て維持するため、および上記第２の脚を上記電気回路と係合して維持するために、上記第
１の脚と上記第２の脚との間に間置される付勢部材をさらに含む、項目４１に記載の電気
外科手術デバイス。
（項目４３）
　上記付勢部材は、上記第１の脚を上記筐体に形成された上記触覚特徴と係合して維持す
るために構成される、項目４２に記載の電気外科手術デバイス。
（項目４４）
　上記付勢部材は、上記第２の脚を上記電気回路と係合して維持するために構成される、
項目４２に記載の電気外科手術デバイス。
（項目４５）
　上記電気回路は、上記筐体上で支持される、少なくとも１つの分圧器ネットワークであ
って、電気焼灼電極に送達されている電気外科手術エネルギーの強度およびモードのうち
の少なくとも１つを制御するために、電気外科手術エネルギー源に電気的に接続するよう
に動作可能である、少なくとも１つの分圧器ネットワークを含む、項目３６に記載の電気
外科手術デバイス。
（項目４６）
　電気外科手術ペンシルであって、
　細長い筐体であって、該細長い筐体から遠位方向に延在する電気焼灼電極を支持するよ
うに構成される、細長い筐体と、
　該筐体上で支持される、少なくとも１つの分圧器ネットワークであって、該電気焼灼電
極に送達されている電気外科手術エネルギーの強度およびモードのうちの少なくとも１つ
を制御するために、電気外科手術エネルギー源に電気的に接続するように動作可能である
、少なくとも１つの分圧器ネットワークであって、該少なくとも１つの分圧器ネットワー
クは、複数の触覚向上特徴を画定する、少なくとも１つの分圧器ネットワークと、
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　筐体上で摺動可能に支持される、強度制御器であって、該強度制御器は、該少なくとも
１つの分圧器ネットワークに力を加え、該触覚向上特徴に係合し、該強度制御器が該筐体
に対して移動させられる際に該電気外科手術ペンシルの使用者に触覚フィードバックを提
供するように構成される、強度制御器と
　を備えている、電気外科手術ペンシル。
（項目４７）
　上記少なくとも１つの分圧器ネットワークの少なくとも一部を覆う触覚マスクをさらに
備え、上記触覚マスクは、複数の触覚向上領域を画定する、項目４６に記載の電気外科手
術ペンシル。
（項目４８）
　上記触覚マスクの上記触覚向上特徴は、該触覚向上特徴に形成された少なくとも１つの
開口を含む、項目４７に記載の電気外科手術ペンシル。
（項目４９）
　上記強度制御器は、上記触覚マスクに形成された上記少なくとも１つの開口を通して突
出し、上記少なくとも１つの分圧器ネットワークに選択的に係合するように構成される、
触覚フィードバック伝達特徴を含む、項目４８に記載の電気外科手術ペンシル。
（項目５０）
　上記触覚フィードバック伝達特徴は、上記触覚マスクの上記開口内で選択的に位置付け
可能である、アクチュエータおよびナブのうちの少なくとも１つを含む、項目４９に記載
の電気外科手術ペンシル。
（項目５１）
　上記アクチュエータおよびナブのうちの上記少なくとも１つは、上記触覚マスクに向か
った方向に、上記強度制御器の表面から延在する、項目５０に記載の電気外科手術ペンシ
ル。
（項目５２）
　上記触覚フィードバック伝達特徴は、上記触覚フィードバック伝達特徴を上記分圧器ネ
ットワークおよび上記触覚マスクのうちの少なくとも１つと接触させて維持するための付
勢部材を含む、バネプランジャアセンブリをさらに備える、項目４９に記載の電気外科手
術ペンシル。
（項目５３）
　上記触覚フィードバック伝達特徴は、上記少なくとも１つの分圧器ネットワークと選択
的に当接するように構成される、項目５２に記載の電気外科手術ペンシル。
（項目５４）
　電気外科手術エネルギー源への接続のために構成される電気外科手術デバイスであって
、
筐体と、
　該筐体内に支持される、電気回路であって、該電気外科手術エネルギー源に接続可能で
ある電気回路であって、該電気回路には、少なくとも１つの触覚向上特徴が提供される、
電気回路と、
　該筐体上で摺動可能に支持される、制御器であって、該制御器は、該電気回路に力を加
えて該電気回路の変化に影響を及ぼすとともに、該筐体の表面に力を加え、該触覚向上特
徴に係合し、該制御器が該筐体に対して移動させられる際に該電気外科手術デバイスの使
用者に触覚フィードバックを提供するように構成される、制御器と
　を備えている、電気外科手術デバイス。
（項目５５）
　上記電気回路の少なくとも一部を覆う触覚マスクをさらに備え、上記触覚マスクは、複
数の触覚向上領域を画定する、項目５４に記載の電気外科手術デバイス。
（項目５６）
　上記触覚マスクの上記触覚向上特徴は、そこに形成された少なくとも１つの開口を含む
、項目５５に記載の電気外科手術デバイス。
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（項目５７）
　上記制御器は、上記触覚マスクに形成された上記少なくとも１つの開口を通して突出し
、上記電気回路に選択的に係合するように構成される、触覚フィードバック伝達特徴を含
む、項目５６に記載の電気外科手術デバイス。
（項目５８）
　上記触覚フィードバック伝達特徴は、上記触覚マスクの上記開口内で選択的に位置付け
可能である、アクチュエータおよびナブのうちの少なくとも１つを含む、項目５７に記載
の電気外科手術デバイス。
（項目５９）
　上記アクチュエータおよびナブのうちの少なくとも１つは、上記触覚マスクに向かった
方向に、上記制御器の表面から延在する、項目５８に記載の電気外科手術デバイス。
（項目６０）
　上記触覚フィードバック伝達特徴は、上記触覚フィードバック伝達特徴を上記電気回路
および上記触覚マスクのうちの少なくとも１つと接触して維持するための付勢部材を含む
、バネプランジャアセンブリをさらに備える、項目５７に記載の電気外科手術デバイス。
（項目６１）
　上記触覚フィードバック伝達特徴は、上記電気回路と選択的に当接するように構成され
る、項目６０に記載の電気外科手術デバイス。
（項目６２）
　上記電気回路は、少なくとも１つの分圧器ネットワークを含む、項目５５に記載の電気
外科手術デバイス。
（項目６３）
　電気外科手術ペンシルであって、
　細長い筐体であって、該細長い筐体から遠位方向に延在する電気焼灼電極を支持するよ
うに構成される、細長い筐体と、
　該筐体上に支持される、少なくとも１つの分圧器ネットワークであって、該電気焼灼電
極に送達されている電気外科手術エネルギーの強度およびモードのうちの少なくとも１つ
を制御するために、電気外科手術エネルギー源に電気的に接続するように動作可能である
、少なくとも１つの分圧器ネットワークと、
　該筐体上で摺動可能に支持される、強度制御器であって、該強度制御器は、該少なくと
も１つの分圧器ネットワークに力を加え、該強度制御器が該筐体に対して移動させられる
際に該電気外科手術ペンシルの使用者に触覚フィードバックを提供するように構成される
、強度制御器と
　を備える、電気外科手術ペンシル。
（項目６４）
　上記強度制御器は、その本体部分に枢動可能に接続され、上記筐体および上記少なくと
も１つの分圧器ネットワークに接触可能なレバーを含む、項目６３に記載の電気外科手術
ペンシル。
（項目６５）
　上記レバーは、上記筐体に形成された触覚特徴との係合のために構成される第１の端部
を含む、項目６４に記載の電気外科手術ペンシル。
（項目６６）
　上記レバーは、上記少なくとも１つの分圧器ネットワークとの係合のために構成される
第２の端部を含む、項目６５に記載の電気外科手術ペンシル。
（項目６７）
　上記強度制御器は、上記レバーの第１の端部を上記筐体に形成された上記触覚特徴と接
触させて維持するように構成される、付勢部材を含む、項目６５に記載の電気外科手術ペ
ンシル。
（項目６８）
　上記強度制御器は、上記レバーの第２の端部を上記少なくとも１つの分圧器ネットワー
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クと接触させて維持するように構成される、付勢部材を含む、項目６６に記載の電気外科
手術ペンシル。
（項目６９）
　上記強度制御器は、上記レバーの第１の端部を上記筐体に形成された上記触覚特徴と接
触させて維持するとともに、上記レバーの第２の端部を上記少なくとも１つの分圧器ネッ
トワークと接触させて維持するように構成される、付勢部材を含む、項目６４に記載の電
気外科手術ペンシル。
（項目７０）
　上記付勢部材は、コイルバネ、引張バネ、および圧縮バネのうちの１つである、項目６
９に記載の電気外科手術ペンシル。
（項目７１）
　上記触覚特徴は、１つ以上の隣接する戻り止めを含む、項目６９に記載の電気外科手術
ペンシル。
（項目７２）
　上記１つ以上の隣接する戻り止めの中への上記レバーの上記第１の端部の移動は、上記
レバーの上記第２の端部を上記少なくとも１つの分圧器ネットワークに実質的に当接させ
る、項目７１に記載の電気外科手術ペンシル。
（項目７３）
　電気外科手術エネルギー源への接続のために構成される電気外科手術デバイスであって
、
筐体と、
　該筐体内に支持される、電気回路であって、該電気外科手術エネルギー源に接続可能な
電気回路と、
　該筐体上で摺動可能に支持される、制御器であって、該制御器は、該電気回路に力を加
えて該電気回路の変化に影響を及ぼすとともに、該筐体の表面に力を加え、該制御器が該
筐体に対して移動させられる際に該電気外科手術デバイスの使用者に触覚フィードバック
を提供するように構成される、制御器と
　を備える、電気外科手術デバイス。
（項目７４）
　上記電気回路は、送達されている電気外科手術エネルギーの強度およびモードのうちの
少なくとも１つを制御することができる、少なくとも１つの分圧器ネットワークを備え、
上記制御器は、その本体部分に枢動可能に接続され、上記筐体および上記少なくとも１つ
の分圧器ネットワークに接触可能であるレバーを含む、項目７３に記載の電気外科手術デ
バイス。
（項目７５）
　上記レバーは、上記筐体に形成された触覚特徴との係合のために構成される第１の端部
を含む、項目７４に記載の電気外科手術デバイス。
（項目７６）
　上記レバーは、上記少なくとも１つの分圧器ネットワークとの係合のために構成される
第２の端部を含む、項目７５に記載の電気外科手術デバイス。
（項目７７）
　上記制御器は、上記レバーの第１の端部を上記筐体に形成された上記触覚特徴と接触さ
せて維持するように構成される、付勢部材を含む、項目７５に記載の電気外科手術デバイ
ス。
（項目７８）
　上記制御器は、上記レバーの第２の端部を上記少なくとも１つの分圧器ネットワークと
接触させて維持するように構成される、付勢部材を含む、項目７６に記載の電気外科手術
デバイス。
（項目７９）
　上記制御器は、上記レバーの第１の端部を上記筐体に形成された上記触覚特徴と接触さ
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せて維持するとともに、上記レバーの第２の端部を上記少なくとも１つの分圧器ネットワ
ークと接触させて維持するように構成される、付勢部材を含む、項目７４に記載の電気外
科手術デバイス。
（項目８０）
　上記付勢部材は、コイルバネ、引張バネ、および圧縮バネのうちの１つである、項目７
９に記載の電気外科手術デバイス。
（項目８１）
　上記触覚特徴は、１つ以上の隣接する戻り止めを含む、項目７９に記載の電気外科手術
デバイス。
（項目８２）
　上記１つ以上の隣接する戻り止めの中への上記レバーの上記第１の端部の移動は、上記
レバーの上記第２の端部を上記少なくとも１つの分圧器ネットワークに実質的に当接させ
る、項目８１に記載の電気外科手術デバイス。
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