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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用者からの入力を受け付ける操作入力部と、術具が取り付けられ前記術具を動作させ
る動作部と、を備えた手術支援装置であって、
　前記術具は、
　処置対象物に対して処置を行う処置部と、
　前記処置部が一端に設けられた長尺の軟性挿入部と、
　前記軟性挿入部に固定され前記処置部にワイヤを介して連結され、前記使用者による操
作を受け付ける操作部と、
を有し、
　前記操作入力部は、
　前記操作部に取り付けられる被検出体と、
　前記被検出体を検出する検出装置と、
を備え、
　前記検出装置は、前記操作部に対して所定の位置関係を有して設定された原点を基準と
する座標系を用いて、前記被検出体の位置と姿勢との少なくともいずれかを特定可能な情
報を算出し、
　前記操作入力部は、前記検出装置からの前記情報に基づいて、操作指令を算出し、前記
操作指令を前記動作部へ出力し、
　前記動作部は、前記操作指令に基づき、前記動作部の位置と姿勢との少なくともいずれ
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かを変更するように動作することで、前記術具の位置と姿勢との少なくともいずれかを変
更させ、
　前記操作部は、前記操作によって生じた動力を前記ワイヤを介して前記処置部へ機械的
に伝達することで前記処置部を動作させる、
ことを特徴とする手術支援装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の手術支援装置であって、
　前記被検出体は、
　　前記操作部に取り付けられる本体部と、
　　前記本体部に設けられたマーカと、
　　を有し、
　前記検出装置は、前記マーカを用いて前記情報を算出する
　ことを特徴とする手術支援装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の手術支援装置であって、
　前記被検出体は、前記術具を前記検出装置に識別させる標識部を有し、
　前記検出装置は、前記標識部を認識して前記術具と他の術具とを識別し、前記情報を算
出するための座標系の原点を前記標識部に応じて設定する
　ことを特徴とする手術支援装置。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか一項に記載の手術支援装置であって、
　前記動作部は、前記操作指令に基づいて位置と姿勢との少なくともいずれかが制御され
るスレーブアームを有し、
　前記スレーブアームは、前記軟性挿入部が挿入され前記スレーブアームの遠位端部に開
口された中空部を有し、
　前記処置部は、前記中空部の遠位端部に設けられた開口から突没する
　ことを特徴とする手術支援装置。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一項に記載の手術支援装置であって、
　前記動作部は、
　　前記操作指令に基づいて位置と姿勢との少なくともいずれかが制御されるスレーブア
ームと、
　　前記スレーブアームに設けられ前記術具が取り付けられる取付部と、
　　前記取付部に設けられ前記操作指令に基づいて位置と姿勢との少なくともいずれかが
制御され前記処置部を移動させる処置部移動機構と、
　　を有する
　ことを特徴とする手術支援装置。
【請求項６】
　請求項１、請求項４、及び請求項５のいずれか一項に記載の手術支援装置であって、
　前記被検出体は、前記操作部に取り付けられるアダプタを有し、
　前記検出装置は、
　　前記アダプタに連結された多関節アームと、
　　前記多関節アームの位置及び姿勢を検知して前記情報として出力する位置姿勢検知部
と、
　　を有する
　ことを特徴とする手術支援装置。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか一項に記載の手術支援装置であって、前記被検出体は滅菌可
能であることを特徴とする手術支援装置。
【請求項８】
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　請求項１から６のいずれか一項に記載の手術支援装置であって、前記被検出体は滅菌可
能な部材を介して前記操作部に取り付けられることを特徴とする手術支援装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遠隔操作により操作される手術支援装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、手術に使用される医療器具として、処置具が挿入される処置具チャンネルを備え
た電動内視鏡が知られている（例えば特許文献１参照）。
　特許文献１に記載の医療器具は、ジョイスティックを使用して電動内視鏡の湾曲部を湾
曲させ、また、処置具チャンネルに種々の処置具を挿入することにより、手術をすること
ができるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第４６７２０３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載の医療器具においては、電動内視鏡の湾曲部の操作と
処置具の操作が独立しているため、片手でジョイスティックの操作をしながら処置具を動
作させることは難しく、また、電動内視鏡の湾曲部の位置及び姿勢と、処置具の位置及び
姿勢との対応関係が分かりにくく、直感的な操作が困難である。
【０００５】
　本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであって、その目的は、直感的かつ容易
に操作できる手術支援装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、この発明は以下の手段を提案している。
　本発明の手術支援装置は、使用者からの入力を受け付ける操作入力部と、術具が取り付
けられ前記術具を動作させる動作部と、を備えた手術支援装置であって、前記術具は、処
置対象物に対して処置を行う処置部と、前記処置部が一端に設けられた長尺の軟性挿入部
と、前記軟性挿入部に固定され前記処置部にワイヤを介して連結され、前記使用者による
操作を受け付ける操作部と、を有し、前記操作入力部は、前記操作部に取り付けられる被
検出体と、前記被検出体を検出する検出装置と、を備え、前記検出装置は、前記操作部に
対して所定の位置関係を有して設定された原点を基準とする座標系を用いて、前記被検出
体の位置と姿勢との少なくともいずれかを特定可能な情報を算出し、前記操作入力部は、
前記検出装置からの前記情報に基づいて、操作指令を算出し、前記操作指令を前記動作部
へ出力し、前記動作部は、前記操作指令に基づき、前記動作部の位置と姿勢との少なくと
もいずれかを変更するように動作することで、前記術具の位置と姿勢との少なくともいず
れかを変更させ、前記操作部は、前記操作によって生じた動力を前記ワイヤを介して前記
処置部へ機械的に伝達することで前記処置部を動作させる、ことを特徴とする手術支援装
置である。
【０００７】
　また、前記被検出体は、前記操作部に取り付けられる本体部と、前記本体部に設けられ
たマーカと、を有し、前記検出装置は、前記マーカを用いて前記情報を算出してもよい。
【０００９】
　また、前記被検出体は、前記術具を前記検出装置に識別させる標識部を有し、前記検出
装置は、前記標識部を認識して前記術具と他の術具とを識別し、前記情報を算出するため



(4) JP 6323974 B2 2018.5.16

10

20

30

40

50

の座標系の原点を前記標識部に応じて設定してもよい。
【００１０】
　また、前記動作部は、前記操作指令に基づいて位置と姿勢との少なくともいずれかが制
御されるスレーブアームを有し、前記スレーブアームは、前記軟性挿入部が挿入され前記
スレーブアームの遠位端部に開口された中空部を有し、前記処置部は、前記中空部の遠位
端部に設けられた開口から突没してもよい。
【００１１】
　また、前記動作部は、前記操作指令に基づいて位置と姿勢との少なくともいずれかが制
御されるスレーブアームと、前記スレーブアームに設けられ前記術具が取り付けられる取
付部と、前記取付部に設けられ前記操作指令に基づいて位置と姿勢との少なくともいずれ
かが制御され前記処置部を移動させる処置部移動機構とを有していてもよい。
【００１２】
　また、前記被検出体は、前記操作部に取り付けられるアダプタを有し、前記検出装置は
、前記アダプタに連結された多関節アームと、前記多関節アームの位置及び姿勢を検知し
て前記情報として出力する位置姿勢検知部と、を有していてもよい。
【００１３】
　また、前記被検出体は滅菌可能であってもよい。
【００１４】
　また、前記被検出体は滅菌可能な部材を介して前記操作部に取り付けられてもよい。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の手術支援装置によれば、直感的かつ容易に操作できる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第１実施形態の手術支援装置を示す全体図である。
【図２】同手術支援装置とともに使用される術具の模式図である。
【図３】同手術支援装置における検出装置のブロック図である。
【図４】同手術支援装置におけるスレーブマニピュレータの一部を示す模式図である。
【図５】同手術支援装置における制御装置及びスレーブアームのブロック図である。
【図６】同手術支援装置の使用時の動作を示す模式図である。
【図７】同手術支援装置の使用時の動作を示す模式図である。
【図８】同実施形態の変形例の構成を示す模式図である。
【図９】同変形例の構成を示す模式図である。
【図１０】同変形例の構成を示す模式図である。
【図１１】同変形例の構成を示す模式図である。
【図１２】同変形例の構成を示す模式図である。
【図１３】同実施形態の他の変形例を示す模式図である。
【図１４】本発明の第２実施形態の手術支援装置の一部を示す模式図である。
【図１５】同実施形態の他の構成例を示す模式図である。
【図１６】同実施形態のさらに他の構成例を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
（第１実施形態）
　本発明の第１実施形態の手術支援装置について説明する。図１は、本実施形態の手術支
援装置を示す全体図である。図２は、手術支援装置とともに使用される術具の模式図であ
る。図３は、手術支援装置における検出装置のブロック図である。図４は、手術支援装置
におけるスレーブマニピュレータの一部を示す模式図である。図５は、手術支援装置にお
ける制御装置及びスレーブアームのブロック図である。
【００１８】
　図１に示すように、手術支援装置１は、マスタマニピュレータ２（操作入力部）、スレ
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ーブマニピュレータ２０（動作部）、表示装置２９、及び制御装置３０を備える。また、
手術支援装置１は、公知の軟性処置具を術具１００として取り付けることができるように
なっている。
【００１９】
　術具１００の構成は特に限定されないが、例えば、手術支援装置１に取り付けて使用さ
れる術具１００は、図２に示すように、処置部１０１と、挿入部１１０と、操作部１２０
とを備える。
　処置部１０１は、鉗子、針、高周波ナイフなど、生体組織に対して処置を行う公知の構
成を適宜選択して採用することができる。本実施形態では、処置部１０１は、操作部１２
０における操作によって動作する。処置部１０１の動作は、例えば鉗子が開閉したり、針
が挿入部１１０から突没したり、高周波ナイフに高周波電流が通電されたりする等である
。以下では、処置部１０１として開閉動作可能な鉗子１０２が設けられている例を用いて
説明する。
【００２０】
　鉗子１０２は、ピン１０３により互いに回動自在に連結された一対の鉗子片１０２ａ、
１０２ｂを有する。さらに、各鉗子片１０２ａ、１０２ｂには、各鉗子片１０２ａ、１０
２ｂをピン１０３の中心軸線回りに回動させるためのワイヤ１０４が連結されている。ワ
イヤ１０４は、一端が鉗子１０２に連結されているとともに、挿入部１１０内に挿通され
、操作部１２０に連結されている。
【００２１】
　挿入部１１０は、軟性の筒状部材である。本実施形態では、挿入部１１０の構成は筒状
であれば特に限定されないが、たとえば、挿入部１１０は、金属線がコイル状に巻かれた
コイルシースと、コイルシースを被覆する被覆部材とを有している。鉗子片１０２ａ、１
０２ｂに連結された上述のワイヤ１０４は、挿入部１１０内に挿通されている。
【００２２】
　操作部１２０は、挿入部１１０に固定されている。具体的には、操作部１２０は、挿入
部１１０が先端に固定された棒状の操作本体１２１と、操作本体１２１に連結されワイヤ
１０４に固定されたスライダ１２５とを備える。
【００２３】
　操作本体１２１は、スライダ１２５を進退自在に保持するレール部１２２を有し、挿入
部１１０が固定された側の端と反対側の端に、使用者の指を掛ける指掛け部１２３が設け
られている。
【００２４】
　スライダ１２５は、使用者の指を掛けることができる窪みが外周面に形成された略円柱
状の部材である。操作本体１２１に対してスライダ１２５を進退移動させることにより、
挿入部１１０内でワイヤ１０４が進退する。
【００２５】
　術具１００は、少なくとも処置部１０１が滅菌可能とされている。また、術具１００の
全体が滅菌可能であってもよい。
【００２６】
　図１に示すマスタマニピュレータ２は、使用者の動きに応じてスレーブマニピュレータ
２０を動作させるために設けられている。マスタマニピュレータ２は、術具１００に取り
付けられる被検出体３と、被検出体３を検出する検出装置１０とを備える。また、本実施
形態では、マスタマニピュレータ２と、制御装置３０における変換処理部３１とによって
、スレーブマニピュレータ２０を動作させるための操作指令を発する操作入力部が構成さ
れている。
【００２７】
　被検出体３は、使用者が術具１００の操作部１２０を把持した際に邪魔にならない位置
に取り付けられる。例えば、本実施形態では、被検出体３は、操作本体１２１と挿入部１
１０との接続部分の近傍に着脱可能に固定される。被検出体３は、操作部１２０に取り付
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けられる本体部４と、本体部４に設けられたマーカ５とを有する。また、被検出体３は、
全体が滅菌可能となっている。被検出体３は、たとえば、高圧蒸気滅菌、エチレンオキサ
イドガス滅菌、アルコールやホルマリン等の薬液による滅菌、紫外線滅菌等の少なくとも
何れかまたはその他の滅菌方法により滅菌可能となるように、材料が適宜選択される。
　被検出体３の形状は特に限定されない。例えば、被検出体３は、直方体状や球状等の形
状とすることができる。被検出体３を滅菌可能とすることで、清潔状態の医師等が被検出
体３に触れることが可能となる。これにより、清潔状態の医師等が被検出体３を操作し、
被検出体３を操作する医師等がそのまま清潔野で作業することができる。その結果、手術
等の処置がより安全かつ効率的になる。
【００２８】
　本体部４は、外面にマーカ５が設けられた部材である。本体部４に設けられたマーカ５
は、本体部４の外面において互いに離間する３箇所以上に設けられている。各マーカ５は
、所定の色及び形状を有している。たとえば、本実施形態では、本体部４には同形同大同
色の複数のマーカ５が設けられている。各マーカ５は、例えば印刷等によって本体部４の
外面に形成される。
【００２９】
　マーカ５は、本体部４に対して位置決めされて配置されている。このため、マーカ５の
位置及び姿勢は、本体部４の位置及び姿勢に対応している。また、本体部４は操作部１２
０の操作本体１２１に固定されるので、マーカ５の位置及び姿勢は、操作部１２０の位置
及び姿勢に対応している。
　さらに、マーカ５が本体部４に３つ設けられている場合、３つのマーカ５は、各マーカ
５を頂点とする三角形の三辺の長さが互いに異なるように配置されている。これにより、
各マーカ５の相対位置関係により本体部４の姿勢を一意に特定することができる。各マー
カ５は、本体部４の外面において、平面状の部分や曲面状の部分に設けられる。
【００３０】
　また、あるマーカ５が操作中に障害物等により検出装置１０に対して遮蔽された場合に
対応できるよう、マーカ５が余分に本体部４に設けられていてもよい。あるマーカ５が遮
蔽された場合は、余分に設けられたマーカ５を用いて位置・姿勢を求める。
　なお、３つ若しくはそれ以上のマーカ５が一枚のシート上に配され当該シートが本体部
４の外面に貼り付けられていてもよい。
【００３１】
　図３に示すように、検出装置１０は、撮影部１１と、画像認識部１２と、出力部１３と
を備える。
　撮影部１１は、被検出体３が取り付けられた術具１００が使用者によって使用されてい
るときの被検出体３を撮影する装置である。撮影部１１の撮影視野は、手術支援装置１の
使用時において使用者によって被検出体３が移動される空間（以下、「作業空間Ｑ１」と
称する。）の全体を撮影することができるように設定されている。また、撮影部１１は、
作業空間Ｑ１に対して所定の一方向から撮影をする第一のカメラと、上記所定の一方向と
は別の方向から撮影をする第二のカメラとを少なくとも備えている。これにより、撮影部
１１は、作業空間Ｑ１内に位置する被検出体３に対して、互いにアングルが異なる少なく
とも２画像を同時に撮影することができる。なお、撮影部１１は、３以上のカメラを有し
ていてもよい。また、撮影部１１は、被検出体３とカメラとの間に使用者自身若しくは他
の障害物が入り込んだ場合を想定して予備のカメラを備えた冗長構成を有していてもよい
。撮影部１１は、撮影された画像を、画像認識部１２へと出力する。
【００３２】
　画像認識部１２は、撮影された画像から、画像認識処理によりマーカ５を認識する。さ
らに、画像認識部１２は、作業空間Ｑ１内における各マーカ５の位置関係からマーカ５の
位置及び姿勢を座標情報として算出し、出力部１３へ出力する。画像認識部１２において
算出される座標情報は、被検出体３に固有の座標系を用いた座標情報（以下、「第一座標
情報Ａ」と称する。図２参照）である。
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【００３３】
　出力部１３は、画像認識部１２において算出された第一座標情報Ａを、制御装置３０の
変換処理部３１へ出力する。本実施形態において、出力部１３から出力される第一座標情
報Ａは、被検出体３の位置及び姿勢を変換処理部３１が特定するための情報である。出力
部１３からは、被検出体３が作業空間Ｑ１内で移動しているか否かに関わらず、所定の発
信タイミングに従って第一座標情報Ａが出力される。
【００３４】
　図１及び図４に示すように、スレーブマニピュレータ２０は、内視鏡装置及び上記術具
１００（以下、「術具１００等」と総称する場合がある。）が取り付けられたスレーブア
ーム２１と、術具１００等及びスレーブアーム２１を動作させるアクチュエータ（不図示
）とを備える。スレーブマニピュレータ２０に設けられた各アクチュエータは、制御装置
３０から出力される駆動信号に従って動作する。
　スレーブマニピュレータ２０に設けられた内視鏡装置は、処置対象物や術具１００の画
像を取得して表示装置２９へと出力する。
【００３５】
　スレーブアーム２１は、術具１００を取り付けるための取付部２２を有している。取付
部２２は、挿入部１１０が挿入される中空部２３と、処置部１０１の向きを変更するため
の処置部移動機構２４とを有する。
【００３６】
　中空部２３は、スレーブアーム２１の近位端部と遠位端部とに開口されている。また、
スレーブアーム２１の近位端部に配された中空部２３の開口２３ａには、挿入部１１０を
固定するための固定部２８が設けられている。また、スレーブアーム２１の遠位端部に形
成された開口２３ｂからは、術具１００の処置部１０１が突没するようになっている。
【００３７】
　処置部移動機構２４は、術具１００の挿入部１１０の遠位端部を保持する保持部２５と
、保持部２５を屈曲動作させるためのアクチュエータ２６とを有する。
【００３８】
　保持部２５は、スレーブアーム２１の遠位端に設けられている。また、保持部２５は、
たとえば挿入部１１０の外面に係合するクリップ等を有する。当該クリップ等が設けられ
ていることにより、挿入部１１０の中心軸線回りに無用に処置部１０１が回転してしまう
のを防止できる。なお、挿入部１１０の外面に係合するクリップ等に代えて、挿入部１１
０の外面を支持する壁部や筒状部等が保持部２５に形成されていてもよい。この場合、保
持部２５に対して必要に応じて処置部１０１を進退させたり回転させたりすることができ
る。
【００３９】
　保持部２５には、挿入部１１０のどこを取り付けても構わないが、本実施形態では、挿
入部１１０の外面であって処置部１０１に対して僅かに近位側を保持部２５に取り付ける
ようになっている。また、本実施形態では、保持部２５は、保持部２５に術具１００が取
り付けられた状態における処置部１０１の僅かに近位側において屈曲するようになってい
る。また、保持部２５は、作業者の手作業によって挿入部１１０が取り付けられるように
なっていてもよい。また、保持部２５は、たとえば図示しない他の動力源によって移動す
るクリップを有して遠隔操作により挿入部１１０が取り付けられるようになっていてもよ
い。以下では、遠隔操作によってクリップが動作して挿入部１１０を着脱する構成を有し
ているものとして説明する。
【００４０】
　本実施形態では、アクチュエータ２６は、スレーブアーム２１の内部に配され、コネク
ティングロッド２７を介して保持部２５に接続されている。
【００４１】
　また、スレーブアーム２１には、スレーブアーム２１の位置及び姿勢並び処置部移動機
構２４の位置及び姿勢を検出するための位置姿勢検出手段３８（図５参照）が設けられて
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いる。位置姿勢検出手段３８は、例えば、スレーブアーム２１自身や処置部移動機構２４
の各関節軸に設けられたエンコーダなどである。これらの関節変位量から、運動学を解く
ことでスレーブアーム２１の位置及び姿勢並びに保持部２５に保持された処置部１０１の
位置及び姿勢を算出することができる。
【００４２】
　図１に示すように、表示装置２９は、マスタマニピュレータ２の検出装置１０と同じ土
台に取り付けられており、使用者の前方に設置されている。表示装置２９は、内視鏡装置
によって取得された画像を表示する表示パネルを有している。表示パネルは、液晶パネル
や有機ＥＬパネル等を適宜選択して採用することができる。また、表示パネルは、立体視
可能な画像を表示するパネルであってもよい。立体視可能な画像を表示するパネルは、専
用のメガネにより右目用と左目用の画像が分離可能な構成や、裸眼立体視が可能な構成な
どを採用することができる。
【００４３】
　図１及び図５に示すように、制御装置３０は、検出装置１０と接続された変換処理部３
１と、変換処理部３１と接続されているとともにスレーブマニピュレータ２０の各アクチ
ュエータ２６に接続されたスレーブ制御部３４と、変換処理部３１及びスレーブ制御部３
４に接続された記憶部３７とを備える。
【００４４】
　変換処理部３１は、図３に示す検出装置１０から出力された第一座標情報Ａを受け付け
る情報取得部３２と、情報取得部３２に接続された操作指令生成部３３とを備える。
【００４５】
　情報取得部３２は、被検出体３（図１参照）に固有の座標系を用いて算出された第一座
標情報Ａを取得して操作指令生成部３３へと出力する。
【００４６】
　操作指令生成部３３には、図３に示す検出装置１０から出力された被検出体３の第一座
標情報Ａが情報取得部３２を介して入力される。被検出体３の第一座標情報Ａは上記所定
の発信タイミングに従って操作指令生成部３３に入力され、操作指令生成部３３における
被検出体３のトラッキング情報として操作指令生成部３３に取得される。
【００４７】
　操作指令生成部３３は、被検出体３のトラッキング情報の座標系を、被検出体３が取り
付けられた操作部１２０の座標系へと変換する座標系変換機能を有している。操作部１２
０の座標系は、被検出体３におけるマーカ５の位置および操作部１２０の形状によって定
まる座標系であり、本実施形態では、操作本体１２１と挿入部１１０との接続位置を原点
とする三次元座標系である。操作部１２０の座標系を特定するための情報は、術具情報と
して記憶部３７に記憶されており、操作指令生成部３３により適宜参照される。これによ
り、被検出体３のトラッキング情報における第一座標情報Ａは、操作本体１２１と挿入部
１１０との接続位置を原点とする三次元座標系に従った座標情報（以下、「第二座標情報
Ｂ」と称する。図２参照）へと変換される。
　例えば、座標系の変換は、下記式１に示すように変換行列を用いて行なうことができる
。
【００４８】
【数１】

【００４９】
　上記式１において、｛Ｐｍ｝は被検出体３に固有の座標系に基づいた被検出体３の座標
であり、｛Ｔ｝、は術具情報に基づく既知の変換行列であり、｛Ｐｓ｝は操作本体１２１
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と挿入部１１０との接続位置を原点とする操作部１２０の座標である。
【００５０】
　操作指令生成部３３は、図１に示すスレーブマニピュレータ２０及び術具１００を動作
させるための操作指令をスレーブ制御部３４に対して出力する。操作指令生成部３３が発
する操作指令は、例えば、操作対象となるスレーブアーム２１及び術具１００の移動後の
位置及び姿勢を示す第二座標情報Ｂを含む。
【００５１】
　スレーブ制御部３４は、変換処理部３１に接続された逆運動学計算部３５と、逆運動学
計算部３５に接続された駆動量生成部３６とを備える。
【００５２】
　逆運動学計算部３５は、スレーブマニピュレータ２０に設けられた位置姿勢検出手段３
８から、スレーブマニピュレータ２０のトラッキング情報を取得する。スレーブマニピュ
レータ２０のトラッキング情報とは、術具１００及びスレーブアーム２１の位置及び姿勢
並びに術具１００に設けられた処置部１０１の位置及び姿勢を示す座標情報（以下「第三
座標情報Ｃ」と称する。）である。また、本実施形態では、スレーブマニピュレータ２０
のトラッキング情報における座標系は、保持部２５に対して僅かに遠位側の位置を原点と
する三次元座標系とされている。また、術具１００を保持部２５に取り付けた状態におい
て、処置部１０１と挿入部１１０との境界部分がスレーブマニピュレータ２０のトラッキ
ング情報における座標系の原点となる。
【００５３】
　なお、本実施形態では、処置部１０１における鉗子片１０２ａ、１０２ｂ（図２参照）
の開閉角度については、スレーブマニピュレータ２０のトラッキング情報に含まれなくて
よい。これは、鉗子片１０２ａ、１０２ｂはワイヤ１０４により操作部１２０のスライダ
１２５に直接連結されているので、鉗子片１０２ａ、１０２ｂの操作感が使用者に直接伝
達されるからである。
【００５４】
　また、逆運動学計算部３５は、操作指令生成部３３からの操作指令に対応して、変換処
理部３１から出力された操作指令を、スレーブマニピュレータ２０における各関節及び術
具１００の移動角度へと変換して駆動量生成部３６へと出力する。
【００５５】
　なお、逆運動学計算部３５は、必要に応じて、第二座標情報Ｂの座標系と第三座標情報
Ｃの座標系とを座標変換により整合させる座標変換機能を有していてもよい。第二座標情
報Ｂの座標系と第三座標情報Ｃの座標系とを座標変換により整合させると、内視鏡画像を
見て処置部１０１を移動させる使用者が直感的に処置部１０１を移動させることができる
。
　また、逆運動学計算部３５は、被検出体３のトラッキング情報における縮尺とスレーブ
マニピュレータ２０のトラッキング情報における縮尺とを整合させる縮尺変換機能を有し
ていてもよい。
　座標変換機能及び縮尺変換機能により、表示装置２９を見て被検出体３を動かす使用者
の動作を、スレーブマニピュレータ２０及び術具１００の動作に適切に反映させることが
できる。
【００５６】
　駆動量生成部３６は、逆運動学計算部３５から出力された移動角度に対応する各アクチ
ュエータ２６の駆動量を規定する駆動信号を、スレーブマニピュレータ２０の各アクチュ
エータ２６へと出力する。
【００５７】
　次に、本実施形態の手術支援装置１の使用時の動作及び作用について説明する。図６及
び図７は、手術支援装置の使用時の動作を示す模式図である。
　手術支援装置１の使用時には、使用者は、図６に示すように、術具１００の挿入部１１
０をスレーブアーム２１の中空部２３内に挿入する。スレーブアーム２１の遠位端側に位
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置する中空部２３の開口２３ｂから処置部１０１が突出した位置で、挿入部１１０の外面
を保持部２５に取り付ける。なお、挿入部１１０を保持部２５に取り付ける作業は、清潔
者が手作業にて行なってもよいし、遠隔操作にて行ってもよい。なお、保持部２５のクリ
ップとスレーブアーム２１の固定部２８との両方を用いて術具１００を固定してもよいし
、保持部２５のクリップとスレーブアーム２１の固定部２８との何れか一方のみにおいて
術具１００を固定してもよい。
【００５８】
　術具１００の使用時には、術具１００の操作部１２０を使用者が把持し、図７に示すよ
うに、必要に応じて操作部１２０を移動させる。すると、操作部１２０に取り付けられた
被検出体３も操作部１２０と一体に移動し、被検出体３に設けられたマーカ５が作業空間
Ｑ１内で移動する。このとき、マーカ５は、図３に示す検出装置１０に設けられた撮影部
１１によって撮影されている。
【００５９】
　検出装置１０は、作業空間Ｑ１内におけるマーカ５の位置及び姿勢を検出し、制御装置
３０の変換処理部３１へと第一座標情報Ａを出力する。
【００６０】
　変換処理部３１では、操作指令生成部３３によって第一座標情報Ａ（被検出体３のトラ
ッキング情報）に基づいて、第一座標情報Ａが座標変換されてなる上記第二座標情報Ｂを
含んだ操作指令（図１参照）が生成される。操作指令生成部３３によって生成された操作
指令は、スレーブ制御部３４の逆運動学計算部３５へと出力される。
【００６１】
　逆運動学計算部３５では、操作指令に含まれる第二座標情報Ｂと、スレーブマニピュレ
ータ２０から取得したスレーブマニピュレータ２０のトラッキング情報（第三座標情報Ｃ
）とを比較する。この比較結果を用いて、逆運動学計算部３５は、スレーブアーム２１の
位置及び姿勢を制御するための各関節の移動角度と、処置部１０１の位置及び姿勢を制御
するための各関節の移動角度とを算出し、駆動量生成部３６へと出力する。
【００６２】
　駆動量生成部３６では、逆運動学計算部３５から出力された移動角度に従って、スレー
ブアーム２１及び術具１００を移動させる各アクチュエータ２６の駆動量を規定する駆動
信号を生成し、スレーブアーム２１及び術具１００を移動させる。
【００６３】
　本実施形態では、術具１００においてスレーブアーム２１の遠位端から突出した部分の
向きを変化させる動作は、保持部２５が屈曲動作することによって行なわれる。また、ス
レーブアーム２１自体を移動させることにより、保持部２５の位置を移動させ、これによ
り術具１００の位置及び姿勢を変えることもできる。
【００６４】
　例えば、図７に示すように、操作部１２０における操作本体１２１の遠位端１２１ａを
回動中心として操作部１２０を回動させるような操作を使用者が行った場合には、スレー
ブアーム２１自体は移動させず、保持部２５のみを屈曲動作させてもよい。
【００６５】
　本実施形態では、第二座標情報Ｂに基づいて処置部１０１の位置及び姿勢が制御される
ので、操作本体１２１と挿入部１１０との接続位置に処置部１０１が固定されているよう
な操作感を得ることができる。すなわち、本実施形態において操作部１２０を操作する使
用者は、操作本体１２１の遠位端に鉗子片１０２ａ、１０２ｂが取り付けられた硬性の器
具と使用しているような操作感で術具１００を使用することができる。
【００６６】
　次に、鉗子片１０２ａ、１０２ｂの開閉制御について説明する。
　図２に示すように、鉗子片１０２ａ、１０２ｂは、ワイヤ１０４に接続されており、鉗
子片１０２ａ、１０２ｂが接続されたワイヤ１０４は、挿入部１１０内を通って操作部１
２０へと延びている。さらに、操作部１２０において、ワイヤ１０４はスライダ１２５に
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接続されている。このため、スライダ１２５を操作本体１２１に対してスライドさせるこ
とによって、鉗子片１０２ａ、１０２ｂが開閉する。一対の鉗子片１０２ａ、１０２ｂに
よって組織等を把持したときの感触は、ワイヤ１０４を通じてスライダ１２５に伝達され
、スライダ１２５を操作する使用者に操作感として伝わる。
【００６７】
　次に、術具１００を着脱して使用する場合について説明する。
　図１に示す手術支援装置１の使用時には、スレーブアーム２１から術具１００を取り外
す場合がある。たとえば、術具１００として生検鉗子を使用している場合には、生検サン
プルを体外へ取り出す際に、スレーブアーム２１を患者から取り外すことなく術具１００
だけを体外へ引きだすことができると作業性がよい。
【００６８】
　このような場合、遠隔操作によって保持部２５（図４参照）のクリップを移動させて保
持部２５と挿入部１１０との固定状態を解除し、さらに、スレーブアーム２１の固定部２
８と術具１００の挿入部１１０との固定をたとえば手作業で解除する。
　なお、保持部２５のクリップとスレーブアーム２１の固定部２８との何れか一方のみに
おいて固定されている場合には、当該一方の固定を解除するだけでよい。
【００６９】
　術具１００の挿入部１１０は軟性なので、スレーブアーム２１の中空部２３から挿入部
１１０を引き抜くだけで、スレーブアーム２１及び保持部２５が屈曲状態にあっても挿入
場が中空部２３から抜ける。また、必要に応じて、挿入部１１０を再度中空部２３内に挿
入することもできる。この場合、挿入部１１０の遠位端に位置する処置部１０１は、術具
１００を引き抜く前と同じ位置へと案内される。その後、保持部２５のクリップを遠隔操
作にて移動させて挿入部１１０を保持部２５に固定し、作業を継続できる。
【００７０】
　以上説明したように、本実施形態の手術支援装置１によれば、被検出体３が術具１００
の操作部１２０に設けられており、被検出体３の位置及び姿勢が検出装置１０によって特
定されて術具１００の位置及び姿勢が制御される。このため、スレーブマニピュレータ２
０の位置及び姿勢の制御と術具１００の位置及び姿勢の制御、さらに術具１００に設けら
れた処置部１０１の操作が使用者一人で容易にできる。
【００７１】
　また、本体部４において事前に決められた配置関係から変化しないマーカ５により被検
出体３の位置及び姿勢を検出するので、簡易な構成で高精度な遠隔操作入力をすることが
できる。
【００７２】
　また、本実施形態では、軟性の挿入部１１０はスレーブアーム２１の固定部２８に固定
されており、操作部１２０を作業空間Ｑ１内で移動させたときには、挿入部１１０を進退
あるいは回転させるように操作部１２０から直接伝わる力ではなく、スレーブアーム２１
及び保持部２５が移動されることによって処置部１０１が移動する。
　これにより、スレーブアーム２１の中空部２３と術具１００の挿入部１１０との間の摩
擦抵抗等の影響により操作部１２０の操作量と処置部１０１の移動量とが対応しなくなる
という問題が起こらず、スムーズに処置部１０１の位置及び姿勢を変えることができる。
【００７３】
（変形例１）
　次に、本実施形態の変形例について説明する。図８ないし図１２は、本変形例の構成を
示す模式図である。
　本変形例では、被検出体３に個有の座標系の原点が、あらかじめ操作部１２０に固有の
座標系の原点となるように被検出体３における座標系が規定されている。本変形例の場合
には、被検出体３は、被検出体３に対応する特定の形状の操作部１２０が予め定められて
いる。
【００７４】
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　具体的には、たとえば、操作部１２０の形状に対応して形状が異なる複数の被検出体３
，３Ａにおいて、マーカ５の位置が、操作本体１２１と挿入部１１０との接続位置に対し
て一定の位置関係にあれば、被検出体３の形状によらず、操作本体１２１と挿入部１１０
との接続位置を第二座標情報Ｂの原点に設定できる。例えば、図８及び図９に示すように
、操作部１２０に対応する被検出体３を備え、また、別の操作部１２０Ａに対応する被検
出体３Ａを備える。
【００７５】
　また、別の方法としては、被検出体３もしくは操作部１２０に、操作部１２０の形状的
特徴を検出装置１０に識別させるための手段を備えてもよい。例えば、図１０及び図１１
に示すように、被検出体３には、対応する特定形状の操作部１２０を検出装置１０に識別
させるための標識部６が設けられており、図１２に示すように、検出装置１０には、標識
部６を認識して術具１００を識別する識別部１４が設けられている。
【００７６】
　具体的には、例えば、図１０に示すように、操作部１２０Ｂに対応する被検出体３Ｂを
備え、また、図１１に示すように、別の操作部１２０Ｃに対応する被検出体３Ｃを備える
。
　被検出体３Ｂに設けられた標識部６Ｂには、操作部１２０Ｂの形状に基づいて規定され
た術具情報、若しくは当該術具情報を特定するための情報が保持されている。被検出体３
Ｃに設けられた標識部６Ｃには、操作部１２０Ｃの形状に基づいて規定された術具情報、
若しくは当該術具情報を特定するための情報が保持されている。
【００７７】
　標識部６Ｂ，６Ｃは、例えばマーカ５とは別に設けられた特定形状の模様、マーカ５と
は別に設けられた無線タグ、あるいはマーカ５の配置の組み合わせにより操作部１２０の
種類を示すものなどを適宜選択して採用することができる。
　検出装置１０の識別部１４は、標識部６に対応して複数の術具１００における第二座標
情報Ｂの原点の位置を規定するための情報が記憶されている。
【００７８】
　本変形例では、検出装置１０によってマーカ５が検出されるとともに、検出装置１０に
よって標識部６が認識される。例えばマーカ５とは別に設けられた模様が標識部６である
場合、作業空間Ｑ１において撮影部１１に標識部６が撮影され、標識部６の模様に対応す
る第二座標情報Ｂの原点が設定される。また、標識部６が撮影部１１の撮影視野から外れ
、別の標識部６が撮影部１１に撮影されると、第二座標情報Ｂの原点は当該別の標識部６
に対応して再設定される。
【００７９】
　このような構成であると、ある操作部１２０を使用している最中における座標系の変換
をするための演算を減らすことができる。また、手術等の途中で術具１００を交換する場
合に、各処置部１０１の操作部１２０に好適に対応した原点の設定が自動的に行なわれる
ので、操作性がよい。
【００８０】
　なお、本変形例において、標識部６に保持された上記情報に基づいて記憶部３７におけ
る術具情報が設定されてもよい。
【００８１】
　なお、本変形例において、第二座標情報Ｂの原点の位置は、操作本体１２１と挿入部１
１０との接続位置以外の位置に設定されてもよい。また、本変形例に開示された技術に基
づいて、操作本体１２１や挿入部１１０に相当する構成を有していない操作部１２０に対
して原点を設定することもできる。
【００８２】
（変形例２）
　次に、本実施形態の他の変形例について説明する。図１３は、本変形例を示す模式図で
ある。
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　図１３に示すように、本変形例では、被検出体３は、操作部１２０のスライダ１２５に
取り付けられ、操作者が把持する把持部７を有する。また、被検出体３には、上記第１実
施形態と同様にマーカ５が設けられている。
　本変形例において、使用者は、被検出体３の把持部７を把持し、操作本体１２１の指掛
け部１２３に指を掛けて操作部１２０の操作を行う。
　また、本変形例では、第１実施形態で説明した第二座標情報Ｂは、例えばスライダ１２
５に対して操作本体１２１が把持部７側に完全に引き込まれた位置における操作本体１２
１と挿入部１１０との接続位置を原点とする三次元座標系に従った座標情報である。この
ため、本変形例では、第二座標情報Ｂにおける原点に対して操作本体１２１は進退移動す
る関係にある。
　このような構成であっても、上述の第１実施形態と同様の効果を奏する。
【００８３】
　また、本変形例では、使用者は被検出体３の把持部７を把持して操作本体１２１に指を
掛けて操作本体１２１を移動させることにより処置部１０１の操作を行う。この場合、作
業空間Ｑ１内において、把持部７は移動せずに操作本体１２１が把持部７に対して進退移
動するような相対移動が生じるのが一般的である。本変形例では、把持部７に対して位置
関係が固定された原点が第二座標情報Ｂにおける原点となっているので、把持部７を把持
した手に対して第二座標情報Ｂにおける原点が関連付けられていることとなり、直感的な
操作ができる。
　また本変形例において、上述の第１実施形態と同様に操作本体１２１に取り付けられた
被検出部がさらに設けられていてもよい。
【００８４】
（第２実施形態）
　次に、本発明の第２実施形態の手術支援装置について説明する。図１４は、本実施形態
の手術支援装置の一部を示す模式図である。図１５は本実施形態における他の構成例を示
す模式図である。図１６は本実施形態におけるさらに他の構成例を示す模式図である。
【００８５】
　図１４に示すように、本実施形態の手術支援装置１Ａは、上記第１実施形態で説明した
マーカ５を有する被検出体３に代えて、操作部１２０に取り付けられるアダプタ８を有し
ている。
【００８６】
　アダプタ８と操作部１２０とは、滅菌処理可能な中間部材９を介して連結される。本実
施形態では、中間部材９は、袋状に形成されたドレープである。これにより、操作部１２
０は清潔に維持される。
【００８７】
　また、手術支援装置１Ａは、撮影部１１及び画像認識部１２を備えた検出装置１０に代
えて、アダプタ８に連結された多関節アーム１１Ａと、当該多関節アーム１１Ａの位置お
よび姿勢を検知する位置姿勢検知部１２Ａとを備えた検出装置１０Ａを備える。
　本実施形態では、多関節アーム１１Ａは、上述の中間部材９としてアダプタ８と操作部
１２０間に介在されたドレープによって使用時には覆われる。
【００８８】
　位置姿勢検知部１２Ａは、多関節アーム１１Ａの各関節の移動角度を検知するエンコー
ダ等の角度検知器を備え、各角度検知器から出力された角度の情報に基づいて被検出体３
の座標を取得する。
　また、検出装置１０Ａは、第１実施形態と同様の出力部１３を有し、出力部１３を通じ
て変換処理部３１へと被検出体３のトラッキング情報を出力することができる。
【００８９】
　本実施形態では、第１実施形態において作業空間Ｑ１内におけるマーカ５を検出するこ
と（図３参照）に代えて、多関節アーム１１Ａを用いて被検出体３の位置及び姿勢を特定
する。
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【００９０】
　このような構成であっても、上述の第１実施形態と同様の効果を奏する。また、本実施
形態では、マーカ５が障害物に遮蔽されて撮影部１１に撮影されなくなることはないので
、確実に被検出体３のトラッキング情報を得ることができる。
　なお、図１５に示すように、本実施形態において、中間部材９は、ドレープでなくても
よい。たとえば、中間部材９として、アダプタ８と操作部１２０との間に介在される環状
部材が採用されてもよい。
　また、図１６に示すように、本実施形態において、中間部材９としてのドレープにより
アダプタ８を覆うことに代えて、アダプタ８が滅菌可能であり、滅菌されたドレープ（中
間部材９）がアダプタ８に固定されていてもよい。
【００９１】
　以上、本発明の実施形態について図面を参照して詳述したが、具体的な構成はこの実施
形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。
　例えば、処置部移動機構２４は、処置部１０１を挿入部１１０の軸回りに回転させる機
構を有していてもよい。
　また、上述の各実施形態及び各変形例において示した構成要素は適宜に組み合わせて構
成することが可能である。
　なお、上記具体的な構成に対する設計変更等は上記事項には限定されない。
【符号の説明】
【００９２】
　１，１Ａ　手術支援装置
　２　マスタマニピュレータ
　３，３Ａ，３Ｂ，３Ｃ　被検出体
　４　本体部
　５　マーカ
　６，６Ｂ，６Ｃ　標識部
　７　把持部
　８　アダプタ
　９　中間部材
　１０，１０Ａ　検出装置
　１１　撮影部
　１１Ａ　多関節アーム
　１２　画像認識部
　１２Ａ　位置姿勢検知部
　１３　出力部
　１４　識別部
　２０　スレーブマニピュレータ
　２１　スレーブアーム
　２２　取付部
　２３　中空部
　２３ａ　開口
　２３ｂ　開口
　２４　処置部移動機構
　２５　保持部
　２６　アクチュエータ
　２７　コネクティングロッド
　２８　固定部
　２９　表示装置
　３０　制御装置
　３１　変換処理部
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　３２　情報取得部
　３３　操作指令生成部
　３４　スレーブ制御部
　３５　逆運動学計算部
　３６　駆動量生成部
　３７　記憶部
　３８　位置姿勢検出手段
　Ｑ１　作業空間
　１００　術具
　１０１　処置部
　１０２　鉗子
　１０２ａ　鉗子片
　１０３　ピン
　１０４　ワイヤ
　１１０　挿入部
　１２０，１２０Ａ，１２０Ｂ，１２０Ｃ　操作部
　１２１　操作本体
　１２２　レール部
　１２３　指掛け部
　１２５　スライダ

【図１】 【図２】
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【図７】
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【図１０】 【図１１】
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【図１４】 【図１５】

【図１６】
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              米国特許出願公開第２０１０／０２５６９６０（ＵＳ，Ａ１）　　
              米国特許出願公開第２００７／０１５６０１９（ＵＳ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　　３４／３７　　　　
              Ａ６１Ｂ　　１７／２９　　　　
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