
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに開閉され把持面を形成する一対の把持部材と、
　前記一対の把持部材に設けられている双極電極と、
　切開部材と、
　前記把持部材に設けられ前記把持面側に開口し前記把持面に対向する内壁により規定さ
れ前記切開部材の全体を収容可能な空間部と、
　前記切開部材を前記一対の把持部材間で前記把持部材の開閉方向に移動自在に支持し前
記内壁へと付勢している弾性部材と、
　進退操作可能であり、進退操作されて前記弾性部材を押圧して前記開閉方向へと弾性変
形させることにより前記切開部材を前記切開部材の少なくとも一部分が前記把持面を通過
するように前記把持部材の開閉方向に移動可能な操作部材と、
　を具備することを特徴とする内視鏡手術器械。
【請求項２】
　互いに開閉され把持面を形成する一対の把持部材と、
　前記一対の把持部材に設けられている双極電極と、
　切開部材と、
　前記把持部材に設けられ前記把持面側に開口し前記把持面に対向する内壁により規定さ
れ前記切開部材の全体を収容可能な空間部と、
　前記切開部材を前記一対の把持部材間で前記把持部材の開閉方向に移動自在に支持し前
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記内壁へと付勢し、前記切開部材と共に進退操作可能な弾性操作部材と、
　前記内壁に設けられ、前記切開部材の進退方向に対して前記開閉方向に傾斜している斜
面と、を具備し、
　前記切開部材は、前記弾性操作部材によって前記斜面に沿って進退されることにより前
記切開部材の少なくとも一部分が前記把持面を通過可能である、
　ことを特徴とする内視鏡手術器械。
【請求項３】
　互いに開閉され把持面を形成する一対の把持部材と、
　前記一対の把持部材に設けられている双極電極と、
　切開部材と、
　前記把持部材に設けられ前記把持面側に開口し前記把持面に対向する内壁により規定さ
れ前記切開部材の全体を収容可能な空間部と、
　前記切開部材が一体的に設けられ、

進退操作によって弾性変形されて前記切開部材を前記切開部材の少なくとも一部分が前記
把持面を通過するように前記一対の把持部材の開閉方向に移動可能な弾性操作部材と、
　を具備することを特徴とする内視鏡手術器械。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は生体組織を把持する把持部材及び把持した生体組織を切開する切開部を備えた
内視鏡下手術器械に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、生体組織を把持する一対の把持部材を備え、各把持部材に高周波通電用の電極が
配設されたバイポーラ鉗子が知られている。そして、このバイポーラ鉗子の使用時には一
対の把持部材間に処置対象の生体組織を把持させた状態で、各把持部材の電極間に高周波
電流を通電して把持部材間の生体組織を凝固させるようになっている。
【０００３】
この種のバイポーラ鉗子は、通常、生体組織に含まれる血管の止血、生体組織の表層の病
変部、出血点の焼灼、避妊を目的とした卵管の閉塞等の多種の症例に用いられる。そして
、バイポーラ鉗子が血管の止血や、卵管の閉塞を目的として用いられ、患者の処置対象の
生体組織を凝固できるようになっており、また凝固した生体組織を切開することができる
ようになっている。
【０００４】
従来、この種の内視鏡下手術器械として、例えば米国特許第４６５５２１６号明細書、米
国特許第５４４５６３８号明細書、米国特許第５４３１６７４号明細書、米国特許第５４
８４４３６号明細書、米国特許第５５５８６７１号明細書、米国特許第５２６７９９８号
明細書等で知られている。
【０００５】
米国特許第４６５５２１６号明細書は、開閉自在な一対の把持部材の間に枢支ピンを支点
として回動自在な略Ｌ字状の切開刃が設けられ、生体組織を把持して状態で一対の把持部
材間に凝固電流を流して生体組織を凝固させた後、切開刃を回動して生体組織を切開する
ようになっている。
【０００６】
米国特許第５４４５６３８号明細書及び米国特許第５５５８６７１号明細書は、シースの
先端部から突出する一対の把持部材と、この把持部材間に進退自在な切開ナイフとを備え
、手元操作部の操作によって一対の把持部材を閉じて処置対象の生体組織を把持した状態
で、一対の把持部材間に凝固電流を流して生体組織を凝固させた後、切開ナイフを前進さ
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せて生体組織を切開するようになっている。
【０００７】
米国特許第５４３１６７４号明細書は、シースの先端部に固定されたアンビルと進退及び
回動自在な切開刃とを備え、切開刃を閉じながら引き込み、生体組織を切開するようにな
っている。
【０００８】
米国特許第５４８４４３６号明細書は、シースの先端部に一対の切開刃を回動自在に設け
、一対の切開刃に凝固電流を流して生体組織を凝固させた後、切開刃によって生体組織を
切開するようになっている。
【０００９】
米国特許第５２６７９９８号明細書は、一対の凝固電極と移動可能な切開電極を有し、一
対の凝固電極間に凝固電流を流して生体組織を凝固させた後、手元操作部の操作によって
切開電極を移動させるとともに、切開電流を流して生体組織を切開するようになっている
。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前述した米国特許第４６５５２１６号明細書は、一対の把持部材の間に切
開刃が突出しているため、正常な生体組織に傷を付ける虞があり、細心の注意を払う必要
があることから操作性が悪いという欠点がある。
【００１１】
米国特許第５４４５６３８号明細書及び米国特許第５５５８６７１号明細書は、一対の把
持部材間に進退自在な切開ナイフを備えたものであり、切開ナイフの切れ味が劣化すると
、切開ナイフを前進させて切開する際に把持した生体組織を押し出してしまうという不都
合があり、切開ナイフを頻繁に交換する必要がある。また、把持部材の間に切開ナイフを
進退自在に配置する複雑な構造で、洗浄性も悪いという欠点がある。
【００１２】
米国特許第５４３１６７４号明細書、米国特許第５４８４４３６号明細書及び米国特許第
５２６７９９８号明細書は、生体組織を把持する機能がないため、処置対象部位を確実に
切開することができない。
【００１３】
この発明は、前記事情に着目してなされたもので、その目的とするところは、体腔内に挿
入したとき正常な生体組織に傷を付ける虞がなく、また切開性能を維持できる内視鏡下手
術器械を提供することにある。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
　本発明の第１実施態様の内視鏡下手術器械は、互いに開閉され把持面を形成する一対の
把持部材と、前記一対の把持部材に設けられている双極電極と、切開部材と、前記把持部
材に設けられ前記把持面側に開口し前記把持面に対向する内壁により規定され前記切開部
材の全体を収容可能な空間部と、前記切開部材を前記一対の把持部材間で前記把持部材の
開閉方向に移動自在に支持し前記内壁へと付勢している弾性部材と、進退操作可能であり
、進退操作されて前記弾性部材を押圧して前記開閉方向へと弾性変形させることにより前
記切開部材を前記切開部材の少なくとも一部分が前記把持面を通過するように前記把持部
材の開閉方向に移動可能な操作部材と、を具備することを特徴とする。
　本発明の第２実施態様の内視鏡下手術器械は、互いに開閉され把持面を形成する一対の
把持部材と、前記一対の把持部材に設けられている双極電極と、切開部材と、前記把持部
材に設けられ前記把持面側に開口し前記把持面に対向する内壁により規定され前記切開部
材の全体を収容可能な空間部と、前記切開部材を前記一対の把持部材間で前記把持部材の
開閉方向に移動自在に支持し前記内壁へと付勢し、前記切開部材と共に進退操作可能な弾
性操作部材と、前記内壁に設けられ、前記切開部材の進退方向に対して前記開閉方向に傾
斜している斜面と、を具備し、前記切開部材は、前記弾性操作部材によって前記斜面に沿

10

20

30

40

50

(3) JP 3986127 B2 2007.10.3



って進退されることにより前記切開部材の少なくとも一部分が前記把持面を通過可能であ
る、ことを特徴とする。
　本発明の第３実施態様の内視鏡下手術器械は、互いに開閉され把持面を形成する一対の
把持部材と、前記一対の把持部材に設けられている双極電極と、切開部材と、前記把持部
材に設けられ前記把持面側に開口し前記把持面に対向する内壁により規定され前記切開部
材の全体を収容可能な空間部と、前記切開部材が一体的に設けられ、

進退操作によって弾性変形されて前記切開部材を前記切開
部材の少なくとも一部分が前記把持面を通過するように前記一対の把持部材の開閉方向に
移動可能な弾性操作部材と、を具備することを特徴とする。
【００１５】
そして、生体組織の凝固止血等の処置時に把持部材によって生体組織を把持した状態で把
持部材間に凝固電流を流して生体組織を凝固させ、次に、切開手段を一対の把持部材で形
成される把持面に移動して生体組織を切開することができるようにしたものである。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の各実施の形態を図面に基づいて説明する。
【００１７】
図１～図６は第１の実施形態を示し、図１は内視鏡下手術器械としてのバイポーラ鉗子１
を示す。バイポーラ鉗子１には患者の体腔内に挿入される細長い挿入部２と、この挿入部
２の先端部に配置され、体腔内で生体組織を把持、凝固するための通電可能な処置部３と
、挿入部２の基端部に連結された操作部４とが設けられている。
【００１８】
挿入部２は、図４～図６に示すように、シース５と、このシース５の内部に軸方向に進退
自在に挿入されたロッド６とからなり、シース５の先端部には絶縁材料からなる係合部材
７が固定され、シース５の基端部は操作部４を構成するグリップ８に固定されている。ロ
ッド６の基端部は、図１に示すように、操作部４に設けられたロッド駆動部材９に固定さ
れている。
【００１９】
処置部３は、電極を構成する一対の把持部材１１ａ，１１ｂと、これらの把持部材１１ａ
，１１ｂを支持し、拡開させる方向に付勢する上下２本ずつの弾性部材１２ａ，１２ｂと
からなり、これら弾性部材１２ａ，１２ｂの基端部がロッド６の先端部に固定されている
。弾性部材１２ａ，１２ｂはばね鋼等によって形成され、先端部には略くの字状に屈曲さ
れた屈曲部１３ａ，１３ｂが形成され、表面は絶縁被膜によって被覆されている。
【００２０】
図５及び図６に示すように、把持部材１１ａ，１１ｂは閉じたときに内部に空間部１４が
形成されるように断面が略コ字状の凹溝１４ａ，１４ｂが形成され、互いに対向する端縁
は閉じたときに互いに噛合する鋸歯状部が形成され、生体組織Ａを確実に把持できるよう
に形成されている。
【００２１】
さらに、図４～図６に示すように、ロッド６にはばね鋼等によって形成されたナイフロッ
ド１５が挿通されており、このナイフロッド１５の先端部には切開手段としての切開ナイ
フ１６が設けられている。さらに、ナイフロッド１５はロッド６の先端部においては下側
の弾性部材１２ｂ，１２ｂの間に位置し、ロッド６の軸心より下側に位置しているが、ロ
ッド６の先端部から延出した部分は上側の把持部材１１ａに向かって斜めに曲り癖が付け
られ、先端の切開ナイフ１６は上側の把持部材１１ａの凹溝１４ａの内部に収容されてい
る。すなわち、通常時においては、ナイフロッド１５の弾性によって切開ナイフ１６が生
体組織Ａと接触しないように退避している。また、切開ナイフ１６は矩形板状体で、その
下側に前後方向に延びる切刃１６ａを有する片刃ナイフであり、先端側に向かって上り勾
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配の斜面が形成されている。
【００２２】
さらに、ロッド６の軸心より上側には軸方向に亘って貫通孔６ａが設けられ、この貫通孔
６ａにはナイフ操作ロッド１７が進退自在に挿通されている。このナイフ操作ロッド１７
の先端部にはナイフロッド１５と係合する係合溝１８ａを有した操作ヘッド１８が設けら
れている。そして、ナイフ操作ロッド１７の前進によって操作ヘッド１８によりナイフロ
ッド１５の弾性力に抗して押し下げ、切開ナイフ１６を把持部材１１ａの内部から下側に
移動させ、把持部材１１ａ，１１ｂの把持面を通過させることができるようになっている
。
【００２３】
このように構成された処置部３の把持部材１１ａ，１１ｂのロッド６、切開ナイフ１６の
ナイフロッド１５及びナイフ操作ロッド１７は前記挿入部３を構成するシース５に内挿さ
れ、シース５の基端部から突出して操作部４まで延長している。
【００２４】
また、図１～図３に示すように、操作部４のグリップ８には先端部側に延出された先端側
延出部８ａが設けられている。この先端側延出部８ａにはシース５の基端部に連結固定さ
れる連結リング８ｂが設けられている。さらに、先端側延出部８ａの後方には処置部３の
後端部と電気、機械的に接続するための処置部ユニット接続部１９が配設されている。こ
こで、処置部ユニット接続部１９には処置部３のロッド６の後端部を収納する内腔と、こ
の内腔に収納したロッド６の後端部に接続される接続手段とが設けられている。
【００２５】
また、処置部ユニット接続部１９には処置部３の把持部材１１ａ，１１ｂと電気的に接続
されるガイドロッド２０を介して電極ピン２１が設けられ、この電極ピン２１は高周波ケ
ーブル２１ａを介して高周波焼灼電源装置（図示しない）に接続されるようになっている
。
【００２６】
また、グリップ８には処置部ユニット接続部１９の操作用のトリガー２２が設けられてい
る。このトリガー２２はグリップ８の上端部に回動ピン２３を中心に回動自在に連結され
ている。さらに、このトリガー２２には回動支点の上方に長孔２４が形成されている。こ
の長孔２４にはロッド駆動部材９の側面に突設された係合ピン２５が挿入されている。な
お、２６は回転ノブであり、シース５内でロッド６を円周方向に回転させることにより、
把持部材１１ａ，１１ｂの向きを任意に変更できるようになっている。
【００２７】
また、グリップ８の内部にはトリガー２２の下端部の手掛け部２２ａをグリップ８から離
れる方向（図１において回動ピン２３を中心に時計回り方向）に付勢する付勢部材（図示
しない）が配設されている。そして、トリガー２２は付勢部材のばね力によって常時グリ
ップ８から最も離れた定位置（解放位置）で保持されている。
【００２８】
さらに、グリップ８の後端上部における側面にはナイフ操作レバー２７が設けられている
。このナイフ操作レバー２７はグリップ８に対して回動ピン２８を中心に回動自在に連結
されている。さらに、ナイフ操作レバー２７の回動中心より上方には長孔２９が形成され
、この長孔２９には前記ナイフ操作ロッド１７の後端側面から突設された係合ピン３０が
挿入されている。
【００２９】
ナイフ操作レバー２７には略Ｖ字状に配置された上下のアーム部３１，３２が設けられて
いる。そして、一方のアーム部３１には指掛け部３３が他方のアーム３２はストッパピン
３４と当接してナイフ操作レバー２７の回動範囲を規制する役目をしている。さらに、回
動ピン２８にはナイフ操作レバー２７を時計回り方向に付勢する付勢部材（図示しない）
が装着されている。
【００３０】
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ここで、トリガー２２の手掛け部２２ａを付勢部材のばね力に抗してグリップ８側に引き
込み操作することにより、ロッド駆動部材９を介してロッド６がシース５の軸方向前方へ
移動する。ロッド６の前進に伴って弾性部材１２ａ，１２ｂがシース５から突出し、弾性
部材１２ａ，１２ｂの弾性復元力によって拡開して把持部材１１ａ，１１ｂが開く。また
、トリガー２２が解放されるとグリップ８内の付勢部材のばね力によって定位置に戻り、
弾性部材１２ａ，１２ｂが弾性復元力に抗してシース５内に引き込まれ、把持部材１１ａ
，１１ｂが閉じるようになっている。
【００３１】
また、ナイフ操作レバー２７の指掛け部３３に指を掛け、付勢部材の付勢力に抗してナイ
フ操作レバー２７を反時計回り方向に回動すると、長孔２９に挿入されている係合ピン３
０を介してナイフ操作ロッド１７が前進駆動し、ナイフ操作ロッド１７の先端部の操作ヘ
ッド１８によりナイフロッド１５の弾性力に抗して押し下げ、切開ナイフ１６を把持部材
１１ａの内部から下側に移動させ、把持部材１１ａ，１１ｂの把持面を通過させることが
できるようになっている。
【００３２】
また、ナイフ操作レバー２７が解放されると付勢部材のばね力によって定位置に戻り、ナ
イフ操作ロッド１７は相対的にシース６に引き込まれてナイフロッド１５が解放されて弾
性復元力により上方に移動して切開ナイフ１６が上側の把持部材１１ａの内部に収容され
、アーム部３２はストッパピン３４に当接すると停止するようになっている。
【００３３】
次に、第１の実施形態の作用について説明する。
【００３４】
バイポーラ鉗子１の電極ピン２１に高周波ケーブル２１ａを接続し、バイポーラ鉗子１と
高周波焼灼電源装置とを電気的に接続する。初期状態では操作部４のトリガー２２の手掛
け部２２ａは図１（ａ）（ｂ）に示すようにグリップ８から最も離れた定位置で保持され
、処置部ユニット接続部１９は挿入部３の軸方向の移動範囲の最後端位置で保持される。
この状態では処置部３の一対の弾性部材１２ａ，１２ｂがシース６内に没入して把持部材
１１ａ，１１ｂが閉じた状態にある。
【００３５】
この状態で、バイポーラ鉗子１の挿入部２を患者の体内に挿入し、この挿入部２の先端の
処置部３を体内の処置対象の生体組織Ａの近傍位置まで誘導する。そこで、トリガー２２
の手掛け部２２ａを付勢部材の付勢力に抗してグリップ８側に引き込み操作することによ
り、ロッド駆動部材９を介してロッド６がシース５の軸方向前方へ移動する。ロッド６の
前進に伴って弾性部材１２ａ，１２ｂがシース６から突出し、弾性部材１２ａ，１２ｂの
弾性復元力によって把持部材１１ａ，１１ｂが開く（図２参照）。
【００３６】
続いて、拡開した把持部材１１ａ，１１ｂの間に生体組織Ａを挿入した後、トリガー２２
を解放するとグリップ８内の付勢部材のばね力によって定位置に戻り、弾性部材１２ａ，
１２ｂがシース６内に引き込まれ、把持部材１１ａ，１１ｂが図３に示すように、閉じ、
生体組織Ａが図５に示すように、一対の把持部材１１ａ，１１ｂ間に把持される。
【００３７】
このとき、把持部材１１ａ，１１ｂには閉じたときに互いに噛合する鋸歯状部に形成され
、生体組織Ａを確実に把持できる。この状態で、高周波焼灼電源装置から高周波ケーブル
２１ａを介して電極ピン２１に高周波電流が流れ、さらに弾性部材１２ａ，１２ｂを介し
て把持部材１１ａと１１ｂとの間に凝固電流が流れ、生体組織Ａの凝固が行われる。
【００３８】
一定時間凝固電流を流して生体組織Ａを凝固（図６（ｂ）の生体組織Ａのクロス線部分は
、凝固電流によって凝固された部分を示す。）させた後、ナイフ操作レバー２７の指掛け
部３３に指を掛け、付勢部材の付勢力に抗してナイフ操作レバー２７を反時計回り方向に
回動すると、長孔２９に挿入されている係合ピン３０を介してナイフ操作ロッド１７が前
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進駆動する。ナイフ操作ロッド１７の前進によって操作ヘッド１８によりナイフロッド１
５を弾性力に抗して押し下げ、切開ナイフ１６を把持部材１１ａの内部から下側に移動さ
せる。
【００３９】
そして、図６（ａ）（ｂ）に示すように、切開ナイフ１６が把持部材１１ａ，１１ｂの把
持面を通過すると、把持部材１１ａ，１１ｂ間に把持された生体組織Ａの凝固された部分
の内部が切開ナイフ１６の切刃１６ａによって機械的に切開される。
【００４０】
切開が完了した後、ナイフ操作レバー２７を解放すると、付勢部材のばね力によって定位
置に戻り、ナイフ操作ロッド１７は相対的にシース６に引き込まれて操作ヘッド１８が後
退し、切開ナイフ１６はナイフロッド１５の弾性力によって上昇して上側の把持部材１１
ａの内部に収容され、アーム部３２はストッパピン３４に当接すると停止する。
【００４１】
また、トリガー２２を解放するとグリップ８内の付勢部材のばね力によって定位置に戻り
、弾性部材１２ａ，１２ｂがシース６から突出して把持部材１１ａ，１１ｂは弾性部材１
２ａ，１２ｂの弾性復元力によって開き、把持部材１１ａ，１１ｂは生体組織Ａから解放
される。
【００４２】
本実施形態によれば、通常時には、切開ナイフ１６が把持部材１１ａの内部に収容された
状態に退避しているため、処置部３を体腔内に目的部位に誘導する際に、切開ナイフ１６
によって正常な組織に傷を付ける虞がなく、操作性を向上できる。また、切開ナイフ１６
の切れ味が低下しても切開時に生体組織Ａを逃がすことなく、確実に切開できる。
【００４３】
図７～図１１は第２の実施形態を示し、第１の実施形態と同一構成部分は同一番号を付し
て説明を省略する。図７～図１１に示すように、シース５に進退自在に内挿されたロッド
６の先端部には弾性部材１２ａ，１２ｂによって一対の把持部材４１ａ，４１ｂが設けら
れている。把持部材４１ａ，４１ｂは閉じたときに内部に空間部４２が形成されるように
互いに対向する面に凹溝４３ａ，４３ｂが形成され、その周縁には閉じたときに互いに噛
合する鋸歯状部が形成され、生体組織Ａを確実に把持できるように形成されている。
【００４４】
上側の把持部材４１ａの凹溝４３ａは手前側に向かって漸次浅くなるように斜面に形成さ
れ、切開ナイフ４４を案内する案内面４５に形成されている。切開ナイフ４４は矩形板状
体で、下部手前側に斜めに切刃４４ａを有しており、この切開ナイフ４４は上側の把持部
材４１ａの凹溝４３ａおける最も深い先端側に位置しているときには生体組織Ａと接触し
ないように退避している。
【００４５】
一方、ロッド６の軸心より下側に偏倚した位置には軸方向に亘って貫通孔４６が設けられ
ている。この貫通孔４６にはばね鋼からなるナイフ操作ロッド４７が進退自在に挿通され
ている。ナイフ操作ロッド４７のロッド６の先端部から延出した部分は上側の把持部材４
１ａに向かって斜めに曲り癖が付けられ、先端部には前記切開ナイフ４４が固定されてい
る。ナイフ操作ロッド４７の基端部は操作部４まで延長しており、操作部４に設けられた
ナイフ操作レバー２７と連結されている。このナイフ操作レバー２７はグリップ８に対し
て回動ピン２８を中心に回動自在に連結され、付勢部材（図示しない）によって反時計回
り方向に付勢され、ナイフ操作ロッド４７を前進させる方向に付勢している。
【００４６】
次に、第２の実施形態の作用について説明する。把持部材４１ａと４１ｂとを閉じて生体
組織Ａを把持し、把持部材４１ａ，４１ｂ間に凝固電流を流して生体組織Ａを凝固するま
では第１の実施形態と同様であり、図１１（ｂ）の生体組織Ａのクロス線部分は、凝固電
流によって凝固された部分を示す。生体組織Ａを凝固させた後、ナイフ操作レバー２７の
指掛け部３３に指を掛け、付勢部材の付勢力に抗してナイフ操作レバー２７を時計回り方
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向に回動すると、長孔２９に挿入されている係合ピン３０を介してナイフ操作ロッド４７
が後退駆動する。ナイフ操作ロッド４７の後退によってナイフ操作ロッド４７の先端部に
設けられた切開ナイフ４４が手前側に引かれ、把持部材４１ａの案内面４５に案内されて
凹溝４３ａの深い位置から浅い位置に移動する。
【００４７】
したがって、図１１に示すように、切開ナイフ４４の切刃４４ａが把持部材４１ａ，４１
ｂの把持面を通過し、把持部材４１ａ，４１ｂ間に把持された生体組織Ａの凝固された部
分の内部が切開ナイフ４４の切刃４４ａによって機械的に切開される。
【００４８】
切開が完了した後、ナイフ操作レバー２７を解放すると、付勢部材のばね力によって定位
置に戻り、ナイフ操作ロッド４７は前進し、切開ナイフ４４はナイフ操作ロッド４７の弾
性力によって徐々に上昇して上側の把持部材４１ａの凹溝４３ａの内部に収容され、アー
ム部３２はストッパピン３４に当接すると停止する。
【００４９】
なお、第２の実施形態においては、切開ナイフ４４は矩形板状体で、下部手前側に斜めに
切刃４４ａを有した形状であるが、図１２に示すように、下部手前側に略Ｌ字状の切刃４
８ａを有した切開ナイフ４８とすることにより、生体組織Ａを一層良好に切開できる。
【００５０】
本実施形態によれば、通常時には、切開ナイフ４４が把持部材４１ａの内部に収容された
状態に退避しているため、処置部３を体腔内に目的部位に誘導する際に、切開ナイフ４４
によって正常な組織に傷を付ける虞がなく、操作性を向上できる。また、切開ナイフ１６
の切れ味が低下しても切開時に生体組織Ａを逃がすことなく、確実に切開できる。
【００５１】
図１３～図１７は第３の実施形態を示し、第１の実施形態と同一構成部分は同一番号を付
して説明を省略する。本実施形態は、第１の実施形態の切開ナイフ１６に代ってナイフワ
イヤ５０を設けたものである。ロッド６の軸心より下側に偏倚した位置には軸方向に亘っ
て貫通孔５１が設けられ、この貫通孔５１にはばね鋼からなるナイフ操作ロッド５２が進
退自在に挿通されている。ナイフ操作ロッド５２のロッド６の先端部から延出した部分は
一体にナイフワイヤ５０が設けられている。このナイフワイヤ５０は、断面が角軸状で、
上側面を鋭角に形成した切刃５０ａが設けられている。また、ナイフ操作ロッド５２の基
端部は操作部４まで延長しており、操作部４に設けられたナイフ操作レバー２７と連結さ
れている。
【００５２】
そして、このナイフワイヤ５０の先端部は下側の把持部材１１ｂの内底部に溶接等によっ
て固定されており、ナイフワイヤ５０の把持部材１１ｂの内部に位置する部分は上側の把
持部材１１ａに向かって円弧状に湾曲するように曲り癖が付けられている。
【００５３】
次に、第３の実施形態の作用について説明する。把持部材１１ａと１１ｂとを閉じて生体
組織Ａを把持し、把持部材１１ａ，１１ｂ間に凝固電流を流して生体組織Ａを凝固するま
では第１の実施形態と同様であり、図１５（ｂ）の生体組織Ａのクロス線部分は、凝固電
流によって凝固された部分を示す。生体組織Ａを凝固させた後、ナイフ操作レバー２７の
指掛け部３３に指を掛け、付勢部材の付勢力に抗してナイフ操作レバー２７を半時計回り
方向に回動すると、長孔２９に挿入されている係合ピン３０を介してナイフ操作ロッド５
２が前進駆動する。ナイフ操作ロッド５２の前進によってナイフ操作ロッド５２の先端部
に一体に設けられたナイフワイヤ５０が前方に押され、ナイフワイヤ５０の先端部が把持
部材１１ｂに固定されていることと、円弧状に湾曲するように曲り癖が付けられているこ
とから、把持部材１１ａに向かって円弧状に湾曲する。
【００５４】
したがって、図１５に示すように、ナイフワイヤ５０の切刃５０ａが把持部材１１ａ，１
１ｂの把持面を通過し、把持部材１１ａ，１１ｂ間に把持された生体組織Ａの凝固された
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部分の内部がナイフワイヤ５０の切刃５０ａによって機械的に切開される。
【００５５】
切開が完了した後、ナイフ操作レバー２７を解放すると、付勢部材のばね力によって定位
置に戻り、ナイフ操作ロッド５２は後退し、ナイフワイヤ５０は弾性復元力によって略真
っ直ぐに復元して下側の把持部材１１ｂの凹溝の内部に収容され、アーム部３２はストッ
パピン３４に当接すると停止する。
【００５６】
本実施形態によれば、通常時には、ナイフワイヤ５０が把持部材１１ｂの内部に収容され
た状態に退避しているため、処置部３を体腔内に目的部位に誘導する際に、ナイフワイヤ
５０によって正常な組織に傷を付ける虞がなく、操作性を向上できる。また、切開ナイフ
１６の切れ味が低下しても切開時に生体組織Ａを逃がすことなく、確実に切開できる。
【００５７】
図１８～図２３は第４の実施形態を示し、第１の実施形態と同一構成部分は同一番号を付
して説明を省略する。図２１～図２３に示すように、挿入部２は、ロッド５５と、このロ
ッド５５に軸方向に進退自在に外嵌されれたシース５６とからなり、シース５６の先端部
には絶縁材料からなる係合部材５７が固定され、ロッド５５の基端部は操作部４を構成す
るグリップ８に固定されている。シース５６の基端部は操作部４に設けられたシース駆動
部材５９に固定されている。
【００５８】
処置部３は、電極を構成する一対の把持部材６１ａ，６１ｂと、これらの把持部材６１ａ
，６１ｂを支持し、拡開させる方向に付勢する上下２本ずつの弾性部材６２ａ，６２ｂと
からなり、これら弾性部材６２ａ，６２ｂの基端部がロッド５５の先端部に固定されてい
る。弾性部材６２ａ，６２ｂはばね鋼等によって形成され、先端部には略くの字状に屈曲
された屈曲部６３ａ，６３ｂが形成され、表面は絶縁被膜によって被覆されている。
【００５９】
図２０に示すように、下側の把持部材６１ｂの把持面における幅方向の中間部には鋭利な
切開刃６４が前後方向に亘って設けられ、この切開刃６４の両側は平坦面に形成されてい
る。下側の把持部材６１ｂの把持面にはシリコンゴム等の複数個の弾性体６５が設けられ
、この弾性体６５の高さ寸法は、切開刃６４の高さ寸法よりも大きく、通常時においては
、切開刃６４が弾性体６５の間の内部にあり、組織に傷を付けないようになっている。
【００６０】
次に、第４の実施形態の作用について説明する。
【００６１】
初期状態では操作部４のトリガー２２の手掛け部２２ａは図２１に示すようにグリップ８
から最も離れた定位置で保持され、この状態ではシース５６が後退位置にあることから一
対の弾性部材６２ａ，６２ｂが弾性復元力で拡開し、図１８に示すように、一対の把持部
材６１ａ，６１ｂが開いた状態にある。
【００６２】
この状態で、挿入部２の先端の処置部３を体内の処置対象の生体組織Ａの近傍位置まで誘
導する。続いて、拡開した把持部材６１ａ，６１ｂの間に生体組織Ａを挿入する。そこで
、トリガー２２の手掛け部２２ａを付勢部材の付勢力に抗してグリップ８側に引き込み操
作することにより、シース駆動部材５９を介してシース５６の軸方向前方へ移動する。
【００６３】
シース５６の前進に伴って弾性部材６２ａ，６２ｂがシース５６内に相対的に引き込まれ
、弾性部材６２ａ，６２ｂの弾性復元力に抗して把持部材６１ａ，６１ｂが閉じ、生体組
織Ａが図１９に示すように、一対の把持部材６１ａ，６１ｂ間に把持される。この状態で
、高周波焼灼電源装置から高周波ケーブル２１ａを介して電極ピン２１に高周波電流が流
れ、さらに弾性部材６２ａ，６２ｂを介して把持部材６１ａと６１ｂとの間に凝固電流が
流れ、生体組織Ａの凝固が行われる。
【００６４】
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一定時間凝固電流を流して生体組織Ａを凝固させた後、図２３に示すように、トリガー２
２の手掛け部２２ａを付勢部材の付勢力に抗してさらにグリップ８側に引き込み操作する
こと、つまりトリガー２２をさらに強く引くと、シース駆動部材５９を介してシース５６
がさらに軸方向前方へ移動する。
【００６５】
シース５６の前進に伴って弾性部材６２ａ，６２ｂがシース５６内に相対的にさらに深く
引き込まれ、把持部材６１ａ，６１ｂが強く閉じられるため、弾性体６５が圧縮され、相
対的に切開刃６４が突出する。したがって、切開刃６４が把持部材６１ａ，６１ｂの把持
面を通過して把持部材６１ａ，６１ｂ間に把持された生体組織Ａは切開刃６４によって機
械的に切開される。
【００６６】
切開が完了した後、トリガー２２を解放すると、付勢部材のばね力によって定位置に戻り
、シース５６は後退し、弾性部材６２ａ，６２ｂの弾性復元力によって開き、把持部材６
１ａ，６１ｂは生体組織Ａから解放される。
【００６７】
本実施形態においては、グリップ８を握ってトリガー２２の手掛け部２２ａを引き込む一
連の動作によって生体組織Ａを把持して凝固させ、その凝固部分を切開することができ、
操作性を向上させることができる。また、切開ナイフ１６の切れ味が低下しても切開時に
生体組織Ａを逃がすことなく、確実に切開できる。
なお、本実施形態においては、一対の把持部材６１ａ，６１ｂのうち、下側の把持部材６
１ｂのみに切開刃６４及び弾性体６５を設けたが、図２４に示すように、一対の把持部材
６１ａ，６１ｂの両方に切開刃６４及び弾性体６５を互いに対向して設けてもよく、図２
５に示すように、下側の把持部材６１ｂもしくは一対の把持部材６１ａ，６１ｂの両方に
ばね６６を介してブロック６７を取り付け、通常時において、ブロック６７の高さが切開
刃６４より高くなるようにしてもよい。
【００６８】
本実施形態によれば、通常時には、切開刃６４が弾性体６５の間に没入された状態に退避
しているため、処置部３を体腔内に目的部位に誘導する際に、切開刃６４によって正常な
組織に傷を付ける虞がなく、操作性を向上できる。
【００６９】
また、前述した第１～第４の実施形態においては、切開刃及びナイフワイヤにおける切開
手段は、機械的な切開について説明したが、切開時に切開刃及びナイフワイヤに切開電流
を流して機械的及び電気的に切開するようにしてもよい。
【００７０】
図２６～図３１は内視鏡下手術器械の第１の開示例を示し、図３１は全体構成図である。
手術器械７０は挿入部７１と、この挿入部７１の先端部に設けられた処置部７２と、挿入
部７１の基端部に設けられた操作部７３とから構成され、手術器械７０は高周波焼灼電源
装置７４に接続されている。
【００７１】
図２６～図３０に示すように、挿入部７１は内シース７５と、この内シース７５に外嵌さ
れ軸方向に進退自在な外シース７６とから二重管構造に構成されている。内シース７５の
先端部は外シース７６の先端部より突出しており、この突出部には固定ジョー７７が設け
られている。固定ジョー７７の上面には鋸歯状の凹凸面が形成されていると共に、幅方向
の中間部には前後方向に亘って案内溝７７ａが設けられている。さらに、固定ジョー７７
の両側面には前後方向に長いスライド溝７８が設けられ、このスライド溝７８には外シー
ス７６の先端部に横方向に貫通して設けられた枢支ピン７９が挿入されている。したがっ
て、外シース７６はスライド溝７８の長さの範囲内で進退自在である。
【００７２】
さらに、枢支ピン７９の中間部には可動ジョー８０が回動自在に枢支されている。この可
動ジョー８０は固定ジョー７７の案内溝７７ａに対向し、案内溝７７ａの溝幅より狭幅に

10

20

30

40

50

(10) JP 3986127 B2 2007.10.3



形成されている。また、可動ジョー８０の基端部で、枢支ピン７９より下側に位置する部
分には連結ピン８１が設けられ、この連結ピン８１にはジョー操作ロッド８２の先端部が
回動自在に連結されている。ジョー操作ロッド８２は内シース７５の内部を貫通して前記
操作部７３まで延長しており、内シース７５及び外シース７６も操作部７３まで延長して
いる。
【００７３】
操作部７３は固定ハンドル８３と、この固定ハンドル８３に枢支軸８４によって回動自在
に枢支された可動ハンドル８５及び可動ハンドル８５を反時計回り方向に付勢する付勢部
材（図示しない）とから構成されている。固定ハンドル８３には内シース７５の基端部が
連結され、外シース７６の基端部は固定ハンドル８３の近傍まで延長しており、この固定
ハンドル８３と外シース７６の基端部との間には内シース７５に対して嵌合するコイルば
ね８６が設けられている。そして、コイルばね８６の復元力によって外シース７６を前進
する方向に付勢している。また、可動ハンドル８５にはジョー操作ロッド８２の基端部が
連結されている。
【００７４】
さらに、固定ハンドル８３の上部には凝固電流と切開電流とを切換える電流切換えスイッ
チ８７が取り付けられている。この電流切換えスイッチ８７と対向する外シース７６の基
端部にはスイッチ操作レバー８８が取り付けられている。電流切換えスイッチ８７はケー
ブル８９を介して前記高周波焼灼電源装置７４に接続されている。
【００７５】
次に、前述のように構成された手術器械７０の作用について説明する。
【００７６】
まず、体腔内に挿入部７１を挿入して処置部７２を処置対象部位に誘導する。通常時にお
いては、可動ハンドル８５は付勢部材によって反時計回りに方向に付勢されているため、
可動ハンドル８５によってジョー操作ロッド８２は前進状態にあり、可動ジョー８０は枢
支ピン７９を支点として時計回り方向に回動して固定ジョー７７に対して可動ジョー８０
が開いた状態にある。
【００７７】
そこで、図２７に示すように、固定ジョー７７と可動ジョー８０との間に生体組織Ａに入
れ、可動ハンドル８５の指掛け部に指を掛けて固定ハンドル８３に接近する時計回り方向
に回動すると、ジョー操作ロッド８２は後退する。ジョー操作ロッド８２が手元側に引か
れると、図２８に示すように、連結ピン８１を介して連結されている可動ジョー８０は枢
支ピン７９を支点として反時計回り方向に回動し、固定ジョー７７に対して可動ジョー８
０が閉じて生体組織Ａを把持する。
【００７８】
そこで、高周波焼灼電源装置７４から凝固電流を流すと、凝固電流はケーブル８９、電流
切換えスイッチ８７を介して固定ジョー７７と可動ジョー８０との間に凝固電流が流れ、
生体組織Ａの凝固が行われる。
【００７９】
一定時間凝固電流を流して生体組織Ａを凝固させた後、可動ハンドル８５をさらに固定ハ
ンドル８３に接近する方向に回動させると、ジョー操作ロッド８２はさらに後退する。ジ
ョー操作ロッド８２がさらに手元側に引かれると、連結ピン８１を介して連結されている
可動ジョー８０は手元側に引かれるため、枢支ピン７９を介して連結されている外シース
７６もコイルばね８６の復元力に抗して後退する。このとき、枢支ピン７９はスライド溝
７８に支持されているため、枢支ピン７９はスライド溝７８内をスライドして後退し、可
動ジョー８０が固定ジョー７７の案内溝７７ａに沿って移動する。すなわち、可動ジョー
８０が凝固された生体組織Ａを剪断力によって切開する動作に移り、このとき外シース７
６の後退によってスイッチ操作レバー８８が電流切換えスイッチ８７を押圧して電流を切
換えるため、高周波焼灼電源装置７４から固定ジョー７７と可動ジョー８０との間に切開
電流が流れる。したがって、可動ジョー８０の移動による機械的な切開と切開電流との電
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気的切開が同時に行える。
【００８０】
切開が完了した後、可動ハンドル８５を解放すると、付勢部材のばね力によって定位置に
戻り、外シース７６は前進すると共に、ジョー操作ロッド８２が前進して可動ジョー８０
は前進すると共に固定ジョー７７から離れる方向に開き、生体組織Ａから解放される。
【００８１】
本実施形態においては、可動ハンドル８５を固定ハンドル８３側に接近方向に回動する一
連の動作によって生体組織Ａを把持して凝固させ、その凝固部分を切開することができ、
操作性を向上させることができる。
【００８２】
図３２は手術器械の第２の開示例を示し、第１の開示例と同一構成部分は同一番号を付し
て説明を省略する。本開示例は、第１の開示例の操作部７３にロック機構を設けたもので
ある。外シース７６の基端部には手元側に延出する延出レバー９０が設けられ、この延出
レバー９０の先端部には掛止部９１が設けられている。固定ハンドル８３にはトリガー９
２によって回動自在な掛止爪９３が設けられ、掛止爪９３は掛止部９１に掛止されている
。したがって、固定ハンドル８３に対して外シース７６が前後方向に移動不能にロックさ
れ、可動ジョー８０が不用意に前後方向に移動しないようになっている。
【００８３】
このように構成することにより、生体組織Ａを把持して凝固する際に、可動ハンドル８５
を過剰に操作しても外シース７６が後退することはなく、可動ジョー８０による不用意な
切開動作を防止でき、切開時にはトリガー９２を操作して掛止爪９３を掛止部９１から外
してロック解除してから操作すればよい。
【００８４】
図３３は手術器械の第３の開示例を示し、第１の開示例と同一構成部分は同一番号を付し
て説明を省略する。本開示例は、ジョー操作ロッド８２を可動ハンドル８５によって駆動
し、外シース７６は固定ハンドル８３に設けたシーススライドアクチュエータ９４によっ
て駆動するようにしたものである。
【００８５】
高周波焼灼電源装置７４にはインピーダンス検知器９５が設けられ、このインピーダンス
検知器９５はシーススライドアクチュエータ９４を駆動するアクチュエータ駆動装置９６
に接続されている。高周波焼灼電源装置７４から凝固電流を流し、固定ジョー７７と可動
ジョー８０との間に凝固電流を流して生体組織Ａの凝固を行った後、生体組織Ａのインピ
ーダンスをインピーダンス検知器９５によって検知して凝固が完全に行われたか否かを判
断する。
【００８６】
そして、生体組織Ａのインピーダンスによって凝固が完全におこなわたことを判断したと
き、インピーダンス検知器９５はアクチュエータ駆動装置９６に駆動信号を出力し、アク
チュエータ駆動装置９６はシーススライドアクチュエータ９４を駆動して外シース７６を
後退移動させ、可動ジョー８０を後方にスライドさせて生体組織Ａの切開を行う。このよ
うに構成することにより、生体組織Ａを把持して凝固する際に、可動ハンドル８５を過剰
に操作しても外シース７６が後退することはなく、可動ジョー８０による不用意な切開動
作を防止できる。
【００８７】
図３４及び図３５は第４の開示例を示し、第１の開示例と同一構成部分は同一番号を付し
て説明を省略する。本開示例は、枢支ピン７９及びこの枢支ピン７９に枢支された可動ジ
ョー８０に絶縁層７９Ａ，８０Ａを設け、固定ジョー７７と可動ジョー８０とを電気的絶
縁状態にしてバイポーラ化したものである。
【００８８】
図３６及び図３７は第５の開示例を示す。本開示例は、挿入部としての軸方向に進退自在
なスライドパイプ１００の先端部に軸方向に進退自在な第１の可動ジョー１０１とアーム
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１０２に固定された第２の可動ジョー１０３とから構成されている。アーム１０２は弾性
部材によって形成され、拡開方向に曲り癖が付けられており、スライドパイプ１００が後
退することにより、第１の可動ジョー１０１に対して第２の可動ジョー１０３が開き、ス
ライドパイプ１００が前進することにより、第１の可動ジョー１０１に対して第２の可動
ジョー１０３が閉じて生体組織Ａを把持できるようになっている。
【００８９】
そして、高周波焼灼電源装置から第１の可動ジョー１０１と第２の可動ジョー１０３との
間に凝固電流を流して生体組織Ａを凝固させた後、第１の可動ジョー１０１と第２の可動
ジョー１０３との間に切開電流を流すとともに、第１の可動ジョー１０１を後退させると
、第１の可動ジョー１０１の移動による機械的な切開と切開電流との電気的切開が同時に
行える。
【００９０】
切開が完了した後、スライドパイプ１００を後退させると、アーム１０２の弾性力によっ
て拡開して第２の可動ジョー１０３は第１の可動ジョー１０１から離れる方向に開き、生
体組織Ａから解放される。
【００９１】
前記実施の形態によれば、次のような構成が得られる。
【００９２】
（付記１）組織を把持する一対の把持部材と、前記把持部材の把持面に設けられた双極電
極と、組織を切開する切開手段とを備えた内視鏡下手術器械において、前記切開手段は、
把持する組織に接触しないよう前記把持部材の内部に収容される第１の位置に配置され、
切開時に切開手段の少なくとも一部が第１の位置から一対の把持部材で形成される把持面
を通過するように移動自在であることを特徴とする内視鏡下手術器械。
【００９３】
（付記２）切開手段は、収納される把持部材の開閉動作に応じて移動可能なような弾性部
材で支持されていることを特徴とする付記１記載の内視鏡下手術器械。
【００９４】
（付記３）切開手段は、切開操作部材を有し、この切開操作部材は、切開手段を付勢する
弾性部材に係合しない第１の位置と弾性部材に係合してその付勢力に抗して切開手段を把
持部材から突出させる第２の位置に移動可能であることを特徴とする付記１または２記載
の内視鏡下手術器械。
【００９５】
（付記４）切開手段は、鋭利な切刃を有する切開刃であることを特徴とする付記１または
２記載の内視鏡手術器械。
【００９６】
（付記５）切開手段は、把持部材の内部に収納される第１の位置と挿入部内まで後退する
第２の位置との間を移動可能であることを特徴とする付記１または２記載の内視鏡手術器
械。
【００９７】
（付記６）切開手段は、Ｌ字状の切刃を有する切開刃であることを特徴とする付記５記載
の内視鏡手術器械。
【００９８】
（付記７）切開手段は、先端が一方の把持部材に固定され、後端が把持部材に対して移動
可能な弾性を有するナイフワイヤで、このナイフワイヤは、前進動作に伴って湾曲して把
持部材の把持面を通過することを特徴とする付記１記載の内視鏡手術器械。
【００９９】
（付記８）ナイフワイヤは、湾曲方向に鋭利な切刃を有していることを特徴とする付記７
記載の内視鏡手術器械。
【０１００】
（付記９）組織の凝固後に凝固部位を切開するための機能を有した高周波処置具において

10

20

30

40

50

(13) JP 3986127 B2 2007.10.3



、通常の把持操作では組織に切開を行わないよう、組織把持部に組織の切開を制御する弾
性部材を有していることを特徴とする高周波処置具。
【０１０１】
（付記１０）凝固操作と切開操作が一連の動作で行えることを特徴とする付記９記載の高
周波処置具。
【０１０２】
（付記１１）操作部の操作により凝固操作と切開操作が一連の動作で行えることを特徴と
する付記１０記載の高周波処置具。
【０１０３】
（付記１２）弾性部材は、シリコンゴムであることを特徴とする付記９記載の高周波処置
具。
【０１０４】
（付記１３）シリコンゴムはばねによって支持されていることを特徴とする付記１２記載
の高周波処置具。
【０１０５】
（付記１４）組織切開部は、組織把持面の一部に設けられ鋭利な切刃を有していることを
特徴とする付記９記載の高周波処置具。
【０１０６】
（付記１５）組織切開部は、その両側に組織把持面を持っていることを特徴とする付記１
４記載の高周波処置具。
【０１０７】
（付記１６）相対的に開閉する一対のジョーを挿入部の先端に有し、組織を凝固する内視
鏡下手術器械において、一方のジョーが他方のジョーに対して開閉するとともに近位側に
挿入部と略平行にスライドし、一対のジョーの組織接触面には凝固面が形成され、凝固面
に高周波電流を通電して組織の切開を行う内視鏡下手術器械。
【０１０８】
（付記１７）一対のジョーは、第１のジョーと第２のジョーとからなり、第１のジョーは
第２のジョーに対して回動自在に支点ピンで支持され、さらに支点ピンは第２のジョーに
挿入部と略平行に設けられたスライド溝内をスライド可能であり、さらに支点ピンは第２
のジョーに対してスライド可能に設けられたシースに接続され、シースにはスライド防止
手段が設けられた付記１６記載の内視鏡下手術器械。
【０１０９】
（付記１８）第１のジョーは弾性変形可能なアームで支持され、アームにシースがスライ
ドして係合することで開閉するとともに、第２のジョーは第１のジョー及びシースに対し
てスライドし、シースにはスライド防止手段が設けられた付記１６記載の内視鏡下手術器
械。
【０１１０】
（付記１９）スライド防止手段は、シースを遠位方向に付勢するコイルばねからなる付記
１７または１８記載の内視鏡下手術器械。
【０１１１】
（付記２０）スライド防止手段は、さらにシースに接続された掛止部及びこの掛止部に係
脱に係合する掛止爪を有している付記１９記載の内視鏡下手術器械。
【０１１２】
（付記２１）付記１６乃至１８記載の内視鏡下手術器械は、シーススライドアクチュエー
タからなるスライド防止手段と、生体組織のインピーダンスを検知するインピーダンス検
知器と、アクチェエータ駆動装置とを有し、凝固された組織のインピ一ダンスが所定の値
を超えたときにアクチェエータ駆動装置がシーススライドアクチュエータを作動させ、ジ
ョーをスライドさせることを特徴とする内視鏡下手術器械。
【０１１３】
（付記２２）付記１６～２１のいずれかに記載の内視鏡下手術器械は、一方のジョーを他
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方のジョーから絶縁する手段を含み、各々のジョーには異なる極の高周波電流を通電可能
な内視鏡下手術器械。
【０１１４】
（付記２３）付記１６～２１のいずれかに記載の内視鏡下手術器械は、ジョーが閉じて組
織凝固時には凝固電流を、ジョーのスライド時に切開電流を通電することにより連続的に
組織の凝固・切開が可能な内視鏡下手術器械。
【０１１５】
（付記２４）付記２３において、ジョーのスライド開始に応じて電流を凝固電流から切開
電流に変化させる手段を持つ内視鏡下手術器械。
【０１１６】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明によれば、切開手段を、把持する組織に接触しないよう把
持部材の内部に収容し、切開時に切開手段の少なくとも一部が一対の把持部材で形成され
る把持面を通過するように移動自在にしたから、体腔内に挿入したとき、切開手段が正常
な組織に接触して傷を付ける虞がなく、操作性の向上を図ることができる。また、切開手
段の切れ味が低下しても切開時に生体組織を逃がすことなく、確実に切開できるという効
果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の第１の実施形態を示し、（ａ）は内視鏡下手術器械の全体の平面図、
（ｂ）は同側面図、（ｃ）は把持部材が開いた状態の側面図。
【図２】同実施形態の内視鏡下手術器械の動作説明図。
【図３】同実施形態の内視鏡下手術器械の動作説明図。
【図４】同実施形態を示し、把持部材が開いた状態の縦断側面図。
【図５】同実施形態を示し、（ａ）は把持部材が閉じて生体組織を凝固している状態の縦
断側面図、（ｂ）はＡ－Ａ線に沿う断面図。
【図６】同実施形態を示し、（ａ）は生体組織の切開状態の縦断側面図、（ｂ）はＢ－Ｂ
線に沿う断面図。
【図７】この発明の第２の実施形態を示す内視鏡下手術器械の動作説明図。
【図８】同実施形態の内視鏡下手術器械の動作説明図。
【図９】同実施形態を示し、把持部材が開いた状態の縦断側面図。
【図１０】同実施形態を示し、把持部材が閉じて生体組織を凝固している状態の縦断側面
図。
【図１１】同実施形態を示し、（ａ）は生体組織の切開状態の縦断側面図、（ｂ）はＣ－
Ｃ線に沿う断面図。
【図１２】同実施形態の切削刃の変形例を示す側面図。
【図１３】この発明の第３の実施形態を示し、把持部材が開いた状態の縦断側面図。
【図１４】同実施形態を示し、把持部材が閉じて生体組織を凝固している状態の縦断側面
図。
【図１５】同実施形態を示し、（ａ）は生体組織の切開状態の縦断側面図、（ｂ）はＤ－
Ｄ線に沿う断面図。
【図１６】同実施形態の内視鏡下手術器械の動作説明図。
【図１７】同実施形態の内視鏡下手術器械の動作説明図。
【図１８】この発明の第４の実施形態を示し、把持部材が開いた状態の図２０（ｂ）のＨ
－Ｈ線に沿う縦断側面図。
【図１９】同実施形態を示し、（ａ）把持部材が閉じて生体組織を凝固している状態の図
２０（ｂ）のＨ－Ｈ線に沿う縦断側面図、（ｂ）はＥ－Ｅ線に沿う断面図。
【図２０】同実施形態を示し、（ａ）は生体組織の切開状態の縦断側面図、（ｂ）はＦ－
Ｆ線に沿う断面図。
【図２１】同実施形態の内視鏡下手術器械の動作説明図。
【図２２】同実施形態の内視鏡下手術器械の動作説明図。
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【図２３】同実施形態の内視鏡下手術器械の動作説明図。
【図２４】同実施形態の変形例を示す把持部材の断面図。
【図２５】同実施形態の変形例を示す把持部材の断面図。
【図２６】内視鏡下手術器械の第１の開示例を示す処置部の平面図。
【図２７】同開示例の処置部の側面図。
【図２８】同開示例の把持部材で生体組織を把持して凝固している状態の側面図。
【図２９】同開示例の把持部材で生体組織を切開している状態の側面図。
【図３０】同開示例の切開時の横断正面図。
【図３１】同開示例の内視鏡下手術器械の全体構成を示す側面図。
【図３２】内視鏡下手術器械の第２の開示例を示す操作部側の側面図。
【図３３】内視鏡下手術器械の第３の開示例を示す操作部側の側面図。
【図３４】内視鏡下手術器械の第４の開示例を示す処置部の縦断平面図。
【図３５】同開示例を示す処置部の横断正面図。
【図３６】内視鏡下手術器械の第５の開示例を示す処置部の側面図。
【図３７】同開示例を示し、生体組織を切開している状態を示す側面図。
【符号の説明】
２…挿入部
３…処置部
４…操作部
１１ａ，１１ｂ…把持部材
１６…切開刃
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】
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【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】

【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】

【 図 ２ ８ 】

【 図 ２ ９ 】
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(20) JP 3986127 B2 2007.10.3



【 図 ３ １ 】

【 図 ３ ２ 】

【 図 ３ ３ 】

【 図 ３ ４ 】

【 図 ３ ５ 】

【 図 ３ ６ 】
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