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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マイクロ波アンテナアセンブリであって、
　第１の細長い導電体であって、該第１の細長い導電体の長さに少なくとも部分的に沿っ
た第１の放射部分と関連付けられた、第１の細長い導電体と、
　第２の細長い導電体であって、該第１の細長い導電体内に配置され、かつ該第２の細長
い導電体の長さに少なくとも部分的に沿った第２の放射部分と関連付けられた、第２の細
長い導電体と、
　誘電本体部分であって、該第１の細長い導電体および該第２の細長い導電体のうちの少
なくとも１つの長さに沿って配置され、異なる誘電率を有する誘電材料の少なくとも２つ
の放射状の区画を含む、誘電本体部分とを備え、該第１の細長い導電体および該第２の細
長い導電体のうちの少なくとも１つは、第１の導電領域と第２の導電領域とを含み、該第
１の導電領域は、第１の導電率を有し、該第２の導電領域は、該第１の導電率と異なる第
２の導電率を有し、該誘電材料の少なくとも２つの放射状の区画は、誘電材料の４つの放
射状の区画を含み、該誘電材料の４つの放射状の区画の各々は、該誘電材料の４つの放射
状の区画の放射状に隣接する放射状の区画の各々とは異なる、マイクロ波アンテナアセン
ブリ。
【請求項２】
　前記４つの放射状の区画のうちの２つの放射状の区画は、誘電材料の放射状の区画の第
１の相対する対を形成するように配置され、該４つの放射状の区画のうちの別の２つの放
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射状の区画は、誘電材料の放射状の区画の第２の相対する対を形成するように配置される
、請求項１に記載のマイクロ波アンテナアセンブリ。
【請求項３】
　前記誘電材料の放射状の区画のうちの第１の相対する対の誘電率は、該誘電材料の放射
状の区画のうちの第２の相対する対の誘電率よりも大きい、請求項２に記載のマイクロ波
アンテナアセンブリ。
【請求項４】
　前記誘電材料の放射状の区画のうちの第１の相対する対の前記誘電率は、該誘電材料の
放射状の区画のうちの第２の相対する対の前記誘電率よりも、約２倍～約２０倍大きい、
請求項３に記載のマイクロ波アンテナアセンブリ。
【請求項５】
　前記誘電本体部分は、前記第１の細長い導電体の長手方向軸の周りを回転可能である、
請求項１に記載のマイクロ波アンテナアセンブリ。
【請求項６】
　前記マイクロ波アンテナアセンブリは、
　前記第１の細長い導電体に対する前記長手方向軸の周りの前記誘電本体部分の回転角を
決定するように構成されている角度センサをさらに備えている、請求項５に記載のマイク
ロ波アンテナアセンブリ。
【請求項７】
　前記誘電本体部分は、
　前記第１の放射部分および前記第２の放射部分を備え、該第２の放射部分は、前記第２
の細長い導電体の周りに少なくとも部分的に配置され、該第２の放射部分は、該第２の細
長い導電体の長さに沿って配置された誘電材料の少なくとも２つの放射状の区画を含み、
該放射状の区画のうちの少なくとも２つの誘電材料は異なっている、請求項１に記載のマ
イクロ波アンテナアセンブリ。
【請求項８】
　前記第１の放射部分が、第１の放射パターンを有し、前記第２の放射部分が、第２の放
射パターンを有する、請求項７に記載のマイクロ波アンテナアセンブリ。
【請求項９】
　前記第１の放射パターンおよび前記第２の放射パターンのうちの少なくとも１つは、少
なくとも１つの細長い放射ローブを有する、請求項８に記載のマイクロ波アンテナアセン
ブリ。
【請求項１０】
　幾何学的形状、密度、および誘電材料のうちの少なくとも１つが、前記第１の放射部分
から放射する放射パターンを形成するために選択される、請求項１に記載のマイクロ波ア
ンテナアセンブリ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は概して、組織を治療し得るマイクロ波アンテナアセンブリに関する。より詳細
には、本開示は、誘電本体部分を有するマイクロ波アンテナアセンブリに関し、該誘電本
体部分は、組織を治療するためのエネルギーを方向づける誘電材料の放射状の区画を有す
る。
【背景技術】
【０００２】
　（関連技術の背景）
　特定の疾患の治療は、悪性組織の生長物（例えば腫瘍）または周囲の組織の破壊を必要
とする。腫瘍の細胞は、周囲の健康な細胞に対して有害である温度よりもわずかに低い高
温で変性することが知られている。したがって、例えば温熱療法のような公知の治療方法
は、不可逆的な細胞損傷を回避するため、より低い温度に隣接する健康的な細胞を維持し
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ながら、４１℃を超える温度に腫瘍細胞を加熱する。かかる方法は、電磁放射を適用して
、組織を加熱、切除、かつ／または凝固することを含む。マイクロ波エネルギーは、これ
らの方法を実行するために時折利用される。特に、マイクロ波エネルギーは、組織を凝固
または切除するために使用される。罹患した組織を治療するために使用される別の方法は
、罹患した器官、組織または解剖学的構成の一部分を切り取ることである。例えば、肝臓
は、罹患した組織および健康的な組織を含み得る。１つの治療選択肢は、肝臓組織の一部
を切除して、罹患した組織を含む肝臓の一部分を切り取ることである。
【０００３】
　マイクロ波エネルギーは、組織を貫通し得るアンテナアセンブリを介して印加され得る
。例えば単極アンテナアセンブリおよび双極アンテナアセンブリのような幾つかのタイプ
のアンテナアセンブリがある。単極アンテナアセンブリおよび双極アンテナアセンブリに
おいて、マイクロ波エネルギーのほとんどは、導電体の軸から垂直に放射する。単極アン
テナアセンブリは、マイクロ波エネルギーを伝達する単一の細長い導電体を含む。通常の
双極アンテナアセンブリは２つの細長い導電体を有し、該２つの細長い導電体は、互いに
平行であり、互いに対して端と端をつないだ関係に配置され、それらの間に絶縁体が配置
される。導電体の各々は通常、マイクロ波エネルギーの波長の長さの約１／４であり、両
導電体の全長は、マイクロ波エネルギーの波長の約１／２となる。
【０００４】
　同軸の双極アンテナアセンブリは通常、第１の細長い導電体と、同軸のアセンブリの距
離の約半分に沿って、第１の細長い導電体の周りに同心的に配置された第２の細長い導電
体とを含む。第２の細長い導電体を有する部分は、波長の約１／４であり、第１の細長い
導電体のみを有する部分も、波長の約１／４であり、アンテナアセンブリの全長は約１／
２波長となる。マイクロ波エネルギー波長を双極の長さの２倍になるように選択すること
によって、電力が、アンテナアセンブリから周囲の組織へより効率的に伝達される。
【０００５】
　一部のマイクロ波アンテナアセンブリは、狭い動作帯域幅、すなわち動作効率が達成さ
れる波長範囲を有するので、マイクロ波送達システム（例えば発電機、ケーブル、その他
）とマイクロ波アンテナアセンブリを取り囲む組織との間の所定のインピーダンス整合を
維持することができない。より詳細には、マイクロ波エネルギーが組織に印加されると、
マイクロ波アンテナアセンブリを直接的に取り囲む組織の誘電率は、組織が加熱されるに
従って減少する。この低下は、最適のマイクロ波エネルギー波長をアンテナの帯域幅を超
えて変化させ得る。この結果、従来のマイクロ波アンテナアセンブリの帯域幅と印加され
るマイクロ波エネルギーとの間に不整合が生じ得る。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示は概して、組織を治療し得るマイクロ波アンテナアセンブリに関する。より詳細
には、本開示は、誘電本体部分を有するマイクロ波アンテナアセンブリに関し、該誘電本
体部分は、組織を凝固させ、解剖し、溶解させ、切除し、または組織に影響を及ぼすこと
によって組織を治療する誘電材料の放射状の区画を有する。
【０００７】
　本開示の一実施形態において、マイクロ波アンテナアセンブリは、第１の細長い導電体
および第２の細長い導電体、ならびに誘電本体部分を含む。第１の細長い導電体は、その
長さに少なくとも部分的に沿った第１の放射部分と関連付けられる。第２の細長い導電体
は、第１の細長い導電体内に配置され、その長さに少なくとも部分的に沿った第２の放射
部分と関連付けられる。誘電本体部分は、第１の細長い導電体および第２の細長い導電体
のうちの少なくとも１つの長さに沿って配置され、誘電本体部分は、様々な誘電率を有す
る誘電材料の２つ以上の放射状の区画を含む。幾何学的形状、密度、および／または誘電
材料が、第１の放射部分から放射する放射パターンを形成するために選択され得る。
【０００８】
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　本開示の別の実施形態において、誘電材料の１つ以上の放射状の区画は、誘電材料の第
１の放射状の区画と第２の放射状の区画とを含み、第１の放射状の区画の誘電率は、第２
の放射状の区画の誘電率よりも大きい。
【０００９】
　第１の細長い導電体は、そこを貫通する管腔を含み得、第２の細長い導電体は、第１の
細長い導電体の管腔内に少なくとも部分的に配置され、同軸の双極アンテナアセンブリを
形成する。第２の細長い導電体の一部分が、第１の細長い導電体の長手方向軸から第１の
距離にあるように、第２の細長い導電体は、管腔内に少なくとも部分的に配置され得る。
【００１０】
　本開示の別の実施形態において、誘電材料の１つ以上の放射状の区画のうちの誘電材料
の１つの放射状の区画は、中空のチャンバを含む。中空のチャンバは、その中に配置され
た水、空気、気体または真空のうちの１つ以上を含み得、これらの材料は、当技術分野で
公知の１つ以上の方法によって機械的にポンプ送入またはポンプ送出され得る。第１の細
長い導電体および第２の細長い導電体のうちの１つは、第１の導電率領域と第２の導電率
領域とを含み得る。第１の導電率領域は、第１の導電率を有し、第２の導電率領域は、第
１の導電率とは異なる第２の導電率を有する。
【００１１】
　本開示の別の実施形態において、２つ以上の誘電材料は、誘電材料の４つの放射状の区
画を形成する。誘電材料の４つの放射状の区画の各々は、４つの放射状の区画の放射状に
隣接する放射状の区画の各々とは異なる。例えば、２つの放射状の区画は、誘電材料の放
射状の区画のうちの第１の相対する対を形成するように配置され得、２つの放射状の区画
は、誘電材料の放射状の区画のうちの第２の相対する対を形成するように配置される。４
つの放射状の区画は、等しい角度の四分円の放射状の区画を形成する。放射状の区画の第
１の相対する対の誘電率は、放射状の区画の第２の相対する対の誘電率よりも大きく、特
定の放射効果を作成する。一実施形態において、放射状の区画の第１の相対する対の誘電
率は、放射状の区画の第２の相対する対の誘電率よりも約２倍～約２０倍大きい。
【００１２】
　本開示の別の実施形態において、誘電材料の２つの放射状の区画は、誘電本体部分を形
成する。第１の放射状の区画の誘電材料の誘電率は、約１０～約１００であり、第２の放
射状の区画の誘電材料の誘電率は、約２～約５であり、特定の放射効果を作成する。
【００１３】
　本開示の別の実施形態において、誘電本体部分は、第１の細長い導電体の長手方向軸の
周りを回転可能である。角度センサが、第１の細長い導電体に対する長手方向軸の周りの
誘電本体部分の回転角を決定するように構成され得る。
【００１４】
　さらに別の実施形態において、マイクロ波アンテナアセンブリは、第
２の細長い導電体の周りに少なくとも部分的に配置された第２の誘電本体部分を含む。第
２の誘電本体部分は、第２の細長い導電体の長さに沿って配置された誘電材料の２つ以上
の放射状の区画を含み、２つ以上の放射状の区画の誘電材料は異なる。第１の誘電本体部
分は、第１の放射部分が、第１の放射パターンを有するようにし、第２の誘電本体部分は
、第２の放射部分が、第２の放射パターンを有するようにする。第１の放射パターンおよ
び第２の放射パターンの各々は、１つ以上の細長い放射ローブを有する。
【００１５】
　本開示のさらに別の実施形態において、組織を治療するための電気外科システムは、マ
イクロ波エネルギーを生成するための電気外科発電機と、アンテナアセンブリとを含む。
アンテナアセンブリは、第１の細長い導電体および第２の細長い導電体、ならびに上記の
実施形態のうちの１つに記述されたような誘電本体部分を含む。
【００１６】
　電気外科発電機は、アンテナアセンブリの１つ以上のＳパラメータを決定するように構
成されたＳパラメータセンサを含む。第１の誘電本体部分は、第１の放射部分が、１つ以
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上の細長い放射ローブを含む放射パターンを有するようにする。１つ以上の細長い放射ロ
ーブは、第１の細長い導電体の長手方向軸の周りを回転可能である。電気外科発電機は、
各決定されたＳパラメータを、１つ以上の細長い放射ローブの決定された角度方向と関連
付ける。
【００１７】
　別の実施形態において、電気外科発電機は質問信号を生成し、Ｓパラメータセンサは、
質問信号を利用して、アンテナアセンブリの１つ以上のＳパラメータを決定する。質問信
号は複数の波長を含み得、それによって、電気外科発電機は、各決定されたＳパラメータ
を、複数の波長のうちの１つの波長と関連付ける。例えば、一実施形態において、１つ以
上のＳパラメータはＳ１１パラメータを含み得る。
【００１８】
　さらに別の実施形態において、マイクロ波アンテナアセンブリは、電気外科発電機と動
作可能に通信する角度センサも含む。角度センサは、第１の細長い導電体の長手方向軸の
周りの１つ以上の細長い放射ローブの回転角を決定する。角度センサは、決定された回転
角を電気外科発電機に通信する。さらにまたは代替として、電気外科発電機は、各決定さ
れたＳパラメータを、１つ以上の細長い放射ローブの決定された回転角（角度センサから
の）と関連付ける。
【００１９】
　例えば、本発明は以下を提供する。
【００２０】
　（項目１Ａ）　
　マイクロ波アンテナアセンブリであって、
　第１の細長い導電体であって、該第１の細長い導電体の長さに少なくとも部分的に沿っ
た第１の放射部分と関連付けられた、第１の細長い導電体と、
　第２の細長い導電体であって、該第１の細長い導電体内に配置され、かつ該第２の細長
い導電体の長さに少なくとも部分的に沿った第２の放射部分と関連付けられた、第２の細
長い導電体と、
　誘電本体部分であって、該第１の細長い導電体および該第２の細長い導電体のうちの少
なくとも１つの長さに沿って配置され、異なる誘電率を有する誘電材料の少なくとも２つ
の放射状の区画を含む、誘電本体部分と
　を備えている、マイクロ波アンテナアセンブリ。
【００２１】
　（項目２Ａ）　
　上記第１の細長い導電体および上記第２の細長い導電体のうちの少なくとも１つは、第
１の導電領域と第２の導電領域とを含み、該第１の導電領域は、第１の導電率を有し、該
第２の導電領域は、該第１の導電率と異なる第２の導電率を有する、上記項目のいずれか
一項に記載のマイクロ波アンテナアセンブリ。
【００２２】
　（項目３Ａ）　
　上記誘電材料の少なくとも２つの放射状の区画は、誘電材料の４つの放射状の区画を含
み、該誘電材料の４つの放射状の区画の各々は、該誘電材料の４つの放射状の区画の放射
状に隣接する放射状の区画の各々とは異なる、上記項目のいずれか一項に記載のマイクロ
波アンテナアセンブリ。
【００２３】
　（項目４Ａ）　
　上記４つの放射状の区画のうちの２つの放射状の区画は、誘電材料の放射状の区画の第
１の相対する対を形成するように配置され、該４つの放射状の区画のうちの別の２つの放
射状の区画は、誘電材料の放射状の区画の第２の相対する対を形成するように配置される
、上記項目のいずれか一項に記載のマイクロ波アンテナアセンブリ。
【００２４】
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　（項目５Ａ）　
　上記誘電材料の放射状の区画のうちの第１の相対する対の誘電率は、該誘電材料の放射
状の区画のうちの第２の相対する対の誘電率よりも大きい、上記項目のいずれか一項に記
載のマイクロ波アンテナアセンブリ。
【００２５】
　（項目６Ａ）　
　上記誘電材料の放射状の区画のうちの第１の相対する対の上記誘電率は、該誘電材料の
放射状の区画のうちの第２の相対する対の上記誘電率よりも、約２倍～約２０倍大きい、
上記項目のいずれか一項に記載のマイクロ波アンテナアセンブリ。
【００２６】
　（項目７Ａ）　
　上記誘電本体部分は、上記第１の細長い導電体の長手方向軸の周りを回転可能である、
上記項目のいずれか一項に記載のマイクロ波アンテナアセンブリ。
【００２７】
　（項目８Ａ）　
　上記マイクロ波アンテナアセンブリは、
　上記第１の細長い導電体に対する上記長手方向軸の周りの上記誘電本体部分の回転角を
決定するように構成されている角度センサをさらに備えている、上記項目のいずれか一項
に記載のマイクロ波アンテナアセンブリ。
【００２８】
　（項目９Ａ）　
　上記マイクロ波アンテナアセンブリは、
　上記第２の細長い導電体の周りに少なくとも部分的に配置された第２の誘電本体部分で
あって、該第２の誘電本体部分は、該第２の細長い導電体の長さに沿って配置された誘電
材料の少なくとも２つの放射状の区画を含み、該放射状の区画のうちの少なくとも２つの
誘電材料は異なっている、第２の誘電本体部分をさらに備えている、上記項目のいずれか
一項に記載のマイクロ波アンテナアセンブリ。
【００２９】
　（項目１０Ａ）　
　上記第１の誘電本体部分は、上記第１の放射部分が、第１の放射パターンを有するよう
にし、上記第２の誘電本体部分は、上記第２の放射部分が、第２の放射パターンを有する
ようにする、上記項目のいずれか一項に記載のマイクロ波アンテナアセンブリ。
【００３０】
　（項目１１Ａ）　
　上記第１の放射パターンおよび上記第２の放射パターンのうちの少なくとも１つは、少
なくとも１つの細長い放射ローブを有する、上記項目のいずれか一項に記載のマイクロ波
アンテナアセンブリ。
【００３１】
　（項目１２Ａ）　
　幾何学的形状、密度、および誘電材料のうちの少なくとも１つが、上記第１の放射部分
から放射する放射パターンを形成するために選択される、上記項目のいずれか一項に記載
のマイクロ波アンテナアセンブリ。
【００３２】
　（項目１Ｂ）　
　マイクロ波アンテナアセンブリであって、
　第１の細長い導電体であって、該第１の細長い導電体の長さに少なくとも部分的に沿っ
た第１の放射部分と関連付けられた、第１の細長い導電体と、
　第２の細長い導電体であって、該第１の細長い導電体内に配置され、かつ該第２の細長
い導電体の長さに少なくとも部分的に沿った第２の放射部分と関連付けられた、第２の細
長い導電体と、
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　誘電本体部分であって、該第１の細長い導電体および該第２の細長い導電体のうちの少
なくとも１つの長さに沿って配置され、異なる誘電率を有する誘電材料の少なくとも２つ
の放射状の区画を含む、誘電本体部分と
　を備えている、マイクロ波アンテナアセンブリ。
【００３３】
　（項目２Ｂ）　
　上記第１の細長い導電体および上記第２の細長い導電体のうちの少なくとも１つは、第
１の導電領域と第２の導電領域とを含み、該第１の導電領域は、第１の導電率を有し、該
第２の導電領域は、該第１の導電率と異なる第２の導電率を有する、上記項目のいずれか
一項に記載のマイクロ波アンテナアセンブリ。
【００３４】
　（項目３Ｂ）　
　上記誘電材料の少なくとも２つの放射状の区画は、誘電材料の４つの放射状の区画を含
み、該誘電材料の４つの放射状の区画の各々は、該誘電材料の４つの放射状の区画の放射
状に隣接する放射状の区画の各々とは異なる、上記項目のいずれか一項に記載のマイクロ
波アンテナアセンブリ。
【００３５】
　（項目４Ｂ）　
　上記４つの放射状の区画のうちの２つの放射状の区画は、誘電材料の放射状の区画の第
１の相対する対を形成するように配置され、該４つの放射状の区画のうちの別の２つの放
射状の区画は、誘電材料の放射状の区画の第２の相対する対を形成するように配置される
、上記項目のいずれか一項に記載のマイクロ波アンテナアセンブリ。
【００３６】
　（項目５Ｂ）　
　上記誘電材料の放射状の区画のうちの第１の相対する対の誘電率は、該誘電材料の放射
状の区画のうちの第２の相対する対の誘電率よりも大きい、上記項目のいずれか一項に記
載のマイクロ波アンテナアセンブリ。
【００３７】
　（項目６Ｂ）　
　上記誘電材料の放射状の区画のうちの第１の相対する対の上記誘電率は、該誘電材料の
放射状の区画のうちの第２の相対する対の上記誘電率よりも、約２倍～約２０倍大きい、
上記項目のいずれか一項に記載のマイクロ波アンテナアセンブリ。
【００３８】
　（項目７Ｂ）　
　上記誘電本体部分は、上記第１の細長い導電体の長手方向軸の周りを回転可能である、
上記項目のいずれか一項に記載のマイクロ波アンテナアセンブリ。
【００３９】
　（項目８Ｂ）　
　上記マイクロ波アンテナアセンブリは、
　上記第１の細長い導電体に対する上記長手方向軸の周りの上記誘電本体部分の回転角を
決定するように構成されている角度センサをさらに備えている、上記項目のいずれか一項
に記載のマイクロ波アンテナアセンブリ。
【００４０】
　（項目９Ｂ）　
　上記マイクロ波アンテナアセンブリは、
　上記第２の細長い導電体の周りに少なくとも部分的に配置された第２の誘電本体部分で
あって、該第２の誘電本体部分は、該第２の細長い導電体の長さに沿って配置された誘電
材料の少なくとも２つの放射状の区画を含み、該放射状の区画のうちの少なくとも２つの
誘電材料は異なっている、第２の誘電本体部分をさらに備えている、上記項目のいずれか
一項に記載のマイクロ波アンテナアセンブリ。
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【００４１】
　（項目１０Ｂ）　
　上記第１の誘電本体部分は、上記第１の放射部分が、第１の放射パターンを有するよう
にし、上記第２の誘電本体部分は、上記第２の放射部分が、第２の放射パターンを有する
ようにする、上記項目のいずれか一項に記載のマイクロ波アンテナアセンブリ。
【００４２】
　（項目１１Ｂ）　
　上記第１の放射パターンおよび上記第２の放射パターンのうちの少なくとも１つは、少
なくとも１つの細長い放射ローブを有する、上記項目のいずれか一項に記載のマイクロ波
アンテナアセンブリ。
【００４３】
　（項目１２Ｂ）　
　幾何学的形状、密度、および誘電材料のうちの少なくとも１つが、上記第１の放射部分
から放射する放射パターンを形成するために選択される、上記項目のいずれか一項に記載
のマイクロ波アンテナアセンブリ。
【００４４】
　（項目１３Ｂ）
　組織を治療するための電気外科システムであって、該システムは、
　マイクロ波エネルギーを生成するように構成された電気外科発電機と、
　該マイクロ波エネルギーを放射するように構成されたアンテナアセンブリであって、
　該アンテナアセンブリは、
　第１の細長い導電体であって、該第１の細長い導電体の長さに少なくとも部分的に沿っ
た第１の放射部分と関連付けられた、第１の細長い導電体と、
　第２の細長い導電体であって、該第１の細長い導電体内に配置され、かつ該第２の細長
い導電体の長さに少なくとも部分的に沿った第２の放射部分と関連付けられた、第２の細
長い導電体と、
　誘電本体部分であって、該第１の細長い導電体および該第２の細長い導電体のうちの少
なくとも１つの長さに沿って配置され、異なる誘電率を有する誘電材料の少なくとも２つ
の放射状の区画を含む、誘電本体部分と
　を備えている、アンテナアセンブリと
　を備えている、システム。
【００４５】
　（項目１４Ｂ）
　前記電気外科発電機は、上記アンテナアセンブリの少なくとも１つのＳパラメータを決
定するように構成されたＳパラメータセンサを含む、上記項目のいずれか一項に記載の電
気外科システム。
【００４６】
　（項目１５Ｂ）
　上記第１の誘電本体部分は、上記第１の放射部分が、少なくとも１つの細長い放射ロー
ブを含む放射パターンを有するようにし、上記電気外科発電機は、上記決定された少なく
とも１つのＳパラメータを、上記少なくとも１つの細長い放射ローブの角度方向と関連付
ける、上記項目のいずれか一項に記載の電気外科システム。
【００４７】
　（項目１６Ｂ）
　上記少なくとも１つの細長い放射ローブは、上記第１の細長い導電体の長手方向軸の周
りを回転可能である、上記項目のいずれか一項に記載の電気外科システム。
【００４８】
　（項目１７Ｂ）
　上記マイクロ波アンテナアセンブリは、
　上記電気外科発電機と動作可能に通信する角度センサであって、上記第１の細長い導電
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体の上記長手方向軸の周りの少なくとも１つの細長い放射ローブの回転角を決定するよう
に構成され、該決定された回転角を該電気外科発電機に通信するように構成されている、
角度センサをさらに備えている、上記項目のいずれか一項に記載の電気外科システム。
【００４９】
　（項目１８Ｂ）
　上記電気外科発電機は、上記少なくとも１つのＳパラメータのうちの各決定されたＳパ
ラメータを、上記少なくとも１つの細長い放射ローブの上記決定された回転角と関連付け
る、上記項目のいずれか一項に記載の電気外科システム。
【００５０】
　（項目１９Ｂ）
　上記電気外科発電機は質問信号を生成し、上記Ｓパラメータセンサは、該質問信号を利
用して、上記アンテナアセンブリの上記少なくとも１つのＳパラメータを決定する、上記
項目のいずれか一項に記載の電気外科システム。
【００５１】
　（項目２０Ｂ）
　上記質問信号は複数の波長を含み、上記電気外科発電機は、上記少なくとも１つのＳパ
ラメータのうちの各決定されたＳパラメータを、該複数の波長のうちの１つの波長と関連
付ける、上記項目のいずれか一項に記載の電気外科システム。
【００５２】
　（摘要）
　マイクロ波アンテナアセンブリは、第１および第２の細長い導電体と、誘電本体部分と
を含む。第１の細長い導電体は、その長さに少なくとも部分的に沿った第１の放射部分と
関連付けられる。第２の細長い導電体は、第１の細長い導電体内に配置され、その長さに
少なくとも部分的に沿った第２の放射部分と関連付けられる。誘電本体部分は、第１およ
び第２の細長い導電体のうちの少なくとも１つの長さに沿って配置され、誘電本体部分は
、異なる誘電率を有する誘電材料の２つ以上の放射状の区画を含む。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
　様々な実施形態が、図面を参照して本明細書に記述される。
【図１】図１は、本開示の実施形態による、組織を治療するためのマイクロ波電気外科シ
ステムの概略図である。
【図２】図２は、本開示の実施形態による、組織を切除するためのマイクロ波エネルギー
を生成し得る電気外科発電機のブロック図である。
【図３Ａ】図３Ａは、本開示の実施形態による、アンテナアセンブリの放射部分の周りに
配置された誘電材料の４つの放射状の区画を有する誘電本体部分を有するアンテナアセン
ブリの概略的な斜視図である。
【図３Ｂ】図３Ｂは、本開示の実施形態による、例示的な電界線を有する近位の放射部分
に沿った図３Ａのアンテナアセンブリの断面図である。
【図３Ｃ】図３Ｃは、本開示の実施形態による、例示的な電界線を有する遠位の放射部分
に沿った図３Ａのアンテナアセンブリの断面図である。
【図３Ｄ】図３Ｄは、本開示の実施形態による、２つの細長い放射ローブを有する放射パ
ターンを示す遠位の放射部分に沿った図３Ａのアンテナアセンブリの断面図である。
【図４】図４～図７は、本開示の実施形態による、アンテナアセンブリのさらなる実施形
態の遠位の放射部分に沿った断面図である。
【図５】図４～図７は、本開示の実施形態による、アンテナアセンブリのさらなる実施形
態の遠位の放射部分に沿った断面図である。
【図６】図４～図７は、本開示の実施形態による、アンテナアセンブリのさらなる実施形
態の遠位の放射部分に沿った断面図である。
【図７】図４～図７は、本開示の実施形態による、アンテナアセンブリのさらなる実施形
態の遠位の放射部分に沿った断面図である。
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【発明を実施するための形態】
【００５４】
　（詳細な説明）
　図面を参照すると、図１は、マイクロ波エネルギーを使用して組織を治療するための電
気外科システム１００の概略図である。電気外科システム１００は、ケーブル１０４に電
気的に接続された電気外科発電機１０２を含み、ケーブル１０４は、マイクロ波エネルギ
ーを外科用器具１０６に導き得る。外科用器具１０６は、アンテナアセンブリ１０８を含
み、アンテナアセンブリ１０８は、患者Ｐの組織を治療し得る。外科用器具１０６は、他
のアンテナアセンブリ（図示されず）を含み得る。
【００５５】
　電気外科発電機１０２は、グラフィカルユーザインターフェース１１０とダイアルイン
ジケータ１１２とを含み。電気外科発電機１０２は、他の入力デバイスまたは出力デバイ
ス、例えば制御、表示および／または動作のためのノブ、ダイアル、スイッチ、ボタン、
ディスプレーなども含み得る。外科用器具１０６は、電気外科発電機１０２と通信して、
マイクロ波エネルギーを生成するため、ボタン（図示されず）を含み得る。電気外科シス
テム１００は、フットスイッチ（図示されず）も含み得、該フットスイッチは、電気外科
発電機１０２と接続する。フットスイッチは作動させられると、電気外科発電機１０２に
マイクロ波エネルギーを発生させ得る。電気外科用器具１０６またはフットスイッチのボ
タンを利用することにより、外科医は、電気外科発電機１０２の位置に関わりなく、患者
Ｐの近くに残りながら、マイクロ波エネルギーを作動させることができる。
【００５６】
　図面を参照すると、図２は、組織を治療するためのマイクロ波エネルギーを発生させ得
る電気外科発電機２００のブロック図である。図２の電気外科発電機２００は、図１の電
気外科発電機１０２と同様または同一であり得る。電気外科発電機２００は、ハードウエ
ア、ソフトウエア、実行中のソフトウエア、バイトコード、マイクロコード、ファームウ
エア、回路網または何らかの十分な組み合わせで、完全にまたは部分的に実装され得る。
電気外科発電機２００は、ネットワーク（例えばインターネット）に接続され得、例えば
ＲＳ－２３２接続、イーサネット（登録商標）接続またはＧＰＩＢ接続のようなデジタル
接続デバイスまたはアナログ接続デバイスを含み得る。
【００５７】
　電気外科発電機２００は、アンテナアセンブリ２０４を含む外科用器具２０２に接続さ
れ、アンテナアセンブリ２０４は、切り取りまたは他の外科的目的のために組織を切除す
るように構成される。アンテナアセンブリ２０４は、並列のアンテナアセンブリによる複
数のアンテナアセンブリの一部分を形成して、切り取り処置のための切除平面（例えば、
「ピケットフェンス（ｐｉｃｋｅｔ　ｆｅｎｃｅ）」切除平面）を作成し得る。アンテナ
アセンブリは、誘電本体部分２３８を含む。
【００５８】
　電気外科発電機２００は、プロセッサ２１２およびメモリ２１４を有するプロセッシン
グモジュール２１０によって制御される。プロセッサ２１２は、マイクロプロセッサ、マ
イクロコントローラ、論理回路網または半導体ベースの論理デバイスであり得る。メモリ
２１４は、プログラムデータ、変数、スタック（ｓｔａｃｋ）、ヒープ（ｈｅａｐ）など
を含み得る。プロセッシングモジュール２１０は、例えば直列バスインターフェースまた
は並列バスインターフェースのような通信インターフェースを含み得、かつ関連するＩ／
Ｏバッファ、フラグまたは関連付けられた回路網も含み得る。さらに、プロセッシングモ
ジュール２１０は、アナログデジタル変換器および／またはデジタルアナログ変換器を含
み得る。
【００５９】
　プロセッシングモジュール２１０は、ユーザインターフェース２１６と動作可能に通信
し、それからユーザデータを受信し得る。ユーザインターフェース２１６は、例えばフッ
トスイッチ、スイッチ、ダイアル、スクリーン、タッチスクリーン、スピーカ、マイクロ
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フォンなど、および関連付けられた回路網のような機械的インターフェースまたは電気的
インターフェースを含み得る。プロセッシングモジュール２１０は、高電圧ＤＣ電源２１
８と動作可能に通信し、高電圧ＤＣ電源２１８は、プロセッシングモジュール２１０から
命令を受信し、十分な電力をマイクロ波出力ステージ２２０に供給する。プロセッシング
モジュール２１０は、高電圧ＤＣ電源２１８によって、直接的に（図示されず）または間
接的にマイクロ波出力ステージ２２０を制御し得る。マイクロ波出力ステージ２２０は、
単一の波長、複数の波長またはある範囲の波長を有するマイクロ波エネルギーを出力し得
る。アンテナアセンブリ２０４の有効波長は、周囲の組織タイプ、周囲の組織状態および
／または切除処置の現在の進捗に基づいて異なり得、かつ変化し得る。マイクロ波出力ス
テージ２２０は、マイクロ波エネルギーの波長を変化させて、アンテナアセンブリ２０４
の有効波長を「追跡」し、またはこれと「調和」し得る。高電圧ＤＣ電源２１８は、マイ
クロ波出力ステージ２２０に電力を提供し、一方、プロセッシングモジュール２１０は、
「オン／オフ」回数および／またはデューティサイクルを制御する。プロセッシングモジ
ュール２１０は、マイクロ波エネルギーを制御するための１つ以上の変調技術、例えばパ
ルス幅変調技術を利用する。あるいは、プロセッシングモジュール２１０は、別の半導体
デバイス（図示されず）、例えばＡＳＩＣチップにデジタルコードを送信し得、ＡＳＩＣ
チップは、高電圧ＤＣ電源２１８を制御するための波形を生成する。
【００６０】
　プロセッシングモジュール２１０は、例えばアナログデジタル（本明細書において「Ａ
／Ｄ」と称される）変換器２２２および２２４からのフィードバックのようなフィードバ
ックを利用して、マイクロ波エネルギーの生成を制御し得る。Ａ／Ｄ変換器２２２は、電
圧センサ２２６からの電圧データをデジタル電圧データに変換し、Ａ／Ｄ変換器２２４は
、電流センサ２２８からの電流データをデジタル電流データに変換する。プロセッシング
モジュール２１０は、マイクロ波エネルギーの生成を制御するために、電圧データおよび
／または電流データも使用し得る。例えば、プロセッシングモジュール２１０は、デジタ
ルの電流データを「エラー」として使用（例えばＰＩＤアルゴリズムの中で）する。フィ
ードバックタイプ制御アルゴリズムを実行して、生成されたマイクロ波エネルギーに対し
てどのような調節を加えるべきかを決定し得る。
【００６１】
　図３Ａ、図３Ｂ、および図３Ｃを参照すると、第１の導電体３０２（図３Ｂのみに示さ
れている）と第２の導電体３０４とを含むアンテナアセンブリ３００が示されている。例
えば、第１の導電体３０２が、第２の導電体３０４を少なくとも部分的に同心的に取り囲
むように、第１の導電体３０２は、その中に第２の導電体３０４が配置される管腔（図示
されず）を画定する。アンテナアセンブリ３００はまた、第１の放射部分３０６と第２の
放射部分３０８とを含む。アンテナアセンブリ３００は、同軸ケーブル３１２に取り付け
られ、チョーク３１４を含み得る。パック３１６は、２つの放射部分３０６と３０８との
間のスペーサを形成し得る。
【００６２】
　第１の導電体３０２および／または第２の導電体３０４は、適切な導電性金属から作ら
れ得、かつ例えば、銅、金、ステンレス鋼、または同様な導電率値を有する他の導電性金
属のように半剛性であるかまたは柔軟性があり得る。金属は、例えば導電率および引張強
度のような様々な要因に基づいて選択され得る。ステンレス鋼は、銅および／または金よ
りも低い導電率を有するが、ステンレス鋼は、一部の器具において、組織および／または
皮膚を穿刺するために必要な強度を提供し得る。かかる場合において、第１の導電体３０
２および／または第２の導電体３０４（またはそれらの部分）は、導電率を向上させ、か
つエネルギー損を減少させるために、導電性材料（例えば銅、金その他）でメッキされ得
る。
【００６３】
　さらにまたは代替として、例えば、第１の導電体３０２および第２の導電体３０４は、
より高い導電性の領域を含み、そこから放射する電界線の指向性を高め得るように、第１
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の導電体３０２および／または第２の導電体３０４は、放射パターンを形成するために、
導電率が変化する領域を有し得る。例えば、第１の導電体３０２および／または第２の導
電体３０４は、より高い誘電率を有する領域に隣接して、より高い導電率値で被覆され得
るか、もしくはこれを有し得るか、またはこの逆であり得る。さらに、第１の導電体３０
２および／または第２の導電体３０４は、中空の芯、様々な表皮被覆深さ、１つ以上の中
空部分を有し得、互いに対してより厚いかまたはより薄い被覆を有し得、互いに対してよ
り厚いかまたはより薄くあり得、かつ／または様々な幾何学的な形状を有して、放射ロー
ブの指向性にさらに影響を及ぼし得る。
【００６４】
　上記のように、第２の導電体３０４は、機械的にかつ／またはＲＦエネルギーもしくは
マイクロ波エネルギーの助けで、組織を突き通すか組織をスライスして貫通するように構
成され得ることが想定されている。第２の導電体３０４が機械的に組織を突き通すかまた
は組織をスライスして貫通し得る実施形態において、アンテナアセンブリ３００は、所定
の量の力が及ぼされると、組織を貫通するかまたは組織をスライスして貫通するために十
分薄く構成され得る。さらに、または代替として、第２の導電体３０４は、ＲＦまたはマ
イクロ波エネルギーを受信し、そしてそのエネルギーを組織に伝達して、組織を突き通す
かもしくは組織をスライスして貫通するか、または組織を突き通すかもしくは組織をスラ
イスして貫通することを補助するように構成され得る。第２の導電体３０４は、先細の端
３１０も含み得、かつ組織を貫通するために適切な様々な耐熱材料、例えば金属（例えば
ステンレス鋼）、ガラスセラミックスのようなセラミックス、およびポリエーテルイミド
、ポリアミド熱可塑性樹脂（これ一例は、Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｃｏ．　
ｏｆ　Ｆａｉｒｆｉｅｌｄ，　ＣＴによって販売されているＵｌｔｅｍ（登録商標）であ
る）のような様々な熱可塑性材料から形成され得る。
【００６５】
　ここで図３Ｂおよび図３Ｃを参照すると、図３Ａの線３Ｂ－３Ｂに沿った断面図、およ
び図３Ａのアンテナアセンブリ３００の線３Ｃ－３Ｃに沿った断面図２つがそれぞれ示さ
れる。誘電本体部分３１８は、第１の放射部分３０６および第２の放射部分３０８から放
射する放射パターンを形成し、かつ／またはこれを制御するように構成され得る。代表的
な図３Ａ実施形態において、誘電本体部分３１８は、誘電材料の４つの放射状の区画を有
し、各々は、放射状総面積の同じ小部分を有する（誘電本体部分３１８は、等しい角度の
四分円の放射状の区画を有する）。例えば、図３Ｂは、第１の放射部分３０６に沿った誘
電本体部分３１８の断面図を示し、該断面図は、誘電材料の４つの放射状の区画を含む。
すなわち、それらは、放射状の区画３２０、３２２、３２４および３２８である。図３Ｃ
は、誘電材料の４つの放射状の区画を示す。すなわち、それらは、放射状の区画３３０、
３３２、３３４および３３６である。
【００６６】
　放射状の区画３２８、３２２、３３６および３３２は、放射状の区画３２０、３２４、
３３０および３３４よりも大きな誘電率の材料を有するか、またはその逆であり得る。誘
電率の相違は、誘電本体部分３１８の放射状の区画の周りで、様々な電界線を生み出す。
電界線は、図３Ｂおよび図３Ｃに示され、図３Ｂおよび図３Ｃは、側面放射ローブ３４２
および３４４と共に（図３Ｄも参照）、放射部分３０６および３０８からそれぞれ放出さ
れている細長い放射ローブ３３８および３４０を示す（図３Ａを参照）。細長い放射ロー
ブは、３２０、３２４、３３０および３３４に対する放射部分３２８、３２２、３３６お
よび３３２のより高い誘電率の結果である。低い誘電材料は、約２～約１０の誘電率を有
し得る。低い誘電材料の例は、低い誘電セラミックス（例えば、ガラスセラミックス）ま
たはポリマーを含む。さらに、高い誘電率は、約１０～約１００の誘電率であり得る。高
い誘電材料の例は、高い誘電セラミックス（例えばガラスセラミックス）またはポリマー
を含む。これらの誘電体の電界飽和限界は、マイクロ波エネルギーによっては到達されな
いことが想定されている。
【００６７】
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　様々な放射状の区画の誘電率を調整することによって、様々な放射パターンが、様々な
組織タイプに対して可能である。例えば、より高い誘電区画は、より低い誘電区画の誘電
率の約５～約２０倍の誘電率を有し得る。さらに、下に説明されるように、区画の幾何学
的形状、厚さおよび密度はまた、放射ローブの形状、大きさ、および強さに影響を及ぼす
。例えば、より厚い誘電体は、細長い放射ローブのより大きな伸び（「ビーム」とも称さ
れる）を引き起こし得る。
【００６８】
　別の実施形態において、放射状の区画３２０～３２８および３３０～３３６は、中空の
チャンバによって形成され得、誘電材料は、水および／または空気であり得る。水は、約
８０の誘電率を有し、一方、空気および真空は、約１の誘電率を有し、これによって、細
長いローブを有する特定の放射パターンが作成される。この実施形態において、軸Ａ－Ａ
（図３Ａを参照）に沿った誘電本体部分３１８の回転は、細長いローブを有する特定な放
射パターンを形成し得る。
【００６９】
　図３Ｂを再び参照すると、誘電材料の放射状の区画３２０～３２８は、第１の導電体３
０２の周りに配置され、誘電材料の放射状の区画３２０～３２８は、第１の導電体３０２
内にも配置される。第１の導電体３０２に対して配置された内側誘電材料または外側誘電
材料の間でオフセット誘電率を有することによって、様々な放射フィールドが生成され得
、放射パターンは、特定の目的に対して同調され得る。さらに、第２の導電体３０４を第
１の導電体３０２の中心軸からオフセットすることによって（図示されず）、放射パター
ンの指向性が、特定の目的に対して高められ得るか、または同調され得る。さらに、細長
い導電体３０２および３０４が、様々な形状または寸法（図示されず）を有するとき、誘
電本体部分３１８は、誘電本体部分３１８の長手方向軸Ａ－Ａに沿ってより厚い領域およ
びより薄い領域を含み、放射パターンを変化させるように構成され得る。
【００７０】
　図３Ｄは、例示的な放射パターンを有する別のアンテナアセンブリ３００を示す。放射
パターンは、細長い放射ローブ３３８および３４０と、側面放射ローブ３４２および３４
４とを含む。放射パターンは、所与の方向のマイクロ波エネルギーの強度と対応する。例
えば、軸３４６および軸３４８が示される。軸３４６に沿って、アンテナアセンブリ３０
０から放射パターンの端へ延びる放射パターンが、距離Ｄ１によって示される。同様に、
軸３４８に沿って、アンテナアセンブリ３００から放射パターンの端へ延びる放射パター
ンが、距離Ｄ２によって示される。Ｄ２と比較したＤ１の様々な距離値は、様々なマイク
ロ波エネルギー電力レベルと対応する。電力レベルは、アンテナアセンブリ３００の放射
状の角度が変化するにつれて変化する。誘電本体部分３１８を構成する幾何学的形状、密
度および誘電材料は、例えば、広い切除区域または狭い切除区域を作成するため、放射パ
ターンを形成するように構成され得る。狭い切除放射ローブは、アンテナアセンブリが１
．０ｃｍよりも大きく間隔を置いて離され得るように、アンテナアセンブリ間の有効距離
を増加させることによって、切り取り処置間に「ピケットフェンス」アンテナアセンブリ
を使用して、外科用器具を向上させ得る。
【００７１】
　ここで図４および図５を参照すると、アンテナアセンブリ４００および５００の断面図
がそれぞれ示される。アンテナアセンブリ４００および５００は、２つの細長い放射ロー
ブを放射するように構成される。アンテナアセンブリ４００は誘電本体部分４１０を含み
、誘電本体部分４１０は、より高い誘電率を有する相対する放射状の区画４０２および４
０６、ならびにより低い誘電率を有する相対する放射状の区画４０４および４０８を有す
る。マイクロ波エネルギーは、より高い誘電率のために、放射状の区画４０２および４０
６に放射し、これを選好して、図３Ｄと同様な狭く細長い放射パターンを結果として生じ
る。
【００７２】
　アンテナアセンブリ５００は誘電本体部分５１０を含み、誘電本体部分５１０は、より
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高い誘電率を有する相対する放射状の区画５０４および５０８、ならびにより低い誘電率
を有する相対する放射状の区画５０２および５０６を有する。マイクロ波エネルギーは、
より高い誘電率のために、放射状の区画５０４および５０８に放射し、これを選好して、
アンテナアセンブリ４００（図４を参照）よりも広い細長い放射パターンを結果として生
じる。
【００７３】
　アンテナアセンブリ４００および５００は、幾何学的に似ていない。誘電材料タイプ、
材料の密度、厚さおよび誘電率はすべて、放射パターンおよび関連付けられた放射ローブ
に影響を及ぼす。例えば、幾何学的形状だけに基づくと、アンテナアセンブリ４００の放
射パターンは、誘電材料間の幾何学的形状の相違により、アンテナアセンブリ５００の放
射パターンよりも狭い放射ローブを有するはずである。しかしながら、誘電密度、誘電厚
さ、誘電材料の変異、および相対的な誘電比率の相違すべてが、アンテナの有効インピー
ダンスおよび結果として生じる放射パターンに影響を及ぼし、これらは部分的に、アンテ
ナアセンブリの長さを調節することによって補正され得る。
【００７４】
　図６および図７を参照すると、アンテナアセンブリ６００および７００がそれぞれ示さ
れる。アンテナアセンブリ６００は誘電本体部分６０６を含み、誘電本体部分６０６は、
放射状の区画６０２および６０４を有し、６０２は、より高い誘電率を有する。アンテナ
アセンブリ７００は、放射状の区画７０２および７０４を含み、ここで、放射状の区画７
０２はより高い誘電率を有する。アンテナアセンブリ６００および７００は、アンテナア
センブリの一つの側面に単一の細長い放射ローブを有し、アセンブリの相対する側に同様
の側面ローブを有する放射パターンを生成する。アンテナアセンブリ６００は、アンテナ
アセンブリ７００と比較して、より低い誘電材料に対してより高い誘電材料のより小さい
小部分を有する。アンテナアセンブリ６００のより小さな小部分は、アンテナアセンブリ
７００の細長い放射ローブよりも狭い細長い放射ローブを形成する傾向がある。
【００７５】
　上記から、および様々な図面を参照すると、当業者は、特定の修正も、本開示の範囲か
ら逸脱することなく本開示に対してなされ得ることを理解する。例えば、図２を再び参照
すると、アンテナアセンブリ２０２は、軸Ａ－Ａの周りで回転可能であり得、それによっ
て、任意の細長い放射ローブがそれとともに回転する。上述されたように、誘電本体部分
２３８は、外科用器具２０２の放射パターンが、少なくとも１つの細長い放射ローブを有
するように構成され得る。角度センサ２０６は、回転の角度を電気外科発電機２０２に通
信する。電気外科発電機２００は、細長い放射ローブの角度に基づいて、印加されるマイ
クロ波エネルギーの１つ以上のパラメータを決定するために、角度センサ２０６およびア
クチュエータ２０８を利用する。電気外科発電機２００は、角度コントローラ２３２から
アンテナアセンブリ２０２へ制御信号を通信することによってアンテナアセンブリ２０２
の回転を制御し得る。さらに、または代替として、アンテナアセンブリ２０２は、機械的
リンケージ、液圧システム、磁気システム、電動システム、通電可能システム、外科用器
具３０３のハンドルのユーザ作動ノブもしくはスイッチおよび／または電気外科発電機２
００のユーザ作動ノブもしくはスイッチ、などを使用して回転させられ得る。
【００７６】
　例えば、電気外科発電機２００は、Ａ／Ｄ変換器２３０を含み得、Ａ／Ｄ変換器２３０
は、角度センサ２０６からのアナログ回転角データをデジタル角度センサデータに変換し
、該デジタル角度センサデータは、プロセッシングモジュール２１０へ通信される。プロ
セッシングモジュール２１０は、アクチュエータ２０８を利用して回転角を制御するため
に、角度コントローラ２３２へ命令を送り得る。電気外科発電機２００は、Ｓパラメータ
センサ２３４も含み得、Ｓパラメータセンサ２３４は、アナログＳパラメータデータをＡ
／Ｄ変換器２３６へ通信し、Ａ／Ｄ変換器２３６は、プロセッシングモジュール２１０が
データを処理し得るように、データをデジタルＳパラメータデータに変換する。
【００７７】
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　Ｓパラメータセンサ２３４は、１つ以上のＳパラメータを決定し得る。Ｓパラメータは
、周波数依存、かつ組織特性依存であるので、電気外科発電機２００は、各決定されたＳ
パラメータを、角度センサ２０６から受信されたとおりの回転角と関連付け得、かつ／ま
たは各決定されたＳパラメータを、ＭＷ出力ステージ２２０によって生成される周波数（
または波長）と関連付け得る。さらに、誘電本体部分２３８は、１つ以上細長いノードを
有する非等方放射パターンを容易にし、Ｓパラメータが、細長い放射ノードまたは複数の
ノードの角度（例えば角度方向、または回転角）により強く依存するようにする。Ｓパラ
メータの１つのタイプは、Ｓ１１パラメータであり、Ｓ１１パラメータは、反射したマイ
クロ波エネルギーおよび／または散乱したマイクロ波エネルギーと関連する。Ｓパラメー
タはまた、周囲の組織の誘電率によって影響される。
【００７８】
　電気外科発電機２００は、マイクロ波エネルギーを印加しながら、角度コントローラ２
３２を使用することによって角スイープを実行して、アンテナアセンブリ２０４の誘電本
体部分２３８の回転角を制御し、かつ／またはアンテナアセンブリ２０４全体の回転角を
制御するように構成され得る。決定されたＳパラメータは、腫瘍または解剖学的構造を特
定するために、回転角と関連付けられ得る。例えば、アンテナアセンブリ２０４が、腫瘍
の近くの肺組織の中に挿入された場合、腫瘍の特性は、肺組織および／または周囲の空気
と比較して様々なＳパラメータを生じ得る。したがって、角スイープは、治療マイクロ波
エネルギーを印加するとき、アンテナアセンブリ２０４に対する回転角を決定するために
使用され得る。
【００７９】
　電気外科発電機２００はまた、回転角および／または波長の関数として切除の完全性を
決定するために、角スイープの間、決定されたＳパラメータを利用し得る。さらに、Ｓパ
ラメータは、血管または他の組織に対する全体的な近接性、切除半径のコンシステンシー
、切除形状、周囲の組織の均一性、周囲の組織のアンテナ結合および／または組織水和を
決定するために、角スイープの間、電気外科発電機２００によって利用され得る。回転速
度は、３６０度の回転につき約６秒～約１０秒の最大回転速度を有し得る。
【００８０】
　さらに、または代替として、ＭＷ出力ステージ２２０は、質問信号を利用し得る。質問
信号は、治療マイクロ波エネルギーの周波数（例えば９１５ＭＨＺ）と同じ周波数を有し
得るか、または例えば５００ＭＨＺ～約３ＧＨＺの複数の周波数（または波長）を有して
、広帯域質問信号を形成し得る。広帯域質問信号は、組織とのアンテナ結合をより良く反
映し得、組織とのアンテナ結合は、組織水和と関連する。質問信号は、治療マイクロ波エ
ネルギーを印加する間、断続的に生じ得、かつ／または最初のパルスとして生じ得る。断
続的な質問信号は、１０分間の処置においては毎分、３分間の処置の間には、１０～２０
秒毎に生じ得る。Ｓパラメータセンサ２３４は、幾つかの波長の各々に対して、Ｓパラメ
ータを決定し得る。電気外科発電機２００は、各Ｓパラメータを、質問信号の間に測定さ
れた波長（または周波数）と関連付け得る。
【００８１】
　本開示の幾つかの実施形態が、図面に示され、かつ／または本明細書において論議され
たが、本開示は、それらに限定されるものとは意図されていない。なぜならば、本開示は
、当技術分野が許す限り範囲が広く、かつ本明細書はそのように読まれることが意図され
ているからである。したがって、上記は、限定するものとしてではなく、特定の実施形態
の単なる例示として解釈されるべきである。当業者は、本明細書に添付された請求項の範
囲および精神内で他の変更に想到する。
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