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(57)【要約】
【課題】　容器内に灌流液が残った状態で灌流液の残量
を検知して報知できる灌流液残量検知装置を提供する。
【解決手段】　患者眼内に供給する灌流液を収める灌流
液容器内の灌流液残量を検知する灌流液残量検知装置は
、灌流液容器を保持する保持部材と、該保持部材の移動
又は荷重を経時的に検知することによって灌流液容器の
重量を経時的に検知し、検知信号を発するセンサと、灌
流液残量に対応する所定の基準値を持ち、前記基準値と
前記センサの検知信号とを比較する演算ユニットと、該
演算ユニットの演算結果に基づいて灌流液残量を報知す
る報知ユニットと、を有する。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者眼内に供給する灌流液を収める灌流液容器内の灌流液残量を検知する灌流液残量検
知装置は、
　灌流液容器を保持する保持部材と、
　該保持部材の移動又は荷重を経時的に検知することによって灌流液容器の重量を経時的
に検知し、検知信号を発するセンサと、
　灌流液残量に対応する所定の基準値を持ち、前記基準値と前記センサの検知信号とを比
較する演算ユニットと、
　該演算ユニットの演算結果に基づいて灌流液残量を報知する報知ユニットと、
を有する、
ことを特徴とする灌流液残量検知装置。
【請求項２】
　請求項１の灌流液残量検知装置は、さらに、
　種類の異なる灌流液容器の情報を表示する表示部と、
　種類の異なる灌流液容器の重量に対応する設定値を記憶した記憶部と、
を有し、
　前記演算ユニットは，前記保持ユニットに灌流液容器が保持されたときに前記センサの
検知信号と前記設定値とを比較して灌流液容器の種類を判定し、判定結果に基づいて灌流
液容器の種類の情報を前記表示部に表示させる、
ことを特徴とする灌流液残量検知装置。
【請求項３】
　請求項２の灌流液残量検知装置において、
　前記基準値は、種類の異なる灌流液容器内の灌流液残量が所定量となる場合のそれぞれ
の灌流液容器の総重量に対応して定められている、
ことを特徴とする灌流液残量検知装置。
【請求項４】
　請求項２の灌流液残量検知装置において、
　前記基準値は、前記設定値からの灌流液重量の減少量に対応して定められている、
ことを特徴とする灌流液残量検知装置。
【請求項５】
　請求項１～４の何れかの灌流液残量検知装置において、
　前記保持部材は、灌流液容器を吊り下げるフック部材と、該フック部材を上方に付勢す
る付勢部材と、該フック部材及び該付勢部材を内部に収める当接部材と、を含み、
　前記センサは、該当接部材の荷重を応力として検知する応力センサである、
ことを特徴とする灌流液残量検知装置。
【請求項６】
　請求項１～５の何れかの灌流液残量検知装置を備えることを特徴とする灌流吸引装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、白内障手術等の眼科手術において患者眼内に供給される灌流液の残量を検知
する灌流液の残量検知装置及びこれを備えた灌流吸引装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　白内障手術、硝子体手術、等においては、患者眼内に灌流液を注入（供給）しつつ廃棄
組織と共に灌流液（廃液）を吸引除去する灌流吸引装置が使用されている。例えば、白内
障手術では、灌流液は、水晶体破砕乳化用の手術器具等に接続された灌流チューブを介し
て患者眼内に注入される。注入される灌流液は容器（ガラスボトル、ビニールパック、等
）内に収められており、容器は、灌流液が所定の圧力で患者眼内に注入されるように所定
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の高さに設置される。手術中に容器内の灌流液が無くなり灌流液の供給が停止してしまう
と、患者眼内に充分な灌流液が供給されないことによる前房虚脱が起こってしまい、好ま
しくない。特許文献１の装置には、容器内から供給される灌流液の圧力を検知する技術が
提案されている。このような技術を利用して、灌流液の圧力又は供給圧を検知することで
灌流液の残量を検知し、その情報を術者、作業者、等に報知することが考えられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表平４－５０４５１４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　例えば、白内障手術では、同日内に複数の患者を順次手術する場合がある。このような
場合、１つの灌流液容器で数例の手術を行うことがある。容器は、術者等によって灌流液
の残量を確認され、灌流液が無くなる前に新しい容器に交換される。しかしながら、特許
文献１の技術では、灌流液の液面位置を検知する構成であるため、灌流液の残量を検知し
たときには灌流液が容器内から無くなっている場合があり、好ましくない。
【０００５】
　本発明は、上記従来技術の問題点に鑑み、容器内に灌流液が残った状態で灌流液の残量
を検知して報知できる灌流液残量検知装置を提供することを技術課題とする。また、この
ような灌流液残量検知装置を備えた灌流吸引装置を提供することを技術課題とする。
【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、本発明は、以下のような構成を有することを特徴とする。
（１）　　患者眼内に供給する灌流液を収める灌流液容器内の灌流液残量を検知する灌流
液残量検知装置は、
　灌流液容器を保持する保持部材と、
　該保持部材の移動又は荷重を経時的に検知することによって灌流液容器の重量を経時的
に検知し、検知信号を発するセンサと、
　灌流液残量に対応する所定の基準値を持ち、前記基準値と前記センサの検知信号とを比
較する演算ユニットと、
　該演算ユニットの演算結果に基づいて灌流液残量を報知する報知ユニットと、
を有する、ことを特徴とする。
（２）　（１）の灌流液残量検知装置は、さらに、
　種類の異なる灌流液容器の情報を表示する表示部と、
　種類の異なる灌流液容器の重量に対応する設定値を記憶した記憶部と、
を有し、
　前記演算ユニットは，前記保持ユニットに灌流液容器が保持されたときに前記センサの
検知信号と前記設定値とを比較して灌流液容器の種類を判定し、判定結果に基づいて灌流
液容器の種類の情報を前記表示部に表示させる、
ことを特徴とする。
（３）　（２）の灌流液残量検知装置において、
　前記基準値は、種類の異なる灌流液容器内の灌流液残量が所定量となる場合のそれぞれ
の灌流液容器の総重量に対応して定められている、
ことを特徴とする。
（４）　（２）の灌流液残量検知装置において、
　前記基準値は、前記設定値からの灌流液重量の減少量に対応して定められている、
ことを特徴とする。
（５）　（１）～（４）の何れかの灌流液残量検知装置において、
　前記保持部材は、灌流液容器を吊り下げるフック部材と、該フック部材を上方に付勢す
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る付勢部材と、該フック部材及び該付勢部材を内部に収める当接部材と、を含み、
　前記センサは、該当接部材の荷重を応力として検知する応力センサである、
ことを特徴とする。
（６）　（１）～（５）の何れかの灌流液残量検知装置を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、容器内に灌流液が残った状態で灌流液の残量を検知して報知できる。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。図１は、本実施形態の灌流液残量
検知装置を備えた灌流吸引装置の概略外観図である。図２は、灌流吸引装置の制御系を示
す概略ブロック図である。図３は、灌流液残量検知装置のセンサユニットの概略外観図及
び概略断面図である。図４は、灌流液残量検知装置の本体ユニット（操作ユニット）の概
略外観図である。図５は、灌流液残量検知装置の制御系を示す概略ブロック図である。図
６は、灌流液容器の変容例を示す図である。
【０００９】
　灌流吸引装置１００の上面には、タッチパネル機能を持つ操作・表示パネル１０が設け
られている。また、装置１００の正面には、各種の手術器具のケーブル等が接続されるコ
ネクタを持つ接続パネル１１が設けられている。また、装置１００の側面には、白内障手
術用の第１カセット３１及び第２カセット３２が取り付けられる第１カセットホルダ２１
及び第２カセットホルダ２２が設けられている。
【００１０】
　患者眼内に供給される生理食塩水等の灌流液が入れられた灌流瓶（灌流液容器）３０１
及び／又は灌流袋（灌流液容器）３１１は、ポール４０の上端に設けられた支持部４１に
センサユニット２１０を介して吊り下げられる。本実施形態では、支持部４１は２つ設け
られている。これにより、白内障手術でカセット３１及び３２を２系統で使用する場合に
、灌流瓶３０１及び／又は灌流袋３１１を２つ使用できる。ポール４０は駆動ユニット４
２により上下動され、灌流瓶３０１及び／又は灌流袋３１１の高さが変えられる。これに
より、患者眼内に注入（供給）される灌流液の圧力（供給圧、灌流圧）が調整される。ま
た、ポール４０の中程には本体ユニット（操作ユニット）２３０が取り付けられており、
本体ユニット２３０とセンサユニット２１０とはケーブル２９０で接続されている。
【００１１】
　なお、灌流瓶３０１は、灌流液をガラス等の硬質素材で形成された瓶（ボトル）に収め
る容器である。また、灌流袋３１１は、灌流液を樹脂等の軟質素材で形成された袋（バッ
グ）に収める容器である。なお、灌流瓶３０１及び／又は灌流袋３１１には、容量が異な
るものがそれぞれ用意される。例えば、容量５００ｍｌの灌流瓶３０１Ａ、容量２５０ｍ
ｌの灌流瓶３０１Ｂ、容量５００ｍｌの灌流袋３１１Ａ、容量２５０ｍｌの灌流袋３１１
Ｂ、等が挙げられる。このような容器の種類及び／又は容量は、種々選択されて使用され
る。
【００１２】
　白内障手術では、手術器具として、超音波振動によって患者眼内の水晶体核を破砕乳化
するハンドピース（以下、ＵＳハンドピース）５１と、灌流吸引用のハンドピース（以下
、Ｉ／Ａハンドピース）５２と、が選択的に使用される。ＵＳハンドピース５１又はＩ／
Ａハンドピース５２に接続される灌流チューブ５５は、カセット３１が持つ灌流経路の接
続口に接続される。ＵＳハンドピース５１又はＩ／Ａハンドピース５２に接続される吸引
チューブ５６は、カセット３１が持つ吸引経路の接続口に接続される。なお、ＵＳハンド
ピース５１をカセット３１に接続し、Ｉ／Ａハンドピース５２をカセット３２に接続し、
ハンドピースを２系統で使用してもよい（ハンドピースとカセットとの組合せは逆でもよ
い）。
【００１３】
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　カセットホルダ２１（２２）は、装置１００の側面を形成するパネルと、カセット３１
（３２）が挿入されるスロットと、スロットカバーと、を備える。スロットカバーは、ス
ライド機構を備えており、スロットに挿入されたカセット３１（３２）を保持する。カセ
ットホルダ２１（２２）の内部には、カセット３１（３２）の外部には露出する吸引チュ
ーブ５６の一部を保持するローラユニット６０が配置されている。ローラユニット６０が
吸引チューブ５６を保持した状態で回転することにより、吸引チューブ５６が蠕動運動し
て内部に吸引圧が発生する。
【００１４】
　カセット３１（３２）の構成及び作用は、特開２００８－３５９２２号公報の技術を利
用できる。カセット３１（３２）は、灌流液溜めチャンバと、灌流チューブ５５が接続さ
れる接続口と、灌流チューブ５６が接続される接続口と、廃液袋と、を備える。
【００１５】
　装置１００を制御する演算・制御ユニット（以下、制御ユニット）７０には、操作・表
示パネル１０、接続パネル１１、駆動ユニット４２、ローラユニット６０、フットスイッ
チ１２、等が接続されている。フットスイッチ１２は、術者の足による踏込みポジション
（踏込み量）に応じて、灌流液供給の開始／停止の信号と、灌流液（廃液）吸引の開始／
停止の信号、超音波振動付与の開始／増減／停止の信号、とを入力する。
【００１６】
　次に、灌流液の残量を検知して術者等に報知する灌流液残量検知装置２００の構成を説
明する。センサユニット２１０は、灌流液容器を吊り下げて保持するフック部材（保持部
材）２１１と、フック部材２１１にかかる灌流液容器の重量を検知するセンサ２２０等を
収める筐体２１２と、支持部４１に嵌合してセンサユニット２１０の位置を安定させる嵌
合部２１３と、を備える。
【００１７】
　筐体２１２内には、センサ２２０が固定配置されており、センサ２２０の下方には、フ
ック支持部材２２１と、付勢部材であるバネ２２２と、センサ２２０に当接する当接部材
２２３と、が配置されている。円筒状のフック支持部材２２１の下端にはフック部材２１
１の上端を係合させて固定するための固定部（係合部）２２２ａが形成されており、フッ
ク支持部材２２１の上端には、バネ２２２の上端と当接してバネ２２２の付勢力を受ける
バネ受け部２２１ｂが形成されている。バネ２２２は、下端が筐体２１２に当接されてお
り、支持部材２２１をフック部材２１１と共に上方へと付勢している。円筒状の当接部材
２２３は、フック支持部材２２１及びバネ２２２を収める内空間を持ち、バネ受け部２２
１ｂをぶれることなく収めるために、バネ受け部２２１ｂの外径より若干大きい程度の内
径を持つ。当接部材２２３の中央上部には、センサ２２０の中央下部の凸部２２０ａに当
接する凹部２２３ａが形成されている。
【００１８】
　センサ２２０は、本実施形態では、センサ２２０に加わる応力（荷重又は圧力）を検知
する応力センサとされている。センサ２２０は、凸部２２０ａに持続的に加わる力を歪み
の量として検知し、検知信号を発する。凸部２２０ａは、凹部２２３ａに収まるように当
接する。これにより、センサ２２０に対して当接部材２２３がぶれ難くなり、センサ２２
０が当接部材２２３からの力を受け易くなる。センサ２２０（凸部２２０ａ）は、バネ２
２２に付勢されたフック支持部材２２１及び当接部材２２３によって上方に押され、常時
応力を受ける。このため、センサ２２０は、フック部材２１１に何も掛けられていない状
態でも、バネ２２２の付勢力にほぼ応じた検知信号を発している。
【００１９】
　バネ２２２の付勢力は、センサ２２０に常時応力を与えつつ、センサ２２０の過剰な負
荷とならない程度とされている。また、バネ２２２は、フック部材２１１に吊り下げられ
た灌流液容器のうち、最も重い灌流瓶３０１Ａを上方へと持ち上げられる程度の付勢力を
持つ。本実施形態では、フック部材２１１とフック支持部材２２１と当接部材２２２とが
それぞれ数グラム程度であり、灌流瓶３０１Ａの瓶のみが３００ｇ程度であり、５００ｍ
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ｌの灌流液が５００ｇ程度であり、バネ２２２の付勢力は１ｋｇｆ程度とされている。
【００２０】
　なお、バネ２２２は、バネ受け部２２１ｂと当接しているだけなので、フック支持部材
２２１は、軸Ｌを中心に自在に回転できる構成となっている。このため、フック部材２１
１も自由に回転できる。また、フック支持部材２２１とセンサ２２０との間に当接部材２
２３が配置されることにより、フック支持部材２２１が回転されてもセンサ２２０に回転
による負荷が掛かり難い。
【００２１】
　センサユニット２１０と異なる位置に置かれる本体ユニット２３０は、筐体２３１と、
筐体２３１をポール４０に取り付け固定するための固定部材２３２と、筐体２３１の前面
に設けられた主操作パネル２４０と、センサユニット２１０からの検知信号を受けて演算
処理や制御を行う演算・制御ユニット（以下、制御ユニット）２７０と、メモリ（記憶部
）２７１と、音を発するブザー２７５と、を備える。図示は略すが、本体ユニット２３０
は、電池駆動とされ、筐体２３１の背面に電池を収めるケースが設けられている。電源と
しては、例えば、９Ｖの角型電池が用いられる。
【００２２】
　本体ユニット２３０は、灌流液容器の下方に置かれるため、防滴パッケージとされてい
る。固定部材２３２は、筐体２３１の背面から側方に延びるアームと、ポール４０を収め
る内径を持つ凹部と、凹部に収めたポール４０をネジ留めするネジと、を備える。
【００２３】
　主操作パネル２４０は、各種の設定等の操作を行うと共に、灌流液容器の情報（種類及
び容量）を表示する。主操作パネル２４０には、パイロットランプを兼ねる装置２００の
電源のオン／オフスイッチ２４１と、本体ユニット２３０を駆動する電池の電圧が低下し
たことを報知するパッテリーランプ２４２と、第１のセンサユニット２１０用の第１操作
パネル２５０と、第２のセンサユニット２１０用の第２操作パネル２６０と、を備える。
操作パネル２５０は、警告ランプ２５１と、灌流瓶の容量選択スイッチ２５２と、灌流瓶
の容量に応じた作動（表示）ランプ２５３及び２５４と、灌流袋の容量選択スイッチ２５
５と、灌流袋の容量に応じた作動（表示）ランプ２５６及び２５７と、を備える。容量選
択スイッチ２５２及び２５５には、それぞれの灌流液容器（灌流瓶又は灌流瓶）を示すア
イコンが付されている。作動ランプ２５３は灌流瓶３０１Ａを示し、作動ランプ２５４は
灌流瓶３０１Ｂを示す。一方、作動ランプ２５６は灌流袋３１１Ａを示し、作動ランプ２
５７は灌流袋３１１Ｂを示す。作動ランプ（２５３，２５４，２５６及び２６７）は点灯
又は点滅することにより、現在使用中の灌流液容器の表示とその残量の報知とを行う。
【００２４】
　操作パネル２６０は、操作パネル２５０と同様に、警告ランプと灌流液容器の容量選択
スイッチと作動ランプとを備えるため、その符号は省略する。なお、操作パネル２６０の
構成・機能は操作パネル２５０と同様であるため、以下の説明では操作パネル２６０の説
明は省略する。
【００２５】
　本体ユニット２３０とセンサユニット２１０とは、ケーブル２９０で接続される。すな
わち、制御ユニット２７０とセンサ２２０とは、ケーブル２９０で通信可能に接続される
。
【００２６】
　制御ユニット２７０には、センサ２２０、電源スイッチ２４１、バッテリーランプ２４
２、警告ランプ２５１、容量選択スイッチ２５２及び２５５、作動ランプ２５３，２５４
，２５６及び２５７、メモリ２７１、ブザー２７５、等が接続されている。本実施形態で
は、警告ランプ２５１と作動ランプ２５３，２５４，２５６及び２５７とが表示による報
知を行い、ブザー２７５が音による報知を行う。また、本実施形態では、バッテリーラン
プ２４２及び警告ランプ２５１には、警告に好ましい赤色の発光素子が用いられている。
その他のランプには、緑色の発光素子が用いられている。
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【００２７】
　電源スイッチ２４１は、２秒程度長押しされることにより、電源がオン／オフされる。
電池が基準電圧以下の場合、例えば９Ｖ電池の電圧が６．５Ｖを下回った場合には、制御
ユニット２７０は、バッテリーランプ２４２を点滅させ、ブザー２７５を鳴らして電池交
換を促す。
【００２８】
　次に、装置２００の灌流液容器の選択について説明する。センサユニット２１０に灌流
液容器が吊り下げられると、制御ユニット２７０は、センサ２２０の検知信号に基づいて
灌流液容器の種類及び容量を判定し、その判定結果を報知する。具体的には、制御ユニッ
ト２７０は、センサ２２０の検知信号と、メモリ７１に予め記憶されている各灌流液容器
に対応した設定値（本実施形態では灌流液が充填された状態の各灌流液容器の総重量に対
応した値）と、を比較する。設定値としては、例えば、灌流液容器の容量を考慮して、灌
流瓶３０１Ａを８００ｇ、灌流瓶３０１Ｂを５２０ｇ、灌流袋３１１Ａを５１０ｇ、灌流
袋３１１Ｂを２５５ｇ、に対応する数値とし、設定値を順に、Ｖ１，Ｖ２，Ｖ３，Ｖ４と
する。なお、設定値には許容誤差を含むものとする。
【００２９】
　制御ユニット２７０は、センサ２２０の検知信号と設定値の何れかとが一致する場合、
設定値に対応する灌流液容器を示す作動ランプを点灯させると共にブザー２７５を鳴らし
て報知する。例えば、灌流瓶３０１Ａがセンサユニット２１０に吊り下げられると、セン
サ２２０は、８００ｇ程度の重量に対応した検知信号を制御ユニット２７０に送る。制御
ユニット２７０は、検知信号と設定値の何れかとを比較し、検知信号と設定値Ｖ１とが一
致すると判定すると、作動ランプ２５３を点灯し、ブザー２７５を鳴らして判定結果を報
知する。
【００３０】
　また、制御ユニット２７０は、センサ２２０の検知信号と設定値の何れかとが一致しな
い場合、エラーとして全ての作動ランプを点滅させると共にブザー２７５を鳴らして報知
する。
【００３１】
　また、制御ユニット２７０は、センサ２２０の検知信号が２つの設定値の中間程度の値
であった場合、灌流液容器の選択を術者等に促す。例えば、灌流袋３１１Ａがセンサユニ
ット２１０に吊り下げられた場合、センサ２２０は、灌流袋３１１Ａの重量に対応した検
知信号を制御ユニット２７０に送る。ここでは、検知信号は、５１５ｇの重量に対応した
信号とする。制御ユニット２７０は、センサ２２０の検知信号と設定値とを比較する。し
かしながら、制御ユニット２７０は、この検知信号からでは灌流液容器を特定できない。
この検知信号は、灌流瓶３０１Ｂの重量である５２０ｇに対応する値と灌流袋３１１Ａの
重量である５１０ｇに対応する値との中間値であり、制御ユニット２７０による判定が難
しい。そこで、制御ユニット２７０は、２つの設定値に基づき、灌流液容器の候補を報知
する。制御ユニット２７０は、灌流瓶３０１Ｂ用の作動ランプ２５４と灌流袋３１１Ａ用
の作動ランプ２５６とを同時に点滅させ、容器の選択を促す。術者等が、容量選択スイッ
チ２５５を押すことにより、容器が灌流袋３１１Ａであると確定され、制御ユニット２７
０は作動ランプ２５６を点灯する。
【００３２】
　なお、センサユニット２１０に灌流液容器を吊り下げた後で、容量選択スイッチ２５２
又は２５５を操作して、手動で灌流液容器の種類及び容量を設定してもよい。これにより
、一部使用した灌流液容器であっても装置２００を利用した残量の検知ができる。
【００３３】
　センサユニット２１０に吊り下げられた灌流液容器の種類及び容量が確定されると、制
御ユニット２７０は、センサ２２０の検知信号を連続的（定期的）に取得し、センサユニ
ット２１０が吊り下げている灌流液容器内の残量の検知（監視）を開始する。
【００３４】
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　次に、装置２００における灌流液の残量の検知について説明する。図７は、灌流液の減
少を示す模式的グラフである。グラフの横軸は時間を指し、縦軸は灌流液容器の重量を指
す。説明の簡便のため、図７では、設定値を重量に置き換えて示している。
【００３５】
　図７では、灌流瓶３０１Ａ，灌流瓶３０１Ｂ，灌流袋３１１Ａ及び灌流袋３１１Ｂの各
設定値（Ｖ１～Ｖ４）からの時間的な灌流液の減少を示している。各灌流液容器内の残量
が所定量（例えば、１００ｍｌ）のときの総重量に対する値を基準値（閾値）とする。設
定する灌流液の残量は、１回の白内障手術ができる程度の量とする。基準値は、例えば、
灌流瓶３０１Ａの場合は４００ｇ、灌流瓶３０１Ｂの場合は３７０ｇ、灌流袋３１１Ａの
場合は１１０ｇ、灌流袋３１１Ｂの場合は１０５ｇ、の重量に対応する値とし、順に、Ｔ
ｈ１，Ｔｈ２，Ｔｈ３，Ｔｈ４とする。基準値は、上記の設定値と対応づけてメモリ２７
１に記憶される。本実施形態では、制御ユニット２７０は、灌流液容器を確定し、灌流液
の残量の検知を開始すると、設定値に対応した基準値をメモリ２７１から読み出す。制御
ユニット２７０は、定期的にセンサ２２０の検知信号と基準値とを比較し、検知信号が基
準値を達する（下回る）と、警告ランプ２５１及びブザー２７５で灌流液の残量が１００
ｍｌ以下となったことを報知する。
【００３６】
　灌流瓶３０１Ａを例に挙げて説明する。上記のように、灌流瓶３０１Ａをセンサユニッ
ト２１０に吊り下げると、制御ユニット２７０は、センサ２２０の検知信号と各設定値と
を比較し、検知信号と設定値Ｖ１とが一致することを判定する。そして、灌流瓶３０１Ａ
の残量検知が開始される。このとき、制御ユニット２７０は、設置値Ｖ１に対応して記憶
された基準値Ｔｈ１をメモリ２７１から読み出す。制御ユニット２７０は、定期的にセン
サ２２０の検知信号を取得し、基準値Ｔｈ１と比較する。検知信号が基準値Ｔｈ１を達し
た（下回った）とき（時間Ｔ１時点）、制御ユニット２７０は、警告ランプ２５１を点滅
させ、ブザー２７５を鳴らして、灌流瓶３０１Ａ内の灌流液の残量が１００ｍｌを下回っ
たことを報知する。
【００３７】
　他の灌流液容器の場合も同様に残量の検知と報知とが行われる。灌流瓶３０１Ｂの場合
、センサ２２０の検知信号が時間Ｔ２で基準値Ｔｈ２に達する（下回る）と、警告ランプ
２５１が点滅され、ブザー２７５が鳴らされる。同様に、灌流袋３１１Ａの場合、センサ
２２０の検知信号が時間Ｔ３で基準値Ｔｈ３に達する（下回る）と、報知（警告）が行わ
れる。また、灌流袋３１１Ｂの場合、センサ２２０の検知信号が時間Ｔ４で基準値Ｔｈ４
に達する（下回る）と、報知（警告）が行われる。
【００３８】
　なお、本実施形態のように、バネ２２２でフック部材２１１等を上方に付勢する構成と
することにより、バネ２２２の付勢力が低下しても、装置２００が検知する灌流液の残量
は所定量（例えば、１００ｍｌ）より多めになる。このため、灌流液の残量が無くなって
から報知されることが少なくなる。
【００３９】
　以上のようにして、種類及び容量の異なる灌流液容器内の灌流液の残量を検知できる。
また、種類及び容量に拘らず、特定の残量を残した状態で報知できる。
【００４０】
　なお、上記の基準値は、各設定値に対応して定められる構成に限るものではない。例え
ば、制御ユニット２７０がセンサユニット２１０に吊り下げられた灌流液容器を判定し、
その灌流液容器の設定値を確定したときに、設定値から容量を判定し、残量が所定量（例
えば、１００ｍＬ）となる数値、言い換えると減少量に対応する値、を求める。そして、
制御ユニット２７０は、この演算結果を基準値として設定し、この基準値とセンサ２２０
の検知信号とを比較し、残量を検知する。なお、センサ２２０の検知信号を制御ユニット
２７０等の演算により、重量に変換する構成としてもよい。この場合、設定値及び基準値
も重量として換算されて用いられる。
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【００４１】
　なお、上記２つの値、灌流液容器に対応した基準値と、灌流液の減少量に対応する値と
、の両方を用いて、灌流液の残量を検知・報知する構成としてもよい。例えば、検知信号
が、いずれか一方の値に達した場合に、残量を報知する構成とする。
【００４２】
　次に、以上のような構成を有する灌流液残量検知装置２００及びこれを備える灌流吸引
装置１００の白内障手術における動作について説明する。術者等は、操作パネル１０等で
手術の方式を設定し、ＵＳハンドピース５１を接続パネル１１に接続する。また、吸引チ
ューブ５５及び灌流チューブ５６をＵＳハンドピース５１とカセット３１（３２）とに接
続する。また、装置２００を装置１００に取り付け固定する。すなわち、本体ユニット２
３０を固定部２３２でポール４０に取り付け、センサユニット２１０を嵌合部２１３で支
持部４１に取り付ける。そして、術者等は、スイッチ２４１で装置２００の電源を入れ、
灌流瓶３０１Ａをセンサユニット２１０（フック部材２１１）に吊り下げる。センサ２２
０は、吊り下げられた灌流瓶３０１Ａの重量に応じた検知信号を制御ユニット２７０に送
る。制御ユニット２７０は、灌流液容器の判定を行い、その結果を作動ランプ２５３及び
ブザー２７５で報知する。術者等は、灌流チューブ５５を灌流瓶３０１Ａとカセット３１
（３２）とに接続する。
【００４３】
　白内障手術が開始され、フットスイッチ１２の操作によって灌流液が患者眼内に注入（
供給）されると、灌流瓶３０１Ａ内の灌流液は減少する。灌流瓶３０１Ａ内の灌流液の残
量は、制御ユニット２７０によって定期的に検知（監視）される。灌流瓶３０１Ａ内の灌
流液の残量が１００ｍｌ程度となると、警告ランプ２５１が点滅されると共にブザー２７
５が鳴らされる。装置２００からの報知を受けて、術者等は、灌流瓶３０１Ａをそのまま
使うか交換するか判断し、手術を進める。
【００４４】
　なお、以上の説明では、操作パネル２５０（２６０）に灌流液容器の種類及び容量を表
示する構成としたが、何れか一方だけを表示する構成としてもよい。例えば、容量のみを
表示する場合、灌流液残量検知装置を灌流瓶３０１Ａ及び３０１Ｂの２種類のみを適用す
る装置として用いる。
【００４５】
　また、以上の説明では、センサ２２０に当接する当接部材２２３をバネ２２２で上方に
付勢する構成としたが、センサ２２０の上方に当接部材を配置し、バネ等で下方に付勢す
る構成でもよい。
【００４６】
　また、以上の説明では、センサ２２０に応力を検知するセンサを用いる構成としたが、
光センサ、ポテンショメータ、等を用いる構成としてもよい。例えば、フック部材２１１
に加わる荷重を部材の移動として検知する構成が挙げられる。光学的に検知する場合には
、バネ等で付勢されたフック部材２１１の移動をフォトインタラプタで検知する。電気的
に検知する場合には、バネ等で付勢されたフック部材２１１の移動をポテンショメータで
検知する。
【００４７】
　また、以上の説明では、フック部材２１１で灌流液容器を吊り下げて保持する構成とし
たが、保持部材等で灌流液容器を下方から支えてその重量を検知する構成としてもよい。
【００４８】
　また、以上の説明では、センサユニット２１０と本体ユニット２３０とがケーブル２９
０で接続される構成としたが、無線通信で接続される構成としてもよい。
【００４９】
　また、以上の説明では、センサユニット２１０と本体ユニット２３０とが個別に構成さ
れているが、一体的に構成されていてもよい。また、灌流吸引装置１００に組み込まれて
いてもよい。
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【００５０】
　また、以上の説明では、装置２００が灌流液の残量を術者等に報知する構成としたが、
装置１００と装置２００とを通信可能に接続し、装置２００で検知した灌流液の残量（の
検知信号）に基づいて装置１００が制御を行う構成としてもよい。例えば、装置２００で
灌流液の残量が１００ｍｌと検知された信号に基づいて装置１００がＵＳハンドピース５
１等の吸引を停止する、等を行ってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明の実施形態である灌流吸引装置の概略外観図である。
【図２】灌流吸引装置の制御系を示す概略ブロック図である。
【図３】本発明の実施形態である灌流液残量検知装置のセンサユニットを説明する図であ
る。
【図４】灌流液残量検知装置の本体ユニットを説明する図である。
【図５】灌流液残量検知装置の制御系を示す概略ブロック図である。
【図６】灌流液容器の変容例を示す図である。
【図７】灌流液の残量検知を説明する図である。
【符号の説明】
【００５２】
　４０　ポール
　４１　支持部
　１００　灌流吸引装置
　２００　灌流液残量検知装置
　２１０　センサユニット
　２２０　センサ
　２３０　本体ユニット
　２７０　演算・制御ユニット
　２９０　ケーブル
　３０１Ａ、３０１Ｂ　灌流瓶
　３１１Ａ、３１１Ｂ　灌流袋
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