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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　手術用コンソールであって、
　空気圧弁と、
　前記弁に結合されている少なくとも第１及び第２のポートであって、前記弁は前記第１
及び第２のポートの各々に対して加圧気体を交互に供給するように構成されている、少な
くとも第１及び第２のポートと、
　前記第１及び第２のポートのうちの少なくとも一方に結合されている少なくとも１つの
圧力センサと、
　前記弁と前記圧力センサとに結合されている制御装置であって、弁デューティサイクル
にしたがって前記第１及び第２のポートに対して加圧気体を交互に供給するように前記弁
を制御するように動作可能である制御装置と
を備え、
　前記制御装置は、前記第１のポートと前記第２のポートとの間の測定された差圧を求め
ることに使用すべく前記少なくとも１つの圧力センサから圧力データを受け取って、前記
測定された差圧と所望の平均差圧との間の差に基づいて前記弁デューティサイクルを変更
するように構成されている、手術用コンソール。
【請求項２】
　前記空気圧弁は、前記第１及び第２のポートに対して加圧気体を交互に供給するように
共に制御される２つ以上の弁を備える、請求項１に記載の手術用コンソール。
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【請求項３】
　前記少なくとも１つの圧力センサは、前記第１のポートと前記第２のポートとの間の差
圧を求めるべく、前記第１のポートと前記第２のポートとに結合されている差圧センサを
備える、請求項１に記載の手術用コンソール。
【請求項４】
　前記制御装置は、前記第１のポートと前記第２のポートとの間の測定された平均差圧を
求め、且つ、前記弁の連続的な動作間隔中に少なくとも２回前記弁デューティサイクルを
変更すべく前記測定された平均差圧を使用する、請求項１に記載の手術用コンソール。
【請求項５】
　所望のポートデューティサイクルが、当該手術用コンソールのユーザインタフェースを
通してユーザから受け取られて、オフセット変換器の回路を通して平均差圧に変換される
、請求項４に記載の手術用コンソール。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの圧力センサは、前記第１のポートに結合されている第１の圧力セ
ンサと、前記第２のポートに結合されている第２の圧力センサとを含み、前記制御装置は
、前記弁デューティサイクルを変更すべく前記第１の圧力センサからの圧力情報と前記第
２の圧力センサからの圧力情報とを比較するように構成されている、請求項１に記載の手
術用コンソール。
【請求項７】
　前記測定された差圧は、測定された平均差圧を含む、請求項１に記載の手術用コンソー
ル。
【請求項８】
　前記弁は空気圧器具を駆動するように構成されており、当該手術用コンソールは、当該
手術用コンソールに結合されている空気圧器具を更に含み、前記空気圧器具は硝子体茎切
除術用カッターである、請求項７に記載の手術用コンソール。
【請求項９】
　前記制御装置は、空気消費を減少させるためのより低い圧力と、より早いカットレート
と使用可能なカットレートの動的範囲を増大させることとのためのより高い圧力との間で
バランスをとるように、前記弁に印加される圧力を調整する、請求項１に記載の手術用コ
ンソール。
【請求項１０】
　外科用空気圧システム弁を調整する方法であって、
　制御装置が、第１の位置と第２の位置との間で循環するように構成されている空気圧弁
を備える空気圧システムを動作させるステップであって、加圧気体が、前記弁が前記第１
の位置にあると第１のポートに向けられ、且つ、前記弁が前記第２の位置にあると第２の
ポートに向けられる、ステップと、
　前記制御装置が、前記第１のポート及び前記第２のポートのうちの少なくとも１つに結
合されている少なくとも１つの圧力センサから圧力情報を受け取るステップと、
　前記制御装置が、前記第１のポートと前記第２のポートとの間の差圧を求めるために、
前記受け取られた圧力情報を使用するステップと、
　前記制御装置が、前記求められた差圧と所望の平均差圧との間の差を減少させるために
、変更された弁デューティサイクルを求めるステップと、
　前記制御装置が、前記変更された弁デューティサイクルにしたがって前記弁を前記第１
の位置と前記第２の位置との間で循環させるステップと
を含む、方法。
【請求項１１】
　前記空気圧弁は、前記第１のポートと前記第２のポートとに交互に加圧気体を供給する
ように共に制御される２つ以上の弁を備え、前記第１の位置は、前記２つ以上の弁のうち
の第１の弁を開くことを含み、前記第２の位置は、前記２つ以上の弁のうちの第２の弁を
開くことを含む、請求項１０に記載の方法。
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【請求項１２】
　前記少なくとも１つの圧力センサは、前記第１のポートと前記第２のポートとの間の差
圧を求めるべく、前記第１のポートと前記第２のポートとに結合されている差圧センサを
備える、請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記制御装置が、前記第１のポートと前記第２のポートとの間の差圧を求めるステップ
と、前記制御装置が、前記弁の連続的な動作間隔中に少なくとも２回前記弁デューティサ
イクルを変更すべく前記差圧を使用するステップとをさらに含む、請求項１０に記載の方
法。
【請求項１４】
　前記制御装置が、ユーザから前記所望の平均差圧を受け取るステップと、
　前記制御装置が、手術用コンソールのユーザインタフェースを通して前記ユーザから所
望のポートデューティサイクルを受け取るステップと、
　前記制御装置が、オフセット変換器を通して前記ポートデューティサイクルを平均差圧
に変換するステップと
をさらに含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１５】
　少なくとも１つの圧力センサから圧力情報を受け取ることが、前記第１のポートに結合
されている第１の圧力センサから圧力情報を受け取ることと、前記第２のポートに結合さ
れている第２の圧力センサから圧力情報を受け取ることとを含む、請求項１０に記載の方
法。
【請求項１６】
　前記求められた差圧は、求められた平均差圧であり、前記差圧を求めることは、所定の
時間にわたって前記第１のポートと前記第２のポートとの間の前記平均差圧を求めること
を含む、請求項１０に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　優先権
　本出願は、本明細書に詳細且つ完全に説明されているその全体において引例として本明
細書に援用されている、発明者がＳｈａｗｎ．Ｘ．Ｇａｏ及びＭａｒｋ．Ａ．Ｈｏｐｋｉ
ｎｓである、２００９年１２月１０日付けで出願された標題「動的空気圧弁駆動装置のた
めのシステム及び方法」の米国仮特許出願第６１／２８５，２４３号明細書の優先権の利
益を主張する。
【０００２】
　本発明は、一般的に、空気圧式手術用システムに関する。本発明は、限定されるもので
はないが、特に手術用システムの空気圧生成に関する。
【背景技術】
【０００３】
　硝子体網膜処置は、視力を回復し保全し強化するために行われる様々な外科的処置を含
む。硝子体網膜処置は、眼球の後部の様々な重篤な病状を治療するのに適する。硝子体網
膜処置は、加齢黄斑変性症（ＡＭＤ）、糖尿病性網膜症及び糖尿病性硝子体出血、黄斑円
孔、網膜剥離、網膜上膜、ＣＭＶ網膜炎、及び他の様々な眼科的病状のような病状を治療
することができる。
【０００４】
　硝子体は、眼球の中央部を満たす通常は透明であるゲル状の物質である。硝子体は、眼
球の体積の約２／３を占め、且つ、誕生前に眼球に形態と形状を与えるだろう。眼球の後
部に悪影響を与える幾つかの問題が、硝子体茎切除術、すなわち、硝子体の外科的除去を
必要としうる。
【０００５】
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　硝子体茎切除術は、眼球から血液と破片とを取り除き、瘢痕組織を取り除き、又は網膜
上の牽引を緩和するために行われるだろう。血液、炎症性細胞、破片、及び瘢痕組織は、
光が眼球を通って網膜に到達することを妨害し、その結果として不鮮明な視覚を生じさせ
る。硝子体が網膜をその正常な位置から引っ張っている場合に硝子体を取り除くこともあ
る。硝子体茎切除術を必要とする最も一般的な眼球の病状の幾つかが、網膜剥離又は網膜
出血のような糖尿病性網膜症からの合併症、黄斑円孔、網膜剥離、網膜前線維症、眼球の
内側の出血（硝子体出血）、負傷又は感染症、及び、以前の眼球の手術に関係した特定の
問題を含む。
【０００６】
　網膜外科医は、眼球の後部の鮮明な画像を提供するように設計されている顕微鏡と特殊
レンズとを使用して硝子体茎切除術を行うことができる。長さ数ミリメートルの幾つかの
小さな切開部が強膜上に作られる。網膜外科医は、この切開部の中を通して、眼球の内側
を照明するための光ファイバ光源と、手術中に眼球の形状を維持するための注入導管と、
硝子体を切除して取り除くための器具のような顕微外科器具を挿入する。
【０００７】
　硝子体茎切除術では、外科医は、３つの別々の器具のために、眼球に３つの小さい切開
部を形成する。これらの切開部は、虹彩の直ぐ後ろに且つ網膜の前方に位置している眼球
の毛様体扁平部内に配置されるだろう。これらの切開部の中を通過する器具は、ライトパ
イプ（ｌｉｇｈｔ　ｐｉｐｅ）、注入ポート、及び硝子体茎切除術用切断装置を含む。ラ
イトパイプは、眼球の内側で使用するための微小な高輝度フラッシュライトの同等品であ
る。注入ポートは、眼球の中の流体を置き換えて眼球の中で適正な圧力を維持するために
使用されうる。硝子体切除装置（ｖｉｔｒｅｃｔｏｒ）すなわち切断装置は、制御された
形で硝子体ゲルを除去するための振動微小カッターと共に、小さなギロチンのように機能
する。このことは、硝子体液の除去中に網膜上での大きな牽引を防止することができる。
【０００８】
　眼球の後部上で硝子体茎切除術又は他の手術を行うために使用される手術機械は非常に
複雑である。典型的には、こうした眼科手術機械は、多数の様々な器具が取り付けられて
いる主コンソールを含む。この主コンソールは、その取り付けられている器具に対して電
力を供給し且つその動作を制御することができる。
【０００９】
　これらの取り付けられている器具は、典型的には、プローブ、ハサミ、鉗子、照明器、
硝子体切除装置、及び、注入導管を含む。これらの器具の各々は、典型的には、主手術用
コンソールに取り付けられている。主手術用コンソール内のコンピュータが、これらの器
具の動作を監視し且つ制御することができる。これら器具は、主手術用コンソールからそ
の器具の動力を受ける。これら器具の幾つかは電気的に動力供給され、その他は空気圧に
よって動力供給されうる。
【００１０】
　様々な器具に空気圧動力を供給するために、主手術用コンソールは空気圧モジュールす
なわち空気配送モジュールを含むことができる。この空気圧モジュールは、器具に動力供
給すべく圧縮空気又は圧縮気体を調整して供給する。この空気圧モジュールは、圧縮気体
を収容するシリンダに結合される。この空気圧モジュールは、取り付けられている器具を
適正に動作させるために適正な気体圧力を供給することができる。
【発明の概要】
【００１１】
　様々な実施態様では、手術用コンソールのための空気圧システム弁が、弁の出口におけ
る差圧（例えば、平均差圧）と所望の差圧（例えば、所望の平均差圧）との間の差を減少
させるために弁デューティサイクル（ＶＤＣ）（このＶＤＣはその弁を作動させるために
使用される）を調整するように構成されている制御装置によって制御されうる。特定の実
施態様では、平均差圧が、その弁の１つ又は複数のポートに結合されている圧力センサか
ら検出されて、その圧力センサから（例えば、ＰＩＤ制御装置（比例積分微分制御装置）
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アルゴリズムを実施する）制御装置に中継される。この制御装置は、測定された平均差圧
を、（例えば、ユーザから受け取られ、又はユーザから受け取られた情報に基づいて決定
された）所望の平均差圧と比較することができる。次いで、この制御装置は、所望の平均
差圧と測定された平均差圧との間の差を減少させるために、変更ＶＤＣを決定する。特定
の実施態様では、測定された平均差圧と所望の平均差圧との間の差を減少させるために、
複数回の反復が行われうる。
【００１２】
　本発明のさらに完全な理解を得るために、添付図面に関連して行われる以下の説明を参
照されたい。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、一実施形態による手術用コンソールである。
【図２ａ】図２ａは、一実施形態による、差圧センサを有する空気圧システムの説明図で
ある。
【図２ｂ】図２ｂは、一実施形態による、各ポートに別々の圧力センサを有する空気圧シ
ステムの説明図である。
【図３】図３は、一実施形態による、硝子体茎切除術用カッターを示す。
【図４】図４は、一実施形態による、空気圧弁を制御するための方法のフローチャートを
示す。
【図５】図５は、一実施形態による、ポートデューティサイクルを平均差圧と相関させる
ためのルックアップテーブルの具体例を示す。
【図６】図６は、２つ以上の弁を含む空気圧弁を有する一実施形態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　上述の概略的な説明と以下の詳細な説明の両方は、単に例示的且つ説明的なものである
にすぎず、且つ、特許請求されている本発明のさらに詳細な説明を提供することが意図さ
れている。
【００１５】
　２００６年１２月２１日付けで出願された、Ｄｅｎｉｓ　Ｔｕｒｎｅｒ、Ｒｏｂｅｒｔ
　Ｐａｌｉｎｏ、Ａｒｇｅｌｉｏ　Ｏｌｉｖｅｒａ、及び、Ｍａｒｋ　Ｈｏｐｋｉｎｓに
よる、標題「硝子体茎切除術装置のための空気圧システム」の米国特許出願公開第２００
８０１４９１９７号明細書、シリアル番号１１／６１４，６７８が、あたかも本明細書で
詳細且つ完全に説明されたかのように、参照によって本明細書の一部を構成する。
【００１６】
　図１は、空気圧によって動力供給される眼科手術機械のための手術用コンソール１０１
の実施形態を示す。この手術用コンソール１０１は１つ又は複数の空気圧器具１０３を駆
動するように構成されている。これら器具１０３は、例えば、ハサミ、硝子体茎切除術装
置、鉗子、注入又は抜き取りモジュールを含む。他の器具１０３も使用可能である。手術
の間、この空気圧によって動力供給される図１の眼科手術機械は、硝子体茎切除術のよう
な様々な眼科外科的処置を行う際に外科医を補助するように作動することができる。窒素
のような圧縮気体が、器具１０３に動力供給すべく手術用コンソール１０１を通して動力
を供給する。手術用コンソール１０１は、ユーザに情報を表示するための表示装置１０９
を含んでもよい（この表示装置は、さらに、ユーザの入力を受け取るためのタッチスクリ
ーンを含むことがある）。手術用コンソール１０１は、さらに、（例えば、潅注／吸引機
能を提供するための）流体工学モジュール１０５と、器具１０３との結合（例えば、器具
１０３に取り付けられている空気圧導管を通しての結合）のための１つ又は複数のポート
コネクタ１０７とを含むことができる。
【００１７】
　図２は、一実施形態による、空気圧によって動力供給される眼科手術機械のための空気
圧システムの略図である。図２に見てとれるように、この空気圧システムは、出口ポート



(6) JP 5711259 B2 2015.4.30

10

20

30

40

50

Ａ２１３と出口ポートＢ２１５とに圧力源２０９（例えば、空気シリンダ又は壁出口空気
供給源（ｗａｌｌ　ｏｕｔｌｅｔ　ａｉｒ　ｓｕｐｐｌｙ）のような調整圧力源）を結合
させる１つ又は複数の空気圧弁２１７を含む（出口ポートＡ２１３及び出口ポートＢ２１
５は、１つ又は複数のポートコネクタ１０７を通して器具１０３に結合されることもある
）。特定の実施形態では、空気圧弁２１７が制御装置２０５によって制御されうる。特定
の実施形態では、圧力源２０９の圧力も制御装置２０５又は（例えば、手術用コンソール
１０１の内部の）別個の制御装置によって制御されうる。制御装置２０５は、（例えば、
空気消費を減少させるためのより低い圧力と、より早いカットレート（ｃｕｔ　ｒａｔｅ
）のためのより高い圧力との間でバランスをとるべく、且つ／又は使用可能なカットレー
トの動的範囲を増大させるために）圧力を調整することができる。特定の実施形態では、
空気圧システムの構成要素が（例えば、アルミニウムのような金属から機械加工された）
マニホールドの形で組み込まれることがある。このマニホールドは気密性であり、様々な
継手と結合器とを含み、且つ、比較的高い気体圧力に耐えることが可能である。このマニ
ホールドは個々の部品として製造され又は単一の部品として製造されてもよい。様々な実
施形態では、この空気圧システムの（例えばマニホールド内の）構成要素は、手術用コン
ソール１０１の内側に組み込まれうる。
【００１８】
　特定の実施形態では、空気圧弁２１７は４方弁である．他の弁の形状構成も想定される
。弁２１７は、制御装置２０５からの制御信号によって指示される通りに２つの位置（例
えば図２ａ、図２ｂを参照されたい）の一方に弁２１７を動かすように動作するソレノイ
ドを含む。第１の位置では、空気圧弁２１７は、加圧気体を出口ポートＡ２１３からマフ
ラー２２７を通して排出すると同時に、プローブカッター２２５に対して空気圧動力を供
給すべく加圧気体が空気圧弁２１７を通って出口ポートＢ２１５に流れることを可能にす
る。第２の位置では、弁２１７は加圧気体を出口ポートＡ２１３に供給し且つ加圧気体を
出口ポートＢ２１５から排出することができる。この位置では、加圧気体は、出口ポート
Ａ２１３を通過し、器具１０３（例えば、プローブカッター２２５）に空気圧動力を供給
することができる。したがって、空気圧弁２１７が第１の位置にある時には、デュアルチ
ャンバ２２３の第１のチャンバ２２９が充填されると同時に、第２のチャンバ２３１は排
出させられる。空気圧弁２１７が第２の位置にある時には、第２のチャンバ２３１が充填
されると同時に、第１のチャンバ２２９は排出させられる。
【００１９】
　図３に示されているように、プローブカッター２２５は切断装置として作用することが
できる。このプローブカッター２２５は、カッターポート３０１を有する外側チューブ３
０３の内側を往復移動するだろう（例えば、プローブカッター２２５はダイアフラム２２
１によって動かされ、一方、このダイアフラム２２１は、加圧された気体が出口ポートＡ
、Ｂに（及び、デュアルチャンバ２２３のそれぞれのチャンバの中に）交互に向けられる
のに応じて振動する）。特定の実施形態では、プローブカッター２２５はチューブ２１９
を介して出口ポートＡ、Ｂに取り付けられているだろう（各ポートに対して別々のチュー
ブが使用されることもある）。プローブカッター２２５は、前進後退するのに応じて、そ
のプローブカッター２２５の鋭利な尖端によってカッターポート３０１を交互に開閉する
だろう。外側チューブ３０３の中を通るプローブカッター２２５の各サイクルによって、
プローブカッター２２５が閉じるので、カッターポート３０１内の硝子体のような材料が
切断されることができる。ポートデュティサイクル（ＰＤＣ）が、カッターポート３０１
が開いている時間の量及び閉じられている時間の量を表示する。例えば、４９％のＰＤＣ
が、カッターポート３０１がサイクル時間のうち４９％開いていることを示す（サイクル
時間の５１％は閉じており、サイクル時間は例えばカッターポート３０１の各々の連続し
た開放の間の時間の量である）。
【００２０】
　特定の実施形態では、弁デューティサイクル（ＶＤＣ）は、空気弁２１７が第１及び第
２の位置にある時間の量を示す。特定の実施形態では、プローブカッター２２５のカット
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レートは弁２１７を通して制御装置２０５によって制御される。例えば、毎分２５００カ
ットのプローブレートを実現するために、制御装置２０５は、サイクル当たり約２４ミリ
秒のレートでポートＡ（第２の流路）とポートＢ（第１の流路）とに加圧空気を交互に供
給するように空気圧弁２１７に指示することができる。毎分２５００カットのカットレー
トを得るために、この２つの空気圧流路は、２４ミリ秒毎に開／閉を繰り返し（２５００
カット／分又は１分／２５００カット×６０秒／１分＝０．０２４秒／カット＝２４ミリ
秒／カット）、各々の流路毎に１２ミリ秒間にわたって開く。特定の実施形態では、これ
ら流路を実際に開き且つ閉じるための遷移時間は、サイクル時間の一部を使用するだろう
。例えば、２４ミリ秒のサイクル当たり６ミリ秒の全遷移時間について、空気圧第２流路
（すなわち、空気圧弁２１７のポートＡ２１３を経由）は、開く（一方、空気圧第１流路
は閉じている）のに４ミリ秒を要し、且つ、閉じる（一方、空気圧第１流路は開いている
）のに２ミリ秒を要する。他の遷移時間も想定される。遷移時間のせいで、弁は、実際に
は、第１の流路に対して閉じられると共に第２の流路に対して８ミリ秒（１２ミリ秒－４
ミリ秒）だけ開かれ、且つ、第１の流路に対して開かれると共に第２の流路に対して１０
ミリ秒（１２ミリ秒－２ミリ秒）の間閉じられる。第２の流路と第１の流路とに対して加
圧空気を供給する際のこの８ミリ秒対１０ミリ秒の弁タイミング差が、その２つの流路に
おける不均衡な差圧を結果的に生じさせうる。特定の実施形態では、その２つの流路の開
放持続時間が概ね同一であることが望ましい（例えば、２５００カット／分の場合には、
実際には約（２４ミリ秒－６ミリ秒）／２＝９ミリ秒間にわたって開かれる）。
【００２１】
　開放／閉鎖遷移時間がすべての空気圧弁２１７に関して一定不変であれば、制御装置２
０５は、標準的な空気圧弁２１７に基づいて両方の流路について実質的に等しい実際の開
放持続時間を実現するために、固定された弁デューティサイクルによって予めプログラム
されることが可能である。例えば、公称開放時間が第２の流路に関して１３ミリ秒に設定
され且つ第１の流路に関して１１ミリ秒に設定される。したがって、この例の場合には、
遷移時間を除いて、第２の流路の実際の開放時間は１３ミリ秒－４ミリ秒＝９ミリ秒であ
り、第１の流路の実際開放時間は１１ミリ秒－２ミリ秒＝９ミリ秒である（第２の流路と
同様である）。しかし、遷移時間は（例えば、空気圧弁２１７の製造上の変動、流れの制
限、温度、老化等のために）様々な空気圧弁２１７の間で変化するだろうし、固定された
弁デューティサイクルは適切に不均衡を打ち消すことがないだろう。例えば、異なる弁が
、第２の流路を開く（一方、空気圧第１流路は閉じている）ために（４ミリ秒でなく）３
ミリ秒を要し、且つ、第２の流路を閉じる（一方、空気圧第１流路は開いている）ために
２ミリ秒を要することがある。同一の弁デューティサイクル（例えば、第２の流路に関す
る１３ミリ秒の公称開放時間及び第１の流路に関する１１ミリ秒の公称開放時間）がこの
第２の弁の例に適用される場合には、第２の弁の空気圧第２流路に関する実際の開放時間
は１３ミリ秒－３ミリ秒＝１０ミリ秒であり、及び、第１の流路に関する実際の開放時間
は１１ミリ秒－２ミリ秒＝９ミリ秒だろう。したがって、上記の弁の例に関して有効だっ
た弁デューティサイクルは、第２の具体例の弁の場合の空気圧第１流路よりも１ミリ秒す
なわち１１％長く実際に開いたままの状態である空気圧第２流路を結果的に生じさせる。
この差異は、この２つの空気圧流路の間の不均一な動力バランスを結果的に生じさせ、こ
のことは、より劣る性能を結果的にもたらすだろう。同様に、固定的な弁デューティサイ
クルは、コンソール毎のその２つの流路における流れ制限／抵抗の変動を原因とする不均
衡を適切に打ち消すことはないだろう。
【００２２】
　特定の実施形態では、弁の変動の影響が、弁２１７の出口における圧力波形（例えば、
圧力センサ２１１（図２ａ）によって弁のランタイム（ｒｕｎ　ｔｉｍｅ）全体にわたっ
て検出されるか、又は、圧力センサ２１２ａ、ｂ（図２ｂ）からの圧力情報を使用して制
御装置によって計算される平均差圧２０７を監視することによって動的に補償されうる。
圧力情報は、例えば、圧力センサ２１２ａ、ｂにおいて検出された圧力波形、又は圧力セ
ンサ２１２ａ、ｂからの平均圧力読み取り値を含む（他の圧力情報も可能である）。圧力
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センサ２１１、２１２ａ、ｂは圧力変換器を含むことができ、圧力変換器は、圧縮気体の
圧力を読み取ることが可能であり、且つ、圧縮気体の圧力に関する情報を含む電気信号を
制御装置２０５に送ることが可能である。（実際のＶＤＣを表示する）圧力波形は、ラン
タイム中に監視されうる（例えば、周期的又は連続的に監視される）。平均差圧２０７が
、実際の差圧と所望の差圧との間の差異を減少させるために弁のＶＤＣを変更することに
よってその弁の変動を補償すべく制御装置２０５によって使用されうる。したがって、特
定の実施形態では、閉ループのアプローチが、空気圧弁２１７の出口における差圧（ポー
トＡ２１３とポートＢ２１５との間の差圧）の平均を監視することと、ＶＤＣの制御に使
用するための弁固有情報を求めるために平均差圧２０７を使用することとを含む。特定の
実施形態では、サイクル期間（１／カットレート）全体にわたっての平均差圧２０７は直
接的にＶＤＣに関係付けられ、且つ、空気圧弁２１７に送られる制御信号のＶＤＣを動的
に調整すべく制御装置２０５によって使用されうる。特定の実施形態では、実際の差圧が
計算されないが、この代わりに、制御装置は、ＶＤＣを動的に調整すべく圧力センサ２１
２ａ、ｂからの圧力情報を比較してもよい。例えば、ポートＡ及びポートＢからの圧力波
形（又は平均圧力）の比較は、ＶＤＣを調整することによって打ち消されることが可能な
差を示す。他のＶＤＣ調整も可能である。
【００２３】
　最初に、所望の（ポートＡとポートＢとの間の）差圧が、ユーザの入力（例えば、手術
用コンソールのユーザインタフェースを通して受け取られる入力）、又は弁動作の前に手
術用コンソール上の記憶装置内に記憶されたシステムのデフォルト値に基づいて求められ
うる。弁動作の間、制御装置２０５は、検出／計算された実際の差圧に基づいて弁２１７
の弁デューティサイクルを変更することができる。例えば、圧力センサ２１１が、ポート
Ａ２１３とポートＢ２１５との間の圧力差を検出して、この圧力差を表す信号を制御装置
２０５に送ることができる。特定の実施形態では、圧力センサ２１１は、検出された差圧
波形に基づいて平均差圧２０７を計算し、又は検出された差圧波形を制御装置２０５に中
継し、制御装置２０５は平均差圧２０７を測定する。特定の実施形態では、平均差圧２０
７は、制御装置２０５が圧力を得るために解釈しうる（又は、例えば、圧力に関係した他
の値を得るために使用する）信号として制御装置２０５に送られうる。１つの圧力センサ
２１１が図２ａに示されているが、特定の実施形態では、（例えば、図２ｂに見てとれる
ように）ポートＡ２１３及びポートＢ２１５の各々は、制御装置２０５と通信することが
ある別個の圧力センサ（圧力センサ２１２ａ、ｂ）を有する。特定の実施形態では、制御
装置は、圧力センサ２１２ａ、ｂから圧力情報を受け取り、この２つのポートの間の差波
形を計算し、次いで、この差波形から平均差圧を求めることができる。別の例としては、
制御装置は、弁２１７の弁デューティサイクルの制御のために使用される各々の圧力セン
サ出力波形のオフセットを求めてもよい（例えば、制御装置は、２つのポート圧力の間の
平均差を求めるために圧力センサ２１２ａ、ｂからの圧力情報を比較する）。これら差圧
／平均圧力差は、ＶＤＣを動的に調整する仕方を決定するために使用されうる。
【００２４】
　特定の実施形態では、制御装置２０５は、ポートＡとポートＢとの間の所望の平均差圧
を得るために、信号弁２１７が第１及び第２の位置に位置する（変更された弁デューティ
サイクルに相当する）時間間隔を決定することができる。調整された弁デューティサイク
ルを空気圧流路についてのサイクル時間に適用することによって、空気圧流路は、全サイ
クル時間の間、特定の実際の開放時間作動されうる。上述したように、５０％の弁デュー
ティサイクルは、信号が印加されない（すなわち、弁を第２の位置に作動させない）時間
と概ね同じ量の時間の間信号を印加する（すなわち、弁を第１の位置に作動させる）こと
に相当する。１％の調整によって５１％の弁デューティサイクルがもたらされ、５１％の
デューティサイクルは、合計サイクル時間のうち約５１％の間弁に信号を印加する（すな
わち、弁を第１の位置に作動させる）（合計時間のうち４９％の間信号が印加されない）
ことに相当する。したがって、より長い５１％の弁デューティサイクルは、例えば、その
弁が第２の位置に動くことよりも第１の位置に動くことに時間を要する弁、及び、弁の第
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１の位置に結合する流路内により高い流れ制限／抵抗を有するコンソールを補償すること
ができる。特定の実施形態では、弁デューティサイクルは、さらに、（例えば、様々な弁
の異なる遷移時間、及び様々なコンソールの流れ制限／抵抗の変動を補償するために）様
々なコンソール特性に関して調整されうる。
【００２５】
　様々な実施形態では、制御装置２０５は、電子インタフェース（例えば、ワイヤ、バス
、トレース等のような電気導体）を介して圧力センサ２１１（又は圧力センサ２１２ａ、
ｂ）から信号を受け取るように構成されうる。制御装置２０５は、さらに、電子インタフ
ェースを通して空気圧弁２１７に出力信号を送るように構成されうる。これら出力信号は
、制御装置２０５が空気圧弁２１７の動作を制御することを可能にする。制御装置２０５
は、論理機能を行うことが可能な集積回路を含むことができる。このようにして、制御装
置２０５は、電力ピン、入力ピン、及び出力ピンを有する標準的な集積回路パッケージの
形状である。様々な実施形態では、制御装置２０５は弁制御装置又は目標装置制御装置（
ｔａｒｇｅｔｅｄ　ｄｅｖｉｃｅ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）を含む。特定の実施形態では
、制御装置２０５は、弁のような特定の装置を対象とした特定の制御機能を果たす。特定
の実施形態では、制御装置２０５はマイクロプロセッサである。このような場合には、制
御装置２０５は、弁とコンソール１０１の他の構成要素とを制御する働きができるように
プログラム可能である。特定の実施形態では、制御装置２０５は、プログラム可能なマイ
クロプロセッサではないが、その代わりに、様々な機能を果たす様々な弁を制御するよう
に構成された特殊用途向けの制御装置である。
【００２６】
　図４は、空気圧弁２１７を動的に制御するための方法の実施形態のフローチャートを示
す。このフローチャートに示されている要素は単なる例示である。様々な示された要素は
省略可能であり、追加の要素が加えられてもよく、且つ／又は、様々な要素が、後述する
順序とは異なる順序で行われてもよい。
【００２７】
　４０１では、ユーザが（例えば、外科的な要求に基づいて）所望のカットレート及び／
又はＰＤＣを選択することができる。例えば、ユーザは、５０％のＰＤＣにおける毎分２
５００カットのカットレートを入力することができる。
【００２８】
　４０３では、所望のＰＤＣが所望の平均差圧（又は、ポートＡとポートＢとの間の差圧
に関連付けられた他の圧力差／圧力指標（ｐｒｅｓｓｕｒｅ　ｍｅｔｒｉｃ））に変換さ
れうる。特定の実施形態では、所望のＰＤＣは、予め設定されたルックアップテーブル（
例えば、図５を参照されたい）、方程式等に基づいて所望の平均差圧に変換されうる。特
定の実施形態では、ユーザは、表示装置１０３上のインタフェースにおいて所望の平均差
圧を入力することができる。特定の実施形態では、ＰＤＣと所望の平均差圧とがデフォル
ト値（例えば、５０％のＰＤＣ、０Ｐａ（０ｐｓｉ（ポンド／平方インチ））の所望平均
差圧）として与えられうる。この平均差圧は、（ポートＡとポートＢとの間の差圧の時間
経過に応じた平均値として得られた）ポートＡとポートＢとの間の差圧、又は、ポートＡ
の平均圧力とポートＢの平均圧力との間の差を意味する。例えば、ＰＤＣ及びこれに対応
する平均差圧は、弁に関して、試行錯誤等によって、実験によって求められるだろう。特
定の実施形態では、他の特徴（例えば、取り付けられている器具のタイプ等）が、所望の
平均差圧を求めるために使用されうる。
【００２９】
　４０５では、空気圧弁２１７が、器具１０３を動作させるために制御装置２０５によっ
て制御されうる。特定の実施形態では、制御装置２０５は、最初に、デフォルト値の弁デ
ューティサイクル（例えば５０％）を使用して弁２１７を制御する。特定の実施形態では
、制御装置２０５は、オフセット変換器（ｏｆｆｓｅｔ　ｔｒａｎｓｌａｔｏｒ）２０３
（例えば、所望のＰＤＣ２０１を表す受け取った電子信号を、内部ルックアップテーブル
（例えば、図５を参照されたい）に基づいて、対応する所望の平均差圧に変換するように



(10) JP 5711259 B2 2015.4.30

10

20

30

40

50

構成されている電子回路）から所望の平均差圧を受け取ることができる。特定の実施形態
では、制御装置２０５は、所望の平均差圧に加えて又はその代わりに他の所望の性能特性
を受け取ることができる（例えば、制御装置は、ポートＡ及びポートＢからの平均圧力波
形の間の所望の差を受け取り、又はポートＡ及びポートＢについての所望の平均圧力から
ポートＡの圧力とポートＢの圧力との所望のオフセットを受け取ることができる）。
【００３０】
　４０７において、平均差圧２０７が、圧力センサ２１１から制御装置２０５に中継され
うる（又は圧力センサ２１２ａ、ｂからの圧力情報を使用して制御装置２０５によって計
算されうる）。例えば、平均差圧２０７は、１００ミリ秒毎に圧力センサ２１１によって
中継される（又は、圧力情報（例えば、圧力オフセット）が圧力センサ２１２ａ、ｂによ
って中継され、平均差圧２０７が制御装置２０５によって計算されうる）。他の時間間隔
も想定されている（例えば、５秒毎）。特定の実施形態では、圧力センサ２１１が、検出
された差圧波形に基づいて平均差圧を計算し、又は（ポートＡとポートＢの間の１つ又は
複数の差圧を含むことがある）検出された差圧波形を制御装置２０５に中継し、制御装置
２０５が平均差圧２０７を求める。特定の実施形態では、ポートＡとポートＢとに結合さ
れている圧力センサ２１２ａ、ｂが、検出された圧力情報（例えば、圧力オフセット、圧
力波形等）を制御装置２０５に中継し、制御装置２０５がそのポートに関する平均差圧を
求める（又は、平均差圧を実際に計算することなしに圧力波形を比較する）。
【００３１】
　４０９では、制御装置２０５が、（例えば、圧力センサから受け取られた、又は圧力セ
ンサからの情報を使用して計算された）測定された平均差圧２０７を（例えば、ユーザか
ら受け取った情報又はデフォルト設定から計算／確定された）所望の平均差圧と比較して
、変更されたＶＤＣを求めるだろう。制御装置２０５は、所望の平均差圧と測定された平
均差圧との間の差を減少させるべく変更ＶＤＣを求めることができる。例えば、ポートＡ
における圧力が正の圧力として得られ、且つ、ポートＢにおける圧力が負の圧力として得
られる場合には、理想値の場合に、測定された平均差圧は０Ｐａ（０ｐｓｉ）だろう。こ
の例では、この代わりに、測定された平均差圧が正であり（例えば＋１３７９０Ｐａ（＋
２ｐｓｉ））である場合には、測定された平均差圧は、特定のサイクル中にポートＡが実
際にポートＢよりも長く開いている状態のままである（この結果として、ポートＡの圧力
は、そのポートＡが開いている時に、ポートＢが開いている時のポートＢの圧力よりも高
い圧力に充填される）ということを示す。所望の平均差圧が０Ｐａ（０ｐｓｉ）に設定さ
れた場合には、（制御装置２０５がポートＡに排気するように信号を送る時間のパーセン
テージを示すＶＤＣ）は、制御装置２０５によって（例えば、５０％から５１％に）増大
させられうる。特定の実施形態では、制御装置２０５は、デフォルト値又はユーザが提供
する比率にしたがってＶＤＣを増減させる。特定の実施形態では、所望の平均差圧と測定
された平均差圧との間の差に応じてＶＤＣを調整する量が、弁２１７について実験によっ
て決定されうる。例えば、測定された平均差圧と所望の平均差圧との間の＋８２７４Ｐａ
（＋１．２ｐｓｉ）の差毎にＶＤＣを１％増大させることが実験的に決定されうる（他の
比率も想定できる）。この情報は、制御装置２０５に対してアクセス可能である方程式又
はテーブルの形で記憶されうる。別の例としては、制御装置２０５は、平均差圧が正であ
る場合には、ユーザが設定した増分（例えば０．５％）だけＶＤＣを増加させ、平均差圧
が負である場合には、ユーザが設定した増分だけＶＤＣを減少させる。特定の実施形態で
は、測定された平均差圧がデフォルト値の範囲内又はユーザが設定した範囲内にある場合
には、制御装置２０５はＶＤＣを調整しない（例えば、平均差圧が所望の平均差圧の６８
９５Ｐａ（１ｐｓｉ）の範囲内である場合には調整が行われない）。特定の実施形態では
、ユーザは、制御装置が使用するための様々な入力データを入力する（例えば、表示装置
１０９のタッチスクリーンへの入力）。例えば、ユーザは、測定された平均差圧と所望の
平均差圧との間の＋８２７４Ｐａ（＋１．２ｐｓｉ）の差毎に－１％のＶＤＣの比率を入
力する。特定の実施形態では、制御装置は、差圧を実際に計算せず、その代わりに、ＶＤ
Ｃをどのように調整するかを決定すべく、ポートＡ及びポートＢからの圧力波形を互いに
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対して又は所望の波形と比較する。例えば、ポートＡに関する圧力波形が（例えばシステ
ム上に記憶されている）所望の圧力波形よりも平均的に１３７９０Ｐａ（２ｐｓｉ）大き
い場合には、ＶＤＣは、差圧を実際に計算する必要なしに調整されうる。他のＶＤＣの調
整方法も想定される。
【００３２】
　４１１において、制御装置２０５が、空気圧弁２１７を作動させることにおいて（例え
ば、第１の位置と第２の位置との間の切り換えの時間を調整すべく）変更されたＶＤＣを
使用することができる。
【００３３】
　４１３において、制御装置２０５が、測定された平均差圧２０７を所望の平均差圧（又
は関連付けられた差圧変数／差圧指標）と比較することと、測定された平均差圧２０７と
所望の平均差圧との間の差を最小化すべく変更された新たなＶＤＣを求めることとを繰り
返す。例えば、制御装置２０５は、（例えば、ユーザによって設定された範囲内に）平均
差圧と所望差圧との間の差が減少させられるまで、弁デューティサイクルを上方又は下方
に調整し、検出された新たな平均差圧を受け取り（又は、平均差圧の計算に使用するため
の新たな圧力情報を受け取り）、これに対応して、以前の平均差圧と比較された新たな平
均差圧の方向に基づいて、上方又は下方に弁デューティサイクルを調整し、変更された弁
デューティサイクルに対応して新たな平均差圧を受け取り／計算する等のために、ＰＩＤ
制御装置アルゴリズム（比例積分微分）を実行する。
【００３４】
　特定の実施形態では、空気圧管理システムは１つ又は複数のプロセッサを含む。プロセ
ッサは単一の処理装置又は複数の処理装置を含む。こうした処理装置は、マイクロプロセ
ッサ、コントローラ（例えば、制御装置２０５）（マイクロコントローラであってもよい
）、デジタルシグナルプロセッサ、マイクロコンピュータ、中央処理ユニット、フィール
ドプログラマブルゲートアレイ、プログラマブル論理回路、ステートマシーン、論理回路
、制御回路、アナログ回路、及び／又は、演算命令に基づいて信号（アナログ及び／又は
デジタル）を操作する任意のデバイスである。プロセッサに結合され且つ／又は組み込ま
れている記憶装置は単一の記憶装置又は複数の記憶装置である。こうした記憶装置は、読
み出し専用メモリ、ランダムアクセスメモリ、揮発性メモリ、不揮発性メモリ、スタティ
ックメモリ、ダイナミックメモリ、フラッシュメモリ、キャッシュメモリ、及び／又は、
デジタル情報を記憶する任意のデバイスである。プロセッサがステートマシーン、アナロ
グ回路、デジタル回路、及び／又は、論理回路を介してその機能の１つ又は複数を実行す
る時、対応する演算命令を記憶する記憶装置は、ステートマシーン、アナログ回路、デジ
タル回路、及び／又は、論理回路を備える回路の内部に組み込まれ、又はその外部に組み
込まれる。記憶装置は、図示され且つ図面に関連して説明されている要素の少なくとも幾
つかに対応する演算命令を記憶し、プロセッサはこの演算命令を実行する。
【００３５】
　図６に示されているように、幾つかの実施形態が４方空気圧弁に関して本明細書で説明
されているが、これら実施形態が、器具１０３に加圧気体を供給するために協調的に制御
される２つ以上の弁にも適用可能である。例えば、４方空気圧弁に関して説明されている
「第１のポート」及び「第２のポート」が、その代わりに、２つ以上の別々の弁に結合さ
れる（すなわち、「第１のポート」が第１の弁に結合され、「第２のポート」が第２の弁
に結合される）。第１の弁と第２の弁とは、第１のポートと第２のポートとに対して交互
に加圧空気を供給するように共に制御される。特定の実施形態では、圧力センサは、差圧
を測定するために第１のポート及び第２のポートの両方に結合されうる（又は、各ポート
は別々の圧力センサに結合され、平均圧力を測定する際に別々の圧力が使用されてもよい
）。この場合、弁デューティサイクルは、（弁デューティサイクルによって示された開放
／閉鎖時間にしたがって別々の弁を制御することによって）２つ以上の弁のそれぞれのポ
ートの流路開放時間と流路閉鎖時間とを調整すべくその２つ以上の弁に対して使用されう
る。
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【００３６】
　当業者によって様々な変更が上述の実施形態に加えられるだろう。本発明の他の実施形
態が、本発明の考察と本明細書に説明されている本発明の実施例とから当業者にとって明
らかになるだろう。本明細書と具体例とが単なる例示と見なされ、及び、本発明の真の範
囲と思想とが、後述の特許請求の範囲とその均等物とによって示されることが意図されて
いる。

【図１】 【図２ａ】
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【図４】 【図５】



(14) JP 5711259 B2 2015.4.30

【図６】



(15) JP 5711259 B2 2015.4.30

10

フロントページの続き

(74)代理人  100160705
            弁理士　伊藤　健太郎
(72)発明者  ショーン　エックス．ガオ
            アメリカ合衆国，カリフォルニア　９２６２０，アーバイン，フォート　サムター　２
(72)発明者  マーク　エー．ホプキンス
            アメリカ合衆国，カリフォルニア　９２６９１，ミッション　ビエホ，サン　ゴンザロ　２６６９
            １

    審査官  寺澤　忠司

(56)参考文献  米国特許出願公開第２００８／０１４９１９７（ＵＳ，Ａ１）　　
              国際公開第２００８／０７９５２６（ＷＯ，Ａ２）　　
              特開平０９－０４２２１０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｆ　　　９／００７　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

