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(57)【要約】
　本発明は、医療処置（例えば、組織切除、摘出、焼灼
、血栓、心不整脈及びリズム障害の治療、電気手術、組
織採取等）を含む多様な用途のために、組織にエネルギ
ーを供給するための総合的システム及び方法に関する。
特定の実施形態では、アブレーションに関連した解剖学
的変化（例えば、組織収縮）に合わせて調整する標的組
織領域を識別及び処理するためのシステム及び方法が提
供される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エネルギー供給デバイス及びプロセッサを備えるシステムであって、前記プロセッサは
、アブレーションに関連した解剖学的変化に合わせて調整された標的組織領域を識別する
ように構成されている、システム。
【請求項２】
　予想されたアブレーションに関連した解剖学的変化に合わせて調整された前記標的組織
領域を識別することは、
　ａ）前記組織領域及び前記エネルギー供給デバイスに関する情報を受信することと、
　ｂ）前記組織領域内の収縮領域を計算することと、
　ｃ）前記組織領域内の収縮点を判定することと、
　ｄ）前記組織領域内の収縮変形を計算することと、
　ｅ）前記計算された収縮変形を適用することと、
　ｆ）アブレーションに関連した解剖学的変化に合わせて調整された前記標的組織領域を
識別することと、を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記プロセッサは、前記エネルギー供給デバイスと通信している、請求項１に記載のシ
ステム。
【請求項４】
　前記プロセッサは、前記エネルギー供給デバイスの所望の組織領域への位置決定を誘導
するように構成されている、請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　前記所望の組織領域は、前記識別された標的組織領域である、請求項４に記載のシステ
ム。
【請求項６】
　前記エネルギー供給デバイスに電気接続された電源を更に備える、請求項１に記載のシ
ステム。
【請求項７】
　収縮変形は、各収縮点の収縮点距離及び収縮点方向を含む、請求項２に記載のシステム
。
【請求項８】
　各収縮点の収縮点方向は、１つ以上の方向変化を含む、請求項７に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療処置（例えば、組織切除、摘出、焼灼、血栓、心不整脈及びリズム障害
の治療、電気手術、組織採取等）を含む多様な用途のために、組織にエネルギーを供給す
るための総合的システム及び方法に関する。特定の実施形態では、アブレーションに関連
した解剖学的変化（例えば、組織収縮）に合わせて調整する標的組織領域を識別及び処理
するためのシステム及び方法が提供される。
【背景技術】
【０００２】
　エネルギー供給デバイス（例えば、アンテナ、プローブ、電極等）（例えば、マイクロ
波アブレーションデバイス）（例えば、高周波アブレーションデバイス）を使用して、所
望の組織領域を「治療」するために所望の組織領域にエネルギーを供給する。アブレーシ
ョン療法（例えば、マイクロ波アブレーション、高周波アブレーション）は、様々な容態
及び／又は疾患（例えば、腫瘍細胞）の治療に広く使用されている最小侵襲性技術である
。このような技術においては、アブレーションエネルギー（例えば、マイクロ波エネルギ
ー）（例えば、高周波エネルギー）を使用して、所望の組織領域を所望の温度まで加熱し
て、加熱領域での組織破壊を引き起こす。
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【０００３】
　アブレーション処置の成功は一般に、所望の組織アブレーションの量を最大化すること
、及び望ましくない組織アブレーションの量を最小化することによる。このような成功は
、標的組織領域の精密かつ正確な識別、かかる識別された標的組織領域でのエネルギー供
給デバイスの位置決定、及びかかるエネルギーの識別された組織領域への供給による。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　アブレーション処置を対象とする標的組織領域を正確かつ精密に識別するための改善さ
れた技術が必要とされている。
【０００５】
　本発明は、このニーズに対処するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　アブレーション処置における標的組織領域を識別するための現在の技術は、例えば、Ｃ
Ｔ撮像又はその他の撮像方式の使用を伴う。例えば、ＣＴ撮像を使用して、アブレーショ
ンされる特定の解剖学的領域（例えば三次元解剖学的寸法）を位置付け及び識別し、この
識別された位置に基づいて、識別された位置でエネルギー供給デバイスを位置決定し、ア
ブレーションエネルギーを識別された位置に供給する。
【０００７】
　しかしながら、アブレーション処置の成功を制限する問題は、アブレーション中に標的
組織領域が受ける解剖学的変化を伴う。実際に、アブレーション処置を受ける組織領域の
解剖学的寸法は、組織領域がアブレーションされるにつれて変化する。例えば、組織領域
の解剖学的寸法は、アブレーション中に収縮し、これが組織領域の処置前及び処置後の解
剖学的寸法を変化させる。処置中に発生するこのような解剖学的変化（例えば、収縮）に
より、望ましくない組織（例えば、健康な組織）がアブレーションエネルギーに曝露され
てしまう。このような非標的組織の望ましくないアブレーションは、アブレーション処置
の成功を損なうだけでなく、特に、アブレーション領域が健康な重大組織又は構造に近い
場合、深刻な健康への悪影響をもたらし得る。より小さい領域を選択して補償しようとす
ると、意図した組織全てが破壊されない場合があり、これにより治療効果が低くなり得、
又は腫瘍アブレーションの場合は、腫瘍の再成長及び転移が可能になり得る。
【０００８】
　アブレーションされる特定の解剖学的領域（例えば三次元解剖学的寸法）を位置付け及
び識別するのに使用される現在の技術（例えば、ＣＴスキャン）では、標的組織領域がア
ブレーション処置を受ける際のこのような解剖学的変化（例えば、組織収縮）に対応でき
ない。
【０００９】
　本発明は、標的組織領域がアブレーション処置を受ける際のこのような解剖学的変化（
例えば、組織収縮）に対応する、標的組織領域の識別及び位置付けを可能にする、システ
ム、材料、及び方法を提供する。
【００１０】
　特定の実施形態では、本発明は、エネルギー供給デバイス及びプロセッサを備えるシス
テムを提供し、このプロセッサは、アブレーションに関連した解剖学的変化に合わせて調
整する標的組織領域を識別、選択、及び／又は修正するように構成されている。
【００１１】
　いくつかの実施形態では、アブレーションに関連した解剖学的変化に合わせて調整する
標的組織領域を識別することは、組織領域及びエネルギー供給デバイスに関する情報を受
信することと、組織領域内の収縮領域を計算することと、組織領域内の予想された収縮点
を判定することと、組織領域内の予想された収縮変形を計算すること（例えば、予想され
た収縮距離（例えば、最大及び最小）及び各収縮点の方向を判定すること）と、計算され
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た予想された収縮変形を適用することと、アブレーションに関連した解剖学的変化に合わ
せて調整された標的組織領域を識別及び報告することと、を含む。
【００１２】
　いくつかの実施形態では、プロセッサは、エネルギー供給デバイスと通信している。い
くつかの実施形態では、プロセッサは、所望の組織領域でエネルギー供給デバイスを位置
決定し、及び／又はアブレーション処置中のエネルギー供給を制御するように構成されて
いる。いくつかの実施形態では、所望の組織領域は、アブレーションに関連した解剖学的
変化に合わせて調整された識別された標的組織領域である。
【００１３】
　いくつかの実施形態では、プロセッサは、収縮点に関する情報をユーザに提供する（例
えば、プロセッサベースの視覚表示を介して、無線通信を介して等）。例えば、いくつか
の実施形態では、組織領域は、処置中の各点（例えば、処置の前、後、及び処置中の任意
の点）に関する収縮点並びに計算された収縮点距離及び方向と共に提供される。いくつか
の実施形態では、組織領域及び各収縮点の最小及び最大マージン距離が提供される。
【００１４】
　特定の実施形態では、プロセッサは、アブレーション（例えば、収縮後のアブレーショ
ン）の前と後の標的組織領域間の最小距離及び最大距離を測定するように構成されている
。いくつかの実施形態では、このような測定された距離を使用して、所望のマージンがア
ブレーション処置中及びその後に達成されるかどうかを判定する。
【００１５】
　いくつかの実施形態では、プロセッサは、アブレーションに関連した解剖学的変化に合
わせて調整する前の標的組織領域とアブレーションに関連した解剖学的変化に合わせて調
整する前の標的組織領域との間の距離の差及び／又は方向の差を定量化及び比較するよう
に構成されている。いくつかの実施形態では、プロセッサは、アブレーションに関連した
解剖学的変化に合わせて調整されていない標的組織領域とアブレーションに関連した解剖
学的変化に合わせて調整された標的組織領域との間の実際の距離の差及び／又は方向の差
（例えば、アブレーション処置の前及びアブレーション処置の後）を定量化及び比較する
ように構成されている。
【００１６】
　特定の実施形態では、プロセッサは、アブレーション処置中の１つ以上の態様を監視及
び／又は制御し、かつ／あるいはそれに関するフィードバックを提供するように構成され
ている。例えば、いくつかの実施形態では、プロセッサは、アブレーション処置中の各収
縮点の予測される収縮点距離及び方向を監視するように構成されている。いくつかの実施
形態では、プロセッサは、１つ以上の収縮点の予測される収縮点距離及び／又は方向が、
実際のそれぞれの収縮点距離及び／又は方向と一致しない場合に、アブレーション処置を
停止するように構成されている。いくつかの実施形態では、プロセッサは、１つ以上の収
縮点の予測される収縮点距離及び／又は方向が、実際のそれぞれの収縮点距離及び／又は
方向と一致しない場合に、アブレーション処置中に供給されるエネルギー量を調整する（
例えば、上昇させる又は低下させる）ように構成されている。いくつかの実施形態では、
プロセッサは、１つ以上の収縮点の予測される収縮点距離及び／又は方向が、実際のそれ
ぞれの収縮点距離及び／又は方向と一致しない場合に、１つ以上の収縮点の収縮点距離及
び／又は方向を再計算するように構成されている。いくつかの実施形態では、プロセッサ
は、１つ以上の収縮点の予測される収縮点距離及び／又は方向が、各収縮点の実際の収縮
点距離及び／又は方向と一致しない場合に、新しい収縮点を識別する、並びに／又は１つ
以上の既存の収縮点の収縮点距離及び／若しくは方向を再計算するように構成されている
。いくつかの実施形態では、プロセッサは、組織領域内の予測される温度対実温度の差、
エネルギー供給デバイス中の予測される温度対実温度の差等の差に基づいて類似の調整を
行うように構成されている。
【００１７】
　いくつかの実施形態では、システムは、エネルギー供給デバイスに電気接続された電源
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を更に備える。
【００１８】
　特定の実施形態では、本発明は、このようなシステムを提供することと、アブレーショ
ンに関連した解剖学的変化に合わせて調整された標的組織領域をプロセッサで識別するこ
とと、アブレーションに関連した解剖学的変化に合わせて調整された識別された標的組織
領域にエネルギー供給デバイスを位置決定することと、組織領域をアブレーションするこ
と（例えば、更に標的組織領域外の組織はアブレーションしないこと）と、を含む、組織
領域をアブレーションするための方法を提供する。いくつかの実施形態では、標的組織領
域は、アブレーション処置中に識別及び／又は修正される。
【００１９】
　いくつかの実施形態では、組織領域は、被験体内（例えば、ヒト被験体）にある。
【００２０】
　いくつかの実施形態では、アブレーションされた組織領域は、アブレーションに関連し
た解剖学的変化に合わせて調整された識別された標的組織領域に含まれない組織を含まな
い。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】アブレーションに関連した解剖学的変化（例えば、組織収縮）に合わせて調整す
る標的組織領域を生成するのに使用される例示的プロセスの概略図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　アブレーションされる特定の解剖学的領域（例えば三次元解剖学的寸法）を位置付け及
び識別するのに使用される現在の技術（例えば、ＣＴスキャンを介して）では、標的組織
領域がアブレーション処置を受ける際の解剖学的変化（例えば、組織収縮）に対応できな
い。このような解剖学的変化により、健康な組織の望ましくないアブレーションが起きる
か、又はそうでなければ、組織の過度のアブレーション若しくはアブレーション不足を引
き起こし、処置の目的に反する。
【００２３】
　本発明は、標的組織領域がアブレーション処置を受ける際のこのような解剖学的変化（
例えば、組織収縮）に対応する、標的組織領域の識別、位置付け、及びアブレーションを
可能にする、システム、材料、及び方法を提供する。
【００２４】
　いくつかの実施形態では、プロセッサ（例えば、コンピュータ）を使用して、このよう
な解剖学的変化（例えば、組織収縮）に対応する組織撮像データから、標的組織領域（単
数又は複数）を識別及び位置付けする。いくつかの実施形態では、プロセッサは、アブレ
ーションされる組織領域に関連する変数、並びに処置中に使用されるエネルギー供給デバ
イス及びエネルギーのタイプに関連する変数の存在及び不在を評価するソフトウェアを使
用する。
【００２５】
　このようなアブレーションされる組織領域に関連する変数、並びに処置中に使用される
エネルギー供給デバイス及びエネルギーのタイプに関連する変数の例としては、処置中に
利用されるエネルギーのタイプ（例えば、マイクロ波、又は高周波、又は両方）、処置時
間の長さ、処置中に得られる温度範囲（例えば、組織における温度（単数又は複数））、
処置を受ける組織領域のタイプ（例えば、肝臓、肺、心臓、腎臓、固形腫瘍等）、組織領
域の温度、被験体の年齢、被験体の全体的健康等が挙げられるが、これらに限定されない
。
【００２６】
　いくつかの実施形態では、標的組織領域の識別には、入力変数（例えば、アブレーショ
ンされる組織領域に関連する変数、並びに処置中に使用されるエネルギー供給デバイス及
びエネルギーのタイプに関連する変数）に基づく計算が伴う。
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【００２７】
　いくつかの実施形態では、入力された変数情報に基づいて、このような計算で所望の組
織領域が処置中に受ける解剖学的変化の量及びタイプを予測する。
【００２８】
　いくつかの実施形態では、このような計算には、収縮点を判定することと、収縮領域を
計算することと、収縮変形を計算することと、かかる収縮変形を適用することと、アブレ
ーションに関連した解剖学的変化（例えば、組織収縮）に合わせて調整する標的組織領域
を生成することと、が伴う。
【００２９】
　このような評価は、特定のやり方による収縮点の判定及び収縮領域の計算に限定されな
い。いくつかの実施形態では、この方法は、アブレーション処置中に接触する組織領域（
例えば、臓器組織）の総範囲の概算を計算することにより収縮点を判定する。概算は、形
態的であってもよく、又は組織及び近接構造の種類に基づいてもよい。いくつかの実施形
態では、この方法は、組織は収縮点で最も収縮し、その点からの距離及び方向に応じて減
少するという知見を利用することにより収縮領域を計算する。このような実施形態では、
この方法は、アブレーションされた領域内の１つ以上の収縮点を計算する。この計算は、
アブレーションされた領域の形状又はアブレーションプローブの位置決定に基づいてもよ
い。
【００３０】
　このような方法は、特定のやり方による収縮変形の計算に限定されない。いくつかの実
施形態では、この方法は、収縮の性質によって、収縮領域（単数又は複数）内のあらゆる
位置がある程度まで形質転換され、形質転換の量は収縮点からの距離及び方向に応じると
いう知見を利用する。いくつかの実施形態では、計算された収縮変形は、設定された距離
及び方向を含むことができ、又は複数の方向変化に関する複数の距離を含むことができる
。この関数は、幾何学的（収縮点からの距離及び方向に基づく）又は物理的（領域内のそ
の位置及び構造における組織の特徴に基づく）であり得る。いくつかの実施形態では、実
際の収縮距離は、アブレーション前及びアブレーション後の各収縮点について予測される
。いくつかの実施形態では、実際の収縮方向（場合により複数の方向変化を含む）は、ア
ブレーション前及びアブレーション後の各収縮点について予測される。いくつかの実施形
態では、実際の収縮距離及び方向（場合により複数の方向変化を含む）の両方が、アブレ
ーション前及びアブレーション後の各収縮点について予測される。例えば、ある収縮点に
おいて、収縮距離の量及び方向（場合により複数の方向変化を含む）が測定される。いく
つかの実施形態では、プロセッサは、各収縮点の予測される収縮距離及び方向と実際の収
縮距離及び方向とを比較するように構成されている。
【００３１】
　これらの形質転換は、変形グリッド内に格納された変形として記載され得る。各位置に
おける変形は、大きさ及び方向が収縮の特徴を示すベクトルとして記載され得る。例えば
、いくつかの実施形態では、変形グリッドの各成分は、収縮点の方向を指すベクトルによ
って定義することができ、その大きさは、収縮点からの距離の線形関数として定義するこ
とができる。
【００３２】
　このような方法は、特定のやり方による変形の適用に限定されない。いくつかの実施形
態では、このプロセスは、変形に記載されているように、収縮の特徴をアブレーションさ
れる組織領域に適用する。アブレーション領域内の各位置において、標的と交差すると判
定されると、対応する位置での変形グリッドからの形質転換の量が決定される。いくつか
の実施形態では、標的がアブレーション領域と交差しない場合、形質転換の大きさには１
つの値（例えば、ゼロ）が適用される。いくつかの実施形態では、アブレーションされる
組織領域の寸法は、このような調整に基づいて調整される（例えば、組織領域は、形質転
換の方向及び大きさに基づいて新しい位置に形質転換される）。
【００３３】
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　図１は、アブレーションに関連した解剖学的変化（例えば、組織収縮）に合わせて調整
する標的組織領域を生成するのに使用される例示的方法の概略図を示す。分かるように、
ストレージデバイス（例えば、コンピュータ）は、アブレーションされる組織領域及び追
加の因子に関する情報を受信する。次に、システムは、収縮点を判定し、収縮領域を計算
する。次に、判定された収縮点及び計算された収縮領域に基づいて、収縮変形を計算する
。最後に、計算された収縮変形に基づいて変形を適用し、アブレーションに関連した解剖
学的変化（例えば、組織収縮）に合わせて調整する標的組織領域を生成する。
【００３４】
　特定の実施形態では、アブレーションプロセスによって引き起こされる組織収縮を考慮
して、所望の組織を切除するアブレーションを行うために、エネルギー供給デバイスが識
別された標的組織領域に適切に位置決定されるように、このシステムはエネルギー供給デ
バイス又はオペレーターと通信する。
【００３５】
　特定の実施形態では、本発明は、被験体内の組織領域を治療するためのシステムを提供
する。いくつかの実施形態では、このようなシステムは、上記のようなプロセッサ（及び
関連ソフトウェア）及びエネルギー供給デバイス（単数又は複数）を備える。いくつかの
実施形態では、プロセッサは、エネルギー供給デバイスと通信するように構成されている
。いくつかの実施形態では、システムは、エネルギー供給デバイスと通信しているエネル
ギージェネレーターを更に備える。
【００３６】
　特定の実施形態では、本発明は、電源、供給電力管理システム（例えば、２つ以上のプ
ローブへの電力供給を制御するパワースプリッター）、プロセッサ、エネルギー放出デバ
イス（例えば、アブレーションプローブ）、冷却システム、撮像システム、温度管理シス
テム、及び／又は処置監視システムを含む、アブレーションエネルギーを供給するシステ
ムを提供する。
【００３７】
　特定の実施形態では、プロセッサは更に、アブレーションに関連した解剖学的変化に合
わせて調整する前の標的組織領域とアブレーションに関連した解剖学的変化に合わせて調
整する前の標的組織領域との間の距離の差及び方向の差を定量化及び比較するように構成
されている。同様に、いくつかの実施形態では、プロセッサは、アブレーションに関連し
た解剖学的変化に合わせて調整されていない標的組織領域とアブレーションに関連した解
剖学的変化に合わせて調整された標的組織領域との間の実際の距離の差及び方向の差（例
えば、アブレーション処置の前及びアブレーション処置の後）を定量化及び比較するよう
に構成されている。
【００３８】
　特定の実施形態では、プロセッサは、収縮点に関する情報をユーザに提供する（例えば
、プロセッサベースの視覚表示を介して、無線通信を介して等）。例えば、いくつかの実
施形態では、組織領域は、処置中の各点（例えば、処置の前、後、及び処置中の任意の点
）に関する収縮点並びに計算された収縮点距離及び方向と共に提供される。いくつかの実
施形態では、組織領域及び各収縮点の最小及び最大マージン距離並びに方向が提供される
。
【００３９】
　特定の実施形態では、プロセッサは、アブレーション（例えば、収縮後のアブレーショ
ン）の前と後の標的組織領域間の最小距離及び最大距離を測定するように構成されている
。いくつかの実施形態では、このような測定された距離を使用して、所望のマージンがア
ブレーション処置中及びその後に達成されるかどうかを判定する。
【００４０】
　特定の実施形態では、プロセッサは、アブレーション処置中の１つ以上の態様を監視及
び／又は制御し、かつ／あるいはそれに関するフィードバックを提供するように構成され
ている。例えば、いくつかの実施形態では、プロセッサは、アブレーション処置中の各収
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縮点の予測される収縮点距離及び／又は方向を監視するように構成されている。いくつか
の実施形態では、プロセッサは、１つ以上の収縮点の予測される収縮点距離及び／又は方
向が、実際のそれぞれの収縮点距離及び／又は方向と一致しない場合に、アブレーション
処置を停止するように構成されている。いくつかの実施形態では、プロセッサは、１つ以
上の収縮点の予測される収縮点距離及び／又は方向が、実際のそれぞれの収縮点距離及び
／又は方向と一致しない場合に、アブレーション処置中に供給されるエネルギー量を調整
する（例えば、上昇させる又は低下させる）ように構成されている。いくつかの実施形態
では、プロセッサは、１つ以上の収縮点の予測される収縮点距離及び／又は方向が、実際
のそれぞれの収縮点距離及び／又は方向と一致しない場合に、１つ以上の収縮点の収縮点
距離及び／又は方向を再計算するように構成されている。いくつかの実施形態では、プロ
セッサは、１つ以上の収縮点の予測される収縮点距離及び／又は方向が、各収縮点の実際
の収縮点距離及び／又は方向と一致しない場合に、新しい収縮点を識別する、並びに／又
は１つ以上の既存の収縮点の収縮点距離及び／若しくは方向を再計算するように構成され
ている。いくつかの実施形態では、プロセッサは、組織領域内の予測される温度対実温度
の差、エネルギー供給デバイス内の予測される温度対実温度の差等の差に基づいて類似の
調整を行うように構成されている。
【００４１】
　特定の実施形態では、プロセッサは、アブレーション（例えば、収縮後のアブレーショ
ン）の前と後の標的組織領域間の最小距離及び最大距離を測定するように構成されている
。いくつかの実施形態では、このような測定された距離を使用して、所望のマージンがア
ブレーション処置中及びその後に達成されるかどうかを判定する。
【００４２】
　本明細書のシステムは、様々なシステム／キットの実施形態内で組み合わされてもよい
。例えば、いくつかの実施形態では、システムは、任意の１つ以上の付属コンポーネント
（例えば、外科用器具、温度管理デバイス等）と共に、プロセッサを有するコンピュータ
、ジェネレーター、配電システム、及びエネルギーアプリケータのうちの１つ以上又は全
てを含む。例示的なシステムコンポーネントは、米国特許第７，１０１，３６９号、同第
９，０７２，５３２号、同第９，１１９，６４９号、及び同第９，１９２，４３８号、並
びに米国特許公開第２０１３０１１６６７９号に記載されており、それぞれは、本明細書
において参照によりその全体が組み込まれる。
【００４３】
　本発明のシステムは、組織領域へのエネルギー（例えば、高周波エネルギー、マイクロ
波エネルギー、レーザー、集束超音波等）の供給を伴う任意の医療処置において用いるこ
とができる。
【００４４】
　システムは、特定のタイプ又は種類の組織領域（例えば、脳、肝臓、心臓、血管、足、
肺、骨等）の治療に限定されない。いくつかの実施形態では、システムは、腫瘍領域のア
ブレーションに使用される。追加の治療としては、心不整脈の治療、腫瘍切除（良性及び
悪性）、手術中、外傷後、出血の任意のその他の制御のための出血の制御、軟組織の除去
、組織摘出及び採取、静脈瘤の治療、腔内組織切除（例えば、バレット食道及び食道腺癌
などの食道病理を治療する）、骨性腫瘍、正常な骨、及び良性骨性病態の治療、眼内用途
、整形手術における用途、脳腫瘍及び電気的じょう乱を含む中枢神経系の病理の治療、避
妊手術（例えば、卵管の切除）、並びに任意の目的のための血管又は組織の焼灼が挙げら
れるが、これらに限定されない。いくつかの実施形態では、外科的用途は、切除療法（例
えば、凝固壊死を達成する）を含む。いくつかの実施形態では、外科的用途は、例えば、
原発性若しくは転移性腫瘍を標的とする腫瘍切除を含む。いくつかの実施形態では、外科
的用途は、出血の制御（例えば、電気焼灼）を含む。いくつかの実施形態では、外科的用
途は、組織の切断又は除去を含む。
【００４５】
　エネルギー供給システムは、エネルギーを供給する（例えば、放出する）ように構成さ



(9) JP 2019-513481 A 2019.5.30

10

20

30

40

50

れた任意のデバイスタイプの使用を想到している（例えば、アブレーションデバイス、手
術デバイス等）（例えば、米国特許第７，１０１，３６９号、同第７，０３３，３５２号
、同第６，８９３，４３６号、同第６，８７８，１４７号、同第６，８２３，２１８号、
同第６，８１７，９９９号、同第６，６３５，０５５号、同第６，４７１，６９６号、同
第６，３８３，１８２号、同第６，３１２，４２７号、同第６，２８７，３０２号、同第
６，２７７，１１３号、同第６，２５１，１２８号、同第６，２４５，０６２号、同第６
，０２６，３３１号、同第６，０１６，８１１号、同第５，８１０，８０３号、同第５，
８００，４９４号、同第５，７８８，６９２号、同第５，４０５，３４６号、同第４，４
９４，５３９号、米国特許出願第１１／７２８，４６０号、同第１１／７２８，４５７号
、同第１１／７２８，４２８号、同第１１／２３７，１３６号、同第１１／２３６，９８
５号、同第１０／９８０，６９９号、同第１０／９６１，９９４号、同第１０／９６１，
７６１号、同第１０／８３４，８０２号、同第１０／３７０，１７９号、同第０９／８４
７，１８１号、英国特許出願第２，４０６，５２１号、同第２，３８８，０３９号、欧州
特許第１３９５１９０号、及び国際公開第０６／００８４８１号、同第０６／００２９４
３号、同第０５／０３４７８３号、同第０４／１１２６２８号、同第０４／０３３０３９
号、同第０４／０２６１２２号、同第０３／０８８８５８号、同第０３／０３９３８５号
、同第９５／０４３８５号を参照されたい。それぞれは、本明細書において参照によりそ
の全体が組み込まれる）。そのような装置は、エネルギー放出のために構成されたありと
あらゆる医療用、獣医学、及び研究用のアプリケーション装置、並びに農業環境、製造環
境、機械的環境又はエネルギーが送達されるその他の任意の用途で使用される装置を含む
。
【００４６】
　いくつかの実施形態では、エネルギー供給システムは、システムのコンポーネントのう
ちの１つ以上を監視及び／又は制御し、かつ／あるいはそれに関するフィードバックを提
供するプロセッサを利用する。いくつかの実施形態では、プロセッサは、コンピュータモ
ジュール内に設けられる。例えば、いくつかの実施形態では、システムは、標的組織のサ
イズ及び形状、組織領域の温度等挙げられるがこれらに限定されない組織領域の１つ以上
の特徴を監視することを通して（例えば、フィードバックシステムを通して）、組織領域
に提供されるマイクロ波エネルギーの量を調節するためのソフトウェアを提供する（例え
ば、米国特許出願第１１／７２８，４６０号、同第１１／７２８，４５７号、及び同第１
１／７２８，４２８号を参照されたい。これらの各々をその全体にわたって参照により本
明細書に援用する）。いくつかの実施形態では、ソフトウェアは、リアルタイムで情報（
例えば、監視情報）を提供するように構成されている。いくつかの実施形態では、ソフト
ウェアは、エネルギー供給システムと相互作用するように構成されており、それにより組
織領域に供給されるエネルギーの量を上昇又は低下させる（例えば、調整する）ことが可
能である。いくつかの実施形態では、ソフトウェアは、冷却剤を調節するように設計され
ている。いくつかの実施形態では、治療される組織のタイプ（例えば、肝臓）は、その特
定のタイプの組織領域のために事前に較正された方法に基づいて、プロセッサに組織領域
へのエネルギーの供給を調節（例えば、調整）させる目的で、ソフトウェアに入力される
。他の実施形態では、プロセッサは、特定のタイプの組織領域に基づいて、システムのユ
ーザに有用な特徴を表示するチャート又は図を生成する。いくつかの実施形態では、プロ
セッサは、例えば、高温によって引き起こされる急速なガス放出に起因する組織の亀裂を
回避するために電力をゆっくり上昇させる目的で、エネルギー供給アルゴリズムを提供す
る。いくつかの実施形態では、プロセッサは、ユーザが電力、治療期間、異なる組織タイ
プに対する異なる治療アルゴリズム、複数のアンテナモードにおけるアンテナへの電力の
同時印加、アンテナ間で切り替えられた電力供給、可干渉性及び非干渉性位相整合等を選
択することを可能にする。いくつかの実施形態では、プロセッサは、類似の又は異なる患
者特性での以前の治療に基づいて、特定の組織領域に対する切除治療に関する情報のデー
タベース（例えば、特定の患者特徴に基づいて、必要とされるエネルギーレベル、組織領
域の治療期間）の形成のために構成されている。いくつかの実施形態では、プロセッサは
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、遠隔制御によって操作される。
【００４７】
　いくつかの実施形態では、ユーザーインターフェースソフトウエアは、エネルギー供給
システムのコンポーネントを監視及び／又は操作するために提供される。いくつかの実施
形態では、ユーザーインターフェースソフトウエアは、タッチスクリーンインターフェー
スによって操作される。いくつかの実施形態では、ユーザーインターフェースソフトウエ
アは、無菌環境（例えば、処置室）内又は非無菌環境内で実行及び操作されてもよい。い
くつかの実施形態では、ユーザーインターフェースソフトウエアは、処置デバイスハブ内
で（例えば、プロセッサを介して）実行及び操作される。いくつかの実施形態では、ユー
ザーインターフェースソフトウエアは、処置カート内で（例えば、プロセッサを介して）
実行及び操作される。ユーザーインターフェースソフトウエアは、特定の機能に限定され
ない。ユーザーインターフェースソフトウエアと関連付けられた機能の例としては、エネ
ルギー供給システム内のコンポーネントごとの使用数を監視すること（例えば、エネルギ
ー供給デバイスの使用回数を監視すること）、各コンポーネント又は各コンポーネント部
品のリアルタイム温度を提供及び監視すること（例えば、エネルギー供給デバイスに沿っ
た異なる位置（例えば、ハンドルにて、スティックにて、先端部にて）でのリアルタイム
温度を提供すること）（例えば、エネルギー供給システムと関連付けられたケーブルのリ
アルタイム温度を提供すること）、治療される組織のリアルタイム温度を提供及び監視す
ること、エネルギー供給システムの一部又は全部を自動停止すること（例えば、緊急停止
）、例えば処置の前、処置中、及び処置の後に蓄積されたデータに基づいてレポートを生
成すること、ユーザに可聴及び／又は視覚的アラートを提供すること（例えば、処置が開
始及び／又は終了したことを示すアラート、温度が異常レベルに達したことを示すアラー
ト、処置の長さがデフォルトを超えていることを示すアラート等）が挙げられるが、これ
らに限定されない。
【００４８】
　いくつかの実施形態では、エネルギー供給システムは、撮像デバイスを備える撮像シス
テムを利用する。エネルギー供給システムは、特定のタイプの撮像デバイスに限定されな
い（例えば、内視鏡デバイス、定位的コンピュータ支援神経外科的ナビゲーションデバイ
ス、熱センサ位置決定システム、運動速度センサ、操縦ワイヤシステム、術中超音波、介
在性超音波、マイクロ波撮像、音響トモグラフィー、二重エネルギー撮像、蛍光法、コン
ピュータトモグラフィー磁気共鳴撮像、核医学撮像デバイス三角測量撮像、熱音響撮像、
赤外線及び／又はレーザー撮像、電磁気撮像）（例えば、米国特許第６，８１７，９７６
号、同第６，５７７，９０３号、及び同第５，６９７，９４９号、同第５，６０３，６９
７号、並びに国際公開第０６／００５，５７９号を参照されたい。それぞれは、本明細書
において参照によりその全体が組み込まれる）。いくつかの実施形態では、システムは、
本発明のエネルギーシステムと共に用いられるアイテムのうちのいずれかの配置、位置決
定、及び／又は監視を可能にする又は支援する、内視鏡カメラ、撮像コンポーネント、及
び／又はナビゲーションシステムを利用する。
【００４９】
　いくつかの実施形態では、エネルギー供給システムは、組織領域に供給されるエネルギ
ーの量を調節するための調整素子を利用する。いくつかの実施形態では、調整素子は、シ
ステムのユーザによって手動で調節される。いくつかの実施形態では、調整システムは、
ユーザがデバイスのエネルギー供給を所望するとおりに調節できるように、エネルギー供
給デバイスに組み込まれる（例えば、米国特許第５，９５７，９６９号、同第５，４０５
，３４６号を参照されたい。それぞれは、本明細書において参照によりその全体が組み込
まれる）。
【００５０】
　いくつかの実施形態では、エネルギー供給システムは、エネルギー供給デバイス（例え
ば、組織切除カテーテル）内及びそれに沿った望ましくない加熱を低減するように、冷却
剤システムを利用する。システムは、特定の冷却システム機序に限定されない。
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【００５１】
　いくつかの実施形態では、エネルギー供給システムは、温度監視システムを利用する。
いくつかの実施形態では、温度監視システムを使用して、エネルギー供給デバイスの温度
を監視する（例えば、温度センサを用いて）。いくつかの実施形態では、温度監視システ
ムを使用して、組織領域（例えば、治療される組織、周囲組織）の温度を監視する。いく
つかの実施形態では、温度監視システムは、温度情報をユーザ又はプロセッサに提供して
、プロセッサがシステムを適切に調節することを可能にする目的で、プロセッサと通信す
るように設計される。
【００５２】
　システムは、本発明の特徴を直接的又は間接的のいずれかで利用するか又は支援する、
１つ以上の追加のコンポーネントを更に用いることができる。例えば、いくつかの実施形
態では、１つ以上の監視デバイスを用いて、システムの任意の１つ以上のコンポーネント
の機能を監視及び／又は報告する。追加として、本発明のデバイスと併せて直接的又は間
接的に用いられ得る任意の医療デバイス又はシステムが、本システムと共に含まれてもよ
い。そのようなコンポーネントとしては、滅菌システム、デバイス、及びコンポーネント
、その他の外科的、診断的、若しくは監視デバイス又はシステム、コンピュータ機器、手
引書、説明書、ラベル、並びにガイドライン、ロボット機器等が挙げられるが、これらに
限定されない。
【００５３】
　このシステムは、特定の用途に限定されない。実際に、本発明のエネルギー供給システ
ムは、エネルギーの放出が適用できる任意の環境において使用するために設計される。そ
のような使用には、あらゆる医学的、獣医学的、及び研究用途が挙げられる。加えて、本
発明のシステム及びデバイスは、農業環境、製造環境、機械環境、又はエネルギーが供給
される任意のその他の用途において使用され得る。いくつかの実施形態では、このシステ
ムは、観血手術、経皮、血管内、心臓内、内視鏡、腔内、腹腔鏡、又は外科的エネルギー
供給のために構成されている。いくつかの実施形態では、エネルギー供給デバイスは、カ
テーテルを介して、外科的に作られた開口部を介して、及び／又は身体開口部（例えば、
口、耳、鼻、眼、膣、陰茎、肛門）を介して、患者の体内に配置することができる（例え
ば、Ｎ．Ｏ．Ｔ．Ｅ．Ｓ．処置）。いくつかの実施形態では、このシステムは、標的組織
又は領域へエネルギーを供給するために構成されている。
【００５４】
　本発明は、標的組織又は領域の性質によって限定されない。用途としては、心不整脈の
治療、腫瘍切除（良性及び悪性）、手術中、外傷後、出血の任意のその他の制御のための
出血の制御、軟組織の除去、組織摘出及び採取、静脈瘤の治療、腔内組織切除（例えば、
バレット食道及び食道腺癌などの食道病理を治療する）、骨性腫瘍、正常な骨、及び良性
骨性病態の治療、眼内用途、整形手術における用途、脳腫瘍及び電気的じょう乱を含む中
枢神経系の病理の治療、避妊手術（例えば、卵管の切除）、並びに任意の目的のための血
管又は組織の焼灼が挙げられるが、これらに限定されない。いくつかの実施形態では、外
科的用途は、切除療法（例えば、凝固壊死を達成する）を含む。いくつかの実施形態では
、外科的用途は、例えば転移性腫瘍を標的とする腫瘍切除を含む。いくつかの実施形態で
は、デバイスは、脳、首、胸、腹、及び骨盤が挙げられるがこれらに限定されない任意の
所望の位置における、組織又は有機体（organism）に対する最小の損傷での移動及び位置
決定のために構成されている。いくつかの実施形態では、システムは、例えば、コンピュ
ータトモグラフィー、超音波、磁気共鳴撮像、蛍光透視等による誘導供給のために構成さ
れている。
【００５５】
　特定の実施形態では、本発明は、組織領域及び本明細書に記載されているシステム（例
えば、エネルギー供給デバイス、及び次のコンポーネントのうちの少なくとも１つ：本発
明のアルゴリズムを利用するプロセッサ、電源、温度モニタ、撮像装置、調整システム、
及び／又は温度低減システム）を提供することと、予想されたアブレーションに関連した
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解剖学的変化（例えば、組織収縮）に合わせて調整する標的組織領域を識別及び位置付け
ることと、組織領域付近にエネルギー供給デバイスの一部を位置決定することと、デバイ
スで一定量のエネルギーを組織領域に供給することと、を含む、組織領域の治療方法を提
供する。いくつかの実施形態では、組織領域は、腫瘍である。いくつかの実施形態では、
エネルギー供給により、例えば、組織領域及び／若しくは血管の血栓症のアブレーション
、並びに／又は組織領域の電気穿孔法が行われる。いくつかの実施形態では、組織領域は
、腫瘍である。いくつかの実施形態では、組織領域は、心臓、肝臓、生殖器、胃、肺、大
腸、小腸、脳、首、骨、腎臓、筋肉、腱、血管、前立腺、膀胱、及び脊髄のうちの１つ以
上を含む。
【００５６】
　上記明細に記した全ての刊行物及び特許は、それらの全体が完全に本明細書において参
照により組み込まれる。記載された本技術の範囲及び主旨から逸脱することなく、本技術
の記載されたコンポジション、方法及び使用の様々な修正及び変更が、当業者には明らか
となるであろう。本技術は、特定の例示的な実施形態に関連して説明されてきたが、特許
請求される発明はそのような特定の実施形態に過度に制限されるべきではないことを理解
されたい。実際には、当業者に明らかである、本発明を実行するための記載された方法の
様々な修正は、以下の「特許請求の範囲」の範囲内であることが意図される。
【００５７】
〔実施の態様〕
（１）　エネルギー供給デバイス及びプロセッサを備えるシステムであって、前記プロセ
ッサは、アブレーションに関連した解剖学的変化に合わせて調整された標的組織領域を識
別するように構成されている、システム。
（２）　予想されたアブレーションに関連した解剖学的変化に合わせて調整された前記標
的組織領域を識別することは、
　ａ）前記組織領域及び前記エネルギー供給デバイスに関する情報を受信することと、
　ｂ）前記組織領域内の収縮領域を計算することと、
　ｃ）前記組織領域内の収縮点を判定することと、
　ｄ）前記組織領域内の収縮変形を計算することと、
　ｅ）前記計算された収縮変形を適用することと、
　ｆ）アブレーションに関連した解剖学的変化に合わせて調整された前記標的組織領域を
識別することと、を含む、実施態様１に記載のシステム。
（３）　前記プロセッサは、前記エネルギー供給デバイスと通信している、実施態様１に
記載のシステム。
（４）　前記プロセッサは、前記エネルギー供給デバイスの所望の組織領域への位置決定
を誘導するように構成されている、実施態様３に記載のシステム。
（５）　前記所望の組織領域は、前記識別された標的組織領域である、実施態様４に記載
のシステム。
【００５８】
（６）　前記エネルギー供給デバイスに電気接続された電源を更に備える、実施態様１に
記載のシステム。
（７）　収縮変形は、各収縮点の収縮点距離及び収縮点方向を含む、実施態様２に記載の
システム。
（８）　各収縮点の収縮点方向は、１つ以上の方向変化を含む、実施態様７に記載のシス
テム。
（９）　組織領域をアブレーションする方法であって、実施態様１に記載されているシス
テムを提供することと、アブレーションに関連した解剖学的変化に合わせて調整された標
的組織領域を識別することと、前記識別された標的組織領域で前記エネルギー供給デバイ
スを位置決定することと、前記組織領域をアブレーションすることと、を含む、方法。
（１０）　前記組織領域は、被験体内にある、実施態様９に記載の方法。
【００５９】
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（１１）　前記被験体は、ヒト被験体である、実施態様１０に記載の方法。
（１２）　前記アブレーションされた組織領域は、前記識別された標的組織領域に含まれ
ない組織を含まない、実施態様９に記載の方法。

【図１】
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