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(57)【要約】
本発明は、各種医療行為（例えば、組織アブレーション、切除、焼灼、血管血栓症、不整
脈やリズム障害の治療、電気手術、組織回収など）を含めたさまざまな応用分野に用いる
ための、エネルギーを組織に供給するための包括的なシステム、装置、および、方法に関
する。一部の実施形態では、エネルギーを印加することによって組織領域（例えば、腫瘍
）を治療するためのシステム、装置、および、方法が提供される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ）内側導電部を有するアンテナと、
　ｂ）上記アンテナの遠位端に設けられた導電性チップと、を備えたアブレーションアン
テナ装置であって、
　上記内側導電部は、上記導電性チップに物理的に結合されていない、
ことを特徴とするアブレーションアンテナ装置。
【請求項２】
　上記内側導電部は、上記導電性チップに容量結合されている、
ことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　上記アンテナは、上記内側導電部の少なくとも一部を取り囲む導電性の外側導電部を備
えている、
ことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　上記アンテナは、上記内側導電部と上記外側導電部との間に誘電性材料を備えている、
ことを特徴とする請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　上記アンテナは、三軸型アンテナである、
ことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　上記導電性チップは、トロカールを備えている、
ことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　上記内側導電部は、第２の領域より遠位の第１の領域と、第３の領域より遠位の上記第
２の領域とを含み、
　上記第３の領域は、三軸型アンテナに含まれており、
　上記第２の領域は、上記三軸型アンテナの外側導電部を含まず、
　上記第１の領域は、上記三軸型アンテナの外側導電部及び誘電性材料を含んでいない、
ことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　上記第１の領域は、取付金具に接着され、該取付金具により取り囲まれている、
ことを特徴とする請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　上記取付金具は、真鍮の取付金具である、
ことを特徴とする請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　上記取付金具は、上記内側導電部の最遠位端を越えて遠位に延伸する、
ことを特徴とする請求項８に記載の装置。
【請求項１１】
　上記取付金具は、上記第２の領域において、上記内側導電部を取り囲む誘電性材料に接
している、
ことを特徴とする請求項８に記載の装置。
【請求項１２】
　上記第２の領域は、上記三軸型アンテナの誘電性材料を含む近位部と、上記三軸型アン
テナの上記誘電性材料を含まない遠位部と、を含んでいる、
ことを特徴とする請求項７に記載の装置。
【請求項１３】
　上記第２の領域の上記遠位部は、上記内側導電部を取り囲む非導電性スリーブを備えて
いる、
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ことを特徴とする請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　上記非導電性スリーブは、ＰＴＦＥを含んでいる、
ことを特徴とする請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　上記導電性チップは、絶縁体に取り付けられており、
　上記絶縁体は、上記取付金具の遠位端に取り付けられている、
ことを特徴とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１６】
　上記絶縁体は、セラミック絶縁体を含む、
ことを特徴とする請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　上記取付金具、絶縁体、及び導電性チップは、上記内側導電部にエネルギーが供給され
た場合に上記導電性チップへエネルギーを伝達する程度にインピーダンスの重なり（impe
dance overlap）を低くするような配置及び寸法になっている、
ことを特徴とする請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　上記取付金具は、導電性接着材を介して上記内側導電部に接着されている、
ことを特徴とする請求項８に記載の装置。
【請求項１９】
　請求項１に記載の装置と、
　上記装置に電気的に接続された電源装置と、を含んでいる、
ことを特徴とするシステム。
【請求項２０】
　上記電源装置は、マイクロ波エネルギーを生成する、
ことを特徴とする請求項１９に記載のシステム。
【請求項２１】
　上記装置に流体連通するクーラント源を更に備えている、
ことを特徴とする請求項１９に記載のシステム。
【請求項２２】
　上記クーラント源は、二酸化炭素を含む、
ことを特徴とする請求項２１に記載のシステム。
【請求項２３】
　上記アンテナは、上記アンテナの上記遠位端へのクーラントの流入を防ぐプラグを有し
ている、
ことを特徴とする請求項２１に記載のシステム。
【請求項２４】
　上記電源装置から上記アンテナへのエネルギー供給、及び、上記アンテナへのクーラン
ト供給を調節する制御プロセッサを更に備えている、
ことを特徴とする請求項２１に記載のシステム。
【請求項２５】
　１又は複数の付加的なアンテナを更に備えている、
ことを特徴とする請求項１９に記載のシステム。
【請求項２６】
　標本をアブレーションする方法であって、
　請求項１から１８の何れか１項に記載の装置を標本に接触させる工程と、
　上記装置にエネルギーを供給する工程と、を含んでいる、
ことを特徴とする方法。
【請求項２７】
　標本をアブレーションするための、請求項１から１８の何れか１項に記載の装置の使用
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方法。
【請求項２８】
　標本をアブレーションする方法であって、
　請求項１９から２５の何れか１項に記載のアンテナを標本に接触させる工程と、
　上記装置にエネルギーを供給する工程と、を含んでいる、
ことを特徴とする方法。
【請求項２９】
　標本をアブレーションするための、請求項１９から２５の何れか１項に記載のシステム
の使用方法。
【請求項３０】
　上記標本は、組織標本である、
ことを特徴とする請求項２６から２９の何れか１項に記載の方法又は使用方法。
【請求項３１】
　上記組織標本は、腫瘍を含む、
ことを特徴とする請求項３０に記載の方法又は使用方法。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　〔関連出願件に関する記述〕
　本発明は、係属中の米国特許仮出願第６１／５７８，７３８号（出願日２０１１年１２
月２１日）に基づいて優先権を主張したものであり、該特許仮出願の内容は全て参照によ
って本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　〔技術分野〕
　本発明は、各種医療行為（例えば、組織アブレーション、切除、焼灼、血管血栓症、不
整脈やリズム障害の治療、電気手術、組織回収など）を含むさまざまな応用分野に用いる
ための、エネルギーを組織に供給するための包括的なシステム、装置、および、方法に関
する。一部の実施形態では、エネルギーを印加することによって組織領域（例えば、腫瘍
）を治療するためのシステム、装置、および、方法を提供する。
【０００３】
　〔背景技術〕
　アブレーションは、ある種類の組織（例えば、良性腫瘍および悪性腫瘍、不整脈、リズ
ム障害、ならびに、頻拍など）を治療するための重要な治療法である。もっとも広く認知
されているアブレーションシステムは、アブレーションのエネルギー源として高周波（“
ＲＦ”：　ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）エネルギーを利用する。その結果、現在で
は、さまざまなＲＦカテーテルや電源装置が医師に利用可能となっている。ただし、表面
組織においてエネルギーが急速に放散してしまう結果、浅部で“熱傷”が発生したり、深
部の腫瘍や不整脈性の組織まで届かなかったりするといったことを含め、ＲＦエネルギー
にはいくつかの制限がある。ＲＦアブレーションシステムのもう１つの制限は、エネルギ
ー放射電極上に焼痂および血餅が形成されやすく、これが、電気エネルギーの印加をさら
に制限することである。
【０００４】
　マイクロ波エネルギーは生体組織を加熱するための効果的なエネルギー源であり、例え
ば、癌治療や輸血前の血液の予備加熱などの応用分野で使用される。したがって、従来の
アブレーション技術の短所を踏まえて、最近は、アブレーションのエネルギー源としてマ
イクロ波エネルギーを用いることに非常に多くの関心が寄せられている。ＲＦに勝るマイ
クロ波エネルギーの効果は、組織内により深く貫入すること、焦げ付き（ｃｈａｒｒｉｎ
ｇ）を起こさないこと、グラウンディングが不要であること、エネルギー印加の信頼度が
高いこと、組織加熱が速いこと、および、ＲＦに比べてずっと大きな熱損傷域を形成する
能力があることであり、これらの効果によって、実際のアブレーション処置が大幅に簡素
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化される。したがって、アブレーションのエネルギー源としてマイクロ波周波数域の電磁
気エネルギーを使用する、開発中の装置が複数存在する（例えば、米国特許第４，６４１
，６４９号、第５，２４６，４３８号、第５，４０５，３４６号、第５，３１４，４６６
号、第５，８００，４９４号、第５，９５７，９６９号、第６，４７１，６９６号、第６
，８７８，１４７号、および、第６，９６２，５８６号を参照。なお、これらの特許の内
容は全て参照によって本明細書に組み込まれる）。
【０００５】
　残念ながら、マイクロ波エネルギーを供給するように構成された現在の装置には、短所
がある。例えば、現在の装置は、出力および処理時間に実用上の制限があるので、比較的
小さな損傷域を形成する。現在の装置は、フィード線の電力伝達容量が小さいという理由
で、その出力が制限されている。しかしながら、フィード線の直径を広げることは、経皮
的に挿入することが難しくなり、処置合併症発生率が増加する可能性があるので、望まし
くない。マイクロ波装置にも単一のアンテナしか使用できないという制限があり、それゆ
え、大半の用途では、複数の領域を同時に治療する能力や、複数のアンテナをごく近傍に
設置して大きな組織加熱ゾーンを形成する能力が制限されてしまう。さらに、出力を上げ
るとフィード線が加熱し、装置の挿入領域の周囲で熱傷を引き起こす可能性がある。
【０００６】
　エネルギーを組織領域に供給するための、より良いシステムおよび装置が必要とされて
いる。また、対応するマイクロ波エネルギーの損失を発生させずに、マイクロ波エネルギ
ーを供給することができるより良いシステムおよび装置が必要とされている。さらに、望
ましくない組織の熱傷を発生させずに、マイクロ波エネルギーを経皮的に被験体の組織に
供給することができるシステムおよび装置が必要とされている。また、物理的に大きなサ
イズの侵襲性コンポーネントを必要とせず、所望の量のマイクロ波エネルギーを供給する
ためのシステムが必要とされている。
【０００７】
　〔発明の概要〕
　本発明は、各種医療行為（例えば、組織アブレーション、切除、焼灼、血管血栓症、不
整脈やリズム障害の治療、電気手術、組織回収など）を含むさまざまな応用分野に用いる
ための、エネルギーを組織に供給するための包括的な、単一アンテナおよび複数アンテナ
を備えたシステム、装置、および、方法に関する。一部の実施形態では、エネルギーを印
加することによって組織領域（例えば、腫瘍）を治療するためのシステム、装置、および
、方法を提供する。
【０００８】
　本発明は、組織領域（例えば、腫瘍、管腔、器官など）にエネルギーを供給するための
コンポーネントを採用するシステム、装置、および、方法を提供する。一部の実施形態で
は、上記システムは、エネルギー供給装置と、プロセッサ、電源装置、出力案内・制御・
供給手段（例えば、出力分割器）、映像システム、チューニングシステム、および、温度
調節システムのうちの１つ以上の部材とを備えている。本発明は、特定のタイプのエネル
ギー供給装置に限定されるものではない。本発明では、任意、公知、または、将来開発さ
れるエネルギー供給装置を本発明のシステムにおいて使用してもかまわない。一部の実施
形態では、既存の市販のエネルギー供給装置を使用する。別の一部の実施形態では、最適
化された特徴（例えば、サイズが小さい、エネルギー供給が最適化されている、インピー
ダンスが最適化されている、熱放散が最適化されているなど）を有する改善されたエネル
ギー供給装置を使用する。このような一部の実施形態では、上記エネルギー供給装置が、
エネルギー（例えば、マイクロ波エネルギー）を組織領域に供給するように構成される。
一部の実施形態では、上記エネルギー供給装置は、最適化された特性インピーダンスでマ
イクロ波エネルギーを供給できるように構成される（例えば、５０Ωより高い（例えば、
５０Ω～９０Ωであって、例えば、５０Ω、．．．、５５Ω、５６Ω、５７Ω、５８Ω、
５９Ω、６０Ω、６１Ω、６２Ω、．．．、９０Ωより高く、好ましくは７７Ω）特性イ
ンピーダンスで動作するように構成される）（例えば、米国特許出願第１１／７２８，４
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２８号を参照。なお、この特許出願の内容は全て参照によって本明細書に組み込まれる）
。
【０００９】
　装置にとって望ましくないオーバーヒートの重大な原因の一つは、絶縁体（例えば、同
軸ケーブルの絶縁体）の誘電加熱であり、これは、二次的な組織破壊を引き起こす可能性
がある。本発明のエネルギー供給装置は、装置の望ましくないオーバーヒートを防止する
ように設計される。上記エネルギー供給装置は、装置の望ましくない加熱を特定の様式で
防止することに限定されるものではない。一部の実施形態では、上記装置では、クーラン
ト（冷却剤）の循環を採用する。一部の実施形態では、上記装置は、装置内部の（例えば
、外側導電部にそった部分の）望ましくない温度上昇を検出し、このような望ましくない
温度上昇を、クーラント通過流路にクーラントを流すことによって、自動または手動で抑
制するように構成される。
【００１０】
　一部の実施形態では、上記エネルギー供給装置は、改善された冷却特性を有する。例え
ば、一部の実施形態において、上記装置では、当該装置の直径（切断面）を広げなくても
クーラントが使用できる。これは、クーラントを外部のスリーブ部に流したり、または、
装置の直径を別の方法で広げることで、クーラントを流すことを可能にする既存の装置と
は対照的である。一部の実施形態では、上記エネルギー供給装置は、不要な熱放散を抑制
するために、１つ以上のクーラント通過流路を内部に有する（例えば、米国特許出願第１
１／７２８，４６０号を参照。なお、この特許出願の内容は全て参照によって本明細書に
組み込まれる）。一部の実施形態では、上記エネルギー供給装置は、クーラント材料を循
環させることによって装置のオーバーヒートを防止するように設計された、装置の全長に
わたって、または、該全長の一部にわたって延びる管（例えば、針やプラスチック製の管
など）を内部に有する。一部の実施形態では、同軸ケーブルの内側導電部と外側導電部と
の間に配置された誘電性コンポーネントの材料が、流路または管に置き換えられる。一部
の実施形態では、誘電性材料の全部または一部が、流路または管に取り換えられる。一部
の実施形態では、外側導電部の一部が、流路または管に置き換えられる。例えば、一部の
実施形態では、外側導電部の一部を除去または削除して、クーラントを流すための流路を
形成する。このような１つの実施形態を図１２に示す。本実施形態では、同軸ケーブル９
００が、外側導電部９１０、内側導電部９２０、および、誘電性材料９３０を備えている
。本実施形態では、外側導電部の一部の領域９４０が除去されて、クーラントが流れるス
ペースを形成する。残りの外側導電部材料だけが、遠位端領域９５０および近位端領域９
６０において同軸ケーブルを囲む、または、ほぼ囲む。薄く細い一片の導電性材料９７０
が、遠位端領域９５０と近位端領域９６０とを接続する。本実施形態では、薄い流路９８
０が近位端領域９６０の導電性材料を切除して形成され、こうすることによって、クーラ
ントが、外側導電性材料が除去された（または、製造時に外側導電性材料が設けられてい
ない）領域９４０に流れ込むことが可能になる。本発明は、クーラントが供給可能である
限り、上記流路のサイズや形状は限定されるものではない。例えば、一部の実施形態では
、上記流路は、同軸ケーブルの長さ方向に延びる線状の流路である。一部の実施形態では
、螺旋状の流路を採用する。一部の実施形態では、上記管または流路は、上記内側導電部
の少なくとも一部と置き換えられる、または、該一部の代わりに設けられる。例えば、上
記内側導電部の大部分の代わりにクーラント流路を設け、チューニングができるように装
置の近位端および遠位端付近に小さな金属部分だけを残して、この金属部分を薄く細長い
一片の導電性材料によって相互に接続してもかまわない。一部の実施形態では、内部スペ
ースの一部の領域が内側導電部または外側導電部の内部に形成され、クーラントのための
１つ以上の流路を形成する。例えば、内側導電部は、中央部にクーラント流路が設けられ
た、導電性材料の中空管として設けられてもかまわない。このような実施形態では、上記
内側導電部は、クーラントの流入または流出のいずれか一方（あるいは流入および流出の
両方）に使用可能である。
【００１１】
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　一部の実施形態では、クーラント管を装置内部に設置した場合、上記管は、装置を介し
てクーラントを取り込むため、および、排出するために複数の流路を有する。上記装置は
、誘電性材料内における管（例えば、クーラント用針）の特定の配置に限定されるもので
はない。一部の実施形態では、上記管は、誘電性材料の外側のエッジ、誘電性材料の中央
、または、誘電性材料内の任意の位置に配置される。一部の実施形態では、上記誘電性材
料は、管を受けて固定するように設計された流路を有するように事前に形成される。一部
の実施形態では、取手部が装置に取り付けられ、この取手部は、例えば、管への、および
管からのクーラントの出入りを制御するように構成される。一部の実施形態では、上記管
は可撓性を有する。一部の実施形態では、上記管は可撓性を有しない。一部の実施形態で
は、上記管は部分的に可撓性を有し、可撓性を有しない部分もある。一部の実施形態では
、上記管は圧縮可能である。一部の実施形態では、上記管は圧縮不可能である。一部の実
施形態では、上記管は部分的に圧縮可能であり、圧縮不可能な部分もある。上記管は、特
定の形状やサイズに限定されるものではない。一部の実施形態では、上記管は、１２ゲー
ジの針以下の直径を有する同軸ケーブルに収まるクーラント用針（例えば、２９ゲージま
たは等価なサイズの針）である。一部の実施形態では、上記管の外面は、上記管を固定す
るため、または、装置内部においてスライドさせるために、粘着性材料および／またはグ
リースで被覆されている。一部の実施形態では、上記管は、その長さ方向にそって、クー
ラントを装置の所望の領域へ放出することを可能にする１つ以上の空孔を有する。一部の
実施形態では、上記空孔は、初期状態では融解可能な材料を用いて塞がれていて、その結
果、この材料を融解させて、影響を受ける特定の１つまたは複数の空孔を介してクーラン
トを放出するためには、特定の閾値の熱が必要とされる。したがって、クーラントは、閾
値である熱レベルに達した領域においてのみ放出される。
【００１２】
　一部の実施形態では、クーラントは、本発明の装置のアンテナ、取手部などのコンポー
ネントに事前に充填される。別の一部の実施形態では、上記クーラントは、使用中に添加
される。事前にクーラントを充填する一部の実施形態では、液体クーラントが、例えば、
自己永続的な真空状態を形成するという条件下でアンテナの遠位端に事前に充填される。
このような一部の実施形態では、上記液体クーラントが気化すると、さらに多くの流体が
真空によって引き込まれる。
【００１３】
　本発明は、採用するクーラント材料の特徴によって限定されるものではない。クーラン
トの例としては各種液体や気体などがあげられるが、これらの例に限定されるものではな
い。クーラント流体の例としては、水、グリコール、空気、不活性気体、二酸化炭素、窒
素、ヘリウム、六フッ化硫黄、イオン性溶液（例えば、カリウムなどのイオンを含む、ま
たは、含まない塩化ナトリウム）、水に溶解したブドウ糖、リンゲル乳酸液、有機化合物
溶液（例えば、エチレングリコール、ジエチレングリコール、または、プロピレングリコ
ール）、油（例えば、ミネラルオイル、シリコーンオイル、フルオロカーボンオイル）、
液体金属、フレオン、ハロメタン、液化プロパン、その他のハロアルカン、無水アンモニ
ア、二酸化硫黄のうちの１つ以上の流体や、これらの組み合わせなどがあげられるが、こ
れらの例に限定されるものではない。一部の実施形態では、上記クーラントは、臨界点、
または、その近傍まで圧縮された気体である。一部の実施形態では、クーラントの濃度、
圧力、または、体積を変更することによって、冷却が少なくとも部分的に発生する。例え
ば、冷却は、ジュール・トムスン効果を利用して気体クーラントによって実現可能である
。一部の実施形態では、上記冷却が化学反応によって発生する。上記装置は、特定のタイ
プの温度降下性の化学反応に限定されるものではない。一部の実施形態では、上記温度降
下性の化学反応は、吸熱反応（ｅｎｄｏｔｈｅｒｍｉｃａｌ　ｒｅａｃｔｉｏｎ）である
。上記装置は、望ましくない加熱の防止を目的として、特定の様式で吸熱反応を適用する
ことに限定されるものではない。一部の実施形態では、第１の化学材料および第２の化学
材料が、互いに反応して装置の温度を降下させるように、上記装置内へ流し込まれる。一
部の実施形態では、上記装置は、第１の化学材料および第２の化学材料を装置内へ事前に
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充填して準備される。一部の実施形態では、上記化学材料は、所望の際には取り外される
仕切りによって分離されている。一部の実施形態では、該仕切りは、所定の温度または温
度範囲に曝されると融解するように構成される。このような実施形態では、上記装置は、
冷却するに値する熱レベルに達したときにのみ吸熱反応を開始する。一部の実施形態では
、望ましくない加熱が発生している装置の一部においてのみ、局所的な冷却が発生するよ
うに、複数の異なる仕切りが装置の各所に配置される。一部の実施形態では、使用される
仕切りは、上記２つの化学材料のうちの一方を包含するビーズである。一部の実施形態で
は、上記仕切りは、融解して上記２つの化学材料を組み合わせる壁（例えば、ワッシャ形
状のディスク）である。一部の実施形態では、上記仕切りは、所定の温度で融解するよう
に構成されたワックスを含んでいる。上記装置は、特定のタイプ、種類、または、量の、
融解可能な材料に限定されるものではない。一部の実施形態では、上記融解可能な材料は
生体適合性を有する。上記装置は、第１の化学材料と第２の化学材料との混合物が温度降
下性の化学反応を引き起こす限り、特定のタイプ、種類、または、量の、該第１の化学材
料および第２の化学材料に限定されるものではない。一部の実施形態では、上記第１の材
料は水酸化バリウム八水和物の結晶を含み、上記第２の材料は乾燥塩化アンモニウムであ
る。一部の実施形態では、上記第１の材料は水であり、上記第２の材料は塩化アンモニウ
ムである。一部の実施形態では、上記第１の材料は塩化チオニル（ＳＯＣｌ２）であり、
上記第２の材料は硫酸コバルト（ＩＩ）七水和物である。一部の実施形態では、上記第１
の材料は水であり、上記第２の材料は硝酸アンモニウムである。一部の実施形態では、上
記第１の材料は水であり、上記第２の材料は塩化カリウムである。一部の実施形態では、
上記第１の材料はエタン酸であり、上記第２の材料は炭酸ナトリウムである。一部の実施
形態では、装置の外表面の熱を低減するような様式で融解し流れることによってそれ自体
が熱を低減する、融解可能な材料が使用される。
【００１４】
　一部の実施形態では、上記エネルギー供給装置は、温度の上昇にともなって装置から放
射されるエネルギーの量を調節することによって（例えば、装置から共振発生するエネル
ギー波長を調節することによって）、望ましくない加熱を防止し、および／または所望の
エネルギー供給特性を維持する。上記装置は、装置から放射されるエネルギーの量を調節
する特定の方法に限定されるものではない。一部の実施形態では、上記装置は、装置があ
る閾値温度に達すると、または、装置が範囲を超えて発熱すると、装置から共振発生する
エネルギー波長を調節するように構成される。上記装置は、装置から共振発生するエネル
ギー波長を調節する特定の方法に限定されるものではない。一部の実施形態では、上記装
置は、温度の上昇にともなって体積が変化する材料を内部に有する。この体積変化を利用
して、エネルギー供給に影響を与える装置のコンポーネントを移動または調節する。例え
ば、一部の実施形態では、温度の上昇にともなって膨張する材料が使用される。この膨張
を利用して、装置の遠位の先端を外部へ向けて移動させ（装置の近位端からの距離を増加
させ）て、装置のエネルギー供給特性を変更する。これは、本発明の、ＣＦダイポール（
ｃｅｎｔｅｒ-ｆｅｄ　ｄｉｐｏｌｅ）を用いた特定の用途であることが分かる。
【００１５】
　一部の実施形態では、本発明は、エネルギーを組織に供給するように構成されたアンテ
ナを備えた装置であって、該アンテナの遠位端が、導電体を包含する剛性が高い中空管を
備えたＣＦダイポールのコンポーネントを備え、探り針（例えば、チタン製探り針）が中
空管内に固定された、装置を提供する。一部の実施形態では、上記中空管の直径が２０ゲ
ージの針以下である。一部の実施形態では、中空管の直径が１７ゲージの針以下である。
一部の実施形態では、上記中空管の直径が１２ゲージの針以下である。一部の実施形態で
は、上記装置は、組織に供給されるエネルギーの量を調節するためのチューニング部材を
さらに備えている。一部の実施形態では、上記装置は、組織のアブレーションを実施する
、または、血栓症を引き起こすために、十分な量のエネルギーを供給するように構成され
る。一部の実施形態では、上記導電は中空管の中央部まで延びる。一部の実施形態では、
上記中空管はλ／２の長さを有する（ただし、λは組織培地中の電磁場の波長である）。
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一部の実施形態では、上記装置の温度上昇にともなって、膨張可能な材料が膨張して探り
針を押し付け、探り針を移動させて装置のエネルギー供給特性を変更するように、膨張可
能な材料が上記探り針付近に配置される。一部の実施形態では、上記膨張可能な材料は、
上記ＣＦダイポール装置に対して共振性部材を提供する金属製ディスクの後に（近位に）
配置される。該材料の膨張にともなって、該ディスクは遠位に押されて、装置のチューニ
ングを調節する。上記膨張可能な材料は、好ましくは、膨張率が最適な結果を得るために
所望のエネルギー供給の変更に合わせて選択される。ただし、所望の方向性における任意
の変更が、本発明において使用可能であることは理解されるべきである。一部の実施形態
では、上記膨張可能な材料はワックスである。
【００１６】
　一部の実施形態では、上記装置は装置に取り付けられた取手部を有し、この取手部は、
例えば、クーラント流路へのクーラントの出入りを制御するように構成される。一部の実
施形態では、上記取手部だけが冷却される。一部の実施形態では、上記取手部は、臨界点
、または、その近傍まで圧縮されたガス状クーラントを供給するように構成される。別の
一部の実施形態では、上記取手部および取り付けられたアンテナが冷却される。一部の実
施形態では、上記取手部は、ある長さの時間の経過後、および／または、装置がある閾値
温度に達すると、クーラント流路にクーラントを自動的に出入りさせる。一部の実施形態
では、上記取手部は、ある長さの時間の経過後、および／または、装置の温度がある閾値
温度未満にまで降下すると、クーラント流路へのクーラントの出入りを自動的に停止させ
る。一部の実施形態では、上記取手部を通るクーラントの流れを手動で制御する。一部の
実施形態では、上記取手部は、１つ以上（例えば、１つ、２つ、３つ、４つ、５つ、６つ
、７つ、８つ、９つ、１０個など）の点灯部（例えば、表示灯（例えば、ＬＥＤランプ）
）を表面部に有する。一部の実施形態では、該点灯部は、特定することを目的として構成
される。例えば、一部の実施形態では、上記点灯部を使用して、異なるプローブ同士を区
別する（例えば、第１のプローブを駆動すると１つの点灯部が点灯し、第２のプローブを
駆動すると２つの点灯部が点灯し、第３のプローブを駆動すると３つの点灯部が点灯する
、あるいは、各プローブが個々に指定された点灯部を有するなど）。一部の実施形態では
、上記点灯部を使用して、イベント（例えば、装置を介したクーラントの搬送、装置を介
したエネルギーの伝達、個々のプローブの移動、装置内部の設定（例えば、温度や配置）
の変更など）の発生を特定する。上記取手部は、特定の様式の表示（例えば、点滅、色の
切り替え、無色など）に限定されるものではない。
【００１７】
　一部の実施形態では、上記エネルギー供給装置は、ＣＦダイポールのコンポーネントを
内部に有する（例えば、米国特許出願第１１／７２８，４５７号を参照。なお、この特許
出願の内容は全て参照によって本明細書に組み込まれる）。一部の実施形態では、上記エ
ネルギー供給装置は、エネルギーを伝達および放射するための、複数のセグメントを有す
るカテーテルを備えている（例えば、米国特許出願第１１／２３７，４３０号、第１１／
２３７，１３６号、および、第１１／２３６，９８５号を参照。なお、これらの特許出願
の内容は全て参照によって本明細書に組み込まれる）。一部の実施形態では、反射性熱損
失を抑制するために、上記エネルギー供給装置は、チューニング能力を最適化した三軸マ
イクロ波プローブを備えている（例えば、米国特許第７，１０１，３６９号を参照。さら
に、米国特許出願第１０／８３４，８０２号、第１１／２３６，９８５号、第１１／２３
７，１３６号、第１１，２３７，４３０号、第１１／４４０，３３１号、第１１／４５２
，６３７号、第１１／５０２，７８３号、第１１／５１４，６２８号、および、国際特許
出願第ＰＣＴ／ＵＳ０５／１４５３４号も参照。なお、これらの特許および特許出願の内
容は全て参照によって本明細書に組み込まれる）。一部の実施形態では、上記エネルギー
供給装置は、空気などの気体を誘電性コアとして有する同軸性伝達線（例えば、同軸ケー
ブル）を介してエネルギーを放射する（例えば、米国特許出願第１１／２３６，９８５号
を参照。なお、この特許出願の内容は全て参照によって本明細書に組み込まれる）。この
ような一部の実施形態では、内側導電部と外側導電部との間の装置構造を支持する材料を
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、使用に先立って除去してもかまわない。例えば、一部の実施形態では、上記材料は、使
用に先立って、または、使用中に除去される溶解可能または融解可能な材料を含んでいる
。一部の実施形態では、上記材料は融解可能であり、使用中に（熱に曝された際に）除去
され、これにより、装置のエネルギー供給特性が経時的に（例えば、組織における温度変
化などに応じて）最適化される。
【００１８】
　本発明は、特定の同軸性伝達線の形状に限定されるものではない。実際に、一部の実施
形態では、上記同軸性伝達線および／または誘電部材の形状は、具体的な必要性に合わせ
て調節可能である。一部の実施形態では、上記同軸性伝達線および／または誘電部材の断
面形状が円形である。一部の実施形態では、上記断面形状が非円形（例えば、卵形）であ
る。このような形状を、同軸ケーブル全体に適用しても、１つ以上のサブコンポーネント
だけに適用してもかまわない。例えば、卵形の誘電性材料を、円形の外側導電部の中に設
置してもかまわない。これにより、例えば、クーラントを循環させるために使用可能な、
例えば、２つの流路が形成できるという効果がある。別の例として、平方／矩形の誘電性
材料を、円形の導電体の中に設置してもかまわない。これにより、例えば、４つの流路が
形成できるという効果がある。さまざまな多角形の断面形状（例えば、五角形、六角形な
ど）を採用して、さまざまな個数および形状の流路を形成してもかまわない。上記断面形
状は、ケーブルの全長を通じて同一である必要はない。一部の実施形態では、上記ケーブ
ルの第１の領域（例えば、近位部）には第１の形状が使用され、上記ケーブルの第２の領
域（例えば、遠位部）には第２の形状が使用される。さらに、不規則な形状を採用しても
かまわない。例えば、全長にわたって延びる凹形状の溝を有する誘電性材料を円形の外側
導電部において採用して、所望のサイズおよび形状の単一流路を形成してもかまわない。
一部の実施形態では、上記流路が、装置の最も外側の外径を広げなくても、クーラント、
針、または、その他の所望のコンポーネントを装置内へ供給するためのスペースを提供す
る。
【００１９】
　同様に、一部の実施形態では、本発明のアンテナが、その全長にわたって、または、全
長の１つ以上の部分において、非円形の断面形状を有する。一部の実施形態では、上記ア
ンテナは非円柱状であるが、円柱状の同軸ケーブルを収納する。別の一部の実施形態では
、上記アンテナは非円柱状であって、非円柱状の（例えば、アンテナの形状に整合してい
る、または、互いに異なる非円柱形状を有する）同軸ケーブルを収納する。一部の実施形
態では、非円柱形状を有する任意の１つ以上のコンポーネント（例えば、カニューレ、ア
ンテナの外殻、同軸ケーブルの外側導電部、同軸ケーブルの誘電性材料、同軸ケーブルの
内側導電部）を有することによって、例えば、クーラントを循環させるために使用可能な
、１つ以上の流路が装置内に形成できるようになる。非円形の形状、特にアンテナの外径
における非円形の形状には、一部の医学、または、その他の応用分野においても用途があ
る。例えば、可撓性が最大化できるように、または、特定の体内部の部位にアクセスでき
るように、形状を選んでもかまわない。エネルギー供給が最適化できるように、形状を選
んでもかまわない。（特に直径が小さな装置の場合に）装置の剛性および／または強度が
最大化できるように、形状（例えば、非円柱形状）を選択してもかまわない。
【００２０】
　一部の実施形態では、本発明は、アンテナを備えた装置であって、該アンテナが、内側
導電部の周囲に巻かれた外側導電部を備え、該内側導電部がエネルギーを受けて伝達する
ように設計され、該外側導電部が外側導電部にそって円周部に配置された少なくとも１つ
のギャップ部を内部に有し、このギャップ部の配置によって位置が制御される複数のエネ
ルギーピークがアンテナの長さにそって生成される、装置を提供する。一部の実施形態で
は、上記エネルギーはマイクロ波エネルギーおよび／または無線周波エネルギーである。
一部の実施形態では、上記外側導電部は、上記ギャップ部のうちの２つのギャップ部を内
部に有する。一部の実施形態では、上記アンテナは、上記内側導電部と外側導電部との間
に設置される誘電層を備えている。一部の実施形態では、上記誘電層は、ほぼゼロの導電
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率を有する。一部の実施形態では、上記装置は、探り針をさらに備えている。一部の実施
形態では、上記内側導電部は、約０．０１３インチ以下の直径を有する。
【００２１】
　一部の実施形態では、上記外側導電部または上記装置の外表面における任意のギャップ
部、または、非一様形状、または、不規則な形状に材料を充填して、平滑で平らな、また
は、ほぼ平滑で平らな外表面を提供する。一部の実施形態では、耐熱性樹脂を使用して、
ギャップ部、非一様形状、および／または、不規則な形状を埋める。一部の実施形態では
、上記樹脂は生体適合性を有する。別の一部の実施形態では、上記樹脂は生体適合性を有
していないが、該樹脂を、例えば、生体適合性材料で被覆してもかまわない。一部の実施
形態では、上記樹脂は、所望のサイズまたは形状に構成可能である。したがって、上記樹
脂が硬化すれば、これを使用して、鋭い探り針の先端を上記装置に提供することも、ある
いは、その他の所望の物理的形状を提供することもできる。
【００２２】
　一部の実施形態では、上記装置は、鋭い探り針の先端を備えている。上記探り針の先端
は、任意の材料を含んで形成されてもかまわない。一部の実施形態では、上記先端は硬化
樹脂を含んでなる。一部の実施形態では、上記先端は金属である。一部の実施形態では、
上記探り針の先端は、チタンまたはチタンの等価物を含んでなる。一部の実施形態では、
上記探り針の先端は、ジルコニアまたはジルコニアの等価物に対して真鋳が被覆される。
このような一部の実施形態では、上記金属製先端は、アンテナの金属部の延長部分であり
、電気的にアクティブである。
【００２３】
　一部の実施形態では、上記エネルギー供給装置は、プロセッサ、電源装置、出力案内・
制御・供給手段（例えば、各アンテナへの供給出力を個々に制御する能力を有する出力分
割器）、映像システム、チューニングシステム、および／または、温度測定調節システム
を備えたシステム内において、エネルギーを組織領域に供給するように構成される。
【００２４】
　本発明は、特定のタイプのプロセッサに限定されるものではない。一部の実施形態では
、上記プロセッサは、例えば、システムのコンポーネント（例えば、温度モニタリングシ
ステム、エネルギー供給装置、組織インピーダンスモニタリングコンポーネントなど）か
ら情報を受信し、このような情報をユーザに表示し、該システムの他のコンポーネントを
操作（例えば、制御）できるように設計される。一部の実施形態では、上記プロセッサは
、エネルギー供給装置、電源装置、出力案内・制御・供給手段（例えば、出力分割器）、
映像システム、チューニングシステム、および／または、温度調節システムを備えたシス
テム内において動作するように構成される。
【００２５】
　本発明は、特定のタイプの電源装置に限定されるものではない。一部の実施形態では、
本電源装置は、所望のタイプのエネルギー（例えば、マイクロ波エネルギー、無線周波エ
ネルギー、放射エネルギー、低温エネルギー（ｃｒｙｏ　ｅｎｅｒｇｙ）、電気穿孔エネ
ルギー、高強度集束超音波、および／または、これらの混合エネルギー）でも提供できる
ように構成される。一部の実施形態では、上記電源装置は、出力分割器を使用して、エネ
ルギーを２つ以上のエネルギー供給装置に供給することを可能にする。一部の実施形態で
は、上記電源装置は、出力分割器、プロセッサ、エネルギー供給装置、映像システム、チ
ューニングシステム、および／または、温度調節システムを備えたシステム内において動
作するように構成される。
【００２６】
　本発明は、特定のタイプの映像システムに限定されるものではない。一部の実施形態で
は、上記映像システムは、映像装置（例えば、内視鏡装置、コンピュータ支援定位的神経
外科ナビゲーション装置、熱センサ位置決めシステム、運動速度（ｍｏｔｉｏｎ　ｒａｔ
ｅ）センサ、操縦用ワイヤシステム、プロシージャ内超音波（ｉｎｔｒａｐｒｏｃｅｄｕ
ｒａｌ　ｕｌｔｒａｓｏｕｎｄ）、蛍光透視法、コンピュータ断層撮影磁気共鳴画像法、
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核医学映像装置、三角映像法（ｔｒｉａｎｇｕｌａｔｉｏｎ　ｉｍａｇｉｎｇ）、間質超
音波（ｉｎｔｅｒｓｔｉｔｉａｌ　ｕｌｔｒａｓｏｕｎｄ）、マイクロ波映像法、音響断
層撮影、デュアルエネルギー映像法（ｄｕａｌ　ｅｎｅｒｇｙ　ｉｍａｇｉｎｇ）、熱音
響映像法、赤外線および／またはレーザ映像法、電磁気映像法）を使用する（例えば、米
国特許第６，８１７，９７６号、第６，５７７，９０３号、第５，６９７，９４９号、お
よび、第５，６０３，６９７号、ならびに、国際特許出願第ＷＯ　０６／００５，５７９
号を参照。なお、これらの特許および特許出願の内容は全て参照によって本明細書に組み
込まれる）。一部の実施形態では、上記システムは、本発明のエネルギーシステムととも
に使用する任意の部材の設置、位置決め、および／または、モニタリングを可能にする、
または、補助する内視鏡カメラ、映像法コンポーネント、および／または、ナビゲーショ
ンシステムを使用する。一部の実施形態では、上記映像システムは、エネルギー供給シス
テムの特定のコンポーネントの位置情報（例えば、エネルギー供給装置の位置）を提供す
るように構成される。一部の実施形態では、上記映像システムは、プロセッサ、エネルギ
ー供給装置、電源装置、チューニングシステム、および／または温度調節システムを備え
たシステム内において動作するように構成される。一部の実施形態では、上記映像システ
ムは、上記エネルギー供給装置内に配置される。一部の実施形態では、上記映像システム
は、アブレーションゾーンの特性（例えば、直径、長さ、断面積、体積）に関する定性的
な情報を提供する。上記映像システムは、定性的な情報を提供する特定の手法に限定され
るものではない。一部の実施形態では、定性的な情報を提供するために使用する手法とし
ては、時間領域反射光測定法、飛行時間型パルス検出法、周波数変調距離検出法、固有モ
ードもしくは共振周波数検出法、または、１つの組織内装置だけ、もしくは、その他の組
織内装置もしくは外部装置との協調に基づく任意の周波数における反射および伝播などが
あげられるが、これらに限定されるものではない。一部の実施形態では、上記組織内装置
は、映像法（例えば、電気聴覚映像法、電磁気映像法、電気インピーダンス断層撮影）の
ための信号および／または検出を提供する。
【００２７】
　本発明は、特定のチューニングシステムに限定されるものではない。一部の実施形態で
は、上記チューニングシステムは、上記エネルギー供給システム内の変数（例えば、供給
されるエネルギーの量、供給されるエネルギーの周波数、上記システム内に設けられる複
数のエネルギー装置のうちの１つ以上のエネルギー装置に供給されるエネルギー、提供さ
れるクーラントの量またはタイプなど）の調節を可能にするように構成される。一部の実
施形態では、上記チューニングシステムは、ユーザに、または、エネルギー供給装置の機
能を時間について連続的または非連続的にモニターするプロセッサにフィードバックを提
供するセンサを備えている。該センサは、任意の個数の特性について記録および／または
レポートしてもかまわない。なお、この特性の例としては、上記システムのコンポーネン
トの１つ以上の部位における熱（例えば、温度）、組織における熱、組織の性質、領域の
定性的な情報などがあげられるが、これらの例に限定されるものではない。上記センサは
、映像装置（例えば、ＣＴ、超音波、磁気共鳴画像法、蛍光透視法、核医学映像法、また
は、その他の映像装置）の形態であってもかまわない。一部の実施形態では、特に研究分
野への応用の場合に、上記システムは、将来のシステム全般的な最適化に使用するために
、および／または、特定の条件（例えば、患者のタイプ、組織のタイプ、標的領域のサイ
ズおよび形状、標的領域の位置など）下においてエネルギー供給を最適化するために、情
報を記録および保存する。一部の実施形態では、上記チューニングシステムは、プロセッ
サ、エネルギー供給装置、電源装置、映像コンポーネント、および／または、温度調節シ
ステムを備えたシステム内において動作するように構成される。一部の実施形態では、上
記映像コンポーネント、または、その他の制御コンポーネントは、出力（または他の制御
パラメータ）を調節して最適な組織応答が得られるように、アブレーション装置にフィー
ドバックを提供する。
【００２８】
　本発明は、特定の温度調節システムに限定されるものではない。一部の実施形態では、
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上記温度調節システムは、各種医療行為（例えば、組織アブレーション）を実施するあい
だシステムの各コンポーネント（例えば、エネルギー供給装置）の不要な熱を抑制するよ
うに、または、標的組織をある温度範囲内で維持するように設計される。一部の実施形態
では、上記温度調節システムは、プロセッサ、エネルギー供給装置、電源装置、出力案内
・制御・供給手段（例えば、出力分割器）、チューニングシステム、および／または、映
像システムを備えたシステム内において動作するように構成される。一部の実施形態では
、上記温度調節システムは、上記エネルギー供給装置を、装置を患者の内部組織に一時的
に癒着させて、作業（例えば、アブレーション処置）中のエネルギー装置の移動を防止す
るために十分な温度にまで冷却するように設計される。
【００２９】
　一部の実施形態では、上記システムは、システムの各種コンポーネント（例えば、エネ
ルギー供給装置）および／または組織領域の温度または反射出力をモニタリングするため
の温度モニタリングまたは反射出力モニタリングシステムをさらに備えている。一部の実
施形態では、上記モニタリングシステムは、例えば、温度または反射エネルギーの量が所
定の値を超えると、特定の組織領域へのエネルギーの供給を変更（例えば、防止、抑制）
するように設計される。一部の実施形態では、上記温度モニタリングシステムは、組織ま
たはエネルギー供給装置を選択温度または選択温度範囲で維持するために、特定の組織領
域へのエネルギーの供給を変更（例えば、強化、抑制、維持）するように設計される。
【００３０】
　一部の実施形態では、上記システムは、例えば、以前に使用されたコンポーネント（例
えば、非滅菌エネルギー供給装置）を使用することが防止できるように、または、システ
ムのあるコンポーネントの特徴を特定し、システムのそれ以外のコンポーネントが適宜調
節を行って互換性または最適化された機能を実現できるように構成された、特定または追
跡システムをさらに備えている。一部の実施形態では、上記システムは、本発明のシステ
ムのコンポーネントに関連するバーコードなどの情報伝達部材を読み取る。一部の実施形
態では、システムのコンポーネント間の接続は、使用後における、さらなる使用を防止す
るために変更（例えば、切断）される。本発明は、システムにおいて使用するコンポーネ
ントのタイプや採用する使用方法によって限定されるものではない。実際に、上記装置は
所望の様式で構成されてかまわない。同様に、上記システムおよび装置は、エネルギー供
給が関与する任意の応用分野において使用されてもかまわない。このような用途には、任
意の、かつ、すべての医学的、獣医学的、および、研究的応用を含める。ただし、本発明
のシステムおよび装置は、エネルギー供給が関与する農業分野、製造分野、機械分野、ま
たは、その他の応用分野において使用されてもかまわない。
【００３１】
　一部の実施形態では、上記システムは、エネルギーを皮膚、血管、心臓、腹腔鏡、また
は、外科処置を経由して供給できるように構成される。同様に、一部の実施形態では、上
記システムは、カテーテル、外科的に形成された開口部、および／または、身体の開口部
（例えば、口、耳、鼻部、眼、腟、陰茎、肛門）を介してエネルギーを供給できるように
するように構成される（例えば、Ｎ．Ｏ．Ｔ．Ｅ．Ｓ．処置）。一部の実施形態では、上
記システムは、エネルギーを標的組織または領域に供給できるように構成される。本発明
は、標的組織または領域の特徴によって限定されるものではない。使用方法の例としては
、心臓の不整脈の治療、腫瘍のアブレーション（良性のものも、悪性のものも含める）、
手術中の出血、外傷後の出血、その他の出血の制御、軟部組織の除去、組織の切除および
回収、静脈瘤の治療、腔内組織のアブレーション（例えば、バレット食道や食道腺癌など
の食道の病態の治療）、骨腫瘍、正常な骨、および、良性の骨の病態の治療、眼内での使
用、美容外科における使用、脳腫瘍や電気的障害を含めた中枢神経系の病態の治療、滅菌
作業（例えば、ファロピウス管のアブレーション）、任意の目的の血管や組織の焼灼など
があげられるが、これらの例に限定されるものではない。一部の実施形態では、上記外科
的応用分野には、（例えば、凝固壊死を実現するための）アブレーション治療を含める。
一部の実施形態では、上記外科的応用分野には、標的、例えば、転移性腫瘍に対する腫瘍
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アブレーションを含める。一部の実施形態では、上記装置は、組織または生体に与える損
傷を最小限に抑えながら所望の位置（例えば、脳、首、胸部郭、腹部、骨盤などが例とし
てあげられるが、これらの例に限定されるものではない）において移動および位置決めが
できるように構成される。一部の実施形態では、上記システムは、例えば、コンピュータ
断層撮影、超音波、磁気共鳴画像法、蛍光透視法などによって案内供給が実現できるよう
に構成される。
【００３２】
　一部の実施形態では、本発明は、本明細書に記載する組織領域およびシステム（例えば
、エネルギー供給装置、ならびに、プロセッサ、電源装置、出力案内・制御・供給手段（
例えば、出力分割器）、温度モニター、画像装置、チューニングシステム、および／また
は温度降下システムのうちの少なくとも１つのコンポーネント）を準備し、上記エネルギ
ー供給装置の一部を組織領域の近傍において位置決めし、上記装置を用いて、ある量のエ
ネルギーを上記組織領域に供給することを含む、組織領域を治療する方法を提供する。一
部の実施形態では、上記組織領域は腫瘍である。一部の実施形態では、上記エネルギーの
供給の結果、例えば、組織領域および／または血管血栓症のアブレーション、および／ま
たは、組織領域のエレクトロ電気穿孔が起きる。一部の実施形態では、上記組織領域は腫
瘍である。一部の実施形態では、上記組織領域には、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、脊髄、皮膚、翅脈、手の指
の爪、および、足の指の爪のうちの１つ以上の組織領域を含める。一部の実施形態では、
上記プロセッサは、センサから情報を受信し、上記システムのそれ以外のコンポーネント
をモニターおよび制御する。一部の実施形態では、上記電源装置のエネルギー出力は、治
療を最適化するために所望に応じて変更される。一部の実施形態では、複数のエネルギー
供給コンポーネントが設けられ、所望の結果を達成するために、各供給コンポーネントに
供給されるエネルギーの量が最適化される。一部の実施形態では、上記システムの温度が
温度センサによってモニターされ、閾値レベルに達すると、または、近づくと、上記温度
降下システムを駆動することによって下げられる。一部の実施形態では、上記映像システ
ムがプロセッサに情報を提供し、この情報がシステムのユーザに対して表示される。また
、該情報が、システムの出力を制御するためのフィードバックループにおいて使用されて
もかまわない。
【００３３】
　一部の実施形態では、エネルギーが、異なる強度で、かつ、装置内部の異なる位置から
組織領域に供給される。例えば、組織領域のある領域を装置のある一部を用いて治療する
一方で、該組織の別の領域を該装置の別の一部を用いて治療してもかまわない。さらに、
上記装置の２つ以上の領域が特定の組織領域にエネルギーを同時に供給して、建設的な位
相干渉を実現（例えば、上記放射エネルギーが相乗効果を実現）してもかまわない。別の
一部の実施形態では、上記装置の２つ以上の領域が、破壊的な干渉作用を実現できるよう
にエネルギーを供給してもかまわない。一部の実施形態では、上記方法は、建設的な位相
干渉および／または破壊的な位相干渉を実現することを目的とする付加的な装置をさらに
提供する。一部の実施形態では、１つ以上の装置間の位相干渉（例えば、建設的な位相干
渉や破壊的な位相干渉）が、プロセッサ、チューニング部材、ユーザ、および／または、
出力分割器によって制御される。
【００３４】
　本発明のシステム、装置、および、方法は、その他のシステム、装置、および、方法と
組み合わせて使用されてもかまわない。例えば、本発明のシステム、装置、および、方法
は、他のアブレーション装置、他の医療機器、医療診断法、および、医療薬、映像方法お
よび映像薬、ならびに、治療方法および治療薬剤とともに使用されてもかまわない。使用
は同時でもよく、別の作業後の前または後であってもよい。本発明では、本発明のシステ
ム、装置、および、方法を、他の任意の医療行為と組み合わせて使用してもかまわない。
【００３５】
　また、フィードバックをユーザに提供し、かつ、各種システムコンポーネント間の通信
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を可能にする集積アブレーション・映像システムが必要とされている。システムパラメー
タを上記アブレーション時に調節して、エネルギー供給を最適化してもかまわない。さら
に、ユーザは、作業の成功をより高い精度で判断することができ、治療の失敗および／ま
たは治療に関連する合併症の可能性が減少する。
【００３６】
　一部の実施形態では、本発明は、例えば、エネルギー源およびクーラント源を提供する
電源コンポーネントと、エネルギーおよびクーラントを電源コンポーネントから患者の処
置空間（ｗｏｒｋｓｐａｃｅ）に配置された制御ハブ（例えば、制御ポッド）に供給する
ための輸送コンポーネントと、上記エネルギーおよび／またはクーラントを１つ以上のエ
ネルギー供給装置に供給するように構成された１つ以上のケーブルを取り付けるための複
数の接続ポートを有する、エネルギーおよびクーラントを輸送コンポーネントから受ける
処置装置ハブとを備えたシステムを提供する。一部の実施形態では、上記輸送コンポーネ
ントは低損失ケーブルである。一部の実施形態では、エネルギーを１つ以上のエネルギー
供給装置に供給するように構成された上記１つ以上のケーブルは、可撓性を有する使い捨
て型ケーブルである。上記処置装置ハブは、特定の重量に限定されるものではない。一部
の実施形態では、処置装置ハブの重量は、害および／または不快感を引き起こさずに処置
装置ハブを患者の上に載せることができる重量である。一部の実施形態では、上記処置装
置ハブの重量は１０ポンド未満である。
【００３７】
　上記システムは、特定の医療行為における使用に限定されるものではない。一部の実施
形態では、上記システムは、例えば、ＣＴスキャンを実施する医療行為および／または超
音波撮像を実施する作業において使用される。
【００３８】
　上記処置装置ハブは、医療行為時の特定の位置に限定されるものではない。実際に、上
記処置装置ハブは、さまざまな構成において位置決めできるように構成される。一部の実
施形態では、上記処置装置ハブは、処置台上に（例えば、ストラップを介して処置台上に
）（例えば、処置台上に配置された溝を介して）取り付けられるように構成される。一部
の実施形態では、上記処置装置ハブは、患者のガウンに取り付けられるように構成される
。一部の実施形態では、上記処置装置ハブは、ＣＴ用安全ベルトに取り付けられるように
構成される。一部の実施形態では、上記処置装置ハブは、処置台リングに取り付けられる
ように構成される。一部の実施形態では、上記処置装置ハブは、患者の身に着けるように
構成された無菌ドレープに取り付けられるように構成される。
【００３９】
　一部の実施形態では、上記処置装置ハブは処置装置ハブストラップをさらに備え、該処
置装置ハブストラップは、医療行為を行う位置（例えば、処置台、患者のガウン、ＣＴ用
安全ベルト、処置台リング、無菌ドレープなど）に取り付けられるように構成される。
【００４０】
　上記処置装置ハブは、クーラントをエネルギー供給装置へ特定の様式で供給することに
限定されるものではない。一部の実施形態では、上記１つ以上のエネルギー供給装置に供
給されるクーラントは、高圧力で供給される気体である（例えば、この高圧力とは、上記
クーラントの臨界点、または、その近傍である）。上記クーラントが、臨界点、または、
その近傍で供給される気体である一部の実施形態では、上記クーラントはＣＯ２である。
【００４１】
　一部の実施形態では、上記電源装置は無菌域の外側に配置され、上記処置装置ハブは無
菌域の内側に配置される。一部の実施形態では、上記電源装置はマイクロ波エネルギーを
供給する。一部の実施形態では、上記電源装置は無線周波エネルギーを供給する。
【００４２】
　一部の実施形態では、本発明は、１つ以上の冷却（クーラント）管または流路を同軸ケ
ーブル内に有する、エネルギーを組織に供給するように構成されたアンテナを備えた装置
であって、該管はクーラントを上記アンテナに供給するように構成され、上記クーラント
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は臨界点、または、その近傍まで圧縮された気体である、装置を提供する。上記装置は、
特定の気体に限定されるものではない。一部の実施形態では、上記気体はＣＯ２である。
一部の実施形態では、上記１つ以上のクーラント管または流路は、上記同軸ケーブルの外
側導電部と誘電性材料との間に位置する。一部の実施形態では、上記１つ以上のクーラン
ト管または流路は、上記同軸ケーブルの内側導電部と誘電性材料との間に位置する。一部
の実施形態では、上記１つ以上のクーラント管または流路は内側導電部または外側導電部
の内部に位置する。一部の実施形態では、上記装置は、近位部、中央部、および、遠位部
を内部に有する。一部の実施形態では、上記遠位部は、エネルギーを組織に供給するよう
に構成される。一部の実施形態では、上記近位部および／または中央部は、上記クーラン
ト管または流路を内部に有する。一部の実施形態では、上記遠位部クーラント管または流
路を有していない。
【００４３】
　一部の実施形態では、上記装置は、例えば、エネルギー供給時に装置を所望の位置にお
いて安定化するために、付着領域に対する組織の付着を促進するように構成された１つ以
上の“付着”領域を内部に有する。一部の実施形態では、上記付着領域は、上記付着領域
に対する組織の凍結を可能にする温度を実現および維持するように構成される。一部の実
施形態では、上記付着領域は、中央部および／または近位部の内部に配置される。上記付
着領域は、組織領域の付着を促進するための特定の温度に限定されるものではない。一部
の実施形態では、上記付着領域は、循環するクーラントを有するエネルギー供給装置のあ
る領域に接触することによって、組織領域の付着を促進するための温度を実現および維持
する。一部の実施形態では、上記付着領域の温度は、組織領域が上記付着領域に接触する
と付着が起きる（例えば、組織領域が付着領域に凍結して付着する）ために十分に低い温
度で維持される。上記付着領域は、特定の材料組成に限定されるものではない。一部の実
施形態では、上記付着領域は、例えば、金属材、セラミック材、プラスチック材、および
／または、このような材料の任意の組み合わせである。一部の実施形態では、上記付着領
域は、封止部を用いて、上記装置の遠位部に対して曝露されることが防止される。一部の
実施形態では、上記封止部は、上記装置の上記付着領域と遠位部との間に配置され、これ
により、上記遠位部に対する付着領域の曝露が防止される。一部の実施形態では、上記封
止部は、空気も気体も通さない様式で構成される。一部の実施形態では、上記封止部は、
上記装置（例えば、同軸性を有する領域）に対してレーザ溶接が実施された部分である。
一部の実施形態では、上記封止部は、上記装置（例えば、同軸性を有する領域）に対して
誘導半田付けが実施された部分である。一部の実施形態では、上記封止部は、部分的な（
例えば、６０％：４０％、５５％：４５％、５０％：５０％）レーザ溶接および誘導半田
付けが実施された部分である。
【００４４】
　一部の実施形態では、上記遠位部および中央部は、上記遠位部の冷却を防止するように
設計されたプラグ領域によって離間している。上記プラグ領域は、上記遠位部の冷却防止
の特定の様式に限定されるものではない。一部の実施形態では、該プラグ領域は、温度が
下げられた領域（例えば、循環するクーラントを有するエネルギー供給装置の中央部）に
接触しても、自分の温度は下げないように設計される。一部の実施形態では、上記プラグ
領域の素材は、低温の材料に接触しても、自分の温度は大きく下げないでいられる素材（
例えば、断熱性材料）である。上記プラグ領域は、特定のタイプの断熱性材料（例えば、
合成ポリマー（例えば、ポリスチレン、ポリアイシネン、ポリウレタン、ポリイソシアヌ
レート）、エアロゲル、繊維ガラス、コルク）に限定されるものではない。
【００４５】
　一部の実施形態では、プラグ領域を有する装置によって、組織が、冷却領域（例えば、
上記プラグ領域に近位の装置の領域）と非冷却領域（例えば、上記プラグ領域からは遠位
の装置の領域）とに同時に曝されることが可能になる。
【００４６】
　一部の実施形態では、本発明は、１つ以上の冷却管または流路を同軸ケーブル内に有す
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る、エネルギーを組織に供給するように構成されたアンテナを備えた装置であって、該同
軸ケーブルは誘電領域を有し、該誘電領域は可撓性を有する領域および可撓性を有しない
領域である、装置を提供する。一部の実施形態では、上記可撓性を有する領域はプラスチ
ック製であり、上記可撓性を有しない領域はセラミック製である。一部の実施形態では、
上記可撓性を有しない領域は、出力放射がもっとも高い位置に配置される。
【００４７】
　一部の実施形態では、本発明は、１つ以上の冷却管または流路を同軸ケーブル内に有す
る、エネルギーを組織に供給するように構成されたアンテナを備え、かつ、引張りワイヤ
繋留部に接続された１つ以上の引張りワイヤを内部に有する装置を提供する。一部の実施
形態では、上記引張りワイヤ繋留部に接続された１つ以上の引張りワイヤを縮めることに
よって、装置の可撓性が低下する。一部の実施形態では、上記１つ以上の引張りワイヤは
、特定の温度で屈曲するように設計される（例えば、超弾性ニチノールワイヤ）。
【００４８】
　本発明の実施形態の発展の過程において実施された実験により、”精密アンテナ”（容
量結合されたアンテナ）を既存のアンテナに結合することでアブレーションが改良される
ことが突きとめられた。例えば、”精密アンテナ”を既存のアンテナに結合することによ
り、そのような結合がされていないアンテナと比較して、アブレーション領域が大きくな
った。例えば、”精密アンテナ”又は”精密プローブ”を既存のアンテナに結合すること
により、そのような結合がされていないアンテナと比較して、球状のアブレーション領域
が大きくなった。さらに、”精密アンテナ”又は”精密プロ－ブ”を既存のアンテナに結
合することにより、そのような結合がされていないアンテナと比較して、電磁界パターン
が優れるとともに、反射電力が減少した。
【００４９】
　したがって、一部の実施形態では、本発明は、既存のアンテナに結合される精密アンテ
ナ又は精密プローブを提供する。このような一部の実施形態では、ここに提供されるもの
は、内側導電部を有するアンテナと、上記アンテナの遠位端に設けられた導電性チップと
を備えたアブレーションアンテナ装置であって、上記内側導電部は、上記導電性チップに
物理的に結合されていない（例えば、上記内側導電部は、上記導電性チップに容量結合さ
れている）アブレーションアンテナ装置である。一部の実施形態では、上記アンテナは、
上記内側導電部の少なくとも一部を取り囲む導電性の外側導電部を備えている。一部の実
施形態では、上記アンテナは、上記内側導電部と上記外側導電部との間に誘電性材料を備
えている。一部の実施形態では、上記アンテナは三軸型アンテナである。一部の実施形態
では、上記導電性チップは、トロカールを備えている。
【００５０】
　一部の実施形態では、上記内側導電部は、第２の領域より遠位の第１の領域と、第３の
領域より遠位の上記第２の領域とを含み、上記第３の領域は、三軸型アンテナに含まれて
おり、上記第２の領域は、上記三軸型アンテナの外側導電部を含まず、上記第１の領域は
、上記三軸型アンテナの外側導電部及び誘電性材料を含んでいない。一部の実施形態では
、上記第１の領域は、取付金具又は導電性を有する他の取付具（例えば、真鍮の取付金具
）に接着され、該取付金具又は該導電性を有する他の取付具により取り囲まれている。一
部の実施形態では、上記取付金具は、上記内側導電部の最遠位端を越えて、遠位に延伸す
る（すなわち、上記内側導電部は、上記取付金具の近位端を通過するが、遠位端には達し
ない）。一部の実施形態では、上記取付金具は、上記第２の領域において、上記内側導電
部を取り囲む誘電性材料に接している。一部の実施形態では、上記第２の領域は、上記三
軸型アンテナの誘電性材料を含む近位部と、上記三軸型アンテナの上記誘電性材料を含ま
ない遠位部と、を含んでいる。一部の実施形態では、上記第２の領域の遠位部は、上記内
側導電部を取り囲む非誘電性スリーブ（例えば、ＰＴＦＥスリーブ）を備えている。一部
の実施形態では、上記導電性チップは、絶縁体（例えば、セラミック絶縁体）に取り付け
られており、上記絶縁体は、上記取付金具の遠位端に取り付けられている。一部の実施形
態では、上記取付金具、絶縁体、及び導電性チップは、上記内側導電部にエネルギーが供
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給された場合に上記導電性チップへエネルギーを伝達する程度にインピーダンスの重なり
（a low impedance overlap）を低くするような（例えば、上記内側導電部が、上記導電
性チップに容量結合されるような）配置及び寸法になっている。一部の実施形態では、上
記取付金具は、導電性を有する接着材を介して上記内側導電部に接着される。
【００５１】
　さらに、本明細書では、そのような精密プローブを用いるシステムが提供される。上記
システムは、本明細書に記載された他のコンポーネント（例えば、電源装置及びクーラン
トシステム）の何れかを含むことが可能であり、上記精密プローブを備える上記アンテナ
は、本明細書に記載された特徴または機能の何れか（例えば、冷却によって組織にアンテ
ナを固定するための固定機能）を有することができる。これらの装置及びシステムは、本
明細書に記載された何れかの方法において用いられる。
【００５２】
　〔図面の簡単な説明〕
　図１は、本発明の一実施形態におけるエネルギー供給システムの概略図を示している。
【００５３】
　図２は、本発明の一部の実施形態における同軸性伝達線および／または誘電部材の各種
形状を示している。
【００５４】
　図３Ａおよび図３Ｂは、望ましくない装置の加熱（例えば、外側導電部にそった加熱）
を防止することを目的して、第１の材料および第２の材料が融解可能な壁によって遮断さ
れる、分割セグメントを有する同軸性伝達線の実施形態を示している。
【００５５】
　図４Ａおよび図４Ｂは、望ましくない装置の加熱（例えば、外側導電部にそった加熱）
を防止することを目的して、第１の材料および第２の材料（例えば、混合すると温度降下
性の化学反応を起こすように構成された材料）を含有する融解可能な壁によって隔離され
る分割セグメントを有する同軸性伝達線の実施形態を示している。
【００５６】
　図５は、クーラントのクーラント流路への、および、クーラント流路からの出入りを制
御するように構成された取手部の概略図を示している。
【００５７】
　図６は、クーラント流路を有する同軸ケーブルの実施形態の横断面概略図を示している
。
【００５８】
　図７は、外側導電部および誘電性材料を有するエネルギー放出装置内に配置されるクー
ラント循環管（例えば、クーラント用針、カテーテル）を示している。
【００５９】
　図８は、本発明のＣＦダイポールのコンポーネントを備えた、本発明の装置（例えば、
アブレーション装置のアンテナ）の遠位端を概略的に示している。
【００６０】
　図９は、温度測定ステーションの試験用設定状況および位置を示している。該図に示す
ように、上記アブレーション針のシャフトはすべての実験について２０．５ｃｍであった
。プローブ１、２、および、３を、ステンレス針の先端より４ｃｍ、８ｃｍ、および、１
２ｃｍの位置に配置した。
【００６１】
　図１０は、異常に高い（６．５％）反射出力を用いて、３５％で（１３：４０～１３：
５０のあいだマイクロ波は“オン”）治療している様子を示している。プローブ３を、ま
ず初めに、肝組織のすぐ外側に空気中に配置した。
【００６２】
　図１１は、異常に高い（６．５％）反射出力を用いて、４５％で（１４：５８～１５：
０８のあいだマイクロ波はオン）１０分間治療した様子を示している。ステーション４に
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おけるピーク温度は４０．２５℃であった。
【００６３】
　図１２は、本発明の一実施形態において、クーラントを流すためのスペースを形成する
ために外側導電部の領域が除去された、同軸ケーブルを示している。
【００６４】
　図１３は、移入／移出容器、輸送用鞘、および、処置装置ポッドの概略図を示している
。
【００６５】
　図１４は、引張りワイヤ繋留部に接続される２つの引張りワイヤを有するエネルギー供
給装置を示している。
【００６６】
　図１５は、複数の可撓性を有しない領域および１つの可撓性を有する領域を備えたエネ
ルギー供給装置の外観図を示している。
【００６７】
　図１６は、内側導電部に接続される、アンテナ内に配置されるより大きな同軸性伝達線
に接続される狭い同軸性伝達線を有するエネルギー供給装置を示している。
【００６８】
　図１７は、複数の可撓性を有しない領域および１つの可撓性を有する領域を備えたエネ
ルギー供給装置の断面図を示している。
【００６９】
　図１８は、処置台ストラップに接続される処置装置ハブを示している。
【００７０】
　図１９は、開窓、および、この開窓を介して挿入されるケーブルを有する特別製の無菌
ドレープを示している。
【００７１】
　図２０は、ケーブルを介して処置装置ハブに接続される発電機を有する本発明のエネル
ギー供給システムを示している。なお、処置装置ハブは処置台に固定される。
【００７２】
　図２１は、エネルギー供給装置を用いて冷却を実際に行ってみた結果である。アンテナ
の先端より７ｃｍの位置で測定したアブレーション時の温度プロファイルは、１２０Ｗを
超える入力（上側）が引き起こす発熱を、冷水を用いた冷却によって除去することができ
ることを示した。冷却したアンテナを用いて（１２５Ｗ、５分間）形成した約３ｃｍのア
ブレーションは、アンテナにそった“尾部”がないことを示している。セラミック製管お
よび切小面を形成した先端によって、経皮導入が可能になる（下側）。
【００７３】
　図２２は、各種受動的な冷却法を用いてシミュレートしたアンテナシャフトにそった温
度分布を示している。熱抵抗器と絶縁性鞘との組み合わせによって、近位の温度がもっと
も大幅に降下した。
【００７４】
　図２３は、正常なブタの肺中に１０分間で形成されたマイクロ波アブレーション（左）
およびＲＦアブレーション（右）を、等しいスケールで示している。マイクロ波アブレー
ションのほうが、ＲＦアブレーションより大きく、より球状に近かった。
【００７５】
　図２４は、アンテナシャフト（底部）内で３５Ｗの熱を生成しながら、アンテナシャフ
トにそって温度を測定した実験の設定状況（上側）および結果を示している。わずか１．
０ｓｔｐ　Ｌ／分のＣＯ２の流れを必要としただけで、シャフトにそった任意の点におい
て、８℃を超える温度上昇を防止することができた。１０ｓｔｐ　Ｌ／分で５０Ｗの加熱
力を相殺することができた。
【００７６】
　図２５は、０、１３、および２３．８ｓｔｐ　Ｌ／分のＮＣ－ＣＯ２の流れ（底部）の
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場合について、アンテナの先端を１５０℃で維持しながら、アンテナシャフトにそって温
度を測定した実験の設定状況（上側）および結果を示している。なお、この試験では、発
熱はアンテナの先端からの熱伝導についてのみ考慮し、内部発熱については考慮しなかっ
た。
【００７７】
　図２６は、アンテナの先端からの熱伝導性の発熱に１０ｓ均衡する場合の、１ｓｔｐ　
Ｌ／分という小さなＣＯ２のパルスを示している。
【００７８】
　図２７は、従来の画像の解像度、および、高度に限定された画像再構築法（“ＨＹＰＲ
”：　ＨｉｇｈｌＹ－ｃｏｎｔｓｔｒａｉｎｅｄ　ｂａｃｋＰＲｏｊｅｃｔｉｏｎ）画像
の解像度を、時間の関数として示している。
【００７９】
　図２８は、複数の期間にわたる、標準的な腫瘍画像および高度に限定された画像再構築
法（ＨＹＰＲ）による腫瘍画像を示している。
【００８０】
　図２９は、エネルギー供給装置の実施形態を示している。
【００８１】
　図３０は、エネルギー供給装置の実施形態を示している。
【００８２】
　図３１は、処置状況下におけるエネルギー供給装置の実施形態を示している。
【００８３】
　図３２Ａ、図３２Ｂ、および、図３２Ｃは、本発明のエネルギー供給システムのための
ユーザインターフェースソフトウェアの例を示している。
【００８４】
　図３３は、本発明の三軸マイクロ波プローブの実施形態を示している。
【００８５】
　図３４は、生体外において作成された組織であって、アブレートされた牛の生きている
組織を示し、Ａ）は、容量結合されたアンテナ（例えば、精密プローブ）を用いた場合を
示し、Ｂ）は、そのような結合を有していないアンテナを用いた場合を示している。
【００８６】
　図３５は、容量結合されたアンテナ（例えば、精密プローブ）、及び、そのような結合
を有していないアンテナにより実現されたアブレーションの横径の平均値（入射電力を３
０Ｗとし、持続時間を様々にした場合）をグラフ形式にまとめたものである。
【００８７】
　図３６は、内側導電部、誘電体、外側誘電体、及びトロカールを有する既存のアンテナ
に、精密プローブを結合するための工程を示している。
【００８８】
　〔詳細な説明〕
　本発明は、各種医療行為（例えば、組織アブレーション、切除、焼灼、血管血栓症、中
空の内臓の腔内アブレーション、不整脈治療のための心臓のアブレーション、電気手術、
組織回収、美容外科、眼内での使用など）を含めたさまざまな応用分野に用いるための、
エネルギー（例えば、マイクロ波エネルギーや無線周波エネルギー）を組織に供給するた
めの包括的なシステム、装置、および、方法に関する。具体的に、本発明は、電源装置、
出力案内・制御・供給手段（例えば、出力分割器）、プロセッサ、エネルギー放出装置、
冷却システム、映像システム、温度モニタリングシステム、および／または、追跡システ
ムを備えた、マイクロ波エネルギーを供給するためのシステムを提供する。一部の実施形
態では、本発明のエネルギー供給システムを使用することによって組織領域（例えば、腫
瘍）を治療するためのシステム、装置、および、方法が提供される。
【００８９】
　本発明のシステムは、各種システム／キットの実施形態の範囲内で組み合わせてもかま
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わない。例えば、本発明は、１つ以上の発電機、出力分配システム、出力案内・制御・供
給手段（例えば、出力分割器）、エネルギー印加装置、さらに、任意の１つ以上の付属コ
ンポーネント（例えば、手術器具、処置を補助するためのソフトウェア、プロセッサ、温
度モニタリング装置など）を備えたシステムを提供する。本発明は、特定の付属コンポー
ネントに限定されるものではない。
【００９０】
　本発明のシステムは、組織領域へのエネルギー（例えば、無線周波エネルギー、マイク
ロ波エネルギー、レーザ、集束超音波など）の供給に関与する任意の医療行為（例えば、
経皮処置や外科処置）において使用してもかまわない。上記システムは、特定のタイプま
たは種類の組織領域（例えば、脳、肝臓、心臓、血管、足、肺、骨など）の治療に限定さ
れるものではない。例えば、本発明のシステムは、腫瘍領域のアブレーションに適用可能
である。他の治療例としては心臓の不整脈の治療、腫瘍のアブレーション（良性のものも
、悪性のものも含める）、手術中の出血、外傷後の出血、その他の出血の制御、軟部組織
の除去、組織の切除および回収、静脈瘤の治療、腔内組織のアブレーション（例えば、バ
レット食道や食道腺癌などの食道の病態の治療）、骨腫瘍、正常な骨、および、良性の骨
の病態の治療、眼内での使用、美容外科における使用、脳腫瘍や電気的障害を含めた中枢
神経系の病態の治療、滅菌作業（例えば、ファロピウス管のアブレーション）、任意の目
的の血管や組織の焼灼などがあげられるが、これらの例に限定されるものではない。一部
の実施形態では、上記外科的応用分野には、（例えば、凝固壊死を実現するための）アブ
レーション治療を含める。一部の実施形態では、上記外科的応用分野には、標的、例えば
、原発性腫瘍または転移性腫瘍に対する腫瘍のアブレーションを含める。一部の実施形態
では、上記外科的応用分野には、出血の制御（例えば、電気焼灼）を含める。一部の実施
形態では、上記外科的応用分野には、組織の切除または除去を含める。一部の実施形態で
は、上記装置は、組織または生体に与える損傷を最小限に抑えながら所望の位置（例えば
、脳、首、胸部郭、腹部、骨盤、四肢などが例としてあげられるが、これらの例に限定さ
れるものではない）において移動および位置決めができるように構成される。一部の実施
形態では、上記装置は、例えば、コンピュータ断層撮影、超音波、磁気共鳴画像法、蛍光
透視法などによって案内供給が実現できるように構成される。
【００９１】
　以下において記載する図示された実施形態は、本発明のシステムについて医学的応用（
例えば、マイクロ波エネルギーを供給することによる組織のアブレーション）との関連に
おいて説明する。ただし、本発明のシステムが医学的応用に限定されるものではないこと
は理解されるべきである。上記システムは、負荷へのエネルギーの供給を必要とする任意
の設定（例えば、農業分野、製造分野、研究分野など）において使用されてもかまわない
。上記図示された実施形態は、本発明のシステムについてマイクロ波エネルギーとの関連
において説明する。本発明のシステムが特定のタイプのエネルギー（例えば、無線周波エ
ネルギー、マイクロ波エネルギー、集束超音波エネルギー、レーザ、プラズマ）に限定さ
れるものではないことは理解されるべきである。
【００９２】
　本発明のシステムは、特定のコンポーネントまたはコンポーネントの個数に限定される
ものではない。一部の実施形態では、本発明のシステムには、電源装置、出力案内・制御
・供給手段（例えば、出力分割器）、プロセッサ、アンテナ付きエネルギー供給装置、冷
却システム、映像システム、および／または、追跡システムなどを含めるが、これらに限
定されるものではない。複数のアンテナを使用する場合には、上記システムは、各アンテ
ナを個別に別々に制御できるように使用されてもかまわない。
【００９３】
　図１は、本発明の一例としてのシステムを示している。該図に示すように、上記エネル
ギー供給システムは、電源装置、伝達線、出力分配コンポーネント（例えば、出力分割器
）、プロセッサ、映像システム、温度モニタリングシステム、および、エネルギー供給装
置を備えている。一部の実施形態では、該図に示すように、上記エネルギー供給システム
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の各コンポーネントは、伝達線やケーブルを介して接続される。一部の実施形態では、上
記エネルギー供給装置は、無菌域仕切りを間に鋏んで、上記電源装置、出力案内・制御・
供給手段（例えば、出力分割器）、プロセッサ、映像システム、温度モニタリングシステ
ムから離間している。
【００９４】
　上記エネルギー供給システムの一例としての各コンポーネントについて、以下に記載す
る各部（第Ｉ部　電源装置、第ＩＩ部　エネルギー供給装置、第ＩＩＩ部　プロセッサ、
第ＩＶ部　映像システム、第Ｖ　チューニングシステム、第ＶＩ部　温度調節システム、
第ＶＩＩ部　特定システム、第ＶＩＩＩ部　温度モニタリング装置、第ＩＸ部　処置装置
ハブ、および、第Ｘ部　エネルギー供給システムの使用方法）においてさらに詳細に説明
する。
【００９５】
　〔第Ｉ部　電源装置〕
　本発明のエネルギー供給システム内で使用するエネルギーは、電源装置を介して供給さ
れる。本発明は、特定のタイプまたは種類の電源装置に限定されるものではない。一部の
実施形態では、上記電源装置は、本発明のエネルギー供給システムの１つ以上のコンポー
ネント（例えば、複数のアブレーション装置）にエネルギーを提供するように構成される
。上記電源装置は、特定のタイプのエネルギー（例えば、無線周波エネルギー、マイクロ
波エネルギー、放射エネルギー、レーザ、集束超音波など）の提供に限定されるものでは
ない。上記電源装置は、特定の量、または、特定の供給率におけるエネルギーの提供に限
定されるものではない。一部の実施形態では、上記電源装置は、組織アブレーションを実
施することを目的として、エネルギーをエネルギー供給装置に提供するように構成される
。
【００９６】
　本発明は、特定のタイプの電源装置に限定されるものではない。一部の実施形態では、
上記電源装置は、所望のタイプのエネルギー（例えば、マイクロ波エネルギー、無線周波
エネルギー、放射エネルギー、低温エネルギー（ｃｒｙｏ　ｅｎｅｒｇｙ）、電気穿孔エ
ネルギー、高強度集束超音波、および／または、これらの混合エネルギー）を提供するよ
うに構成される。一部の実施形態では、上記電源装置によって提供されるエネルギーのタ
イプは、マイクロ波エネルギーである。一部の実施形態では、上記電源装置は、組織アブ
レーションを実施することを目的として、マイクロ波エネルギーをアブレーション装置に
提供する。組織のアブレーションにおいてマイクロ波エネルギーを使用することには、多
数の効果がある。例えば、マイクロ波は、出力密度場（ｆｉｅｌｄ　ｏｆ　ｐｏｗｅｒ　
ｄｅｎｓｉｔｙ）が広く（例えば、印加するエネルギーの波長に応じて、アンテナを中心
として約２ｃｍ）、アクティブな加熱ゾーンがこれに対応して広い。したがって、対象と
するゾーン内でも、血管周囲の領域においても、一様な組織アブレーションが可能になる
（例えば、国際特許出願公開第ＷＯ　２００６／００４５８５号を参照。なお、この特許
出願の内容は全て参照によって本明細書に組み込まれる）。さらに、マイクロ波エネルギ
ーは、複数のプローブを用いて、より急速に組織を加熱することによって、広いまたは複
数の組織ゾーンをアブレーションする能力を有する。マイクロ波エネルギーは、組織に貫
入して、表面での加熱は比較的少ないが、深い損傷域を形成する能力を有する。エネルギ
ー供給時間は、無線周波エネルギーに比べて短く、プローブは、予想可能かつ制御可能な
深さの平らで対称性を有する損傷域形成程度まで組織を十分に加熱することができる。マ
イクロ波エネルギーは、血管付近で使用する場合は、一般に安全である。また、マイクロ
波は、組織、流体／血液、さらに空気中を伝播するので、電気伝導性に依存しない。した
がって、マイクロ波エネルギーは、組織、管腔、肺、および、血管において使用可能であ
る。
【００９７】
　一部の実施形態では、上記電源装置は、１つ以上のエネルギー発生機（発電機）を備え
ている。一部の実施形態では、上記発電機は、９１５ＭＨｚ～５．８ＧＨｚの周波数の１
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００Ｗもの高いマイクロ波出力を提供するように構成される。ただし、本発明はこの例に
限定されるものではない。一部の実施形態では、電子レンジにおいてよく使用されるタイ
プの従来からの磁石を発電機として選択する。一部の実施形態では、単一のマグネトロン
を基にした発電機（例えば、単一流路を介して、または、複数の流路に分割して３００Ｗ
を出力する能力を有する発電機）を使用する。ただし、その他の適切なマイクロ波電源装
置で代用することもできることは理解すべきである。一部の実施形態では、上記発電機の
タイプとしては、Ｃｏｂｅｒ－Ｍｕｅｇｇｅ，ＬＬＣ社（Ｎｏｒｗａｌｋ、Ｃｏｎｎｅｃ
ｔｉｃｕｔ、米国）、Ｓａｉｒｅｍ社、および、Ｇｅｒｌｉｎｇ　Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｅｎ
ｇｉｎｅｅｒｉｎｇ社などから入手可能な発電機が例としてあげられるが、これらの例に
限定されるものではない。一部の実施形態では、上記発電機は、少なくとも約６０Ｗ（例
えば、５０Ｗ、５５Ｗ、５６Ｗ、５７Ｗ、５８Ｗ、５９Ｗ、６０Ｗ、６１Ｗ、６２Ｗ、６
５Ｗ、７０Ｗ、１００Ｗ、５００Ｗ、１０００Ｗ）の利用可能な出力を有する。さらに高
い出力を必要とする動作の場合には、上記発電機は約３００Ｗ（例えば、２００Ｗ、２８
０Ｗ、２９０Ｗ、３００Ｗ、３１０Ｗ、３２０Ｗ、３５０Ｗ、４００Ｗ、７５０Ｗ）を供
給することができる。一部の実施形態では、複数のアンテナを使用し、上記発電機は、必
要に応じた大きなエネルギー（例えば、４００Ｗ、５００Ｗ、７５０Ｗ、１０００Ｗ、２
０００Ｗ、１０，０００Ｗ）を供給することができる。一部の実施形態では、複数の発電
機を使用してエネルギーを供給する（例えば、１４０Ｗの増幅器を３台使用する）。一部
の実施形態では、上記発電機は、個々に動作することも、位相制御動作をすることも可能
な固体増幅器モジュールを備えている。一部の実施形態では、発電機の出力を建設的に組
み合わせて、全体の出力を増加させる。一部の実施形態では、上記電源装置は、出力分配
システムを用いてエネルギーを分配する（例えば、発電機から回収する）。本発明は、特
定の出力分配システムに限定されるものではない。一部の実施形態では、上記出力分配シ
ステムは、組織アブレーションを実施することを目的として、エネルギーをエネルギー供
給装置（例えば、組織アブレーション用カテーテル）に供給するように構成される。上記
出力分配システムは、例えば、発電機からの特定の様式のエネルギー回収に限定されるも
のではない。上記出力分配システムは、特定の様式でアブレーション装置にエネルギーを
供給することに限定されるものではない。一部の実施形態では、上記出力分配システムは
、エネルギー供給装置（例えば、組織アブレーション用カテーテル）の特性インピーダン
スに合うように、発電機の特性インピーダンスを変換するように構成される。
【００９８】
　一部の実施形態では、上記出力分配システムは、エネルギー供給装置の複数の領域また
は複数のエネルギー供給装置（例えば、組織アブレーション用カテーテル）に、さまざま
なエネルギーレベルが提供できるように、可変出力分割器を備えて構成される。一部の実
施形態では、上記出力分割器は、システムの別の成分として提供される。一部の実施形態
では、上記出力分割器は、複数のエネルギー供給装置に別々のエネルギー信号を供給する
ために使用される。一部の実施形態では、上記出力分割器は、例えば、上記装置のうちの
１つが温度変化の増加の結果として大きな負荷を受けた場合、該ユニットに供給されるエ
ネルギーが変更（例えば、低減や停止）される一方で、他の装置に供給されるエネルギー
は変更されないように、各エネルギー供給装置に供給されるエネルギーを電気的に隔離す
る。本発明は、特定のタイプまたは種類の出力分割器に限定されるものではない。一部の
実施形態では、上記出力分割器は、ＳＭ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ社によって設計される
。一部の実施形態では、上記出力分割器は、発電機からエネルギーを受け取り、さらに別
のシステムコンポーネント（例えば、エネルギー供給装置）にエネルギーを提供するよう
に構成される。一部の実施形態では、上記出力分割器は、１つ以上（例えば、１台、２台
、３台、４台、５台、７台、１０台、１５台、２０台、２５台、５０台、１００台、５０
０台、．．．）のさらに別のシステムコンポーネントに接続可能である。一部の実施形態
では、上記出力分割器は、上記装置の異なる領域から可変量のエネルギーを供給すること
を目的として、エネルギー供給装置内の異なる領域に可変量のエネルギーを供給するよう
に構成される。一部の実施形態では、上記出力分割器は、組織領域を治療することを目的
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として、複数のエネルギー供給装置に可変量のエネルギーを提供するために使用される。
一部の実施形態では、上記出力分割器は、プロセッサ、エネルギー供給装置、温度調節シ
ステム、出力分割器、チューニングシステム、および／または、映像システムを備えたシ
ステム内において動作するように構成される。一部の実施形態では、上記出力分割器は、
最大発電機出力に、例えば、２５％（例えば、２０％、３０％、５０％）を加えた出力を
扱うことができる。一部の実施形態では、上記出力分割器は、１０００Ｗ定格の２流路～
４流路を有する出力分割器である。
【００９９】
　一部の実施形態では、複数のアンテナが採用され、本発明のシステムは、この複数のア
ンテナを同時またはシーケンシャルに（例えば、切り替えとともに）動作させるように構
成される。一部の実施形態では、上記システムは、建設的な干渉または破壊的な干渉を実
現するために、場に対して位相設定（ｐｈａｓｉｎｇ）を実施するように構成される。位
相設定を、単一のアンテナ内の異なる部材に適用してもかまわない。一部の実施形態では
、切り替えは、複数のアンテナが同時にアクティブであり、位相が制御され、そして、ア
ンテナの組み合わせ新しい組み合わせにスイッチされるように、位相設定と組み合わせら
れる（例えば、切り替えが完全にシーケンシャルである必要はない）。一部の実施形態で
は、位相制御は精密に実施される。一部の実施形態では、位相は、空間および時間につい
て建設的な干渉または破壊的な干渉が発生する場所を移動させるように連続的に調節され
る。一部の実施形態では、上記位相はランダムに調節される。一部の実施形態では、ラン
ダムな位相調節が、機械的干渉および／または磁気的干渉によって実施される。
【０１００】
　〔第ＩＩ部　エネルギー供給装置〕
　本発明のエネルギー供給システムは、エネルギーを供給（例えば、放射）するように構
成された任意のタイプの装置（例えば、アブレーション装置、外科処置装置など）を使用
してもかまわない（例えば、米国特許第７，１０１，３６９号、第７，０３３，３５２号
、第６，８９３，４３６号、第６，８７８，１４７号、第６，８２３，２１８号、第６，
８１７，９９９号、第６，６３５，０５５号、第６，４７１，６９６号、第６，３８３，
１８２号、第６，３１２，４２７号、第６，２８７，３０２号、第６，２７７，１１３号
、第６，２５１，１２８号、第６，２４５，０６２号、第６，０２６，３３１号、第６，
０１６，８１１号、第５，８１０，８０３号、第５，８００，４９４号、第５，７８８，
６９２号、第５，４０５，３４６号、第４，４９４，５３９号、米国特許出願第第１１／
７２８，４６０号、第１１／７２８，４５７号、第１１／７２８，４２８号、第１１／２
３７，１３６号、第１１／２３６，９８５号、第１０／９８０，６９９号、第１０／９６
１，９９４号、第１０／９６１，７６１号、第１０／８３４，８０２号、第１０／３７０
，１７９号、第０９／８４７，１８１号、英国特許出願第２，４０６，５２１号、第２，
３８８，０３９、ヨーロッパ特許第１３９５１９０号、および、国際特許出願第ＷＯ　０
６／００８４８１号、第ＷＯ　０６／００２９４３号、第ＷＯ　０５／０３４７８３号、
第ＷＯ　０４／１１２６２８号、第ＷＯ　０４／０３３０３９号、第ＷＯ　０４／０２６
１２２号、第ＷＯ　０３／０８８８５８号、第ＷＯ　０３／０３９３８５号、第ＷＯ　９
５／０４３８５号を参照。なお、これらの特許および特許出願の内容は全て参照によって
本明細書に組み込まれる）。このような装置には、エネルギー放射を実現するように構成
された、任意の、かつ、すべての医学的、獣医学的、および、研究的応用に用いる装置、
さらに、エネルギー供給が関与する農業分野、製造分野、機械分野、または、その他の応
用分野において使用される装置を含める。
【０１０１】
　一部の実施形態では、上記システムは、エネルギー（例えば、マイクロ波エネルギー、
無線周波エネルギー、放射エネルギー）を放射するように構成されたアンテナを内部に有
するエネルギー供給装置を使用する。上記システムは、特定のタイプまたは設計のアンテ
ナ（例えば、アブレーション装置、外科処置装置など）に限定されるものではない。一部
の実施形態では、上記システムは、線形形状を有するアンテナを備えたエネルギー供給装
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置を使用する（例えば、米国特許第６，８７８，１４７号、第４，４９４，５３９号、米
国特許出願第第１１／７２８，４６０号、第１１／７２８，４５７号、第１１／７２８，
４２８号、第１０／９６１，９９４号、第１０／９６１，７６１号、および、国際特許出
願第ＷＯ　０３／０３９３８５号を参照。なお、これらの特許および特許出願の内容は全
て参照によって本明細書に組み込まれる）。一部の実施形態では、上記システムは、線状
ではない形状を有するアンテナを備えたエネルギー供給装置を使用する（例えば、米国特
許第６，２５１，１２８号、第６，０１６，８１１号、第５，８００，４９４、米国特許
出願第０９／８４７，１８１、および、国際特許出願第ＷＯ　０３／０８８８５８号を参
照。なお、これらの特許および特許出願の内容は全て参照によって本明細書に組み込まれ
る）。一部の実施形態では、上記アンテナは、ホーンリフレクタコンポーネントを有する
（例えば、米国特許第６，５２７，７６８、６，２８７，３０２号を参照。なお、これら
の特許の内容は全て参照によって本明細書に組み込まれる）。一部の実施形態では、上記
アンテナは、方向性を有する反射シールド（ｄｉｒｅｃｔｉｏｎａｌ　ｒｅｆｌｅｃｔｉ
ｏｎ　ｓｈｉｅｌｄ）を有する（例えば、米国特許第６，３１２，４２７号を参照。なお
、この特許の内容は全て参照によって本明細書に組み込まれる）。一部の実施形態では、
上記アンテナは、特定の組織領域内において上記エネルギー供給装置を固定する固定コン
ポーネントを内部に有する（例えば、米国特許第６，３６４，８７６および第５，７４１
，２４９号を参照。なお、これらの特許の内容は全て参照によって本明細書に組み込まれ
る）。
【０１０２】
　一般に、エネルギーを放射するように構成されたアンテナは、同軸性伝達線を備えてい
る。上記装置は、同軸性伝達線の特定の構成に限定されるものではない。同軸性伝達線の
例としては、Ｐａｓｔｅｒｎａｃｋ，Ｍｉｃｒｏ－ｃｏａｘ，ａｎｄ　ＳＲＣ　Ｃａｂｌ
ｅｓ社によって開発された同軸性伝達線などがあげられるが、これらの例に限定されるも
のではない。一部の実施形態では、上記同軸性伝達線は、中央部導電、誘電部材、および
、外側導電部（例えば、外側シールド）を有する。一部の実施形態では、上記システムは
、（例えば、肺静脈の周囲で、または、管状構造を介して位置決めすることを目的として
）可撓性を有する同軸性伝達線を備えたアンテナを使用する（例えば、米国特許第７，０
３３，３５２号、第６，８９３，４３６号、第６，８１７，９９９号、第６，２５１，１
２８号、第５，８１０，８０３号、第５，８００，４９４号を参照。なお、これらの特許
の内容は全て参照によって本明細書に組み込まれる）。一部の実施形態では、上記システ
ムは、剛性が高い同軸性伝達線を備えたアンテナを使用する（例えば、米国特許第６，８
７８，１４７号、米国特許出願第１０／９６１，９９４号、第１０／９６１，７６１号、
および、国際特許出願第ＷＯ　０３／０３９３８５号を参照。なお、これらの特許出願の
内容は全て参照によって本明細書に組み込まれる）。
【０１０３】
　一部の実施形態では、上記エネルギー供給装置は、上記アンテナ内に配置された同軸性
伝達線、および、上記アンテナに接続する同軸性伝達線を備えている。一部の実施形態で
は、上記アンテナ内の同軸性伝達線のサイズは、上記アンテナに接続された同軸性伝達線
より大きい。上記アンテナ内の同軸性伝達線および上記アンテナに接続する同軸性伝達線
は、特定のサイズに限定されるものではない。例えば、一部の実施形態では、上記アンテ
ナに接続された同軸性伝達線は約０．０３２インチである一方で、上記アンテナ内の同軸
性伝達線のサイズは０．０３２インチより大きい（例えば、０．０５インチ、０．０７５
インチ、０．１インチ、０．５インチ）。一部の実施形態では、上記アンテナ内の同軸性
伝達線は、固く厚い内側導電部を有する。一部の実施形態では、上記アンテナ内の同軸性
伝達線の末端部は、経皮的に使用するために鋭利な形状を有する。一部の実施形態では、
上記アンテナ内の同軸性伝達線の誘電性被覆は、（例えば、カニューレから内側導電部（
例えば、薄く鋭い内側導電部）への移行を滑らかにすることを目的として）ＰＴＦＥであ
る。図１６は、内側導電部１６４０に接続された、アンテナ１６３０内に配置された相対
的に大きな同軸性伝達線１６２０に接続された狭い同軸性伝達線１６１０を有するエネル
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ギー供給装置１６００を示している。
【０１０４】
　本発明は、特定の同軸性伝達線の形状に限定されるものではない。実際に、一部の実施
形態では、上記同軸性伝達線および／または誘電部材の形状は、具体的な必要性に合わせ
て選択される、および／または、調節可能である。図２は、上記同軸性伝達線および／ま
たは誘電部材が取ることのできる各種非限定的な形状うちのいくつかを示している。
【０１０５】
　一部の実施形態では、上記外側導電部は、２０ゲージの針、または、２０ゲージの針に
近い直径を有するコンポーネントである。好ましくは、経皮的に使用できるように、上記
外側導電部は、１７ゲージの針より小さい（例えば、１６ゲージの針の大きさを超えない
）。一部の実施形態では、上記外側導電部は１７ゲージの針である。ただし、一部の実施
形態では、これより大きな装置が、所望に応じて使用される。例えば、一部の実施形態で
は、１２ゲージの直径が使用される。本発明は、上記外側導電部のサイズによって限定さ
れるものではない。一部の実施形態では、上記外側導電部は、医療行為において補助（例
えば、組織バイオプシーにおいて補助）することを目的として、一連の相対的に大きな針
の中に収まるように構成される（例えば、米国特許第６，６５２，５２０号、第６，５８
２，４８６号、第６，３５５，０３３号、第６，３０６，１３２号を参照。なお、これら
の特許の内容は全て参照によって本明細書に組み込まれる）。一部の実施形態では、上記
中央部導電は、エネルギーを所望の位置に供給することを目的として、上記外側導電部越
えて延びるように構成される。一部の実施形態では、上記フィード線の特性インピーダン
スの一部またはすべてが、該フィード線の遠位端に位置するアンテナのタイプに関わらず
、出力の放散を最小にするために最適化される。
【０１０６】
　一部の実施形態では、上記エネルギー供給装置は、近位部および遠位部を有し、該遠位
部は取り外し可能であり、コアの近位部に取り付けられるさまざまな異なる配置で設けら
れる。例えば、一部の実施形態では、上記近位部は、取手部、および、システムの他のコ
ンポーネント（例えば、電源装置）に対するインターフェースを備え、上記遠位部は、所
望の特性を有する取り外し可能なアンテナを備えている。異なる用途のために構成された
複数の異なるアンテナを、適切な表示とともに、取手ユニットに提供・設置してもかまわ
ない。
【０１０７】
　一部の実施形態では、複数の（例えば、１を超える）（例えば、２、３、４、５、１０
、２０などの）同軸性伝達線および／または三軸伝達線が、より大きな量のエネルギーを
長時間にわたって供給することを目的として、各エネルギー供給装置内に配置される。本
発明の実施形態の開発時に実施した実験では、出力が相対的に高い同軸性伝達線を備えた
エネルギー供給装置に比べて、（例えば、同一プローブ内に配置される）（例えば、１３
ゲージの針の中に配置される）出力が相対的に低い３つの同軸性伝達線を備えたエネルギ
ー供給装置の方が、大量のエネルギーを長い時間にわたって供給できると判定された。
【０１０８】
　一部の実施形態では、上記エネルギー供給装置は、チューニング能力を最適化した三軸
マイクロ波プローブを備えている（例えば、米国特許第７，１０１，３６９号を参照。さ
らに、米国特許出願第１０／８３４，８０２号、第１１／２３６，９８５号、第１１／２
３７，１３６号、第１１，２３７，４３０号、第１１／４４０，３３１号、第１１／４５
２，６３７号、第１１／５０２，７８３号、第１１／５１４，６２８号、および、国際特
許出願第ＰＣＴ／ＵＳ０５／１４５３４号も参照。なお、この特許および特許出願の内容
は全て参照によって本明細書に組み込まれる）。上記三軸マイクロ波プローブは、特定の
最適化されたチューニング能力に限定されるものではない。一部の実施形態では、上記三
軸マイクロ波プローブは、特定の組織タイプに合わせた、所定の最適化されたチューニン
グ能力を有する。図３３は、第１の導電３３１００、第１の導電３３１００の周囲に同軸
性に設けられているが絶縁はされている第２の導電３３２００、および、第１の導電３３
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１００および、第２の導電３３２００の周囲に同軸性に設けられた管状の第３の導電３３
３００を備えた三軸マイクロ波プローブ３３０００を示している。一部の実施形態では、
上記第１の導電３３１００は、例えば、マイクロ波アブレーションを実施するために三軸
マイクロ波プローブ３３０００の遠位端を身体内に挿入する際には、第２の導電３３２０
０越えて組織内へ延びるように構成される。図３３に示すように、上記第１の導電３３１
００が第２の導電３３２００から延ばされる距離は、アクティブ長３３４００である。一
部の実施形態では、上記第２の導電３３２００は、第３の導電３３３００越えて組織内へ
延びるように構成される。図３３に示すように、上記第２の導電３３２００が第３の導電
３３３００から延ばされる距離は、挿入深さ３３５００である。本発明の実施形態の開発
時に実施した実験では、特定の組織タイプの場合の最適な挿入深さおよびアクティブ長を
測定して求めた。例えば、三軸マイクロ波プローブを図３３に示すように肺組織に用いる
と、最適な挿入深さは３．６ｍｍであり、最適なアクティブ長は１６ｍｍであった。例え
ば、三軸マイクロ波プローブを図３３に示すように肝組織に用いると、最適な挿入深さは
３．６ｍｍであり、最適なアクティブ長は１５ｍｍであった。例えば、三軸マイクロ波プ
ローブを図３３に示すように腎臓組織に用いると、最適な挿入深さは３．６ｍｍであり、
最適なアクティブ長は１５ｍｍであった。一部の実施形態では、三軸マイクロ波プローブ
は、より小さな組織領域にアブレーションを実施する（例えば、器官のエッジ部だけをア
ブレーションしたり、小さな腫瘍をアブレーションしたりする）ように構成される。この
ような実施形態では、（例えば、ワイヤが先端に接触して小さなアブレーション領域が維
持できるように）第１の導電の長さが低減される。
【０１０９】
　一部の実施形態では、本発明の装置は、取り外し可能な取手部に取り付けられるように
構成される。本発明は、特定のタイプの取り外し可能な取手部に限定されるものではない
。一部の実施形態では、上記取り外し可能な取手部は、このような装置を介してエネルギ
ー供給を制御することを目的として、複数（例えば、１台、２台、３台、４台、５台、１
０台、２０台、５０台、．．．）の装置に接続するように構成される。一部の実施形態で
は、上記取手部は、エネルギー供給装置に出力を供給するための出力増幅器を有するよう
に設計される。
【０１１０】
　一部の実施形態では、上記装置は、エネルギーを供給することを目的として、特定の組
織領域を物理的に囲むように設計される（例えば、上記装置は、特定の組織領域の周囲に
配置される可撓性を有する形状であってもよい）。例えば、一部の実施形態では、上記装
置は、上記組織内の領域にエネルギーを精密に供給することを目的として、血管（例えば
、肺静脈）の周囲に配置される可撓性を有する形状であってもよい。
【０１１１】
　一部の実施形態では、上記エネルギー供給装置は、圧縮力を受けた際に形状が維持でき
るように構成される。上記エネルギー供給装置は、圧縮力を受けた際に形状を維持するた
めの特定の構成に限定されるものではない。一部の実施形態では、上記エネルギー供給装
置は、圧縮時に形状を維持することを目的として、引張りワイヤシステムを内部に有する
。本発明は、特定のタイプの引張りワイヤシステムに限定されるものではない。一部の実
施形態では、上記引張りワイヤシステムは、引張りワイヤ繋留部に接続された１つ以上（
例えば、１本、２本、５本、１０本、５０本）の引張りワイヤを備えている。一部の実施
形態では、上記引張りワイヤ繋留部に接続された１つ以上の引張りワイヤを縮める（例え
ば、押す、引く）（例えば、ユーザが縮める）と、エネルギー供給装置が可撓性を有しな
い状態になり、その結果、エネルギー供給装置は、圧縮力を受けても形状が維持できるよ
うになる。一部の実施形態では、上記引張りワイヤは、縮めた位置でロック可能であって
もかまわない。一部の実施形態では、引張りワイヤ繋留部に接続された１つ以上の引張り
ワイヤを有するエネルギー供給装置は、引張りワイヤが縮んでいない状態において、可撓
性を維持する。図１４は、引張りワイヤ繋留部１４３０に接続された２つの引張りワイヤ
１４１０、１４２０を有するエネルギー供給装置１４００を示している。一部の実施形態
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では、上記エネルギー供給装置は、対称に配置され、事前に応力を受けた状態の３つの以
上の引張りワイヤを備えている。事前に応力を受けることによって、該引張りワイヤは一
定の可撓性を有しない形状を形成する。一部の実施形態では、上記引張りワイヤは、（例
えば、電気刺激、圧縮刺激）刺激に応じて、自動的に縮むように構成される（例えば、筋
肉ワイヤ）。一部の実施形態では、上記引張りワイヤは、圧縮力に応じて均衡力（例えば
、反作用力）を提供するように構成される。一部の実施形態では、上記引張りワイヤは、
特定の温度で屈曲するように設計される（例えば、超弾性ニチノールワイヤ）。一部の実
施形態では、特定の温度における引張りワイヤの屈曲は、処置状態のモニタリングのため
に使用可能に検出可能イベントである。
【０１１２】
　一部の実施形態では、上記エネルギー供給装置は、可撓性を有する領域および可撓性を
有しない領域をどちらも有するように構成される。上記エネルギー供給装置は、可撓性を
有する領域および可撓性を有しない領域をどちらも有するための特定の構成に限定される
ものではない。一部の実施形態では、上記可撓性を有する領域はプラスチック（例えば、
ＰＥＥＫ）を含んでなる。一部の実施形態では、上記可撓性を有しない領域はセラミック
を含んでなる。上記可撓性を有する領域および可撓性を有しない領域は、上記エネルギー
供給装置内の特定の位置に限定されるものではない。一部の実施形態では、上記可撓性を
有する領域は、マイクロ波場放射の量が比較的低い領域に配置される。一部の実施形態で
は、上記可撓性を有しない領域は、マイクロ波場放射の量が大きな領域に配置される（例
えば、高い誘電性レベルおよび機械的剛性を提供するためにアンテナの近位部に被るよう
に配置される）。図１５は、複数の（例えば、セラミック製の）可撓性を有しない領域１
５１０および１５２０、ならびに、（例えば、ＰＥＥＫ製の）可撓性を有する領域１５３
０を有するエネルギー供給装置１５００の外観図を示している。図１７は、複数の可撓性
を有しない領域１７１０および１７２０、ならびに、可撓性を有する領域１７３０を有す
るエネルギー供給装置１７００の断面図を示している。図示するように、上記可撓性を有
しない領域１７１０および１７２０は、例えば、カニューレと結合するためにより大きな
表面積が提供できるように、および、例えば、屈曲力から受ける応力がより大きな表面積
にわたって分散できるように、テーパ形状を有する。図示するように、上記可撓性を有す
る領域１７３０は、大きな直径によって強度を改善することを目的として、結合部の外側
に配置される。一部の実施形態では、上記可撓性を有しない領域のテーパ形状は結合材料
で充填され、さらなる強度を提供する。一部の実施形態では、上記エネルギー供給装置は
、さらなる耐久性が提供できるように遠位部（例えば、アンテナ）に被るように熱収縮部
を有する。
【０１１３】
　一部の実施形態では、上記アンテナの素材は耐久性を有し、高い比誘電率を提供する。
一部の実施形態では、上記アンテナの素材は、ジルコニウムおよび／またはジルコニウム
と機能的に等価な材料である。一部の実施形態では、上記エネルギー供給装置は、同一ま
たは個々の電源装置に取り付けられた２つ以上の別々のアンテナとして設けられている。
一部の実施形態では、上記各アンテナが同一取手部に取り付けられ、別の実施形態では、
各アンテナについて異なる取手部が設けられる。一部の実施形態では、複数のアンテナが
、患者内において所望の強度および配置でエネルギーを供給するために、患者内において
同時にまたは順番に（例えば、切り替え）使用される。一部の実施形態では、上記アンテ
ナは個別に制御可能である。一部の実施形態では、上記複数のアンテナは、一人のユーザ
によって、コンピュータによって、または、複数のユーザによって操作されてもかまわな
い。
【０１１４】
　一部の実施形態では、上記エネルギー供給装置は、無菌域の内側で動作するように設計
される。本発明は、特定の無菌域の状起用に限定されるものではない。一部の実施形態で
は、上記無菌域には、被験体の周囲の領域（例えば、手術台）を含める。一部の実施形態
では、上記無菌域には、無菌化されたもの（例えば、無菌化装置、無菌化付属物、無菌化
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身体部位）にのみアクセスを可能にする任意の領域をも含める。一部の実施形態では、上
記無菌域には、病原体に感染しやすい任意の領域をも含める。一部の実施形態では、上記
無菌域は、無菌域と非滅菌域との間に仕切りを形成する無菌域仕切りを内部に有する。本
発明は、特定の無菌域仕切りに限定されるものではない。一部の実施形態では、上記無菌
域仕切りは、本発明の（例えば、組織アブレーション）システムを利用した処置を受ける
被験体の周囲のドレープである。一部の実施形態では、部屋が無菌であり、無菌域を提供
する。一部の実施形態では、上記無菌域仕切りは、本発明のシステムのユーザ（例えば、
医師）によって設置される。一部の実施形態では、上記無菌域仕切りは、非滅菌物が無菌
域に侵入することを阻害する。一部の実施形態では、上記エネルギー供給装置は無菌域に
設けられる一方で、システムの１つ以上の他のコンポーネント（例えば、電源装置）は、
無菌域に設けられない。
【０１１５】
　一部の実施形態では、上記エネルギー供給装置は、上記エネルギー供給装置の望ましく
ない使用を防止するように設計された保護センサを内部に有する。上記エネルギー供給装
置は、特定のタイプまたは種類の保護センサに限定されるものではない。一部の実施形態
では、上記エネルギー供給装置は、例えば、上記エネルギー供給装置および／またはエネ
ルギー供給装置に接触する組織の温度を測定するように設計された温度センサを内部に有
する。一部の実施形態では、温度があるレベルに達すると、上記センサが、例えば、プロ
セッサを介してユーザに警告を伝える。一部の実施形態では、上記エネルギー供給装置は
、エネルギー供給装置の皮膚（例えば、皮膚の外表面）との接触を検出するように設計さ
れた皮膚接触センサを内部に有する。一部の実施形態では、所望ではない皮膚と接触する
と、上記皮膚接触センサは、例えば、プロセッサを介してユーザに警告を伝える。一部の
実施形態では、上記エネルギー供給装置は、エネルギー供給装置の周囲の空気との接触を
検出する（例えば、上記装置を通過する電気の反射力の測定によって検出する）ように設
計された空気接触センサを内部に有する。一部の実施形態では、所望しない空気と接触す
ると上記皮膚接触センサは、例えば、プロセッサを介してユーザに警告を伝える。一部の
実施形態では、上記センサは、望ましくない事象（例えば、皮膚との接触、空気との接触
、望ましくない温度上昇／減少）の発生を検出すると、（例えば、出力の供給自動的に抑
制または防止することによって）上記エネルギー供給装置の使用を防止するように設計さ
れる。一部の実施形態では、上記センサは、望ましくない事象が存在しない状況ではプロ
セッサが通知を表示（例えば、緑色ランプ）できるように、プロセッサと通信する。一部
の実施形態では、上記センサは、プロセッサが望ましくない事象が存在する状況では通知
を表示（例えば、赤色ランプ）し、かつ、望ましくない事象を特定できるように、プロセ
ッサと通信する。
【０１１６】
　一部の実施形態では、上記エネルギー供給装置は、製造業者が勧める出力定格値を超え
て使用される。一部の実施形態では、より大きな出力の供給を可能にするために、本明細
書に記載された冷却法が適用される。本発明は、特定の量の出力増加に限定されるもので
はない。一部の実施形態では、出力定格値は、製造業者の推奨値を５倍以上（例えば、５
倍、６倍、１０倍、１５倍、２０倍など）超える。
【０１１７】
　さらに、本発明の装置は、上記装置の異なる領域（例えば、複数の外側導電セグメント
ギャップ部。詳細な説明については後述する）から、（例えば、ユーザによって制御され
て）互いに異なる時刻に、および、（例えば、ユーザによって制御されて）異なるエネル
ギー強度でエネルギーを供給するように構成される。上記装置に対するこのような制御に
よって、特定の組織領域における建設的な位相干渉、または、特定の組織領域における破
壊的な位相干渉を実現することを目的とする、エネルギー供給場の位相設定が可能になる
。例えば、ユーザは、組み合わせたエネルギー強度（例えば、建設的な位相干渉）を実現
するために、２つ（または２つ以上）の近接して配置された外側導電セグメントを介した
エネルギー供給を採用してもかまわない。このような組み合わせたエネルギー強度は、特
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に深いまたは高密度な組織領域の場合に有用であり得る。さらに、このような組み合わせ
たエネルギー強度を、２つ（または２つ以上）の装置を使用することによって実現しても
よい。一部の実施形態では、１つ以上の装置間の位相干渉（例えば、建設的な位相干渉、
破壊的な位相干渉）が、プロセッサ、チューニング部材、ユーザ、および／または、出力
分割器によって制御される。これにより、ユーザは、アブレーションゾーンを精密に彫る
ために、上記装置の異なる領域を介したエネルギーの放出を制御し、かつ、該装置の各領
域を介して供給されるエネルギーの量を制御することができる。
【０１１８】
　一部の実施形態では、本発明のエネルギー供給システムは、特性インピーダンスが最適
化されたエネルギー供給装置、冷却路流路を有するエネルギー供給装置、ＣＦダイポール
を有するエネルギー供給装置、および、アンテナコンポーネントのリニアアレイを有する
エネルギー供給装置を使用する（詳細については、それぞれ、前述または後述されている
）。
【０１１９】
　上述の発明の概要に記載するように、本発明は、上記装置を冷却するさまざまな方法を
提供する。一部の実施形態では、融解すると、吸熱反応を起こす化学材料が互いに接触す
ることができるようにする、融解可能な仕切りを採用する。このような実施形態の一例を
図３に示す。図３Ａおよび図３Ｂは、望ましくない装置の加熱（例えば、外側導電部にそ
った加熱）を防止することを目的して、分割セグメントを有し、第１の材料および第２の
材料が融解可能な壁によって互いから遮断された、同軸性伝達線（例えば、流路）の領域
を示している。図３Ａおよび図３Ｂは、本発明の任意のエネルギー供給装置内で使用でき
るように構成された標準的な同軸性伝達線３００を示す。図３Ａに示すように、上記同軸
性伝達線３００は、中央部導電３１０、誘電性材料３２０、および、外側導電部３３０を
有する。さらに、上記同軸性伝達線３００は、複数の壁３５０（例えば、融解可能なワッ
クス製壁）によって隔離された４つの分割セグメント３４０を内部に有する。上記分割セ
グメント３４０は、第１の分割セグメント３６０および第２の分割セグメント３７０に分
割される。一部の実施形態では、図３Ａに示すように、上記第１の分割セグメント３６０
および第２の分割セグメント３７０は、連続的にスタガー配置されている。図３Ａに示す
ように、第１の分割セグメント３６０は第１の材料（タイプ１の影付き部）を収納し、第
２の分割セグメント３７０は第２の材料（タイプ２の影付き部）を収納している。上記壁
３５０は、第１の材料および第２の材料が混ざることを防止する。図３Ｂは、図３Ａに示
す同軸性伝達線３００の、イベント（例えば、分割セグメント３４０のうちの１つにおけ
る温度上昇）後の様子を示している。図示するように、上記壁３５０のうちの１つが融解
し、これによって、上記領域３６０に収納された第１の材料と上記領域３７０に収納され
た第２の材料が混合可能になる。図３Ｂは、さらに、上記温度上昇がある温度閾値を超え
なかった、融解していない壁３５０を示している。
【０１２０】
　図４は、別の実施形態を示している。図４Ａおよび図４Ｂは、望ましくない装置の加熱
（例えば、外側導電部にそった加熱）を防止することを目的して、融解可能な壁によって
隔離された、第１の材料および第２の材料（例えば、混合されると温度降下性の化学反応
を起こすように構成された材料）を収納する分割セグメントを有する同軸性伝達線の実施
形態を示している。図４Ａおよび図４Ｂは、本発明の任意のエネルギー供給装置内で使用
できるように構成された同軸性伝達線４００を示している。図４Ａに示すように、上記同
軸性伝達線４００は、中央部導電４１０、誘電性材料４２０、および、外側導電部４３０
を有する。さらに、上記同軸性伝達線４００は、複数の壁４５０によって隔離された４つ
の分割セグメント４４０を内部に有する。上記各壁４５０は、第２の材料４７０から隔離
された第１の材料４６０を収納する。図４Ｂは、図４Ａに示す同軸性伝達線４００の、イ
ベント（例えば、分割セグメント４４０のうちの１つにおける温度上昇）後の様子を示し
ている。図示するように、壁４５０のうちの１つが融解し、これによって、隣り合う分割
セグメント４４０中において上記第１の材料４６０と上記第２の材料４７０が混合可能に
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なる。図４Ｂは、さらに、上記温度上昇がある温度閾値を超えなかった、融解していない
壁４５０を示している。
【０１２１】
　一部の実施形態では、上記装置は、特定の組織領域において上記アンテナを固定するた
めの繋留部材をさらに備えている。上記装置は、特定のタイプの繋留部材に限定されるも
のではない。一部の実施形態では、上記繋留部材は膨張可能なバルーンである（例えば、
このバルーンが膨張すると、アンテナが特定の組織領域において固定される）。膨張可能
なバルーンを繋留部材として使用することによる別の効果は、バルーンが膨張すると、特
定の領域への血流または気流が阻害されることである。このような空気または血流の阻害
は、例えば、心臓のアブレーション処置、ならびに、肺組織、血管組織、および、消化管
組織が関与するアブレーション処置において、特に有用である。一部の実施形態では、上
記繋留部材は、特定の組織領域に嵌合（例えば、ラッチ）するように設計されたアンテナ
の延長部分である。別の例としては、米国特許第６，３６４，８７６号および第５，７４
１，２４９号に記載の繋留部材などがあげられるが、これらの例に限定されるものではな
い。なお、これらの特許の内容は全て参照によって本明細書に組み込まれる。一部の実施
形態では、上記繋留部材は、アンテナと組織との間のインターフェースを凍結させ、これ
によりアンテナを所定の位置に付着させる循環剤（例えば、臨界点、または、その近傍ま
で供給される気体；具体的には、例えば、ＣＯ２）を備えている。このような実施形態で
は、組織が融解しても、組織が乾燥しているので、上記アンテナは上記組織領域に固定さ
れたままである。
【０１２２】
　したがって、一部の実施形態では、本発明の装置は、多量の空気および／または血流を
有する組織領域（例えば、肺組織、心臓組織、消化管組織、血管組織）のアブレーション
において使用される。多量の空気および／または血流を有する組織領域のアブレーション
が関与する一部の実施形態では、上記組織領域への空気および／または血流を阻害するた
めの部材がさらに使用される。本発明は、特定の空気および／または血流阻害部材に限定
されるものではない。一部の実施形態では、上記装置は、気管内の管／気管支内の管と組
み合わせられる。一部の実施形態では、上記装置を所望の組織領域内で固定し、上記所望
の組織領域への血流および／または気流を阻害することを目的として、上記装置に取り付
けられたバルーンを組織領域において膨張させてもかまわない。
【０１２３】
　したがって、一部の実施形態では、本発明のシステム、装置、および、方法は、流路を
閉塞（例えば、気管支を閉塞）させるコンポーネントと結合されるアブレーション装置を
提供する。該閉塞コンポーネント（例えば、膨張可能なバルーン）は、アブレーションシ
ステムに直接取り付けられても、上記システムに関連する別のコンポーネント（例えば、
気管内の管、または、気管支内の管）と組み合わせて使用されてもかまわない。一部の実
施形態では、本発明の装置は、別の医療処置装置に取り付けられてもかまわない。例えば
、上記装置は、内視鏡、血管内カテーテル、または、腹腔鏡に取り付けられてもかまわな
い。一部の実施形態では、上記装置は、操縦可能なカテーテルに取り付けられる。一部の
実施形態では、可撓性を有するカテーテルが、内視鏡、血管内カテーテル、または、腹腔
鏡に取り付けられる。例えば、上記可撓性を有するカテーテルは、一部の実施形態では、
所望に応じて屈曲および操作し、治療を行いたい所望の位置まで到達できるように、（例
えば、ムカデのように）複数の結合部を有する。
【０１２４】
　一部の実施形態では、上記エネルギー供給装置は、例えば、エネルギー供給装置の内部
を分離して装置の一部分または複数部分の冷却または加熱を防止する一方で、その他の部
分の冷却または加熱を可能にするように設計されたプラグ領域を内部に有する。該プラグ
領域は、エネルギー供給装置の所望の一領域または複数の領域をその他の領域から分離す
るように構成される。一部の実施形態では、上記プラグ領域は、エネルギー供給装置の１
つ以上の領域の冷却を防止するように設計される。一部の実施形態では、上記プラグ領域
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は、上記エネルギー供給装置の、アブレーションエネルギー供給するように構成された部
分の冷却を防止するように設計される。上記プラグ領域は、上記装置の一部の冷却を防止
する特定の様式に限定されるものではない。一部の実施形態では、上記プラグ領域は、温
度を降下させた領域（例えば、循環クーラントを備えたエネルギー供給装置の一領域）に
接触するように設計される。一部の実施形態では、上記プラグ領域の素材は、低温の材料
または領域に接触しても、自分の温度は大きく下げないでいられるような素材である（例
えば、断熱性の材料）である。上記プラグ領域は、特定のタイプの断熱性材料（例えば、
合成ポリマー（例えば、ポリスチレン、ポリアイシネン、ポリウレタン、ポリイソシアヌ
レート）、エアロゲル、繊維ガラス、コルク）に限定されるものではない。上記プラグ領
域は、特定のサイズに限定されるものではない。一部の実施形態では、上記プラグ領域の
サイズは、循環クーラントがエネルギー供給装置の他の領域の温度を降下させる冷却効果
が防止できるようなサイズである。一部の実施形態では、上記プラグ領域は、エネルギー
供給装置の全体のカニューレ部にそって配置される。一部の実施形態では、上記プラグ領
域は、エネルギー供給装置のカニューレ部の遠位部に配置される。一部の実施形態では、
上記プラグ領域は、エネルギー供給装置のカニューレ部の外部を回り込むように配置され
ている。
【０１２５】
　一部の実施形態では、上記エネルギー供給装置は、エネルギー供給装置を組織領域に固
定できるように設計された“付着”領域を内部に有する。該付着領域は、エネルギー供給
装置の組織領域への接着を促進する特定の様式に限定されるものではない。一部の実施形
態では、上記付着領域は、低い温度を実現および維持し、その結果、上記組織領域は組織
領域に接触すると付着領域に付着し、これにより、エネルギー供給装置が組織領域に取り
付け可能になるように構成される。上記付着領域は、特定の材料組成に限定されるもので
はない。一部の実施形態では、上記付着領域は、例えば、金属材、セラミック材、プラス
チック材、および／または、このような材料の任意の組み合わせである。一部の実施形態
では、上記付着領域は、組織領域に接触すると、付着領域に対する組織領域の付着が誘発
されるような温度を実現および維持可能な任意の種類の材料を備えている。上記付着領域
は、特定のサイズに限定されるものではない。一部の実施形態では、上記付着領域のサイ
ズは、同時に組織アブレーションを実施する間、および／または、エネルギー供給装置を
同時に移動（例えば、位置決め）する間、組織領域の付着を維持できるようなサイズであ
る。一部の実施形態では、２つ以上の付着領域が設けられる。一部の実施形態では、上記
付着領域は、封止部を用いて、上記装置の遠位部に対して曝露されることが防止される。
一部の実施形態では、上記封止部は、上記装置の上記付着領域と遠位部との間に配置され
、これにより、上記遠位部に対する付着領域の曝露が防止される。一部の実施形態では、
上記封止部は、空気も気体も通さない様式で構成される。一部の実施形態では、上記封止
部は、上記装置（例えば、同軸性を有する領域）に対してレーザ溶接が実施された部分で
ある。一部の実施形態では、上記封止部は、上記装置（例えば、同軸性を有する領域）に
対して誘導半田付けが実施された部分である。一部の実施形態では、上記封止部は、部分
的な（例えば、６０％：４０％、５５％：４５％、５０％：５０％）レーザ溶接および誘
導半田付けが実施された部分である。
【０１２６】
　図２９は、本発明のエネルギー供給装置の実施形態を示している。図示するように、エ
ネルギー供給装置１００が、アブレーションゾーン１０５の近傍において配置されている
。図示するように、上記エネルギー供給装置１００は、取手部１３０に接続される、冷却
管１１０およびケーブルアッセンブリー１２０を有し、該取手部１３０はアンテナ領域１
５０に接続される冷却プローブカニューレ１４０に接続される。図示するように、冷却プ
ローブカニューレ１４０とアンテナ領域１５０との間の領域は、付着領域１６０およびプ
ラグ領域１７０を備えている。上記付着領域１６０は、組織領域が付着領域の表面に付着
することを可能にする温度を実現および維持するように設計される。上記プラグ領域１７
０は、冷却プローブカニューレ１４０および付着領域１６０によって引き起こされる温度
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降下が、アンテナ領域１５０内の温度に影響を及ぼす（例えば、温度を降下させる）こと
を防止するように設計される。図示するように、これらの実施形態では、上記アブレーシ
ョンゾーン１０５には、上記エネルギー供給装置１００の冷却領域（例えば、上記冷却プ
ローブカニューレ１４０および付着領域１６０）も、エネルギー供給装置１００の非冷却
領域（例えば、上記プラグ領域１７０およびアンテナ領域１５０）も、どちらも含める。
【０１２７】
　〔特性インピーダンスを最適化したエネルギー供給装置〕
　一部の実施形態では、本発明のエネルギー供給システムは、マイクロ波エネルギーを最
適化された特性インピーダンスで供給できるように構成された装置を使用する（例えば、
米国特許出願第１１／７２８，４２８号を参照。なお、この特許出願の内容は全て参照に
よって本明細書に組み込まれる）。このような装置は、５０Ωより高い（例えば、５０Ω
～９０Ωであって、例えば、５０Ω、．．．、５５Ω、５６Ω、５７Ω、５８Ω、５９Ω
、６０Ω、６１Ω、６２Ω、．．．、９０Ωより高く、好ましくは７７Ωであるである）
特性インピーダンスで動作するように構成される。
【０１２８】
　最適化された特性インピーダンスで動作するように構成されたエネルギー供給装置は、
組織アブレーション処置に関して特に有用であり、最適化されていない装置に比べると多
数の効果を提供する。例えば、マイクロ波エネルギーを使用する、現在利用可能な医療機
器の大きな短所は、伝達線を介した被験体の組織への望ましくないエネルギー放散であり
、この結果、望ましくない熱傷が起きる。このようなマイクロ波エネルギーの損失は、現
在利用可能な医療機器の設計における制限が原因となって生じる。医療機器内の同軸性伝
達線の標準的なインピーダンスは５０以下である。一般に、インピーダンスが５０Ωより
低い同軸性伝達線は、有限な導電率値を有する誘電性材料を含んでいるので、熱損失量が
大きい。したがって、インピーダンスが５０Ω以下の同軸性伝達線を備えた医療機器は、
伝達線にそって発生する熱損失量が大きい。特に、マイクロ波エネルギーを使用する医療
機器は、内部の内側導電部の周囲に誘電性材料（例えば、ポリ四フッ化エチレン（“ＰＴ
ＦＥ”：ｐｏｌｙｆｌｕｏｒｏｔｈｅｔｒａｅｔｈｙｌｅｎｅ））を有する同軸ケーブル
を介してエネルギーを伝達する。例えば、ＰＴＦＥなどの誘電性材料は有限の導電率を有
し、その結果、望ましくない伝達線の加熱が起きる。これは、必要な量のエネルギーが組
織アブレーションを可能にするために十分な時間を使って供給される場合に、特に当ては
まる。最適化された特性インピーダンスで動作するように構成されたエネルギー供給装置
は、固体誘電性材料からなる絶縁体を含まない、または、ほぼ含まないことによって、こ
の制限を解消する。例えば、従来の誘電性材料からなる絶縁体の代わりに空気を用いると
、その結果、装置が７７Ωで効率的に動作する。一部の実施形態では、上記装置は、導電
率がほぼゼロである誘電性材料（例えば、空気、水、不活性ガス、真空状態、部分真空状
態、または、これらの組み合わせ）を採用する。このような装置内の伝達線の全体的な温
度は、導電率がほぼゼロの誘電性材料を有する同軸性伝達線を使用することによって大幅
に低減され、したがって、望ましくない組織の加熱を大幅に低減する。
【０１２９】
　さらに、導電率がほぼゼロの誘電性材料を有する同軸性伝達線を設けて、典型的な誘電
体ポリマーの使用を回避することによって、上記同軸性伝達線を、小さな針（例えば、１
８ゲージ～２０ゲージの針）の内部に収まるように設計してもかまわない。通常、マイク
ロ波エネルギーを供給するように構成される医療機器は、誘電性材料が嵩高いので、大き
な針の内部に収まるように設計される。従来、マイクロ波アブレーションは、プローブの
サイズ（１４ゲージ）が大きく、唯一市販されている装置（Ｍｉｃｒｏｔａｚｅ、Ｎｉｐ
ｐｏｎ　Ｓｈｏｊｉ社、大阪、日本、２．４５０ＭＨｚ、プローブ直径１．６ｍｍ、７０
Ｗで６０秒間の照射）が形成する壊死ゾーンが比較的小さい（直径が１．６ｃｍ）ので、
臨床的には広く適用されてこなかった（Ｓｅｋｉ　Ｔ　ｅｔ　ａｌ，Ｃａｎｃｅｒ　７４
：８１７（１９９４））。他の装置では、同様にプローブサイズを増加させ、組織破壊を
増加させかねない冷却用外部水ジャケット部が使用される。これらの大きなプローブサイ
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ズによって、胸部郭および腹部において使用されると、合併症のリスクが増大する。
【０１３０】
　〔クーラント通過流路を備えたエネルギー供給装置〕
　一部の実施形態では、本発明のエネルギー供給システムは、クーラント通過流路を有す
るエネルギー供給装置を使用する（例えば、米国特許第６，４６１，３５１号および米国
特許出願第１１／７２８，４６０号を参照。なお、この特許および特許出願の内容は全て
参照によって本明細書に組み込まれる）。特に、本発明のエネルギー供給システムは、上
記同軸性コンポーネントの誘電体および／または内側導電部または外側導電部に冷却材料
を流すことによって冷却することができる同軸性伝達線を備えた装置を使用する。一部の
実施形態では、上記装置は装置の直径を最小化する一方で、クーラントの出し入れを可能
にするように構成される。これは、一部の実施形態では、細長い一片の内側導電部または
外側導電部および／または固体誘電性材料を、クーラントが搬送される通り道となる流路
に置き換えることによって実現される。一部の実施形態では、上記流路は、上記外側導電
部または内側導電部および／または固体誘電性材料を１つ以上（例えば、２つ、３つ、４
つ）のゾーンから同軸ケーブルの長さ方向に剥がすことによって形成される。上記外側導
電部または内側導電部および／または固体誘電性材料が剥がされた部分がクーラントを搬
送するための流路を形成することによって、剥がされたコンポーネントは、外側導電部ま
たは内側導電部および／または固体誘電性材料を除去する前に比べてより小さな外側導電
部内に収まる。これにより、より小さな装置が、ここから得られるすべての効果とともに
提供できるようになる。一部の実施形態では、複数の流路が採用され、クーラントは、１
つ以上の流路を介して別の向きに搬送されてもかまわない。このような装置の１つの効果
は、クーラントを収容するために、上記同軸ケーブルの直径を増加させなくてもよいこと
である。これにより、侵襲性が最低限に抑えられ、他の装置では全くアクセス不可能か、
または、アクセスできても望ましくないリスクを必ずともなう身体領域へのアクセスを可
能にする、冷却された装置を使用することができるようになる。クーラントを使用するこ
とによって、より大きなエネルギーの供給および／または長い時間を要するエネルギーの
供給を実施することも可能になる。さらに別の冷却の実施形態については、上述の発明の
概要において記載した。
【０１３１】
　一部の実施形態では、上記装置は、装置に取り付けられた取手部を有し、該取手部は、
例えば、クーラントのクーラント流路への、および、クーラント流路からの出入りを制御
するように構成される。一部の実施形態では、上記取手部は、ある長さの時間の経過後、
および／または、装置がある閾値温度に達すると、クーラントをクーラント流路へ、およ
び、クーラント流路から自動的に流す。一部の実施形態では、上記取手部は、ある長さの
時間の経過後、および／または、装置の温度がある閾値温度未満にまで降下すると、クー
ラント流路への、および、クーラント流路からのクーラントの出入りを自動的に停止させ
る。一部の実施形態では、上記取手部は、クーラントの流れを調節するために手動で制御
される。
【０１３２】
　一部の実施形態では、上記取手部は、１つ以上の（例えば、１つ、２つ、３つ、４つ、
５つ、６つ、７つ、８つ、９つ、１０個など）の点灯部（例えば、表示灯（例えば、ＬＥ
Ｄランプ））を表面部に有する。一部の実施形態では、該点灯部は、特定することを目的
として構成される。例えば、一部の実施形態では、上記点灯部を使用して、装置の特定の
機能がアクティブであるか、アクティブではないかを示す。例えば、装置が複数のプロー
ブを有する場合、１つ以上の点灯部を使用して、任意の個々のプローブに電力が供給され
ているかいないかを示す。一部の実施形態では、上記点灯部を使用して、イベント（例え
ば、装置を介したクーラントの搬送、装置を介したエネルギーの伝達、個々のプローブの
移動、装置内部の設定（例えば、温度や配置）の変更など）の発生を特定する。上記取手
部は、特定の様式の表示（例えば、点滅、色の切り替え、無色など）に限定されるもので
はない。図３０は、３つのＬＥＤランプ３１０００、３２０００、および、３３０００を
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備えた装置３００００を示している。図３１は、このような装置３００００を使用してい
る様子を示しており、該装置は３つのＬＥＤランプ３１０００、３２０００、および、３
３０００を備えている。
【０１３３】
　図５は、クーラントのクーラント流路への、および、クーラント流路からの出入りを制
御するように構成された取手部の概略図を示している。図５に示すように、上記取手部５
００は、クーラント流路５２０を有する同軸性伝達線５１０に嵌合する。上記取手部５０
０は、クーラント流入流路５３０、クーラント流出流路５４０、流路５２０を通る流れが
ブロッキングコンポーネントの向こう側へは達しないように構成された第１のブロッキン
グコンポーネント５５０（例えば、スクリューやピン）および第２のブロッキングコンポ
ーネント５６０を内部に有する。上記クーラント流入流路５３０は、クーラント流路５２
０へクーラントを流すように構成される。上記クーラント流出流路５４０は、（例えば、
循環して、装置から熱を取り除いた後の）クーラントをクーラント流路５２０から取り出
すように構成される。上記クーラント流入流路５３０およびクーラント流出流路５４０は
、クーラントを供給および取り出すための特定のサイズまたは手段に限定されるものでは
ない。上記第１のブロッキングコンポーネント５５０および第２のブロッキングコンポー
ネント５６０は、特定のサイズまたは形状に限定されるものではない。一部の実施形態で
は、上記第１のブロッキングコンポーネント５５０および第２のブロッキングコンポーネ
ント５６０は、それぞれ、円形状であって、クーラント流入流路５３０およびクーラント
流出流路５４０の直径に合うサイズを有する。一部の実施形態では、上記第１のブロッキ
ングコンポーネント５５０および第２のブロッキングコンポーネント５６０を使用して、
取手部５００のある領域へのクーラントの逆流を遮断する。一部の実施形態では、上記ブ
ロッキングコンポーネントは、上記流路の一部（例えば、１％、５％、１０％、２０％、
５０％、７５％、８５％、９５％、９９％）だけが遮断されるように構成される。一部だ
けを遮断することによって、ユーザが、例えば、クーラント流路５２０内の圧力勾配を変
更することができるようになる。
【０１３４】
　クーラント通過流路を有するエネルギー供給装置によって、上記同軸性伝達線の特性イ
ンピーダンスを調節することができるようになる。特に、上記クーラント（または、流路
を通過する非クーラント材料）の誘電特性を調節して、外側導電部と内側導電部とを分離
する誘電性媒体のバルクの複素誘電率を、変更してもかまわない。したがって、上記特性
インピーダンスの変更は、処置中に、例えば、システム、装置、または、応用事例のエネ
ルギー供給、組織に対する効果、温度、または、その他の所望の特性を最適化するために
実施される。別の一部の実施形態では、流す材料を処置に先立って所望のパラメータに基
づいて選択し、処置全体を通して維持する。これにより、このような装置によって、変化
する誘電性環境中で放射しているアンテナを変化する環境中で共振するように調節し、例
えば、アンテナの適応チューニングを可能にして、動作ピーク効率が保証できるようにな
る。所望に応じて、上記流体は、同軸ケーブルへの、および、同軸ケーブルからの熱伝達
も可能にする。一部の実施形態では、上記流路（つまり中空領域）は、真空部または部分
真空部を有する。一部の実施形態では、上記真空部に材料（例えば、所望の結果をもたら
す任意の材料）を充填することによって、インピーダンスを変更する。調節は、１つ以上
の時点または連続的に実施される。
【０１３５】
　クーラント通過流路を有するエネルギー供給装置は、特定の態様の流路に限定されるも
のではない。一部の実施形態では、上記流路は、流れる材料が上記内側導電部または外側
導電部のいずれか、および、残存する誘電性材料に接触するように、外側導電部または内
側導電部および／または固体誘電性材料の一部だけを切除して形成される。一部の実施形
態では、上記流路は、同軸ケーブルの長さ方向に延びる線状の流路である。一部の実施形
態では、上記流路は線状ではない。一部の実施形態では、複数の流路が使用され、上記流
路は互いに平行に延びる。別の一部の実施形態では、上記流路は平行ではない。一部の実
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施形態では、上記流路は互いに交差する。一部の実施形態では、上記流路は、外側導電部
または内側導電部および／または固体誘電性材料の５０％（例えば、６０％、７０％、８
０％など）を除去する。一部の実施形態では、上記流路は、上記外側導電部または内側導
電部および／または固体誘電性材料のほぼすべてを除去する。
【０１３６】
　クーラント通過流路を有するエネルギー供給装置は、上記外側導電部または内側導電部
および／または固体誘電性材料に流される材料の特徴によって限定されるものではない。
一部の実施形態では、上記材料は、装置の特性インピーダンスを制御する能力を最大化す
る、上記同軸ケーブルへの、または、同軸ケーブルからの熱伝達を最大化する、または、
特性インピーダンスの制御と熱伝達の制御との組み合わせを最適化するように選択される
。一部の実施形態では、上記外側導電部または内側導電部および／または固体誘電性材料
に流される材料は液体である。一部の実施形態では、上記材料は気体である。一部の実施
形態では、上記材料は液体または気体の組み合わせである。本発明は、液体または気体の
使用に限定されるものではない。一部の実施形態では、上記材料はスラリー、ゲルなどで
ある。一部の実施形態では、冷却流体が使用される。現在公知または将来開発される任意
の冷却流体を使用してもかまわない。冷却流体の例としては、水、グリコール、空気、不
活性気体、二酸化炭素、窒素、ヘリウム、六フッ化硫黄、イオン性溶液（例えば、カリウ
ムなどのイオンを含む、または、含まない塩化ナトリウム）、水に溶解したブドウ糖、リ
ンゲル乳酸液、有機化合物溶液（例えば、エチレングリコール、ジエチレングリコール、
または、プロピレングリコール）、油（例えば、ミネラルオイル、シリコーンオイル、フ
ルオロカーボンオイル）、液体金属、フレオン、ハロメタン、液化プロパン、その他のハ
ロアルカン、無水アンモニア、二酸化硫黄のうちの１つ以上の流体や、これらの組み合わ
せなどがあげられるが、これらの例に限定されるものではない。一部の実施形態では、上
記冷却流体は、エネルギー供給装置への供給に先立って事前に冷却される。一部の実施形
態では、上記冷却流体は、エネルギー供給装置に入った後に冷却ユニットで冷却される。
一部の実施形態では、上記誘電性材料を通して流される材料は、別の材料に接触すると吸
熱反応を起こすように設計される。
【０１３７】
　クーラント通過流路を有するエネルギー供給装置は、上記装置を介する流体注入のパラ
メータを制御できるように構成される。一部の実施形態では、上記装置は、所望に応じて
ユーザ（例えば、治療にあたる医師または技師）によって手動で調節される。一部の実施
形態では、上記調節は自動化されている。一部の実施形態では、上記装置は、情報をユー
ザに提供するセンサ、または、（例えば、情報を受信し、これに応じて、流体注入、また
は、その他の装置パラメータを調節するように構成されるプロセッサおよび／またはソフ
トウェアを備えた）自動化システムとともに構成または使用される。調整されてもよいパ
ラメータとしては、流体の注入速度、イオン、または、その他の流体の特性に影響を及ぼ
す成分の濃度（例えば、誘電特性、熱伝達特性、流速など）、流体の温度、流体のタイプ
、混合比（例えば、精密なチューニングまたは冷却を行うための気体と流体との混合物）
などがあげられるが、これらの例に限定されるものではない。これにより、クーラント通
過流路を有するエネルギー供給装置は、上記装置、該装置の一部、または、被験体の組織
が望ましくない温度に達した（または、ある温度が望ましくない期間続いた）場合、１つ
以上の所望のパラメータを変更して上記装置（例えば、アンテナ）をさらに精度よくチュ
ーニングする、または、流体の注入をスピードアップするフィードバックループを採用す
るように構成される。
【０１３８】
　クーラント通過流路を有するエネルギー供給装置は、現在利用可能なシステムおよび装
置と比較すると、多数の効果を提供する。例えば、固体誘電性材料の一部および大部分を
取り除いて形成された流路を同軸性伝達線に設けることによって、該同軸性伝達線を非常
に小さな針（例えば、１８ゲージ～２０ゲージ、または、さらに小さな針）に収められる
ように設計できるようになる。通常、マイクロ波エネルギーを供給するように構成される
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医療機器は、誘電性材料が嵩高いので、大きな針の内部に収まるように設計される。他の
装置では、同様にプローブサイズを増加させ、組織破壊を増加させかねない冷却用外部水
ジャケット部が使用される。これらの大きなプローブサイズによって、胸部郭および腹部
において使用されると、合併症のリスクが増加する。本発明の一部の実施形態では、被験
体内に侵入する装置部分の最大外径は、１６ゲージ～１８ゲージ以下（２０ゲージ以下）
である。
【０１３９】
　図６は、標準的な同軸ケーブルの実施形態、および、クーラント流路を有する本発明の
実施形態の横断面概略図を示している。図６に示すように、従来の同軸ケーブル６００、
ならびに、本発明の２つの例としての同軸ケーブル６１０および６２０が提供される。同
軸ケーブルは、一般に、金属製内側導電部６３０、金属製外側導電部６５０、および、こ
れらの導電部間のスペースとの、３つの分離されたスペースからなる。上記導電部間のス
ペースは、通常、内側導電部を機械的に支持し、外側導電部とともに内側導電部を維持す
るために、低損失性誘電性材料６４０（例えば、ポリ四フッ化エチレン（“ＰＴＦＥ”：
　ｐｏｌｙｆｌｕｏｒｏｔｅｔｒａｅｔｈｙｌｅｎｅ））で充填される。同軸ケーブルの
特性インピーダンスは、内側導電部の直径と誘電性材料の直径（つまり、外側導電部の内
径）との比、および、内側導電部と誘電性材料との間のスペースの誘電率によって固定さ
れる。上記スペースが固体ポリマーを備えているので、通常、上記誘電率は固定される。
ただし、本発明の実施形態では、可変誘電率（または導電率）を有する流体が、このスペ
ースを少なくとも部分的に占め、上記ケーブルの特性インピーダンスを調節することを可
能にする。
【０１４０】
　再度図６を参照すると、本発明の一実施形態では、上記同軸ケーブル６１０は、上記誘
電性材料の外側の一部が除去されて、上記誘電性材料６４０と外側導電部６５０との間に
流路を形成する。図示された実施形態では、上記形成されたスペースは、上記外側導電部
６５０と固体誘電性材料６４０との間のスペースを維持するように構成された支持線６６
０を追加することによって４つの別々の流路６７０に分解される。上記支持線６６０は所
望の材料を含んでなってもよく、固体誘電性材料６４０と同じ材料であっても、異なる材
料であってもよい。一部の実施形態では、上記装置の望ましくない加熱（例えば、外側導
電部の望ましくない加熱）を回避するために、上記支持線６６０は、生体適合性を有し、
融解可能な材料（例えば、ワックス）を含んでなる。複数の流路が存在することによって
、１つ以上の流路がある一方向の流れ（ケーブルの近位端に向かう流れ）を可能にし、１
つ以上のその他の流路が逆方向の流れ（ケーブルの遠位端に向かう流れ）を可能にするこ
とができるようになる。
【０１４１】
　再度図６を参照すると、別の一実施形態では、上記同軸ケーブル６２０は、固体誘電性
材料６４０のかなり大きな部分が除去される。このような一実施形態は、例えば、４つの
各側面上で固体誘電性材料６４０を内側導電部６３０の表面に到るまで剥がすことによっ
て、生成されればよい。別の一実施形態では、細長い一片の誘電性材料６４０を内側導電
部６３０に設けることによって、上記構造が形成される。本実施形態では、４つの流路６
７０が形成される。上記誘電性材料６４０大量に除去することによって、外側導電部６５
０の直径は、大幅に削減される。残存する誘電性材料６４０が形成する角部は、内側導電
部６３０に対する外側導電部６５０の位置を維持する支持を提供する。本実施形態では、
上記同軸ケーブル６２０および装置の全体的な直径が、大幅に削減される。
【０１４２】
　一部の実施形態では、上記装置は、本発明のエネルギー放出装置のうちの任意の装置の
誘電体部または内側導電部もしくは外側導電部を通してクーラントを循環させるように構
成された管を挿入することによって形成されるクーラント流路を有する。図７は、外側導
電部７２０、誘電性材料７３０、および、内側導電部７４０を有するエネルギー放出装置
７１０内に配置されるクーラント循環管７００（例えば、クーラント用針、カテーテルな
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ど）を示している。図７に示すように、上記管７００は、誘電性材料７３０外側のエッジ
、および、外側導電部７２０の内側のエッジにそって配置され、上記内側導電部７４０は
誘電性材料７３０のほぼ中央部に配置される。一部の実施形態では、上記管７００は、外
側導電部７２０に接触しないように、誘電性材料７３０内に配置される。一部の実施形態
では、上記管７００は、クーラントを誘電性材料７３０および／または外側導電部７２０
へ通さずに、クーラントを管７００内で再循環させ、これにより、管７００の外面を用い
て誘電性材料７３０および／または外側導電部７２０を冷却することを目的として、複数
の流路（図示せず）を有する。
【０１４３】
　〔ＣＦダイポールを備えたエネルギー供給装置〕
　一部の実施形態では、本発明のエネルギー供給システムは、ＣＦダイポールのコンポー
ネントを採用するエネルギー供給装置を使用する（例えば、米国特許出願第１１／７２８
，４５７号を参照。なお、この特許出願の内容は全て参照によって本明細書に組み込まれ
る）。上記装置は、特定の構成に限定されるものではない。一部の実施形態では、上記装
置は、エネルギー（例えば、マイクロ波エネルギー）を印加することによって組織領域を
加熱するためのＣＦダイポールを内部に有する。一部の実施形態では、このような装置は
、中空管（例えば、内部の直径は外面の直径の少なくとも５０％であり、例えば、内部の
直径は外面の直径にほぼ等しい）に接続される同軸ケーブルを有する。上記同軸ケーブル
は標準的な同軸ケーブルであってもよく、導電率がほぼゼロである誘電性コンポーネント
（例えば、空気）を内部に有する同軸ケーブルであってもよい。上記中空管は、特定の設
計に限定されるものではない。一部の実施形態では、上記中空管は、例えば、２０ゲージ
の針の形状（例えば、直径）を有する。好ましくは、上記中空管は、中実の剛性が高い導
電性材料（例えば、任意の種類数の金属、導電で被覆したセラミック、または、ポリマー
など）を含んでなる。一部の実施形態では、上記中空管は、鋭利な形状を有する点または
追加された探り針が該管の遠位端に位置するように構成され、これにより、例えば、カニ
ューレを使用しなくても、上記装置を組織領域に直接挿入することができるようになる。
上記中空管は、特定の組成（例えば、金属、プラスチック、セラミック）に限定されるも
のではない。一部の実施形態では、上記中空管は、例えば、銅または銅とその他の硬化用
金属との合金、銀または銀とその他の硬化用金属との合金、金メッキされた銅、金属メッ
キされたマコール（Ｍａｃｏｒ）（機械加工可能なセラミック）、金属メッキされた硬化
ポリマー、および／または、これらの組み合わせを含有する。上記探り針の先端は、任意
の材料を含んでなってもかまわない。一部の実施形態では、上記先端は、硬化樹脂を含ん
でなる。一部の実施形態では、上記先端は金属である。一部の実施形態では、上記探り針
の先端は、チタンまたはチタンの等価物を含んでなる。一部の実施形態では、上記探り針
の先端は、ジルコニアまたはジルコニアの等価物に対して真鋳が被覆される。このような
一部の実施形態では、上記金属製先端は、アンテナの金属部の延長部分であり、電気的に
アクティブである。
【０１４４】
　一部の実施形態では、上記ＣＦダイポールは、プロセスの期間を通じてより最適なエネ
ルギー供給が提供できるように、エネルギー供給特性を加熱に応じて調節するように構成
される。一部の実施形態では、この構成は、温度変化に応じてそれ自体の体積を変化させ
、この体積変化が装置のエネルギー供給特性を変化させる材料を使用することによって実
現される。一部の実施形態では、例えば、上記ＣＦダイポールのコンポーネントまたは探
り針の共振部が加熱に応じて装置にそって遠位側に向かって押されるように、膨張可能な
材料が上記装置中に配置される。これにより、より最適なエネルギー供給を維持するため
の装置のチューニングが変化する。所望であれば、例えば、特定の点越えて延びることを
防止するロック機構を設けることによって、最大移動量を制限してもかまわない。ＣＦダ
イポールのコンポーネントを採用するエネルギー供給装置は、上記中空管が同軸ケーブル
に接続される様式によって限定されるものではない。一部の実施形態では、上記同軸ケー
ブルフィード線の遠位端に位置する外側導電部の一部が除去されて、固体誘電性材料の一
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部が露出する。上記中空管を露出した誘電性材料上に配置し、任意の手段によって取り付
けてもかまわない。一部の実施形態では、上記外側導電部と中空管との間に物理的なギャ
ップ部が設けられる。一部の実施形態では、上記中空管は、組織内に挿入されると、周波
数共振構造を該管の電気的な長さ方向に形成することができるように、該管の中央の点に
おいてフィード線に容量結合または導電結合される。
【０１４５】
　使用時には、ＣＦダイポールのコンポーネントを採用するエネルギー供給装置は、電場
の最大値が中空管の開放された遠位端において生成されるように構成される。一部の実施
形態では、上記中空管の遠位端は、被験体を介する組織領域への装置の挿入を補助できる
ように、尖った形状を有する。一部の実施形態では、標的部位へまっすぐに直接挿入しや
すいように、上記装置全体が硬い。一部の実施形態では、上記構造は、この周波数におけ
る（上記フィード線の近位端において測定した）反射係数の最小値によって特徴付けられ
るように、例えば、約２．４５ＧＨｚで共振する。上記装置のサイズ（例えば、長さ、供
給点、直径、ギャップ部など）、および、アンテナの素材（誘電性材料、導電など）変更
することによって、上記共振周波数を変更してもかまわない。所望の周波数における反射
係数が低ければ、アンテナからその周囲の媒体への効率的なエネルギー伝送が保証される
。
【０１４６】
　好ましくは、上記中空管はλ／２の長さを有する（ただし、λは、注目している媒体中
における、媒体中で共振する電磁場の波長（例えば、肝臓内で２．４５ＧＨｚの場合は約
１８ｃｍ）である）。一部の実施形態では、中空管の長さが約λ／２である（ただし、λ
は、近位端における出力反射の最小値が測定できるような、注目している媒体中における
、媒体中で共振する電磁場の波長である）。ただし、（例えば、周囲の材料の変化時に）
この長さのずれを用いて、共振波長生成してもかまわない。好ましくは、同軸ケーブルの
内側導電部は、その遠位端が管の中央部（例えば、管の端部からλ／４の位置）に位置す
る状態で延び、さらに、この位置からのずれは（例えば、共振波長が生成できるように）
許容されるが、上記内側導電部が管の中央部における電気的な接触を維持できるように構
成される。
【０１４７】
　本発明の中空管部分はさまざまな形状を有してもかまわない。一部の実施形態では、上
記管は、長さ方向全体にわたって円柱状である。一部の実施形態では、上記管は、端部で
は中央部に比べて直径が小さくなるように、中央部から端部にわたってテーパ形状を有す
る。より小さな点を遠位端において有することによって、標的領域に到達するまで被験体
を貫通することが補助される。一部の実施形態では、上記中空管の形状が円柱形状から逸
脱し、上記管は、その長軸方向の中央部のいずれの側においても対称構造を維持する。た
だし、機能的特性（つまり、所望のエネルギーを標的領域に供給する能力）が実現される
限り、上記装置は中空管の形状によって限定されるものではない。
【０１４８】
　一部の実施形態では、上記ＣＦダイポールのコンポーネントは、本明細書に記載する利
点が提供できるように、さまざまなアブレーション装置の遠位端に追加されてもかまわな
い。同様に、さまざまな装置を、本発明のＣＦダイポールのコンポーネントを設置できる
ように改造してもかまわない。
【０１４９】
　一部の実施形態では、上記装置は小さな外径を有する。一部の実施形態では、本発明の
ＣＦダイポールのコンポーネントを直接使用して、上記装置の侵襲性コンポーネントを被
験体に挿入する。このような一部の実施形態では、上記装置は、侵襲性コンポーネントの
外径を小さくできるカニューレを備えていない。例えば、上記侵襲性コンポーネントを、
非常に小さな針（例えば、１８ゲージ～２０ゲージ以下の針）の内部に収まるように、ま
たは、この針のサイズを有するように設計してもかまわない。
【０１５０】
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　図８は、本発明のＣＦダイポールのコンポーネント８１０を備えた本発明の装置８００
（例えば、アブレーション装置のアンテナ）の遠位端を概略的に示している。当業者であ
れば、本発明の物理的なおよび／または機能的な態様を実現する別の構成が無数にあるこ
とが理解できるであろう。図示するように、上記ＣＦダイポール装置８００は、中空管８
１５、同軸性伝達線８２０（例えば、同軸ケーブル）、および、探り針８９０を内部に有
する。ＣＦダイポール装置８００は、特定のサイズに限定されるものではない。一部の実
施形態では、上記ＣＦダイポール装置８００のサイズは、エネルギー（例えば、マイクロ
波エネルギー）を組織領域へ供給することを目的として、該組織領域（例えば、肝臓）に
配置され得る程度に十分に小さい。
【０１５１】
　再度図８を参照すると、上記中空管８１５は、特定の材料材（例えば、プラスチック、
セラミック、金属など）に限定されるものではない。上記中空管８１５は、特定の長さに
限定されるものではない。一部の実施形態では、上記中空管の長さはλ／２である（ただ
し、λは、注目している媒体中における電磁場の波長（例えば、肝臓内で２．４５ＧＨｚ
の場合は約１８ｃｍ）である）。上記中空管８１５は、中空管８１５が同軸性伝達線８２
０取り付けられるように、同軸性伝達線８２０に嵌合する（詳細な説明については後述す
る）。上記中空管８１５は、中空管材料８６０を内部に有する。上記中空管８１５は、特
定のタイプの中空管材料に限定されるものではない。一部の実施形態では、上記中空管材
料８６０は空気、流体、または、気体である。
【０１５２】
　再度図８を参照すると、上記中空管８１５は、特定の形状（例えば、円柱状、三角形状
、正方形状、矩形状など）に限定されるものではない。一部の実施形態では、上記中空管
８１５の形状は針状（例えば、２０ゲージの針、１８ゲージの針など）である。一部の実
施形態では、上記中空管８１５は、それぞれさまざまな長さの２つの部分に分割される。
図示するように、上記中空管８１５は、等しい長さ（例えば、各部分の長さがλ／４であ
る）の２つの部分に分割される。このような実施形態では、各部分の形状が対称形状であ
る。一部の実施形態では、上記中空管は、２０ゲージの針、１７ゲージの針、１２ゲージ
の針など以下の直径を有する。
【０１５３】
　再度図８を参照すると、上記中空管８１５の遠位端は探り針８９０に嵌合する。上記装
置８００は、特定の探り針８９０に限定されるものではない。一部の実施形態では、上記
探り針８９０は、装置８００が経皮挿入しやすくなるように設計される。一部の実施形態
では、上記探り針８９０は、中空管８１５の内側を滑ることによって中空管８１５に嵌合
し固定される。一部の実施形態では、上記探り針８９０は、任意の材料を含んでなっても
かまわない。一部の実施形態では、上記探り針８９０は、硬化樹脂を含んでなる。一部の
実施形態では、上記探り針８９０は金属である。一部の実施形態では、上記探り針８９０
は、チタンまたはチタンの等価物を含んでなる。一部の実施形態では、上記探り針８９０
は、ジルコニアまたはジルコニアの等価物に対して真鋳が被覆される。このような一部の
実施形態では、上記探り針８９０は、アンテナの金属部の延長部分であり、電気的にアク
ティブである。
【０１５４】
　再度図８を参照すると、上記同軸性伝達線８２０は、特定のタイプの材料に限定される
ものではない。一部の実施形態では、上記近位の同軸性伝達線８２０は、市販の標準的な
０．０４７インチの半剛体の同軸ケーブルから作製される。一部の実施形態では、上記同
軸性伝達線８２０は、金属メッキ（例えば、銀メッキ、銅メッキなど）される。ただし、
本発明はこれらのメッキに限定されるものではない。上記近位の同軸性伝達線８２０は、
特定の長さに限定されるものではない。
【０１５５】
　再度図８を参照すると、一部の実施形態では、上記同軸性伝達線８２０は、同軸性中央
部導電８３０、同軸性誘電性材料８４０、および、同軸性外側導電部８５０を有する。一
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部の実施形態では、上記同軸性中央部導電８３０は、長さ方向に冷却流体を流すように構
成される。一部の実施形態では、上記同軸性中央部導電８３０は中空である。一部の実施
形態では、上記同軸性中央部導電８３０の直径は、例えば、０．０１２インチである。一
部の実施形態では、上記同軸性誘電性材料８４０は、ポリ四フッ化エチレン（“ＰＴＦＥ
”：　ｐｏｌｙｆｌｕｏｒｏｔｅｔｒａｅｔｈｙｌｅｎｅ））である。一部の実施形態で
は、上記同軸性誘電性材料８４０の導電率はほぼゼロである（例えば、空気、流体、気体
である）。
【０１５６】
　再度図８を参照すると、上記同軸性伝達線８２０の遠位端は、中空管８１５の近位端に
嵌合するように構成される。一部の実施形態では、上記同軸性中央部導電８３０および同
軸性誘電性材料８４０は、中空管８１５の中央部の中へ延びる。一部の実施形態では、上
記同軸性中央部導電８２０は、同軸性誘電性材料８４０より、中空管８１５の中へさらに
延びる。上記同軸性中央部導電８２０は、中空管８１５の中へ延びる長さが特定の量に限
定されるものではない。一部の実施形態では、上記同軸性中央部導電８２０は、中空管８
１５の中へ．／４の長さで延びる。上記同軸性伝達線８２０の遠位端は、中空管８１５の
近位端との特定の様式の嵌合に限定されるものではない。一部の実施形態では、上記中空
管の近位端は同軸性誘電性材料８４０に嵌合して、中空管８１５を同軸性伝達線８２０に
固定する。一部の実施形態では、上記同軸性誘電性材料８４０の導電率がほぼゼロであり
、上記中空管８１５は、同軸性伝達線８２０に固定されていない。一部の実施形態では、
上記同軸性中央部導電８３０の遠位端は、中空管８１５の壁に、直接または導電性材料８
７０との接触を介して嵌合する。なお、上記導電性材料８７０は、上記同軸性中央部導電
と同じ材料を含んでなってもよく、異なる材料（例えば、別の導電性材料）を含んでなっ
てもよい。
【０１５７】
　再度図８を参照すると、一部の実施形態では、ギャップ部８８０が、同軸性伝達線外側
導電部８５０の遠位端と中空管８１５との間に存在し、これにより同軸性誘電性材料８４
０が露出される。上記ギャップ部８８０は、特定のサイズまたは長さに限定されるもので
はない。一部の実施形態では、上記ギャップ部８８０によって、上記同軸性伝達線８８０
の近位端および中空管８１５の開放された遠位端において電場が最大になることが保証さ
れる。一部の実施形態では、上記ＣＦダイポール装置８１０は、この周波数における反射
係数の最小値によって特徴付けられるように、約２．４５ＧＨｚで共振する。上記装置の
サイズ（長さ、供給点、直径、ギャップ部など）および素材（誘電性材料、導電など）を
変更することによって、上記共振周波数を変更してもかまわない。この周波数における反
射係数が低ければ、アンテナからその周囲の媒体への効率的なエネルギー伝達が保証され
る。
【０１５８】
　再度図８を参照すると、一部の実施形態では、上記ギャップ部８８０は、材料（例えば
、エポキシ）で充填され、同軸性伝達線８２０と中空管８１５とを繋ぐ。上記装置は、特
定のタイプまたは種類の実際の素材に限定されるものではない。一部の実施形態では、上
記実際の素材は、上記装置によるエネルギー場の生成または放射に干渉しない。一部の実
施形態では、上記素材は生体適合性および熱耐性を有する。一部の実施形態では、上記素
材は導電率がゼロまたはほぼゼロである。一部の実施形態では、上記素材は、さらに、上
記同軸性伝達線８２０および中空管８１５を同軸性中央部導電８３０に繋ぐ。一部の実施
形態では、上記実際の素材は硬化可能な樹脂である。一部の実施形態では、上記素材は歯
エナメル質（例えば、ＸＲＶ　Ｈｅｒｃｕｌｉｔｅエナメル；さらに、米国特許第６，９
２４，３２５号、第６，８９０，９６８号、第６，８３７，７１２号、第６，７０９，２
７１号、第６，５９３，３９５号、および、第６，３９５，８０３号も参照。なお、これ
らの特許の内容は全て参照によって本明細書に組み込まれる）である。一部の実施形態で
は、上記実際の素材は硬化している（例えば、硬化光、例えば、Ｌ．Ｅ．　Ｄｅｍｅｔｒ
ｏｎ　ＩＩ硬化光を用いて硬化させる）（例えば、米国特許第６，９９４，５４６号、第
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６，７０２，５７６号、第６，６０２，０７４号、および、第６，４３５，８７２号を参
照）。これにより、本発明は、硬化したエナメル樹脂を備えたアブレーション装置を提供
する。このような樹脂は生体適合性を有し、剛性が高く、丈夫である。
【０１５９】
　〔アンテナコンポーネントのリニアアレイを有するエネルギー供給装置〕
　一部の実施形態では、本発明のエネルギー供給システムは、アンテナコンポーネントの
リニアアレイを有するエネルギー供給装置を使用する（例えば、米国特許仮出願第６０／
８３１，０５５号を参照。なお、この特許仮出願の内容は全て参照によって本明細書に組
み込まれる）。上記装置は、特定の構成に限定されるものではない。一部の実施形態では
、アンテナコンポーネントのリニアアレイを有するエネルギー供給装置は、内側導電部お
よび外側導電部を備えたアンテナを内部に有する。上記外側導電部は、セグメントの長さ
および位置が、アンテナの遠位端におけるエネルギーの供給を最適化できるように構成さ
れるように、ギャップ部によって分離された２つ以上の線状のセグメント中に設けられる
。例えば、一部の実施形態では、アンテナは、アンテナの近位端を遠位端近傍の領域に繋
ぐ外側導電部の第１のセグメント、および、第１のセグメントに対して遠位の外側導電部
の第２のセグメントを備えている。ギャップ部は上記第１のセグメントと上記第２のセグ
メントとを分離する、または、部分的に分離する。上記ギャップ部は、外側導電部の全体
に外接してもよく、外側導電部の一部にだけ外接してもよい。一部の実施形態では、上記
第２のセグメントの長さはλ／２、λ／４などである、ただし、本発明はこれらの長さに
限定されるものではない。一部の実施形態では、１つ以上の別の（例えば、第３の、第４
の、第５の）セグメントが第２のセグメントに対して遠位に設けられ、各セグメントはギ
ャップ部によって他のセグメントから分離されている。一部の実施形態では、上記アンテ
ナは、上記内側導電部と電子通信を行う導電性の末端部を有する。一部の実施形態では、
上記導電性の末端部は、上記外側導電部の直径とほぼ同一の直径を有するディスクを備え
ている。このようなアンテナは、アンテナの遠位端の長さ方向に複数のエネルギー供給ピ
ークを提供し、組織のより大きな領域を標的とするために、より広いエネルギー供給領域
を提供する。上記ピークの位置は、上記外側導電部セグメントの長さを選択することによ
って、および、供給されるエネルギー量を制御することによって制御される。
【０１６０】
　アンテナコンポーネントのリニアアレイを有するエネルギー供給装置は、アンテナの各
種コンポーネントの特徴によって限定されるものではない。最適な性能を提供するために
、さまざまなコンポーネントを使用してもかまわない。この最適な性能には、さまざまな
素材を内側導電部および外側導電部に対して使用すること、さまざまな素材および構成を
上記内側導電部と外側導電部との間の誘電性材料に対して使用すること、さらに、さまざ
まな異なる方法によって提供されるクーラントを使用することを含めるが、限定されるも
のではない。
【０１６１】
　一部の実施形態では、上記装置は直線状アンテナを備えている。該直線状アンテナは、
内側導電部の周囲に巻かれた外側導電部を備えている。該内側導電部はエネルギー（例え
ば、マイクロ波エネルギー）を受けて伝達するように設計され、該外側導電部は、外側導
電部にそって配置された一連の（例えば、少なくとも２つの）ギャップ部領域を内部に有
する。また、上記内側導電部は、ギャップ部領域において露出する。上記内側導電部にそ
ったエネルギー伝達は、ギャップ部領域を介して放射される。上記装置は、特定の個数の
ギャップ部領域（例えば、２個、３個、４個、５個、６個、１０個、２０個、５０個）に
限定されるものではない。一部の実施形態では、上記ギャップ部の位置決めが、例えば、
線状アブレーションが実施できるように構成される。一部の実施形態では、上記内側導電
部は、中心の伝達線を包む誘電層を備えている。一部の実施形態では、上記誘電部材の導
電率はほぼゼロである。一部の実施形態では、上記装置は、探り針をさらに備えている。
一部の実施形態では、上記装置は、上記ギャップ部領域を介して供給されるエネルギー量
を調節するためのチューニング部材をさらに備えている。一部の実施形態では、上記装置
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は、組織アブレーション設定において使用される際には、組織領域に対してアブレーショ
ンを実施する、または、血栓症を引き起こすために十分な量エネルギーが供給できるよう
に構成される。
【０１６２】
　アンテナコンポーネントのリニアアレイを有するエネルギー供給装置は、現在利用可能
なシステムおよび装置と比較すると、多数の効果を提供する。例えば、マイクロ波エネル
ギーを使用する、現在利用可能な医療機器の大きな短所は、放射エネルギーが局所的に提
供されることであり、これによって、エネルギーをより深く密度の高いスケールで供給す
ることができなくなる。本発明の装置は、エネルギー（例えば、マイクロ波エネルギー）
を（例えば、局所的な供給と対照的に）より広く深いスケールで供給するように構成され
たアンテナコンポーネントのリニアアレイを有する印加装置を提供することによって、こ
の制限を解消する。このような装置は、高密度および／または厚い組織領域（例えば、腫
瘍、器官管腔）、および、特に深い組織領域（例えば、大きな心臓の領域、脳、骨）の組
織アブレーションにおいて特に有用である。
【０１６３】
　〔容量結合されたアンテナ／精密プローブ〕
　本発明の実施形態の発展の過程において実施された実験によって、”精密アンテナ”を
既存のアンテナに結合する（例えば、三軸型アンテナの遠位端に、当該アンテナの内側導
電部に容量結合されているトロカールを設ける）ことでアブレーションが改良されること
が突き止められた。例えば、”精密アンテナ”を既存のアンテナに結合することにより、
そのような結合がされていないアンテナと比較して、アブレーション領域が大きくなった
。例えば、”精密アンテナ”又は”精密プローブ”を既存のアンテナに結合することによ
り、そのような結合がされていないアンテナと比較して、球状のアブレーション領域が大
きくなった。さらに、”精密アンテナ”又は”精密プロ－ブ”を既存のアンテナに結合す
ることにより、そのような結合がされていないアンテナと比較して、電磁界パターン（fi
eld pattern）が優れるとともに、反射電力が減少した。
【０１６４】
　例えば、図３４は、生体外において作成された組織であって、アブレートされた牛の生
きている組織を示し、Ａ）は、容量結合されたアンテナ（例えば、精密プローブを備えた
アンテナ）を用いた場合を示し、Ｂ）は、そのような結合を有していないアンテナを用い
た場合を示している。図３４に示すように、精密プローブによるアブレーションにより、
組織の焦げ付き、及びキャビテーション（cavitation）が抑えられた。実際に、図３４Ｂ
に示すように、アンテナは、当該アンテナのトロカール領域の周囲における組織の焦げ付
き、及びキャビテーションの広い領域を示した。トロカール領域は、除去が困難な乾燥し
た組織に接着している。トロカールの領域における温度は、トロカールを覆うことが可能
な低摩擦の熱可塑性材料（例えば、ＰＴＦＥ、ＦＥＰ、及びＰＥＴ）の限界を越えた。し
かしながら、図３４Ａに示すように、精密プローブは、トロカールとのオーバーラップ量
に加え、トロカールに対するエネルギー共役の量を、トロカールのアンテナ管の直径に対
する比率によって制御できるようにする。実際に、正確な寸法を選択することにより、ト
ロカールに対するエネルギー共役は、所望の（例えば、安全な）レベルの最大トロカール
温度を維持するように選択される。
【０１６５】
　図３５は、容量結合されたアンテナ（例えば、精密プローブ）、及び、そのような結合
を有していないアンテナにより実現されたアブレーションの横径の平均値（入射パワーを
３０Ｗとし、持続時間を様々にした場合）をグラフ形式にまとめたものである。実際に、
図３５に示すように、精密プローブは、例えば、優れた電磁界パターンにより、及び、結
合されていないアンテナでは反射電力が１０％であるのに対して精密プローブでは反射電
力が１％未満であるという、より高い効率性により、同じ入射電力でより大きなアブレー
ションを引き起こした。
【０１６６】
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　したがって、一部の実施形態では、本発明は、既存のアンテナに結合される精密アンテ
ナ又は精密プローブを提供する。
【０１６７】
　精密プローブは、特定のタイプのアンテナに結合されたものに限定されない。一部の実
施形態では、アンテナは、内側導電部を有している。一部の実施形態では、アンテナは、
三軸型アンテナである（例えば、米国特許第７，１０１，３６９号を参照。さらに、米国
特許出願第１０／８３４，８０２号、第１１／２３６，９８５号、第１１／２３７，１３
６号、第１１／２３７，４３０号、第１１／４４０，３３１号、第１１／４５２，６３７
号、第１１／５０２，７８３号、第１１／５１４，６２８号、及び、国際特許出願第ＰＣ
Ｔ／ＵＳ０５／１４５３４号も参照。なお、これらの特許および特許出願の内容は全て参
照によって本明細書に組み込まれる）。一部の実施形態において、アンテナは、同軸アン
テナである。一部の実施形態では、アンテナは、エネルギーを供給（例えば、放射）する
ように構成された任意のタイプの装置（例えば、アブレーション装置や外科装置等）であ
る（例えば、米国特許第７，１０１，３６９号、第７，０３３，３５２号、第６，８９３
，４３６号、第６，８７８，１４７号、第６，８２３，２１８号、第６，８１７，９９９
号、第６，６３５，０５５号、第６，４７１，６９６号、第６，３８３，１８２号、第６
，３１２，４２７号、第６，２８７，３０２号、第６，２７７，１１３号、第６，２５１
，１２８号、第６，２４５，０６２号、第６，０２６，３３１号、第６，０１６，８１１
号、第５，８１０，８０３号、第５，８００，４９４号、第５，７８８，６９２号、第５
，４０５，３４６号、第４，４９４，５３９号、米国特許出願第第１１／７２８，４６０
号、第１１／７２８，４５７号、第１１／７２８，４２８号、第１１／２３７，１３６号
、第１１／２３６，９８５号、第１０／９８０，６９９号、第１０／９６１，９９４号、
第１０／９６１，７６１号、第１０／８３４，８０２号、第１０／３７０，１７９号、第
０９／８４７，１８１号、英国特許出願第２，４０６，５２１号、第２，３８８，０３９
号、ヨーロッパ特許第１３９５１９０号、および、国際特許出願第ＷＯ　０６／００８４
８１号、第ＷＯ　０６／００２９４３号、第ＷＯ　０５／０３４７８３号、第ＷＯ　０４
／１１２６２８号、第ＷＯ　０４／０３３０３９号、第ＷＯ　０４／０２６１２２号、第
ＷＯ　０３／０８８８５８号、第ＷＯ　０３／０３９３８５号、第ＷＯ　９５／０４３８
５号を参照。なお、これらの特許および特許出願の内容は全て参照によって本明細書に組
み込まれる）。
【０１６８】
　精密プローブは、特定の構成に限定されるものではない。構成の一例、及び、アブレー
ションアンテナを有する精密プローブを組み立てる方法は、図３６に示されている。この
図は、同軸アンテナの内側導電部への金属トロカールの容量結合を示している。同軸アン
テナの内側導電部の遠位端は、導電性（例えば、金属、例えば、真鍮、銀、及び金など）
の取付金具に取り付けられている。この取付金具は、その近位端がアンテナの誘電性材料
（例えば、同軸ケーブルの誘電性材料、又は、内側導電部を覆うように挿入されたスリー
ブの誘電性材料）に接している。一部の実施形態では、取付金具は、該取付金具の内部の
内側導電部が該取付金具の遠位端に達しないように提供される。取付金具の遠位端は、該
取付金具をトロカールから分離する絶縁体であって、該取付金具をトロカールに取り付け
る絶縁体（例えば、セラミック絶縁体）に接触している。コンポーネントは、扱われる標
本（例えば、組織標本）に所望のエネルギープロファイルを提供するような配置及び寸法
になっている。一部の実施形態では、アンテナが、そのような容量結合を有していないア
ンテナと比較して（例えば、内側導電部とトロカールとの物理的結合を有するアンテナと
比較して）、より大きな球状のアブレーション領域、より球状のアブレーション領域、及
び／又は抑制された反射電力を有することを許容するように、上記装置が構成される。
【０１６９】
　精密プローブは、特定の形状及び／又はデザインに限定されるものではない。一部の実
施形態では、精密プローブの形状は、アンテナの内側導電部を覆うことが可能な形状であ
る。一部の実施形態では、精密プローブの形状及び／又はデザインは、円柱状である。一
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部の実施形態では、精密プローブの形状及び／又はデザインは、管状である。
【０１７０】
　精密プローブは、アンテナ内部における配置が特定の配置に限定されるものではない。
一部の実施形態では、精密プローブを収納するために、アンテナの外側導電部及び誘電体
を取り除くことによって、精密プローブが配置される部分を内側導電部に沿って作り出す
（例えば、その結果として、露出した内側導電部領域が生成される）。このような一部の
実施形態では、精密プローブは、露出した内側導電部領域の全体に沿って配置される。こ
のような一部の実施形態では、アンテナスリーブ（例えば、ポリフルオロテトラエチレン
（polyfluorothetraethylene）またはＰＴＦＥのアンテナスリーブ）は、露出した内側導
電部の一部に沿って配置され、精密プローブは、露出した内側導電部の残りの部分に沿っ
て配置される。例えば、図３６は、内側導電部、誘電体、外側導電部、及びトロカールを
有する既存のアンテナに精密プローブを結合するための工程を示している。
【０１７１】
　精密プローブの導電性のある取付具は、アンテナの内側導電部への結合の態様が特定の
様態に限定されるものではない。一部の実施形態では、取付具は、内側導電部に半田付け
されている。一部の実施形態では、取付具は、内側導電部に蝋付けされている。一部の実
施形態では、取付具は、内側導電部にクリンプされている。一部の実施形態では、取付具
は、内側導電部に溶接されている。一部の実施形態では、精密プローブと内側導電部との
間のアタッチメントは、導電性を有している。
【０１７２】
　精密プローブの寸法は、特定の寸法に限定されるものではない。一部の実施形態では、
精密プローブの寸法は、任意のタイプまたはサイズのアンテナ（例えば、内側導電部、ま
たはアンテナ）を収納するように構成される。一部の実施形態では、精密プローブの直径
を可能な限り大きくすることにより、外側トロカールキャップの内部において発生するイ
ンピーダンスを最小化する。
【０１７３】
　本発明は、精密プローブが結合されたアンテナの特定の使用方法に限定されるものでは
ない。実際に、精密プローブが結合されたアンテナは、本明細書に記載された任意の使用
方法により使用できる（例えば、第Ｘ部を参照）。
【０１７４】
　〔第ＩＩＩ部　プロセッサ〕
　一部の実施形態では、本発明のエネルギー供給システムは、上記システムの１つ以上の
コンポーネントに関するフィードバックをモニターおよび／または制御および／または提
供するプロセッサを使用する。一部の実施形態では、上記プロセッサは、コンピュータモ
ジュール内に設けられる。上記コンピュータモジュールは、１つ以上の機能を実施するた
めにプロセッサが使用するソフトウェアをさらに備えている。例えば、一部の実施形態で
は、本発明のシステムは、上記組織領域の１つ以上の特性のモニタリングを介して（例え
ば、フィードバック系を介して）組織領域に供給されるマイクロ波エネルギーの大きさを
調整するためのソフトウェアを提供する。この特性には、標的組織のサイズおよび形状、
組織領域の温度などがあげられるが、これらの例に限定されるものではない（例えば、米
国特許出願第第１１／７２８，４６０号、第１１／７２８，４５７号、および、第１１／
７２８，４２８号を参照。なお、これらの特許出願の内容は全て参照によって本明細書に
組み込まれる）。一部の実施形態では、上記ソフトウェアは、情報（例えば、モニタリン
グ情報）をリアルタイムに供給するように構成される。一部の実施形態では、上記ソフト
ウェアは、本発明のエネルギー供給システムと相互作用して、組織領域に供給されるエネ
ルギー量を増加させるまたは減少させる（例えば、チューニングする）ことができるよう
に構成される。一部の実施形態では、上記ソフトウェアは、エネルギー供給装置する使用
前に、クーラントが所望の温度であるように、例えば、エネルギー供給装置内へ供給する
ために、クーラントを準備するように設計される。一部の実施形態では、特定のタイプの
組織領域に合わせて事前に較正した方法に基づいて、プロセッサが組織領域へのマイクロ
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波エネルギーの供給を調整（例えば、チューニング）できるようにすることを目的として
、治療する組織（例えば、肝臓）のタイプが上記ソフトウェアに入力される。別の一部の
実施形態では、上記プロセッサは、チャートまたは図を特定のタイプの組織領域に基づい
て作成し、システムのユーザにとって有用な特性を表示する。一部の実施形態では、上記
プロセッサは、例えば、ゆっくりと出力を増加させて、高温によって形成される急速な脱
気によって組織が割れることを回避することを目的として、エネルギー供給アルゴリズム
を提供する。一部の実施形態では、上記プロセッサは、ユーザが出力、処置時間の長さ、
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
テナへの出力の同時供給、複数のアンテナ間での出力供給の切り替え、干渉性位相設定お
よび非干渉性位相設定などを選択することを可能にする。一部の実施形態では、上記プロ
セッサは、特定の組織領域に対するアブレーション治療に関する情報データベース（例え
ば、特定の患者の特性に基づく、必要なエネルギーレベルや組織領域に対する処置時間的
の長さ）を、患者特性が類似または異なる以前の治療に基づいて生成するように構成され
る。一部の実施形態では、上記プロセッサは、遠隔制御によって動作する。
【０１７５】
　一部の実施形態では、上記プロセッサを使用して、例えば、組織特性（例えば、腫瘍タ
イプ、腫瘍サイズ、腫瘍の位置、周囲の血管に関する情報、血流情報など）の入力に基づ
いてアブレーションチャートを生成する。このような実施形態では、上記プロセッサは、
上記アブレーションチャートに基づいて、所望のアブレーションを実現するためにエネル
ギー供給装置を直接配置することができる。
【０１７６】
　一部の実施形態では、治療する組織のパラメータ（例えば、アブレーションを実施する
腫瘍または組織切片のタイプ、サイズ、存在する場所、血管または脆弱な構造の位置、お
よび、血流に関する情報）をユーザが入力して、そして、所望の結果をもたらすために、
所望のアブレーションゾーンをＣＴ、または、その他の画像上に描くことを可能にする上
記プロセッサと相互作用できるように、ソフトウェアパッケージが提供される。上記プロ
ーブは、組織内に設置されてもよく、このとき、上記コンピュータは、得られる情報に基
づいて予想されるアブレーションゾーンを生成する。このような応用事例にはフィードバ
ックを組み込んでもよい。例えば、ＣＴ、ＭＲＩ、または、超音波撮像、または、温度測
定法をアブレーション時に使用してもかまわない。このデータはコンピュータにフィード
バックされ、所望の結果が得られるようにパラメータが再調節される。
【０１７７】
　一部の実施形態では、エネルギー供給システムの各コンポーネントをモニターおよび／
または操作するためのユーザインターフェースソフトウェアが提供される。一部の実施形
態では、上記ユーザインターフェースソフトウェアは、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。一部の実施形態では、上記ユーザインターフェースソフトウェア
は、無菌設定（例えば、処置室）または非滅菌設定内で実行および操作されてもよい。一
部の実施形態では、上記ユーザインターフェースソフトウェアは、処置装置ハブ内におい
て（例えば、プロセッサを介して）実行および操作される。一部の実施形態では、上記ユ
ーザインターフェースソフトウェアは、処置用カート内において（例えば、プロセッサを
介して）実行および操作される。上記ユーザインターフェースソフトウェアは、特定の機
能に限定されるものではない。上記ユーザインターフェースソフトウェアに関連する機能
の例としては、上記エネルギー供給システム内のコンポーネント当たりの使用回数の追跡
（例えば、エネルギー供給装置が使用された回数の追跡）、各コンポーネントまたは各コ
ンポーネントの一部のリアルタイムの温度の提供および追跡（例えば、エネルギー供給装
置にそった異なる位置（例えば、取手部、付着領域、先端）のリアルタイムの温度の提供
）（例えば、上記エネルギー供給システムに関連するケーブルのリアルタイムの温度の提
供）、治療中の組織のリアルタイムの温度の提供および追跡、上記エネルギー供給システ
ムの一部または全体の自動シャットダウン（例えば、緊急シャットダウン）の提供、例え
ば、処置の前、処置中、および、処置後に蓄積されたデータに基づくレポートの作成、ユ
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ーザに対する音声および／または光による警告（例えば、処置が始まったおよび／または
終わったことを示唆する警告、温度が異常なレベルに達したことを示唆する警告、処置の
長さが初期設定値を越えたことを示唆する警告など）の提供などがあげられるが、これら
の例に限定されるものではない。図３２Ａ、図３２Ｂ、および、図３２Ｃは、本発明のエ
ネルギー供給システムのためのユーザインターフェースソフトウェアの例を示している。
図３２Ａに示すように、上記ユーザインターフェースソフトウェアは、時刻、温度、動作
のタイプ（例えば、試験、付着、アブレーション停止、および、焼灼）、および、各プロ
ーブ（例えば、エネルギー供給装置）の出力の調節を表示し可能にするように設計される
。図３２Ｂは、上記ユーザインターフェースソフトウェアを用いて生成され、出力、経過
時間、および、目標時間、および、関連するメッセージ示すレポートを示している。図３
２Ｃは、注意書き付きのシステムログ、システム診断ログ、処置歴、時間の初期設定値、
出力の初期設定値、モニターの明るさ、時刻設定、および、追加機能（例えば、時刻表示
の選択肢、時間帯の選択肢、自宅へ電話連絡する選択肢、時刻設定の選択肢、および、音
声ボリュームの選択肢）を含めた、上記ユーザインターフェースソフトウェアに関連する
ユーザインターフェースツールを示している。
【０１７８】
　ここでは、”コンピュータメモリ”および”コンピュータメモリ装置”という用語は、
コンピュータプロセッサによって読み取り可能な任意の記憶媒体を指す。コンピュータメ
モリの例としては、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）
、コンピュータチップ、光学ディスク（例えば、コンパクトディスク（ＣＤ）やデジタル
ビデオディスク（ＤＶＤ）など）、磁気ディスク（例えば、ハードディスクドライブ（Ｈ
ＤＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク、ＺＩＰ．ＲＴＭ．ディスクなど）、磁気テー
プ、および、半導電記憶装置（例えば、メモリカード、”フラッシュ”メモリなど）など
があげられるが、これらの例に限定されるものではない。
【０１７９】
　ここでは、”コンピュータ読み取り可能な媒体”という用語は、情報（例えば、データ
や命令）を保存、および、コンピュータプロセッサに提供するための任意の装置またはシ
ステムを指す。コンピュータ読み取り可能な媒体の例としては、光学ディスク、磁気ディ
スク、磁気テープ、半導電メディア、および、ネットワーク経由のストリーミング媒体の
ためのサーバなどがあげられるが、これらの例に限定されるものではない。ここでは、”
プロセッサ”および”中央演算処理装置”または”ＣＰＵ”という用語は互換的に使用さ
れ、コンピュータメモリ装置（例えば、ＲＯＭ、または、その他のコンピュータメモリ）
からプログラムを読み取り、プログラムにしたがって１組のステップを実効することがで
きる装置を指す。
【０１８０】
　〔第ＩＶ部　映像システム〕
　一部の実施形態では、本発明のエネルギー供給システムは、映像装置を備えた映像シス
テムを使用する。上記エネルギー供給システムは、特定のタイプの映像装置（例えば、内
視鏡装置、コンピュータ支援定位的神経外科ナビゲーション装置、熱センサ位置決めシス
テム、運動速度（ｍｏｔｉｏｎ　ｒａｔｅ）センサ、操縦用ワイヤシステム、プロシージ
ャ内超音波（ｉｎｔｒａｐｒｏｃｅｄｕｒａｌ　ｕｌｔｒａｓｏｕｎｄ）、間質超音波、
マイクロ波映像法、音響断層撮影、デュアルエネルギー映像法（ｄｕａｌ　ｅｎｅｒｇｙ
　ｉｍａｇｉｎｇ）、蛍光透視法、コンピュータ断層撮影磁気共鳴画像法、核医学映像装
置、三角映像法（ｔｒｉａｎｇｕｌａｔｉｏｎ　ｉｍａｇｉｎｇ）、熱音響映像法、赤外
線および／またはレーザ映像法、電磁気映像法）（例えば、米国特許第６，８１７，９７
６号、第６，５７７，９０３号、第５，６９７，９４９、および、５，６０３，６９７、
ならびに、国際特許出願第ＷＯ　０６／００５，５７９号を参照。なお、これらの特許お
よび特許出願の内容は全て参照によって本明細書に組み込まれる）に限定されるものでは
ない。一部の実施形態では、上記システムは、本発明のエネルギーシステムとともに使用
される部材のうちのいずれかの部材の設置、位置決め、および／または、モニタリング可
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能にする、または、補助する内視鏡カメラ、映像法コンポーネント、および／または、ナ
ビゲーションシステムを使用する。
【０１８１】
　一部の実施形態では、上記エネルギー供給システムは、映像機器（例えば、ＣＴ、ＭＲ
Ｉ、超音波）を使用するために構成されたソフトウェアを提供する。一部の実施形態では
、上記映像機器ソフトウェアは、組織、脈管構造、および、アンテナの位置の既知の熱力
学的特性および電気特性に基づいて、ユーザが予測することを可能にする。一部の実施形
態では、上記映像ソフトウェアは、組織領域（例えば、腫瘍、不整脈）の位置およびアン
テナの位置の三次元マップを生成すること、および、アブレーションゾーンの予測マップ
を生成することを可能にする。
【０１８２】
　一部の実施形態では、本発明の映像システムは、アブレーション処置（例えば、マイク
ロ波を用いた熱アブレーション処置、無線周波を用いた熱アブレーション処置など）をモ
ニターするために使用される。本発明は、特定のタイプのモニタリングに限定されるもの
ではない。一部の実施形態では、上記映像システムは、熱アブレーション処置を受けた特
定の組織領域内で発生するアブレーションの大きさをモニターするために使用される。一
部の実施形態では、上記モニタリングは、上記アブレーション装置（例えば、エネルギー
供給装置）とともに、特定の組織領域に供給されるエネルギーの量が該組織領域の映像に
依存するように作動する。上記映像システムは、特定のタイプのモニタリングに限定され
るものではない。本発明は、映像装置が何をモニタリングしているかに限定されるもので
はない。一部の実施形態では、上記モニタリングは、例えば、熱アブレーション処置の前
に、熱アブレーション処置中に、および、熱アブレーション処置後に特定領域の変化を検
出するための、該領域の血液潅流の映像である。一部の実施形態では、上記モニタリング
としては、ＭＲＩ映像法、ＣＴ映像法、超音波撮像、核医学映像法、および、蛍光透視映
像法などがあげられるが、これらの例に限定されるものではない。例えば、一部の実施形
態では、熱アブレーション処置に先立って、造影剤（例えば、ヨウ素もしくはその他の適
切なＣＴ用造影剤、ガドリニウムのキレートもしくはその他の適切なＭＲＩ用造影剤、微
小気泡、または、その他の適切な超音波用造影剤など）が被験体（例えば、患者）に供給
され、血液潅流の変化を確認するために、アブレーション処置を受ける特定の組織領域を
通って流れる造影剤がモニターされる。一部の実施形態では、上記モニタリングは、上記
アブレーションゾーンの特性に関する定性的な情報（例えば、直径、長さ、断面積、体積
）である。上記映像システムは、定性的な情報をモニタリングするための特定の手法に限
定されるものではない。一部の実施形態では、定性的な情報モニターするために使用され
る手法としては、映像法ではない技術（例えば、時間領域反射光測定法、飛行時間型パル
ス検出法、周波数変調距離検出法、固有モードもしくは共振周波数検出法、または、１つ
の組織内装置だけ、もしくは、その他の組織内装置もしくは外部装置との協調に基づく任
意の周波数における反射および伝播）などがあげられるが、これらの例に限定されるもの
ではない。一部の実施形態では、上記組織内装置は、映像法（例えば、電気聴覚映像法、
電磁気映像法、電気インピーダンス断層撮影）のための信号および／または検出を提供す
る。一部の実施形態では、映像法ではない技術がアンテナの周囲の媒体の誘電特性をモニ
ターするために使用され、アブレーションされる領域と正常組織との間のインターフェー
スを、共振周波数検出法、反射光測定もしくは測距法、組織内のアンテナまたは外部のア
ンテナからの出力反射／伝播などを含めたいくつかの手段を用いて検出する。一部の実施
形態では、上記定性的な情報は、出力が印加されていることを保証するための、アブレー
ション状態、出力の供給状態、および／または、単純な異常なし／異常ありのチェックの
推定値である。一部の実施形態では、上記映像システムは、特定の組織領域を所望の頻度
（例えば、１秒間隔、１分間隔、１０分間隔、１時間間隔など）で自動的にモニターする
ように設計される。一部の実施形態では、本発明は、組織領域の画像を自動的に取得（例
えば、ＭＲＩ映像法、ＣＴ映像法、超音波撮像、核医学映像法、蛍光透視映像法）し、組
織領域（例えば、血液潅流、温度、壊死組織の量など）における任意の変化を自動的に検
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出し、上記エネルギー供給装置を介して組織領域に供給されるエネルギーの量を、検出に
基づいて自動的に調節するように設計されたソフトウェアを提供する。同様に、上記シス
テムが、領域を効果的に治療できるアブレーションプローブのタイプ、個数、および、位
置を推薦するように、アブレーションを実施する組織領域の形状およびサイズ（例えば、
腫瘍形状）を予測するために、アルゴリズムが適用される。一部の実施形態では、上記シ
ステムは、ナビゲーションシステムまたは案内システムを用いて（例えば、三角法、また
は、その他の位置決め手順を採用して）、プローブの配置およびその使用を補助する、ま
たは直接指示するように構成される。
【０１８３】
　例えば、このような手順では、造影剤のボーラスの強調または強調の欠如を利用して、
アブレーション、または、その他の処置過程の進行具合を追跡してもかまわない。減算法
も使用可能である（例えば、デジタルサブトラクション血管造影に使用される減算法と同
様の方法）。例えば、第１の画像を第１の時刻で撮影する。これに続く画像で、すべてま
たは一部の情報を第１の画像から引く。その結果、組織の変化が容易に観察できるように
なる。同様に、（ナイキストサンプリングに対する）“アンダーサンプリング”法を適用
する加速映像技術を使用してもかまわない。このような手法は、経時的に得られる複数の
低解像度画像を用いて、優れた信号対雑音比を提供する。例えば、ＭＲＩには、ＨＹＰＥ
Ｒ（ｈｉｇｈｌｙ　ｃｏｎｓｔｒａｉｎｅｄ　ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ　ｒｅｃｏｎｓｔｒ
ｕｃｔｉｏｎ）と呼ばれるアルゴリズムが利用可能であり、本発明のシステムの実施形態
に適用可能である。
【０１８４】
　組織温度が、例えば、５０℃を超えると、主に熱を利用する治療法では血管が凝固する
ので、完全に凝固した領域への血液供給は凝固によって減少する。凝固が起こった組織領
域は、造影剤の投与後に強調されない。一部の実施形態では、本発明は、例えば、造影剤
を試験的に少量注射することによって、アブレーション処置の進行を自動的に追跡し、対
象である組織領域に造影剤が到着する時刻を決定し、ベースラインの強調を確立するため
に映像システムを使用する。一部の実施形態では、次に、アブレーション処置の開始後に
、一連の少量の造影剤注射が実施される（例えば、ＣＴの場合であれば、３００ｍｇＩ／
ｍｌの水溶性造影剤の一連の最大で１５回までの１０ｍｌのボーラスが注入される）。さ
らに、注射後の所望の適切な時刻に（例えば、試験注射に基づく決定にしたがって）スキ
ャンが実施され、対象とする領域造影剤の強調が、例えば、着目領域（ＲＯＩ）を用いて
決定され、複数のパラメータのうちのいずれか１つを追跡する。このパラメータとしては
、ＣＴの減衰（ハウンスフィールド値［ＨＵ］）、信号（ＭＲＩ）、エコー輝度（超音波
）などがあげられるが、これらの例に限定されるものではない。上記映像データは、特定
の様式の提示に限定されるものではない。一部の実施形態では、上記映像データは色コー
ド化マップまたは階調マップもしくは減衰／信号／エコー輝度の変化の重ね合わせ画像、
対象とする組織と対象としない組織との間の差異、治療時における造影剤ボーラスの到着
時刻の差異、組織灌流における変化、および、造影剤の注射の前後に測定可能な任意のそ
の他の組織の特性として提示される。本発明の方法は選択されたＲＯＩに限定されるもの
ではなく、任意の画像内のすべての画素に一般化可能である。組織の変化が発生した場所
、および、発生しつつある場所を実証するために、上記画素は色コード化してもよく、重
ね合わせ画像を使用してもよい。上記画素は、組織の特性の変化にともなって、色（また
は、その他の特性）を変化させてもよく、これにより、治療の進行をほぼリアルタイムに
表示できるようになる。この方法も、３ｄ／４ｄ画像表示法に一般化可能である。
【０１８５】
　一部の実施形態では、上記治療する領域は、コンピュータによる重ね合わせ画像上に設
置され、色または影付けが異なる第２の重ね合わせ画像によって、治療の進捗状況のほぼ
リアルタイムな表示が得られる。一部の実施形態では、治療技術に対してフィードバック
ループが存在し、出力（または、任意のその他の制御パラメータ）を映像からの知見に基
づいて変更できるように、上記設置および映像が自動化される（ＲＦ、マイクロ波、ＨＩ
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ＦＵ、レーザ、低温、など）。例えば、対象領域への灌流が目標レベルまで減少すれば、
出力は減少または停止する可能性がある。例えば、このような実施形態は、複数の印加装
置を備えたシステムに適用可能である。これは、出力／時間／頻度／負荷サイクルなどが
、精密に切除された組織治療ゾーンが形成できるように、位相配列システムにおける個々
の印加装置または部材に対して変更されるからである。反対に、一部の実施形態では、上
記方法は、処置しない領域を選択するために使用される（例えば、胆管、腸などの避ける
べき脆弱な構造）。このような実施形態では、上記方法は、避けるべき領域における組織
の変化をモニターし、警告装置（例えば、光による警告装置および／または音声による警
告装置）を用いて、保存すべき構造を破壊する可能性があると、ユーザ（例えば、治療に
あたる医師）に警告する。一部の実施形態では、上記フィードバックループ使用して、出
力またはその他のパラメータを修正し、処置を実施しないとして選択された組織領域を連
続的に破壊することを回避する。一部の実施形態では、組織領域をアブレーションから保
護することは、脆弱な領域において閾値（例えば、目標ＲＯＩ）を設定することによって
、または、コンピュータによる重ね合わせ画像を用いてユーザが所望に応じて“処置対象
外”ゾーンを規定することによって実現される。
【０１８６】
　〔第Ｖ部　チューニングシステム〕
　一部の実施形態では、本発明の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チューニング部材を使用する。一部の実施形態では、上記チ
ューニング部材は、システムのユーザによって手動で調節される。一部の実施形態では、
所望に応じてユーザが装置のエネルギー供給を調節できるように、チューニングシステム
がエネルギー供給装置に組み込まれる（例えば、米国特許第５，９５７９６９号、第５，
４０５，３４６号を参照。なお、これらの特許の内容は全て参照によって本明細書に組み
込まれる）。一部の実施形態では、上記装置は、所望の組織に合わせて事前にチューニン
グされ、処置過程全体を通じて固定され。一部の実施形態では、上記チューニングシステ
ムは、発電機とエネルギー供給装置との間でインピーダンスを合わせるように設計される
（例えば、米国特許第５，３６４，３９２号を参照。なお、この特許の内容は全て参照に
よって本明細書に組み込まれる）。一部の実施形態では、上記チューニング部材は、本発
明のプロセッサによって自動的に調節・制御される（例えば、米国特許第５，６９３，０
８２号を参照。なお、この特許の内容は全て参照によって本明細書に組み込まれる）。一
部の実施形態では、任意の個数の所望の因子を考慮に入れて、プロセッサはエネルギー供
給を経時的に調節し、処置過程全体を通じて一定のエネルギーを供給する。この因子とし
ては、熱、標的組織の特性および／または位置、所望の損傷域のサイズ、処理時間の長さ
、傷つきやすい器官の領域または血管からの近さなどがあげられるが、これらの例に限定
されるものではない。一部の実施形態では、上記システムは、ユーザに、または、上記装
置の機能を連続的または非連続的にモニターするプロセッサにフィードバックを供給する
センサを備えている。該センサは、任意の個数の特性について記録および／またはレポー
トしてもかまわない。この特性の例としては、上記システムのコンポーネントの１つ以上
の部位における熱、組織における熱、組織の特性、などがあげられるが、これらの例に限
定されるものではない。上記センサは、映像装置（例えば、ＣＴ、超音波、磁気共鳴画像
法、または、その他の映像装置）の形態であってもかまわない。一部の実施形態では、特
に研究分野への応用の場合に、上記システムは、将来のシステム全般的な最適化に使用す
るために、および／または、特定の条件（例えば、患者のタイプ、組織のタイプ、標的領
域のサイズおよび形状、標的領域の位置など）下においてエネルギー供給を最適化するた
めに、情報を記録および保存する。
【０１８７】
　〔第ＶＩ部　温度調節システム〕
　一部の実施形態では、本発明のエネルギー供給システムはクーラントシステムを使用し
て、エネルギー供給装置（例えば、組織アブレーション用カテーテル）内およびこれにそ
った望ましくない加熱を抑制する。本発明のシステムは、特定の冷却システム機構に限定
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されるものではない。一部の実施形態では、上記システムは、エネルギー供給装置全体に
わたってクーラントを（例えば、空気、液体など）循環させて、同軸性伝達線およびアン
テナの温度を低下させるように設計される。一部の実施形態では、上記システムは、クー
ラント循環を収納するように設計された流路を内部に有するエネルギー供給装置を使用す
る。一部の実施形態では、上記システムは、アンテナを外部から冷却することを目的とし
て、上記アンテナまたはアンテナの一部の周囲に巻かれたクーラント鞘を提供する（例え
ば、米国特許出願第１１／０５３，９８７号を参照。なお、この特許出願の内容は全て参
照によって本明細書に組み込まれる）。一部の実施形態では、上記システムは、周囲の組
織への熱の放散を抑制することを目的として、上記アンテナの周囲に導電性の覆いを有す
るエネルギー供給装置を使用する（例えば、米国特許第５，３５８，５１５号を参照。な
お、この特許の内容は全て参照によって本明細書に組み込まれる）。一部の実施形態では
、クーラントを循環させる際に、クーラントが、例えば、廃棄物貯蔵容器に移出される。
一部の実施形態では、クーラントの循環時に、クーラントが再循環される。一部の実施形
態では、上記クーラントは、その臨界点、または、その近傍で循環する気体である。一部
の実施形態では、臨界点、または、その近傍で供給される気体は、二酸化炭素ガスである
。一部の実施形態では、上記エネルギー供給装置は、搬送されるクーラントを臨界点、ま
たは、その近傍で維持できように、該クーラント（例えば、臨界点、または、その近傍に
ある二酸化炭素ガス）を所望の圧力で圧縮するように構成される。
【０１８８】
　一部の実施形態では、上記システムは、上記アンテナの表面から組織を遠ざけることを
目的として、エネルギー供給装置と協働して膨張可能なバルーンを使用する（例えば、米
国特許出願第１１／０５３，９８７号を参照。なお、この特許出願の内容は全て参照によ
って本明細書に組み込まれる）。
【０１８９】
　一部の実施形態では、上記システムは、エネルギー供給装置内およびこれにそった望ま
しくない加熱を抑制することを目的として、エネルギー供給装置に取り付けられるように
構成された装置を使用する（例えば、米国特許出願第１１／２３７，４３０号を参照。な
お、この特許出願の内容は全て参照によって本明細書に組み込まれる）。
【０１９０】
　〔第ＶＩＩ部　特定システム〕
　一部の実施形態では、本発明のエネルギー供給システムは、システムの１つ以上のコン
ポーネントに関連する特定部材（例えば、ＲＦＩＤ部材、特定のリング（例えば、基準点
）、バーコードなど）を使用する。一部の実施形態では、上記特定部材は、上記システム
の特定のコンポーネントについて情報を伝達する。本発明は、伝達される情報によって限
定されるものではない。一部の実施形態では、上記伝達される情報としては、コンポーネ
ントのタイプ（例えば、製造業者、サイズ、エネルギー定格値、組織構成など）、（例え
ば、非滅菌コンポーネントが使用されないことを保証するために）コンポーネントが以前
に使用されたことがあるかどうか、コンポーネントの位置、患者に特異的な情報などがあ
げられるが、これらの例に限定されるものではない。一部の実施形態では、上記情報は、
本発明のプロセッサによって読み取られる。このような一部の実施形態では、上記プロセ
ッサは、システムの他のコンポーネントを、上記特定部材を有するコンポーネントととも
に使用または最適に使用できるように構成する。
【０１９１】
　一部の実施形態では、上記エネルギー供給装置は、特定のエネルギー供給装置の特定を
向上させる（例えば、類似の概観を有する他の装置の近傍に配置された特定の装置の特定
を向上させる）ために、１つ以上の標識（例えば、引っ掻き傷、色分け、エッチング（例
えば、レーザエッチング）、塗布された造影剤の標識、特定のリング（例えば、基準点）
、および／または周縁部）を有する。上記標識には、複数の装置が患者に挿入される場合
に特定の用途がある。このような場合には、特に上記装置がさまざまな角度で互いに交差
する場合には、患者身体の外部に配置された装置のどの近位端が患者身体の内部に配置さ
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れた装置のどの遠位端に対応するのかを、治療にあたる医師が対応させることは困難であ
る。一部の実施形態では、身体の内部に存在する場合に映像装置によって視認できるよう
に、標識（例えば、番号）が医師の眼によって視認できるように装置の近位端に存在し、
別の標識（例えば、番号に対応する標識）が装置の遠位端に存在する。一部の実施形態で
は、１組のアンテナが採用され、該組の個々の部材には近位端と遠位端との両方で番号が
振られている（例えば、１、２、３、４など）。一部の実施形態では、取手部に番号が振
られており、整合する番号が振られた取り外し可能な（例えば、使い捨て）アンテナが、
使用前にこの取手部に接続される。一部の実施形態では、上記システムのプロセッサによ
って、上記取手部およびアンテナが（例えば、ＲＦＩＤタグ、または、その他の手段によ
って）確実に正しく整合される。一部の実施形態では、上記アンテナは使い捨て型であり
、廃棄すべき使い捨て型コンポーネントを再使用しようとすると、上記システムは警告を
行う。一部の実施形態では、上記標識は、ＭＲＩ、ＣＴ、および、超音波検出を含めるが
、これらに限定されるものではない任意のタイプの検出システムにおいて特定を改善する
。
【０１９２】
　本発明のエネルギー供給システムは、特定のタイプの追跡装置に限定されるものではな
い。一部の実施形態では、ＧＰＳおよびＧＰＳに関連する装置が使用される。一部の実施
形態では、ＲＦＩＤおよびＲＦＩＤに関連する装置が使用される。一部の実施形態では、
バーコードが使用される。
【０１９３】
　このような実施形態では、装置を特定部材とともに使用する前の認可（例えば、コード
の入力、バーコードのスキャン）が、このような装置を使用する前に要求される。一部の
実施形態では、上記情報部材は以前に使用されたコンポーネントを特定し、上記プロセッ
サに情報を送って、新しい無菌コンポーネントが装備されるまでシステムの使用を禁止す
る（例えば、ブロックする）。
【０１９４】
　〔第ＶＩＩＩ部　温度モニタリングシステム〕
　一部の実施形態では、本発明のエネルギー供給システムは温度モニタリングシステムを
使用する。一部の実施形態では、エネルギー供給装置の温度を（例えば、温度センサを用
いて）モニターするために、温度モニタリングシステムが使用される。一部の実施形態で
は、組織領域（例えば、治療中の組織、周囲の組織）の温度をモニターするために、温度
モニタリングシステムが使用される。一部の実施形態では、上記温度モニタリングシステ
ムは、温度情報をユーザに提供できるように、または、プロセッサに提供してプロセッサ
がシステムを適宜調節できるように、プロセッサと通信するように設計される。一部の実
施形態では、アンテナにそった複数の点で温度をモニターし、アブレーションの状態、冷
却状態、または、安全性チェックを推定する。一部の実施形態では、アンテナにそった複
数の点でモニターされる上記温度を使用して、例えば、アブレーションゾーンの形状的な
特徴（例えば、直径、深さ、長さ、密度、幅など）を（例えば、組織のタイプ、および、
エネルギー供給装置内で使用される出力量に基づいて）決定する。一部の実施形態では、
アンテナにそった複数の点でモニターされる温度を使用して、例えば、処置過程の状態（
例えば、処置過程の終了）を決定する。一部の実施形態では、熱電対または電磁気的手段
を組織内のアンテナを介して用いて、温度がモニターされる。
【０１９５】
　〔第ＩＸ部　処置装置ハブ〕
　本発明のシステムは、さらに、本発明の特徴を直接的または間接的に利用または補助す
る１つ以上の別のコンポーネントを採用してもかまわない。例えば、一部の実施形態では
、１つ以上のモニタリング装置を使用して、システムの任意の１つ以上のコンポーネント
の機能についてモニターおよび／またはレポートする。また、本発明の装置と組み合わせ
て直接的または間接的に使用されてもかまわない任意の医療機器またはシステムを、シス
テムに設けてもかまわない。このようなコンポーネントとしては、滅菌システム、装置、
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および、コンポーネント、その他の外科、診断、または、モニタリング装置またはシステ
ム、コンピュータ設備、ハンドブック、指示、ラベルおよび指針、ロボットの設備などが
あげられるが、これらの例に限定されるものではない。
【０１９６】
　一部の実施形態では、上記システムは、本発明のシステムの各種コンポーネントの結合
部に材料を供給するポンプ、貯蔵所、チュービング、配線、および／または、その他のコ
ンポーネントを採用する。例えば、任意のタイプのポンプを使用して、気体または液体ク
ーラントを本発明のアンテナに供給してもかまわない。クーラントを収納する気体または
液体取り扱いタンクを、システム中に設けてもかまわない。一部の実施形態では、複数（
例えば、２台、３台、４台、５台、６台、７台、８台、９台、１０台、２０台、５０台、
１００台など）のタンクが同時に、順番に、または、必要に応じて使用される。一部の実
施形態では、複数のタンクが使用され、１つのタンクが空になると、別のタンクが自動的
に使用されて処置の中断を防止する（例えば、１つのＣＯ２タンクが空になると、２つめ
のＣＯ２タンクが自動的に使用され、これにより処置の中断が防止される）。一部の実施
形態では、ＣＯ２が採用され、標準規格ＥサイズのＣＯ２シリンダーを使用して、ＣＯ２

が供給される。
【０１９７】
　一部の実施形態では、上記システムは、１つ以上の外部加熱装置を採用する。上記シス
テムは、外部加熱装置の特定の用途に限定されるものではない。一部の実施形態では、上
記外部加熱装置を使用して、上記システムのある部材が特定の温度範囲内で維持される。
例えば、一部の実施形態では、外部加熱装置を使用して、クーラントを１つ以上の装置に
供給する気体または液体取り扱いタンク（例えば、ＣＯ２を収納するタンク）が、特定の
温度範囲内で維持される。実際に、一部の実施形態では、外部加熱装置によって、内容物
を放出する際にタンクが自然に起こす温度降下が防止され、これにより、装置に供給され
るクーラントが一定の温度または温度範囲にあることが保証される。上記システムは、特
定の外部加熱装置に限定されるものではない。上記外部加熱装置は、温度を特定範囲で維
持する特定の様式に限定されるものではない。一部の実施形態では、上記外部加熱装置は
、気体または液体取り扱いタンク（例えば、ＣＯ２を収納するタンク）内の圧力を特定範
囲内で維持する（例えば、ＣＯ２を含有するタンク（例えば、標準規格ＥサイズのＣＯ２

シリンダー）を、該タンクがＣＯ２を８５０ポンド／平方インチで放出する際に圧力が維
持できるように、１０００ポンド／平方インチで加熱する）。
【０１９８】
　一部の実施形態では、上記エネルギー供給システム（例えば、上記エネルギー供給装置
、プロセッサ、電源装置、映像システム、温度調節システム、温度モニタリングシステム
、および／または、特定システム）、および、関連するすべてのエネルギー供給システム
利用源（例えば、エネルギー、気体、クーラント、液体、圧力、および、通信項目を供給
するケーブル、ワイヤ、コード、管、パイプ）は、望ましくない設置問題（例えば、組織
化されていないエネルギー供給システム利用源に関する、もつれ、散乱、および、無菌状
態における妥協）を抑制する様式で設けられる。ただし、本発明は、望ましくない設置問
題を抑制するように、上記エネルギー供給システムおよびエネルギー供給システム利用源
を設置する特定の様式に限定されるものではない。一部の実施形態では、図１３に示すよ
うに、上記エネルギー供給システムおよびエネルギー供給システム利用源は、移入／移出
容器１３００、輸送用鞘１３１０、および、処置装置ポッド１３２０とともに組織されて
いる。一部の実施形態では、移入／移出容器、輸送用鞘、および、処置装置ポッドととも
に組織化されたエネルギー供給システムおよびエネルギー供給システム利用源は、いくつ
かの効果を奏する。このような効果には、発電機（例えば、マイクロ波発生機）と患者と
の間で延びるコードの本数の減少（例えば、床上のコードの本数の減少）、無菌環境およ
び処置室の整理整頓、上記エネルギー供給システムが患者とともに“移動”し、これによ
り装置の脱落（例えば、アンテナの脱落）を防止することによる患者の安全性の増加、上
記エネルギー供給装置内でエネルギーが伝播する距離を抑制することによる出力の供給効
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率の増加、ならびに、使い捨て型ケーブルの長さを短縮することによる使い捨てコストの
低減などがあげられるが、これらの例に限定されるものではない。
【０１９９】
　本発明は、特定のタイプまたは種類の移入／移出容器に限定されるものではない。一部
の実施形態では、上記移入／移出容器は上記電源装置およびクーラント源を収納する。一
部の実施形態では、上記移入／移出容器は、患者が治療を受けている無菌域の外側に配置
される。一部の実施形態では、上記移入／移出容器は、患者が治療を受けている部屋の外
側に配置される。一部の実施形態では、上記移入／移出容器は、患者が治療を受けている
部屋の内側に配置され、無菌状態で維持される。一部の実施形態では、１つ以上のケーブ
ルが、上記移入／移出容器を処置装置ポッドに接続される。一部の実施形態では、単一の
ケーブルが使用される（例えば、輸送用鞘）。例えば、このような一部の実施形態では、
輸送用鞘が、上記移入／移出容器へ、および／または、移入／移出容器からエネルギーお
よびクーラントをどちらも供給するためのコンポーネントを収納する。一部の実施形態で
は、上記輸送用鞘は、医師に対して物理的な障壁を発生させずに、処置装置ポッドに接続
する（例えば、床の下や頭上に配置される）。一部の実施形態では、上記ケーブルは、低
損失ケーブルである（例えば、上記電源装置を処置装置ハブに接続する低損失ケーブル）
。一部の実施形態では、上記低損失ケーブルは（例えば、処置装置ハブ、処置台、天井に
）固定されて、偶発的にケーブルを引っ張ってしまった際の怪我を防止する。一部の実施
形態では、上記ケーブルは、上記発電機（例えば、マイクロ波発電機）に接続され、上記
処置装置ハブは再使用可能な低損失ケーブルである。一部の実施形態では、上記処置装置
ハブをエネルギー供給装置に接続するケーブルは、可撓性を有する使い捨て型ケーブルで
ある。一部の実施形態では、上記処置装置ハブをエネルギー供給装置に接続するケーブル
は、“記憶”特性を有する高い可撓性を有する（例えば、上記ケーブルは、１つ以上の所
望の位置が維持できるように成形されてもよい）。一部の実施形態では、上記処置装置ハ
ブをエネルギー供給装置に接続するケーブルは、シリコーンで覆われたガラス繊維製ケー
ブルである。
【０２００】
　本発明は、特定のタイプまたは種類の処置装置ポッドに限定されるものではない。一部
の実施形態では、上記処置装置ポッドは、出力、クーラント、または、その他の部材を、
上記移入／移出容器、または、その他の供給源から受け取るように構成される。一部の実
施形態では、上記処置装置ポッドは、エネルギーを医療機器に供給する動作、クーラント
を循環させて医療機器へ届ける動作、データ（例えば、映像データ、エネルギー供給デー
タ、安全性モニタリングデータ、温度データなど）を収集および処理する動作、および、
医療行為を容易にするその他の機能を提供する動作のうちの、任意の１つ以上の動作のた
めに、物理的に患者の近傍に配置された制御センター部を提供する。一部の実施形態では
、上記処置装置ポッドは、輸送用鞘に嵌合し、関連するエネルギー供給システム利用源を
受けるように構成される。一部の実施形態では、上記処置装置ポッドは、上記各種エネル
ギー供給システム利用源を受けて、適用可能な装置（例えば、エネルギー供給装置、映像
システム、温度調節システム、温度モニタリングシステム、および／または、特定システ
ム）に分配するように構成される。例えば、一部の実施形態では、上記処置装置ポッドは
、マイクロ波エネルギーおよびクーラントをエネルギー供給システム利用源から受け取っ
て、このマイクロ波エネルギーおよびクーラントをエネルギー供給装置に分配するように
構成される。一部の実施形態では、上記処置装置ポッドは、所望に応じて、特定のエネル
ギー供給システム利用源の量を（例えば、自動的に、または、手動で）オンまたはオフ、
較正、および、調節するように構成される。一部の実施形態では、上記処置装置ポッドは
、所望に応じて特定のエネルギー供給システム利用源の量を調節（例えば、手動で、また
は、自動的にオン、オフ、較正）するための出力分割器を内部に有する。一部の実施形態
では、上記処置装置ポッドは、エネルギー供給システム利用源を所望の様式で供給するよ
うに設計されたソフトウェアを内部に有する。一部の実施形態では、上記処置装置ポッド
は、各エネルギー供給システム利用源について関連特性（例えば、どの装置が現在使用さ
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れているか／使用されてないか、特定の身体領域の温度、特定のＣＯ２タンク中に存在す
る気体の量など）を示唆する表示領域を有する。一部の実施形態では、上記表示領域は、
タッチ能力（例えば、タッチスクリーン）を有する。一部の実施形態では、上記エネルギ
ー供給システムに関連するプロセッサは、処置装置ポッド中に配置される。一部の実施形
態では、上記エネルギー供給システムに関連する電源装置は、処置装置ポッド内に配置さ
れる。一部の実施形態では、上記処置装置ポッドは、望ましくないイベント（例えば、望
ましくない加熱、望ましくない漏れ、望ましくない圧力変化など）の発生時に、１つ以上
のエネルギー供給システム利用源の動作を自動的に禁じるように構成されたセンサを有す
る。一部の実施形態では、上記処置装置ハブの重量は、患者に対して不快感および／また
は害を引き起こさずに患者の上に載せることができるような重量である（例えば、１５ポ
ンド未満、１０ポンド未満、５ポンド未満）。
【０２０１】
　本発明の処置装置ポッドは、特定の用途、または、特定の設定における使用に限定され
るものではない。実際に、上記処置装置ポッドは、エネルギー放射が関与する任意の設定
において使用できるように設計される。このような用途には、任意の、かつ、すべての医
学的、獣医学的、および、研究的応用を含める。さらに、上記処置装置ポッドは、エネル
ギー供給が関与する農業分野、製造分野、機械分野、または、その他の応用分野において
使用されてもかまわない。一部の実施形態では、上記処置装置ポッドは、患者の移動性が
制限されない医療行為（例えば、ＣＴスキャン、超音波撮像など）において使用される。
【０２０２】
　一部の実施形態では、上記処置装置ポッドは、無菌設定内に配置されるように設計され
る。一部の実施形態では、上記処置装置ポッドは、患者のベッドの上（例えば、ベッド上
、ベッドの枠の上）、患者を上に載せた台の上（例えば、ＣＴ映像法、超音波撮像、ＭＲ
Ｉ映像法などに使用される台の上）、または、患者の近傍の他の構造物の上（例えば、Ｃ
Ｔ用ガントリの上）に配置される。一部の実施形態では、上記処置装置ポッドは、別の台
の上に配置される。一部の実施形態では、上記処置装置ポッドは、天井に取り付けられる
。一部の実施形態では、上記処置装置ポッドは、ユーザ（例えば、医師）が該処置装置ポ
ッドを所望の位置へ移動させられるように、天井に取り付けられる（これにより、上記エ
ネルギー供給システム利用源（例えば、エネルギー、気体、クーラント、液体、圧力、お
よび、通信項目を供給するケーブル、ワイヤ、コード、管、パイプ）を、使用中に、患者
の上または近傍に配置する必要がなくなる）。一部の実施形態では、上記処置装置ハブは
、患者の上（例えば、患者の脚、大腿、ウエスト、胸部郭の上）に載せて配置される。一
部の実施形態では、上記処置装置ハブは、患者の頭上または患者の足の下に配置される。
一部の実施形態では、上記処置装置ハブは、所望の領域（例えば、処置台、患者のドレー
プ、および／または、ガウン）に取り付けることを可能にするマジックテープ（登録商標
）を有する。
【０２０３】
　一部の実施形態では、上記処置装置ハブは、医療行為に使用される処置用ストラップ（
例えば、ＣＴ用の安全ベルト）に取り付けることができるように構成される。一部の実施
形態では、上記処置用ストラップは、処置台（例えば、ＣＴ用の台）に（例えば、処置台
の側面の溝を介して、マジックテープを介して、粘着性材料を介して、吸引を介して）取
り付けられ、患者を処置台に（例えば患者に巻き、例えばマジックテープを用いて繋ぐこ
とによって）固定するために使用される。上記処置装置ハブは、処置用ストラップを用い
た特定の様式の取り付けに限定されるものではない。一部の実施形態では、上記処置装置
ハブは、上記処置用ストラップに取り付けられる。一部の実施形態では、上記処置装置ハ
ブは、上記処置用ストラップとの置き換えが可能な別のストラップに取り付けられる。一
部の実施形態では、上記処置装置ハブは、上記処置用ストラップに取り付けられるように
構成された別のストラップに取り付けられる。一部の実施形態では、上記処置装置ハブは
、上記処置台の任意の領域に取り付けられるように構成された別のストラップに取り付け
られる。一部の実施形態では、上記処置装置ハブは、患者の快適さを確保するために断熱
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材および／またはパッドを有する別のストラップに取り付けられる。図１８は、処置台ス
トラップに接続された処置装置ハブを示している。
【０２０４】
　一部の実施形態では、上記処置装置ハブは、処置用リングに取り付けられるように構成
される。本発明は、特定のタイプまたは種類の処置用リングに限定されるものではない。
一部の実施形態では、上記処置用リングは、患者の周囲（例えば、患者の胴体、頭、足、
腕などの周囲）に設置できるように構成される。一部の実施形態では、上記処置用リング
は、処置台（例えば、ＣＴ用の台）に取り付けられるように構成される。上記処置装置用
リングは、特定の形状に限定されるものではない。一部の実施形態では、上記処置装置用
リングは、例えば、卵形、円形、矩形、斜形などである。一部の実施形態では、上記処置
装置用リングは、円形の約半分の形状（例えば、円形の２５％、円形の４０％、円形の４
５％、円形の５０％、円形の５５％、円形の６０％、円形の７５％）である。一部の実施
形態では、上記処置用リングは、例えば、金属、プラスチック、グラファイト、木材、セ
ラミック、または、これらの任意の組み合わせである。上記処置装置ハブは、処置用リン
グへの特定の様式の取り付けに限定されるものではない。一部の実施形態では、上記処置
装置ハブは、処置用リングに（例えば、マジックテープ、スナップ、粘着剤を用いて）取
り付けられる。低損失ケーブルを使用する一部の実施形態では、該低損失ケーブルが、さ
らに、上記処置用リングに取り付けられる。一部の実施形態では、患者のサイズに合うよ
うに、上記処置用リングのサイズの調節（例えば、引き込みや延長）が可能である。一部
の実施形態では、上記処置用リングに、さらに別の部材を取り付けてもかまわない。一部
の実施形態では、上記処置用リングを、患者の近傍へ、および、近傍から容易に移動させ
ることができてもかまわない。
【０２０５】
　一部の実施形態では、上記処置装置ハブは、特別製の無菌ドレープに取り付けられるよ
うに構成される。本発明は、特定のタイプまたは種類の特別製の無菌ドレープに限定され
るものではない。一部の実施形態では、上記特別製の無菌ドレープは、患者の上（例えば
、患者の胴体、頭、足、腕、全身などの上）に配置できるように構成される。一部の実施
形態では、上記特別製の無菌ドレープは、処置台（例えば、ＣＴ用の台）に取り付けられ
るように構成される。上記特別製の無菌ドレープは、特定の形状に限定されるものではな
い。一部の実施形態では、上記特別製の無菌ドレープは、例えば、卵形、円形、矩形、斜
形などである。一部の実施形態では、上記特別製の無菌ドレープの形状は、患者の特定の
身体領域を収容できるような形状である。一部の実施形態では、上記処置用リングは、例
えば、布、プラスチック、または、これらの任意の組み合わせである。上記処置装置ハブ
は、特別製の無菌ドレープの特定の様式の取り付けに限定されるものではない。一部の実
施形態では、上記処置装置ハブは、特別製の無菌ドレープに（例えば、マジックテープ、
スナップ、粘着剤、クランプ（例えば、ワニ口式のクランプ）を用いて）取り付けられる
。低損失ケーブルを使用する一部の実施形態では、該低損失ケーブルが、さらに、上記特
別製の無菌ドレープに取り付けられる。一部の実施形態では、上記特別製の無菌ドレープ
に、さらに別の部材を取り付けてもかまわない。一部の実施形態では、上記特別製の無菌
ドレープを、患者の近傍へ、および、近傍から容易に移動させることができてもかまわな
い。一部の実施形態では、上記特別製の無菌ドレープは、医療行為を実施するためにもう
１つの開窓を有する。図１９は、開窓、および、この開窓を介して挿入されたケーブルを
備えた特別製の無菌ドレープを示している。図２０は、ケーブルを介して処置装置ハブに
接続された発電機を有する本発明のエネルギー供給システムを示しており、該処置装置ハ
ブは、処置台に（例えば、処置台ストラップを介して）固定されている。また、図２０に
示すように、処置台に横たわっている患者の上に特別製の無菌ドレープが配置され、特別
製の無菌ドレープは開窓を有する。
【０２０６】
　一部の実施形態では、上記処置装置ハブは、患者の近傍において上記ハブを位置決めす
るための脚部を有して構成される。一部の実施形態では、上記処置装置ハブは、調節可能
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な脚部を有する（例えば、これにより、上記処置装置ハブをさまざまな位置において位置
決めすることが可能になる）。一部の実施形態では、上記処置装置ハブは３つの調節可能
な脚部を有し、これにより、三脚を用いたさまざまな位置に該装置を配置することが可能
になる。一部の実施形態では、上記脚部は、所望の領域（例えば、処置台、患者のドレー
プおよび／またはガウン）に取り付けることを可能にするマジックテープを内部に有する
。一部の実施形態では、上記脚部は、処置台（例えば、ＣＴ用台）の上で円弧を形成し、
処置台のレールを押し付けるように構成されたバネ状素材から形成される。一部の実施形
態では、上記脚部は、処置台のレールに取り付けられるように構成される。
【０２０７】
　一部の実施形態では、上記処置装置ポッドは、プロセッサ（例えば、コンピュータ、イ
ンターネット、携帯電話、ＰＤＡ）と（無線または有線で）通信するように構成される。
一部の実施形態では、上記処置装置ハブは、遠隔制御で操作されてもかまわない。一部の
実施形態では、上記処置装置ポッドは、表面部に１つ以上のランプを有する。一部の実施
形態では、上記処置装置ハブは、出力が上記処置装置ハブからエネルギー供給装置へ流れ
る場合に、検出可能な信号（例えば、音声、光（例えば、パルス状の光））を供給する。
一部の実施形態では、上記処置装置ハブは音声入力が可能である（例えば、ＭＰ３プレー
ヤ）。一部の実施形態では、上記処置装置ハブは、音声を生成するためのスピーカを有す
る（例えば、ＭＰ３プレーヤからの音声）。一部の実施形態では、上記処置装置ハブは、
音声を外部のスピーカシステムに供給するための音声出力が可能である。一部の実施形態
では、処置装置ポッドを使用することによって、比較的短いケーブル、ワイヤ、コード、
管、および／または、パイプ（例えば、４フィート未満、３フィート未満、２フィート未
満）を使用することができるようになる。一部の実施形態では、上記処置装置ポッド、お
よび／または、該処置装置ポッドに接続されたもう１つのコンポーネント、または、その
一部が、無菌鞘によって覆われている。一部の実施形態では、上記処置装置ハブは、出力
を（例えば、エネルギー供給装置へ）供給するための出力増幅器を有する。
【０２０８】
　一部の実施形態では、上記処置装置ポッドは、例えば、クーラントを所望の圧力（例え
ば、気体の臨界点）で維持し、冷却状態または温度の維持を改善できるように、搬送され
るクーラント（例えば、ＣＯ２）を所望の圧力で圧縮するように構成される。例えば、一
部の実施形態では、装置、線、ケーブル、または、その他のコンポーネントの温度を一定
の規定温度、または、その近傍で維持するために、気体が臨界点、または、その近傍で供
給される。このような一部の実施形態では、コンポーネントそのものは冷却されず、その
温度は開始温度（例えば、室温）から降下しないが、その代わりに、上記の介入がなけれ
ばコンポーネントが取るであろうと考えられる温度より低い一定の温度で維持される。例
えば、上記システムのコンポーネントが組織に熱傷を生じさせない程度に十分に冷たく、
同様に、室温または体温より大幅に低く、該コンポーネントに接触する皮膚が凍結などに
よって低温損傷を起こすほどの低温には冷却または維持されないように、ＣＯ２を臨界点
（例えば、７８．２１ｋＰａなら３１．１℃）、または、その近傍で使用して温度を維持
してもかまわない。このような構成を用いることによって、必ずヒトまたは周囲の環境か
ら遮断しなければならない“低温の”コンポーネントが存在しないので、断熱材をそれほ
ど使用する必要がない。一部の実施形態では、上記処置装置ポッドは、エネルギー、気体
、クーラント、液体、圧力、および／または、通信項目を供給する使用後のおよび／また
は未使用のケーブル、ワイヤ、コード、管、および、パイプを巻き取るように設計された
引き込部材を有する。一部の実施形態では、上記処置装置ポッドは、例えば、エネルギー
供給装置の使用前にクーラントが所望の温度になるように、クーラントをエネルギー供給
装置中へ分離させる準備するように構成される。一部の実施形態では、上記処置装置ポッ
ドは、例えば、エネルギー供給装置の使用前にシステムが所望の温度になるように、クー
ラントをエネルギー供給装置中へ分離させる準備するように構成されたソフトウェアを内
部に有する。一部の実施形態では、臨界点、または、その近傍におけるクーラントの循環
によって、別の冷却機構（例えば、送風機）を使用しなくても、エネルギー供給装置の電
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子部材を冷却することが可能になる。
【０２０９】
　１つの例示としての実施形態において、移入／移出容器は、１つ以上のマイクロ波電源
装置およびクーラント源（例えば、加圧二酸化炭素ガス）を収納する。この移入／移出容
器は、マイクロ波エネルギーおよびクーラントの両方を処置装置ポッドに供給する単一の
輸送用鞘に接続される。上記輸送用鞘それ自体を最大限に冷却するために、輸送用鞘内の
クーラント路またはエネルギー供給路が互いの周囲に巻きつけられていてもよい。上記輸
送用鞘は、患者を担当する医療チームの移動に干渉しない位置で床上を通って、処置が行
われる無菌域内へ延びる。上記輸送用鞘は、患者が横たわる映像台付近に配置された台に
接続される。該台は移動可能型（例えば、車輪付き）の台であって映像台に接続可能であ
り、映像台と一緒に移動できる。上記台は腕部を有し、この腕部は、腕部を患者の上の空
間で位置決めができるように可撓性を有し、または、テレスコープ機能を内臓していても
よい。上記輸送用鞘に接続される輸送用鞘またはケーブルは、該腕部にそって頭上の部位
まで延びる。腕部の端部には、上記処置装置ポッドがある。一部の実施形態では、２つ以
上の腕部が、２つ以上の処置装置ポッド、または、単一の処置装置ポッドの２つ以上のサ
ブコンポーネントとともに設けられる。上記処置装置ポッドは小さく（例えば、１立方フ
ィート未満、１０ｃｍ３未満など）、患者の上方で容易に移動および位置決めができる。
上記処置装置ポッドは、システムのすべての演算機能を制御するためのプロセッサを備え
ている。上記装置ポッドは、エネルギー供給装置につながるケーブルを接続するための１
つ以上の接続ポートを備えている。ケーブルは上記ポートに接続される。上記ケーブルは
、引き込み可能であって、長さは３フィート未満である。短いケーブルを使用することに
よって、費用が軽減され、出力損失が防止される。上記ケーブルは、使用されないときに
は、患者の身体とは接触しないで患者の上方で吊り下げられる。上記ポートは、使用され
ないとき（例えば、エネルギー供給装置が特定のポートに接続されていないとき）には擬
似負荷を有して構成される。上記処置装置ポッドは、処置中にコンピュータのつまみを調
節し、表示情報をリアルタイムで見ることができるように、治療にあたる医師の手が届く
ところにある。
【０２１０】
　一部の実施形態では、上記エネルギー供給システムは、システム部材を１つの領域内に
保持するための処置用カートを使用する。例えば、一部の実施形態では、上記システムは
、装置を冷却することを目的とするクーラント源（例えば、気体または液体クーラントを
本発明の装置に供給する複数のタンク）（例えば、標準規格ＥサイズのＣＯ２シリンダー
）を格納するように構成された処置用カート、上記クーラント源を所望の圧力で維持する
外部加熱装置、１つ以上の電源装置、１つ以上の関連するエネルギー供給システム利用源
（例えば、エネルギー、気体、クーラント、液体、圧力、および、通信項目を供給するケ
ーブル、ワイヤ、コード、管、パイプ）、および／または、上記処置装置ハブを提供する
。実際に、上記処置用カートは、特定の設計または目的に限定されるものではない。一部
の実施形態では、上記処置用カートは、無菌設定環境（例えば、処置室）内で使用するよ
うに構成され、冷却タンク、関連する外部加熱装置、および、処置装置ポッド／ハブを内
部に有する。一部の実施形態では、上記処置用カートは、非滅菌設定環境内でのみ使用す
るように構成される。一部の実施形態では、上記処置用カートは、容易に移動できるよう
に構成される（例えば、車輪を有するように設計される）。上記処置用カートは、本発明
のエネルギー供給システムの任意のコンポーネント（例えば、上記移入／移出容器、輸送
用鞘、および／または、処置装置ハブ）に接続するように構成される。一部の実施形態で
は、上記処置用カートは、エネルギー供給システムのコンポーネント（例えば、ユーザイ
ンターフェースソフトウェア）を操作および／またはモニターするための表示領域を内部
に有する。一部の実施形態では、上記処置用カートは、プロセッサ（例えば、コンピュー
タ、インターネット、携帯電話、ＰＤＡ）と（無線または有線で）通信するように構成さ
れる。一部の実施形態では、上記処置用カートは、エネルギー供給システムに関する情報
（例えば、各コンポーネントの使用回数、どの装置が使用されているか、など）を（無線
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または有線で）送受信するように構成される。
【０２１１】
　〔第Ｘ部　エネルギー供給システムの用途〕
　本発明のシステムは、特定の用途に限定されるものではない。実際に、本発明のエネル
ギー供給システムは、エネルギー放射が関与する任意の設定において使用できるように設
計される。このような用途には、任意の、かつ、すべての医学的、獣医学的、および、研
究的応用を含める。さらに、本発明のシステムおよび装置は、エネルギー供給が関与する
農業分野、製造分野、機械分野、または、その他の応用分野において使用されてもかまわ
ない。
【０２１２】
　一部の実施形態では、上記システムは、観血的手術によって、皮膚内を通じて、血管内
を通じて、心臓内を通じて、内視鏡によって、腔内を通じて、腹腔鏡によって、または、
外科的に、エネルギーを供給できるように構成される。一部の実施形態では、上記エネル
ギー供給装置は、カテーテル、外科的に形成された開口部、および／または、身体の開口
部（例えば、口、耳、鼻部、眼、腟、陰茎、肛門）を介して患者の身体内に配置されても
よい（例えば、Ｎ．Ｏ．Ｔ．Ｅ．Ｓ．処置）。一部の実施形態では、上記システムは、エ
ネルギーを標的組織または領域に供給できるように構成される。一部の実施形態では、本
発明のエネルギー供給システムを用いた経皮的、血管内、心臓内、腹腔鏡、および／また
は外科的なエネルギー供給を向上させるために、位置決め板が設置される。本発明は、特
定のタイプおよび／または種類の位置決め板に限定されるものではない。一部の実施形態
では、上記位置決め板は、経皮的、血管内、心臓内、腹腔鏡、および／または、外科的な
エネルギー供給が実施できるように、１つ以上のエネルギー供給装置を所望の身体領域に
固定するように設計される。一部の実施形態では、上記位置決め板の組成は、エネルギー
供給システムからの望ましくない熱に身体領域が曝されることが防止できるような組成で
ある。一部の実施形態では、上記プレートは、エネルギー供給装置の位置決めに対する補
助として案内部を提供する。本発明は、標的組織または領域の特性によって限定されるも
のではない。用途としては、心臓の不整脈の治療、腫瘍のアブレーション（良性のものも
、悪性のものも含める）、手術中の出血、外傷後の出血、その他の出血の制御、軟部組織
の除去、組織の切除および回収、静脈瘤の治療、腔内組織のアブレーション（例えば、バ
レット食道や食道腺癌などの食道の病態の治療）、骨腫瘍、正常な骨、および、良性の骨
の病態の治療、眼内での使用、美容外科における使用、脳腫瘍や電気的障害を含めた中枢
神経系の病態の治療、滅菌作業（例えば、ファロピウス管のアブレーション）、任意の目
的の血管や組織の焼灼などがあげられるが、これらの例に限定されるものではない。一部
の実施形態では、上記外科的応用分野には、（例えば、凝固壊死を実現するための）アブ
レーション治療法を含める。一部の実施形態では、上記外科的応用分野には、例えば、転
移性腫瘍を標的とする腫瘍のアブレーションを含める。一部の実施形態では、上記装置は
、組織または生体に対する損傷は最小に抑制して、脳、首、胸部郭、腹部、骨盤などを含
めた（ただし、これらの例に限定されるものではない）所望の位置における移動および位
置決めするように構成される。一部の実施形態では、上記システムは、例えば、コンピュ
ータ断層撮影、超音波、磁気共鳴画像法、蛍光透視法などによって案内供給するように構
成される。
【０２１３】
　一部の実施形態では、本発明は、本明細書に記載する組織領域およびシステム（例えば
、エネルギー供給装置、ならびに、プロセッサ、電源装置、温度モニター、画像装置、チ
ューニングシステム、および／または、温度降下システムのうちの少なくとも１つのコン
ポーネント）を準備し、上記エネルギー供給装置の一部を組織領域の近傍において位置決
めし、上記装置を用いて、ある量のエネルギーを上記組織領域に供給する、組織領域を治
療する方法を提供する。一部の実施形態では、上記組織領域は腫瘍である。一部の実施形
態では、上記エネルギーの供給の結果、例えば、組織領域および／または血管血栓症のア
ブレーション、および／または、組織領域の電気穿孔が起きる。一部の実施形態では、上
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記組織領域は腫瘍である。一部の実施形態では、上記組織領域には、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、および、脊
髄のうちの１つ以上を含める。
【０２１４】
　〔実験〕
　〔実施例Ｉ〕
　本実施例は、クーラント流路を通してクーラントを循環させる本発明のエネルギー供給
装置を使用することによって望ましくない組織の加熱を実際に回避した結果である。アブ
レーション針のシャフトは、どの実験についても２０．５ｃｍであった。取手部アッセン
ブリーの冷却は極わずかであった。これは、取手部冷却作用が良好に隔離されていたこと
を示唆している。温度プローブ１、２、および、３を、ステンレス針の先端より４ｃｍ、
８ｃｍ、および、１２ｃｍの位置に配置した（図９を参照）。ブタの肝臓内に挿入した後
の出力が３５％の場合の測定、および、ブタの肝臓内に挿入した後の出力が４５％の場合
の測定について、温度を測定した。出力が３５％の場合の測定には、プローブ４を取手部
それ自体の上に配置した。また、出力が４５％の場合の測定には、プローブ４を、ステン
レス針の先端から約１６ｃｍ戻った、針と皮膚との境界に配置した。
【０２１５】
　図１０に示すように、異常に高い（６．５％）反射出力を用いて出力３５％で１０分間
治療したところ、プローブ１、２、３、および、取手部において組織を破壊しない温度で
装置が維持できることが実証された。
【０２１６】
　図１１に示すように、異常に高い（６．５％）反射出力を用いて出力４５％で１０分間
治療したところ、プローブ１、２、３、および、４において組織を破壊しない温度で装置
が維持できることが実証された。異常に高い（６．５％）反射出力を用いて出力４５％で
１０分間アブレーションを実施した後に皮膚および脂肪層を観察したところ、目に見える
熱傷または熱的な損傷はないことが実証された。
【０２１７】
　〔実施例ＩＩ〕
　本実施例は、発電機の較正を実際に行ってみた結果である。Ｃｏｂｅｒ－Ｍｕｅｇｇｅ
社の工場で発電機の較正を実施し、１５０Ｗを超える出力についてもっとも精度が高くな
るように設定した。マグネトロンは、まさしくダイオードのように振る舞い、陰極電圧を
増加させても、ある臨界閾値に達するまでは真空電流は増加せず（出力に比例）、該臨界
閾値に達すると真空電流は電圧の増加とともに急速に増加した。マグネトロン源の制御は
、陰極電圧を上記臨界点付近において高精度で制御することによって行った。したがって
、発電機は０％～１０％の出力に対しては設定しなかった。また、出力と理論力率（％）
入力との相関は、１５％未満と低かった。
【０２１８】
　発電機の較正をテストするために、出力制御ダイアルを、０．２５％から始めて１％の
増分（３Ｗの増分における０Ｗ～７５Ｗの理論出力に対応する）で変更して、発電機の出
力表示を記録し、出力を測定した。室温における同軸ケーブル、カプラー、および、負荷
の測定損失について、測定出力を補正した。出力表示も、オフセット誤差（つまり、ダイ
アルを０．０％にセットすると、発電機は２．０％を示していた）について補正した。
【０２１９】
　ダイアルと発電機出力表示との間の誤差は、ダイアルを低出力に設定した場合に大きか
った。以上の２つの値を補正することによって、ダイアル設定が１５％を超える場合には
誤差百分率が５％未満に収めることができた。同様に、測定出力は、ダイアル設定が１５
％未満の場合に理論出力から大きく異なっていたが、ダイアル設定が１５％を超える場合
には比較的精度がよかった。
【０２２０】
　〔実施例ＩＩＩ〕
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　本実施例は、製造時のアンテナの設定および試験について説明する。この設定および試
験によって、製造環境における設定・試験方法が提供できるようになる。本方法はでは、
組織ではなく、組織に相当する液体模型を採用する。
【０２２１】
　アンテナについてすでに実施した実験的な数値測定の結果から、Ｌ２を約１ｍｍ変化さ
せると、反射出力が－３０ｄＢ未満～約－２０ｄＢから２５ｄＢまで増加することがわか
っていた。この増加はアブレーション時に発生した組織特性の変化によって小さくなった
可能性が高かったので、我々は、長さＬ２に対する０．５ｍｍの相対的許容誤差は妥当で
あると考える。同様に、反射係数全体がＬ２ほどにはＬ１に依存しないが、長さＬ１に対
して０．５ｍｍの許容誤差を使用する。
【０２２２】
　品質管理を目的とするアンテナのチューニングの試験は、肝臓、肺、または、腎臓の誘
電特性を模倣するように設計された液体１５の溶液を用いて実施可能である（例えば、Ｇ
ｕｙ　ＡＷ　（１９７１）　ＩＥＥＥ　Ｔｒａｎｓ．Ｍｉｃｒｏｗ．Ｔｈｅｏｒｙ　Ｔｅ
ｃｈ．１９：１８９-２１７を参照。なお、この文献の内容は全て参照によって本明細書
に組み込まれる）。上記アンテナを模型に浸漬する。また、１つのポートを有する測定装
置または全てのベクターネットワークアナライザ（“ＶＮＡ”：ｖｅｃｔｏｒ　ｎｅｔｗ
ｏｒｋ　ａｎａｌｙｚｅｒ）を用いて、反射係数を記録する。適切なチューニングを保証
するために、－３０ｄＢ未満の反射係数の検証が選択される。
【０２２３】
　〔実施例ＩＶ〕
　本実施例は、三軸型およびＣＦダイポール型アンテナの効率、加熱能力、および、製造
能力を比較した。さらに剛性が高く鋭く、容易に挿入可能な先端を形成するためには、も
との三軸設計を修正することが必要であった。まず初めに、コンピュータモデリングを使
用して、アルミナ製鞘および切小面を形成した金属製先端を追加したことにともなってア
ンテナの長さをどう変更することが必要であるのかを決定した。モデリングによって、ア
ンテナの長さを伸ばすことが必要であると考えられること、および、金属製先端は性能を
劣化させないと考えられることを確認した後、エキソビボ肝組織において試験を実施する
ためにアンテナを作製した。この試験は、設計を修正したことによって高い効率が維持で
きた一方で、経皮的構成の場合に十分な機械的な強度が提供できることを示していた。Ｃ
Ｆダイポールの設計のコンピュータモデリングからは、大した結果が得られなかった。ま
た、次の装置製作は、再現が困難であることがわかった。そこで、挿入可能な三軸型装置
をリードアンテナの設計として選択した。
【０２２４】
　コンピュータモデリングによって、耐熱性被覆も本格的な断熱層も、どちらも、アンテ
ナの遠位側の先端からアンテナの近位部分に流れることができる熱量を低減することがわ
かった。ただし、効果的な水冷溶液であれば、０．０２０”同軸ケーブルの出力のスルー
プットを、約８Ｗ～１５０Ｗを超える値まで増加させることができる。１５０Ｗの入力を
用いる場合には、水冷によって、アンテナの先端から近位部分に向かって延びる任意のシ
ャフトの発熱も取り除かれた（図２１）。ただし、実施には、高価な０．０２０”同軸ケ
ーブルを使用して、十分な水流速度（約３０ｍｌ／分）を提供することが必要であった。
さらに、０．０２０”ケーブルは、先に使用した０．０４７”ケーブルに比べて損失が２
倍～３倍大きく、出力のスループットが１５Ｗも減少し、このさらなる出力損失を冷却す
ることが必要であった。最終的なアンテナの設計では、金属製アンテナと周囲の組織との
間で発生しかねない付着を低減するために、アッセンブリー全体の周囲にＰＥＥＫ鞘を組
み込一方で、熱伝導性の発熱を低減することが示されている熱緩衝材も設置した。
【０２２５】
　Ｖａｌｌｅｙｌａｂ／Ｃｏｖｉｄｉｅｎ社の冷却済みの１７ゲージの試作アンテナまた
は１７ゲージの冷却済みＲＦ電極のいずれかを用い、正常なインビボのブタの肺モデルに
おいてアブレーションを生成して、経皮的に調査を実施した。アブレーションは、ＲＦの
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グループにはインピーダンス制御をともなう２００Ｗ、および、マイクロ波のグループに
は１３５Ｗの臨床規格を用いて１０分間実施した。マイクロ波のグループで生成したアブ
レーションは、ＲＦのグループに比べてかなり大きく、アブレーションの平均直径（平均
の±標準偏差）は、それぞれ３．３２±０．１９ｃｍおよび２．７±０．２７ｃｍであっ
た（Ｐ＜０．０００１、図９）。アブレーションの真円度も、マイクロ波グループの方が
、ＲＦグループよりかなり高かった（それぞれ、０．９０±０．０６および０．８２±０
．０９、Ｐ＜０．０５）。調査全体を通じて、大きな合併症は観察されなかった。２回の
アブレーション中にそれぞれ１匹の動物において、軽微な気胸が観察された。どちらの動
物もＲＦグループであり、介入しなくても安定した状態が継続した。この調査から、マイ
クロ波の方がＲＦ電流より効果的であり、肺組織の加熱について通常は速いことが結論さ
れた。
【０２２６】
　〔実施例Ｖ〕
　本実施例は、シミュレートした加熱環境における冷却について調べた。三軸型アンテナ
の第３の導電とほとんど同一の１７ゲージのステンレス針に、ヒータコイルを通した。４
つの熱電対を針の外側にそって設置し、独立気泡フォームを用いてシステム全体を熱的に
隔離した。この設定が、血流および生体組織の高い熱伝導度がいくらかのアンテナ冷却効
果をもたらす傾向があるので、最悪の場合であると思われた。上記コイルを０Ｗ～５０Ｗ
で加熱し、０ｓｔｐ　Ｌ／分～１０ｓｔｐ　Ｌ／分の流速で動作するＮＣ－ＣＯ２を用い
て温度を記録した。試験結果は、加熱された管を周囲温度のまま維持できるように５０Ｗ
の入力全体を冷却するためには、ＣＯ２の中程度の流れで十分であることを示していた（
図２４）。
【０２２７】
　冷却をせずに上記針の外表面で記録された温度は１００℃を超えたが、１０ｓｔｐ　Ｌ
／分～２０ｓｔｐ　Ｌ／分のＮＣ－ＣＯ２で冷却を実施することよって、表面温度は３０
℃未満にまで降下した（図２４）。これらの試験は、アブレーションアンテナの内側から
の５０Ｗもの熱を、中程度の量のＮＣ－ＣＯ２（約１０ｓｔｐ　Ｌ／分）で効果的に冷却
できることを示した。
【０２２８】
　〔実施例ＶＩ〕
　この実験では、加熱されたアンテナの先端から近位部分への熱伝導効果を測定した。ヒ
ータとアンテナとの間の良好な熱接触を保証するために、修正型アンテナ（セラミック製
放射セグメントを、熱伝導性を有する銅製管で置き換えた）を、熱ペーストを用いて電気
ヒータ内に設置した（図２５）。ＮＣ－ＣＯ２の流速に対する温度を測定するために、ア
ンテナの外表面にそっていくつかの点に熱電対を設置した。
【０２２９】
　冷却を行う前には、外側導電部にそった温度が、ヒータより１ｃｍの位置で８０℃を超
えた。冷却を開始したところ、たとえ１３ｓｔｐ　Ｌ／分という低い速度であっても、温
度は上記ＮＣ－ＣＯ２ガスの入力温度まで（約０℃）降下した（図２５）。流速を増加さ
せると、温度はさらに降下した。ガスは、上記針のシャフトへの“付着”機能の可能性に
ついて、凍結融解壊死治療プローブに用いたのと同様に試験するために、熱交換器におい
てわずかに事前冷却した。この事前冷却によって、臨界点に近い動作にとって必要とされ
る温度より低い温度である３１℃が得られた。これ以上の実施については、この調査の対
象外である。
【０２３０】
　必要な冷却力の下限を評価するために、同じ設定およびヒータを用いて、追加試験も実
施した。この調査では、１０ｓｔｐ　Ｌ／分の初期の流れによって、温度が約０℃まで降
下することが示された。次に、シャフト温度が上昇して３０℃を超えると、この流れを取
り除き、ＣＯ２の１ｓｔｐ　Ｌ／分のパルスを約１０秒間注入した。冷却を実施せず温度
が急速に上昇したにも関わらず、温度上昇を消してシステムを周囲温度で維持するために
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は、ＣＯ２小さなパルスしか必要ではなかった（図２６）。これらの結果は、例えば、少
量のＣＯ２を使用するだけでも、処置時にアンテナをＩＳＯ６０６０１－１標準規格未満
で維持できることを示唆している。温度フィードバック／モニタリングシステムを採用し
て、処置時のＣＯ２の使用を最小化してもかまわない。臨界点に近いＣＯ２は、マイクロ
波アブレーションアンテナ内側の液体冷却の実現可能かつ効果的な代替手段である。ＮＣ
－ＣＯ２の高い熱容量によって、アブレーションアンテナを安全レベルまで冷却するため
に、わずかな体積の流体しか必要ではないことが保証される。５０Ｗもの熱を生成するア
ンテナを冷却するためであっても、低い流速（約１０ｓｔｐ　Ｌ／分）で十分であること
が示された。
【０２３１】
　〔実施例ＶＩＩ〕
　本実施例は、造影剤の投与量を抑制しながら、アブレーションゾーンの可視化を改善す
る新しい再構築法を用いて、アブレーション過程中にわずかな量のヨウ素標識済み造影剤
を周期的に注射することの実現可能性を評価した。汎用性の高い効果的な内処置映像技術
が存在しないことが、熱的腫瘍アブレーション分野にとって深刻な制限になっている。超
音波撮像では、加熱中に形成される気泡によって画像がぼやけてしまう可能性がある。ま
た、造影ＣＴは、通常多量の造影剤を注射して行う１回のスキャンに限定される。
【０２３２】
　雌の飼育ブタを準備して麻酔を注射した。ＲＦアブレーションを、内部冷却した３つの
切り替え電極を用いて２０分間実施した。アブレーション時に、１５ｍｌのヨウ素標識済
み造影剤（３００ｍｇ／ｍｌ）を２分ごとに供給し、各回の注射から所定の肝臓造影時間
（９０秒）に腹腔ＣＴを収集した。従来のオンライン再構築および画像再構築法（“ＨＹ
ＰＲ”：ＨｉｇｈｌＹ-ｃｏｎｔｓｔｒａｉｎｅｄ　ｂａｃｋＰＲｏｊｅｃｔｉｏｎ）に
よるオフライン再構築の両方を用いて、ＣＴ画像を生成した。従来の画像およびＨＹＰＲ
によって再構築した画像を比較して、アブレーションゾーン部とバックグラウンドの肝臓
との画像コントラストおよび信号対雑音比を求めた。
【０２３３】
　アブレーションゾーンの成長は、２分の時間分解能で視覚化することができた。アブレ
ーションゾーンは２分～６分で容易に視認できるようになり、累積コントラスト量は１５
ｍｌ～４５ｍｌであった。画質は累積コントラスト量とともに向上した。ＨＹＰＲによっ
て再構築した画像の信号対雑音比は、標準的な再構築に比べて約３倍～４倍良好であった
。また、ＨＹＰＲによって、アブレーションゾーンとバックグラウンドの肝臓との間の信
号のコントラストが６倍まで向上した（図２７および図２８）。
【０２３４】
　上記明細書において言及したすべての文献および特許は、参照によって本明細書に組み
込まれる。記載した本発明の方法およびシステムの各種修正および変形が本発明の技術的
範囲および精神から逸脱するものではないことは、当業者にとって明らかであろう。本発
明について特定の実施形態との関連において説明してきたが、請求項に記載の発明がこの
ような特定の実施形態に過度に限定されるべきでないことは理解されるべきである。実際
に、記載した本発明を実施するためのモードにおける、関連分野の当業者にとって自明な
各種修正は、以下の請求項の技術的範囲に包含されるものである。
【図面の簡単な説明】
【０２３５】
【図１】図１は、本発明の一実施形態におけるエネルギー供給システムの概略図を示して
いる。
【図２】図２は、本発明の一部の実施形態における同軸性伝達線および／または誘電部材
の各種形状を示している。
【図３】図３Ａおよび図３Ｂは、望ましくない装置の加熱（例えば、外側導電部にそった
加熱）を防止することを目的して、第１の材料および第２の材料が融解可能な壁によって
遮断される、分割セグメントを有する同軸性伝達線の実施形態を示している。
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【図４】図４Ａおよび図４Ｂは、望ましくない装置の加熱（例えば、外側導電部にそった
加熱）を防止することを目的して、第１の材料および第２の材料（例えば、混合すると温
度降下性の化学反応を起こすように構成された材料）を含有する融解可能な壁によって隔
離される分割セグメントを有する同軸性伝達線の実施形態を示している。
【図５】図５は、クーラントのクーラント流路への、および、クーラント流路からの出入
りを制御するように構成された取手部の概略図を示している。
【図６】図６は、クーラント流路を有する同軸ケーブルの実施形態の横断面概略図を示し
ている。
【図７】図７は、外側導電部および誘電性材料を有するエネルギー放出装置内に配置され
るクーラント循環管（例えば、クーラント用針、カテーテル）を示している。
【図８】図８は、本発明のＣＦダイポールのコンポーネントを備えた、本発明の装置（例
えば、アブレーション装置のアンテナ）の遠位端を概略的に示している。
【図９】図９は、温度測定ステーションの試験用設定状況および位置を示している。該図
に示すように、上記アブレーション針のシャフトはすべての実験について２０．５ｃｍで
あった。プローブ１、２、および、３を、ステンレス針の先端より４ｃｍ、８ｃｍ、およ
び、１２ｃｍの位置に配置した。
【図１０】図１０は、異常に高い（６．５％）反射出力を用いて、３５％で（１３：４０
～１３：５０のあいだマイクロ波は“オン”）治療している様子を示している。プローブ
３を、まず初めに、肝組織のすぐ外側に空気中に配置した。
【図１１】図１１は、異常に高い（６．５％）反射出力を用いて、４５％で（１４：５８
～１５：０８のあいだマイクロ波はオン）１０分間治療した様子を示している。ステーシ
ョン４におけるピーク温度は４０．２５℃であった。
【図１２】図１２は、本発明の一実施形態において、クーラントを流すためのスペースを
形成するために外側導電部の領域が除去された、同軸ケーブルを示している。
【図１３】図１３は、移入／移出容器、輸送用鞘、および、処置装置ポッドの概略図を示
している。
【図１４】図１４は、引張りワイヤ繋留部に接続される２つの引張りワイヤを有するエネ
ルギー供給装置を示している。
【図１５】図１５は、複数の可撓性を有しない領域および１つの可撓性を有する領域を備
えたエネルギー供給装置の外観図を示している。
【図１６】図１６は、内側導電部に接続される、アンテナ内に配置されるより大きな同軸
性伝達線に接続される狭い同軸性伝達線を有するエネルギー供給装置を示している。
【図１７】図１７は、複数の可撓性を有しない領域および１つの可撓性を有する領域を備
えたエネルギー供給装置の断面図を示している。
【図１８】図１８は、処置台ストラップに接続される処置装置ハブを示している。
【図１９】図１９は、開窓、および、この開窓を介して挿入されるケーブルを有する特別
製の無菌ドレープを示している。
【図２０】図２０は、ケーブルを介して処置装置ハブに接続される発電機を有する本発明
のエネルギー供給システムを示している。なお、処置装置ハブは処置台に固定される。
【図２１】図２１は、エネルギー供給装置を用いて冷却を実際に行ってみた結果である。
アンテナの先端より７ｃｍの位置で測定したアブレーション時の温度プロファイルは、１
２０Ｗを超える入力（上側）が引き起こす発熱を、冷水を用いた冷却によって除去するこ
とができることを示した。冷却したアンテナを用いて（１２５Ｗ、５分間）形成した約３
ｃｍのアブレーションは、アンテナにそった“尾部”がないことを示している。セラミッ
ク製管および切小面を形成した先端によって、経皮導入が可能になる（下側）。
【図２２】図２２は、各種受動的な冷却法を用いてシミュレートしたアンテナシャフトに
そった温度分布を示している。熱抵抗器と絶縁性鞘との組み合わせによって、近位の温度
がもっとも大幅に降下した。
【図２３】図２３は、正常なブタの肺中に１０分間で形成されたマイクロ波アブレーショ
ン（左）およびＲＦアブレーション（右）を、等しいスケールで示している。マイクロ波
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【図２４】図２４は、アンテナシャフト（底部）内で３５Ｗの熱を生成しながら、アンテ
ナシャフトにそって温度を測定した実験の設定状況（上側）および結果を示している。わ
ずか１．０ｓｔｐ　Ｌ／分のＣＯ２の流れを必要としただけで、シャフトにそった任意の
点において、８℃を超える温度上昇を防止することができた。１０ｓｔｐ　Ｌ／分で５０
Ｗの加熱力を相殺することができた。
【図２５】図２５は、０、１３、および２３．８ｓｔｐ　Ｌ／分のＮＣ－ＣＯ２の流れ（
底部）の場合について、アンテナの先端を１５０℃で維持しながら、アンテナシャフトに
そって温度を測定した実験の設定状況（上側）および結果を示している。なお、この試験
では、発熱はアンテナの先端からの熱伝導についてのみ考慮し、内部発熱については考慮
しなかった。
【図２６】図２６は、アンテナの先端からの熱伝導性の発熱に１０ｓ均衡する場合の、１
ｓｔｐ　Ｌ／分という小さなＣＯ２のパルスを示している。
【図２７】図２７は、従来の画像の解像度、および、高度に限定された画像再構築法（“
ＨＹＰＲ”：ＨｉｇｈｌＹ－ｃｏｎｔｓｔｒａｉｎｅｄ　ｂａｃｋＰＲｏｊｅｃｔｉｏｎ
）画像の解像度を、時間の関数として示している。
【図２８】図２８は、複数の期間にわたる、標準的な腫瘍画像および高度に限定された画
像再構築法（ＨＹＰＲ）による腫瘍画像を示している。
【図２９】図２９は、エネルギー供給装置の実施形態を示している。
【図３０】図３０は、エネルギー供給装置の実施形態を示している。
【図３１】図３１は、処置状況下におけるエネルギー供給装置の実施形態を示している。
【図３２Ａ】図３２Ａは、本発明のエネルギー供給システムのためのユーザインターフェ
ースソフトウェアの例を示している。
【図３２Ｂ】図３２Ｂは、本発明のエネルギー供給システムのためのユーザインターフェ
ースソフトウェアの例を示している。
【図３２Ｃ】図３２Ｃは、本発明のエネルギー供給システムのためのユーザインターフェ
ースソフトウェアの例を示している。
【図３３】図３３は、本発明の三軸マイクロ波プローブの実施形態を示している。
【図３４】図３４は、生体外において作成された組織であって、アブレートされた牛の生
きている組織を示している。Ａ）は、容量結合されたアンテナ（例えば、精密プローブ）
を用いた場合を示し、Ｂ）は、そのような結合を有していないアンテナを用いた場合を示
している。
【図３５】図３５は、容量結合されたアンテナ（例えば、精密プローブ）、及び、そのよ
うな結合を有していないアンテナにより実現されたアブレーションの横径の平均値（入射
電力を３０Ｗとし、持続時間を様々にした場合）をグラフ形式にまとめたものである。
【図３６】図３６は、内側導電部、誘電体、外側導電部、及びトロカールを有する既存の
アンテナに、精密プローブを結合するための工程を示している。
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