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の 要約 電歪高分子 ( 1 1）にプうス電極 ( 1 2 ）及びマイナス電極 ( 1 3 ） を配 し、その電極 ( 1 2 ， 1 3 ）

に電圧が印加されると、電歪高分子 ( 1 1）が伸縮駆動されるアクチ エ一タ ( 1 0 ） を備えて、アクチ エ一
( 1 0 ）のプラス電極 ( 1 2 ）及びマイナス電極 ( 1 3 ）に電圧を所定の周期で供給 して電歪高分子 ( 1 1）を

縮駆動させ、ブ - ド ( 1 6 ） を超音波振動させるよ \こ構成・し



超音波治療装置

技術分野

０００1 この発明は、例えば外科手術等の手術において生体組織を凝固・切開するのに用

いられる超音波治療装置に関する。

背景技術

０００2 一般に、患者の腹部を開腹して外科手術を施す場合や、内視鏡下外科手術を施

す場合には、生体組織の凝固・切開を行ぅ手段として超音波治療装置が用いられる

。この超音波治療装置は、超音波振動を発振する超音波振動子や、処置部を構成

する超音波プローブを有する。そして、超音波振動子で発振された超音波振動が増

幅されて超音波プローブに伝達され、その超音波振動を利用して生体組織の凝固・

切開処置が行われる。

０００3 超音波治療装置に用いられている超音波振動子としては、ボルト締めランジュバン

型振動子構造 (例えば、米国特許第6０68647号明細書 (特許文献 )参照)や、磁

歪型振動子構造 (例えば、米国特許第62 4０ 7号明細書 (特許文献2)参照)のも

のが知られている。ボルト締めランジュバン型振動子の構造は、圧電素子及び電極

を交互に積層して、その積層体をホーンと裏打ち板との間に締結配置した構成であ

る。磁歪型振動子の構造は、磁歪材料をコイルで巻いた構成である。

０００4 ところで、最近、人工筋肉の素材の候補として、誘電エストラマーと称する電場応答

性の高分子材料であるシリコーン樹脂や、アクリル系樹脂等の電歪高分子を用いるこ

とが考えられている。例えば、日経サイエンス 2００4年2月号 56頁～65頁 (非特許

文献 )、ェレクトロ二クス実装技術 2００2 ( o 8 o ) 32頁～38頁 (非特

許文献2)及び成形加 o 6 o ０ 2００4 63 頁～637 (非特許文献3)

参照。電歪高分子は、その両面に電極を薄膜形成している。そして、電極間に電圧

を印加すると、一面側が収縮して他面側が伸展する動作を行ぅ。このよぅな電歪高分

子を用いたアクチュエータでは、その電極間に周期的に電圧を印加することにより、

電歪高分子が伸縮して所望の駆動力を発生する。



０００5 このよぅな電歪高分子を利用したアクチュエータの使用例としては、義手、義足、ハ

プテイック (hap c)やセンシングが可能な柔らかい皮膚、血液等を診断するポンプ等

の人工器官や、医療機器等への応用が研究されている (例えば、上記非特許文献3

参照。)。

発明の開示

０００6 上記従来構成の超音波治療装置で従来から一般に使用されている超音波振動子

で用いられる圧電素子や、磁歪材料の歪率は 程度である。そのため、超音波振

動子の振幅を大きくして処置能力を高めると、超音波振動子が大型となるれづ問題

を有する。このため、上記超音波治療装置にあっては、内視鏡を用いる治療におい
て要望されている、例えば内視鏡の挿入部に設けられるチヤンネルに挿入して所望

の処置に供するまでの小型ィビが難 、い 。

０００7 また、電歪高分子では ００ の歪率を得られることが知られている。しかしながら、

例えば電歪高分子を利用したアクチュエータを治療機器等に応用する場合には、単

に、治療に適するまでの小型化を実現すればよレ祐のでなく、小型ィビを実現したぅえ

で、その他の構成部品と有機的に結合して信頼性の高い安定した動作制御を実現

することが要望されている。

０００8 この発明は、上記の事情に鑑みてなされたもので、簡易な構成で、且つ、小型ィビの

促進を図り得るよぅにした超音波治療装置を提供することを目的とする。

０００9 本発明の一局面の態様の超音波治療装置は、超音波振動して治療部位を処置す

る処置部と、前記処置部を駆動する駆動手段とを有する超音波治療装置であって、

前記駆動手段は、電歪高分子によって形成されるアクチュエータ本体と、前記アクチ

ュエータ本体に互いに離間して絶縁される状態で配設された少なくとも一対の電極と

を具備し、前記電極間に電圧が印加されると、前記電歪高分子が伸縮駆動されるア

クチュエータと、前記アクチュエータの前記各電極間に電圧を供給する電源手段と、

を具備し、前記処置部は、前記アクチュエータの前記電歪高分子の伸縮駆動に連動

して超音波振動し、前記治療部位を処置する。

００1０ 好ましくは、前記処置部は、前記アクチュエータに接合され、前記アクチュエータの

伸縮駆動に連動して超音波振動し、前記治療部位を処置するブレードを有し、前記



電源は、前記アクチュエータの前記電極間に交流電圧を供給する。

００11 好ましくは、前記アクチュエータは、電歪高分子によって形成されるアクチュエータ

本体と、前記アクチュエータ本体の一端部に配設されたプラス電極と、前記アクチュ

エータ本体の他端部に配設されたマイナス電極と、を有する。

００12 好ましくは、前記アクチュエータ本体は、その内部に前記アクチュエータ本体の中

心線方向とほぼ平行に延設され、かつほぼ平行に並設された状態で、複数のプラス

内部電極及び複数のマイナス内部電極が埋設され、前記複数のプラス内部電極は、

それぞれ一端部が前記プラス電極に接続され、前記複数のマイナス内部電極は、そ

れぞれ一端部が前記マイナス電極に接続され、前記複数のプラス内部電極と前記複

数のマイナス内部電極とは交互に所定の間隔を有して付設されている。

００13 好ましくは、前記アクチュエータは、直方体形状の電歪高分子によって形成される

アクチュエータ本体と、前記アクチュエータ本体の前記直方体形状の一側面に配設

されたプラス電極と、前記アクチュエータ本体の前記直方体形状の他側面に配設さ

れたマイナス電極と、を有する。

００14 好ましくは、前記アクチュエータ本体は、その内部に前記アクチュエータ本体の中

心線と直交する方向とほぼ平行に延設され、かつほぼ平行に並設された状態で、複

数のプラス内部電極及び複数のマイナス内部電極が埋設され、前記複数のプラス内

部電極は、それぞれ一端部が前記プラス電極に接続され、前記複数のマイナス内部

電極は、それぞれ一端部が前記マイナス電極に接続され、前記複数のマイナス内部

電極と前記複数のプラス内部電極とは交互に所定の間隔を有して付設されている。

００15 好ましくは、前記アクチュエータは、円筒形状の電歪高分子によって形成されるアク

チュエータ本体と、前記アクチュエータ本体の前記円筒形状の外周面と内周面とに

それぞれ配設された一対の電極とを有する。

００16 好ましくは、前記アクチュエータ本体は、前記円筒形状の外周面にプラス電極、前

記円筒形状の内周面にマイナス電極がそれぞれ配設されている。

００17 好ましくは、前記処置部は、前記アクチュエータを支持する固定軸を有し、前記アク

チュエータは、少なくとも2枚の膜状の電歪高分子、前記電歪高分子は、片面にプラ

ス電極、他の片面にマイナス電極がそれぞれ形成されている，を有し、前記2枚の膜



状の電歪高分子が互いのマイナス電極を重ねた状態で接合されて2枚の膜状の電

歪高分子を接合させた接合構造体を含み、前記接合構造体が前記固定軸に渦巻状

に巻き付けられて前記アクチュエータが形成される。

００18 本発明の他の一局面の態様の超音波治療装置は、先端部および基端部を有し、

内視鏡のチャンネル内に挿入される挿入部と、前記挿入部の前記先端部に配設され

、超音波振動して治療部位を処置する処置部と、前記処置部を駆動する駆動手段と

を有し、前記内視鏡による観察視野内で前記処置部の超音波振動により前記治療

部位を処置する超音波治療装置であって、前記挿入部は、先端部および基端部を

有し、可撲性を有するシース、前記シースは前記先端部に前記処置部が連結される

，を具備し、前記シースは、前記基端部に前記処置部を操作する操作部が配設され

、前記駆動手段は、電歪高分子によって形成されるアクチュエータ本体と、前記アク

チュエータ本体に互いに離間して絶縁される状態で配設された少なくとも一対の電

極とを具備し、前記電極間に電圧が印加されると、前記電歪高分子が伸縮駆動され

るアクチュエータと、前記アクチュエータの前記各電極間に電圧を供給する電源手段

と、を具備し、前記処置部は、前記アクチュエータに接合され、前記アクチュエータの

伸縮駆動に連動して超音波振動し、前記治療部位を処置するブレードを有する。

００19 好ましくは、前記処置部は、先端部および基端部を有する筒状のブレード、前記ブ

レードは前記先端部に前記ブレードの内腔に連通する吸引孔を有する，を含み、前

記シースは、先端部および基端部を有し、前記シースの内部に配設される吸引チュ
ーブ、前記チューブは前記先端部が前記ブレードの内腔に連通し、前記基端部が

前記操作部から外部に延出され、吸引ポンプに接続される，を含む。

００2０ 好ましくは、前記処置部は、先端部および基端部を有し、前記駆動手段が内蔵され

る筒状のブレードと、先端部および基端部を有し、前記基端部が前記シースの前記

先端部に連結される先端カバー部材と、前記先端カバー部材に回動可能に連結さ

れ、前記ブレードに対して開閉可能に支持される鉗子片と、前記鉗子片を前記ブレ

ードに対して開閉駆動する鉗子駆動部と、先端部および基端部を有し、前記シース

の内部に前記シースの中心線方向に移動可能に設けられ、前記鉗子駆動部を操作

する操作ワイヤと、前記操作部に設けられ、前記操作ワイヤを介して前記鉗子駆動



部を駆動し、前記鉗子片を前記ブレードに対して開閉駆動するハンドルと、を具備す

る。

００2 1 上記構成によれば、アクチュエータは、その電極間に電圧が印加されると、電歪高

分子の電極に対応した一方方向が収縮されて、その一方方向と直交する他方方向

が数 ０ ～数 ００ の歪率で伸展されることにより、電源手段からの電圧の周期に

同期して伸縮駆動され、処置部を超音波振動する。これにより、処置部を大きな振幅

で超音波振動することが可能となり、高い処置能力を有する処置部を、小型のアクチ

ュエータを用いて実現することが可能となり、装置の小型ィビを図ることができる。

００22 図 図 は、この発明の第 の実施の形態の超音波治療装置の一部を断面にして

示した要部の概略構成図である。

図2 図2は、第 の実施の形態の超音波治療装置のアクチュエータとブレードを示

す斜視図である。

図3 図3は、図2のアクチュエータとブレードの縦断面図である。

図4 図4は、第 の実施の形態の超音波治療装置のアクチュエータと電源との関係

を示した概略構成図である。

図5A 図5 は、第 の実施の形態の超音波治療装置のアクチュエータのモデルを

説明するために示した要部の概略構成図である。

図5B 図5 は、第 の実施の形態の超音波治療装置のアクチュエータのモデルの

動作原理を説明するために示した要部の概略構成図である。

図6 図6は、図5 のアクチュエータのモデルの電界 と歪の関係を示した特性図で

ある。

図7 図7は、第 の実施の形態の超音波治療装置のアクチュエータ及びシース上に

樹脂チューブを被覆した状態を示した縦断面図である。

図8 図8は、第 の実施の形態の超音波治療装置のアクチュエータ上に樹脂チュー

ブを被覆した状態を示した縦断面図である。

図9 図9は、第 の実施の形態の超音波治療装置を内視鏡の挿入部のチヤンネル

内に挿入した状態で装着した状態を示した概略構成図である。



図1０図 ０は、第 の実施の形態の超音波治療装置のブレード、第 及び第2のケ

ース、シースを内視鏡の挿入部のチヤンネルに挿入した状態を拡大して示した縦断

面図である。

図11 図 、第 の実施の形態の超音波治療装置のアクチュエータの第 の変形

例を示す要部の概略構成図である。

図12 図 2は、第 の実施の形態の超音波治療装置のアクチュエータの第2の変形

例を示す分解斜視図である。

図13 図 3は、第2の変形例のアクチュエータの取付け状態を示す横断面図である

図14 図 4は、第2の変形例のアクチュエータと押さえ部材との取付け例を示した要

部の斜視図である。

図15 図 5は、第 の実施の形態の超音波治療装置のアクチュエータの第3の変形

例を示す要部の概略構成図である。

図16 図 6は、第3の変形例のアクチュエータの縦断面図である。

図17 図 7は、第 の実施の形態の超音波治療装置のアクチュエータの第4の変形

例を示した斜視図である。

図18 図 8は、第4の変形例のアクチュエータの縦断面図である。

図19 図 9は、この発明の第2の実施の形態の超音波吸引装置を示した要部の概

略構成図である。

図2０図2０は、第2の実施の形態の超音波吸引装置のアクチュエータの縦断面図

である。

図2 1 図2 は、第2の実施の形態の超音波吸引装置のアクチュエータの横断面図

である。

図22 図22は、第2の実施の形態の超音波吸引装置のアクチュエータとシースの外

周面に保護用樹脂チューブを被覆した状態を示す縦断面図である。

図23 図23は、第2の実施の形態の超音波吸引装置の変形例を示す要部の縦断面

図である。

図24 図24は、この発明の第3の実施の形態の超音波凝固切開装置の要部の概略



構成図である。

図25 図25は、第3の実施の形態の超音波凝固切開装置の要部を示す縦断面図で

ある。

図26 図26は、第3の実施の形態の超音波凝固切開装置のブレードとアクチュエー

タの配置関係を説明するための分解斜視図である。

図27 図27は、第3の実施の形態の超音波凝固切開装置のアクチュエータ上に樹

脂チューブを被覆した状態を示す要部の縦断面図である。

図28A 図28 は、第3の実施の形態の超音波凝固切開装置のアクチュエータの初

期位置を示す説明図である。

図28B 図28 は、第3の実施の形態の超音波凝固切開装置のアクチュエータの動

作状態を示す説明図である。

発明を実施するための最良の形態

００23 以下、この発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。

００24 (第 の実施の形態)

図 ～図 ０は、この発明の第 の実施の形態を示す。図 は、内視鏡4０ (図9参

照) と併用される超音波治療装置 の要部の概略構成を示す。

００25 図9は、内視鏡4０の概略構成を示す。内視鏡4０は、体内に挿入される細長い
挿入部4０2と、この挿入部4０2の基端部に連結された操作部4０3とを有する。挿入

部4０2は、細長い可撲管部4０4と、この可撲管部4０4の先端部に基端部が連結され

た湾曲部4０5と、この湾曲部4０5の先端部に基端部が連結された先端硬性部4０6と

を有する。湾曲部4０5は、真っ直ぐに伸びた通常の直線状態から湾曲形状に湾曲操

作可能になっている。図 ０に示すよぅに先端硬性部4０6の先端面には、図示しない
照明光学系の照明レンズと、観察光学系の対物レンズ4０7と、処置具挿通チヤンネ、

ル4０8の先端開口部4０8aと、図示しない送気送水用ノズルなどが配設されている。

００26 先端硬性部4０6には、対物レンズ4０7の後方にCC などの撮像素子4０9とその接

続回路基板などが固定されている。なお、撮像素子4０9に代えて図示しないイメージ

ガイドファイバの先端部を固定して、内視鏡4０を電子スコープに限らずにファイバ

ースコープとしてもよい。さらに、先端硬性部4０6には、処置具挿通チヤンネル4０8



の先端部や、送気送水用ノズルに接続された送気チューブと、送水チューブの先端

部などが固定されている。

００27 操作部4０3には術者が把持する把持部4 ０が配設されている。この把持部4 ０に

はユニバーサルコード4 の基端部が連結されている。このユニバーサルコード4

の先端部には図示しない光源装置や、ビデオプロセッサなどに接続されるコネクタ部

が連結されている。

００28 さらに、操作部4０3には、湾曲部4０5を湾曲操作する湾曲操作ノブ4 2と、吸引ボ

タンと、送気・送水ボタンと、内視鏡撮影用の各種ス不ソチと、処置具挿入用の口金4

3などがそれぞれ設けられている。処置具挿入用の口金4 3には挿入部4０2内に

配設された処置具挿通チヤンネル4０8の基端部に連結される処置具挿入口4 3aが

設けられている。そして、内視鏡用処置具である本実施の形態の超音波治療装置

は、内視鏡4０の処置具挿入口4 3 から処置具挿通チヤンネル4０8内に挿入され

て先端硬性部4０6側まで押し込み操作された後、処置具挿通チヤンネル4０8の先端

開口部4０8aから外部に突出されるよぅになっている。

００29 超音波治療装置 は、図 に示すよぅに細長い可撲性を有するシース 7と、シース

7の基端部に連結された処置操作部 8とを有する。シース 7の先端部には、先端

処置部2が連結されている。この先端処置部2には、図2に示すよぅに生体組織の切

開・止血等の処置を行ぅ処置部であるブレード 6と、このブレード 6を超音波振動さ

せる超音波振動子を構成するアクチュエータ ０とが設けられている。

００3０ 上記アクチュエータ ０の先端部には、ブレード 6の基端部が例えば接着、スポット

溶接、ロ一付け等の接合方法により接合されている。

００3 1 図3に示すよぅにアクチュエータ ０は、チューブ状の電歪高分子皿と、この電歪高

分子皿の外周面に配設された伸縮自在なプラス電極 2と、電歪高分子皿の内周

面に配設された伸縮自在なマイナス電極 3とを有する。

００32 電歪高分子 、ゴムのよぅな弾性を有するコンデンサーであり、上述した非特許

文献2に示されるよぅに誘電エラストマと称される。電歪高分子 「a 、例えばアクリル

、シリコン、ポリウレタン等の樹脂材料でチューブ状に形成される。プラス電極 2及び

マイナス電極 3は、例えばフォトリソグラフィーを用いて成膜した電極、あるいはバイ



ンダとヵ一ボン微粒子を混ぜて吹き付けたヵ一ボン電極等が用いられる。

００33 上記アクチュエータ ０のプラス電極 2の先端部には、電歪高分子 の内周面側

に向けて屈曲されたプラス電極接続端 2 が形成されている。プラス電極接続端 2

は電歪高分子皿の内周面まで延出されている。

００34 シース 7の内空部 7 には、配線ケーブル 4が配設されている。配線ケーブル

4の内部には、プラス配線 4aおよびマイナス配線 4bが挿通されている。プラス配

線 4aの先端部はプラス電極接続端 2 に接続されている。マイナス配線 4bの先

端部はマイナス電極 3に接続されている。

００35 配線ケーブル 4の基端部は、上記シース 7の内空部 7 を通して手元側の処置

操作部 8側に延出されている。処置操作部 8には、ケーブル引き出し口 8 が突

設されている。配線ケーブル 4は、ケーブル引き出し口 8 から外部に引き出される

。さらに、ケーブル引き出し口 8 から引き出された配線ケーブル 4は、電源手段を

構成する電源 5に接続されている。この電源 5から電圧を上記プラス電極 2及び

マイナス電極 3に所望の周期で印加するよぅになっている。

００36 次に、上記アクチュエータ ０の駆動原理について図5 5 、図6を参照して説明

する。図5 は、先述した非特許文献3に示されるよぅに、電歪高分子を利用した板状

のアクチュエータモデル4を示す。このアクチュエータモデル4は、板状の電歪高分

子5の一面にプラス電極6、他面にマイナス電極7が形成されている。このプラス電極

6とマイナス電極7との間に電圧を所望の周期で印加する。この場合には、電圧の周

期に同期して電歪高分子5のプラス電極6とマイナス電極7との間に引力が発生する

。そのため、図5 に示すよぅに電歪高分子5が、その電極間方向に収縮されて、その

直交する方向に伸展される。この歪率は、図6に示すよぅに印加する電界 の二乗に

比例され、数 ０ ～3００ 以上となることが確認されている。

００37 この動作原理に基づいて、上記アクチュエータ ０は、次のとおり動作する。すなわ

ち、アクチュエータ ０の動作時には、プラス電極 2と、マイナス電極 3との間に電源

5からの電圧が所望の周期で印加される。このとき、電歪高分子 、上述した非

特許文献3に示されるよぅに電圧の周期に同期してプラス電極 2とマイナス電極 3と

の間に引力が発生する。これにより、電歪高分子 「a 、電歪高分子皿のチューブの



中心線方向と直交する方向 (電歪高分子皿の外周面から内周面に向かぅ方向) に収

縮され、チューブの中心線方向に伸展される。この電歪高分子皿の形状変化 (収縮

、伸展動作) は、電圧の周期に同期して繰り返され、この動作に連動してブレード 6

が超音波振動される。

００38 また、上記アクチュエータ ０及びシース 7の外周面には、例えば図7に示すよぅに

保護用樹脂チューブ 9が被覆され、例えば接着剤を用いて固定されている。保護用

樹脂チューブ 9は、テフロン (登録商標 ) 、ポリエチレン、アクリル、シリコン、ポリウレ

タン等の樹脂材料で形成されている。この樹脂チューブ 9としては、その他、少なく

とも図8に示すよぅにアクチュエータ ０を覆ぅよぅに設けるだけでも良い。これにより、

アクチュエータ ０の保護の促進が図れる。

００39 本実施の形態の超音波治療装置 の使用時には、上記ブレード 6、アクチュエー

タ ０及びシース 7は、図9に示すよぅに内視鏡4０の挿入部4０2の手元側に配され

る口金4 3を通して該挿入部4０2のチヤンネル4０8に挿入される。そして、図 ０に

示すよぅに超音波治療装置 の先端処置部2のブレード 6が処置具挿通チヤンネル

4０8の先端開口部4０8aから外部に突出される。この状態で、アクチュエータ ０は、

その電歪高分子皿のプラス電極 2及びマイナス電極 3に対して上記電源 5から

の電圧が所望の周期で印加される。これにより、電歪高分子皿がチューブの軸方向

に伸縮駆動されてブレード 6を超音波振動させる。そのため、ブレード 6を用いた

生体組織の切開・止血等の処置が可能となる。

００4０ 次に、上記構成の本実施の形態の作用について説明する。上記構成の超音波治

療装置 を使用して、生体組織の切開・止血等の処置を行ぅ場合には、先ず内視鏡4

０の挿入部4０2を体腔内に挿入する。このとき、内視鏡4０の観察光学系の対物レ

ンズ4０7を通して人射された体腔内の観察像を撮像素子4０9で撮像し、図示しない
モニタに表示される画面によってその画像を観察し、患部を確認する。この内視鏡4

０ によって患部を確認した状態で、内視鏡4０の操作部4０3の処置具挿入用の口

金4 3を通して超音波治療装置 が処置具挿通チヤンネル4０8内に挿入される。そ

して、図 ０に示すよぅに超音波治療装置 の先端処置部2のブレード 6が処置具挿

通チヤンネル4０8の先端開口部4０8aから外部に突出される。



００41 次に、内視鏡4０によって患部の観察を行いながら処置操作部 8を操作して、ブ

レード 6を前後に移動させて処置部位に合わせる。その後、超音波治療装置 の超

音波発生操作手段 (図示せず) 、例えばフットスイッチや、ハンドスイ、ソチなどを操作

する。ここで、アクチュエータ ０のプラス電極 2及びマイナス電極 3には、電源 5

から電圧が所望の周期で印加される。すると、アクチュエータ ０は、その電歪高分子

皿が電源 5からの電圧の供給周期に同期してチューブの軸方向に伸縮される。そ

のため、ブレード 6が超音波振動されて生体組織の切開・止血処置が行われる。

００42 そこで、上記構成のものにあっては次の効果を奏する。すなわち、上記超音波治療

装置 は、電歪高分子皿にプラス電極 2及びマイナス電極 3を配し、その電極 2

3間に電圧が印加されると、電歪高分子皿が伸縮駆動されるアクチュエータ ０を

設け、アクチュエータ ０のプラス電極 2とマイナス電極 3とに電圧を所定の周期で

供給して電歪高分子 を伸縮駆動させることにより、ブレード 6を超音波振動させる

よぅに構成した。これにより、ブレード 6を大きな振幅で超音波振動することが可能と

なり、高い処置能力を有するブレード 6を、小型のアクチュエータ ０を用いて実現

することができ、装置の小型ィビを図ることができる。

００43 図 、第 の実施の形態 (図 ～図 ０参照)の超音波治療装置 のアクチュエー

タ ０の第 の変形例を示す。上記実施の形態では、アクチュエータ ０の電歪高分子

皿をブレード 6に接着、スポット溶接、ロ一付け等の手法で接合する構成を示した

が、これに限定されるものではない。本変形例は、アクチュエータ ０の電歪高分子

をブレード 6に取付ける取付け手段を次のとおり変更したものである。

００44 本変形例では、上記ブレード 6に上記電歪高分子皿内に挿通される固定軸2 が

突設されている。固定軸2 の先端部には、雄ねじ部2 が形成されている。アクチュ

エータ ０の電歪高分子皿の後端面には押さえ部材2０が配設されている。上記押さ

え部材2０には、ねじ孔2０ が設けられている。

００45 そして、上記ブレード 6の固定軸2 のねじ部2 を上記押さえ部材2０のねじ孔2

０ に螺合させることにより、ブレード 6にアクチュエータ ０の電歪高分子皿が固定

される構成になっている。この場合も、第 の実施の形態と同様の効果が得られる。

００46 なお、固定軸2 が例えば導電性を有する金属等で形成されている場合には、固定



軸2 の周囲に絶縁チューブ22が被覆される構成にしてもよい。

００47 図 2～図 4は、第 の実施の形態 (図 ～図 ０参照)の超音波治療装置 のアク

チュエータ ０の第2の変形例を示す。本変形例は、第 の変形例 (図皿参照)の固

定軸2 及び押さえ部材2０を用いてブレード 6にアクチュエータ ０の電歪高分子

を固定する構成を次のとおり変更したものである。

００48 すなわち、本変形例では、図 2に示すよぅに少なくとも2枚の膜状の電歪高分子

aを用いる。膜状の電歪高分子 aには、片面にプラス電極 2、他の片面にマイナ

ス電極 3がそれぞれ形成されている。2枚の膜状の電歪高分子 aは、例えば互い
のマイナス電極 3を重ねた状態で接合される。これにより、2枚の膜状の電歪高分子

aを接合させた接合構造体 bが形成される。

００49 この接合構造体 bは、図 3に示すよぅに固定軸2 に渦巻状に巻き付けられる。

これにより、ブレード 6と押さえ部材2０との間にアクチュエータ ０が形成される。

００5０ 本変形例のアクチュエータ ０では、図 4に示すよぅに上記押さえ部材2０の後端部

に つの固定軸挿通孔2０2と、一対の電極挿通孔2０3a 2０3bとが設けられている。

固定軸挿通孔2０2は、押さえ部材2０の後端部の軸心部に配置されている。この固

定軸挿通孔2０2には、上記ブレード 6に固定された固定軸2 が挿通されている。こ

の固定軸2 の端部には、固定部材23が取り付けられて押さえ部材2０に固定される

００5 1 一方の電極挿通孔2０3aには、上記プラス電極 2に接続されたプラス電極接続端

2 aが挿通されている。他方の電極挿通孔2０3bには、上記マイナス電極 3に接

続されたマイナス電極接続端 3 (図 2参照) が挿通されている。さらに、プラス電極

接続端 2 aは、配線ケーブル 4のプラス配線 4aに接続され、マイナス電極接続

端 3 は配線ケーブル 4のマイナス配線 4bに接続されている。そして、上記配線

ケーブル 4を介して電源 5に接続されている。

００52 そこで、本変形例では、電歪高分子 aを予め、伸展させた状態で形成することが

可能となり、そのプラス電極 2及びマイナス電極 3に対して電圧を印加した際の歪

を大きく設定することが可能となる。そのため、さらに歪率の向上を図ることが可能と

なる。



００53 なお、上述した非特許文献 に示されるよぅに固定軸2 ではなく、例えばらせん状

のばねを用いても良いが、固定軸2 を用いる方がより剛性を高くでき、周波数特性を

より向上させることができる。

００54 図 5及び図 6は、第 の実施の形態 (図 ～図 ０参照)の超音波治療装置 のア

クチュエータ ０の第3の変形例を示す。上記第 の実施の形態では、アクチュエータ

０の電歪高分子皿としてチューブ状のものを用いた構成を示したが、これに限るも

のでない。本変形例は、電歪高分子皿を次のとおり変更したものである。但し、この

図 5及び図 6中で、上記図 乃至図 ０と同一部分には、同一の符号を付して、そ

の詳細な説明を省略する。

００55 すなわち、本変形例では、図 5に示すよぅに矩形状に形成した電歪高分子 を

設けている。この電歪高分子 の一端面には、プラス電極 2、他端面には、マイ

ナス電極 3がそれぞれ配設されている。プラス電極 2及びマイナス電極 3は、上

記電源 5に接続されている。

００56 図 6は、電歪高分子 の内部構成を示す。電歪高分子 内には、複数のプ

ラス内部電極 2a及び複数のマイナス内部電極 3aが埋設されている。複数のプラ

ス内部電極 2a及び複数のマイナス内部電極 3aは、電歪高分子 の中心線と略

平行に延設された状態でほぼ平行に並設されている。複数のプラス内部電極 2aの

一端部は、プラス電極 2に接続されている。同様に、複数のマイナス内部電極 3a

の一端部は、マイナス電極 3に接続されている。さらに、複数のプラス内部電極 2a

及び複数のマイナス内部電極 3aは、交互に所定の間隔を有して対設されている。

００57 本変形例でも、第 の実施の形態と同様の効果が得られる。

００58 図 7及び図 8は、第 の実施の形態の超音波治療装置 のアクチュエータ ０の

第4の変形例を示す。本変形例では、図 7に示すよぅに矩形状の電歪高分子 2

が形成されている。矩形状の電歪高分子 2の上面には、プラス電極 2、電歪高分

子 2の下面には、マイナス電極 3がそれぞれ配設されている。プラス電極 2及び

マイナス電極 3は、上記電源 5に接続されている。

００59 図 8は、電歪高分子 2の内部構成を示す。電歪高分子 2内には、複数のプ

ラス内部電極 2b及び複数のマイナス内部電極 3bが埋設されている。複数のプラ



ス内部電極 2b及び複数のマイナス内部電極 3bは、電歪高分子 2の中心線と

略直交する方向に延設された状態でほぼ平行に並設されている。複数のプラス内部

電極 2bの一端部は、プラス電極 2に接続されている。同様に、複数のマイナス内

部電極 3bの一端部は、マイナス電極 3に接続されている。さらに、複数のプラス内

部電極 2b及び複数のマイナス内部電極 3bは、交互に所定の間隔を有して対設さ

れている。

００6０ 本変形例でも、第 の実施の形態と同様の効果が得られる。

００6 1 (第2の実施の形態)

図 9乃至図23は、この発明の第2の実施の形態を示す。本実施の形態は、超音

波治療装置 として、生体組織の粉砕・乳ィロ処置を施す超音波吸引装置 に本発

明を適用したものである。この図 9乃至図23においては、上記第 の実施の形態 (

図 ～図 ０参照) と同一部分について同一符号を付して、その詳細な説明を省略す

る。

００62 すなわち、本実施の形態では、図 9 2０に示すよぅに先端処置部2のブレード 6

の軸心部に貫通孔 6 を設けている。本実施の形態のアクチュエータ ０は、第 の

実施の形態の第2の変形例 (図 2～図 4参照)の構成の電歪高分子 aが使用さ

れている。

００63 また、図2０に示すよぅに上記シース 7内には、吸引用のチューブ24が挿通されて

いる。チューブ24の先端部は、上記アクチュエータ ０の電歪高分子 aの内空部に

挿通された後、ブレード 6の貫通孔 6 に挿入された状態で固定されている。

００64 図 9に示すよぅに処置操作部 8には、ケーブル引き出し口 8 に隣接させてチュ
ーブ排出口 82が設けられている。チューブ24の基端部は、処置操作部 8のチュ
ーブ排出口 82から引き出されて排出ポンプ25に連結されている。

００65 また、アクチュエータ ０のプラス電極 2に接続されたプラス電極接続端 2 aおよ

びマイナス電極 3に接続されたマイナス電極接続端 3 にそれぞれ接続される配

線ケーブル 4は、上記シース 7の内空部 7 とチューブ24との間の隙間を通して

処置操作部 8まで延設されている。そして、この配線ケーブル 4がケーブル引き出

し口 8 から引き出されて上記電源 5に接続されている。



００66 また、上記アクチュエータ ０及びシース 7の外周面には、例えば図22に示すよぅ

に保護用樹脂チューブ 9が被覆され、例えば接着剤を用いて固定されている。保護

用樹脂チューブ 9は、上記第 の実施の形態と同様のテフロン (登録商標 ) 、ポリエ

チレン、アクリル、シリコン、ポリウレタン等の樹脂材料で形成されている。この樹脂チ

ューブ 9としては、その他、少なくとも図23に示す変形例のよぅにアクチュエータ ０

を覆ぅよぅに設けるだけでも良い。これにより、アクチュエータ ０の保護の促進が図れ

る。

００67 次に、上記構成の本実施の形態の超音波吸引装置 の作用について説明する。

上記構成の超音波吸引装置 を使用して、生体組織の粉砕・乳ィロ処置を行ぅ場合

には、先ず上記内視鏡4０の挿入部4０2を体腔内に挿入する。このとき、内視鏡4０

の観察光学系の対物レンズ4０7を通して人射された体腔内の観察像を撮像素子4

０9で撮像し、図示しないモニタに表示される画面によってその画像を観察し、患部を

確認する。この内視鏡4０によって患部を確認した状態で、内視鏡4０の操作部4０

3の処置具挿入用の口金4 3を通して上記構成の超音波吸引装置 が処置具挿

通チヤンネル4０8内に挿入される。そして、上記構成の超音波吸引装置 の先端

処置部2のブレード 6が処置具挿通チヤンネル4０8の先端開口部4０8aから外部に

突出される (図 ０参照)。

００68 次に、患部の観察を行いながら処置操作部 8を操作して、ブレード 6を前後に移

動させる。これにより、ブレード 6の先端部を処置部位に合わせて接近させる。その

後、超音波発生操作手段 (図示せず)を操作する。ここで、アクチュエータ ０のプラス

電極 2及びマイナス電極 3には、電源 5から電圧が所望の周期で印加される。す

ると、アクチュエータ ０は、その電歪高分子 aが電源 5からの電圧の供給周期に

同期してチューブの軸方向に伸縮される。これにより、ブレード 6が超音波振動され

て生体組織の粉砕・乳ィロ処置が行われる。

００69 この際、排出ポンプ25が駆動される。そのため、粉砕・乳ィロ処置した生体組織がブ

レード 6の貫通孔 6 に吸引されてチューブ24を通して排出ポンプ25から図示し

ない排出瓶に排出される。

００7０ そこで、上記構成のものにあっては次の効果を奏する。すなわち、本実施の形態の



超音波吸引装置 では、電歪高分子 aにプラス電極 2及びマイナス電極 3を

配し、その電極 2 3間に電圧が印加されると、電歪高分子 aが伸縮駆動される

アクチュエータ ０を設け、アクチュエータ ０のプラス電極 2及びマイナス電極 3に

電圧を所定の周期で供給して電歪高分子 aを伸縮駆動させ、ブレード 6を超音

波振動させるようにしている。そのため、上記第 の実施の形態と同様に簡易な構成

で、且つ、小型ィビの促進を図り得るようにした超音波吸引装置 を提供することがで

きる。

００7 1 (第3の実施の形態)

図24乃至図28 は、この発明の第3の実施の形態を示す。本実施の形態は、超音

波治療装置として、生体組織を挟んで凝固・切開処置を施す超音波凝固切開装置

に本発明を適用したものである。この図24乃至図28 においては、上記第 の実

施の形態 (図 ～図 ０参照) と同一部分には、同一の符号を付して、その詳細な説

明を省略する。

００72 すなわち、本実施の形態では、先端処置部2に配置されたブレード26の基端部に

鉗子片27が開閉自在に配設されている。

００73 また、密巻コイルなどのシース 7の先端部には円筒状の先端カバー28の基端部

が固定されている。図25に示すように先端カバー28には、上記鉗子片27の中間部

が主軸ピン28 を介して回動自在に軸支されている。

００74 鉗子片27の基端部には、リンク部材29の先端部が支持ピン29 を介して回動自在

に取付けられている。リンク部材29の基端部には、連結部材3０が操作ヒノ3０を介

して回動自在に取付けられている。

００75 連結部材3０は、先端カバー28に設けられる案内溝282 に沿って軸方向に移動自

在に配される。そして、この連結部材3０には、操作ワイヤ3 の先端部が取付けられ

ている。この操作ワイヤ3 は、上記シース 7内に挿通されている。

００76 また、上記処置操作部 8には、ハンドル32が操作ワイヤ3 の軸方向にスライド操

作 自在に取付けられている。ハンドル32には操作ワイヤ3 の基端部が固定されてい
る。そして、図24 中で、ハンドル32の矢印 ， 方向のスライド操作により、操作ワイ

ヤ3 を介して鉗子片27が移動操作される。



００77 ハンドル32を手前側に引っ張り操作して操作ワイヤ3 が図 5中で、矢印 方向に

引き込まれると、リンク部材29が連結部材3０、操作ピン3０を介して手元側に引っ
張り操作され、時計方向に回動される。これにより、鉗子片27は、主軸ヒノ28 を中

心として反時計方向に回動される。その結果、鉗子片27は、ブレード26に接近する

方向 (閉方向) に移動する。

００78 また、上記ハンドル32が押し出し方向に操作されると、上記操作ワイヤ3 が図24

中で、矢 方向に移動される。このとき、リンク部材29が連結部材3０、操作ヒノ3０

を介して押し出し操作され、反時計方向に回動される。これにより、鉗子片27は、主

軸ヒノ28 を中心として時計方向に回動される。その結果、鉗子片27は、上記ブレ

ード26から離間される方向 (開方向) に移動する。

００79 また、ブレード26は、図26及び図27に示すよぅに有底円筒状に形成されたブレー

ド本体26a を有する。ブレード本体26a の円筒の先端は端板26a によって閉止され

ている。ブレード本体26a の円筒の内空部には、筒状のアクチュエータ ０が収容配

置されている。

００8０ アクチュエータ ０は、円筒状の電歪高分子皿と、電歪高分子皿の外周面に貼り

付けられたプラス電極 2と、電歪高分子皿の内周面に貼り付けられたマイナス電極

3とを有する。そして、アクチュエータ ０の電歪高分子皿の先端部は、ブレード本

体26a の端板26a に当接された状態で取付けられている。上記ブレード26内に内

挿されたアクチュエータ ０の基端部には、先端カバー28の先端部が取付けられて

いる。これにより、ブレード26内に収容配置されるアクチュエータ ０は、ブレード26

の端板26a と先端カバー28の先端部との間に配されている。

００8 1 また、アクチュエータ ０は、第 の実施の形態の超音波治療装置 で説明したいず

れの構成のものを用いることができ、同様の効果が得られる。

００82 上記ブレード26に内挿されたアクチュエータ ０の外周面には、例えば図27に示

すよぅに保護用樹脂チューブ 9が被覆され、例えば接着剤を用いて固定されている

。保護用樹脂チューブ 9は、上記第 及び第2の実施の形態と同様のテフロン (登録

商標 、ポリエチレン、アクリル、シリコン、ポリウレタン等の樹脂材料で形成されてレ汚

。これにより、アクチュエータ ０の保護の促進が図れる。



００83 また、上記先端カバー28には、上記アクチュエータ ０のプラス電極 2及びマイナ

ス電極 3に接続された配線ケーブル 4が挿通され、この配線ケーブル 4が上記電

源 5に接続される。これにより、アクチュエータ ０は、電源 5からの電圧が配線ケー

ブル 4を介してプラス電極 2及びマイナス電極 3間に印加され、その印加される

周期に応じて、図28 に示す初期位置と、図28 に示すよぅに矢印 方向 (軸方向)

に伸展される伸展位置との間で変形される。

００84 次に、上記構成の本実施の形態の作用について説明する。上記構成の超音波凝

固切開装置 において、生体組織の凝固・切開処置を〒ぅ場合には、先ず上記内

視鏡4０の挿入部4０2を体腔内に挿入する。このとき、内視鏡4０の観察光学系の

対物レンズ4０7を通して人射された体腔内の観察像を撮像素子4０9で撮像し、図示

しないモニタに表示される画面によってその画像を観察し、患部を確認する。この内

視鏡4０ によって患部を確認した状態で、内視鏡4０の操作部4０3の処置具挿入

用の口金4 3を通して上記構成の超音波凝固切開装置 が処置具挿通チヤンネ、

ル4０8内に挿入される。そして、上記構成の超音波凝固切開装置 の先端処置部

2のブレード26が処置具挿通チヤンネル4０8の先端開口部4０8aから外部に突出さ

れる (図6参照)。

００85 次に、患部の観察を行いながら処置操作部 8を操作して、ブレード26を前後に移

動させる。これにより、ブレード26の先端部を処置部位に合わせて接近させる。その

後、処置操作部 8のハンドル32を押し出し操作して鉗子片27を開く。この状態で、

ブレード26と鉗子片27との間に患部が位置するよぅに移動調整する。続いて、ブレ

ード26と鉗子片27との間に患部が位置した状態を確認したのち、ハンドル32を引っ
張り操作する。これにより、鉗子片27を閉方向に回動させて鉗子片27とブレード26と

の間で生体組織を挟持する。

００86 次に、挟持状態を確認しながら処置操作部 8を操作して、電源 5の電圧を所望の

周期でアクチュエータ ０のプラス電極 2及びマイナス電極 3に印加する。すると、

電源 5からの電圧の供給周期に同期してアクチュエータ ０の電歪高分子 、図

28 に示す初期位置と、図28 に示すよぅに矢印 方向 (軸方向) に伸展される伸展

位置との間で軸方向に伸縮変形される。これにより、ブレード26が超音波振動されて



鉗子片27との間で挟持した生体組織の凝固切開処置が行われる。

００87 そこで、上記構成のものにあっては次の効果を奏する。すなわち、本実施の形態の

超音波凝固切開装置 では、電歪高分子皿を使用するアクチュエータ ０を用いて

高い処置能力を有するブレード26を実現することが可能となり、小型で処置能力が

高い超音波凝固切開装置 を提供することができる。

００88 なお、この発明は、上記実施の形態に限定されるものではなく、その他、その要旨

を逸脱しない範囲で種々、変形実施することができる。さらに、上記実施の形態には

、種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における適宜な組

合せにより種々の発明が抽出され得る。



請求の範囲

超音波振動して治療部位を処置する処置部と、前記処置部を駆動する駆動手段と

を有する超音波治療装置であって、

前記駆動手段は、

電歪高分子によって形成されるアクチュエータ本体と、前記アクチュエータ本体に

互いに離間して絶縁される状態で配設された少なくとも一対の電極とを具備し、前記

電極間に電圧が印加されると、前記電歪高分子が伸縮駆動されるアクチュエータと、

前記アクチュエータの前記各電極間に電圧を供給する電源手段と、

を具備し、

前記処置部は、前記アクチュエータの前記電歪高分子の伸縮駆動に連動して超音

波振動し、前記治療部位を処置する。

2 請求項 に記載の超音波治療装置であって、

前記処置部は、前記アクチュエータに接合され、前記アクチュエータの伸縮駆動に

連動して超音波振動し、前記治療部位を処置するブレードを有し、

前記電源は、前記アクチュエータの前記電極間に交流電圧を供給する。

3 請求項 に記載の超音波治療装置であって、

前記アクチュエータは、

電歪高分子によって形成されるアクチュエータ本体と、

前記アクチュエータ本体の一端部に配設されたプラス電極と、

前記アクチュエータ本体の他端部に配設されたマイナス電極と、

を有する。

4 請求項3に記載の超音波治療装置であって、

前記アクチュエータ本体は、その内部に前記アクチュエータ本体の中心線方向とほ

ぼ平行に延設され、かつほぼ平行に並設された状態で、複数のプラス内部電極及び

複数のマイナス内部電極が埋設され、

前記複数のプラス内部電極は、それぞれ一端部が前記プラス電極に接続され、

前記複数のマイナス内部電極は、それぞれ一端部が前記マイナス電極に接続され



前記複数のプラス内部電極と前記複数のマイナス内部電極とは交互に所定の間隔

を有して対設されている。

5 請求項 に記載の超音波治療装置であって、

前記アクチュエータは、

直方体形状の電歪高分子によって形成されるアクチュエータ本体と、

前記アクチュエータ本体の前記直方体形状の一側面に配設されたプラス電極と、

前記アクチュエータ本体の前記直方体形状の他側面に配設されたマイナス電極と

を有する。

6 請求項5に記載の超音波治療装置であって、

前記アクチュエータ本体は、その内部に前記アクチュエータ本体の中心線と直交

する方向とほぼ平行に延設され、かつほぼ平行に並設された状態で、複数のプラス

内部電極及び複数のマイナス内部電極が埋設され、

前記複数のプラス内部電極は、それぞれ一端部が前記プラス電極に接続され、

前記複数のマイナス内部電極は、それぞれ一端部が前記マイナス電極に接続され

前記複数のマイナス内部電極と前記複数のプラス内部電極とは交互に所定の間隔

を有して対設されている。

7 請求項 に記載の超音波治療装置であって、

前記アクチュエータは、

円筒形状の電歪高分子によって形成されるアクチュエータ本体と、

前記アクチュエータ本体の前記円筒形状の外周面と内周面とにそれぞれ配設され

た一対の電極とを有する。

8 請求項7に記載の超音波治療装置であって、

前記アクチュエータ本体は、前記円筒形状の外周面にプラス電極、前記円筒形状

の内周面にマイナス電極がそれぞれ配設されている。

9 請求項 に記載の超音波治療装置であって、

前記処置部は、前記アクチュエータを支持する固定軸を有し、



前記アクチュエータは、

少なくとも2枚の膜状の電歪高分子、前記電歪高分子は、片面にプラス電極、他の

片面にマイナス電極がそれぞれ形成されている，を有し、前記2枚の膜状の電歪高

接合させた接合構造体を含み、

前記接合構造体が前記固定軸に渦巻状に巻き付けられて前記アクチュエータが形

成される。

０ 先端部および基端部を有し、内視鏡のチャンネル内に挿入される挿入部と、

前記挿入部の前記先端部に配設され、超音波振動して治療部位を処置する処置

部と、

前記処置部を駆動する駆動手段とを有し、

前記内視鏡による観察視野内で前記処置部の超音波振動により前記治療部位を

処置する超音波治療装置であって、

前記挿入部は、先端部および基端部を有し、可撲性を有するシース、前記シース

は前記先端部に前記処置部が連結される，を具備し、

前記シースは、前記基端部に前記処置部を操作する操作部が配設され、

前記駆動手段は、

電歪高分子によって形成されるアクチュエータ本体と、前記アクチュエータ本体に

互いに離間して絶縁される状態で配設された少なくとも一対の電極とを具備し、前記

電極間に電圧が印加されると、前記電歪高分子が伸縮駆動されるアクチュエータと、

前記アクチュエータの前記各電極間に電圧を供給する電源手段と、

を具備し、

前記処置部は、前記アクチュエータに接合され、前記アクチュエータの伸縮駆動に

連動して超音波振動し、前記治療部位を処置するブレードを有する。

請求項 ０に記載の超音波治療装置であって、

前記処置部は、

先端部および基端部を有する筒状のブレード、前記ブレードは前記先端部に前記

ブレードの内腔に連通する吸引孔を有する，を含み、



前記シースは、

先端部および基端部を有し、前記シースの内部に配設される吸引チューブ、前記

チューブは前記先端部が前記ブレードの内腔に連通し、前記基端部が前記操作部

から外部に延出され、吸引ポンプに接続される，を含む。

2 請求項 ０に記載の超音波治療装置であって、

前記処置部は、

先端部および基端部を有し、前記駆動手段が内蔵される筒状のブレードと、

先端部および基端部を有し、前記基端部が前記シースの前記先端部に連結される

先端カバー部材と、

前記先端カバー部材に回動可能に連結され、前記ブレードに対して開閉可能に支

持される鉗子片と、

前記鉗子片を前記ブレードに対して開閉駆動する鉗子駆動部と、

先端部および基端部を有し、前記シースの内部に前記シースの中心線方向に移

動可能に設けられ、前記鉗子駆動部を操作する操作ワイヤと、

前記操作部に設けられ、前記操作ワイヤを介して前記鉗子駆動部を駆動し、前記

鉗子片を前記ブレードに対して開閉駆動するハンドルと、

を具備する。
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