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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
可動刃電極と固定刃電極とが一対の電極を形成してなる内視鏡鉗子であって、
被覆導管に固定された固定刃電極が被覆導管内の同軸ケーブルの外部電導体と電気接触で
きるように配置され、
可動刃電極の力点が同軸ケーブルの中心電導体と連結され、
可動刃電極の支点が、可動刃電極に設けられ、これが固定刃電極に固定された電気絶縁体
若しくは被覆導管と回転可能に接続されるか、又は可動刃電極の支点が、可動刃電極に固
定された電気絶縁体に設けられ、これが被覆導管若しくは固定刃電極と回転可能に接続さ
れ、
同軸ケーブルを被覆導管に対してスライドさせることにより、同軸ケーブルに加えられた
平行動を、可動刃電極の力点を介して、可動刃電極に支点を中心とする回転動として伝え
、可動刃電極と固定刃電極とを開閉させると共に、
同軸ケーブルの外部電導体及び中心電導体を介して、可動刃電極と固定刃電極との間に高
周波を印加できるように構成したことを特徴とする内視鏡鉗子。
【請求項２】
被覆導管の中心軸に垂直な断面の直径が２～４ｍｍである請求項１に記載の内視鏡鉗子。
【請求項３】
高周波がマイクロ波である請求項１又は２に記載の内視鏡鉗子。
【請求項４】
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請求項１～３のいずれかに記載された内視鏡鉗子と、
高周波発信器と
から構成されることを特徴とする内視鏡鉗子装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡鉗子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、内視鏡鉗子として、回転自在の第１の電極と、前記第１の電極に対向して配置さ
れた固定の第２の電極とを備え、前記第１の電極の回動軸を前記第１の電極と前記第２の
電極との間の中心線に対して外側に設け、前記第１の電極を前記回動軸を中心に回動させ
、前記第１の電極と前記第２の電極との間で生体組織を挟持し、前記第１の電極と前記第
２の電極とを平行に対向させ、前記第１の電極と前記第２の電極にマイクロ波を供給して
生体組織を凝固させ、
更に、前記第１の電極を前記回動軸を中心に回転させ、前記第１の電極と前記第２の電極
とをその先端から接触させ、剪断により生体組織を切断することを特徴とする医療用処置
具が知られている(特許文献１)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２８２６６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、従来の医療用処置具では、構造が複雑であり、部品数が多く、内視鏡に適用す
ることは困難であるという問題がある。
　すなわち、本発明の目的は、複雑な構造ではなく、内視鏡に適用できる程に細径化でき
る鉗子を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の内視鏡鉗子の特徴は、可動刃電極と固定刃電極とが一対の電極を形成してなる
内視鏡鉗子であって、
被覆導管に固定された固定刃電極が被覆導管内の同軸ケーブルの外部電導体と電気接触で
きるように配置され、
可動刃電極の力点が同軸ケーブルの中心電導体と連結され、
可動刃電極の支点が、可動刃電極に設けられ、これが固定刃電極に固定された電気絶縁体
若しくは被覆導管と回転可能に接続されるか、又は可動刃電極の支点が、可動刃電極に固
定された電気絶縁体に設けられ、これが被覆導管若しくは固定刃電極と回転可能に接続さ
れ、
同軸ケーブルを被覆導管に対してスライドさせることにより、同軸ケーブルに加えられた
平行動を、可動刃電極の力点を介して、可動刃電極に支点を中心とする回転動として伝え
、可動刃電極と固定刃電極とを開閉させると共に、
同軸ケーブルの外部電導体及び中心電導体を介して、可動刃電極と固定刃電極との間に高
周波を印加できるように構成した点を要旨とする。
【０００６】
　固定刃電極は、被覆導管に固定され、可動刃電極と共に一対の電極を形成している。固
定刃電極及び可動刃電極共に、電極として働けば、金属製であっても、セラミック製であ
ってもよく、これらが表面保護（金属メッキやフッ素樹脂等によるコーティング等）され
ていてもよい。
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【０００７】
　被覆導管は、同軸ケーブルが内挿され、同軸ケーブルが被覆導管に対してスライドでき
るように構成されている。すなわち、被覆導管は、可動刃電極と固定刃電極とを患部へ導
くと共に、被覆導管内で同軸ケーブルを押引動できるように構成されている。また、被覆
導管は、フレキシブルでもよいし、リジットでもよく、一部がフレキシブルで、他の部分
がリジットでもよい。また、被覆導管は、電気絶縁体であっても、電導体であってもよい
が、取り扱い性の観点から、電気絶縁体であることが好ましい。
【０００８】
　被覆導管の中心軸に垂直な断面は、円形が好ましい。すなわち、被覆導管は円柱管であ
ることが好ましい。
【０００９】
　被覆導管の中心軸に垂直な断面の最大長は、２～４ｍｍであることが好ましく、さらに
好ましくは２．５～３．５ｍｍである。被覆導管が円柱管の場合、被覆導管の中心軸に垂
直な断面の直径は、２～４ｍｍであることが好ましく、さらに好ましくは２．５～３．５
ｍｍである。
【００１０】
　固定刃電極は、被覆導管内の同軸ケーブルの外部電導体と接触しており、同軸ケーブル
をスライドさせた際も、固定刃電極と同軸ケーブルの外部電導体とがしゅう動により電気
接触を保つように配置されている。
【００１１】
　可動刃電極の力点は、同軸ケーブルの中心電導体と連結され、同軸ケーブルを被覆導管
に対してスライドさせることによる運動がこの力点に伝達するように構成されている。な
お、同軸ケーブルの中心電導体と可動刃電極とは、電気的にも接続されている。
【００１２】
　可動刃電極の支点は、可動刃電極に設けられ、これが固定刃電極に固定された電気絶縁
体若しくは被覆導管と回転可能に接続されて構成されているか、又は可動刃電極の支点が
、可動刃電極に固定された電気絶縁体に設けられ、これが被覆導管若しくは固定刃電極と
回転可能に接続されて構成されている。
【００１３】
　電気絶縁体としては、エンジニアリングプラスチック｛ポリエーテルエーテルケトン（
ＰＥＥＫ）、ポリエーテルサルフォン（ＰＥＳ）、ポリアミド（ＰＡ）、ポリアミドイミ
ド（ＰＡＩ）、ポリイミド（ＰＩ）、ポリフェニレンサルファイド（ＰＰＳ）及びポリベ
ンゾイミダゾール（ＰＢＩ）等｝、フッ素樹脂｛ポリテトラフルオロエチレン、ポリクロ
ロトリフルオロエチレン、ポリフッ化ビニリデン、ポリフッ化ビニル、ペルフルオロアル
コキシフッ素樹脂、四フッ化エチレン・六フッ化プロピレン共重合体、エチレン・四フッ
化エチレン共重合体及びエチレン・クロロトリフルオロエチレン共重合体等｝及びセラミ
ックス｛アルミナ (Ａｌ２Ｏ３)、ジルコニア（ＺｒＯ２）、炭化ケイ素 (ＳｉＣ)及び窒
化ケイ素（Ｓｉ３Ｎ４）等｝が含まれる。
【００１４】
　本発明の内視鏡鉗子は、同軸ケーブルを被覆導管に対してスライドさせることにより、
同軸ケーブルに加えられた平行動（または押引動）を、可動刃電極の力点を介して、可動
刃電極に支点を中心とする回転動として伝え、可動刃電極と固定刃電極とを開閉させるこ
とができる。なお、同軸ケーブルを被覆導管に対してスライドさせることにより、同軸ケ
ーブルに平行動（または押引動）を加える方法としては、公知の鉗子と同様にハンドルの
開閉によって達成できる。
【００１５】
　内視鏡鉗子は、同軸ケーブルの外部電導体及び中心電導体を介して、可動刃電極と固定
刃電極との間に高周波を印加できるように構成されている。高周波を印加することにより
、可動刃電極と固定刃電極との間にある生体組織等を加熱することができ、止血、切断、
凝固等が達成できる。
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【００１６】
　高周波としては、周波数３００ＫＨｚ～１００ＧＨｚ程度の電波が好ましく、さらに好
ましくはマイクロ波（周波数１３ＭＨｚ～２５ＧＨｚの電波）、特に好ましくは周波数９
００ＭＨｚ～６ＧＨｚのマイクロ波、最も好ましくは周波数２．４５ＧＨｚのマイクロ波
である。
【００１７】
　本発明の内視鏡鉗子装置の特徴は、上記の内視鏡鉗子と、高周波発信器とから構成され
る点を要旨とする。
【００１８】
　上記の内視鏡鉗子と、高周波発信器とは、同軸ケーブルでつながっており、この同軸ケ
ーブルを介して、高周波発信器により発生させた高周波を可動刃電極及び固定刃電極に送
信する。
【００１９】
　高周波発信器は、上記の周波数を発信でき装置であれば制限ないが、その出力が１０～
２００Ｗ程度が好ましい。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の内視鏡鉗子では、同軸ケーブル（中心電導体、電気絶縁体、外部電導体及び保
護被覆から構成される）が、可動刃電極及び固定刃電極に高周波を印加できると共に、可
動刃電極に回転動を伝えることができるため、全体の部品数を少なくでき、単純な構造と
することができる。
　したがって、従来の医療用処置具では、構造が複雑であり、部品数が多く、内視鏡に適
用することは困難であったが、本発明の内視鏡鉗子は、細径化できるため、内視鏡手術や
腹腔鏡手術に適用できる。これらの他に、一般の直視下手術（外科手術、脳外科、耳鼻科
等）にも適用できる。
　本発明の内視鏡鉗子は、把持機能、剪刀機能及び凝固機能の少なくとも一つの機能を持
つ鉗子であって、管組織（血管、胆管等）の閉鎖、止血、切断、凝固や、癌組織等の止血
、切除、凝固等ができる。また、術具（縫合糸等）の切断にも適用できる。
【００２１】
　本発明の内視鏡鉗子装置は、上記の内視鏡鉗子と、高周波発信器とから構成されるため
、全体の部品数を少なくでき、単純な構造とすることができる。
　したがって、本発明の内視鏡鉗子装置は、内視鏡鏡手術や腹腔鏡手術に適用できる。こ
れらの他に、一般の直視下手術（外科手術、脳外科、耳鼻科等）にも適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の内視鏡鉗子の一態様｛可動刃電極及び固定刃電極が把持型である例のう
ち、可動刃電極の支点が可動刃電極に設けられた例｝を概念的に表した部分側面図（右半
分は部分断面図）である。
【図２】本発明の内視鏡鉗子の一態様｛可動刃電極及び固定刃電極が把持型である例｝を
概念的に表した部分平面図（右半分は部分透過平面図）である。
【図３】本発明の内視鏡鉗子の一態様｛可動刃電極及び固定刃電極が把持型である例のう
ち、可動刃電極の支点が可動刃電極に固定された電気絶縁体に設けられた例｝を概念的に
表した部分側面図（右半分は部分断面図）である。
【図４】本発明の内視鏡鉗子の一態様｛可動刃電極及び固定刃電極が剪刀型である例｝を
概念的に表した部分側面図（右半分は部分断面図）である。
【図５】本発明の内視鏡鉗子の一態様｛可動刃電極及び固定刃電極が剪刀型である例｝を
概念的に表した部分平面図（右半分は部分透過平面図）である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、図面を用いて、本発明の内視鏡鉗子について、さらに詳細に説明する。なお、特
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記しない限り、最初に説明した事項は、後の図面の説明においても共通して適用できる。
【００２４】
＜図１、２＞
　図１は、本発明の内視鏡鉗子の一態様｛可動刃電極及び固定刃電極が把持型である例の
うち、可動刃電極の支点が可動刃電極に設けられた例｝を概念的に表した部分側面図（右
半分は部分断面図）である。図２は、この内視鏡鉗子の一態様｛可動刃電極及び固定刃電
極が把持型である例｝を概念的に表した部分平面図（右半分は部分透過平面図）である。
【００２５】
　図１、２で表した内視鏡鉗子は、可動刃電極（１）及び固定刃電極（２）の先端部が把
持型である内視鏡鉗子である。図１、２では、把持型の先端部が、わにぐち形状のものを
表しているが、わにぐち形状に限定されず、クロ－鉗子、リトラクション把持鉗子、支持
鉤鉗子、バグコック型鉗子、ドベーキ型鉗子、リンパ節把持鉗子等の形状と同形状又は類
似形状であってもよい。
【００２６】
　固定刃電極（２）は、先端部（わにぐち形状）と、円筒形のベース部とからなる。この
ベース部の一部に、被覆導管（３）（円柱管）の一部が被さるようにして、両者が接続固
定されている。
【００２７】
　固定刃電極（２）は、しゅう動可能な電気接触部（１１）で、被覆導管（３）内の同軸
ケーブルの外部電導体（４）と接触しており、同軸ケーブルをスライドさせた際も、固定
刃電極（２）と同軸ケーブルの外部電導体（４）とがしゅう動により電気接触を保つよう
に配置されている。
【００２８】
　可動刃電極（１）の力点（６）は、同軸ケーブルの中心電導体（５）と連結され、同軸
ケーブルを被覆導管（３）に対してスライドさせることによる運動がこの力点（６）に伝
達するように構成されている。なお、同軸ケーブルの中心電導体（５）と可動刃電極（１
）とは、電気的にも接続されている。
【００２９】
　可動刃電極（１）の支点（７）は、可動刃電極（１）に設けられ、これが固定刃電極（
２）のベース部に固定された電気絶縁体（８）と回転可能に接続されて構成されている。
【００３０】
　可動刃電極（１）の支点（７）は、可動刃電極（１）に設けられ、これが被覆導管（３
）と回転可能に接続されて構成されていてもよい。または、可動刃電極（１）の支点（７
）は、可動刃電極（１）に固定された電気絶縁体（８）に設けられ、これが被覆導管（３
）若しくは固定刃電極（２）と回転可能に接続されて構成されてもよい（図３参照）。
【００３１】
　本発明の内視鏡鉗子は、同軸ケーブルを被覆導管（３）に対してスライドさせることに
より、同軸ケーブルに加えられた平行動（または押引動）を、可動刃電極（１）の力点（
６）を介して、可動刃電極（１）に支点（７）を中心とする回転動として伝え、可動刃電
極（１）と固定刃電極（２）とを開閉させることができる。なお、同軸ケーブルにストッ
パー（９）を設けて、スライド（平行動）できる範囲を制限してもよい。図１では、スト
ッパー（９）を外部電導体（４）の周囲に設け、固定刃電極（２）のベース部との衝突に
より、スライド（平行動）を制限している。
【００３２】
　本発明の内視鏡鉗子は、従来の鉗子と同様に鉗子としての働きの他に、同軸ケーブルの
外部電導体（４）及び中心電導体（５）を介して、可動刃電極（１）と固定刃電極（２）
との間に高周波を印加することにより、可動刃電極（１）と固定刃電極（２）との間にあ
る生体組織等を加熱することができ、止血、切断、凝固等が達成できる。
【００３３】
＜図４、５＞
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　図４は、本発明の内視鏡鉗子の一態様｛可動刃電極及び固定刃電極が剪刀型である例｝
を概念的に表した部分側面図（右半分は部分断面図）である。図５は、この内視鏡鉗子の
一態様｛可動刃電極及び固定刃電極が剪刀型である例｝を概念的に表した部分平面図（右
半分は部分透過平面図）である。
【００３４】
　図４、５で表した内視鏡鉗子は、可動刃電極（１）及び固定刃電極（２）の先端部が剪
刀型である内視鏡鉗子である。可動刃電極（１）及び固定刃電極（２）の先端部は、図４
、５に示した剪刀型に限定されず、用途によって適宜変更できる。
【００３５】
　固定刃電極（２）は、先端部と、円筒形のベース部とからなる。このベース部の一部に
、被覆導管（３）（円柱管）の一部が被さるようにして、両者が接続固定されている。
【００３６】
　固定刃電極（２）は、しゅう動可能な電気接触部（１１）で、被覆導管（３）内の同軸
ケーブルの外部電導体（４）と接触しており、同軸ケーブルをスライドさせた際も、固定
刃電極（２）と同軸ケーブルの外部電導体（４）とがしゅう動により電気接触を保つよう
に配置されている。
【００３７】
　可動刃電極（１）の力点（６）は、同軸ケーブルの中心電導体（５）と連結され、同軸
ケーブルを被覆導管（３）に対してスライドさせることによる運動エネルギーがこの力点
（６）に伝達するように構成されている。なお、同軸ケーブルの中心電導体（５）と可動
刃電極（１）とは、電気的にも接続されている。
【００３８】
　可動刃電極（１）の支点（７）は、可動刃電極（１）に設けられ、これが固定刃電極（
２）のベース部に固定された電気絶縁体（８）と回転可能に接続されて構成されている。
【００３９】
　可動刃電極（１）の支点（７）は、可動刃電極（１）に設けられ、これが被覆導管（３
）と回転可能に接続されて構成されていてもよい。または、可動刃電極（１）の支点（７
）は、可動刃電極（１）に固定された電気絶縁体（８）に設けられ、これが被覆導管（３
）若しくは固定刃電極（２）と回転可能に接続されて構成されてもよい。
【００４０】
　本発明の内視鏡鉗子は、同軸ケーブルを被覆導管（３）に対してスライドさせることに
より、同軸ケーブルに加えられた平行動（または押引動）を、可動刃電極（１）の力点（
６）を介して、可動刃電極（１）に支点（７）を中心とする回転動として伝え、可動刃電
極（１）と固定刃電極（２）とを開閉させることができる。なお、同軸ケーブルにストッ
パー（９）を設けて、スライド（平行動）できる範囲を制限してもよい。図４では、スト
ッパー（９）を外部電導体（４）の周囲に設け、固定刃電極（２）のベース部との衝突に
より、スライド（平行動）を制限している。
【００４１】
　本発明の内視鏡鉗子は、従来の鉗子と同様に鉗子としての働きの他に、同軸ケーブルの
外部電導体（４）及び中心電導体（５）を介して、可動刃電極（１）と固定刃電極（２）
との間に高周波を印加することにより、可動刃電極（１）と固定刃電極（２）との間にあ
る生体組織等を加熱することができ、止血、切断、凝固等が達成できる。
【符号の説明】
【００４２】
　１　可動刃電極
　２　固定刃電極
　３　被覆導管
　４　外部電導体
　５　中心電導体
　６　可動刃電極の力点
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　７　可動刃電極の支点
　８　電気絶縁体
　９　ストッパー
１０　同軸ケーブルの保護被覆
１１　しゅう動可能な電気接触部
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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