
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マイクロ波を発振する第１および第２のマイクロ波発振手段 (１５ａ、１５ｂ )と、
　前記マイクロ波をマイクロ波照射対象物に照射する第１および第２のマイクロ波照射手
段 (１７ａ、１７ｂ )と、
　前記第１および第２のマイクロ波発振手段が発振するマイクロ波を各々断続させる第１
および第２の断続手段 (１２ａ、１２ｂ )と、
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前記第１および第２の断続手段による断続比または断続周期の何れか、あるいは断続比
および断続周期の両方を各々制御する第１および第２の断続制御手段 (２３ａ、２３ｂ )と
、
　前記第１の断続制御手段による断続比または断続周期と前記第２の断続制御手段による
断続比または断続周期とを同期させる同期制御手段 (２４ )と、
　前記第１の断続制御手段による断続比または断続周期と前記第２の断続制御手段による
断続比または断続周期とを同期させるか否かを選択し、前記第１および第２のマイクロ波
照射手段から交互にマイクロ波を照射させる第１の照射モードか前記第１および第２のマ
イクロ波照射手段から同時にマイクロ波を照射させ得る第２の照射モードかを選択する照
射モード選択手段 (４ａ、４ｂ、２２ )とを具備しており、
　前記同期制御手段は、前記照射モード選択手段によって第１の照射モードが選択された
とき、前記第１および第２の断続制御手段から出力される駆動パルス信号の立ち下がりを
検出し、前記第１の断続制御手段から出力される駆動パルス信号の立ち下がりを検出する



マ
イクロ波治療器。
【請求項２】
　前記第１および第２のマイクロ波発振手段等を格納する本体（３０）は一側面に水平回
動自在の第１および第２の支持部（３２、３２）を有し、
　前記第１および第２の支持部の各々には俯仰可能な第１の関節部（３３ａ）を介してア
ーム（３３）の一端部が支持され、
　前記アームの各々は中間部に軸方向に回動自在な連接部（３３ｃ）を有し、
　前記アームの他端部には第２の関節部（３３ｂ）を介して各々前記第１あるいは第２の
マイクロ波照射手段が支持されている
　ことを特徴とする 記載のマイクロ波治療器。
【請求項３】
　前記第１のマイクロ波照射手段が有する開口部（１８ａ）と前記第２のマイクロ波照射
手段が有する開口部（１８ｂ）とは、
　前記照射対象物を挟んで対向する
　ことを特徴とする 記載のマイクロ波治療器。
【請求項４】
　前記第１のマイクロ波照射手段が有する開口部と前記第２のマイクロ波照射手段が有す
る開口部との距離は、
　前記第１および第２の支持部ならびに前記第１および第２の関節部ならびに連接部によ
って任意に調整可能である
　ことを特徴とする 記載のマイクロ波治療器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、マイクロ波（およそ１ＧＨｚ以上の電磁波）を患部に照射し、治療するマイ
クロ波治療器であって、特に効果的且つ安全にマイクロ波を照射できるマイクロ波治療器
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
マイクロ波帯（およそ１ＧＨｚ以上）の電磁波は、水の分子を振動させ、この結果水分の
温度を上昇させる作用があることは、周知の通りである。また、この原理を利用した加熱
器具も数多く開発され、広く用いられている。
【０００３】
医療分野においても、マイクロ波を用いた検査器具や治療器具が数多く実用化されている
。その中でも、マイクロ波を照射することにより、胃などの生体深層部に位置する内臓器
官の患部を加熱治療するマイクロ波治療器は、構造が比較的簡単で安価に構成することが
可能なこともあり、需要が多い。
【０００４】
さて、上述のようなマイクロ波治療器にあっても、その詳細な用途は多様化しつつあり、
その一例として生体深層部に位置する患部をより効果的に治療することを目的とするマイ
クロ波治療器がある。
【０００５】
例えば、腕部や脚部（肘部や膝部を含む）等の深層部を加熱治療する場合には、１箇所の
患部に対して、その周囲の多方からマイクロ波を照射することによって、より効果的な治
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と、前記第２の断続制御手段に設定用パルス信号を入力し、前記第２の断続制御手段から
出力される駆動パルス信号の立ち下がりを検出すると、前記第１の断続制御手段に設定用
パルス信号を入力し、
　前記第１および第２の断続制御手段は、前記同期制御手段からの設定用パルス信号が入
力されると、前記設定用パルス信号の立ち上がり時から所定の時間だけハイレベルとなる
駆動パルス信号をそれぞれ前記第１および第２の断続手段に入力することを特徴とする

請求項１に

請求項２に

請求項３に



療が可能になる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、１箇所の患部に同時に照射し得るエネルギー量には限界があるので、この
ような治療に際しては、１箇所の患部に与えるエネルギー量が所定量以下となるように、
細心の注意を要する。
【０００７】
ところが、例えば２台のマイクロ波治療器を用いて、２つのアンテナ部から同時に１箇所
の患部にマイクロ波を照射した場合には、照射するエネルギー量が上述の限界を超えてし
まう。
【０００８】
また、１人の患者に対して同時に２箇所のマイクロ波治療を実施する場合等には、２台の
マイクロ波治療器を並べなければならず、非常に不便であった。
【０００９】
この発明は、このような背景の下になされたもので、より効果的且つ安全にマイクロ波治
療の実施が可能であるマイクロ波治療器を提供することを目的としている。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　上述した課題を解決するために、請求項１に記載の発明にあっては、マイクロ波を発振
する第１および第２のマイクロ波発振手段 (１５ａ、１５ｂ )と、前記マイクロ波をマイク
ロ波照射対象物に照射する第１および第２のマイクロ波照射手段 (１７ａ、１７ｂ )と、前
記第１および第２のマイクロ波発振手段が発振するマイクロ波を各々断続させる第１およ
び第２の断続手段 (１２ａ、１２ｂ )と、

。
【００１３】
　また、 記載の発明にあっては、 記載のマイクロ波治療器では、前
記第１および第２のマイクロ波発振手段等を格納する本体（３０）は一側面に水平回動自
在の第１および第２の支持部（３２、３２）を有し、前記第１および第２の支持部の各々
には俯仰可能な第１の関節部（３３ａ）を介してアーム（３３）の一端部が支持され、前
記アームの各々は中間部に軸方向に回動自在な連接部（３３ｃ）を有し、前記アームの他
端部には第２の関節部（３３ｂ）を介して各々前記第１あるいは第２のマイクロ波照射手
段が支持されていることを特徴とする。
【００１４】
　また、 記載の発明にあっては、 記載のマイクロ波治療器では、前
記第１のマイクロ波照射手段が有する開口部（１８ａ）と前記第２のマイクロ波照射手段
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前記第１および第２の断続手段による断続比また
は断続周期の何れか、あるいは断続比および断続周期の両方を各々制御する第１および第
２の断続制御手段 (２３ａ、２３ｂ )と、前記第１の断続制御手段による断続比または断続
周期と前記第２の断続制御手段による断続比または断続周期とを同期させる同期制御手段
(２４ )と、前記第１の断続制御手段による断続比または断続周期と前記第２の断続制御手
段による断続比または断続周期とを同期させるか否かを選択し、前記第１および第２のマ
イクロ波照射手段から交互にマイクロ波を照射させる第１の照射モードか前記第１および
第２のマイクロ波照射手段から同時にマイクロ波を照射させ得る第２の照射モードかを選
択する照射モード選択手段 (４ａ、４ｂ、２２ )とを具備しており、前記同期制御手段は、
前記照射モード選択手段によって第１の照射モードが選択されたとき、前記第１および第
２の断続制御手段から出力される駆動パルス信号の立ち下がりを検出し、前記第１の断続
制御手段から出力される駆動パルス信号の立ち下がりを検出すると、前記第２の断続制御
手段に設定用パルス信号を入力し、前記第２の断続制御手段から出力される駆動パルス信
号の立ち下がりを検出すると、前記第１の断続制御手段に設定用パルス信号を入力し、前
記第１および第２の断続制御手段は、前記同期制御手段からの設定用パルス信号が入力さ
れると、前記設定用パルス信号の立ち上がり時から所定の時間だけハイレベルとなる駆動
パルス信号をそれぞれ前記第１および第２の断続手段に入力することを特徴とする

請求項２に 請求項１に

請求項３に 請求項２に



が有する開口部（１８ｂ）とは、前記照射対象物を挟んで対向することを特徴とする。
【００１５】
　また、 記載の発明にあっては、 記載のマイクロ波治療器では、前
記第１のマイクロ波照射手段が有する開口部と前記第２のマイクロ波照射手段が有する開
口部との距離は、前記第１および第２の支持部ならびに前記第１および第２の関節部なら
びに連接部によって任意に調整可能であることを特徴とする。
【００１６】
この発明によれば、第１および第２のマイクロ波発振手段がマイクロ波を発振し、第１お
よび第２の断続手段は第１および第２のマイクロ波発振手段が発振するマイクロ波を各々
断続させ、第１および第２のマイクロ波照射手段がマイクロ波照射対象物にマイクロ波を
照射する。
【００１７】
同期制御手段は、第１の断続手段による断続比または断続周期の何れか、あるいは断続比
および断続周期の両方を制御する第１の断続制御手段と、第２の断続手段による断続比ま
たは断続周期の何れか、あるいは断続比および断続周期の両方を制御する第２の断続制御
手段との断続比または断続周期を同期させる。
【００１８】
またモード選択手段によって、第１の断続制御手段による断続比または断続周期と第２の
断続制御手段による断続比または断続周期とを同期させるか否かを選択し、第１および第
２のマイクロ波照射手段から交互にマイクロ波を照射させるか第１および第２のマイクロ
波照射手段から同時にマイクロ波を照射させ得るかを選択し得る。
【００１９】
また、第１および第２のマイクロ波発振手段等を格納する本体は一側面に水平回動自在の
第１および第２の支持部を有し、第１および第２の支持部の各々には俯仰可能な第１の関
節部を介してアームの一端部が支持され、アームの各々は中間部に軸方向に回動自在な連
接部を有し、アームの他端部には第２の関節部を介して各々第１あるいは第２のマイクロ
波照射手段が支持されている。
【００２０】
このとき、第１のマイクロ波照射手段の開口部と第２のマイクロ波照射手段の開口部とは
、マイクロ波照射対象物を挟んで対向させ、且つその間の距離を任意に調整することが可
能である。
【００２１】
【発明の実施の形態】
Ａ．構成
以下に、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。図１は、本実施の形態に
かかるマイクロ波治療器の一例における、操作パネル１の構成を示す外観図である。
【００２２】
図１に示す操作パネル１において、２ａおよび２ｂはタイマー設定スイッチであり、本実
施の形態のマイクロ波治療器による治療時間（マイクロ波照射時間）を設定するものであ
る。
【００２３】
なお、上述のタイマー設定スイッチ２ａを押下することにより治療時間が長くなり、一方
タイマー設定スイッチ２ｂを押下することにより治療時間が短くなる。さらにタイマー設
定スイッチ２ａはスタートスイッチを兼ねており、このタイマー設定スイッチ２ａを押下
することによりマイクロ波治療器の電源がオンになる。
【００２４】
３は、例えば１つあるいは複数の７セグメントＬＥＤにより構成された表示部であり、治
療が終了するまでの所要時間を「分」または「秒」単位（本実施の形態では「分」単位）
で表示する。
【００２５】
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請求項４に 請求項３に



なお、表示部３に表示される数字は、表示された「分」または「秒」単位で減ぜられ、こ
の数字が「０」になった時点で治療が終了（マイクロ波の照射が停止）されるとともに、
本マイクロ波治療器の電源がオフになる。
【００２６】
４ａおよび４ｂはモードスイッチであり、このモードスイッチ４ａを押下することで同期
モード（後述）が選択され、一方モードスイッチ４ｂを押下することで独立モード（後述
）が選択される。
【００２７】
５ａおよび５ｂは、それぞれモードスイッチ４ａあるいは４ｂに埋め込まれたＬＥＤであ
り、同期モードが選択された場合にはＬＥＤ５ａが点灯し、独立モードが選択された場合
にはＬＥＤ５ｂが点灯する。
【００２８】
６ａおよび６ｂは、各々マイクロ波の照射時間を調整するつまみであり、つまみ６ａは後
述する照射時間１の長さを調整し、つまみ６ｂはやはり後述する照射時間２の長さを調整
するものである。
【００２９】
なお、これらつまみ６ａおよび６ｂは、操作パネル１の内面に取り付けられたそれぞれＶ
Ｒ（可変抵抗器）７ａあるいはＶＲ７ｂのシャフトを回すものである。
【００３０】
また、これらつまみ６ａおよび６ｂは、時計方向に回されることによって照射時間が長く
なり、反時計方向に回されることによって照射時間が短くなる構成になっている。
【００３１】
図２は、同実施の形態におけるマイクロ波治療器内部の電気的構成を示すブロック図であ
る。図２において、交流電力入力端子から入力された交流電力は、電源回路１１と、各々
ＳＳＲ（ソリッドステートリレー）１２ａあるいは１２ｂを介してトランス１３ａおよび
１３ｂとに供給される。
【００３２】
ＳＳＲ１２ａおよびＳＳＲ１２ｂは、各々後述するパルスＰ 1あるいはＰ 2が“Ｈ（ハイレ
ベル）”になることでオンになる無接点形のリレーである。
【００３３】
電源回路１１は、タイマー設定スイッチ２ａを構成する一方の接点回路２ａ - 1と、後述す
る制御信号Ｓ offによってオン／オフが制御され、直流電力を生成して後述する各部回路
に供給する。即ち、接点回路２ａ - 1がオンになることで直流電力の供給を開始し、制御信
号Ｓ offが入力されることで直流電力の供給を停止する。
【００３４】
トランス１３ａによって昇圧されて２次側巻線に発生する高圧は、整流回路１４ａによっ
て整流された後、マグネトロン１５ａのプレート（陽極）に供給される。
【００３５】
なお、マグネトロン１５ａはヒータ電極を有しており、この電極にヒータ電力を供給して
用いるが、本発明の主旨とは関連がないので、本実施の形態では図示ならびに詳細な説明
を省略する。
【００３６】
上述のマグネトロン１５ａから出力されるマイクロ波の電磁波は、給電線１６ａを介して
アンテナ部１７ａに供給され、ここから照射される。なお、図２に示すＳＳＲ１２ｂ、ト
ランス１３ｂ・・・給電線１６ｂ、アンテナ部１７ｂの構成は、上述したＳＳＲ１２ａ、
トランス１３ａ・・・給電線１６ａ、アンテナ部１７ａの構成と同一であるので、ここで
は説明を省略する。
【００３７】
２１は、一定周期（例えば１秒周期）のクロックパルスを発生するパルスジェネレータや
カウンタ等（何れも図示省略）から構成されるタイマー回路である。このカウンタは、ク
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ロックパルスあるいはタイマー設定スイッチ２ｂが押下されることによってカウントダウ
ンされるとともに、タイマー設定スイッチ２ａ（タイマー設定スイッチ２ａの接点回路２
ａ - 2）が押下されることによりカウントアップされる。
【００３８】
また、タイマー回路２１を構成するカウンタの出力が表示部３によって表示されるととも
に、このカウンタの計数値が“０”になると、制御信号Ｓ offが出力される。
【００３９】
２２はＳＲタイプのＦＦ（フリップ・フロップ）であり、このＦＦ２２のＲ入力端子には
モードスイッチ４ａが接続され、Ｓ入力端子にはモードスイッチ４ｂが接続されている。
またＦＦ２２は、出力ＱによってＬＥＤ５ｂを駆動し、Ｑの反転出力によってＬＥＤ５ａ
を駆動する。
【００４０】
２３ａおよび２３ｂはパルス発生回路であり、各々ＶＲ７ａあるいはＶＲ７ｂのシャフト
の位置（抵抗値）によって決定される波形の矩形波パルスを出力する。
【００４１】
上述のパルス発生回路２３ａおよび２３ｂの各々は、ｓｙｎｃ（同期）入力端子を有して
おり、このｓｙｎｃ入力端子が連続して“Ｈ”の場合は、ＶＲ７ａあるいはＶＲ７ｂによ
って決定される周期（一例として、最大概ね１秒）ならびにデューティー比（“Ｈ”の時
間と、パルス１周期時間との比率）のパルスＰ 1 、 あるいはＰ 2を連続して出力する。
【００４２】
一方パルス発生回路２３ａあるいは２３ｂのｓｙｎｃ入力端子にパルス波が入力された場
合には、ｓｙｎｃ入力端子の立ち上がり時からＶＲ７ａあるいはＶＲ７ｂによって決定さ
れる時間だけ“Ｈ”となる波形のパルスＰ 1、あるいはＰ 2を出力する。
【００４３】
２４は同期制御回路であり、パルス発生回路２３ａとパルス発生回路２３ｂとのパルスの
出力タイミングを制御する回路である。この同期制御回路２４にはパルスＰ 1およびＰ 2が
入力されるとともに、出力Ｓ 1およびＳ 2は各々パルス発生回路２３ａあるいは２３ｂのｓ
ｙｎｃ入力端子に供給される。
【００４４】
ここで同期制御回路２４は、パルスＰ 1の立ち下がりを検出すると出力Ｓ 2にパルス状の信
号を出力し、パルスＰ 2の立ち下がりを検出すると出力Ｓ 1にパルス状の信号を出力する。
また同期制御回路２４は、ＩＮＨ端子を有している。このＩＮＨ端子が“Ｈ”になると、
出力Ｓ 1およびＳ 2がともに“Ｈ”になる。
【００４５】
Ｂ．独立モード
図３は、本実施の形態における各部の信号の様子を示すタイミングチャートである。まず
初めは、一例としてモードスイッチ４ｂによって独立モードが選択された。このとき同期
制御回路２４のＩＮＨ端子は“Ｈ”であるので、出力Ｓ 1 、 Ｓ 2もともに“Ｈ”である。
【００４６】
図３における時刻ｔ 1において、つまみ６ａが操作された。この結果、パルスＰ 1のデュー
ティー比が変化した。また時刻ｔ 2において、つまみ６ｂが操作された。この結果、パル
スＰ 2のデューティー比が変化した。
【００４７】
このように独立モードにおいては、パルスＰ 1の波形とパルスＰ 2の波形とには関連がない
。したがって、アンテナ部１７ａあるいは１７ｂから照射されるマイクロ波のパルス波形
は、各々つまみ６ａあるいは６ｂによって独立して任意に設定することができる。
【００４８】
Ｃ．同期モード
図３における時刻ｔ 3において、モードスイッチ４ａによって、新たに同期モードが選択
された。これによってＦＦ２２の出力Ｑ端子が“Ｌ”になり、同期制御回路２４のＩＮＨ
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端子が“Ｌ”になった。
【００４９】
ＩＮＨ端子が“Ｌ”になると同期制御回路２４は、パルスＰ 1の立ち下がりを検出すると
出力Ｓ 2にパルス状の信号を出力し、パルスＰ 2の立ち下がりを検出すると出力Ｓ 1にパル
ス状の信号を出力する。
【００５０】
例えば時刻ｔ 3 1においては、パルスＰ 1が“Ｈ”から“Ｌ”に変わった。同期制御回路２
４は、これを検出して出力Ｓ 2にパルス状の信号を出力している。
【００５１】
また時刻ｔ 3 2においては、パルスＰ 2が“Ｈ”から“Ｌ”に変わった。同期制御回路２４
は、これを検出して出力Ｓ 1にパルス状の信号を出力している。
この結果、アンテナ部１７ａおよび１７ｂからは、交互にマイクロ波が照射される。
【００５２】
ところで、時刻ｔ 4においてつまみ６ａが操作された。この結果、パルスＰ 1が“Ｈ”であ
る時間が変化した。また、時刻ｔ 5  においてつまみ６ｂが操作され、パルスＰ 2が“Ｈ”
である時間が変化した。
【００５３】
このような場合にあっても、パルスＰ 1が“Ｈ”である時間の変化に対してはパルスＰ 2が
“Ｌ”である時間が変化し、パルスＰ 2が“Ｈ”である時間の変化に対してはパルスＰ 1が
“Ｌ”である時間が変化する。
【００５４】
このため、パルスＰ 1とパルスＰ 2との同期状態（アンテナ部１７ａおよび１７ｂによるマ
イクロ波の照射タイミングの同期状態）が崩れることはない。
【００５５】
Ｄ．アンテナの外観
以上のように本実施の形態では、独立モードにおいては２つのアンテナ部の各々から照射
されるマイクロ波のパルス波形を、各々独立して調整することができる。一方の同期モー
ドにおいては、２つのアンテナ部から常に交互にマイクロ波が照射される。このため、効
果的且つ安全にマイクロ波治療を行うことができる。
【００５６】
上述のような理由から本実施の形態では、２つのアンテナ部によって患部を挟み込んで使
用することが可能である。図４は、本実施の形態の外観構成を示す図であり、特に２つの
アンテナ部の外観構成を示す上面図である。
【００５７】
図４において、３０はマイクロ波治療器本体であり、その上面に操作パネル１が形成され
ている。また下部には、マイクロ波治療器本体３０を容易に移動可能とするためのキャス
ター３１、３１・・・が取り付けられている。
【００５８】
マイクロ波治療器本体３０の一側面上部には、２つのアーム支持部３２、３２が設けられ
ている。このアーム支持部３２には、アーム３３が水平方向に回動自在に取り付けられて
いる。
【００５９】
アーム３３には、末端側（マイクロ波治療器本体３０側）と先端側に、各々関節３３ａ、
３３ｂを有している。これら関節３３ａはアーム３３を俯仰可能とし、関節３３ｂはアー
ム３３の先端部に取り付けられたアンテナ部１７ａ、あるいはアンテナ部１７ｂを一方向
（図４では平面方向）に回動自在とする構成になっている。
【００６０】
またアーム３３の略中央部に位置するジョイント部３３ｃにおいては、アーム３３の先端
部を軸中心に任意の方向に捻ることができる。
【００６１】
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即ち、アンテナ部１７ａの開口部１８ａとアンテナ部１７ｂの開口部１８ｂとを対向させ
、且つその間の距離を任意に調整することが可能な構成となっており、何処の患部であっ
てもこれら開口部１８ａと開口部１８ｂとの間に挟み込むことができる。
【００６２】
本実施の形態では、マイクロ波治療器本体３０が同期モードの時、アンテナ１７ａ、１７
ｂからは交互にマイクロ波が照射される。従って、アンテナ部１７ａ、１７ｂの各々の開
口部１８ａ、１８ｂの間に患部を挟み込んで使用することで、より安全で効果的な治療が
可能となる。
【００６３】
なお本実施の形態においては、２つのパルス発生回路が出力するパルスのタイミングを、
同期制御回路によって制御する例を挙げて説明した。しかしながら例えば、同期モードに
おいて２つのアンテナ部からのマイクロ波の照射を交互に切り換えるための発振回路を備
える構成であってもよい。
【００６４】
また、マイクロ波治療器本体に取り付けられるアームの構成は一例であって、２つのアン
テナ部の各々の開口部を対向させ、且つその間の距離を任意に調整可能な構成であれば、
本実施の形態に示すものに限定されない。
【００６５】
【発明の効果】
以上説明したようにこの発明によれば、第１および第２のマイクロ波発振手段がマイクロ
波を発振し、第１および第２の断続手段は第１および第２のマイクロ波発振手段が発振す
るマイクロ波を各々断続させ、第１および第２のマイクロ波照射手段がマイクロ波照射対
象物にマイクロ波を照射する。
【００６６】
同期制御手段は、第１の断続手段による断続比または断続周期の何れか、あるいは断続比
および断続周期の両方を制御する第１の断続制御手段と、第２の断続手段による断続比ま
たは断続周期の何れか、あるいは断続比および断続周期の両方を制御する第２の断続制御
手段との断続比または断続周期を同期させる。
【００６７】
またモード選択手段によって、第１の断続制御手段による断続比または断続周期と第２の
断続制御手段による断続比または断続周期とを同期させるか否かを選択し、第１および第
２のマイクロ波照射手段から交互にマイクロ波を照射させるか第１および第２のマイクロ
波照射手段から同時にマイクロ波を照射させ得るかを選択し得る。
【００６８】
また、第１および第２のマイクロ波発振手段等を格納する本体は一側面に水平回動自在の
第１および第２の支持部を有し、第１および第２の支持部の各々には俯仰可能な第１の関
節部を介してアームの一端部が支持され、アームの各々は中間部に軸方向に回動自在な連
接部を有し、アームの他端部には第２の関節部を介して各々第１あるいは第２のマイクロ
波照射手段が支持されている。
【００６９】
このとき、第１のマイクロ波照射手段の開口部と第２のマイクロ波照射手段の開口部とは
マイクロ波照射対象物を挟んで対向させ、且つその間の距離を任意に調整することが可能
であるので、より効果的且つ安全にマイクロ波治療の実施が可能であるマイクロ波治療器
が実現可能であるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態にかかるマイクロ波治療器における、操作パネル１の構成
を示す外観図である。
【図２】同実施の形態におけるマイクロ波治療器内部の電気的構成を示すブロック図であ
る。
【図３】同実施の形態における各部の信号の様子を示すタイミングチャートである。
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【図４】本実施の形態の外観構成を示す図であり、特に２つのアンテナ部の外観構成を示
す上面図である。
【符号の説明】
４ａ、４ｂ　モードスイッチ（照射モード選択手段）
１２ａ、１２ｂ　ＳＳＲ（ソリッドステートリレー：断続手段）
１５ａ、１５ｂ　マグネトロン（マイクロ波発振手段）
１７ａ、１７ｂ　アンテナ部（マイクロ波照射手段）
１８ａ、１８ｂ　開口部
２２　ＦＦ（フリップ・フロップ：照射モード選択手段）
２３ａ、２３ｂ　パルス発生回路（断続制御手段）
２４　同期制御回路（同期制御手段）
３０　マイクロ波治療器本体（本体）
３２、３２　アーム支持部（支持部）
３３、３３　アーム
３３ａ、３３ａ　関節（第１の関節部）
３３ｂ、３３ｂ　関節（第２の関節部）
３３ｃ、３３ｃ　連接部（ジョイント部）
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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