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明 細 苫

治療用処置システム、治療用処置具、および、ェネルギを用いた生体組

織の治療方法

技術分野

０００1 この発明は、エネルギを用いて生体組織を治療するための治療処置システム、ぉょ

び、エネルギを用いた生体組織の治療方法に関する。

背景技術

０００2 U P 5 443 463には、複数の電極が配設された凝固鉗子 (coag u a on ぬ ceps)が開

示されている。この鉗子は、 つのェレクトロザージヵルパワーザプライ(e ec osu g c

a Powe Supp )からの パワー出力 (R owe Ou ) が通常の電極コネクタ ( nd

en e ec ode C onnec o )を通して各電極に伝えられる。このため、この凝固鉗子は、

同じ状態に制御された電極を通して生体組織を高周波エネルギで処置する。

０００3 このょうに、U P 5 443 463の凝固鉗子の複数の電極は、同じ状態に制御されてい

るため、例えば電極を仮に複数のグループに分けたときに、グループごとに出力や

出カタイミングなどを変えて、処置のバリエーションを持たせることが難しい。すなわち

、各電極へのエネルギの供給には、最適化の余地が残されている。

発明の開示

０００4 この発明は、各電極に対して最適にエネルギを与えて生体組織に対して効率的な

処置を行うことが可能な治療処置システム、治療用処置具、ぉょび、エネルギを用い

た生体組織の治療方法を提供することを目的とする。

０００5 この発明に係る、生体組織にエネルギを作用させて治療するための治療用処置シ

ステムは、少なくとも2つの生体組織同上の所望の領城を封止させた状態でエネルギ

を作用させたときに前記封止した領城を接合する封止部材と、前記封止部材にょり

封止させた領城の近傍の組織を接触させた状態でエネルギを作用させたときに前記

封止した領城の近傍の生体組織同上を接触させた状態に維持する維持部材と、前

記封止部材からのエネルギ出カタイミングと前記維持部材からのエネルギ出カタイミ

ングとをオフセットする制御部とを具備する。



０００6 この発明に係る、生体組織にェネルギを作用させて治療するための治療用処置シ

ステムは、少なくとも2つの生体組織を保持するための保持面をそれぞれ有する 対

の保持部材と、前記保持面の少なくとも一方が他方に対して相対的に移動するよぅに

操作される操作ハンドルと、前記保持面の少なくとも一方に配置され、前記少なくとも

2つの生体組織同上を封止した状態で前記ェネルギを作用させて接合する第 の接

合部材と、前記第 の接合部材の近傍に設けられ、前記第 の接合部材で接合させ

て生体組織の周囲の生体組織の接触を維持して前記ェネルギを作用させるために

離散的に配設された第2の接合部材と、前記第 の接合部材および第2の接合部材

からのェネルギ出カタイミングをオフセットするェネルギ出力制御部とを具備する。

０００7 この発明に係る、生体組織にェネルギを作用させて治療するための治療用処置シ

ステムは、少なくとも2つの生体組織同上の所望の領城を封止した状態で前記ェネ

ルギを作用させて接合するための封止部材と、前記封止部材に一体となっており、

前記生体組織を接触させた状態で前記ェネルギを作用させて前記生体組織の接触

を維持するための維持部材と、前記維持部材の近傍に設けられ、前記維持部材を冷

却するための冷却部材と、前記封止部材、前記維持部材および前記冷却部材のそ

れぞれのェネルギ出力のタイミングを制御する制御部とを具備する。

０００8 この発明に係る、生体組織にェネルギを作用させて治療するための治療方法は、

少なくとも2つの生体組織同上の所望の部位を封止させることと、前記少なくとも2つ

の生体組織同上の所望の部位を封止させるためのタイミングとオフセットしたタイミン

グで、前記少なくとも2つの生体組織の所望の部位を封止させる位置の近傍で前記

少なくとも2つの生体組織を接触させた状態に維持させることとを具備する。

０００9 この発明に係る、生体組織にェネルギを作用させて治療するための治療用処置具

用させたときに前記封止した領城を接合する封止部材と、前記封止部材に対して独

立して設けられ、前記封止部材により封止させた領城の近傍の組織を接触させた状

態で前記封止部材とは別にェネルギを作用させたときに前記封止した領城の近傍の

生体組織同上を接触させた状態に維持する維持部材とを具備する。

００1０ この発明に係る、生体組織にェネルギを作用させて治療するための治療用処置具



は、少なくとも2つの生体組織同上の所望の領城を封止した状態で前記ェネルギを

作用させたときに前記封止した領城を接合する封止部材と、前記封止部材に対して

独立して設けられ、前記封止部材により封止させた領城の近傍の組織を接触させた

状態で前記封止部材とは別にェネルギを作用させたときに前記封止した領城の近傍

の生体組織同上を接触させた状態に維持する維持部材と前記維持部材の近傍に設

けられ、前記維持部材および もしくはその近傍を冷却するための冷却部材と、を具

備し、前記封止部材からの出カタイミングと、前記維持部材および前記冷却部材から

図面の簡単な説明

図 A 図 は、本発明の第 の実施の形態に係る治療処置システムを示す概略図

である。

図 B 図 は、第 の実施の形態に係る治療処置システムの外科用処置具でバイ

ポーラ型の高周波エネルギを与えて生体組織を処置する際の概略図である。

図2A 図2 は、第 の実施の形態に係る治療処置システムのェネルギ処置具のシ

ヤフト、並びに保持部の閉じた状態の第 の保持部材および第2の保持部材を示す

概略的な縦断面図である。

図2B 図2 は、第 の実施の形態に係る治療処置システムのェネルギ処置具のシヤ

フト、並びに保持部の開いた状態の第 の保持部材および第2の保持部材を示す概

略的な縦断面図である。

図3A 図3 は、第 の実施の形態に係る治療処置システムのェネルギ処置具の保

持部のうち、第2の保持部材に近接する側の第 の保持部材を示す概略的な平面図

である。

図3B 図3 は、第 の実施の形態に係る治療処置システムのェネルギ処置具の保

持部のうち、図3 に示す3 線に沿う、第 の保持部材を示す概略的な縦断面

図である。

図3C 図3Cは、第 の実施の形態に係る治療処置システムのェネルギ処置具の保

持部のうち、図3 に示す3C 線に沿う、第 の保持部材を示す概略的な横断面

図である。



図3D 図3 は、第 の実施の形態に係る治療処置システムのェネルギ処置具の保

持部のうち、第2の保持部材に近接する側の第 の保持部材の本体に配設される電

極の裏面を示す概略図である。

図3E 図3 は、第 の実施の形態に係る治療処置システムの外科用処置具でモノポ

図4 図4は、第 の実施の形態に係る治療処置システムの概略的なブロック図である

図5 図5は、第 の実施の形態に係る治療処置システムを用いて生体組織に高周波

ェネルギを用いた処置を行う場合の概略的なフローチヤートである。

図6A 図6 は、第 の実施の形態の変形例に係る治療処置システムを用いて生体

組織に対して高周波エネルギを用いた処置を行う場合の、時間に対する生体組織へ

の高周波エネルギの入力法の一例を示す概略的なグラフである。

図6B 図6 は、第 の実施の形態に係る治療処置システムを用いて生体組織に高

周波エネルギを用いた処置を行う場合の、生体組織に所定の高周波エネルギを入

力したときの時間に対するインピーダンスの変ィヒを示す概略的なグラフである。

図6C 図6Cは、第 の実施の形態の変形例に係る治療処置システムを用いて生体

組織に対して高周波エネルギを用いた処置を行う場合の、時間に対する生体組織へ

の高周波エネルギの入力法の一例を示す概略的なグラフである。

図6D 図6 は、第 の実施の形態の変形例に係る治療処置システムを用いて生体

組織に対して高周波エネルギを用いた処置を行う場合の、時間に対する生体組織へ

の高周波エネルギの入力法の一例を示す概略的なグラフである。

図7A 図7 は、小腸の2つの腸管を吻合した状態を示す概略的な斜視図であるとと

もに、後述する図7Cに示す7 線に沿う概略図である。

図7B 図7 は、図7 中の符号7 で示す部分を拡大して示す概略図である。

図7C 図7Cは、小腸の2つの腸管を吻合した後、これら腸管の端部を封止した状態

を示す概略図である。

図7D 図7 は、図7 中の符号7 で示す部分を拡大して示す、図7 の変形例とし

ての概略図である。



図8A 図8 は、第 の実施の形態の第 の変形例に係る治療処置システムのェネル

ギ処置其の保持部のうち、第2の保持部材に近接する側の第 の保持部材を示す概

略的な平面図である。

図8B 図8 は、第 の実施の形態の第 の変形例に係る治療処置システムのェネル

ギ処置具の保持部のうち、図8 に示す8 線に沿う、第 の保持部材を示す概

略的な横断面図である。

図8C 図8Cは、第 の実施の形態の第2の変形例に係る治療処置システムのェネル

ギ処置具の保持部のうち、図8 に示す8 線に沿う、第 の保持部材の変形例

を示す概略的な横断面図である。

図9A 図9 は、第 の実施の形態の第3の変形例に係る治療処置システムのェネル

ギ処置具の保持部のうち、第2の保持部材に近接する側の第 の保持部材を示す概

略的な平面図である。

図9B 図9 は、第 の実施の形態の第3の変形例に係る治療処置システムのェネル

ギ処置具の保持部のうち、図g に示すg 線に沿う、第 の保持部材を示す概

略的な横断面図である。

図9C 図9Cは、第 の実施の形態の第3の変形例の変形例に係る治療処置システ

ムのェネルギ処置具の保持部のうち、図g に示すg 線に沿う、第 の保持部

材の変形例を示す概略的な横断面図である。

図9D 図9 は、第 の実施の形態の第3の変形例のさらなる変形例に係る治療処置

システムのェネルギ処置具の保持部のうち、図g に示すg 線に沿う、第 の

保持部材の変形例を示す概略的な横断面図である。

図1０図 ０ほ、第 の実施の形態の第3の変形例に係る治療処置システムの概略的

なブロック図である。

図11 図 は、第 の実施の形態の第3の変形例に係る治療処置システムを用いて

生体組織に高周波エネルギを用いた処置を行う場合の概略的なフローチヤートであ

る。

図 A 図 2 は、第 の実施の形態の第3の変形例に係る治療処置システムを用

いて生体組織に高周波エネルギを用いた処置を行う場合の、時間に対する生体組



織への高周波エネルギの入カ方法の一例を示す概略的なグラフである。

図 2B 図 2 は、第 の実施の形態の第3の変形例に係る治療処置システムを用い

て生体組織に高周波エネルギを用いた処置を行う場合の、時間に対する生体組織

への高周波エネルギの入力法の一例を示す概略的なグラフである。

図 A 図 3 は、第 の実施の形態の第4の変形例に係る治療処置システムのェ
ネルギ処置具の保持部のうち、第2の保持部材に近接する側の第 の保持部材を示

す概略的な平面図である。

図13B 図 3 は、第 の実施の形態の第4の変形例に係る治療処置システムのエネ

ルギ処置具の保持部のうち、図 3 に示す 3 3 線に沿う、第 の保持部材を

示す概略的な横断面図である。

図13C 図 3Cは、第 の実施の形態の第4の変形例に係る治療処置システムのェ
ネルギ処置具の保持部のうち、図 3 に示す 3C 3C線に沿う、第 の保持部材

の変形例を示す概略的な横断面図である。

図14 図 4は、第 の実施の形態の第4の変形例に係る治療処置システムの概略的

なブロック図である。

図15 図 5は、第 の実施の形態の第4の変形例に係る治療処置システムを用いて

生体組織に高周波エネルギを用いた処置を行う場合の概略的なフローチヤートであ

る。

図16 図 6は、第 の実施の形態の第4の変形例に係る治療処置システムを用いて

生体組織に高周波エネルギを用いた処置を行う場合の、時間に対する生体組織へ

の高周波エネルギの入力法の一例を示す概略的なグラフである。

図 A 図 は、第 の実施の形態の第4の変形例の変形例に係る治療処置シス

テムのェネルギ処置具の保持部のうち、第2の保持部材に近接する側の第 の保持

部材を示す概略的な平面図である。

図17B 図 7 は、第 の実施の形態の第4の変形例のさらなる変形例に係る治療処

置システムのェネルギ処置具の保持部のうち、第2の保持部材に近接する側の第

の保持部材を示す概略的な平面図である。

図18 図 8は、第 の実施の形態に係る治療処置システムの変形例を示す概略図



である。

図1 9 図 9 は、第 2 の実施の形態に係る治療処置システムの変形例を示す概略図

である。

図2 ０A 図2 ０ は、第 2 の実施の形態に係るェネルギ処置具の本体側保持部と離脱

側保持部とを離した状態を示す概略的な縦断面図である。

図2 ０B 図2 ０ は、第 2 の実施の形態に係るェネルギ処置具の本体側保持部と離脱

側保持部とを係合し、本体側保持部に対して離脱側保持部を離隔させた状態を示

す概略的な縦断面図である。

図2 ０c 図2 ０c は、第 2 の実施の形態に係るェネルギ処置具の本体側保持部の表面

を示す概略図である。

図2 1 図2 は、第 2 の実施の形態に係るェネルギ処置具の本体側保持部と離脱側

保持部とを離した状態を示す概略図である。

図2 2 A 図2 2 は、第 2 の実施の形態に係るェネルギ処置具を用いて腸管同上を接

合した状態を示す概略図である。

図2 2 B 図2 2 は、第 2 の実施の形態に係るェネルギ処置具を用いて腸管同上を接

合した状態を示す、図2 2 中の2 2 22 線に沿う概略的な縦断面図である。

図2 2 c 図2 2 c は、第 2 の実施の形態に係るェネルギ処置具を用いて腸管同上を接

合したときの状態を、図2 2 中の矢印2 2 c の方向から観察した状態を示す概略図で

ある。

発明を実施するための最良の形態

００1 2 以下、図面を参照しながらこの発明を実施するための最良の形態について説明す

る。

００1 3 第 の実施の形態」

第 の実施の形態について図 から図7 c を用いて説明する。

００1 4 ここでは、ェネルギ処置具 ( 治療用処置具 ) として、例えば腹壁を通して処置を行う

ための、リニアタイプの外科用処置具 2 を例にして説明する。

００1 5 図 に示すように、治療処置システム ０は、ェネルギ処置具 2 と、ェネルギ源 (

制御部 ) 4 と、フットスイッチ 6 とを備えている。



００16 エネルギ処置具 2は、ハンドル22と、シヤフト24と、開閉可能な保持部26とを備え

ている。ハンドル22は、ケーブル28を介してェネルギ源 4に接続されている。エネ

ルギ源 4には、フットスイッチ (ハンドスイッチでも良い) 6が接続されている。

００17 なお、フットスイッチ 6は、ペダル 6aを備えている。このため、フットスイッチ 6の

ぺダル 6aを術者が操作することにより、ェネルギ源 4から外科用処置具 2へのェ
ネルギの供給のO O が切り換えられる。ペダル 6aが押圧されているときには

、高周波エネルギを適宜に設定した状態 (エネルギ出力呈、ェネルギ出カタイミング

などを制御した状態 ) に某づいて出力する。ペダル 6aの押圧が解除されると、高周

波エネルギの出力を強制的に停止させる。

００18 ハンドル22は、術者が握り易い形状に形成され、例えば略 字状に形成されている

。ハンドル22の一端には、シヤフト24が配設されている。このシヤフト24と同軸上の

ハンドル22の某端からは、上述したケーブル28が延出されている。

００19 一方、ハンドル22の他端側は、術者に把持される把持部である。ハンドル22は、そ

の他端側に並設されるように、保持部開閉ノブ32を備えている。この保持部開閉ノブ

32は、ハンドル22の略中央の部分でシヤフト24の後述するシース44 (図2 および

図2 参照 ) の某端に連結されている。この保持部開閉ノブ32をハンドル22の他端に

対して近接および離隔させると、シース44がその軸方向に沿って移動する。ハンドル

22は、さらに、保持部開閉ノブ32に並設された状態で、後述するヵッタ54を移動さ

せるためのヵッタ駆動ノブ34を備えている。

００2０ 図2 および図2 に示すように、シヤフト24は、筒体4 2と、この筒体4 2の外側に摺

動可能に配設されたシース44とを備えている。筒体4 2は、その某端部でハンドル22

に固定されている (図 参照 )。シース44は、筒体4 2の軸方向に沿ってスライド可能

である。

００2 1 筒体4 2の外側には、その軸方向に沿って凹部4 6が形成されている。この凹部4 6

には、後述する第 の連続電極 (出力部 ) 76に接続される第 の電極用通電ライン76

bと、後述する第 の離散電極 (出力部 ) 78に接続される第2の電極用通電ライン78b

とが配設されている。図示しないが、第 および第2の電極用通電ライン76b 78b は

、後述する第 および第2の電極コネクタ76a 78a とケーブル28との間に配設され、



第 および第2のコネクタ76a 78a から第 の電極用通電ライン76bおよび第2の電

極用通電ライン78bを介してケーブル28にかけて、 つにまとめられていることが好

適である。

００22 筒体4 2の内部には、後述する第2の連続電極 (出力部 ) 8 6に接続される第3の電

極用通電ライン8 6bと、後述する第2の離散電極 (出力部 ) 8 8に接続される第4の電

極用通電ライン8 8bとが挿通されている。図示しないが、第3および第4の電極用通

電ライン8 6b 88bは、後述する第3および第4の電極コネクタコネクタ86a 88a とケ

ーブル28との間に配設され、第3および第4の電極コネクタ86a 88a からケーブル2

8にかけて、 つにまとめられていることが好適である。

００23 シヤフト24の筒体4 2の内部には、駆動ロツド52がその軸方向に沿って移動可能に

配設されている。この駆動ロツド52の先端には、薄板状のカッタ (治療補助具) 54が

配設されている。このため、カッタ駆動ノブ34を操作すると、駆動ロツド52を介してカ

ッタ54が移動する。

００24 カッタ54は、その先端に刃 54a が形成され、某端に駆動ロツド52の先端が固定され

ている。このカッタ54の先端と某端との間には、長満54bが形成されている。この長

満54 bには、シヤフト24の軸方向に対して直交する方向に延びた移動規制ピン56が

シヤフト24の筒体4 2に固定されている。このため、カッタ54の長満54bが移動規制

ピン56に沿って移動する。そぅすると、カッタ54は真っ直ぐに移動する。このとき、カッ

タ54は、後述する第 の保持部材6 2のカッタ案内満 (流路、流体放出満) 62a および

第2の保持部材64のカッタ案内満 (流路、流体放出満) 64a に配設される。

００25 なお、カッタ54の長満54bの一端、他端および一端と他端の間の少なくとも3箇所

には、移動規制ピン56を係止し、カッタ54の移動を制御するための係止部 54c が形

成されている。

００26 図 、図2 および図2 に示すよぅに、保持部26は、シヤフト24の先端に配設さ

れている。図2 および図2 に示すよぅに、保持部26は、第 の保持部材 (第 のジョ

ー) 6 2と、第2の保持部材 (第2のジョー) 64 とを備えている。

００27 第 の保持部材6 2および第2の保持部材64 自体は、それぞれ全体的に絶縁性を

有することが好適である。第 の保持部材6 2は、第 の保持部材本体 (以下、主に本



体といぅ) 72と、この本体 72の某端部に設けられた某部74とを一体的に備えている。

第 の保持部材本体 72および某部74 には、ヵッタ54を案内するためのヵッタ案内満

62a が形成されている。

００28 図2 から図3Cに示すよぅに、第 の保持部材6 2の本体 72には、複数の凹部72a

と、保持面72bとが形成されている。

００29 そして、本体 72の複数の凹部72a には、 つの第 の連続電極 7 6および複数の第

の離散電極7 8が配設されている。すなわち、第 の保持部材6 2には、出力部材や

ェネルギ放出部として、第 の連続電極 76および第 の離散電極 78が配設されてい
る。

００3０ 第 の連続電極 (封止部材、第 の接合部材 ) 76は、切れ目なく連続的に形成され

ている。第 の連続電極 7 6は、例えば略 字状に、第 の保持部材6 2の本体 72の

某端部に2つの端部を有するよぅに連続的に形成されている。第 の連続電極 76の2

つの端部のぅちの少なくとも一方は、その一方の端部に配設された第 の電極コネク

タ76a に電気的に接続されている。この第 の電極コネクタ76a は、第 の電極用通

電ライン76bを介してハンドル22から延出されたケーブル28に接続されている。そし

て、第 の連続電極 76は、ェネルギ源 4の後述する第 の高周波ェネルギ出力回

路 ０4に接続されている。

００3 1 第 の連続電極 76には、その2つの端部間に、第 の保持部材6 2の本体 72および

某部74 とともにヵッタ54を案内するヵッタ案内満 (便宜的に第 の保持部材6 2のヵッ

タ案内満62a と同じ符号62a を付す) が形成されている。

００32 第 の離散電極 (維持部材、第2の接合部材 ) 78は、第 の連続電極 76の外側に

離散的に配設されている。複数の第 の離散電極 78は、略 字型の仮想的な軌跡

に沿って、略等間隔に同形状のものが配設されている。第 の離散電極 7 8は、例え

ば円形状に形成されている。第 の離散電極 78同上は、互いに対して略所定の間

隔に配設され、かつ、各第 の離散電極 78は、第 の連続電極 76に対しても適当な

距離だけ離間した位置に配設されている。第 の離散電極 78の位置は、処置を行っ
たときに、第2の保持部材64の第2の離散電極8 8との間の生体組織 が熱により変

性することを許容するが、第 の保持部材6 2の第 の離散電極 78同上の間の生体



組織 が熱により変性することを極力防止するとともに、第 の離散電極 78と第 の

連続電極7 6との間の生体組織の熱による変性を極力防止した位置にある。

００33 複数の第 の離散電極 78は、図示しないが、本体 72の内部で互いに対して電気

的に接続されているとともに、第 の電極コネクタ76a に並設された第2の電極コネク

タ78a に電気的に接続されている。この第2の電極コネクタ78a は、第2の電極用通

電ライン78bを介してハンドル22から延出されたケーブル28に接続されている。そし

て、第 の離散電極 78は、ェネルギ源 4の後述する第2の高周波ェネルギ出力回

路 ０6に接続されている。

００34 なお、第 の連続電極 76および第 の離散電極 78の表面のぅちの保持面72bは、

高さが一段高く形成されている。保持面72bは、第 の連続電極 76および第 の離

散電極 78の表面よりも、対向する第2の保持部材64の本体 8 2に近接し、対向する

第2の保持部材 64の本体 8 2の保持面 (便宜的に符号8 2bを付す) に当接する。

００35 図3 に示すよぅに、第 の保持部材6 2の本体 72には、複数の温度センザ8０が埋

め込まれている。ここでは、図2 および図2 に示すよぅに、複数の温度センザ8０は

、第 の離散電極 78の裏面または第 の離散電極 78の近傍に配設されている。この

ため、第 の離散電極 78に接触する生体組織 の概略的な温度 を測定することが

できる。なお、各温度センザ8０は、第 の連続電極 76の第 の電極用通電ライン76b

および第 の離散電極 78の第2の電極用通電ライン7 8bと同様に、温度センザ用信

号線8０aを介して後述する温度測定回路 ０8に接続されている。

００36 第2の保持部材64は、第2の保持部材本体 8 2と、この本体 の某端部に設けられ

た某部84 とを一体的に備えている。第2の保持部材本体 および某部84 には、ヵッ
タ54を案内するためのヵッタ案内満64a が形成されている。

００37 第2の保持部材64の本体 8 2には、凹部 (便宜的に符号82a を付す) と、保持面8 2

bとが形成されている。

００38 そして、本体 の凹部82a には、第2の連続電極8 6および第2の離散電極8 8が配

設されている。すなわち、第2の保持部材64 には、出力部材やェネルギ放出部とし

て、第2の連続電極8 6および第2の離散電極8 8が配設されている。

００39 第2の連続電極 (封止部材、第 の接合部材 ) 8 6は、第 の保持部材6 2に配設され



た第 の連続電極 76と対称的に配設されている。このため、第2の連続電極86には

、その2つの端部間に、第2の保持部材64の本体82および某部84とともにヵッタ54

を案内するヵッタ案内満 (便宜的に第2の保持部材64のヵッタ案内満64a と同じ符号

64a を付す)が形成されている。第2の離散電極88は、第 の保持部材62に配設さ

れた第 の離散電極 78と対称的に配設されている。このため、第2の連続電極86お

よび第2の離散電極88の詳細な説明を省略する。

００4０ なお、第2の連続電極86ほ、第 の電極コネクタ76a；配設された拙部とほ反対の

端部に対向する端部に配設された第3の電極コネクタ86a と電気的に接続されている

。また、第3の電極コネクタ86a は、第3の電極用通電ライン86bを介してハンドル22

から延出されたケーブル28に接続されている。そして、第2の連続電極86は、ェネル

ギ源 4の後述する第 の高周波ェネルギ出力回路 ０4に接続されている。

００4 1 第2の離散電極88は、第3の電極コネクタ86a に並設された第4の電極コネクタ88a

に電気的に接続されている。この第4の電極コネクタ88a は、第4の電極用通電ライン

88bを介してハンドル22から延出されたケーブル28に接続されている。そして、第2

の離散電極88は、ェネルギ源 4の後述する第2の高周波ェネルギ出力回路 ０6に

接続されている。

００42 なお、第 および第2の保持部材62 64のヵッタ案内満62a 64aは互いに対向し

た状態に形成され、シヤフト24の軸方向に沿って形成されている。そして、2つのヵッ

タ案内満62a 64aで つのヵッタ54を案内することができる。

００43 図2 および図2 に示すェネルギ処置具 2のシヤフト24の筒体42およびシース4

4には、それぞれ後述する蒸気 (気体 )や液体 (組織液 )などの流体が放出される流

体放出口42a 44aが形成されている。これら流体放出口42a 44aは、シヤフト24の

某端側に形成されている。

００44 ここでは図示しないが、シース44の流体放出口44aの外周面には、接続 口金が設

けられていることも好適である。このとき、後述する流体は、ヵッタ案内満62a 64a

シヤフト24の筒体42の流体放出口42a、シヤフト24のシース44の流体放出口44a

および、接続 口金を通して排出される。この場合、接続 口金内を吸引することによっ
て生体組織 から放出される蒸気や液体などの流体を流体放出口42a 44aから容



易に排出することができる。

００45 なお、流体放出口42a 44aはシヤフト24に設けられていることが好適であるが、シ

ヤフト24ではなく、ハンドル22に設けられていることも好適である。

００46 第 の保持部材62は、その某部74が、シヤフト24の筒体42の先端部に固定されて

いる。一方、第2の保持部材64は、その某部84が、シヤフト24の軸方向に対して直

交する方向に配設された支持ピン92によってシヤフト24の筒体42の先端部に回動

可飴に支持されている。第2の保持部材64は、支持ピン92の軸回りに回動すること

により第 の保持部材62に対して開閉可能である。この第2の保持部材64は、第 の

保持部材62に対して開くよぅに、例えば板バネなどの弾性部材92aにより付勢されて

いる。

００47 これら第 および第2の保持部材62 64の本体 72 82の外表面は、滑らかな曲面

状に形成されている。同様に、これら第 および第2の保持部材62 64の某部74，8

4の外表面も、滑らかな曲面状に形成されている。第 の保持部材62に対して第2の

保持部材64が閉じた状態では、それぞれの保持部材62 64の本体 72 82の断面

は、略円形または略楕円状に形成されている。第 の保持部材62に対して第2の保

持部材64が閉じた状態では、第 および第2の保持部材62 64の本体 72 82の保

持面72b 82bが互いに対向し、某部74 84は、円筒状に形成されている。この状

態では、第 および第2の保持部材62 64の本体 72 82の某端部の径の方が、某

部74 84の径よりも大きく形成されている。そして、本体 72 82と某部74 84との間

には、それぞれ段差94a 94bが形成されている。

００48 ここで、第 の保持部材62および第2の保持部材64は、第2の保持部材64が第

の保持部材62に対して閉じた状態で、その某部74 84を合わせた略円形または略

楕円状の外周面が、筒体42の先端部の外周面に対して略面一または僅かに大径に

形成されている。このため、シース44を筒体42に対してスライドさせて、シース44の

先端で第 の保持部材62および第2の保持部材64の某部74 84を覆ぅことが可能

である。この状態では、図2 に示すよぅに、弾性部材92aの付勢力に抗して第 の保

持部材62および第2の保持部材64が閉じる。一方、シース44の先端で第 の保持

部材62および第2の保持部材64の某部74 84を覆った状態からシース44を筒体4



2の某端側にスライドさせると、図2 に示すように、弾，性部材92a の付勢力によって

第 の保持部材6 2に対して第2の保持部材64が開く。

００49 また、この実施の形態では、第 の連続電極 76の某端部同上の間隔、および、第2

の連続電極8 6の某端部同上の間隔は、それぞれ第 の保持部材6 2および第2の保

持部材64のヵッタ案内満62a 64a の幅の大きさ程度に形成されている (図3 参照

) が、第 の連続電極 76の某端部同上の間隔、および、第2の連続電極8 6の某端部

同上の間隔は、それぞれ適宜に設定可能である。すなわち、第 の保持部材6 2およ

び第2の保持部材64のヵッタ案内満62a 64a の縁部から離れた位置に第 の連続

電極 76および第2の連続電極8 6が設けられていても良い。

００5０ 図4に示すように、ェネルギ源 4の内部には、制御部 ０2と、第 の高周波エネル

ギ出力回路 (第 の制御部 ) ０4と、第2の高周波エネルギ出力回路 (第2の制御部 )

０6と、温度測定回路 ０8と、表示部 ０と、スピーヵ 2とが配設されている。市 征

部 ０2には、第 の高周波エネルギ出力回路 ０4と、第2の高周波エネルギ出力回

路 ０6と、温度測定回路 ０8と、表示部 ０と、スピーヵ 2とが接続されており、制

御部 ０2でこれらが制御される。制御部 ０2には、フットスイッチ 6が接続され、フッ
トスイッチ 6が に切り換えられる (ペダル 6aが押圧される) とェネルギ処置具 2

による処置が行われ、O に切り換えられる (ペダル 6 aの押圧が解除される) と処

置が停止する。表示部 ０は、第 の高周波エネルギ出力回路 ０4および第2の高

周波エネルギ出力回路 ０6の出力呈 (出力呈自体、または、どのような処置を行うか
(生体組織同上を接合する目的の処置か、生体組織の開口を封止する目的の処置

か等) ) 、温度センザ8０で検出した温度の表示やェネルギの出カタイミングを制御部

０2で制御する際の設定手段 (コントローラ) として機能する。表示部 ０が設定した

もの (各種の設定値等)を表示する表示機能を有することはもちろんである。

００5 1 なお、第 の高周波エネルギ出力回路 ０4は、第 および第2の連続電極 76 86

を通して高周波エネルギを出力するとともに、第 および第2の連続電極 76 86間の

生体組織のインピーダンスZを検出可能である。第2の高周波エネルギ出力回路 ０

6は、第 および第2の離散電極 78 88を通して高周波エネルギを出力するとともに

、第 および第2の離散電極 78 88間の生体組織のインピーダンス を検出可能で



ある。すなわち、第 の高周波エネルギ出力回路 ０4 と第 および第2の連続電極 7 6

8 6は、第 および第2の連続電極 7 6 8 6間の生体組織 のインピーダンスZを計

測するセンザ機能を有する。第2の高周波エネルギ出力回路 ０6 と第 および第2の

離散電極 7 8 8 8は、第 および第2の離散電極 7 8 8 8間の生体組織 のインピー

ダンスZを計測するセンザ機能を有する。なお、温度測定回路 ０8 と温度センザ 8０と

により温度を計測するセンザ機能を有する。

００5 2 次に、この実施の形態に係る治療処置システム ０の作用について説明する。

００5 3 図5 には、第 の高周波エネルギ出力回路 ０4 と第2の高周波エネルギ出力回路

０6 とによる外科用処置具 2の制御フローの一例を示す。図6 には、第 の高周波

ェネルギ出力回路 ０4からの出力と時間の関係を示すとともに、第2の高周波エネ

ルギ出力回路 ０6からの出力と時間の関係を示すグラフを示す。図6 には、図6

に示すようにェネルギを入力したときに通常計測されるインピーダンスZの時間に対

する概略的な変化を示す。

００5 4 術者は、予めェネルギ源 4の表示部 ０を操作して、治療処置システム ０の出力

条件を設定しておく (S ) 。具体的には、第 の高周波エネルギ出力回路 ０4

および第2の高周波エネルギ出力回路 ０6からの出力 (設定電力P s e W 2se

W ) 、生体組織 のインピーダンスZの閾値Z z 2、後述すあ温度 の閾値

等を設定しておく。

００5 5 図2 に示すように、第 の保持部材 6 2 に対して第2の保持部材 6 4 を閉じた状態で

、例えば、腹壁を通して腹腔内に外科用処置具 2の保持部2 6およびシヤフト24を

挿入する。外科用処置具 2の保持部2 6を処置対象の生体組織 に対して対時さ

せる。

００5 6 第 の保持部材 6 2および第2の保持部材 6 4 で処置対象の生体組織 を保持する

ため、ハンドル2 2の保持部開閉ノブ3 2を操作する。このとき、筒体4 2に対してシース

4 4をシヤフト24の某端部側に移動させる。弾性部材92a の付勢力によって、某部 74

84 間を筒状に維持することができなくなり、第 の保持部材 6 2 に対して第2の保持

部材 6 4 が開く。

００5 7 処置対象の生体組織 を第 の保持部材 6 2の第 の連続電極 7 6と第2の保持部



材6 4 の第2の連続電極 8 6 との間、および、第 の保持部材6 2の第 の離散電極 7 8

と第2の保持部材6 4 の第2の離散電極 8 8 との間に配置する。この状態で、ハンドル2

2の把持部開閉ノブ3 2を操作する。このとき、筒体4 2に対してシース4 4をシャフト24

の先端部側に移動させる。弾性部材92a の付勢力に抗してシース4 4 によって、某部

74 84間を閉じて筒状にする。このため、某部 74 に一体的に形成された第 の保持

部材6 2の本体 7 2と、某部8 4 に一体的に形成された第2の保持部材6 4 の本体 8 2 と

が閉じる。すなわち、第 の保持部材6 2に対して第2の保持部材6 4 が閉じる。このよ

ぅにして、処置対象の生体組織 を第 の保持部材6 2 と第2の保持部材6 4 との間で

把持する。

0058 このとき、第 の保持部材6 2の第 の連続電極 7 6と第2の保持部材6 4 の第2の連

続電極 8 6 との両方に、処置対象の生体組織 が接触している。第 の保持部材6 2

の第 の離散電極 7 8と第2の保持部材6 4 の第2の離散電極 8 8 との両方に、処置対

象の生体組織 が接触している。第 の保持部材6 2の保持面7 2bのぅちの縁部と第

に、処置対象の生体組織 の周辺組織が密着している。

００5 9 このように、第 の保持部材6 2および第2の保持部材6 4 の間に生体組織を把持し

た状態で、フットスイッチ 6のぺダル 6 aを操作する。ェネルギ源 4の制御部 ０2は

、術者の操作によってスイッチ 6のぺダル 6 aが押圧されてO に切り換えられたか

を判断する (S P2)

００6０ スイッチ 6のぺダル 6 aが押圧されてO に切り換えられたと判断したとき、ェネル

連続電極 8 6の間の生体組織 (第 の領城の生体組織 ) に高周波エネルギを供給

する (S P3)

００6 1 そして、第 の高周波エネルギ出力回路 ０4は、第 の保持部材6 2の第 の連続

電極 7 6および第2の保持部材6 4 の第2の連続電極 8 6の間に、表示部 ０で予め設

定した設定電力P e W 、例えば2０W」～8０W 」程度の電力を供給する。

００6 2 このため、第 の高周波エネルギ出力回路 ０4は、第 の保持部材6 2の第 の連



織

に高周波ェネルギを与える。このため、電極 76 86間に把持した生体組織 内にジ

ュール熱を発生させて生体組織 自体が加熱される。ジュール熱の作用により電極

76 86間に保持された生体組織 内の細胞膜を破壊して細胞膜内物質を放出し、

コラーゲンをはじめとする細胞外成分と均一化する。電極 76 86間の生体組織 に

は高周波電流が流されているので、このよぅに均一ィヒされた組織 に史なるジュー

ル熱が作用し、例えば生体組織 の接合面同士、組織の屑間同士の接合が行われ

る。したがって、電極 76 86間に高周波電流が通電されると、生体組織 自体が発

熱して脱水されながら生体組織 の内部が変性 (生体組織 が焼灼 ) される。このた

め、第 の連続電極 76および第2の連続電極8 6によって生体組織 が連続的 (略

字状の状態 ) に変性される。

００63 このとき、把持した生体組織 のインピーダンス は、第 の連続電極 76および第2

の連続電極8 6を介して高周波ェネルギ出力回路 ０4により測定されている。処置を

始めたときのインピーダンス 0は、図6 に示すよぅに、例えば6０ 程度である。そ

して、生体組織 に高周波電流が流れて生体組織 が焼灼されるに

００64 このよぅに、生体組織 が焼灼されるにつれて、生体組織 から流体 (例えば液体

(血液 ) および または気体 (水蒸気 ) ) が放出される。このとき、第 の保持部材6 2の

保持面72bおよび第2の保持部材64の保持面8 2bは、第 の連続電極 76および第

2の連続電極8 6よりも生体組織 に密着している。このため、保持面72b 82bは流

体が第 の保持部材6 2および第2の保持部材64の外側に逃げるのを抑制する障壁

部 (ダム) として機能する。したがって、生体組織 から放出された流体を、第 の連

続電極 76の内側のカッタ案内満62a 、第2の連続電極8 6の内側のカッタ案内満64a

に流入させて、第 の保持部材6 2および第2の保持部材64からシヤフト24に例えば

吸引して流す。生体組織 から流体が放出されている間は、カッタ案内満62a 64a

にその流体を流入させ続ける。このため、生体組織 から温度が上昇した状態で放

出された流体によってザーマルスプレッドが生じることを防止し、処置対象でない部

分に影響を与えることを防止することができる。



００6 5 次に、制御部 ０2は、高周波エネルギ出力回路 ０4からの信号に某づいて演算し

た高周波エネルギ出力時のインピーダンスZが予め表示部 ０で設定 (S ) し

た閾値Z (図6 に示すように、ここでは約 ０００Q ) 以上となったか判断する (S

P4) 。閾値 は、例えば、予め分かっているインピーダンスZの値の上昇率が鈍ィヒす

る位置にある。そして、インピーダンスZが閾値 よりも 、さいと判断した場合、S

P 3に処理を戻す。すなわち、第 の保持部材6 2の第 の連続電極 7 6および第2の

保持部材 64 の第2の連続電極8 6の間に把持した生体組織 に対して処置のため

の高周波エネルギを与え続ける。

００66 インピーダンスZが閾値 よりも大きくなったと判断した場合、制御部 ０2から第

の高周波エネルギ出力回路 ０4に信号が伝達される。そして、第 の高周波エネル

ギ出力回路 ０4から第 の連続電極 7 6および第2の連続電極8 6への出力が停止さ

れる (S P5)

００6 7 次に、ェネルギ源 4の第2の高周波エネルギ出力回路 ０6から第 の離散電極 7 8

および第2の離散電極8 8の間の生体組織 (第2の領城の生体組織 ) にェネルギを

供給する (S P6)。すなわち、第 の高周波エネルギ出力回路 ０4から第 の連続

電極 7 6および第2の連続電極8 6の生体組織 にェネルギを供給するのとは、時間

的にオフセットした状態 (出カタイミングをオフセットした状態 ) で、第2の高周波エネ

ルギ出力回路 ０6から第 の離散電極 7 8および第2の離散電極8 8の間の生体組織

にェネルギを供給する。

００68 そして、第2の高周波エネルギ出力回路 ０6は、第 の保持部材6 2の第 の離散

電極 7 8および第2の保持部材64の第2の離散電極8 8の間に、表示部 ０で予め設

定した設定電力P 2se W 、例えば2０W」～8０W」程度の電力を供給する。なお

、第2の高周波エネルギ出力回路 ０6から第 の離散電極 7 8および第2の離散電極

8 8への出力は、第 の高周波エネルギ出力回路 ０4から第 の連続電極 7 6および

第2の連続電極8 6への出力よりも大きくても 、さくても良い。このような出力の大小は

処置の対象や目的等によって処置前に適宜に設定される (S P )

００69 このため、第 の保持部材6 2および第2の保持部材64間に把持した生体組織

に高周波電流が流れ、生体組織 をジュール熱の作用により発熱させて組織の焼



灼 (組織の変性 ) を開始する。そうすると、第 の離散電極 7 8および第2の離散電極 8

8 によって、これら離散電極 7 8 8 8間の生体組織 が離散的に変性される。このとき

、把持した生体組織 のインピーダンスZは、第 の離散電極 7 8および第2の離散電

極 8 8を介して第2の高周波エネルギ出力回路 ０6 により測定されている。処置を始

めたときのインピーダンスZは、生体組織 が変性されていないので、図6 中の閾

値zH を閾値Z2に置き換えることができ、最初のインピーダンスZは、例えばZ0である

。そして、生体組織 に高周波電流が流れて生体組織 が焼灼されるにつれてイン

ピ一ダンスZの値が上昇していく。

さらに、第2の高周波エネルギ出力回路 ０6からの出力を開始した後、好ましくは

第 の高周波エネルギ出力回路 ０4から出力したときから継続して、第 の保持部材

6 2の本体 7 2 に埋め込まれた温度センザ 8０によって、第 の離散電極 7 8 に当接する

生体組織 の近傍の温度 を測定し続ける。そして、温度 が所定の温度 に到達

したか否か判断する (S 7 ) 。温度 に到達していたら、第2の高周波エネルギ

出力回路 ０6への出力を停止させる (S P8)。第 の離散電極 7 8に当接する生体

組織 の近傍の温度 が温度 よりも下がるのを待つ。温度 が設定温度 よりも

下がったと判断したら(S Pg)、再び第2の高周波エネルギ出力回路 ０6 にェネル

ギを供給する (S P ０) 。このように、温度 を閾値として、第2の高周波エネルギ

出力回路 ０6からのェネルギの供給のO O を自動的に切り替える。

そして、生体組織 が焼灼されるにつれて、生体組織 から流体 (例えば液体 (血

液 ) および または気体 (水蒸気 ) ) が放出される。このとき、第 の保持部材6 2の保

持面7 2 bおよび第2の保持部材6 4 の保持面8 2bは、第 の離散電極 7 8および第2

の離散電極 8 8よりも生体組織 への密着度が高い。このため、保持面7 2b 82b は

流体が第 の保持部材6 2および第2の保持部材6 4 の外側に逃げるのを抑制する障

壁部 (ダム) として機能する。したがって、生体組織 から放出された流体を、第 の

離散電極 7 8の内側の第 の連続電極 7 6よりもさらに内側、第2の離散電極 8 8の内

側の第2の連続電極 8 6よりもさらに内側のヵッタ案内満62a 64a に流入させて、第

および第2の保持部材6 2 64からシヤフト24 に例えば吸引して流す。生体組織 か
ら流体が放出されている間は、ヵッタ案内満62a 64a にその流体を流入させ続ける



。このため、生体組織 から温度が上昇した状態で放出された流体によってザーマ

ルスプレッドが生じることを防止し、処置対象でない部分に影響を与えることを防止す

ることができる。このとき、第 の高周波エネルギ出力回路 ０4からの出カタイミングと

第2の高周波エネルギ出力回路 ０6からの出カタイミングとはオフセットされているの

で、互いに干渉することを防止した状態で、流体をヵッタ案内満62a 64a に流すこと

ができる。

００72 次に、制御部 ０2ほ、第2の高周波エネルギ出力回路 ０6からの信号に墓づいて

演算した高周波エネルギ出力時のインピーダンスZが予め設定した閾値Z2 (図6 に

示すように、ここでは約 ０００白 ) 以上となったか判断する (S P )。閾値Z2は、

予め分かっているインピーダンスZの値の上昇率が鈍化する位置に設定されているこ

とが好ましい。そして、インピーダンスZが閾値Z2よりも 、さいと判断した場合、S P

6に処理を戻す。すなわち、温度 によるO O の切り換えが行われながら、第

の保持部材6 2の第 の離散電極 78および第2の保持部材64の第2の離散電極8 8

間に把持した生体組織 に対して処置のための高周波エネルギを与える。

００73 インピーダンスZが閾値Z2よりも大きくなったと判断した場合、制御部 ０2から第2

の高周波エネルギ出力回路 ０6に信号が伝達される。そして、第2の高周波エネル

ギ出力回路 ０6から第 の離散電極 78および第2の離散電極8 8への出力が停止さ

れる (S P 2)

００74 そして、出力を停止させた後、制御部 ０2はスピーヵ 2からブザーを発する (S

P 3)。このようにして、第2の高周波エネルギ出力回路 ０6から第 の離散電極 78

および第2の離散電極8 8を通して行った生体組織 への処置の終了を容易に認識

させることができる。

００75 なお、フットスイッチ 6のぺダル 6aを押圧したままで処置は図5に示す「スタート」

から「エンド」まで行われるが、「スタート」から「エンド」に至るまでの間にぺダル 6aの

押圧を解除すると、制御部 ０2は、そのぺダル 6aの押圧を解除した時点で強制的

に処置を停止させる。すなわち、ペダル 6aの押圧を解除すると、制御部 ０2は、第

の高周波エネルギ出力

ずれの出力も停止させる。



００76 ここで、このような作用を有す 、る治療処置システム ０を用いて、図7 から図7Cに

示すように、例えば 、腸の並設させた腸管1 ，1 同上を接合させ、接合させた腸管1
C2

，1 同上をシールする場合について説明する。
C2

００77 エネルギ源 4の表示部 ０を操作して第 の高周波エネルギ出力回路 ０4および

第2の高周波エネルギ出力回路 ０6からの出力を設定しておく。このとき、先に、並

設した 対の腸管1 ，1 同上の接合を行う予定であるので、第2の高周波エネルギ
C2

出力回路 ０6からの出力を適度に高く設定しておく。

００78 第 の保持部材6 2の保持面72bおよび第2の保持部材64の保持面8 2bで、並設

させた状態の 対の腸管1 ，1 を、両腸管1 ，1 の壁面を挟み込むように保持する
C2 C C2

００79 この状態で、フットスイッチ 6のぺダル 6aを押圧すると、第 の連続電極 76と第2

の連続電極8 6との間の生体組織 にェネルギを供給する。このため、第 の連続電

極 76および第2の連続電極8 6により腸管1 ，1 同上を加熱して変，性させる。
C2

００8０ そして、第 の連続電極 76および第2の連続電極8 6の間の生体組織 が所定の

閾値 に到達したときに第 の高周波エネルギ出力回路 ０4からのェネルギ出力を

停止させる。

００8 1 その後、第 の離散電極 78と第2の離散電極8 8との間の生体組織 にェネルギを

供給する。このため、第 の離散電極 78および第2の離散電極8 8により腸管1 ，1
C2

同上を加熱して変，性させる。

００82 そして、温度 が所定の温度 に達したときには、出力を自動的に停止 (O )し

、温度 よりも下がったときには自動的に出力 (O )し、これら出力のO O を

繰り返しながら第 の離散電極 78および第2の離散電極8 8の間の生体組織のインピ

ーダンスZが所定の閾値Z2に到達したときに第2の高周波エネルギ出力回路 ０6か
らの出力を完全に停止させる。

００83 なお、第 の連続電極 76および第2の連続電極8 6の間の生体組織 のインピー

ダンスZが所定の閾値 に到達したときは、第 の連続電極 76および第2の連続電

極86により腸管 ， 同上を加熱して変性させて接合している。第 の離散電極 78
C2

および第2の離散電極8 8の間の生体組織 のインピーダンスZが所定の閾値Z2に



到達したときは、第 の離散電極 78およひ第2の離散電極8 8により腸管1 ，1 同上
C2

を加熱して変，性させて接合されている。このように、腸管1 ，1 同上は、庫続的およ
C2

ひ離散的に変，性されて接合 (吻合 ) される。

００84 そして、第 の保持部材6 2およひ第2の保持部材64の間に腸管1 ，1 同上を把
C2

持したままて、図 に示すヵノタ駆動ノフ34を操作して、図2 およひ図2 に示す

状態からヵノタ案内借62a 64a に沿ってヵノタ54を前進させる。ヵノタ54か前進す

るにつれて、その先端の刃 54a によって、第 の庫続電極 76およひ第2の庫続電極8

6により変，性されて接合された部位の内側を切断する。そして、ヵノタ54は、第 の庫

続電極 76およひ第2の庫続電極8 6により略 字型に変，性された部位の内側を、そ

の先端部近傍まて切断する。このため、図7 に示すように、腸管1 ，1 の壁面の略
C2

字状に封止された間の部分か切断され、腸管1 ，1 の壁面同上か庫適する。
C2

００85 この状態てヵノタ駆動ノフ34を操作してヵノタ54を後退させる。その後、ハントル2

2の保持部開閉ノフ32を操作して第 およひ第2の保持部材6 2 64を開く。このとき

、腸間膜 側の第 の吻合部 、腸間膜 かある側に対して反対側の第2の吻合

部 か形成されている。例えは図7 に示すように、第 の吻合部 およひ第2の
2

吻合部 の庫続的に接合された外側の部分は、離散的に変，性されている。
2

００86 そして、再ひェネルキ源 4の表示部 ０を操作して処置対象 (腸管1 ，1 のン一
C2

ル) に合わせて第 の高周波エネルキ出力回路 ０4からの出力を高く投定しておく。

００87 第 の保持部材6 2およひ第2の保持部材64を閉して腸管1 ，1 同上の端部を保
C2

持する。この状態てフノトスイノチ 6のぺタル 6aを押圧して、第 の高周波エネルキ

出力回路 ０4から第 の庫続電極 76およひ第2の庫続電極8 6にェネルキを閾値

に達するまて与える。このため、腸管1 ，1 同上の端部を第 の庫続電極 76およひ
C2

第2の庫続電極8 6て接合してン一ル部5 を形成する。

００88 このため、図7Cに示すように、腸管1 ，1 同上の端部か第 の庫続電極 76およひ
C2

第2の庫続電極8 6により変，性されてン一ルされる。すなわち、腸管1 ，1 同上の端
C2

部には、ン一ル部S か形成される。このとき、図7C中の7 線に沿う断面は、概

略的には、図7 に示すような状態にある。このため、腸管1 ，1 同上は、端部かン
C2

一ル部S て密封された状態て吻合されている。



００89 その後、第2の高周波エネルギ出力回路 ０6から第 の離散電極 78および第2の

離散電極8 8にェネルギを閾値 2に達するまで与える。このとき、上述したように、温

度 が閾値 に到達したときには出力を (O )し、閾値 よりも低くなったとき

には出力 (O )し、腸管1 ，1 同上の端部を第 の離散電極 78および第2の離散
C2

電極8 8で接合する。そして、インピーダンスZが閾値Z2に到達した時点で第2の高

周波エネルギ出力回路 ０6からの出力を停止させる。

００9０ なお、シール部5 の余分な部位は、例えばヵッタ54により切断される。このとき、腸

管1 ，1 同上の封止された端部 (シール部S ) のうち、連続的に接合された周囲の
C2

部分は、図7 に示すのと同様に、離散的に変，性されている。すなわち、腸管1 ，1
C2

のうち、第 の離散電極 78および第2の離散電極8 8で変，性させて接合させた部位の

間の生体組織は、変，性されていない。このため、第 の離散電極 78および第2の離

散電極8 8で生体組織を接合した部分の周囲 (近傍 ) は、変，性されていない腸管1 ，1

同上の生体組織が接触 (密着 ) した状態にある。
2

００9 1 したがって、腸間膜 側の第 の吻合部 は、腸管1 ，1 同上が密着する方向
C C2

に力が働く。そうすると、第 の離散電極 78および第2の離散電極8 8で生体組織を

変，性させた部位が、より確実に生体組織同上を密若させるように力を発揮する。さら

に、腸間膜 がある側に対して反対側の第2の吻合部 は、腸管1 ，1 同上が開
2 C C2

く方向に力 が働くが、第 の離散電極 78および第2の離散電極8 8で生体組織を

変，性させた部位が、生体組織同上を密若させるように力を発揮する。したがって、腸

管1 ，1 の変，性されていない生体組織同上の相互ネットワークが生じ、生体組織の
C2

組織再生力を発揮して、より早期に腸管1 ，1 の生体組織が再生される。
C2

００92 以上説明したように、この実施の形態によれば、以下の効果が得られる。

００93 第 の連続電極 76および第 の離散電極 78が第 の保持部材6 2に別々に配置さ

れ、第2の連続電極8 6および第2の離散電極8 8が第2の保持部材64 に別々に配置

されているので、第 の高周波エネルギ出力回路 ０4からの第 の連続電極 76およ

び第2の連続電極8 6への出力と、第2の高周波エネルギ出力回路 ０6からの第 の

離散電極7 8および第2の離散電極8 8への出カとを別々に設定することができる。そ

して、第 の高周波エネルギ出力回路 ０4からの出力を停止させた後に第2の高周



波ェネルギ出力回路 ０6から出力させて生体組織 に処置を行ぅ。すなわち、出カ

タイミングをオフセットしているので、第 の高周波ェネルギ出力回路 ０4からの出力

により第 の連続電極 76および第2の連続電極8 6から生じた流体と、第2の高周波

ェネルギ出力回路 ０6からの出力により第 の離散電極 78および第2の離散電極8

8から生じた流体とが干渉することを防止することができる。このため、生体組織 の

処置により生じた流体を確実にヵッタ案内満62a 64a に導くことができる。

００94 また、処置ごとに第 の高周波ェネルギ出力回路 ０4および第2の高周波ェネルギ

出力回路 ０6からのそれぞれの出力を設定することができるので、種々の処置に容

易に対応することができ、処置の汎用性を広げることができる。すなわち、表示部

0を操作してその設定を変更するだけで、外科用処置具 2を様々な用途に合わせて

最適に設定して処置を行ぅことができる。

００95 上述したよぅに、第 の保持部材6 2の保持面72bに第 の連続電極 76および第

の離散電極 78を配置し、第2の保持部材64の保持面8 2bに第2の連続電極8 6およ

び第2の離散電極8 8を配置した。このため、第 の保持部材6 2の第 の連続電極 76

と第2の保持部材64の第2の連続電極8 6との間の生体組織 (例えば腸管1 ，1 同
C2

ｱ )を加熱して変性させて連続的に接合させることができる。したがって、例えば管状

などの生体組織同上を接合させる際には、第2の高周波ェネルギ出力回路 ０6から

の出力を大きくし、生体組織同上をシールする際には第 の高周波ェネルギ出力回

路 ０4からの出力を大きくするなど、処置を最適な状態で行ぅことができる。

００96 このとき、例えば図7 に示すよぅに、生体組織同上を連続的に変性させて接合した

部位と、離散的に変性させて接合した部位とは、近接した位置にある。そして、離散

的に変性させて接合した部位の周囲の生体組織間は、変性されていない部分が存

在する。このため、離散的に変性させて接合した部位の周囲の変性されていない生

体組織を、互いに接触 (密着 ) させた状態に維持することができる。すなわち、第 の

離散電極 78および第2の離散電極8 8は、例えば離れる方向の力 が加えられる生

体組織同上を密若させた状態に維持するのに大きな役割を果たす。

００97 例えば2つの腸管1 ，1 同上を吻合させる場合、図7 および図7Cに示す腸間膜
C2

がある側に対して反対側は、互いの腸管1 ，1 同上が離れる方向に力 が働く。



しかし、第 の離散電極 78および第2の離散電極8 8により腸管1 ，1 同上が離散的
C2

に接合されているので、腸管1 ，1 同上を離散的に接合することができる。このため
C2

、腸管1 ，1 同上を、互いに密若させた状態に維持することができる。
C2

００98 したがって、第 の離散電極 78および第2の離散電極8 8により接合した生体組織

同上の部位は、生体組織同上を互いに対して引き寄せて密若させた状態を維持す

る役割を果たす。すなわち、第 の離散電極 78および第2の離散電極8 8により接合

した生体組織同上の部位は、生体同士の癒若を維持する役割を果たす。このため、

密着 (癒着 ) した生体組織同上の相互ネットワークを生じさせ、生体組織の組織再生

力をより発揮し易くして、より早期に生体組織を再生させることができる。

００99 なお、この実施の形態では、第 の保持部材6 2の第 の離散電極 78は、略等間隔

に配置され、かつ、それぞれ略同じ面積を有するものとして説明したが、隣接する離

散電極 78同上の間隔が典なっていたり、離散電極 78の面積がそれぞれ典なってい

たりすることも好適である。離散電極 78で組織を離散的に処置した場合、その離散

電極 78に接触した部位は変性されるが、その離散電極 78と、その離散電極 78に隣

接する離散電極 78との間の生体組織の一部が変性されずに生体組織同上を接触さ

せた状態に維持することができるのであれば、離散電極 78は種々の変更が許容され

る。もちろん、第2の保持部材64の第2の離散電極8 8も同様である。

０1００ また、第 の保持部材6 2の複数の第 の離散電極 78および第2の保持部材64の

複数の第2の離散電極8 8をそれぞれヒータ (発熱要素 ) に変更したり、第 の保持部

材6 2の第 の連続電極 7 6および第2の保持部材64の第2の連続電極8 6をヒータ (

発熱要素 ) に変更したりすることも好適である。または、第 の保持部材6 2の複数の

第 の離散電極 78および第2の保持部材64の複数の第2の離散電極8 8と、第 の

保持部材6 2の第 の連続電極 7 6および第2の保持部材64の第2の連続電極8 6と

の両者をヒータに変更することも好適である。さらには、ヒータを電極の裏面に配設し

て、ヒータから電極に熱伝導させて生体組織を処置するよぅに、高周波ェネルギと熱

ェネルギの処置を行ぅことも可能である。ヒータは、例えば図3 に示す温度センザ8

0の代わりに配置される。ヒータを用いる場合、例えばェネルギ源 4の第 の高周波

ェネルギ出力回路 ０4は、ヒータにェネルギを与えるための回路としても用いられる



０1０1 また、この実施の形態では、カッタ54を設ける場合について説明したが、カッタ54

は治療対象によっては設けられていなくても良い。カッタ54が設けられていない場合

、上述したカッタ案内満62a 64a は、例えば生体組織から生じる蒸気や液体などの

流体をェネルギ処置具 2のハンドル22側に導く流体放出満 (流路 ) として機能し得

る。

０1０2 ここでは、図 に示すよぅに、第 の保持部材6 2および第2の保持部材64 に電位

が典なる電極 (第 の連続電極 76および第2の連続電極8 6の間の電位と、第 の離

散電極 78および第2の離散電極8 8の間の電位 )を有するバイポーラ型の高周波ェ
ネルギ処置を行ぅ外科用処置具 2を用いることについて説明したが、図3 に示すよ

ぅに、モノポーラ型の高周波ェネルギ処置を行ぅ外科用処置具を用いることも好適で

ある。この場合、処置される忠者Pには、対極板 3０が装若される。この対極板 3０

は、通電ライン 32を介してェネルギ源 4に接続されている。さらに、第 の保持部

材6 2の第 の連続電極 7 6および第2の保持部材64の第2の連続電極8 6との間は、

第 の電極用通電ライン76bおよび第3の電極用通電ライン8 6bが電気的に接続さ

れた同電位の状態にある。また、第 の保持部材6 2の第 の離散電極 78および第2

の保持部材64の第2の離散電極8 8との間は、第2の電極用通電ライン78bおよび第

4の電極用通電ライン8 8bが電気的に接続された同電位の状態にある。これらの場

合、連続電極 76 86および離散電極 78 88に接触する生体組織 の面積はそれ

ぞれ小さいため、電流密度が高いが、対極板 3０の電流密度は低くなる。このため、

第 の保持部材6 2および第2の保持部材64で把持される生体組織 は加熱される

のに対して、対極板 3０に接触した生体組織 の加熱は無視できる程度に 、さい。

したがって、第 の保持部材6 2および第2の保持部材64で把持した部分のぅち、連

続電極 76 86および離散電極 78 88に接触した生体組織 のみ加熱されて変性

される。

０1０3 また、図示しないが、モノポーラ型の外科用処置具を用いる場合、第 の保持部材

6 2および第2の保持部材64のぅち、一方の保持部材だけに電極が配設されているこ

とも好適である。



０1０4 また、この実施形態ては、2つの高周波エネルキ出力回路 ０4 ０6を用いること

について説明したか、2つに限らす、3つや4つなと、処置にあわせて適宜に用いるこ

とかてきる。すなわち、処置の際に、表示部 ０てより細かく設定することかてき、処

理の最適化を図ることかてきる。

０1０5 この実施の形態ては図6 に示すようにェネルキを出力することとしたか、図6Cに

示すように、第 の高周波エネルキ出力回路 ０4からの出力に比へて、第2の高周波

ェネルキ出力回路 ０6からの出力を大きくして、所定の温度 に到達させる時間を

短くしつつ、インピータンスZを閾値Z2に早く到達させて、処置時間を短くするように

しても良い。

０1０6 また、図6 に示すように、第 の高周波エネルキ出力回路 ０4からの出力と、第2

の高周波エネルキ出力回路 ０6からの出力とを出カタイミンクをオフセノトした状態

て交互に出力することも好適てある。また、インピータンスZ z2及ひ、設定電力P

s e s e を術者か設定する構成の説明を行ったか、あらかしめ適正値をプロクラ

ムされても良い。

０1０7 第 の実施の形態の第 の変形例」

次に、第 の実施の形態の第 の変形例について図8 およひ図8 を用いて説明

する。第 の実施の形態て説明した部材と同一の都材又は同一の作用を奏する部材

については説明を省略する。以下、第2の変形例から第4の変形例についても同様

てある。

０1０8 図8 に示すように、第 の連続電極 76およひ第 の離散電極 78は、図3 に示す

第 の実施の形態と略同し位置に配段されている。

０1０9 図8 およひ図8 に示すように、第 の保持部材6 2の本体 72には、第 の連続電

極 76の外側に、丞気や高温の被体なとの流体の流路として第 の流体放出偕 (連続

電極用流体放出偕 ) 5 2か形成されている。第 の流体放出偕 52の外側には、第

の連続電極 76の作用により放出された丞気や高温の被体なとの流体か第 の流体

放出偕 5 2の中に入り込むように連続電極用障壁部 (タム) 54か形成されている。

図8 に示すように、障壁部 54 は、その保持面72b の平面に対して突出されている



０11０ 本体 72には、第 の離散電極 78の外周に、蒸気や高温の液体などの流体の流路

として第2の流体放出満 (離散電極用流体放出満) 6 2が形成されている。第2の流

体放出満 6 2の外周には、第 の離散電極 78の作用により放出された蒸気や高温

の液体などの流体が第2の流体放出満 6 2の中に入り込むよぅに離散電極用障壁部

64が形成されている。図8 に示すよぅに、障壁部 64 は、その保持面72bの平面

に対して突出されている。

０111 これら第 の流体放出満 52および第2の流体放出満 6 2は、速通路 7０によって

速通されている。各速通路 7０は、管路として形成されている。すなわち、各速通路

7０は、本体 72の内部に形成されている。そして各速通路 7０は、カッタ案内満62a

に某部74で速通されている。すなわち、第 の流体放出満 52および第2の流体放

出満 6 2は、某部74でカッタ案内満62a に速通されている。

０112 なお、第2の保持部材64 にも同様に、第2の連続電極8 6の外側に流体放出満 (便

宜的に符号 72を付す) が形成され、その流体放出満 72の外側に障壁部 (便宜的

に符号 74を付す) が形成されている。また、第2の保持部材64の第2の離散電極8

8の外周に流体放出満 (便宜的に符号 8 2を付す) が形成され、その流体放出満 8

2の外周に障壁部 (便宜的に符号 84を付す) が形成されている。そして、第2の連

続電極8 6の外側の流体放出満 7 2と、第2の離散電極8 8の外周の流体放出満 8 2

とは、速通路 (便宜的に符号 9０を付す) によって速通されている。

０113 次に、この変形例に係る治療処置システム ０の概略的な作用について説明する。

０114 第 の実施の形態で説明したよぅに、処置対象の生体組織 を第 の保持部材6 2

と第2の保持部材64 との間で保持する。このとき、第 の保持部材6 2の本体 72の障

壁部 54 64 と、第2の保持部材64の本体 の障壁部 74 84 とが生体組織

に密着するとともに、生体組織 が第 の連続電極 76および第2の連続電極8 6と、

第 の離散電極 78および第2の離散電極8 8とに接触する。

０115 この状態で、フットスイッチ 6のぺダル 6aを操作する。ェネルギ源 4から第 の連

続電極 76および第2の連続電極8 6にェネルギが供給される。そして、第 の連続電

極 76および第2の連続電極8 6の間の生体組織 が高周波ェネルギによって加熱さ

れる。このとき、例えば、その生体組織 の加熱された部分から蒸気や液体などの流



体が放出される。

０116 ここで、第 の保持部材6 2の本体 7 2の第 の流体放出満 5 2は第 の連続電極 7 6

の外側に配設され、第2の流体放出満 6 2は第 の離散電極 7 8の外周に配設され

ている。第2の保持部材6 4の本体 8 2の第 の流体放出満 7 2は第2の連続電極8 6

の外側に配設され、第2の流体放出満 8 2は第2の離散電極 8 8の外周に配設され

ている。

０117 このため、第 および第2の連続電極 7 6 8 6の作用により放出された流体は、ヵッ

タ案内満62a 64a に流れ込むとともに、第 の流体放出満 5 2 7 2の内部に流れ

込む。そして、流体は障壁部 54 74 により外側に流出することが防止されている。

このため、生体組織 から放出された流体は障壁部 54 74 よりも内側に閉じ込め

られて、外側に逃げることが防止されている。すなわち、障壁部 54 74 は、生体組

織 から放出された流体が障壁部 54 74 よりも外側に洞れ出すことを防止するダ

ムの役割を果たす。

０118 そして、流体は、シヤフト24の筒体4 2の流体放出口42a を通してシース44の流体

放出口44a から外科用処置具 2の外部に排出される。

０119 第 の連続電極 7 6および第2の連続電極 8 6を用いた処置の後、出カタイミングが

オフセットされた状態で第 の離散電極 7 8および第2の離散電極 8 8にェネルギが供

給される。

０12０ 第 の離散電極 7 8および第2の離散電極 8 8の間の生体組織 が高周波ェネルギ

によって加熱される。このとき、例えば、その生体組織 の加熱された部分から蒸気

や被体などの流体が放出される。

０12 1 第 および第2の離散電極 7 8 8 8の作用により放出された流体は、第2の流体放出

満 6 2 8 2の内部に流れ込む。そして、流体は障壁部 64 84 により外側に流出

することが防止されている。このため、生体組織 から放出された流体は障壁部 64

84 よりも内側に閉じ込められて、外側に逃げることが防止されている。すなわち、

障壁部 6 4 84 は、生体組織 から放出された流体が障壁部 64 84 よりも外

側に洞れ出すことを防止するダムの役割を果たす。

０122 第2の流体放出満 6 2 8 2に流れ込んだ流体は、速通路 7０ 9０を通して第



の流体放出満 5 2 7 2に流れ込む。そして、この流体は、第 の保持部材6 2の某

部 74 および第2の保持部材64の某部84 に向かって流れる。さらに、流体は、第 の

流体放出満 5 2 7 2と例えば某部 74 84 において速通したカッタ案内満62a 64

a に流れ込む。または、第 の流体放出満 5 2 7 2は、図示しないが、シヤフト24の

筒体4 2の内部で速通する。

０123 そして、流体は、シヤフト24の筒体4 2の流体放出口42a を通してシース44の流体

放出口44a から外科用処置具 2の外部に排出される。

０124 以上説明したよぅに、この変形例によれば、以下の効果が得られる。第 の実施の

形態で説明した効果と同様の効果については、記述を省略する。

０125 外科用処置具 2により、保持部26で保持した処置対象の生体組織 に高周波電

流を与えるときに、障壁部 54 6 4 74 84を密若させることによって、処置対

象の生体組織 から放出される流体が、第 の保持部材6 2の障壁部 54 64およ

び第2の保持部材64の障壁部 74 84 に向かって流れても、その流体を第 の保

持部材6 2の第 および第2の流体放出満 5 2 6 2、第2の保持部材64の第 およ

び第2の流体放出満 7 2 8 2、さらには速通路 7０ 9０内に導入することができ

る。

０126 このため、生体組織 の処置の際に高周波ェネルギにより処置された部位から放

出される流体による影響を他の周辺組織に及ぼすことを防止することができる。すな

わち、生体組織 の処置の際に影響を及ぼす位置を、第 の連続電極 7 6と第2の連

続電極8 6 との間、および、第 の離散電極 7 8と第2の離散電極 8 8との間に高周波電

流を通電した生体組織 に限定することができる。

０127 そして、第 の連続電極 7 6および第2の連続電極 8 6の間の生体組織 と、第 の

離散電極 7 8および第2の離散電極 8 8の間の生体組織 とから発生する流体の流

出タイミングをずらしているので、流体の流路 (第 および第2の流体放出満 5 2 6

2， 7 2 8 2および速通路 7０ 9０) 内で流体同上が干渉することを防止すること

ができる。

０128 したがって、この変形例によれば、生体組織 から生じる蒸気や液体 (高温の体液

) 等の流体を外科用処置具 2の外側に、例えばシヤフト24の某端部側やハンドル2



2側て排出することによって、処置対象の生体組織 の周辺の生体組織に丞気や被

体 (体被 ) 等の流体により影響を与えることを抑止することかてきる。

０129 このよぅに、丞気や被体なとの流体を組織と接触しない位置まて導くことは生体組

織 への熱影響を抑止する上て重要てあり、保持部26の周囲を覆ぅよぅな、保持部

26よりも大きい組織に処置を行ぅ場合には熱影響を保持部26の外側に及はすことを

防止することかてきる。保持部26に小さいなからも丞気や被体なとの流体か侃れ出

す開放都 (空間) か形成されてしまった場合はその部位より流体か放出され、保持部

26の周囲の生体組織 に熱影響をもたらすためてある。

０13０ また、そのよぅな開放都をなくすために電極 (ェネルキ放出部 ) 7 6 78 8 6 8 8の

周囲を障壁部 54 64 74 84て覆ぅことを行なっても、生体組織 から発生

する丞気圧力等の流体圧力により開放都か形成され、流体か放出される可能性かあ

る。そのため、流体圧力の上昇による不要な流体の放出を抑えるとともに、流体を所

定方向に導き、放出する流路 (第 およひ第2の流体放出偕 5 2 6 2 7 2 8 2

およひ速通路 7０ 9０) を設けることは有用な手段てある。

０13 1 第 の実施の形態の第2の変形例」

次に、第 の実施の形態の第2の変形例について図8 Cを用いて説明する。

０132 図8 C に示すよぅに、速通路 7０(以下、第 の連通路とする) は、管路として形成さ

れている。この第 の連通路 7０には、本体 7 2てヵノタ案内借62a にも速通された管

路状の第2の連通路 7０aか形成されている。

０133 このよぅに、生体組織 から発生した流体を管路状の第 およひ第2の連通路 7０

7０aを通すことによって、生体組織 に例えは高温てある可能性かある流体を触

れさせることを極力防止することかてきる。

０134 第 の実施の形態の第3の変形例」

次に、第 の実施の形態の第3の変形例について図g から図 2 を用いて説明す

る。

０135 図g に示すよぅに、第 およひ第2の流体放出偕 5 2 6 2の連通路 7０は、第2

の変形例の図8 C に示す状態と同様に、管路として形成されている。さらに、第 の丞

気放出偕 5 2とヵノタ案内借62a とを速通する速通路 7０aも、管路として形成されて



いる。

０136 図9 およひ図9 に示すように、第 の保持部材6 2の本体 7 2およひ某部 74の縁

部には、例えは銅なとの良熱伝導性を有する冷却パイ 2か固定されている。こ

の冷却パイ 9 2には、冷却水 (被体 )や冷気 (気体 ) なとの伶媒か流される。

０137 本体 7 2の保持面7 2bには、例えは銅板なとの良熱伝導性を有する冷却板 94か

配投されている。この冷却板 94は、冷却パイ 2に笘若した状態て本体 7 2に固

定されている。このため、冷却パイ 9 2内に伶媒を適すと、冷却パイ 2から冷

却板 94 にその伶媒からの熱か伝導される。すなわち、冷却板 94は冷却パイ

2からの伝熱によって冷やされる。

０138 そして、図 ０に示すように、ェネルキ源 4には、この変形例ては、第 の実施の形

態て挽明した温度側定回路 ０8の代わりに、冷却出力回路 ０8 aか制御都 ０2に接

続されている。この冷却出力回路 ０8 aは、制御都 ０2からの指示により外科用処置

具 2の冷却パイ 9 2に伶媒を流すことかてきる。

０139 吹に、この変形例に係る治療処置ンステム ０の作用について挽明する。

０14０ 図 には、第 の高周波エネルキ出力回路 ０4と第2の高周波エネルキ出力回路

０6とによる外科用処置具 2の制御フローの一例を示す。

０14 1 伯者は、予めェネルキ源 4の表示部 ０を操作して、治療処置ンステム ０の出力

条件を投定しておく(S P ０ ) 。具体的には、第 の高周波エネルキ出力回路 ０

4およひ第2の高周波エネルキ出力回路 ０6からの出力 (投定電力P s e W 2s

e W ) 、生体組織 のインピータンスZの閾値Z z2、第2の高周波エネルキ出

力回路 ０6からの 回の出力時間 (投定時間 2)等を投定しておく。

０142 処置対象の生体組織 を第 の保持部材6 2と第2の保持部材64 との間て把持す

る。このとき、第 の保持部材6 2の第 の庫続電極 7 6と第2の保持部材64の第2の庫

続電極8 6 との両方に、処置対象の生体組織 か接触している。第 の保持部材6 2

の第 の離散電極 7 8と第2の保持部材64の第2の離散電極 8 8との両方に、処置対

象の生体組織 か接触している。第 の保持部材6 2の保持面7 2bのうちの縁部と第

2の保持部材64の保持面8 2bのうちの縁部 (図示せす) との対向する接触面の両方

に、処置対象の生体組織 の周辺組織か笘若している。このため、冷却板 94 には



生体組織 か密着している。

０143 このように、第 の保持部材6 2およひ第2の保持部材6 4 の間に生体組織 を把持

した状態て、フノトスイノチ 6のぺタル 6 aを操作する。ェネルキ源 4の制御都 ０2

は、術者の操作によってスイノチ 6のぺタル 6 aか押圧されてO に切り換えられた

かを判断する (S P ０2)

０144 スイノチ 6のぺタル 6 aか押圧されてO に切り換えられたと判断したとき、ェネル

キ源 4の第 の高周波エネルキ出力回路 ０4から第 の連続電極7 6およひ第2の

連続電極 8 6の間の生体組織 (第 の領城の生体組織 ) に高周波エネルキを供給

する (S P ０3)

０145 このため、第 の高周波エネルキ出力回路 ０4は、図 2 の上段に示すように、第

の保持部材6 2の第 の連続電極 7 6およひ第2の保持部材6 4 の第2の連続電極 8 6

の間の処置対象の生体組織 に高周波電流を通電する。すなわち、電極 7 6 8 6間

に把持された生体組織 に高周波エネルキを与える。このため、第 の連続電極 7 6

およひ第2の連続電極 8 6 によって生体組織 か連続的 (略 字状の状態 ) に変性さ

れる。

０146 次に、制御都 ０2は、高周波エネルキ出力回路 ０4からの信号に某ついて偵算し

た高周波エネルキ出力時のインピータンスZか予め表示部 ０て設定 (S P ０ )

した閾値Z (図6 に示すように、ここては約 ０００Q ) 以上となったか判断する (S

P ０4 )。閾値 は、予め分かっているインピータンスZの値の上昇率か鈍化する

位置にある。そして、インピータンスZか閾値 よりも 、さいと判断した場合、S P3

に処理を戻す。すなわち、第 の保持部材6 2の第 の連続電極 7 6およひ第2の保持

部材6 4 の第2の連続電極 8 6の間に把持した生体組織 に対して処置のための高

周波エネルキを与え続ける。

０147 インピータンスZか閾値 よりも大きくなったと判断した場合、制御都 ０2から第

の高周波エネルキ出力回路 ０4 に信号か伝達される。そして、第 の高周波エネル

キ出力回路 ０4から第 の連続電極 7 6およひ第2の連続電極 8 6への出力か停止さ

れる (S P ０5)

０148 次に、ェネルキ源 4の第2の高周波エネルキ出力回路 ０6から第 の離散電極 7 8



および第2の離散電極8 8の間の生体組織 (第2の領城の生体組織 ) に

供給する (S P ０6 )。すなわち、第 の高周波ェネルギ出力回路 ０4から第 の

連続電極 7 6および第2の連続電極8 6の生体組織 にェネルギを供給するのとは、

時間的にオフセットした状態 (出カタイミングをオフセットした状態 ) で、図 2 の中段

に示すよぅに、第2の高周波ェネルギ出力回路 ０6から第 の離散電極 7 8および第

2の離散電極8 8の間の生体組織 に高周波電流を通電する。

０149 このため、第 の保持部材6 2および第2の保持部材64間に把持した生体組織

に高周波電流が流れ、生体組織 をジュール熱の作用により発熱させて組織の焼

灼 (組織の変性 ) を開始する。そぅすると、第 の離散電極 7 8および第2の離散電極8

8によって、これら離散電極 7 8 8 8間の生体組織 が離散的に変性される。このとき

、把持した生体組織 のインピーダンスZは、第 の離散電極 7 8および第2の離散電

極8 8を介して第2の高周波ェネルギ出力回路 ０6により測定されている。そして、生

体組織 に高周波電流が流れて生体組織 が焼灼されるにつれてインピーダンス

Zの値が上昇していく。

０15０ さらに、第2の高周波ェネルギ出力回路 ０6からの出力を開始した後、設定時間

が経過したか否か判断する (S P ０7)。設定時間 が経過したときには第2の高

周波ェネルギ出力回路 ０6から第 の離散電極 7 8および第2の離散電極8 8への出

力を停止する (S P ０8 )

０15 1 その直後、冷却出力回路 ０8 aは、図 2 の下段に示すよぅに、冷却パイ 9 2に

冷媒を流す (S P ０9)。このため、熱伝導率が高い冷却パイ 9 2の外周面に密

着した冷却板 94を介して生体組織 は冷却されている。したがって、第 の離散電

極 7 8と第2の離散電極8 8との間の処置対象の生体組織 から広がる熱の影響が、

冷却板 94 に密着した部分で抑制される。すなわち、処置対象の生体組織 からの

ザーマルスプレッドが、処置対象の生体組織 の周囲の生体組織 を冷却すること

によって抑えられる。

０152 そして、冷却パイ 9 2に冷媒を流し始めてから設定時間 2が経過したか否か判

断する (S P ０) 。設定時間 2が経過したときにほ冷却出力回路 ０8 aからの冷

媒の供給を停止させる (S P )



０153 その直後、第2の高周波エネルギ出力回路 ０6から第 の離散電極 7 8および第2

の離散電極8 8にエネルギを供給する (S P 2)。そして、第 の離散電極 7 8およ

び第2の離散電極8 8の間のインピーダンス が閾値 2に到達したか否か判断する (

S P ) 。到達していないと判断した場合、S ０6に戻って再び設定時間 2

だけ第2の高周波エネルギ出力回路 ０6から出力する。すなわち、インピーダンスZ

が閾値 に到達するまで生体組織 の焼灼と冷却を繰り返す。

０154 そして、インピーダンスzが閾値Z2に到達したときにほ、冷却出力回路 ０8 aから冷

却パイ 2に冷媒を流して冷却板 94を介して生体組織 を冷却する (S P

4 )。設定時間 2だけ冷媒を流したか否か判断する (S P ) 。設定時間 2だけ

冷媒を流した後、冷媒の供給を止めて生体組織 の冷却を停止させる (S P 6

０155 このよぅな一連の処置が終了した後、スピーヵ 2からブザーを発して術者に処置

の終了を知らせる (S P 7)

０156 以上説明したよぅに、この変形例によれば、以下の効果が得られる。

０157 この変形例に係る治療処置システム ０のぅち、上述した変形例で説明した効果と

同じ効果については、その説明を省略する。

０158 外科用処置具 2により、第 の保持部材6 2の第 の離散電極 7 8および第2の保持

部材64 の第2の離散電極8 8の間に狭持した処置対象の生体組織 に第2の高周

波エネルギ出力回路 ０6からエネルギを与えた直後に、それぞれ冷却されている第

密若させることができる。このため、冷却板 94 に密着した生体組織 を冷却するこ

とができる。したがって、処置対象の生体組織 から周辺の生体組織 に向かって

ザーマルスプレッドが生じたときの影響を、冷却板 94 に接触した部分で抑制するこ

とができる。そぅすると、生体組織 の処置の際に高周波通電された処置対象の生

体組織 から広がる熱の影響を他の周辺組織に及ぼすことを防止することができる。

０159 したがって、表面を冷却することが可能な冷却板 94を第 の保持部材6 2および

第2の保持部材64に設けることによって、サーマルスプレッドが生じる範囲を第 の保

持部材6 2および第2の保持部材64 に接触している部分の内側に確実に収めること



ができる。

０16０ また、高温の流体が第 の保持部材6 2および第2の保持部材64の外部に抜けよう

としても、冷却板 94にその流体が触れることによって、その流体を冷却することがで

きる。このため、保持部26で狭持した生体組織 の周辺の生体組織 に影響を与

えることを防止することができる。

０16 1 また、生体組織 の処置の際に高周波通電された部位から生じる流体による影響

を他の周辺組織に及ぼすことを防止することができる。すなわち、処置範囲を各障壁

部98a 98b 内に限定することができ、障壁部98a 98b の周囲の部分の生体組織

は正常な状態を保つので、より早い治瘡に貢献することができる。

０162 さらに、第 の離散電極 78および第2の離散電極8 8の間の生体組織 への高周

波電流の通電と、冷却パイ 2に冷媒を流すのとをオフセットすることにより、第

の離散電極 78および第2の離散電極8 8の間の生体組織 への高周波電流の通電

により上昇させたインピーダンスZの上昇を抑制することができる。このため、第 の離

散電極 78および第2の離散電極8 8の間の生体組織 をより確実に接合等の処置を

することができる。

０163 なお、この変形例では、第 の連続電極 76と第2の連続電極8 6との間、および、第

の離散電極 78と第2の離散電極8 8との間の高周波電流の通電、冷却パイ 2

への冷媒の供給を図 2 に示すように行った例について説明した。その他、図

に示す状態に高周波電流を通電させたり、冷却パイ 2に冷媒を供給したりするこ

とも好ましい。すなわち、第 の高周波エネルギ出力回路 ０4からの出力およびその

停止に対してオフセットした状態で、第2の高周波エネルギ出力回路 ０6からの出力

およびその停止と、冷却出力回路 ０8aからの出力およびその停止を同時に行うこと

も好適である。

０164 また、この変形例では、出力時間 2を設定したが、第 の実施の形態で説明し

たように温度 を用いて制御を行うことも好ましい。この場合、出力時間 2の代わ

りに、温度 の閾値 を設定する。または、出力時間 2および温度 の閾値の

いずれか早く到達した方を選択して制御を行 ことも好適である。

０165 次に、第3の変形例の変形例について図9Cを用いて説明する。



０166 図9Cに示すように、冷却パイ 92は除去されている。その代わりに、本体 72およ

び某部74 には、一体的に満状のダクト g2a g 2bが形成されている。

０167 本体 72の保持面72bには、冷却板 94が配設されている。この冷却板 94により、

ダクト g2a g 2bは密封されている。このため、ダクト g2a g 2bに流体を通すと、

その流体の熱が冷却板 94に伝熱される。

０168 次に、第3の変形例のさらなる変形例について図9 を用いて説明する。

０169 図9 に示すように、冷却パイ 92は除去されている。その代わりに、本体 72およ

び某部74 には、一体的に満状の第 および第2のダクト g2a g 2bが形成されて

いる。第 および第2のダクト g2a g 2bは、第 の保持部材6 2のカッタ案内満62a

の中心軸に対して対称的にそれぞれ 対形成されている。それぞれ 対の第 および

第2のダクト g2a g 2bのうち、一方が冷却水などの冷媒流入用であり、他方が冷

媒流出用である。

０17０ なお、第2のダクト g2b の下側には、第 の流体放出満 52とカッタ案内満62a とを

速通する速通路 7０が形成されている。

０17 1 本体 72の保持面72bには、薄く柔軟なシート状部材 (放熱用部材 ) 94a が配設さ

れている。このシート状部材 94a は、例えばシリコーン材により形成されている。この

シート状部材 94a により、ダクト g2a g2bは密封されている。このため、ダクト 9

2a g 2bに流体を通すと、その流体の熱がシート状部材 94a を通して生体組織

に伝熱される。

０172 第 の実施の形態の第4の変形例」

次に、第 の実施の形態の第4の変形例について図 3 から図 6を用いて説明す

る。この変形例は、第3の変形例の史なる変形例である。

０173 図 3 および図 3Cに示すように、第 の保持部材6 2の本体 72および某部74の

縁部には、冷却パイ 92が固定されている。そして、第 の保持部材6 2の本体 72

の保持面72bには、冷却板 94が配設されている。この冷却板 94は、冷却パイ

92に密着した状態で本体 72に固定されている。

０174 図 3 に示すように、第 の保持部材6 2の本体 72には、第 の連続電極 76および

第 の離散電極 78の代わりに、第 の電極2０2が形成されている。すなわち、第 の



電極2０2は、第 の連続電極 7 6 に対応する第 の連続電極2０6 と第 の離散電極 7

8 に対応する第 の枝電極2０8 とを備えている。

０175 図示しないが、第2の保持部材 6 4 の本体 8 2 にも同様に、第2の連続電極 8 6および

第2の離散電極 8 8の代わりに、第2の電極 (便宜的に符号2 2を付す) が形成されて

いる。すなわち、第2の電極2 2は、第2の連続電極 8 6 に対応する第2の連続電極 (

便宜的に符号2 6を付す) と第2の離散電極 8 8 に対応する第2の枝電極 (便宜的に

符号2 8を付す) とを備えている。

０176 なお、図 4 に示すよぅに、ェネルギ源 4 には、第 の高周波ェネルギ出力回路 ０

4および第2の高周波ェネルギ出力回路 ０6の代わりに、高周波ェネルギ出力回路

０5が設けられている。

０177 図 3 に示すよぅに、第 の連続電極2０6 は、略 字状に連続的に形成されている

。第 の連続電極2０6の外側には、第 の連続電極2０6から枝分かれした複数の第

の枝電極 (維持部材、第2の接合部材 ) 2０8 が一体的に形成されている。これら第

の枝電極 (branched e ec odes) 2０8 は、第 の連続電極2０6の軸方向に対して直交

する方向に延出されている。

０178 各第 の枝電極2０8 は、略同じ長さ、略同じ幅に形成されている。すなわち、各第

の枝電極2０8 は、第 の連続電極2０6からそれぞれ略同じ面積だけ延出されている

。第 の枝電極2０8 同上の間隔は略等間隔である。

０179 なお、第 の枝電極2０8は、その第 の枝電極2０8 に接触する生体組織 を変性

させるが、隣接する第 の枝電極2０8 同上の間の生体組織 の変性を防止する程

度の出力である。このよぅな出力は、高周波ェネルギ出力回路 ０5から第 の枝電極

2０8 に入力されるェネルギの他、第 の枝電極2０8 同上の間隔や第 の枝電極2０8

自体の幅などに依存する。

０18０ なお、各第 の枝電極2０8の長さや幅 (太ぎ、更には、第 の枝電極2０8 同上の間

隔や数は、適宜に設定される。図 3 中では、第 の連続電極2０6の太刮ま、第 の

枝電極2０8の太さに比べて太く描かれているが、同じ太さであったり、第 の枝電極2

０8 の方が太かったりすることも許容される。

０18 1 次に、この変形例に係る治療処置システム ０の作用について説明する。



０182 図 5には、第 の高周波エネルギ出力回路 ０5と冷却出力回路 ０8aとによる外科

用処置具 2の制御フローの一例を示す。

０183 術者は、予めェネルギ源 4の表示部 ０を操作して、治療処置システム ０の出力

条件を設定しておく(S P2０ ) 。具体的には、高周波エネルギ出力回路 ０5から

の出力 (設定電力P se W ) 、生体組織 のインピーダンスZの閾値 、冷却出

力回路 ０8 aからの 回の出力時間 (設定時間 2) 、高周波エネルギ出力回路 ０5

からの出力開始時間と冷却出力回路 ０8aからの出力開始時間との間のタイム差

出力停止時間との間のタイム差 3、高周波エネルギ出力回路 ０5からの出力開始

設定しておく。

０184 処置対象の生体組織 を第 の保持部材6 2と第2の保持部材64 との間で把持す

る。このとき、第 の保持部材6 2の第 の電極2０2と第2の保持部材64の第2の電極

2との両方に、処置対象の生体組織 が接触している。すなわち、第 の電極2０

2の第 の連続電極2０6および第 の枝電極2０8と、第2の電極2 2の第2の連続電

極2 16および第2の枝電極2 との間に処置対象の生体組織 が接触している。そ

して、第 の保持部材6 2の保持面7 2bのうちの縁部と第2の保持部材64の保持面8

2 のうちの縁部 (図示せず) との対向する接触面の両方に、処置対象の生体組織

の周辺組織が密着している。このため、冷却板 94 には生体組織 が密着している

０185 このように、第 の保持部材6 2および第2の保持部材64の間に生体組織 を把持

した状態で、フットスイッチ 6のぺダル aを操作する。ェネルギ源 4の制御部 ０2

は、術者の操作によってスイッチ 6のぺダル aが押圧されてO に切り換えられた

かを判断する (S P2０2)

０186 スイッチ 6のぺダル aが押圧されてO に切り換えられたと判断したとき、高周波

ェネルギ出力回路 5からのモニター電流を N (S P2０3) とし、ェネルギ源 4の

高周波エネルギ出力回路 5から第 の電極2０2および第2の電極2 2の間の生体

組織 に高周波エネルギを供給する (S P2０4 )



０187 このため、高周波エネルギ出力回路 ０5は、図 6の上段に示すように、第 の保持

部材6 2の第 の電極2０2および第2の保持部材6 4 の第2の電極2 2の間の処置対

象の生体組織 に高周波電流を通電する。このため、第 の電極2０2および第2の

電極2 2によって生体組織 が連続的 (略 字状の状態 ) に変性されるとともに、所

定の間隔ごとに枝状に変性される。

０188 その後、設定時間 が経過したとき (S P2０5 ) 、図 6の下段に示すように、冷

却出力回路 ０8 aから冷却パイ 2に冷媒を供給する (S P2０6 )。そして、設定

時間 が経過したとき (S P2０7) 、冷媒の供給を停止させる (S P2０8 )。なお

、これらの間、第 の電極2０2および第2の電極2 2の間の生体組織 に高周波電

流が通電され続けている。

０189 そして、冷媒の供給の停止から設定時間 3が経過したとき (S P2０9 ) 、モニタ

ー電流がO の状態を維持し高周波電流の供給を停止させる (S P2 ０) とともに

、第 の電極2０2および第2の電極2 2の間の生体組織 のインピーダンスZの値を

判別する (S P2 ) 。設定値 (閾値) Z に到達していなかったら、設定時間 4

が経過したとき (S P2 2) 、再びS P2０4 に戻って、高周波電流の通電および

冷媒の供給を繰り返す。

０19０ 一方、インピーダンスZが設定値 に到達していたら高周波エネルギ出力回路

からのモニター電流を (S P2 ) にしてスピーヵ 2からブザーを発して (

S P2 4 )処置を終了させる。

０191 なお、この変形例では、図 3 に示すような形状の第 の電極2０2を用いる場合に

ついて説明したが、図 や図 7 に示すような形状の電極を用いることも好ましい

０192 第 の電極2０2の第 の枝電極2０8の変形例について図 を用いて説明する。

０193 図 7 に示すように、第 の保持部材6 2の本体 7 2の最も先端側 (某部 74 に対して

離隔した側) の第 の枝電極 (維持部材、第2の接合部材 ) 228 は、図 3 に示す第

の保持部材6 2の本体 7 2の最も先端側の枝電極2０8に対して変形されている。す

なわち、図 に示す枝電極228 は、図 3 に示す第 の保持部材6 2の本体 7 2の

最も先端側の枝電極2０8 に比べて長く形成されている。



０194 また、図 3 に示す最も先端側の枝電極2０8は、一方向にのみ (真っ直ぐに)延出

されている。これに対して、図 に示す枝電極228 は、それぞれ、延出された角度

が途中で変化 (途中で屈曲) している。これは、例えば図7Cに示すよぅに腸管1 ，1
C2

を吻合したときに、連続電極2０6で変性させた部位の先端、すなわち、腸管1 ，1
C2

同上が二股に分かれる部位 から腸管1 ，1 同上の吻合を解除するよぅに力 が
C C2 2

働いた場合に、腸管1 ，1 同上を接合する接合力を増して、その吻合の解除を防
C2

止するためである。

０195 図 に示す枝電極228 は、それぞれ少なくとも2方向に延出されている。これら

枝電極228 の場合、連続電極2０6に一体的であり連続電極2０6の略 字型の仮想、

的な軌跡に対して直交する方向に延出された第 の部分228a と、第 の部分228a

に一体的であり第 の部分228a からさらに延出された第2の部分228b とを備えてい

る。このぅち、第2の部分228b は、枝電極2０8に平行な方向に延出されている。そし

て、このよぅな構成において、枝電極228 に第 の部分228a および第2の部分228b

を有することで、二股に分かれる部位 で生じる力 に対応する接合面積を増加す

ることができる。すなわち、第 の部分228a および第2の部分228b は、腸管1 ，1
C2

同上の接合を剥がれ難くしている。

０196 したがって、腸管1 ，1 に加えられる力 に対する耐性を増加させることができる
C2 2

ので、腸管1 ，1 の吻合が解除され難い状態にすることができる。
C2

０197 次に、枝電極2０8の史なる変形例について図 7 を用いて説明する。

０198 図 7 に示すよぅに、第 の保持部材6 2の枝電極 (維持部材、第2の接合部材 ) 23

8は、図 3 に示す第 の保持部材6 2の枝電極2０8に対して変形されている。枝電

極238 は、連続電極2０6の軸方向 (略 字型の仮想的な軌跡 ) に対して直交する方

向ではなく、斜めに配設されている。この変形例の場合、各枝電極238 は、例えば、

某端側に向かって延出されている。

０199 このため、図7 に示すよぅに、腸管1 ，1 同上には、連続電極2０6により接合され
C2

た部分と、連続電極2０6により接合された部分の長手方向に対して適当な角度を持

って枝電極238 により接合された部分とがある。このぅち、これら枝電極238 は、図 3

に示す枝電極2０8に比べて長く形成されている。また、枝電極238 により接合され



た部分は、腸管1 ，1 に加えられる の方向に対して斜めである。そのために、枝
C2

電極238は、吻合を解除する方向の力 に対応する接合面積が増加しているので、

腸管1 ，1 の吻合が解除され難い状態にすることができる。したがって、連続電極2
C2

０6に接続された部分の長手方向に対して適当な角度を持つ枝電極238は、腸管1

，1 同上を接合する接合力を増すことができる。
2

０2００ なお、図 7 に示すよぅに、第 の保持部材62の最も先端側の枝電極 (維持部材、

第2の接合部材 ) 248は、図 3 や図 に示す第 の保持部材62の最も先端側

の枝電極2０8 228に対して変形されている。すなわち、この変形例におけるこれら

枝電極248は、図 3 や図 に示す第 の保持部材62の最も先端側の枝電極2

０8 228に比べて長く形成されている。

０2０1 さらに、図 7 に示す枝電極248は、円弧状に延出されている。このため、枝電極

248は、枝電極238とは典なる方向に延出されている。このよぅな第 の保持部材62

の先端側に設けられた枝電極248は、腸管1 ，1 を吻合した場合に図 7 に示す
C2

よぅな部位 に力 2が生じたときに対して耐性を増加させ、腸管1 ，1 同上を剥が
C C2

れ難くしている。

０2０2 これは、例えば腸管1 ，1 を吻合したときに、連続電極2０6で変性させた部位の
C2

先端、すなわち、腸管1 ，1 同上が二股に分かれる部位 から腸管1 ，1 同上の
C2 C C2

吻合を解除するよぅに力 が働いた場合に、腸管1 ，1 同上を接合する
2

接合力を
C C2

増して、その吻合の解除を防止するためである。

０2０3 なお、この変形例では、力 に対応する接合部の面積を増す場合に、第 の保持

部材62の本体 72の最も先端側にある枝電極として、第 の部分228aおよび第2の

部分228bを有する枝電極228と、枝電極248とについて説明した。しかし、力 に

対応する接合部の面積を増すのであれば、第 の保持部材62の本体 72の最も先端

側にある枝電極の形状はこれら枝電極228 248に限定されるものではない。

０2０4 また、第 の実施の形態およびそれの変形例では、腹壁を通して腹腔内 (体内)の

生体組織 を処置するための、リニアタイプのエネルギ処置具 (図 参照 )を例

にして説明したが、例えば図 8に示すよぅに、腹壁を通して体外に処置対象組織を

取り出して処置を行ぅオーブン用のリニアタイプのエネルギ処置具 (治療用処置具)



2aを用いることもてきる。

０2０5 このェネルキ処置具 2aは、ハントル22と、保持部26とを備えている。すなわち、

腹壁を通して処置するためのェネルキ処置具 (図 参照 ) とは典なり、シヤフト24

か除去されている。一方、シヤフト24と同様の作用を有する部材かハントル22内に

配段されている。このため、図 8に示すェネルキ処置具 2aは、上述した図 に示

すェネルキ処置具 2と同様に使用することかてきる。

０2０6 第2の実施の形態」

次に、第2の実施の形態について図 9から図2 を用いて説明する。この実施の形

態は、種々の変形例を含む第 の実施の形態の変形例てある。

０2０7 ここては、ェネルキ処置具として、例えは腹壁を通して、もしくは腹壁外て処置を行

うための、ザ一キュラタイプのハイポーラ型エネルキ処置具 (治療用処置具) 3 2を例

にして説明する。

０2０8 図 9に示すように、治療処置システム3 ０は、ェネルキ処置具3 2と、ェネルキ源

4と、フノトスイノチ 6とを備えている。外科用処置具3 2は、ハントル322 と、シヤフ

ト324 と、開閉可能な保持部326 とを備えている。ハントル322 には、ケーフル2 を

介してェネルキ源 4か接続されている。

０2０9 ハントル322 には、保持部開閉ノフ332 と、カノタ駆動レハ一334 か配段されている

。保持部開閉ノフ332 は、ハントル322 に対して回伝可能てある。この保持部開閉ノ

フ332 をハントル322 に対して例えは右回りに回伝させると、保持部326 の後述する

離脱側保持部 (離脱側把持部 ) 344 か本体側保持部 (本体側把持部 ) 342 に対して

離隔し、左回りに回伝させると、離脱側保持部344 か本体側保持部342 に対して近

接する。

０2 1０ シヤフト324 は、円筒状に形成されている。このシヤフト324 は、生体組織 への挿

入性を考慮して、適度に湾曲されている。もちろん、シヤフト324 か真っ直くに形成さ

れていることも好適てある。

０2 11 シヤフト324 の先端には、保持部326 か配段されている。図2０ およひ図2０ に示

すように、保持部326 は、シヤフト324 の先端に形成された本体側保持部 (第 の保

持部材、第 のショー) 342 と、この本体側保持部342 に着脱可能な離脱側保持部 (



第2の保持部材、第2のジョー) 344 とを備えている。本体側保持部342 に対して離脱

側保持部344 が閉じた状態では、本体側保持部342 および離脱側保持部344 の後

述する保持面3 8 4 3 8 8 4 3 4 438 が互いに対して接触する。

０2 12 シヤフト324 および本体側保持部342 の外側には、第 の管路 346 が形成されてい

る。この第 の管路 346 は、本体側保持部342 の先端縁部の外周面を 周した状態

で、本体側保持部342 からシヤフト324 の某端側に延出されている。

０2 13 離脱側保持部344 には、第2の管路 348 が形成されている。この第2の管路 348 は

、離脱側保持部344 のへツド部4 ０4 の縁部を 周した状態で、離脱側保持部344 の

後述する通電シヤフト324 から、本体側保持部342 およびシヤフト324 の内部の後述

する第 の通電用パイ 356 および流体供給用パイ 36０に接続されている。

０2 14 本体側保持部342 は、円筒体 352 と、フレーム354 と、流体回収機能を有する第

の通電用パイ 356 と、第2の通電用パイ 358と、流体供給用パイ 3 6０とを備え

ている。第 の通電用パイ 356 は、本体側保持部342 、シヤフト324 、ハンドル322

およびケーブル2 8を介してェネルギ源 4 の第 の高周波ェネルギ出力回路 ０4 に

接続されている。第2の通電用パイ 358は、第 の通電用パイ 356 と同様に、本

体側保持部342 、シヤフト324 、ハンドル322 およびケーブル2 8を介してェネルギ源

4 の第2の高周波ェネルギ出力回路 ０6 に接続されている。

０2 15 流体供給用パイ 36０は、例えばシリコーン材など絶縁性を有する樹脂材で形成

されていることが好ま 、。この流体供給用パイ 3 6０は、離脱側保持部344 の第2

の管路 (離脱側冷却パイ ) 348 に冷媒を供給するために用いられる。第 の通電用

パイ 356 は、流体供給用パイ 3 6０から第2の管路 348 に供給した冷媒を回収す

るために用いられる。

０2 16 これら円筒体 352 およびフレーム354 は、絶縁性を有する。円筒体 352 は、シヤフト

324 の先端に連結されている。フレーム354 は、円筒体 352 に対して固定された状

態で配設されている。

０2 17 フレーム354 は、その中心軸が開口されている。このフレーム354 の開口された中

心軸には、第 の通電用パイ 356 がフレーム354 の中心軸に沿って所定の範囲内

で移動可能に配設されている。第 の通電用パイ 356は、保持部開閉ノブ332 を



回伝させると、例えばボールネジ (図示せず) の作用により所定の範囲内を移動可能

である。第 の通電用パイ 356 には、離脱側保持部344 の後述する通電用シヤフト

4０2の先端部4０2aを受けるよぅに、図2０ から図2０Cに示す、複数 (例えば図2０C

に示すよぅに2つや、3つ (図示せず) に分けられて広げられた拡径部356a が形成さ

れている。このよぅな拡径部356a によって、第 の通電用パイ の先端にバネ性

を持たせて、通電用シヤフト4０2の先端4０2aが接触した状態を保ちながら柔らかく

保持する。

０2 18 第 の通電用パイ 356 の中心軸に沿って、第2の通電用パイ 8が配設されて

いる。第2の通電用パイ 358は、保持部開閉ノブ332 を回伝させると、例えばボー

ルネジ (図示せず) の作用により第 の通電用パイ とともに所定の範囲内を移

動可能である。第2の通電用パイ 358の先端側の内周面には、通電用シヤフト4０2

のコネクト部4０2bに係脱可能なよぅに、径方向内方に突出する突起 358a が形成さ

れている。

０2 19 なお、第 の通電用パイ 356 と第2の通電用パイ とは、互いに対して接触し

ないよぅに配設されているが、この第 の通電用パイ の外周面は、図示しない

が、絶縁性を有する素材で覆われている。このため、第 の通電用パイ 356 と第2

の通電用パイ 358とが接触しても、互いに対して影響を及ぼすことが防止されてい
る。

０22０ 図2０ および図2０ に示すよぅに、円筒体 352 とフレーム354 との間には、カッタ

案内満 (第 の流体通路 ) 362 が形成されている。このカッタ案内満362 には、円筒

状のカッタ364 が配設されている。このカッタ364 の某端部は、フレーム354 の某端

側に配設された図示しないカッタ用プッシヤの先端部の外周面に接続されている。こ

のカッタ用プッシヤの某端部はハンドル322 のカッタ駆動レバー334 に接続されてい
る。このため、ハンドル322 のカッタ駆動レバー334 を操作すると、カッタ用プッシヤを

介してカッタ364 が移動する。

０22 1 このカッタ用プッシヤとフレーム354 との間には、カッタ案内満362 に速通する図示

しない第 の流体通気路 (流体通路 ) が形成されている。そして、シヤフト324 または

ハンドル322 には、カッタ案内満362 を通した流体を外部に排出する流体放出口 (図



示せず)が形成されている。

０222 図2 から図2 Cに示すよぅに、円筒体352の先端には、出力部材やェネルギ放

出部として、第 の連続電極 (封止部材、第 の接合部材 ) 372と、複数の第 の離散

電極 (維持部材、第2の接合部材 ) 374とが配設されている。第 の連続電極372は、

切れ目なく連続的な円環状に形成されている。第 の離散電極374は、第 の連続

電極372の外側に所定の間隔をおいて離散的に配設されている。

０223 第 の連続電極372には、第 の通電ライン372aの先拙が固定されている。第 の
。

通電ライン372aは、本体側保持部342、シャフト324 、ハンドル322を介してケーフ

ル28に接続されている。第 の離散電極374同上は、電気的に接続され、 つの第

の離散電極374に第2の通電ライン374aの先端が固定されている。第2の通電ライ

ン374aは、本体側保持部342、シャフト324、ハンドル322を介してケーブル2 に

接続されている。

０224 第 の連続電極372は、ヵッタ364が配設されたヵッタ案内満362の縁部と円筒体

352の縁部との間に配設されている。第 の連続電極372は、ヵッタ案内満362の外

側の縁部に近接する側に配設されている。

０225 第 の離散電極374は、略円環状の仮想的な軌跡に沿って、略等間隔に同形状の

ものが配設されている。第 の離散電極374は、それぞれ例えば円形状に形成され

ている。第 の離散電極374 同上は、互いに対して略所定の間隔に配設され、かつ、

各第 の離散電極374は、第 の連続電極372に対しても適当な距離だけ離間した

位置に配設されている。第 の離散電極374の位置は、処置を行ったときに、隣接す

る第 の離散電極374同士の間の生体組織 が熱により変性されるのを極力防止す

るとともに、第 の離散電極374と第 の連続電極372との間の生体組織 の熱によ

る変性を極力防止した位置にある。

０226 第 の連続電極372の外側には、円環状に蒸気放出満382が形成されている。す

なわち、第 の連続電極372と第 の離散電極374との間には、蒸気放出満382が

形成されている。この流体放出満382は、ヵッタ364が配設されたヵッタ案内満362

に速通されている。この流体放出潤382の外側にほ、第 の連続電極372の表面より

も高い位置に保持面 (組織接触面) 384が形成されている。すなわち、本体側保持部



342 の保持面384 は、第 の連続電極 372 の表面よりも離脱側保持部 344 の後述す

るへツド部4 ０4 に近接されている。このため、保持面384 は、蒸気等の流体が流体放

出満382 よりも外側に逃げるのを防止する障壁部 (ダム ) の役割を果たす。

０227 各第 の離散電極 374 の外側には、円環状に蒸気放出満386 が形成されている。

この流体放出満386 は、第 の連続電極 372 の外側に配設された流体放出満382 と

ヵッタ案内満362 とに速通されている。この流体放出満386 の外側には、第 の離散

電極 374 の表面よりも商い位置に保持面 (組織接触面 ) 388 が形成されている。この

ため、保持面388 は、蒸気等の流体が流体放出満386 よりも外側に逃げるのを防止

する障壁部 (ダム ) の役割を果たす。

０228 図2０ から図2 に示すよぅに、上述した第 の管路 346 は、本体側保持部 342 の

円筒体 352 の最外周に固定された本体側冷却パイ 392を備えている。この冷却パ

イ 392は、本体側保持部 342 およびシャフト324 の外周面に配設され、シャフト3 2

4 の某端側まで延出されている。この冷却パイ 392は、例えば銅などの良熱伝導性

を有する。この冷却パイ 392には、冷却水 (液体 ) や冷気 (気体 ) などの冷媒が例え

ば循環するよぅに流されて排出される。なお、図2 に示す符号392a で示す側が流
。

体供給用の冷却パイ 392であり、符号392 bで示す側が流体回収用の冷却パイフ

392 である。

０229 本体側保持部 342 の保持面388 には、例えば銅板などの良熱伝導性を有する本

体側冷却板 394 が配設されている。この冷却板 394 は、冷却パイ 392に密着した

状態で円筒体 352 の先端に固定されている。このため、冷却パイ 392内に冷媒を

通すと、冷却パイ 392から冷却板 394 にその冷媒からの熱が伝導される。すなわち

、冷却板 394 は冷やされる。

０2 3０ そして、ェネルギ源 4 には、この変形例では、第 の実施の形態で説明した温度測

定回路 ０8 の代わりに、冷却出力回路 ０8 a が制御部 ０2 に接続されている。この冷
。却出力回路 ０8 a は、制御部 ０2からの指示により外科用処置具3 2 の冷却パイフ

392 に冷媒を流すことができる。

０2 3 1 一方、離脱側保持部 344 、通電用シャフト4 ０2 と、絶縁性を有するへッド と

を備えている。通電用シャフト4 ０2 は、断面が円形状で、一端が先細に形成され、他



端はへツド部4０4に固定されている。通電用シャフト4０2は、概略的には3っの筒状

部材4 2 4 4 4 6が密着した3層構造である。通電用シャフト4０2の内側 (内屑)

4 2は導電性を有する筒状部材であり、中間層4 4は絶縁性を有する筒状部材であ

り、外側 (外層 )4 6は導電性を有する筒状部材である。

０232 そして、内屑4 2がその先端部 (通電用シャフト4０2の先端4０2a) で第 の通電用

パイ の拡径部356aと電気的に接続される。外層4 6の先端部側の外周面に

は、第2の通電用パイ の突起358aに係合するコネクト部 (凹満部)4０2bが形

成されている。なお、外層4 6の外周面のぅち、コネクト部4０2b以外の部分はコーテ

ィング等により絶縁性を有する素材で覆われて 、いることが好ま 。

０233 ヘッド部4０4には、本体側保持部342の第 の連続電極372および第 の離散電

極374に対向するよぅに、第2の連続電極 (封止部材、第 の接合部材 )422および

第2の離散電極 (維持部材、第2の接合部材 )424が配設されている。第2の連続電

極422には、第3の通電ライン422aの一端が固定されている。この第3の通電ライン

422aの他端は、通電用シャフト4０2の外層4 6および中間層4 4を通して内屑4 2

に電気的に接続されている。第2の離散電極424には、第4の通電ライン424aの一

端が固定されている。この第4の通電ライン424aの他端は、通電用シャフト4０2の外

層4 6に電気的に接続されている。

０234 ヘッド部4０4に配設された第2の連続電極372の内側には、カッタ364の刃を受け

るよぅに、円環状にカッタ受部426が形成されている。一方、第2の連続電極422の

外側には、円環状に流体放出満432が形成されている。この流体放出満432の外側

には、第2の連続電極422の表面よりも高い位置に保持面 (組織接触面)434が形成

されている。すなわち、離脱側保持部344の保持面434は、第2の連続電極422の

表面よりも本体側保持部342に近接されている。このため、保持面434は、蒸気等の

流体が蒸気放出満432よりも外側に逃げるのを防止する障壁部 (ダム)の役割を果た

す。

０235 各第2の離散電極424の外側には、円環状に蒸気放出満436が形成されている。

この流体放出満436は、第2の連続電極422の外側に配設された流体放出満432

に速通されている。この流体放出満436の外側には、第2の離散電極424の表面より



も高い位置に保持面 (組織接触面) 438 が形成されている。このため、保持面438 は

、蒸気等の流体が流体放出満436 よりも外側に逃げるのを防止する障壁部 (ダム) の

役割を果たす。

０236 さらに、流体放出満432 は、ヘッド部4０4および通電用シャフト4０2の内屑4 2の

内側の流体放出路432a に速通されている。流体放出路432a は、通電用シャフト4０

2の中心軸から外れた位置にあり、本体側保持部342 の第 の通電用パイ 356の2

つの拡径部356a (図2０C参照 ) の間を通して、第 の通電用バイプ356 の外周面と

第2の通電用パイ 358の内周面との間に速通している。シャフト324 またはハンド

ル322 には、第 の通電用パイ 356 の外周面と第2の通電用パイ 358の内周面

との間を通した流体を外部に排出する流体放出口 (図示せず) が形成されている。

０237 図2０ から図2 に示すよぅに、第2の管路 348 は、通電用シャフト4０2の下端から

へツド部4０4の頂点まで達し、その頂点からへツド部4０4 の外縁部を 周した状態で

再び通電用シャフト4０2の内部を通して通電用シャフト4０2の下端に挿通されている

。第2の管路 348 の2つの端部は、通電用シャフト4０2の先端部4０2 aにある。なお、

図2 中の第2の管路 348 のぅち、符号348a で示す側が流体供給用であり、符号3 4

8 bで示す側が流体回収用である。第2の管路 348 は、通電用シャフト4０2の先端部

4０2 aからへツド部4０4の頂点まで達し、その頂点からへツド部4０4の外縁部を 周し

た状態で再び通電用シャフト4０2の内部を通して通電用シャフト4０2の先端部4０2 a

に挿通されている。

０238 そして、第2の管路 348 の流体供給用の端部が流体供給用パイ 36０に接続され

、第2の管路 348 の流体回収用の端部が第 の通電パイプ (流体回収用パイ 356

に接続されている。このため、流体供給用パイ 3 6０および第 の通電パイプ (流体

回収用パイ ) 35 6 に第2の管路 348 が接続された状態で、冷却水などを流体供給

用パイ 3 6０に流すと、第2の管路 348 を通して第 の通電パイプ (流体回収用パイ

) 35 6から回収される。すなわち、第2の管路 348 に冷却水などの流体を循環させ

ることができる。

０2 39 離脱側保持部344 の保持面4 34 438 には、例えば銅板などの良熱伝導性を有す
。

る離脱側冷却板444 が配設されている。この冷却板444 は、第2の管路 (冷却パイフ



) 348 に密着した状態でへツド部4０4 に固定されている。このため、第2の管路 348 内

に冷媒を通すと、第2の管路 348 から冷却板444 にその冷媒からの熱が伝導される。

すなわち、冷却板444 は冷やされる。

０24０ 次に、この実施の形態に係る治療処置システム3 ０の作用について図 に示すフ

ローに某づいて説明する。

０24 1 術者は、予め図 ０に示すエネルギ源 4の表示部 ０を操作して、治療処置シス

テム3 ０の出力条件を設定しておく (S P ０ ) 。具体的には、第 の高周波エネ

ルギ出力回路 ０4および第2の高周波エネルギ出力回路 ０6からの出力 (設定電力

P s e W 2se W ) 、生体組織 のインピーダンスZの閾値Z z 2、第2の高

周波エネルギ出力回路 ０6からの 回の出力時間 (設定時間 2)等を設定して

おく。

０242 本体側保持部342 を離脱側保持部344 に対して閉じた状態で例えば腹壁を通して

腹腔内に外科用処置具3 2の保持部326 およびシャフト324 を挿入する。外科用処

置具3 2の本体側保持部342 と、離脱側保持部344 とを処置したい生体組織 に

対して対時させる。

０243 本体側保持部342 および離脱側保持部344 で処置したい生体組織 を把持する

ため、ハンドル322 の把持部開閉ノブ332 を操作する。このとき、ハンドル322 に対し

て例えば右回りに回動させる。通電用パイ 356 をシャフト324 のフレーム354 に対

して先端部側に移動させる。このため、本体側保持部342 と離脱側保持部344 との

間が開き、離脱側保持部344 を本体側保持部342 から離脱させることができる。

０244 そして、処置したい生体組織 を本体側保持部342 の第 の連続電極 372 および

第 の離散電極374 と離脱側保持部344 の第2の連続電極422 および第2の離散電

極424 との間に配置する。この状態で、ハンドル322 の把持部開閉ノブ332 を例えば

左回りに回動させる。このため、離脱側保持部344 が本体側保持部342 に対して閉

じる。このよぅにして、処置対象の生体組織 を本体側保持部342 と離脱側保持部3

4 4 との間で保持する。

０245 この状態で、フットスイッチ 6のぺダル 6 aを操作する。エネルギ源 4 の制御部 ０

2は、術者の操作によってスイッチ 6のぺダル 6 aが押圧されてO に切り換えられ



たかを判断する (S P ０2)

０246 スイッチ 6のぺダル 6aが押圧されてO に切り換えられたと判断したとき、ェネル

ギ源 4の第 の高周波エネルギ出力回路 ０4から第 の連続電極372および第2の

連続電極422の間の生体組織 (第 の領城の生体組織 ) に高周波エネルギを供給

する (S P ０3)

０247 このため、第 の高周波エネルギ出力回路 ０4は、本体側保持部342の第 の連

続電極372および離脱側保持部344の第2の連続電極422の間の処置対象の生体

組織 に高周波電流を通電し、電極372 422間に把持した生体組織 内にジュ
一ル熱を発生させて生体組織 自体が加熱される。したがって、第 の連続電極37

2および第2の連続電極422によって生体組織 が円環状に連続的に変性される。

０248 このとき、把持した生体組織 のインピーダンス は、第 の連続電極372、第2の

連続電極422および高周波エネルギ出力回路 ０4により測定されている。処置を始

めたときのインピーダンス 0は、図6 に示すように、例えば6０白 程度である。そし

て、生体組織 に高周波電流が流れて生体組織 が焼灼されるに

０249 このよぅに、生体組織 が焼灼されるにつれて、生体組織 から流体 (液体 (血液 )

および または気体 (水蒸気 ) )が放出される。このとき、本体側保持部342の保持面

384および離脱側保持部344の保持面434は、第 の連続電極372および第2の連

続電極422よりも生体組織 に密着している。このため、保持面384 434は流体が

本体側保持部342および離脱側保持部344の外側に逃げるのを抑制する障壁部 (

ダム)として機能する。

０25０ したがって、生体組織 から放出された流体を、第 の連続電極372の外側の蒸

気放出満382から第 の連続電極372の内側のカッタ案内満362に、または、カッタ

案内満362に直接流入させて、本体側保持部342からシヤフト324に例えば吸引し

て流す。生体組織 から流体が放出されている間は、カッタ案内満362にその流体

を流入させ続ける。このため、生体組織 から温度が上昇した状態で放出された流

体によってザーマルスプレッドが生じることを防止し、処置対象でない部分に影響を

与えることを防止することができる。



０25 1 また、生体組織 から放出された流体を、第2の連続電極422の外側の流体放出

満432 に流入させて、ヘッド部4０4および通電シヤフト4０2内に形成された流体放出

路432aを通して第 の通電用パイ の内部からシヤフト24に例えば吸引して流

す。生体組織 から流体が放出されている間は、流体放出路432a にその流体を流

入させ続ける。このため、生体組織 から温度が上昇した状態で放出された流体に

よってザーマルスプレッドが生じることを防止し、処置対象でない部分に影響を与え

ることを防止することができる。

０252 次に、制御部 ０2は、高周波エネルギ出力回路 ０4からの信号に某づいて演算し

た高周波エネルギ出力時のインピーダンスZが予め表示部 ０で設定 (S )し

た閾値Z (図6 に示すように、ここでは約 ０００Q )以上となったか判断する (S

P ０4)。閾値 は、予め分かっているインピーダンスZの値の上昇率が鈍化する位

置にある。そして、インピーダンスZが閾値 よりも 、刮止判断した場合、S ０

3に処理を戻す。すなわち、本体側保持部342の第 の連続電極372および離脱側

保持部344の第2の連続電極422の間に把持した生体組織 に対して処置のため

の高周波エネルギを与え続ける。

０253 インピーダンスZが閾値 よりも大きくなったと判断した場合、制御部 ０2から第

の高周波エネルギ出力回路 ０4に信号が伝達される。そして、第 の高周波エネル

ギ出力回路 ０4から第 の連続電極372および第2の連続電極422への出力が停

止される (S P ０5)

０254 次に、エネルギ源 4の第2の高周波エネルギ出力回路 ０6から第 の離散電極37

4および第2の離散電極424の間の生体組織 (第2の領城の生体組織 ) にエネル

ギを供給する (S P ０6)。すなわち、第 の高周波エネルギ出力回路 ０4から第

の連続電極372および第2の連続電極422の生体組織 にエネルギを供給するの

とは、時間的にオフセットした状態 (出カタイミングをオフセットした状態 )で、図 2

の中段に示すように、第2の高周波エネルギ出力回路 ０6から第 の離散電極374

および第2の離散電極424の間の生体組織 に高周波電流を通電する。

０255 このため、本体側保持 1 および離脱側保持 44間に把持した生体組織

に高周波電流が流れ、生体組織 をジュール熱の作用により発熱させて組織の焼



灼 (組織の変性)を開始する。そぅすると、第 の離散電極374および第2の離散電極

424 によって、これら離散電極374 424間の生体組織 が離散的に変性される。こ

のとき、把持した生体組織 のインピーダンスZは、第 の離散電極374および第2

の離散電極424を介して第2の高周波ェネルギ出力回路 ０6により測定されている。

そして、生体組織 に高周波電流が流れて生体組織 が焼灼されるにつれてイン

ピ一ダンスZの値が上昇していく。

０256 さらに、第2の高周波ェネルギ出力回路 ０6からの出力を開始した後、設定時間

が経過したか否か判断する (S P ０7)。設定時間 が経過したときには第2の高

周波ェネルギ出力回路 ０6から第 の離散電極374および第2の離散電極424への

出力を停止する (S P ０8)

０257 その直後、冷却出力回路 ０8aは、図 2 の下段に示すよぅに、第 の管路346お

よび第2の管路348 に冷媒を流す(S P ０9)。このため、熱伝導率が高い第 の

管路346および第2の管路348の外周面に密着した冷却板394 444を介して生体

組織 は冷却されている。したがって、第 の離散電極374 と第2の離散電極424と

の間の処置対象の生体組織 から広がる熱の影響が、冷却板394 444に密着し

た部分で抑制される。すなわち、処置対象の生体組織 からのザーマルスプレッド

が、処置対象の生体組織 の周囲の生体組織 を冷却することによって抑えられる

０258 そして、第 の管路346および第2の管路348 に冷媒を流し始めてから設定時間 Z

が経過したか否か判断する (S P ０)。設定時間 2が経過したときには冷却出力

回路 ０8aからの冷媒の供給を停止させる (S P )

０259 その直後、第2の高周波ェネルギ出力回路 ０6から第 の離散電極374および第2

の離散電極424にェネルギを供給する (S P 2)。そして、第 の離散電極374

および第2の離散電極424の間のインピーダンスZが閾値Z2に到達したか否か判断

する (S P 3)。到達していないと判断した場合、S ０6に戻って再び設定

時間 2だけ第2の高周波ェネルギ出力回路 ０6から出力する。すなわち、インピー

ダンスZが閾値Z2に到達するまで生体組織 の焼灼と冷却を練り返す。

０26０ そして、インピーダンスZが閾値Z2に到達したときには、冷却出力回路 ０8aから第



の管路346および第2の管路348に冷媒を流して冷却板394 444を介して生体

組織 を冷却する (S P 4)。設定時間 2だけ冷媒を流したか否か判断する (S

)。設定時間 2だけ冷媒を流した後、冷媒の供給を止めて生体組織 の冷

却を停止させる (S P 6)

０26 1 このよぅな一連の処置が終了した後、スピーヵ 2からブザーを発して術者に処置

の終了を知らせる (S P 7)

０262 ここで、このよぅな作用を有する治療処置システム3 ０を用いて、図22 から図22C

に示すよぅに、例えば軸方向に並設させた 、腸の腸管1 ，1 同上をシールした状態
C2

に接合させる場合について説明する。

０263 エネルギ源 4の表示部 ０を操作して各種の設定を行っておく。

本体側保持部342の保持面384 388および離脱側保持部344の保持面434，4

38で、軸方向に突き合わせた状態の 対の腸管1 ，1 を、両腸管1 ，1 の端部同
C2 C C2

土の壁面を挟み込むよぅに保持する。

０264 この状態で、フットスイッチ 6のぺダル 6aを押圧すると、第 の連続電極372と第

2の連続電極422との間の生体組織 に高周波エネルギを供給する。このため、第

の連続電極372および第2の連続電極422により腸管1 ，1 同上を加熱して変性
C2

させる。

０265 そして、第 の連続電極372および第2の連続電極422の間の生体組織 が所定

の閾値 に到達したときに第 の高周波エネルギ出力回路 ０4からの出力を停止さ

せる。

０266 第 の連続電極372および第2の連続電極422の間の生体組織 のインピーダン

スZが所定の閾値 に到達したときは、第 の連続電極372および第2の連続電極4

22により腸管1 ，1 同上を加熱して変性させて接合されている。すなわち、第 の連
C2

続電極372および第2の連続電極422は、腸管1 ，1 の端部同上を円環状に
C2

シ一

ルしている。

０267 その直後、第2の高周波エネルギ出力回路 ０6から第 の離散電極374と第2の離

散電極424との間の生体組織 にエネルギを供給する。このため、第 の離散電極

374および第2の離散電極424により腸管1 ，1 同上を加熱して変性させる。



０268 そして、設定時間 の経過後、一且第2の高周波エネルキ出力回路 ０6を停止さ

せ、冷却出力回路 ０8aから第 の管路 346 およひ第2の管路 348 に所定の設定時

間 2たけ伶媒を供給する。
。

０269 その直後、第2の高周波エネルキ出力回路 ０6から出力し、焼灼を行いつつインヒ

一タンスZを計側する。

０27０ そして、第 の離散電極374 およひ第2の離散電極424 の間の生体組織 か所定

の閾値Z2に到達したか判断する。到達していないときには再ひ第2の高周波エネル
。キ出力回路 ０6から出力およひ出力停止、伶媒の供給およひ供給停止を経てインヒ

一タンスZを計側する。一方、到達したときには、第2の高周波エネルキ出力回路 ０

6からの出力を停止させ、伶媒の供給およひ供給停止を経てフザ一を発して処置を

終了させる。

０27 1 第 の離散電極374 およひ第2の離散電極424 の間の生体組織 のインピータン

ス か所定の閾値 2に到達したときは、第 の離散電極374 およひ第2の離散電極4

24により腸管1 ，1 同上を加熱して変性させて接合されている。すなわち、第 の離
C2

散電極374 およひ第2の離散電極424 は、腸管1 ，1 の端部同上のぅち円環状に
C2

シールした部分の外側の生体組織同上を密若させるよぅに、離散的に接合している。

このよぅに、腸管1 ，1 同上は、連続的およひ離散的に変性されて接合 (吻合 ) され
C2

る。

０272 そして、本体側保持部342 およひ離脱側保持部344 の間に腸管1 ，1 同上を把
C2

持したままて、図 9に示すヵノタ駆動ノフ334 を操作して、図2０ に示す状態からヵ

ノタ案内借362 に沿ってヵノタ364 を前進させる。ヵノタ364 か前進するにつれて、そ

の先端の刃によって、第 の連続電極372 およひ第2の連続電極422 により変性され

て接合された部位の内側を円形状に切断する。このため、図22C に示すよぅに、腸管

1 ，1 の壁面の略円形状に封止された間の部分か切断され、腸管1 ，1 同上の円
C2 C C2

形状の連通状態か確保される。

０273 この状態てヵノタ駆動ノフ334 を操作してヵノタ364 を後退させる。その後、ハント

ル322 の保持部開閉ノフ332 を操作して本体側保持部342 およひ離脱側保持部34

4を開く。このとき、例えは図22C に示すよぅに、第 の連続電極372 およひ第2の連



続電極422により連続的に接合された外側の部分は、離散的に変性されている。そ

して、上述したよぅに、第2の高周波エネルギ出力回路 ０6から第 の離散電極374

および第2の離散電極424に供給する出力を高く設定してあったので、離散的に変

性されて接合された部分ほ、しっかりと接合されているので、耐ピール性を有する。

０274 したがって、第 の離散電極374および第2の離散電極424で生体組織を変性させ

た部位が、より確実に生体組織同上を密若させるよぅに力を発揮する。腸管1 ，1 同
C2

土の接合が解除される方向に力が働くことがあるが、第 の離散電極374および第2

の離散電極424で生体組織を変性させた部位が、生体組織同上を密若させるよぅに

力を発揮する。したがって、腸管1 ，1 の変性されていない生体組織同上の相互ネ
C2

ットワークが生じ、生体組織の組織再生力を発揮して、より早期に腸管1 ，1 の生体
C2

組織が再生される。

０275 以上説明したよぅに、この実施の形態によれば、以下の効果が得られる。第 の実

施の形態で説明した効果については説明を省略する。

本体側保持部342および離脱側保持部344にそれぞれ連続電極372 422およ

び離散電極374 424を配置し、連続電極372 422に入力するエネルギと離散電

極374 424に入力するエネルギとをその出力呈や出カタイミング等を分離させた。

そして、処置対象によって、適宜に出力呈や出カタイミング等を設定することによって

、処置対象に最適な処置を設定して行ぅことができる。

０276 特に、離散電極374 424により離散的に生体組織同上を密若させるよぅに処置す

る際に、生体組織を冷却する工程を入れることにより、処置対象外の生体組織が、離

散電極374 424から与えられるエネルギの影響を受けることを防止することができる

０277 また、この実施の形態では、バイポーラ型外科用処置具3 2を用いて説明したが、

第 の実施の形態で説明した図3 に示すよぅに、モノポーラ型の高周波処置を行ぅこ

とも好適である。

０278 これまで、複数の変形例を含むいくつかの実施の形態について図面を参照しなが

ら具体的に説明したが、この発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく

、その要旨を逸脱しない範囲で行なわれるすべての実施を含む。



産業上の禾 用可能，吐

この発明によれば、各電極に対して最適にエネルギを与えて生体組織に対して効

率的な処置を行ぅことが可能な治療処置システム、治療用処置具、および、エネルギ

を用いた生体組織の治療方法を提供することができる。



請求の範囲

せたときに前記封止した領城を接合する封止部材と、

前記封止部材により封止させた領城の近傍の組織を接触させた状態でェネルギを

作用させたときに前記封止した領城の近傍の生体組織同上を接触させた状態に維

持する維持部材と、

前記封止部材からのェネルギ出カタイミングと前記維持部材からのェネルギ出カタ

イミングとをオフセットさせる制御部と

を具備することを特徴とする治療用処置システム。

2 前記封止部材は、連続した部材を有し、前記少なくとも2つの生体組織に封止のた

めの機械的・物理的作用を与え、

前記維持部材は、前記少なくとも2つの生体組織に機械的・物理的作用を与えて

前記生体組織同上を接触させた状態を維持するために不連続な複数の部材を有す

ことを特徴とする請求項 に記載の治療用処置システム。

3 前記封止部材及び前記維持部材は、それぞれ高周波電極およびヒータの少なくと

も一方を備えていることを特徴とする請求項 に記載の治療用処置システム。

4 前記少なくとも2つの生体組織を保持し、前記封止部材及び前記維持部材を少なく

ともいずれかに有する 対の保持部材をさらに具備することを特徴とする請求項 に

記載の治療用処置システム。

5 前記維持部材の近傍に設けられ、前記維持部材および もしくはその近傍を冷却

するための冷却部材をさらに具備し、

前記制御部は、前記封止部材、前記維持部材および前記冷却部材のそれぞれの

ェネルギ出力のタイミングを独立して制御する

ことを特徴とする請求項 に記載の治療用処置システム。

6 生体組織にェネルギを作用させて治療するための治療用処置システムであって、



材と、

前記保持面の少なくとも一方が他方に対して相対的に移動するように操作される操

前記保持面の少なくとも一方に配置され、前記少なくとも2つの生体組織同上を封

前記第 の接合部材の近傍に設けられ、前記第 の接合部材で接合させて生体組

織の周囲の生体組織の接触を維持して前記ェネルギを作用させるために離散的に

配設された第2の接合部材と、

前記第 の接合部材および第2の接合部材からのェネルギ出カタイミングをオフセ

ットするェネルギ出力制御部と

を具備することを特徴とする治療用処置システム。

7 前記第2の接合部材は、前記保持面の少なくとも一方に配置された複数の電極を

備えていることを特徴とする請求項6に記載の治療用処置システム。

8 前記第 の接合部材および第2の接合部材の少なくとも一方に隣接して前記保持

面に設けられた少なくとも っの障壁部をさらに具備し、

前記障壁部は、前記第 の接合部材および第2の接合部材に対して同一またはそ

れよりも高い位置にあることを特徴とする請求項6に記載の治療用処置システム。

9 前記保持部材は、前記第 の接合部材および第2の接合部材の近傍に設けられ、

前記保持部材により保持された生体組織から発生される流体を通過させる流路、即

ち満や管路を備えていることを特徴とする請求項6に記載の治療用処置システム。

０ 前記第 の接合部材は、高周波電極およびヒータの少なくとも っにより前記生体

組織を封止させる部材であり、

前記第2の接合部材は、高周波電極およびヒータの少なくとも っにより前記生体

組織を離散的に接合させる部材である

ことを特徴とする請求項6に記載の治療用処置システム。

前記第 の接合部材および第2の接合部材は、前記保持面の少なくとも一方に配

置されていることを特徴とする請求項6に記載の治療用処置システム。

2 前記第2の接合部材の近傍に設けられ、前記第2の接合部材および もしくはその



近傍を冷却するための冷却部材をさらに具備し、

前記制御部は、前記第 の接合部材、前記第2の接合部材および前記冷却部材の

ことを特徴とする請求項6に記載の治療用処置システム。

3 生体組織にェネルギを作用させて治療するための治療用処置システムであって、

少なくとも2つの生体組織同上の所望の領城を封止した状態で前記ェネルギを作

用させて接合するための封止部材と、

前記封止部材に一体となっており、前記生体組織を接触させた状態で前記ェネル

ギを作用させて前記生体組織の接触を維持するための維持部材と、

前記維持部材の近傍に設けられ、前記維持部材を冷却するための冷却部材と、

前記封止部材、前記維持部材および前記冷却部材のそれぞれのェネルギ出力の

タイミングを制御する制御部と

を具備することを特徴とする治療用処置システム。

4 生体組織にェネルギを作用させて治療するための治療方法であって、

少なくとも2つの生体組織同上の所望の部位を封止させることと、

前記少なくとも2つの生体組織同上の所望の部位を封止させるためのタイミングとオ

フセットしたタイミングで、前記少なくとも2つの生体組織の所望の部位を封止させる

位置の近傍で前記少なくとも2つの生体組織を接触させた状態に維持させることと

を具備することを特徴とする治療方法。

5 前記少なくとも2つの生体組織の所望の部位を封止させる位置の近傍で前記少な

くとも2つの生体組織を接触させた状態に維持させること、には、前記少なくとも2つの

生体組織の所望の部位を封止させる位置に連結して前記少なくとも2つの生体組織

を接触させた状態に維持させることを含むことを特徴とする請求項 4に記載の治療

方法。

6 前記少なくとも2つの生体組織の所望の部位を封止させる位置の近傍で前記少な

くとも2つの生体組織を接触させた状態に維持させること、には、前記前記少なくとも

2つの生体組織を接触させた状態に維持させる部材を冷却することを含むことを特徴

とする請求項 5に記載の治療方法。



7 前記少なくとも2つの生体組織の所望の部位を封止させる位置の近傍で前記少な

くとも2つの生体組織を接触させた状態に維持させること、には、前記前記少なくとも

2つの生体組織を接触させた状態に維持させる部材を冷却することを含むことを特徴

とする請求項 4に記載の治療方法。

8 生体組織にェネルギを作用させて治療するための治療用処置具であって、

少なくとも2つの生体組織同上の所望の領城を封止させた状態でェネルギを作用さ

せたときに前記封止した領域を接合する封止部材と、

前記封止部材に対して独立して設けられ、前記封止部材により封止させた領城の

近傍の組織を接触させた状態で前記封止部材とは別にェネルギを作用させたときに

前記封止した領城の近傍の生体組織同上を接触させた状態に維持する維持部材と

を具備することを特徴とする治療用処置具。

9 前記封止部材と前記維持部材とは、熱的および電気的に不連続であることを特徴

とする請求項 8に記載の治療用処置具。

2０ 生体組織にェネルギを作用させて治療するための治療用処置具であって、

少なくとも2つの生体組織同上の所望の領城を封止した状態で前記ェネルギを作

用させたときに前記封止した領城を接合する封止部材と、

前記封止部材に対して独立して設けられ、前記封止部材により封止させた領城の

近傍の組織を接触させた状態で前記封止部材とは別にェネルギを作用させたときに

前記封止した領城の近傍の生体組織同上を接触させた状態に維持する維持部材と

前記維持部材の近傍に設けられ、前記維持部材および もしくはその近傍を冷却

するための冷却部材と、

を具備し、

前記封止部材からの出カタイミングと、前記維持部材および前記冷却部材からの

出カタイミングとがオフセットされていることを特徴とする治療用処置具。

2 前記維持部材からの出カタイミングと、前記冷却部材からの出カタイミングとがオフ

セットされていることを特徴とする請求項2０に記載の治療用処置具。
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restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

emark on rotest | | 1 1 ona search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable,

the payment of a protest fee.

The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest
fee was not paid withm the time limit specified in the invitation.
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国際調査報告 国際出願番号 ノ ノ

A ・ 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 ( I P C ) )

Int Cl A61B18/12 (2006. 01) i

B ・ 調査を行 た分野
調査を行 た最小限資料 国際特許分類 I P C )

IntCl A61B18/12

最小限資料以外の資料て調査を行 た分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922 1996 午
日本国公開実用新案公報 1971 2008 午
日本国実用新案登録公報 1996-2008 午
日本国登録実用新案公報 1994-2008 午

国際調査て使用した電子テ タ ス テ タ ス の名称、調査に使用した用譜

C ・ 関連する 認められる文献
引用文献の 関連する
カテ ホ 引用文献名 及ひ 部の箇所か関連する きは、 その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号

JP 2003-235865 A (ォV ス光学工業株式会社 ) 2003. 08. 26, 段 1, 3-5, 13, 18-
、落 [0018] - [0024] ,段落 [0040] , 第 2-4 図 第 10 図， 2 1

(7 ア な し) 2, 6-12

JP 2007-75468 A ( ヤ ウッド・サ ビ ・アクチ 2, 6-12

ヤ ト) 2007. 03. 29, 全文，全図 (7 ァ な し

JP 10-504485 A ( ス タ ・メデイカ ・イ ポ テツ ド 2, 6-12
1998. 05. 06, 全文，全図 US 5443463 A & WO 1996/005776 A l

汀 C欄の続きにも文献か J挙 されて る。 r テ y ト ア に関する別紙を参 。

ホ 引用文献の力テ の日の役に公表 された文献
ΓA 特に関連のある文献てはな < 、 般的技術水準を示す ΓT 国際出願 日又は優先 日後に公表 された文献てあ て

もの 出願 矛盾するものてはな 、発明の原理又は理論
ΓE 国際出願 日前の出願または特許てあるか、国際出願 日 の理解のために引用するもの

以後に公表 されたもの ΓX 特に関連のある文献てあ て、 当該文献のみて発明
ΓL 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性かな 考えられるもの

日若し は他の特別な理 由を確立するために引用す ΓY 特に関連のある文献てあ て、 当該文献 他の 1 以
る文献 理由を付す 上の文献 t の、当業者に て自明てある組合 に

ΓO 口頭によ る開示、使用、展示等に言及する文献 よ て進歩性かな 考えられるもの
rp 国際出願 日前て、か 優先権の主張の基礎 なる出願 Γ& J 同 テ ト ア 文献

国際調査を完了した日 国際調査報告の発送 日
1 1 . 0 6 . 2 0 0 2 4 . 0 6 . 2 0 0

国際調査機関の名称及ひあて先 特許庁審査官 権限のある職員 3 I 9 6 2 3

日本国特許庁 ( I S Aノ J P ) 寺律 忠司
郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5

東京都千代田区霞か関三T 4 番 号 電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 3 4 6

様式 P C T ノ I S A ノ2 1 0 (第 2 - ) ( 2 0 0 7 午 4 月 )



国際調査報告 国際出j 願番号- ノ

C (続き) ・ 関連する と認められる文献
引用文献の 関連する
テ ホ 引用文献名 及ひ 部の箇所か関連する ときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号

JP 4-208149 A (京セラ株式会社 ) 1992. 07. 29, 全文，全図 2,6-12

(7 ア な し)

JP 2003-245285 A ( ・ ド- ザ ジ ィ・イ 1 ポ 8,9

イテ ッド) 2003.09.02, 段落 [0062] ,第 45-46 図
& US 2003/0139742 A l & EP 1330991 A l & CA 2417016 A l

式 PCT ノ ISA ノ210 (第 -の続き) (2 0 0 7午 4 月)



国際調査報告 国際出願番r号 ノ

第 欄 請求の範囲の 部の調査かてきな ときの意見 第 1 の の続き

怯第 条第 項 ( P C T 17条 (2) (a)) の規定にょり、 この国際調査報告は次の理 由にょり請求の範囲の 部に て作
成しな た。

・ 酊 請求 (D範囲 14-17 は、 こ (D 国際調査機関か調査をするこ を要しな 対象に係 るも (D てぁる。

ま り、

請求の範囲1は [治療による人体の処置方法に関するもの であ て、 PCT規則39. 1(iv)
の規定によ り、国際調査をするこ を要 しな 対象に係 るものである。

・ ヴ 請求の範囲 は、有意義な国際調査をすることかてきる程度まて所定の要件を価たして
な 国際出願の部分に係 るものてある。 ま り、

・ 巳 請求の範囲 は、従属請求の範囲てあ て P C T 規則6・4 (a) の第 文及ひ第 文の規定に
従 て記載されて な 。

第m欄 発明の単一性か欠如して る ときの意見 (第 1 の の続き

次に述 るよ にこの国際出願に二以上の発明かある とこの国際調査機関は詔、めた。

1・ r 出願人か必要な追加調査手数科をす て期間内に納付したのて、 この国際調査報告は、す ての調査可能な請求
の範囲に て作成した。

2・ r 追加調査手数科を要求するまてもな 、す ての調査可能な請求の範囲に て調査することかてきたのて、追
加調査手数科の納付を求めな た。

3・ r 出願人か必要な追加調査手数科を 部のみし 期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、手数科の納
付のあ た次の請求の範囲のみに て作成した。

4・ r 出願人か必要な追加調査手数科を期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載
されて る発明に係 る次の請求の範囲に て作成した。

追加調査手数科の異議の中立てに関する住意
r 追加調査手数科及ひ、該当する場合には、異議申立手数科の納付 と共に、 出願人 ら異議申立てかあ た。

追加調査手数科の納付 と共に出願人 ら異議申立てかあ たか、異議申立手数科か納付命令書に示した期間
内に支払われな た。

巳 追加調査手数科の納付はあ たか、異議申立てはな た。

様式 P C T ノ I S A ノ2 1 0 (第 l の続葉 ( 2 ) ) ( 2 0 0 7 午 4 月 )


	front-page
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

