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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　戻り電極のモニタリングのための検出回路であって、該検出回路は、
　少なくとも１対の分割電極パッドに作動可能に結合された変圧器であって、該変圧器は
、戻り電極感知信号を送受信するように構成される、変圧器と、
　該変圧器に結合された少なくとも１つの第１のスイッチであって、電荷注入ノイズを該
戻り電極感知信号上に導入する少なくとも１つの第１のスイッチと、
　電荷注入からノイズ信号のみを生成する少なくとも１つの中立基準の第２のスイッチで
あって、該少なくとも１つの第１のスイッチおよび該少なくとも１つの第２のスイッチは
、単一のダイ上に配置される、第２のスイッチと、
　該少なくとも１つの第１のスイッチおよび該少なくとも１つの中立基準の第２のスイッ
チに結合された演算増幅器と
　を含み、
　該演算増幅器は、該第１のスイッチを通して送信されたノイズのある該戻り電極感知信
号から該第２のスイッチの該ノイズ信号を差し引くように構成される、検出回路。
【請求項２】
　前記変圧器が、シングルエンド主変圧器である、請求項１に記載の検出回路。
【請求項３】
　前記検出回路に結合されたコントローラをさらに含み、該コントローラは、ノイズキャ
ンセルされた前記戻り電極感知信号を分析するように構成される、請求項１に記載の検出
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回路。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの第１のスイッチおよび前記少なくとも１つの第２のスイッチが、
相補型金属酸化物半導体電界効果トランジスター、金属酸化物半導体電界効果トランジス
ター、接合電界効果トランジスターからなる群より選択される、請求項１に記載の検出回
路。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの第１のスイッチおよび前記少なくとも１つの第２のスイッチの各
々の電荷注入パラメータが実質的に類似する、請求項１に記載の検出回路。
【請求項６】
　前記検出回路が、前記少なくとも１つの第１のスイッチおよび前記演算増幅器に結合さ
れた第１のＲＣ回路と、前記少なくとも１つの第２のスイッチおよび該演算増幅器に結合
された第２のＲＣ回路とをさらに含む、請求項１に記載の検出回路。
【請求項７】
　戻り電極のモニタリングシステムであって、該システムは、
　少なくとも１対の分割電極パッドを含む少なくとも１つの戻り電極パッドと、
　検出回路と
　を含み、
　該検出回路は、
　　該少なくとも１対の分割電極パッドに作動可能に結合された変圧器であって、該変圧
器は、戻り電極感知信号を送受信するように構成される、変圧器と、
　　該変圧器に結合された少なくとも１つの第１のスイッチであって、電荷注入ノイズを
該戻り電極感知信号上に導入する少なくとも１つの第１のスイッチと、
　　電荷注入からノイズ信号のみを生成する少なくとも１つの中立基準の第２のスイッチ
であって、該少なくとも１つの第１のスイッチおよび該少なくとも１つの第２のスイッチ
は、単一のダイ上に配置され、実質的に類似するノイズ信号を発生する、第２のスイッチ
と、
　　該少なくとも１つの第１のスイッチおよび該少なくとも１つの中立基準の第２のスイ
ッチに結合された演算増幅器であって、該演算増幅器は、該第１のスイッチを通して送信
されたノイズのある該戻り電極感知信号から該第２のスイッチの該ノイズ信号を相殺する
ように構成される、演算増幅器と
　を含む、システム。
【請求項８】
　前記変圧器が、シングルエンド主変圧器である、請求項７に記載の戻り電極のモニタリ
ングシステム。
【請求項９】
　前記検出回路に結合されたコントローラをさらに含み、該コントローラは、ノイズキャ
ンセルされた前記戻り電極感知信号を分析するように構成される、請求項７に記載の戻り
電極のモニタリングシステム。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの第１のスイッチおよび前記少なくとも１つの第２のスイッチが、
相補型金属酸化物半導体電界効果トランジスター、金属酸化物半導体電界効果トランジス
ター、接合電界効果トランジスターからなる群より選択される、請求項７に記載の戻り電
極のモニタリングシステム。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの第１のスイッチおよび前記少なくとも１つの第２のスイッチの各
々の電荷注入パラメータが実質的に類似する、請求項７に記載の戻り電極のモニタリング
システム。
【請求項１２】
　前記検出回路が、前記少なくとも１つの第１のスイッチおよび前記演算増幅器に結合さ
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れた第１のＲＣ回路と、前記少なくとも１つの第２のスイッチおよび該演算増幅器に結合
された第２のＲＣ回路とをさらに含む、請求項７に記載の戻り電極のモニタリングシステ
ム。
【請求項１３】
　戻り電極のモニタリングシステムであって、該システムは、
　少なくとも１対の分割電極パッドを含む少なくとも１つの戻り電極パッドと、
　検出回路であって、該検出回路は、
　　該少なくとも１対の分割電極パッドに作動可能に結合されたシングルエンド主変圧器
であって、該シングルエンド主変圧器は、戻り電極感知信号を送受信するように構成され
る、シングルエンド主変圧器と、
　　該シングルエンド主変圧器に結合された少なくとも１つの第１のスイッチと少なくと
も１つの中立基準の第２のスイッチとを含むスイッチパッケージであって、該少なくとも
１つの第１のスイッチは、電荷注入ノイズを該戻り電極感知信号上に導入し、該少なくと
も１つの第２のスイッチは、電荷注入からノイズ信号のみを生成し、該少なくとも１つの
第１のスイッチおよび該少なくとも１つの第２のスイッチは、実質的に類似するノイズ信
号を発生する、スイッチパッケージと、
　　該スイッチパッケージに結合された演算増幅器であって、該演算増幅器は、該第１の
スイッチを通して送信されたノイズのある該戻り電極感知信号から該第２のスイッチの該
ノイズ信号を相殺するように構成される、演算増幅器と
　を含む、検出回路と、
　該検出回路に結合されたコントローラであって、ノイズキャンセルされた戻り電極感知
信号を分析するように構成されたコントローラと
　を含む、システム。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つの第１のスイッチおよび前記少なくとも１つの第２のスイッチが、
相補型金属酸化物半導体電界効果トランジスター、金属酸化物半導体電界効果トランジス
ター、接合電界効果トランジスターからなる群より選択される、請求項１３に記載の戻り
電極のモニタリングシステム。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つの第１のスイッチおよび前記少なくとも１つの第２のスイッチが、
前記スイッチパッケージの単一のダイ上に配置される、請求項１３に記載の戻り電極のモ
ニタリングシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（背景）
　（技術分野）
　本開示は、電気外科装置、システムおよび方法に関する。より具体的には、本開示は、
電気外科手順の間の、患者への戻り電極パッドの接触の質をモニターするように構成され
た電気外科システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　（関連分野の背景）
　エネルギーベースの組織処置は当該分野で周知である。種々の型のエネルギー（例えば
、電気的、超音波、マイクロ波、低温、加熱、レーザーなど）が、所望の結果を達成する
ために組織に印加される。電気外科は、組織の切断、切除、凝固またはシールのための、
外科部位への高周波電流の印加を含む。単極電気外科においては、能動電極は、代表的に
、外科医によって握られ、処置されるべき組織に適用される外科器具の一部である。患者
戻り電極は、電流を電極に戻すように運び、そしてその能動電極によって印加される電流
を安全に分散させるために、その能動電極から離れて配置される。
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【０００３】
　上記戻り電極は、通常、上記部位の加熱を最小限にするために、大きな患者接触表面積
を有する。加熱は、表面積に直接的に依存する高い電流密度によって引き起こされる。よ
り大きな表面接触面積ほど、より小さい局所的加熱強度を生じる。戻り電極は、代表的に
、具体的な外科手順およびデューティサイクル（すなわち、電極がオンになっている時間
のパーセンテージ）の間、最大の電流が用いられるという仮定に基づいたサイズにされて
いる。
【０００４】
　最初の型の戻り電極は、導電性ゲルで覆われた大きな金属プレートの形態であった。そ
の後、導電性ゲルまたは導電性接着剤で覆われた単一の金属箔による接着性電極が開発さ
れた。しかしながら、これらの接着性電極の１つの問題は、一部が患者からはがれた場合
に、電極の患者との接触面積が減少し、それによって接着部分での電流密度が増加し、次
いで組織での加熱が増加することであった。このことは、血液の循環が皮膚を冷却するこ
とができる点を越えて組織が過熱された場合に、戻り電極の接着部分の下にある領域にお
いて、患者を火傷させる危険を冒す。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　この問題に対処するために、種々の戻り電極およびハードウェア回路（一般的に、戻り
電極接触品質モニター（Ｒｅｔｕｒｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ　Ｃｏｎｔａｃｔ　Ｑｕａｌ
ｉｔｙ　Ｍｏｎｉｔｏｒ）（ＲＥＣＱＭ）と呼ばれる）が開発された。そのようなシステ
ムは、戻り電極においてインピーダンスを測定し、種々の組織および／または電極特性を
算出することに依る。これらのシステムは、戻り電極のインピーダンスにおける変化を同
定することによって、剥離を検出した。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　要旨
　本開示の一実施形態にしたがって、戻り電極のモニタリングのための検出回路が開示さ
れる。この検出回路は、一対の分割電極パッドに作動可能に結合された変圧器を含み、こ
の変圧器は、戻り電極感知信号を送受信するように構成される。この検出回路はまた、こ
の変圧器に結合された第１のスイッチおよび中立基準の第２のスイッチを含み、この第１
のスイッチおよびこの第２のスイッチは単一のダイ上に配置される。この検出回路は、さ
らに、この第１のスイッチおよびこの中立基準の第２のスイッチに結合された演算増幅器
を含む。この演算増幅器は、戻り電極感知信号からノイズ信号を差し引くように構成され
る。
【０００７】
　本開示の別の実施形態にしたがって、戻り電極のモニタリングシステムが開示される。
このシステムは、一対の分割電極パッドを含む戻り電極パッド、およびこの対の分割電極
パッドに作動可能に結合した変圧器を有する検出回路を含み、この変圧器は、戻り電極感
知信号を送受信するように構成される。この検出回路はまた、この変圧器に結合された第
１のスイッチおよび中立基準の第２のスイッチを含み、この第１のスイッチおよびこの第
２のスイッチは、単一のダイ上に配置され、そして実質的に類似するスイッチノイズ信号
を発生する。このシステムはまた、この少なくとも１つの第１のスイッチおよびこの少な
くとも１つの中立基準の第２のスイッチに結合された演算増幅器を含む。この演算増幅器
は、この戻り電極感知信号からこのスイッチノイズ信号を相殺するように構成される。
【０００８】
　本開示のさらなる実施形態にしたがって、戻り電極のモニタリングシステムが開示され
る。このシステムは、１対以上の分割電極パッドを有する戻り電極パッド、およびこの対
の分割電極パッドに作動可能に結合されたシングルエンド主変圧器を有する検出回路を含
み、このシングルエンド主変圧器は、戻り電極感知信号を送受信するように構成される。
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この検出回路はまた、このシングルエンド主変圧器に結合された第１のスイッチおよび中
立基準の第２のスイッチを含むスイッチパッケージを含み、この第１のスイッチおよびこ
の第２のスイッチは、実質的に類似するスイッチノイズ信号を発生する。この検出回路は
また、このスイッチパッケージに結合された演算増幅器を含む。この演算増幅器は、この
戻り電極感知信号からこのスイッチノイズ信号を差し引くように構成される。このシステ
ムはまた、この検出回路に結合されたコントローラを含み、このノイズキャンセルされた
戻り電極感知信号を分析するように構成される。
【０００９】
　したがって、本発明は、以下の項目を提供する：
（項目１）
　戻り電極のモニタリングのための検出回路であって、この検出回路は：
　少なくとも１対の分割電極パッドに作動可能に結合された変圧器であって、この変圧器
は、戻り電極感知信号を送受信するように構成される、変圧器；
　この変圧器に結合された少なくとも１つの第１のスイッチ；
　少なくとも１つの中立基準の第２のスイッチであって、この少なくとも１つの第１のス
イッチおよびこの少なくとも１つの第２のスイッチは、単一のダイ上に配置される、第２
のスイッチ；ならびに
　この少なくとも１つの第１のスイッチおよびこの少なくとも１つの中立基準の第２のス
イッチに結合された演算増幅器を備え、
　この演算増幅器は、この戻り電極感知信号からノイズ信号を差し引くように構成される
、
検出回路。
（項目２）
　上記変圧器が、シングルエンド主変圧器である、上記項目のいずれかに記載の検出回路
。
（項目３）
　上記検出回路に結合され、ノイズキャンセルされた上記戻り電極感知信号を分析するよ
うに構成されるコントローラをさらに備える、上記項目のいずれかに記載の検出回路。
（項目４）
　上記少なくとも１つの第１のスイッチおよび上記少なくとも１つの第２のスイッチが、
相補型金属酸化物半導体電界効果トランジスター、金属酸化物半導体電界効果トランジス
ターおよび接合電界効果トランジスターからなる群より選択される、上記項目のいずれか
に記載の検出回路。
（項目５）
　上記少なくとも１つの第１のスイッチおよび上記少なくとも１つの第２のスイッチの各
々の電荷注入パラメータが実質的に類似する、上記項目のいずれかに記載の検出回路。
（項目６）
　上記検出回路がさらに、上記少なくとも１つの第１のスイッチおよび上記演算増幅器に
結合された第１のＲＣ回路、ならびに上記少なくとも１つの第２のスイッチおよびこの演
算増幅器に結合された第２のＲＣ回路を含む、上記項目のいずれかに記載の検出回路。
（項目７）
　戻り電極のモニタリングシステムであって、このシステムは：
　少なくとも１対の分割電極パッドを含む少なくとも１つの戻り電極パッド；
　検出回路、を含み、
　この検出回路は、
　　この少なくとも１対の分割電極パッドに作動可能に結合された変圧器であって、この
変圧器は、戻り電極感知信号を送受信するように構成される、変圧器；
　　この変圧器に結合された少なくとも１つの第１のスイッチ；
　　少なくとも１つの中立基準の第２のスイッチであって、この少なくとも１つの第１の
スイッチおよびこの少なくとも１つの第２のスイッチは、単一のダイ上に配置され、実質
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的に類似するノイズ信号を発生する、第２のスイッチ；
　　この少なくとも１つの第１のスイッチおよびこの少なくとも１つの中立基準の第２の
スイッチに結合された演算増幅器であって、この演算増幅器は、この戻り電極感知信号か
らこのノイズ信号を相殺するように構成される、演算増幅器、を含む、
システム。
（項目８）
　上記変圧器が、シングルエンド主変圧器である、上記項目のいずれかに記載の戻り電極
のモニタリングシステム。
（項目９）
　上記検出回路に結合され、ノイズキャンセルされた上記戻り電極感知信号を分析するよ
うに構成されるコントローラをさらに備える、上記項目のいずれかに記載の戻り電極のモ
ニタリングシステム。
（項目１０）
　上記少なくとも１つの第１のスイッチおよび上記少なくとも１つの第２のスイッチが、
相補型金属酸化物半導体電界効果トランジスター、金属酸化物半導体電界効果トランジス
ターおよび接合電界効果トランジスターからなる群より選択される、上記項目のいずれか
に記載の戻り電極のモニタリングシステム。
（項目１１）
　上記少なくとも１つの第１のスイッチおよび上記少なくとも１つの第２のスイッチの各
々の電荷注入パラメータが実質的に類似する、上記項目のいずれかに記載の戻り電極のモ
ニタリングシステム。
（項目１２）
　上記検出回路がさらに、上記少なくとも１つの第１のスイッチおよび上記演算増幅器に
結合された第１のＲＣ回路、ならびに上記少なくとも１つの第２のスイッチおよびこの演
算増幅器に結合された第２のＲＣ回路を含む、上記項目のいずれかに記載の戻り電極のモ
ニタリングシステム。
（項目１３）
　戻り電極のモニタリングシステムであって、このシステムは：
　少なくとも１対の分割電極パッドを含む少なくとも１つの戻り電極パッド；
　検出回路であって、この検出回路は：
　　この少なくとも１対の分割電極パッドに作動可能に結合された、シングルエンド主変
圧器であって、このシングルエンド主変圧器は、戻り電極感知信号を送受信するように構
成される、変圧器と；
　　このシングルエンド主変圧器に結合された少なくとも１つの第１のスイッチおよび少
なくとも１つの中立基準の第２のスイッチを含むスイッチパッケージであって、この少な
くとも１つの第１のスイッチおよびこの少なくとも１つの第２のスイッチは、実質的に類
似するノイズ信号を発生する、スイッチパッケージと；
　　このスイッチパッケージに結合された演算増幅器であって、この演算増幅器は、この
戻り電極感知信号からこのノイズ信号を相殺するように構成される、演算増幅器と、を含
む検出回路；ならびに
　　この検出回路に結合され、ノイズキャンセルされた戻り電極感知信号を分析するよう
に構成されるコントローラ、を含む、
システム。
（項目１４）
　上記少なくとも１つの第１のスイッチおよび上記少なくとも１つの第２のスイッチが、
相補型金属酸化物半導体電界効果トランジスター、金属酸化物半導体電界効果トランジス
ターおよび接合電界効果トランジスターからなる群より選択される、上記項目のいずれか
に記載の戻り電極のモニタリングシステム。
（項目１５）
　上記少なくとも１つの第１のスイッチおよび上記少なくとも１つの第２のスイッチが、



(7) JP 5590932 B2 2014.9.17

10

20

30

40

50

上記スイッチパッケージの単一のダイ上に配置される、上記項目のいずれかに記載の戻り
電極のモニタリングシステム。
【００１０】
　摘要
　戻り電極のモニタリングのための検出回路が開示される。この検出回路は、一対の分割
電極パッドに作動可能に結合された変圧器を含み、この変圧器は、戻り電極感知信号を送
受信するように構成される。この検出回路はまた、この変圧器に結合された第１のスイッ
チおよび中立基準の第２のスイッチを含み、この第１のスイッチおよびこの第２のスイッ
チは単一のダイ上に配置される。この検出回路は、さらに、この第１のスイッチおよびこ
の中立基準の第２のスイッチに結合された演算増幅器を含む。この演算増幅器は、戻り電
極感知信号からノイズ信号を差し引くように構成される。
【００１１】
　本開示の種々の実施形態が、図面を参照して本明細書に記載される。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、本開示の一実施形態にしたがう電気外科システムの概略ブロック図であ
る。
【図２】図２は、本開示の一実施形態にしたがう発生器の概略ブロック図である。
【図３】図３は、本開示の一実施形態にしたがう検出回路の概略回路図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　詳細な説明
　本開示の特定の実施形態は、添付の図面を参照して以下に記載される。以下の説明にお
いて、周知の機能または構成は、不必要な詳細で本開示を不明瞭にすることを避けるため
に、詳細には記載されない。
【００１４】
　図１は、本開示の一実施形態にしたがう電気外科システムの概略図である。このシステ
ムは、電気外科器具２を含み、これは、患者Ｐの組織を処置するための１つ以上の能動電
極（例えば、電気外科切断プローブ、切除電極、など）を含む単極器具である。電気外科
ＲＦエネルギーは、能動出力端子に接続された電気外科ケーブル４を介して発生器２０に
よって器具２に供給され、器具２が、組織を、凝固、切除および／またはその他の方法で
処置することを可能にする。このエネルギーは、戻りケーブル８を介して戻り電極パッド
６を通って発生器２０に戻される。このシステムは、患者Ｐとの全接触面積を最大にする
ことによって、組織の損傷の機会を最小にするように配列される複数の戻り電極パッド６
を含み得る。さらに、この発生器２０およびこの戻り電極６は、十分な接触が、組織の損
傷の機会をさらに最小にするように組織と患者との間に存在することを確実にするために
いわゆる「組織～患者」接触をモニタリングするように構成され得る。
【００１５】
　発生器２０は、この発生器２０を制御するための、入力制御（例えば、ボタン、アクチ
ベータ、スイッチ、タッチスクリーンなど）を含み得る。さらに、この発生器２０は、使
用者に種々の出力情報（例えば、強度設定、処置完了表示器など）を提供するための１つ
以上の表示スクリーンを含み得る。この入力制御は、使用者が、特定の作業（例えば、凝
固、焼灼など）に適切な所望の電気外科出力を達成するために、ＲＦエネルギーの電力、
波形、および他のパラメータを調節することを可能にする。器具２はまた、発生器２０の
特定の入力制御と重複し得る複数の入力制御を含み得る。入力制御を器具２に配置するこ
とによって、発生器２０と相互作用する必要なしに外科手順の間、ＲＦエネルギーパラメ
ータをより容易かつ迅速に修正することを可能にする。
【００１６】
　図２は、コントローラ２４、高圧ＤＣ電源２７（「ＨＶＰＳ」）およびＲＦ出力段２８
を有する発生器２０の概略ブロック図を示す。このＨＶＰＳ　２７は、高圧ＤＣ電力をＲ
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Ｆ出力段２８に提供し、次に、ＲＦ出力段２８は、高圧ＤＣ電力をＲＦエネルギーに変換
し、このＲＦエネルギーを能動電極に送達する。特に、このＲＦ出力段２８は、高いＲＦ
エネルギーの適切な波形を発生する。このＲＦ出力段２８は、種々のデューティサイクル
、ピーク電圧、波高因子および他のパラメータを有する、複数の波形を発生するように構
成される。
【００１７】
　コントローラ２４は、メモリ２６に作動可能に接続されたマイクロプロセッサ２５を含
み、このメモリ２６は、揮発型メモリ（例えば、ＲＡＭ）であり得るか、および／または
不揮発型メモリ（例えば、フラッシュメディア（ｆｌａｓｈ　ｍｅｄｉａ）、ディスク媒
体、ＥＰＲＯＭなど）であり得る。このマイクロプロセッサ２５は、ＨＶＰＳ　２７およ
び／またはＲＦ出力段２８に作動可能に接続された出力ポートを含み、これは、マイクロ
プロセッサ２５が、開制御ループスキームおよび／または閉制御ループスキームのいずれ
かにしたがって発生器２０の出力を制御することを可能にする。当業者は、マイクロプロ
セッサ２５が、本明細書で考察される計算を実行するのに適合した任意の論理プロセッサ
（例えば、制御回路）によって置き換えられ得ることを認識する。
【００１８】
　発生器２０は、一対の分割電極パッド（戻り電極パッド６内に配置された第１の電極パ
ッド４１および第２の電極パッド４２）に結合された検出回路２２を有する、戻り電極の
モニタリング（「ＲＥＭ」）システム５０を含む。戻り電極パッド６は、患者Ｐと接触し
、それぞれリード５１および５２に結合した第１の電極パッド４１および第２の電極パッ
ド４２を介して、発生器２０へ電気外科エネルギーを戻す。一実施形態において、戻り電
極パッド６は、対応する数のリードに結合し、２つ１組で配列された、複数の分割電極パ
ッドを含み得る。リード５１および５２は、戻りケーブル８に封入され、変圧器４３の二
次巻線４４で終端接続される。リード５１および５２は、コンデンサ４５および４６によ
って相互に接続される。戻りリード４８は、コンデンサ４５および４６の間に結合され、
電気外科エネルギーをＲＦ出力段２８に戻すように適合される。ＲＥＭシステム５０の変
圧器４３はまた、検出回路２２に接続された一次巻線４７を含む。
【００１９】
　コントローラ２４は、特定の問い合せ周波数（ｉｎｔｅｒｒｏｇａｔｉｏｎ　ｆｒｅｑ
ｕｅｎｃｙ）で駆動信号、ＲＥＭ　ＣＬＫを検出回路２２に提供する。ＲＥＭ　ＣＬＫは
、特定の周波数でコントローラ２４によって発生されるクロック信号であり、これは、方
形波、正弦波、インパルスまたはステップ信号のいずれかであり得る。ＲＥＭ　ＣＬＫは
、検出回路２２が第１の電極パッド４１に印加する、一定の、生理学的に良性の波形（例
えば、１４０ｋＨｚ、２ｍＡ）であり得る。この駆動信号は、その後、患者を通過し、第
２の電極パッド４２を介して回路２２に戻される。次に、検出回路２２は、この駆動信号
に対する応答信号を測定し、戻り電極パッド６の接着の程度を決定するために、この応答
信号の変化をモニタリングする。
【００２０】
　応答信号（例えば、戻り駆動信号）は、第１の電極パッド４１および第２の電極パッド
４２のインピーダンスによって修正される。より具体的には、分割電極パッド４１と４２
の間のインピーダンスは戻り電極パッド６の患者からの剥離に起因して変化するので、次
いで検出回路２２が、インピーダンスが所望の範囲内にあるか否かを測定する、コントロ
ーラ２４へのインピーダンス測定値を供給する。インピーダンスが所望の範囲外である場
合、電極パッド６に過剰な剥離状態が存在し、コントローラ２４はアラームを発し、そし
て／または発生器２０の出力を調整する（例えば、ＲＦエネルギー供給を終了する）。
【００２１】
　図３を参照すると、検出回路２２は、変圧器４３の一次巻線４７に結合し、二次巻線４
４は戻り電極パッド６に結合される。この一次巻線４７は、シングルエンド一次構成であ
り、ここで一次巻線４７は、接地を基準とし、シングルエンドライン５６を含む。この一
次巻線４７はまた、そこを通ってＲＥＭ　ＣＬＫ信号を送信するために、コントローラ２
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４からの入力にも結合される。
【００２２】
　検出回路２２はまた、ＲＥＭ　ＣＬＫによって作動される第１のスイッチ６０および第
２のスイッチ６２を備える。この第１のスイッチ６０および第２のスイッチ６２は、同じ
スイッチパッケージ６１上に配置された（例えば、単一のダイ上に配置されている）アナ
ログスイッチである。この第１のスイッチ６０は、一次巻線４７のシングルエンドのライ
ン５６に結合される。スイッチ６０および６２は、ＲＥＭ　ＣＬＫ周波数において作動さ
れる。第１のスイッチ６０が開いているとき、電極パッド６からのＲＥＭ感知信号はその
スイッチを通り、コントローラ２４へ送信される。第２のスイッチ６２は、接地に対して
中立基準であり、そして電荷注入によって導入されたノイズが生成した場合にのみ、この
第２のスイッチ６２は開く。この第１のスイッチ６０および第２のスイッチ６２はトラン
ジスタ（例えば、相補型金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ（ＣＭＯＳ）、金属酸化
膜半導体電界効果トランジスタ（ＭＯＳＦＥＴ）、接合型電界効果トランジスタ（ＪＦＥ
Ｔ）など）であり得る。
【００２３】
　上記第１のスイッチ６０および第２のスイッチ６２が作動される場合、小さな電荷、い
わゆる「電荷注入」が、スイッチが閉じるときに信号に導入される。したがって、戻り電
極パッド６からのＲＥＭ感知信号は、第１のスイッチ６０の電荷注入からのノイズによっ
て汚染される。電荷注入はアナログスイッチの所望される特徴ではないので、製造者らは
常にその効果を低減させるように努力している。しかしながら、アナログスイッチ製造の
間、電荷注入は十分に制御されるプロセスパラメーターではなく、このことが特定の電荷
注入を有するスイッチを製造することを困難にしている。特定の電荷注入のための較正も
また、問題である。製造者らは、気付かずに（例えば、製造プロセスにおける変化に起因
して）電荷注入パラメータを修正するかもしれず、このことはその電荷注入における電荷
を考慮するための再較正を必要とする。しかしながら、もし複数のスイッチを含むパッケ
ージまたはダイが使用される場合、そのパッケージのスイッチを横切る電荷注入は実質的
に類似している。特定の理論には拘束されないが、２つの対応するスイッチ（例えば、第
１のスイッチ６０および第２のスイッチ６２）を同じスイッチパッケージ６１上に配置さ
せることが、電荷注入のような実質的に類似の動作特性を共有するスイッチを提供するも
のと考えられる。
【００２４】
　本開示は、第１のスイッチ６０を通って送信されるＲＥＭ感知信号からのノイズの排除
のためのシステムを提供する。この第１のスイッチ６０および第２のスイッチ６２によっ
て生成されるノイズは同じであるから、このノイズ成分は、ノイズのあるＲＥＭ感知信号
（例えば、スイッチノイズを有する）からノイズのある中立基準信号（ｎｅｕｔｒａｌｌ
ｙ－ｒｅｆｅｒｅｎｃｅｄ　ｓｉｇｎａｌ）を差動することにより、キャンセルされ得る
。より具体的には、第２のスイッチ６２は中立基準であるので、そこから生成される信号
は、ノイズ成分のみを含む。
【００２５】
　本開示の１つの実施形態において、第１のスイッチ６０および第２のスイッチ６２を有
するスイッチパッケージ６１は、単一ダイ上に配置され、ノイズを排除する。この第１の
スイッチ６０および第２のスイッチ６２は、それぞれライン６４および６６を介して、差
動増幅器６８に結合される。この差動増幅器６８は、任意の型の平均演算増幅器であり得
る。特に、第１のスイッチ６０および第２のスイッチ６２からの信号は、それぞれＲＣ回
路７０および７２に印加される。ＲＣ回路７０および７２の各々が、パラレルで接続され
たレジスタおよびコンデンサを備える。この様式で接続されたＲＣ回路７０および７２は
、ＡＣ　ＲＥＭ感知信号を比例するＤＣ信号に変換する、積分機能または平均機能を提供
する。ＲＣ回路７０および７２を横切って現れる信号は次いで、差動増幅器６８に印加さ
れ、この差動増幅器６８が第１のスイッチ６０からのノイズのあるＲＥＭ感知信号から、
第２のスイッチ６２からのノイズのある中立基準信号を差し引き、それによってノイズ信
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されていて、ノイズ成分は各々の信号において同一であるので、差動増幅器６８はノイズ
がキャンセルされたＲＥＭ感知信号を出力する。このＲＥＭ信号がコントローラ２４に送
信され、このコントローラが、ＲＥＭインピーダンスに比例するＤＣ電圧（例えば、ＲＣ
回路７０および７２からの）が所定の範囲内にあるか否かを測定する。もしそのインピー
ダンスが所定の範囲外である場合には、過剰な剥離状態が存在し、そしてコントローラ２
４がアラームを発し、そして／または発生器２０の出力を調整する（例えば、ＲＦエネル
ギー供給を終了する）。
【００２６】
　１つの実施形態において、検出回路２２は、複数の第１のスイッチ６０および複数の対
応する第２のスイッチ６２を備え得る。この実施形態において、第１のスイッチ６０と第
２のスイッチ６２との対は、図３に示されるように同じスイッチパッケージ６１上に配置
されてもよいし、または代わりに、複数の第１のスイッチ６０および対応するスイッチ６
２（例えば、スイッチ６０および６２の２つの対の４つのスイッチ）が同じスイッチパッ
ケージ６１上に配置されてもよい。
【００２７】
　本開示のいくつかの実施形態が図面において示され、そして／または本明細書中で考察
されたが、本開示はそれらに限定されるとは意図されない。なぜなら、本開示は、当該分
野が許容する限り広い範囲であり、かつ本明細書もそのように読まれることが意図される
からである。したがって、上述の説明は限定と解釈されるべきではなく、特定の実施形態
の単なる例示と解釈されるべきである。当業者は、本明細書に添付の特許請求の範囲の範
囲および趣旨の中で他の改変を企図する。

【図１】 【図２】
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