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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】組織領域内にエネルギーを伝達する間にその組
織領域を視覚化することができる組織内照射焼灼領域の
調整方法を提供する。
【解決手段】組織内照射焼灼領域の調整方法は、位相ア
ンテナアレイおよび超音波トランスデューサアレイを含
む手持ち式装置を用意する最初の工程を含む（９１０）
。手持ち式装置の組織接触面を組織に隣接して配置する
工程（９２０）と、位相アンテナアレイを作動させて、
組織接触面を通してエネルギーを伝達して標的組織内に
焼灼領域を生成する工程と、位相アンテナアレイによっ
て標的組織内にエネルギーを伝達する間に、超音波トラ
ンスデューサアレイを作動させて、標的組織を表す超音
波画像データを取得する工程（９３０）と、組織内のエ
ネルギー伝達焦点を選択的に誘導して組織内照射焼灼領
域を調整する工程（９４０）とを含む。
【選択図】図９



(2) JP 2012-170821 A 2012.9.10

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　組織内照射焼灼領域の調整のための位相アンテナアレイの調整方法であって、
　組織に隣接して配置された位相アンテナアレイによる組織領域内へのエネルギー伝達を
受ける前記組織領域を表わす超音波トランスデューサアレイから取得したデータを用いて
超音波画像を表示する工程と、
　組織内照射焼灼領域を調整するために、前記位相アンテナアレイの放射ビームを選択的
に誘導するように前記位相アンテナアレイを調整する工程と、
を含む方法。
【請求項２】
　超音波画像を表示する前記工程は、
　画像を表示するのに適した少なくとも１つのスクリーンを用意する工程と、
　前記少なくとも１つのスクリーンに前記超音波画像を表示する工程と、
を含む、請求項１に記載の組織内照射焼灼領域の調整方法。
【請求項３】
　超音波画像を表示する前記工程は、
　前記超音波トランスデューサアレイによって取得されたデータを超音波画像化システム
に出力する工程と、
　前記超音波画像化システムからの超音波画像を少なくとも１つのスクリーンに出力する
工程と、
をさらに含む、請求項２に組織内照射焼灼領域の調整方法。
【請求項４】
　前記位相アンテナアレイは、電気外科手術用電力発生源に動作可能に接続されている、
請求項１に記載の組織内照射焼灼領域の調整方法。
【請求項５】
　前記位相アンテナアレイは複数の放射素子を含む、請求項４に記載の組織内照射焼灼領
域の調整方法。
【請求項６】
　前記位相アンテナアレイはユーザインタフェースおよび処理装置に動作可能に接続され
ており、前記ユーザインタフェースはポインティングデバイスを含む、請求項５に記載の
組織内照射焼灼領域の調整方法。
【請求項７】
　前記位相アンテナアレイを調整する前記工程は、使用者が行った前記ポインティングデ
バイスの移動に応答して前記ユーザインタフェースから出力されかつ前記処理装置によっ
て受信された少なくとも１つの電気信号を使用して、前記複数の放射素子の移相を決定す
る工程を含む、請求項６に記載の組織内照射焼灼領域の調整方法。
【請求項８】
　位相アンテナアレイを含む手持ち式装置内に含まれた超音波トランスデューサアレイを
作動させて、前記組織に隣接して配置された位相アンテナアレイによる組織領域内へのエ
ネルギー伝達を受ける前記組織領域を表わす超音波画像データを取得する工程と、
　組織内のエネルギー伝達焦点を選択的に誘導して組織内照射焼灼領域を調整するために
、前記位相アンテナアレイを調整する工程と、
を含む、組織内照射焼灼領域の調整方法。
【請求項９】
　前記手持ち式装置の組織接触面は、超音波透過窓を画定する第１の領域を含む、請求項
８に記載の組織内照射焼灼領域の調整方法。
【請求項１０】
　前記超音波トランスデューサアレイは、前記超音波透過窓に動作可能に関連づけられて
いる、請求項９に記載の組織内照射焼灼領域の調整方法。
【請求項１１】
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　前記超音波トランスデューサアレイを作動させる前記工程は、
　前記超音波透過窓を通して超音波エネルギーを導く工程と、
　前記超音波透過窓を通して超音波エネルギーを受信する工程と、
を含む、請求項１に記載の組織内照射焼灼領域の調整方法。
【請求項１２】
　前記組織接触面は、マイクロ波透過窓を画定する第２の領域をさらに含む、請求項９に
記載の組織内照射焼灼領域の調整方法。
【請求項１３】
　前記位相アンテナアレイは、前記マイクロ波透過窓に動作可能に関連づけられている、
請求項１２に記載の組織内照射焼灼領域の調整方法。
【請求項１４】
　組織内照射焼灼領域を調整するために位相アンテナアレイを調整する方法であって、
　超音波トランスデューサアレイを作動させて、組織領域内に気泡場を生成する工程と、
　位相アンテナアレイに隣接する前記組織領域を表わす前記超音波トランスデューサアレ
イから取得したデータを用いて超音波画像を表示する工程と、
　組織内照射焼灼領域を調整するために、前記気泡場の観察に基づいて前記位相アンテナ
アレイの放射ビームを選択的に誘導するように前記位相アンテナアレイを調整する工程と
、
を含む方法。
【請求項１５】
　前記気泡場としては極微小気泡の雲が挙げられる、請求項１４に記載の組織内照射焼灼
領域の調整方法。
【請求項１６】
　超音波画像中に目視で前記気泡場を観察することができる、請求項１４に記載の組織内
照射焼灼領域の調整方法。
【請求項１７】
　超音波画像を表示する前記工程は、
　前記超音波トランスデューサアレイによって取得されたデータを超音波画像化システム
に出力する工程と、
　前記超音波画像化システムからの超音波画像をスクリーンに出力する工程と、
を含み、
　前記スクリーンに表示された前記超音波画像中に前記気泡場を目視により観察すること
ができる、請求項１４に記載の組織内照射焼灼領域の調整方法。
【請求項１８】
　前記気泡場の観察は、前記気泡場の時間的展開および空間分布の観察を含む、請求項１
４に記載の組織内照射焼灼領域の調整方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、組織焼灼用途に適した電気外科手術装置に関し、より詳細には、超音波トラ
ンスデューサアレイおよび位相アンテナアレイを含むエネルギー伝達装置、それを用いた
組織内照射焼灼領域の調整方法ならびにそれを含むシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特定の疾患の治療では、悪性の組織増殖（例えば腫瘍）を破壊する必要がある。腫瘍細
胞を加熱および破壊するために電磁放射線を使用することができる。治療では、癌性腫瘍
が認められた組織に焼灼プローブを挿入する場合がある。プローブを配置したら、電磁エ
ネルギーをプローブから周囲組織内に送る。
【０００３】
　癌などの疾患の治療では、ある種の腫瘍細胞が、健康な細胞に通常有害である温度より



(4) JP 2012-170821 A 2012.9.10

10

20

30

40

50

も僅かに低い高温で変性することが分かっている。温熱療法などの公知の治療方法は、隣
接する健康な細胞を不可逆的な細胞破壊が生じる温度よりも低い温度に維持しながら、異
常細胞を４１℃超の温度に加熱する。このような方法では、組織を加熱、焼灼および／ま
たは凝固させるために電磁放射線の照射を行う。このような方法を行うために、時として
マイクロ波エネルギーが利用される。電磁放射線を利用して組織を加熱する他の処置も組
織の凝固、切断および／または焼灼を含む。
【０００４】
　電磁放射線を利用する電気外科手術装置は、様々な使用および用途のために開発されて
いる。短時間に高バーストエネルギーを提供して様々な組織に対する切断および凝固作用
を達成するのに使用することができる複数の装置が利用可能である。焼灼処置を行うため
に使用することができる複数の異なる種類の装置が存在する。典型的には、焼灼処置で使
用されるマイクロ波装置は、エネルギー源として機能するマイクロ波発生器と、標的組織
にエネルギーを導くためのアンテナアセンブリを有するマイクロ波外科手術器具（例えば
、マイクロ波焼灼プローブ）とを含む。マイクロ波発生器と外科手術器具は典型的に、マ
イクロ波エネルギーを発生器から器具に伝送するため、および、器具と発生器との間で制
御、フィードバックおよび識別信号を通信するための複数の導体を有するケーブルアセン
ブリによって動作可能に接続されている。
【０００５】
　モノポール、ダイポールおよびヘリカル型などの数種類のマイクロ波プローブが使用さ
れており、それらを組織焼灼用途で使用することができる。モノポールおよびダイポール
アンテナアセンブリでは、マイクロ波エネルギーは一般に、導体の軸から離れるように垂
直に放射される。モノポールアンテナアセンブリは通常、単一の細長い導体を含む。典型
的なダイポールアンテナアセンブリは、２つの細長い導体を含み、それらは直線状に並べ
られ、電気絶縁体を挟んで互いに対して端と端で配置されている。ヘリカルアンテナアセ
ンブリは、様々な寸法（例えば、直径および長さ）の螺旋状の導体構成を含む。ヘリカル
アンテナアセンブリの主な動作モードは、螺旋による放射場が螺旋軸に対して垂直な平面
において最大となるノーマルモード（ブロードサイド）、および螺旋軸に沿って放射が最
大となる軸方向モード（エンドファイア）である。
【０００６】
　特定の処置の間、プローブを組織に直接に挿入してもよく、内腔（例えば、静脈、針ま
たはカテーテル）を介して挿入してもよく、あるいは手技を用いて体内に配置してもよい
。プローブの配置を助けるために、焼灼処置の前に、超音波もしくはコンピュータ断層撮
影（ＣＴ）誘導を使用してもよい。複数のプローブを使用して、相乗効果で大きな焼灼を
生成したり、同時に別々の部位を焼灼したりしてもよい。
【０００７】
　所望の手術結果を達成するために、特定の種類の組織焼灼処置に応じて特定の焼灼体積
を決定してもよい。焼灼体積は、アンテナ設計、アンテナ性能、アンテナインピーダンス
、同時に使用されるエネルギー照射装置の数、焼灼時間およびワット数ならびに組織特性
（例えば、組織インピーダンス）と相関している。特定の処置の間に、マイクロ波エネル
ギーが周囲組織内に照射されている程度を評価するのは難しく、そのため、焼灼された周
囲組織の面積または体積の決定が難しい場合がある。
【０００８】
　悪性細胞を変性させるために必要な温度と、健康な細胞に通常有害な温度との差が小さ
いため、より予測可能な温度分布を得て、周囲の正常な組織の損傷を最小に抑えながら腫
瘍などの異常細胞構造を根絶するために、公知の加熱パターンおよび精密な温度制御が必
要とされる。
【発明の概要】
【０００９】
　本開示は、ハウジングと、ハウジング内に配置された位相アンテナアレイと、ハウジン
グに接続されたユーザインタフェースとを含む、組織へのエネルギー伝達に適した医療装
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置に関する。ユーザインタフェースは、位相アンテナアレイによって組織領域内に伝達さ
れる電磁エネルギーの放射パターンを使用者が選択的に調整することができるように構成
されている。医療装置は、ハウジング内に配置された超音波トランスデューサアレイも含
む。超音波トランスデューサアレイは、位相アンテナアレイによって組織領域内にエネル
ギーを伝達している間にその組織領域を表すデータを取得するように構成されている。
【００１０】
　本開示は、電気外科手術用電力発生源と、電気外科手術用電力発生源に動作可能に関連
づけられた手で保持可能な装置とを含むシステムにも関する。手で保持可能な装置は、位
相アンテナアレイと、位相アンテナアレイによって組織領域内に伝達される電磁エネルギ
ーの放射パターンを使用者が選択的に調整することができるように構成されたユーザイン
タフェースと、位相アンテナアレイによって組織領域内にエネルギーを伝達している間に
その組織領域を表すデータを取得するように構成された超音波トランスデューサアレイと
を含む。
【００１１】
　本開示は、医療装置の組織接触面を組織に隣接して配置する最初の工程を含む、組織内
照射焼灼領域の調整方法にも関する。本医療装置は、位相アンテナアレイおよび超音波ト
ランスデューサアレイを含む。本方法は、位相アンテナアレイから組織接触面を通してエ
ネルギーを伝達して組織内に焼灼領域を生成する工程と、位相アンテナアレイによって組
織領域内にエネルギーを伝達する間に超音波トランスデューサアレイから取得したその組
織領域を表すデータを用いて超音波画像を表示する工程と、位相アンテナアレイの放射ビ
ームを選択的に誘導して組織内照射焼灼領域を調整する工程とを含む。
【００１２】
　本開示は、位相アンテナアレイおよび超音波トランスデューサアレイを含む手持ち式装
置を用意する最初の工程を含む、組織内照射焼灼領域の調整方法にも関する。本方法は、
手持ち式装置の組織接触面を組織に隣接して配置する工程と、位相アンテナアレイを作動
させて組織接触面を通してエネルギーを伝達し、標的組織内に焼灼領域を生成する工程と
、位相アンテナアレイによって標的組織内にエネルギーを伝達する間に超音波トランスデ
ューサアレイを作動させて、その標的組織を表す超音波画像データを取得する工程と、組
織内のエネルギー伝達焦点を選択的に誘導して組織内照射焼灼領域を調整する工程とを含
む。
【００１３】
　本開示は、医療装置の組織接触面を組織に隣接して配置する最初の工程を含む、組織内
照射焼灼領域の調整方法にも関する。本医療装置は、位相アンテナアレイおよび超音波ト
ランスデューサアレイを含む。本方法は、位相アンテナアレイから組織接触面を通してエ
ネルギーを伝達して組織内に焼灼領域を生成する工程と、超音波トランスデューサアレイ
を作動させて組織領域内に気泡場(bubble field)を生成する工程と、位相アンテナアレイ
によって組織領域内にエネルギーを伝達する間に超音波トランスデューサアレイから取得
したその組織領域を表すデータを用いて超音波画像を表示する工程と、気泡場の観察に基
づいて、位相アンテナアレイの放射ビームを選択的に誘導して組織内照射焼灼領域を調整
する工程とを含む。
【００１４】
　添付の図面を参照しながらその様々な実施形態についての説明を読めば、超音波トラン
スデューサアレイおよび位相アンテナアレイを含む本開示のエネルギー伝達装置、それを
用いた組織内照射焼灼領域の調整方法ならびにそれを含むシステムの目的および特徴は当
業者に明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本開示の一実施形態に係る超音波トランスデューサアレイおよび位相アンテナア
レイを含むエネルギー伝達（医療）装置を含むシステムの概略斜視図である。
【図２】本開示の一実施形態に係るポインティングデバイスの指示方向を表す２つの概略
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的に示されている軸（両矢印線で示されている）と共に示されているポインティングデバ
イスの拡大斜視図である。
【図３】本開示の一実施形態に係る位相アンテナアレイの近位端に配置された放射電磁エ
ネルギー透過構造を含むエネルギー伝達システムの概略図である。
【図４】第１の指示方向に配置された図２のポインティングデバイスを示し、かつ本開示
の一実施形態に係るポインティングデバイスの第１の指示方向に応答して医療装置によっ
て組織内に伝達された電磁エネルギーの放射パターンの概略図を示す、図１の医療装置の
上面斜視図である。
【図５】第２の指示方向に配置された図２のポインティングデバイスを示し、かつ本開示
の一実施形態に係るポインティングデバイスの第２の指示方向に応答して医療装置によっ
て組織内に伝達された電磁エネルギーの放射パターンの概略図を示す、図１の医療装置の
上面斜視図である。
【図６】第３の指示方向に配置された図２のポインティングデバイスを示し、かつ本開示
の一実施形態に係るポインティングデバイスの第３の指示方向に応答して医療装置によっ
て組織内に伝達された電磁エネルギーの放射パターンの概略図を示す、図１の医療装置の
上面斜視図である。
【図７】第４の指示方向に配置された図２のポインティングデバイスを示し、かつ本開示
の一実施形態に係るポインティングデバイスの第４の指示方向に応答して医療装置によっ
て組織内に伝達された電磁エネルギーの放射パターンの概略図を示す、図１の医療装置の
上面斜視図である。
【図８】本開示の一実施形態に係る制御システムの概略図である。
【図９】本開示の一実施形態に係る組織内照射焼灼領域の調整方法を示すフローチャート
である。
【図１０】本開示の別の実施形態に係る組織内照射焼灼領域の調整方法を示すフローチャ
ートである。
【図１１】本開示のさらに別の実施形態に係る組織内照射焼灼領域の調整方法を示すフロ
ーチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、添付の図面を参照しながら、超音波トランスデューサアレイおよび位相アンテナ
アレイを含む本開示のエネルギー伝達装置（本明細書では「医療装置」または「手持ち式
装置」ともいう）、それを用いた組織内照射焼灼領域の調整方法およびそれを含むシステ
ムの実施形態について説明する。図の説明全体にわたって、同様の符号は、同様もしくは
同一の要素を指すものとする。図面に示しかつ本説明で使用され、かつ従来同様に、対象
上の相対的な位置づけについて述べる場合、「近位」という用語は、使用者に近い方の本
装置のその部分またはその部品を指し、「遠位」という用語は、使用者から遠い方の本装
置のその部分またはその部品を指す。
【００１７】
　本説明は、「一実施形態では」、「実施形態では」、「いくつかの実施形態では」また
は「他の実施形態では」という語句を用いる場合があるが、これらの語句はそれぞれ、本
開示に係る同一または異なる実施形態のうちの１つまたは複数を指すものとする。本説明
のための「Ａ／Ｂ」という形態の語句は、ＡまたはＢを意味する。本説明のための「Ａお
よび／またはＢ」という形態の語句は、「（Ａ）、（Ｂ）または（ＡおよびＢ）」を意味
する。本説明のための「Ａ、ＢまたはＣのうちの少なくとも１つ」という形態の語句は、
「（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、（ＡおよびＢ）、（ＡおよびＣ）、（ＢおよびＣ）または（
Ａ、ＢおよびＣ）」を意味する。
【００１８】
　電磁エネルギーは一般に、エネルギーの増加または波長の減少によって、電波、マイク
ロ波、赤外線、可視光線、紫外線、Ｘ線およびガンマ線に分類される。本説明で使用され
ている「マイクロ波」とは一般に、３００メガヘルツ（ＭＨｚ）（３×１０８サイクル／
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秒）～３００ギガヘルツ（ＧＨｚ）（３×１０１１サイクル／秒）の周波数範囲の電磁波
を指す。
【００１９】
　本説明で使用されている「焼灼処置」とは一般に、例えば、マイクロ波焼灼、高周波（
ＲＦ）焼灼またはマイクロ波もしくは高周波焼灼補助下切除などの任意の焼灼処置を指す
。本説明で使用されている「エネルギー照射装置」とは一般に、マイクロ波もしくはＲＦ
電気外科手術用発生器など電力発生源から組織までエネルギーを移動させるために使用す
ることができる任意の装置を指す。本明細書における目的では、「エネルギー照射装置」
という用語は、「エネルギー伝達装置」という用語と同義である。本説明で使用されてい
る「伝送線路」とは一般に、ある点から別の点までの信号の伝播のために使用することが
できる任意の伝送媒体を指す。
【００２０】
　本説明で使用されている「位相アンテナアレイ」とは一般に、各放射素子から放出され
る信号の位相をシフトして、アンテナビームを所望の方向に誘導するように建設的／相殺
的干渉を与えることができる任意の多素子アンテナアレイを指す。本明細書における目的
では、「放射素子」は、「アンテナ素子」という用語と同義である。本説明で使用されて
いる「電磁窓」とは一般に、使用時に電磁信号が通過するあらゆる種類のレードームおよ
び窓を指す。
【００２１】
　本説明で使用されている「長さ」とは、電気的長さまたは物理的長さを指すものとする
。一般に、電気的長さは、伝送媒体内を伝播している信号の波長に換算した伝送媒体の長
さの表現である。電気的長さは通常、波長、ラジアンまたは度（°）に換算して表される
。例えば、電気的長さは、伝送媒体内を伝搬している電磁波または電気信号の波長の倍数
または約数として表してもよい。波長は、ラジアン、または度（°）などの理論上の角度
単位で表してもよい。伝送媒体の電気的長さは、（ａ）伝送媒体を通る電気もしくは電磁
信号の伝播時間の（ｂ）伝送媒体の物理的長さに等しい距離にわたる自由空間における電
磁波の伝播時間に対する比を乗じたその物理的長さとして表してもよい。電気的長さは一
般に物理的長さとは異なる。適当なリアクタンス素子（容量性または誘導性）の追加によ
って、電気的長さを、物理的長さよりも著しく短くまたは長くしてもよい。
【００２２】
　本説明で使用されている「リアルタイム」という用語は一般に、データ処理と表示との
間に観測可能な待ち時間がない状態を意味する。本説明で使用されている「ほぼリアルタ
イム」とは一般に、データの取得時間と表示時間との間の時間間隔が比較的短い状態を指
す。
【００２３】
　本開示の様々な実施形態は、組織内に電磁エネルギーを導くことができる患者に直接接
触する１つの装置に組み込まれた超音波トランスデューサアレイおよび位相アンテナアレ
イを提供する。超音波トランスデューサアレイおよび位相アンテナアレイを含む本開示の
エネルギー伝達装置は、組織内に伝達される電磁エネルギーの放射パターンを使用者が制
御できるように構成されており、様々な処置および手術の使用に適するものであってもよ
い。超音波トランスデューサアレイおよび位相アンテナアレイを含む本開示のエネルギー
伝達装置の様々な実施形態は、手で保持可能であり、かつ人間工学的に配置されたユーザ
インタフェースを含むように構成されている
【００２４】
　超音波トランスデューサアレイおよび位相アンテナアレイを含む本開示のエネルギー伝
達装置の様々な実施形態は、組織内への電磁エネルギー伝達の焦点配置を、約１ＧＨｚ～
約５ＧＨｚの動作周波数で、例えば、組織表面に対して約１センチメートル（ｃｍ）～約
３センチメートルの範囲の深さに使用者が制御できるように構成されている。実施形態は
、組織内への電磁エネルギー伝達の焦点配置を可変的な所定の深さまたは深さ範囲に使用
者が制御できるようにしてもよい。例えば、３ｃｍの深さに焦点が配置された３ｃｍの焼
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灼の場合、４．５ｃｍの深さの組織を治療することができる。装置を拡張し、動作周波数
を減少させ、かつ／またはアレイ素子の数を増加させることによって、より深い組織を治
療可能にしてもよい。いくつかの実施形態では、超音波トランスデューサアレイによって
取得されたデータを、エネルギー伝達装置から超音波画像化システムに出力してもよく、
画像化システムから、臨床医がリアルタイムおよび／またはほぼリアルタイムで標的領域
を視覚化するために使用し得る１つまたは複数の表示装置に出力してもよい。
【００２５】
　様々な実施形態に係る超音波トランスデューサアレイおよび位相アンテナアレイを含む
本開示のエネルギー伝達装置は、約３００ＭＨｚ～約１０ＧＨｚで動作するように設計お
よび構成されている。実施形態は、マイクロ波周波数、ＲＦ周波数または他の周波数の電
磁放射線を用いて実施してもよい。
【００２６】
　超音波トランスデューサアレイおよび位相アンテナアレイを含む本開示のエネルギー伝
達装置の様々な実施形態は、マイクロ波もしくはＲＦ焼灼に適しており、マイクロ波もし
くはＲＦ焼灼補助下外科的切除のために組織を予め凝固させるのに用いられる。以下に説
明する様々な方法は、標的組織のマイクロ波焼灼および完全な破壊を目的としているが、
電磁放射線を導く方法は、標的組織が部分的に破壊または損傷される他の治療法と共に使
用し得ることを理解されたい。さらに、以下の説明は、マイクロ波位相アンテナアレイの
使用について記載しているが、本開示の教示を他の種類のユーザ制御可能な位相アンテナ
アレイに適用してもよい。
【００２７】
　様々な実施形態に係る超音波トランスデューサアレイおよび位相アンテナアレイを含む
エネルギー伝達装置を含む電気外科手術システムは、電磁エネルギーに誘発された熱治療
の間に、例えば、臨床医に、熱治療中により良好に視覚化させ、かつ組織のより最適化さ
れた結果の達成方法を理解させるように、リアルタイムおよび／またはほぼリアルタイム
な画像フィードバックを提供することができる。
【００２８】
　図１は、超音波トランスデューサアレイ６７およびマイクロ波位相アンテナアレイ６１
を含むエネルギー伝達装置１０を含む本開示の一実施形態に係る電気外科手術システム（
全体として１００で示されている）を示す。マイクロ波位相アンテナアレイ６１は一般に
、所望の数の行または列を形成するように配置された複数の放射素子（例えば、図３に示
す「Ａ１」、「Ａ２」、「Ａ３」、「Ａ４」～「ＡＮ」）を含む。いくつかの実施形態で
は、放射素子は、Ｓ、ＬまたはＣバンド周波数で動作する開口（導波管）アンテナまたは
線状（ダイポール）アンテナであってもよい。いくつかの実施形態では、放射素子は、螺
旋、ダイポール、スロットまたは任意の種類のマイクロストリップアンテナ、例えばパッ
チアンテナ（長方形のマイクロストリップアンテナとしても知られている）であってもよ
く、例えば、従来のプリント回路基板（ＰＣＢ）製造技術を用いて誘電性シート材料など
の基板上に形成されていてもよい。
【００２９】
　超音波トランスデューサ装置６７（本明細書では「超音波トランスデューサアレイ」と
もいう）は、超音波を生成、伝送および受信することできる任意の好適な装置であっても
よい。超音波トランスデューサ装置６７は、トランスデューサ素子の１次元もしくは多次
元アレイ（図示せず）を含んでいてもよい。超音波トランスデューサ装置６７は、超音波
トランスデューサ装置６７によって受信された反射超音波信号を増幅するように構成され
ていてもよい。いくつかの実施形態では、超音波トランスデューサアレイ６７は、例えば
３次元の体積測定領域をスキャンするのに適した２次元アレイを形成するように個々に制
御可能および動作可能である複数のトランスデューサ素子を含む。個々のトランスデュー
サ素子は、例えば２次元の平面領域をスキャンするのに適した１次元アレイを形成するよ
うに個々に選択可能かつ一緒に動作可能であってもよい。超音波トランスデューサアレイ
６７は、医療装置１０から半径方向に超音波エネルギーを繰り返しに伝送および受信する
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ことによって生成されるセクタスキャン画像などの超広角画像を生成するように構成され
ていてもよい。超音波画像化処理によって、治療中に臨床医が、異常な組織構造（例えば
腫瘍）と正常な組織構造（例えば、血管および組織境界）との関係を観察できるようにし
てもよい。
【００３０】
　エネルギー伝達装置１０は、一般に第１の軸「Ａ１」－「Ａ１」（例えば、中心長手軸
）および第１の軸「Ａ１」－「Ａ１」に対して垂直に配置された第２の軸「Ａ２」－「Ａ

２」を画定するハウジング１５を含む。いくつかの実施形態では、ハウジング１５は、２
つのハウジング半体（図示せず）から形成されている。ハウジング１５の各半体は、対応
する一連の機械的インタフェース（図示せず）に嵌合的に係合して、２つのハウジング半
体をエネルギー伝達装置１０の内側部品およびアセンブリの周りで位置合わせさせるよう
に構成された機械的インタフェース部品（図示せず）を含んでいてもよい。
【００３１】
　図１に示すように、ハウジング１５は、遠位端１３を含む本体部材１７を含む。本体部
材１７は、遠位端１３に組織接触面１４と、組織接触面１４に接続される近位縁部を含む
上面１２と、超音波トランスデューサ装置６７およびマイクロ波位相アンテナアレイ６１
をその中に含むように構成された内部チャンバ７とを画定している。組織接触面１４は、
任意の好適な構成（例えば、平坦、平面または湾曲構成）を有していてもよく、上面１２
に対してほぼ垂直に配置されていてもよい。
【００３２】
　組織接触面１４は一般に、使用時に電磁信号が通過する１つまたは複数の電磁窓を画定
する１つまたは複数の領域を含む。いくつかの実施形態では、組織接触面１４は、超音波
透過窓２７を画定する第１の領域２８と、マイクロ波透過窓２１を画定する第２の領域２
２とを含む。図１に示すように、第１の領域２８は組織接触面１４の下部に対応し、第２
の領域２２は組織接触面１４の上部に対応する。超音波トランスデューサ装置６７の動作
は、超音波透過窓２７を通して超音波エネルギーを導き、超音波透過窓２７を通して超音
波エネルギーを受信することを伴ってもよい。
【００３３】
　超音波透過窓２７およびマイクロ波透過窓２１は、低損失誘電体で構成されていてもよ
い。当然のことながら、超音波透過窓２７およびマイクロ波透過窓２１が互いに対して任
意の好適な関係で（例えば、一方が他方の上（または下）に）配置されていてもよく、例
えば、本体部材１７内に収容された超音波トランスデューサ装置６７および／またはマイ
クロ波位相アンテナアレイ６１の特定の構成に応じて、任意の好適な形状を有していても
よい。
【００３４】
　本体部材１７またはその一部は、金属、熱可塑性材料（例えば、ポリカーボネート）、
複合体（例えば、プラスチック金属もしくはセラミック金属複合体）または他の材料で形
成されていてもよく、手で保持可能であるように構成されていてもよい。超音波透過窓２
７およびマイクロ波透過窓２１の設計または材料は、例えば、所望の電気性能を達成する
ために、組織接触面１４の１つまたは複数の構造部分と比較して異なっていてもよい。ハ
ウジング１５の大きさおよび形状は、図１に示す構成とは異なっていてもよい。
【００３５】
　図１に示すように、電気外科手術システム１００は一般に、電気外科手術用電力発生源
１２０（例えば、マイクロ波もしくはＲＦ電気外科手術用発生器）と、エネルギー伝達装
置１０に関連づけられたユーザインタフェース４６と、位相アンテナアレイ６１に通信可
能に接続された処理装置１５０とを含む。ユーザインタフェース４６は、処理装置１５０
および／または他の処理装置（図示せず）に通信可能に接続されていてもよい。電気外科
手術システム１００は、超音波トランスデューサアレイ６７に通信可能に接続された超音
波画像化システム１４０を含んでいてもよい。超音波画像化システム１４０は、超音波画
像化システム１４０からの出力を表示するために、臨床医がリアルタイムおよび／または
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ほぼリアルタイムで焼灼プロセスを視覚化し得る１つまたは複数の表示装置および／また
はスクリーン１４６（例えば、ＬＣＤ（液晶表示装置）、プラズマ、ＯＬＥＤ（有機発光
ダイオード）、ホログラフィック、平面型など）に接続されていてもよい。
【００３６】
　医療装置１０による組織内への電磁エネルギー伝達の１つまたは複数のパラメータを使
用者が選択的に制御できるようにするために、ユーザインタフェース４６は、処理装置１
５０および／または他のプロセッサ（図示せず）と連携的に動作するように構成されてい
てもよい。ユーザインタフェース４６は、ハウジング１５上に配置されていても、ハウジ
ング１５に別の方法で関連づけられていてもよく、例えば、本体部材１７の上面１２に人
間工学的に配置されていてもよい。いくつかの実施形態では、ユーザインタフェース４６
は、処理装置１５０に通信可能に接続されたポインティングデバイス４５（例えば、ジョ
イスティックまたはトラックボールなど）を含む。
【００３７】
　いくつかの実施形態では、使用者が行ったポインティングデバイス４５の移動は、ポイ
ンティングデバイス４５の指示方向を表わす「Ｘ」および「Ｙ」軸（図２では両矢印で概
略的に示されている）に対して定義されている。軸「Ｙ」は、ハウジング１５の第１の軸
「Ａ１」－「Ａ１」に平行した方向に方向づけられていてもよく、軸「Ｘ」は、ハウジン
グ１５の第２の軸「Ａ２」―「Ａ２」に平行した方向に方向づけられていてもよい。本説
明では後でより詳細に説明するように、医療装置１０による組織内への電磁エネルギー伝
達の１つまたは複数のパラメータは、ポインティングデバイス４５の指示方向と相関して
いてもよい。
【００３８】
　使用者が親指、指または手掌でポインティングデバイス４５を容易に制御することがで
きるように、ポインティングデバイス４５は本体部材１７の上面１２に人間工学的に配置
されていてもよい。ポインティングデバイス４５に代わるものとして（またはそれに加え
て）、ユーザインタフェース４６は、例えば、処理装置１５０または処理装置１５０に接
続された別個のデジタルモジュール内に組み込まれたハードウェアおよび／またはソフト
ウェアなどの音声入力技術を含んでいてもよい。音声入力技術としては、音声認識、ボイ
スアクチベーション、音声修正(voice rectification)および／または埋め込み音声が挙
げられる。
【００３９】
　ユーザインタフェース４６は、追加または代わりとして、電源スイッチ４４を含んでい
てもよい。電源スイッチ４４は、ハウジング１５上に配置されていてもハウジング１５に
別の方法で関連づけられていてもよく、例えば、上面１２に人間工学的に配置されていて
もよく、任意の好適な構成、例えば、回転ノブ、押下ボタン、トグルスイッチ、スライド
スイッチ、音声もしくは音作動式スイッチ、または医療装置１０の電源を切ることができ
る任意の他の好適な装置を有していてもよい。電源スイッチ４４は、フットスイッチ、ハ
ンドスイッチまたは口作動式スイッチなどのリモート操作可能な装置として実施してもよ
い。ユーザインタフェース４６は、追加または代わりとして、電源のオン／オフを使用者
に警告または合図するために、可聴および／または視覚インジケータなどのインジケータ
（図示せず）、例えば、照明付きインジケータ（例えば、単色もしくは色が変わるＬＥＤ
インジケータ）を含んでいてもよい。
【００４０】
　使用者が組織内のエネルギー伝達焦点を様々な位置に選択的に誘導することができ、か
つ／または使用者がエネルギー付与パターン（例えば、組織内照射焼灼領域）を制御する
ことができるようにするために、ユーザインタフェース４６は、処理装置１５０と連携的
に動作するように構成されていてもよい。例えば、使用者が行ったポインティングデバイ
ス４５の移動に応答してユーザインタフェース４６から出力されかつ処理装置１５０によ
って受信された１つまたは複数の電気信号を使用して、例えば、組織内のエネルギー伝達
焦点をリアルタイムおよび／またはほぼリアルタイムで適所に変えることができるように
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、マイクロ波位相アンテナアレイ６１の放射素子の移相を決定および設定してもよい。
【００４１】
　処理装置１５０は、処理装置１５０に関連づけられたメモリ（例えば、メモリ１５１）
内に格納された一連の命令を実行することができる計算装置、計算回路あるいは任意の種
類のプロセッサまたは処理回路を含んでいてもよい。処理装置１５０は、オペレーティン
グシステムプラットホームおよびアプリケーションプログラムを実行するように構成され
ていてもよい。処理装置１５０は図１では独立型モジュールとして示されているが、処理
装置１５０は、電気外科手術用電力発生源１２０または電気外科手術システム１００の他
の部品に完全にあるいは部分的に組み込まれ得ることを理解されたい。医療装置１０は、
本体部材１７内に配置され、かつ処理装置１５０に通信可能に接続され、かつ／または内
部プロセッサ（図示せず）に通信可能に接続されたメモリ５１と共に構成されていてもよ
い。
【００４２】
　処理装置１５０は、ポインティングデバイス４５（例えば、ジョイスティックまたはト
ラックボール）および／または処理装置１５０に通信可能に接続された他の装置の位置お
よび／または相対的移動を示す電気信号などのユーザ入力を、ユーザインタフェース４６
から受信してもよい。いくつかの実施形態では、例えば、ビームおよび／またはエネルギ
ー伝達焦点を所望の方向および／または組織内の所望の位置に誘導することができるよう
に、データ「Ｄ」（所望の放射パターンを達成するために、位相アンテナアレイ６１を適
切に移相する設定に対するポインティングデバイス４５の指示方向のマッピングを表わす
）が、プロセッサ１５０によって使用される好適なメモリ内に格納されている。データ「
Ｄ」は、ルックアップテーブルまたは他のデータ構造などの任意の好適なデータ構造に格
納されていてもよい。データ「Ｄ」は、メモリ５１（医療装置１０に内蔵）に格納されて
もよく、かつ／またはメモリ１５１（医療装置１０に外付け）に格納されていてもよい。
いくつかの実施形態では、データ「Ｄ」は、プロセッサ１５０に通信可能に接続されたラ
イブラリー（図示せず）に格納されていてもよい。本説明で使用されている「ライブラリ
ー」とは一般に、任意のリポジトリ、データバンク、データベース、キャッシュおよび記
憶装置などを指す。
【００４３】
　電気外科手術用電力発生源１２０は、電気外科手術装置と共に使用するのに適した任意
の発生器であってもよく、様々な周波数の電磁エネルギーを提供するように構成されてい
てもよい。いくつかの実施形態では、電力発生源１２０は、約３００ＭＨｚ～約１０ＧＨ
ｚの動作周波数でマイクロ波エネルギーを提供するように構成されている。電気外科手術
用エネルギー源としての使用に適し得る９１５ＭＨｚのエネルギーを伝達する電気外科手
術用発生器の例は、Ｃｏｖｉｄｉｅｎ社によって提供されているＥＶＩＤＥＮＴ（商標）
マイクロ波焼灼発生器という商標で市販されている。
【００４４】
　電気外科手術用電力発生源１２０は、処理装置１５０に動作可能に連通するユーザイン
タフェース１２５を含んでいてもよい。電気外科手術用電力発生源１２０は、エネルギー
照射装置データ、例えば、１つまたは複数のエネルギー伝達装置に関連するパラメータを
格納および読み出しするように構成されたデータベースを含んでもいてもよい。使用中、
臨床医は、エネルギー伝達装置（例えば、医療装置１００）の動作特性をプレビューする
ために、ユーザインタフェース１２５と対話してもよい。ユーザインタフェース１２５は
、１つまたは複数のユーザインタフェース要素を視覚的に表示するように構成された表示
装置（図示せず）を含んでいてもよい。表示装置は、タッチスクリーン機能、例えば、ス
タイラスまたは指先で表示装置の表示パネルに接触することによって、例えば、表示装置
との直接的な物理的対話によってユーザ入力を受信する機能を備えていてもよい。
【００４５】
　マイクロ波位相アンテナアレイ６１は、ケーブル接続または無線接続（例えば、高周波
もしくは赤外線リンク）によって処理装置１５０または電気外科手術用電力発生源１２０
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に動作可能に接続されていてもよい。いくつかの実施形態では、エネルギー伝達装置１０
は第１のコネクタ３５に動作可能に接続された第１のケーブルアセンブリ３１を含み、第
１のケーブルアセンブリ３１によって、さらに、位相アンテナアレイ６１が第１の伝送線
路１０４を介して処理装置１５０に動作可能に接続されている。第１のケーブルアセンブ
リ３１は、電気外科手術用エネルギー源１２０への接続に適した近位端を有していてもよ
い。
【００４６】
　エネルギー伝達装置１０は、追加または代わりとして、第２のコネクタ３６に動作可能
に接続された第２のケーブルアセンブリ３２を含んでいてもよく、第２のケーブルアセン
ブリ３２によって、さらに、超音波トランスデューサ装置６１が第２の伝送線路１０９を
介して超音波画像化システム１４０に動作可能に接続されている。第２のケーブルアセン
ブリ３２は、超音波画像化システム１４０への接続に適した近位端を有していてもよい。
【００４７】
　いくつかの実施形態では、例えば、表示に適した画像フォーマットを提供する処理のた
めに、超音波トランスデューサアレイ６１から取得したデータを、エネルギー伝達装置１
００から超音波画像化システム１４０に出力し、画像化システム１４０から、治療中に標
的領域および／または焼灼等温体積をリアルタイムまたはほぼリアルタイムで視覚化する
ために臨床医が使用し得る１つまたは複数の表示装置１４６に出力してもよい。超音波ト
ランスデューサアレイ６１が作動している間、例えば、熱的に誘発された腫瘤の相転移（
例えば、液体－気体相転移）によって生じる気泡場すなわち極微小気泡の雲が標的領域に
生成されてもよく、超音波画像化中に目視により観察可能であってもよい。標的領域に生
成された気泡雲の時間的展開および空間分布の観察によって、臨床医に、組織の熱治療の
間に、より十分に視覚化させ、かつより最適化された結果の達成方法を理解させ、例えば
、大血管、健康な臓器または生体膜の障壁などの敏感な構造を焼灼するのを回避させても
よい。
【００４８】
　電気外科手術システム１００は、医療装置１０の１つまたは複数の部品と流体連通する
ように接続された冷却液供給システム（例えば、図３に示す３５０）を含んでいてもよい
。いくつかの実施形態では、冷却液供給システムは、冷却流体（例えば、図３に示す「Ｆ
」）を、ハウジング１５の近位端１３に配置された電磁窓（例えば、図３に示す３９０）
を出入りしながら循環させるように構成されていてもよい。
【００４９】
　例えば、電気外科手術システム１００を用いるマイクロ波焼灼の間、医療装置１０を組
織に隣接して配置し、マイクロ波エネルギーをそこに供給する。臨床医は、マイクロ波エ
ネルギーが照射される時間長さを事前に決定してもよい。照射持続時間は、腫瘍の大きさ
および位置ならびに腫瘍が続発性もしくは原発性癌であるか否かなどの多くの要因によっ
て決められてもよい。医療装置１０を用いるマイクロ波エネルギー照射の持続時間は、破
壊される組織領域および／または周囲組織における熱分布の進行によって決められてもよ
い。特定の腫瘍の治療では、例えば、腫瘍がプローブよりも大きい場合や入手可能なプロ
ーブ形状または放射パターンに一致しない形状を有する場合に、焼灼処置中にプローブの
再配置を行う場合もある。
【００５０】
　ユーザインタフェース４６は、医療装置１０による組織内への電磁エネルギー伝達に関
する使用者が選択可能な１つまたは複数のパラメータを表わす表示(indicia)、例えば、
第１の目盛り「Ｓ１」および第２の目盛り「Ｓ２」をその上に含んでいてもよい。図２に
示すように、第１の目盛り「Ｓ１」は、表示目盛り線および角度（°）（例えば、４５°
、０°、４５°）を含み、第２の目盛り「Ｓ２」は、表示目盛り線と、エネルギー強度レ
ベルを示すエネルギー強度のレベルの増加に対応する一連の連続的な正の整数（例えば、
１、２、３）とを含む。表示は、例えば、上面１２にポインティングデバイス４５に隣接
して、例えば、エッチングまたは刻印されているか形成されていてもよい。表示の設計は
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、図２に示す構成とは異なっていてもよい。
【００５１】
　医療装置１０による組織内への電磁エネルギー伝達の１つまたは複数のパラメータは、
ポインティングデバイス４５の指示方向と相関していてもよい。使用者が行ったポインテ
ィングデバイス４５の移動は、第１の方向（例えば、Ｘ軸方向）への移動および第１の方
向に垂直な第２の方向（例えば、Ｙ軸方向）への移動に関して定義してもよい。ポインテ
ィングデバイス４５の指示方向を表わすポインティングデバイス４５から出力された信号
は、組織内への電磁エネルギー伝達の１つまたは複数のパラメータと相関していてもよい
。
【００５２】
　いくつかの実施形態では、第１の方向（例えば、Ｘ軸方向）、第２の方向（例えば、Ｙ
軸方向）および／または第３の方向（例えば、Ｚ軸方向）への使用者が行うインティング
デバイス４５の移動は、所望の方向および／または組織「Ｔ」内の所望の位置への医療装
置１０によるエネルギー伝達ビームの誘導および／または焦点の誘導を可能にする位相ア
ンテナアレイ６１の所定の移相と相関している。
【００５３】
　いくつかの実施形態では、医療装置１０は、第１の方向（例えば、Ｘ軸方向）への使用
者が行ったポインティングデバイス４５の移動に応答して、電力パラメータ（例えば、電
圧、電力および／または電流の強さ）および／または、認識される出力強度に影響を与え
る電力／インピーダンス曲線の形状を調整するように構成されている。例えば、遠位方向
へのポインティングデバイス４５の横方向の移動が大きくなる程、位相アンテナアレイ６
１に伝送される電力パラメータのレベルは大きくなる。例えば、位相アンテナアレイ６１
の放射素子の構成、所望の手術効果、手術の専門性および／または外科医の嗜好に基づい
て、強度設定を事前に行い、ルックアップテーブルから選択してもよい。この選択は自動
的に行っても、使用者が手動で行ってもよい。強度値は、使用者が事前に決定するか調整
してもよい。
【００５４】
　図３は、信号源３１０と、信号源３１０に接続された位相アンテナアレイ３６０と、位
相アンテナアレイ３６０の近位端に配置された放射電磁エネルギー透過構造３９０（本明
細書では「電磁窓」ともいう）とを含むエネルギー伝達システム（全体として３００で示
されている）の一実施形態の概略図である。信号源３１０は一般に、マイクロ波周波数出
力信号を提供するように構成されている。
【００５５】
　位相アンテナアレイ３６０は、信号源３１０に接続されたマイクロ波増幅器３２０と、
マイクロ波増幅器３２０に接続されたマイクロ波電力分割器３３０と、マイクロ波電力分
割器３３０に接続された制御装置３４０と、制御装置３４０に接続された複数の放射素子
「Ａ１」、「Ａ２」、「Ａ３」、「Ａ４」～「ＡＮ」とを含む。マイクロ波増幅器３２０
は、任意の好適な入力電力および出力電力を有していてもよい。電力分割器３３０は、限
定されるものではないが、コプレーナストリップ線、コプレーナ導波管、ウィルキンソン
電力分配器および／または他の好適な電力分配器などの様々な部品によって実施してもよ
い。いくつかの実施形態では、電力分割器３３０を、所定の位相関係を実質的に維持しな
がら、その出力ポートで分割される均等もしくは不均等な電力分割を提供する任意の好適
な電力分配器によって実施してもよい。
【００５６】
　制御装置３４０は一般に、複数の移相器「Ｓ１」、「Ｓ２」、「Ｓ３」、「Ｓ４」～「
ＳＮ」を含む。制御装置３４０は、移相器「Ｓ１」～「ＳＮ」のうちの１つまたは複数の
出力を制御して位相アンテナアレイ３６０の各チャネルに所望の位相関係の電気信号を提
供するために、移相器「Ｓ１」、「Ｓ２」、「Ｓ３」、「Ｓ４」～「ＳＮ」に接続された
複数の処理装置（図示せず）を含んでいてもよい。処理装置は、マルチプロセッサおよび
／またはマルチコアＣＰＵを含んでいてもよく、マイクロプロセッサ、デジタル信号処理
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装置またはマイクロコントローラなどのソフトウェアを実行することができる任意の種類
のプロセッサを含んでいてもよい。
【００５７】
　エネルギー伝達システム３００は、位相アンテナアレイ３６０と組織「Ｔ」との間に配
置される電磁窓３９０を含む。電磁窓３９０は、水ボーラス(water bolus)または他の誘
電体を含んでいてもよい。いくつかの実施形態では、電磁窓３９０は、冷却液源３５５を
含む冷却液供給システム３５０と流体連通するように接続されている。
【００５８】
　冷却液源３５５は、冷却流体「Ｆ」の貯蔵部を含む任意の好適なハウジングであっても
よく、冷却流体「Ｆ」を所定の温度に維持するものであってもよい。例えば、冷却液源３
５５は、電磁窓３９０から戻ってきた冷却流体「Ｆ」を冷却することができる冷却装置（
図示せず）を含んでいてもよい。冷却流体「Ｆ」は、電磁窓３９０を冷却または緩衝する
ために使用することができる任意の好適な流体、例えば、脱イオン水または他の好適な冷
却媒体であってもよい。冷却流体「Ｆ」は、誘電性特性を有していてもよく、位相アンテ
ナアレイ３６０を緩衝する誘電性インピーダンスを提供してもよい。種々の流体、例えば
、限定されるものではないが、水、食塩水、Minnesota Mining and Manufacturing社（３
Ｍ）によって提供されている市販のフロリナート（Ｆｌｕｏｒｉｎｅｒｔ）（登録商標）
パーフルオロカーボン液体などのパーフルオロカーボン、液体クロロジフルオロメタンな
どの液体を使用してもよい。他の変形形態では、気体（例えば、亜酸化窒素、窒素、二酸
化炭素など）を冷却流体として利用してもよい。さらに別の変形形態では、例えば、上述
の液体および／または気体などの液体および／または気体の組み合わせを冷却流体「Ｆ」
として利用してもよい。
【００５９】
　図４～図７は、様々な指示方向に配置されたポインティングデバイス４５と共に示され
、かつポインティングデバイス４５の指示方向に応答して医療装置１０によって組織内に
伝達された電磁エネルギーの放射パターンの概略図と共に示されている、組織「Ｔ」内へ
の電磁エネルギー伝達のために配置される医療装置１０を示す。ポインティングデバイス
４５の指示方向および電磁エネルギーの放射パターンは例示のためのみに提供されており
、本開示の医療装置１０の実施形態を、ポインティングデバイス４５の多くの異なる指示
方向および多くの異なる放射パターンで利用し得ることを理解されたい。
【００６０】
　図４は、ポインティングデバイス４５が第１の指示方向「Ｉ１」に配置された状態で、
治療中に組織「Ｔ」に隣接して配置された医療装置１０（例えば、焼灼処置）の組織接触
面１４を示す。例えば、第１の指示方向「Ｉ１」は、３０°のビーム角および強度レベル
「１」（例えば、低強度レベル）と相関してもよい。図４は、本開示の一実施形態に係る
ポインティングデバイス４５の第１の指示方向「Ｉ１」に応答して医療装置１０によって
組織「Ｔ」内に伝達された電磁エネルギーの放射パターン「Ｐ１」の概略図である。
【００６１】
　図５は、ポインティングデバイス４５が第２の指示方向「Ｉ２」に配置された状態で、
治療中に組織「Ｔ」に隣接して配置された医療装置１０の組織接触面１４を示す。例えば
、第２の指示方向「Ｉ２」は、０°のビーム角および強度レベル「２」（例えば、中強度
レベル）と相関してもよい。図５は、本開示の一実施形態に係るポインティングデバイス
４５の第２の指示方向「Ｉ２」に応答して医療装置によって組織「Ｔ」内に伝達された電
磁エネルギーの放射パターン「Ｐ２」の概略図である。
【００６２】
　図６は、ポインティングデバイス４５が第３の指示方向「Ｉ３」に配置された状態で、
治療中に組織「Ｔ」に隣接して配置された医療装置１０の組織接触面１４を示す。例えば
、第３の指示方向「Ｉ３」は、０°のビーム角および強度レベル「３」（例えば、高強度
レベル）と相関してもよい。図６は、本開示の一実施形態に係るポインティングデバイス
４５の第３の指示方向「Ｉ３」に応答して医療装置によって組織「Ｔ」内に伝達された電
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磁エネルギーの放射パターン「Ｐ３」の概略図である。
【００６３】
　図７は、ポインティングデバイス４５が第４の指示方向「Ｉ４」に配置された状態で、
治療中に組織「Ｔ」に隣接して配置された医療装置１０の組織接触面１４を示す。例えば
、第４の指示方向「Ｉ４」は、－３０°のビーム角および強度レベル「１」（例えば、低
強度レベル）と相関してもよい。図７は、本開示の一実施形態に係るポインティングデバ
イス４５の第４の指示方向「Ｉ４」に応答して医療装置１０によって組織「Ｔ」内に伝達
された電磁エネルギーの放射パターン「Ｐ４」の概略図である。
【００６４】
　図８は、電源ボタン８１０に通信可能に接続され、かつ強度およびビーム角を示すジョ
イスティック位置信号８２０を利用するように構成された、本開示に係る制御システム８
００の一実施形態の概略図である。図８に概略的に示されているように、制御システム８
００は、例えば、組織内のエネルギー伝達焦点をリアルタイムおよび／またはほぼリアル
タイムで適所に変えることができるように、ジョイスティック位置信号８２０を利用して
、アンテナおよび／または増幅器利得８３０を調整するか否かを決定し、かつ／または位
相アンテナアレイ８６１の放射素子（１～Ｎ）の移相を決定する。
【００６５】
　制御システム８００は、電源ボタン８１０が「オン」の状態である場合、アンテナおよ
び／または増幅器利得８３０の調整を可能にし、電源ボタン８１０が「オフ」の状態であ
る場合、アンテナおよび／または増幅器利得８３０の調整を可能にしないように構成され
ている。位相アンテナアレイ８６１の放射ビームを選択的に誘導できるように、ジョイス
ティック位置信号８２０をルックアップテーブル８４０と共に使用してもよい。ルックア
ップテーブル８４０は、位相アンテナアレイ８６１の移相に対するジョイスティックの位
置のマッピングを表わすデータを含む。図８に概略的に示されているように、制御システ
ム８００は、ルックアップテーブル８４０を利用して、位相アンテナアレイ８６１の放射
素子（１～Ｎ）の移相を決定する。
【００６６】
　以下、図９～図１１を参照しながら、組織内照射焼灼領域の調整方法について説明する
。本明細書に提供されている方法の工程は、本開示の範囲から逸脱することなく、組み合
わせでも本明細書に示されているものとは異なる順序でも実施し得ることを理解されたい
。
【００６７】
　図９は、本開示の一実施形態に係る、組織内照射焼灼領域の調整方法を示すフローチャ
ートである。工程９１０では、医療装置１０の組織接触面１４を組織「Ｔ」に隣接して配
置する。医療装置１０は、位相アンテナアレイ６１および超音波トランスデューサアレイ
６７を含む。超音波トランスデューサアレイ６７は、超音波を生成、伝送および受信する
ことができる任意の好適な装置であってもよい。位相アンテナアレイ６１は、マイクロ波
位相アンテナアレイであってもよい。
【００６８】
　位相アンテナアレイ６１は、電気外科手術用電力発生源１２０（例えば、マイクロ波電
気外科手術用発生器）に動作可能に接続されている。位相アンテナアレイ６１は、ユーザ
インタフェース４６および処理装置１５０に動作可能に接続されていてもよい。ユーザイ
ンタフェース４６は、ポインティングデバイス４５を含んでいてもよい。位相アンテナア
レイは一般に、複数の放射素子（例えば、図８に示す位相アンテナアレイ８６１の放射素
子１～Ｎ）を含む。
【００６９】
　工程９２０では、位相アンテナアレイ６１から組織接触面１４を通してエネルギーを伝
達して、組織「Ｔ」内に焼灼領域を生成する。
【００７０】
　工程９３０では、位相アンテナアレイ６１によって組織領域内にエネルギーを伝達する



(16) JP 2012-170821 A 2012.9.10

10

20

30

40

50

間に超音波トランスデューサアレイ６７から取得したその組織領域を表わすデータを用い
て超音波画像を表示する。工程９３０の超音波画像を表示する工程は、超音波画像を表示
するのに適したスクリーン１４６を用意する工程と、スクリーン１４６に超音波画像を表
示する工程とを含んでもよい。
【００７１】
　工程９３０の超音波画像を表示する工程は、超音波トランスデューサアレイによって取
得されたデータを超音波画像化システム１４０に出力する工程と、超音波画像化システム
１４０からの超音波画像を少なくとも１つのスクリーン１４６に出力する工程とを含んで
もよい。
【００７２】
　工程９４０では、位相アンテナアレイ６１の放射ビームを選択的に誘導して組織内照射
焼灼領域を調整する。いくつかの実施形態では、使用者が行ったポインティングデバイス
４５の移動に応答してユーザインタフェースから出力されかつ処理装置１５０によって受
信された少なくとも１つの電気信号を使用して、位相アンテナアレイの複数の放射素子の
移相を決定する。
【００７３】
　図１０は、本開示の一実施形態に係る、組織内照射焼灼領域の調整方法を示すフローチ
ャートである。工程１０１０では、超音波トランスデューサアレイ６７および位相アンテ
ナアレイ６１を含む手持ち式装置１０を用意する。超音波トランスデューサアレイ６７は
、超音波を生成、伝送および受信することができる任意の好適な装置であってもよい。位
相アンテナアレイ６１は、マイクロ波位相アンテナアレイであってもよい。いくつかの実
施形態では、電磁窓３９０を、位相アンテナアレイ３６０と組織「Ｔ」との間に配置する
。
【００７４】
　工程１０２０では、手持ち式装置１０の組織接触面１４を組織「Ｔ」に隣接して配置す
る。組織接触面１４は、超音波透過窓２７を画定する第１の領域２８と、マイクロ波透過
窓２１を画定する第２の領域２２とを含んでいてもよい。
【００７５】
　工程１０３０では、位相アンテナアレイ６１を作動させて、組織接触面１４を通して組
織「Ｔ」内にエネルギーを伝達する。組織接触面１４を通した電磁エネルギーの伝達を使
用して、組織「Ｔ」内に照射焼灼領域を生成してもよい。位相アンテナアレイ６１は、電
気外科手術用電力発生源１２０（例えば、マイクロ波電気外科手術用発生器）に動作可能
に接続されており、処理装置１５０に動作可能に接続されていてもよい。
【００７６】
　工程１０４０では、位相アンテナアレイ６１によって組織領域内にエネルギーを伝達す
る間に超音波トランスデューサアレイ６７を作動させて、その組織領域を表わす超音波画
像データを取得する。工程１０４０の超音波トランスデューサアレイを作動させる工程は
、超音波透過窓２７を通して超音波エネルギーを導く工程と、超音波透過窓２７を通して
超音波エネルギーを受信する工程とを含んでいてもよい。
【００７７】
　工程１０５０では、組織内のエネルギー伝達焦点を選択的に誘導して、組織「Ｔ」内の
照射焼灼領域を調整する。手持ち式装置１０は、例えば、処理装置１５０に通信可能に接
続され、かつ、使用者が組織「Ｔ」内のエネルギー伝達焦点を選択的に誘導することがで
きるように構成された、ポインティングデバイス４５を含むユーザインタフェース４６を
含んでいてもよい。
【００７８】
　いくつかの実施形態では、医療装置１０によるアンテナビームおよび／またはエネルギ
ー伝達焦点を所望の方向および／または組織「Ｔ」内の所望の位置に誘導するために、位
相アンテナアレイ６１の移相に対するポインティングデバイス４５の指示方向のマッピン
グを表すデータ「Ｄ」が、プロセッサ１５０によって使用される好適なメモリ１５１内に
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格納されている。
【００７９】
　図１１は、本開示の一実施形態に係る組織内照射焼灼領域の調整方法を示すフローチャ
ートである。工程１１１０では、医療装置１０の組織接触面１４を組織「Ｔ」に隣接して
配置する。医療装置１０は、位相アンテナアレイ６１および超音波トランスデューサアレ
イ６７を含む。超音波トランスデューサアレイ６７は、超音波を生成、伝送および受信す
ることができる任意の好適な装置であってもよい。位相アンテナアレイ６１は、マイクロ
波位相アンテナアレイであってもよい。
【００８０】
　位相アンテナアレイ６１は、電気外科手術用電力発生源１２０に動作可能に接続されて
おり、ユーザインタフェース４６および処理装置１５０に動作可能に接続されていてもよ
い。ユーザインタフェース４６は、ポインティングデバイス４５を含んでいてもよい。位
相アンテナアレイは一般に、複数の放射素子（例えば、図８に示す位相アンテナアレイ８
６１の放射素子１～Ｎ）を含む。
【００８１】
　工程１１２０では、位相アンテナアレイ６１から組織接触面１４を通してエネルギーを
伝達して、組織「Ｔ」内に焼灼領域を生成する。
【００８２】
　工程１１３０では、超音波トランスデューサアレイ６７を作動させて、組織「Ｔ」の領
域内に気泡場を生成する。気泡場としては、例えば、熱的に誘発された腫瘤の相転移（例
えば、液体－気体相転移）によって生じる極微小気泡の雲が挙げられる。
【００８３】
　工程１１４０では、位相アンテナアレイによって組織領域内にエネルギーを伝達する間
に超音波トランスデューサアレイから取得したその組織領域を表すデータを用いて超音波
画像を表示する。工程１１４０の超音波画像を表示する工程は、画像を表示するのに適し
たスクリーン１４６を用意する工程と、スクリーン１４６に超音波画像を表示する工程と
を含んでもよく、ここでは、スクリーン１４６に表示された超音波画像のうちの１つまた
は複数の中に気泡場を目視により観察することができる。
【００８４】
　工程１１５０では、気泡場の観察に基づいて、例えば、気泡場の時間的展開または空間
分布の観察に基づいて、位相アンテナアレイ６１の放射ビームを選択的に誘導して組織内
照射焼灼領域を調整する。
【００８５】
　超音波トランスデューサアレイおよび位相アンテナアレイを含む上記エネルギー伝達装
置は、エネルギーを組織内に導くことができ、様々な処置および手術の使用に適するもの
であってもよい。超音波トランスデューサアレイおよび位相アンテナアレイを含む本開示
のエネルギー伝達装置は、マイクロ波周波数、ＲＦ周波数または他の周波数の電磁放射線
を用いて実施してもよい。
【００８６】
　本開示の実施形態に係る超音波トランスデューサアレイおよび位相アンテナアレイを含
む上記エネルギー伝達装置は、手で保持可能であり、かつ人間工学的に配置されたユーザ
インタフェースを含むように構成されている。
【００８７】
　上記電気外科手術システムおよび本開示の実施形態に係るエネルギー伝達装置を用いた
組織内照射焼灼領域の調整方法によって、臨床医は、組織領域内にエネルギーを伝達する
間にその組織領域を視覚化することができる。上記電気外科手術システムでは、超音波ト
ランスデューサアレイによって取得されたデータを、上記エネルギー伝達装置から超音波
画像化システムに出力してもよく、画像化システムから、リアルタイムおよび／またはほ
ぼリアルタイムで標的領域を視覚化するために臨床医によって使用され得る１つまたは複
数の表示装置および／またはスクリーンに出力してもよい。
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【００８８】
　上記電気外科手術システムおよび本開示の実施形態に係るエネルギー伝達装置を用いた
組織内照射焼灼領域の調整方法によって、例えば、超音波トランスデューサアレイによっ
て取得された超音波画像データの観察に基づいて組織内照射焼灼領域を調整することで、
臨床医に、大血管、健康な臓器または敏感な膜の障壁などの正常な組織構造を焼灼または
不必要に加熱することを回避させてもよい。本開示の実施形態に係るエネルギー伝達装置
を用いた組織内照射焼灼領域の上記調整方法によって、組織にエネルギーを伝達する間の
気泡場の時間的展開または空間分布の観察に基づいて位相アンテナアレイの放射ビームを
選択的に誘導することで、臨床医に、正常な組織構造を焼灼または不必要に加熱すること
を回避させてもよい。
【００８９】
　例示および説明のために添付の図面を参照しながら実施形態について詳細に説明してき
たが、本発明の方法および装置はそれらによって限定されるものとして解釈されるべきで
ないことを理解されたい。本開示の範囲から逸脱することなく、上記実施形態に対する様
々な修正が可能であることは当業者に明らかとなるであろう。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】 【図９】
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