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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
電気外科用システムであって：
　組織に電気外科用エネルギーを供給するように適合された電気外科用電源を備え、該電
気外科用電源が：
　　少なくとも１つの勾配を有する標的インピーダンス軌道を生成するように適合された
マイクロプロセッサであって、該標的インピーダンス軌道が複数の標的インピーダンス値
を含み、該マイクロプロセッサがまた、該標的インピーダンス軌道に沿った組織のインピ
ーダンスを、対応する標的インピーダンス値に組織インピーダンスを実質的に一致するよ
うに出力レベルを調節することによって駆動するように適合され、該マイクロプロセッサ
が、組織インピーダンスを閾値インピーダンス値と比較し、そして該組織インピーダンス
が該閾値インピーダンス以上であるとき該電気外科用電源の出力を調節するようにさらに
適合されているマイクロプロセッサ、を備える電気外科用電源；および
　電気外科用エネルギーを組織に付与するように適合された少なくとも１つの能動電極を
含む電気外科用器具、を備える、電気外科用システム。
【請求項２】
前記マイクロプロセッサが、オフセットインピーダンス値および終結インピーダンス値の
関数として閾値インピーダンス値を生成するようにさらに適合された、請求項１に記載の
電気外科用システム。
【請求項３】
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前記オフセットインピーダンス値が、最大電流値に対応するインピーダンス値、最小イン
ピーダンス値および初期インピーダンス値からなる群から選択される、請求項２に記載の
電気外科用システム。
【請求項４】
前記マイクロプロセッサが、反応期間の持続時間を反応タイマー値と比較し、そして該反
応期間の持続時間が該反応タイマー値以上であるとき、前記電気外科用電源の出力を調節
するようにさらに適合される、請求項１に記載の電気外科用システム。
【請求項５】
前記マイクロプロセッサが、反応期間の持続時間を反応タイマー値および時間オフセット
期間の合計と比較し、そして該反応期間の持続時間が該反応タイマー値および時間オフセ
ット期間の合計以上であるとき、前記電気外科用電源の出力を調節するようにさらに適合
される、請求項４に記載の電気外科用システム。
【請求項６】
電気外科用電源であって：
　組織に電気外科用エネルギーを供給するように適合されたＲＦ出力ステージ；および
　少なくとも１つの勾配を有する標的インピーダンス軌道を生成するように適合されたマ
イクロプロセッサであって、該標的インピーダンス軌道が複数の標的インピーダンス値を
含み、該マイクロプロセッサがまた、該標的インピーダンス軌道に沿った組織のインピー
ダンスを、対応する標的インピーダンス値に組織インピーダンスを実質的に一致するよう
に出力レベルを調節することによって駆動するように適合され、該マイクロプロセッサが
、組織インピーダンスを閾値インピーダンス値と比較し、そして該組織インピーダンスが
該閾値インピーダンス以上であるとき該電気外科用電源の出力を調節するようにさらに適
合されているマイクロプロセッサ、を備える、電気外科用電源。
【請求項７】
前記マイクロプロセッサが、オフセットインピーダンス値および終結インピーダンス値の
関数として閾値インピーダンス値を生成するようにさらに適合された、請求項６に記載の
電気外科用電源。
【請求項８】
前記オフセットインピーダンス値が、最大電流値に対応するインピーダンス値、最小イン
ピーダンス値および初期インピーダンス値からなる群から選択される、請求項７に記載の
電気外科用電源。
【請求項９】
前記マイクロプロセッサが、反応期間の持続時間を反応タイマー値と比較し、そして該反
応期間の持続時間が該反応タイマー値以上であるとき、前記電気外科用電源の出力を調節
するようにさらに適合される、請求項６に記載の電気外科用電源。
【請求項１０】
前記マイクロプロセッサが、反応期間の持続時間を反応タイマー値および時間オフセット
期間の合計と比較し、そして該反応期間の持続時間が該反応タイマー値および時間オフセ
ット期間の合計以上であるとき、前記電気外科用電源の出力を調節するようにさらに適合
される、請求項９に記載の電気外科用電源。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（優先権の主張）
　本出願は、Ｒｏｂｅｒｔ　Ｗｈａｍらによって、２００６年１月２４日に出願された「
組織シールのためのシステムおよび方法」と題する米国仮出願第６０／７６１，４４３へ
の優先権を主張している。その全体の内容は、その全体の内容が本明細書中に参考として
援用される。
【０００２】
　（背景）
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　（技術分野）
　本開示は、電気外科用システム、および電気外科的手順を実施するための方法に関する
。より詳細には、本開示は、感知された組織性質およびその他の所定の値に基づき、特定
の組織処置が終了するときを決定することに関する。
【背景技術】
【０００３】
　（関連する技術の背景）
　エネルギーを基礎にした組織処置は当該技術分野では周知である。種々のタイプのエネ
ルギー（例えば、電気、超音波、マイクロ波、寒冷、熱、レーザーなど）が、組織に付与
されて所望の結果を達成する。電気外科は、高周波電流の手術部位への適用を含み、組織
を切断、切除、凝固、シールなどを行う。単極電気外科では、供給源または能動電極が、
電気外科用電源からの高周波エネルギーを組織に送達し、そして戻り電極が電源に電流を
戻す。単極電気外科では、供給源電極は、代表的には、外科医によって保持される外科用
器具の一部であり、そして処置されるべき組織に付与される。患者戻り電極は、能動電極
から遠隔に配置され、電源に戻る電流を運ぶ。
【０００４】
　双極電気外科では、ハンドヘルド器具の電極の一方が能動電極として、そして他方が戻
り電極として機能する。この戻り電極は、能動電極に緊密に近接して、電気回路が２つの
電極（例えば、電気外科用鉗子）間に形成されるように配置される。このようにして、付
与された電流は、これら電極間に位置決めされた身体組織に限定される。これら電極が互
いから十分に分離されるとき、この電気回路は開放され、そしてそれ故、これら分離され
た電極のいずれかとの身体組織の不慮の接触は、電流を流れさせない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　感知された組織フィードバックが電気外科用エネルギーの送達を制御するために用いら
れ得ることが当該技術分野で知られている。本開示は、電気外科的処置の終了を決定する
ためのシステムおよび方法に関する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　（要約）
　本開示は、電気外科的処置の終了を決定するためのシステムおよび方法に関する。この
システムは、マイクロプロセッサおよびセンサー回路を有する電気外科用電源を含む。セ
ンサー回路は、組織インピーダンスを連続的にモニターし、そしてオフセットインピーダ
ンスを測定する。マイクロプロセッサは、組織インピーダンスを、上記オフセットインピ
ーダンスの関数として規定される閾値インピーダンス値、およびハードコードされた終結
インピーダンス値と比較する。組織インピーダンスがこの閾値インピーダンス値以上であ
るとき、処置は終了し、そしてこのシステムは、電源の出力を調節する。
【０００７】
　本開示の１つの局面によれば、電気外科用システムが開示される。このシステムは、組
織に所定の出力レベルでエネルギーを供給するように適合された電気外科用電源を含む。
この電気外科用電源は、少なくとも１つの勾配を有する所望のインピーダンス軌道を生成
するように適合されているマイクロプロセッサを備える。この標的インピーダンス軌道は
、１つ以上の標的インピーダンス値を含む。このマイクロプロセッサはまた、上記標的イ
ンピーダンス軌道に沿った組織のインピーダンスを、対応する標的インピーダンス値に組
織インピーダンスを実質的に一致するように上記出力レベルを調節することによって駆動
するように適合されている。このマイクロプロセッサは、組織インピーダンスを閾値イン
ピーダンス値と比較し、そしてこの組織インピーダンスが上記閾値インピーダンス以上で
あると上記電気外科用電源の出力を調節するようにさらに適合されている。このシステム
はまた、電気外科用エネルギーを組織に付与するように適合された少なくとも１つの能動



(4) JP 5085143 B2 2012.11.28

10

20

30

40

50

電極を含む電気外科用器具を含む。
【０００８】
　本開示の別の局面は、電気外科的手順を実施するための方法を含む。この方法は：電気
外科用電源から組織に所定の出力レベルで電気外科用エネルギーを付与する工程、および
標的インピーダンス軌道を生成する工程を含む。この標的インピーダンス軌道は、１つ以
上の標的インピーダンス値を含む。この方法はまた、上記出力レベルを、対応する標的イ
ンピーダンス値に組織インピーダンスを一致するように調節することによって、上記標的
インピーダンス軌道に沿って組織インピーダンスを駆動する工程、および組織インピーダ
ンスを閾値インピーダンス値と比較する工程、および該組織インピーダンスが該閾値イン
ピーダンス以上であるとき、該電気外科用電源の出力を調節する工程を含む。
【０００９】
　本開示のさらなる局面によれば、電気外科用電源が開示される。この電気外科用電源は
、組織に電気外科用エネルギーを供給するように適合されたＲＦ出力ステージを含む。こ
の電気外科用電源はまた、少なくとも１つの勾配を有する所望の標的インピーダンス軌道
を生成するように適合されたマイクロプロセッサを含む。この標的インピーダンス軌道は
、１つ以上の標的インピーダンス値を含む。このマイクロプロセッサはまた、この標的イ
ンピーダンス軌道に沿った組織のインピーダンスを、対応する標的インピーダンス値に組
織インピーダンスを実質的に一致するように上記出力レベルを調節することによって駆動
するように適合されている。このマイクロプロセッサは、組織インピーダンスを閾値イン
ピーダンス値と比較し、そして上記組織インピーダンスが上記閾値インピーダンス以上で
あるとき上記電気外科用電源の出力を調節するようにさらに適合されている。
【００１０】
　本開示のさらなる局面によれば、上記マイクロプロセッサが、オフセットインピーダン
ス値および終結インピーダンス値の関数として閾値インピーダンス値を生成するようにさ
らに適合された、上記電気外科用システムが提供される。
【００１１】
　本開示のさらなる局面によれば、上記オフセットインピーダンス値が、最大電流値に対
応するインピーダンス値、最小インピーダンス値および初期インピーダンス値からなる群
から選択される、上記電気外科用システムが提供される。
【００１２】
　本開示のさらなる局面によれば、上記マイクロプロセッサが、反応期間の持続時間を反
応タイマー値と比較し、そしてこの反応期間の持続時間が該反応タイマー値以上であると
き、上記電気外科用電源の出力を調節するようにさらに適合される、上記電気外科用シス
テムが提供される。
【００１３】
　本開示のさらなる局面によれば、上記マイクロプロセッサが、反応期間の持続時間を反
応タイマー値および時間オフセット期間の合計と比較し、そしてこの反応期間の持続時間
がこの反応タイマー値および時間オフセット期間の合計以上であるとき、上記電気外科用
電源の出力を調節するようにさらに適合される、上記電気外科用システムが提供される。
【００１４】
　本開示のさらなる局面によれば、上記マイクロプロセッサが、オフセットインピーダン
ス値および終結インピーダンス値の関数として閾値インピーダンス値を生成するようにさ
らに適合された、上記電気外科用電源が提供される。
【００１５】
　本開示のさらなる局面によれば、上記オフセットインピーダンス値が、最大電流値に対
応するインピーダンス値、最小インピーダンス値および初期インピーダンス値からなる群
から選択される、上記電気外科用電源が提供される。
【００１６】
　本開示のさらなる局面によれば、上記マイクロプロセッサが、反応期間の持続時間を反
応タイマー値と比較し、そしてこの反応期間の持続時間が反応タイマー値以上であるとき
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、上記電気外科用電源の出力を調節するようにさらに適合される、上記電気外科用電源が
提供される。
【００１７】
　本開示のさらなる局面によれば、上記マイクロプロセッサが、反応期間の持続時間を反
応タイマー値および時間オフセット期間の合計と比較し、そしてこの反応期間の持続時間
が反応タイマー値および時間オフセット期間の合計以上であるとき、上記電気外科用電源
の出力を調節するようにさらに適合される、上記電気外科用電源が提供される。
【発明の効果】
【００１８】
　本開示の電気外科的処置の終了を決定するためのシステムおよび方法により、感知され
た組織性質およびその他の所定の値に基づき、特定の組織処置が終了するときを決定され
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　（詳細な説明）
　本開示の特定の実施形態を、添付の図面を参照して本明細書で以下に説明する。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りょうにすること
を避けるために詳細には説明されない。当業者は、本開示が、内視鏡器具または開放器具
のいずれかとの使用のために適合され得ることを理解する。
【００２０】
　本方法は、制限されないで、超音波、レーザー、マイクロ波、および寒冷組織処置を含
むその他の組織効果およびエネルギーを基礎にした様式に拡大され得ることが想定される
。開示の方法はインピーダンス測定に基づくが、温度、電流、電圧、電力、エネルギー、
電圧および電流の相のような、その他の組織およびエネルギー性質をモニターすることが
組織の状態決定するために用いられ得ることもまた想定される。この方法は、電気外科用
システムに組み込まれたフィードバックシステムを用いて実施され得るか、または独立型
のモジュール実施形態（例えば、この電気外科用システムの電源のような種々の構成要素
に電気的に接続される形態の取り外し可能なモジュール回路）であり得ることがさらに想
定される。
【００２１】
　本開示は、組織フィードバックに基づき、組織へのエネルギー送達を制御するための方
法に関する。電気外科用エネルギーが、組織を処置するために用いられている場合、測定
され、そしてフィードバックとして用いられる組織特徴は、代表的には、インピーダンス
であり、そして質問の信号は、元来、電気的である。組織を処置するためにその他のエネ
ルギーが用いられている場合、質問の信号、そして感知される組織の性質はそれに応じて
変化する。例えば、質問の信号が、熱、音、光、超音波などによって達成され得、そして
初期組織特徴は、対応して、温度、密度、不透明性などであり得る。本開示による方法は
、電気外科用エネルギーおよび対応する組織性質（例えば、インピーダンス）を用いて論
議される。当業者は、この方法が、その他の電気エネルギー適用を用いて採用され得るこ
とを認識する。
【００２２】
　図１は、本開示による電気外科用システムの概略図である。このシステムは、患者Ｐの
組織を処置するための１つ以上の電極を有する電気外科用器具１０を含む。この器具１０
は、１つ以上の能動電極を含む単極型（例えば、電気外科用切断プローブ、切除電極（単
数または複数）など）、または１つ以上の能動電極および戻り電極を含む双極型（例えば
、電気外科用シール鉗子）のいずれかであり得る。電気外科用ＲＦエネルギーは、供給ラ
イン１２を経由して電源２０によって器具１０に供給され、この供給ラインは、能動出力
端末に作動可能に接続され、この器具１０が、組織を、凝固、シール、切除および／また
はそれ以外に処置することを可能にする。
【００２３】
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　この器具１０が単極型器具である場合、エネルギーは、患者の身体上に配置され得る戻
り電極（明瞭には示されていない）を通って電源２０に戻され得る。このシステムはまた
、患者Ｐとの全接触面積を最大にすることによって、損傷された組織の機会を最小にする
ように配列された複数の戻り電極を含み得る。さらに、この電源２０および単極戻り電極
は、いわゆる「組織から患者への」接触をモニターするための形態であり得、組織損傷の
機会をさらに最小にするためのそれらの間に十分な接触を確実にする。
【００２４】
　この器具１０が双極型器具である場合、この戻り電極は、能動電極（例えば、双極鉗子
の対向する顎にある）に近接して配置される。電源２０は、複数の供給端末および戻り端
末、ならびに対応する数の電極配線を含み得ることがまた想定される。
【００２５】
　電源２０は、この電源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
ー、スイッチ、タッチスクリーンなど）を含む。さらに、この電源２０は、外科医に種々
の出力情報（例えば、強度設定、処置終了インジケーターなど）を提供するための１つ以
上のディスプレイスクリーンを含み得る。これら制御は、外科医が、ＲＦエネルギーの電
力、波形、およびその他のパラメーターを調節することを可能にし、特定のタスク（例え
ば、凝固、組織シール、強度設定など）のために適切な所望の波形を達成する。この器具
１０は、電源２０の特定の入力制御には余分であり得る複数の入力制御を含み得ることが
また想定される。この器具１０に入力制御を配置することは、電源２０との相互作用を必
要とすることなく外科手順の間のＲＦエネルギーパラメーターのより容易およびより迅速
な変更を可能にする。
【００２６】
　図２は、コントローラー２４、高電圧ＤＣ電源２７（「ＨＶＰＳ」）およびＲＦ出力相
２８を有する電源２０の概略ブロック図を示す。このＨＶＰＳ２７は、高電圧ＤＣ電力を
ＲＦ出力相２８に提供し、これは、次いで、高電圧ＤＣ電力をＲＦエネルギーに変換し、
そして高周波数ＲＦエネルギーを能動電極２４に送達する。特に、このＲＦ出力相２８は
、高周波ＲＦエネルギーの正弦波形を生成する。このＲＦ出力相２８は、種々の衝撃係数
、ピーク電圧、波高因子、およびその他のパラメーターを有する複数の波形を生成するよ
うな形態である。特定の型の波形は、特定の電気外科用モードのために適切である。例え
ば、このＲＦ出力相２８は、切断モードで１００％の衝撃係数の正弦波形を生成し、これ
は、組織を解剖するために最良に適合され、そして凝固モードで２５％の衝撃係数の正弦
波形を生成し、これは、出血を停止するように組織を焼灼するために最も用いられる。
【００２７】
　コントローラー２４は、揮発型メモリー（例えば、ＲＡＭ）および／または不揮発型メ
モリー（例えば、フラッシュ媒体、ディスク媒体など）であり得るメモリー２６に作動可
能に接続されたマイクロプロセッサ２５を含む。このマイクロプロセッサ２５は、ＨＶＰ
Ｓ２７および／またはＲＦ出力相２８に作動可能に接続され、開放および／または閉鎖制
御ループスキームに従って、マイクロプロセッサ２５が電源２０の出力を制御することを
可能にする。
【００２８】
　種々の組織およびエネルギー性質（例えば、組織インピーダンス、組織温度、出力電流
および／または電圧など）を測定するための１つ以上のセンサーを有するセンサー回路２
２を含む閉鎖ループ制御スキームまたはフィードバック制御ループが提供される。センサ
ー回路２２は、コントローラー２４へのフィードバックを提供する。このようなセンザー
は、当業者の条項内にある。コントローラー２４は、次いで、ＨＶＰＳ２７および／また
はＲＦ出力相２８に信号を送り、これらは、次いで、ＤＣおよび／またはＲＦ電源をそれ
ぞれ調節する。コントローラー２４はまた、電源２０または器具１０の入力制御からの入
力信号を受ける。コントローラー２４は、この入力信号を、電源２０によって出力される
電力を調節するため、そして／またはそれに対するその他の制御機能を実施するために利
用する。
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【００２９】
　特に、センサー回路２２は、組織インピーダンスを測定するために適合されている。こ
れは、センサー回路２２において、そして／またはマイクロプロセッサ２５において電圧
および電流信号を測定すること、およびそれらの関数として対応するインピーダンス値を
算出することによって達成される。電力およびその他のエネルギー性質がまた、収集され
た電圧および電流信号に基づいて算出され得る。感知されたインピーダンス測定値は、電
源２０によってフィードバックとして用いられる。
【００３０】
　本開示による組織をシールする方法は、図３および図４を参照して以下に論議される。
この方法は、メモリー２６中に格納され、そしてマイクロプロセッサ２５によって履行さ
れるソフトウェアを基礎にした組織処置アルゴリズムで具現化され得る。図４は、エネル
ギーの特定の付与の間に組織が受ける種々の相を示す、インピーダンスの経時的なグラフ
を示す。エネルギーが付与されるとき組織インピーダンスにおける減少は、組織が融合（
例えば、血管シール）され、切除され、または乾燥されているときに起こる。電気的エネ
ルギーの発生のとき（すなわち、組織融合、切除、または乾燥の間）、組織加熱は、初期
に感知されたインピーダンス未満である最小値に向かってインピーダンスを減少する。組
織インピーダンスは、組織が凝固されているとき、ほぼ直ちに上昇し始める。
【００３１】
　予備加熱または初期乾燥ステージである相Ｉの間に、組織に供給されるエネルギーのレ
ベルは十分に低く、そしてこの組織のインピーダンスは、初期インピーダンス値で開始す
る。組織により多くのエルルギーが付与されるとき、その中の温度は上昇し、そして組織
インピーダンスは減少する。より後の時点で、組織インピーダンスは、最小インピーダン
ス値２１０に到達し、これは、沸騰温度（細胞内および細胞外流体沸騰温度）である約１
００℃の組織温度に対応する。
【００３２】
　相ＩＩは、蒸発相または後期乾燥相であり、この間に組織は、湿った伝導性から乾燥し
た非伝導性性質までの相遷移を達成する。特に、細胞内および細胞外流体の大部分は、相
Ｉの終期の間に迅速に沸騰し始めるとき、インピーダンスは、最小インピーダンス値２１
０を超えて上昇し始める。十分なエネルギーが相ＩＩの間に組織に連続的に付与されると
き、温度は、最小インピーダンス値２１０に一致する沸点を超えて上昇する。温度が上昇
し続けるとき、組織は、湿った状態から固体状態までの相変化を受け、そして最終的には
、乾燥状態になる。さらなるエネルギーが付与されるとき、組織は完全に乾燥され、そし
て最終的には蒸発され、スチーム、組織蒸気および黒こげを生成する。当業者は、図４の
示されるインピーダンス変化が、例示の電気外科的手順を示し、しかも、本開示は、異な
るインピーダンス曲線および／または軌道を有する電気外科的手順に対して利用され得る
ことを認識する。
【００３３】
　電気外科用エネルギーの付与は、測定されたインピーダンス信号の関数として電源２０
の出力を制御するインピーダンスフィードバックアルゴリズムを経由して制御される。こ
のインピーダンスフィードバックアルゴリズムは、メモリー２６内に格納され、そしてマ
イクロプロセッサ２６によって履行される。この組織処置アルゴリズムは、予め規定され
た標的インピーダンス軌道に沿って測定された組織インピーダンスを駆動する（例えば、
相Ｉでは下方、相ＩＩでは上方など）。これは、測定されたインピーダンス値を対応する
標的インピーダンス値に一致するように電源２０の出力を調節することによって達成され
る。より詳細には、この組織処置アルゴリズムは、組織が、乾燥、凝固、融合および／ま
はシールのために適切に処置され、エネルギー付与を止め、そして／または遮断するとき
を識別する。
【００３４】
　ステップ１００では、器具１０は、組織と係合し、そして電源２０が作動される（例え
ば、フットペダルまたはハンドスイッチを押すことによる）。ステップ１１０では、組織
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処置アルゴリズムが開始され、そしてコンフィギュレーションファイルがロードされる。
このコンフィギュレーションファイルは、この組織処置アルゴリズムを制御する種々の予
め規定された値を含む。特に、終結インピーダンス値２２０および反応タイマー値がロー
ドされる。オフセットインピーダンス値と組合せた終結インピーダンス値が、処置の終了
を示す閾値インピーダンス値を算出するために用いられる。特に、電気外科用エネルギー
の組織への付与は、組織インピーダンスが、閾値インピーダンス以上であるまで続けられ
、この閾値インピーダンスは、終結インピーダンス値とオフセットインピーダンス値を付
加することによって決定される。終結インピーダンス値は、到達された最低の測定インピ
ーダンスを超えて約１０オームから約１０００オームの範囲であり得る。
【００３５】
　終結状態はまた、所定の時間、すなわち、反応時間の間、電気外科用エネルギーを付与
することを含み、これは、反応時間値によって具現化される。これは、処置プロセスが組
織を過剰調理しないことを確実にする。この終結インピーダンス値２２０および反応タイ
マーは、ハードコードされ、そして組織の型、用いられている器具および使用者によって
選択される設定に基づいて自動的に選択される。この終結インピーダンス値２２０は、組
織処置の間のいずれのときにもロードされ得る。さらに、この終結インピーダンス値２２
０および反応タイマーはまた、使用者によって入力され得る。
【００３６】
　ステップ１２０では、電源２０は、器具１０を通じて組織に電気外科用エネルギーを供
給する。組織へのエネルギーの付与の間に、インピーダンスは、センサー回路２２によっ
て連続的にモニターされる。特に、このセンサー回路２２で、および／またはマイクロプ
ロセッサ２５で、電圧および電流信号がモニターされ、そして対応するインピーダンス値
が算出される。電力およびその他のエネルギー性質もまた、収集された電圧および電流信
号に基づいて算出され得る。マイクロプロセッサ２５は、収集された電圧、電流、および
インピーダンスをメモリー２６中に格納する。
【００３７】
　ステップ１３０では、オフセットインピーダンス値が得られる。このオフセットインピ
ーダンス値は、処置の終わりを示す閾値インピーダンス値を算出するために用いられる。
この閾値インピーダンスは、終結インピーダンス値２２０とオフセットインピーダンス値
との合計である。このオフセットインピーダンスは、実施されている電気外科的手順に依
存して複数の方法で得られ得る。例えば、このオフセットインピーダンス値は、所望の組
織効果を促進するために必要な組織を通過される最大電流の時間で測定された組織インピ
ーダンスであり得る。単に絶対値、すなわち、終結インピーダンス値よりはむしろ、オフ
セットインピーダンス値によって参照され、そして部分的に規定される閾値インピーダン
ス値を用いることは、異なる組織型、顎充填物および変動する外科用デバイスを説明する
。
【００３８】
　最小の測定されたインピーダンス、すなわち、最小インピーダンス値２１０はまた、上
記オフセットインピーダンス値として用いられ得る。これは、組織が通常の乾燥プロセス
で反応するとき特に有用である。図４に示されるように、インピーダンスは、最小インピ
ーダンス値２１０に到達するまで初期値から低下する。所定の時間間隔の後、このインピ
ーダンスは、組織が反応するときの乾燥の開始で再び上昇する。この反応が生じるために
必要な時間長さ、および／または最小のインピーダンス値２１０は、組織の型、顎充填物
または用いられている特定のデバイスを識別することによって種々の処置パラメーターを
支援して規定し得る。なぜなら、この最小インピーダンス値２１０は、乾燥の開始ステー
ジと揃っているからである。結果として、オフセットインピーダンス値は、インピーダン
ス勾配が正になるとき、すなわち、経時的なインピーダンス変化（ｄｚｄｔ）がゼロより
大きいか、またはｄｚｄｔがほぼゼロであるときの時間の点で捕捉され得る。さらに、こ
のオフセットインピーダンス値は、種々の異なる方法から、そして種々の異なるパラメー
ター：例えば、開始組織インピーダンス、最小電圧におけるインピーダンス、インピーダ
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ンスの正また負の勾配変化いずれかにおけるインピーダンス、および／またはプログラミ
ング内もしくは末端使用者によって特定される定数値などを利用して算出され得る。開始
インピーダンスは、質問のパルスを経由する電気外科的手順の付与の開始で捕捉され得る
。
【００３９】
　ステップ１４０では、反応期間のタイミングは、この反応期間が反応タイマーを超えな
いことを確実にするために開始される。エネルギー付与は、閾値インピーダンス値が反応
タイマーの満了の前に到達されるまで継続する。上記で論議されたように、エネルギー付
与は、異なる型の組織および手順について変動し、それ故、閾値インピーダンスに類似の
反応タイマーがまた、特定の作動要求に好都合であるように仕立てられることが望ましい
。この目的のために、時間オフセット期間が利用される。特に、この時間オフセット期間
は、反応タイマーに付加され、エネルギー付与の持続時間を延長する。複数の時間オフセ
ット期間値がハードでコードされ（例えば、探索テーブル）、手順の間に適切な値がロー
ドされる。使用者はまた、所望の時間オフセット期間を選択し得る。
【００４０】
　この時間オフセット期間およびオフセットインピーダンスはまた、測定されたインピー
ダンスが標的軌跡から逸脱するときに得られ得る。エネルギーサイクルの任意のサブセグ
メントにおける所定の標的軌道、または全体のサイクルを通じて偏差が追跡される。偏差
が、使用者によって予め規定されるか、またはハードでコードされる許可された偏差に対
して所定の閾値範囲の外側にあるとき、オフセットインピーダンスおよび時間オフセット
期間が、上記で説明された様式で用いられる。
【００４１】
　ステッブ１５０では、インピーダンスフィードバックアルゴリズムは、初期測定インピ
ーダンス、軌道の勾配として表される変化の所望の速度などのような種々の値に基づいて
標的インピーダンス軌道を算出する。特に、このアルゴリズムは、経時的なインピーダン
スの予め規定された所望の変化（すなわち、勾配）の速度（ｄＺ／ｄｔ）に基づき、各時
間ステップにおける標的インピーダンス値を算出する。変化の所望の速度は、変数として
格納され得、そしてステップ１００の間にロードされるか、または選択された器具によっ
て決定される組織の型に基づいて手動または自動的に選択され得る。
【００４２】
　この標的インピーダンスは、所定の点（例えば、組織反応が実在し、そして安定である
と考えられるときの点に対応する初期インピーダンス値および時間値）から開始する標的
軌道の形態をとる。この軌道は、非直線状および／または準直線形態をとり得ることが想
定される。この標的軌道は、図４に示されるように、実施されている電気外科的手順に依
存して正または負の勾配を有し得る。凝固および／または組織シールの間に、組織インピ
ーダンスを、低インピーダンス値から高インピーダンス値に駆動することが所望される。
このような状況では、上記標的軌道は、直線状または準直線形状を有する。
【００４３】
　ステップ１６０では、インピーダンスフィードバックアルゴリズムは、測定されたイン
ピーダンスを、標的インピーダンス軌道に一致する。このインピーダンスフィードバック
アルゴリズムは、組織インピーダンスを標的インピーダンスに一致するように調節するこ
とを試みる。このアルゴリズムが、ＲＦエネルギーを向けることを継続し、組織インピー
ダンスを特定された軌道に一致するように駆動する間に、このアルゴリズムは、適切な矯
正をなすためにインピーダンスをモニターする。
【００４４】
　ステップ１７０では、このアルゴリズムは、組織処置が終了し、そしてこのシステムか
ＲＦエネルギーを止めるべきであるか否かを決定する。これは、実際の測定されたインピ
ーダンスをモニターすることによって決定され、この実際に測定されたインピーダンスが
、所定の閾値インピーダンス以上であるか否かを決定する。ステップ１８０では、このシ
ステムは、時間の長さが、反応タイマー＋時間オフセット期間を超える閾値インピーダン
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スに到達するか否かをモニターする。インピーダンスが閾値インピーダンス以上であるか
、そして／または反応タイマーと時間オフセット期間の合計が満了した場合、上記アルゴ
リズムは、処置の信号終了にプログラムされ、そして電源２０は遮断されるか、または初
期状態に戻される。上記アルゴリズムはまた、測定されたインピーダンスが、所定の時間
の間、閾値インピーダンスより大きいか否かを決定し得る。この決定は、組織が適正また
は完全にシールされていないとき、電気外科用エネルギーを早期に終結する可能性を最小
にする。
【００４５】
　例えば、組織温度、電圧、電力および電流のような、その他の組織および／またはエネ
ルギー性質がまた、処置の終結を決定するために採用され得る。特に、アルゴリズムは、
組織性質を分析し、そして次に、組織応答または軌道中の特定の点で対応するインピーダ
ンス値およびオフセット時間を獲得し、そしてこれらの値または時間が、上記で論議され
た様式で、絶対もしくは参照の遮断インピーダンスおよび／または時間として格納され得
、そして／または用いられ得る。
【００４６】
　本開示のいくつかの実施形態が図面中に示され、そして／または本明細書中で論議され
ているが、本開示がそれらに限定されることは意図されず、この開示は、当該技術が許容
し、しかも明細書が同様に読まれるような範囲の広さであることが意図されるからである
。従って、上記の説明は、制限するものと解釈されるべきではなく、特定の実施形態の単
なる例示である。当業者は、本明細書に添付した請求項の思想および範囲内のその他の改
変を想定する。
【００４７】
　（要約）
　電気外科的手順を実施するためのシステムおよび方法が開示される。このシステムは、
組織に所定の出力レベルでエネルギーを提供するように適合された電気外科用電源を含む
。この電気外科用電源は、少なくとも１つの勾配を有する所望のインピーダンス軌道を生
成するように適合されたマイクロプロセッサを含む。この標的インピーダンス軌道は、１
つ以上の標的インピーダンス値を含む。このマイクロプロセッサはまた、この標的インピ
ーダンス軌道に沿った組織のインピーダンスを、対応する標的インピーダンス値に組織イ
ンピーダンスを実質的に一致するように出力レベルを調節することによって駆動するよう
に適合されている。このマイクロプロセッサは、組織インピーダンスを閾値インピーダン
ス値と比較し、そしてこの組織インピーダンスが上記閾値インピーダンス以上であるとき
上記電気外科用電源の出力を調節するようにさらに適合されている。このシステムはまた
、電気外科用エネルギーを組織に付与するように適合された少なくとも１つの能動電極を
含む電気外科用器具を含む。
【産業上の利用可能性】
【００４８】
　電気外科用システム、および電気外科的手順を実施するための方法が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
　本開示の種々の実施形態は、図面を参照して本明細書中に開示される。
【図１】図１は、本開示による電気外科用システムの概略ブロック図である。
【図２】図２は、本開示による電源の概略ブロック図である。
【図３】図３は、本開示による方法を示すフロー図である。
【図４】図４は、本開示によるインピーダンスの経時的なグラフである。
【符号の説明】
【００５０】
１０　電気外科用器具
１２　供給ライン
２０　電源
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２２　センサー回路
２４　能動電極
２５　マイクロプロセッサ
２６　メモリー
２７　高電圧ＤＣ電源
２８　ＲＦ出力相

【図１】

【図２】

【図３】
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