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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気的インピーダンスを有する負荷に出力電力を印加するための電気外科手術用ゼネレ
ータであって、
　前記電気的インピーダンスの測定値を生成するために前記負荷に電気的に接続されたイ
ンピーダンス測定回路（１５）、
　前記負荷に出力電力を印加するために前記負荷に接続されたＲＦ出力段であって、前記
出力電力のＲＭＳ値を調整するための入力を備えている前記ＲＦ出力段（１３）、
　前記測定回路に電気的に接続され且つ入力に電気的に接続された制御器であって、前記
電気的インピーダンスの測定値に応答して前記入力を調整することによって電気的インピ
ーダンスの振動を１ないし２０ヘルツの間の周波数で繰り返し誘起するための手段を備え
ている前記制御器、
を含んでいる電気外科手術用ゼネレータ。
【請求項２】
　入力電力が振幅を有していて入力がこの振幅を調整し、且つ出力電力がデューティサイ
クルを有していて入力がこのデューティサイクルを調整し、且つ前記インピーダンスが閾
値に達したときに又は事前設定の時間の後に前記出力電力を終了させるための手段を制御
器（１２）が有している、請求項１のゼネレータ。
【請求項３】
　入力がこの出力電圧を調整することにより出力電力を調整する、請求項１のゼネレータ
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【請求項４】
　出力段（１３）から組織（１４）に出力電力を印加するために組織を備えた回路に電気
的に接続されている、組織を処置するための電気外科手術用ゼネレータであって、前記組
織が出力電力に対して可変インピーダンスを呈するように構成された前記電気外科手術用
ゼネレータであって、
　前記可変インピーダンスの測定値を生成するために組織（１４）を備えた回路に電気的
に接続されたインピーダンス測定回路、
　前記出力電力を調整するための、電気外科手術用ゼネレータにおけるフィードバック制
御システムであって、前記可変インピーダンスの測定値に応答して前記出力電力を循環的
に変化させて前記可変インピーダンスを１ないし２０ヘルツの間の周波数で循環的に上昇
させたり下降させたりするために前記インピーダンス測定回路に接続され且つ出力段（１
３）に接続されている前記フィードバック制御システム、
を含んでいる電気外科手術用ゼネレータ。
【請求項５】
　負荷における電気外科用出力電力を制御器によって自動的に制御するための方法であっ
て、
　電気外科用出力電力を発生し、
　負荷の可変インピーダンスの測定値を得るために、出力電力に接続された負荷の可変イ
ンピーダンスを測定し、
　組織インピーダンスを１ないし２０ヘルツの間の周波数で積極的に繰り返し上昇させた
り下降させたりする周波数で、前記出力電力のＲＭＳ値を循環的に上昇させたり下降させ
たりすることによって、このＲＭＳ値に追従している測定値に応答して前記出力電力を制
御する、
段階を含んでいる電気外科用出力電力を制御器によって自動的に制御する方法。
【請求項６】
　前記出力電圧を上昇させたり下降させたりして前記出力電力を調整することによって、
前記ＲＭＳ値を上昇させたり下降させたりする、
段階を含んでいる、請求項５の方法。
【請求項７】
　０ボルトと１２０ボルトとの間で前記出力電圧を上昇させたり下降させたりする段階を
更に含んでいる、請求項６の方法。
【請求項８】
　前記可変インピーダンスが閾値より上に上昇したときに、前記出力電力を終了させる段
階を更に含んでいる、請求項５の方法。
【請求項９】
　事前設定の時間後に、前記出力電力を終了させる段階を更に含んでいる、請求項５の方
法。
【請求項１０】
　負荷における電気外科手術用ゼネレータからの出力電力を制御器によって自動的に制御
するための方法であって、
　電気外科用出力電力を発生し、
　負荷の可変インピーダンスの測定値を得るために、出力電力に接続された負荷の可変イ
ンピーダンスを測定し、
　可変インピーダンスが１ないし２０ヘルツの間の周波数で循環的に上昇したり下降した
りするように、前記負荷の前記可変インピーダンスの測定値に応答して前記出力電力のＲ
ＭＳ値を、前記負荷の熱的帯域幅の範囲内にある周波数で繰り返して上昇させたり下降さ
せたりすることによって、前記出力電力を制御する、
段階を含んでいる電気外科手術用ゼネレータからの出力電力を制御器によって自動的に制
御するための方法。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、適合電力制御を備えた電気外科手術用ゼネレータに、更に詳細には組織が完
全に乾燥するまで組織のインピーダンスを循環的に上昇させたり低下させたりする方法で
出力電力を制御する電気外科手術用ゼネレータに関係している。
【０００２】
【従来の技術】
電気外科手術用ゼネレータは患者の組織を切断したり凝固させたりするために外科医によ
って使用される。高周波電力が電気外科手術用ゼネレータによって発生されて電気外科用
器により手術場所に加えられる、単極式及び二極式形態が電気外科的処置においては普通
である。
【０００３】
電気外科手術用ゼネレータは、典型的には電力供給回路、前面パネルインターフェース回
路、及びＲＦ出力段回路で構成されている。電気外科手術用ゼネレータのための多くの電
気的設計がこの分野では知られている。いくつかの電気外科手術用ゼネレータ設計におい
ては、ＲＦ出力段はＲＭＳ出力電力を制御するために調整されることができる。ＲＦ出力
段を制御する方法は、デューティサイクルを変化させること、又はＲＦ出力段への駆動信
号の振幅を変化させることを含むことができる。ＲＦ出力段を制御する方法はここではＲ
Ｆ出力段への入力を変化させるものとして記述されている。
【０００４】
直径の小さい血管及び維管束を封止するために電気外科用技術が使用されてきた。電気外
科用エネルギーの別の適用は組織接合である。この適用においては、組織の二つの層がつ
かまれて共に締め付けられながら電気外科用電力が印加される。二つの層はそれによって
互いに接着される。組織接着は血管封止に類似しているが、血管又は導管は必ずしもこの
方法で封止される必要はない。例えば、外科的吻合術についてはステープルの代わりに組
織接合を使用することができる。電気外科用電力は組織接合又は血管封止中に組織に乾燥
効果を生じる。ここで使用されたように、用語「電気外科的乾燥」は一般的な電気外科的
凝固、乾燥、血管封止、及び組織接合を含む任意の組織乾燥を包含するつもりである。
【０００５】
電気外科的乾燥に関連した問題の一つは熱的効果による望ましくない組織の損傷である。
手術場所にある組織は電気外科用電流によって加熱される。手術場所に隣接した健康な組
織は、あまりにも多量の熱が手術場所に蓄積することが許されるならば、熱的に損傷され
た状態になることがある。熱は隣接した組織に伝導して大領域の組織壊死を引き起こすか
もしれない。これは熱的広がりとして知られている。熱的広がりの問題は、電気外科用具
が傷つきやすい解剖学的組織に近接して使用されるときに重要になる。それゆえに、熱的
広がりを低減した電気外科手術用ゼネレータは首尾よい手術結果のためのよりよい機会を
提供することになるであろう。
【０００６】
電気外科的乾燥に関連したもう一つの問題は外科用具における焼痂の蓄積である。焼痂は
、乾燥してその後熱により黒焦げになった組織から生成した、電気外科用具における堆積
物である。外科用具は焼痂で覆われたときには多くの場合有効性を失うことになる。焼痂
の蓄積は、手術場所に発生する熱が少ない場合には低減され得るであろう。
【０００７】
開業医は、組織の電気的インピーダンスの測定値が組織の乾燥状態の良好な指標であるこ
とを知っている。幾つかの市販で入手可能な電気外科手術用ゼネレータはインピーダンス
の測定値に基づいて出力電力を自動的に終了させることができる。乾燥の最適点を決定す
るための幾つかの方法がこの分野において知られている。一つの方法は閾値インピーダン
スを設定して、組織の測定インピーダンスがこの閾値を越えたときに電力を終了させる。
もう一つの方法はインピーダンスにおける動的変動に基づいて電力を終了させる。
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【０００８】
組織のインピーダンスの動的変動についての論述は、「ニューロサージカル・レビュー」
７：２～３、１８７～１９０ページ、１９８４年、所載のバルフォース及びバーグダール
著の「自動制御二極式電気凝固」（Ｖａｌｌｆｏｒｓ　ａｎｄ　Ｂｅｒｇｄａｈｌ，“Ａ
ｕｔｏｍａｔｉｃａｌｌｙ　ＣｏｎｔｒｏｌｌｅｄＢｉｐｏｌａｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏｃｏ
ａｇｕｌａｔｉｏｎ，”Ｎｅｕｒｏｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｒｅｖｉｅｗ，７：２～３、ｐｐ
．１８７～１９０、１９８４）という論文に見いだされることができる。バルフォース論
文における図２は組織の加熱中における時間の関数としてのインピーダンスを示している
。バルフォースは組織のインピーダンス値が凝固の瞬間において最小値に近づくことが判
明したと報告している。この観察に基づいて、バルフォースは最小インピーダンスを監視
して、その後組織の黒焦げを回避するために出力電力を終了させるためのマイクロコンピ
ュータを示唆している。
【０００９】
「ジャーナル・オブ・ニューロサージェリ」７５：１、１４８～１５１ページ、１９９１
年７月、所載のバーグダール及びバルフォース著「凝固及び自動コンピュータ化二極式凝
固器の開発についての研究」（Ｂｅｒｇｄａｈｌ　ａｎｄ　Ｖａｌｌｆｏｒｓ，“Ｓｔｕ
ｄｉｅｓ　ｏｎ　Ｃｏａｇｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　ｏｆ　ａｎ
　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒｉｚｅｄ　Ｂｉｐｏｌａｒ　Ｃｏａｇｕｌａｔ
ｏｒ，”Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｎｅｕｒｏｓｕｒｇｅｒｙ，７５：１、１４８～１５１
、Ｊｕｌｙ　１９９１）という２番目の論文は組織のインピーダンス特性及びこれの電気
外科的血管封止への応用を論述している。このバーグダール論文はインピーダンスが凝固
の瞬間において最小値を有することを報告していた。バーグダール論文はまた、２ないし
２．５ミリメートルより大きい直径の動脈を安全に凝固させることが可能ではないことを
報告していた。この発明は、より大きい直径の血管の電気外科的血管封止を可能にするこ
とによってこの制限を克服するのに役立つ。
【００１０】
米国特許第５５４０６８４号はバルフォース及びバーグダールの開示内容に類似した方法
で組織を電気外科的に処置するための方法及び装置を開示している。米国特許第５５４０
６８４号は、組織インピーダンスが最小値に達した後に、自動的にＲＦ出力をオフにする
ことに関連した問題を扱っている。記憶装置が最大及び最小インピーダンス値を記録し、
そしてアルゴリズムが出力電力を終らせるための最適時点を計算する。
【００１１】
米国特許第４１９１１８８号は可変波高率の電気外科手術用ゼネレータを開示している。
波高率は電気外科的波形の凝固有効性と関連していることが明らかにされている。
【００１２】
米国特許第５４７２４４３号は温度についての組織インピーダンスの変動を開示している
。組織のインピーダンスは温度が増大されるにつれて低下し、そしてその後上昇すること
が示されている。米国特許第５４７２４４３号は、体液中に含まれた塩類が解離している
と考えられ、これによって電気的インピーダンスを減小させている場合の相対的に低い方
の温度領域（図２における領域Ａ）を示している。相対的に次に高い方の温度領域（領域
Ｂ）は、組織における水分が沸騰して蒸発し、インピーダンスを上昇させた場合である。
相対的に最高の領域（領域Ｃ）は、組織が黒焦げになって、インピーダンスのわずかな低
下をもたらした場合である。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
臨床的に有効な出力を発生し、そして更に、手術場所における熱及び熱的広がりの量を低
減する電気外科手術用ゼネレータを有することが望ましいであろう。血管封止及び組織接
合手術のためのより良い質の封止を生成する電気外科手術用ゼネレータを有することもま
た望ましいであろう。最少限の量の電気外科用エネルギーを使用することによって組織を
乾燥させる電気外科手術用ゼネレータを有することもまた望ましいであろう。
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【００１４】
【課題を解決するための手段】
この発明は、血管を電気外科的に封止すること、導管を封止すること、組織を接合して乾
燥させることの質及び信頼性を増大するための改良された出力電力制御器を有する電気外
科手術用ゼネレータに関する。詳細には、出力電力は、組織が完全に乾燥するまで、組織
のインピーダンスを繰り返して上昇させたり低下させたりする方法で制御される。出力電
力及び組織インピーダンスは両方共、出力電力を循環させて、これにより組織インピーダ
ンスの循環過程を生じさせるようになっている制御システムの一部分である。この発明の
ための基礎は、電気外科用電力を印加されたときには組織の電気的インピーダンスが通常
上昇し、また電気外科用電力が低減され又は終了させられたときには組織の電気的インピ
ーダンスが通常低下するという実験的観察である。現在入手可能な電気外科手術用ゼネレ
ータは、電力が印加されているときの組織の上昇するインピーダンスを監視している。し
かしながら、出願人は組織が乾燥するまで繰り返して組織のインピーダンスを積極的に上
昇させたり下降させたりする電力制御システムを備えた電気外科手術用ゼネレータを設計
する最初の人である。
【００１５】
電気外科用電力の印加は、組織のインピーダンスを極小値まで低下させそしてその後単調
に上昇させることが知られている。電気外科用電力があまりにも長い間印加されたならば
，組織は黒焦げになって電極にくっつくことがある。従来の設計がインピーダンス測定に
おける最初の極小値の後で出力電力を終わらせていたのに対して、この発明は積極的に数
個のインピーダンス極小値を発生させている。この発明において、電力は、インピーダン
ス限界、時間限界に基づいて、又はゼネレータからの出力電力における変化に対する組織
の反応性に基づいて終了させることができる。
【００１６】
この発明の利点は減小したレベルの組織黒焦げを伴って組織を凝固させることができるこ
とである。この発明の別の利点は改善された組織封止特性を有することである。この発明
の更に別の利点は、熱的広がりを減小し、そしてそれにより隣接した組織への損傷を低減
することである。この発明の更に別の利点は電気外科用具における黒焦げ蓄積の傾向を低
減することである。この発明の更に別の利点は、大きい血管及び導管が電気外科的に封止
され得ることである。
【００１７】
組織のインピーダンスは、出力電力、出力電圧、出力電流、温度及び手術用把持具により
及ぼされた組織における圧力を含む幾つかの要因に依存して、上昇したり下降したりする
ことができると考えられる。この発明は、電力が出力電圧又は出力電流を変化させること
によって調整され得る場合に、電気外科用電力印加に帰せられ得る組織のインピーダンス
における変化を扱っている。この発明は、組織が完全に乾燥するまで、組織インピーダン
スを繰り返して増大させたり減小させたりする。この発明は組織インピーダンス測定値か
らのフィードバッグに基づいた方法で出力電力を調整する。
【００１８】
この発明に従って、組織のインピーダンスは電気外科用電力の比較的低い周波数の循環過
程に応答して上昇したり下降したりする。電気外科用電力は比較的低い周波数で上昇させ
られたり低下させられたりし（ここでは又「循環させられる」として言及する）、これに
より組織のインピーダンスは、組織が乾燥状態になるまで、ほぼ同じ周波数で上げ下げさ
れる。電気外科用電力が上げ下げされる方法は制御システム設計の周知の原則を組み込ん
だ幾つかの方法で完成されることができる。
【００１９】
この発明における電力循環過程の周波数は、一般的に１００キロヘルツないし１メガヘル
ツの範囲にある、電気外科用波形のＲＦ変調周波数とは異なっている。この発明の電力循
環過程の周波数はまた、一般的に約１０００ヘルツより上の周波数範囲にある、組織に凝
固効果を引き起こすゼネレータのデューティサイクルとは異なっている。この発明におけ
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る電力循環過程の周波数範囲は典型的には１ヘルツと２０ヘルツとの間にある。この発明
の電気外科手術用ゼネレータのＲＦ変調及びデューティサイクリングは両方共この発明の
電力循環過程と同時に行われ得る。
【００２０】
電気外科用電力が上げ下げされる（すなわち、循環させられ又は変調される）周波数はあ
まり高くあるべきではない。そうでなければ、組織のインピーダンスは付加的利点を招来
する振幅に応答して上がり下がりすることができない。同様に、周波数は低すぎるべきで
はなく、そうでなければ、組織がなんらの評価できる変調を伴わないで乾燥するので、こ
の発明の有利な面が明白にならない。この発明の有効周波数の範囲は「熱的帯域幅」と呼
ばれてきた。
【００２１】
組織インピーダンスの特性は、ことによると組織の熱的時定数と関係がある。組織及び水
蒸気における水分含有量を含む、組織インピーダンスに影響を及ぼす付加的な要因がある
。高い測定インピーダンスによって示されるように、組織が乾燥した後に、更に電気外科
用電力を印加すると望ましくない黒焦げを生じることになる。それゆえに、電気外科用電
力を終わらせるための適当な特点を決定するためにインピーダンス監視を行うことが望ま
しい。インピーダンス監視はまた、電気外科用電力の変調周波数が自動的に調整されて熱
的帯域幅内に保たれるようにするためにも望ましい。
【００２２】
発明者によって理論化されたことであるが、電気外科的乾燥中の熱的広がりは少なくとも
三つの方法で生成される。第１は接合場所からの直接の熱伝導を通してである。第２は接
合場所を出て行く熱い蒸気に起因する。このメカニズムは、水蒸気の高い移動度のために
、ことによると第１のものよりはるかに重要である。第３のメカニズムは接合場所からの
電流の側方広がりである。理論づけされていることであるが、第３のメカニズムは電流の
比較的大部分を側方へ流れるように強制する、あご部間に高インピーダンス経路を生成す
る水蒸気に起因している。この発明は熱的広がりを減小する方法で出力電力を制御する。
【００２３】
この発明はすべての電気外科手術用ゼネレータに関連している。この発明は特に、電気外
科的接合及び血管封止にはもちろん、二極式電気外科用応用例に適切であることが判明し
ている。熟練した開業医は、組織乾燥が電気外科的方法によって行われる場合には必ず、
この発明の価値を認めるであろう。
【００２４】
【実施例】
この発明は、連続的にではなく循環的な方法で電力を印加することによって、各区域にお
ける熱的広がりを低減することのできる適合振動電力曲線を開示している。減小電力印加
の期間中に、熱エネルギーは散逸することを許され、これが直接の熱伝導を低減する。ま
た、水蒸気が比較的小さいバーストで接合場所を出て行き、これは一つの大きいバースト
よりも少ない熱的損傷を生じる。最後に、電気外科用器具のあご部間のインピーダンスが
低く保たれ、これは電流があご部間でより直接的に流れることを可能にする。
【００２５】
黒焦げもまた低減される。高電圧は組織黒焦げの一因となり、これが電気外科手術用ゼネ
レータの出力電圧を１２０ボルトに制限すること及びそれを電力循環過程中により低い値
に周期的に低減することが望ましい理由である。相対的に低い電圧はまた、電気火花又は
アークが組織を通過して新たに封止され又は接合された組織における小さい穴を焼き抜く
ので重要である。
【００２６】
接合場所に置ける透明性、又は清明さは成功した封止完了の表示子として同定されてきた
。それはまた封止が成功であるかどうかに関して外科医に視覚的フィードバックを与える
。予備的研究の成果の示すところでは、この方法はまた接合場所の透明性を増大すること
ができる。これに対する理由は未知であるが、黒焦げの減少のために接合場所がより透明
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に維持されるようになることは合理的であるように思われる。
【００２７】
図１に言及すると、適合振動電力制御システム１０の構成図が示されている。文字Ａによ
り示された線は制御システム１０に対する指令入力信号を表している。指令入力信号Ａは
望ましくは周期的関数であり、実施例において、周期は組織の動力学に依存して変化する
ことができる。信号Ａは望まれた組織インピーダンスを表している。組織インピーダンス
の測定値は線Ｂによって表されている。加合せブロック１１は指令入力信号を測定組織イ
ンピーダンスと比較して差信号Ｃを発生する。加合せブロック１１は制御システム技術者
には一般に知られているような電気的比較器回路で構成されることができる。
【００２８】
差信号Ｃは制御信号Ｄを発生する制御器１２へ入力されればよい。制御信号Ｄは、Ｒ．Ｆ
．出力段１３の状態を変化させることによって、電気外科手術用ゼネレータの出力電力を
調整し又は終わらせる。制御器１２は制御信号の振幅に基づいて電力終了のための条件を
決定するマイクロプロセッサにおけるアルゴリズムで構成されることができる。代替的且
つ等価的に、制御器１２は、測定組織インピーダンスＢの振幅に基づいて電力を終わらせ
るために、測定組織インピーダンスＢに直接接続されてもよい。制御器１２は制御システ
ム技術者には知られている比例、積分及び微分制御法則の任意の組合せで構成されること
ができる。「オンオフ」制御法則のような、他の形式の制御法則は有効な等価的である。
【００２９】
一実施例においては、指令入力信号Ａは循環的パターン、例えば正弦波又は方形波を持っ
ている。指令入力信号Ａの循環的性質は、制御システム１０に、有利な外科的効果を達成
するように循環的方法で出力電力を調整させる。制御器１２は差信号Ｃを監視して出力電
力Ｅの応答を決定する。一実施例において、差信号Ｃが大きく且つインピーダンス測定値
Ｂが閾値より上にあるときには、制御器１２が出力電力Ｅを終了させる。
【００３０】
制御信号Ｄは望ましくは、Ｒ．Ｆ．出力段１３に接続されている。制御信号Ｄは望ましく
は、Ｒ．Ｆ．出力段における駆動電圧を変化させて、これにより図１に線Ｅとして示され
た電気外科手術用ゼネレータからのＲＭＳ出力電力を変化させる。代替的且つ等価的に制
御信号ＤはＲ．Ｆ．出力段１３のデューティサイクルを変化させて、これによりＲＭＳ出
力電力を実質的に変化させる。電流を変化させることのような、Ｒ．Ｆ．出力段からのＲ
ＭＳ出力電力を変化させる他の手段は電気技術者に知られている。
【００３１】
ゼネレータのＲ．Ｆ．出力段１３は電気外科手術用ゼネレータに電力レベルＥを患者の組
織１４に対して出力させる。組織１４は乾燥状態になり、これによって図１にＦで示され
た電気的インピーダンスを変化させる。組織の電気的インピーダンスＦはインピーダンス
測定回路１５により測定されて測定組織インピーダンスＢとして報告される。インピーダ
ンス測定回路１５は電気的インピーダンスを測定し又は評価する任意の形式の電気回路で
よい。測定組織インピーダンスＢは望ましくは実際の組織インピーダンスＦに比例した電
気信号である。
【００３２】
電気技術者は電気外科手術用ゼネレータからの出力電力が幾つかの方法で調整され得るこ
とを容認するであろう。例えば、出力電力の振幅が調整され得る。別の例では、出力電力
はデューティサイクル又は波高率を変えることによって調整されることができる。出力電
力における変化又は調整は、ここで示されたように、電気外科手術用ゼネレータの出力電
力の実効値（ＲＭＳ値）における任意の変化又は調整を指すつもりで用いられている。
【００３３】
動作の際、制御システム１０は、有利な効果を達成するために、望ましくは数サイクルの
間組織インピーダンスを循環させるように設計されている。それゆえに、指令入力信号Ａ
は正弦波のような、循環的に変化する信号である。組織の循環的インピーダンス特性の一
例は図７に示されている。循環的インピーダンス特性を生じさせたゼネレータ出力電力は
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図６に示されている。この発明の循環的特性は、出力電力が図２に示され且つ組織インピ
ーダンスが図３に示されている標準的な電気外科手術用ゼネレータと対比させられること
ができる。
【００３４】
この発明は、連続的にではなく循環的な方法で電力を印加することによって、各区域にお
ける熱的広がりを減小させることができる適合振動電力曲線を開示している。減小電力印
加の期間中に熱エネルギーは散逸することが許され、これが直接的熱伝導を低減する。ま
た、水蒸気が比較的小さいバーストで接合場所を出て行き、これは一つの大きいバースト
よりも少ない熱的損傷を生じる。最後に、電気外科用器具のあご部間のインピーダンスが
低く保たれ、これは電流があご部間でより直接的に流れることを可能にする。
【００３５】
黒焦げはこの発明によって低減されると考えられる。高電圧は組織黒焦げの一因となり、
これが電気外科手術用ゼネレータの出力電圧を１２０ボルトに制限すること及びそれを電
力循環過程中により低い値に周期的に低減することが望ましい理由である。相対的に低い
電圧また、電気火花又はアークが組織を通過して新たに封止され又は接合された組織にお
ける小さい穴を焼き抜くので重要である。
【００３６】
接合場所における透明性、又は清明さは成功した封止完了の表示子として同定されてきた
。それはまた、封止が成功であるかどうかに関して外科医に視覚的フィードバックを与え
る。予備的研究の成果の示すところでは、この方法はまた接合場所の透明性を増大するこ
とができる。これに対する理由は未知であるが、黒焦げの減少のために接合場所がより透
明に維持されるようになることは合理的であるように思われる。
【００３７】
出力電力対負荷インピーダンスのプロットは「電力曲線」と呼ばれる。標準的電力曲線の
代表例は、図１０に示されている。低いインピーダンスにおいては、出力は一般的に電流
制限され、これは図１０において「定電流」線分として示されている。中間範囲のインピ
ーダンスにおいては、電気外科手術用ゼネレータは図１０における「定電力」線分により
示されたように、出力電圧を調整することによって出力電力を一定レベルに維持する電力
制御システムを有している。結局、負荷インピーダンスは大きくなり、従って出力電圧は
容認できないほど高い出力電圧を印加することなしでは維持されることができない。それ
ゆえ、電圧限界に達して、出力電力は、出力電流が低下しており且つ出力電圧が限界値に
あるので低下する。出力電力の低下は図１０において、「定電圧」線分として示されてい
る。
【００３８】
この発明は、図１１に示されたような適合振動電力曲線を有する電気外科手術用ゼネレー
タに関係がある。この適合振動電力曲線は電気外科手術用ゼネレータにおける電力制御シ
ステムによって生成される。この制御システムの設計細部は制御システム技術者には周知
である幾つかの方法で実施されることができる。
【００３９】
図１１に線分Iで示された適合振動電力曲線の第１部分は標準的電力曲線に類似しており
、ここでは、ゼネレータはＡとして示された最大電力限界が達成されるまで低インピーダ
ンス負荷へ電流を印加する。線分Ｂで示された電力曲線の次の「脚部」においては、出力
電流が低下し始め、そして出力電圧はゼネレータがＡで記されたレベルに定出力電力を維
持するように出力電圧を調整するので上昇し始める。ゼネレータは次に組織における沸騰
の開始を示す標識を捜し始める。そのような標識はインピーダンスにおける非常に急な上
昇、又は１２０ボルトのような高い電圧値を含んでいる。インピーダンス曲線の極大値は
図１１において文字Ｋで示されている。Ｃで記され且つＶ＝１２０Ｖと標識付けされた点
線は、ゼネレータが望ましい電圧限界値である１２０ボルトの電圧限界値を維持するとす
れば、生じ得る出力電力を示している。Ｖ＝１２０Ｖの線に従う代わりに、ゼネレータに
おける制御器は出力電力を低下させる。これは一実施例においては出力電圧限界値を零と
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７０ボルトとの間、望ましくは線分Ｄに示されたように５０ボルトに低下させることによ
って実施されることができる。制御システムの別の実施例においては、出力電力は出力電
流低減及び／又は出力電圧低減の他の組合せによって低減されることができる。
【００４０】
低い方の電圧限界値のゆえに、出力電力は図１１においてＨで示されたレベルまで低下す
る。実施例において、Ｈは零ワットであればよい。この低い方の出力電力において、乾燥
が停止して組織インピーダンスは低下し始める。５０ボルトの望ましい低い方の電圧限界
値は点線Ｅで示され且つ「Ｖ＝５０ボルト」と記されたように使用されることができる。
インピーダンスがＪで示された極小値に達すると、又は設定された時間の後に、電力制御
システムは出力電力を再びレベルＡに上昇させるが、このレベルには好適な実施例におい
ては１２０ボルトの出力電圧制限値に対応している。このように、出力電力は再びレベル
Ａまで上昇し、そしてインピーダンスは沸騰の開始又はインピーダンス閾値が達成される
まで再び上昇する。線分Ｂ、Ｄ及びＥを一体化した電力曲線の循環的部分はこの発明の重
要な部分であり、組織が乾燥させられるまで続けられる。組織が乾燥すると、電力はイン
ピーダンスが点Ｌに達したときに図示されたように終了する。実施例において、点Ｌは点
Ｋと実質上同じである。
【００４１】
図１１に示された特性は図６、７、８及び９において観察され得る。図６における１２０
ワットと２０ワットとの間の電力振動は、図１１における電力レベルＡと電力レベルＨと
の間の循環的移動に対応している。図７におけるインピーダンス振動は、図１１における
インピーダンスレベルＫとインピーダンスレベルＪとの間の循環的移動に対応している。
制御システム技術者により理解されることであろうが、図１１は高度に理想化されており
、循環的特性は常に正確に同じ極大値及び極小値に達するとはかぎらないであろう。これ
は図６において観察されることができ、ここでは電力曲線の極大値は必ずしも１２０ボル
トに達しているとはかぎらないであろう。
【００４２】
次の諸現象が発生することは発明者によって理論づけされている。最初の高い出力電力は
組織における沸騰を開始させる。後続の低い出力電力は沸騰を維持するのに不十分であり
、従って組織における沸騰は停止する。沸騰が停止した後、組織が完全に乾燥していなけ
れば、インピーダンスは低い方の値に低下する。次に、低いインピーダンスが出力電力の
増大を可能にし、これは組織を沸騰点まで再加熱する。電圧もまたこの過程中に高い方に
引かれ、そして電力曲線が沸騰の開始を検出して電圧を望ましくは再び５０ボルトに低下
させるまで高くとどまる。この過程は組織が完全に乾燥するまで続く。振動は低い出力電
力が後続する高い出力電力の１サイクルである。
【００４３】
図２から図５までは標準的な電力曲線を用いた組織標本における実験結果を示している。
図６から図９までは適合振動電力曲線を用いた実験結果を示している。この発明の一般的
性質は図２を図６と比較することによって理解されることができる。図２は組織に連続的
に印加される１００ワットの電気外科用出力を示している。組織が乾燥するにつれて、組
織のインピーダンスが上昇し、そして図２における出力電力は２０ワットより下に低下す
るのが見られる。対照的に、図６は約１００ワットから約２０ワットまで変化する振動す
る出力電力を示している。組織インピーダンスにおける効果は図３を図７と比較すること
によって理解され得る。標準的な電力曲線から生じる組織インピーダンスは、ことによる
と最初の低下後、図３において連続的に増大するように示されている。適合振動電力曲線
から生じる組織インピーダンスは図７において振動するように示されており、従って幾つ
かの極大値を持っている。
【００４４】
出力電圧及び出力電流は適合振動電力曲線においては循環的特性を示している。この循環
的特性は標準的な電力曲線においては欠如している。図４及び図８は標準的な電力曲線と
適合振動電力曲線との間の出力電流における差異を示すために比較されることができる。
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それぞれの場合において、最大出力電流は２アンペアＲＭＳより上に上昇する。図５及び
図９は標準的な電力曲線と適合振動電力曲線との間の出力電圧における差異を示すために
比較されることができる。望ましくはそれぞの場合において、１２０ボルトである電圧限
界値は組織封止部に小さい穴を残すかもしれないようなアーク発生を防止する。
【００４５】
適合振動電力曲線の一実施例において、ゼネレータは、出力電圧が１２０ボルトに達した
ときに、常に出力電圧限界値を５０ボルトまで一時的に低下させる。これは出力電力にお
ける低減を生じさせ、そして組織が完全には乾燥していなければ、組織インピーダンスに
おける対応する有意の低減を生じさせる。組織インピーダンスにおける低減の後、出力電
圧限界値は１２０ボルトに再設定されて、出力電力における上昇を可能にする。出力電力
におけるこの低減及びその後の上昇は循環過程を構成する。
【００４６】
電気外科手術用ゼネレータの設計者たちはインピーダンスが組織の乾燥状態の良い表示子
であることを知っている。しかしながら、老練な熟練工たちはインピーダンスに関して正
確な値を計算することは必要でないかもしれないことを容認するであろう。組織インピー
ダンスに比例した電気的測定値は機能上の等価物として使用されることができる。一実施
例においては、制御システムは時間及び出力電圧の測定値に基づいて適合振動電力曲線を
適当に生成することができる。
【００４７】
表１は標準的な電力曲線を適合振動電力曲線と比較した二組の試験の間の比較を示してい
る。試験１は標準的な電力曲線の使用を示しており、且つ試験２は適合振動電力曲線の使
用を示している。大きさはミリメートル単位の血管直径を示しており、バースト圧力はｐ
．ｓ．ｉ．単位で測定されており、くっつき、黒焦げ、及び透明さは０から３までに階級
づけされた主観的な測度であり（この場合０はくっつき及び黒焦げに関しては低い値を表
し、また０は透明さに関しては良くない値を表している）、そしてｔｓはミリメートル単
位で測定された熱的広がりを示している。
【００４８】
【表１】

【００４９】
表１は適合振動電力曲線（試験２）が標準的な電力曲線（試験１）に比べて幾つかの利点
を有していることを例証している。最も顕著なのは低量の熱的広がり、すなわち、標準的
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な電力曲線に対しては２．１１ｍｍの平均値、及び適合振動電力曲線に対しては１．６５
ｍｍの平均値である。接合部のくっつき、黒焦げ及び透明さに対する主観的な測度は、適
合振動電力曲線が標準的な電力曲線に比べて改善を示している。
【００５０】
一般に、この発明は組織を治療する電気外科手術用ゼネレータであって、電気外科手術用
ゼネレータは負荷インピーダンスの測定値を発生するための回路、及びこの測定値に応答
して負荷インピーダンスの多数の振動を誘起するための手段を有する出力電力制御器を含
んでいる。負荷インピーダンスは電気外科手術用ゼネレータにより処理されている組織の
インピーダンスを指している。負荷インピーダンスの測定値を発生するための回路はアナ
ログ式又はディジタル式であることができ、そして一般的には出力電圧センサ及び出力電
流センサを必要とする。出力電圧は負荷インピーダンスの測定値を計算するために出力電
流によって除算される。
【００５１】
負荷インピーダンスの多数の振動を誘起するための手段は望ましくは、出力電圧を選択的
に制御して出力電力の適当な振動を生じさせるようにすることのできる制御システムを含
んでいる。多くの電気外科手術用ゼネレータにおいて、出力電力制御回路は絶縁変圧器の
一次側に接続された調整可能な電圧供給源を備えている。この変圧器の二次巻線は出力共
振回路に接続されている。電圧供給源には変圧器への電圧を変えるための調整器があり、
これによって電気外科手術用ゼネレータの出力電圧が変えられる。電圧供給源を制御する
ためにはディジタル信号が使用される得る。
【００５２】
多数の振動を誘起するための手段は望ましくは、フィードバック制御システムを含んでお
り、この場合フィードバックは負荷インピーダンスの測定値である。この制御システムは
望ましくはマイクロプロセッサにおけるアルゴリズムを含んでいる。このマイクロプロセ
ッサにおけるアルゴリズムは、負荷インピーダンスを監視して負荷インピーダンスが出力
電力の変化に応答している様子を決定することができる。
【００５３】
好適な実施例において、制御システムは１２０ボルトＲＭＳの出力電圧限界値を設定し、
そして次に使用者希望の設定値、例えば１００ワットに合わせて出力電力を制御する。イ
ンピーダンスが相対的に低いときには、高電流が１２０ボルト未満の出力電圧と組み合わ
されて、１００ワットの希望電力が与えられる。インピーダンスが上昇するにつれて出力
電流は低下し、そして出力電圧は希望出力電力を維持するために回路によって増大される
。１２０ボルトの電圧限界値に達すると、制御システムは出力電圧を低い値、望ましくは
５０ボルトまで自動的に低下させる。これは出力電力を実効上低下させる。組織が完全に
乾燥していなければ、この低目の出力電力はインピーダンスを有意に低下させる。負荷イ
ンピーダンス最小値が検出されると、又は設定時間の後に、出力電圧限界値は制御システ
ムによって１２０ボルトに再設定され、そして循環過程は繰り返される。実験により判明
していることであるが、負荷インピーダンスの振動は１ないし２０ヘルツの周波数範囲で
発生し、この範囲はこの明細書では熱的帯域幅と呼ばれてきた。一実施例においては、制
御システムは、３秒であった設定時間の後に出力電力を終わらせる。代替的に、制御シス
テムは、インピーダンスが２０００オームの閾値に達したときに、電力を終わらせること
ができる。もう一つの代替方法は、インピーダンスが出力電力の低下に応答して実質上低
下していないことをインピーダンスの測定値が示したときに、出力電力を終了させること
である。
【００５４】
この発明は任意の形式の電気外科的凝固に適用可能である。熱的広がりの減小、焼痂蓄積
の減少、及び乾燥の改善を含む、この発明の利点は単極式及び二極式電気外科手術用ゼネ
レータ出力の両方に適用されることができる。特定の好適な実施例が図示され且つ記述さ
れたが、要求される保護の範囲は諸請求項にある。
【図面の簡単な説明】
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【図１】この発明による適合振動電力曲線の構成図表示である。
【図２】時間の関数として出力電力を示した、標準的な血管封止手術に関する実験データ
の標本である。
【図３】時間の関数として負荷インピーダンスを示した、標準的な血管封止手術に関する
実験データの標本である。
【図４】時間の関数として出力電力を示した、標準的な血管封止手術に関する実験データ
の標本である。
【図５】時間の関数として出力電圧を示した、標準的な血管封止手術に関する実験データ
の標本である。
【図６】時間の関数として出力電力を示した、適合電力制御ゼネレータに関する実験デー
タの標本である。
【図７】時間の関数として負荷インピーダンスを示した、適合電力制御ゼネレータに関す
る実験データの標本である。
【図８】時間の関数として出力電流を示した、適合電力制御ゼネレータに関する実験デー
タの標本である。
【図９】時間の関数として出力電圧を示した、適合電力制御ゼネレータに関する実験デー
タの標本である。
【図１０】標準的な電気外科手術用ゼネレータに関する電力曲線の表示である。
【図１１】適合振動電力曲線の表示である。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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