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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トロッカーと、
　前記トロッカーの挿入孔の近傍において、少なくとも一部が非導電性の部材に覆われた
状態で設けられた複数の送電用コイルと、
　前記複数の送電用コイルのうちのいずれか１つを具備し、相互に異なる共振周波数で共
振するようにそれぞれ構成された複数の送電コイルユニットと、
　前記挿入孔に挿入可能な筒状の挿入部を具備する医療機器と、
　前記挿入部の内部において、少なくとも一部が非導電性の部材に覆われた状態で設けら
れた受電用コイルと、
　前記受電用コイルを具備し、前記複数の送電コイルユニットにおける各共振周波数のう
ちのいずれか１つに一致する所定の共振周波数で共振できるように構成された受電コイル
ユニットと、
　を有することを特徴とする医療用無線給電システム。
【請求項２】
　前記複数の送電用コイルの巻き軸と、前記挿入孔の挿入軸と、が平行であることを特徴
とする請求項１に記載の医療用無線給電システム。
【請求項３】
　前記複数の送電用コイルは、前記トロッカーの内部において、前記挿入孔の入口側の開
口部の近傍から出口側の開口部の近傍に至るまでの部分にそれぞれ設けられていることを
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特徴とする請求項１に記載の医療用無線給電システム。
【請求項４】
　前記受電用コイルの巻き軸と、前記挿入部の長軸と、が平行であることを特徴とする請
求項１に記載の医療用無線給電システム。
【請求項５】
　前記受電コイルは、前記挿入部の先端側から後端側に至るまでの部分に設けられている
ことを特徴とする請求項１に記載の医療用無線給電システム。
【請求項６】
　前記受電コイルは、前記挿入部が前記挿入孔に挿通された際に、前記挿入孔の入口側の
開口部付近に配置されるような位置に設けられていることを特徴とする請求項１に記載の
医療用無線給電システム。
【請求項７】
　前記挿入部は、導電部材により形成された管体部と、前記管体部の長軸方向に沿って絶
縁部材を設けて形成された絶縁部と、を具備する筒体の内部に前記受電用コイルを設けて
構成されていることを特徴とする請求項１に記載の医療用無線給電システム。
【請求項８】
　前記挿入部は、導電部材により形成された管体部と、前記管体部の長軸方向に沿って絶
縁部材を設けて形成された絶縁部と、を具備する筒体の外周部に前記受電用コイルを設け
て構成されていることを特徴とする請求項１に記載の医療用無線給電システム。
【請求項９】
　前記管体部は、相互に導電率の異なる２以上の部材を積層して形成されていることを特
徴とする請求項７に記載の医療用無線給電システム。
【請求項１０】
　前記所定の共振周波数で共振できるように構成された１以上の中継コイルユニットが前
記挿入部の内部に設けられていることを特徴とする請求項１に記載の医療用無線給電シス
テム。
【請求項１１】
　前記トロッカーは、前記複数の送電用コイルの直径及び高さに対して十分に大きな幅及
び高さを具備して形成された導電性の仕切部材を着脱できるように構成されていることを
特徴とする請求項１に記載の医療用無線給電システム。
【請求項１２】
　前記トロッカーの内部には、前記複数の送電用コイルの外周部を略覆うことが可能な形
状を具備するとともに、外周の一部に絶縁部を具備して形成された導電性の仕切部材が設
けられていることを特徴とする請求項１に記載の医療用無線給電システム。
【請求項１３】
　前記トロッカーの内部における前記複数の送電用コイルのうちの１つの近傍から前記挿
入孔の出口側の開口部に至るまでの部分に筒体が設けられ、
　前記筒体は、導電部材により形成された管体部と、前記管体部の長軸方向に沿って絶縁
部材を設けて形成された絶縁部と、を具備し、
　前記トロッカーの内部の前記挿入孔の周囲かつ前記複数の送電用コイルの内側に前記筒
体が設けられている
　ことを特徴とする請求項１に記載の医療用無線給電システム。
【請求項１４】
　前記トロッカーの内部における前記複数の送電用コイルのうちの１つの近傍から前記挿
入孔の出口側の開口部に至るまでの部分に筒体が設けられ、
　前記筒体は、導電部材により形成された管体部と、前記管体部の長軸方向に沿って絶縁
部材を設けて形成された絶縁部と、を具備し、
　前記トロッカーの内部の前記挿入孔の周囲かつ前記複数の送電用コイルの外側に前記筒
体が設けられている
　ことを特徴とする請求項１に記載の医療用無線給電システム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療用無線給電システムに関し、特に、医療機器に対して無線で給電を行う
医療用無線給電システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　医療分野で用いられる種々の器具及び装置において、電磁誘導現象を利用して電力の供
給を行うための構成を具備するものが近年提案されている。
【０００３】
　具体的には、例えば特許文献１には、トロッカー内に設けられた送電用コイルと、外科
手術用器具内に設けられた受電用コイルと、の間において電磁誘導を発生させることによ
り、当該トロッカーに挿入された当該外科手術用器具に対して電気外科手術エネルギーを
供給するような構成が開示されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１に開示された構成によれば、電磁誘導現象を利用して電力の供給を
行っているため、送電用コイル及び受電用コイルの間の位置関係が電力の伝送効率に対し
て比較的大きな影響を及ぼしてしまう、という課題が生じている。その結果、特許文献１
に開示された構成によれば、例えば、送電用コイル及び受電用コイルが配置される位置次
第では、トロッカーから外科手術用器具へ供給される電力の伝送効率が所定の伝送効率に
到達せず、当該外科手術用器具を用いて行われる処置に十分な電気外科手術エネルギーが
供給されないような状況が発生してしまう。
【０００５】
　本発明は、前述した事情に鑑みてなされたものであり、電力の伝送効率の低下を極力防
ぎつつ、送電及び受電に係わる部分の配置の自由度を向上させることが可能な医療用無線
給電システムを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様の医療用無線給電システムは、トロッカーと、前記トロッカーの挿入孔
の近傍において、少なくとも一部が非導電性の部材に覆われた状態で設けられた複数の送
電用コイルと、前記複数の送電用コイルのうちのいずれか１つを具備し、相互に異なる共
振周波数で共振するようにそれぞれ構成された複数の送電コイルユニットと、前記挿入孔
に挿入可能な筒状の挿入部を具備する医療機器と、前記挿入部の内部において、少なくと
も一部が非導電性の部材に覆われた状態で設けられた受電用コイルと、前記受電用コイル
を具備し、前記複数の送電コイルユニットにおける各共振周波数のうちのいずれか１つに
一致する所定の共振周波数で共振できるように構成された受電コイルユニットと、を有す
る。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明における医療用無線給電システムによれば、電力の伝送効率の低下を極力防ぎつ
つ、送電及び受電に係わる部分の配置の自由度を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１Ａ】第１の実施例に係るトロッカーの外観を示す図。
【図１Ｂ】第１の実施例に係るトロッカーの要部の構成を示す図。
【図２】第１の実施例に係るバイポーラ電気メスの要部の構成を示す図。
【図３】図２のバイポーラ電気メスの先端部を拡大して示した図。
【図４】バイポーラ電気メスをトロッカーに挿通した状態の一例を示す図。
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【図５】トロッカー及びバイポーラ電気メスを含む医療用無線給電システムの要部の構成
を示す図。
【図６Ａ】第１の実施例の第１の変形例に係るトロッカーの外観を示す図。
【図６Ｂ】第１の実施例の第１の変形例に係るトロッカーの要部の構成を示す図。
【図７Ａ】第１の実施例の第２の変形例に係るトロッカーの外観を示す図。
【図７Ｂ】第１の実施例の第２の変形例に係るトロッカーの要部の内部構成を示す図。
【図７Ｃ】図７Ｂのトロッカー本体部に送電コイルユニットが装着された場合を示す図。
【図８Ａ】第１の実施例の第３の変形例に係るトロッカーの外観を示す図。
【図８Ｂ】第１の実施例の第３の変形例に係るトロッカーの要部の内部構成を示す図。
【図９】第１の実施例の第４の変形例に係るトロッカーの要部の構成を示す図。
【図１０】第１の実施例の第５の変形例に係るバイポーラ電気メスの要部の構成を示す図
。
【図１１】第１の実施例の第６の変形例に係るバイポーラ電気メスの要部の構成を示す図
。
【図１２Ａ】第２の実施例に係るバイポーラ電気メスの外観を示す図。
【図１２Ｂ】図１２Ａのバイポーラ電気メスの挿入部の構成を示す断面図。
【図１３Ａ】第２の実施例の第１の変形例に係るバイポーラ電気メスの外観を示す図。
【図１３Ｂ】図１３Ａのバイポーラ電気メスの挿入部の構成を示す断面図。
【図１４】第２の実施例の第２の変形例に係る挿入部の構成を示す断面図。
【図１５】第２の実施例の第３の変形例に係る挿入部の構成を示す断面図。
【図１６】第２の実施例の第４の変形例に係る挿入部の構成を示す断面図。
【図１７Ａ】第２の実施例の第５の変形例に係る挿入部の構成を示す断面図。
【図１７Ｂ】第２の実施例の第６の変形例に係る挿入部の構成を示す断面図。
【図１８Ａ】第３の実施例に係るバイポーラ電気メスの要部の構成を示す図。
【図１８Ｂ】図１８Ａのバイポーラ電気メスの挿入部の一部を拡大して示した図。
【図１９Ａ】第４の実施例に係るトロッカーの構成を示す図。
【図１９Ｂ】図１９Ａのトロッカーの使用態様の一例を示す図。
【図２０】第４の実施例の変形例に係るトロッカーの構成を示す図。
【図２１】第５の実施例に係るトロッカーの構成を示す図。
【図２２】第５の実施例の変形例に係るトロッカーの構成を示す図。
【図２３】第６の実施例に係るトロッカーの構成を示す図。
【図２４】第６の実施例の変形例に係るトロッカーの構成を示す図。
【図２５Ａ】第７の実施例に係るトロッカーの外観を示す図。
【図２５Ｂ】第７の実施例に係るトロッカーの要部の内部構成を示す図。
【図２６Ａ】第７の実施例の第１の変形例に係るトロッカーの外観を示す図。
【図２６Ｂ】第７の実施例の第１の変形例に係るトロッカーの要部の内部構成を示す図。
【図２７Ａ】第７の実施例の第２の変形例に係るトロッカーの外観を示す図。
【図２７Ｂ】第７の実施例の第２の変形例に係るトロッカーの要部の内部構成を示す図。
【図２８】第８の実施例に係る送電コイルユニットの構成を示す図。
【図２９】並列共振可能な送電コイルユニットをトロッカー内に設けた場合の構成の一例
を示す図。
【図３０】並列共振可能な受電コイルユニットをバイポーラ電気メス内に設けた場合の構
成の一例を示す図。
【図３１】送電コイルユニットに組み込むことが可能な構成の一例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しつつ説明を行う。
【００１０】
（第１の実施例）
　図１Ａから図１１は、本発明の第１の実施例に係るものである。
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【００１１】
　図１Ａは、第１の実施例に係るトロッカーの外観を示す図である。図１Ｂは、第１の実
施例に係るトロッカーの要部の構成を示す図である。
【００１２】
　図１Ａに示すように、トロッカー１は、略凸形状を具備して形成されている。また、ト
ロッカー１は、処置具等を挿入可能な寸法を具備する孔として形成された挿入孔２と、後
述の送電ケーブル２４を着脱自在に接続できるように形成された接続端子部３と、を有し
て構成されている。
【００１３】
　図１Ｂに示すように、トロッカー１の内部には、挿入孔２の外周部に沿って巻回された
送電用コイル４と、接続端子部３に設けられた電気端子３Ａ及び送電用コイル４に対して
直列接続された送電用コンデンサ５と、が設けられている。
【００１４】
　また、トロッカー１の内部における送電用コイル４及び送電用コンデンサ５の周辺は、
樹脂等の絶縁部材で覆われている。なお、本実施例によれば、送電用コイル４の一部のみ
が樹脂等の絶縁部材で覆われるように構成してもよい。
【００１５】
　送電用コイル４は、トロッカー１の内部かつ挿入孔２の外周部において、挿入孔２の挿
入方向の軸（以降、挿入軸とも称する）に対して平行な（または挿入軸に一致する）巻き
軸を具備するとともに、挿入孔２の入口側の開口部（上部開口部）の近傍を略覆うように
巻かれている。そして、送電用コイル４の一方の端部が送電用コンデンサ５に対して接続
されているとともに、送電用コイル４の他方の端部が電気端子３Ａに対して接続されてい
る。
【００１６】
　さらに、トロッカー１においては、後述のバイポーラ電気メス１１に内蔵された受電コ
イルユニットの直列共振周波数に一致する所定の直列共振周波数（例えば１３．５６ＭＨ
ｚ）を具備するように、送電用コイル４のインダクタンス及び送電用コンデンサ５のキャ
パシタンスがそれぞれ設定されている。
【００１７】
　すなわち、トロッカー１の内部には、送電用コイル４及び送電用コンデンサ５を含む直
列共振回路としての送電コイルユニットが設けられている。
【００１８】
　図２は、第１の実施例に係るバイポーラ電気メスの要部の構成を示す図である。図３は
、図２のバイポーラ電気メスの先端部を拡大して示した図である。
【００１９】
　図２に示すように、バイポーラ電気メス１１は、切開または凝固等の処置を行うための
高周波電流を生体組織に印加可能な処置用電極１２を先端部に具備し、トロッカー１の挿
入孔２に挿入可能な細長形状の挿入部１３を中途部に具備し、処置用電極１２の開閉動作
に係る操作を手動で行うことが可能な操作部１４を後端部に具備して構成されている。
【００２０】
　また、図２に示すように、バイポーラ電気メス１１は、樹脂等の絶縁部材で形成された
円筒状の外筒部１５により、挿入部１３の内部の水密が保たれるように構成されている。
【００２１】
　さらに、図２及び図３に示すように、外筒部１５の内部には、樹脂等の絶縁部材により
形成された円筒状の内筒部１６と、内筒部１６の外周部に沿って巻回された受電用コイル
１７と、受電用コイル１７において受電された交流電流の波形を（切開または凝固等の）
処置に適した波形に変換して処置用電極１２を駆動することが可能な変換回路１８と、受
電用コイル１７及び変換回路１８に対して直列接続された受電用コンデンサ１９と、が設
けられている。
【００２２】
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　受電用コイル１７は、外筒部１５の内部かつ内筒部１６の外周部において、挿入部１３
の長軸に平行な（または一致する）巻き軸を具備するとともに、処置用電極１２の近傍か
ら操作部１４の近傍に至るまでの部分（挿入部１３の先端側から後端側に至るまでの部分
）を略覆うように巻かれている。そして、受電用コイル１７の一方の端部が受電用コンデ
ンサ１９に対して接続されているとともに、受電用コイル１７の他方の端部が変換回路１
８に対して接続されている。
【００２３】
　さらに、バイポーラ電気メス１１においては、トロッカー１に内蔵された送電コイルユ
ニットの直列共振周波数に一致する所定の直列共振周波数（例えば１３．５６ＭＨｚ）を
具備するように、受電用コイル１７のインダクタンス及び受電用コンデンサ１９のキャパ
シタンスがそれぞれ設定されている。
【００２４】
　すなわち、バイポーラ電気メス１１の内部には、受電用コイル１７及び受電用コンデン
サ１９を含む直列共振回路としての受電コイルユニットが設けられている。
【００２５】
　そして、例えば図４に示すように、バイポーラ電気メス１１は、挿入部１３をトロッカ
ー１の挿入孔２に挿通した状態で使用される。図４は、バイポーラ電気メスをトロッカー
に挿通した状態の一例を示す図である。
【００２６】
　ここで、トロッカー１及びバイポーラ電気メス１１を含む医療用無線給電システムの具
体的な使用態様について説明する。図５は、第１の実施例に係るトロッカー及びバイポー
ラ電気メスを含む医療用無線給電システムの要部の構成を示す図である。
【００２７】
　まず、術者等は、例えば図５に示すように、被験者の体壁１００１にトロッカー１を穿
設し、トロッカー１に交流電力を供給する電源装置２１と、電源装置２１からトロッカー
１への電力供給をオンまたはオフするための指示信号を出力可能なフットスイッチ２２と
、の間を信号ケーブル２３により接続し、電源装置２１と、トロッカー１の接続端子部３
と、の間を送電ケーブル２４により接続する。
【００２８】
　その後、術者等は、被験者の体壁１００１に設置されたトロッカー１を介し、当該被験
者の体腔内１００２へバイポーラ電気メス１１を挿入してゆく。
【００２９】
　そして、術者等は、例えば、内視鏡画像の観察または目視等により、体腔内１００２の
処置対象部位の近傍に処置用電極１２が到達したことを確認すると、フットスイッチ２２
を操作することにより、電源装置２１からトロッカー１への電力供給をオンする。
【００３０】
　一方、電源装置２１は、術者等のフットスイッチ２２の操作に応じて出力される指示に
基づき、例えば、トロッカー１の送電コイルユニットの共振周波数に一致する周波数の交
流電力を供給する。そして、このような交流電力の供給に伴い、トロッカー１の送電コイ
ルユニットとバイポーラ電気メス１１の受電コイルユニットとの間において磁界共鳴現象
が発生し、送電用コイル４から受電用コイル１７への送電が行われ、受電用コイル１７に
おいて受電された交流電力が処置用電極１２の駆動電力として利用される。
【００３１】
　なお、電源装置２１からトロッカー１へ供給される交流電力の周波数は、送電用コイル
４から受電用コイル１７への送電の際に所定値以上の伝送効率を確保可能な限りにおいて
、トロッカー１の送電コイルユニットの共振周波数とは異なる任意の周波数に設定しても
よい。
【００３２】
　また、電源装置２１は、トロッカー１への電力供給をオンまたはオフするための指示信
号を、フットスイッチ２２に接続された信号ケーブル２３を介して受信可能な構成を具備
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するものに限らない。具体的には、電源装置２１は、例えば、操作部１４に設けられた電
源スイッチ（図示せず）の操作に応じた無線信号がバイポーラ電気メス１１から出力され
るような場合において、トロッカー１への電力供給がオンまたはオフされたことを前記無
線信号に基づいて検出可能な構成を具備するものであってもよい。
【００３３】
　トロッカー１及びバイポーラ電気メス１１を含む医療用無線給電システムによれば、以
上に述べたような態様で使用されることにより、送電用コイル４及び受電用コイル１７の
配置位置を相互に近接させることができるとともに、送電用コイル４及び受電用コイル１
７の向きを略一定に保つことができる。その結果、トロッカー１及びバイポーラ電気メス
１１を含む医療用無線給電システムによれば、磁界共鳴現象を利用しつつ、比較的高い伝
送効率で給電を行うことができる。
【００３４】
　なお、本実施例においては、図１Ａ及び図１Ｂに示したような構成を具備するトロッカ
ー１の代わりに、例えば、図６Ａ及び図６Ｂに示すような構成を具備するトロッカー３１
を使用してもよい。図６Ａは、第１の実施例の第１の変形例に係るトロッカーの外観を示
す図である。図６Ｂは、第１の実施例の第１の変形例に係るトロッカーの要部の構成を示
す図である。
【００３５】
　図６Ａに示すように、トロッカー３１は、略凸形状を具備して形成されたトロッカー本
体部３２Ａと、トロッカー本体部３２Ａの側部に一体的に設けられた箱型の送電コイルユ
ニット３２Ｂと、を有して構成されている。また、図６Ａに示すように、トロッカー本体
部３２Ａは、処置具等を挿入可能な寸法を具備する孔として形成された挿入孔３２を有し
て構成されている。さらに、図６Ａに示すように、送電コイルユニット３２Ｂは、送電ケ
ーブル２４を着脱自在に接続できるように形成された接続端子部３３を有して構成されて
いる。
【００３６】
　図６Ｂに示すように、送電コイルユニット３２Ｂの内部には、挿入孔３２の挿入軸に対
して平行な巻き軸を具備するように巻かれた送電用コイル３４と、接続端子部３３に設け
られた電気端子３３Ａ及び送電用コイル３４に対して直列接続された送電用コンデンサ３
５と、が設けられている。また、図６Ｂに示すように、送電用コイル３４の一方の端部が
送電用コンデンサ３５に対して接続されているとともに、送電用コイル３４の他方の端部
が電気端子３３Ａに対して接続されている。
【００３７】
　さらに、送電コイルユニット３２Ｂの内部における送電用コイル３４及び送電用コンデ
ンサ３５の周辺は、樹脂等の絶縁部材で覆われている。
【００３８】
　一方、トロッカー３１においては、バイポーラ電気メス１１に内蔵された受電コイルユ
ニットの直列共振周波数に一致する所定の直列共振周波数（例えば１３．５６ＭＨｚ）を
具備するように、送電用コイル３４のインダクタンス及び送電用コンデンサ３５のキャパ
シタンスがそれぞれ設定されている。
【００３９】
　そして、以上に述べたような構成を具備するトロッカー３１と、前述の構成を具備する
バイポーラ電気メス１１と、を含むような医療用無線給電システムを使用した場合であっ
ても、磁界共鳴現象を利用しつつ、比較的高い伝送効率で給電を行うことができる。
【００４０】
　また、本実施例においては、図１Ａ及び図１Ｂに示したような構成を具備するトロッカ
ー１の代わりに、例えば、図７Ａ、図７Ｂ及び図７Ｃに示すような構成を具備するトロッ
カー４１を使用してもよい。図７Ａは、第１の実施例の第２の変形例に係るトロッカーの
外観を示す図である。図７Ｂは、第１の実施例の第２の変形例に係るトロッカーの要部の
内部構成を示す図である。図７Ｃは、図７Ｂのトロッカー本体部に送電コイルユニットが
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装着された場合を示す図である。
【００４１】
　図７Ａに示すように、トロッカー４１は、トロッカー本体部４２Ａと、トロッカー本体
部４２Ａに対して着脱自在な筒状の送電コイルユニット４２Ｂと、を有して構成されてい
る。また、図７Ａに示すように、トロッカー本体部４２Ａは、処置具等を挿入可能な寸法
を具備する孔として形成された挿入孔４２を具備する筒体部４２Ｃと、筒体部４２Ｃの外
周に沿って形成されたフランジ部４２Ｄと、を有して構成されている。さらに、図７Ａに
示すように、送電コイルユニット４２Ｂは、フランジ部４２Ｄに当接するまで筒体部４２
Ｃを挿通することが可能な寸法を具備する孔として形成された嵌合孔４２Ｅと、送電ケー
ブル２４を着脱自在に接続できるように形成された接続端子部４３と、を有して構成され
ている。
【００４２】
　図７Ｂに示すように、送電コイルユニット４２Ｂの内部には、嵌合孔４２Ｅの外周部に
沿って巻回された送電用コイル４４と、接続端子部４３に設けられた電気端子４３Ａ及び
送電用コイル４４に対して直列接続された送電用コンデンサ４５と、が設けられている。
また、図７Ｂに示すように、送電用コイル４４の一方の端部が送電用コンデンサ４５に対
して接続されているとともに、送電用コイル４４の他方の端部が電気端子４３Ａに対して
接続されている。
【００４３】
　さらに、送電コイルユニット４２Ｂの内部における送電用コイル４４及び送電用コンデ
ンサ４５の周辺は、樹脂等の絶縁部材で覆われている。
【００４４】
　一方、送電コイルユニット４２Ｂは、筒体部４２Ｃを嵌合孔４２Ｅに挿通させることに
より、図７Ｃに示すような態様でトロッカー本体部４２Ａに装着される。そして、このよ
うにトロッカー本体部４２Ａと送電コイルユニット４２Ｂとが装着されることにより、挿
入孔４２の挿入軸と送電用コイル４４の巻き軸とが平行になるとともに、送電用コイル４
４が挿入孔４２の入口側の開口部の近傍に位置するように配置される。
【００４５】
　また、送電コイルユニット４２Ｂにおいては、バイポーラ電気メス１１に内蔵された受
電コイルユニットの直列共振周波数に一致する所定の直列共振周波数（例えば１３．５６
ＭＨｚ）を具備するように、送電用コイル４４のインダクタンス及び送電用コンデンサ４
５のキャパシタンスがそれぞれ設定されている。
【００４６】
　そして、以上に述べたような構成を具備するトロッカー４１と、前述の構成を具備する
バイポーラ電気メス１１と、を含むような医療用無線給電システムを使用した場合であっ
ても、磁界共鳴現象を利用しつつ、比較的高い伝送効率で給電を行うことができる。
【００４７】
　また、以上に述べたような構成を具備するトロッカー４１によれば、例えば、挿入孔４
２に挿通した状態で用いられる医療機器に対する電力の供給の要否に応じ、送電コイルユ
ニット４２Ｂをトロッカー本体部４２Ａに装着して（またはトロッカー本体部４２Ａから
取り外して）使用することができる。
【００４８】
　また、本実施例においては、図１Ａ及び図１Ｂに示したような構成を具備するトロッカ
ー１の代わりに、例えば、図８Ａ及び図８Ｂに示すような構成を具備するトロッカー５１
を使用してもよい。図８Ａは、第１の実施例の第３の変形例に係るトロッカーの外観を示
す図である。図８Ｂは、第１の実施例の第３の変形例に係るトロッカーの要部の内部構成
を示す図である。
【００４９】
　図８Ａに示すように、トロッカー５１は、トロッカー本体部５２Ａと、トロッカー本体
部５２Ａに対して着脱自在な箱型の送電コイルユニット５２Ｂと、を有して構成されてい
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る。また、図８Ａに示すように、トロッカー本体部５２Ａは、処置具等を挿入可能な寸法
を具備する孔として形成された挿入孔５２と、挿入孔５２の周辺に形成された溝部５２Ｃ
と、を有して構成されている。さらに、図８Ａに示すように、送電コイルユニット５２Ｂ
は、溝部５２Ｃに嵌合可能な形状を具備して形成された突部５２Ｄと、送電ケーブル２４
を着脱自在に接続できるように形成された接続端子部５３と、を有して構成されている。
【００５０】
　図８Ｂに示すように、送電コイルユニット５２Ｂの内部には、突部５２Ｄが溝部５２Ｃ
に嵌合された際に（送電コイルユニット５２Ｂがトロッカー本体部５２Ａに装着された際
に）挿入孔５２の挿入軸に対して平行な巻き軸を具備するように巻かれた送電用コイル５
４と、接続端子部５３に設けられた電気端子５３Ａ及び送電用コイル５４に対して直列接
続された送電用コンデンサ５５と、が設けられている。また、図８Ｂに示すように、送電
用コイル５４の一方の端部が送電用コンデンサ５５に対して接続されているとともに、送
電用コイル５４の他方の端部が電気端子５３Ａに対して接続されている。
【００５１】
　また、送電コイルユニット５２Ｂにおいては、バイポーラ電気メス１１に内蔵された受
電コイルユニットの直列共振周波数に一致する所定の直列共振周波数（例えば１３．５６
ＭＨｚ）を具備するように、送電用コイル５４のインダクタンス及び送電用コンデンサ５
５のキャパシタンスがそれぞれ設定されている。
【００５２】
　そして、以上に述べたような構成を具備するトロッカー５１と、前述の構成を具備する
バイポーラ電気メス１１と、を含むような医療用無線給電システムを使用した場合であっ
ても、磁界共鳴現象を利用しつつ、比較的高い伝送効率で給電を行うことができる。
【００５３】
　また、以上に述べたような構成を具備するトロッカー５１によれば、例えば、挿入孔５
２に挿通した状態で用いられる医療機器に対する電力の供給の要否に応じ、送電コイルユ
ニット５２Ｂをトロッカー本体部５２Ａに装着して（またはトロッカー本体部５２Ａから
取り外して）使用することができる。
【００５４】
　また、本実施例においては、図１Ａ及び図１Ｂに示したような構成を具備するトロッカ
ー１の代わりに、例えば、図９に示すような構成を具備するトロッカー６１を使用しても
よい。図９は、第１の実施例の第４の変形例に係るトロッカーの要部の構成を示す図であ
る。
【００５５】
　図９に示すように、トロッカー６１は、略凸形状を具備して形成されている。また、ト
ロッカー６１は、処置具等を挿入可能な寸法を具備する孔として形成された挿入孔６２と
、送電ケーブル２４を着脱自在に接続できるように形成された接続端子部６３と、を有し
て構成されている。
【００５６】
　図９に示すように、トロッカー６１の内部には、挿入孔６２の外周部に沿って巻回され
た送電用コイル６４と、接続端子部６３に設けられた電気端子６３Ａ及び送電用コイル６
４に対して直列接続された送電用コンデンサ６５と、が設けられている。
【００５７】
　また、トロッカー６１の内部における送電用コイル６４及び送電用コンデンサ６５の周
辺は、樹脂等の絶縁部材で覆われている。
【００５８】
　送電用コイル６４は、トロッカー６１の内部かつ挿入孔６２の外周部において、挿入孔
６２の挿入軸に対して平行な巻き軸を具備するとともに、挿入孔６２の入口側の開口部の
近傍から出口側の開口部（下部開口部）の近傍に至るまでの部分を略覆うように巻かれて
いる。そして、送電用コイル６４の一方の端部が送電用コンデンサ６５に対して接続され
ているとともに、送電用コイル６４の他方の端部が電気端子６３Ａに対して接続されてい
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る。
【００５９】
　一方、トロッカー６１においては、バイポーラ電気メス１１に内蔵された受電コイルユ
ニットの直列共振周波数に一致する所定の直列共振周波数（例えば１３．５６ＭＨｚ）を
具備するように、送電用コイル６４のインダクタンス及び送電用コンデンサ６５のキャパ
シタンスがそれぞれ設定されている。
【００６０】
　すなわち、トロッカー６１の内部には、送電用コイル６４及び送電用コンデンサ６５を
含む直列共振回路としての送電コイルユニットが設けられている。
【００６１】
　そして、以上に述べたような構成を具備するトロッカー６１と、前述の構成を具備する
バイポーラ電気メス１１と、を含むような医療用無線給電システムを使用した場合であっ
ても、磁界共鳴現象を利用しつつ、比較的高い伝送効率で給電を行うことができる。
【００６２】
　また、以上に述べたような構成を具備するトロッカー６１によれば、挿入孔６２の入口
側の開口部の近傍から出口側の開口部の近傍に至るまでの部分に送電用コイル６４が設け
られているため、磁界共鳴現象を利用した給電における伝送効率が向上し易くなる。
【００６３】
　なお、本実施例においては、図２及び図３に示したような構成を具備するバイポーラ電
気メス１１の代わりに、例えば、図１０に示すような構成を具備するバイポーラ電気メス
７１を使用してもよい。図１０は、第１の実施例の第５の変形例に係るバイポーラ電気メ
スの要部の構成を示す図である。
【００６４】
　図１０に示すように、バイポーラ電気メス７１は、切開または凝固等の処置を行うため
の高周波電流を生体組織に印加可能な処置用電極７２を先端部に具備し、前述の各トロッ
カーの挿入孔に挿入可能な細長形状の挿入部７３を中途部に具備し、処置用電極７２の開
閉動作に係る操作を手動で行うことが可能な操作部７４を後端部に具備して構成されてい
る。
【００６５】
　また、図１０に示すように、バイポーラ電気メス７１は、樹脂等の絶縁部材で形成され
た円筒状の外筒部７５により、挿入部７３の内部の水密が保たれるように構成されている
。
【００６６】
　さらに、図１０に示すように、外筒部７５の内部には、樹脂等の絶縁部材により形成さ
れた円筒状の内筒部７６と、内筒部７６の外周部に沿って巻回された受電用コイル７７と
、受電用コイル７７において受電された交流電流の波形を（切開または凝固等の）処置に
適した波形に変換して処置用電極７２を駆動することが可能な変換回路７８と、受電用コ
イル７７及び変換回路７８に対して直列接続された受電用コンデンサ７９と、が設けられ
ている。
【００６７】
　受電用コイル７７は、外筒部７５の内部かつ内筒部７６の外周部において、挿入部７３
の長軸に平行な巻き軸を具備するとともに、処置用電極７２の近傍を略覆うように巻かれ
ている。そして、受電用コイル７７の一方の端部が受電用コンデンサ７９に対して接続さ
れているとともに、受電用コイル７７の他方の端部が変換回路７８に対して接続されてい
る。
【００６８】
　一方、バイポーラ電気メス７１においては、前述の各トロッカーに内蔵された送電コイ
ルユニットの直列共振周波数に一致する所定の直列共振周波数（例えば１３．５６ＭＨｚ
）を具備するように、受電用コイル７７のインダクタンス及び受電用コンデンサ７９のキ
ャパシタンスがそれぞれ設定されている。
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【００６９】
　すなわち、バイポーラ電気メス７１の内部には、受電用コイル７７及び受電用コンデン
サ７９を含む直列共振回路としての受電コイルユニットが設けられている。
【００７０】
　そして、以上に述べたような構成を具備するバイポーラ電気メス７１と、前述の各トロ
ッカーのうちの１つと、を含むような医療用無線給電システムを使用した場合であっても
、磁界共鳴現象を利用しつつ、比較的高い伝送効率で給電を行うことができる。
【００７１】
　また、以上に述べたような構成を具備するバイポーラ電気メス７１によれば、（図１０
に例示したように、）受電用コイル７７を小型化することができるため、挿入部７３の製
造の際の組み立て精度を向上させることができる。
【００７２】
　なお、本実施例においては、図２及び図３に示したような構成を具備するバイポーラ電
気メス１１の代わりに、例えば、図１１に示すような構成を具備するバイポーラ電気メス
８１を使用してもよい。図１１は、第１の実施例の第６の変形例に係るバイポーラ電気メ
スの要部の構成を示す図である。
【００７３】
　図１１に示すように、バイポーラ電気メス８１は、切開または凝固等の処置を行うため
の高周波電流を生体組織に印加可能な処置用電極８２を先端部に具備し、前述の各トロッ
カーの挿入孔に挿入可能な細長形状の挿入部８３を中途部に具備し、処置用電極８２の開
閉動作に係る操作を手動で行うことが可能な操作部８４を後端部に具備して構成されてい
る。
【００７４】
　また、図１１に示すように、バイポーラ電気メス８１は、樹脂等の絶縁部材で形成され
た円筒状の外筒部８５により、挿入部８３の内部の水密が保たれるように構成されている
。
【００７５】
　さらに、図１１に示すように、外筒部８５の内部には、２つの処置用電極８２にそれぞ
れ接続される導電線８６と、操作部８４の近傍に設けられた受電用コイル８７と、受電用
コイル８７において受電された交流電流の波形を（切開または凝固等の）処置に適した波
形に変換して導電線８６へ出力する変換回路８８と、受電用コイル８７及び変換回路８８
に対して直列接続された受電用コンデンサ８９と、が設けられている。
【００７６】
　受電用コイル８７は、外筒部８５の内部かつ操作部８４の近傍において、挿入部８３の
長軸に平行な巻き軸を具備するように巻かれているとともに、挿入部８３が前述の各トロ
ッカーのうちのいずれかの挿入孔に挿通された際に、当該挿入孔の入口側の開口部付近に
配置されるような位置に設けられている。そして、受電用コイル８７の一方の端部が受電
用コンデンサ８９に対して接続されているとともに、受電用コイル８７の他方の端部が変
換回路８８に対して接続されている。
【００７７】
　一方、バイポーラ電気メス８１においては、前述の各トロッカーに内蔵された送電コイ
ルユニットの直列共振周波数に一致する所定の直列共振周波数（例えば１３．５６ＭＨｚ
）を具備するように、受電用コイル８７のインダクタンス及び受電用コンデンサ８９のキ
ャパシタンスがそれぞれ設定されている。
【００７８】
　すなわち、バイポーラ電気メス８１の内部には、受電用コイル８７及び受電用コンデン
サ８９を含む直列共振回路としての受電コイルユニットが設けられている。
【００７９】
　そして、以上に述べたような構成を具備するバイポーラ電気メス８１と、前述の各トロ
ッカーのうちの１つと、を含むような医療用無線給電システムを使用した場合であっても



(12) JP 5965741 B2 2016.8.10

10

20

30

40

50

、磁界共鳴現象を利用しつつ、比較的高い伝送効率で給電を行うことができる。
【００８０】
　また、以上に述べたような構成を具備するバイポーラ電気メス８１によれば、（図１１
に例示したように、）受電用コイル８７を大型化することができるため、磁界共鳴現象を
利用した給電における伝送効率が向上し易くなる。
【００８１】
　以上に述べたように、本実施例によれば、トロッカーと、当該トロッカーに挿入して使
用されるバイポーラ電気メス等の医療機器と、を含む医療用無線給電システムにおいて、
当該トロッカーの送電コイルが設けられる部分と、当該医療機器の受電コイルが設けられ
る部分と、の配置の自由度を向上させつつ、比較的高い伝送効率で給電を行うことができ
る。すなわち、本実施例の医療用無線給電システムによれば、電力の伝送効率の低下を極
力防ぎつつ、送電及び受電に係わる部分の配置の自由度を向上させることができる。
【００８２】
　なお、本実施例によれば、例えば、複数の送電用コンデンサをトロッカー内に設けると
ともに、電源装置２１の図示しないスイッチ等の操作に基づいて前記複数の送電用コンデ
ンサの中から選択された１つの送電用コンデンサと、当該トロッカー内に設けられた送電
用コイルと、の間で直列共振回路が形成されるように構成してもよい。
【００８３】
（第２の実施例）
　図１２Ａから図１７Ｂは、本発明の第２の実施例に係るものである。
【００８４】
　なお、本実施例においては、第１の実施例と同様の構成等を有する部分に関する詳細な
説明を省略するとともに、第１の実施例と異なる構成等を有する部分に関して主に説明を
行う。図１２Ａは、第２の実施例に係るバイポーラ電気メスの外観を示す図である。図１
２Ｂは、図１２Ａのバイポーラ電気メスの挿入部の構成を示す断面図である。
【００８５】
　図１２Ａに示すように、バイポーラ電気メス９１は、切開または凝固等の処置を行うた
めの高周波電流を生体組織に印加可能な処置用電極１２を先端部に具備し、第１の実施例
において説明した各トロッカーの挿入孔に挿入可能な細長形状の挿入部９３を中途部に具
備し、処置用電極１２の開閉動作に係る操作を手動で行うことが可能な操作部１４を後端
部に具備して構成されている。
【００８６】
　また、図１２Ａ及び図１２Ｂに示すように、バイポーラ電気メス９１は、ステンレス等
の導電部材で形成されているとともに、長軸方向に沿って切り込みが設けられた略円筒状
の管体部９５Ａと、樹脂等の絶縁部材で形成されているとともに、管体部９５Ａの切り込
み部分の空間を埋めるように設けられた絶縁部９５Ｂと、を具備する外筒部９５により、
挿入部９３の内部の水密が保たれるように構成されている。
【００８７】
　さらに、図１２Ｂに示すように、外筒部９５の内部には、樹脂等の絶縁部材により形成
された円筒状の内筒部９６と、内筒部９６の外周部に沿って巻回された受電用コイル９７
と、が設けられている。
【００８８】
　なお、本実施例の外筒部９５の内部には、図示しないが、受電用コイル９７において受
電された交流電流の波形を（切開または凝固等の）処置に適した波形に変換して処置用電
極１２を駆動することが可能な（第１の実施例と同様の）変換回路と、受電用コイル９７
及び当該変換回路に対して直列接続された（第１の実施例と同様の）受電用コンデンサと
、が設けられている。
【００８９】
　また、本実施例の受電用コイル９７は、受電用コイル１７、７７または８７のいずれか
と同様の巻回状態及び接続状態を具備している。
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【００９０】
　一方、バイポーラ電気メス９１においては、第１の実施例において説明した各トロッカ
ーに内蔵された送電コイルユニットの直列共振周波数に一致する所定の直列共振周波数（
例えば１３．５６ＭＨｚ）を具備するように、受電用コイル９７のインダクタンス及び図
示しない受電用コンデンサのキャパシタンスがそれぞれ設定されている。
【００９１】
　すなわち、バイポーラ電気メス９１の内部には、受電用コイル９７及び図示しない受電
用コンデンサを含む、第１の実施例と略同様の受電コイルユニットが設けられている。
【００９２】
　そして、以上に述べたような構成を具備するバイポーラ電気メス９１と、第１の実施例
において説明した各トロッカーのうちの１つと、を含むような医療用無線給電システムを
使用した場合であっても、磁界共鳴現象を利用しつつ、比較的高い伝送効率で給電を行う
ことができる。
【００９３】
　また、以上に述べたような構成を具備するバイポーラ電気メス９１によれば、外筒部９
５の管体部９５Ａをステンレス等の比較的強度の高い部材で形成しつつ、磁界共鳴現象を
利用した無線給電を行うことができる。
【００９４】
　なお、本実施例においては、図１２Ａ及び図１２Ｂに示したような構成を具備するバイ
ポーラ電気メス９１の代わりに、例えば、図１３Ａ及び図１３Ｂに示すような構成を具備
するバイポーラ電気メス１０１を使用してもよい。図１３Ａは、第２の実施例の第１の変
形例に係るバイポーラ電気メスの外観を示す図である。図１３Ｂは、図１３Ａのバイポー
ラ電気メスの挿入部の構成を示す断面図である。
【００９５】
　図１３Ａに示すように、バイポーラ電気メス１０１は、切開または凝固等の処置を行う
ための高周波電流を生体組織に印加可能な処置用電極１２を先端部に具備し、第１の実施
例において説明した各トロッカーの挿入孔に挿入可能な細長形状の挿入部１０３を中途部
に具備し、処置用電極１２の開閉動作に係る操作を手動で行うことが可能な操作部１４を
後端部に具備して構成されている。
【００９６】
　また、図１３Ａ及び図１３Ｂに示すように、バイポーラ電気メス１０１は、ステンレス
等の導電部材を渦巻状（または螺旋状）に巻回することにより形成された略円筒状の管体
部１０５Ａと、管体部１０５Ａの導電部材同士に挟まれた空間を埋めるように設けられた
絶縁部１０５Ｂと、を具備する外筒部１０５により、挿入部１０３の内部の水密が保たれ
るように構成されている。
【００９７】
　さらに、図１３Ｂに示すように、外筒部１０５の内部には、樹脂等の絶縁部材により形
成された円筒状の内筒部１０６と、内筒部１０６の外周部に沿って巻回された受電用コイ
ル１０７と、が設けられている。
【００９８】
　なお、本実施例の外筒部１０５の内部には、図示しないが、受電用コイル１０７におい
て受電された交流電流の波形を（切開または凝固等の）処置に適した波形に変換して処置
用電極１２を駆動することが可能な（第１の実施例と同様の）変換回路と、受電用コイル
１０７及び当該変換回路に対して直列接続された（第１の実施例と同様の）受電用コンデ
ンサと、が設けられている。
【００９９】
　また、本実施例の受電用コイル１０７は、受電用コイル１７、７７または８７のいずれ
かと同様の巻回状態及び接続状態を具備している。
【０１００】
　一方、バイポーラ電気メス１０１においては、第１の実施例において説明した各トロッ



(14) JP 5965741 B2 2016.8.10

10

20

30

40

50

カーに内蔵された送電コイルユニットの直列共振周波数に一致する所定の直列共振周波数
（例えば１３．５６ＭＨｚ）を具備するように、受電用コイル１０７のインダクタンス及
び図示しない受電用コンデンサのキャパシタンスがそれぞれ設定されている。
【０１０１】
　すなわち、バイポーラ電気メス１０１の内部には、受電用コイル１０７及び図示しない
受電用コンデンサを含む、第１の実施例と略同様の受電コイルユニットが設けられている
。
【０１０２】
　そして、以上に述べたような構成を具備するバイポーラ電気メス１０１と、第１の実施
例において説明した各トロッカーのうちの１つと、を含むような医療用無線給電システム
を使用した場合であっても、磁界共鳴現象を利用しつつ、比較的高い伝送効率で給電を行
うことができる。
【０１０３】
　また、以上に述べたような構成を具備するバイポーラ電気メス１０１によれば、外筒部
１０５の強度及び水密性を高めつつ、磁界共鳴現象を利用した無線給電を行うことができ
る。
【０１０４】
　一方、本実施例においては、図１２Ａ～図１３Ｂに示したような構成を具備するものの
代わりに、図１４に示すような構成を具備する挿入部１１３によりバイポーラ電気メスの
挿入部を構成してもよい。図１４は、第２の実施例の第２の変形例に係る挿入部の構成を
示す断面図である。
【０１０５】
　図１４に示すように、挿入部１１３は、樹脂等の絶縁部材で形成された円筒状の外筒部
１１５により内部の水密が保たれるように構成されている。
【０１０６】
　また、図１４に示すように、外筒部１１５の内部には、ステンレス等の導電部材で形成
されているとともに、長軸方向に沿って切り込みが設けられた略円筒状の管体部１１６Ａ
と、樹脂等の絶縁部材で形成されているとともに、管体部１１６Ａの切り込み部分の空間
を埋めるように設けられた絶縁部１１６Ｂと、を具備する内筒部１１６が設けられている
。
【０１０７】
　さらに、図１４に示すように、外筒部１１５の内部には、内筒部１１６の外周部に沿っ
て巻回された受電用コイル１１７が設けられている。
【０１０８】
　なお、本実施例の外筒部１１５の内部には、図示しないが、受電用コイル１１７におい
て受電された交流電流の波形を（切開または凝固等の）処置に適した波形に変換して処置
用電極１２を駆動することが可能な（第１の実施例と同様の）変換回路と、受電用コイル
１１７及び当該変換回路に対して直列接続された（第１の実施例と同様の）受電用コンデ
ンサと、が設けられている。
【０１０９】
　また、本実施例の受電用コイル１１７は、受電用コイル１７、７７または８７のいずれ
かと同様の巻回状態及び接続状態を具備している。
【０１１０】
　一方、受電用コイル１１７のインダクタンス及び図示しない受電用コンデンサのキャパ
シタンスは、第１の実施例において説明した各トロッカーに内蔵された送電コイルユニッ
トの直列共振周波数に一致する所定の直列共振周波数（例えば１３．５６ＭＨｚ）を具備
するようにそれぞれ設定されている。
【０１１１】
　すなわち、外筒部１１５の内部には、受電用コイル１１７及び図示しない受電用コンデ
ンサを含む、第１の実施例と略同様の受電コイルユニットが設けられている。
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【０１１２】
　また、本実施例においては、図１２Ａ～図１４に示したような構成を具備するものの代
わりに、図１５に示すような構成を具備する挿入部１２３によりバイポーラ電気メスの挿
入部を構成してもよい。図１５は、第２の実施例の第３の変形例に係る挿入部の構成を示
す断面図である。
【０１１３】
　図１５に示すように、挿入部１２３は、樹脂等の絶縁部材で形成された円筒状の外筒部
１２５により内部の水密が保たれるように構成されている。
【０１１４】
　また、図１５に示すように、外筒部１２５の内部には、ステンレス等の導電部材を渦巻
状（または螺旋状）に巻回することにより形成された略円筒状の管体部１２６Ａと、管体
部１２６Ａの導電部材同士に挟まれた空間を埋めるように設けられた絶縁部１２６Ｂと、
を具備する内筒部１２６が設けられている。
【０１１５】
　さらに、図１５に示すように、外筒部１２５の内部には、内筒部１２６の外周部に沿っ
て巻回された受電用コイル１２７が設けられている。
【０１１６】
　なお、本実施例の外筒部１２５の内部には、図示しないが、受電用コイル１２７におい
て受電された交流電流の波形を（切開または凝固等の）処置に適した波形に変換して処置
用電極１２を駆動することが可能な（第１の実施例と同様の）変換回路と、受電用コイル
１２７及び当該変換回路に対して直列接続された（第１の実施例と同様の）受電用コンデ
ンサと、が設けられている。
【０１１７】
　また、本実施例の受電用コイル１２７は、受電用コイル１７、７７または８７のいずれ
かと同様の巻回状態及び接続状態を具備している。
【０１１８】
　一方、受電用コイル１２７のインダクタンス及び図示しない受電用コンデンサのキャパ
シタンスは、第１の実施例において説明した各トロッカーに内蔵された送電コイルユニッ
トの直列共振周波数に一致する所定の直列共振周波数（例えば１３．５６ＭＨｚ）を具備
するようにそれぞれ設定されている。
【０１１９】
　すなわち、外筒部１２５の内部には、受電用コイル１２７及び図示しない受電用コンデ
ンサを含む、第１の実施例と略同様の受電コイルユニットが設けられている。
【０１２０】
　また、本実施例においては、例えば、図１６の挿入部１３３として示すように、樹脂等
の絶縁部材で形成された絶縁層９５Ｃが管体部９５Ａ及び絶縁部９５Ｂからなる層の外周
面を覆うように積層された積層外筒部１３５を、図１２Ａ及び図１２Ｂに示した外筒部９
５の代わりに用いてもよい。図１６は、第２の実施例の第４の変形例に係る挿入部の構成
を示す断面図である。
【０１２１】
　そして、前述のような積層外筒部１３５を具備する挿入部１３３によれば、磁界共鳴現
象を利用して無線給電を行う際の安全性を高めることができる。
【０１２２】
　また、本実施例においては、例えば図１７Ａの挿入部１４３として示すように、積層管
体部１４５Ａ及び絶縁部１４５Ｂを具備する積層外筒部１４５を、図１２Ａ及び図１２Ｂ
に示した外筒部９５の代わりに用いてもよい。図１７Ａは、第２の実施例の第５の変形例
に係る挿入部の構成を示す断面図である。
【０１２３】
　積層管体部１４５Ａは、管体部９５Ａに比べて高導電率な銅等で形成された高導電層９
５Ｄが管体部９５Ａの層の内周に積層されているとともに、長軸方向に沿って切り込みが
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設けられた略円筒状を具備して構成されている。
【０１２４】
　絶縁部１４５Ｂは、樹脂等の絶縁部材で形成されているとともに、積層管体部１４５Ａ
の切り込み部分の空間を埋めるように設けられている。
【０１２５】
　そして、以上に述べたような積層外筒部１４５を具備する挿入部１４３によれば、外部
から印加された磁界に起因して積層管体部１４５Ａに誘導電流が流れた際の抵抗損失を減
少することができる。
【０１２６】
　また、本実施例においては、例えば図１７Ｂの挿入部１５３として示すように、積層管
体部１５５Ａ及び絶縁部１５５Ｂを具備する積層外筒部１５５を、図１２Ａ及び図１２Ｂ
に示した外筒部９５の代わりに用いてもよい。図１７Ｂは、第２の実施例の第６の変形例
に係る挿入部の構成を示す断面図である。
【０１２７】
　積層管体部１５５Ａは、管体部９５Ａに比べて高導電率な銅等で形成された高導電層９
５Ｅが管体部９５Ａの層の内周面及び外周面を覆うように積層されているとともに、長軸
方向に沿って切り込みが設けられた略円筒状を具備して構成されている。
【０１２８】
　絶縁部１５５Ｂは、樹脂等の絶縁部材で形成されているとともに、積層管体部１５５Ａ
の切り込み部分の空間を埋めるように設けられている。
【０１２９】
　そして、以上に述べたような積層外筒部１５５を具備する挿入部１５３によれば、外部
から印加された磁界に起因して積層管体部１５５Ａに誘導電流が流れた際の抵抗損失を減
少することができる。
【０１３０】
　なお、本実施例によれば、バイポーラ電気メス等の医療機器が、外筒及び（または）内
筒の１箇所のみに絶縁部が設けられた挿入部を具備して構成されるものに限らず、例えば
、外筒部及び（または）内筒部の複数箇所に絶縁部が設けられた挿入部を具備して構成さ
れるものであってもよい。
【０１３１】
（第３の実施例）
　図１８Ａ及び図１８Ｂは、本発明の第３の実施例に係るものである。
【０１３２】
　なお、本実施例においては、第１及び第２の実施例のいずれかと同様の構成等を有する
部分に関する詳細な説明を省略するとともに、第１及び第２の実施例のいずれとも異なる
構成等を有する部分に関して主に説明を行う。図１８Ａは、第３の実施例に係るバイポー
ラ電気メスの要部の構成を示す図である。図１８Ｂは、図１８Ａのバイポーラ電気メスの
挿入部の一部を拡大して示した図である。
【０１３３】
　図１８Ａに示すように、バイポーラ電気メス１６１は、切開または凝固等の処置を行う
ための高周波電流を生体組織に印加可能な処置用電極１６２を先端部に具備し、前述の各
トロッカーの挿入孔に挿入可能な細長形状の挿入部１６３を中途部に具備し、処置用電極
１６２の開閉動作に係る操作を手動で行うことが可能な操作部１６４を後端部に具備して
構成されている。
【０１３４】
　また、図１８Ａに示すように、バイポーラ電気メス１６１は、樹脂等の絶縁部材で形成
された円筒状の外筒部１６５により、挿入部１６３の内部の水密が保たれるように構成さ
れている。
【０１３５】
　さらに、図１８Ａに示すように、外筒部１６５の内部には、樹脂等の絶縁部材により形
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成された円筒状の内筒部１６６と、内筒部１６６の外周部に沿って巻回された中継コイル
ユニット１６６Ａ及び受電用コイル１６７と、受電用コイル１６７において受電された交
流電流の波形を（切開または凝固等の）処置に適した波形に変換して処置用電極１６２を
駆動することが可能な変換回路１６８と、受電用コイル１６７及び変換回路１６８に対し
て直列接続された受電用コンデンサ１６９と、が設けられている。
【０１３６】
　図１８Ａ及び図１８Ｂに示すように、中継コイルユニット１６６Ａは、外筒部１６５の
内部かつ内筒部１６６の外周部に１または複数設けられているとともに、直列接続された
１組の中継用コイル１６６Ｂ及び中継用コンデンサ１６６Ｃを具備してそれぞれ構成され
ている。また、中継コイルユニット１６６Ａの中継用コイル１６６Ｂは、挿入部１６３の
長軸に平行な巻き軸を具備するように、内筒部１６６の外周部に沿って巻かれている。（
なお、図１８Ｂに示すように、中継コイルユニット１６６Ａが複数の場合には、中継コイ
ルユニット１６６Ａ同士が相互に離間するように配置される。）
　受電用コイル１６７は、外筒部１６５の内部かつ内筒部１６６の外周部において、挿入
部１６３の長軸に平行な巻き軸を具備するとともに、処置用電極１６２の近傍を略覆うよ
うに巻かれている。そして、受電用コイル１６７の一方の端部が受電用コンデンサ１６９
に対して接続されているとともに、受電用コイル１６７の他方の端部が変換回路１６８に
対して接続されている。
【０１３７】
　一方、バイポーラ電気メス１６１においては、第１の実施例において説明した各トロッ
カーに内蔵された送電コイルユニットの直列共振周波数に一致する所定の直列共振周波数
（例えば１３．５６ＭＨｚ）を具備するように、受電用コイル１６７のインダクタンス及
び受電用コンデンサ１６９のキャパシタンスがそれぞれ設定されている。
【０１３８】
　すなわち、バイポーラ電気メス１６１の内部には、受電用コイル１６７及び受電用コン
デンサ１６９を含む直列共振回路としての受電コイルユニットが設けられている。
【０１３９】
　また、バイポーラ電気メス１６１においては、第１の実施例において説明した各トロッ
カーに内蔵された送電コイルユニットの直列共振周波数、及び、受電用コイル１６７及び
受電用コンデンサ１６９を含む受電コイルユニットの直列共振周波数にそれぞれ一致する
所定の直列共振周波数（例えば１３．５６ＭＨｚ）を具備するように、中継用コイル１６
６Ｂのインダクタンスと、中継用コンデンサ１６６Ｃのキャパシタンスとがそれぞれ設定
されている。
【０１４０】
　すなわち、バイポーラ電気メス１６１によれば、第１の実施例において説明したいずれ
かのトロッカーから送電が行われた際に、任意の中継コイルユニット１６６Ａを介し、受
電用コイル１６７及び受電用コンデンサ１６９を含む受電コイルユニットへ電力を伝送す
ることができる。
【０１４１】
　そして、以上に述べたような構成を具備するバイポーラ電気メス１６１と、第１の実施
例において説明した各トロッカーのうちの１つと、を含むような医療用無線給電システム
を使用した場合であっても、磁界共鳴現象を利用しつつ、比較的高い伝送効率で給電を行
うことができる。
【０１４２】
　また、以上に述べたような構成を具備するバイポーラ電気メス１６１によれば、中継用
コイル１６６Ｂ及び受電用コイル１６７をそれぞれ小型化することができるため、挿入部
１６３の製造の際の組み立て精度を向上させることができる。
【０１４３】
　なお、本実施例によれば、例えば、第２の実施例において説明した各構成のうちのいず
れかをバイポーラ電気メス１６１に適用することにより、挿入部１６３の強度の向上、及
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び（または）、給電の際の伝送効率の向上を図ることもできる。
【０１４４】
（第４の実施例）
　図１９Ａ、図１９Ｂ及び図２０は、本発明の第４の実施例に係るものである。
【０１４５】
なお、本実施例においては、第１～第３の実施例のいずれかと同様の構成等を有する部分
に関する詳細な説明を省略するとともに、第１～第３の実施例のいずれとも異なる構成等
を有する部分に関して主に説明を行う。図１９Ａは、第４の実施例に係るトロッカーの構
成を示す図である。図１９Ｂは、図１９Ａのトロッカーの使用態様の一例を示す図である
。
【０１４６】
　図１９Ａに示すように、トロッカー１７１Ａは、第１の実施例において説明したトロッ
カー１の外装部分の挿入孔２の周囲に複数の切り込み部１７２Ａを設けて構成されている
。
【０１４７】
　複数の切り込み部１７２Ａは、後述の導電板１７３Ａを着脱可能であるとともに、装着
された導電板１７３Ａを保持可能な形状をそれぞれ具備して形成されている。
【０１４８】
　一方、例えば図１９Ｂに示すように、本実施例のトロッカー１７１Ａは、送電コイルユ
ニットの共振周波数がトロッカー１７１Ａと同一に設定されたトロッカー１７１Ｂとの同
時使用を想定した構成となっている。
【０１４９】
　具体的には、図１９Ｂに示すように、トロッカー１７１Ａは、トロッカー１７１Ｂとの
同時使用の際に、トロッカー１７１Ｂに最も近い切り込み部１７２Ａに導電板１７３Ａを
装着した状態で使用される。また、図１９Ｂに示すように、トロッカー１７１Ｂは、トロ
ッカー１７１Ａとの同時使用の際に、トロッカー１７１Ａに最も近い切り込み部１７２Ｂ
に導電板１７３Ｂを装着した状態で使用される。
【０１５０】
　導電板１７３Ａは、トロッカー１７１Ａに内蔵された送電コイルユニットに含まれる送
電コイルの直径及び高さに対して十分に大きな幅及び高さを具備する板状の仕切部材とし
て形成されている。また、導電板１７３Ｂは、トロッカー１７１Ｂに内蔵された送電コイ
ルユニットに含まれる送電コイルの直径及び高さに対して十分に大きな幅及び高さを具備
する板状部材として形成されている。
【０１５１】
　そして、以上のような導電板１７３Ａを設置した状態でトロッカー１７１Ａが使用され
ることにより、トロッカー１７１Ｂ側への磁界の漏れを抑制することができる。また、以
上のような導電板１７３Ｂを設置した状態でトロッカー１７１Ｂが使用されることにより
、トロッカー１７１Ａ側への磁界の漏れを抑制することができる。
【０１５２】
　なお、本実施例においては、前述のトロッカー１７１Ａ及び１７１Ｂのような構成を具
備するものに限らず、例えば、図２０のトロッカー１８１のような構成を具備していても
よい。図２０は、第４の実施例の変形例に係るトロッカーの構成を示す図である。
【０１５３】
　図２０に示すように、トロッカー１８１は、第１の実施例において説明したトロッカー
１の内部の送電用コイル４の周囲に導電板１８２を設けて構成されている。
【０１５４】
　図２０に示すように、導電板１８２は、トロッカー１８１に内蔵された送電用コイル４
の高さに対して十分に大きな高さを具備するとともに、電気端子３Ａ、送電用コイル４及
び送電用コンデンサ５の各部にそれぞれ接触しないような位置において送電用コイル４の
外周部を略覆うことが可能な仕切部材として形成されている。
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【０１５５】
　なお、導電板１８２は、外周の一部に絶縁部を具備する限りにおいては、図２０のよう
な切り込みを具備するＣ形状に形成されてもよく、または、図１２Ａ及び図１２Ｂのよう
な絶縁部材を設けて形成されてもよい。
【０１５６】
　なお、トロッカー１８１においては、電気端子３Ａ及び送電用コンデンサ５の周辺に図
示しない絶縁部材を設けることにより、電気端子３Ａ及び送電用コンデンサ５が導電板１
８２から電気的に絶縁されるようにしている。
【０１５７】
　そして、以上に述べたような本実施例の構成によれば、複数のトロッカーにそれぞれ設
けられた送電コイルユニットの共振周波数が相互に同一に設定されているような場合であ
っても、当該複数のトロッカーに対して同時に給電を行うことができる。
【０１５８】
（第５の実施例）
　図２１及び図２２は、本発明の第５の実施例に係るものである。
【０１５９】
　なお、本実施例においては、第１～第４の実施例のいずれかと同様の構成等を有する部
分に関する詳細な説明を省略するとともに、第１～第４の実施例のいずれとも異なる構成
等を有する部分に関して主に説明を行う。図２１は、第５の実施例に係るトロッカーの構
成を示す図である。
【０１６０】
　図２１に示すように、トロッカー１９１は、第１の実施例において説明したトロッカー
１の内部の挿入孔２の周囲かつ送電用コイル４の内側に内筒部１９２を設けて構成されて
いる。
【０１６１】
　図２１に示すように、内筒部１９２は、送電用コイル４の近傍から挿入孔２の出口側の
開口部に至るまでの部分に設けられている。また、内筒部１９２は、銅等の導電部材で形
成されているとともに、長軸方向に沿って切り込みが設けられた略円筒状の管体部１９２
Ａと、樹脂等の絶縁部材で形成されているとともに、管体部１９２Ａの切り込み部分の空
間を埋めるように設けられた絶縁部１９２Ｂと、を具備して構成されている。
【０１６２】
　なお、絶縁部１９２Ｂは、樹脂等の絶縁部材により形成されるものに限らず、管体部１
９２Ａの切り込み部分の空間そのものであってもよい。
【０１６３】
　そして、以上に述べたような構成を具備するトロッカー１９１によれば、磁界共鳴現象
を利用した給電における伝送効率が向上し易くなる。
【０１６４】
　なお、本実施例においては、前述のトロッカー１９１のような構成を具備するものに限
らず、例えば、図２２のトロッカー２０１のような構成を具備していてもよい。図２２は
、第５の実施例の変形例に係るトロッカーの構成を示す図である。
【０１６５】
　図２２に示すように、トロッカー２０１は、第１の実施例において説明したトロッカー
１の内部の挿入孔２の周囲かつ送電用コイル４の外側に外筒部２０２を設けて構成されて
いる。
【０１６６】
　図２２に示すように、外筒部２０２は、送電用コイル４の近傍から挿入孔２の出口側の
開口部に至るまでの部分に設けられている。また、外筒部２０２は、銅等の導電部材で形
成されているとともに、長軸方向に沿って切り込みが設けられた略円筒状の管体部２０２
Ａと、樹脂等の絶縁部材で形成されているとともに、管体部２０２Ａの切り込み部分の空
間を埋めるように設けられた絶縁部２０２Ｂと、を具備して構成されている。
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【０１６７】
　なお、絶縁部２０２Ｂは、樹脂等の絶縁部材により形成されるものに限らず、管体部２
０２Ａの切り込み部分の空間そのものであってもよい。
【０１６８】
　また、トロッカー２０１においては、電気端子３Ａ、送電用コイル４及び送電用コンデ
ンサ５を直列接続する際の配線の一部が、絶縁部２０２Ｂを貫きかつ管体部２０２Ａに接
触しないように設けられている。
【０１６９】
　そして、以上に述べたような構成を具備するトロッカー２０１によれば、磁界共鳴現象
を利用した給電における伝送効率が向上し易くなる。
【０１７０】
　なお、本実施例においては、例えば、第２の実施例の内筒部１２６と略同様の構成を具
備するように内筒部１９２を形成してもよい。また、本実施例においては、例えば、第２
の実施例の外筒部１０５と略同様の構成を具備するように外筒部２０２を形成してもよい
。
【０１７１】
　一方、本実施例の内筒部１９２は、複数の絶縁部１９２Ｂを具備して構成されていても
よい。また、本実施例の外筒部２０２は、複数の絶縁部２０２Ｂを具備して構成されてい
てもよい。
【０１７２】
（第６の実施例）
　図２３及び図２４は、本発明の第６の実施例に係るものである。
【０１７３】
　なお、本実施例においては、第１～第５の実施例のいずれかと同様の構成等を有する部
分に関する詳細な説明を省略するとともに、第１～第５の実施例のいずれとも異なる構成
等を有する部分に関して主に説明を行う。図２３は、第６の実施例に係るトロッカーの構
成を示す図である。
【０１７４】
　図２３に示すように、トロッカー２１１は、処置具等を挿入可能な寸法を具備する孔と
して形成された挿入孔２１２と、送電ケーブル２４を着脱自在に接続できるようにそれぞ
れ形成された接続端子部２１３Ｍ及び２１３Ｎと、を有して構成されている。
【０１７５】
　図２３に示すように、トロッカー２１１の内部には、挿入孔２１２の外周部に沿って巻
回された送電用コイル２１４Ｍと、接続端子部２１３Ｍに設けられた電気端子２１３Ａ及
び送電用コイル２１４Ｍに対して直列接続された送電用コンデンサ２１５Ｍと、が設けら
れている。
【０１７６】
　また、トロッカー２１１の内部における送電用コイル２１４Ｍ及び送電用コンデンサ２
１５Ｍの周辺は、樹脂等の絶縁部材で覆われている。
【０１７７】
　送電用コイル２１４Ｍは、トロッカー２１１の内部かつ挿入孔２１２の外周部において
、挿入孔２１２の挿入軸に対して平行な巻き軸を具備するとともに、後述の送電用コイル
２１４Ｎに比べて挿入孔２１２の入口側の開口部に近い部分を略覆うように巻かれている
。そして、送電用コイル２１４Ｍの一方の端部が送電用コンデンサ２１５Ｍに対して接続
されているとともに、送電用コイル２１４Ｍの他方の端部が電気端子２１３Ａに対して接
続されている。
【０１７８】
　さらに、トロッカー２１１においては、第２の実施例等において説明した各バイポーラ
電気メスに内蔵された受電コイルユニットの直列共振周波数に一致する所定の直列共振周
波数（例えば１３．５６ＭＨｚ）を具備するように、送電用コイル２１４Ｍのインダクタ
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ンス及び送電用コンデンサ２１５Ｍのキャパシタンスがそれぞれ設定されている。
【０１７９】
　一方、図２３に示すように、トロッカー２１１の内部には、挿入孔２１２の外周部に沿
って巻回された送電用コイル２１４Ｎと、接続端子部２１３Ｎに設けられた電気端子２１
３Ｂ及び送電用コイル２１４Ｎに対して直列接続された送電用コンデンサ２１５Ｎと、が
設けられている。
【０１８０】
　また、トロッカー２１１の内部における送電用コイル２１４Ｎ及び送電用コンデンサ２
１５Ｎの周辺は、樹脂等の絶縁部材で覆われている。
【０１８１】
　送電用コイル２１４Ｎは、トロッカー２１１の内部かつ挿入孔２１２の外周部において
、挿入孔２１２の挿入軸に対して平行な巻き軸を具備するとともに、送電用コイル２１４
Ｍに比べて挿入孔２１２の入口側の開口部から離れた部分を略覆うように巻かれている。
そして、送電用コイル２１４Ｎの一方の端部が送電用コンデンサ２１５Ｎに対して接続さ
れているとともに、送電用コイル２１４Ｎの他方の端部が電気端子２１３Ｂに対して接続
されている。
【０１８２】
　さらに、トロッカー２１１においては、送電用コイル２１４Ｍ及び送電用コンデンサ２
１５Ｍにより設定されるものとは異なる直列共振周波数（例えば１０ＭＨｚ）を具備する
ように、送電用コイル２１４Ｎのインダクタンス及び送電用コンデンサ２１５Ｎのキャパ
シタンスがそれぞれ設定されている。
【０１８３】
　すなわち、トロッカー２１１の内部には、送電用コイル２１４Ｍ及び送電用コンデンサ
２１５Ｍを含む送電コイルユニットと、送電用コイル２１４Ｎ及び送電用コンデンサ２１
５Ｎを含む送電コイルユニットと、の２つの送電コイルユニットが、挿入部２１２の挿入
軸に沿って設けられている。
【０１８４】
　そして、以上に述べたようなトロッカー２１１の構成によれば、例えば、磁界共鳴現象
を利用して給電を行う医療機器を、受信コイルユニットの直列共振周波数が相互に異なる
ように設定された２つの医療機器の中から選択しつつ使用することができる。
【０１８５】
　なお、以上に述べたようなトロッカー２１１の構成によれば、電気端子２１３Ａ及び２
１３Ｂが相互に電気的に分離されている限りにおいては、接続端子部２１３Ｍ及び２１３
Ｎを相互に近接した位置に配置してもよい。
【０１８６】
一方、本実施例においては、前述のトロッカー２１１のような構成を具備するものに限ら
ず、例えば、図２４のトロッカー２２１のような構成を具備していてもよい。図２４は、
第６の実施例の変形例に係るトロッカーの構成を示す図である。
【０１８７】
　図２４に示すように、トロッカー２２１は、処置具等を挿入可能な寸法を具備する孔と
して形成された挿入孔２２２と、送電ケーブル２４を着脱自在に接続できるようにそれぞ
れ形成された接続端子部２２３Ｍ及び２２３Ｎと、を有して構成されている。
【０１８８】
　図２４に示すように、トロッカー２２１の内部には、挿入孔２２２の外周部に沿って巻
回された送電用コイル２２４Ｍと、接続端子部２２３Ｍに設けられた電気端子２２３Ａ及
び送電用コイル２２４Ｍに対して直列接続された送電用コンデンサ２２５Ｍと、が設けら
れている。
【０１８９】
　また、トロッカー２２１の内部における送電用コイル２２４Ｍ及び送電用コンデンサ２
２５Ｍの周辺は、樹脂等の絶縁部材で覆われている。
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【０１９０】
　送電用コイル２２４Ｍは、トロッカー２２１の内部かつ挿入孔２２２の外周部において
、挿入孔２１２の挿入軸に対して平行な巻き軸を具備するとともに、挿入孔２２２の一部
を略覆うように巻かれている。そして、送電用コイル２２４Ｍの一方の端部が送電用コン
デンサ２２５Ｍに対して接続されているとともに、送電用コイル２２４Ｍの他方の端部が
電気端子２２３Ａに対して接続されている。
【０１９１】
　さらに、トロッカー２２１においては、第２の実施例等において説明した各バイポーラ
電気メスに内蔵された受電コイルユニットの直列共振周波数に一致する所定の直列共振周
波数（例えば１３．５６ＭＨｚ）を具備するように、送電用コイル２２４Ｍのインダクタ
ンス及び送電用コンデンサ２２５Ｍのキャパシタンスがそれぞれ設定されている。
【０１９２】
　一方、図２４に示すように、トロッカー２２１の内部には、挿入孔２２２の外周部に沿
って巻回された送電用コイル２２４Ｎと、接続端子部２２３Ｎに設けられた電気端子２２
３Ｂ及び送電用コイル２２４Ｎに対して直列接続された送電用コンデンサ２２５Ｎと、が
設けられている。
【０１９３】
　また、トロッカー２２１の内部における送電用コイル２２４Ｎ及び送電用コンデンサ２
２５Ｎの周辺は、樹脂等の絶縁部材で覆われている。
【０１９４】
　送電用コイル２２４Ｎは、トロッカー２２１の内部かつ送電用コイル２２４Ｍの外周部
において、挿入孔２２２の挿入軸に対して平行な巻き軸を具備するように巻かれている。
そして、送電用コイル２２４Ｎの一方の端部が送電用コンデンサ２２５Ｎに対して接続さ
れているとともに、送電用コイル２２４Ｎの他方の端部が電気端子２２３Ｂに対して接続
されている。
【０１９５】
　さらに、トロッカー２２１においては、送電用コイル２２４Ｍ及び送電用コンデンサ２
２５Ｍにより設定されるものとは異なる直列共振周波数（例えば１０ＭＨｚ）を具備する
ように、送電用コイル２２４Ｎのインダクタンス及び送電用コンデンサ２２５Ｎのキャパ
シタンスがそれぞれ設定されている。
【０１９６】
　すなわち、トロッカー２２１の内部には、送電用コイル２２４Ｍ及び送電用コンデンサ
２２５Ｍを含む送電コイルユニットと、送電用コイル２２４Ｎ及び送電用コンデンサ２２
５Ｎを含む送電コイルユニットと、の２つの送電コイルユニットが、挿入孔２２２の外周
部の一部を二重に囲むように設けられている。
【０１９７】
　そして、以上に述べたようなトロッカー２２１の構成によれば、例えば、磁界共鳴現象
を利用して給電を行う医療機器を、受信コイルユニットの直列共振周波数が相互に異なる
ように設定された２つの医療機器の中から選択しつつ使用することができる。
【０１９８】
　なお、以上に述べたようなトロッカー２２１の構成によれば、電気端子２２３Ａ及び２
２３Ｂが相互に電気的に分離されている限りにおいては、接続端子部２２３Ｍ及び２２３
Ｎを相互に近接した位置に配置してもよい。
【０１９９】
　一方、トロッカー２１１及び２２１は、以上に述べたような構成を具備するものに限ら
ず、例えば、図６Ａ及び図６Ｂに示した態様を適用することにより、一方の送電コイルユ
ニットをトロッカー本体部３２Ａに設けるとともに、他方の送電コイルユニットを送電コ
イルユニット３２Ｂに設けて構成してもよい。
【０２００】
（第７の実施例）
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　図２５Ａから図２７Ｂは、本発明の第７の実施例に係るものである。
【０２０１】
　なお、本実施例においては、第１～第６の実施例のいずれかと同様の構成等を有する部
分に関する詳細な説明を省略するとともに、第１～第６の実施例のいずれとも異なる構成
等を有する部分に関して主に説明を行う。図２５Ａは、第７の実施例に係るトロッカーの
外観を示す図である。図２５Ｂは、第７の実施例に係るトロッカーの要部の内部構成を示
す図である。
【０２０２】
　図２５Ａに示すように、トロッカー２３１は、被検体の体壁に形成した１つの切開創か
ら複数の医療機器を同時に挿入して使用することができるように構成されている。
【０２０３】
　具体的には、図２５Ａに示すように、トロッカー２３１は、３つの挿入孔部２３１Ａと
、各挿入孔部２３１Ａに１つずつ設けられた挿入孔２３２の出口側の開口部（図示せず）
にそれぞれ連通するように形成された筒体部２３１Ｂと、を有して構成されている。
【０２０４】
　また、図２５Ａに示すように、各挿入孔部２３１Ａには、処置具等を挿入可能な寸法を
具備する孔として形成された挿入孔２３２と、送電ケーブル２４を着脱自在に接続できる
ように形成された接続端子部２３３と、がそれぞれ設けられている。
【０２０５】
　一方、図２５Ｂに示すように、各挿入孔部２３１Ａの内部には、挿入孔２３２の外周部
に沿って巻回された送電用コイル２３４と、接続端子部２３３に設けられた電気端子２３
３Ａ及び送電用コイル２３４に対して直列接続された送電用コンデンサ２３５と、が設け
られている。
【０２０６】
　また、各挿入孔部２３１Ａの内部における送電用コイル２３４及び送電用コンデンサ２
３５の周辺は、樹脂等の絶縁部材で覆われている。
【０２０７】
　送電用コイル２３４は、挿入孔部２３１Ａの内部かつ挿入孔２３２の外周部において、
挿入孔２３２の挿入軸に対して平行な巻き軸を具備するように巻かれている。そして、送
電用コイル２３４の一方の端部が送電用コンデンサ２３５に対して接続されているととも
に、送電用コイル２３４の他方の端部が電気端子２３３Ａに対して接続されている。
【０２０８】
　さらに、トロッカー２３１においては、各挿入孔部２３１Ａ毎に異なる直列共振周波数
を具備するように、送電用コイル２３４のインダクタンス及び送電用コンデンサ２３５の
キャパシタンスがそれぞれ設定される。具体的には、例えば、３つの挿入孔部２３１Ａの
うち、第１の挿入孔部２３１Ａにおいては、第１の共振周波数（例えば１３．５６ＭＨｚ
）を具備するように送電用コイル２３４のインダクタンス及び送電用コンデンサ２３５の
キャパシタンスが設定され、第２の挿入孔部２３１Ａにおいては、第２の共振周波数（例
えば１０ＭＨｚ）を具備するように送電用コイル２３４のインダクタンス及び送電用コン
デンサ２３５のキャパシタンスが設定され、第３の挿入孔部２３１Ａにおいては、第３の
共振周波数（例えば１５ＭＨｚ）を具備するように送電用コイル２３４のインダクタンス
及び送電用コンデンサ２３５のキャパシタンスが設定される。
【０２０９】
　すなわち、前述の第１の挿入孔部２３１Ａの内部には、第１の共振周波数で共振するよ
うに構成された第１の送電コイルユニットが設けられている。また、前述の第２の挿入孔
部２３１Ａの内部には、第２の共振周波数で共振するように構成された第２の送電コイル
ユニットが設けられている。さらに、前述の第３の挿入孔部２３１Ａの内部には、第３の
共振周波数で共振するように構成された第３の送電コイルユニットが設けられている。
【０２１０】
　そして、以上に述べたようなトロッカー２３１の構成によれば、磁界共鳴現象による給
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電を複数の医療機器に対して同時に行うことができる。
【０２１１】
　なお、以上に述べたようなトロッカー２３１の構成によれば、各電気端子２３３Ａ同士
が相互に近接するような位置に挿入孔部２３１Ａを配置してもよい。
【０２１２】
　一方、本実施例においては、前述のトロッカー２３１のような構成を具備するものに限
らず、例えば、図２６Ａ及び図２６Ｂのトロッカー２４１のような構成を具備していても
よい。図２６Ａは、第７の実施例の第１の変形例に係るトロッカーの外観を示す図である
。図２６Ｂは、第７の実施例の第１の変形例に係るトロッカーの要部の内部構成を示す図
である。
【０２１３】
　図２６Ａに示すように、トロッカー２４１は、被検体の体壁に形成した１つの切開創か
ら複数の医療機器を同時に挿入して使用することができるように構成されている。
【０２１４】
　具体的には、図２６Ａに示すように、トロッカー２４１は、３つの挿入孔部２４１Ａと
、各挿入孔部２４１Ａに１つずつ設けられた挿入孔２４２の出口側の開口部（図示せず）
にそれぞれ連通するように形成された筒体部２４１Ｂと、各挿入孔部２４１Ａの外周側を
環状に囲むように形成された環体部２４１Ｃと、を有して構成されている。
【０２１５】
　また、図２６Ａに示すように、各挿入孔部２４１Ａには、処置具等を挿入可能な寸法を
具備する孔として形成された挿入孔２４２が設けられている。
【０２１６】
　さらに、図２６Ａに示すように、環体部２４１Ｃの側面には、送電ケーブル２４を着脱
自在に接続できるように形成された接続端子部２４３が設けられている。
【０２１７】
　一方、図２６Ｂに示すように、環体部２４１Ｃの内部には、各挿入孔２３２の外周部の
一部を覆うように巻回された送電用コイル２４４Ｍと、接続端子部２４３の電気端子２４
３Ａに接続された電気接続部材２４６Ｍと、電気接続部材２４６Ｍ及び送電用コイル２４
４Ｍに対して直列接続された送電用コンデンサ２４５Ｍと、が設けられている。
【０２１８】
　また、環体部２４１Ｃの内部における送電用コイル２４４Ｍ及び送電用コンデンサ２４
５Ｍの周辺は、樹脂等の絶縁部材で覆われている。
【０２１９】
　送電用コイル２４４Ｍは、環体部２４１Ｃの内部かつ各挿入孔２２２の外周部において
、各挿入孔２４２の挿入軸に対して平行な巻き軸を具備するように巻かれている。そして
、送電用コイル２４４Ｍの一方の端部が送電用コンデンサ２４５Ｍに対して接続されてい
るとともに、送電用コイル２４４Ｍの他方の端部が電気接続部材２４６Ｍに接続されてい
る。
【０２２０】
　さらに、トロッカー２４１においては、第２の実施例等において説明した各バイポーラ
電気メスに内蔵された受電コイルユニットの直列共振周波数に一致する所定の直列共振周
波数（例えば１３．５６ＭＨｚ）を具備するように、送電用コイル２４４Ｍのインダクタ
ンス及び送電用コンデンサ２４５Ｍのキャパシタンスがそれぞれ設定されている。
【０２２１】
　また、図２６Ｂに示すように、環体部２４１Ｃの内部には、各挿入孔２３２の外周部の
一部を覆うように巻回された送電用コイル２４４Ｎと、接続端子部２４３の電気端子２４
３Ａに接続された電気接続部材２４６Ｎと、電気接続部材２４６Ｎ及び送電用コイル２４
４Ｎに対して直列接続された送電用コンデンサ２４５Ｎと、が設けられている。
【０２２２】
　さらに、環体部２４１Ｃの内部における送電用コイル２４４Ｎ及び送電用コンデンサ２
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４５Ｎの周辺は、樹脂等の絶縁部材で覆われている。
【０２２３】
　送電用コイル２４４Ｎは、環体部２４１Ｃの内部かつ送電用コイル２４４Ｍの外周部に
おいて、各挿入孔２４２の挿入軸に対して平行な巻き軸を具備するように巻かれている。
そして、送電用コイル２４４Ｎの一方の端部が送電用コンデンサ２４５Ｎに対して接続さ
れているとともに、送電用コイル２４４Ｎの他方の端部が電気接続部材２４６Ｎに接続さ
れている。
【０２２４】
　さらに、環体部２４１Ｃにおいては、送電用コイル２４４Ｍ及び送電用コンデンサ２４
５Ｍにより設定されるものとは異なる直列共振周波数（例えば１０ＭＨｚ）を具備するよ
うに、送電用コイル２４４Ｎのインダクタンス及び送電用コンデンサ２４５Ｎのキャパシ
タンスがそれぞれ設定されている。
【０２２５】
　すなわち、環体部２４１Ｃの内部には、送電用コイル２４４Ｍ及び送電用コンデンサ２
４５Ｍを含む送電コイルユニットと、送電用コイル２４４Ｎ及び送電用コンデンサ２４５
Ｎを含む送電コイルユニットと、の２つの送電コイルユニットが、各挿入孔２４２の外周
部の一部を二重に囲むように設けられている。
【０２２６】
　そして、以上に述べたようなトロッカー２４１の構成によれば、磁界共鳴現象による給
電を複数の医療機器に対して同時に行うことができる。
【０２２７】
　また、本実施例においては、前述のトロッカー２３１または２４１のような構成を具備
するものに限らず、例えば、図２７Ａ及び図２７Ｂのトロッカー２５１のような構成を具
備していてもよい。図２７Ａは、第７の実施例の第２の変形例に係るトロッカーの外観を
示す図である。図２７Ｂは、第７の実施例の第２の変形例に係るトロッカーの要部の内部
構成を示す図である。
【０２２８】
　図２７Ａに示すように、トロッカー２５１は、被検体の体壁に形成した１つの切開創か
ら複数の医療機器を同時に挿入して使用することができるように構成されている。
【０２２９】
　具体的には、図２７Ａに示すように、トロッカー２５１は、３つの挿入孔部２５１Ａと
、各挿入孔部２５１Ａに１つずつ設けられた挿入孔２５２の出口側の開口部（図示せず）
にそれぞれ連通するように形成された筒体部２５１Ｂと、を有して構成されている。
【０２３０】
　また、図２７Ａに示すように、各挿入孔部２５１Ａには、処置具等を挿入可能な寸法を
具備する孔として形成された挿入孔２５２と、送電ケーブル２４を着脱自在に接続できる
ように形成された接続端子部２５３と、がそれぞれ設けられている。
【０２３１】
　一方、図２７Ｂに示すように、各挿入孔部２５１Ａの内部には、挿入孔２５２の外周部
に沿って巻回された送電用コイル２５４と、接続端子部２５３に設けられた電気端子２５
３Ａ及び送電用コイル２５４に対して直列接続された送電用コンデンサ２５５と、送電コ
イル２５４の外周部を略覆うことが可能なＣ形状の板状部材として形成された導電板２５
６と、が設けられている。
【０２３２】
　また、各挿入孔部２５１Ａの内部における送電用コイル２５４及び送電用コンデンサ２
５５の周辺は、樹脂等の絶縁部材で覆われている。
【０２３３】
　送電用コイル２５４は、挿入孔部２５１Ａの内部かつ挿入孔２５２の外周部において、
挿入孔２５２の挿入軸に対して平行な巻き軸を具備するように巻かれている。そして、送
電用コイル２５４の一方の端部が送電用コンデンサ２５５に対して接続されているととも
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に、送電用コイル２５４の他方の端部が電気端子２５３Ａに対して接続されている。
【０２３４】
　導電板２５６は、送電コイル２５４の高さに対して十分に大きな高さを具備するととも
に、電気端子２５３Ａ、送電用コイル２５４及び送電用コンデンサ２５５の各部にそれぞ
れ接触しないような位置において送電用コイル２５４の外周部を略覆うことが可能な仕切
部材として形成されている。
【０２３５】
　なお、導電板２５６は、外周の一部に絶縁部を具備する限りにおいては、図２７Ｂのよ
うな切り込みを具備するＣ形状に形成されてもよく、または、図１２Ａ及び図１２Ｂのよ
うな絶縁部材を設けて形成されてもよい。
【０２３６】
　さらに、トロッカー２５１においては、各挿入孔部２５１Ａが同一の直列共振周波数を
具備するように、送電用コイル２３４のインダクタンス及び送電用コンデンサ２３５のキ
ャパシタンスをそれぞれ設定することができる。具体的には、例えば、各挿入孔部２５１
Ａにおいて、所定の共振周波数（例えば１３．５６ＭＨｚ）を具備するように送電用コイ
ル２５４のインダクタンス及び送電用コンデンサ２５５のキャパシタンスをそれぞれ設定
することができる。
【０２３７】
　すなわち、トロッカー２５１においては、所定の共振周波数で共振するように構成され
た送電コイルユニットを各挿入孔部２５１Ａの内部に設けることができる。
【０２３８】
　そして、以上に述べたようなトロッカー２５１の構成によれば、各挿入孔部２５１Ａに
それぞれ設けられた送電コイルユニットの共振周波数が相互に同一に設定されているよう
な場合であっても、磁界共鳴現象による給電を複数の医療機器に対して同時に行うことが
できる。
【０２３９】
　なお、以上に述べたようなトロッカー２５１の構成によれば、例えば、各挿入孔部２５
１Ａのうち、２つの挿入孔部２５１Ａの送電コイルユニットの共振周波数を第１の共振周
波数に設定するとともに、残りの１つの挿入孔部２５１Ａの送電コイルユニットの共振周
波数を、前記第１の共振周波数とは異なる第２の共振周波数に設定することもできる。
【０２４０】
　また、以上に述べたようなトロッカー２５１の構成によれば、各電気端子２５３Ａ同士
が相互に近接するような位置に挿入孔部２５１Ａを配置してもよい。
【０２４１】
（第８の実施例）
　図２８は、本発明の第８の実施例に係るものである。
【０２４２】
　なお、本実施例においては、第１～第７の実施例のいずれかと同様の構成等を有する部
分に関する詳細な説明を省略するとともに、第１～第７の実施例のいずれとも異なる構成
等を有する部分に関して主に説明を行う。図２８は、第８の実施例に係る送電コイルユニ
ットの構成を示す図である。
【０２４３】
　図２８に示すように、本実施例の送電コイルユニットは、トロッカー２６１に内蔵され
たトロッカー内送電用コイル２６４Ａと、バイポーラ電気メス等の医療機器の使用対象と
なる被験者を横臥可能なベッド２７１に内蔵されたベッド内送電用コイル２６４Ｂと、送
電用コンデンサ２６５と、電気接続部材２６６と、を直列に接続して構成されている。
【０２４４】
　また、トロッカー内送電用コイル２６４Ａ及びベッド内送電用コイル２６４Ｂは、磁界
の発生方向が相互に一致するように（または反転しないように）巻回及び接続されている
。
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【０２４５】
　さらに、本実施例の送電コイルユニットにおいては、所定の共振周波数（例えば１３．
５６ＭＨｚ）を具備するように、トロッカー内送電用コイル２６４Ａのインダクタンスと
、ベッド内送電用コイル２６４Ｂのインダクタンスと、送電用コンデンサ２６５のキャパ
シタンスと、がそれぞれ設定されている。
【０２４６】
　そして、前述のような構成を具備する送電コイルユニットによれば、磁界共鳴現象を利
用して給電を行う際の磁界を広範囲に発生させることができる。
【０２４７】
　なお、以上に述べた各実施例によれば、電気的に直列に接続されたコイル及びコンデン
サを具備するコイルユニットを直列共振させるように構成したものに限らず、電気的に並
列に接続されたコイル及びコンデンサを具備するコイルユニットを並列共振させるように
構成してもよい。図２９は、並列共振可能な送電コイルユニットをトロッカー内に設けた
場合の構成の一例を示す図である。図３０は、並列共振可能な受電コイルユニットをバイ
ポーラ電気メス内に設けた場合の構成の一例を示す図である。
【０２４８】
　具体的には、例えば、図２９のトロッカー３０１として示すように、送電用コイル４及
び送電用コンデンサ５が電気端子３Ａに対して電気的に並列になるように接続され、さら
に、送電用コイル４のインダクタンス及び送電用コンデンサ５のキャパシタンスが、バイ
ポーラ電気メス１１等に内蔵された受電コイルユニットの共振周波数に一致する所定の並
列共振周波数を具備するようにそれぞれ設定された送電コイルユニットをトロッカー内に
設けてもよい。
【０２４９】
　また、例えば、図３０のバイポーラ電気メス３１１として示すように、受電用コイル１
７及び受電用コンデンサ１９が変換回路１８に対して電気的に並列になるように接続され
、さらに、受電用コイル１７のインダクタンス及び受電用コンデンサ１９のキャパシタン
スが、トロッカー１等に内蔵された送電コイルユニットの共振周波数に一致する所定の並
列共振周波数を具備するようにそれぞれ設定された受電コイルユニットをバイポーラ電気
メス内に設けてもよい。
【０２５０】
　さらに、送電コイルユニット、受電コイルユニット及び中継コイルユニットの各コイル
ユニットにおいて、直列共振で共振するように構成されたコイルユニットと、並列共振で
共振するように構成されたコイルユニットと、が併用されてもよい。
【０２５１】
　具体的には、例えば、直列共振で共振するように構成された送電コイルユニットを具備
するトロッカー１と、並列共振で共振するように構成された受電コイルユニットを具備す
るバイポーラ電気メス３１１と、が併用されてもよい。
【０２５２】
　また、以上に述べた各実施例においては、１組のコイル及びコンデンサを直列接続する
ことにより各コイルユニット（送電コイルユニット、受電コイルユニット及び中継コイル
ユニット）を構成するものに限らず、例えば、コイル自身の浮遊容量をコンデンサの代わ
りに用いて各コイルユニットを構成してもよい。
【０２５３】
　また、以上に述べた各実施例においては、送電コイルユニットの送電用コイルに電気端
子を取り付けるものに限らず、例えば図３１に示すように、閉ループコイル３２１に設け
られた電気端子３２１Ａに電源装置（図示せず）からの電力が供給されるようにし、さら
に、電磁誘導現象を発生可能な間隔だけ離して閉ループコイル３２１及び送電コイル３２
２をそれぞれ配置するようにしてもよい。図３１は、送電コイルユニットに組み込むこと
が可能な構成の一例を示す図である。
【０２５４】
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　そして、前述のような構成によれば、電気端子３２１Ａ及び閉ループコイル３２１を介
して無線で受電された電力を送電コイル３２２から送電することができる。
【０２５５】
　また、以上に述べた各実施例においては、送電コイルユニットの送電用コンデンサを電
源装置２１の内部に設けて構成してもよい。
【０２５６】
　また、以上に述べた各実施例は、トロッカーに挿入して使用される医療機器である限り
においては、バイポーラ電気メス以外にも適用可能である。具体的には、バイポーラ電気
メスの代わりに、例えば、内視鏡、モノポーラ電気メス、及び超音波処置具等を用いたと
しても、以上に述べた各実施例を実施することができる。
【０２５７】
　また、以上に述べた各実施例においては、例えば、受電コイルユニットを具備する医療
機器内にバッテリ等の蓄電装置を設けることにより、当該受電コイルユニットにおいて受
電された電力を当該蓄電装置に蓄えた後で、当該医療機器の使用状況に応じた電力が当該
蓄電装置から供給されるようにしてもよい。
【０２５８】
　また、以上に述べた各実施例においては、バイポーラ電気メスの受電コイルユニットに
おいて受電された電力が、変換回路を介さずに、処置用電極へ直接供給されるように構成
してもよい。
【０２５９】
　また、以上に述べた各実施例においては、電源装置、トロッカー、または、バイポーラ
電気メスの変換回路のいずれかにインピーダンスマッチング回路が設けられていてもよい
。そして、このような構成によれば、例えば、送電用コイルと受電用コイルとの間の位置
及び姿勢の変化、または、受電コイルユニットを具備する医療機器における負荷状態の変
化等に応じてインピーダンスマッチング回路を制御することにより、磁界共鳴現象を利用
して給電を行う際の伝送効率を最適化することができる。
【０２６０】
　なお、本発明は、上述した各実施例に限定されるものではなく、発明の趣旨を逸脱しな
い範囲内において種々の変更や応用が可能であることは勿論である。
【符号の説明】
【０２６１】
１　トロッカー
２　挿入孔
３　接続端子部
３Ａ　電気端子
４　送電用コイル
５　送電用コンデンサ
１１　バイポーラ電気メス
１２　処置用電極
１３　挿入部
１４　操作部
１５　外筒部
１６　内筒部
１７　受電用コイル
１８　変換回路
１９　受電用コンデンサ
２１　電源装置
２２　フットスイッチ
２３　信号ケーブル
２４　送電ケーブル
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