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(57)【要約】
【課題】
【解決手段】　本発明の一実施例の装置は、フレキシブ
ルな鞘状器具と、フレキシブルなガイド器具（１８）、
及びツール（８００、８０１等）で構成されている。フ
レキシブルな鞘状器具は、器具操作装置に取り外し可能
に連結できる第１の器具ベースを具え、鞘状器具作業内
腔を規定する。フレキシブルガイド器具は、器具操作装
置に取り外し可能に連結することができ、鞘状器具の作
業内腔を通ってねじ止めされている。ガイド器具は、ガ
イド器具作動内腔も規定し得いる。ツールは、ガイド器
具作業内腔を通ってねじ止めされている第２の器具ベー
ス（４８）を具える。この装置の実施例では、鞘状器具
とガイド器具は、互いに対して個別に制御可能である。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　器具操作装置に取り外し可能に連結することができる第１のフレキシブル鞘状器具であ
って、当該鞘状器具が鞘状器具の作動内腔を規定しているフレキシブル鞘状器具と；
　前記器具操作装置に取り外し可能に連結することができる第２の器具ベースを具えるフ
レキシブルガイド器具であって、当該ガイド器具が前記鞘状器具の作動内腔内に配置され
ており、ガイド器具の作動内腔を規定しているフレキシブルガイド器具と；
　前記ガイド器具の作動内腔内に配置されたツールと；を具え、
　前記鞘状器具の各々と、ガイド器具と、ツールが、互いに対して独立して制御可能であ
ることを特徴とする装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の装置において、前記ツールが前記ガイド器具に対して独立して移動可
能であり、前記ツールの遠位端が前記ガイド器具内腔の遠位側部分から延在することがで
き、当該遠位側へ後退して戻ることができることを特徴とする装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の装置において、前記ツールが電極を具えることを特徴とする装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の装置において、前記電極が切除電極であることを特徴とする装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の装置において、前記ツールが把持器を具えることを特徴とする装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の装置において、前記ツールがハサミを具えることを特徴とする装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の装置において、前記ツールが針を具えることを特徴とする装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の装置において、前記針が後退可能であることを特徴とする装置。
【請求項９】
　請求項１に記載の装置において、前記ツールが折りたたみ可能なバスケットを具えるこ
とを特徴とする装置。
【請求項１０】
　請求項１に記載の装置において、前記ツールが拡張可能なバルーンを具えることを特徴
とする装置。
【請求項１１】
　請求項１に記載の装置において、前記ツールがステープル適用器を具えることを特徴と
する装置。
【請求項１２】
　請求項１に記載の装置において、前記ツールがレーザ発光素子を具えることを特徴とす
る装置。
【請求項１３】
　請求項１に記載の装置において、前記ツールが超音波トランスデューサを具えることを
特徴とする装置。
【請求項１４】
　請求項１に記載の装置において、前記ツールが低温冷却素子を具えることを特徴とする
装置。
【請求項１５】
　請求項１乃至１４のいずれか１項に記載の装置において、前記ツールが介入手順部位に
おいて、内部身体組を機械的に操作するように作動できることを特徴とする装置。
【請求項１６】
　請求項１に記載の装置において、前記ツールが手動で近位側で作動することを特徴とす
る装置。
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【請求項１７】
　請求項１に記載の装置において、前記ツールが電子機械的に近位側で作動することを特
徴とする装置。
【請求項１８】
　請求項１に記載の装置において、前記鞘状器具の遠位先端が、位置確認センサを具える
ことを特徴とする装置。
【請求項１９】
　請求項１に記載の装置において、前記ガイド器具の遠位先端が、位置確認センサを具え
ることを特徴とする装置。
【請求項２０】
　請求項１に記載の装置において、前記鞘状器具が当該器具の遠位部分に位置確認センサ
を担持しており、前記ガイド器具が当該器具の遠位部分に位置確認センサを担持している
ことを特徴とする装置。
【請求項２１】
　請求項１に記載の装置において、前記鞘状器具が前記第１の器具ベースを介して器具操
作装置によってロボット制御されることを特徴とする装置。
【請求項２２】
　請求項１に記載の装置において、前記ガイド器具が前記第２の器具ベースを介して器具
操作装置によってロボット制御されることを特徴とする装置。
【請求項２３】
　請求項２１に記載の装置において、前記器具操作装置が、前記ガイド器具の遠位側部分
が患者の身体内の介入手順部位に配置されるように前記ガイド器具を操作するよう構成さ
れていることを特徴とする装置。
【請求項２４】
　請求項１に記載の装置において、単一の器具操作装置が、前記鞘状器具と、前記ガイド
器具の双方をロボット制御することを特徴とする装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は概して、遠隔ロボット手術システムのようなロボットを利用した制御システム
に関し、特に侵襲を最小限に抑える診断治療手順を実行するロボットガイドカテーテルシ
ステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ロボット介入システム及び機器は、患者の体腔を開けて執刀医の手が内部臓器に触れる
ことができるようにする構成の従来の方法とは異なり、侵襲を最小限に抑える診療手順を
実行する場合の使用に非常に適している。例えば、患者の体内深くに位置し、かつ血管ま
たはその他の内腔のような自然に形成されている経路を外科的に形成した最小サイズの傷
、又はこれら両方を介してアクセスすることができる組織の撮影、診断、及び治療を容易
にし、制御性が高く、更には最大限に小型化したシステムの必要性がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００３】
詳細な説明
　図１Ａを参照すると、ロボットカテーテルシステム（３２）の一実施例は、術台（２２
）から遠隔に配置されたオペレータ制御ステーション（２）を具える。このステーション
には、器具操作装置（１６）と器具（１８）が器具操作装置装着ブレース（２０）によっ
て連結されている。通信リンク（１４）は、オペレータ制御ステーション（２）と器具操
作装置（１６）との間で信号を送信する。図に示す実施例の器具操作装置装着ブレース（
２０）は、テーブル（２２）の上に寝ている患者（図示せず）の情報に器具操作装置（１
６）を位置決めするように構成された比較的シンプルな、アーチ状構造部材である。
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【０００４】
　図１Ｂには、ロボットカテーテルシステムの別の例が記載されている。ここでは、アー
チ形状部材（２０）に代えて移動可能な支持アームアッセンブリ（２６）が設けられてい
る。この支持アッセンブリ（２６）は、術台（２６）の上方に器具操作装置（１６）を移
動可能に支持するように構成されており、患者（図示せず）に対して所望の位置に都合良
くアクセスできるように器具走査装置（１６）を位置決めする。図１Ｂの支持アッセンブ
リ（２６）も、器具操作装置（１６）を位置決めしたらこのドライバをその位置でロック
するように構成されている。
【０００５】
　図２Ａを参照すると、オペレータ制御ステーション（２）の別の変形例が示されており
、この例は、３台のディスプレイ（４）と、タッチスクリーンユーザインターフェース（
５）と、制御ボタンコンソール（８）を有する。図２Ａの実施例に記載されているマスタ
ー入力装置（１２）は、図１０５Ｂに関しての更なる詳細を記載し、説明するものである
。図２Ａの実施例には、器具の活動を一時的に使用不能にするように構成されたデバイス
使用禁止スイッチ（７）が記載されている。図２Ａに記載されているカート（９）は、手
術室あるいはカテーテルラボに容易に移動できるように構成されている。この構成の利点
の一つは、オペレータ制御ステーション（２）を放射線源から離れた位置に置いて、これ
によって、オペレータに対する放射線の投与が低減されることである。図２Ｂは、図２Ａ
に記載した実施例を反対側から見た図である。
【０００６】
　図３は、図２Ａの実施例に記載された支持アッセンブリ（２６）を拡大して示す図であ
る。支持アッセンブリ（２６）は、電気的にブレーキがかかるジョイント（３４）によっ
て連結された一連の剛性リンク（３６）を具える。ジョイント（３４）は、制御システム
（図示せず）によって付勢されるとリンク（３６）を移動させるが、さもなければ、リン
クの移動を防止する。制御システムは、スイッチ（例えば、フットスイッチまたは親指ス
イッチ）によって、あるいはコンピュータインターフェースによって作動する。別の実施
例では、剛性リンク（３６）を、機械的に係止可能なジョイントで連結するようにしても
良い。この場合、剛性リンクを、例えば、係止ピン、ねじ、又はクランプを用いて手動で
係止及び係止解除する。剛性リンク（３６）は、高ゲージアルミニウムなどの軽量で頑丈
な素材を具え、剛性リンク（３６）の位置が固定したら、典型的な実施例である重量約１
０ポンドの器具操作装置（１６）の三次元位置を正確に維持することに関連する応力と歪
に耐える形状であることが好ましい。
【０００７】
　図３．１乃至３．１０Ｂは、支持アッセンブリ（２６）の別の実施例を示す図である。
図３．１及び３．２を参照すると、この実施例では、機械的な術台インターフェース（１
）が一対のクランプ部材（８９）を具え、支持部材（２６）を術台（２２）に移動可能に
取り付けている（細線で示す）。図３．３を共に参照して更に詳細に示すように、クラン
プ部材（８９）は、外側に回動する下側クランプ止端を具え、レール（図示せず）を術台
（２２）の端部に容易に係合させるようにしている。
【０００８】
　機械的インターフェース（１）の主本体は、ソレノイド及びブレーキユニット（３）の
ハウジングに固定されている。アーチ状の縦型伸張部材（１１）の近位側ベースは、ソレ
ノイド及びブレーキユニット（３）に連結されており、このユニットの中央軸を中心にし
て選択的に回転可能である。縦型伸張部材（１１）は、約９０度の角度を通って曲がり、
パン－回転インターフェース（１３）を介して更に近位側の伸張部材（１５）の第1の端
部に回転可能に連結された遠位端を有する。図３．６を共に参照してより詳細に説明する
ように、パン－回転インターフェース（１３）は、選択的に伸張部材（１５）を、遠位側
に延在するシャフト５５（図３．２参照）の軸を中心に回転させ、また、好ましくは、術
台によって規定される平面に平行な平面において、パン－回転インターフェース（１３）
のハウジング（１２１）によって規定されるパンスロット（１１１）を通るシャフト（５
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５）の横方向の動きによって規定される弧に沿って横方向にパニングさせる。
【０００９】
　遠位側ブレーキユニット（１９）は、伸張部材（１５）の第２の端部を具えるスプロケ
ットに連結されている。以下に更に詳細に説明するように、このスプロケットは、伸張部
材（１５）のハウジングに回転可能に連結されている。ブレーキユニット（１９）は、器
具走査装置支持シャフト（１７）をブレーキユニット（１９）に対して選択的に回転させ
るように構成されている。支持シャフト（１７）は、器具操作装置（図示せず）を取り付
けるための回動可能な器具操作装置装着インターフェース（２１）を担持している。支持
シャフト（１７）は、更に、ハンドル部分（２３）を具える。このハンドル部分は、ユニ
ットになっているブレーキ（１９）及びソレノイド（３）をそれぞれ電気的に作動させる
ボタン（２４）と、支持アッセンブリ（２６）の様々な部品を上述したように移動させる
ボタン（２４）を有する。ケーブル保持ブラケット（１１３）が支持シャフト（１７）の
外側、パン－回転インターフェース（１３）、及びソレノイド及びブレーキユニット（３
）のに沿ってそれぞれ設けられており、器具操作装置（図示せず）からの動力／制御ケー
ブルを取り付けている。一又はそれ以上のケーブル（見えない）は、又、支持部材（２６
）の様々な構成部品の内側において、遠位端ボタン（２４）から遠位側ブレーキ（１９）
とソレノイド及びブレーキユニット（３）へ延在している。
【００１０】
　支持アッセンブリ（２６）は、術台（２２）の上で遠隔制御される器具操作装置を容易
に位置決めおよび再位置決めするように構成されている。ハンドル部分（２３）のボタン
（２４）を押すと、アッセンブリ（２６）のそれぞれの電子ブレーキとソレノイドによっ
て、それぞれのインターフェースを互いに対して自在に移動させ、インターフェース構造
によってのみ制限をかけて、ハンドル（２３）と関連する器具操作装置支持シャフト（１
７）を術台（２２）に対して再位置決めすることができる。ボタン（２４）が押されない
と、それぞれのブレーキが支持シャフト（１７）の更なる移動を防止する。この場合は、
支持アッセンブリ（２６）が高度な機械的安定性を提供するように構成されている。一の
実施例では、ソレノイドが作動し、ブレーキが解放されると、遠位側ブレーキユニット（
１９）がブレーキユニット（１９）の回転軸（１２５）を中心に約１３５度の範囲で移動
するように構成され、パン－回転インターフェース（１３）は、シャフト（５５）の回転
軸を中心に約１４０度の範囲を回転移動し、また、パンスロット（１１１）によって規定
される面を通って約１１０度のパン回転動作をするように構成され、縦型伸張部材（１１
）は、術台に連結されるように構成されたソレノイド及びブレーキユニット（３）に対し
て約３５０度の範囲で回転移動するように構成される。
【００１１】
　図３．３に示すように、各装着クランプ（８９）は、通常、合わせ面（１０１）を有す
る固定された本体部分（３３）と、術台（２２）のエッジに設けたレール（図示せず）に
取り付け可能に連結するように構成した上側及び下側クランプ止端部分（１１５、９９）
を具える。下側クランプ止端部分（９９）は、好ましくは、クランプ（８９）を固定／解
放するために下側クランプ止端部分（９９）をレールに対して締結する／緩めるのに使用
するねじ式係止部材（２５）によって揺動するクランプ本体部分（２９）に締結されてい
る。アッセンブリ（２６）の術台のレールへの装填を容易にするために、固定クランプ本
体部分（３３）の合わせ面（１０１）は、レールの側部に乗っている支点ロッド（２７）
を設置するようになっている。また、クランプ（８９）の揺動するクランプ本体部分（２
９）は、ピン部材（３１）を中心に独立して回動（９５）することができ、術台レール（
図示せず）から離れて回転して、合わせ面（１０１）へ容易にアクセスして上側クランプ
止端部分（１１５）をレールの上へ容易に延在させている。図に示す実施例では、揺動す
るクランプ止端本体（２９）はスプリング（９７）でバイアスされており、合わせ面（１
０１）が術台レール（図示せず）に対して位置決めされるまでこのように回転し（９５）
、次いで、揺動するクランプ止端本体（２９）をピン（３１）を中心に手動で回転させて
、図３．３に示すように、ねじ式係止部材（２５）を用いて術台レール（図示せず）と接
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続する位置に巻かれる。
【００１２】
　図３．４を参照すると、ソレノイド及びブレーキユニット（３）は、外側ハウジング（
１０３）と、このハウジング（１０３）内に回転可能に装着されている内側部材（４５）
を具える。内側部材（４５）は、縦型伸張部材（１１）の近位側装着インターフェース（
９４）を受けるように構成された（図３．２参照）遠位側を向いた面（１１７）を具える
。このように、伸張部材（１１）（図３．２参照）は、ソレノイド及びブレーキユニット
（３）の縦軸（１１９）を中心に回転可能である。ブレーキアッセンブリ（３９）は、部
材（４５）を解放するように電気的に作動しない限り、部材（４５）、従って、伸張アー
ム（１１）の回転を防止するようにバイアスされている。図３．５には、ブレーキ（３９
）が、フレックス－ディスクインターフェース（４９）と、回転可能なフレーム部材（４
５）にしっかり連結しているクランプ（４７）と共に記載されている。フレックス－ディ
スクインターフェース（４９）によって、従来のスプラインインターフェースと共通に関
連する有意な回転スロップを生じることなく、クランプ（４７）とブレーキ（３９）間で
いくらか軸方向に移動できる。従って、術台（２２）にほぼ直交する軸を中心とする縦型
アーム（１１）の手動による回転（すなわち、術台（２２）上に位置する患者に対する支
持シャフト（１７）上に装着した器具操作装置（１６）の位置決め用）は、ボタン（２４
）をハンドル（２３）内に押し入れたときのブレーキ（３９）の電気的作動によって選択
的に行われる。
【００１３】
　図３．４を参照すると、ソレノイド及びブレーキユニット（３）の上端は、プランジャ
（４１）を有する。このプランジャは、一連のコイルばね（４３）によってソレノイド及
びブレーキユニット（３）のハウジング（１０３）から離れるように、伸張部材（１１）
の内部ボア内へバイアスされている。ハウジング（１０３）の下側部分に配置したソレノ
イド（３５）が電気的に作動されると、プルロッド（３７）、ひいてはプランジャ（４１
）が、ばね（４３）に対して圧縮する方向に、ソレノイド及びブレーキユニット（３）の
ハウジング（１０３）に向けて、引っ張られる。
【００１４】
　図３．６に示すように、縦型伸張部材（１１）は、プランジャ（４１）（図３．４参照
）が、ばね（４３）の負荷によってハウジング（１０３）（図3．4参照）から離れるよう
に上側へ押圧されると、縦型伸張部材（１１）内で、これに対して、ピボットピン（６１
）を中心に反時計回りに回転するときに、パン－回転インターフェース（１３）を適所に
圧縮して係止するように構成されたアーチ型レバー（５７）を収納する中空内部を有する
。上側に押圧したプランジャ（４１）によって、ボール（５３）が、アーチ型レバー（５
７）の止端（１３０）と、パン－回転インターフェース（１３）のハウジング（１２１）
のベースに連結された型面（１３１）との間に圧縮されて配置される。ボール（５３）、
型面（１３１）、及びシャフト（５５）の上に装着されたベアリング（６３）は、与えら
れたほぼ全ての圧縮負荷がベアリング（６３）ではなくボール（５３）の上にかかるよう
に構成することが好ましい。プランジャ（４１）が作動したソレノイド（３５）によって
下側に引っ張られると、プランジャ（４１）によってアーチ型レバー（５７）の端部にあ
るホイールセット（５９）に予め与えられた負荷が放出され、重力がアーチ型レバー（５
７）を引っ張って、ピボットピン（６１）を中心に時計方向に回転させ、従って、パン－
回転インターフェース（１３）をその場所にロックしている圧縮負荷が解放され、シャフ
ト（５５）をパニングおよび回転させる。パン－回転インターフェース（１３）は、ボー
ル（５３）とシャフト（５５）構造（集合的に符号（５１）で表す）を具え、これは、一
の実施例では、伸張部材（１１）内に収納され、アーク状レバー（５７）の近位端に連結
されたホイールセット（５９）で、プランジャ（４１）によって与えられる負荷に対して
１５：１のレバレッジ比を提供するように構成されている。
【００１５】
　図３．７を参照すると、ボール／シャフトインターフェース（５１）は、安定したパニ
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ング回転と、シャフト（５５）の縦軸を中心にした関連する構造体の回転を容易にするベ
アリング（６３）を具える。ボール（５３）は、好ましくは、グリースが塗られており、
適所に圧縮可能にロックされていないときのスムーズなパニングと回転を容易にしている
。ベアリングは、パン－回転インターフェース（１３）によって形成される面を中心とす
るシャフト部材（５５）の横方向パニングを容易にする。このインターフェースは、ボー
ル（５３）の中心の回りの平環上でベアリング（６３）を回転させる。この結果、平環と
ベアリングインターフェースどおりの平面パニングと、シャフト（５５）の軸を中心とし
た回転である、二つの自由度が異なる拘束運動が生じる。ソレノイドハウジング（１０３
）から延在するプランジャ（４１）上のバネ（４３）のバイアス力は、通常、ボール／シ
ャフトインターフェース（５１）を適所に係止して、接続におけるパニング動作あるいは
回転動作を防止する。ソレノイドの電気的作動によって、プルロッドが後退し、伸張によ
って、プランジャ（４１）がホイールセット（５９）から遠ざかり、これによって、ボー
ル（５３）を適所に係止し続けて、パニング／回転を許す有意な圧縮力をアンロードする
。
【００１６】
　図３．２に戻ってこれを参照すると、パン－回転インターフェース（１３）を収納して
いるハウジング（１２１）の遠位側面（１２３）に配置した水平パンスロット（１１１）
を通ってシャフト（５５）が、突出している。パンスロット（１１１）は、シャフト（５
５）の水平パニング動作と、伸張により、スロット（１１１）の境界線によって規定され
る動作範囲内で術台にほぼ平行である平面内の近位側伸張部材（１５）を制約する。
【００１７】
　図３．８を参照すると、シャフト（５５）は「3番のモールステーパ」などの、従来の
しまり嵌めを用いて、水平方向の伸張部材（１５）の近位側スプロケット（７５）に連結
される。近位側スプロケット（７５）は、タイミング鎖（７３）によって、遠位側スプロ
ケット（７４）に連結されており、シャフト（５５）の回転が両方のスプロケット（７４
、７５）を好ましくは１：１の回転移動比でこれに対応して回転させる結果、各スプロケ
ットに同じ回転変位が生じる。遠位側スプロケット（７４）とパン－回転インターフェー
ス（１３）ハウジング（１２１）によって規定されるキースロット（７７、１０９）に装
着されたキー部材（１０５）を伴うパン－回転インターフェース（１３）ハウジング（１
２１）の遠位側面１２３に対して近位側スプロケット（７５）の相対的回転位置を固定す
ることによって生じる近位側スプロケット（７５）の回転運動が、ピン（６５）を回転さ
せ、ひいては、リンケージ（６７）、近位側リンケージベース（７１）、及び遠位側リン
ケージベース（６９）のそれぞれを介して、スプロケット（７４、７５）、従ってシャフ
ト（５５）の回転運動を制限するように構成されたガス圧ばね（７９）セットに張力がか
かる。キー部材（１０５）の位置（１０７）が、図３．２に記載されている。作動したソ
レノイド（３５）及び自在に動くパン－回転インターフェース（１３）を伴うこの構成に
よれば、水平伸張部材（１５）内のタイミング鎖（７３）とスプロケット（７４、７５）
構造が、術台の平面に対するシステムの最も遠位側のハードウエアの相対平面位置を維持
するように構成される。このことは、ロボットカテーテルドライバ（図示せず、例えば、
図３.１０Ａ及至Ｂ参照）が、器具操作装置インターフェース（２１）の上に装着され、
作動しているソレノイドと解放されたブレーキを用いてハンドル（２３）によって向きを
変えて、術台の平面（図示せず）に対して器具操作装置インターフェース（２１）の平面
方向を実質的に変更することなく、遠位側ブレーキユニット（１９）の回転軸（１２５）
を中心にした回転、ソレノイド及びブレーキユニットハウジング（３）内の回転可能なフ
レーム部材（４５）の軸（１１９）を中心にした回転、水平方向の伸張部材（１５）の連
結を介したパン－回転インターフェース（１３）を中心にした回転とパンが全て同時に生
じるため、重要である。換言すると、器具操作装置支持シャフト（１７）の近位側のエク
ステンション（１２７）の回転軸（１２５）は、伸張部材（１５）のタイミング鎖及びス
プロケット接続によって、術台の平面に対して常に直交する方向にあるように構成されて
いる。電気的に作動すると、ブレーキユニット（１９）によって、近位側エクステンショ
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ン（１２７）の軸を中心に支持シャフト（１７）が回転運動する。ブレーキが電気的に作
動していない場合は、このような支持シャフト（１７）の回転運動が防止される。
【００１８】
　図３．９Ａ及びＢを参照すると、器具操作装置支持シャフト（１７）は、器具操作装置
装着インターフェース（２１）と、このインターフェースに装着された器具操作装置の重
量によって生じる器具操作装置装着インターフェース（２１）の片持ち負荷を少なくとも
部分的に釣り合わせるように構成したバイアスばね（８０）を具える。バイアスばね（８
０）は、ばねハウジング（８５）に収納されていることが好ましい。リードねじ（８１）
が設けられており、ノブ（８３）を回転させと、支持シャフト（１７）に対して器具操作
装置インターフェース（２１）のピッチが変わるように構成されている。
【００１９】
　図３.１０Ａ乃至Ｂを参照すると、カバー（１２９）を取り付けた器具操作装置（１６
）が、器具操作装置インターフェース（２１）に装着された状態で記載されている。カバ
ー（１２９）は、カバーが覆っておりドレープしている器具操作装置と、手順を行う間に
生じることがある液体、蒸気、およびその他の物質との間に更にバリヤを提供するように
構成されている。好ましくは、カバー（１２９）は、ポリマまたは金属材料でできており
、光造形、射出成形、あるいは機械加工などのプロセスで作られる。好ましくは、カバー
（１２９）は、単純なみぞねじ、ボルト、またはその他の締結具を用いて、器具操作装置
周辺の適所にスナップ嵌めするか、あるいは締結することができる。同様のカバーを器具
ベースを収納するように構成することができる。図３.１０Ａ乃至Ｂに記載したように、
カバーをかけた器具操作装置（１６）の片持ち質量がモーメントを作る。このようなモー
メントに関連するねじれ荷重はハウジング（８５）内に収納されているばね（図３.１０
Ａ乃至Ｂには図示せず、図３．９Ａのバイアスばね（８０）参照）によって反作用を受け
ている。この反作用は、器具操作装置インターフェース（２１）のリードねじ（８１）ピ
ッチ制御によって作動するノブ（８３）のバインディングを防止するように構成されてい
る。
【００２０】
　要約すると、支持アッセンブリ（２６）、あるいは支持構造は、作動ボタンを押すと術
台に対して器具操作装置あるいはその他のデバイスを容易に再位置決めできるように構成
されており、これによって、ソレノイドを作動して、2台の電気ブレーキを解放する。従
って、例えば、器具操作装置の位置を容易に微調整することができ、あるいは迅速かつ有
意に変更することができ、術台の上の患者の一番近い領域から器具操作装置を除去して、
広い物理的アクセスを伴う迅速な医療介入を行うことができる。拘束が、術台に対する器
具操作装置の運き、すなわち、パン－回転インターフェース（１３）、遠位側で連結され
た構造用のタイミング鎖（７３）を維持している回転位置での水平伸張部材（１５）、及
び所望の機械構造を提供する術台の平面に対して平行および垂直である2本の回転軸（１
２５、１１９）を中心にしたブレーキロック可能な回転、を制限する。作動ボタンが押さ
れておらず、構造体が互いに対して実質的に適所にロックされている場合、器具操作装置
インターフェース（２１）の手動で作動させたリードねじのピッチ調整をのぞいて、支持
アッセンブリ（２６）は、器具操作装置あるいはその他のデバイスを術台に対して位置決
めすることができるロボット構造プラットフォームを提供するように構成されている。
【００２１】
　図４及び図５は、図１乃至図３に示すような器具操作装置（１６）の或る実施例に使用
するように構成された器具群のそれぞれの実施例の斜視図である。図４は器具（１８）の
実施例を示し、この場合、器具の中間部分に同軸鞘部材は接続されない。図５は１セット
の２つの器具（２８）を示し、これらの器具は図４の実施例のような或る実施例を、同軸
接続され、かつ個別に制御することができる鞘状器具（３０）に連結する。本開示の文中
において、鞘を持たない器具（１８）と鞘状器具（３０）とを区別するために、「鞘を持
たない（ｎｏｎ－ｓｈｅａｔｈ）」器具を「ガイド（ｇｕｉｄｅ）」器具（１８）と呼ぶ
。
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【００２２】
　図６を参照すると、例示としての装着方法を示すために、図５に示すような１セットの
器具（２８）が器具操作装置（１６）に隣接する形で示される。鞘状器具（３０）は、図
示の器具操作装置（１６）に２つの装着ピン（４２）及び一つの接続ソケット（４４）を
有する鞘状器具接続表面（３８）で、鞘状器具ベース（４６）をこれらのピン（４２）の
上でスライドさせることにより接続することができる。同様に、好ましくは同時に、ガイ
ド器具のベース（４８）は、２つの装着ピン（４２）をガイド器具ベース（４８）の位置
合わせ穴に合わせ配置することにより、ガイド器具接続表面（４０）の上に位置決めでき
る。後で明らかになることであるが、更に別のステップが器具（１８、３０）を器具操作
装置（１６）上の位置にロックするために必要となる。
【００２３】
　一の実施例では、器具（１８、３０）は無菌パッケージングにおける医療処置のために
提供されるが、器具操作装置（１６）は無菌にする必要はない。従来の無菌室治療方法に
よれば、殺菌していない器具操作装置（１６）は、或るタイプの無菌バリアによって患者
から隔離する必要がある。図７Ａ乃至図７Ｃを参照すると、手袋をはめた人（図示せず）
の手により、ドレープ（５０）の無菌側を汚染することなく、一端から他端に向かって、
器具操作装置（１６）を覆うようにドレープ（５０）をスライドさせるために、従来の手
術用ドレープ材料を含むドレープ（５０）を折り畳んで形状（５２）にする。次に、図７
Ｂ乃び７Ｃに示すように、ドレープ（５０）を器具操作装置（１６）の周りを覆うように
広げる。
【００２４】
　図８Ａ及び図８Ｂを参照すると、位置合わせピン（４２）を利用して、器具操作装置（
１６）と器具ベース（４６、４８）とが連結する様子が示され、無菌バリアをこれらの器
具と操作装置との間に設けることに関連する問題を更に示している。器具が、鞘状器具（
３０）及びガイド器具（１８）の両方を構成する1セットの２つの器具である図示の実施
例では、ドレーピングは２つの器具ベース（４６、４８）の間の相対運動（５６）を可能
にするように行なうことが好ましい。更に、器具ベース（４６、４８）と、関連する位置
合わせピン（４２）との間の嵌合は緩くなく、かつ相対運動を生じさせないことが好まし
い。同様に、これらの器具から延びるアクスル（５４）と器具操作装置（１６）の構成部
品ソケット（４４）との間の接続は高精度の接続となることが好ましい。
【００２５】
　図９乃至図１６を参照すると、適切なドレーピング法の種々の実施例が示される。図９
に示すように、穴あきドレープ（５８）を使用することができ、このドレープでは、穴（
６８）のサイズは位置合わせピン（４２）及び接続ソケット（４４）に丁度合うように決
定される。従来のドレープ材により製造されることが好ましい穴あきドレープ（５８）は
単純に、器具操作装置（１６）の上で適切に位置合わせされ、そして器具操作装置（１６
）を覆うように引き下ろす。
【００２６】
　図１０を参照すると、ソックス（６０）付の穴あきドレープを利用することもできる。
図示のドレープ（６０）は下に位置する接続ソケット（４４）用の穴（６８）だけでなく
ソックス（７０）も有し、これらのソックス（７０）もまた、従来のドレープ材により製
造され、かつ器具操作装置（１６）の装着ピン（４２）を包み込むサイズに製造される。
【００２７】
　図１１を参照すると、図示のドレープ（６２）は、図１０のドレープと同じように、装
着ピン（４２）を丁度包み込む「ソックス」（７０）を含むことができるが、従来の包み
込みドレープ材に回動可能に取り付けられる一体型プラスチックスリーブ（６４）を有す
ることもできる。一体型プラスチックスリーブ（６４）は、器具操作装置（１６）の接続
ソケット（４４）、及び器具のアクスル（図示せず）の両方と嵌合するサイズとなるよう
に高精度に製造することが好ましい。スリーブ（６４）は、ポリプロピレンまたはポリエ
チレンのような殺菌可能な半剛性プラスチック材料により構成されることが好ましく、こ



(10) JP 2009-500086 A 2009.1.8

10

20

30

40

50

のプラスチック材料は従来のドレープ材に比べて非常に低い摩擦係数を有する。一体型プ
ラスチックスリーブ（６４）と周りのドレープ材との間の回転摩擦を小さくするために、
スリーブ（６４）が貫通して配置されることになるドレープ材の穴は、プラスチック製環
状部片（図示せず）と穴の外周が丁度合うように配置され、このプラスチック製環状部片
は、一体型プラスチックスリーブ（６４）の摩擦係数よりも低い摩擦係数を有する材料を
含む。
【００２８】
　図１２を参照すると、図１１の実施例と同様の実施例が描かれているが、取り外し可能
なプラスチックスリーブ（６６）が、ドレープを装着して、開くときにドレープとは一体
化されていない点で異なる。その代わりとして、一の実施例では、ドレープ（６０）を、
穴（６８）の外周がプラスチック製環状部片（図示せず）と丁度合うように装着し、スリ
ーブ（６６）を落下させるだけでスリーブが穴に収まるような位置に配置する。図１３は
、例えば図１２の実施例に適するプラスチックスリーブ（６６）の拡大図である。スリー
ブ（６６）は、図１１に示す実施例に一体化することもできる。図１４は、スリーブ（６
６）の内部が、器具本体から下方に延在するアクスル（５４）を収容するために、ぴった
り合うように製造された様子を示している。
【００２９】
　図１４．５を参照すると、器具セット（２８）の代替の変形例が記載されている。ここ
では、スクリュ（９１）と軸（９３）を除く全ての部品が、ポリカーボネートまたはＤｅ
ｌｒｉｎなどのポリマ材料でできている。図１４．５に示すように、各軸（９３）は、関
連する張力要素を運ぶ関連する制御要素プーリとスプラインインターフェースを形成して
いる。
【００３０】
　図１５を参照すると、ドレーピングの別の実施例が描かれており、２つの半剛性カバー
またはプレート（７２）が、大きな従来のドレープ布に取り付けられる。カバー（７２）
は、鞘状器具接続表面（３８）及びガイド器具接続表面（４０）の上の位置にパチンと嵌
合し、装着ピン（４２）に丁度合って覆い被さるように配置され、そして下方に位置する
接続ソケット（４４）に、ソケットが非常に高い耐性を有することができるように接続さ
れ、ソケットに事前に空けた穴（７６）は関連する駆動アクスル構造（図示せず）に丁度
合うようになっている。図８Ａ及び図８Ｂの参照しながら既に説明したように、２つの器
具接続部の間には相対運動が生じることが予想されるので、図１５に示すように、かつ図
９乃至図１４の実施例にも同じように適用することができるように、弾性ドレープ材また
は余分のドレープ材に穴を開け、またはこれらのドレープ材を２つの接続部の間で蛇腹状
にすることが好ましい。
【００３１】
　図１６を参照すると、半剛性カバーの別の実施例は、器具操作装置（１６）の局部表面
全体を覆う半剛性カバーを備え、半剛性カバーを構成する部分片の間では従来のドレーピ
ングは行なわない。相対運動を可能にするために、高耐性オーバーラップセクション（７
８）を十分な重複部分を有するように設けて、摩擦制動が生じないだけでなく、バリアの
無菌状態が損なわれないように十分に密着している部分に隙間が生じることなく相対運動
が可能になるようにする。図１５乃至図１６の実施例の半剛性カバーは、ポリカーボネー
トのようなポリマー材料を成型し、または加工することにより製造することができ、ポリ
マー材料は安価であり、殺菌可能であり、手動でパチンと装着するために十分な柔軟性を
有し、装着及びトラブルシュートを容易にするために十分に透明である。
【００３２】
　図１７は、器具（１８）の一の実施例の斜視図であり、この器具は、４つのカテーテル
制御素子、または材料、例えばステンレス鋼を含むケーブルのような４つの引っ張り素子
を個々に制御することにより器具の向きを決めるように構成される。近位部分（８２）は
ガイド器具ベース（４８）、及び関連する手動調整ノブ（８６）を有する４つのアクスル
（５４）を具える。中間部分（８４）及び遠位部分（８７）は、近位部分（８２）のガイ
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ド器具ベース（４８）形成部分にまで延びるカテーテル部材を構成する。
【００３３】
　図１８を参照すると、カテーテル部材（９０）は、カテーテル部材の近位部分（８８）
を通して、引っ張りケーブルのような制御素子（図示せず）を収容する制御素子開口（９
２）を有するように描かれている。これらの制御素子は、カテーテル部材（９０）の縦方
向に配置することができ、かつ開口（９２）を通ってカテーテルから出て、器具の近位部
分（８２）を構成する他の部品に接続されるように位置させることができる。カテーテル
部材（９０）の近位部分（８２）及び中間部分（８４）は、ほぼ真っ直ぐな構造として示
され、この構造は、更に高い可撓性を有する遠位部分（８７）を制御することができるよ
うに好適な構造になっている。実際、近位部分（８８）及び中間部分（８４）は構造的に
強化され、そして遠位部分へのトルク伝達を大きくし、かつ挿入性を高める剛性の高い材
料により製造されると同時に、カンチレバーとしての十分な屈曲性を保持して心房室のよ
うな離れた位置にある組織との接触を容易にする。
【００３４】
　図１９は近位部分（８８）または中間部分（８４）のいずれかにおけるカテーテル部材
（９０）の断面図である。断面構造の中心には、中心（または「挿通用」）内腔（１０８
）が位置し、この内腔の構造は必要とされる医療の形態に従って選択される。例えば、一
の実施例では、約７フレンチ（Ｆｒｅｎｃｈ：１Ｆｒ＝１／３ｍｍ）の外径を有する市販
のアブレーションカテーテルを挿通用内腔（１０８）に通すことが望ましく、この場合、
挿通用内腔は直径を７フレンチ程度とすることが好ましい。カテーテル部材（９０）及び
ロボットカテーテルシステム（３２）は、所望の処置及び工具に合うようにサイズを大き
くし又は小さくすることができる。カテーテル部材（９０）の近位部分は、このブレード
層の外側は、引っ張りケーブル（図示せず）のような制御素子を収容する制御素子内腔（
１０２）を少なくとも一つ有する外側層（９６）と、低摩擦表面となるように選択された
ブレード層（９８）の内部を覆う低摩擦内側層（１００）とによって密閉されることが好
ましいブレード層（９８）のような補強部材で強化することができる。４つの押し出し成
形内腔（１０２）を図示の実施例に設けて各制御素子（図示せず）を収容する。
【００３５】
　カテーテル部材（９０）と、この部材を取り囲む他の構造との間の相対回転運動を防止
するために、制御素子内腔（１０２）に隣接する外側層の構造を大きくすることができる
。図１９の実施例の断面は、図２０の実施例の断面に比べると、制御素子内腔（１０２）
に隣接する表面幅（１０４）が非常に小さくなっており、図２０の実施例の断面は、その
他の点では図１９の実施例の断面と同様である。実際、同じカテーテル部材の内部では、
遠位になるにつれて周囲構造との接続を行なう部分が相対的に大きな表面幅を有し、かつ
カテーテル部材の遠位部分及び中間部分の「ねじ巻き（ｗｉｎｄ　ｕｐ）」または捻れ回
転を防止することが好ましい。器具の中間部分（８４）及び近位部分（８２）のブレード
層（９８）に関して、「ねじ巻き」現象は重大な問題とはならないので、他の隣接構造と
接続または「係合」を行なうために大きな表面幅を有することはさほど重要ではない。
【００３６】
　図２１は、３つの制御素子内腔（１０２）を有する実施例を示し、これらの内腔は、カ
テーテル部材（９０）断面の周辺の近傍に、互いがほぼ等距離になるように配置される。
この実施例は、本発明が限定されないことを示す例であり、カテーテル部材（９０）は４
つの制御素子内腔または４つの制御素子を含む構成に限定される必要がないことを示して
いる。別の例として、図２２は、互いからの距離が等しくない３つの内腔（１０２）構成
を示しており、２つの内腔（１０２）を含む変形例、及び１つの内腔（１０２）を含む変
形例が図２３乃至図２４にそれぞれ示されている。
【００３７】
　カテーテル部材（９０）の遠位部分（８７）をより大きく曲げる操作を容易にするため
に、ブレード層以外の強化構造を用いることが好ましい。本発明を限定しない例として、
図２５乃至図２７は金属製脊椎状器具（ｍｅｔａｌ　ｓｐｉｎｅ：１１０）を示しており
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、この脊椎状器具では、応力緩和形状を有する固有の切込み部を脊椎状器具の壁に設ける
。図２８は、金属製脊椎状器具（１１０）の或る実施例の断面を示し、挿通用内腔がカテ
ーテル部材の近位部分（８８）及び中間部分（８４）から遠位部分（８７）にまで金属製
脊椎状器具（１１０）の中心を通って続く様子を示している。実際、金属製脊椎状器具は
、カテーテル部材（９０）の近位部分に一層近い部分のブレード層（９８）と同様の内径
サイズ及び外径サイズを有する。金属製脊椎状器具（１１０）に使用する金属によって変
わるが、ほとんどが、大きく曲がることを可能とする強化構造と、それに伴う応力緩和パ
ターンが繰り返されることにより、カテーテル部材（９０）の遠位部分（８７）を非常に
短い半径とするよう曲げる操作が可能となる。カテーテル部材（９０）の遠位部分（８７
）の可撓性を更に高めるために、ペンシルバニア州、フィラデルフィア所在のＡｒｋｅｍ
ａ　Ｉｎｃ．社から入手できるポリエーテルブロックアミド（Ｐｅｂａｘ（登録商標）樹
脂）のような更に柔かいポリマー材料を用いて構成することができる。例えば、一の実施
例では、カテーテル部材（９０）の近位部分（８８）及び中間部分（８４）の外側層（９
６）は、ショアＤ硬度７０（デュロメーター硬さ値）のＰｅｂａｘ（登録商標）樹脂でで
きていることが好ましく、遠位部分（８４）では、外側層（９６）は、３５または４０デ
ュロメーターのＰｅｂａｘ（登録商標）樹脂を含むことが好ましい。
【００３８】
　図２９乃至図３０を参照すると、応力緩和パターンの一の実施例が拡大図として示され
、このパターンを、脊椎状器具（１１０）に沿った長さ方向の各段に対して約９０度だけ
シフトさせて応力密度の分布の均一性及び構造全体の曲げ性能を最大化することができる
。金属製脊椎状器具の可撓性を更に高め、かつレーザ切断後に残る不所望の構造的なずれ
を無くすために、金属製脊椎状器具をカテーテル部材（９０）に装着する前に、化学エッ
チングし、そして電気研磨することができる。図３０に示すように、化学エッチングによ
ってパターンを元のレーザ切断位置（１１４）から、より大きな窓をパターンに有する修
正位置（１１２）に移す。この実施例では、化学エッチングが終わると、パターンは交差
部（１２０）を有する辺（１１６、１１８）によって逃げ角、及びねじ山角（１２２）を
形成する。金属製脊椎状器具の好適な材料は、これらには限定されないが、ステンレス鋼
及びニチノールを含む。
【００３９】
　図３１乃至図３２を参照すると、遠位強化構造はまた、脊椎状器具（１２４）のチュー
ブ状壁を構成する応力緩和パターンによって均一に曲がるように、同様に構成されたポリ
マー製脊椎状器具（ｐｏｌｙｍｅｒｉｃ　ｓｐｉｎｅ）を含むことができる。特に、多く
の利用可能なポリマー材料は破壊靱性が大きいので、もっと四角い応力集中パターンをポ
リマー構造を用いて繰り返すことができる。更に、図示のポリマー製脊椎状器具（１２４
）のような高精度構造は、レーザ切断及びエッチングよりもコストが安く付く射出成形法
又は他の方法を使用して、形成することができる。この技術分野の当業者であれば分かる
ことであるが、遠位に位置し応力を集中又緩和する他の多くの脊椎状構造を利用して、半
径が小さくなるように曲げることが可能なこれらの必要とされる機能を、コイル及びブレ
ード等を具えるカテーテル部材（９０）構造の内の遠位部分に具えることができる。
【００４０】
　図３３乃至３４を参照すると、制御素子アンカーリング（１２６）が２つの固定用内腔
（ａｎｃｈｏｒｉｎｇ　ｌｕｍｅｎｓ：１２８）を有する形で示され、これらの内腔によ
って、入ってくる各制御素子をカテーテル部材（９０）の先端に固定する。アンカーリン
グ（１２６）は、カテーテル部材（９０）の先端の最後の剛性構造を構成し、この剛性構
造を超えると、組織を傷つけない、小さいデュロメーター硬度の先端（図示せず）のみが
延びる、というのは、低摩擦ライナー（１００）が、アンカーリング（１２６）を密閉す
る２つの層に続く外側層（９６）と当接するようになるからである。アンカーリング（１
２６）は「アンカー」であり、このアンカーには非常に大きい張力を有する制御素子が固
定される形で挿入され、従って、「アンカー」は、カテーテル部材に装着される制御素子
の数に関係なく、カテーテル部材（９０）の先端曲げ操作性及び制御性の重要な要素とな
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る。一の実施例では、張力ワイヤ制御素子（図示せず）を固定用内腔の内の最外周の内腔
に挿入し、次に曲げて固定用内腔の内の最内周の内腔に直接戻し、この位置でこれらの制
御素子を、半田濡れ性を良くするために加工、または金メッキ加工したステンレス鋼を含
むアンカーリングに半田付けする。
【００４１】
　図３５Ａ乃至図４９は、図１７に示すものと同様の器具（１８）の近位部分（８２）に
おける器具ベースの様々な態様を示している。図３５Ａを参照すると、制御素子接続アセ
ンブリ（１３２）が示され、このアセンブリはアクスル（５４）と、制御素子プーリー（
１３６）と、手動調整ノブ（８６）と、そして操作係合ノブ（１３４）とを具える。手動
調整ノブは、器具を器具操作装置に装着している間の、制御素子の張力に対する手動調整
を容易にするように構成される。この手動調整ノブはアクスル（５４）に対して正しい位
置にクランプネジ（１３８）によって保持され、そして回転運動範囲制限ピン（１４０）
を収容し、このピンはクランプネジの装着及び締めに続くアクスルの運動範囲を制限する
。図３５Ｂを参照すると、アクスル（５４）の一の実施例が、他のハードウェアがアクス
ルの上に取り付けられていない状態の斜視図として示される。図３６を参照すると、アク
スル（５４）が、操作係合ノブ（１３４）がアクスルの上に取り付けられた状態で示され
る。操作係合ノブ（１３４）は、長いネジ山部分を有するネジと同様の形状を有すること
ができ、このネジ山部分は図示のように、アクスルを貫通して延びて傾斜ナット（１４２
）と嵌合するように構成される。操作係合ノブ（１３４）を捻ると、傾斜ナット（１４２
）がアクスルの歯（１４４）を外側に押して（２２３）、これに限定されないが器具操作
装置接続ソケット（４４）を含む、アクスルの下側部分を取り囲む構造の全てと嵌合する
。
【００４２】
　図３７乃至図３８は、制御素子プーリー（１３６）の一の実施例の直交図をそれぞれ示
している。プーリー（１３６）の中心穴（１４８）は、プーリーをアクスルに装着すると
丁度アクスルに合うようなサイズに製造され、そして制御素子終端部の係合スロット（１
４６）は、鉛ケーブルまたはスチールケーブルの終端部のような制御素子終端部を捕捉す
るように構成され、この制御素子終端部はスロットに押し込まれるが、この操作は、製造
中、または再組み立て中に制御素子をプーリー（１３６）の周りに巻き付ける前に行なわ
れる。図３８を参照すると、プーリー（１３６）は、制御素子を巻き付け、そして正規の
位置に保持する動作を容易にするためにフランジ形状（１５０）を有することが好ましい
。
【００４３】
　図３９に示すように、ガイド器具ベース（４８）の一の実施例の上側部分（１５２）は
、手動調整ノブ（８６）の内部に収容することができる回転運動範囲制限ピン（１４０）
と接続するスロット（１５４）を具える。図４０は上側部分（１５２）の上面図を示して
いる。図４１は、同じ上側部分（１５２）を下から眺めて等角に描いたときの様子を示し
、２つのプーリーがガイド器具ベース（４８）の上側部分（１５２）に対してどのような
に関連する上側部分に取り付けられるのかを示している。制御素子斜めトラック（１５８
）を用いて制御素子（図示せず）をカテーテル部材の開口からプーリーに案内し、これら
のプーリーは、ガイド器具ベース（４８）の上側部分（１５２）の内部に形成されるプー
リー構造収納部（１６０）の内部に配置することができる。さらに、上側部分（１５２）
に、カテーテル部材構造収納部（１６２）及びシール構造収納部（１６４）が示されてい
る。図４２は、図４１の構造の直交図を示し、制御素子斜めトラック（１５８）構造を更
に詳しく示しており、この制御素子斜めトラック構造は、制御素子（図示せず）をカテー
テル部材から離れるように、かつガイド器具ベース（４８）の上側部分（１５２）に接続
されるプーリーにまで案内するように配置される。
【００４４】
　図４３を参照すると、ガイド器具ベース（４８）の一の実施例の下側部分（１５６）が
、図３９乃至図４２に示す部分のような上側部分（１５２）と接続するように構成される
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様子が示される。下側部分（１５６）は２つの更に別のプーリー構造収納部（１６０）及
びこれらの収納部に接続される制御素子斜めトラック（１５８）を有する。ガイド器具ベ
ース（４８）の上側部分（１５２）及び下側部分（１５６）を「サンドイッチ」状に重ね
合わせるとカテーテル部材（９０）の近位部分（８８）を捕捉するので、下側部分（１５
６）もカテーテル部材構造収納部（１６２）、及びカテーテル部材構造収納部に食い込ん
で形成されるシール構造収納部（１６４）を有する。図４４は図４３の構造の直交図を示
し、制御素子斜めトラック（１５８）構造を更に詳しく示しており、この制御素子斜めト
ラック構造は、制御素子（図示せず）をカテーテル部材から離れるように、かつガイド器
具ベース（４８）の下側部分（１５６）に接続されるプーリーにまで案内するように配置
される。図４５は、図４３乃至図４４に示す同じ下側部分（１５６）を下から眺めたとき
の斜視図を示している。下側表面は、器具を器具操作装置（１６）に取り付け易くする磁
石（１６６）を具えることができる。図示の実施例も装着ピン接続穴（１６８）を有し、
装着ピン接続穴は下側表面を貫通するように形成されて器具操作装置（１６）の装着ピン
を収容する。更に、下側表面は全体として非対称の構造を有することが好ましく、この構
造によって、確実に下側表面が下方の器具操作装置にだけ一方向にぴったり合うようにな
る。図４６は、図４５のガイド器具ベース（４８）の実施例の下側部分（１５６）の直交
図を示している。
【００４５】
　図４７は、部分的に組み上がった器具の近位端（８２）の一実施例を示しており、この
近位端は、器具ベース（４８）の上側部分（１５２）及び下側部分（１５６）を接続した
形で含む。近位部分（８２）は４つのプーリー（図示せず）と、カテーテル部材（９０）
と、そしてパージポート（１７２）を含むシール（１７０）とを収容する。３つの手動調
整ノブ（８６）をガイド器具ベース（４８）に複数のアクスル（５４）によって取り付け
て示されており、これらのアクスルは正規の位置に、当該アクスル（５４）に取り付けら
れるプーリー（見えない）によって保持される。回転運動範囲制限ピン（１４０）はガイ
ド器具ベース（４８）の上側部分（１５２）の手動調整ノブ及びスロット（１５４）に接
続される。４つの手動調整ノブの内の一つのノブ（８６）が図４７から削除され、動きを
制御したピン（１４０）とスロット（１５４）との間の相互作用の様子がより良く分かる
ようになっている。図４８は、この４制御素子の実施例の内部における制御素子プーリー
（１３６）及び制御素子斜めトラック（１５８）の位置を示している。これらの制御素子
（図示せず）は、ステンレス鋼のような材料により製造される硬質ワイヤを含むことが好
ましく、これらのワイヤは、特定用途において予想される負荷に耐えるサイズに、かつ予
想される構造パラメータのサイズに製造される。これらのワイヤにはデラウェア州、ウィ
ルミントン所在のＤｅＰｏｎｔ社から入手できるＴｅｆｌｏｎ（登録商標）フルオロポリ
マ樹脂のような材料をコーティングして摩擦力を減らすことができる。図４９は、図４７
の実施例と同様の器具のベースの異なる斜視図を示し、シール（１７０）及びパージポー
ト（１７２）の配置だけでなく、手動調整ノブ（８６）のクランプネジ（１３８）の様子
を詳細に示している。シール（１７０）はシリコンゴムシールであることが好ましく、こ
のゴムシールは、例えば比較的小さい形状のガイドワイヤ（例えば、０．０３５インチ程
度の直径を有する）、または比較的大きい形状のカテーテル（例えば、最大７フレンチ、
またはそれよりも更に大きい）のような操作部材または器具を挿入することができるよう
に構成される。
【００４６】
　図５０乃至図７３を参照すると複数の器具の別の実施例が示され、これらの器具は、２
、３、または４つの制御素子を、前述した４つよりも少ない制御素子を含む接続アセンブ
リ（１３２）を使用して操作する機能をそれぞれ有する。説明を簡単にするために、同じ
構成部品の多くをこれらの実施例において利用する。この技術分野の当業者であれば理解
できるように、このように構成部品が一致することは、説明した機能を実現するために必
ずしも必要ではなく、多くの代替的な構成をここに開示する本発明の技術範囲内で使用し
もよい。
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【００４７】
　図５０、図５１、及び図５２は、３つの直交図に描かれる２つの制御素子を含む接続ア
センブリ（１３２）を有する器具（１７４）を示している。この実施例は制御素子を２つ
しか含まない接続アセンブリを有するが、この実施例は、４つの制御素子を操作し、これ
らの制御素子を、スロットを設けたガイド器具ベース（１８８）を通して器具操作装置（
１６）の張力調整機構に達する事前張力調整（ｐｒｅ－ｔｅｎｓｉｏｎｉｎｇ）または能
動的張力調整（ａｃｔｉｖｅ　ｔｅｎｓｉｏｎｉｎｇ）のいずれかを行なうことにより、
緊張状態に保持するように構成される。図５３は図５２の器具と同様であるが、器具（１
７４）を、裏側または下側から眺めた直交図として示している。特に、ガイド器具ベース
（１８８）の一方の側には複数のスロット（１９０）を備え、これらのスロットを通して
、器具操作装置の張力調整機構は制御素子を、器具（１７４）を操作している間に緊張状
態に維持することができる。図５４は、図５３の構造を裏返したときの直交図であり、ガ
イド器具ベースの一方の側、及び両方の制御素子接続アセンブリ（１３２）を取り外して
、スロット（１９０）及び４つの制御素子（１９２）が見えるようになっている。
【００４８】
　図５５は、図５３及び図５４の器具と同様の器具（１７５）を示しているが、ガイド器
具ベース（１９４）がスロットを含まず、ケーブルを複数セットの２個プーリー（１３６
）に位置合わせするための固定の遊動輪制御素子通路（ｆｉｘｅｄ　ｉｄｌｅｒ　ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　ｅｌｅｍｅｎｔ　ｐａｔｈｗａｙｓ）（１９６）のみを有し、２個プーリーセ
ットが各制御素子接続アセンブリ（１３２）を含む点が異なる。この実施例では、制御素
子（１９２）の張力は事前張力調整または事前応力調整（ｐｒｅ－ｓｔｒｅｓｓｉｎｇ）
によって維持することができ、これによって制御素子の緩みを防止する。図５６も、図５
３及び図５４の器具と同様の器具（１７４）を示しおり、この器具は複数のスロットを含
み、これらのスロットによって、制御素子（１９２）に対する能動的張力調整が下方の器
具操作装置による可能になる。複数の制御素子接続アセンブリ（１３２）の内の一つがそ
のままの状態で示され、そしてもう一つが一部がそのままの状態で示され、この場合、ア
クスル（５４）及び操作係合ノブ（１３４）が描かれ、制御素子（１９２）が見えるよう
になっている。図５６の実施例と、図５５の実施例との間の顕著な相違は、張力調整スロ
ット（１９０）が付加されていることである。
【００４９】
　図５７乃至図５８を参照すると、更に別の器具の実施例（１７６）が斜視図及び側面図
としてそれぞれ示され、この実施例は、４つの制御素子（１９２）を操作するために２つ
の制御素子接続アセンブリ（１３２）を有する。図５９の一部切欠き斜視図、及び図６０
の拡大切欠き図に示すように、この実施例は図５５の固定の遊動輪を用いる実施例、また
は図５６のスロットを用いる実施例とは、この実施例が４つの制御素子（１９２）の各々
に対する張力調整を容易にする４つのバネ与圧式遊動輪（１９８）を有する点が異なる。
図６０を参照すると、複数の制御素子（１９２）の各々がバネ与圧式遊動輪（１９８）を
通過し、この遊動輪は、回転しようとする（２００）ことによって制御素子（１９２）を
緊張状態にする。この張力調整の様子は、図６１の直交切欠き図において最も見易くなっ
ており、バネ与圧式遊動輪（１９８）が４つの制御素子（１９２）を緊張状態にしている
（２００）様子が描かれている。図６２のワイヤフレームの直交図も２個プーリー（１３
６）の積層構造を示しており、各積層構造が制御素子接続アセンブリ（１３２）に装着さ
れて４つの制御素子（１９２）を収容する。
【００５０】
　図６３乃至図６４は別の器具の実施例（１７８）を示し、この実施例は、３つの個々の
制御素子（１９２）に対応する３つの制御素子接続アセンブリ（１３２）を有する。図６
４に最も明瞭に示されるように、この実施例は、例えば図４７の実施例と同様であるが、
この実施例が１個少ない制御素子、及び１個少ない制御素子接続アセンブリ（１３２）を
有する点が異なる。図６５は、鞘状器具（３０）に接続される更に別のガイド器具の実施
例（１８０）を示している。詳細には、器具（１８０）は２つの制御素子接続アセンブリ
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（１３２）、及び２つの制御素子を有する。図６６に示されるように、本実施例のガイド
器具（１８０）はスロットを用いる張力調整、またはバネ与圧による張力調整を行なうよ
うには構成されない。その代わりとして、この実施例の制御素子（１９２）に対する能動
的張力調整を個別に行なう、または事前張力調整を行なって張力の維持を容易にして制御
を行なうことができる。
【００５１】
　図６７を参照すると、更に別の器具の実施例（１８２）が、鞘状器具（３０）に接続さ
れる形で示される。器具（１８２）は１つの制御素子接続アセンブリ（１３２）、及び２
つの制御素子を有する。図６８に示されるように、器具（１８２）のこの実施例もスロッ
トを用いる張力調整、またはバネ与圧による張力調整を行なうようには構成されない。代
わりとして、この実施例の制御素子（１９２）を事前に緊張状態にし、そして固定の遊動
輪制御素子通路（１９６）を援用して正規の位置に保持して、張力の維持を容易にして制
御を行なうことができる。図６９は更に別の器具の実施例（１８４）を示し、この実施例
は鞘状器具（３０）に接続される形で示される。器具（１８４）は１つの制御素子接続ア
センブリ（１３２）、及び２つの制御素子（１９２）を有し、この場合、図７０に示すよ
うに、制御素子（１９２）に対する張力調整をバネ与圧式遊動輪（１９８）によって行な
う。バネ与圧式遊動輪を使用して張力調整を行なう器具の前述の実施例と同じように、バ
ネ与圧式遊動輪によって制御素子（１９２）を緊張状態にして（２００）制御を容易にす
る。
【００５２】
　図７１は更に別の器具の実施例（１８６）を示し、この実施例は鞘状器具（３０）に接
続される形で示される。器具（１８６）は１つの制御素子接続アセンブリ（１３２）、及
び２つの制御素子（１９２）を有し、この場合、図７２に示すように、スロットを１つだ
け有するガイド器具ベースを用いる。スロット（１９０）を用いて張力調整を行なう器具
の前述の実施例と同じように、スロットは、下方の器具操作装置（１６）に含まれる機構
が行なう、制御素子（１９２）に対する張力調整を容易にするように機能する。図７３は
図７２の実施例を示し、スロットを設けたガイド器具ベース（２０２）の両側の部分は図
７２の実施例のままである。スロット（１９０）内部における張力変化量によって変わる
が、回転運動範囲制限ピン（図示せず）を手動調整ノブ（図示せず）から取り外して、制
御素子接続アセンブリ（１３２）が器具ベース（２０２）の残りの部分に対してスロット
（１９０）内を移動するときに、ピン、ノブ、及び器具ベース（２０２）がぶつかること
がないようにすることが望ましい。
【００５３】
　次に、図７４乃至図９３を参照しながら、鞘状器具の実施例の構成要素について説明す
る。ここでも同じように、説明を簡単にするために、前に記載した器具の実施例と同じ構
成部品の多くをこれらの別の実施例において利用するが、このように構成部品が一致する
というのは、説明した機能を実現するために必ずしも必要ではない。
【００５４】
　図７４は、鞘状器具（３０）に同軸接続されるように示されるガイド器具（１８）を示
し、これらの器具は一緒になって１セットの器具（２８）として説明した構造を構成する
。図７５乃至図７６では、鞘状器具（３０）は図７４のガイド器具無しの形で描かれてい
る。図７６では、実施例の鞘状器具（３０）は、一つの制御素子接続アセンブリ（１３２
）と、好適には１つのみの制御素子（図示せず）とを有するように描かれている。機能の
観点からすると、ほとんどの実施例では、鞘状器具は、接続されるガイド器具ほど、操作
可能性又は制御可能性が高い必要はない、というのは、鞘状器具は普通、使用することに
よって、ガイド器具の導管となって離れた位置からの組織接触操作を容易にし、かつ案内
方向をほぼ正しい方向に向けるように機能するからである。このような動きは、鞘を患者
に対して回転させ、鞘を一つ以上の方向に制御素子を使用して曲げ、そして鞘を患者に挿
入することにより制御される。シール（２０４）は通常、ガイド器具上のシールよりも大
きいが、これは、鞘状器具（３０）に医療処置の一部分として挿入することができる細長
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い部材の直径が大きいからである。シール（２０４）に隣接するのは接続ポート（２０６
）であり、この接続ポートを利用して器具をパージする、または循環流体のパージを行な
う、或いは器具群をパージすることができる。鞘状器具ベース（４６）の下側部分（２１
０）及び上側部分（２１２）をサンドイッチ状に重ね合せて、この実施例の単一プーリー
（１３６）のような制御素子接続アセンブリ（１３２）の一部分、及びカテーテル鞘部材
（２０８）の近位部分を収容することが好ましい。
【００５５】
　図７７を参照すると、鞘状器具ベース（４６）の一の実施例の下側部分（２１０）が示
され、器具操作装置（１６）に対する装着を容易にするために利用される２つの磁石（１
６６)を示している。装着ピン接続穴（１６８）はまた、器具操作装置（１６)との正確な
接続を容易にするように機能する。反対側の表面には、カテーテル鞘（図示せず）との接
続部となるカテーテル鞘部材構造収納部（ｓｈｅａｔｈ　ｃａｔｈｅｔｅｒ　ｍｅｍｂｅ
ｒ　ｇｅｏｍｅｔｒｙ　ａｃｃｏｍｍｏｄａｔｉｏｎ：２１４）が形成される。図７８は
この下側部分（２１０）の反対側表面を更に詳細に示しており、この表面には、プーリー
構造収納部（２１８）、シール構造収納部（２１６）、及びカテーテル鞘構造収納部（２
１４）が設けられる。ガイド器具の実施例に関連して示したものと同様の制御素子斜めト
ラック（２２０）も設けられる。図７９には、鞘状器具ベース（４６）の一の実施例の上
側部分（２１２）の底面図が示され、カテーテル鞘構造収納部（２１４）及びシール構造
収納部（２１６）が上側部分に形成され、そしてアクスル接続穴（２２２）が上側部分を
貫通して形成される。
【００５６】
　図８０は、予め曲げた形状のカテーテル鞘部材（２０８）の更に別の実施例を示し、こ
の形状は、医療処置に関する解剖学的目的によって変わることが望ましい。カテーテル鞘
部材（２０８）は、前述のガイドカテーテル部材の実施例の構造と酷似する構造を有する
ことが好ましいが、前記カテーテル鞘には注目すべき例外がある。一実施例として、カテ
ーテル鞘部材（２０８）は、鞘の遠位端の内部に可撓構造素子が配置される構造ではない
ことが好ましい、というのは、特に接続ガイド器具が高い曲げ性能を有する場合には、非
常に短い半径を有するように曲げることができる曲げ性能は、鞘状器具の好適な機能には
含まれないからである。好適には、近位部分（２２４）及び遠位部分（２２６）は共に、
図８１を参照しながら以下に記載するように、低摩擦内側層、ブレード層、及び外側層を
含む。遠位部分の曲げ余裕が近位部分よりも大きいことが好ましい。この構造は、遠位部
分（２２６）の外側層のポリマー材料が、近位部分（２２４）の外側層に使用するポリマ
ー材料のデュロメーター硬度のほぼ半分のデュロメーター硬度を有するように選択するこ
とにより一実施例において実現する。図示された実施例では、組織を傷付けることがなく
、かつ低摩擦内側層及び外側層の延長部分を含む先端（２２８）は、ブレード層の終端部
を約１／４インチ乃至１／８インチの間の値だけわずかに超えて延びて、組織が種々の医
療処置において傷付くことを防止する。
【００５７】
　図８１は、図８０に示すものと同様のカテーテル鞘部材（２０８）の近位部分または遠
位部分の断面図である。ブレード層（２３０）は、デュロメーター硬度が３０から８０シ
ョアＤ硬度のＰｅｂａｘ（登録商標）のようなポリマーを含むことが好ましい外側層（２
３２）、及び一つ以上の内腔を押し出し成形により適宜設けることができる低摩擦ポリマ
ー材料を含むことが好ましい内側層（２３４）によって取り囲まれる。図８１の実施例は
一つの制御素子内腔（２３６）を示している。内側層（２３４）の構造は、ガイドカテー
テル部材の外側構造に「係合する（ｋｅｙ）」、またはカテーテル部材の動きを制限する
ように外側構造に接続されて、図８５乃至図９１を参照しながら以下に説明するように、
ガイドカテーテル部材の回転を防止するように構成することができる。カテーテル鞘の中
心内腔（２３８）は、接続ガイドカテーテル部材と密着するようなサイズに製造されるこ
とが好ましい。図８２は図８１に示すものと同様の実施例を示すが、この実施例が制御素
子内腔を含まない点が異なる。或る実施例では、先端可動型カテーテル鞘を含まないこと
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が好ましく、その代わりガイドカテーテルの一部分を取り囲む直線状カテーテル鞘または
予め曲げたカテーテル鞘を含むか、或いはカテーテル鞘を全く含まない。
【００５８】
　図８３乃至図８４を参照すると、カテーテル鞘部材の或る実施例が示され、内側層（２
３４）は、図２１に示すような３制御素子ガイド構造に係合するように構成される。図８
４は制御素子内腔（２３６）を含まない構成の同様の実施例を示す。図８５は、鞘を貫通
する部材に係合することがなく、かつ制御素子内腔を全く含まない構成の鞘を示し、或る
実施例または処置－特に、鞘が更に高い曲げ性能を持つことが望ましい場合－において係
合制御及び向き制御が必要ではない、または望ましくないことを示している。図８５の実
施例は非常に薄い壁を有するように製造され、そしてこの実施例もポリマー材料から成る
外側層（２３２）及び内側層（２３４）によって取り囲まれるブレード層（２３０）を含
むが、当該実施例は、厚い壁を有する他の実施例よりも、蛇行通路を通して全体的に容易
に曲げることができる。更に、内側層（２３４）の係合構造が無い場合には、中心内腔（
２３８）が実効的に大きくなる。
【００５９】
　図８６乃至図９１は同軸接続ガイドカテーテル（９０）及びカテーテル鞘（２０８）の
組み合わせの種々の実施例の断面構造を示している。
【００６０】
　図８６を参照すると、相対的に小さい表面幅（１０４）を有するガイドカテーテル（９
０）が、４つの制御素子内腔（２３６）を有するカテーテル鞘（２０８）の内部に配置さ
れる様子が示される。２つの構造の間の密着状態はかなり緩く、或る程度の相対回転運動
が、ガイドカテーテル（９０）にカテーテル鞘（２０８）よりも非常に大きな回転力が付
与される場合に予測される。このような相対回転運動の防止を容易にするために、大きい
表面幅を有するガイドカテーテル（９０）構造を図８７の実施例に示すように使用して、
２つの構造を医療処置に必要な経路を通って曲げる際の２つの構造（９０、２０８）の間
の移動の自由度を小さくすることができる。
【００６１】
　図８８は、図８７に示す実施例と同様の実施例を示すが、この実施例はカテーテル鞘部
材（２０８）内に制御素子内腔（２３６）を含まない。制御素子をこのような内腔を通す
以外の理由から、制御素子内腔をガイドカテーテルまたはカテーテル鞘の壁の内部に形成
することが望ましい。これらの内腔は、応力緩和構造として機能して曲げ性能を高くする
こともできる。これらの内腔を利用して好適な屈曲軸を構造全体に形成することもできる
。更に、これらの内腔を、洗い流し（ｆｌｕｓｈｉｎｇ）、薬剤投与、標識、センサ、照
明ファイバ、画像ファイバなどに使用される作業チャネルとして利用することができる。
制御用内腔（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｌｕｍｅｎｓ）のパターンを特定構造の断面全体に均一に
設けて均一な曲げが生じるようにすることが望ましい。例えば、４つの制御用内腔を有し
、これらの制御用内腔の内の一つが緊張状態の制御素子で埋まっている構成のカテーテル
鞘は、制御用内腔を１つだけ有する、または２つの制御用内腔を有し、これらの制御用内
腔の内の一つが制御素子で埋まっている構成のカテーテル鞘よりも均一に曲げることがで
きる。
【００６２】
　図８９を参照すると、相対的に大きい表面幅（１０６）を有するガイドカテーテル（９
０）が、鞘を貫通する部材に係合しない構成を有するカテーテル鞘（２０８）の内部に収
容される様子が示されている。この実施例では、４制御素子ガイドカテーテルが、離れた
位置から向きを操作することができない構成を有する予め曲がった鞘状器具の内部に配置
される。図９０は図８９と同様の実施例を示すが、鞘を貫通する部材に係合しない構成の
カテーテル鞘（２０８）の内部に配置されるガイドカテーテル（９０）がより小さい表面
幅（１０４）を有する点が異なる。図９１はガイドカテーテル（９０）とカテーテル鞘（
２０８）との間の相対回転運動を阻止するために係合構造を取り入れた例を示している。
回転運動に対する大きな抵抗力は、この技術分野の当業者には明らかなように、システム
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全体の高い曲げ性能とのトレードオフで決定される。図９２に示すように、好適なエラス
トマシール（２０４）及び接続ポート（２０６）から成る構造は、鞘状器具ベース（４６
）の筐体の内部に装着される前に、カテーテル鞘部材（２０８）に装着することができる
。図９３は、シール（２０４）及び接続ポート（２０６）に接続されるカテーテル鞘部材
（２０８）の側面図である。図９４はシール（２０４）の端面図である。
【００６３】
　図９５乃至図１０３は、上述の器具の実施例に使用されるように構成される器具操作装
置の実施例の種々の態様を示している。
【００６４】
　図９５乃至図９６は、器具操作装置（１６）の一の実施例の内部構造及び機能を示す簡
易模式図である。図９５では、キャリッジ（２４０）はプラットフォーム（２４６）にス
ライド可能に取り付けられ、プラットフォームはベース構造（２４８）にスライド可能に
取り付けられる。これらの接続部でのスライド可能な取り付けは、高精度リニアベアリン
グによって行なうことができる。図示のシステムは、複数のプーリー（２４４）を通る２
本のケーブル（２５６、２５８）を有し、これらのケーブルによって、スライド可能な装
着接続部（２５０）に沿ったキャリッジ（２４０）及びプラットフォーム（２４６）の相
対運動をモータによって制御し、そして同期させることができる。この技術分野の当業者
には明らかなことであるが、モータ（２４２）がキャリッジ移動ケーブル（２５６）を張
力Ｔで引っ張ると、キャリッジ（２４０）は２＊Ｔの力を受ける。更に、モータがキャリ
ッジ移動ケーブル（２５６）を距離Ｘだけ引っ張ると、キャリッジはＸ／２だけ移動し、
そしてプラットフォームは、プラットフォームに対応するケーブル（２５８）の「プーリ
ーに」同期した動きにより当該量の半分、またはＸ／４だけ移動する。
【００６５】
　図９６は別の（同様の）システムの上面図を示し、このシステムは、器具接続ソケット
（２６２）に接続される器具接続プーリー（２６０）を駆動して、プーリーの接続先のキ
ャリッジ（２４０）の位置と独立した両方向の回転を、スライド可能な装着接続部（２５
０）により規定される直線通路に沿って生じさせるように構成される。機械方式が図９５
の方式と同様である場合、モータ（２４２）が変位Ｘだけ器具接続ケーブル（２６４）を
引っ張ると、同期ケーブル（２６６）の位置が決め及び終端（２５２）により、モータ（
２４２）に対するキャリッジ（２４０）の位置に関わらず、同じ変位が器具接続プーリー
（２６０）において直接観察される。
【００６６】
　図９７乃至図１０３を参照すると、図９５乃至図９６に示されるものと同様のシステム
が器具操作装置（１６）の種々の実施例に組み込まれる様子が示される。図９７では、器
具操作装置（１６）が先端可動型ガイド器具（１８）及び先端可動型鞘状器具（３０）に
接続される様子が描かれている。図９８は器具操作装置（１６）の或る実施例を示し、こ
の実施例において、鞘状器具接続表面（３８）は固定されたままであり、鞘状器具接続表
面では、単一のモータの作動を用いて、制御素子接続アセンブリ（１３２）を介して接続
先の制御素子により鞘の向きを変える。この動作は、鞘状ソケット駆動プーリー（ｓｈｅ
ａｔｈ　ｓｏｃｋｅｔ　ｄｒｉｖｅ　ｐｕｌｌｅｙ：２７２）、及び２つの上部モータ（
２４２）（図９８に示される）と同様のモータに固定されるキャプスタンプーリー（図示
せず）の周りの簡単なケーブルループによって可能になる。鞘状ソケット駆動動作を可能
にする駆動モータは、直線ベアリング接続アセンブリの下に隠れている。
【００６７】
　４つのガイド器具接続ソケット（２７０）を駆動する動作は更に複雑である、というの
は、理由の一つとして、これらのソケットがキャリッジ（２４０）に接続され、キャリッ
ジは直線ベアリング接続部（２５０）に沿って直線的に移動して、器具操作装置、手術台
、及び鞘状器具に相対して位置する患者に向かってモータ駆動によるガイド器具の挿入を
行なうように構成されるからである。キャリッジ（２４０）を直線ベアリング接続部（２
５０）に沿って移動させるケーブル配線及びモータ動作は、図９５に示される概略図で表
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わされる実施例で行なわれる。図示の４つのガイド器具接続ソケットの各々を駆動するケ
ーブル配線及びモータ動作は、図９６に示される概略図で表わされる実施例で行なわれる
。従って、４つの個別ケーブル駆動ループが４つの個別のガイド器具接続ソケット（２７
０）に使用され、かつキャリッジ（２４０）がモータ駆動による挿入を可能にする構成の
、図９８乃至図１０３の実施例では、図９５乃至図９６に概略が示されるようなシステム
と機能的に等価なシステムが実現し、図９８乃至図１０３の全ての実施例は同じ構造にな
るように装着される。種々の従来のケーブル終端及び配線方法を使用して高密度の好適な
器具操作装置構造を実現し、この構造では、キャリッジ（２４０）がモータの前方に装着
されて位置が低い患者側との接続部となる。
【００６８】
　図９８を参照し続けると、器具操作装置（１６）が器具操作装置ベース（２７４）に回
転可能に装着される様子が示され、この器具操作装置ベースは、図１に示すような器具操
作装置連結ブレース（図示せず）、または図２に示すような可動式ジョイント構造（図示
せず）と接続するように構成される。器具操作装置ベース（２７４）と、器具操作装置ベ
ースの接続先の器具操作装置ベースプレート（２７６）との間の回転は、頑丈なフランジ
ベアリング構造（２７８）によって容易になる。フランジベアリング構造（２７８）は、
ガイド器具がニュートラル位置の器具操作装置（１６）の本体に装着されると、器具操作
装置（１６）の本体が、ガイド器具（図示せず）の長手方向軸にほぼ一致する軸の周りに
回転することができるように構成される。この回転は自動で、またはロールモータ（２８
０）及び簡単なロールケーブルループ（２８６）によって行なわれることが好ましく、ロ
ールケーブルループは器具操作装置ベースプレートの一部分の周りに延び、図示のように
終端する（２８２、２８４）。別の構成として、ロール回転を手動で行ない、従来のクラ
ンプ機構を使用して正規の位置にロックすることができる。ロールモータ（２８０）の位
置は図９９において、更に分かり易く見ることができる。
【００６９】
　図１００は、一グループの４モータ（２９０）を含む器具操作装置の別の実施例を示し
ている。各モータ（２９０）には、制御を行なうための高精度エンコーダ（２９２）が接
続され、かつ各モータは、４つのガイド器具接続ソケット（２７０）の内の一つを器具操
作装置（１６）の一端で駆動するように構成される。エンコーダ（２９２）を具える別グ
ループの２モータ（一つは隠れていて、一つは参照番号２８８として見ることができる）
は、キャリッジ（２４０）の駆動、及び鞘状器具接続ソケット（２６８）の挿入を操作す
るように構成される。
【００７０】
　図１０１を参照すると、器具操作装置の別の実施例が示され、直線ベアリング接続部（
２５０）に対するキャリッジ（２４０）の位置を示している。この図に更に示すのは、器
具接続ケーブル（２６４）の一部分が接続を行なう様子であり、この接続動作は、器具接
続ケーブル（２６４）がプーリー（２４４）の周りで曲がり、そして当該ケーブルのルー
プの一部分を終了して、キャリッジ（２４０）に回転可能に接続され、かつガイド器具接
続ソケット（２７０）に接続される器具接続プーリー（２６０）に達し、器具接続プーリ
ー（２６０）の周りに巻き付き、そしてモータキャプスタンプーリー（２９４）に戻ると
きのものである。長時間に渡ってループ動作を一方向に行ない、ほぼ真に終わりのないル
ープを必要とするという要求は通常無いため、このようなケーブルループの調整及び設定
を行なうには、必要な長さにカットしたケーブルのループの２つの端部を各キャプスタン
プーリー（２９４）で終端させることが好ましい。
【００７１】
　図９７乃至図１０１の実施例に示すキャリッジ（２４０）は通常、器具接続ソケット及
び関連する器具接続プーリーを収容するように構成される構造ボックスを含む。図１０２
Ａ乃至Ｂを参照すると、分割キャリッジ（ｓｐｌｉｔ　ｃａｒｒｉａｇｅ：２９６）が示
され、このキャリッジは、前の実施例に示す非分割キャリッジ（２４０）と同様のメイン
キャリッジ本体（３０４）、及び１つ、または２つの直線可動部分（３０２）を含み、こ
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れらの直線可動部分は、メインキャリッジ本体（３０４）に対して、複数のガイド器具接
続ソケットの一つの内部に配置されるギア（３００）によって前方または後方にキャリッ
ジ本体に沿って駆動されると、メインキャリッジ本体（３０４）に対してスライドするよ
うに構成され、ギア（３００）は、ギア（３００）に隣接するようにメインキャリッジ本
体（３０４）に取り付けられるラック（２９８）と接続するように構成される。別の実施
例では、キャリッジは両側で分割する必要はないが、一つの分割側及び一つの非分割側を
有することができる。更に、４つのガイド器具接続ソケットを具えるキャリッジは、ガイ
ド器具を１～４の制御素子接続アセンブリのいずれかのアセンブリによって駆動するのに
適するが、４つの全ての制御素子接続アセンブリに必要な更に別のハードウェアは、特定
の器具が１つ又は２つの制御素子接続アセンブリを必要としているだけの場合には望まし
くない。
【００７２】
　図１０３．１乃至１０３．１１を参照すると、器具操作装置の別の変形例が記載されて
おり、これは図１０２Ｂに示す装置などのように、分割キャリッジの設計の一変形例を具
える。各器具ベースインターフェースがスロットに沿って直線的に動く、あるいは回転す
る、あるいは両方（別々に）である図１０２Ａ乃至Ｂの実施例とは逆に、図１０３．１乃
至１０３．１１の実施例は、「翼型」分割キャリッジ設計による回転及び／又は円弧状の
スロット動作を提供している。ここでは、張力部材プーリと軸は車軸軸の周りを回転する
ことができ、あるいは、別に、円弧上経路に沿って移動する。
【００７３】
　図１０３．１を参照すると、ウイング付分割キャリッジ器具操作装置（１３５）が、ウ
イング付分割キャリッジ用に構成されたガイド器具（２１５）に連結された状態で示され
ている。このキャリッジには、例えば図５３、５４、及び７２に記載されているようなそ
の他の実施例の直線状スロットと反対に、二つのアーク状スロット（１４５）を有する特
別なガイド器具ベース（１４１）が設けられている。一又はそれ以上の電子基板（１３９
）が、ウイング付分割キャリッジ器具操作装置（１３５）の主ハウジング構造（１３７）
に接続されている。図に示すアッセンブリは、また、ガイド器具（２１５）の少なくとも
一部に螺合しており、図に示すアッセンブリが完全に組み立てられたときに、主ハウジン
グ構造（１３７）に連結される鞘状フレームブロック（１８５）に連結された移動可能な
鞘状器具（３０）を具える。
【００７４】
　図１０３．２を参照すると、ウイング付器具操作装置の一実施例に用いるガイド器具ベ
ース（１４１）が、アーク状スロット（１４５）の詳細と、ウイング付器具操作装置ガイ
ド器具ベースの上側プレート（１４３）と共に示されている。このプレートは、ガイド器
具カテーテル部材（図示せず）の近位がっわ筒状部分の上にはめ込まれており、ガイド器
具ベース（１４１）に対するカテーテル部材（図示せず）の相対位置を維持する。図１０
３．２に記載されている同様の構造の下側等尺図が図１０３．3に記載されている。図に
示す実施例では、低プロファイル制御素子接続アッセンブリ（１４７）が、接続アッセン
ブリの縦軸（２１９）を中心に回転し、一方で、関連するアーク状スロット（１４５）を
介して摺動可能に変動するように構成されている。図１０３．４は、図１０３．２のガイ
ド器具ベース（１４１）の分解図である。図１０３．４では、ガイド器具ベースの上側プ
レート（１４３）と、ガイド器具ベースの底側プレート（１３３）が別々に示されている
。更に、底側プレート（１３３）に規定されたアーク状スロット（１４５）が示されてい
る。
【００７５】
　図１０３．５を参照すると、低プロファイル制御素子接続アッセンブリ（１４７）が等
尺図として示されており、これは、プーリフランジ（１５３）に連結されており、また、
制御素子プーリ（１５５）セットにも連結されたスプライン軸（１５７）を具える。これ
らは、低プロファイル手動調整ノブ（１５１）と、ねじなどの保持締結具（１４９）付の
プーリフランジ（１５３）との間で圧縮されている。同じ構造の分解図が図１０３．６に
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示されている。図１０３．６には、また、低プロファイル制御素子接続アッセンブリ（１
４７）を組み立てるときに、二つの制御素子プーリ（１５５）間の相対的な回転変位を防
止するように構成されたピン（１５９）も示されている。低プロファイル制御素子接続ア
ッセンブリ（１４７）の図に示す実施例は、器具接続ソケット（４４）がソケットとアク
スル間のスプラインインターフェースに寸法的に合致し、合体したソケットとアクスル間
の負荷を効率よく移動させる限り、上述した器具ベース及び器具操作装置ッセンブリのい
ずれにも使用することができる。低プロファイル制御素子接続アッセンブリ（１４７）は
、軽量で、高硬質で、破壊靱性が低く、非常に高精度なサブアッセンブリまたは部品に形
成するあるいは機械加工することができるポリマまたは金属でできていることが好ましい
。一の実施例では、低プロファイル制御素子接続アッセンブリ（１４７）は、超高分子重
量ポリエチレンでできている。
【００７６】
　図１０３．７を参照すると、ウイング付分割キャリッジアッセンブリが、半分解図とし
て示されている。ウイング付キャリッジベース（１７３）は、それぞれが、下側部分（１
６５）と上側部分（１６３）を具える二つの独立して回転可能なウイング構造（２２１）
を回転可能に支持するように構成されている。ウイング構造（２２１）と関連する部材の
更なる分解図が図１０３．８に記載されている。制御素子プーリセット（１６７）が回転
可能なウイング構造（２２１）に回転可能に接続されており、このプーリにスプライン器
具接続ソケット（１６１）が連結されている。ウイング付キャリッジベース（１７３）は
、ベアリング（１７９）を有するキャリッジ接続フレーム（図示せず）に摺動可能に連結
するように構成されている。図１０３．９に示すように、スロット（１８１）は、キャリ
ッジ接続フレーム（１９１）に対するウイング付キャリッジベース（１７３）の動きをリ
ニア動作に制約している。シャフトとベアリングを利用して、ウイング付構造（２２１）
をウイング付キャリッジベースへ回転可能に連結し、関連する連結シャフト（１７１）の
軸を中心にしたウイング付構造の回転動作を容易にしている。同様にシャフト及びベアリ
ング構成を用いて、ウイング構造（２２１）に対する制御素子プーリ（１６７）の回転を
提供している。従って、ウイング付分割キャリッジの設計によって、二つのウイング構造
（２２１）が各々独立した動きをする一方、２セットの制御素子プーリ（１６７）、およ
びこれによる器具接続ソケット（１６１）が独立して回転動作をするように構成されてい
る。換言すると、アーク状スロット（１４５）を有する器具ベース装着プレート（１８７
）に連結された図１０３．１に記載されているようなウイング付ガイド器具（２１５）と
、図１０３．１に記載された構造の装着プレート（１８７）の下に配置した二つの器具接
続ソケットに連結された二つの制御素子接続アッセンブリ（１４７）によって、各制御素
子接続アッセンブリ（１４７）が、その縦軸（１６９）を中心に回転することができ、ま
た、器具ベース（１４１）に形成されているアーク状スロット（１４５）を介してアーク
状に移動して、単一の制御素子接続アッセンブリ（１４７）の作動によって、一方が各制
御素子接続アッセンブリ（１４７）の上の各制御素子プーリ（１６７）の周囲にある二つ
の制御素子の張力と制御を提供している。従って、４つの制御素子を、二つの制御素子の
接続アッセンブリ（１４７）のみを作動させることで駆動することができる。
【００７７】
　図１０３．１０を参照すると、図１０３．１に記載のアッセンブリと同様のアッセンブ
リの分解図が記載されている。鞘状器具（３０）、二つの制御素子接続アッセンブリ（１
４７）、及び図１０３．１のガイドカテーテル器具部材が、図１０３．１０に記載されて
いる。上述した実施例と同様に、器具操作装置ロールアッセンブリ（１９５）と、器具操
作装置モータ／ギアアッセンブリ（１９３）が、器具操作装置の主ハウジング構造（１３
７）のフレームに連結されている。図１０３．１１に示すように、本実施例の４つの制御
素子駆動モータ（２０９）の各々に接続された冗長エンコーダリーダ（２１１）が、モー
タシャフトの高精度な回転位置の読みを容易にし、位置の読み取りエラーを防止している
。モータ出力シャフトは、別のかさ歯車セット（２１３）と接続しているかさ歯車（２０
７）に連結されており、これによって、図に示す縦出力シャフト（２０５）を駆動するよ
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うに構成されている。モータ／ギア接続ブロック（２０３）は、モータ、ギア、及びシャ
フトを互いに対して、及び器具操作装置の主フレーム（図示せず）に対して適所に連結す
るのに使用され、一般的な運きを、シャフト、モータ、ギア、及びベアリングの回転運動
に拘束している。ウイング付キャリッジベース（１７３）とウイング構造（２２１）に対
するウイング付構造器具接続ソケット（１６１）の回転とアーク状の移動は、ウイング付
分割キャリッジ器具操作装置とここに述べたウイングなしの実施例との間の重要な差異で
ある。
【００７８】
　図１０４を参照すると、オペレータ制御ステーションの一実施例が記載されており、制
御ボタンコンソール（８）、コンピュータ（６）、マウスなどのコンピュータ制御接続デ
バイス（１０）、視覚ディスプレイシステム（４）、マスター入力装置（１２）が示され
ている。ボタンコンソール（８）のボタンに加えて、フットスイッチや、その他の公知の
タイプのユーザ制御インターフェースを用いて、システムコントロールを具えるオペレー
タインターフェースを提供するようにしても良い。図１０５Ａを参照すると、一の実施例
では、マスタ入力装置（１２）は、複数のジョイントと、接続したエンコーダ（３０６）
を有する多角自在デバイスである。オペレータインターフェース（２１８）は、人の指で
快適な接続を取るように構成されている。図に示す実施例のオペレータインターフェース
（２１７）は、ほぼ球形である。更に、マスタ入力装置は、ユーザに触覚フィードバック
を提供する一体的に構成した触覚能力を有していても良い。マスタ入力装置（１２）の別
の実施例が図１０５Ｂに記載されており、これは、同様の形状のオペレータインターフェ
ース（２１７）を有する。好適なマスタ入力装置が、マサチューセッツ州、ウオーブルン
所在のＳｅｎｓＡｂｌｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ Ｉｎｃ．社などの製造者からＰｈａ
ｎｔｏｍ（登録商標）Ｈａｐｔｉｃ Ｄｅｖｉｃｓの商品名で、あるいは、スイス国、ロ
ーザンヌ所在のＦｏｒｃｅ Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ社から、Ｏｍｅｇａ Ｈａｐｔｉｃ Ｄｅ
ｖｉｃｅの商品名で、入手することができる。オメガタイプのマスタ入力装置を特徴とす
る一の実施例では、マスタ入力装置のモータが重力補償に使用されている。換言すると、
オペレータがマスタ入力装置を、その手から離すと、地球の中心に最も近づくマスター入
力装置の動作範囲へ持ってゆく重力を使わずに、マスター入力装置は適所にとどまるか、
装置があった地点、または他の所定の地点の周りをホバリングするように構成されている
。別の実施例では、触覚フィードバックを利用して、関連する器具の仕事スペースの制限
にオペレータが到達したとのフィードバックを、オペレータに提供している。別の実施例
では、主組織の仕事スペースが器具の仕事スペースに登録されている場合に、触覚フィー
ドバックを利用してこの仕事スペースの制限に到達したことをオペレータにフィードバッ
クしている（すなわち、例えば、オペレータが実際の心臓のＣＴデータから得た心臓の３
－Ｄモデルを介してガイド器具を用いて切除チップなどのツールを操縦するような場合、
マスター入力装置は、この３－Ｄモデルのデータによって心臓の壁またはその他の構造に
オペレータが届いた旨の触覚フィードバックをオペレータに提供する。従って、少なくと
もマスター入力装置を介してこの壁または構造を感じることなく、オペレータがこのよう
な壁または構造を突き抜けてツールを駆動することを防止することができる）。別の実施
例では、マスター入力装置の触覚能力と共に、器具と組織間の接触を検出するように構成
した接触間隔技術を利用して、この器具が実際に組織と接触した旨の信号をオペレータに
出すことができる。
【００７９】
　図１０６Ａ乃至図１０９を参照しながら、４つの制御素子を有するカテーテルの基本運
動について概説する。
【００８０】
　図１０６Ａ乃至Ｂを参照すると、張力を下側制御素子（３１２）にのみ加えたときに、
図１０６Ａに示すようにカテーテル（９０）が下に曲がる。同様に、図１０７Ａ乃至Ｂの
左側制御素子（３１４）を引っ張ると、カテーテル（９０）が左に曲がり、図１０８Ａ乃
至Ｂの右側制御素子（３１０）を引っ張ると、カテーテル（９０）が右に曲がり、そして
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、図１０９Ａ乃至Ｂの上側制御素子（３０８）を引っ張ると、カテーテル（９０）が上に
曲がる。この技術分野の当業者には明らかなことであるが、種々の制御素子に加わる張力
を公知の方法で組み合わせると、種々の曲げ変形がカテーテル部材（９０）の先端で生じ
る。カテーテルまたは同様の細長い部材を張力制御素子を用いて正確に制御する試みの一
つは、制御素子の張力を保持することであるが、この張力の保持が、特定の所望の曲げ状
態で加える引っ張り負荷の大部分の主題となってはならない。システムまたは器具を種々
のレベルの張力で制御する場合、張力を解放する、または制御素子を緩み状態にすると、
好ましくない制御シナリオが生じ得る。
【００８１】
　図１１０Ａ乃至図１１０Ｅを参照すると、簡単なシナリオがこの考えを示すために有用
であることが分かる。図１１０Ａに示すように、２つの制御素子（３１４、３１０）によ
って向きが変わる簡易カテーテル（３１６）がニュートラル位置にある状態が示される。
左側制御素子（３１４）が、右側制御素子（３１０）が仮に受けるとする張力よりも大き
い張力を受けると、カテーテル（３１６）は図１１０Ｂに示すように左に曲がる。向きを
変えたい場合、この状態を反転させる必要があり、右側制御素子（３１０）に加わる張力
を左側制御素子（３１４）に加わる張力よりも大きくする必要がある。張力差が左側に生
じている状態から右側に生じる状態になるように張力を変える場合のこのような向き反転
時点では、緩め制御、または張力制御を行なわずに、最も正しい制御素子（３１０）を集
中的に緩めればよいが、この緩め操作は、高精度の制御を再度行なう前に行なう必要があ
る。生じる可能性のある緩みを無くすための「引き寄せ（ｒｅｅｌｉｎｇ　ｉｎ）」に続
いて、カテーテル（３１６）を、図１１０Ｃ乃至図１１０Ｅに示すように、次の変化が向
きに生じるまで、制御性の観点から問題となる別の緩みを発生させることなく反対方向に
引っ張ることができる。
【００８２】
　上述の器具の実施例は、張力制御を、２～４個の制御素子を有する種々のガイド器具シ
ステムにおいて管理する種々の方法を提示している。例えば、或る一連の実施例では、張
力は、付属ガイドカテーテルの各制御素子を、器具操作装置（１６）上の個々に制御され
るガイド器具接続ソケット（２７０）に接続される個別の制御型素子接続アセンブリ（１
３２）を通して能動的、かつ個別に張力調整することにより制御することができる。従っ
て、張力は、複数の制御素子接続アセンブリ（１３２）の各々を、図１７及び図４７に示
すような４制御素子の実施例、図６３乃至図６４に示すような３制御素子の実施例、また
は図５６及び図６６に示すような２制御素子の実施例において個別に作動させることによ
り管理することができる。
【００８３】
　別の一連の実施例では、張力は、図１０２Ａ乃至Ｂを参照しながら記載した分割キャリ
ッジ構造を使用して能動的、かつ個別に張力調整することにより制御することができる。
例えば、図５３、図５４、及び図５６に示す実施例と同様の器具の実施例の場合、図１０
２Ｂに示すような２つの個別の直線可動部分を具える分割キャリッジを利用して、２つの
制御素子接続アセンブリ（１３２）の各々を能動的、かつ個別に張力調整することができ
、これらの制御素子接続アセンブリの各々は、所定の自由度の２つの次元に関連付けられ
る。例えば、＋及び－ｐｉｔｃｈ（ピッチ）を一方の接続アセンブリにより設定し、そし
て＋及び－ｙａｗ（ヨー）を他方の接続アセンブリにより設定することができ、ピッチに
関する緩め制御または張力制御は、分割キャリッジ（２９６）の２つの直線可動部分（３
０２）の内の一方によって行ない、ヨーに関する緩め制御または張力制御は、分割キャリ
ッジ（２９６）の２つの直線可動部分（３０２）の他方によって行なう。
【００８４】
　同様に、図７１乃至図７３の実施例と同様の実施例の場合、ヨーまたはピッチのような
単一自由度に関する緩め制御または張力制御は、図１０２Ｂに示す構造と同様の片側分割
キャリッジ構造によって行なうことができるが、器具の制御素子接続アセンブリを１つだ
け能動的に張力調整するために直線可動部分を１つしか必要としない点が異なる。
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【００８５】
　別の一連の実施例では、張力調整はバネ与圧式遊動輪によって制御することができ、こ
のバネ与圧式遊動輪は、図５７乃至図６２及び図６９乃至図７０に示す実施例におけるよ
うに、接続制御素子に緩みが生じることがないように構成される。制御素子は、各実施例
においては事前に緊張状態にしておくことが好ましく、これによって緩みを防止し、かつ
性能の予測を可能にする。実際、更に別の一連の実施例では、事前張力調整が、図５５及
び図６７乃至図６８に示す実施例におけるように、張力管理の主要部分を構成することが
できる。事前張力調整、またはバネ与圧式遊動輪による張力調整のみを行なう実施例の場
合、制御系は、図１１０Ａ乃至Ｂに関して上述したような、カテーテル曲がりの或る遷移
ポイントでの小さな緩みを無くすための引き寄せを行なうように構成する必要がある。
【００８６】
　器具操作装置内の種々のモータの動作を、図１に示すような遠隔オペレータ制御ステー
ションから正確に調整し、制御するためには、最先端コンピュータ制御兼可視化システム
が好ましい。次に示す制御系の実施例について、特定の制御系インターフェース、すなわ
ちマサチューセッツ州、ナティック所在のＴｈｅ　Ｍａｔｈ　Ｗｏｒｋｓ　Ｉｎｃ．社が
販売するＳｉｍｕＬｉｎｋ（登録商標）及びｘＰＣターゲット制御インターフェース、及
びＰＣ援用コンピュータハードウェア構成を参照しながら記載するが、種々の特化ハード
ウェアピースを含む多くの他の構成を、ＰＣ援用システムで動作する更に柔軟性の高いソ
フトウェア制御手段の代わりに利用することができる。
【００８７】
　図１１１を参照すると、制御系フローの或る実施例の概要が示される。マスター入力装
置ソフトウェア、可視化ソフトウェア、器具位置決めソフトウェア、及びオペレータ制御
ステーションボタン、又はスイッチとの接続を行なうためのソフトウェアを動作させるマ
スターコンピュータ（４００）が示される。一の実施例では、マスター入力装置ソフトウ
ェアは、市販のマスター入力装置システムとパッケージになっている独自仕様のモジュー
ルであり、市販のマスター入力装置システムとしては、例えば製造元が規定する非常に高
い周波数でＰｈａｎｔｏｍ（登録商標）Ｈａｐｔｅｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ社と通信するよう
に構成されたＳｅｎｓ　Ａｂｌｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，Ｉｎｃ．社から入手でき
るＰｈａｎｔｏｍ（登録商標）ハードウェアを挙げることができる。図１０５Ｂに示すデ
バイス（１２）のような他の適切なマスター入力装置は、スイスのローザンヌ市に本拠を
置くＦｏｒｃｅ　Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎのような供給業者が販売している。マスター入力装
置（１２）は、オペレータへのフィードバックを容易にする触覚機能も具えることができ
、そしてこのような機能に関連するソフトウェアモジュールもマスターコンピュータ（４
００）で動作させることができる。オペレータへの触覚フィードバックの好適な実施例に
ついて以下に更に詳細に説明する。
【００８８】
　「ｌｏｃａｌｉｚａｔｉｏｎ（位置決め）」という用語は、この技術分野では、医療機
器のようなオブジェクトの位置を基準座標系において求め、またはモニタリングするシス
テムに関連して使用される。一の実施例では、器具位置決めソフトウェアは、フェアモン
ト州バーリントン所在のＡｓｃｅｎｓｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｃｏｒｐｏｒａｔ
ｉｏｎ社、カリフォルニア州ダイヤモンドバー所在のＢｉｏｓｅｎｓｅ　Ｗｅｂｓｔｅｒ
，Ｉｎｃ．社、ミネソタ州セントポール所在のＥｎｄｏｃａｒｄｉａｌ　Ｓｏｌｕｔｉｏ
ｎｓ－Ｓｔ．Ｊｕｄｅ　Ｍｅｄｉｃａｌ，Ｉｎｃ．社、マサチューセッツ州ナトリック所
在のＥＰ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ－Ｂｏｓｔｏｎ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ｃｏｒｐ
ｏｒａｔｉｏｎ社、ミネソタ州ミネアポリス所在のＭｅｄｔｒｏｎｉｃ，Ｉｎｃ．社及び
その他の製造業者が販売するシステムのような、市販または独自仕様の機器位置追跡シス
テムとパッケージになった独自仕様のモジュールである。このようなシステムは、Ｃａｒ
ｔｅｓｉａｎ座標系のＸ－Ｙ－Ｚ座標のようなリアルタイムの、またはほぼリアルタイム
の位置情報だけでなく、所定の座標軸または座標系に対する方位情報も提供する機能を具
える。いくつかの商業的に入手可能な位置確認システムは、位置及び／又は方向を決定す
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るのに電磁的関係を使用しているが、その他のＳｔ．Ｊｕｄｅ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｉｎｃ
．社のＥｎｄｏｃａｒｄｉａｌ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓから入手可能なものは、関連する器
具に配置した導電センサと皮膚に配置したパッチセットの導電部分間で測定した電位差あ
るいは電圧を利用して、位置及び／又は方向を決定している。図１１２Ａ及び１１２Ｂを
参照すると、種々の位置検出システムを、本明細書に開示するロボットガイドカテーテル
システムの種々の実施例に使用することができる。種々の部品の位置を求める位置特定シ
ステムを含まない別の実施例では、システムの種々の部品の間の運動学的又は幾何学的関
係を利用して、一の部品の別の部品の位置に対する位置を予測することができる。或る実
施例は、位置特定データ及び運動学的又は幾何学的関係の両方を利用して、種々の部品の
位置を求めることができる。
【００８９】
　図１１２Ａに示すように、一の好適な位置特定システムは、ガイドカテーテル（９０）
の中心内腔の内部に位置する電磁界送信デバイス（４０６）及び電磁界受信デバイス（４
０２）を具える。送信デバイス（４０６）及び受信デバイス（４０２）はソフトウェアを
動作させるコンピュータにインターフェース接続され、このソフトウェアは、送信デバイ
ス（４０６）の座標系に対する検出器の位置を高精度にリアルタイムまたはほぼリアルタ
イムで検出するように構成される。図１１２Ｂを参照すると、同様の実施例が示され、受
信デバイス（４０４）がガイドカテーテル（９０）構造の内部に埋め込まれている。好適
な受信デバイス構造は３セット以上の超小型のコイルを含むことができ、これらのコイル
は、送信デバイスが放出する磁界の直交成分を検出するように空間的に構成される。この
ようなコイルは、好適なカテーテル構造の壁の内部の、または周りの専用構造に埋め込む
ことができる。例えば、一の実施例では、２つの直交コイルを、カテーテル（９０）本体
の２つのほんの少しだけ平坦な表面に位置する薄いポリマー層の内部に、カテーテル（９
０）本体の長手方向軸の周りに互いにほぼ９０度で交差するように埋め込むことができ、
そして第３コイルを、ポリマーで薄く被覆され、かつカテーテル（９０）本体の外側から
突出する突起部の内部に、他の２つのコイルに直交するように埋め込む。付属コイルのサ
イズが非常に小さいので、第３コイルの突起部は最小化することができる。このようなコ
イルのリード線もカテーテル壁に、好適には器具操作装置に隣接する或る位置にまでカテ
ーテル本体の長さ分だけ下った場所に埋め込むことができ、この場合、これらのリード線
は器具から離れてコンピュータに達するように配線することができ、コンピュータはソフ
トウェアを動作させ、かつ該当する送信デバイスにインターフェース接続される。
【００９０】
　別の同様の実施例（図示せず）では、一又はそれ以上の導電リングを、多数セット、好
ましくは３セットの導電スキンパッチとともに、電位差ベースの位置確認／方向付システ
ムに電子的に接続して、Ｓｔ．Ｊｕｄｅ　Ｍｅｄｉｃａｌ，Ｉｎｃ．社のＥｎｄｏｃａｒ
ｄｉａｌ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓから入手可能なものなどのシステムを用いて位置確認及び
／又は方向付データを提供する。一又はそれ以上の導電リングは、器具、または器具セッ
トに沿った様々な長手方向の位置において、器具の壁に一体化するようにしてもよい。例
えば、ガイド器具はガイド器具の遠位端に向けて、互いから離して長手方向に配置したい
くつかの導電リングを有していても良く、一方、同軸接続した鞘状器具は、同様に、鞘状
器具の遠位端に向けて互いから離して縦方向に配置した一又はそれ以上の導電リングを有
していてもよく、このような器具のそれぞれの遠位端の位置及び／又は方向に関する詳細
なデータを提供することができる。
【００９１】
　図１１１に戻ってこれを参照すると、一の実施例では、視覚化ソフトウエアがマスタコ
ンピュータ（４００）で作動して、一又はそれ以上のステアリング可能な器具をリアルタ
イムで容易に駆動しステアリングできるようにしている。一の実施例では、視覚化ソフト
ウエアが、図1に示すようなオペレータ制御ステーション（２）においてオペレータにデ
ジタル化したダッシュボード、あるいはウインドシールドディスプレイを提供して、付属
器具類を関連組織構造の内部で直感的に操作することができる能力を向上させる。図１１
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３を参照すると、簡易図が、マスター入力装置（１２）による可視化とナビゲーションと
の間の好適な関係を表わす一の実施例を説明するために有用であることが分かる。図示の
実施例では、２つのディスプレイビュー（４１０、４１２）が示される。一つがプライマ
リナビゲーションビュー（４１０）を表わすことが好ましく、そしてもう一つがセカンダ
リナビゲーションビュー（４１２）を表わすことができる。システムの直感的操作を容易
にするために、マスター入力装置座標系を少なくとも、２つのビューの内の少なくとも一
つのビューの座標系にほぼ合わせることが好ましい。更に、オペレータに一つ以上のセカ
ンダリビューを提示することが好ましく、これらのビューは、非常に複雑な組織の構造的
な経路及び形状を通過するためのナビゲーションに役に立つ。
【００９２】
　自動車の操作を一例として使用すると、マスター入力装置がステアリングホイールであ
り、そしてオペレータが自動車を前方に一つ以上のビューを利用して運転したい場合、当
該オペレータの第１優先事項は、後方窓の外、側部窓の内の一つの窓の外のビューとは異
なるフロントガラスの外の真っ直ぐ先のビューが得られること、または当該オペレータが
操作しようとしている自動車の前方の自動車からのビューが得られることである。当該オ
ペレータは、前方のフロントガラスのビューが当該オペレータのプライマリディスプレイ
ビューとして得られるように選択を行なうことができるので、ステアリングホイールを右
に回転させることによって、当該オペレータがプライマリディスプレイを見た通りに、当
該オペレータを右に移動させ、ステアリングホイールを左に回転させることによって当該
オペレータを左に移動させるといった具合になる。自動車のオペレータが、当該オペレー
タの直ぐ前方に駐車している別の車に隣接して車を駐車させようとする場合、例えば２台
の車（一方の車は当該オペレータが運転し、もう一方の車は運転車の前方に駐車している
）の間のスペースを直角に通る直線上に位置する歩道の上に位置するカメラからのビュー
も得られることが好ましいので、オペレータは、当該オペレータの車と当該オペレータが
停車しているときの当該オペレータの前方の車との間の近接ギャップを見ることができる
。運転者は、当該運転者の車両を、当該運転者がナビゲーションのために歩道からの直角
のカメラビューのみを眺めながら完璧に操作しなければならないことではないが、このビ
ューはセカンダリビューとして役に立つ。
【００９３】
　引き続き図１１３を参照すると、オペレータが先端可動型カテーテルをナビゲートして
、例えば特定の組織部位をカテーテルの先端で接触しようと試みる場合、有用なプライマ
リナビゲーションビュー（４１０）は関連する組織構造（４１４）の３次元デジタルモデ
ルを含むことができ、このモデルを通して、オペレータは、先端近傍のカテーテルの長手
方向軸に沿って眺められるカテーテル先端位置（４１６）の表示とともにマスター入力装
置（１２）を使用して、カテーテルをナビゲートする。この実施例は、組織デジタルモデ
ル（４１４）情報の他に必要とされる標的組織構造位置（４１８）の表示を示している。
異なるモニターに、又は同じモニターの異なるウィンドウに、または同じユーザインター
フェースウィンドウの内部にも表示される有用なセカンダリビュー（４１２）は、例えば
カテーテル先端位置（４１６）と、そして更に可能であればカテーテル本体表示（４２０
）とを表わす直交ビュー表示を含み、これによってオペレータがカテーテル先端を所望の
標的組織位置（４１８）に向けて操作し易くなる。
【００９４】
　一の実施例では、関連する組織構造のデジタルモデルの展開及び表示に続いて、オペレ
ータは一つのプライマリビュー及び少なくとも一つのセカンダリビューを選択して器具類
のナビゲーションを容易にすることができる。どのビューをプライマリビューとするかを
選択することにより、ユーザはマスター入力装置（１２）座標系を自動的に切り替えて選
択プライマリビューに合わせることができる。最も左側に示されるビュー（４１０）がプ
ライマリビューとして選択される実施例では、標的組織部位（４１８）に向かってナビゲ
ートするために、オペレータはマスター入力装置（１２）を前方、右側、及び下方に操作
する必要がある。右側のビューは重要なナビゲーション情報を提供するが、「操作」予測
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に基づく直感的な情報とはならない。
【００９５】
　例えば、オペレータが、マスター入力装置（１２）座標系をこのようなビューに合わせ
ることなく、最も右側のビュー（４１２）のみを眺めながら、標的組織部位（４１８）に
向けてカテーテル先端を挿入したいと思う場合、オペレータは、マスター入力装置に向か
ってデバイスを真っ直ぐに押すことにより、先端表示（４１６）が最も右側のディスプレ
イ（４１２）上を右側に移動することを覚えておく必要がある。オペレータが系を切り替
えて最も右側のビュー（４１２）をプライマリナビゲーションビューとして使用するよう
に決めた場合、マスター入力装置（１２）の座標系を最も右側のビュー（４１２）の座標
系に合わせて、オペレータが、マスター入力装置（１２）を下方に、そして右に操作する
ことにより、カテーテル先端（４１６）を所望の標的組織位置（４１８）に近づけること
ができるようにする。
【００９６】
　ここに記載する座標系の合わせ込みは、かなり古い数学公式を使用して行なうことがで
きる。例えば、一の実施例では、カテーテルの先端の向きは、Ａｓｃｅｎｓｉｏｎ　Ｔｅ
ｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ社、Ｂｉｏｓｅｎｓｅ　Ｗｅｂｓｔｅｒ　Ｉ
ｎｃ．社、Ｅｎｄｏｃａｒｄｉａｌ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ－Ｓｔ．Ｊｕｄｅ　Ｍｅｄｉｃ
ａｌ　Ｉｎｃ．社、ＥＰ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ－Ｂｏｓｔｏｎ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆ
ｉｃ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ社、及びその他の製造業者が販売するシステムのような６
軸位置姿勢センサシステムを使用して測定することができる。カテーテルの先端の位置を
特定する３軸座標系Ｃはこの向き情報に基づいて構成される。向き情報を使用して同次変
換行列

を導出し、この同次変換行列はカテーテル座標系Ｃのベクトルを、センサ測定が行なわれ
る固定グローバル座標系Ｇに変換する（下付き文字Ｃ０及び下付き文字Ｇ０を使用して０
番目のステップ、または初期ステップを表わす）。登録ステップとして、カテーテルのコ
ンピュータグラフィックビューを、マスター入力、及びカテーテル先端運動のコンピュー
タグラフィックビューを調整し、そしてグラフィックシーンのカメラビューと整合性がと
れるまで回転させる。この初期ビューのカメラポジションに関する３軸座標系変換行列

を保存する（下付き文字Ｇｒｅｆ及び下付き文字Ｃｒｅｆはグローバル「リファレンス」
ビュー及びカメラ「リファレンス」ビューを表わす）。カテーテル座標に対応するカテー
テル「リファレンスビュー」行列は次式のように得られる。

【００９７】
　ここでまた、カテーテルの座標系はグローバルリファレンス系Ｇにおいて固定されるの
で、グローバル系とカテーテル系との間の変換行列は全てのビューにおいて同じになる、
すなわち任意のビューｉの全てに関して次式が成り立つ。

【００９８】
　プライマリビューとマスター入力装置座標系との間の一致は、マスター入力を次のよう
に変換することにより得られる。表示のいずれかの任意のコンピュータグラフィックビュ
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ー、例えばｉ番目のビューが与えられるとすると、コンピュータグラフィックシーンのカ
メラビューの３軸座標系変換行列

はコンピュータグラフィックソフトウェアから得られる。該当するカテーテル変換行列は
、上述の方法と同様の方法で計算することにより次式のように表わされる。

【００９９】
　ビューの一致を実現するためにマスター入力に適用する必要のある変換は、上述のよう
にして登録したリファレンスビューから現在のｉ番目のビュー、すなわち

への変換を行なう変換である。既に計算した上記量を使用して、この変換を計算により次
式のように表わす。

【０１００】
　マスター入力はコマンドカテーテル入力（ｃｏｍｍａｎｄｅｄ　ｃａｔｈｅｔｅｒ　ｉ
ｎｐｕｔ）に、変換

を適用することにより変換される。コマンド入力が次式のように与えられると、

次式を計算により求めることができる。

【０１０１】
　このような関係に従って、プライマリビュー及びマスター入力装置の座標系を直感的操
作に合わせることができる。
【０１０２】
　図１１１の実施例に戻ってこの実施例を参照すると、マスターコンピュータ（４００）
は更に、オペレータ制御ステーションボタン、スイッチ、及び他の入力装置との接続を行
なうソフトウェアインターフェース及びハードウェアインターフェースを備え、これらの
インターフェースを使用して、例えばマスター入力装置を制御入力として機能的に使用し
ないようにすることにより系を「凍結（フリーズ）する」ことができる、またはオペレー
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タが操作入力をマスター入力装置（１２）で行なうために希望する種々のスケーリング比
の切り替えを可能にする。マスターコンピュータ（４００）は、制御兼器具操作コンピュ
ータ（ｃｏｎｔｒｏｌ　ａｎｄ　ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　ｄｒｉｖｅｒ　ｃｏｍｐｕｔｅ
ｒ：４２２）との２つの個別の機能接続を有する。第一の接続（４２６）は、カテーテル
座標系における所望のＸＹＺのコマンドのような制御及び可視化関連コマンドを渡すため
の接続であり、第２の接続（４２８）は安全関連信号コマンド（ｓａｆｅｔｙ　ｓｉｇｎ
ａｌ　ｃｏｍｍａｎｄｓ）を渡すための接続である。同様に、制御兼器具操作コンピュー
タ（４２２）は、器具操作ハードウェア（４２４）との２つの個別の機能接続を有する。
第１の接続（４３０）は、必要なトルク制御電圧のような制御及び可視化関連コマンドを
アンプに渡してモータ及びエンコーダを駆動するための接続であり、第２の接続（４３２
）は安全関連信号コマンドを渡すための接続である。
【０１０３】
　一の実施例では、安全関連信号コマンドは、１０ミリ秒毎のような非常に短い間隔で繰
り返される簡単な信号を表わし、このような信号チェーンは、「系はｏｋであり、アンプ
は動作状態を維持している」といった具合に、論理的に読み取られる。安全関連信号チェ
ーンに割り込みが入ると必ず、アンプの論理が反転してアンプが動作していない状態にな
り、器具は安全関連信号チェーンが復旧するまで制御系によって動かすことができない。
図１１１の信号フロー概要図に更に示すのは、物理的器具と器具操作ハードウェアとの間
にあって、マスターコンピュータに戻る経路（４３４）であり、閉ループ系の実施例を表
わしており、この実施例では、図１１２Ａ乃至図１１２Ｂを参照しながら記載したような
器具位置特定技術を使用して器具の実際の位置を求めて、以下に更に詳細に記載するよう
に、ナビゲーション及び制御誤差を最小化する。
【０１０４】
　図１１４乃至図１２４は、物理系の或る実施例に対応するＳｉｍｕＬｉｎｋ（登録商標
）ソフトウェア制御方式の一の実施例の種々の態様を示し、特に「マスターフォローイン
グモード（ｍａｓｔｅｒ　ｆｏｌｌｏｗｉｎｇ　ｍｏｄｅ）」の実施例に注目している。
この実施例では、器具はマスター入力装置からのフォローイング指示（ｆｏｌｌｏｗｉｎ
ｇ　ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｓ）、及びモータのサーボループの実施例のフォローイング
指示によって操作され、このサーボループの実施例は重要な操作機能を備え、この機能は
、コマンドがマスターフォローイングモードから配信されると動作して器具を作動させる
。
【０１０５】
　図１１４は、３つのモードの内のいずれかのモードを反転させてプライマリサーボルー
プ（４３６）を作動させる実施例の高位図を示している。系を始動するときのデフォルト
モードであるアイドルモード（４３８）では、モータ群の全てにモータサーボブロック（
４４４）を通して指示して、これらのモータの現在位置に関する自動制御を行ない、これ
らのモータの位置がモータに接続されるデジタルエンコーダによってモニタリングされる
。別の表現をすると、アイドルモード（４３８）では、残りの系を活性状態に保ちながら
モータを遮断する。従って、オペレータがアイドルモードからの移行を行なうと、系は相
対する部品の位置を認識する。オートホームモード（４４０）では、図９８に示すような
接続器具操作装置の内部のケーブルループをこれらのケーブルループ範囲内の中心に配置
して、図１７に示すような接続器具が、器具操作装置に装着されたときに、確実に、ピッ
チまたはヨーの＋及び－方向のような、種々の自由度に関する両方の方向にほぼ等しい運
動範囲を有するようにする。これは、器具を使用する前に器具操作装置を準備するための
セットアップモードである。
【０１０６】
　マスターフォローイングモード（４４２）では、制御系は信号をマスター入力装置から
、閉ループの実施例では、マスター入力装置及び位置特定システムの両方から受信し、そ
して駆動信号をプライマリサーボループ（４３６）に転送して器具を、転送されたコマン
ドに従って操作する。マスターフォローイングモード（４４２）のこの実施例の態様を図
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１１９乃至図１２４に更に詳細に示す。プライマリサーボループ及びモータサーボブロッ
ク（４４４）の態様を図１１５乃至図１１８に示す。
【０１０７】
　図１１９を参照すると、マスターフォローイングモード（４４２）の或る実施例の更に
詳細な機能図が示される。図１１９に示すように、機能ブロック（４４６）への入力はマ
スター入力装置の、マスター入力装置の座標系におけるＸＹＺポジションであり、マスタ
ー入力装置のソフトウェアにおける設定を通してマスター入力装置の座標系の合わせ込み
を行なって、マスター入力装置の座標系が、カテーテルと同じ座標系を有し、更に位置特
定システムがマスター入力装置及びカテーテルと同じ座標系において測定するポジション
と同じ、器具先端の位置特定ＸＹＺポジションを有するようにする。図１１９の機能ブロ
ック（４４６）の詳細図である図１２０を参照すると、スイッチ（４６０）をブロックに
設けて、所望のカテーテル位置に対応し、入力インターフェース（４６２）への入力とな
る複数のマスター入力の間での切り替えを可能にし、この入力インターフェースを通して
、オペレータは器具が空間の特定のＸＹＺ位置に進むように命令することができる。種々
の制御機能がこのインターフェースを利用してオペレータに、例えば目的部位のメニュー
を提供し、これらの目的部位に向かって、系が器具などを自動的に操作する必要がある。
図１２０に更に示すのはマスタースケーリング機能ブロック（４５１）であり、この機能
ブロックを利用してマスター入力装置からの入力を、オペレータが選択することができる
比でスケーリングすることができる。コマンドスイッチ（４６０）機能は低域通過フィル
タを含み、この低域通過フィルタによって、マスター入力装置と入力インターフェース（
４６２）との間で切り替わるコマンドの重み付けを行って、これらのモードの間の移行が
円滑に確実に行なわれるようにする。
【０１０８】
　再び図１１９を参照すると、ＸＹＺ単位の所望の位置データを逆運動学ブロック（４５
０）に渡して、器具の機械的構造に固有の材料関係の予測機構に従ってピッチ、ヨー、及
びエクステンション（または「インサーション」）単位に変換する。
【０１０９】
　多数のカテーテル器具の実施例の運動学的関係は、従来の機構関係を適用することによ
りモデル化することができる。つまり、制御素子によって向きを変えるカテーテル器具は
一連の操作入力を通して制御される。４つの制御素子を含むカテーテル器具では、例えば
２自由度のモーション操作、すなわち共に＋及び－方向を有するピッチ操作及びヨー操作
が可能である。モータ駆動による他の張力調整関係によって、他の器具を操作することが
でき、カテーテル器具の能動的張力調整または挿入、或いは回転が可能になる。操作入力
と、操作入力によって変わるカテーテルのエンドポイントポジションとの間の関係をカテ
ーテルの「運動」と呼ぶ。
【０１１０】
　図１２５を参照すると、「順運動学（ｆｏｒｗａｒｄ　ｋｉｎｅｍａｔｉｃｓ）」は操
作入力によって変わるカテーテルのエンドポイントポジションを表わし、「逆運動学（ｉ
ｎｖｅｒｓｅ　ｋｉｎｅｍａｔｉｃｓ）」は所望のエンドポイントポジションによって変
わる操作入力を表わす。順運動学及び逆運動学の正確な数学モデルは、ロボット制御カテ
ーテルシステムにとって必須である。説明を明瞭にするために、運動方程式を更に微調整
して、図１２５に示すように共通要素を分離する。基本運動は作業座標（ｔａｓｋ　ｃｏ
ｏｒｄｉｎａｔｅｓ）と関節座標（ｊｏｉｎｔ　ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｓ）との間の関係
を記述する。このような事例においては、作業座標はカテーテルエンドポイントの位置を
指し、関節座標は能動カテーテルの曲がり（例えばピッチ及びヨー）、及び長さを指す。
アクチュエータ運動は操作座標（ａｃｔｕａｔｉｏｎ　ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｓ）と関節
座標との間の関係を記述する。ロボットガイドカテーテルの作業座標、関節座標、及び曲
げ操作座標を図１２６に示す。運動をこのようにして記述することにより、カテーテル構
造に関連する運動、すなわち基本運動を操作手順に関連する基本運動から分離することが
できる。
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【０１１１】
　カテーテルの運動モデルの開発は、幾つかの基本的な仮定を使用して行なわれる。カテ
ーテル構造が機構理論に基づいて曲がる簡単な梁（ｂｅａｍ）として近似され、かつ細い
張力調整ワイヤのような制御素子がニュートラル軸から固定距離に位置したままであり、
従って均一なモーメントがカテーテルの長さに沿って加わるという仮定を採用する。
【０１１２】
　上記仮定の他に、図１２７に示す構造及び変数を順運動学及び逆運動学の導出に使用す
る。カテーテル作業座標（Ｘｃ，Ｙｃ，Ｚｃ）を関節座標（φｐｉｔｃｈ，φｐｉｔｃｈ

，Ｌ）に関連付ける基本順運動学は次式のように与えられる。
Ｘｃ＝ｗｃｏｓ（θ）
Ｙｃ＝Ｒｓｉｎ（α）
Ｚｃ＝ｗｓｉｎ（θ）
上の式においては、次式のような関係がある。
ｗ＝Ｒ（１－ｃｏｓ（α））
α＝［（φｐｉｔｃｈ）２＋（φｙａｗ）２］１／２　　（曲がり合計）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（曲がり半径）
θ＝ａｔａｎ２（φｐｉｔｃｈ，φｙａｗ）　　　（ロール角）
【０１１３】
　関節座標（φｐｉｔｃｈ，φｐｉｔｃｈ，Ｌ）をアクチュエータ座標（ΔＬＸ，ΔＬＺ

，Ｌ）に関連付けるアクチュエータ順運動学は次式のように与えられる。

【０１１４】
　図１２５に示すように、カテーテルのエンドポイントポジションは、関節座標または操
作座標が与えられると、上述の順運動学方程式を使用することにより予測することができ
る。
【０１１５】
　エンドポイントポジションによって変わるカテーテルの操作入力の計算であって、逆運
動学と呼ばれる計算は、ニュートン－ラプソン法のような非線形方程式ソルバーを使用し
て行なうことができる。更に望ましいアプローチ及びこの図示の実施例に使用されるアプ
ローチでは、厳密解を求め、この解を使用して必要な操作入力を所望のエンドポイントポ
ジションから直接計算することができる。
【０１１６】
　順運動学の場合と同じように、逆運動学を、関節座標を作業座標に関連付ける基本逆運
動学と、操作座標を関節座標に関連付ける操作逆運動学とに分離する。関節座標（φｐｉ

ｔｃｈ，φｐｉｔｃｈ，Ｌ）をカテーテル作業座標（Ｘｃ，Ｙｃ，Ｚｃ）に関連付ける基
本逆運動学は次式により与えられる。
φｐｉｔｃｈ＝αｓｉｎ（θ）
φｙａｗ＝αｃｏｓ（θ）
Ｌ＝Ｒα
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上の式においては、次式のような関係がある。

【０１１７】
　アクチュエータ座標（ΔＬＸ，ΔＬＺ，Ｌ）を関節座標（φｐｉｔｃｈ，φｐｉｔｃｈ

，Ｌ）に関連付けるアクチュエータ逆運動学は次式により与えられる。

【０１１８】
　再び図１１９を参照すると、ピッチコマンド、ヨーコマンド、及びエクステンションコ
マンドが、測定済み位置特定データと一緒に、逆運動学ブロック（４５０）から位置制御
ブロック（４４８）に渡される。図１２４はポジション制御ブロック（４４８）の詳細図
を示す。測定済みＸＹＺポジションデータが位置特定システムから送出された後、このデ
ータが逆運動学ブロック（４６４）を通過することにより、器具が留置される必要のある
部位に到達するために必要なピッチ、ヨー、及びエクステンションが計算される。これら
の値を、マスター入力装置からのフィルタ処理済みの所望のピッチ、ヨー、及びエクステ
ンションデータと比較する（４６６）ことにより、積分補償をピッチ及びヨーに関する限
界値を使用して加えて、誤差を積分誤差除去法を適用して除去する。この実施例では、エ
クステンション変数は、ピッチ及びヨー（４７０）の限界値（４６８）と同じ限界値を持
つことがない。この技術分野の当業者には明らかなことであるが、積分器をネガティブフ
ィードバックループに設けることにより、誤差を強制的にゼロにする。次に、所望のピッ
チコマンド、ヨーコマンド、及びエクステンションコマンドが、カテーテル作業空間制限
ブロック（４５２）を通過し、この作業空間制限を、経験的に決定される器具の物理的限
界によって変わるようにすることができ、この限界を超えると、構成部品が故障し、不所
望に変形し、または予測できない形或いは不所望に動作する。この作業空間制限は基本的
に、器具の遠位端近傍の心臓形容積と同様の容積を定義する。次に、作業空間制限ブロッ
クによって制限される所望のピッチコマンド、ヨーコマンド、及びエクステンションコマ
ンドをカテーテルロール補正ブロック（４５４）に渡す。
【０１１９】
　この機能ブロックは図１２１に更に詳細に示され、そして基本的に回転行列を備え、こ
の回転行列によって、器具の長手方向軸又は「ロール」軸に関するピッチコマンド、ヨー
コマンド、及びエクステンションコマンドを変換して制御系を、制御素子の向き運動を変
えてしまう恐れのあるカテーテル先端の回転変位に関して校正する。例えば、カテーテル
が回転変位を含まない場合、時計の１２時の直ぐ上に位置する制御素子を引っ張ると器具
の先端を上方に向かせることができる。しかしながら、カテーテルの先端が、例えば時計
回りに９０度だけ回転変位を含んでいる場合、上方への応答をカテーテルから得るために
は、元々時計の９時の位置に位置していた制御素子を引っ張る必要がある。図１２１に示
すカテーテルロール補正方法は、回転行列を使用してこのような変換を、上記例の９０度
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のようなロール角補正値に従って行なう手段となり、このロール角補正値は入力され、低
域通過フィルタを通過し、ラジアンに変換され、そして回転行列計算ブロックを通過する
。
【０１２０】
　一の実施例では、ロール角補正値は特定の器具及びナビゲーション経路に関する実験デ
ータに基づいて決定される。別の実施例では、ロール角補正値は、好適な位置特定システ
ムから得られる正確な向きデータを使用して、その場での体験に基づいて決定することが
できる。別の表現をすると、このような実施例では、例えば真っ直ぐ上に曲げるコマンド
を実行することができ、そして位置特定システムを使用してどの角度に変位が実際に生じ
たかを判断する、すなわち簡単にその場でロール角補正値を決定することができる。
【０１２１】
　図１１９に戻り参照すると、ロール補正ピッチ及びヨーコマンドだけでなく、未補正エ
クステンションコマンドがカテーテルロール補正ブロック（４５４）から出力されること
が分かり、そしてこれらのコマンドを適宜、従来の速度制限ブロック（４５６）に渡すこ
とができる。図１２２を参照すると、ピッチ及びヨーコマンドをラジアンから度に変換し
、そして自動制御されたロール値を制御図に入力し、最終サーボサイクルから算出される
現在の所望のポジション（４７２）を完成させる。速度は、従来のメモリブロックにおけ
る計算（４７６）により求めた、前のサーボサイクルから算出される所望のポジションを
着信コマンドサイクルから算出されるポジションと比較することにより計算される。従来
の飽和ブロック（４７４）では、計算速度を指定値内に収まるように維持し、そして速度
制限コマンド（４７８）をラジアンに戻す形で変換して、張力制御ブロック（４５８）に
渡す。
【０１２２】
　制御素子内の張力は、種々の器具の実施例及び張力制御機構を参照しながら上述したよ
うに、器具の特定の実施例によって変わる形で管理することができる。一例として、図１
２３は事前張力調整ブロック（４８０）を示し、このブロックにより、所定の制御素子張
力を直線的に変化させて現在の値にする。次に、器具構造の故障限界レベル、及び着信速
度制限ピッチコマンド、ヨーコマンド、エクステンションコマンド、及びロールコマンド
のような、変数に関する好適かつ経験的に調整した行列に基づいて、調整を元の事前張力
調整値に加える。次に、この調整済みの値を元の出力信号にギア比調整を行なうことによ
り加えて（４８２）、器具の動きに関連する種々のモータの所望のモータ回転コマンドを
計算する。この実施例では、エクステンション操作、ロール操作、及び鞘状器具操作（４
８４）では、これらの操作の制御に関連する事前張力調整アルゴリズムが行なわれない。
次に、マスターフォローイングモード機能からの出力が完了し、この出力をプライマリサ
ーボループ（４３６）に渡す。
【０１２３】
　図１１４に戻ってこの図を参照すると、図示の実施例におけるマスターフォローイング
モード（４４２）、オートホームモード（４４０）、またはアイドルモード（４３８）の
いずれかからの所望の着信モータ回転コマンドが、モータサーボブロック（４４４）に転
送される様子が示され、当該モータサーボブロックは、図１１５乃至図１１８に更に詳細
に示される。
【０１２４】
　図１１５を参照すると、デジタルエンコーダからの測定済み着信モータ回転データ及び
所望の着信モータ回転コマンドを、着信データストリームの各々に関して選択される周波
数で従来の方法により量子化ノイズをフィルタリングすることによりフィルタ処理し、ノ
イズを制御系の安定性に影響する過度の遅延を引き起こすことなく低減する。図１１７及
び１１８に示すように、従来の量子化フィルタリングを、この実施例における約２００ヘ
ルツの測定済みモータ回転信号、及び約１５ヘルツの所望のモータ回転コマンドに適用す
る。量子化フィルタリング済みの値の差（４８８）はポジションエラーを構成し、このポ
ジションエラーはリードフィルタ（ｌｅａｄ　ｆｉｌｔｅｒ）、すなわち比例微分（「Ｐ
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Ｄ」）回路＋低域通過フィルタの機能等価物を通して渡すことができる。別の実施例では
、従来のＰＩＤフィルタ、リード／ラグ（ｌｅａｄ／ｌａｇ）フィルタ、または状態空間
表現（ｓｔａｔｅ　ｓｐａｃｅ　ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ）フィルタを使用するこ
とができる。図示の実施例のリードフィルタを図１１６に更に詳細に示す。
【０１２５】
　図１１６におけるリードフィルタの実施例は、系を調整して所望の性能を実現するよう
に選択される種々の定数を含む。図示のフィルタは、４制御素子ガイドカテーテル器具の
一の実施例において必要な事項を、４つの制御素子接続アセンブリの各々を＋／－ピッチ
及び＋／－ヨーに関して個別に制御し、個別にロール及びエクステンションを制御するこ
とにより満たす。図示の実施例に示すように、インサーション及びロールはピッチ制御及
びヨー制御とは異なる慣性及び動力学を有し、これらの慣性及び動力学を調整するように
選択される定数は異なる。フィルタ定数は、従来の方法を使用して理論的に計算し、実験
法により調整することができ、または定数を設定するように、実験法によって全てを決定
して、６０度以上の位相余裕を応答安定性及び応答速度に関して確保し、すなわち従来の
位相余裕値を医療制御システムに関して確保することができる。
【０１２６】
　調整済みマスターフォローイングモードが調整済みプライマリサーボループとペアをな
す実施例では、上述するような器具及び器具操作装置は、離れた位置のマスター入力装置
によって正確に３次元で「操作する（ｄｒｉｖｅｎ）」ことができる。他の好適な実施例
は、オペレータへの触覚フィードバック、分割キャリッジ器具操作装置による能動的張力
調整、直接可視化又はその場で取得される組織モデル及び組織接触検出を利用するナビゲ
ーション、並びに拡張ナビゲーションロジックのような関連機能を取り入れる。
【０１２７】
　図１２８を参照すると、一の実施例では、マスター入力装置は、Ｓｅｎｓ　Ａｂｌｅ　
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，Ｉｎｃ．社が商品名Ｐｈａｎｔｏｍ（登録商標）Ｈａｐｔｉ
ｃ　Ｄｅｖｉｃｅｓで販売するような触覚マスター入力装置とすることができ、このよう
な装置を動作させるために必要なハードウェア及びソフトウェアを少なくとも部分的にマ
スターコンピュータに取り込むことができる。主関節の回転（ｍａｓｔｅｒ　ｊｏｉｎｔ
　ｒｏｔａｔｉｏｎｓ）及び順運動学に基づいて測定される主関節ＸＹＺポジションは通
常、パラレルポート又は同様のリンクを通してマスターコンピュータに渡され、続いてこ
のポジションを制御兼器具操作コンピュータに渡すことができる。このような実施例にお
いては、Ｐｈａｎｔｏｍ（登録商標）Ｈａｐｔｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅｓの内部サーボループ
は通常、約１，０００ＭＨｚ以上の範囲の非常に高い周波数で動作して、力及びトルクを
主関節で正確に生成する。
【０１２８】
　図１２９を参照すると、マスター入力装置に加わる位置ベクトルから始まってオペレー
タに戻される触覚信号に達する一連の操作の例示としてのフローチャートが示される。オ
ペレータによるマスター入力装置の動きに関連するベクトル（３４４）は、簡単な行列変
換（３４５）を使用して、器具座標系に、特にカテーテル器具先端座標系に、変換するこ
とができる。次に、変換済みベクトル（３４６）を、オペレータの選択に従ってスケーリ
ングして（３４７）、スケーリング済み、かつ変換済みベクトル（３４８）を生成するこ
とができる。スケーリング済み、かつ変換済みベクトル（３４８）を制御兼器具操作コン
ピュータ（４２２）に、好ましくはシリアル配線接続を通して送信し、マスターコンピュ
ータに送信して、カテーテル作業空間チェック（３４９）及び全ての関連ベクトル修正（
３５０）を行なうことができる。この後、力のような好適なレベルのフィードバックを生
成して所望の力ベクトル（３５２）を生成するようにフィードバック乗算係数（３５１）
を選択し、マスター入力装置座標系中の力ベクトル（３５４）に戻す逆変換（３５３）を
行なって、当該座標系でオペレータに関連触覚信号を送信する。
【０１２９】
　従来のヤコビアン（Ｊａｃｏｂｉａｎ）を用いて所望の力ベクトル（３５２）を、マス
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ター入力装置を構成する種々のモータに所望通りに加わるトルクに変換して、マスター入
力装置における所望の信号パターンをオペレータに提供することができる。適切な信号、
実行経路、及びオペレータに触覚又はタッチ感覚として戻されるフィードバックを含むこ
の実施例は、種々の方法で利用して、以下に更に詳細に説明するように、安全性及び直感
性を系のナビゲーション機能に付加することができる。
【０１３０】
　図１３０は触覚機能を含む系のブロック図である。図１３０の概要形に示すように、マ
スター入力装置での運動に応答して変化するマスター入力装置上のエンコーダ位置を、測
定し（３５５）、マスター入力装置に関連する順運動学計算ブロック（３５６）を通して
送信して装置のＸＹＺ空間位置をマスター入力装置座標系（３５７）で取得し、次に変換
して（３５８）カテーテル座標系に切り替え、そして（恐らくは）変換済みエンコーダ位
置を変換して見えるように、かつ好適な制御を行なえるように配置して「直感的操作」を
容易にする。
【０１３１】
　次に、変換済みの所望の器具位置（３５９）を、一以上の制御経路を下る形で送信して
、例えば、作業空間境界又はナビゲーション事項に関する触覚フィードバック（３６０）
を提供し、カテーテル器具位置制御ループ（３６１）にカテーテルの必要な所望のポジシ
ョン値が供給されるが、これらのポジション値は、特定器具のカテーテル逆運動学関係（
３６２）を使用して、開ループ制御又は閉ループ制御による特定のカテーテル器具の操作
に関するヨー、ピッチ、及びエクステンション、またはインサーションの単位（３６３）
に変換されている。
【０１３２】
　図１３１乃至図１３６を参照すると、図１０２Ａ乃至Ｂに示すような分割キャリッジ構
造を介した張力制御に関する関係が示され、このような構造が、先端可動型カテーテル器
具のピッチ又はヨーのような各関連自由度の操作と張力制御とを分離するように機能する
様子を示している。
【０１３３】
　図１３１を参照すると、図１０２乃至図１０３に示す実施例のような、分割キャリッジ
構造に接続される複数の構造の内の幾つかの構造は、直線可動部分（３０２）、ガイド器
具接続ソケット（２７０）、ギア（３００）、及びラック（２９８）を含む。従来の配置
関係を、図１３１に表わされる構造の物理状態に適用すると、図１３２の方程式（３６４
、３６５）を導くことができる。カテーテル器具の純粋なカンチレバーの曲げモデルを参
照しながら上述したような器具の順運動学を利用すると、図１３３の関係は、曲がり量に
関して、作動方程式（３６６）として及び張力方程式（３６７）として、ケーブル引っ張
り量及びカテーテル直径（「Ｄｃ」）の関数として導き出すことができ、ここで張力は制
御素子群の共通引っ張り合計量として定義することができる。図１３２及び１３３の方程
式を統合すると、図１３４に示す関係式（３６８、３６９）が得られ、これらの式では、
所望の操作（３６８）及び所望の張力調整（３６９）が関連構造の機構によって分離され
ている。図１３１に示すガイド器具接続ソケット（２７０）の所望の動作（３６８）はソ
ケットの回転角位置の関数である。接続制御素子の所望の張力調整（３６９）は、ラック
（２９８）に対する張力調整ギア（３００）の位置の関数である。
【０１３４】
　＋／－ピッチまたは＋／－ヨーのような単一の自由度で操作を行ない、分割キャリッジ
機構を通して能動的に張力調整を行なう様子を示す図１３５を参照すると、図１１０Ａ乃
至図１１０Ｅを参照しながら上述した説明に従って予測できるように、所望の張力は曲が
り量の絶対値に直線的に変化するように関連付けられる。所定の系は決して緩むことがな
い、すなわち所望の張力が図１３５に示すように常に正である。図１３６を参照すると、
同様の関係が、能動的張力調整を行なう２自由度を有する系に当てはまる－２自由度を有
する系としては、＋／－ピッチまたは＋／－ヨーを、分割キャリッジ構造を介しての能動
自由度の能動的張力調整手段として有する４ケーブル系を挙げることができる。２つの次
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元があるので、張力結合項（３７０）を取り入れて発見的な調整を行ない、例えば制御素
子の緩み、及び器具全体の圧縮量を最小化する。
【０１３５】
　図１１３を参照しながら説明したように、一の実施例では、組織構造モデル（４１４）
を使用してナビゲーション機能を強化することができる。処置の対象となる患者からの、
その場で得られる実データを使用することが特に望ましい、というのは、一般的に対象と
する組織構造に依る重要な解剖学的構造上の違いが、患者毎にあるからである。例えば、
動物に関する公開レポート及び実験検証によれば、ヒトの心臓の左心房の構造は患者ごと
に大きく変わる。
【０１３６】
　一の実施例では、高密度焦点式超音波を用い、心臓の周期運動に同期し、好ましくは呼
吸の周期運動と同期して行なわれる磁気共鳴影像法は、従来の画像切り取り（ｉｍａｇｅ
　ｃｒｏｐｐｉｎｇ）及び画像のしきい値処理（ｉｍａｇｅ　ｔｈｒｅｓｈｏｌｄｉｎｇ
）と一緒に使用して、３次元組織構造モデルを生成することができる。心臓の構造のよう
な能動組織構造（ａｃｔｉｖｅ　ｔｉｓｓｕｅ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ）のモデル化に適
用されるような画像診断法に関する解決課題の一つは、ゲーティングである。一の実施例
においては、ゲーティングには、非常に小さい呼吸運動にも関連付けられる拡張期中の心
臓休息時（ｃａｒｄｉａｃ　ｒｅｓｔｉｎｇ　ｐｅｒｉｏｄｓ）を待つことが含まれる。
例えば、同期して収集される磁気共鳴影像画像を利用して左心房の３次元画像を取得する
ためには、許容できないほどの長さの取得時間と、言うまでも無く、画像取得、及び使用
可能な組織構造モデルへの統合を行なうために必要なかなり大規模、かつ高価な器具類と
、が必要になる。しかしながら、このような診断法は、心臓又は呼吸の周期運動を無視す
ることができる場合、及び画像または一連の画像を取得して、そして使用可能な組織構造
モデルにかなり迅速に合成することができる場合には好ましい。
【０１３７】
　図１３７乃至図１３９を参照すると或る方法が示され、カテーテルまたは類似の構造に
取り付けられる超音波トランスデューサ、及び同じ構造に取り付けられる位置特定システ
ムのような適切なハードウェアが設けられる場合に、この方法によって、組織構造モデル
を合成して超音波診断装置により生成されるスライスデータを収集するだけでなく、各ス
ライスデータ取得時間におけるトランスデューサの位置及び向きを求めることができる。
別の実施例では、類似のロボットシステムは位置特定システムを含まず、この場合、運動
学的又は幾何学的関係を使用して撮像装置の位置を予測することができる。
【０１３８】
　図１３７はヒトの心臓を示し、この心臓には、ドイツ国エルランゲン所在のＳｉｅｍｅ
ｎｓ　ＡＧ社製の商品名ＡＣＵＳＯＮ　ＡｃｕＮａｖＴＭ　超音波診断カテーテルとして
市販されているような、側方に向かって超音波を発する超音波カテーテルが留置され、こ
のカテーテルは左心房に下大静脈血管を通して挿入される。超音波カテーテルに超音波ト
ランスデューサの位置で、または位置の近傍で接続されるのは、直交する方向に磁場を発
生し、かつ電磁波の照射を行なう一連の受信コイル（ｓｅｔ　ｏｆ　ｏｒｔｈｏｇｏｎａ
ｌｌｙ　ｏｒｉｅｎｔｅｄ　ｅｌｅｃｔｒｏｍａｇｎｅｔｉｃ　ｒｅｃｅｉｖｉｎｇ　ｃ
ｏｉｌｓ）のような位置特定装置であり、この装置は、取得反射データの各取得「スライ
ス」での超音波トランスデューサの位置及び向きを求める。図１３８は、超音波カテーテ
ルの遠位端の長手方向軸に沿った図であり、超音波カテーテルを回転させることにより、
複数の構造組織位置ポイントを含む反射超音波画像データの複数のスライス（５００）を
取得するとともに、反射超音波データの各スライスに関する超音波トランスデューサの位
置及び向きを求めることができる様子を示している。このような実施例及び心臓のような
周期的に動く標的組織構造においては、複数のスライスの各々を拡張期の休息時に取得し
て運動に起因する画像歪みを防止することが好ましい。
【０１３９】
　取得後の処理では、取得画像スライスデータ、及び関連する位置及び向きデータを使用
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して、図１３９の一連のスライスが示すような３次元組織構造モデルを構成する。この技
術分野の当業者には明らかなことであるが、画像形成のためのポイントを細かいメッシュ
状の構成にするために、図１３９に示すように、更に多くのスライスを取得してまとめる
必要がある。例えば、Ｓｉｅｍｅｎｓ　ＡＧ社製の商品名ＡＣＵＳＯＮ　Ｓｅｑｕｏｉａ
ＴＭ超音波システムとして市販されているような、超音波を利用するほとんどのメインフ
レーム装置において利用することができる従来の画像しきい値処理を使用して、血液で、
または他の流体で埋まった空洞と組織との間の遷移ポイントを明瞭に解像して図１３８に
示すような遷移ポイントを構成することができる。
【０１４０】
　図１４０乃至図１４８を参照すると、組織構造画像を取得し、編集する別の実施例の種
々の態様が示される。図１４０を参照すると、図１３７乃至図１３９の実施例を参照しな
がら適用したものと同様の原理を適用して、Ｂｏｓｔｏｎ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ｃｏ
ｒｐｏｒａｔｉｏｎ製の商品名Ｕｌｔｒａ　ＩＣＥＴＭカテーテルとして市販されている
ような周辺から超音波を発する画像取得装置を位置特定システムと連動する形で使用して
、一連の周辺スライス（５０２）、及びトランスデューサ（５０４）の関連位置及び向き
データを取得し、図１４１に示すように、空間において関連付けられる一連の組織－空洞
しきい値ポイント（５０６）を形成することができる。図１４０に示すように、一連の関
連スライス（５０２）は、トランスデューサ（５０４）を空洞を通して挿入する、引き抜
く、または挿入して引き抜くときに収集される。上の実施例と同じように、動く心臓組織
の事例では、複数のスライスの各々を拡張期の休息時に取得して運動に起因する画像歪み
を防止することが好ましい。更に、高解像度の組織構造画像は、この技術分野の当業者に
は明らかなように、トランスデューサの位置を標的空洞内で変えるときに画像を高密度で
取得することによって形成することができる。
【０１４１】
　図１４２を参照すると、外周から超音波を発し、かつ位置特定装置（５０９）及び超音
波トランスデューサ（５１０）を含むカテーテルデバイス（５０８）の拡大斜視図が示さ
れ、このカテーテルデバイスは組織空洞内に位置して、空の空洞と組織壁との間の遷移部
分において検出密度しきい値を示す例示の測定ポイントを含むスライスデータ（５１１）
を取得する。図１４３は、このようなカテーテルシステムの長手方向軸を下方に眺めると
きの２つの図であり、カテーテルの周りに位置する一連の密度遷移ポイント（ｄｅｎｓｉ
ｔｙ　ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎ　ｐｏｉｎｔｓ）を取得する様子を示しており、これらの密
度遷移ポイントは、対象とする空洞のより大規模な３次元画像に編集することができるス
ライスを形成する。図１４４を参照すると、従来の変換数学が示され、この変換数学を使
用して、取得カテーテル先端基準系の位置及び向きデータを、地上基準系または他の或る
所望の基準系のデータに変換することができる。図１４５Ａ乃至Ｂは、組織空洞（５１３
）を通って真っ直ぐに挿入され、経路に沿って一連のデータスライス（５１４）を取得す
るカテーテル（５１２）の２つの異なる図を示している。
【０１４２】
　図１４６Ａ乃至図１４６Ｄは、本実施例における所定の組織構造の形状を撮像するため
のそれぞれの変形例を示している。図１４６Ａに示す実施例では、外周から超音波を発す
るカテーテル（５１５）が着信スライスデータに関係なく空洞を通って真っ直ぐに挿入さ
れる。図１４６Ｂには変形例が示され、この変形例では、超音波トランスデューサ及び位
置特定装置を含むカテーテル構造（５１５）が、対象とする組織空洞を通って移動するに
つれて曲がり、これによってほぼ平行な平面を形成する一連のスライスが提供される。図
１４６Ｃは、超音波トランスデューサ及び位置特定装置を含むカテーテル構造（５１５）
が、対象とする組織の特定の小部分に振り向けられる変形例を示している。一の実施例で
は、このような振り向け操作は、オペレータがリアルタイムで、またはほぼリアルタイム
で画像を解析する結果として行なわれる。例えば、透視撮影法または他の従来の撮影法を
使用して、一の実施例においてカテーテルをこのような位置に位置させることができる。
別の実施例では、カテーテルを自動的に、または半自動でこのような位置に、以下に説明
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するように案内することができる。図１４６Ｄに示すように、カテーテル（５１５）を挿
入し、対象とする組織空洞を通るようにカテーテルの向きを操作して、取得したデータの
スライス群から成る平面が平行になることがないようにすることができる。超音波トラン
スデューサの位置及び向きが、接続位置特定システムによって判明している場合、画像の
所定の積層体の内部の平面群が平行であるとする要件は全く必要ではない。実際、或る実
施例では、図１４７に示すように、撮影カテーテル（５１６）を注目位置近傍で制御性良
く曲げて、対象とする組織の特定部分の複数画像（５１７）を取得することが望ましい。
更に別の画像スライスを取得するときに、このような制御性の良い曲げを所定範囲の運動
によって行なう操作を、対象とする組織構造の特定部分を「詳細に調査するための曲げ（
ｂｅｎｄ　ｄｅｔａｉｌｉｎｇ：ベンドディテーリング）」と、表現することができる。
【０１４３】
　図１４８Ａ乃至図１４８Ｃを参照すると、取得システムの前述の実施例を実現するため
の取得手順に関する幾つかの実施例が示されている。図１４８Ａに示すような簡単な実施
例では、インサーションベクトルが選択され、この選択に続いて、超音波トランスデュー
サが、対象とする組織空洞を横切るように挿入され、一時停止してスライス及び位置／向
きデータを挿入経路に沿って取得することにより、スライス及び位置／向きデータを３次
元モデルに取り込む。図１４８Ｂに示すような別の実施例では、対象とする空洞を横切っ
て挿入し、そしてデータスライスを取得する所定のプログラムに従うのではなく、画像取
得が継続している間に、閉ループ系が着信スライスデータを解析し、そして事前プログラ
ムされたロジックを適用して自動的にナビゲートを行なうように動作する。図１４８Ｃは
、図１４８Ｂと同様の実施例を示すが、最適経路プランニング（最適パス探索）を制御ロ
ジックに組み込み、器具操作装置を操作して自動または半自動画像取得機能を提供する点
が異なる。例えば、この系は取得画像に関して、放出光線とこのような光線の検出反射光
線との間の飛行時間を監視することができ、これにより、飛行時間データを使用した解析
結果に従って、器具の向きを空洞の中央を真下に下るように操作する。この操作は、「飛
行時間に基づく操作（ｔｉｍｅ－ｏｆ－ｆｌｉｇｈｔ　ｃｅｎｔｅｒ　ｄｒｉｖｅ）」と
呼ぶことができる。別の実施例では、画像シリーズの所定の部分に関する飛行時間データ
の所定期間または所定距離に渡る大きな変化は、組織表面構造の変化と解釈することがで
き、この組織表面構造の変化は、高密度の局所撮影を行なって、または自動曲げを行なう
ことによってでも、トランスデューサを注目部位に近づける－または、図１４７を参照し
ながら上述したように、トランスデューサを回転させて特定領域の高解像度撮影を挿入調
整無しに行なう必要があることを意味する。
【０１４４】
　図１４９及び１５０は、ヒトの左心房の３次元組織構造モデルを取得するための該当す
る実施例を示している。
【０１４５】
　図１４９を参照すると、隔壁を横切り、隔壁に隣接する取得開始位置を確認し、そして
凡その経路及び挿入長を測定して、左心房に入り込む左上肺静脈の狭窄部に器具で、透視
または超音波のような従来の方法を使用して到達した後、器具を左心房空洞を横切るよう
に凡その経路に沿って操作して、スライス群を経路に沿って収集し、そして飛行時間計算
及び解剖学理論を使用して他の全ての肺静脈の狭窄部のくびれ位置をほぼ特定する。器具
が、左下肺静脈の狭窄部に至る予測経路の末端に到達すると、狭窄部に食い込むくびれを
、図１４７を参照しながら上述したように、飛行時間計算、及び「詳細に調査するための
曲げ」操作により得られる追加データを使用して検出することができる。くびれを検出し
た後、器具が狭窄部に達するように器具を操作することができ、そして左上肺静脈構造に
関する狭窄形状及び経路データが得られる。一の実施例では、事前設定挿入制限により、
設定値を超える肺静脈構造への挿入を防止する。別の実施例（図１５０を参照しながら記
載されるような）では、組織接触検出手段を使用して、組織構造が器具に物理的に接触し
ており、かつ関連制御ロジックが示すように、器具の挿入を制限する必要があるというフ
ィードバックをオペレータまたは自動操作系に供給することができる。
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【０１４６】
　更に、図１４９を参照すると、左心房の第１の肺静脈狭窄部に関する狭窄形状及び経路
データを取得した後、同様の手順を使用して第２、第３、及び第４の肺静脈狭窄部に関し
て同じ操作を実行することができる。左上肺静脈狭窄部からの引き抜きを、好適には侵襲
を最小限に抑える方法により狭窄部へ挿入を行なうために利用される経路に沿って行なっ
た後、左下肺静脈狭窄部に食い込むくびれを、「詳細に調査するための曲げ」操作と同様
の方法を使用して検出し、そして左下肺静脈に関する狭窄病変データ及び経路データを取
得する。続いて、器具を右肺静脈のくびれの位置にまで、好適にはほとんどの患者におい
て更に容易に到達することができる右下肺静脈のくびれから始める形で引き戻すことがで
きる。最終的な左心房モデルを構成するデータの量及び種類を増やすために、器具を左心
房から引き抜く、左心房に押し込む、そして左心房の近傍で操作するときにデータスライ
スを継続的に収集することができる。
【０１４７】
　右下肺静脈狭窄部の位置を特定した後、左肺静脈狭窄部に関して上に説明したように、
器具を狭窄部に押し込み、そしてデータを経路及び形状に関して取得する。同様に、形状
及び経路データは右上肺静脈狭窄部に関して取得することができ、この狭窄部はほとんど
の患者において、隔壁に対する狭窄部の位置に起因して到達するのが最も難しい。器具を
心房内部の近傍に押し込むことにより容易になる「詳細に調査するための曲げ」操作、ま
たはスライスの取得、及び飛行時間解析が、肺静脈くびれ位置のいずれかを特定するため
に効果的ではないとなった場合には、透視または心臓内超音波のような従来のシステムを
図示の取得手順の間に使用して、器具を全体として関連組織構造の位置に押し込み易くす
ることができ、その後、図示の手順の適切な部分を更に自動化された形で再開することが
できる。
【０１４８】
　図１５０を参照すると、左心房の３次元画像を取得するための手順の別の実施例が示さ
れるが、この実施例は、関連システムが更に接触検出手段を器具の先端に取り付けて、器
具先端と対象とする組織構造との間の接触を検出する点が、図１４９の実施例と異なる。
このような機能及びロジックを、当該検出手段からの情報を取り込むために追加すること
により、本システムを停止するように構成することができ、またはオペレータに組織構造
または組織壁に器具が接触していることを通知するように構成することができる。このよ
うな機能を使用して取得プロセスを効率化することができる。例えば、経路を透視または
超音波のような撮影診断法によるデータに基づいて探索するのではなく、器具を単に、左
心房を横切って左肺静脈に向かうほぼ適切な方向に向け、そして挿入操作及びデータスラ
イス取得操作を実行することができる。接触検出フィードバックを論理的に利用して、左
心房の左壁或いは左心房の左壁の近傍で、又は肺静脈が左心房の狭窄部から離れて狭くな
る肺静脈の曲がり部分の内部で、器具の挿入を停止させることができる。
【０１４９】
　多数の文献が医療装置用器具と組織との間の接触を判断する方法について報告している
。例えば、米国特許第５，９３５，０７９号；５，８９１，０９５号；５，８３６，９９
０号；５，８３６，８７４号；５，６７３，７０４号；５，６６２，１０８号；５，４６
９，８５７号；５，４４７，５２９号；５，３４１，８０７号；５，０７８，７１４号；
及びカナダ特許出願番号２，２８５，３４２が、電極－組織接触を、器具電極と基準電極
との間のインピーダンス変化を測定することにより判断する種々の態様を開示している。
器具が適切に配置される電極を具える本発明の実施例では、この技術分野において開示さ
れているような方法を使用することができる。接触検出手段の他の好適な実施例について
、図１５１乃至図１５７を参照しながら記載する。
【０１５０】
　図１５１を参照すると、器具操作装置及び実際の器具位置を測定するための位置特定技
術を取り入れた閉ループ制御系によって操作される器具（５１８）が示される。器具先端
を、＋ピッチから－ピッチに動かし、次にニュートラルに戻し、そして＋ヨーから－ヨー
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に動かすといった運動範囲を通って或る周期間隔で操作する場合、血液の通る自由空洞空
間と反対側の組織構造が接触の際に受ける負荷は、例えば位置特定システムが求める測定
先端位置と、器具構造の逆運動学を通して求められる予測先端位置との間で検出される誤
差を大きくするように作用する。繰り返し螺旋運動、円運動などのような運動の他の周期
性パターンを利用することもできる。特定の器具構造を前提とする場合の自由空間内の予
測先端位置と測定先端位置との間の経験的に求められる系の誤差によって変わるが、或る
しきい値を利用することができ、このしきい値を超えると、誤差が組織接触を示すと考え
られる。選択する周期運動パターンによって変わるが、器具と別のオブジェクトとの間の
接触の方向も、予測器具位置と測定器具位置との間の誤差の方向性を観察することにより
検出することができる。
【０１５１】
　図１５２を参照すると、器具（５１９）の先端が２つの振動デバイス（５２０）を有す
る様子が示される。一の実施例では、一方のデバイスが、生体膜に隣接する圧電結晶のよ
うな振動発信機であり、そして他方のデバイスが振動受信機であり、この振動受信機は、
例えば生体膜に隣接する別の圧電結晶を含む。別の実施例では、両方のデバイス、単一デ
バイス、または２つよりも多くのデバイスが振動発信機及び振動受信機の両方を具えるこ
とができる。自由空洞空間では、器具は、器具が組織構造と機械的に接触する場合よりも
相対的に自由に振動することになり、そしてこの実施例では、差を検出し、組織構造との
接触を示しているものとして論理的に解釈する。
【０１５２】
　図１５３乃至図１５５を参照すると、組織接触検出手段の別の実施例が示され、この実
施例では、複数の経路を通して複数の周波数で行なわれるインピーダンスモニタリングを
組織接触の通知手段として利用することができる。血液を通して測定される導電率は周波
数変調による変化がほとんど見られず、導電率は組織構造を通して測定される場合に周波
数変調により大きく変化する。周波数を高速に切り替え、例えば、マイクロプロセッサを
使用して種々の周波数で測定を行なうことにより、組織との接触に関する判断を行なうこ
とができ、また導電率又はインピーダンスに関連する変化に基づくことなく判断を行なう
ことができる。
【０１５３】
　このような方法を経路による導電率の変化と組み合わせることができる。従来から、イ
ンピーダンスは、器具先端電極と、例えば患者の背中の皮膚に取り付けられる分散接地と
の間で測定される。このような構成の場合、例えば、器具が心壁と接触すると導電率が上
がり、インピーダンスが下がる。別の注目測定経路は、器具先端電極と、同じ心室の内部
にあって更に近位の器具位置の別の電極との間の導電率である。血液の導電率は非常に高
いので、導電率は、先端電極が組織と接触していないときに最も高くなり、先端電極が組
織壁に接触して先端電極の少なくとも一部分が見えなくなるときに下がる。実際、これま
での分析によって、このような構成で行なわれる導電率またはインピーダンス測定を利用
して、接触が実際に生じる前に接触を予測することができ、かつ挿入する先端電極の深度
も、導電率と、組織による先端電極に対する妨害との間の関係が与えられる場合に予測す
ることができることが判明している。
【０１５４】
　図１５３は、このような機能を容易にするように構成された先端を有する器具（５２２
）の別の器具の実施例を示している。器具（５２２）は、遠位に配置される先端電極（５
２３）、及び４つの電極（５２４ａ乃至５２４ｄ）を有し、これらの４つの電極は先端電
極よりも近位のコーナー位置に配置されて、器具（５２２）が組織構造に隣接して、ほぼ
平行に、またはほぼ接して位置するときに組織構造との接触を容易にする。図１５４は、
組織構造（５２３）に隣接し、患者の背中の皮膚の上に位置する分散パッチ電極（５２４
）を基準とする器具（５２２）を示している。このような構成の場合、インピーダンスを
、いずれかの電極ペアの間で種々の周波数でモニタリングして周波数による変化を組み合
わせて組織－電極間接触を検出するだけでなく、導電率を比較するための経路の変化を組
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み合わせて組織－電極間接触を検出する構成を実現することができる。
【０１５５】
　図１５５を参照すると、マイクロプロセッサのような高速スイッチングのハードウェア
を使用して、適切な組み合わせの各々に関するデータを収集する模式図が示される。種々
の組み合わせを通しての各取得サイクルでは、インピーダンス差のモニタリングを、経路
切り替え、及び周波数切り替えに基づいて行ない、このインピーダンス差を編集して、組
織との接触の有無の判断に論理的に関連付け、または組織に接触していると予測される器
具位置にも論理的に関連付けることができる。電極アレイの他の多くの変形を、図１５３
に示す構成の他に使用することができ、そして周波数を、図１５５に示すように、３つよ
りも多くの周波数の間で変化させて、更に別のデータを各組み合わせ取得サイクルに関し
て生成することができる。
【０１５６】
　図１５６及び１５７は、器具電極と心壁のような組織構造との間の接触を検出する手段
の別の実施例を示している。心臓内を自由に流れる血液の中に位置する器具電極によって
取得される心電図（ｅｌｅｃｔｒｏｃａｒｄｉｏｇｒａｍ：ＥＣＧ）信号は、識別可能な
信号であるが、信号処理の観点からすると、高周波信号成分の減衰によって、電極が心壁
と接触するときに検出される同様の信号よりも波形がシャープではなく、振幅が小さい。
ＥＣＧ信号が時間で微分される場合、電極が接触している場合に結果として得られる微分
信号の振幅は、接触していない場合の緩やかに上昇する曲線に比べて大きくなる。一の実
施例では、マイクロコントローラまたはデジタル信号プロセッサ（「ＤＳＰ」）を利用し
て、取得ＥＣＧ波形のサンプリング、微分、及び解析を行なう。別の実施例では、着信Ｅ
ＣＧ波形の形状をモニタリングして接触状態だけでなく、患者の組織構造への接近時に波
形形状が変化するときの接触直前状態を検出する。
【０１５７】
　図１５７を参照すると、同様の信号処理手段を使用して心内ＥＣＧ信号（５２７）を体
表面ＥＣＧ信号（５２８）と比較するが、体表面ＥＣＧ信号は基本的に、心臓の各部分か
らの種々のＥＣＧ信号を重畳した波形を表わす。心内ＥＣＧ信号を体表面ＥＣＧ信号と比
較して、心内ＥＣＧ信号が実際に、体表面ＥＣＧ信号によって表わされる合成信号の一部
分となって現われるかどうかを判断する。重畳一致度（ｓｕｐｅｒｐｏｓｉｔｉｏｎ　ｍ
ａｔｃｈ）が経験的に決まるしきい値を満たさない場合、当該結果を心内電極及び心壁組
織構造が接触していない状態に論理的に関連付ける。
【０１５８】
　心内電極が心臓の特定の壁に接触している場合、図１５７に示すように、心内ＥＣＧ信
号は、鮮明で細かく、かつ重畳合成体表面ＥＣＧ信号の一部分に非常に良く一致する。別
の実施例では、体表面ＥＣＧ信号を、例えば４つの小部分に分割することができ、これら
の部分の各々を同様の方法で心内ＥＣＧ信号と比較して、接触を判断するだけでなく、４
つの小部分に関連付けられる心臓内の位置を確認することができる。例えば、体表面ＥＣ
Ｇ信号を、心臓の４つの心室を表わす４つの部分に細分化する、または同じ心室の４つの
部分にさえも細分化することができる。
【０１５９】
　一般的な構成では、前述の「マスターフォローイングモード」は、各コマンドに、当該
コマンドがマスター入力装置から制御系を通って送出されるときに直接従うように論理的
に構成することができる。しかしながら、閉ループ制御の一の実施例では、ロジック層は
、マスター入力装置及び位置特定システムからの着信データを、統合組織構造モデル、及
び手元の特定の手順に関する或るシステム設定情報を考慮に入れて解釈して、マスターフ
ォローイング制御ロジック及び後続のメインサーボループ制御ロジックに転送されるコマ
ンドに変更を加えて物理器具を移動させるように構成される。
【０１６０】
　図１５８Ａ乃至図１６０を参照すると、幾つかの非常に簡素化された例では、マスター
の動きを解釈するフォローイング制御によって解決すべき課題が示される。これらの図の
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各々に示される例示としての器具の実施例は、位置特定装置及び接触検出装置を含む。多
くの組み合わせ、または器具構成部品を、マスターの動きを解釈するフォローイングロジ
ック層を使用して利用し、オペレータに、機能目的によって変わる強化ナビゲーション機
能を提供することができる。
【０１６１】
　図１５８Ａ乃至Ｄに示すように、位置特定装置（５３２）を含む遠位端を有する器具（
５３０）は不規則な形状の組織壁に隣接して位置し、この組織壁は、システムの可視化兼
制御系において、前述の診断法の内の一つを使用して得られる好適な３次元組織構造モデ
ルによって表わされる。オペレータの目的が図１５８Ａ乃至Ｄに示す器具先端を動かすこ
とであるとすると、オペレータが選択する移動経路は、当該オペレータが２つの位置の間
で選択する処置によって変わる。例えば、オペレータが単に、器具（５３０）を各位置の
組織壁に、器具と組織壁との間の組織には全く接触することなく触れさせたいと希望する
場合、オペレータは破線で示すような、組織構造内の不規則構造の周りの高効率経路（５
３１）を選択することができる。この経路に従って、オペレータは器具を該当するポジシ
ョン／位置の間で操作することができる。
【０１６２】
　更に、または別の構成として、オペレータは器具（５３０）に軽く触れて器具を組織構
造に向けて押し、そして器具を図１５９Ａ乃至Ｄに示す位置の間で、前述の実施例におい
て説明したように定常的に引きずりながら接触させる、というのではなく、２つの位置の
間を一連の動作としてホップする（飛び越える）形で操作しながら、器具を接触状態に維
持する。更に、別の実施例では、図１６０Ａ乃至Ｄに示すように、オペレータは、多分、
遠位器具構造、例えば電極が選択した向きになることによって組織構造壁にほぼ垂直にな
っている器具を維持しながら、器具をこれらの位置の間で動かしたいと希望することがで
きる。
【０１６３】
　更に、オペレータは制御ロジックに安全機能を組み込んで、例えば器具が、対象とする
組織構造を、組織に沿って過剰な負荷で過度に引きずる、組織構造の特定部分に過剰な負
荷を掛け、または過度のストレスを与えて、集中負荷を生じる、或いは能動弁入り口のよ
うな組織を傷付ける恐れのある領域に入り込むことによって傷付けることがないようにと
希望することができる。
【０１６４】
　このようなオペレータの目的は、制御ロジック内に配置される、マスターの動きを解釈
するフォローイングロジック層の種々の実施例において達成される。一の実施例において
は、マスターの動きを解釈するマスターフォローイング制御では、普通、組織構造表面に
沿った引きずりを生じることになるコマンドを、各接触を組織構造表面モデルに加わる新
規ポイントとして記録しながら、組織構造表面への、または組織構造表面からの連続する
小さな「ホップ」を実行するコマンドとして解釈する。ホップは、器具を、器具が組織構
造に接触するようになった同じ経路を後戻りさせ、次に組織構造モデルに従って壁に沿っ
て正しく移動させ、更に同様の経路で再度近付けることにより実行することが好ましい。
新規の各ＸＹＺ表面ポイントを記憶する際のメモリの節約の他に、一の実施例では、シス
テムは、器具による接触が行なわれた器具経路を、位置特定向きデータ及び制御素子張力
調整コマンドを保存することにより保存して、オペレータが同じ経路を必要に応じて後の
時点で再度取ることができるようにする。接触が確認された経路及び新規ポイントを保存
することにより、更に詳細な等高線図を組織構造モデルに基づいて形成し、この等高線図
を手順において利用し、そして継続的に充実させることができる。各ホップの長さだけで
なく、各ホップ接触の間の非接触距離の長さも設定することができる。
【０１６５】
　一の実施例においては、マスターの動きを解釈するフォローイング制御では、種々の安
全チェックステップを実行して、オペレータがうっかり、対象とする組織構造に、器具を
組織構造に押し込む、または組織構造を貫通することによって傷を付けることが絶対にな
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いようにする。例えば、制御ロジックは、位置特定データ又は接触検出データを用いた組
織構造モデルを利用して得られる決定に従って、対象とする組織構造を超えて器具を押し
込む、または対象とする組織構造の内部に器具を押し込むことができないように構成する
ことができる。このようなモードは、或るシナリオでは、オペレータコマンドによって手
動で無効にすることができ、これによって、例えば卵円窩の位置の心房中隔のような組織
壁に意図的に穴を空けることができる。一の実施例では、制御ロジックは、オペレータが
器具を移動させようと試みている、または同じ位置で電極が所定時間よりも長く作動する
、または所定量を超える供給エネルギーで作動する、ということを防止しようと試みる間
は、器具電極が作動することがないように構成することができる。
【０１６６】
　別の実施例では、マスターの動きを解釈するフォローイング制御によって、オペレータ
は自動で種々の治療を行ない易くなる。例えば、器具がアブレーション用先端電極（ｄｉ
ｓｔａｌ　ａｂｌａｔｉｏｎ　ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ）を含む場合、制御手段は、円形アブ
レーションパターンが、オペレータが選択する３つの接触ポイントを通るようにパターン
を自動的にこれらのポイントに一致させるように構成することができる。更に、オペレー
タは、ホッピング間欠電極焼灼パターン（ｈｏｐｐｉｎｇ、ｉｎｔｅｒｍｉｔｔｅｎｔ　
ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ　ｂｕｒｎｉｎｇ　ｐａｔｔｅｒｎ）を選択して、オペレータが単に
マスター入力装置を線形的に移動させるだけでパターンが自動的に適用されるようにする
ことができる。触覚機能を利用してオペレータに種々のフィードバックを行なって治療を
容易にする。例えば、触覚「溝（ｇｒｏｏｖｅ）」を器具の挿入軸に沿って形成してオペ
レータが器具をマスター入力装置で操作し易くすることができる。更に、既に選択した所
望接触ポイントを触覚的に捉えられるように「重力の井戸（ｇｒａｖｉｔｙ　ｗｅｌｌ）
」に引き込んで、オペレータが器具をこのような位置に振り向け易くすることができる。
【０１６７】
　上述したような制御系の実施例によって、医療処置を行なうためのカテーテル関連器具
の向きの正確な操作が容易になる。次に、例示としてのアプリケーションとして、心房性
細動を止めるための心筋切除術について図１６１乃至図１７４を参照しながら説明する。
【０１６８】
　図１６１を参照すると、標準の心房アプローチ法が示され、ロボット制御ガイドカテー
テル器具（５３４）及び鞘状器具（５３５）が下大静脈を通過して右心房に到達する様子
を示している。図１６２を参照すると、心エコー（ｉｎｔｒａｃａｒｄｉａｃ　ｅｃｈｏ
：ＩＣＥ）超音波カテーテル（５３６）のような撮影装置を右心房に送り込んで、視野を
心房中隔に向ける。図１６３に示すように、ガイド器具を隔壁に送り込む。図１６４及び
図１６５を参照すると、隔壁（５３７）は従来の方法を使用して横切ることができ、この
方法では、まず卵円窩位置に、ニードルまたはワイヤのような、ガイド器具（５３４）の
挿通用内腔を通した鋭利器具（５３８）で穴を空け、次に鋭利器具上の拡張器（５３９）
を通し、そして図１６６に示すように、鋭利器具を後退させて拡張器（５３９）を留置し
、この拡張器を覆うようにガイド器具（５３４）を進める。或る実施例では、従来の（す
なわち、ロボットを用いないで）隔壁を通過させる技術において公知のように、器具構造
を、ガイド器具の挿通用内腔を通して、器具構造が拡張器内に同軸に配置されるニードル
を構成するようにすることが望ましい。
【０１６９】
　図１６７に示すように、ガイド器具（５３４）を隔壁（５３７）を横切るように通した
後、ガイド器具（５３４）を拡張器として使用して鞘状器具（５３５）を隔壁（５３７）
を横切るように挿入するので、両方の器具（５３４、５３５）を左心房に到達させること
ができる、また左心房の内部を観察することができる。鞘状器具（５３５）を、隔壁（５
３７）を丁度横切る位置に固定することが望ましい。例えば、図１６８に示すように、従
来の固定用バルーン（５４０）のような拡張する構造を用いることができる。次に、図１
６９に示すように、ガイド器具（５３４）を使用して左心房内部をナビゲートすることが
できる。
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【０１７０】
　一の実施例では、無線周波数（ＲＦ）アブレーションシステムをロボットガイドカテー
テルシステムに使用してエネルギーを供給して心筋内の組織を焼勺し、不所望の伝導路が
左心房の壁及び隣接血管（例えば、肺静脈）の内部に形成されることがないようにする。
例えば、図１７０は、オペレータ制御ステーション（２）、コンピュータ（６）、器具操
作装置（１６）、ＲＦアブレーションエネルギー制御ユニット（ＲＦ　ａｂｌａｔｉｏｎ
　ｅｎｅｒｇｙ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｕｎｉｔ：５４１）、ガイド器具（５４３）、及び操
作器具（５４７）を含むこのような構造のシステムレベル図を示している。
【０１７１】
　一の実施例では、図１７１に示すように、約７フレンチの外径を有することができるロ
ボット制御ガイド器具（５４３）は高密度アブレーション先端を備え、そして鞘状器具（
５３５）に通される。図１７２に示す別の実施例では、操作器具（５４７）、この例では
Ｂｏｓｔｏｎ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ社製の商品名Ｂｌａｚｅ
ｒ　ＩＩＴＭ心臓切除カテーテルとして販売されているような、約７フレンチの外径を有
することができる「市販の」アブレーションカテーテルをガイド器具（５３４）の挿通用
内腔を通し、この場合、挿通用内腔自体が鞘状器具（５３５）の中を通される。このよう
な実施例では、ＲＦ電力をＲＦ発生器から直接、アブレーションカテーテルハンドルに供
給することができる。別の構成として、電源をアブレーションカテーテルに、ロボットガ
イド器具（ｒｏｂｏｔｉｃ　ｇｕｉｄｅ　ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ）と一体化されるコント
ローラを通して接続して更に別の安全機能を提供する、例えば電源を定められた条件下で
自動的に遮断することができる。このような実施例では、アブレーションカテーテルのほ
んの一部分のみをガイド器具の先端から突出させてアブレーション電極を露出させるだけ
で済み、そして「市販の」アブレーションカテーテルに取り入れることができる先端曲げ
操作性は、高精度の先端曲げ操作がロボット制御器具によって可能になるので必要ではな
くなり、この場合、ロボット制御器具を貫通する形で、アブレーションカテーテルが同軸
状に配置される。別の構成として、アブレーションカテーテルのかなりの部分を、好適に
は系によって一定の位置に保持されるガイド器具の先端から突出させることができ、そし
て「市販の」アブレーションカテーテルの手動の先端曲げ操作性を利用して、このような
デバイスの先端部分を所望の位置に、透視システム、超音波システム、位置特定システム
、またはリアルタイムの、またはほぼリアルタイムの他のシステムからオペレータへのフ
ィードバックを利用しながら配置することができる。この技術分野の当業者であれば、複
数タイプの他のアブレーションカテーテルまたは他の操作器具の多くをガイド器具（５３
４）の挿通用内腔を通すことができることが分かるであろう。
【０１７２】
　ロボットガイド器具内に同軸に配置した切除カテーテルを伴うロボットガイド器具を具
えるシステムによって提供される精度が、正確なマッピングと経壁損傷形成を容易にする
。右心臓では、中隔を横切ることなく、下側右心房へ切除カテーテルの遠位側先端をアク
ティブに駆動することによって、心房粗動に対処することができる。右心房峡部に接触し
て、三尖環と共に右心房と下大静脈の接合点まで切除する。上大動脈と下大動脈間の「静
脈間ライン」、あるいは上大動脈から卵円窩へ、次いで卵円窩から下大動脈への「中隔ラ
イン」など、様々な位置におけるマスタ入力装置への入力を介して、長い直線損傷を作る
ことができる。表題のロボット器具システムを用いてレーザ探査安全観察装置「Ｌａｓｓ
ｏ」型切除カテーテルを駆動して、左心臓の肺静脈を離隔させる、あるいはセグメント化
した肺静脈の離隔を行うことができる。ここでは、「Ｌａｓｓｏ」デバイス周辺に配置し
た電極サブセットを用いて切除損傷を作る。ＰａｐｐｏｐｎｅやＭｏｒａｄｙなどの外科
医が開発した「左心房カテーテル除去」（Ｌｅｆｔ Ａｔｒｉａｌ Ｃａｔｈｅｔｅｒ Ａ
ｂｌａｔｉｏｎ）あるいは「ＬＡＣＡ」として知られている手順は、表題のシステムを用
いて容易に行うことができる。ＬＡＣＡは、左上肺静脈及び左下肺静脈の切除分離と共に
、右上肺静脈と右下肺静脈を分離する大きな切除、上述の損傷間の連結切除（「ルーフラ
イン」切除）、及び、左下肺静脈から僧帽弁環への左心房峡部リニア切除を含み、表題の
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システムのロボット精度を利用して行うことができる。右下肺静脈や、左上肺静脈と左下
肺静脈間の隆線などの切除ターゲットは、表題のシステムの精度なしでは特に困難である
。
【０１７３】
　図１７３Ａ乃至Ｄの非限定的な例によって示すものなどの、ガイド器具（５３４）と共
に用いることができる、多くの作業器具の公知の診断または治療用遠位端電極構造がある
。これらの例では、電極は、ロボットで制御されるガイド器具（５４３）と鞘状器具（５
３５）を同軸に通る作業器具（５４７）の遠位端に配置されている。例えば、図１７３Ａ
は、Ｙ型スプリット端部を有するガイド器具の一例を示す。ここでは遠位端電極（６００
、６０２）が各スプリット端部に配置されている。図１７３Ｂは、ガイド器具の一実施例
を示しており、ここでは２つの電極（６１０）が器具の遠位先端の二箇所に半径方向に配
置されている。図１７３Ｃは、器具の別の実施例を示しており、ここでは、単一の電極（
６０８）が器具の遠位先端の上に配置されている。図１７３Ｄの例は、作業器具を示して
おり、ここでは、電極（６１０）が遠位先端の側面上に設けられている。
【０１７４】
　その他の先端オプションには、図１７４Ａの遠位先端先端素子（６１２）から出ている
矢印で示すようなマイクロ波あるいは超音波エネルギー、図１７４Ｂの遠位先端素子（６
１４）から出ている複数矢印で示す光レーザエネルギー、図１７４Ｃの貫通電極または化
学物質／薬剤注入針（６１６）、または図１７４Ｄの機械的把持器（６１８）などの非接
触手段が含まれる。
【０１７５】
　別の実施例では、器具を、従来のファイバスコープまたはＣＣＤカメラ装置を使用する
「直接可視化」によってナビゲートすることができ、ファイバスコープまたはＣＣＤカメ
ラ装置は血液中に位置するときに、観察可能なバルーンの内部に配置されることが好まし
く、このバルーンは、遠位に位置し、かつ生理食塩水のようなほぼ透明な流体を含む。更
に別の実施例では、マサチューセッツ州ウィルミントン所在のＣａｒｄｉｏＯｐｔｉｃｓ
　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ社が提供するような赤外線可視化技術を器具に取り入れて、観
察可能なバルーンまたは同様の構造を使用することなく、血液または同様の媒体を通して
の直接観察を可能にする。器具が血液の流れない空間の中をナビゲートされる別の実施例
では、観察可能なバルーンを配置してカメラ装置を保護する必要はなく、カメラレンズま
たは画像取り込み手段を器具の先端に配置することができる。直接可視化装置に対してバ
ルーン状の可視化構造を援用するかどうかに拘わらず、当該装置を器具に、器具の実施例
の挿通用内腔を通るように装置を挿入することにより接続する、または当該装置を、細長
い器具を構成する複数の壁の内の一つの壁に組み込むことが好ましい。
【０１７６】
　従来のセンサは、ひずみゲージ又は圧電結晶を具えるような器具の先端に、また先端の
近傍に配置することができる。また、一つよりも多くの位置特定装置を器具に器具の異な
る位置に沿って接続することができ、これによって、器具の位置を更に詳細にモニタリン
グすることができる。このような更に別の情報を利用して体の動き、または呼吸周期に関
連する組織の動きを基本座標系に対して補償し易くすることができる。
【０１７７】
　接触センサを含み、かつ組織構造モデルを取得する上述した診断法の更に別の実施例で
は、器具を単に空洞内で計画的に、またはランダムに操作して全ての接触ポイントを収集
し、そして保存して組織構造の３次元モデルを生成することができる。関連する実施例で
は、超音波または透視のような従来の撮影診断法を使用して得られる粗モデルを第一歩と
して利用し、次に更に別のポイントを、接触検出による「叩いて回る（ｔａｐｐｉｎｇ　
ａｒｏｕｎｄ）」パターンを使用して、特に左心房の肺静脈及び弁の位置のような注目ポ
イントにおいて加えて更に多くのポイントを収集し、そしてモデルを高性能にすることが
できる。
【０１７８】
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　図１１３を参照して上述したとおり、図１に示すように、一の実施例では、視覚化ソフ
トウエアがデジタル化した「ダッシュボード」または「ウインドシールド」をオペレータ
制御ステーション（２）にいるオペレータに提供して、適切な組織構造内で適切な器具装
備の本来的な操作性を強化するようにしている。
【０１７９】
　様々なグラフィック対象物の一またはそれ以上の表示を重ね合わせたフォーマットでオ
ペレータに提示することは、様々な構造の関連する位置付けについてのユーザの理解を容
易にする上で有益である。例えば、リアルタイムのＸ線透視画像を、様々な構造あるいは
画像の予測される位置をデジタル的に生成した「略画」表示と重ね合わせることは有益で
ある。実際、一の実施例では、リアルタイムでの、あるいは取得したとおりに更新した器
具の位置表示を含むＸ線透視画像と、当該器具が周辺生体構造に関連していることをコン
ピュータ化したシステムで予期しているリアルタイム表示とを重ね合わせることができる
。関連する変形例では、心臓内超音波カルジオグラフィエコー（intracardiac echo card
iography ultrasound：ＩＣＥ）などのその他の関連するモダリティから更新した画像を
、ディスプレイ上でＸ線画像と器具の「略画」画像と重ね合わせて、情報が豊富なレンダ
リングをディスプレイ上でオペレータに提供することができる。
【０１８０】
　図１７５を参照すると、このような重ね合わせ画像を生成するように構成したシステム
図が示されている。図１７５に示すように、従来のＸ線透視画像（３３０）は、「Ｓ－ビ
デオ」又は「アナログ高分解能ビデオ」として知られているフォーマットで電子画像を出
力する。Ｘ線透視画像システム（３３０）の画像出力インターフェース（３３２）を、「
フレーム取り込み器」（３３４）画像取得カードとして知られているコンピュータ（３４
２）ベースの画像取得装置の入力インターフェースに接続して、Ｘ線画像システム（３３
０）からのビデオ信号のフレーム取り込み器（３３４）への取り込みを容易にすることが
できる。このフレーム取り込み器はビットマップ（ＢＭＰ）デジタル画像データを生成す
るように構成されており、通常、一連のデカルトピクセル座標と、関連するグレィスケー
ル又は色値を具えている。これらは一の画像として共に表示することができる。ビットマ
ップデータは、次いで、従来のＯｐｅｎＧＬ図形処理ライブラリィ（３３６）で入手可能
なものなどの、コンピュータグラフィックスレンダリングアルゴリズムを用いて処理する
ことができる。要約すると、プログラマまたはオペレータは、従来のＯｅｐｎＧＬ機能に
よって対象物の位置、テクスチュア、サイズ、光、及びカメラを規定して、二次元ディス
プレイ上に三次元レンダリングを生成することが可能である。シーンを構築し、対象物、
光、カメラ位置を記載し、ＯｐｅｎＧＬの機能性を使用してこのようなコンフィギュレー
ションをディスプレイ用の二次元画像にするプロセスは、コンピュータグラフィックスで
はレンダリングとして知られている。対象物の表示は、三角形の網（mesh of triangles
）を形成することによって操作することができる。これは、従来のグラフィックスカード
を、従来のディスプレイまたはコンピュータモニタに表示可能な二次元画像を解釈して出
力するように構成したものであり、当業者には自明である。従って、ＯｐｅｎＧＬソフト
ウエア（３３６）は、図１７５に記載されているシステムのグラフィックスカード（３３
８）にレンダリングデータを送るように構成されており、次いでこのデータが従来のディ
スプレイ（３４０）に出力される。
【０１８１】
　一の実施例では、例えば、マスターフォローモード動作状態からの動きによって空間内
を移動する細長い器具の略画状レンダリングを形成するためのＯｐｅｎＧＬソフトウェア
を用いて生成した三角形の網を、フレーム取り込み器とＯｐｅｎＧＬ処理を行ったＸ線画
像データと共にコンピュータグラフィックスカードへ送るようにしても良い。このように
して、細長い器具の移動する略画状画像を表示することができる。更新したＸ線透視画像
データを同じディスプレイ中の平坦に現れる面に投影するために、従来どおりに、二つの
三角形を規定することによってレンダリングしたプレーンな対象物を作って、更新したＸ
線透視画像データをこの平面上にテクスチュアマッピングすることができる。従って、細
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長い器具の略画状画像を、更新したＸ線透視画像データがテクスチュアマッピングされて
いる平面的な対象物と重ね合わせることができる。カメラと光源の位置決めは、予め選択
しておいてもよく、あるいは、マウスまたはその他の入力装置を用いてオペレータによっ
て選択可能として、オペレータ自身が二次元コンピュータディスプレイ用に所望の画像パ
ースペクティブを選択できるようにしても良い。原点位置とカメラのベクトル位置として
規定することができるこのパースペクティブは、手術台の上に寝ている患者の腹側／背側
及び側面画像といった、Ｘ線透視画像システムから取った標準画像と合致するように選択
することができる。細長い器具がＸ線透視画像において可視であれば、このＸ線透視画像
の平面的対象物と略画器具対象物は、Ｘ線透視画像面中に表示されている器具を、器具の
略画バージョンと確実に整列させることによって、互いに位置合わせすることができる。
一の実施例では、略画器具対象物が器具のＸ線透視画像面と位置合せされるまで、マウス
などの入力装置を用いて略画対象物を動かしながら、いくつかのパースペクティブを見る
ことができる。略画対象物の位置とＸ線画像対象物の位置をリアルタイムで更新すること
ができるので、オペレータあるいはシステムは、その重ね合わせた画像を画像処理するこ
とによって、予測されている器具の正常な動きを妨げる構造、器具のエラーまたは障害、
あるいは、器具の略画の位置表示を実行している予測化制御ソフトトウエアのエラーまた
は障害が生じたときの、器具の略画の位置と器具のＸ線透視画像との位置との間の有意に
表示されたミスマッチを自動的に読み取ることができる。
【０１８２】
　図１７５を参照すると、Ｘ線透視画像システム（３３０）のビデオ信号以外に、その他
のビデオ信号（図示せず）を画像取り込み器（３３４）に同時に送ることができる。例え
ば、心臓超音波エコー（ＩＣＥ）システム、血管内超音波診断法（ＩＶＵＳ）、あるいは
その他のシステムからの画像を、同じ表示画像の上に同時に重ね合わせることができる。
更に、Ｘ線透視画像のテクスチュアマッピング用面や細長い器具の略画対象物以外の追加
対象物を、ＯｐｅｎＧＬまたはその他のレンダリングソフトウエアを用いて処理して最終
的なディスプレイに追加対象物を加えることができる。
【０１８３】
　図１７６Ａ乃至Ｂ、及び図１７７を参照すると、一の実施例が示されている。ここでは
、細長い器具がロボットガイドカテーテルであり、心臓とその他の周辺組織、及び器具対
象物を可視化するのにＸ線透視画像とＩＣＥが用いられている。図１７６Ａを参照すると
、背景のほぼ全表示領域を占めるように構成した面にＸ線透視画像がテクスチュアマッピ
ングされている。暗く細長い影としてＸ線透視画像中に見えるのは、周辺組織に対するガ
イドカテーテル器具のＸ線透視器具からの実際の位置である。このＸ線透視面の前に重な
っているのは、予測された、あるいは「命令された」ガイドカテーテル器具の位置の略画
レンダリング（図１７６Ａ乃至Ｂでは、白で示されている）である。Ｘ線透視面の前に更
に重なっているのは、ＩＣＥトランスデューサの位置を表示する小さな略画対象物、及び
ＩＣＥトランスデューサ略画対象物近傍の別の平面対象物であり、Ｘ線透視画像を背景平
面対象物の上にテクスチュアマッピングするのと同じ技術によって、この上にＩＣＥ画像
データがテクスチュアマッピングされる。更に、マウス対象物、ソフトウエアメニュー対
象物、及びその他の多くの対象物を重ね合わせることができる。図１７６Ｂは、同じ画面
で、器具が異なる位置にあるものを示す図である。説明の目的で、図１７６Ａ乃至Ｂは、
器具の一のＸ線透視画像対象物からのミスアラインメントを、略画対象物からの器具の位
置と比較して示している。上述したとおり、様々な対象物が所望の通りに整列するまで、
多重画面上で捕捉した画像対象物に略画対象物を手動で整列させることによって、様々な
対象物を互いに整列させることができる。様々な対象物のマーカと形状の画像処理を利用
して、このような整列プロセスを部分的に自動化することができる。
【０１８４】
　図１７７を参照すると、フレーム取り込み器によって処理した実際の医療画像に源を発
する、命令された器具位置制御出力に源を発する、あるいは、マウス、メニューまたはコ
ントロールパネル対象物などのコンピュータオペレーティングシステム可視対象物に源を
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発する対象物が、同じディスプレイ中にどのように重ね合わせることができるかが示され
ている。
【０１８５】
　別の実施例では、心臓の三次元画像など、関連する組織の予め取得した画像を、リアル
タイムの医療画像モダリティから更新した画像に重ね合わせて整列させることができる。
例えば、一の実施例では、ゲート制御コンピュータ断層撮影（ＣＴ）を用いて鼓動してい
る心臓を術前に撮像することができる。ＣＴ撮像の結果はＣＴデータスライススタックに
することができる。手動あるいは自動化したスレッシュホールド技術を、マサチューセッ
ツ州ケルムスフォード所在のＭｅｒｃｕｒｙ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍｓ社から
入手可能な商品名ａｍｉｒａ（登録商標）ｐｒｏｄｕｃｔの下で販売されているようなソ
フトウエアパッケージで入手可能な補間、円滑化、及び／またはその他の従来の画像処理
技術と共に用いて、三角形メッシュを構築し、心臓の三次元略画状対象物を表示し、例え
ば「オブジェクト（．ｏｂｊ）」ファイルとして保存し、心臓を対象物としてレンダリン
グするときに加えるようにしても良い。心臓の対象物は、次いで上述したように、複数画
像の公知の組織ランドマーク、大動脈、心室、あるいは左心房のアウトラインといったあ
る種の組織ランドマークを特に見るためのコントラスト技術とを用いて、Ｘ線透視画像な
どのその他の表示画像と整列させることができる。略画の心臓対象物は、マウスを用いて
、例えば、腹部／背部及び側部などの様々な画面において、その他の重ね合わせた対象物
と適宜整列するまで、周りを移動させることができる。
【０１８６】
　図１７８を参照すると、分散型システムアーキテクチュアの実施例が記載されている。
ＱＮＸなどのリアルタイムでオペレーションシステムを稼動させているマスタ制御コンピ
ュータが、１ギガビットのイーサネット「リアルタイムネットワーク」によって、及び１
００メガビットのイーサネット「システムネットワーク」によって、従来の高速スイッチ
を用いて、そのシステムのその他のコンピュータにそれぞれ接続されている。このことに
よって、大規模なケーブルを必要とすることなく、あるいは中央コンピュータマシーンな
しで、装置近辺で局地的に行うべき様々なデバイスの局所的カスタムコンピューティング
を可能にする。一の実施例では、マスタ制御コンピュータはカリフォルニア州サントクラ
ラのＩｎｔｅｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ社から入手可能なＸｅｏｎデュアルプロセッサ
によって稼動することができ、視覚化コンピュータは、Ｗｉｎｄｏｗｓ ＸＰを動かして
おり、ビデオカードとフレーム取り込み器を複数有するＩｎｔｅｌアーキテクチュアに基
づく高性能マイクロプロセッサを有するパーソナルコンピュータ（ＰＣ）で稼動すること
ができ、器具操作装置と、マスター入力装置ＣＰＵは、ＰＣ１０４か、又は、二つのネッ
トワーク用の二つのイーサネット接続を有する「ＥＰＩＣ」標準ボードである。追加のマ
スター入力装置、タッチスクリーン、及びコンソールは、患者に対して別の位置にある追
加のオペレータワークステーション内に設定してもよい。本システムは非常に拡張可能で
ある。新しい装置は、スイッチに差し込んで、二つのネットワークの双方に取り付けるこ
とができる。図１７８を参照すると、二つの高分解能のフレーム取り込みボード（３７４
）は、二つのＸ線装置（単一面Ｘ線の場合は一つ）から画像を取りこんでおり、この装置
は公称分解能のフレーム取り込みボード（３７３）が心臓エコーシステムから画像を取り
込む。このような画像データは、図１７５乃至１７７を参照して述べたとおり、重ねあわ
せ、その他に利用することができ、図に示すように可視化コンピュータのビデオカード（
３７２）を用いて＃２ディスプレイの上に表示することができる。ウィスコンシン州バウ
ケシャ所在のＧＥ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ社によって配信されているＰｒｕｃｋａ　Ｃａ
ｒｄｉｏＬａｂ　Ｓｙｓｔｅｍなどのシステムからの心臓モニタデータは、ビデオから心
臓モニタ装置上のポートへ分かれて、一のディスプレイへ直接的に送られる。このような
データを、フレーム取り込み器によっても取得できるようにしてもよい。同様に、電子物
理的マッピングと治療データと、Ｅｎｄｏｃａｒｄｉａｌ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ、Ｂｉｏ
ｓｅｎｓｅ Ｗｅｂｓｔｅｒ　Ｉｎｃ．社、その他などの分配器から入手可能なシステム
からの画像は、ビデオとしてモニタへ送るか、あるいはデータ取得ボード、データバス、
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あるいはフレーム取り込み器へデータとして送る。好ましくは、マスタ制御コンピュータ
は、この電子物理的システムとのインテーフェース接続性を有しており、単一のマスター
入力装置でこのような装置その他を駆動できるようにする。図１７９を参照すると、ソフ
トウエアとハードウエアの相互動作が図に示されている。本質的に、マスター制御システ
ムのリアルタイムオペレーションシステムのマスター状態マシーンの機能によって、上記
制御システムを参照にして述べたようなマスター入力装置アルゴリズムや、器具ドライバ
アルゴリズムを稼動するのに使用するプロセスの非常に短い待ち時間制御が可能となる。
実際、ＸＰＣは、アルゴリズムコードを展開するのに利用することができるが、好ましく
は、ニューヨーク州アーモンク所在のＩＢＭのＲａｔｉｏｎａｌ Ｒｏｓｅや、マサチュ
ーセッツ州アンドーバ所在のＩＬｏｇｉｘ社のＲｈａｐｓｏｄｙなどのユニバーサルモデ
ル言語が、グラフィックインターフェースを用いてコードやドキュメンテーションを構築
するのに使用される。２００－３００マイクロ秒に関してはギガビットのリアルタイムネ
ットワークを用いて、マスター入力装置または器具ドライバアルゴリズムは電子機器のＦ
ＰＧＡドライバコードと関連機器周辺のハードウエアと通信して、新しい値、その他に交
換し、すべてが安全なパースペクティブから良好な状態であることを確認する。これによ
って、１ミリ秒のモータ切断時間が必要であり、全てが良好でない場合に、約７００マイ
クロ秒が残り、これによって上述のアーキテクチュアを容易に構築することができる。可
視化ＰＣは、約２０ミリ秒の低周波数で、マスター制御コンピュータからのデータを反復
するように設定することができる。図１８０は一実施例のソフトウェア相互作用を示す。
【０１８７】
　図２２８を参照すると、コンソールによって共通の特徴にアクセスすることができる。
巻き取る、曲げる、挿入するためのシース制御ボタンを同時に押すと、マスター入力装置
がシースの一方向において、またはマスター入力装置によって方向付けられる別の方向に
いて、巻取り（一実施例では、これは器具操作装置全体の巻取りを意味する）、一方向に
おける＋／－の曲げ、及びガイド器具に対するシースの挿入が行われる。本来的な制御ボ
タンは、主ディスプレイがマスター入力装置の動きをＣＴ画像やＸ線画像などの３－Ｄ画
像と同期させるかどうかを決定する。自動引き抜きボタンは、折り曲げた軌跡に沿ってガ
イド器具をゼロ挿入点まで引っ張る。トラックボールとマウスの選択ボタンは、タッチス
クリーンインターフェースによってアクセスされないいくつかの特徴に使用することがで
きる。記録特性は、予め決められている期間について選択されたモニタ上にビデオデジタ
ルクリップを記録するか、または、選択したモニタ上のビデオ画像を取得する。カメラコ
ントロールにより、オペレータはディスプレイ上で特徴付けられた画像をより分けるまた
は拡大することができる。
【０１８８】
　図１８１乃至１８６Ｄを参照すると、タッチスクリーンインターフェースは、本発明の
一実施例の視覚的に制限のない制御コンフィグレーション用パレットを提供する。患者の
データ設定、オペレータのプリセット、データ保存と取り出し、及び動作手順態様の様々
な組み入れがタッチスクリーンインターフェースにコード化されており、操作中のアクセ
スを容易にしている。
【０１８９】
　図１８２Ａは、手順のタイプを選択するためのタッチスクリーンディスプレイの一例を
示す図である。図１８２Ｂは、オンスクリーンＱＷＥＲＴＹキーボードを有するシステム
に患者データを入力できるタッチスクリーンを示す図である。図１８３Ａは、様々なシス
テムプリセットを見て、現在の手順に直すことができるタッチスクリーンを示す図である
。図１８３Ｂは、ユーザのプリセットを保存することができるスクリーンショットを示す
図である。図１８３Ｃは、プリセット名を予め入力したスクリーンを示す図である。様々
なシステムプリセットを維持するスクリーンが図１８３Ｄに示されている。図１８３Ｅは
、プリセットを削除したときのディスプレイのスクリーンショットを示す。図１８４Ａは
、患者データを取り出して維持するスクリーンを示す。図１８４Ｂは、ＣＤあるいはＤＶ
Ｄなどの取り出し可能な媒体へユーザデータを送り出す、あるいはこの媒体からユーザデ
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ータを取り入れることができるスクリーンを示す図である。保存した画像のローディング
に関する確認メッセージが図１８４Ｃに示されている。図１８４Ｄは、患者データの削除
に関する確認メッセージを示す。図１８６Ａは、手順を行う間にオペレータが入手可能な
メニューの一例を示す図である。手順の終了に関する確認メッセージを図１８６Ｂに示す
。図１８６Ｃは、カテーテルの登録手順を行う間に表示されるメッセージを示す図である
。図１８６Ｄは、カテーテル制御および対象となる生体構造ポイントのマーキング用のス
クリーンを示す図である。
【０１９０】
　図１８７Ａ乃至１９１Ｃを参照すると、本発明による心臓切除手順に好適な最小侵襲性
器具及びそのキットのいくつかの実施例が示されている。
【０１９１】
　図１８７Ａ乃至１８８Ｂを参照すると、鞘状器具（２２７）の一実施例の様々な態様が
示されている。図に示す実施例の完成したアッセンブリは、約１４５ミルおよび１５８ミ
ルの内側内腔（非円形のＸ断面、前者は小さい内側内腔直径（ＩＤ）であり、後者は大き
なＩＤである）を有することが好ましく、これは、図１８９Ａ乃至１８９Ｃを参照して述
べたとおり、ガイド器具の完成外径（ＯＤ）に合致するように構成されている。このガイ
ド器具は、以下に述べるような針／拡大器セットと同様に、いくつかの承認された市販の
切除カテーテルに合致するサイズである、約８フレンチの内径を有する。
【０１９２】
　図１８７Ａを参照すると、図に示す鞘状器具（２２７）の実施例は、鞘状カテーテル部
材（２０８）を具える。この部材は、制御素子接続アッセンブリ（１４７）とルアーアッ
センブリ（２２５）に連結された鞘状器具ベース（４６）に近位側で連結されている。図
１０３．５および１０３．６で参照されているものと同様の制御素子接続アッセンブリ（
１４７）は、例えば器具操作装置接続ソケット（図示せず、例えば、図６のアイテム（４
４）を参照）と接続するように構成されたスプライン軸（１５７）を有する。鞘状器具ベ
ース（４６）の遠位側のカテーテル部材（２０８）のこの部分の総作業長は、図に示す実
施例では約７８センチメートルである。遠位先端（２３７）から約２．５インチのところ
で、近位環（２３３）がアッセンブリに一体化しており、蛍光透視法の放射線不透過性と
、上述した電位差タイプの位置確認インテグレーション用の導電性を提供するのみならず
、近位側制御素子（図１８７Ａには示さず）の終端とリターンも提供している。この素子
は、図に示す実施例では、手動調整ノブ（２２９）に連結した一又はそれ以上のプーリ（
図１８７Ａには示さず）から近位環（２３３）へ延在し、手動調整ノブ（２２９）に連結
された一又はそれ以上のプーリ（図１８７Ａには示さず）へ戻る。遠位先端（２３７）か
ら約２ミリメートルのところに、遠位環（２３１）が位置しており、近位環（２３３）へ
同様に機能する。しかし、遠位制御素子は、図に示す実施例においては、一又はそれ以上
のプーリ（図１８７Ａには示さず）からループになっていることが好ましい。このプーリ
は制御素子接続アッセンブリ（１４７）を具え、このアッセンブリは、これが連結される
器具操作装置からサーボロボットのように作動するように構成されている。制御素子のル
ーピング構造は、張力が係った状態にある同じ単一ストランドの制御素子ワイヤの破断強
さの２倍の範囲で、より大きな破断強さを提供することが好ましい。なぜなら、図１８７
Ｄに示すように、両面を半田付けした（３２５）近位環（２３３）または遠位環（２３１
）の周囲のルーピング構造によって、連続的な制御素子の２本のストランドの各々が、別
々の張力素子として負荷をシェアするように構成されているからである。遠位環（２３１
）の近位側約２センチメートルの部分は、比較的高いが、図１８７Ｂで参照したカテーテ
ル部材強化構造によって制御するときに制御可能であるフレキシビリティを有するように
構成されている。
【０１９３】
　図１８７Ｂを参照すると、図１８７Ａに記載されている鞘状器具（２２７）のこの実施
例の遠位部分の断面が示されている。図１８７Ｂに示すように、このアッセンブリは、組
み立て後に除去するマンドレル（２４３）の周囲に作られ、最大径（２５７）約１５８ミ
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ルの角部スクエアが丸い断面を有する。図１８７Ｅを参照して述べたように、マンドレル
（２４３）の上には、内側層（２４９）、遠位制御素子（２３９）ライナセット（２４７
）、ブレード層（２５１）、構造リブ素子（２４５）、外側ジャケット層（２５５）を含
むいくつかの層が形成されている。構造リブ素子（２４５）は、この構造の壁内に一体化
された小さな梁のように機能し、鞘状の遠位端の均一な全方向片持ち曲がりに耐えるよう
に構成されている。
【０１９４】
　図１８７Ｃを参照すると、図１８７Ａに示す鞘状器具（２２７）のこの実施例のより近
位側部分の断面図が示されている。同じマンドレル（２４３）を用いて、この近位部分を
構築する。この部分の上には内側層（２４９）が配置されており、次いで、連続的に導入
する近位側及び遠位側制御素子（２４１、２３９）の各々についてのリニアセット（２４
７）、ブレード層（２５１）、第２のブレード層（２５４）、および、鞘状器具（２２７
）の遠位側部分の外側ジャケット層（２５５）とは異なる外側ジャケット層（２５３）が
配置されている。
【０１９５】
　図１８７Ｅを参照すると、図１８７Ａ乃至１８７Ｄに示す実施例を構成する方法の一実
施例が、例示的ステップとしてブロックＡ乃至Ｌに記載されている。ブロックＡの第１ス
テップは、約２乃至３ミルのナイロン１２ジャケットをマンドレルの全長（近位側と遠位
側）の上に配置するステップを具える。次いで、ブロックＢで、ポリテトラフルオロエチ
レン（ＰＴＦＥ）で内張したポリイミドチューブに４ミル×１２ミルの矩形マンドレルを
詰める。これらの小さなマンドレルは、マンドレルが予め半田付けされている接続した環
素子と共に後に設置するべき張力素子に対するプレースホルダである。ポリイミドででき
ており、ＰＴＦＥで内張したマンドレルは、ナイロンジャケットに熱収縮接合しており、
次いで、ブロックＣにおいて、近位側部分（この実施例では、フレキシブルな遠位セクシ
ョンより約２インチ近位側）が、１×３ミルの矩形ワイヤで、７５ｐｐｉ（インチ当たり
のピック数）のダイアモンドパターンに編まれている。この編み込みは、遠位側セクショ
ン上のパターンで６０ｐｐｉに緩くなっている。次いで、ブロックＣ＋において、縁側セ
クションを後に除去する熱収縮チューブ層で多い、次いで、ブロックＤにおいて、この構
造の全長を同じワイヤを用いて、４０ｐｐｉの率で再度編む。次いで、ブロックＥにおい
て、３ミルの厚さのナイロン１２ジャケットを近位部分（近位環に連続する位置の近位側
）に当てて、この構造をブロックＦにて縦型熱収縮デバイスを介して熱融合させる。次い
で、ブロックＧにおいて、遠位側熱収縮が（ブロックＣ＋から）その上のあらゆる物質と
共に除去され、小さなマンドレルを引き出して、ループ状制御素子を同じ位置に押し入れ
る／引き出すことによって、ブロックＨにてループ状近位制御組織を伴う予め半田付けさ
れた近位環を取り付ける。次いで、ナイロン１２の材料でできた小さなカフと共に適所に
封入する。次いで、ブロックＩにおいて、矩形強化リブ（約．０１６×０．４０インチ）
を、遠位環の位置の近位側約２インチの鞘状部分の側部に沿って適所に熱貼着する。次い
で、ブロックＪにて、低デュロメータのジャケット、好ましくは、４０ショアＤデュロメ
ータ硬度値のＰｅｂａｘ樹脂を、近位環の遠位側で鞘状部分の上に熱融合させる。次いで
、ブロックＫで、遠位環と接続した張力素子を近位環と張力素子と同様に設置して、ブロ
ックＬで、短い（この実施例では長さ約１乃至２ｍｍ）の柔先端セクション、好ましくは
３５ショアＤデュロメータ硬度値のセクションを、遠位端に熱溶接する。更に、近位側で
ルアーアッセンブリと、最終アッセンブリ器具ベースの取り付けを行う。これは、二つの
ループ制御素子をカテーテル部材の近位部分の壁を通って露出させるステップと、終端ボ
ールを好ましくは機械的なクリンプにて、制御素子の近位端上に取り付けるステップと、
制御素子接続アッセンブリの関連するプーリと手動ノブで駆動する近位側素子プーリの周
囲に巻回するステップとを含む。
【０１９６】
　図１８８Ａ及びＢを参照すると、鞘状器具ベース（２５９）アッセンブリの等尺図が記
載されており、図１８７Ａ乃至Ｅに記載した実施例の遠位制御素子ループ（２３９）が、
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器具操作装置接続ソケット（図示せず）と接続するように構成された制御素子接続アッセ
ンブリ（１４７）を介してサーボロボット駆動でき、一方で、近位制御素子ループ（２４
１）が手動張力ノブ（２２９）に連結されたウオームねじ機構によって作動することを示
している。図１８８Ｂは、図１８８Ａのアッセンブリの分解図を示す。完全に組み立てる
際にねじなどの締結具（２６９）で固定されている鞘状器具ベース（２５９）から取り除
いた上端プレート（２６７）と共に、手動張力ノブ（２２９）に連結された動作ギア（２
６１）と、接続した制御素子駆動ギア（２６３）と、接続した制御素子プーリ（２６５）
が記載されている。鞘状器具ベース（２５９）に形成されたトラック（２３５）が示され
ており、近位側制御素子ループの経路を提供して、近位カテーテル部材の壁とスプールと
が制御素子プーリ（２６５）内に出るようにしている。
【０１９７】
　図１８９Ａ乃至Ｃは、図１８７Ａ乃至１８８Ｂに記載した鞘状器具（２２７）の実施例
と同軸に接続されるように構成されたガイド器具（２７５）の一実施例を示す。図に示す
ガイド器具カテーテル部材の動作長（２７７）は約９２センチメートルであり、最も遠位
側の１２２ミリメートル（２７３、２７１）は、近位側より有意によりフレキシブルであ
るか、曲げることができる。非常に遠位側の２ｍｍ（２７１）は、よりしなやかなポリマ
材料でできた柔テーパ状遠位先端を具える。ガイド器具のこの実施例は、単一の遠位環（
２９５）に締結され、上述したようなサーボロボット器具操作装置への近位側インターフ
ェースから全方向性遠位先端ステアリングを容易にするように構成した４つの制御素子を
有する。ガイド器具ベース（１４１）および二つの関連する制御素子接続アッセンブリ（
１４７）およびアクスル（１５７）が、図１０３．１ないし１０３．６を参照して述べた
ものと同様の構成で記載されている。別の実施例では、ガイド器具ベース（４８）は、図
６に記載した構造を具えていても良く、図６に記載したもののような、４つの接続ソケッ
ト（４４）器具操作装置（１６）として構築しても良い。
【０１９８】
　図１８９Ｂを参照すると、図１８９Ａに記載したガイド器具カテーテル（９０）の近位
側断面が示されている。直径約８フレンチのほぼ円形のマンドレル（２７９）で始まって
、ナイロン製の内側層（２８１）を形成し、次いで、この構造の最も近位側８インチのと
ころに、しまり嵌にした金属ハイポチューブ層（２８３）を形成する。この金属ハイポチ
ューブ層（２８３）は、厚さ約５ミルである。次いで、ブレード層（２８５）を加え、更
に、小さなマンドレル（２８９）と内張（２８７）を織り込んだ第２のブレード層（２９
１）を設け、次いで、外側ジャケット（２９３）を取り付ける。この構造に関するその他
の詳細は、図１８９Ｃを参照して述べる。
【０１９９】
　図１８９Ｃを参照すると、図１８９Ａに示したもののようなガイド器具（２７５）の実
施例を構成する一の方法のステップが記載されている。ブロックＢにおいて、ＩＤ１１３
、ＯＤ１１７（ミル）の薄いナイロン１２ジャケットが、ブロックＡからの８フレンチの
マンドレルの上に配置される。次いで、長さ約８インチ、厚さ５ミルの厚い金属ハイポチ
ューブを、ブロックＣにおいて、その近位端上にしまり嵌めによって取り付ける。次いで
、ブロックＤにおいて、７０ｐｐｉで、ダイアモンドパターン（上述の鞘と同じワイヤ）
で全長を編む。次いで、ブロックＥにて、別のブレード層を２０ｐｐｉで取り付ける。こ
の中には、ＩＤ１０ミル、ＯＤ１２ミル、ＰＴＦＥで内張した4本のポリイミドチューブ
が、９．５ミルのＰＴＦＥで被覆したマンドレルと共に、内側に織り込まれている。ブロ
ックＦにて、４つの予め半田付けした（金／錫で）制御素子または制御素子のループと共
に、遠位制御環が取り付けられる。これらの素子またはループは、第２のブレード層に織
り込まれる際に小さなマンドレルの位置に送り込まれる。ブロックＧでは、近位側（この
実施例では、遠位側１２２ｍｍの部分に重ならない）にキー押し出し成形が行われる。本
実施例のガイド器具は、図１８７Ｂ及び１８７Ｃに記載されているもののような同軸は位
置した鞘状内腔とキーイングするために、円形内側内腔と、ほぼ矩形の外側断面形状を有
しており、同軸に接続したときに、鞘状器具とガイド器具の間に相対的な回転が生じない
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ようにしている。器具の遠位側１２ｍｍのセクションは、ブロックＨにおいて、４０ショ
アＤデュロメータ硬度値のＰｅｂａｘ樹脂ジャケットをえる。ブロックＩでは、遠位環が
、ナイロン１２カフで封入され、３５ショアＤデュロメータ硬度値の柔遠位先端が取り付
けられる。ブロックＪにて、この構造全体を熱収縮させ、矩形断面モールド内に押し入れ
て、キー断面を適所（主に、近位側、金属灰婦チューブ層の領域周囲）に保持する。ブロ
ックＫでは、器具ベース設定用に近位側プルワイヤを露出させる。ブロックＬにて、ルア
ーアッセンブリを加えて、ブロックＭにて近位側器具ベースを取り付ける。図に示す実施
例の最終構造は、約８フレンチの内径と、約１５２ミルの長軸と、約１３８ミルの短軸の
外径を有する。
【０２００】
　図１８７Ａ乃至１８９Ｃを参照して述べたガイドおよび鞘状器具には、トルク能と屈曲
抵抗を加えるためにブレードを利用しているが、図２５乃至３２を参照して上述したよう
な、スパイラル巻線あるいは螺旋構造を利用するか、あるいは同じ目的に用いても良い。
【０２０１】
　図１９０Ａ乃至Ｃを参照すると、図１８７Ａ乃至１８９Ｃを参照して述べたガイド及び
鞘状器具に適合可能な拡大器の一実施例の様々な図が示されている。図に示す拡大器の実
施例（２９７）は、図１９０Ｃの薄いポリイミドライナ（３０１）を配置することによっ
て作ることができる。このライナは、内部のマンドレルに対向する内腔に、ＰＴＦＥなど
の潤滑面が被覆されており、次いで、ＰＴＦＥを被覆したマンドレル（図示せず）の上に
、７２ショアＤデュロメータ硬度値を有するＰｅｂａｘ樹脂などの比較的固いポリマ材料
でできた比較的長いセクションを、４５デュロメータのＰｅｂａｘなど、比較的フレキシ
ブルなポリマ樹脂でできた図１９０Ａの比較的短い遠位セクション（３１１）へ突き合わ
せ溶接して、近位側より遠位側がよりフレキシブルな主筒状本体（２９９）を形成する。
近位側に、ルアーアッセンブリ（３０５）と止血弁（３０７）を取り付ける。小さなプラ
チナ／インジウム放射線不透過マーカバンド（３０３）を遠位側に取り付け、その近傍に
、グラスモールドで９度のテーパ端部を作って、拡大器器具実施例（２９７）の遠位先端
における組織拡大用とする。この遠位先端の内側内腔（３０９）は、拡大器を使用するよ
うに構成されている針の外径に非常に近いように構成されており、一方、拡大器の外径は
、それと共に使用するように構成されたガイド器具の内径に合致するように構成されてい
る。換言すると、針、拡大器、ガイド、および鞘状器具は、手順を行う間に同軸に接続す
るように構成されていることが望ましい。
【０２０２】
　図１９１Ａ乃至１９１Ｃは、図１８７Ａ乃至１９０Ｃを参照して述べたガイド、鞘、及
び拡大器器具に適合する針の一実施例の様々な図を示す。ここでは、遠位先端近傍のフレ
キシブルセクションが、拘束内腔内での緊密なターン周辺を針が容易に通過するようにし
ている。ここに述べたような鞘状器具、ガイド器具、拡大器器具、および針器具の同軸カ
ップリングを具える器具セットを用いて、図１６３乃至１６７を参照して上述したような
、経中隔穿刺を実行することができる。次いで、針と拡大器を除去して、切除あるいはマ
ッピングカテーテルをガイドカテーテルの作動内腔に挿入し、図１６７乃至１７２を参照
して上述したとおり、心臓の心室内でロボット制御切除あるいはマッピング手順を実行す
ることができる。
【０２０３】
　図１９１Ａ乃至Ｃに記載した針の実施例（３１３）の心臓側にあるのは、針の遠位側非
コアリング針ポイント（３１８）の近位側近傍に配置されたよりフレキシブルな中間セク
ション（３１９）であり、従来の高フレキシブルセクション（３１９）がない針より、針
の遠位端（３１８、３２０）を容易に曲率半径の小さいターンの回りにナビゲートするこ
とができる。この遠位端（３１８、３２０）は、好ましくは、金またはプラチナ材料で半
田付けされており、放射線不透過性を提供して、これによって、手順を行う間に遠位端（
３１８、３２０）の配置と位置決めを容易にする。高フレキシブルセクション（３１９）
の近位側では、近位側針シャフト（３２１）がステンレススチールでできていることが好
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ましく、ピンバイス（３１７）に連結していても良い。近位側では、ルアーアッセンブリ
（３１５）を近位側針シャフト（３２１）に取り付けている。
【０２０４】
　図１９１Ｂ及び１９１Ｃを参照すると、遠位端（３１８、３２０）と高フレキシブルセ
クション（３１９）が拡大した断面図として記載されている。両実施例において、もつれ
を防ぐために、ポリイミドとワイヤでできた既製の構造（３２２）が高フレキシブルセク
ション（３１９）の上に配置されている。このワイヤは、編み込んだあるいは渦巻き状に
巻回したパターンでポリイミドに埋め込まれている。高フレキシブルセクション（３１９
）の近位側と、両方の近位側針シャフトセクション（３２１）は、ステンレススチールで
できていることが好ましい。図１９１Ｃの実施例では、遠位側セクション（３２０）はス
テンレススチールでできているが、やはりフレキシブルシャフト部分（３２６）と呼ばれ
る、高フレキシブルセクションの中央にある遠位セクション（３２０）と近位セクション
（３２１）間の部分は、ニチノールでできている。図１９１Ｄの実施例では、フレキシブ
ルシャフト部分（３２６）と遠位端部セクション（３２０）が、同じニチノールチューブ
部材でできている。ニチノールチューブとステンレススチールチューブ管の図に示す接合
部は、図１９１Ｂ乃至Ｃに示すように、エポキシなどの接着剤（３２３）で互いに保持さ
れている。図１９１Ｃに示す実施例の遠位側セクションは、抗もつれ、金属強化ポリイミ
ド層を単にネックダウンすることで作ることができ、針先端（３１８）を作っている。近
位側針シャフトセクション（３２１）から遠位側に延在するニチノールによって、図１９
１Ｃの実施例の全遠位側部分は抗フレキシブルであり、カテーテルや血管などの拘束内腔
の蛇行路を通って緊密なターン半径を作っている。図１９１Ｃに示す実施例は、ニチノー
ルフレキシブルシャフト部分（３２６）の一部によってやはり高フレキシブルセクション
（３１９）を有しており、それを有するステンレススチール材料の補体である、よりフレ
キシブルでない遠位端（３１８、３２０）を有する。これは、図１９１Ｃの実施例の、よ
りドラマチックなフレキシビリティを望まないような場合に、好ましい。
【０２０５】
　多くのツールと、ツール及び器具セットを、ガイド、又は、上述した針／拡大器／ガイ
ド／鞘状器具構成を参照して述べたものと同様のガイドと鞘状器具の組み合わせの助けを
借りて送り出し、作動させることができる。例えば、本発明のいくつかの実施例では、カ
リフォルニア州、サニーバール所在のＩｎｔｕｉｔｉｖｅ Ｓｕｒｇｉｃａｌ，Ｉｎｃ．
社から入所可能なものなどの遠隔作動する把持器、あるいは、Ｖｉａ Ｍｅｄｉｃａｌ，
Ｉｎｃ．社への米国特許出願第１０／０１１，３７１号に記載されているものを、特定の
アプリケーション用に適宜サイズを合わせた遠隔操作可能なガイド器具システムと共に用
いることができる。その他の実施例では、ここに述べたような遠隔でステアリング可能な
ガイド器具システムを用いて、ガイドワイヤ、針を用いた心臓壁、器官の柔組織への、遺
伝子あるいは細胞セラピィの注入、その他を配置することができる。更に別の実施例では
、ここに述べたような遠隔でステアリング可能なガイド器具システムを用いて、カメラ及
び／又は放射線源（光、あるいは、ＣａｒｄｉｏＯｐｔｉｃｓ Ｉｎｃ．社から入手可能
なものなどのカメラ用赤外線源）を運ぶことができる。更に別の実施例では、ここに述べ
たものなどの遠隔でステアリング可能なガイド器具システムを用いて、クライオ切除シス
テムまたはレーザ切除システムを、心臓内部、その他の器官近傍の正確な位置に運ぶこと
ができる。更に別の実施例では、ここに述べたような遠隔でステアリング可能なガイド器
具システムを用いて、ぺーシングリードを冠状静脈洞に配置したり、あるいは、例えば左
心室内の圧力をモニタするために、心臓あるいは血管内にセンサを配置することができる
。このような圧力モニタを用いて、例えば、心疾患患者を正確にウオッチし、薬剤、利尿
、液体取り入れ、その他を聴視することができる。更に別の実施例では、ここに述べたよ
うな遠隔でステアリング可能なガイド器具システムを用いて、ステントまたはステントグ
ラフトなどの拡張可能なあるいは拡張した医療デバイスを血管またはその他の内腔内に高
い精度と視覚性をもって展開させることができる。別の実施例では、ここに述べたような
遠隔でステアリング可能なガイド器具システムを複数用いて、手順を行うことができる。
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例えば、一のガイド器具をカメラと光源を正確に位置決めするために使用して、一方、別
のガイド器具を、グラスパ、切除ツール、注入針、その他の介入器具を正確に位置決めす
るのに使用することができる。更に別の実施例は、限定するものではないが、グラスパと
、自由度（ＤＯＦ）が２°の連接ガイドワイヤ（ロール＋曲げ）、生検鉗子、高エネルギ
ィ超音波プローブ、生検針、レーザ、吸引針、紫外線（ＵＶ）源、ぺーシングリードある
いはその他のリード送出用ガイド、薬剤送出および生検用針、ハサミ、高周波（ＲＦ）切
除プローブ／ツール／針、クランプ及びステッチツール、クライオ切除デバイス、綿球配
置デバイス、超音波切除ツール、クリップ送出ツール、超音波組織接着プローブ、フロー
トランスデューサ、ＲＦ組織接着ツール、及び圧力トランスデューサを含むツールを具え
ていても良い。本発明の完全な実施例は、このようなツールまたは器具を更に具えていて
も良いことは自明である。
【０２０６】
　図１９２Ａ乃至１９２Ｑを参照すると、本発明の様々な実施例は、鞘状器具（３０）に
同軸に連結されて示されているロボットカテーテルシステムのガイド器具（１８）の動作
内腔内に配置された様々なツールを用いることができる。図１９２ＡのＫｉｔｔｎｅｒ　
吸収プローブ（８００）、図１９２ＢのＭａｒｙｌａｎｄ解剖器（８０１）、図１９２Ｃ
の針ホルダ／グラスパ（８０２）、図１９２Ｄのマルチファイヤコイルタッカ（８０３）
、図１９２Ｅのクリップまたはステープル（８０５）を取り付けるように構成されたステ
イプラまたはクリップアプライヤ（８０４）、図１９２Ｆの焼灼器プローブ（８０６）、
図１９２Ｇの焼灼器フック（８０７）、図１９２Ｈのショベル／スパチューラ焼灼器プロ
ーブ（８０８）、図１９２Ｉののこぎり歯グラスパ（８０９）、図１９２Ｊの係留グラス
パ（８１０）、図１９２Ｋのヘリカル後退プローブ（８１１）、図１９２Ｌの解剖刃（８
１２）、図１９２Ｍのバスケット捕捉器（８１３）、図１９２Ｎの曲ハサミ（８１４）、
図１９２Ｏのストレートハサミ（８１５）、図１９２Ｐの針（８１６）、及び図１９２Ｑ
の灌水ツール（８１７）などのツールを、例えば、このツールと共にあるいはこのツール
を介して同軸に配置した別の張力部材を介して、独立したツール動作を伴って、作動させ
あるいは配置することができる。例えば、グラスパは、開いた状態にするまたは閉じた状
態にしておくためにバネでバイアスをかけるようにしても良く、また、このような動作を
近位側に生じさせるように特に構成した張力部材によって強制的に開く、あるいは、閉じ
るようにしても良い。
【０２０７】
　ガイド器具（１８）の各使用と共に、鞘状器具（３０）も使用して、より高い機能性と
負荷能力を提供することができる。図１９３Ａ乃至Ｃは、様々な制御可能な構成を有する
鞘状器具（３０）とガイド（１８）器具を示す。例えば、図５０１Ａは、器具操作装置（
１６）から動作可能な二つの制御素子接続アッセンブリ（１３２）を伴って構成された鞘
状器具ベース（４６）を有する鞘状器具（３０）が、器具操作装置（１６）から動作可能
な４つの制御素子接続アッセンブリ（１３２）を伴って構成されたガイド器具ベース（４
８）を有するガイド器具（３０）と対になっている実施例を示す。動作内腔アクセスポー
ト（８４５）と動作内腔遠位開口またはポート（８４６）も示されている。このような実
施例では、鞘状器具（３０）が二つの独立した張力素子によるステアリング可能性を有し
、一方で、ガイド器具は４つの独立した張力素子によるステアリング可能性を有する用に
構成することができる。図１９３Ｂは、ガイド器具エース（４６）と鞘状器具ベース（４
８）の各々の上に器具操作装置（１６）から動作可能な二つの制御素子接続アッセンブリ
（１３２）を有する実施例を示す。このような構成は、ガイド（１８）器具と鞘状（３０
）器具の２重の独立した張力素子動作を同時に行うのに用いることができる。図１９３Ｃ
は、ガイド器具ベース（４６）の上の器具操作装置（１６）から動作可能な２つの制御素
子接続アッセンブリ（１３２）と、鞘状器具（４８）の上の器具操作装置（１６）から動
作可能な４つの制御素子接続アッセンブリ（１３２）を有する実施例を示す。このような
構成は、ガイド（１８）器具の２重張力素子動作と、鞘状（３０）器具の４ウエイ張力素
子動作を、同時に、かつ個別に行うのに使用することができる。
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【０２０８】
　図１９４Ａ乃至Ｈは、ツールを作業内腔アクセスポート（８４５）に位置させて、電子
機械アクチュエータ部品（８４７）の使用を介して電子機械的に作動させることのできる
実施例を示す。この部品は、例えば、ガイド器具ベース（４８）に接続することができ、
また、ガイド器具（１８）の動作内腔内に配置したツールに動作可能に連結することがで
きる。図１９４Ａは、二つの張力素子鞘状器具（３０）の制御と、二つの張力素子ガイド
器具（１８）の制御を、図に示す電子機械的アクチュエータ部品（８４７）に機械的に接
続することによってツールの作動あるいは位値決めと同様に行うことができる実施例を示
す。例えば、係留グラスパなどのツールは、上述した張力素子が制御素子接続アッセンブ
リ（１３２）に動作可能に連結されるのと同様に、アクチュエータ部品（８４７）に動作
可能に連結された張力素子を用いて作動する。別の実施例では、リードねじ、ラックアン
ドピニオン、およびその他の機械的カップリングが、関連するガイド及び／又は鞘状器具
の動作から独立して、ツールを作動させるあるいは制御するのに好適である。図１９４Ｂ
は、ガイド器具ベース（４８）が４つの制御素子接続アッセンブリ（１３２）、好ましく
は、ガイド器具（１８）の４つの張力素子ステアリング用のアッセンブリで構成されてい
ることを除いて、図１９４Ａに記載したものと同様の実施例を示す。図１９４Ｃは、鞘状
器具ベース（４６）が４つの制御素子接続アッセンブリ（１３２）、好ましくは、鞘状器
具（３０）の４つの張力素子ステアリング用のアッセンブリで独立して構成されているこ
とを除いて、図１９４Ａに記載したものと同様の実施例を示す。図１９４Ｄは、ガイド器
具ベース（４８）と鞘状器具ベース（４６）の双方が４つの制御素子接続アッセンブリ（
１３２）、好ましくは、ガイド器具（１８）と鞘状器具（３０）の４つの張力素子ステア
リング用のアッセンブリで構成されていることを除いて、図１９４Ａに記載したものと同
様の実施例を示す。この張力素子は、全て、動作内腔内に配置されたツールの独立した作
動に加えて、電子機械的ツールアクチュエータ（８４７）の独立した作動による。電子機
械的ツールの作動を伴わないその他の実施例、あるいは、電子機械的な作動の他に追加の
作動が所望される実施例では、オペレータが、動作内腔アクセスポート（８４５）の近位
側の位置で、ツールを手動で作動させてもよい。図１９４Ｅを参照すると、電子機械的ツ
ールアクチュエータ部品（８４７）が、近位側ツール本体（８４８）に動作可能に連結さ
れた別のツール作動ユニット（８４９）に連結されている点を除いて、図１９４Ａの実施
例と同様の実施例が記載されている。電子機械的ツールアクチュエータ部品（８４７）を
駆動するいくつかの実施例が、図１９４Ｆ乃至Ｈに記載されている。図１９４Ｆの実施例
を参照すると、ガイド器具ベース（４８）に、器具と接続するように構成されたツール作
動アダプタ（９８８）で連結されたツール作動モータ（９８６）が記載されている。この
ような構成で、モータ（９８６）はガイド器具ベース（４８）と共に移動する。図１９４
Ｇの実施例を参照すると、ツール作動アダプタ（９８８）は、駆動シャフト（９８７）で
アダプタ（９８８）に動作可能に連結されたツール作動ユニットに配置されたモータなど
、より遠隔に位置したツール作動モータ（９８６）によって駆動することができる。この
ような実施例によれば、ツール作動ユニット（８４９）は、器具操作装置（１６）に連結
されていても良く、連結されていなくとも良い。図１９４Ｈの実施例を参照すると、ツー
ル作動アダプタソケット（９８９）が、図に示す器具操作装置内に装着されたツールアク
チュエータモータ（９８６）によって、図に示すガイド器具接続ソケット（２７０）の駆
動を参照して上述したものと同様の方法で、駆動される。
【０２０９】
　図１９５Ａ乃至Ｇを参照すると、一又はそれ以上の鞘状器具（３０）とガイド器具（１
８）の対を、一又はそれ以上の動作内腔を有し、例えば、一又はそれ以上の画像捕捉デバ
イス、撮像線源、及び灌水ポートを有するように構成されたより径が大きい器具に接続す
ることができる実施例が記載されている。図１９５Ａを参照すると、鞘状器具（３０）と
ガイド（１８）器具対が、より大きい、あるいは「親」内視鏡器具（８２０）によって規
定される第１の作業内腔（８５８）内に配置されており、この器具は、ステレオ画像処理
に使用することができる第１（８５３）及び第２（８６０）の画像捕捉デバイス、光線源
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、あるいは赤外線源などの撮像線源（８５４）、及び灌水ポート（８６１）を担持してい
る。各画像捕捉デバイスは、例えば、レンズ、ＣＣＤチップ、光ファイバ、あるいは赤外
線あるいはその他の放射線検出器を具えていても良い。作業内腔（８５８、８５９）は、
図１９５Ａに記載の鞘／ガイドの組み合わせなどの、鞘状器具またはガイド器具の外側と
摺動可能に接続するサイズであることが好ましい。図１９５Ｂは、別の鞘状器具（８１８
）とガイド器具（８１９）を具え、このガイド（８１９）が様々なツールを配置すること
ができる作業内腔遠位開口（８６２）を規定している実施例を示す。
【０２１０】
　図１９５Ｃを参照すると、図１９５Ｂの実施例と同様の実施例が記載されており、鞘状
器具（３０、８１８）、ガイド器具（１８、８１９）、及び／又はより大きな内視鏡器具
（８２０）の各々が、とりわけ位置確認センサ（８６４）あるいは超音波デバイス（８６
３）を担持できることを示している。このような計装を用いて、様々な器具を互いに及び
周辺構造に対して、ナビゲートし、視覚化し、整合させることができる。
【０２１１】
　図１９５Ｄ乃至Ｇは、図１９５Ｄ乃至Ｇの実施例のより近位側の態様が、この構成のよ
り遠位側の部分と同様に記載されていることを除いて、図１９５Ａ乃至Ｃに記載されてい
るものと同様である実施例を示す。図１９５Ｄを参照すると、器具ベース（８６６）は、
好ましくは、上述の器具操作装置（１６）の変形例を参照して説明したものと同様である
、親器具操作装置（図示せず）によって連結されている独立した４つのモータと独立して
相互作用をするように構成された４つの制御素子接続アッセンブリ（１３２）を有する親
器具（８２０）のものが示されている。この４つの制御素子接続アッセンブリ（１３２）
は、好ましくはフレキシブルな親器具（８２０）を全方向的にステアリングするように構
成された４つの独立した張力素子（８６５）に連結されていることが好ましい。その他の
変形例では、親器具は、４つ以下、あるいは４つ以上の張力素子を有していても良く、あ
るいは張力素子を有していなくても良い。この場合、親器具は、従来のステアリング不可
能な内視鏡的器具により近くなる。図１９５Ｄに示すように、ガイド器具（１８）と鞘状
器具（３０）は、親器具（８２０）の作業内腔（８５８）を通って位置決めされ、近位側
では、図１９４Ｄを参照して述べたものと同様の構成のガイド（１８）および鞘状（３０
）器具の器具操作装置（１６）が記載されている。図１９５Ｅを参照すると、その他の親
器具（８２０）作業内腔を通って配置された追加の鞘状及びガイド器具（８１８、８１９
）対を更に具える実施例が記載されている。器具操作装置（１６、８７１）は、各器具対
について記載されている。第１の器具対（３０、１８）と器具操作装置（１６）は、図１
９５Ｄのものと同様に構成されており、第２の器具対（８１８、８１９）と器具操作装置
（８７１）は、電子機械的ツールアクチュエータを除いて、図１９３Ｂを参照して述べた
実施例と同様に構成されている。図１９５Ｇは、図１９５Ｄを参照して述べたものと同様
の二台の器具セットとドライバ構造を有する実施例を記載しており、図１９５Ｆは、電子
機械的ツールアクチュエータ（８４７）がない、図１９４Ｄを参照して述べたものと同様
の、二つの器具セットとドライバ構造を有する実施例を記載している。鞘状器具／ガイド
器具用の器具操作装置と、より大きな親器具は、術台、手術室の床、手術室の天井、ある
いは、図１９５Ｄ乃至Ｇに記載された固定された実施例（８６７、８６８、８６９）にあ
るような支持構造、あるいは図１、２、および図３乃至３．１０ｂを参照して上述した支
持構造の実施例を用いたその他の構造、といった物体に連結することができる。
【０２１２】
　図１９２乃至１９５の実施例を参照して述べた器具の組み合わせ及び交換を用いて、身
体内の医学的診断及び／又は医療介入を行うことができる。いくつかのシナリオでは、超
音波、蛍光透視法、及び／又は、図１９２Ａ乃至１９２Ｑの実施例を参照して述べたよう
な動作可能な器具に対して、別の位置からの視野を光学カメラあるいは赤外線カメラでキ
ャスティングするといった、リアルタイムでの画像モダリティを個別に有することは有益
である。
【０２１３】
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　例えば、通気式腹腔鏡検査手順においては、臍の近傍に内視鏡を配置して、図１９２Ａ
乃至１９２Ｑに記載した実施例のような介入性ツールを、別のポートからこの内視鏡の視
野内にある通気式介入領域に配置することが好ましい。別の実施例では、図１９３乃至１
９５を参照して述べた構造と同様の構成で、器具に連結したリアルタイムで撮像部材を有
することが好ましい。例えば、介入キャビティスペースが制限されている消化管の手順で
は、撮像デバイスの視野内にツールがあり、介入のターゲットである組織構造がバックグ
ラウンドにある構成になるように、動作可能な器具に一又はそれ以上の撮像デバイスを接
続することが好ましい。その他のシナリオでは、オンボードでの撮像と、遠隔配置された
撮像デバイスの両方を有することが好ましい。
【０２１４】
経膣的介入：
　図１９６Ａを参照すると、一の実施例に係るステアリング可能なガイド（１８）器具と
ステアリング可能な鞘状器具（３０）を、同軸で経膣的に子宮（８７５）に進める。図１
９２Ａ乃至Ｑに示すようなツール（図示せず）が、ガイド（１８）内に同軸に連結されて
いる。図１９６Ｂを参照すると、アッセンブリもステアリングされると、ガイドと鞘が前
進する。蛍光透視法、経皮的超音波、及び器具搭載超音波などの撮像モダリティを用いて
、子宮（８７５）へナビゲートする。膣（８７６）と、子宮（８７５）、ファロウピース
管（８７２）および卵管（８７４）へステアリングして、卵巣（８７３）と腹膜（８８７
）にアクセスすることができる。子宮（８７５）に、生理的食塩水あるいはその他の液体
を注入して撮像を容易にすることができる。図１９６Ｃを参照すると、例えば、生理食塩
水を入れた子宮（８７５）を、片側だき超音波アレイなどの、ガイド器具（３０）に接続
した超音波デバイス（８６３）で撮像して、対象の組織損傷（８７７）を観察することが
できる。図１９６Ｄを参照すると、別のシナリオにおいて、子宮（８７５）に通気を行っ
て、図１９５に示すようなステアリング可能な内視鏡器具アッセンブリ（８２０）を、光
撮像デバイスなどの前方監視画像捕捉デバイス（８５３）を用いて前進させる。このこと
は、ファロウピース管（８７２）の開口の位置を確認するのに役立つ。生理食塩水の注入
、および関連する器具の遠位先端を用いた非外傷性組織処置も、ファロウピース管（８７
２）の開口の位置を確認して、更に、撮像モダリティをここで述べたように前進させるの
に役立つ。図１９６Ｅを参照すると、ファロウピース管（８７２）の開口に向けてステア
リング可能に前進する鞘（３０）とガイド（１８）が記載されている。
【０２１５】
　図１９６Ｆを参照すると、鞘（３０）が、ファロウピース管（８７２）の開口のすぐ近
位側へ前進しており、一方、ガイド（１８）は、ファロウピース管（８７２）内に前進し
ている。このような構成を用いて、図１９７Ａ乃至１９７Ｃに示すように、蛍光透視法手
順、ガイドあるいはその他の内腔を通して造影剤を注入しながら（従って、従来の手順に
あるような、造影剤で子宮全体を圧迫するようなことなく）造影剤と蛍光透視法を用いた
子宮卵管造影（一の実施例では、鞘と接続したバルーンを用いて）ファロウピース管の近
位側を閉塞し、卵管妊娠などの閉塞物（８７９）を容易に除去することができる。ここで
、把持ツール（８０２）は、ガイド器具の作業内腔の下に位置しており、上述したように
、手動であるいは電子機械的に作動することができる近位側に位置した器具操作装置で遠
隔で作動させる。一の実施例では、図１９２Ｊに示すように、把持ツール（８０２）を伴
う、図１９５Ｄに示すような構成を用いることができる。別の実施例では、図１９５Ｄに
示すような構成であるが、より大きな親内視鏡器具がない構成を、図１９２Ｊに示すよう
な把持ツール（８１０）と共に使用することができる。生理食塩水あるいはその他の液体
の吸引及び／又は注入も、図１９６Ｆに記載するように装置を用いて、閉塞物（８７９）
を容易に除去することができる。
【０２１６】
　図１９８Ａを参照すると、ガイドは、その遠位端に拡張可能なバルーン（８５１）を具
えていても良く、この拡張可能なバルーン（８５１）を用いて、閉塞を防止するあるいは
ファロウピース管（８７２）を閉塞する（所望の滅菌手順を行う場合）ように構成された
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ステント、または、ステントグラフト、などの拡張可能な人工器官（８８０）を配置する
のに使用することができる。図１９８Ｂに示すように、拡張可能な人工器官（８８０）の
拡開に続いて、拡張可能なバルーン（８５１）を収縮させて、ガイド（１８）と鞘（３０
）を後退させることができる。
【０２１７】
　図１９９Ａを参照すると、切除プローブ（８８１　ＲＦ、クライオ、超音波、レーザ、
その他）をガイド（１８）に接続して、あるいはガイド（１８）の作業内腔を通して配置
して、正確に位置決めし、これを作動させて図１９９Ｂに示すように、局在化した瘢痕（
８８２）を作り、ファロウピース管を滅菌のために意図的に閉塞させる。図２００Ａを参
照すると、バイポーラのハサミあるいは把持器（図示せず）などの把持器具（８０２）及
び／又は焼灼ツールを用いて、卵巣（８７３）から隣接するファロウピース管（８７２）
へ卵子の移動を阻止するよけいな組織を卵管（８７４）から除去することができる。図２
００Ｂは、組織片（８８３）を切除するツールを示す。「かすかな」（ｗｉｓｐｙ）特性
を有する余分な組織が、たとえば、骨盤炎症性疾患に起因する局所的な感染の結果として
卵管（８７４）に形成されることが知られている。
【０２１８】
　図２０１Ａ及び２０１Ｂを参照すると、一実施例による針ツール（８１６）を、ステア
リング可能なガイド（１８）と鞘（３０）を用いて、卵巣（８７３）に案内し、卵巣の正
確なパンチ生検を行うことができる。同様に、針ツール（８１６）を用いて、嚢腫の排出
、または所望されない組織の切除／溶解を行うことができる。
【０２１９】
　図２０２Ａ乃至Ｇを参照すると、一実施例に係るロボットガイド／鞘組み合わせ（１８
、３０）を用いて最小侵襲的に卵巣切除術を行うことができる。図２０２Ａ乃至Ｃに示す
ように、ハサミ（８１４）や生検ハサミなどの切開及び／又は焼灼ツールを、卵管（８７
４）を通って、卵巣動脈（８８４）位置に前進させ、そこで、卵巣動脈を切開および焼灼
することができる。同様に、図２０２Ｄ及びＥに示すように、ハサミ（８１４）などのツ
ールで卵巣リーガメント（８８５）を切断して、その後、図２０２Ｆ乃至Ｇに示すように
、把持器（８０２）を用いて卵巣（８７３）を取り出すことができる。
【０２２０】
　図２０３を参照すると、鞘（３０）を、卵管（８７４）を通って前進させ、ガイド（１
８）の更にステアリング可能な前進を容易にし、関連するツールを腹膜（８８７）へ進め
ることができる。このことは、ステアリング可能な介入性アッセンブリが自然の身体オリ
フィスから腹膜（８８７）へアクセスするという点で有意である。この図に示すガイド構
成を、片側だき超音波アレイなどの超音波デバイス（８６３）と、この超音波デバイス（
８６３）の視野に沿ってあるいは視野内に整列させた後退可能な針（８８６）に接続して
、一つの画像内でターゲットの組織部分を引き抜き可能な針（８８６）と共に撮像するこ
とができるようにする。この構成を利用して、正確なイメージガイド生検、切除（ＲＦ、
クライオ、レーザ、その他）、注入（化学療法、遺伝子／細胞療法、その他）及び、図に
示す把持器（８０２）などの遠位に配置したツールに伴うその他の活動を行うことができ
る。
【０２２１】
　図２０４Ａ乃至Ｂを参照すると、ステアリング可能な鞘を単独で用いて、ファロウピー
ス管（８７２）の再配置及び／又は再方向付けを行い、鞘を通って、卵管を通り、腹膜（
８８７）を通って前進させた別の同軸デバイスの良好に設定した角度／方向／位置を提供
し、図２０４Ｃに示すように、ターゲットの組織損傷（８７７）にアクセスしている。腹
膜外スペース（脾臓、腎臓、大血管）及び腹膜前スペース（ヘルニア修復）へのアクセス
及び介入に加えて、腹膜内位置から多くの様々な介入を行うことができる（胃、腸、膵臓
、胆嚢、肝臓、その他）。例えば、切除ツール（ＲＦ、クライオ、レーザ）、又は溶解針
注入及び／又は切除ツールをロボットで駆動して、適所に送り、腹膜スペース内の子宮内
膜細胞／損傷の位置を確認して、これらを溶解させ、女性の子宮内膜症を臨床的に最小限
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にすることができる。
【０２２２】
腹腔鏡検査介入：
　図２０５Ａ乃至Ｂを参照すると、よりよく理解する目的で、一実施例を用いた腹腔鏡卵
管切除術が記載されている。ガイド（１８）及び鞘状（３０）器具と、画像捕捉デバイス
を具えるステアリング可能な内視鏡を、臍ポート（８８９）を通って通気式外科領域（８
８８）に配置し、これをステアリングして、例えば焼灼ハサミあるいは把持器を具えるス
テアリング可能な器具アッセンブリの操作を容易にする視野を作る。図２０４．５Ａ乃至
Ｂを参照すると、追加の鞘／ガイド対（８１８、８１９）などの一又はそれ以上の器具を
臍（８８９）またはその他のポート（８９０）を通して導入して、後腹膜的に、下腹膜的
に、その他で、腹膜内に位置する組織にアクセスする。１５ｍｍＨｇでの通気と、トレン
デルンブルグ身体位置が、腹腔鏡検査ツールのアクセスと操作を容易にしている。図２０
５Ａ乃至Ｂに示すように、切除した組織片（８８３）を卵管（８７４）から切り離して、
外科的に作ったサイドポート（８９０）を通して取り出す。
【０２２３】
　多くのポートアクセスの変形例を、ここに述べたような高精度のステアリング可能なツ
ールを用いて腹腔鏡検査手順に用いることができる。好ましいポートアクセス位置は、限
定するものではないが、臍、及びサブビキニライン領域である。１５ｍｍＨｇでの通気は
典型的であり、適切な大きな腹腔鏡検査操作手順を行うために、一の器具アッセンブリ内
腔を介して行うことができる。トレンデルンブルグ患者体位によって、腹膜内の器官が非
常にアクセスしやすくなる。上述したとおり、視覚化は、蛍光透視法、経皮的超音波、Ｍ
Ｒ、及びＣＴを具えているが、超音波アレイを用いた操作領域内からの視覚化、操作器具
アッセンブリ上に搭載した光学撮像デバイス、また、撮像デバイスを運ぶために特に設け
た器具アッセンブリを具えていても良い。換言すると、撮像機器は、ツールアッセンブリ
を伴うアッセンブリの上に単独で搭載しても置く、あるいは、操作領域内の撮像デバイス
を搬送し／ステアリングし／駆動する一又はそれ以上の個別アッセンブリを設けても良い
。
【０２２４】
　図２０５．５Ａ乃至Ｅを参照すると、一実施例に係るロボットカテーテルシステム腹腔
鏡卵巣切除術手順が記載されている。図２０２Ａ乃至Ｇを参照して述べた手順と比較する
と、図２０５．５Ａ乃至Ｅに示す手順は、臍（８８９）や、サイドポート（９０７）など
の、好ましくはビキニラインあるいはサブビキニライン領域に配置されている腹腔鏡ポー
トを介して少なくとも部分的に行われる。図２０５．５Ａに示すように、上述した親器具
（８２０）などのステアリング可能な内視鏡を臍を介して位置決めし、遠隔でステアリン
グして、オペレータに卵巣（８７３）とファロウピース管（８７２）の腹腔鏡的ビューを
提供する。図２０５．５Ａに示す鞘／ガイドの組み合わせ（３０、１８）などのステアリ
ング可能な器具をある位置へ操作して、そこから、スカルペル（８１２）などのツールを
、焼灼ツール（８０６）などのその他のツールと共に用いて、卵管（８７４）近傍のファ
ロウピース管の部分を切除し、対象の卵巣（８７３）の血液の供給（８８４）とリーガメ
ント支持（８８５）を分離して、図２０５.５Ｄ及び２０５．５Ｅに示すように、把持器
（８０２）あるいは同様のツールを用いて、内腔端部の大腿骨頸部通路から容易に除去す
るようにする。
【０２２５】
　図２０６Ａ乃至Ｂを参照すると、後退可能な針ツール（８８６）を用いた腹腔鏡卵巣パ
ンチ生検が、外科的に作ったサイドポート（８９０）からアクセスした状態で示されてい
る。光学的撮像（図示せず）は、臍ポートと内視鏡、鞘／ガイド／ツールアッセンブリ（
３０、１８）に担持させた撮像デバイス、外部撮像デバイス（蛍光透視、ＭＲ、ＣＴ、そ
の他）を用いて行うことができる。
【０２２６】
　図２０７を参照すると、第１の鞘／ガイド／ツールアッセンブリ（３０，１８）が、第



(62) JP 2009-500086 A 2009.1.8

10

20

30

40

50

２の器具アッセンブリとして同じ通気型腹腔鏡介入領域に示されている。このアッセンブ
リは、図１９５に記載したものと同様のステアリング可能な内視鏡器具（８２０）がそこ
を通って同軸に連結されたガイド器具（８１９）と共に記載されている（ここでは、鞘状
器具は付いておらず、鞘状器具が必要でないことを示す。実際、好適な介入アッセンブリ
は、ツール、ガイド及びツール、ツール／ガイド／鞘の組み合わせ、ガイド／内視鏡器具
の組み合わせ、その他を具えていても良い）。第１の器具アッセンブリは、把持ツール（
８０２）を具えた状態で示されているが、第２のアッセンブリは、切除（ＲＦ、クライオ
、レーザ、その他）ツール（８８１）を具えたものが示されている。
【０２２７】
　図２０８Ａ乃至Ｂを参照すると、ステアリング可能な内視鏡器具（８２０）が、ステア
リング可能な内視鏡器具（８２０）の先端にある撮像デバイスの視野内に器具アッセンブ
リ（１８、３０）の遠位先端を保持するように動作している。器具アッセンブリは、切除
ツール（８８１）を具え、腹膜内でその周辺に駆動されており、子宮内膜の損傷（８９１
）を切除している状態が示されている。
【０２２８】
　図２０９Ａ乃至Ｄを参照すると、一実施例によれば、針把持ツール（８０２）を有する
二つの器具アッセンブリ（８９６、８９７）を二つのアクセスポート（８９０、８９２）
を介して腹腔鏡的に使用して、腹壁（８９８）の一部に対して盲腸（８９５）の一部を縫
合することによって盲腸固定を行うことができ、その後閉鎖したレポート（９０９）が残
り、治癒する。別の実施例（図示せず）では、図１９５Ｂ乃至Ｇに記載されているような
構造と同様に、同じステアリング可能な内視鏡器具の内腔を通して、単一のより大きなポ
ートを介して二つの器具アッセンブリを腹腔鏡作動領域に入れることができる。別の実施
例では、図２０９Ｅに記載されているように、二つの器具アッセンブリの各々を、盲腸（
８９５）の反対側の身体（９０７、９０４）の側部から腹腔鏡作動領域に導入して、身体
内のより大きな場所をオペレータに提供して、対象の組織にアプローチすることができる
。二台の針把持器具（８０２）が、盲腸（８９５）の一部を隣接する腹壁組織の一部に縫
合して、盲腸固定術を行っている状態が、図２０９Ｅに記載されている。
【０２２９】
　ここに述べた盲腸固定術の実施例のいずれにおいても、使用する撮像モダリティに依存
して、ここで述べたとおり、ロボットによってステアリング可能な電子機械的アーキテク
チュアを有する内視鏡などの内視鏡（図示せず）を、臍あるいはその他のポートを介して
位置させて、腹腔鏡動作領域を直接視覚化することが好ましい。
【０２３０】
　図２１０Ａ乃至Ｂを参照すると、本発明のある実施例による、３つのサイドポート（９
０４、８９０、８９２）を通って３つのロボットでステアリング可能な器具アッセンブリ
（９０１、９０２、９０３）を用いた腹腔鏡虫垂切除（８９３）が記載されている。一の
アッセンブリは画像捕捉デバイス（８５３）を担持しており、その他の二つのアッセンブ
リは、把持、切断、及び／又は焼灼ツール（８０２）を担持している。図２１０Ｃ乃至Ｄ
を参照すると、臍（８８９）を介して内視鏡器具（９０８）が配置されており、その他の
二つのツールアッセンブリ（８９６、８９７）は側部ポート（９０４、９０７）介して導
入されて、バイポーラ焼灼ハサミあるいは把持器などのツールを用いて腹腔鏡的に虫垂（
８９３）を把持して除去するようにした別の実施例が記載されている。
【０２３１】
　図２１１Ａ乃至Ｈを参照すると、本発明の様々な実施例によるロボット器具アッセンブ
リを用いた腹腔鏡前立腺切除の一実施例が記載されている。臍（８８９）と様々な好まし
い腹腔鏡外科ポートが、男性泌尿器システムの様々な面にアクセスを提供している。図２
１１Ａを参照すると、骨盤の生体構造及びその他の組織の位置で行われる腹腔鏡前立腺切
除においては、臍（８８９）がステアリング可能な内視鏡（９０８）の好ましいポートで
ある。図２１１Ｂを参照すると、二つの別の器具アッセンブリ（９０２、９１３）がビキ
ニライン側部ポートを通って、前立腺（９１１）に直接的なアクセスを提供している。図
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２１１Ｃに示すように、第１の器具アッセンブリ（９０２）は、把持ツールを具えており
、第２の器具アッセンブリ（９１３）は、バイポーラのハサミまたはスカルペルなどの切
除ツールを具える。図２１１Ｄを参照すると、一の器具アッセンブリを、前立腺周辺の筋
膜（９１４）を切開して操作するのに使用し、その他の器具アッセンブリを用いて、前立
腺（９１１）が露出するまで、カット、把持、焼灼、その他を行う。図２１１Ｅを参照す
ると、一の器具アッセンブリ上の把持ツールと、その他のアッセンブリ上の切断ツールを
、前立腺（９１１）と前立腺尿道（９１２）の切り離し及び切開に使用することができる
。図２１１Ｆを参照すると、残った尿道（９１２）の端部を、縫合（８９９）によって修
復することができる。図２１１Ｇ乃至Ｈを参照すると、前立腺を囲む筋膜組織（９１４）
は、以前のように自身に縫合されて（８９９）、尿道（９１２）の周囲にカラーを形成す
る。
【０２３２】
　図２１２Ａ乃至Ｃを参照すると、本発明のある実施例に係る二つのステアリング可能な
器具アッセンブリ（９０２、９１５）を使用して腹腔鏡結腸半切除術を行う様子が記載さ
れている。これは、臍アクセスポートを介して第３の器具（９０７）の上に、または、図
１９５Ｂ乃至Ｇに示すように、２つのステアリング可能な器具アッセンブリに連結した器
具の上に配置した画像捕捉デバイスによって行われる。図２１２Ａを参照すると、一の器
具アッセンブリは、ステープリングまたはクリップ適用ツール（９１６）を導入し、もう
一つの器具アッセンブリは、把持、切断、及び／又は焼灼ツールを導入することができる
。図２１２Ｂを参照すると、ステープル（９１７）をはずし、右側の結腸（９００）の一
部を分離することで右側の結腸半切除を行い、次いで、この分離したセクションを切除し
て取り出し、ステープル（９１７）で留めた二つの切り離された端部を残す。図２１２Ｃ
を参照すると、いくつか、または全てのステープルを除去し、一方で、結腸の不連続性を
追加のステープルまたは縫合で対処して、端部から端部の吻合を形成している。
【０２３３】
　図２１３Ａ乃至Ｃを参照すると、本発明のある実施例による一又はそれ以上のステアリ
ング可能な器具アッセンブリを用いて、女性の膀胱（９１０）から尿道が出ている尿道ネ
ック周囲にスリング人工器官（９１９）を配置するために骨盤領域の組織に正確にナビゲ
ートして、膀胱（９１０）、尿道、膣（８７５）の脱出を防止している。尿道を適宜につ
り上げることによって、女性の失禁症状を低減することができる。図２１３Ｃを参照する
と、スリング人工器官（９１９）を、この人工器官製品を配布している製造者が推奨する
ように、骨盤（９２０）あるいはクーパ靱帯などの柔組織構造を具える骨に対して前側／
上側に留めつけることができる。同様に、図２１４Ａ乃至Ｂを参照すると、単一または複
数の縫合と同じように単純に、張力つり下げ組織（９２１）をステアリング可能な器具ア
ッセンブリで取り付けて、子宮（８７５）あるいは尿道ネックを支持するのに使用できる
。
【０２３４】
　図２１５Ａ乃至Ｃを参照すると、切断または焼灼ツール（８７８）を有する一実施例に
係る非常に高精度な器具アッセンブリ（９２３）を用いて臨床的に締め付けた下側食道括
約筋（９２４「ＬＥＳ」という）にアプローチすることによって下側ヘラー筋切開術を腹
腔鏡的に行って、筋肉組織を外科的に解放（９２６）してＬＥＳ（９２４）における食道
（９２５）近くで円周状フープ応力を生じさせるようにしている。画像捕捉デバイス（８
５３）は、同じ、又は別の器具アッセンブリ（９０１、９０８）の上に担持させることが
できる。一またはそれ以上の外科的に作ったポート（９０１、９２３）からアクセスルー
トを取ることができる。このポートの一つは臍（８８９）であっても良い。図２１５Ｄ乃
至Ｅを参照すると、胸腔と腹腔間にＬＥＳ（９２４）が位置するために、ポート位置がよ
り高い経胸腔アプローチを用いることもできる。
【０２３５】
　図２１６Ａ乃至Ｃを参照すると、本発明のある実施例によって胃上側（８９４）を把持
し、ＬＥＳ領域用に折りたたんだ周辺カラーを作り、図２１６Ｃに示すように、このカラ
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ーを適所に縫合するように構成した２又はそれ以上の器具アッセンブリ（８９６、９０３
）によってニッセン胃底皺襞形成術を腹腔鏡的に行う。胃底皺襞形成術が過度に締まった
ＬＥＳを作る場合、縫合（８９９）の一つを腹腔鏡的に解放して、胃底皺襞形成術によっ
て作ったＬＥＳにかかるフープ応力を徐々に緩めることができる。同じ群の器具（８９６
、９０３）を用いて、図２１７Ａ乃至Ｃに示すように、ルーＹ接合（９２８）を作ること
ができる。図２１７Ｄに示すようにように、腹腔鏡ルーＹ接合（９２８）に沿って、一連
（９２９）のステープル、縫合、及び／又はクリップを用いることで、胃収縮を行うこと
ができる。代替的に、図２１７Ｅに示すように、同様の一連（９３０）のステープル、縫
合、及び／又はクリップを、内腔端部の締結ツール（９１６）と、ここに記載したような
ステアリング可能なロボットカテーテルアッセンブリを用いて、胃（８９４）の内側から
取り付けることができる。
【０２３６】
泌尿器介入：
　図２１８Ａを参照すると、一の実施例によるステアリング可能な器具アッセンブリを尿
道（９１２）を介して膀胱（９１０）へ進めている。ここでは、画像捕捉デバイス（８５
３）を用いて、注入した生理的食塩水によって容易にして、対象となる損傷（９３３）の
細胞検査と潜在的な観察を行う。画像捕捉デバイスを接続するロボットガイド及び／又は
鞘の全方向的ステアリング性と正確さが、膀胱（９１０）内部の画像の収集を容易にして
いる。この画像を互いに貼り付けて、３次元画像を形成する。器具アッセンブリ（９０１
）も、明らかな出血や、組織の不規則な部分などの欠陥に向けて画像捕捉デバイスを進め
、これを拡大するのに使用することができる。図２１８Ｂを参照すると、器具アッセンブ
リ（３０、１８、８８１）は、代替的に、あるいは、追加で、膀胱（９１０）内の腫瘍ま
たはその他の損傷（９３３）を切除する切除ツール（８８１）などの介入ツールを具えて
いても良い。図２１８Ｃ乃至Ｄを参照すると、器具アッセンブリの一部分（例えば、鞘状
遠位先端を尿道の入り口において膀胱に位置させ、より細いガイド１８を、腎臓（９３２
）に向けてその中へ入れる）を、腎臓へ向けて進めて、腎臓（９３２）の中へステアリン
グ可能に入れることができる。ここでは、把持器またはその他のツールで結石（９３６）
を捕捉するか、あるいは、図２１８Ｃ－Ｄに記載するように、化学薬剤、クライオ、ＲＦ
、あるいはレーザ切除ツール（９３５）、又は、超音波などのその他の照射性技術を用い
て、結石を破壊することができる。
【０２３７】
　図２１９Ａを参照すると、図２１９Ａ乃至Ｃに示すように、尿道（９１２）を通り、膀
胱（９１０）の壁を通り抜けた後、比較的弾性のある腎臓（９１０）を、フレキシブルア
クセスポイントとして、あるいは、子宮（８７５）などの腹腔内構造に対する設定／アプ
ローチスペースとして用いることができる。図２１９Ｂ乃至Ｃに示すように、このアクセ
スルートを、組織の撮像／生検／溶解、組織の切除、ステアリング可能なカテーテルプラ
ットフォーム（９３７）に接続した後退可能な針（８１６）などの細いツールを用いて子
宮全域内への薬剤あるいは細胞／遺伝子セラピィの注入、その他を行うことができる。こ
のアクセスルートは、線維腫などの組織損傷（９３８）を生検する、マークする、及び／
又は溶解させるためのナビゲートに使用することができる。
【０２３８】
上側胃腸管介入：
　内部内腔によるアプローチから、ここに述べた実施例にあるようなステアリング可能な
ツールアッセンブリ（３０、１８）を用いて、ＬＥＳ（９２４）をバルーン（８５１）で
拡大することができる。図２２０Ａ乃至Ｃを参照すると、拡張可能なバルーン（８５１）
を具えるステアリング可能な器具アッセンブリが、ＬＥＳ（９２４）内に精密に配置され
、拡張され、除去されており、少なくとも一過性にＬＥＳ（９２４）を拡大あるいは拡張
させる。図２２１Ａ乃至Ｃを参照すると、ＲＦ、レーザ、クライオ、超音波、その他を用
いた切除ツール（８８１）をガイド／鞘状アッセンブリ（１８、３０）に連結して、過度
に締まったＬＥＳ（９２４）を具える組織を、結果として拡大したＬＥＳへ組織を内部か
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ら切除するのに用いることができる。切除特性を有する拡張可能なバルーン内で、切除と
拡大を組み合わせることができる。一の実施例では、切除ツール（８８１）は、従来のＲ
Ｆ切除カテーテルの遠位先端にある分散切除ゾーンに対向する周方向を向いた切除ゾーン
を有しており、切除動作の特定の仕事が行われる間に、周辺のＬＥＳ（９２４）の組織に
、より広がった切除が行われる。
【０２３９】
　図２２２Ａ乃至Ｂを参照すると、一の実施例では、ステアリング可能な器具アッセンブ
リ（３０、１８）の端部に連結された切除プローブツール（８８１）をステアリングして
、グレリン（Ｇｈｒｅｌｉｎ）ホルモンを分泌することで知られている細胞の損傷（９３
９）に向けて進めて、ステアリングすることができる。このホルモンは、体重調整に関す
る視床下部にある特別な神経を活性化する。ＲＦ、クライオ、レーザ、超音波、その他を
用いたこれらの細胞の一部を切除して、食欲抑制によって肥満を治療することができる。
【０２４０】
　図２２３Ａ乃至Ｉを参照すると、細長いステアリング可能な器具アッセンブリ（３０、
１８）を利用して、食道（９２５）、胃（８９４）、及びオッディ括約筋（９４６）を通
ってナビゲートし、膵管（９４１）、総胆管（９４５）、胆嚢管（９４３）、胆嚢（９４
０）、肝管（９４４）、および肝臓（９４２）へアクセスすることができる。図２２３Ｂ
を参照すると、鞘状器具（３０）とガイド器具（１８）を具えるステアリング可能な器具
アッセンブリを、十二指腸にナビゲートすることができ、また、より小さなガイド器具を
転回させて、オッディ括約筋（９４６）を通って進めることができる。図２２３Ｃを参照
すると、ステアリング可能なガイド（１８）器具を総胆管（９４５）にナビゲートし、肝
管（９４４）まで進めて閉塞物を取り除き、石（９４９、９３６）を真空吸引し、エネル
ギィ及び／又は化学的治療によって石（９４９，９３６）を破壊することができる。図２
２３Ｄを参照すると、片側だき超音波アレイなどの超音波デバイス（８６３）と、後退可
能な針（８８６）を具えるステアリング可能なガイド器具（１８）を用いて、胆嚢管（９
４３）と胆嚢（９４０）にカニューラを挿入し、障害物を除去することができる。図２２
３Ｅを参照すると、ステアリング可能なガイド器具（１８）を用いて、ステント、あるい
はステントグラフト構造などの自己拡張あるいは拡張可能な人工器官（８８０）を、総胆
管（９４５）内などの対象の管システム内に展開させることができる。図２２３Ｆ乃至Ｇ
を参照すると、ＲＦ、クライオ、超音波、及び／又はレーザなどを用いた、切除または砕
石ツール（９４８）を用いて、胆嚢管（９４３）及び／又は胆嚢（９４０）から結石（９
４９、９３６）などの障害物を取り除くことができる。同様に、図２２３Ｈに示すように
、肝管内の障害物に対処することができる。
【０２４１】
　図２２３Ｉに示すように、総胆管（９４５）を転回させるよりは、オッディ括約筋（９
４６）へのカニューラの挿入に続いて、ステアリング可能な器具を膵管（９４１）に進め
て、ここで結石などの障害物を除去するのに使用し、また、例えば、横に突出した後退可
能な針構造付の片側だき超音波アレイを用いて、膵臓（９４７）組織の生検、治療、及び
／又は溶解を行うことができる。
【０２４２】
　図２２４Ａ乃至Ｇを参照すると、本発明の一実施例を用いた経胃胆嚢切除術が示されて
いる。図２２４Ａ乃至Ｂを参照すると、鞘状（３０）及び／又はガイド（１８）器具など
の、ステアリング可能な器具を胃（９９４）の右壁へナビゲートして、図２２４Ｂに示す
ように、右の胃の一部を胆嚢（９４０）に向けて一時的に拡張させて、ステアリング可能
な器具の遠位端近傍にある構造の超音波撮像を容易にしている。右の胃に対する胆嚢（９
４０）と胆嚢管（９４３）の胆嚢の解剖学的な位置は、特に、胆嚢（９４０）が位置すべ
き領域に向けて拡大した胃（８９４）の一部が、超音波撮像用に利点のある視野を作り出
している。胆嚢（９４０）と関連する構造の位置を確認して、ステアリング可能な器具（
３０）を潜在的に再配置する、あるいは、再ベクトル化した後、器具アッセンブリの無菌
部分を、好ましくはオンボードの画像捕捉手段と共に、胆嚢管（９４３）と、胆動脈（９
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５１）に向けて胃粘膜を通って進め、図２２４Ｄ乃至Ｆに示すように、器具アッセンブリ
の遠位端を観察する。
【０２４３】
　図２２４Ｄを参照すると、一実施例によれば、胆嚢管（９４３）の結合にクリップ適用
器（図示せず）を使用することができ、その後、ハサミまたはその他の切断ツール（９５
２）を用いて胆嚢管を切る。バイポーラ焼灼ハサミ（９５２）などの、焼灼／切断ツール
を用いて、図２２４Ｅに示すように、胆嚢（９４０）を胆動脈（９５１）から分離させる
。次いで、図２２４Ｆに示すように、切開及び／又は焼灼ツール（９５２）を用いて、胆
嚢（９４０）を肝臓（９４２）ベッドから切り離すことができる。胃粘膜を通して別の無
菌ツール（８９７）を進めて、胆嚢（９４０）を把持して、図２２４Ｆに示すように、そ
の内容物がこぼれないようにする。その他の組織から胆嚢（９４０）を切り離した後、胃
粘膜を通して胃（８９４）内へ胆嚢を引っ張り、口から取り出す。胃粘膜に生じる欠損は
、縫合デバイスあるいは人工器官のクイック接続ポートハードウエアを用いて、応急に閉
じる（９５３）。このデバイスあるいはハードウエアをステアリング可能な器具アッセン
ブリの遠位端に連結して、ここに記載したようなインサイチュウでの介入を行うようにす
ることができる。上述したような経胃的なアクセスを用いて、腹膜にアクセスすることも
できる。
【０２４４】
下側胃腸管介入：
　図２２５Ａ乃至Ｆを参照すると、ステアリング可能な器具アッセンブリを用いて、直腸
（９５５）を通って大腸（９００）へナビゲートし、ポリープなどの組織欠陥あるいは形
成異常（９５４）を生検し、溶解し、及び／又は除去する介入を行うことができる。図２
２５Ａを参照すると、ＣＣＤカメラあるいはファイバカメラなどの前方画像捕捉デバイス
（８５３）と共に、ステアリング可能な器具アッセンブリ（９０１）をステアリング可能
に大腸（９００）にナビゲートしている状態が記載されている。この器具アッセンブリの
高度なステアリング可能性によって、図２２５Ｂに記載されているように、全方向におけ
る組織欠陥（９５４）の検査を容易にしている。図２２５Ｃを参照すると、器具アッセン
ブリは、複数の器具サブアセンブリを具えていても良く、このうちの一つが、ポリープ除
去焼灼スネアデバイス（９５７）を具えていても良い。図２２５Ｄ及び２２５Ｅに示すよ
うに、この焼灼スネアデバイス（９５７）は、適所に正確にナビゲートされて、ポリープ
などの組織欠陥（９５４）を焼灼して除去するのに使用される。図２２５Ｆを参照すると
、器具アッセンブリをその他の欠陥（９５４）に再度方向付けることができ、ここで、同
じ手順を繰り返しても良い。代替的にステアリング可能な器具アッセンブリから生検針（
図示せず）を展開させて、大腸の組織欠陥を正確にサンプリングすることができる。
【０２４５】
経気管支介入：
　図２２６Ａ乃至２２９Ｄを参照すると、一又はそれ以上のステアリング可能な器具アッ
センブリを用いて、気管（９５８）、気管支（９５９）、及び肺（９６４）にナビゲート
し、これらを診断あるいは治療することができる。図２２６Ａ乃至Ｃを参照すると、拡張
可能なバルーン（８５１）を具えるステアリング可能な器具アッセンブリ（３０、１８）
を、気管支（９５９）まで進めて、一方向弁を収納するように構成したステント構造など
の拡張可能な人工気管（９６０）を展開させるのに使用することができる。肺気腫などの
疾患を治療する場合、活性肺気量、薬剤溶出ポリマ、その他を減らすことが望ましい。別
の実施例では、ステントを展開させて、特定の気道セクションの開存性を維持することが
できる。図２２７Ａ乃至Ｄを参照すると、ある気管支（９５９）を、クライオ、ＲＦ、超
音波、その他を用いて切除して（８８１）、気管支の壁にある喘息に関連する平滑筋の狭
窄（９６１）を防ぐことができる。この平滑筋自体を切除する（８８１）、あるいはこの
筋肉に続く運動神経を切除して、気道（９６２）をより広げることができる。
【０２４６】
　図２２８Ａ乃至Ｃを参照すると、切除ツール（８８１）を、ステアリング可能な器具ア
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ッセンブリ（１８、３０）に連結させて、気管支（９５９）にナビゲートして、特別な位
置で切除を行って瘢痕（９６３）と、喘息などの理由で望まれない肺気量につながる気道
の部分的あるいは全体的な閉塞が生じる。図２２９Ａ乃至Ｄを参照すると、ステアリング
可能な器具を用いて、片側だき超音波アレイなどの超音波デバイス（８６３）を、電極と
しても機能する側部に突出した後退可能な針（８６６）と共に配置して、腫瘍などの肺の
中の潜在的なあるいは既知の損傷（９６５）を発見、生検、注入、切除（８８６）、及び
／又は溶解を行うことができる。
【０２４７】
関節鏡介入：
　本発明のいくつかの実施例に係るステアリング可能なツールアッセンブリを用いて、ヒ
トの膝滑膜性関節の側部ポートから、同じ関節の後側局面へ正確に針を通して、前側ある
いは側部から後側へ縫合し、半月板の損傷を縫合によって修復することができる。入り乱
れた滑膜性関節（腰関節など）は、入り乱れた、好ましくは、灌水した腰関節などの関節
スペースにナビゲートするように構成した細いステアリング可能な器具アッセンブリの端
部に配置した小さなステアリング可能な器具で調べることができる。
【０２４８】
脊椎介入：
　本発明の実施例によって提供されるステアリング可能なプラットフォームを用いて、例
えば、石灰化した組織と神経の周囲に入れることによって、椎間板スペースにステアリン
グ／ナビゲートすることができる。脊椎穿刺を行って、非常に細いステアリング可能なデ
バイスをＣＳＦチャネルに挿入して硬膜下の脳へ折り返して、硬膜下血腫を吸引する、脳
組織を生検する、調査する、及び、脳の領域にナビゲートすることができる。
【０２４９】
胸腔介入：
　また、本発明のいくつかの実施例によるステアリング可能な器具と器具アッセンブリを
用いてＩＭＡの分解と、一方の肺（好ましくは左肺）を落とした後関連する小さな管の焼
灼を行うことができ、次いで、一又はそれ以上のＩＭＡｓの遠位端吻合によってバイパス
を作ることができる。縦隔鏡検査は、胸骨上のアクセスルートから行うことができる。心
膜外スペースへは、剣状突起の下のアクセスルートからアクセスして、心外膜の切除、あ
るいはぺーシングリードの配置を行うことができる。肺の楔状切除術は、好ましくは、腫
瘍などの組織欠陥への案内を助けるＣＴ／ＭＲデータを用いて、経胸郭アプローチから行
うことができる。迷走神経あるいは内蔵神経ぺーシングリードは、経胸郭検査法によって
非常に正確に配置することができる。上述したとおり、ヘラーの筋切開術を経胸郭的アプ
ローチによって行うことができる。
【０２５０】
鼻咽頭介入：
　図２３０Ａ乃至Ｆの実施例に記載されているように、本発明の実施例によるステアリン
グ可能な器具アッセンブリ（３０、１８）を用いて、鼻／洞経路にナビゲートして、診断
を行い、治療を行うことができる。一の実施例では、経鼻経路（９６７）を通過させて、
上顎洞へエントリするための約２．５ｍｍ以下の全断面寸法を有するステアリング可能な
器具を用いて、上顎洞にナビゲートし、灌水し、投薬することができる。更に、この上顎
洞へのエントリは、図２３０Ｇに示すように、石灰化した関連柔組織を高精度に、少なく
とも部分的に切開するように構成されたバー、ドリルあるいはその他の拡大ツール（９６
６）によって増加する。その他の実施例では、前頭洞、篩骨洞、および蝶形骨洞にアクセ
スし、診断し、治療することができる。
【０２５１】
　図２３０Ａを参照すると、前頭洞、篩骨洞、および蝶形骨洞は、鼻腔や、上顎洞の小孔
を介してアクセスすることができる。図２３０Ａを参照すると、ステアリング可能な器具
が、篩骨にナビゲートしている。図２３０Ｃを参照すると、ステアリング可能な器具が前
頭洞にナビゲートしている。図２３０Ｄを参照すると、ステアリング可能な器具が蝶形骨
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洞にナビゲートしている。図２３０Ｅを参照すると、ステアリング可能な器具が、小孔を
通って上顎洞に入っているところが記載されている。図２３０Ｆを参照すると、ステアリ
ング可能な器具の遠位先端が、上顎洞にナビゲートしているところが記載されている。図
２３０Ｇを参照すると、小孔を上顎洞へ拡大するのに用いることができるバー遠位先端（
９６６）が記載されている。
【０２５２】
咽頭介入：
　咽頭は、従来の硬い咽頭鏡とは対照的に、いくつかの実施例で提供されているフレキシ
ブル／ステアリング可能なプラットフォームを用いて、口（９６８）を介して生検を行い
、修正し、切除することができる。図２３１Ａを参照すると、好ましくは、ＣＣＤまたは
ファイバデバイスといった直接的な視覚化手段などの画像捕捉デバイスを具えるステアリ
ング可能な器具アッセンブリは、口（９６８）を介してステアリング可能におよびフレキ
シブルにナビゲートすることができ、咽頭（９６９）領域へ降りてゆく。図２３１Ｂを参
照すると、患者の特定の生体構造によって、ステアリング可能な器具アッセンブリの遠位
端を咽頭にナビゲートするには、有意な転回と、ステアリング能力が必要とされる。図２
３１Ｃ乃至Ｅは、ステアリング可能な器具の遠位端に連結することができ、咽頭で使用さ
れるツールの様々な実施例を示す。
【０２５３】
　図２３１Ｃを参照すると、一の実施例によれば、側部に突出した後退可能な針（８８６
）を有する片側だき超音波アレイなどの超音波デバイス（８６３）が記載されている。こ
の針（８８６）は、一の実施例では切除電極としても機能するように構成することができ
る。超音波デバイス（８６３）を用いて、疑似腫瘍などのターゲットである組織塊内に、
組織塊に対する、あるいは組織塊に隣接する位置に針を案内するのに用いることができる
。後退可能な針は、ターゲット組織塊の生検、切除（ＲＦ、クライオ、レーザ、超音波、
その他）、溶解、注入、その他に使用することができる。図２３１Ｄを参照すると、より
丸まった形状の切除チップ（８８１）を選択的に用いて、ターゲット組織塊を切除（ＲＦ
、クライオ、レーザ、その他）、溶解し、潜在的にターゲット組織塊（９７０）に傷を作
る、あるいは収縮させることができる。図２３１Ｅを参照すると、把持器（８０２）また
はその他のツールを用いて、咽頭（９６９）領域に外科的に介入して、人工器官を配置し
たり、塊あるいは障害物を除去したり、あるいは、無呼吸睡眠などの臨床的な問題に取り
組むために、ターゲット組織を修正することができる。
【０２５４】
甲状腺／副甲状腺介入：
　図２３２Ａ乃至Ｃを参照すると、様々な実施例による一又はそれ以上のステアリング可
能な器具アッセンブリを、鎖骨の上の経皮的アクセスポイントから、甲状腺（９７１）及
び副甲状腺（９７２）領域へナビゲートすることができる。甲状腺（９７１）領域に入る
と、ＣＣＤ又はファイバデバイスなどの直接視覚化手段といった、画像捕捉デバイスを好
ましくは具えるステアリング可能な器具（８９６、８２０、９０１）を用いて、甲状腺（
９７１）及び／又は副甲状腺（９７２）を調べ、生検を行い、切除し（ＲＦ、クライオ、
レーザ、超音波、その他）、部分的に溶解し、注入を行い、あるいは、これらのいずれか
の一部を切除して除去することができる。図２３２Ａを参照すると、甲状腺及び／又は副
甲状腺の上に焦点を合わせた前方監視ステアリング可能な内視鏡（８２０、９０１）を用
いて、いくつかの実施例によって構成した一又はそれいじょうのステアリング可能な器具
アッセンブリ（８９６）を用いて、甲状腺及び／又は副甲状腺を処理することができる。
図２３２Ｃを参照すると、副甲状腺（９７２）の一又はそれ以上の節が、甲状腺（９７１
）近傍の正常位置にない場合に、このような位置に副甲状腺（９７２）のあるべきところ
にない節が位置していることを期待して、操作可能な器具を縦隔領域（９７３）に戻すよ
うにステアリングすることができる。
【０２５５】
脈管介入：
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　ステント及びステントグラフトなどの拡張可能な人工器官を、小さな、ニチノールまた
はステンレス製のトグルボルトタイプのステープルクリップを円周状に留めて展開させる
ことによって、「端部漏れ」のリスクを低減させて、適所に展開させて係止させることが
できる。また、本発明の様々な実施例の対象のステアリング可能な器具システムを用いて
、ステントまたはステントグラフトの縦軸を内側から外へ縦方向に下げることができる。
図２３３Ａ乃至Ｃを参照すると、対象のステアリング可能な器具プラットフォームを用い
て、上行大動脈全体を通じて、クリップ、またはステープル適用器、後退可能な針、その
他などの遠位側で展開するツールを用いて、ナビゲート、診断、治療、及び介入すること
ができる。図２３３Ａを参照すると、ステアリング可能なガイド（１８）及び鞘状（３０
）のアセンブリが腎動脈（９７５）をナビゲートしている。図２３３Ｂを参照すると、ス
テアリング可能な器具が腹腔動脈（９７７）をナビゲートしている。図２３３Ｃを参照す
ると、ステアリング可能な器具が大動脈弓（９７６）をナビゲートして、これを用いて、
大動脈流出路を介した逆方向のアプローチから、心臓（９７４）の左心室へ入っている。
【０２５６】
　図２３４Ａ乃至Ｅを参照すると、腎動脈（９７５）介入が記載されている。図２３４Ａ
を参照すると、ステントまたはステントグラフトなどの拡張可能なあるいは自己拡張する
人工器官（９７９）を、図に示すようなステアリング可能な器具アッセンブリの一実施例
から展開することができる。図に示す器具アッセンブリは、拡張可能なバルーン（８５１
）を具え、蛍光透視法を用いて部分的に観察することができる。図２３４Ｂを参照すると
、別の実施例において、同様の器具アッセンブリを用いて、腎動脈（９７５）内腔を拡大
することができる。図２３４Ｃを参照すると、把持（８０２）または切断ツールを用いて
、腎動脈内の障害物（９８０）を取り除き、腎臓（９３２）に適宜の灌水を行うことがで
きる。図２３４Ｄを参照すると、ガイド器具（１８）によって担持されている切除ツール
（８８１）を用いて、腎動脈中のプラーク又はその他の障害物（９８０）を切除（ＲＦ、
クライオ、レーザ、超音波、その他）することができる。図２３４Ｅを参照すると、ステ
アリング可能な器具プラットフォームを用いて、腎臓（９８２）の実質組織内の組織損傷
を切除（８８１）するか、あるいは、経脈管アプローチから腎臓（９８２）の実質組織内
の損傷に放射性シードを送出することができる。蛍光透視法を用いて、このようなシード
あるいはその他の人工器官の位置を観察することができる。
【０２５７】
　図２３５Ａ乃至Ｅを参照すると、一の実施例によるサイズを小さくしたステアリング可
能な器具アッセンブリを頸動脈（９８３）にナビゲートすることができる。特に、これを
用いて、ＣＴ及びＭＲなどの最新の画像モダリティを利用して、プラーク及びその他の潜
在的な不安定ゾーンまたは構造（９８４）の周辺に、対象システムのナビゲーション能力
で、ナビゲートして、重要な障害物の周囲に経路を計画して、この計画を電気機械的に実
行することができる。例えば、図２３５Ａ乃至２３５Ｅを参照すると、遠位側保護デバイ
ス（９８５）を、ステアリング可能な器具プラットフォーム（３０、１８）によって達成
される適切な遠位位置から注意深く展開することができる。次いで、図２３５Ｃ乃至Ｄを
参照すると、切除（８８１）、除去、あるいは、ＲＦ、超音波、真空、把持器、クライオ
、レーザ、その他によるプラークの除去を、遠位側保護デバイス（９８５）で適所で安全
に行うことができる。次いで、図２３５Ｅに示すように、遠位側保護デバイス（９８５）
を取り出すことができる。
【０２５８】
　図２３６Ａ乃至Ｄを参照すると、別の実施例によるサイズを小さくしたステアリング可
能な器具アッセンブリ（１８、３０）を用いて、頸動脈を通り、周辺の神経血管や、ウイ
リス氏の動脈管（circle of Willis）への全ての経路にナビゲートすることができる。吸
引ツールを用いて、血腫を取り出して、コイルなどの動脈充填デバイスを高精度に配置し
、とりわけ脳組織を生検し、切除（ＲＦ、クライオ、レーザ、超音波）、注入、その他を
行うことができる。
【０２５９】
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その他の介入－伏在静脈採取、形成術：
　本発明の実施例によって提供されるステアリング可能な器具は、伏在静脈を採取するGu
idant社の「VasoView」手順と同等の手順であるが、対象の器具のステアリング可能性故
に有意に改善された手順（剛性のある、ストレートなVasoViewと異なり、経皮性クロッシ
ングの後直ちに鋭角にターンさせることができる）を提供することができる。
【０２６０】
　非限定的な例として、フェースリフト切開を、経皮フェースなど、凸状の表面周囲に精
度良くステアリングするように構成された高度にステアリング可能なプラットフォームを
用いて、耳の後から行うことができる。同様に、対象プラットフォームのステアリング可
能性を用いて、一又はそれ以上のビキニ領域の経皮的アクセスポートから前、横、及び後
側の骨盤領域の脂肪吸引や、臍アクセスポートからの胸部インプラントの切断及び配置、
及びより後側の位置（ポート介入に続いて見えるであろうヘアラインから後）からのブロ
ーリフト皮下切除を容易にする。
【図面の簡単な説明】
【０２６１】
　図は、本発明の例示としての実施例の構成及び有用性を示し、これらの図では、同様の
構成要素は共通の参照番号により示される。
【図１Ａ】図１Ａは、ロボットカテーテルシステムの一実施例を示す図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、ロボットカテーテルシステムの別の実施例を示す図である。
【図２Ａ】図２Ａは、一の実施例のオペレータ制御ステーションを示す図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、図２Ａに示すオペレータ制御ステーションを反対側から見た図であ
る。
【図３】図３は、支持アッセンブリを拡大して示す図である。図３．１ないし３．１０Ｂ
は、一実施例に係る支持アッセンブリの様々な構成部品を示す図である。
【図４】図４は、器具操作装置の一実施例と共に使用する器具の等尺図である。
【図５】図５は、２台の器具の等尺図である。
【図６】図６は、例示的な装着スキームを示す図である。
【図７】図７Ａ乃至Ｃは、一実施例のドレープ構造を示す図である。
【図８】図８Ａ及びＢは、一実施例に係る無菌バリヤを提供する図である。
【図９】図９は、ドレープスキームの様々な実施例を示す図である。
【図１０】図１０は、ドレープスキームの様々な実施例を示す図である。
【図１１】図１１は、ドレープスキームの様々な実施例を示す図である。
【図１２】図１２は、ドレープスキームの様々な実施例を示す図である。
【図１３】図１３は、ドレープスキームの様々な実施例を示す図である。
【図１４】図１４は、ドレープスキームの様々な実施例を示す図である。
【図１５】図１５は、ドレープスキームの様々な実施例を示す図である。
【図１６】図１６は、ドレープスキームの様々な実施例を示す図である。
【図１７】図１７は、器具ステアリング用の器具構造を示す等尺図である。
【図１８】図１８は、カテーテル部材の一実施例を示す図である。
【図１９】図１９は、カテーテル部材の断面図である。
【図２０】図２０は、カテーテル部材の別の実施例の断面図である。
【図２１】図２１は、3つの制御素子内腔を有するカテーテル部材の一実施例を示す図で
ある。
【図２２】図２２は、非等距離内腔構造を有するカテーテル部材を示す図である。
【図２３】図２３は、非等距離内腔構造を有するカテーテル部材を示す図である。
【図２４】図２４は、非等距離内腔構造を有するカテーテル部材を示す図である。
【図２５】図２５は、金属製脊椎の実施例を示す図である。
【図２６】図２６は、金属製脊椎の実施例を示す図である。
【図２７】図２７は、金属製脊椎の実施例を示す図である。
【図２８】図２８は、金属製脊椎の断面図である。
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【図２９】図２９は、一実施例の脊椎用の応力除去パターンを示す拡大図である。
【図３０】図３０は、一実施例の脊椎用の応力除去パターンを示す拡大図である。
【図３１】図３１は、一実施例のポリマ製脊椎を示す図である。
【図３２】図３２は、一実施例のポリマ製脊椎を示す図である。
【図３３】図３３は、制御素子アンカリングの一実施例を示す図である。
【図３４】図３４は、制御素子アンカリングの一実施例を示す図である。
【図３５】図３５Ａは、一実施例に係る器具ベースの様々な態様を示す図である。
【図３６】図３６は、一実施例に係る器具ベースの様々な態様を示す図である。
【図３７】図３７は、一実施例に係る器具ベースの様々な態様を示す図である。
【図３８】図３８は、一実施例に係る器具ベースの様々な態様を示す図である。
【図３９】図３９は、一実施例に係る器具ベースの様々な態様を示す図である。
【図４０】図４０は、一実施例に係る器具ベースの様々な態様を示す図である。
【図４１】図４１は、一実施例に係る器具ベースの様々な態様を示す図である。
【図４２】図４２は、一実施例に係る器具ベースの様々な態様を示す図である。
【図４３】図４３は、一実施例に係る器具ベースの様々な態様を示す図である。
【図４４】図４４は、一実施例に係る器具ベースの様々な態様を示す図である。
【図４５】図４５は、一実施例に係る器具ベースの様々な態様を示す図である。
【図４６】図４６は、一実施例に係る器具ベースの様々な態様を示す図である。
【図４７】図４７は、一実施例に係る器具ベースの様々な態様を示す図である。
【図４８】図４８は、一実施例に係る器具ベースの様々な態様を示す図である。
【図４９】図４９は、一実施例に係る器具ベースの様々な態様を示す図である。
【図５０】図５０は、器具の代替の実施例を示す図である。
【図５１】図５１は、器具の代替の実施例を示す図である。
【図５２】図５２は、器具の代替の実施例を示す図である。
【図５３】図５３は、器具の代替の実施例を示す図である。
【図５４】図５４は、器具の代替の実施例を示す図である。
【図５５】図５５は、器具の代替の実施例を示す図である。
【図５６】図５６は、器具の代替の実施例を示す図である。
【図５７】図５７は、器具の代替の実施例を示す図である。
【図５８】図５８は、器具の代替の実施例を示す図である。
【図５９】図５９は、器具の代替の実施例を示す図である。
【図６０】図６０は、器具の代替の実施例を示す図である。
【図６１】図６１は、器具の代替の実施例を示す図である。
【図６２】図６２は、器具の代替の実施例を示す図である。
【図６３】図６３は、器具の代替の実施例を示す図である。
【図６４】図６４は、器具の代替の実施例を示す図である。
【図６５】図６５は、器具の代替の実施例を示す図である。
【図６６】図６６は、器具の代替の実施例を示す図である。
【図６７】図６７は、器具の代替の実施例を示す図である。
【図６８】図６８は、器具の代替の実施例を示す図である。
【図６９】図６９は、器具の代替の実施例を示す図である。
【図７０】図７０は、器具の代替の実施例を示す図である。
【図７１】図７１は、器具の代替の実施例を示す図である。
【図７２】図７２は、器具の代替の実施例を示す図である。
【図７３】図７３は、器具の代替の実施例を示す図である。
【図７４】図７４は、一実施例に係る鞘状器具の様々な態様を示す図である。
【図７５】図７５は、一実施例に係る鞘状器具の様々な態様を示す図である。
【図７６】図７６は、一実施例に係る鞘状器具の様々な態様を示す図である。
【図７７】図７７は、一実施例に係る鞘状器具の様々な態様を示す図である。
【図７８】図７８は、一実施例に係る鞘状器具の様々な態様を示す図である。



(72) JP 2009-500086 A 2009.1.8

10

20

30

40

50

【図７９】図７９は、一実施例に係る鞘状器具の様々な態様を示す図である。
【図８０】図８０は、一実施例に係る鞘状器具の様々な態様を示す図である。
【図８１】図８１は、一実施例に係る鞘状器具の様々な態様を示す図である。
【図８２】図８２は、一実施例に係る鞘状器具の様々な態様を示す図である。
【図８３】図８３は、一実施例に係る鞘状器具の様々な態様を示す図である。
【図８４】図８４は、一実施例に係る鞘状器具の様々な態様を示す図である。
【図８５】図８５は、一実施例に係る鞘状器具の様々な態様を示す図である。
【図８６】図８６は、同軸に連結したカテーテルの様々な実施例の断面図である。
【図８７】図８７は、同軸に連結したカテーテルの様々な実施例の断面図である。
【図８８】図８８は、同軸に連結したカテーテルの様々な実施例の断面図である。
【図８９】図８９は、同軸に連結したカテーテルの様々な実施例の断面図である。
【図９０】図９０は、同軸に連結したカテーテルの様々な実施例の断面図である。
【図９１】図９１は、同軸に連結したカテーテルの様々な実施例の断面図である。
【図９２】図９２は、一実施例の鞘状カテーテル部材を伴うシールポートとアクセスポー
トの接続を示す図である。
【図９３】図９３は、一実施例の鞘状カテーテル部材を伴うシールポートとアクセスポー
トの接続を示す図である。
【図９４】図９４は、一実施例の鞘状カテーテル部材を伴うシールポートとアクセスポー
トの接続を示す図である。
【図９５】図９５は、器具操作装置の一実施例の内部構造を模式的に示す図である。
【図９６】図９６は、器具操作装置の一実施例の内部構造を模式的に示す図である。
【図９７】図９７は、一実施例の器具操作装置の様々な態様を示す図である。
【図９８】図９８は、一実施例の器具操作装置の様々な態様を示す図である。
【図９９】図９９は、一実施例の器具操作装置の様々な態様を示す図である。
【図１００】図１００は、一実施例の器具操作装置の様々な態様を示す図である。
【図１０１】図１０１は、一実施例の器具操作装置の様々な態様を示す図である。
【図１０２】図１０２Ａ及びＢは、一実施例の器具操作装置の様々な態様を示す図である
。
【図１０３】図１０３．１乃至１０３．１１は、別の実施例の器具操作装置の様々な態様
を示す図である。
【図１０４】図１０４は、オペレータ制御ステーションの一実施例を示す図である。
【図１０５】図１０５Ａ及びＢは、マスタ入力装置の実施例を示す図である。
【図１０６】図１０６Ａ及びＢは、一実施例のカテーテルの運動力学を示す図である。
【図１０７】図１０７Ａ及びＢは、一実施例のカテーテルの運動力学を示す図である。
【図１０８】図１０８Ａ及びＢは、一実施例のカテーテルの運動力学を示す図である。
【図１０９】図１０９Ａ及びＢは、一実施例のカテーテルの運動力学を示す図である。
【図１１０】図１１０Ａ乃至Ｅは、一の実施例によるカテーテル制御を示す図である。
【図１１１】図１１１は、制御システムフローの流れの一実施例を示す図である。
【図１１２】図１１２Ａ乃至Ｂは、位置確認システムの例を示す図である。
【図１１３】図１１３は、一実施例の視覚化とナビゲーションの関係を示す図である。
【図１１４】図１１４は、一実施例の制御スキームの様々な態様を示す図である。
【図１１５】図１１５は、一実施例の制御スキームの様々な態様を示す図である。
【図１１６】図１１６は、一実施例の制御スキームの様々な態様を示す図である。
【図１１７】図１１７は、一実施例の制御スキームの様々な態様を示す図である。
【図１１８】図１１８は、一実施例の制御スキームの様々な態様を示す図である。
【図１１９】図１１９は、一実施例の制御スキームの様々な態様を示す図である。
【図１２０】図１２０は、一実施例の制御スキームの様々な態様を示す図である。
【図１２１】図１２１は、一実施例の制御スキームの様々な態様を示す図である。
【図１２２】図１２２は、一実施例の制御スキームの様々な態様を示す図である。
【図１２３】図１２３は、一実施例の制御スキームの様々な態様を示す図である。
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【図１２４】図１２４は、一実施例の制御スキームの様々な態様を示す図である。
【図１２５】図１２５は、一実施例の運動力学を示す図である。
【図１２６】図１２６は、例示としての運動力学の作動座標を示す図である。
【図１２７】図１２７は、例示としての運動力学の作動座標を示す図である。
【図１２８】図１２８は、マスタ入力装置を伴うシステムのブロック図である。
【図１２９】図１２９は、触覚信号の位置ベクトルを変形するサンプルフローチャートを
示す図である。
【図１３０】図１３０は、触覚機能を具えるシステムのブロック図である。
【図１３１】図１３１は、一実施例の分割キャリッジ設計用の張力制御関係を示す図であ
る。
【図１３２】図１３２は、一実施例の分割キャリッジ設計用の張力制御関係を示す図であ
る。
【図１３３】図１３３は、一実施例の分割キャリッジ設計用の張力制御関係を示す図であ
る。
【図１３４】図１３４は、一実施例の分割キャリッジ設計用の張力制御関係を示す図であ
る。
【図１３５】図１３５は、一実施例の分割キャリッジ設計用の張力制御関係を示す図であ
る。
【図１３６】図１３６は、一実施例の分割キャリッジ設計用の張力制御関係を示す図であ
る。
【図１３７】図１３７は、組織構造モデルを合成する方法を示す図である。
【図１３８】図１３８は、組織構造モデルを合成する方法を示す図である。
【図１３９】図１３９は、組織構造モデルを合成する方法を示す図である。
【図１４０】図１４０は、組織構造画像を取得してコンパイルする別の実施例の様々な態
様を示す図である。
【図１４１】図１４１は、組織構造画像を取得してコンパイルする別の実施例の様々な態
様を示す図である。
【図１４２】図１４２は、組織構造画像を取得してコンパイルする別の実施例の様々な態
様を示す図である。
【図１４３】図１４３は、組織構造画像を取得してコンパイルする別の実施例の様々な態
様を示す図である。
【図１４４】図１４４は、組織構造画像を取得してコンパイルする別の実施例の様々な態
様を示す図である。
【図１４５】図１４５Ａ及びＢは、組織構造画像を取得してコンパイルする別の実施例の
様々な態様を示す図である。
【図１４６】図１４６Ａ乃至Ｄは、組織構造画像を取得してコンパイルする別の実施例の
様々な態様を示す図である。
【図１４７】図１４７は、組織構造画像を取得してコンパイルする別の実施例の様々な態
様を示す図である。
【図１４８】図１４８Ａ乃至Ｃは、組織構造画像を取得してコンパイルする別の実施例の
様々な態様を示す図である。
【図１４９】図１４９は、ヒトの左心房の3次元組織構造モデルを取得する実施例を示す
図である。
【図１５０】図１５０は、ヒトの左心房の3次元組織構造モデルを取得する実施例を示す
図である。
【図１５１】図１５１は、接触感知手段の様々な実施例を示す図である。
【図１５２】図１５２は、接触感知手段の様々な実施例を示す図である。
【図１５３】図１５３は、接触感知手段の様々な実施例を示す図である。
【図１５４】図１５４は、接触感知手段の様々な実施例を示す図である。
【図１５５】図１５５は、接触感知手段の様々な実施例を示す図である。
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【図１５６】図１５６は、接触感知手段の様々な実施例を示す図である。
【図１５７】図１５７は、接触感知手段の様々な実施例を示す図である。
【図１５８】図１５８Ａ乃至Ｄは、解釈されたマスタフォローイングの例を示す図である
。
【図１５９】図１５９Ａ乃至Ｄは、解釈されたマスタフォローイングの例を示す図である
。
【図１６０】図１６０Ａ乃至Ｄは、解釈されたマスタフォローイングの例を示す図である
。
【図１６１】図１６１は、本発明の一実施例に係る心筋切除手順を示す図である。
【図１６２】図１６２は、本発明の一実施例に係る心筋切除手順を示す図である。
【図１６３】図１６３は、本発明の一実施例に係る心筋切除手順を示す図である。
【図１６４】図１６４は、本発明の一実施例に係る心筋切除手順を示す図である。
【図１６５】図１６５は、本発明の一実施例に係る心筋切除手順を示す図である。
【図１６６】図１６６は、本発明の一実施例に係る心筋切除手順を示す図である。
【図１６７】図１６７は、本発明の一実施例に係る心筋切除手順を示す図である。
【図１６８】図１６８は、本発明の一実施例に係る心筋切除手順を示す図である。
【図１６９】図１６９は、本発明の一実施例に係る心筋切除手順を示す図である。
【図１７０】図１７０は、本発明の一実施例に係る心筋切除手順を示す図である。
【図１７１】図１７１は、本発明の一実施例に係る心筋切除手順を示す図である。
【図１７２】図１７２は、本発明の一実施例に係る心筋切除手順を示す図である。
【図１７３】図１７３Ａ乃至Ｄは、様々な実施例の電極構成を示す図である。
【図１７４】図１７４Ａ乃至Ｄは、作業器具のその他の実施例用の先端オプションを示す
図である。
【図１７５】図１７５は、システムブロック図を示す図である。
【図１７６】図１７６Ａ乃至Ｂは、重畳した画像によって組織を視覚化する一実施例を示
す図である。
【図１７７】図１７７は、一実施例のディスプレイへの対象の重畳を模式的に示す図であ
る。
【図１７８】図１７８は、分散システムアーキテクチュアの一実施例を示す図である。
【図１７９】図１７９は、一実施例のハードウエアとソフトウエアの接続を示す図である
。
【図１８０】図１８０は、一実施例のソフトウエア相互作用を示す図である。
【図１８１】図１８１は、制御コンソールの一実施例を示す図である。
【図１８２】図１８２Ａ及びＢは、一実施例のユーザインターフェース用の様々なタッチ
スクリーンを示す図である。
【図１８３】図１８３Ａ乃至Ｅは、一実施例のユーザインターフェース用の様々なタッチ
スクリーンを示す図である。
【図１８４】図１８４Ａ乃至Ｄは、一実施例のユーザインターフェース用の様々なタッチ
スクリーンを示す図である。
【図１８５】図１８５Ａ乃至Ｄは、一実施例のユーザインターフェース用の様々なタッチ
スクリーンを示す図である。
【図１８６】図１８６Ａ乃至Ｄは、一実施例のユーザインターフェース用の様々なタッチ
スクリーンを示す図である。
【図１８７】図１８７Ａ乃至Ｅは、器具のいくつかの実施例を示す図である。
【図１８８】図１８８Ａ及びＢは、鞘状器具ベースアッセンブリの一実施例を示す図であ
る。
【図１８９】図１８９Ａ乃至Ｃは、一実施例のガイド器具を示す図である。
【図１９０】図１９０Ａ乃至Ｃは、拡張器の一実施例を示す図である。
【図１９１】図１９１Ａ乃至Ｃは、一実施例の針を示す図である。
【図１９２】図１９２Ａ乃至Ｑは、ガイド器具の作業内腔を通る様々なねじ式ツールの例
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示的実施例を示す図である。
【図１９３】図１９３Ａ乃至Ｃは、同軸に接続したガイド器具と鞘状器具の器具制御構造
の実施例を示す図である。
【図１９４】図１９４Ａ乃至Ｈは、同軸に接続したガイド器具と鞘状器具のツール制御構
造の実施例を示す図である。
【図１９５】図１９５Ａ乃至Ｇは、より大きな器具内に同軸に配置した鞘／ガイドの組み
合わせの実施例を示す図である。
【図１９６】図１９６Ａ乃至Ｆは、経膣的介入手順を行う間に子宮内に進めた、同軸に配
置した、ステアリング可能なガイドと鞘状器具システムの一例を示す図である。
【図１９７】図１９７Ａ乃至Ｃは、ガイド器具内に配置した遠隔作動する把持ツールを用
いて卵管から閉塞を除去する例示的なシステムと手順を示す図である。
【図１９８】図１９８Ａ及びＢは、バルーンとガイド器具を用いて卵管内に拡張可能な人
工器官を拡開させる例示的なシステムと手順を示す図である。
【図１９９】１９９Ａ及びＢは、切除プローブとガイド器具を用いて卵管の局在化した瘢
痕と閉塞を除去する例示的なシステムと手順を示す図である。
【図２００】図２００Ａ及びＢは、ガイド器具に配置した把持及び／又は焼灼ツールを用
いた卵管から組織を除去する例示的なシステムと手順を示す図である。
【図２０１】図２０１Ａ及びＢは、ステアリング可能なガイドと鞘内に配置した針ツール
を用いた卵巣の細切採取法の例示的システムと手順を示す図である。
【図２０２】図２０２Ａ乃至Ｇは、最小侵襲性卵巣切除術を行うためのロボットガイド／
鞘の組み合わせの例示的システムと使用を示す図である。
【図２０３】図２０３は、ガイド器具と関連するツールを腹膜内へ更にステアリング可能
に前進させるために、鞘状器具を卵管を通して前進させるシステムと手順の一実施例を示
す図である。
【図２０４】図２０４Ａ乃至Ｃは、鞘状器具がファロウピウス管を再位置決めして同軸デ
バイスを鞘を通って腹膜内に進めるシステムと手順の一実施例を示す図である。
【図２０４．５】図２０４．５Ａ及びＢは、臍を通って患者の吸入キャビティへステアリ
ング可能な鞘状器具とガイド器具を挿入する例示的システムと手順を示す図である。
【図２０５】図２０５Ａ及びＢは、臍ポートを介してステアリング可能な内視鏡を展開さ
せて、ステアリング可能な器具アッセンブリを具えるようにする例示的な腹腔鏡卵管切除
システムを示す図である。
【図２０５．５】図２０５．５Ａ乃至Ｅは、例示的な腹腔鏡卵巣切除システム及び手順を
示す図であり、ここでは、様々な腹腔鏡ポートを介してロボットカテーテルプラットフォ
ームの一実施例を用いてこの手順の一部を実行する。
【図２０６】図２０６Ａ及びＢは、外科的に形成したサイドポートを通して挿入した針ツ
ールを用いる例示的な腹腔鏡卵巣細切採取システム及び手順を示す図である。
【図２０７】図２０７は、鞘／ガイド／ツールアッセンブリとステアリング可能な内視鏡
器具を使用する腹腔鏡介入システム及び手順の一実施例を示す図である。
【図２０８】図２０８Ａ及びＢは、ステアリング可能な内視鏡器具を用いて、子宮内膜創
傷の位置確認と切除を行う間に、切除ツールの遠位先端を視野内に維持するシステムと手
順の一実施例を示す図である。
【図２０９】図２０９Ａ乃至Ｄは、針把持ツールを伴う二つの器具アッセンブリを二つの
アクセスポートを通して腹腔鏡的に利用する盲腸固定システム及び手順の一実施例を示す
図である。図２０９Ｅは、盲腸の反対側の身体側部から器具アッセンブリを腹腔鏡で導入
した盲腸固定システム及び手順の別の実施例を示す図である。
【図２１０】図２１０Ａ及びＢは、３つのロボットステアリング可能な器具アッセンブリ
を利用した例示的な腹腔鏡虫垂切除システム及び手順を示す図である。図２１０Ｃ乃至Ｄ
は、内視鏡器具を臍を介して配置し、その他の二つのアッセンブリをサイドポートを通し
て導入した腹腔鏡虫垂切除システム及び手順の別の実施例を示す図である。
【図２１１】図２１１Ａ乃至Ｈは、ロボット器具アッセンブリを用いた腹腔鏡前立腺切除
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システム及び手順を示す図である。
【図２１２】図２１２Ａ乃至Ｃは、ステアリング可能な器具アッセンブリを用いた腹腔鏡
結腸半切除システム及び手順を示す図である。
【図２１３】図２１３Ａ乃至Ｃは、ステアリング可能な器具アッセンブリを用いてスリン
グ人工器官を子宮周囲に配置するシステムと手順の一実施例を示す図である。
【図２１４】図２１４Ａ乃至Ｂは、ステアリング可能な器具アッセンブリを用いて子宮を
支える張力サスペンションを設置するシステムと手順の一実施例を示す図である。
【図２１５】図２１５Ａ乃至Ｃは、非常に精密な器具アッセンブリを用いた、腹腔鏡ヘラ
ー筋切開術システムと手順の一実施例を示す図である。図２１５Ｄ及びＥは、経胸腔的ア
プローチを介する腹腔鏡ヘラー（Heller）筋切開術システムと手順の一実施例を示す図で
ある。
【図２１６】図２１６Ａ乃至Ｃは、器具アッセンブリを用いた腹腔鏡ニッセン（Nissen）
胃底皺襞形成システムと手順の一実施例を示す図である。
【図２１７】図２１７Ａ乃至Ｃは、器具アッセンブリを用いてルーＹ吻合を作る腹腔鏡シ
ステム及び手順の一実施例を示す図である。図２１７Ｄは、ロボットカテーテルプラット
フォームを用いた胃縮小術を実行するシステム及び手順の一実施例を示す図である。　図
２１７Ｅは、ステアリング可能なロボットカテーテルプラットフォームと、胃の内側から
の経内視鏡的固定ツールを用いて、胃縮小術を実行するシステム及び手順の一実施例を示
す図である。
【図２１８】図２１８Ａは、カメラデバイス付ステアリング可能な器具を用いて膀胱鏡検
査を行うシステム及び手順の一実施例を示す図である。図２１８Ｂは、切除ツール付ステ
アリング可能な器具を用いて膀胱内から切除を行うシステム及び手順の一実施例を示す図
である。図２１８Ｃ及びＤは、鞘状器具とガイド器具をステアリング可能に腎臓に入れて
腎臓結石を処理するシステム及び手順の一実施例を示す図である。
【図２１９】図２１９Ａ乃至Ｃは、ステアリング可能なカテーテルプラットフォームを用
いて膀胱を介して腹腔内構造にアクセスするシステム及び手順の一実施例を示す図である
。
【図２２０】図２２０Ａ乃至Ｃは、ステアリング可能な器具アッセンブリで拡張可能なバ
ルーンを定立させることによって、下部食道括約筋を拡張するシステム及び手順の一実施
例を示す図である。
【図２２１】図２２１Ａ乃至Ｃは、ステアリング可能な器具アッセンブリによって切除ツ
ールを食道内部に駆動して、下部食道括約筋を切除するシステム及び手順の一実施例を示
す図である。
【図２２２】図２２２Ａ及びＢは、ステアリング可能な器具アッセンブリに連結した切除
プローブツールを胃の内部において駆動して、グレリン（Ghrelin）生成細胞を切除する
システム及び手順の一実施例を示す図である。
【図２２３】図２２３Ａ乃至Ｉは、細長のステアリング可能な器具アッセンブリを、食道
、胃、及びオッディ括約筋を通してナビゲートして、膵管、総胆管、胆嚢管、胆嚢、肝管
、および肝臓にアクセスするシステム及び手順の一実施例を示す図である。
【図２２４】図２２４Ａ乃至Ｇは、ステアリング可能な器具を用いた経胃的胆嚢摘出シス
テム及び手順の一実施例を示す図である。
【図２２５】図２２５Ａ乃至Ｆは、ステアリング可能な器具アッセンブリを用いて結腸へ
ナビゲートし、組織の生検、溶解、除去に介入するシステム及び手順の一実施例を示す図
である。
【図２２６】図２２６Ａ乃至Ｃは、ステアリング可能な器具アッセンブリを気管支へ進め
て、拡張可能なステント構造を拡開させる経気管支介入システム及び手順の一実施例を示
す図である。
【図２２７】図２２７Ａ乃至Ｄは、ステアリング可能な器具アッセンブリを気管支へ進め
て切除を行う、経気管支介入システム及び手順の更なる実施例を示す図である。
【図２２８】図２２８Ａ乃至Ｃは、切除ツール付ステアリング可能な器具アッセンブリを
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気管支に進めて切除を行い瘢痕を作る、経気管支介入システム及び手順の更なる実施例を
示す図である。
【図２２９】図２２９Ａ乃至Ｄ、ステアリング可能な器具アッセンブリを用いて、片側だ
き超音波アレイと片側へ突出した後退可能な針電極を位置決めする、経気管支介入システ
ム及び手順の別の実施例を示す図である。
【図２３０】図２３０Ａ乃至Ｇは、ステアリング可能な器具を用いて、前頭、篩骨、ある
いは経鼻経路を介して蝶形骨洞へアクセスし、ナビゲートする、上咽腔介入システム及び
手順の様々な実施例を示す図である。
【図２３１】図２３１Ａ乃至Ｅは、フレキシブルでステアリング可能な器具アッセンブリ
を用いた喉頭介入システム及び手順の様々な実施例を示す図である。
【図２３２】図２３２Ａ乃至Ｃは、甲状腺及び副甲状腺用の介入システム及び手順の実施
例を示す図である。
【図２３３】図２３３Ａ乃至Ｃは、ステアリング可能な器具プラットフォームを用いて上
行大動脈へナビゲートする脈管介入システム及び手順の実施例を示す図である。
【図２３４】図２３４Ａ乃至Ｅは、ステアリング可能な器具アッセンブリを用いた腎動脈
介入システム及び手順の様々な実施例を示す図である。
【図２３５】図２３５Ａ乃至Ｅは、小型化したステアリング可能な器具アッセンブリを頸
動脈内にナビゲートして、手順を実行するシステム及び手順の一実施例を示す図である。
【図２３６】図２３６Ａ乃至Ｄは、小型化したステアリング可能な器具アッセンブリを用
いて頸動脈を通って末梢神経脈管へナビゲートして、手順を実行するシステム及び手順の
一実施例を示す図である。
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【手続補正書】
【提出日】平成20年4月24日(2008.4.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ロボット内視鏡器具システムにおいて：
　　作業内腔を画定し、器具ドライバの親器具インターフェースに取り外し可能に連結さ
れたベースを有する親内視鏡器具であって、前記器具ドライバが前記親器具インターフェ
ースを介して前記親内視鏡器具を通って延在している制御素子に操作可能に連結された少
なくとも一のモータを具え、前記親内視鏡器具の遠位屈曲部の動きを前記モータの選択さ
れた作動によって制御することができる、親内視鏡器具と；
　　前記親内視鏡器具の作業内腔に少なくとも部分的に配置されたガイドシース器具対で
あって、
　　　作業内腔を画定し、前記親器具インターフェースと同じあるいは異なる器具ドライ
バに配置したシース器具インターフェースに取り外し可能に連結されたベースを具えるシ
ース器具と；
　　　前記シース器具内腔に配置され、前記親器具インターフェースとシース器具インタ
ーフェースの各々と同じ又は異なる器具ドライバに配置したガイド器具インテーフェース
に取り外し可能に連結されたベースを具えるガイド器具と；
　　を具えるガイドシース器具対と；を具え、
　前記親内視鏡器具、シース器具及びガイド器具が、前記それぞれの同じ又は異なる器具
ドライバによって独立して制御可能であることを特徴とするロボット内視鏡器具システム
。
【請求項２】
　請求項１に記載のシステムにおいて、前記親内視鏡器具が更に、一又はそれ以上の画像
捕捉デバイスを具えることを特徴とするシステム。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のシステムにおいて、前記親内視鏡器具が更に、一又はそれ以上
の撮像線源を具えることを特徴とするシステム。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載のシステムにおいて、前記親内視鏡器具が更に灌
水ポートを具えることを特徴とするシステム。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載のシステムが更に、前記ガイド器具の作動内腔に
配置されたツールを具え、当該ツールが前記ガイド器具ベースに動作可能に連結されたア
クチュエータによって作動することを特徴とするシステム。
【請求項６】
　請求項５に記載のシステムにおいて、前記ツールが、電極、把持器、ハサミ、針、折り
たたみ可能なバスケット、焼灼ツール、メス、拡張可能なバルーン、ステープル適用器、
レーザ発光素子、超音波トランスデューサ、及び低温冷却要素を具える群から選択される
ことを特徴とするシステム。
【請求項７】
　請求項５に記載のシステムにおいて、前記ツールが介入手順部位において内部身体組織
を機械的に処理するように作動しうることを特徴とするシステム。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか１項に記載のシステムが更に、前記親内視鏡器具、シース器
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具、及びガイド器具の一又はそれ以上に連結された位置決定センサを具えることを特徴と
するシステム。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれか１項に記載のシステムにおいて、前記ガイド器具インターフ
ェースが前記シース器具インターフェースに対して可動であり、前記ガイド器具が前記シ
ース器具に対して軸方向に可動であり、これによって、前記ガイド器具の遠位端部分が、
前記シース作動内腔に連通する前記シース器具の遠位開口から出て延長し、遠位開口へ戻
ることを特徴とするシステム。
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