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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】機械的クランプ圧力と電気外科エネルギーとの
組み合わせにより、組織を密封および／または切断する
、鉗子を提供する。
【解決手段】導電性組織密封表面２１２ａ、２１２ｂ、
２２２ａ、２２２ｂを備える、対向する１対の第一の顎
部材２１０および第二の顎部材２２０を備える電極アセ
ンブリ２０５であって、該第一の顎部材は、導電性切断
要素２２７を備え、該導電性組織密封表面と該切断要素
との間に、切断ゾーン２２８が規定され；該第一の顎部
材上の該切断要素および該導電性組織密封表面は、密封
プロセスの間、第一の電位までエネルギーを付与され、
そして該第二の顎部材上の導電性組織密封表面は、第一
の電位とは異なる電位までエネルギーを付与され、組織
の密封を行い得；切断プロセスの間、それぞれの顎部材
上の導電性組織密封表面は、該切断要素とは異なる電位
までエネルギーを付与され、組織を切断し得る、電極ア
センブリを備える構成とする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　組織を密封および／または切断するための器具と共に使用するための電極アセンブリで
あって、該電極アセンブリは、
　対向する１対の第一の顎部材および第二の顎部材であって、各顎部材は、該顎部材の長
さに沿って延びる、少なくとも１つの導電性組織密封表面を備え、各組織密封表面は、電
気外科エネルギーの供給源に接続されるように適合されており、その結果、該組織密封表
面は、該組織密封表面の間に保持された組織を通して電気外科エネルギーを伝導させるこ
とが可能である、顎部材；
　該少なくとも１つの導電性組織密封表面の各々に隣接して配置される、絶縁体、
を備え、
　該第一の顎部材は、該第一の顎部材の該絶縁体の内部に配置された導電性切断要素を備
え、該導電性切断要素は、該第二の顎部材上の該絶縁体とほぼ垂直に位置合わせされて配
置され、該少なくとも１つの導電性組織密封表面と該切断要素との間に、少なくとも１つ
の切断ゾーンを規定し；
　該第一の顎部材上の該切断要素および該少なくとも１つの導電性組織密封表面は、密封
プロセスの間、第一の電位までエネルギーを付与され、そして該第一の顎部材上の該少な
くとも１つの導電性組織密封表面は、該第二の顎部材上の該少なくとも１つの導電性組織
密封表面とは異なる電位までエネルギーを付与され、その結果、電気外科エネルギーが、
該組織を通して伝達されて、組織の密封を行い得；そして
　該切断要素は、切断プロセスの間、同じ電位を維持するように構成され、そして該第一
の顎部材上の該少なくとも１つの導電性組織密封表面と、該第二の顎部材上の対応する少
なくとも１つの導電性組織密封表面とが、該切断要素とは異なる電位までエネルギーを付
与され、その結果、電気外科エネルギーが該組織を通して伝達されて、組織を効果的に切
断し得る、
電極アセンブリ。
【請求項２】
　前記切断プロセスおよび密封プロセスが、電気外科エネルギーの供給源によって自動的
に制御される、請求項１に記載の電極アセンブリ。
【請求項３】
　前記第一の顎部材の前記少なくとも１つの導電性組織密封表面の電位と、前記切断要素
の電位とが、外科医によって独立して活性化可能である、請求項１または２のいずれか１
項に記載の電極アセンブリ。
【請求項４】
　前記電極アセンブリに作動的に関連するセンサをさらに備え、該センサは、前記切断プ
ロセスの前に、密封の質を決定する、請求項１～３のいずれか１項に記載の電極アセンブ
リ。
【請求項５】
　前記切断要素が、実質的に鈍く、電気外科的活性化を介してのみ組織を切断可能である
、請求項１～４のいずれか１項に記載の電極アセンブリ。
【請求項６】
　前記第二の顎部材に作動的に接続された第二の導電性切断要素をさらに備え、該第二の
導電性切断要素は、前記第一の顎部材の前記切断要素と同じ電位まで分極される、請求項
１～５のいずれか１項に記載の電極アセンブリ。
【請求項７】
　前記第二の導電性切断要素が、前記第二の顎部材の前記絶縁体の内部に配置される、請
求項６に記載の電極アセンブリ。
【請求項８】
　前記第一の切断要素および第二の切断要素のうちの少なくとも一方の電位、ならびに前
記導電性組織密封表面の電位が、選択的に変更可能である、請求項１～７のいずれか１項
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に記載の電極アセンブリ。
【請求項９】
　各顎部材が、１つのみの導電性密封表面を備える、請求項１～８のいずれか１項に記載
の電極アセンブリ。
【請求項１０】
　各顎部材が、１つのみの導電性密封表面を備え、そして該顎部材のうちの一方のみが、
前記導電性切断要素を備える、請求項１～９のいずれか１項に記載の電極アセンブリ。
【請求項１１】
　組織を密封および／または切断するための器具と共に使用するための電極アセンブリで
あって、該電極アセンブリは、
　対向する１対の第一の顎部材および第二の顎部材であって、各顎部材は、該顎部材の長
さに沿って延びる、少なくとも１つの導電性組織密封表面を備え、各組織密封表面は、電
気外科エネルギーの供給源に接続されるように適合され、その結果、該組織密封表面は、
該組織密封表面の間に保持された組織を通して、電気外科エネルギーを伝導させることが
可能である、顎部材；
　該少なくとも１つの導電性組織密封表面の各々に隣接して配置された、絶縁体、
を備え；
　該第一の顎部材は、該第一の顎部材の該絶縁体の内部に配置された導電性切断要素を備
え、該導電性切断要素は、該第二の顎部材上の該絶縁体とほぼ垂直に位置合わせされて配
置され、該第一の顎部材の該少なくとも１つの導電性組織密封表面と、該切断要素との間
に、少なくとも１つの切断ゾーンを規定し；
　該少なくとも１つの導電性組織密封表面は、少なくとも１つのフランジに作動的に接続
される少なくとも１つの密封セクションを備え、該少なくとも１つのフランジは、該第一
の顎部材の該少なくとも１つの導電性組織密封表面と、該第二の顎部材の該少なくとも１
つの導電性組織密封表面との間のギャップ距離を制御するように構成されており；
　該電極アセンブリは、該少なくとも１つのフランジに隣接する第二の絶縁体を備え、該
第二の絶縁体は、該少なくとも１つの切断ゾーンに向かって内側への迷走電流および熱消
散を減少させるような寸法である、
電極アセンブリ。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つのフランジが、Ｌ字型である、請求項１１に記載の電極アセンブリ
。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つの密封セクションが、Ｕ字型である、請求項１１または１２に記載
の電極アセンブリ。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つのフランジおよび前記切断要素が、該少なくとも１つのフランジの
内側に配置された前記切断ゾーンを規定する、請求項１１、１２または１３に記載の電極
アセンブリ。
【請求項１５】
　前記第一の顎部材上の、前記切断要素および前記導電性組織密封表面が、密封プロセス
の間、ある電位までエネルギーを付与され、そして該第一の顎部材上の少なくとも１つの
導電性密封表面が、前記第二の顎部材上の対応する少なくとも１つの導電性密封表面とは
異なる電位までエネルギーを付与され、その結果、電気外科エネルギーが、前記組織を通
して伝達されて、組織の密封を行い得る、請求項１１、１２、１３または１４に記載の電
極アセンブリ。
【請求項１６】
　脈管および／または組織を密封および切断するための器具と共に使用するための電極ア
センブリであって、該電極アセンブリは、
　対向する１対の第一の顎部材および第二の顎部材であって、各顎部材は、該顎部材の長
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さに沿って延びる少なくとも１つの導電性組織密封表面を備え、各組織密封表面は、電気
外科エネルギーの供給源に接続されるように適合され、その結果、該組織密封表面は、該
組織密封表面の間に保持された組織を通して、電気外科エネルギーを伝導させることが可
能である、顎部材；
　第一の部分を有する絶縁体であって、該第一の部分は、少なくとも１つのフランジと、
導電性切断要素との間で、該少なくとも１つの導電性密封表面とほぼ水平に位置合わせさ
れる地点まで延びる、絶縁体、
を備え；
　該第一の顎部材は、該第一の顎部材の該絶縁体の内部に配置された導電性切断要素を備
え、該導電性切断要素は、該第二の顎部材の該絶縁体とほぼ垂直に位置合わせされて配置
され、該少なくとも１つの導電性組織密封表面と該切断要素との間に、少なくとも１つの
切断ゾーンを規定し；
　該少なくとも１つの導電性組織密封表面は、少なくとも１つのフランジに作動的に接続
される少なくとも１つの密封セクションを備え、該少なくとも１つのフランジは、該少な
くとも１つの密封セクションの内側レッグから延び、該少なくとも１つのフランジは、該
第一の顎部材の該少なくとも１つの導電性組織密封表面と、該第二の顎部材の該少なくと
も１つの導電性組織密封表面との間のギャップ距離を制御するように構成されており；
　該第一の顎部材上の、該切断要素および該導電性組織密封表面は、密封プロセスの間、
ある電位までエネルギーを付与され、そして該第一の顎部材上の該少なくとも１つの導電
性密封表面は、該第二の顎部材上の対応する少なくとも１つの導電性密封表面とは異なる
電位までエネルギーを付与され、その結果、電気外科エネルギーが、該組織を通して移動
し、組織の密封を行い得；そして
　該切断要素は、切断段階の間、同じ電位を維持するように構成されており、そして前記
第一の顎部材上の該少なくとも１つの導電性密封表面と、該第二の顎部材上の対応する少
なくとも１つの導電性密封表面とは、切断電極と異なる電位までエネルギーを付与され、
その結果、電気外科エネルギーが、該組織を通して伝達されて、組織の切断を行い得る、
電極アセンブリ。
【請求項１７】
　絶縁体をさらに備え、該絶縁体は、前記少なくとも１つの切断ゾーンに向かう内側への
迷走電流および熱消散を減少させるような寸法である、請求項１６に記載の電極アセンブ
リ。
【請求項１８】
　前記絶縁体の第二の部分をさらに備え、該第二の部分は、前記切断要素と前記少なくと
も１つの導電性密封表面との間に配置され、該絶縁体は、該少なくとも１つの導電性密封
表面に対して凹んでいる、請求項１６または１７に記載の電極アセンブリ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、内視鏡外科手術手順と開胸外科手術手順との両方のために使用される鉗子に
関し、この鉗子は、使用者が組織を選択的に密封および／または切断することを可能にす
る電極アセンブリを備える。より特定すると、本開示は、機械的クランプ圧力と電気外科
エネルギーとの独特な組み合わせを適用して、組織を効果的に密封し、そして密封された
組織領域の間で組織を効果的に切断する、鉗子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　開胸電気外科手術用鉗子または内視鏡電気外科手術用鉗子は、機械的クランプ作用と電
気エネルギーとの両方を利用して、止血を行う。各対向する顎部材の電極は、異なる電位
に荷電され、その結果、これらの顎部材が組織を把持する場合、電気エネルギーが、この
組織を通して選択的に伝達され得る。外科医は、これらの電極の間でこの組織を通して印
加される電気外科エネルギーの強度、周波数および持続時間を制御することによって、焼
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灼、凝固／乾燥、および／または単なる出血の減少もしくは遅延のいずれかを行い得る。
【０００３】
　特定の外科手術手順は、単なる組織の焼灼のみを必要とするのではなく、そして組織、
脈管および特定の脈管束を「密封」するためのクランプ圧力、電気外科エネルギーおよび
ギャップ距離の組み合わせに依存する。より具体的には、脈管の密封または組織の密封は
、最近開発された技術であり、この技術は、２つの対向する顎部材または密封プレートの
間の組織を効果的に密封するかまたは癒合させるために、クランプ圧力と、電気外科エネ
ルギーと、ギャップ距離（すなわち、組織の周りで閉じる場合の対向する顎部材の間の距
離）の正確な制御との、独特の組み合わせを利用する。脈管または組織の密封は、単なる
「焼灼」（これは、組織を破壊するための熱の使用を包含し、「ジアテルミー」または「
エレクトロジアテルミー」ともまた呼ばれる）ではない。脈管の密封はまた、単なる「凝
固」（これは、組織を乾燥させるプロセスであり、このプロセスにおいて、組織細胞は破
壊され、そして乾燥される）でもない。「脈管の密封」とは、組織内のコラーゲン、エラ
スチンおよび基質を液化させ、これによって、組織が、対向する組織構造体の間でかなり
減少した分界を有する融合塊に再形成されるプロセスと定義される。
【０００４】
　組織または脈管（特に、厚い組織および大きい脈管）を効果的に密封するためには、２
つの優勢な機械的パラメータが、正確に制御されなければならない。これらのパラメータ
は、１）脈管に付与される圧力；および２）電導性組織接触表面（電極）間のギャップ距
離である。これらのパラメータの両方が、密封される脈管または組織の厚さによって影響
を受ける。圧力の正確な付与は、数個の理由のために重要である。これらの理由は、脈管
の壁を向かい合わせるため；組織インピーダンスを、充分な電気外科エネルギーがこの組
織を通ることを可能にするために充分に低い値まで低下させるため；組織の加熱の間の膨
張の力に打ち勝つため；および良好な密封の指標である最終的な組織の厚さに寄与するた
めである。癒合される代表的な脈管壁の厚さは、約０．００１インチ（約０．０２５ｍｍ
）と約０．００６インチ（約０．１５ｍｍ）との間が最適であることが決定されている。
この範囲より小さい場合、密封箇所が切れ得るかまたは裂け得、そしてこの範囲より大き
い場合、この組織は、適切または効果的に密封されないかもしれない。
【０００５】
　より小さい脈管に関して、効果的な密封のために、付与される圧力はさほど重要ではな
くなり、そして導電性表面の間のギャップ距離がより重要になる。換言すれば、２つの導
電性表面が作動の間に接触する機会は、組織の厚さおよび脈管がより小さくなるにつれて
、増加する。
【０００６】
　代表的に、そして特に内視鏡電気外科手順に関して、一旦、脈管が密封されると、外科
医は、この密封器具を手術部位から取り出し、カニューレを通して新たな器具と交換し、
そしてこの脈管を、新たに形成された組織密封箇所に沿って正確に切断しなければならな
い。このさらなる工程は、時間を浪費し得（特に、かなり多くの数の脈管を密封する場合
）、かつ切断器具を組織密封箇所の中心に沿って整列または配置することの失敗に起因し
て、密封線に沿った組織の不正確な分離に寄与し得る。
【０００７】
　組織の密封の形成後にこの組織を効果的に切断する、ナイフまたは刃部材を組み込む器
具を設計するための、数種の試みがなされている。例えば、共有に係る米国出願番号１０
／４７２、２９５、１０／４６０，９４２および１０／９９１，１５７は、全て、組織の
密封箇所に沿って組織を選択的に切断するための、機械的切断機構を備える器具を開示す
る。これらの器具は、手術分野において、かなりの成功を収めている。
【０００８】
　同じ器具での密封および電気的切断は、最近開発された技術であり、この技術は、組織
を機械的に切断することよりも優れた異なる利点を提供する。しかし、組織の電気的切断
は、電極間の寸法が比較的小さいことに起因して、製造の目的で困難であることが示され
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ている。これらの電極は、密封サイクルの間に熱生成および荷電を生じ得、このことは、
切断性能に有害な影響を与える。このことは、切断ゾーン内の組織を損傷し、そして伝導
性流体を意図された切断領域から追い出すことにより水和を最小にすることによって、明
らかであり得る。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の課題は、機械的クランプ圧力と電気外科エネルギーとの独特な組み合わせを適
用して、組織を効果的に密封し、そして密封された組織領域の間で組織を効果的に切断す
る、鉗子を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するために、本発明は、以下を提供する：
　（項目１）
　組織を密封および／または切断するための器具と共に使用するための電極アセンブリで
あって、該電極アセンブリは、
　対向する１対の第一の顎部材および第二の顎部材であって、各顎部材は、該顎部材の長
さに沿って延びる、少なくとも１つの導電性組織密封表面を備え、各組織密封表面は、電
気外科エネルギーの供給源に接続されるように適合されており、その結果、該組織密封表
面は、該組織密封表面の間に保持された組織を通して電気外科エネルギーを伝導させるこ
とが可能である、顎部材；
　該少なくとも１つの導電性組織密封表面の各々に隣接して配置される、絶縁体、
を備え、
　該第一の顎部材は、該第一の顎部材の該絶縁体の内部に配置された導電性切断要素を備
え、該導電性切断要素は、該第二の顎部材上の該絶縁体とほぼ垂直に位置合わせされて配
置され、該少なくとも１つの導電性組織密封表面と該切断要素との間に、少なくとも１つ
の切断ゾーンを規定し；
　該第一の顎部材上の該切断要素および該少なくとも１つの導電性組織密封表面は、密封
プロセスの間、第一の電位までエネルギーを付与され、そして該第一の顎部材上の該少な
くとも１つの導電性組織密封表面は、該第二の顎部材上の該少なくとも１つの導電性組織
密封表面とは異なる電位までエネルギーを付与され、その結果、電気外科エネルギーが、
該組織を通して伝達されて、組織の密封を行い得；そして
　該切断要素は、切断プロセスの間、同じ電位を維持するように構成され、そして該第一
の顎部材上の該少なくとも１つの導電性組織密封表面と、該第二の顎部材上の対応する少
なくとも１つの導電性組織密封表面とが、該切断要素とは異なる電位までエネルギーを付
与され、その結果、電気外科エネルギーが該組織を通して伝達されて、組織を効果的に切
断し得る、
電極アセンブリ。
【００１１】
　（項目２）
　上記切断プロセスおよび密封プロセスが、電気外科エネルギーの供給源によって自動的
に制御される、項目１に記載の電極アセンブリ。
【００１２】
　（項目３）
　上記第一の顎部材の上記少なくとも１つの導電性組織密封表面の電位と、上記切断要素
の電位とが、外科医によって独立して活性化可能である、項目１または２のいずれか１項
に記載の電極アセンブリ。
【００１３】
　（項目４）
　上記電極アセンブリに作動的に関連するセンサをさらに備え、該センサは、上記切断プ
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ロセスの前に、密封の質を決定する、項目１～３のいずれか１項に記載の電極アセンブリ
。
【００１４】
　（項目５）
　上記切断要素が、実質的に鈍く、電気外科的活性化を介してのみ組織を切断可能である
、項目１～４のいずれか１項に記載の電極アセンブリ。
【００１５】
　（項目６）
　上記第二の顎部材に作動的に接続された第二の導電性切断要素をさらに備え、該第二の
導電性切断要素は、上記第一の顎部材の上記切断要素と同じ電位まで分極される、項目１
～５のいずれか１項に記載の電極アセンブリ。
【００１６】
　（項目７）
　上記第二の導電性切断要素が、上記第二の顎部材の上記絶縁体の内部に配置される、項
目６に記載の電極アセンブリ。
【００１７】
　（項目８）
　上記第一の切断要素および第二の切断要素のうちの少なくとも一方の電位、ならびに上
記導電性組織密封表面の電位が、選択的に変更可能である、項目１～７のいずれか１項に
記載の電極アセンブリ。
【００１８】
　（項目９）
　各顎部材が、１つのみの導電性密封表面を備える、項目１～８のいずれか１項に記載の
電極アセンブリ。
【００１９】
　（項目１０）
　各顎部材が、１つのみの導電性密封表面を備え、そして該顎部材のうちの一方のみが、
上記導電性切断要素を備える、項目１～９のいずれか１項に記載の電極アセンブリ。
【００２０】
　（項目１１）
　組織を密封および／または切断するための器具と共に使用するための電極アセンブリで
あって、該電極アセンブリは、
　対向する１対の第一の顎部材および第二の顎部材であって、各顎部材は、該顎部材の長
さに沿って延びる、少なくとも１つの導電性組織密封表面を備え、各組織密封表面は、電
気外科エネルギーの供給源に接続されるように適合され、その結果、該組織密封表面は、
該組織密封表面の間に保持された組織を通して、電気外科エネルギーを伝導させることが
可能である、顎部材；
　該少なくとも１つの導電性組織密封表面の各々に隣接して配置された、絶縁体、
を備え；
　該第一の顎部材は、該第一の顎部材の該絶縁体の内部に配置された導電性切断要素を備
え、該導電性切断要素は、該第二の顎部材上の該絶縁体とほぼ垂直に位置合わせされて配
置され、該第一の顎部材の該少なくとも１つの導電性組織密封表面と、該切断要素との間
に、少なくとも１つの切断ゾーンを規定し；
　該少なくとも１つの導電性組織密封表面は、少なくとも１つのフランジに作動的に接続
される少なくとも１つの密封セクションを備え、該少なくとも１つのフランジは、該第一
の顎部材の該少なくとも１つの導電性組織密封表面と、該第二の顎部材の該少なくとも１
つの導電性組織密封表面との間のギャップ距離を制御するように構成されており；
　該電極アセンブリは、該少なくとも１つのフランジに隣接する第二の絶縁体を備え、該
第二の絶縁体は、該少なくとも１つの切断ゾーンに向かって内側への迷走電流および熱消
散を減少させるような寸法である、
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電極アセンブリ。
【００２１】
　（項目１２）
　上記少なくとも１つのフランジが、Ｌ字型である、項目１１に記載の電極アセンブリ。
【００２２】
　（項目１３）
　上記少なくとも１つの密封セクションが、Ｕ字型である、項目１１または１２に記載の
電極アセンブリ。
【００２３】
　（項目１４）
　上記少なくとも１つのフランジおよび上記切断要素が、該少なくとも１つのフランジの
内側に配置された上記切断ゾーンを規定する、項目１１、１２または１３に記載の電極ア
センブリ。
【００２４】
　（項目１５）
　上記第一の顎部材上の、上記切断要素および上記導電性組織密封表面が、密封プロセス
の間、ある電位までエネルギーを付与され、そして該第一の顎部材上の少なくとも１つの
導電性密封表面が、上記第二の顎部材上の対応する少なくとも１つの導電性密封表面とは
異なる電位までエネルギーを付与され、その結果、電気外科エネルギーが、上記組織を通
して伝達されて、組織の密封を行い得る、項目１１、１２、１３または１４に記載の電極
アセンブリ。
【００２５】
　（項目１６）
　脈管および／または組織を密封および切断するための器具と共に使用するための電極ア
センブリであって、該電極アセンブリは、
　対向する１対の第一の顎部材および第二の顎部材であって、各顎部材は、該顎部材の長
さに沿って延びる少なくとも１つの導電性組織密封表面を備え、各組織密封表面は、電気
外科エネルギーの供給源に接続されるように適合され、その結果、該組織密封表面は、該
組織密封表面の間に保持された組織を通して、電気外科エネルギーを伝導させることが可
能である、顎部材；
　第一の部分を有する絶縁体であって、該第一の部分は、少なくとも１つのフランジと、
導電性切断要素との間で、該少なくとも１つの導電性密封表面とほぼ水平に位置合わせさ
れる地点まで延びる、絶縁体、
を備え；
　該第一の顎部材は、該第一の顎部材の該絶縁体の内部に配置された導電性切断要素を備
え、該導電性切断要素は、該第二の顎部材の該絶縁体とほぼ垂直に位置合わせされて配置
され、該少なくとも１つの導電性組織密封表面と該切断要素との間に、少なくとも１つの
切断ゾーンを規定し；
　該少なくとも１つの導電性組織密封表面は、少なくとも１つのフランジに作動的に接続
される少なくとも１つの密封セクションを備え、該少なくとも１つのフランジは、該少な
くとも１つの密封セクションの内側レッグから延び、該少なくとも１つのフランジは、該
第一の顎部材の該少なくとも１つの導電性組織密封表面と、該第二の顎部材の該少なくと
も１つの導電性組織密封表面との間のギャップ距離を制御するように構成されており；
　該第一の顎部材上の、該切断要素および該導電性組織密封表面は、密封プロセスの間、
ある電位までエネルギーを付与され、そして該第一の顎部材上の該少なくとも１つの導電
性密封表面は、該第二の顎部材上の対応する少なくとも１つの導電性密封表面とは異なる
電位までエネルギーを付与され、その結果、電気外科エネルギーが、該組織を通して移動
し、組織の密封を行い得；そして
　該切断要素は、切断段階の間、同じ電位を維持するように構成されており、そして上記
第一の顎部材上の該少なくとも１つの導電性密封表面と、該第二の顎部材上の対応する少



(9) JP 2008-55167 A 2008.3.13

10

20

30

40

50

なくとも１つの導電性密封表面とは、切断電極と異なる電位までエネルギーを付与され、
その結果、電気外科エネルギーが、該組織を通して伝達されて、組織の切断を行い得る、
電極アセンブリ。
【００２６】
　（項目１７）
　絶縁体をさらに備え、該絶縁体は、上記少なくとも１つの切断ゾーンに向かう内側への
迷走電流および熱消散を減少させるような寸法である、項目１６に記載の電極アセンブリ
。
【００２７】
　（項目１８）
　上記絶縁体の第二の部分をさらに備え、該第二の部分は、上記切断要素と上記少なくと
も１つの導電性密封表面との間に配置され、該絶縁体は、該少なくとも１つの導電性密封
表面に対して凹んでいる、項目１６または１７に記載の電極アセンブリ。
【００２８】
　項目１に記載の電極アセンブリは、上記切断プロセスの前に密封の質を決定するための
センサをさらに備え得る。
【００２９】
　項目１に記載の電極アセンブリにおいて、上記切断要素の電位と、上記導電性組織密封
表面の電位とは、選択的に変更可能であり得る。
【００３０】
　（項目１９）
　上記少なくとも１つのフランジが、Ｌ字型である、項目１６に記載の電極アセンブリ。
【００３１】
　（項目２０）
　上記少なくとも１つの密封セクションが、Ｕ字型である、項目１６に記載の電極アセン
ブリ。
【００３２】
　（項目２１）
　組織を密封および切断するための方法であって、該方法は、
　対向する１対の第一の顎部材および第二の顎部材を提供する工程であって、各顎部材は
、該顎部材の長さに沿って延びる少なくとも１つの導電性組織密封表面を備え、各組織密
封表面は、電気外科エネルギーの供給源に接続されるように適合され、その結果、該組織
密封表面は、該組織密封表面の間に保持された組織を通して電気外科エネルギーを伝導さ
せることが可能である、工程；
　該少なくとも１つの導電性組織密封表面の各々に隣接して配置された、絶縁体を提供す
る工程；
　密封プロセスの間、該第一の顎部材上の切断要素および該少なくとも１つの導電性組織
密封表面に、ある電位までエネルギーを付与する工程であって、該第一の顎部材上の該少
なくとも１つの導電性組織密封表面は、該第二の顎部材上の該少なくとも１つの導電性組
織密封表面とは異なる電位までエネルギーを付与され、その結果、電気外科エネルギーが
、該組織を通して伝達されて、組織の密封を行い得る、工程；
　該切断要素を、切断プロセスの間同じ電位を維持するように構成する工程；ならびに
　該第一の顎部材上の該少なくとも１つの導電性組織密封表面と、該第二の顎部材上の対
応する少なくとも１つの導電性組織密封表面とに、該切断要素とは異なる電位までエネル
ギーを付与する工程であって、その結果、電気外科エネルギーが、該組織を通して伝達さ
れて、組織を効果的に切断し得る、工程、
を包含する、方法。
【００３３】
　（項目２２）
　上記第二の顎部材に作動的に接続された、第二の導電性切断要素を提供する工程であっ
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て、該第二の切断要素は、上記第一の顎部材の上記切断要素と同じ電位まで分極される、
工程、
をさらに包含する、項目２１に記載の方法。
【００３４】
　（項目２３）
　上記エネルギーを付与する工程の２回目の繰り返しの間に、上記第一の顎部材の上記少
なくとも１つの導電性組織密封表面の電位と、上記切断要素の電位とが、外科医によって
独立して活性化可能である、項目２１に記載の方法。
【００３５】
　脈管および／または組織を密封および切断するための器具と共に使用するための、電極
アセンブリが提供される。このアセンブリは、対向する１対の顎部材を備える。各顎部材
は、その顎部材の長さに沿って延びる、少なくとも１つの導電性組織密封表面を備える。
各組織密封表面は、電気外科エネルギーの供給源に接続されて、組織の密封を行うように
適合される。絶縁体が、少なくとも１つの導電性密封表面に隣接して配置される。これら
の顎部材は、導電性切断要素を備え、この導電性切断要素は、これらの顎部材の間の予め
規定された切断ゾーン内で、組織を効果的に切断する。切断要素および導電性密封表面の
極性は、組織の密封が望まれるのか、組織の切断が望まれるのかに依存して、操作され得
る。
【００３６】
　（要旨）
　従って、本開示は、脈管および／または組織を密封および切断するための器具と共に使
用するための、電極アセンブリに関する。１つの実施形態において、このアセンブリは、
対向する１対の第一の顎部材および第二の顎部材を備え、これらの顎部材のうちの少なく
とも一方は、第一の位置（この位置において、これらの顎部材は、互いに対して間隔を空
けた関係で配置される）から、第二の位置（この位置において、これらの顎部材は、これ
らの顎部材の間に組織を把持するように協働する）へと、他方に対して可動である。
【００３７】
　各顎部材は、その顎部材の長さに沿って延びる、少なくとも１つの導電性組織密封表面
を備える。各組織密封表面は、電気外科エネルギーの供給源に接続されるように適合され
、その結果、これらの組織密封表面は、これらの組織密封表面の間に保持された組織を通
して電気外科エネルギーを伝導させて、密封を行うことが可能である。絶縁体が備えられ
、この絶縁体は、少なくとも１つの導電性密封表面に隣接して配置される。
【００３８】
　第一の顎部材は、この第一の顎部材の絶縁体の内部に配置された導電性切断要素を備え
、この導電性切断要素は、第二の顎部材上の絶縁体とほぼ垂直に位置合わせされて配置さ
れ、この導電性組織密封表面と切断要素との間に、少なくとも１つの切断ゾーンを規定す
る。
【００３９】
　第一の顎部材上の切断要素および間隔を空けた導電性密封表面は、密封プロセスの間、
第一の電位までエネルギーを付与され、そして第一の顎部材上の導電性密封表面は、第二
の顎部材上の対応する導電性密封表面とは異なる電位までエネルギーを付与され、その結
果、電気外科エネルギーが組織を通して伝達され、組織の密封を行い得る。
【００４０】
　切断要素は、切断段階の間に同じ電位を維持するように構成される。第一の顎部材上の
導電性密封表面と、第二の顎部材上の対応する導電性密封表面とは、切断要素と異なる電
位までエネルギーを付与され、その結果、電気外科エネルギーが組織を通して伝達されて
、組織の切断を行い得る。
【００４１】
　本開示の別の実施形態は、脈管および／または組織を密封および切断するための器具と
共に使用するための、電極アセンブリを包含する。このアセンブリは、対向する１対の第
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一の顎部材および第二の顎部材を備え、これらの顎部材のうちの少なくとも一方は、第一
の位置（この位置において、これらの顎部材は、互いに対して間隔を空けた関係で配置さ
れる）から第二の位置（この位置において、これらの顎部材は、これらの顎部材の間に組
織を把持するように協働する）へと、他方に対して可動である。
【００４２】
　各顎部材は、この顎部材の長さに沿って延びる、少なくとも１つの導電性組織密封表面
を備える。各組織密封表面は、電気外科エネルギーの供給源に接続されるように適合され
、その結果、これらの組織密封表面は、これらの組織密封表面の間に保持された組織を通
して電気外科エネルギーを伝導させて、密封を行うことが可能である。絶縁体が備えられ
、この絶縁体は、導電性密封表面に隣接して配置される。
【００４３】
　第一の顎部材は、この第一の顎部材の絶縁体の内部に配置された、導電性切断要素を備
える。この導電性切断要素は、第二の顎部材の絶縁体とほぼ垂直に位置合わせされて配置
され、導電性組織密封表面と切断要素との間に、少なくとも１つの切断ゾーンを規定する
。
【００４４】
　導電性組織密封表面は、少なくとも１つのフランジに作動的に接続された、少なくとも
１つの密封セクションを備える。このフランジは、対向する導電性組織密封表面の間のギ
ャップ距離を制御するように構成される。絶縁体は、この切断ゾーンに向かって内向きへ
の迷走電流および熱消散を減少させるような寸法にされる。
【００４５】
　第一の部分を備える絶縁体が備えられ得、この第一の部分は、フランジと、導電性切断
要素との間で、導電性密封表面とほぼ水平に位置合わせされる地点まで延びる。
【００４６】
　第一の顎部材は、この第一の顎部材の絶縁体の内部に配置される、導電性切断要素を備
え得る。この導電性切断要素は、第二の顎部材の絶縁体とほぼ垂直に位置合わせされて配
置され、導電性組織密封表面と切断要素との間に、切断ゾーンを規定し得る。
【００４７】
　導電性組織密封表面は、対応するフランジに作動的に接続される、少なくとも１つの密
封セクションを備える。このフランジは、密封セクションの内側レッグから延び、そして
導電性組織密封表面間のギャップ距離を制御するように構成される。
【００４８】
　第一の顎部材上の切断要素および間隔を空けた１対の導電性密封表面は、密封プロセス
の間、第一の電位までエネルギーを付与される。密封の間、第一の顎部材上の導電性密封
表面は、第二の顎部材上の対応する導電性密封表面とは異なる電位までエネルギーを付与
され、その結果、電気外科エネルギーが、組織を通して伝達されて、組織の密封を行い得
る。
【００４９】
　切断の間、切断要素は、切断段階の間、同じ電位を維持するように構成され、そして第
一の顎部材上の導電性密封表面と、第二の顎部材上の対応する導電性密封表面とは、切断
要素と異なる電位までエネルギーを付与され、その結果、電気外科エネルギーが組織を通
して伝達されて、組織の切断を行い得る。
【発明の効果】
【００５０】
　本発明により、機械的クランプ圧力と電気外科エネルギーとの独特な組み合わせを適用
して、組織を効果的に密封し、そして密封された組織領域の間で組織を効果的に切断する
、鉗子が提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５１】
　本発明の器具の種々の実施形態が、図面を参照しながら本明細書中に記載される。
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【００５２】
　（詳細な説明）
　本明細書中での目的で、脈管／組織の切断または脈管／組織の分断は、この脈管／組織
の加熱が、細胞内流体および／または細胞外流体の膨張を引き起こす場合に起こると考え
られ、これに、この脈管／組織のいわゆる「切断ゾーン」に沿った、細胞の気化、乾燥、
断片化、崩壊および／または収縮が伴われ得る。電気外科エネルギーをこの切断ゾーンに
集中させ、そしてこの切断ゾーンを加熱することによって、細胞反応が局在し、裂溝を作
製する。局在は、脈管／組織の状態およびエネルギー送達を調節することによって達成さ
れ、これらは、本明細書中に記載される、電極および絶縁体の種々の幾何学的構成のうち
の１つ以上を利用することによって、制御され得る。切断プロセスはまた、発電機および
フィードバックアルゴリズム（ならびに本明細書中に記載される、電極および絶縁体のア
センブリの、幾何学的構成のうちの１つ以上）を利用することによって制御され得、これ
は、局在を増加させ、そしていわゆる「切断効果」を最大にする。
【００５３】
　例えば、以下に記載される要因は、電気外科エネルギーを使用する脈管／組織の分断に
寄与し得、そして／またはこの分断を増強し得る。以下に記載される要因の各々は、個々
にかまたは任意の組み合わせで使用されて、望ましい切断効果を達成し得る。本明細書中
での目的で、用語「切断効果（「ｃｕｔ　ｅｆｆｅｃｔ」または「ｃｕｔｔｉｎｇ　ｅｆ
ｆｅｃｔ」）」とは、以下に記載される、電気的方法もしくは電気的機構、または電気機
械的方法もしくは電気機械的方法のうちの１つ以上による、組織の実際の分断をいう。用
語「切断ゾーン（「ｃｕｔｔｉｎｇ　ｚｏｎｅ」または「ｃｕｔ　ｚｏｎｅ」）」とは、
切断が起こる脈管／組織の領域をいう。用語「切断プロセス」とは、脈管／組織の分断前
、分断中および／または分断後に行われる、切断効果を達成することの一部として脈管／
組織に影響を与える傾向がある工程をいう。
【００５４】
　本明細書中での目的で、用語「組織」および「脈管」は、交換可能に使用され得る。な
ぜなら、本開示は、本明細書中に記載される同じ新規な原理を利用して、組織を密封およ
び切断するため、または脈管を密封および切断するために、使用され得るからである。
【００５５】
　以下の要因は、単独でかまたは組み合わせで、組織を分断する際に重要な役割を果たす
と考えられる：
　・周囲の組織へのエネルギーの影響を最小にしながら、切断プロセスの間、切断ゾーン
に電気外科エネルギーを局在または集束させること；
　・切断プロセスの間、切断ゾーンに電力密度を集束させること；
　・切断プロセスの間、切断ゾーンにおける温度上昇の領域を作製すること（例えば、組
織の内部で起こる加熱またはこの組織を熱源で直接加熱すること）；
　・エネルギー送達をパルス化して、切断ゾーンの内部または周囲の組織に影響を与える
こと。「パルス化」は、「オン」時間と「オフ」時間との組み合わせとして関与し、この
間に、エネルギーが、任意の回数の間隔で、任意の量の時間にわたって、繰り返し適用お
よび除去される。パルスの「オン」時間および「オフ」時間は、パルスごとに異なり得る
。パルスの「オン」とは、代表的に、より高い電力送達の状態をいい、そしてパルスの「
オフ」とは、代表的に、より低い電力送達の状態をいう；
　・エネルギー送達のスパイキングは、切断プロセスの間、切断ゾーンの内部または周囲
の組織に影響を与えるような強度での、高いエネルギー適用の一時的な状態を発生させる
。この一時的な状態は、高いエネルギーの適用の周期を発生させるために、変化され得る
；
　・切断プロセスの前または切断プロセス中に、切断のためにより好ましい組織状態を発
生させるために、この組織を調整すること。これには、切断プロセス前の組織の予熱、お
よび切断プロセス中の組織の再水和が挙げられる；
　・切断ゾーンの内部または周囲の組織の体積を制御して、組織の切断のためにより好ま
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しい状態を発生させること；
　・気化を起こすためのエネルギーおよび電力の送達を制御して、切断プロセスを増強し
、そして／または切断プロセスに寄与すること。例えば、切断ゾーン内で、細胞内流体お
よび／または細胞外流体および／または他の細胞物質と、外来流体との両方を気化させる
ための、エネルギー送達を制御すること；
　・切断プロセスの間、組織または細胞物質を断片化して、切断ゾーンにおける組織の分
断を増強すること；
　・切断プロセスの間、組織または細胞物質を融解または崩壊させて、切断ゾーンにおけ
る組織の分断を増強すること。例えば、組織を融解してこの組織内に内部応力を発生させ
、組織のせん断を誘導すること；
　・切断プロセスの間、組織の温度、アーク放電、電力密度および／または電流密度を制
御して、切断ゾーンにおける組織の分断を増強すること；
　・種々の機械的要素（例えば、圧力、張力および／または応力）を、組織に（内部から
か外部からかのいずれかで）適用して、切断プロセスを増強すること；
　・種々の他の組織処置（例えば、組織の密封、焼灼および／または凝固）を、切断プロ
セス前または切断プロセス中に利用して、組織の切断を増強すること。
【００５６】
　本明細書中に記載される電極アセンブリの多くは、組織の分断を増強するために、上で
同定された要因のうちの１つ以上を使用する。例えば、本明細書中に記載される電極アセ
ンブリの多くは、電極、切断要素、絶縁体、部分的に伝導性である材料、および半導体の
、種々の幾何学的構成を利用して、切断効果を生じるかまたは増強させる。さらに、発電
機からの電気外科エネルギーを、上記方法のうちのいずれかにおいて制御または調節する
ことによって、組織の切断が、組織切断ゾーンにおいて開始され得るか、増強され得るか
、または容易にされ得る。例えば、電極および絶縁体の幾何学的構成は、いわゆる「切断
効果」を生じるように構成され得ると考えられ、この切断効果は、組織のある地点におけ
る気化もしくは断片化の量、またはこの組織のある地点に適用される電力密度、温度密度
および／もしくは機械適応力に直接関連し得る。電極の幾何学的形状は、電極間の表面積
の比が、電気エネルギーを組織に集束させるように、構成され得る。さらに、電極および
絶縁体の幾何学的構成は、これらが電気だめまたは絶縁体のように働いて、密封プロセス
または切断プロセスの間、組織の内部および周囲において、熱効果に影響を与えるような
設計であり得る。
【００５７】
　ここで種々の図を参照すると、図１Ａは、内視鏡外科手術手順に関連して使用するため
の双極鉗子１０を図示し、そして図１Ｂは、従来の開胸外科手術手順に関連して使用する
ことを企図された開胸鉗子１００を図示する。本明細書中での目的で、内視鏡器具または
開胸器具のいずれかが、本明細書中に記載される電極アセンブリと共に利用され得る。明
らかに、異なる電気的接続および電気的問題、ならびに機械的接続および機械的問題が、
各特定の型の器具に適用されるが、電極アセンブリおよびその作動特徴に関する新規局面
は、一般に、開胸設計と内視鏡設計との両方に関して一致するままである。
【００５８】
　図１Ａは、種々の内視鏡外科手術手順と共に使用するための双極鉗子１０を図示し、そ
して一般に、ハウジング２０、ハンドルアセンブリ３０、回転アセンブリ８０、スイッチ
アセンブリ７０および電極アセンブリ１０５を備える。この電極アセンブリは、対向する
顎部材１１０および１２０を有し、これらの顎部材は、管状の脈管および脈管組織を把持
し、密封し、そして分断するように、互いに協働する。より具体的には、鉗子１０は、シ
ャフト１２を備え、このシャフトは、電極アセンブリ１０５と機械的に係合するような寸
法にされた遠位端１６と、ハウジング２０と機械的に係合する近位端１４とを有する。シ
ャフト１２は、機械的に係合する１つ以上の公知の構成要素を備え得、これらの構成要素
は、電極アセンブリ１０５をしっかりと受容して係合するように設計され、その結果、顎
部材１１０および１２０は、これらの顎部材の間に組織を係合および把持するために、互
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いに対して旋回可能である。
【００５９】
　シャフト１２の近位端１４は、回転アセンブリ８０（図示せず）に機械的に係合して、
電極アセンブリ１０５の回転を容易にする。図面および以下の説明において、用語「近位
」とは、伝統的であるように、鉗子１０の、使用者に近い方の端部をいい、一方で、用語
「遠位」とは、使用者から遠い方の端部をいう。シャフト１２と回転アセンブリ８０との
機械的に共同する構成要素に関する詳細は、共有に係る米国特許出願番号１０／４６０，
９２６（発明の名称「ＶＥＳＳＥＬ　ＳＥＡＬＥＲ　ＡＮＤ　ＤＩＶＩＤＥＲ　ＦＯＲ　
ＵＳＥ　ＷＩＴＨ　ＳＭＡＬＬ　ＴＲＯＣＡＲＳ　ＡＮＤ　ＣＡＮＮＵＬＡＳ」、２００
３年６月１３日出願）に記載されており、この米国特許出願の内容は、本明細書中に参考
として援用される。
【００６０】
　ハンドルアセンブリ３０は、固定ハンドル５０および可動ハンドル４０を備える。固定
ハンドル５０は、ハウジング２０と一体的に関連しており、そしてハンドル４０は、固定
ハンドル５０に対して可動であって、電極アセンブリ１０５の対向する顎部材１１０およ
び１２０を、以下により詳細に説明されるように起動させる。可動ハンドル４０およびス
イッチアセンブリ７０は、ユニタリ構成のものであり、そして組み立てプロセスの間、ハ
ウジング２０および固定ハンドル５０に作動的に接続される。ハウジング２０は、２つの
構成要素である半体２０ａおよび２０ｂから構成され、これらの半体は、組み立ての間、
シャフト１２の近位端の周りに組み立てられる。スイッチアセンブリは、電極アセンブリ
１０５に電気エネルギーを選択的に提供するように、構成される。
【００６１】
　上記のように、電極アセンブリ１０５は、シャフト１２の遠位端１６に取り付けられ、
そして対向する顎部材１１０および１２０を備える。ハンドルアセンブリ３０の可動ハン
ドル４０は、顎部材１１０および１２０の、開位置（この位置において、顎部材１１０お
よび１２０は、互いに対して間隔を空けた関係で配置される）からクランプ位置または閉
位置（この位置において、顎部材１１０および１２０は、これらの顎部材の間に組織を把
持するように協働する）への移動を引き起こす。
【００６２】
　ここで図１Ｂを参照すると、開胸鉗子１００は、１対の細長シャフト部分１１２ａおよ
び１１２ｂを備え、これらの細長シャフト部分の各々が、それぞれ近位端１１４ａおよび
１１４ｂ、ならびに遠位端１１６ａおよび１１６ｂを備える。鉗子１００は、顎部材１２
０および１１０を備え、これらの顎部材は、それぞれ、シャフト１１２ａの遠位端１１６
ａ、およびシャフト１１２ｂの遠位端１１６ｂに取り付けられる。顎部材１１０および１
２０は、旋回ピン１１９の周りで接続され、この旋回ピンは、顎部材１１０および１２０
が、組織を処置するために、第一の位置から第二の位置へと互いに対して旋回することを
可能にする。電極アセンブリ１０５は、対向する顎部材１１０および１２０に接続され、
そして旋回ピン１１９を通してか、または旋回ピン１１９の周りに、電気的接点を備え得
る。顎部材への種々の電気的接点の例は、共有に係る米国特許出願番号１０／４７４，１
７０、同１０／１１６，８２４、同１０／２８４，５６２、同１０／４７２，２９５、同
１０／１１６，９４４、同１０／１７９，８６３および同１０／３６９，８９４に示され
ており、これらの全ての内容は、本明細書中に参考として援用される。
【００６３】
　各シャフト１１２ａおよび１１２ｂは、それらの近位端１１４ａおよび１１４ｂに配置
されたハンドル１１７ａおよび１１７ｂを備え、これらのハンドルの各々が、指穴１１８
ａおよび１１８ｂをそれぞれ規定し、これらの指穴を通して、使用者の指を受容する。理
解され得るように、指穴１１８ａおよび１１８ｂは、シャフト１１２ａおよび１１２ｂの
、互いに対する動きを容易にし、次に、顎部材１１０および１２０を、開位置（この位置
において、顎部材１１０および１２０は、互いに対して間隔を空けた関係で配置される）
から、クランプ位置または閉位置（この位置において、顎部材１１０および１２０は、こ



(15) JP 2008-55167 A 2008.3.13

10

20

30

40

50

れらの顎部材の間に組織を把持するように協働する）へと旋回させる。ラチェット１３０
が、旋回の間に顎部材１１０および１２０を互いに対して種々の位置で選択的にロックす
るために、備えられる。
【００６４】
　より具体的には、ラチェット１３０は、シャフト１１２ａに関連する第一の機械的イン
ターフェース１３０ａ、およびシャフト１１２ｂに関連する第二の嵌合機構インターフェ
ースを備える。対応するラチェットインターフェース１３０ａおよび１３０ｂに関連する
各位置は、シャフト１１２ａおよび１１２ｂにおける特定の（すなわち、一定の）ひずみ
エネルギーを保持し、これが次に、特定の閉鎖力を、顎部材１１０および１２０へと伝達
する。ラチェット１３０は、目盛または他の視覚的印を備え得、これによって、使用者が
、顎部材１１０と１２０との間に望まれる閉鎖力の量を、容易かつ迅速に確認および制御
することが可能になることが予測される。
【００６５】
　図１Ｂに最もよく見られるように、鉗子１００はまた、電気的インターフェースまたは
プラグ２００を備え、これは、鉗子１００を、電気外科エネルギーの供給源（例えば、電
気外科発電機（図示せず））に接続する。プラグ２００は、少なくとも２つのプロング要
素２０２ａおよび２０２ｂを備え、これらのプロング要素は、鉗子１００を、電気外科発
電機５００（図１Ａを参照のこと）に機械的かつ電気的に接続するような寸法にされる。
電気ケーブル２１１は、プラグ２００から延び、そしてケーブル２１１を鉗子１００にし
っかりと接続する。ケーブル２１１は、シャフト１１２ｂの内部で分断されて、電気外科
エネルギーを、種々の電気供給経路を通して電極アセンブリ１０５へと伝達する。
【００６６】
　シャフトのうちの一方（例えば、１１２ｂ）は、近位シャフトコネクタ／フランジ１１
９を備え、これは、鉗子１００を電気外科エネルギーの供給源（例えば、電気外科発電機
５００）へと接続するように設計される。より具体的には、フランジ１１９は、使用者が
電気外科エネルギーを必要に応じて選択的に印加し得るように、電気外科ケーブル２１１
を鉗子１００に機械的に固定する。
【００６７】
　ここで図２を参照すると、脈管および／または組織を密封および切断するための器具と
共に使用するための電極アセンブリ２０５が、示される。図２は、１対の対向する第一の
顎部材２１０および第二の顎部材２２０を開示し、これらの顎部材のうちの少なくとも一
方は、可動である。顎部材２１０、２２０は、互いに対して間隔を空けた関係で配置され
、そして組織を把持するように協働する。
【００６８】
　各顎部材２１０、２２０は、顎部材２１０、２２０の長さに沿って延びる、少なくとも
１つの導電性組織密封表面２１２ａ、２１２ｂ、２２２ａ、２２２ｂを備える。各組織密
封表面２１２ａ、２１２ｂ、２２２ａ、２２２ｂは、組織密封表面２１２ａ、２１２ｂ、
２２２ａ、２２２ｂが、これらの表面の間に保持された組織を通して電気外科エネルギー
を伝導させて、密封を行うことが可能であるように、電気外科エネルギーの供給源（例え
ば、電気外科発電機）に接続されるように適合される。
【００６９】
　絶縁体２１３、２２３が、導電性密封表面２１２ａ、２１２ｂ、２２２ａ、２２２ｂに
隣接して配置される。この絶縁体または絶縁材料は、任意の適切な組成のものであり得る
。いくつかの可能な絶縁体としては、ガラス材料、ポリマー材料、およびセラミック材料
が挙げられるが、これらに限定されない。さらなる絶縁体（図示せず）が備えられて、密
封プロセスの間、密封熱が影響を与えないように、密封熱をさらに隔離し得る（例えば、
熱の伝達を最小にし得る）。
【００７０】
　第一の顎部材２１０は、第一の顎部材２１０の絶縁体２１３の内部に配置された、導電
性切断要素２２７を備える。導電性切断要素２２７は、第二の顎部材２２０上の絶縁体２
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２３に対して、ほぼ垂直に位置合わせされて配置される。顎部材２１０の密封プレート２
１２ａおよび２１２ｂは、両方が、それぞれＵ字型の密封セクション２１２ａ’および２
１２ｂ’を備えるように構成され（これらの密封セクションは、密封の目的で組織に接触
する）、そして両方の密封プレートがまた、それぞれＬ字型のフランジ部分２１５ａおよ
び２１５ｂを備えるように構成される（これらのフランジ部分の各々は、Ｕ字型の密封セ
クション２１２ａ’および２１２ｂ’のそれぞれの内側レッグ２１２ａ”および２１２ｂ
”から延びる）。フランジ部分２１５ａおよび２１５ｂは、顎部材２１０のＵ字型密封セ
クション２１２ａ’および２１２ｂ’を越えて、顎部材２２０の方へと延びるような寸法
にされる。平行なフランジセクション２１５ａ’および２１５ｂ’は、密封プロセスの間
、それぞれ、密封表面２１２ａと２２２ａとの間、および２１２ｂと２２２ｂとの間のギ
ャップ距離を、約０．００１インチ（約０．０２５ｍｍ）～約０．００６インチ（約０．
１５ｍｍ）の範囲内に制御するような寸法にされ得る。フランジ部分２１５ａおよび２１
５ｂ、ならびに切断電極２２７の配置は、フランジ部分２１５ａおよび２１５ｂの内側に
配置される切断ゾーン２２８を規定する。
【００７１】
　各それぞれのフランジ部分２１５ａおよび２１５ｂと、内側レッグ部分２１２ａ”およ
びお２１２ｂ”との間に、それぞれ絶縁材料２４０ａおよび２４０ｂが存在する。絶縁材
料２４０ａおよび２４０ｂは、密封プロセスの間、切断ゾーン２２８に向かって内側への
迷走電流および熱消散を減少させるように設計されたプロフィールを有するような寸法に
される。
【００７２】
　顎部材２１０の導電性組織密封表面２１２ａ、２１２ｂは、図２に示されるように、顎
部材２２０の方へと延び得る。これによって、切断要素２２７の周りで対称的である設計
が作製される。これによって、切断ゾーン２２８が、高いインピーダンスのピンチ点で隔
離される。対称的な設計が図示されるが、代替の設計もまた、本明細書中以下で議論され
るように、企図され得る。
【００７３】
　第一の顎部材２１０上の切断要素２２７および１対の間隔を空けた導電性密封表面２１
２ａ、２１２ｂは、密封プロセスの間、同じ電位までエネルギーを付与され得、そして第
一の顎部材２１０上の導電性密封表面２１２ａ、２１２ｂは、第二の顎部材２２０上の対
応する導電性密封表面２２２ａ、２２２ｂとは異なる電位までエネルギーを付与され、そ
の結果、電気外科エネルギーが組織を通して伝達され、組織の密封を行い得る。この配置
は、第一の顎部材２１０上の、切断要素２２７と、少なくとも１つの導電性密封表面２１
２ａ、２１２ｂとの間に同じ電位を維持することにより、切断要素２２７の荷電を排除す
る。
【００７４】
　切断の間、切断要素２２７は、切断プロセスの間の同じ電位を維持する。しかし、第一
の顎部材２１０上の導電性密封表面２１２ａ、２１２ｂ、および第二の顎部材２２０上の
対応する少なくとも１つの導電性密封表面２２２ａ、２２２ｂは、切断要素２２７とは異
なる電位までエネルギーを付与され、その結果、電気外科エネルギーは、組織を通して伝
達され、組織の切断を行い得る。
【００７５】
　この構成を使用して、第一の顎部材２１０上の導電性密封表面２１２ａ、２１２ｂのみ
が、密封から切断に移行するために極性を切り替える必要がある。さらに、この設計はま
た、切断ゾーン２２８を密封箇所から隔離して、切断サイクルのためにさほど影響を受け
ない組織を残し得る。
【００７６】
　ここで図３を参照すると、１つの隔離された切断ゾーン３２８を有する、本開示の脈管
密封器具の代替の実施形態が示されている。この実施形態において、図２の隔離された切
断ゾーンのうちの１つが、空間を減少させるために、除かれている。顎部材３１０の密封



(17) JP 2008-55167 A 2008.3.13

10

20

30

40

50

プレート３１２ａは、Ｕ字型の密封セクション３１２ａ’を備えるように構成され（この
密封セクションは、密封の目的で組織に接触する）、そしてこの密封プレートはまた、Ｌ
字型のフランジ部分３１５を備えるように構成される（このフランジ部分は、Ｕ字型の密
封セクション３１２ａ’のそれぞれの内側レッグ３１２ａ”から延びる）。密封プレート
３２２ａ、３１２ｂおよび３２２ｂは、すべて、ほぼＵ字型の形状である。フランジ部分
３１５ａは、顎部材３１０のＵ字型の密封セクション３１２ａ’を越えて、顎部材３２０
の方へと延びるような寸法にされる。上記フランジ部分２１５ａおよび２１５ｂと同様に
、フランジ部分３１５は、密封プロセスの間、密封表面間のギャップ距離を制御するよう
な寸法にされ得る。フランジ３１５および切断要素３２７は、これらの間に配置される切
断ゾーン３２８を規定する。
【００７７】
　密封プレート３１２ａのフランジ部分３１５ａと内側レッグ部分３１２ａ”との間に、
絶縁材料３４０が存在する。絶縁材料３４０は、密封プロセスの間、切断ゾーン３２８に
向かう内側への迷走電流および熱消散を減少させるように設計されたプロフィールを有す
るような寸法にされる。絶縁体３１３はまた、第一の部分３１３ａを備え、この第一の部
分は、フランジ３１５と切断要素３２７との間で、密封プレート３１２ａのＵ字型部分３
１２ａ’とほぼ水平に位置合わせされる地点まで延びる。第二の部分３１３ｂは、切断要
素３２７と密封プレート３１２ｂとの間に存在するが、密封プレーと３１２ｂに対して凹
んでいる。絶縁体３１３ａをこの様式で配置することにより、切断効果が増強され得る。
【００７８】
　この設計は、隔離された切断ゾーン３２８および隔離されていない切断ゾーン３２９を
生じる。分極は、図２における分極と同じである。この設計は、密封の間、荷電および熱
の影響を排除しない。しかし、１つの隔離された切断ゾーン３２８を有することによって
、この器具の寸法が減少し得る。
【００７９】
　切断プロセスおよび密封プロセスは、電気外科エネルギー供給源（例えば、電気外科発
電機）によって、自動的に制御され得る。さらに、第一の顎部材３１０の導電性組織密封
表面３１２の電位および切断要素３２７の電位は、外科医によって独立して活性化される
。センサ（図示せず）が、切断の前に密封の質を決定するために、使用され得る。
【００８０】
　ここで図４～図７を参照して、本開示の電極アセンブリ４０５の密封構成の代替の幾何
学的形状が、記載される。図４は、絶縁体または絶縁材料４１３を備える、第一の顎部材
４１０および第二の顎部材４２０を示す。切断要素４２７が、第一の顎部材４１０に作動
的に接続される。この配置において、切断要素４２７は、中性の極性を与えられ、一方で
、密封表面４１２ａ、４１２ｂは、正の極性を与えられ、そして密封表面４２２ａおよび
４２２ｂは、負の極性を与えられる。密封表面４１２および４２２の極性は、切断要素４
２７が中性の極性を維持する限り、逆転し得る。切断プロセスの間、切断要素４２７は、
電位を与えられ、そして密封表面４１２ａ、４１２ｂ、４２２ａおよび４２２ｂは、特定
の目的に依存して、同じ極性か、中性の極性かまたは異なる極性のいずれかを与えられる
。共有に係る米国特許出願番号１０／９３２，６１２（その全体は、本明細書中に参考と
して援用される）は、密封および切断電極を用いて組織を密封および切断するための、種
々の電気配置を開示する。
【００８１】
　図５は、電極アセンブリ５０５の密封構成の代替の実施形態を開示し、この電極アセン
ブリは、切断要素５２７と垂直に位置合わせされて第二の顎部材５２０に作動的に接続さ
れた、第二の切断要素５３７を有する。第二の切断要素５３７は、切断要素５２７と同じ
電位まで分極され得る。この配置において、切断要素５２７、５３７は、両方が中性の極
性を与えられ、一方で、密封表面５１２ａ、５１２ｂは、正の極性を与えられ、そして密
封表面５２２ａおよび５２２ｂは、負の極性を与えられる。密封表面５１２および５２２
の極性は、切断要素５２７、５３７がそれらの中性の極性を維持する限り、逆にされ得る
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。
【００８２】
　図６は、電極アセンブリ６０５の密封構成のなお別の実施形態を示し、この電極アセン
ブリは、第一の顎部材６１０上に１つの密封表面６１２を有し、そして第二の顎部材６２
０上に１つの密封表面６２２を有する。切断要素６３７は、第二の顎部材６２０上に配置
されて示される。切断要素６３７は、第二の顎部材６２０上に示されるが、この切断要素
は、同様に、第一の顎部材６１０上に配置され得る。この配置において、切断要素６３７
は、中性の極性を与えられ、一方で、密封表面６１２は、正の極性を与えられ、そして密
封表面６２２は、負の極性を与えられる。密封表面６１２および６２２の極性は、切断要
素６３７が中性の極性を維持する限り、逆にされ得る。第一の顎部材６１０は、ほぼ丸い
構成の絶縁体６１３を示し、この絶縁体は、顎部材６２０の外周を越えて延びる。他の適
切な幾何学的形状もまた、予測される。
【００８３】
　図７は、第一の顎部材７１０と第二の顎部材７２０との両方に切断要素７２７および７
３７を有する、実施形態を開示する。この実施形態はまた、第一の顎部材７１０上に１つ
の密封表面７１２を備え、そして第二の顎部材７２０上に１つの密封表面７２２を備える
。この配置において、切断要素７２７、７３７は、両方が中性の極性を与えられ、一方で
、密封表面７１２は、正の極性を与えられ、そして密封表面７２２は、負の極性を与えら
れる。密封表面７１２および７２２の極性は、切断要素７２７、７３７がそれらの中性の
極性を維持する限り、逆にされ得る。この配置において、絶縁体７１３および７２３は、
切断要素７２７および７３７の外側で、ほぼ垂直に位置合わせされて整列する。
【００８４】
　本明細書中に記載される実施形態において、切断要素は、実質的に鈍くあり得、そして
電気外科的活性化によってのみ、組織を切断することが可能であり得る。さらに、切断要
素は、第一の顎部材および第二の顎部材の、絶縁体の内部に配置され得る。本明細書中上
記のように、切断要素の電位および導電性組織密封表面の電位は、特定の望ましい外科手
術効果に依存して、変化され得る。
【００８５】
　理解され得るように、上記電極アセンブリの種々の幾何学的構成および電気的配置は、
外科医が、最初に２つの対向する導電性組織接触表面を作動させて組織を密封し、引き続
いて、切断要素および１つ以上の組織接触表面を選択的に独立して作動させて、上に記載
および図示された種々の電極アセンブリの構成を利用して、組織を切断することを可能に
する。従って、組織は、最初に密封され、その後、この組織を再度把持することなく、切
断される。
【００８６】
　しかし、切断要素および１つ以上の組織接触表面はまた、最初に密封することなく、組
織／脈管を単に切断するために、作動され得る。例えば、顎部材が、組織の周りに位置決
めされ得、そして切断要素が、選択的に作動されて、組織を分離し得るか、または単に凝
固させ得る。この型の代替の実施形態は、手術手順の間に電気外科ペンシルが代表的に導
入されて、組織を凝固および／または乾燥させる、特定の内視鏡手順の間に、特に有用で
あり得る。
【００８７】
　スイッチ７０（図１Ａ）は、外科医が、１つ以上の組織接触表面を互いに独立して選択
的に作動させるため、または切断要素を互いに独立して選択的に作動させることを可能に
するために、使用され得る。このことは、外科医が、このスイッチを単に作動させること
によって、最初に組織を密封し、次いで、切断要素を作動させることを可能にする。ロッ
カースイッチ、トグルスイッチ、フリップスイッチ、ダイヤルなどが、この目的を達成す
るために通常使用され得るスイッチの型である。
【００８８】
　これらのスイッチは、この器具上のどこかに配置され得るか、または遠隔スイッチ（例
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えば、ハンドスイッチまたはフットスイッチ）として構成され得る。このスイッチはまた
、スマートセンサ５０１（またはスマート回路、コンピュータ、フィードバックループな
ど）と協働し得、このスマートセンサなどは、特定のパラメータが満足すると、このスイ
ッチを自動的に誘発して、「密封」モードと「切断」モードとの間で変化させる。例えば
、このスマートセンサは、フィードバックループを備え得、このフィードバックループは
、以下のパラメータのうちの１つ以上に基づいて、組織の密封が完全であることを示す：
組織の温度、密封箇所における組織のインピーダンス、経時的な組織のインピーダンスの
変化、および／または経時的に組織に印加される電力もしくは電流の変化。聴覚的フィー
ドバックモニタまたは視覚的フィードバックモニタが、全体的な密封の質に関する情報、
または効果的な組織密封の完了に関する情報を外科医に運ぶために、使用され得る。視覚
的フィードバックおよび／または聴覚的フィードバックの目的で、別のリード線が、スマ
ートセンサと発電機との間に接続され得る。
【００８９】
　発電機５００は、パルス様の波形で、エネルギーを組織に送達する。エネルギーをパル
スとして送達することにより、組織に効果的に送達され得る密封エネルギーの量が増加し
、そして望ましくない組織の影響（例えば、炭化）が減少することが、決定された。さら
に、スマート回路のフィードバックループは、密封の間、種々の組織パラメータ（すなわ
ち、組織の温度、組織のインピーダンス、組織を通る電流）を自動的に測定し、そして必
要とされるようにエネルギー強度およびパルス数を自動的に調節して、種々の組織の影響
（例えば、炭化および熱拡散）を減少させるように、構成され得る。
【００９０】
　ＲＦパルス化が、組織をより効果的に切断するために使用され得ることが、さらに決定
された。例えば、切断要素から組織を通る（または組織接触表面から組織を通る）最初の
パルスは、組織の密封に対する影響を最小にしながら組織の量または型を効率的かつ一貫
して切断するための、引き続くパルスの理想的な数および引き続くパルス強度の選択のた
めに、スマート回路にフィードバックを提供するために、送達され得る。このエネルギー
がパルス化されない場合、この組織は、最初に切断されずに乾燥され得る。なぜなら、組
織のインピーダンスが、切断の初期段階の間に高いままであるからである。エネルギーを
短いパルスとして提供することによって、組織がより切断されやすくなることが見出され
た。
【００９１】
　あるいは、スイッチは、望ましい切断パラメータに基づいて、そして／または効果的な
密封が作製もしくは確認された後に、作動するように構成され得る。例えば、組織を効果
的に密封した後に、切断要素が、密封箇所における組織の望ましい最終厚さに基づいて、
自動的に作動され得る。
【００９２】
　上記実施形態の多くにおいて言及されたように、組織の圧縮の際に、切断要素は、止め
部材として働き得、そして対向する導電性組織接触表面間のギャップ「Ｇ」を作製し得る
。特に、脈管の密封に関して、このギャップ距離は、約０．００１インチ（約０．０２５
ｍｍ）～約０．００６インチ（約０．１５ｍｍ）の範囲であり得る。上記のように、導電
性表面間のギャップ距離「Ｇ」およびクランプ圧力は、一貫した効果的な組織の密封を保
証するために適切に制御されなければならない、２つの重要な機械的パラメータである。
外科医は、発電機を作動させて、電気外科エネルギーを組織接触表面に伝達させ、そして
組織に通して、密封を行う。クランプ圧力と、ギャップ距離「Ｇ」と、電気外科エネルギ
ーとの独特な組み合わせの結果として、組織のコラーゲンが融解して、対向する脈管壁の
間の分界が制限された融合塊になる。
【００９３】
　一旦密封されると、外科医は、切断要素を作動させて、組織を切断する、上述のように
、外科医は、必ずしも、切断するためにその組織を再度把持する必要がない。すなわち、
切断要素が、密封箇所の中心の、理想的な切断線の近くにすでに位置決めされている。切
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断段階の間、非常に集中した電気外科エネルギーが、切断要素から組織を通って移動し、
この組織を、２つの不連続な半分に切断する。上述のように、組織を効果的に切断するた
めに必要とされるパルスの数、および切断エネルギーの強度は、密封箇所の厚さおよび／
または組織のインピーダンスを測定することによって、そして／あるいは類似のパラメー
タの尺度である初期の構成エネルギーパルスに基づいて、決定され得る。スマートセンサ
（図示せず）またはフィードバックループが、この目的で使用され得る。
【００９４】
　鉗子は、組織が一旦密封されたら自動的にこの組織を切断するように構成され得るか、
またはこの器具は、組織が一旦密封された外科医が選択的にこの組織を分断することを可
能にするように構成され得る。さらに、聴覚的印または視覚的印（図示せず）が、センサ
（図示せず）によって誘発されて、効果的な密封が作製された場合に外科医に知らせ得る
。このセンサは、例えば、組織のインピーダンス、組織の不透明性および／または組織の
温度のうちの１つを測定することによって、密封が完了したか否かを決定し得る。共有に
係る米国出願番号１０／４２７，８３２（これは、本明細書中に参考として援用される）
は、数種の電気システムを記載し、これらの電気システムは、密封の間および密封後に組
織のパラメータを決定するため、ならびに組織の密封の全体的な有効性を決定するために
、外科医にポジティブなフィードバックを提供するために使用され得る。
【００９５】
　導電性表面および切断要素の各々からの電気外科強度は、組織の型および／または組織
の厚さの固有の変動を考慮して、組織の中心線に沿った一貫した正確な切断を保証するた
めに、選択的または自動的に制御可能である。さらに、全体的な外科手術プロセスは、組
織が最初に把持された後に、外科医が単に鉗子を作動させて、組織を密封し、そして引き
続いて切断し得るように、自動的に制御され得る。この例において、発電機は、密封プロ
セスと切断プロセスとの両方の間に発電機にポジティブなフィードバックを提供して、組
織の正確かつ一貫した密封および分断を確実にするために、１つ以上のセンサ（図示せず
）と通信するように構成され得る。上述のように、共有に係る米国特許出願番号１０／４
２７，８３２は、この目的で使用され得る種々のフィードバック機構を開示する。
【００９６】
　上記のことから、種々の図面を参照して、当業者は、本開示の範囲から逸脱することな
く、特定の改変がまた、本開示に対してなされ得ることを理解する。例えば、切断要素は
、密封後に組織を分断するために、外科医によって選択的に作動可能である、切断ワイヤ
のような寸法にされ得る。より具体的には、ワイヤが、顎部材の間で絶縁体の内部に設置
され、そしてスイッチの作動の際に、選択的にエネルギーを付与される。
【００９７】
　鉗子は、特定の目的に依存して、または特定の結果を達成するために、完全にかまたは
部分的に使い捨てであるように設計され得る。例えば、電極アセンブリは、選択的かつ取
り外し可能に、シャフトの遠位端と係合可能であり得、そして／またはシャフトの近位端
は、選択的かつ取り外し可能に、ハウジングおよびハンドルアセンブリに係合可能であり
得る。これらの２つの例のいずれにおいても、この鉗子は、「部分的に使い捨て」または
「保存可能」であるとみなされる。すなわち、新しい電極アセンブリまたは異なる電極ア
センブリ（あるいは電極アセンブリおよびシャフト）が、必要に応じて、古い電極アセン
ブリを選択的に置き換える。
【００９８】
　電極アセンブリは、特定の目的に依存して、シャフトから選択的に取り外し可能（すな
わち、保存可能）であり得る。例えば、特殊な鉗子が、異なる組織の型または厚さのため
に構成され得る。さらに、再使用可能な鉗子が、異なる組織型のための異なる電極アセン
ブリを有するキットとして販売され得る。外科医は、特定の組織型に対して、適切な電極
アセンブリを単に選択する。
【００９９】
　鉗子はまた、機械的ロックアウト機構または電気的ロックアウト機構を備え、この機構
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は、顎部材が開構成に配置されている場合に、密封表面および／または切断要素が、意図
されずに作動されることを防止する。
【０１００】
　本発明の鉗子および電極アセンブリは、好ましい実施形態に関して記載されたが、本発
明のデバイスの精神または範囲から逸脱することなく、これらの実施形態に対して変更お
よび改変がなされ得ることが、本発明が属する分野の当業者に容易に明らかになる。例え
ば、本明細書および図面は、導電性表面が、組織を最初に密封するために使用され得、そ
の後、本明細書中に記載される多くの様式のうちの１つにおいて、組織が電気的に切断さ
れることを開示するが、これらの導電性表面はまた、任意の公知の双極機能または単極機
能（例えば、一方または両方の顎部材を利用する、組織を処置するための電気メス、止血
、および／または乾燥）を実施するように、構成され得、そして電気的に設計され得る。
さらに、本明細書に記載および図示される形態の顎部材は、最初に組織を密封することな
く、単に組織を切断するために、エネルギーを付与され得、これは、特定の外科手術手順
の間に、利点を提供し得る。さらに、顎部材、切断要素、絶縁体および半導体材料の種々
の幾何学的形状、ならびにこれらに関連する種々の電気的構成は、特定の目的に依存して
、他の外科手術器具（例えば、切断器具、凝固器具、電気外科用鋏など）のために利用さ
れ得る。
【０１０１】
　本開示の数個の実施形態が図面に図示されたが、本開示は、これらに限定されないこと
が意図される。なぜなら、本開示は、当該分野が許容すると同程度に広いこと、および本
明細書もまた同様に読まれることが意図されるからである。従って、上記説明は、限定と
解釈されるべきではなく、好ましい実施形態の例示のみと解釈されるべきである。当業者
は、本明細書に添付される特許請求の範囲の範囲および精神内での、他の改変を予測する
。
【図面の簡単な説明】
【０１０２】
【図１Ａ】図１Ａは、内視鏡双極鉗子の右側斜視図を示し、この鉗子は、ハウジング、シ
ャフト、およびこのシャフトの遠位端に固定された１対の顎部材を有する。これらの顎部
材は、これらの顎部材の間に配置された電極アセンブリを備える。
【図１Ｂ】図１Ｂは、開胸双極鉗子の左側斜視図を示し、この図は、１対の第一のシャフ
トおよび第二のシャフトを示し、各シャフトが、そのシャフトの遠位端に固定された顎部
材を有し、電極アセンブリが、これらの顎部材の間に配置されている。
【図２】図２は、切断ゾーンの構成の１つの実施形態を示す、脈管密封器具の断面図を示
す。
【図３】図３は、１つの切断ゾーンを有する、本開示の脈管密封器具の代替の実施形態の
断面図を示す。
【図４】図４は、特定の密封構成で配置されている電極の１つの実施形態の断面図を示す
。
【図５】図５は、特定の密封構成で配置されている電極の別の実施形態の断面図を示す。
【図６】図６は、本開示による、脈管密封器具の切断ゾーンの構成の別の実施形態の断面
図を示す。
【図７】図７は、本開示の脈管密封器具の切断ゾーンの構成のなお別の実施形態の断面図
を示す。
【符号の説明】
【０１０３】
１０　双極鉗子
１２　シャフト
１４　近位端
１６　遠位端
２０　ハウジング
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３０　ハンドルアセンブリ
７０　スイッチアセンブリ
８０　回転アセンブリ
１００　開胸鉗子
１０５　電極アセンブリ
１１０、１２０　顎部材

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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