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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
相互に電気的絶縁状態で延設され、薄肉異種金属からなる、第一の筒体および該第一の
筒体の外周に設けられる第二の筒体を有し、該第一の筒体および該第二の筒体の一端部が
閉塞接合されて該第一の筒体および該第二の筒体が電気的に接続される先端部が形成され
るとともに、該先端部近傍で該第一の筒体の内外を連通する微小連通部が形成され、
該第二の筒体と該第一の筒体の間の空間部または該第一の筒体の内部の空間部のいずれ
か一方の空間部に流通される冷媒が該微小連通部を通過する際に気化または断熱膨張して
他方の空間部に流通されることで生成される冷熱により該先端部が冷却されるように構成
するとともに、
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該先端部が熱電対の測温接点をならびに該第一の筒体および該第二の筒体が熱電対の補
償導線をそれぞれ構成してなり、
直径が１ｍｍ以下であることを特徴とする冷却操作用針状プローブ。
【請求項２】
前記第一の筒体または周囲と電気的絶縁状態で延設される前記第二の筒体が生体信号測
定機構または電気刺激電源機構に接続され、前記先端部を介して生体信号を測定すること
ができ、または、生体に電気刺激を与えることができるように構成されてなることを特徴
とする請求項１記載の冷却操作用針状プローブ。
【請求項３】
周囲と電気的絶縁状態で延設され、前記先端部または該先端部の近傍に先端を有する第
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一の電極部をさらに備え、該第一の電極部は、生体信号測定機構もしくは電気刺激電源機
構に接続され、または生体信号測定機構および電気刺激電源機構に切り替え可能に接続さ
れ、該先端を介して生体信号を測定することおよび生体に電気刺激を与えることのいずれ
か一方または双方を行えるように構成されてなることを特徴とする請求項１記載の冷却操
作用針状プローブ。
【請求項４】
周囲と電気的絶縁状態で延設され、前記先端部または該先端部の近傍に先端を有する第
一の電極部をさらに備え、前記第一の筒体もしくは周囲と電気的絶縁状態で延設される前
記第二の筒体および該第一の電極部のうちのいずれか一つが、生体信号測定機構もしくは
電気刺激電源機構に接続され、または生体信号測定機構および電気刺激電源機構に切り替
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え可能に接続され、該先端部または該先端を介して生体の所定の部位の生体信号を測定す
ることおよび生体の所定の部位に電気刺激を与えることのいずれか一方または双方を行え
るように構成されるとともに、他の一つが生体信号測定機構に接続され、該所定の部位以
外の部位の生体信号を測定することができるように構成されてなることを特徴とする請求
項１記載の冷却操作用針状プローブ。
【請求項５】
それぞれ周囲と電気的絶縁状態で延設され、前記先端部または該先端部の近傍に先端を
有する第二の電極部および第三の電極部をさらに備え、該第二の電極部は生体信号測定機
構に接続されて該先端を介して生体信号を測定することができ、該第三の電極部は電気刺
激電源機構に接続されて該先端を介して生体に電気刺激を与えることができるように構成
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されてなることを特徴とする請求項１記載の冷却操作用針状プローブ。
【請求項６】
それぞれ周囲と電気的絶縁状態で延設され、前記先端部または該先端部の近傍に先端を
有する第二の電極部および第三の電極部をさらに備え、該第二の電極部、該第三の電極部
および前記第一の筒体もしくは周囲と電気的絶縁状態で延設される前記第二の筒体のうち
のいずれか１つが生体信号測定機構に接続されて該先端を介して生体の所定の部位の生体
信号を測定することができ、他の１つが電気刺激電源機構に接続されて該先端を介して生
体の所定の部位に電気刺激を与えることができ、残り１つが該所定の部位以外の部位の生
体信号を測定することができるように構成されてなることを特徴とする請求項１記載の冷
却操作用針状プローブ。
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【請求項７】
請求項１記載の冷却操作用針状プローブと、該冷却操作用針状プローブの前記先端部と
は反対側に設けられるプローブ把持部と、該冷却操作用針状プローブに前記冷媒を供給す
るとともに冷熱を放出した後の該冷媒を排出する冷媒供給・排出機構と、前記熱電対の信
号により該冷媒の供給量を制御する冷媒量制御機構を備えてなることを特徴とする冷却操
作システム。
【請求項８】
請求項２記載の冷却操作用針状プローブと、該冷却操作用針状プローブの前記先端部と
は反対側に設けられるプローブ把持部と、該冷却操作用針状プローブに前記冷媒を供給す
るとともに冷熱を放出した後の該冷媒を排出する冷媒供給・排出機構と、前記熱電対の信
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号により該冷媒の供給量を制御する冷媒量制御機構と、前記第一の筒体または前記第二の
筒体が接続される、生体信号測定機構または電気刺激電源機構を備えてなることを特徴と
する冷却操作システム。
【請求項９】
請求項３記載の冷却操作用針状プローブと、該冷却操作用針状プローブの前記先端部と
は反対側に設けられるプローブ把持部と、該冷却操作用針状プローブに前記冷媒を供給す
るとともに冷熱を放出した後の該冷媒を排出する冷媒供給・排出機構と、前記熱電対の信
号により該冷媒の供給量を制御する冷媒量制御機構と、前記第一の電極部が接続される、
生体信号測定機構および電気刺激電源機構のうちのいずれか一方または双方を備えてなる
ことを特徴とする冷却操作システム。
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【請求項１０】
請求項４記載の冷却操作用針状プローブと、該冷却操作用針状プローブの前記先端部と
は反対側に設けられるプローブ把持部と、該冷却操作用針状プローブに前記冷媒を供給す
るとともに冷熱を放出した後の該冷媒を排出する冷媒供給・排出機構と、前記熱電対の信
号により該冷媒の供給量を制御する冷媒量制御機構と、前記第一の筒体もしくは周囲と電
気的絶縁状態で延設される前記第二の筒体および前記第一の電極部のうちのいずれか一つ
が接続される、生体信号測定機構および電気刺激電源機構のうちのいずれか一方または双
方を備えてなることを特徴とする冷却操作システム。
【請求項１１】
請求項５記載の冷却操作用針状プローブと、該冷却操作用針状プローブの前記先端部と
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は反対側に設けられるプローブ把持部と、該冷却操作用針状プローブに前記冷媒を供給す
るとともに冷熱を放出した後の該冷媒を排出する冷媒供給・排出機構と、前記熱電対の信
号により該冷媒の供給量を制御する冷媒量制御機構と、前記第二の電極部が接続される生
体信号測定機構と、第三の電極部が接続される電気刺激電源機構を備えてなることを特徴
とする冷却操作システム。
【請求項１２】
請求項６記載の冷却操作用針状プローブと、該冷却操作用針状プローブの前記先端部と
は反対側に設けられるプローブ把持部と、該冷却操作用針状プローブに前記冷媒を供給す
るとともに冷熱を放出した後の該冷媒を排出する冷媒供給・排出機構と、前記熱電対の信
号により該冷媒の供給量を制御する冷媒量制御機構と、前記第二の電極部、第三の電極部
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および前記第一の筒体もしくは周囲と電気的絶縁状態で延設される前記第二の筒体のうち
のいずれか１つが接続される、生体信号測定機構および電気刺激電源機構を備えてなるこ
とを特徴とする冷却操作システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、冷却操作用針状プローブおよび冷却操作システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
患部を冷凍する冷凍手術（cryogenic

operation）が広く行われている。
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冷凍手術は、細胞を凍結した後、これを融解する過程で細胞内小器官を破壊し壊死させ
るものであり、手術の際の痛みや術後の傷跡（変性）が少なく、また術後の合併症の発生
が少なく、さらには、手術の費用も軽減される点で好適とされている。
【０００３】
冷凍手術は、手術する患部によって２つに大別することができる。
そのひとつは、胃等の体内の癌や腫瘍等の患部を治療するものであり、この場合、例え
ば口から冷凍用のプローブを体内の患部まで挿入して患部を冷凍する。
このように体内にプローブを挿入して用いる冷凍手術では、高度の配慮が必要である。
例えば、伝熱制御を厳密に行って精密な患部の処置を行うことが求められ、あるいはまた
、患部に達するまで極低温となるプローブを断熱することが求められる。また、冷凍用の
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高圧の冷媒をプローブに流通することは安全上問題である。
これらの点に鑑み、種々の冷凍手術用プローブおよび冷凍手術装置が提案されている。
しかしながら、いずれも上記安全対策その他の必要上種々の付帯部品や付帯装置を設ける
ことにより、冷凍手術用プローブおよび冷凍手術装置がそれぞれ大型となることを避ける
ことができない。この場合、冷却を効率的に行うためにペルチェ効果を利用したものもあ
る。
なお、これらの冷凍手術用プローブおよび冷凍手術装置を用いた手術においては、手動
操作で冷媒流通を断続することで冷却の制御が行われている（例えば、特許文献１、２参
照）。
【０００４】
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他のひとつは、冷却されたプローブを皮膚から皮下組織まで侵入させて微小部分を急速
冷却させるものである。例えば、脳内部を局所冷却することでてんかんの発作を抑制でき
る可能性があることが最近報告されている。
この場合に用いられるプローブは、上記の体内の患部を治療するタイプのものがそのま
ま使用されているのが現状であり、例えば脳表面で４ｍｍ角程度の範囲を冷却するのに用
いられている。
【０００５】
ところで、熱電対等の温度センサを内蔵した冷凍手術用プローブとして、例えば、３．
２ｍｍ以下、具体的には０．８ｍｍ〜２ｍｍ程度の直径の凍結針を備えた凍結手術装置の
凍結針に熱電対を内蔵したものが提案されている。このとき、熱電対の測温接点は、熱電
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対の機能上、凍結針の先端部から離間した位置に配置される。
この場合においても、温度センサは、温度検出表示のみに使用されており、冷媒装置を
手動操作することで冷却程度を調整している（特許文献３参照）。
【特許文献１】特表２００２−５１３６１４号公報
【特許文献２】特開２００６−１３００２４号公報
【特許文献３】特表２０００−５１３９６３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
しかしながら、例えば上記したてんかん治療では、より微小な領域を精密に冷却できれ
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ば、より好ましい。また、このように微小な領域を精密に冷却できるプローブがあれば、
例えば、生体細胞を採取する場合等にも好適である。
【０００７】
本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、微小な領域を精密に冷却すること
ができる冷却操作用針状プローブおよび冷却操作システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明に係る冷却操作用針状プローブは、相互に電気的絶縁状態で延設され、薄肉異種
金属からなる、第一の筒体および該第一の筒体の外周に設けられる第二の筒体を有し、該
第一の筒体および該第二の筒体の一端部が閉塞接合されて該第一の筒体および該第二の筒
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体が電気的に接続される先端部が形成されるとともに、該先端部近傍で該第一の筒体の内
外を連通する微小連通部が形成され、
該第二の筒体と該第一の筒体の間の空間部または該第一の筒体の内部の空間部のいずれ
か一方の空間部に流通される冷媒が該微小連通部を通過する際に気化または断熱膨張して
他方の空間部に流通されることで生成される冷熱により該先端部が冷却されるように構成
するとともに、
該先端部が熱電対の測温接点をならびに該第一の筒体および該第二の筒体が熱電対の補
償導線をそれぞれ構成してなることを特徴とする。
【００１０】
また、本発明に係る冷却操作用針状プローブは、好ましくは、プローブの直径が１ｍｍ
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以下であることを特徴とする。
【００１１】
また、本発明に係る冷却操作システムは、上記の冷却操作用針状プローブと、該冷却操
作用針状プローブの前記先端部とは反対側に設けられるプローブ把持部と、該冷却操作用
針状プローブに前記冷媒を供給するとともに冷熱を放出した後の該冷媒を排出する冷媒供
給・排出機構と、前記熱電対の信号により該冷媒の供給量を制御する冷媒量制御機構を備
えてなることを特徴とする。
【００１２】
また、本発明に係る冷却操作用針状プローブは、好ましくは、前記第一の筒体または周
囲と電気的絶縁状態で延設される前記第二の筒体が生体信号測定機構または電気刺激電源
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機構に接続され、前記先端部を介して生体信号を測定することができ、または、生体に電
気刺激を与えることができるように構成されてなることを特徴とする。
【００１３】
また、本発明に係る冷却操作システムは、上記の冷却操作用針状プローブと、該冷却操
作用針状プローブの前記先端部とは反対側に設けられるプローブ把持部と、該冷却操作用
針状プローブに前記冷媒を供給するとともに冷熱を放出した後の該冷媒を排出する冷媒供
給・排出機構と、前記熱電対の信号により該冷媒の供給量を制御する冷媒量制御機構と、
前記第一の筒体または前記第二の筒体が接続される生体信号測定機構または電気刺激電源
機構を備えてなることを特徴とする。
【００１４】
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また、本発明に係る冷却操作用針状プローブは、好ましくは、周囲と電気的絶縁状態で
延設され、前記先端部または該先端部の近傍に先端を有する第一の電極部をさらに備え、
該第一の電極部は、生体信号測定機構もしくは電気刺激電源機構に接続され、または生体
信号測定機構および電気刺激電源機構に切り替え可能に接続され、該先端を介して生体信
号を測定することおよび該先端を介して生体に電気刺激を与えることのいずれか一方また
は双方を行えるように構成されてなることを特徴とする。
【００１５】
また、本発明に係る冷却操作システムは、上記の冷却操作用針状プローブと、該冷却操
作用針状プローブの前記先端部とは反対側に設けられるプローブ把持部と、該冷却操作用
針状プローブに前記冷媒を供給するとともに冷熱を放出した後の該冷媒を排出する冷媒供
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給・排出機構と、前記熱電対の信号により該冷媒の供給量を制御する冷媒量制御機構と、
第一の電極部が生体信号測定機構および電気刺激電源機構のうちのいずれか一方または双
方を備えてなることを特徴とする。
【００１６】
また、本発明に係る冷却操作用針状プローブは、好ましくは、周囲と電気的絶縁状態で
延設され、前記先端部または該先端部の近傍に先端を有する第一の電極部をさらに備え、
前記第一の筒体もしくは周囲と電気的絶縁状態で延設される前記第二の筒体および該第一
の電極部のうちのいずれか一つが、生体信号測定機構もしくは電気刺激電源機構に接続さ
れ、または生体信号測定機構および電気刺激電源機構に切り替え可能に接続され、該先端
部または該先端を介して生体の所定の部位の生体信号を測定することおよび生体の所定の
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部位に電気刺激を与えることのいずれか一方または双方を行えるように構成されるととも
に、他の一つが生体信号測定機構に接続されて、該所定の部位以外の部位の生体信号を測
定することができるように構成されてなることを特徴とする。
【００１７】
また、本発明に係る冷却操作用針状プローブは、好ましくは、それぞれ周囲と電気的絶
縁状態で延設され、前記先端部または該先端部の近傍に先端を有する第二の電極部および
第三の電極部をさらに備え、該第二の電極部は生体信号測定機構に接続されて該先端を介
して生体信号を測定することができ、該第三の電極部は電気刺激電源機構に接続されて該
先端を介して生体に電気刺激を与えることができるように構成されてなることを特徴とす
る。
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【００１８】
また、本発明に係る冷却操作システムは、上記の冷却操作用針状プローブと、該冷却操
作用針状プローブの前記先端部とは反対側に設けられるプローブ把持部と、該冷却操作用
針状プローブに前記冷媒を供給するとともに冷熱を放出した後の該冷媒を排出する冷媒供
給・排出機構と、前記熱電対の信号により該冷媒の供給量を制御する冷媒量制御機構と、
第二の電極部が接続される生体信号測定機構と、第三の電極部が接続される電気刺激電源
機構を備えてなることを特徴とする。
【００１９】
また、本発明に係る冷却操作用針状プローブは、好ましくは、それぞれ周囲と電気的絶
縁状態で延設され、前記先端部または該先端部の近傍に先端を有する第二の電極部および
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第三の電極部をさらに備え、該第二の電極部、該第三の電極部および前記第一の筒体もし
くは周囲と電気的絶縁状態で延設される前記第二の筒体のうちのいずれか１つが生体信号
測定機構に接続されて該先端を介して生体の所定の部位の生体信号を測定することができ
、他の１つが電気刺激電源機構に接続されて該先端を介して生体の所定の部位に電気刺激
を与えることができ、残り１つが該所定の部位以外の部位の生体信号を測定することがで
きるように構成されてなることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２０】
本発明に係る冷却操作用針状プローブは、第一の筒体および第二の筒体の一端部が閉塞
接合されて第一の筒体および第二の筒体が電気的に接続される先端部が熱電対の測温接点

10

を構成するとともに、第一の筒体および第二の筒体が熱電対の補償導線（素線）を構成す
るため、温度センサをプローブに内蔵する必要がない。これにより、プローブを微小径と
することができ、例えば生体等の微小な領域を精密に冷却することができる。
また、本発明に係る冷却操作用針状プローブは、第一の筒体または周囲と電気的絶縁状
態で延設される前記第二の筒体が生体信号測定機構または電気刺激電源機構に接続され、
先端部を介して生体信号を測定することができ、または、生体に電気刺激を与えることが
できるため、生体信号測定または生体に電気刺激を与えるための専用の電極部を設けるこ
となく、例えば精密に冷却する人の脳の微小な領域の脳波を測定することができ、その微
小な領域の例えばてんかん原性域の正確な位置や特徴を判定でき、または、例えば精密に
冷却する人の脳の微小な領域の電気刺激に対する反応を見ることができ、冷却対象の微小
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な領域を確認し、あるいは正確にプローブを冷却対象の微小な領域に位置決めすることが
容易である。また、これにより、冷却操作をより効果的に行うことができる。
また、本発明に係る冷却操作用針状プローブは、周囲と電気的絶縁状態で延設され、先
端部または先端部の近傍に先端を有する第一の電極部をさらに備え、または第二の電極部
および第三の電極部をさらに備えるため、これらの電極部を電気刺激電源機構等の専用の
電極部とすることで生体信号の測定や生体に電気刺激を与えることをより好適に行うこと
ができ、または、さらに、これらの電極部のうちの１つを生体信号測定用のさらなる電極
部、例えば基準電位を測定するための電極とすることで基準電位を測定するための電極を
プローブと別に設けることなく、簡易に生体信号測定を行うことができる。
【００２１】
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また、本発明に係る冷却操作システムは、上記の冷却操作用針状プローブを備えるため
、上記冷却操作用針状プローブの効果を好適に得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本実施の形態の第一の例に係る冷却操作用針状プローブの概略構成を示す図であ
る。
【図２】図１のプローブの先端部分を拡大して示す図である。
【図３】本実施の形態の第三の例に係る冷却操作用針状プローブの概略構成について説明
するための先端部分の側面図である。
【図４】図３のプローブの先端部分の正面図である。
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【図５】本実施の形態の第四の例に係る冷却操作用針状プローブの概略構成について説明
するための先端部分の側面図である。
【図６】図５のプローブの先端部分の正面図である。
【図７】本実施の形態の第四の例の変形例に係る冷却操作用針状プローブの概略構成につ
いて説明するための先端部分の側面図である。
【図８】図７のプローブの先端部分の正面図である。
【図９】本実施の形態の第五の例に係る冷却操作システムの概略構成を示す図である。
【図１０】本実施の形態の第六の例に係る冷却操作システムの概略構成を示す図である。
【図１１】本実施の形態の第七の例に係る冷却操作システムの概略構成を示す図である。
【図１２】本実施の形態の第八の例に係る冷却操作システムの概略構成を示す図である。
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【符号の説明】
【００２３】
１０、１０ａ、１０ｂ、１０ｃ
１２

第二の筒体

１４

第一の筒体

１６

絶縁被覆

１８

先端部

２０

微小連通部

２２

冷却操作システム

２４

プローブ把持部

２６

冷媒供給・排出機構

２８

冷媒量制御機構

３０

排出管

３２

供給管

３４

貯留部

３６

第一の電極部

４０、４０ａ

第三の電極部

４２、４２ａ

第二の電極部

４４

生体信号測定機構

４６

電気刺激電源機構

冷却操作用針状プローブ

10

20

【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
本発明の実施の形態について、図を参照して以下に説明する。
【００２５】
本実施の形態の第一の例に係る冷却操作用針状プローブについて、図１および図２を参
照して説明する。
図１に例示的に概略構成を示す本実施の形態の第一の例に係る冷却操作用針状プローブ
１０は、第一の筒体１４および第二の筒体１２を有する。
第一の筒体１４および第二の筒体１２は、薄肉異種金属からなり、相互に電気的絶縁状
態で延設される。
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第一の筒体１４および第二の筒体１２は、冷媒が流通されるプローブの基本的な役割と
ともに熱電対の補償導線（素線）の役割を兼ねるものであり、このような機能を奏するも
のである限り適宜の金属材料を用いることができる。
極低温まで測温可能とするうえでは、＋脚とされる側がニッケル・クロム合金（登録商
標クロメル）、ＳＵＳ３０４等の鉄または銅で形成され、−脚とされる側がニッケル・ア
ルミニウム合金（登録商標アルメル）、コンスタンタンまたは鉄・ニッケル・コバルト合
金（登録商標コバール）で形成されることが好ましい。また、極低温での測温を要しない
場合は、＋脚とされる側が白金ロジウムで、および−脚とされる側が白金で形成されるこ
とが好ましい。
また、第二の筒体１２の強度を高くする観点からは、第二の筒体１２をクロメル、ＳＵ
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Ｓ３０４、コンスタンタンまたは白金で形成し、第一の筒体１４をこれらの第二の筒体１
２の材料に対して熱起電力を有する材料で形成することが好ましい。このような第一の筒
体１４および第二の筒体１２の材料の組み合わせとしては、クロメルおよびアルメル、ク
ロメルおよび銅、クロメルおよびコンスタンタン、ＳＵＳ３０４およびコバール、コンス
タンタンおよび銅ならびに白金および白金ロジウムの組み合わせのなかから選択されるい
ずれか１つの組み合わせ（いずれも前者が第二の筒体１２用であり、後者が第一の筒体１
４用）が好ましい。
第一の筒体１４および第二の筒体１２の厚みはそれぞれ独立的に、用いる金属の種類や
プローブの使用条件等に応じて求められる強度を備えるように適宜設定することができ、
例えば、０．０５ｍｍ〜０．３０ｍｍ程度とすることができる。また、安全上等の観点か
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らは、第二の筒体１２の厚みを第一の筒体１４の厚みの例えば２倍〜３倍程度とすること
がより好ましい。
第一の筒体１４および第二の筒体１２を相互に電気的絶縁状態で延設するには、図示す
るように第一の筒体１４および第二の筒体１２を相互に離間して設けてもよく、また、第
一の筒体１４の外側表面にあるいは第二の筒体１２の内側表面に絶縁被覆を施してもよい
。このような絶縁被覆の材料としては、有機絶縁材料、ガラス、エナメルまたは釉薬等を
用いることができる。また、第一の筒体１４に糸を巻きつけてスペーサとしてもよい。ま
た、このとき、図２に示すように、第一の筒体１４および第二の筒体１２を相互に離間し
て設けたうえで絶縁被覆１６を施すことがより望ましいことはいうまでもない。
第一の筒体１４および第二の筒体１２は、一端部が、第一の筒体１４および第二の筒体

10

１２のうちのいずれか一方の金属材料またはその他の導電性材料を用いて閉塞接合されて
第一の筒体１４および第二の筒体１２を電気的に接続する先端部１８が形成される。先端
部１８は、熱電対の測温接点を兼ねる。このとき、プローブの先端部１８の形状は特に限
定するものではないが、製造面、温度制御面、皮膚下への挿入性等の観点からは半球状が
好ましい。
【００２６】
先端部１８の近傍で第一の筒体１４の内外（第一の筒体１４の内部空間と第二の筒体１
２と第一の筒体１４の間に形成される空間）を連通する微小連通部２０が形成される。微
小連通部２０は、図示するような第一の筒体１４の先端部近傍の筒面に設けられるスリッ
トあるいは孔であってもよく、あるいはまた、第一の筒体１４の端部に切り欠き状に設け

20

られて先端部１８との間に隙間が形成されるもの等の適宜の形状とすることができる。微
小連通部２０の開口面積は、必要な冷却能力、冷媒の種類および流通する冷媒の流量や圧
力その他の条件等に応じて適宜設定することができ、例えば、１×１０−３ｍｍ２〜３×
１０−３ｍｍ２程度とすることができる。
冷却操作用針状プローブ１０は、第一の筒体１４の内部に液化ガスや圧縮ガス等の適宜
の媒体（冷媒）が導入され、微小連通部２０を通過して第二の筒体１２と第一の筒体１４
の間の空間に導出される際に液化ガスが気化しあるいは圧縮ガスが断熱膨張することによ
り、ジュールトムソン効果で生成される冷熱により先端部１８が冷却される。このとき、
媒体が第二の筒体１２と第一の筒体１４の間の空間に導入されて第一の筒体１４の内部か
ら気化等した排ガスが導出される経路としてもよい。
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使用する冷媒の種類は特に限定するものではないが、例えば，フレオンやＨＦＣ（ハイ
ドロフルオロカーボン）のような冷媒が好ましい。
先端部１８の冷却の程度は、施術を行うからだの部位や施術目的等に応じて適宜設定さ
れ、氷温に至らない程度、いいかえればいわゆる冷水の温度程度であってもよく、また、
氷温以下、例えば極低温であってもよい。
【００２７】
冷却操作用針状プローブ１０の冷却された先端部１８を施術対象部に当てることにより
、対象部を冷凍施術し、あるいは冷却施術することができる。
【００２８】
上記のように構成される本実施の形態の第一の例に係る冷却操作用針状プローブは、温
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度計測用あるいは温度制御用の温度センサをプローブ内に挿入して用いる必要がないため
、冷却操作用針状プローブを微小径とすることができ、特に、プローブの直径を１ｍｍ以
下、例えば０．５ｍｍ〜０．８ｍｍ程度に形成することで、微小な領域を精密に冷却する
ことができる。このため、例えば人の脳内に施術して局所的に急速冷却することでてんか
ん治療を好適に行うことができる。このとき、例えば数十秒程度のサイクルで冷凍して局
所を壊死させた後に体温に戻すことにより、てんかん原性域（てんかん焦点）のみを精度
よく処置することができ、また、後遺障害の発生を避けることができる。
また、本実施の形態の第一の例に係る冷却操作用針状プローブ１０は、氷温以下に冷却
した先端部１８に凍結付着した細胞を採取する場合にも好適に用いることができる。この
場合、熱電対等を用いて温度を計測し、制御することは必ずしも要しない。また、このた
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め、プローブの第一の筒体１４および第二の筒体１２の材料についての上記の制約もない
。また、凍結して採取する対象の細胞は、人のものに限らず、人以外の生体のものであっ
てもよく、さらには生体に限られない。
さらにまた、本実施の形態の第一の例に係る冷却操作用針状プローブ１０は、バイオ技
術においても使用可能である。
また、本実施の形態の第一の例に係る冷却操作用針状プローブ１０は、従来に比べて微
小な先端部および必要に応じて微小な第二の筒体１２の先端部側の端部で微小領域を冷却
するものであるため、従来に比べて小さい冷却能力で確実に微小領域を冷却することがで
きる。このとき、温度圧力等が同一の使用条件で単位量当たりの冷熱発生能力のより大き
な冷媒を使用することが望ましいことはもちろんである。

10

【００２９】
つぎに、本実施の形態の第二の例に係る冷却操作用針状プローブについて説明する。
本実施の形態の第二の例に係る冷却操作用針状プローブは、本実施の形態の第一の例に
係る冷却操作用針状プローブ１０において、第一の筒体１４または周囲と電気的絶縁状態
で延設される第二の筒体１２が図示しない生体信号測定機構または電気刺激電源機構に接
続され（図１０参照

図１０は生体信号測定機構に接続される例を示す。）、先端部を介

して生体信号を測定することができ、または、生体に電気刺激を与えることができるよう
に構成される。なお、このとき、生体信号測定機構または電気刺激電源機構と熱電対を用
いた温度計測等のための機器との接続を切り替える切り替え機構を設けることを排除する
ものではない。
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ここで、生体信号とは、人その他の生体（生物）が活動する際に起こる生理的な情報の
信号を広く含むものであり、特に限定するものではない。ただし、冷凍手術との関係で特
に有用なのは、脳波信号および神経信号である。
これにより、例えば別途適宜の部位に当てた電極（グランド電極）の電位を基準電位と
して、施術対象部に当てた先端部１８を介して脳波信号を測定することで、脳の微小な領
域の例えばてんかん原性域の正確な位置や特徴を判定できる。また、脳の微小な領域の電
気刺激に対する反応を見ることで、例えば、冷却対象の微小な領域を確認し、あるいは正
確にプローブを冷却対象の微小な領域に位置決めすることが容易である。また、電気刺激
によっててんかんが誘発されるか否かによって、その領域がてんかん原性域（てんかん焦
点）であるか否かを判断することができる。また、これにより、冷凍手術によるてんかん
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治療等の冷却操作をより効果的に行うことができる。すなわち、冷凍手術において脳波測
定の結果を考慮することで、てんかん部位のみを壊死させることができ、また、手術の際
の痛みや術後の傷跡（変性）が少なく、また術後の合併症の発生が少なく、さらには、手
術の費用も軽減される。これらの点は、以下の他の冷却操作用針状プローブについても同
じである。
また、例えば神経の微小な治療部位を壊死させる等の冷凍手術を行う際に神経信号を測
定することができ、効果的な冷凍手術を行うことができる。この点は、以下の他の冷却操
作用針状プローブについても同じである。
このとき、生体信号測定や生体に電気刺激を与えるための専用の電極部を設ける必要が
ないため、プローブの構造が複雑化せず、また、プローブの小型化への支障もない。
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なお、以下に説明する他の例においても、基準電位の電極について特に触れない限り、
適宜の部位に当てて基準電位を測定する電極をプローブとは別に設けることは、本実施例
と同様である。
【００３０】
つぎに、本実施の形態の第三の例に係る冷却操作用針状プローブについて図３および図
４を参照して説明する。
図３および図４に例示的に冷却操作用針状プローブの先端部分の概略構成を示す本実施
の形態の第三の例に係る冷却操作用針状プローブ１０ａは、本実施の形態の第一の例に係
る冷却操作用針状プローブ１０の構成を有するとともに、周囲と電気的絶縁状態で延設さ
れ、先端部１８または先端部１８の近傍に先端を有する第一の電極部３６をさらに備え、
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第一の電極部３６は、図示しない生体信号測定機構もしくは電気刺激電源機構に接続され
、または生体信号測定機構および電気刺激電源機構に切り替え可能に接続され（図１１参
照）、先端を介して生体信号を測定することおよび生体に電気刺激を与えることのいずれ
か一方または双方を行えるように構成される。
冷却操作用針状プローブ１０ａは、図３および図４に図示する例では、第二の筒体１２
の外表面に絶縁被覆１６が設けられ、絶縁被覆１６の一側に棒状導線形状の第一の電極部
３６が設けられ、第一の電極部３６がさらに絶縁被覆１６で被覆される。なお、第一の電
極部３６の先端はその外周の絶縁被覆１６から露出する。
ただし、これに限らず、第一の電極部３６は適宜の位置に設けることができ、例えば、
第一の筒体１４および第二の筒体１２の間の空間部に第一の電極部３６を設け、第一の電
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極部３６の先端が先端部１８を絶縁状態で貫通して露出する構成としてもよい。また、第
一の電極部３６は、形状を限定するものではなく、例えば帯板形状等の適宜の形状に形成
してもよい。
なお、冷却操作用針状プローブ１０ａにおいて、生体信号測定機構および電気刺激電源
機構のグランドを接続する端子（グランド電極）として、第二の筒体等を用いると、好適
である。
【００３１】
第一の電極部３６および絶縁被覆１６に用いる材料は、特に限定するものではなく、例
えば、第一の電極部３６については本実施の形態の第一の例に係る冷却操作用針状プロー
ブ１０の第一の筒体１４および第二の筒体１２と同様の材料を用い、絶縁被覆１６につい
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ては本実施の形態の第一の例に係る冷却操作用針状プローブ１０の絶縁被覆と同様の材料
を用いることができる。ただし、腐蝕防止の点からは、白金または金が好適である。これ
らのことは、以下に説明するその他の例の電極部等においても同じである。
【００３２】
上記のように構成される本実施の形態の第三の例に係る冷却操作用針状プローブ１０ａ
の操作方法および作用を説明する。
冷却操作用針状プローブ１０ａの先端部１８を例えば人の脳の施術対象部に当て、第一
の電極部３６を介して電気刺激を与える。例えば、パルス状の電流を流しあるいは電圧を
印加することにより、脳の微小な領域の電気刺激に対する反応を見ることができ、例えば
、冷却対象の微小な領域を確認し、あるいは正確にプローブを冷却対象の微小な領域に位
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置決めすることが容易である。また、電気刺激によっててんかんが誘発されるか否かによ
って、その領域がてんかん原性域（てんかん焦点）であるか否かを判断することができる
。
一方、冷却操作用針状プローブ１０ａの先端部１８を例えば人の脳の施術対象部に当て
、精密に冷却する人の脳の微小な領域の脳波を測定することで、その微小な領域の例えば
てんかん原性域の正確な位置や特徴を判定できる。また、これにより、冷凍手術によるて
んかん治療をより効果的に行うことができる。
また、電気刺激を与える操作と脳波測定の操作を切り替えて逐次行うことにより、精密
に冷却する人の脳の微小な領域の電気刺激により得られる脳波を測定することで、その微
小な領域の例えばてんかん原性域の正確な位置や特徴をより好適に判定できる。また、こ

40

れにより、冷凍手術によるてんかん治療をさらに効果的に行うことができる。
【００３３】
つぎに、本実施の形態の第三の例に係る冷却操作用針状プローブの変形例について説明
する。
変形例に係る冷却操作用針状プローブは、本実施の形態の第三の例に係る冷却操作用針
状プローブ１０ａの（１）第一の電極部３６および（２）第一の筒体１４もしくは周囲と
電気的絶縁状態で延設されるようにした第二の筒体１２のうちのいずれか一つが、生体信
号測定機構もしくは電気刺激電源機構に接続され、または生体信号測定機構および電気刺
激電源機構に切り替え可能に接続され、先端部１８または先端を介して生体の所定の部位
（例えば人の脳の施術対象部）の生体信号を測定することおよび生体の所定の部位に電気

50

(11)

JP 5549938 B2 2014.7.16

刺激を与えることのいずれか一方または双方を行えるように構成されるとともに、他の一
つが生体信号測定機構に接続されて、所定の部位以外の部位の生体信号を測定することが
できるように構成される。
これにより、基準電位を測定する電極を格別に設けることなく、プローブで所定の部位
の近傍で基準電位を測定することができるので、好適である。なお、基準電位を測定する
電極を別に設け、プローブでは所定の部位とともに所定の部位の極近接する部位の生体信
号を測定してもよい。
【００３４】
つぎに、本実施の形態の第四の例に係る冷却操作用針状プローブについて図５および図
６を参照して説明する。

10

図５および図６に例示的に冷却操作用針状プローブの先端部分の概略構成を示す本実施
の形態の第四の例に係る冷却操作用針状プローブ１０ｂは、本実施の形態の第一の例に係
る冷却操作用針状プローブ１０の構成を有するとともに、それぞれ周囲と電気的絶縁状態
で延設され、先端部１８または先端部１８の近傍に先端を有する第二の電極部（誘電電極
）４２および第三の電極部４０をさらに備え、第二の電極部４２は生体信号測定機構に接
続されて先端を介して生体信号を測定することができ、第三の電極部４０は電気刺激電源
機構に接続されて先端を介して生体に電気刺激を与えることができるように構成される。
冷却操作用針状プローブ１０ｂは、具体的には、第二の電極部４２が筒状に形成され、
また、さらに筒状の第三の電極部４０を備える点が、本実施の形態の第三の例に係る冷却
操作用針状プローブ１０ａと異なる。第三の電極部４０の外表面に絶縁被覆１６が設けら

20

れ、絶縁被覆１６の外表面に第二の電極部４２が設けられ、第二の電極部４２の外表面に
絶縁被覆１６が設けられる。なお、第二の電極部４２および第三の電極部４０の先端は、
それぞれ絶縁被覆１６から露出する。
ただし、これに限らず、第二の電極部４２および第三の電極部４０は適宜の位置に設け
ることができ、例えば、第二の電極部４２および第三の電極部４０を入れ替えて配置して
もよい。
【００３５】
上記のように構成される冷却操作用針状プローブ１０ｂの操作方法および作用を説明す
る。
冷却操作用針状プローブ１０ｂの先端部１８を例えば人の脳の施術対象部に当て、第三
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の電極部４０を介して施術対象部に電気刺激を加える。ついで、第二の電極部４２を介し
て施術対象部の脳波を測定する。この脳波のパターンを解析、評価することにより、その
微小な領域の例えばてんかん原性域の正確な位置や特徴を判定できる。また、これにより
、冷凍手術によるてんかん治療をより効果的に行うことができる。また、施術対象部とし
ての脳に代えて神経に電気刺激を加え神経信号を測定、解析することで、冷凍手術による
神経治療をより効果的に行うことができる。
なお、上記の構成にかかわらず、第二の電極部および第三の電極部の双方を、まず電気
刺激を加えるために用い、ついで、切り替えて、脳波を測定するために用いることもでき
る。また、計測用アンプを利用して第二の電極部および第三の電極部から生体信号を測定
してもよく、このとき、計測用アンプのグランドは第二の筒体に接続してもよいし、この
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プローブとは全く別に生体内に設置した電極に接続してもよい。
このとき、本発明者等が開発した自己組織化関係ネットワーク（Self‑Organizing Rela
tionship）の手法を適用すると、より好適である。自己組織化関係ネットワークは、コホ
ーネン（Teuvo Kohonen）によって提案された自己組織化マップに入出力関係を表現する
機能を付加したニューラルネットワークである。脳のマッピング機能を模擬したモデルで
あり、試行錯誤により得られる入出力ペアとその評価値によりモデリングを行う。
【００３６】
つぎに、本実施の形態の第四の例に係る冷却操作用針状プローブの第一の変形例につい
て説明する。
第一の変形例に係る冷却操作用針状プローブは、本実施の形態の第四の例に係る冷却操
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作用針状プローブ１０ｂの（１）第二の電極部４２、（２）第三の電極部４０および（３
）第一の筒体１４もしくは周囲と電気的絶縁状態で延設される第二の筒体１２のうちのい
ずれか１つが生体信号測定機構に接続されて先端を介して生体の所定の部位の生体信号を
測定することができ、他の１つが電気刺激電源機構に接続されて先端を介して生体の所定
の部位に電気刺激を与えることができ、残り１つが所定の部位以外の部位の生体信号を測
定することができるように構成される。
これにより、基準の電位を測定する電極を格別に設けることなく、プローブで所定の部
位の近傍で基準の電位を測定することができるので、好適である。
【００３７】
つぎに、本実施の形態の第四の例に係る冷却操作用針状プローブ１０ｂの第二の変形例
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について図７および図８を参照して説明する。
図７および図８に例示的に冷却操作用針状プローブの先端部分の概略構成を示す第二の
変形例に係る冷却操作用針状プローブ１０ｃは、棒状導線形状に形成される第三の電極部
４０ａおよび第二の電極部４２ａが、第二の筒体１２を被覆する絶縁被覆１６の外表面の
径方向両端に対向して離間配置される点が、冷却操作用針状プローブ１０ｂと異なる。
これにより、第二の電極部４２ａおよび第三の電極部４０ａを、第二の電極部４２およ
び第三の電極部４０のように同軸状に形成する場合や、筒状の第一の電極部３６と第二の
筒体１２等で構成する場合に比べて浮遊容量が小さくなり、好ましい。
なお、第二の電極部４２aおよび第三の電極部４０aは、形状を限定するものではなく、
例えば帯板導線形状等の適宜の形状に形成してもよい。
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【００３８】
つぎに、本実施の形態の第五の例に係る冷却操作システムについて図９を参照して説明
する。
図９に例示的に概略構成を示す本実施の形態の第五の例に係る冷却操作システム２２は
、本実施の形態の第一の例に係る冷却操作用針状プローブ１０と、冷却操作用針状プロー
ブ１０の先端部１８とは反対側に設けられるプローブ把持部２４と、冷媒供給・排出機構
２６と、冷媒量制御機構２８を備える。
【００３９】
プローブ把持部２４は、冷却操作用針状プローブ１０を把持して操作するためのもので
あり、以下に説明する冷媒供給・排出機構２６の排出管３０および供給管３２が接続され
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る。
冷媒供給・排出機構２６は、冷却操作用針状プローブ１０に冷媒（冷却用媒体）を供給
し、かつ気化等した冷媒排ガスを冷却操作用針状プローブ１０から適宜の支障のない場所
へ排出するためのものである。
冷媒供給・排出機構２６は、冷媒を貯留する貯留部３４と、貯留部３４と冷却操作用針
状プローブ１０を結合して貯留部３４の冷媒を冷却操作用針状プローブ１０に供給するた
めの供給管３２を備えるとともに、冷却操作用針状プローブ１０で気化等した冷媒排ガス
を冷却操作用針状プローブ１０から排出するための排出管３０を備える。排出管３０およ
び供給管３２は、冷却操作用針状プローブ１０の操作に支障のない程度に十分な長さでか
つ可撓性を備えるものであることが好ましいが、排ガス量が微量なときは、排出管３０は
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短い管であってもよく、あるいは排出管３０を実質的に省略してもよい。
また、この場合、冷媒の有する圧力であるいは必要に応じて図示しないポンプ等の圧縮
源を用いて冷媒を冷却操作用針状プローブ１０に圧送するとともに、排出ガスは残圧で大
気中に放出してもよく、あるいは圧縮源とともにあるいは圧縮源を用いることなく適宜の
図示しないポンプ等の吸引源を用いて吸引してもよい。
冷媒量制御機構２８は、第一の筒体１４および第二の筒体１２それぞれの端部を接続す
る熱電対の基準接点（図示せず。）を備える。また、冷媒量制御機構２８は、基準接点と
測温接点との間に生じる起電力の信号により、冷却操作用針状プローブ１０の先端部１８
の温度を必要に応じて表示するとともに、供給管３２の電磁供給弁あるいは排出管３０の
電磁排出弁（いずれも図示せず。）を開閉動作させて先端部１８を所定温度に制御する温
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度指示制御部（図示せず。）を備える。
【００４０】
冷却操作システム２２の使用方法を例示すると、まず、プローブ把持部２４を把持して
冷却操作用プローブ１０の先端部１８を例えば人の頭の皮膚の表皮から内部に進入させる
。プローブ先端部が施術対象部に到達したら、冷媒量制御機構２８を手動モードにより操
作することで、あるいは自動モードにより温度指示制御部で適当な温度を仮設定すること
で、冷却操作用針状プローブ１０に冷媒を供給し、冷媒の流通を安定化する。これにより
、例えば数℃程度にまで冷却された先端部１８から脳内部に冷熱が伝わり、脳内部が局所
的に例えば常温以下、２０℃程度にまで急速冷却される。
このとき、冷却操作用針状プローブ１０の先端部１８から施術箇所に奪われる冷熱量が

10

従来のプローブのものよりも小さいため、奪われる冷熱量に比べて十分余裕のある大量の
冷熱を供給することができる。また、冷熱源であるプローブ１０の先端部１８と熱電対の
測温接点が一致しているため、温度変化を例えば１℃以下の変動範囲内に制御でき、安定
した精密な施術を行うことができる。
【００４１】
つぎに、本実施の形態の第六の例に係る冷却操作システムについて図１０を参照して説
明する。
図１０に模式的に構成を示す本実施の形態の第六の例に係る冷却操作システム２２ａは
、本実施の形態の第二の例に係る冷却操作用針状プローブについてのものであり、本実施
の形態の第四の例に係る冷却操作システム２２と同様に、図示を省略するプローブ把持部
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と、冷媒供給・排出機構２６と、冷媒量制御機構２８を備えるとともに、さらに第一の筒
体１４または第二の筒体１２が接続される生体信号測定機構または電気刺激電源機構を備
える。図１０は、第二の筒体１２に生体信号測定機構４４が接続される例を示している。
この場合、生体信号測定機構４４は、生体信号を増幅する信号増幅器と、生体信号表示・
記録計等を備える。
冷却操作を行う前に、あるいはまた冷却操作を行った後に、生体信号測定を行うことに
より、または、生体に電気刺激を与えることにより、本実施の形態の第二の例に係る冷却
操作用針状プローブの効果を好適に得ることができる。
【００４２】
つぎに、本実施の形態の第七の例に係る冷却操作システムについて図１１を参照して説
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明する。
図１１に模式的に構成を示す本実施の形態の第七の例に係る冷却操作システム２２ｂは
、本実施の形態の第三の例に係る冷却操作用針状プローブ１０ａについてのものであり、
本実施の形態の第四の例に係る冷却操作システム２２と同様に、図示を省略するプローブ
把持部と、冷媒供給・排出機構２６と、冷媒量制御機構２８を備えるとともに、第一の電
極部３６が生体信号測定機構４４および電気刺激電源機構４６のうちのいずれか一方また
は双方を備える。
冷却操作を行う前に、あるいはまた冷却操作を行った後に、生体信号測定機構４４と電
気刺激電源機構４６を適宜切り替えて、例えば脳に電気刺激を与える操作を行い、ついで
、脳波測定を行うことにより、本実施の形態の第三の例に係る冷却操作用針状プローブ１
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０ａの効果を好適に得ることができる。なお、例えば電気刺激電源機構４６を用いて電流
刺激を与える場合は、例えば、パルス振
幅５０μA、パルス幅２００μsec、繰り返し周波数５０Hzのパルス電流を数秒間、ラット
の海馬に与えてやると、てんかん波が発生するのを観察できる。
なお、本実施の形態の第七の例に係る冷却操作システム２２ｂの変形例として、本実施
の形態の第三の例の変形例に係る冷却操作用針状プローブにおいて（１）第一の筒体１４
もしくは周囲と電気的絶縁状態で延設される第二の筒体１２および（２）第一の電極部３
６のうちのいずれか一つが、生体信号測定機構４４もしくは電気刺激電源機構４６に接続
され、または生体信号測定機構４４および電気刺激電源機構４６に切り替え可能に接続さ
れ、先端部１８または先端を介して生体の所定の部位の生体信号を測定することおよび生
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体の所定の部位に電気刺激を与えることのいずれか一方または双方を行えるように構成す
るとともに、他の一つが生体信号測定機構４４に接続され、所定の部位以外の部位の生体
信号（ここでは、基準電位を含む。）を測定することができるように構成してもよい。
【００４３】
つぎに、本実施の形態の第八の例に係る冷却操作システムについて図１２を参照して説
明する。
図１２に模式的に構成を示す本実施の形態の第八の例に係る冷却操作システム２２ｃは
、本実施の形態の第四の例に係る冷却操作用針状プローブ１０ｂについてのものであり、
本実施の形態の第四の例に係る冷却操作システム２２と同様に、図示を省略するプローブ
把持部と、冷媒供給・排出機構２６と、冷媒量制御機構２８を備えるとともに、さらに第
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二の電極部４２が接続される生体信号測定機構４４と第三の電極部４０が接続される電気
刺激電源機構４６を備える。
冷却操作を行う前に、あるいはまた冷却操作を行った後に、生体信号測定機構４４と電
源機構４６を適宜用い、例えば脳に電気刺激を与える操作を行い、ついで、脳波測定を行
うことにより、本実施の形態の第四の例に係る冷却操作用針状プローブ１０ｂの効果を好
適に得ることができる。
なお、本実施の形態の第八の例に係る冷却操作システム２２ｃの変形例として、本実施
の形態の第四の例の冷却操作用針状プローブの第一の変形例において、（１）第二の電極
部４２、（２）第三の電極部４０および（３）第一の筒体１４もしくは周囲と電気的絶縁
状態で延設される第二の筒体１２のうちのいずれか１つが生体信号測定機構４４に接続さ
れて先端を介して生体の所定の部位の生体信号を測定することができ、他の１つが電気刺
激電源機構４６に接続されて先端を介して生体の所定の部位に電気刺激を与えることがで
き、残り１つが所定の部位以外の部位の生体信号（ここでは、基準電位を含む。）を測定
することができるように構成してもよい。
【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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