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(57)【要約】

（修正有）

【課題】ロボット手術において、空気漏れを防止し、モ
ノポーラエネルギーなどによる組織の熱傷を防止する医
療器具を提供する。
【解決手段】ロボット手術用のプラットフォーム１１は
、樹脂製の樹脂部１１１、１１２、１１３を有し、樹脂
部の遠位端である板状部１１２から、近位端である板状
部１１１への導電性を有する導電部を備える。導電部は
、樹脂部の表面に設けられ、帯電防止の表面抵抗以下の
表面抵抗の導電性を有する導電性膜とすることができる
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ロボット手術用のプラットフォーム、トロッカー、及びトロッカー固定具からなる群か
ら選択されるいずれかの医療器具であり、
前記医療器具が樹脂製の樹脂部を有し、前記樹脂部の遠位端と近位端との間に導電性を
有する導電部を備える医療器具。
【請求項２】
前記樹脂部が、透明部を有する請求項１記載の医療器具。
【請求項３】
前記導電部が、前記樹脂部の表面に設けられ、帯電防止のための表面抵抗以下の表面抵

10

抗率の導電性を有する導電性膜である請求項１または２記載の医療器具。
【請求項４】
前記導電性膜が透明である、請求項３記載の医療器具。
【請求項５】
前記導電部が、前記樹脂部に導電性材料を包埋することで導電性を有する樹脂部である
請求項１〜４のいずれかに記載の医療器具。
【請求項６】
前記導電部が、前記樹脂部の前記遠位端側と前記近位端側との間に設けられた導電部材
である請求項１〜５のいずれかに記載の医療器具。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、ロボット手術に用いられるプラットフォームやトロッカー、トロッカー固定
具といった医療器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
胸腔や腹腔等の手術にあたって低侵襲性や正確な動作ができることから、内視鏡下ロボ
ット手術支援システムなどのロボット手術が実用化されている。ロボット手術として広く
普及している装置では、例えば臍部から金属製のトロッカーを挿入し、金属製の固定具で
腹壁に固定後、気腹して手術を行っている。しかし、金属製のトロッカーや固定具は、臍
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部との密着性が低く、空気漏れが生じてその対応が必要になるなど、手術時間を延長する
原因となっている。一方で、空気漏れを防止するために、金属製のトロッカーや固定具を
臍部に過度に密着させると、臍部皮膚の糜爛や壊死の原因となる。
【０００３】
これらの一般的な対策として、例えば、樹脂製のプラットフォームを用いて金属製のト
ロッカーを挿入する手法が行われている。また、他にも樹脂製のトロッカーと固定具を用
いてさらに金属製トロッカーを樹脂製のトロッカーに挿入するトロッカーイントロッカー
と呼ばれる手法が行われている。非特許文献１、２はこれらの手法に用いることができる
器具の例を開示している。
【０００４】
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特許文献１〜３はトロッカー（トラカールやトロカールと呼ばれる場合がある）等を開
示するものである。例えば、特許文献１は、体壁に刺針される内針と、この内針の外側に
設けられた外套管と、この外套管の基端部に設けられ後端に口金を有する手元部と、この
手元部の内部に設けられた気密弁とを有するトラカールにおいて、前記気密弁を前記口金
に対して相対変位可能に設けたことを特徴とするトラカールを開示している。
【０００５】
特許文献２は、体壁に刺針される内針と、この内針の外側に設けられた外套管とを有す
るトラカールにおいて、前記外套管の外表面に保水牲を有するカバー部材を設けたことを
特徴とするトラカールを開示している。
【０００６】
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特許文献３は、内部貫通通路を有するトロカールカニューレにおいて、細長いトロカー
ルカニューレ管と、該カニューレ管を取り付けるためのトロカールカニューレ取手とを具
備し、該トロカールカニューレ管とトロカールカニューレ取手の内部通路が、管と取手を
通して可視であるトロカールカニューレを開示している。
【０００７】
特許文献４は、トロッカー固定具の一例を示すものである。特許文献４は、内視鏡下外
科手術においてトラカール管を体壁に固定するための体腔側固定具であって、トラカール
管外周部に着脱自在に装着される抜止め手段と、該抜止め手段を体外部より操作可能な操
作手段とを具備したことを特徴とするトラカール固定具を開示している。
【０００８】
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特許文献５は、プラットフォームの一例を示すものである。特許文献５は、外科用アク
セス装置において、開創器であって、体腔内へと組織を貫通する通路を形成するために、
前記開創器を通って延びる開口部を有する、開創器と、前記開創器に連結され、中を延び
る長さ方向軸を定めるハウジングであって、前記ハウジングは、前記開創器の前記開口部
と連絡している複数の剛性シールポートを有し、各シールポートは、その中にシール要素
を有し、前記ハウジングの前記長さ方向軸とゼロより大きい角度を成す中心軸を有する、
ハウジングと、を含む、外科用アクセス装置を開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
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【特許文献１】特開平５−２８５１５６号公報
【特許文献２】特開平５−２８５１５５号公報
【特許文献３】特開平７−２５０８１０号公報
【特許文献４】特開２００２−２２４１２９号公報
【特許文献５】特開２０１０−８２４４９号公報
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】A Newly Developed Oval‑shaped Port Device (E・Z ACCESS Oval Type
) for Use in Reduced Potr Surgery: Initial Clinical Experiences with Cholecyctec
tomy. Surg Technol Int. 2013 Jul 17; XXIII:76‑80 Shibao K, Sato N, Higure A, Yam
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aguchi K.
【非特許文献２】A new oval multichannel port to facilitate reduced port distal g
astrectomy. Minim Invasive Ther Allied Tchnol.2015 Jun;24(3):135‑40.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
特許文献１〜５や、非特許文献１〜２のようなトロッカーやその固定具、プラットフォ
ームなどが開示されており、ロボット手術への利用が行われている。また、これらのほか
にもロボット手術において、樹脂製のプラットフォームやトロッカー、固定具等を用いる
手法では、特定の使用条件下で、エンドスコープを介してモノポーラエネルギーが接触組
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織へ伝達され、熱傷をもたらす可能性があることが報告されている。このようなリスクは
、患者の術後回復が遅延する原因ともなる可能性があり、これを避けるように配慮しなが
ら手術を行うことは医師にも余計な負担となる。ロボット手術を行うにあたり、このよう
な熱傷が生じるリスクを低減することが求められている。しかしながら、特許文献１〜５
や、非特許文献１〜２のようなトロッカーやその固定具、プラットフォームは必ずしもロ
ボット手術を前提としたものではなく、また、モノポーラエネルギーが接触組織へ伝達さ
れ、熱傷をもたらす可能性などの認識もなく、これらに最適な構成を有しているものとは
いえない部分があった。
【００１２】
係る状況下、本発明は、ロボット手術において、空気漏れを防止し、モノポーラエネル
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ギーなどによる組織の熱傷を防止する医療器具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】
【００１３】
本発明者は、上記課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、下記の発明が上記目的に合
致することを見出し、本発明に至った。すなわち、本発明は、以下の発明に係るものであ
る。
【００１４】
＜１＞

ロボット手術用のプラットフォーム、トロッカー、及びトロッカー固定具から

なる群から選択されるいずれかの医療器具であり、
前記医療器具が樹脂製の樹脂部を有し、前記樹脂部の遠位端と近位端との間に導電性を

10

有する導電部を備える医療器具。
＜２＞

前記樹脂部が、透明部を有する＜１＞記載の医療器具。

＜３＞

前記導電部が、前記樹脂部の表面に設けられ、帯電防止のための表面抵抗以下

の表面抵抗の導電性を有する導電性膜である＜１＞または＜２＞記載の医療器具。
＜４＞

前記導電性膜が透明である、＜３＞記載の医療器具。

＜５＞

前記導電部が、前記樹脂部に導電性材料を包埋することで導電性を有する樹脂

部である＜１＞〜＜４＞のいずれかに記載の医療器具。
＜６＞

前記導電部が、前記樹脂部の前記遠位端と前記近位端との間に設けられた導電

部材である＜１＞〜＜５＞のいずれかに記載の医療器具。
【発明の効果】
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【００１５】
本発明によれば、ロボット手術において、空気漏れを防止し、モノポーラエネルギーな
どによる組織の熱傷を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明にかかるロボット手術のプラットフォームの一例を示す概要図である。
【図２】本発明にかかるトロッカーおよびトロッカー固定具の一例を示す概略図である。
【図３】本発明にかかるトロッカーの他の一例を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
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以下に本発明の実施の形態を詳細に説明するが、以下に記載する構成要件の説明は、本
発明の実施態様の一例（代表例）であり、本発明はその要旨を変更しない限り、以下の内
容に限定されない。なお、本明細書において「〜」という表現を用いる場合、その前後の
数値を含む表現として用いる。
【００１８】
［本発明の医療器具］
本発明の医療器具は、ロボット手術用のプラットフォーム、トロッカー、及びトロッカ
ー固定具からなる群から選択されるいずれかの医療器具であり、前記医療器具が樹脂製の
樹脂部を有し、前記樹脂部の遠位端と近位端との間に導電性を有する導電部を備える。本
発明の医療器具によれば、ロボット手術において、空気漏れを防止し、モノポーラエネル
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ギーなどによる組織の熱傷を防止することができる。
【００１９】
本発明の医療器具は、ロボット手術用のプラットフォームやトロッカー、トロッカー固
定具に関する。これらは、ロボット手術を行うにあたって、臍部などの体壁に設ける開口
部に取り付けられ、この開口部を通して手術用の器具を操作等するために設置される器具
である。
【００２０】
これらの医療器具は、体壁に取り付けて用いられるが、その体壁と接触する部分に、シ
リコーン樹脂などの樹脂製の樹脂部を有する。この樹脂部により、樹脂が体壁と接触した
とき体壁に合わせて比較的柔軟に変形したり、体壁と密着させても体壁への損傷が少ない
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ことから、ロボット手術中の気腹した体内からの空気漏れを防止することができる。
【００２１】
ロボット手術に用いられるトロッカーは、臍部などにロボット手術用の器具を差し込む
ための器具として設置される器具である。このトロッカーは、従来、特にロボット手術用
としては金属製のものとして開発されてきていた。しかし、金属製のトロッカーは、体壁
が薄いヒトに用いると体内から空気漏れが生じたり、空気漏れを防止するために強く体壁
に押し付けると長時間の手術によって糜爛や壊死が生じる恐れがある。このような金属製
のトロッカーに代えて、従来、手術を行うときになどに用いられていたプラットフォーム
などとも呼ばれる器具を利用したり、トロッカーの一部を樹脂製とするものなどが提案さ
れている。また、体壁の内側にリング状に膨張させて体壁の内外で固定するようなトロッ
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カー固定具などと併用するものが提案されてきている。
【００２２】
しかし、これらの樹脂部を有する構造としてロボット手術を行うと、特殊な条件のとき
、体内の組織に熱傷が生じる場合があることが指摘され始めている。この組織の熱傷は、
体壁の内側（体内）の手術用の器具に生じた静電気が、樹脂部により絶縁されて樹脂部周
辺で帯電し、この帯電が組織の一部に集中的に流れたときに発生するものと考えられる。
本発明は、樹脂部に導電性の構造を設けて樹脂部周辺で生じる可能性がある静電気をロボ
ット手術用の機械のペイシェントカートのアーム等に放出させることで、組織の熱傷を抑
制する構成としたものである。
【００２３】

20

［第一の実施形態］
図１は、本発明の第一の実施形態にかかる医療器具を説明するための概要図である。こ
の第一の実施形態にかかる医療器具は、ロボット手術用のプラットフォームである。プラ
ットフォーム１１は、トロッカー２１、２２等を挿入するための構造である。また、プラ
ットフォーム１１はトロッカーに限られず他の手術用の器具等を挿入するために用いても
よい。
【００２４】
プラットフォーム１１は、図１における体壁側の板状部１１２と、アーム側の板状部１
１１と、これらの板状部の間に設けられた筒状部１１３を有する。体壁側の板状部１１２
の中央には開口部１１２１が設けられており、この開口部１１２１は体壁の開腹部分３０
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１に挿入され、手術中に体内で使用する手術用の器具を挿入したり取り出すための領域と
なる。また、アーム側の板状部１１１は手術用の器具を挿入するとき、所定の位置に留め
るための基点となる部分を固定するものとなる。また、これらの板状部１１１、１１２と
筒状部１１３との間は中空となっており、この中空の部分でアーム側の板状部から体壁側
の板状部の開口部への各器具の導線を調整する。
ロボット手術用の機械のペイシェントカートのアームに取り付けた手術用の器具などは
、このプラットフォーム１１を介して使用される。このため、プラットフォーム１１など
の医療器具において、ロボット手術用の機械のペイシェントアームにより近いほうの端部
を、近位端とよぶ。プラットフォーム１１のアーム側の板状部１１１は、近位端である。
また、プラットフォーム１１などの医療器具において、近位端よりも離れた患者側に配
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置されたり患者と接触したりする側の端部を、遠位端とよぶ。プラットフォーム１１の体
壁側の板状部１１２は、遠位端である。
【００２５】
このプラットフォーム１１は、その全体がシリコーン樹脂製の樹脂部である。なお、プ
ラットフォーム１１の樹脂部はシリコーン樹脂を例にするが、本発明に係る医療器具の樹
脂部は、シリコーン樹脂製に限られず、各種プラスチック製や、シリコーンゴム製、樹脂
ゴム製などの各種樹脂を用いて成形された部分を含む。また、適宜、ねじ部材などの金属
部材などと組み合わせたものとしてもよい。金属部材等を用いるときも、本発明の医療器
具に係るプラットフォームは、樹脂部の遠位端と近位端との間に導電性を有する導電部を
備えるものとする。
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【００２６】
このプラットフォーム１１は、トロッカーや、手術用の器具などを挿入等するための構
造を有するものであればよい。図１のプラットフォーム１１においては、アーム側の板状
部１１１は開閉しやすい素材のものとしており任意の位置や方向から手術用の器具などを
挿入することができる。なお、この板状部１１１には、複数の開口部をあらかじめ設けそ
の開口部に筒状などの導入部を設け、これらの導入部を通して、各種器具の挿入等行う構
造としてもよい。また、板状部１１１は、自在に取り外しできる分離型としてもよいし、
筒状部１１３と一体となった一体型としてもよい。このプラットフォーム１１の形状は、
例えば、シリコーン樹脂製の単孔式用プラットフォームＥＺアクセス楕円型などを用いる
ことができる。
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【００２７】
プラットフォーム１１は、シリコーン樹脂製でその構造を成形したものを基材として、
その内外の表面部分全体に、導電性膜を設けたものである。この導電性膜により、プラッ
トフォーム１１の遠位端と近位端との間に導電性を有する。この導電性膜は、帯電防止が
できる表面抵抗率以下の導電性を有する。これにより、プラットフォーム１１を通して挿
入して使用するモノポーラインストゥルメントの電気メスなどの手術用の器具によって、
樹脂部や体壁、体内周辺で帯電が生じようとしても、プラットフォーム１１を通電し帯電
が防止される。よって、これらの電気メス等が体内で組織や臓器等に接触しても、意図し
ない熱傷が生じることを防止することができる。
【００２８】
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このプラットフォーム１１の樹脂部は、透明としてもよい。透明とすることで、挿入す
る器具の配置や、体壁に対する距離等を把握しやすく、手術の操作を行いやすい。また、
手術に伴い、体内から所定の組織や臓器を取り出す必要があるとき、目視でもその確認が
できる点でも優れている。なお、樹脂部は、内部が視認できる範囲で半透明のものとして
もよい。また、樹脂部の内部を確認する必要性が低いときは、透明ではないものを用いて
もよい。
【００２９】
この導電性膜は、例えば、導電性材料として市販されている種々の材質を用いることが
できる。例えば、ＰＴＯ膜（リンドープ酸化スズ）や、有機フッ素化合物、イオン液体、
ＴＯ膜（酸化スズ膜）、ＡＴＯ膜（アンチモンドープ酸化スズ）、シリカ／ＡＴＯ二層膜
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、白色導電膜、ＩＴＯ膜（スズドープ酸化インジウム膜）、シリカ／ＩＴＯ二層膜などの
膜を用いることができる。これらを、適宜、分散媒等に分散させた組成物等に、プラット
フォーム１１の基材となる構造を成形したものを接触させ、乾燥やＵＶ照射等の固定化を
行って、その表面に導電性膜を設ける。
【００３０】
この導電性膜は、透明なものであることが好ましく、例えば、ＴＯ膜（酸化スズ）、Ｐ
ＴＯ膜（リンドープ酸化スズ）や、有機フッ素化合物、イオン液体、ＡＴＯ膜（アンチモ
ンドープ酸化スズ）、シリカ／ＡＴＯ二層膜、ＩＴＯ膜（スズドープ酸化インジウム膜）
、シリカ／ＩＴＯ二層膜などの膜が好ましく用いられる。透明な導電性膜とすることで、
樹脂部の透明部から内部を視認等することができる。
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【００３１】
また、この導電性膜の導電性は、表面抵抗率（Ω／□）に換算して、帯電防止のための
導電性の指標とされている１．０×１０10以下が好ましく、１．０×１０9以下がより好
ましく、１．０×１０8以下とすることがより好ましい。また、その厚みは、それぞれの
膜の種類に応じて、適宜設定することができる。例えば、０．３μｍ〜１００μｍや、０
．５〜３０μｍ等とすることができる。表面抵抗率（Ω／□）は下限を設けなくともよい
が、電気メス等に意図しない電気の流れが生じる可能性があるため、１０×１０1以上や
、１０×１０2以上のような下限を設けてもよい。
【００３２】
導電性膜は、遠位端である体壁側から、近位端である操作機器側まで樹脂部を渡って設
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けられていればよく、プラットフォーム１１の全体に設けてもよいし、部分的に設けても
よい。また、樹脂部分は応力がかかったり、変形する場合があるため、追随性を有するも
のであることが好ましい。
【００３３】
［第二の実施形態］
図２は、本発明にかかる医療器具の第二の実施形態を説明するための概要図である。図
２は、トロッカー１２と、トロッカー固定具１３を体壁３１に開口部３１１を設けて取り
付ける状態を説明する略断面図である。
【００３４】
トロッカー１２は、体壁３１の開口部３１１から、トロッカー先端部１２２を挿入し、
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円錐台状部を有するコーン１２１を体壁３１に押し当てるように位置を決める。トロッカ
ー１２には、アーム側の挿入口１２３側から、手術用の器具等を適宜挿し込み、トロッカ
ー１２の筒状部を通して体壁３１の開口部３１１を通過し、体内３２での手術を行うこと
ができる。この挿入口１２３は、トロッカー１２の近位端であり、トロッカー先端部１２
２はトロッカー１２の遠位端である。
【００３５】
トロッカー固定具１３は、体壁３１の体内３２側に配置されて用いられる。トロッカー
固定具１３はリング状の形状を有する固定具である。トロッカー先端部１２２を体内３２
内に配置した状態で、トロッカー先端部１２２の筒状部の周囲に配置し、開口部３１１よ
りも拡げたものとする。これにより、体壁３１の内側のトロッカー固定具１３と、体壁３

20

１の外側のコーン１２１により、体壁３１を挟み込むものとなり、トロッカー１２が固定
される。トロッカー固定具１３は体壁３１内で用いられるため、体壁３１側がロボット手
術用の機械のペイシェントカートのアームにより近いほうとなるため、体壁３１と接触す
る図２のおける上部が近位端であり、より体内の奥部に配置されている下部が遠位端であ
る。
【００３６】
トロッカー１２と、トロッカー固定具１３は、シリコーン樹脂などの樹脂製の構造を有
する。トロッカー固定具１３はその全体をシリコーン樹脂製とすることができる。また、
トロッカー１２のコーン１２１やトロッカー先端部１２２、挿入口１２３等は、シリコー
ン樹脂や熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂等で成形されたものとしてもよい。また、適宜、ね
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じ部材などの金属部材などと組み合わせたものとしてもよい。金属部材等も用いるとき、
本発明の医療器具に係るトロッカーやトロッカー固定具は、樹脂部の遠位端と近位端との
間に導電性を有する導電部を備えるものとする。
【００３７】
トロッカー１２や、トロッカー固定具１３の樹脂部には、導電性材料が包埋されており
、これらは導電性を有する。これにより、体内３２側のトロッカー先端部１２２から、ト
ロッカー固定具１３、ハウジング１２１を通って、挿入口１２３側のロボット手術装置側
までのこれらの間に導電性を有する。これにより、トロッカー１２を通して使用する手術
用の器具によって、体壁３１や体内３２周辺で静電気が生じようとしても、トロッカー１
２やトロッカー固定具１３を通電し帯電が防止される。よって、手術用の器具等が体内で
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組織や臓器等に接触しても、意図しない熱傷が生じることを防止することができる。
【００３８】
トロッカー１２や、トロッカー固定具１３の樹脂部には、カーボン系、金属系、金属酸
化物系、金属被覆系、金属酸化物被覆系などの導電性材料を包埋したものを用いる。これ
らは、樹脂組成物にこれらの導電性材料を混合して成形することで包埋させた状態の樹脂
部とすることができる。より具体的には、カーボンファイバーや、導電性酸化スズ、導電
性酸化チタンなどを用いることができる。トロッカー１２やトロッカー固定具１３の導電
性は、前述の第一の実施形態に準じるものとすることができ、表面抵抗率（Ω／□）に換
算して、１．０×１０10以下が好ましく、１．０×１０9以下がより好ましく、１．０×
１０8以下とすることがより好ましい。表面抵抗率には適宜下限を設けてもよい。導電性
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材料を包埋させる量は、その導電性材料の種類や、導電性を示す範囲等を考慮して適宜設
定される。
【００３９】
［第三の実施形態］
図３は、本発明にかかる医療器具の第三の実施形態を説明するための概要図である。図
３は、トロッカー１４を体壁３１に開口部３１１を設けて取り付ける状態を説明する略断
面図である。トロッカー１４はトロッカー固定具１３を用いずに、体壁３１の外側から体
壁３１に押し付けるように固定されている。
【００４０】
トロッカー１４は、第二の実施形態のトロッカー１２に準じる構成を有するものであり
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、線状の導電部材１４４をトロッカー１４の形状に合わせて沿うように設けたものである
。導電部材１４４は、体内側の遠位端であるトロッカー先端部１４２から、ハウジング１
４１、ロボット手術機械のペイシェントカートのアーム側の近位端である挿入口１４３ま
で設けられ、これらの間に導電性を有する。導電部材１４４は、トロッカー１４の形状に
追随できる線状部材等を適宜用いることができ、例えば、金属線などを用いることができ
る。体壁３１や体内３２周辺で静電気が生じても、導電部材１４４を通電し帯電が防止さ
れる。よって、これらの電気メス等が体内３２で組織や臓器等に接触しても、意図しない
熱傷が生じることを防止することができる。
【００４１】
これらの第一の実施形態〜第三の実施形態に例示するような各種医療器具に用いる、導
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電性膜や導電性材料の包埋、導電部材などは、単独で用いてもよく、適宜、組み合わせて
、より導電性が高いものとしたり、導電性が安定するものとしたり、各材料等の使用量を
低減したものとしてもよい。また、本発明に係る医療器具は、ロボット手術や腹腔鏡下手
術におけるモノポーラ電気メス等を使用するときの容量効果等を防ぐことを目的として帯
電防止等の導電性を備えるものである。このため、手術目的や手術の工程に応じて、本発
明に係る医療器具使用する機器が変わる場合でも、それらの機器に対して継続して効果を
示す。このため個別の機器に一体化された構成のものよりも取り扱い性に優れている。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
本発明の医療器具は、ロボット手術用の医療器具として製造等実施されるものであり、
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産業上有用である。
【符号の説明】
【００４３】
１１

プラットフォーム

１１１、１１２
１１２１
１１３

板状部

開口部
筒状部

１２、１４、２１、２２

トロッカー

１２１、１４１

ハウジング

１２２、１４２

トロッカー先端部

１２３、１４３

挿入口

１３

トロッカー固定具

３１

体壁

３１１
３２

開口部
体内
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【図１】

【図２】

【図３】
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