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(57)【特許請求の範囲】

であり、バネＢによりピストンＢがピストンＡから突出

【請求項１】

するよう付勢され、

互いに絶縁され、先端が常時開放される

よう付勢され、先端で血管その他の組織を挟持した時、

ピンセットを把持してポンプその他の加圧器具による液

通電により組織を凝固できるようにした２つの腕を持つ

圧か、又はピストンの２つの腕を接近させた時、腕の内

双極電気凝固用ピンセットにおいて、

壁がシリンダーから突出したピストンＢを押圧すること

２つの腕の一方内壁に１つの導入口と１つ以上の供給口

により、導入口のシール状態を開放して生理食塩水等を

とを有するシリンダーを固定し、前記導入口には自然落

流出させるよう制御したことを特徴とする双極電気凝固

下方式又はポンプその他の加圧器具により生理食塩水等

用ピンセット。

を注入される導入管を接続し、前記1つ以上の供給口に
はピンセットの腕の先端に至って開口する生理食塩水等

【請求項２】
10

シリンダーから突出したピストンがピス

トンＡとピストンＢとから成り、ピストンＡはバネＡに

の供給管を接続し、

より常時はシリンダーの導入口をシールし、ピストンＢ

前記シリンダーから突出したピストンはピストンＡとピ

はバネＢを介してピストンＡに内装され、バネＢはバネ

ストンＢとから成り、ピストンＡはバネＡにより常時は

Ａよりも弾発力が強く設定され、ピンセットを把持して

シリンダーの導入口をシールし、ピストンＢはバネＢを

２つの腕が相対的に接近した時、先ずピストンＡがバネ

介してピストンＡに内装され、バネＢはバネＡより強力

Ａに抗して押圧されて引っ込み、シール部を開放して生
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理食塩水等を流出させ、さらに押圧されるとピストンＢ

には自然落下方式又はポンプその他の加圧器具により生

がバネＢに抗して引っ込むよう調整した請求項1記載の

理食塩水等を注入される導入管を接続し、前記1つ以上

双極電気凝固用ピンセット。

の供給口にはピンセットの腕の先端に至って開口する生

【発明の詳細な説明】

理食塩水等の供給管を接続し、前記シリンダーから突出

【０００１】

したピストンはピストンＡとピストンＢとから成り、ピ

【発明の属する技術分野】本発明は脳神経外科手術等に

ストンＡはバネＡにより常時はシリンダーの導入口をシ

用いる双極電気凝固用ピンセットに関する。

ールし、ピストンＢはバネＢを介してピストンＡに内装

【０００２】

され、バネＢはバネＡより強力であり、バネＢによりピ

【従来の技術】従来から、双極電気凝固用ピンセットは
公知である。特公平３−３１４６０号においては、通常

ストンＢがピストンＡから突出するよう付勢され、ピン
10

セットを把持してポンプその他の加圧器具による液圧

２つの腕は開放状態にあり、ピンセットの内壁面に設け

か、又はピストンの２つの腕を接近させた時、腕の内壁

た柔軟なチューブを２つの係合環とフックとにより引張

がシリンダーから突出したピストンＢを押圧することに

られていて、チューブが閉塞した状態にして、生理食塩

より、導入口のシール状態を開放して生理食塩水等を流

水やその他の流体は流出しない。

出させるよう制御した双極電気凝固用ピンセットとし

【０００３】ピンセットを把持して組織を挟持するよう

た。

２つの腕を接近させると、前記係合環とフック部とがチ

【０００７】第２発明では、シリンダーから突出したピ

ューブの引張りを緩め、生理食塩水等が流出するように

ストンがピストンＡとピストンＢとから成り、ピストン

なっている。従って、ピンセットの先端で高周波の通電

ＡはバネＡにより常時はシリンダーの導入口をシール

により組織の凝固操作が行われ、組織癒着を防止し、生

し、ピストンＢはバネＢを介してピストンＡに内装さ

体組織部分が先端に付着して凝固能の低下が生じるのを

20

れ、バネＢはバネＡよりも弾発力が強く設定され、ピン

防止するようになっていた。

セットを把持して２つの腕が相対的に接近した時、先ず

【０００４】

ピストンＡがバネＡに抗して押圧されて引っ込み、シー

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記の従来例

ル部を開放して生理食塩水等を流出させ、さらに押圧さ

において、チューブをピンセットの駆動だけで閉塞した

れるとピストンＢがバネＢに抗して引っ込むよう調整し

り開放したりする制御方法では、信頼性と安全性に問題

た。

があった。さらに、脳神経外科の手術のように１０時間

【０００８】

以上の長時間に及ぶ手術では、ピンセットの腰の強さが

【０００９】（作用）

術者の手指の疲労を招き易く、チューブの破裂による液

【００１０】第１発明では、２つの腕の一方内壁にシリ

漏れが生じたり、生理食塩水等の潅流液が不慮に術部へ

ンダーを設け、このシリンダーの１つの導入口と１つ以

流出する等の難点が観られた。またピンセットの腕の間

30

上の供給口とにより、１本の供給管から供給される生理

隔が狭く、２つの腕の接近又は離反によりチューブの開

食塩水等を１つ又は２つに分岐して各腕の供給管を介し

閉を制御するような機器の設置は困難とされていた。

て、先端から術部へ供液することができるようにした。

【０００５】本発明の目的は、上記のような欠点と難点

２つの腕の基部には、高周波を通電する端子が埋設され

を解消し、ピンセットの内壁面にシリンダーを設けて狭

ていると共に１本の供給管が貫通するよう設置されてい

い間隙でもピストンの出没により潅流液の流出と停止の

る。前記シリンダーから突出したピストンはピストンＡ

制御ができ、自然落下方式の場合は勿論、ポンプその他

とピストンＢとから成る。ピストンＡはバネＡにより常

の加圧器具を用いて潅流液を流出させる場合にも利用で

時はシリンダーの導入口をシールし、ピストンＢはバネ

き、高周波通電による術部の凝固を行いながら、チュー

Ｂを介してピストンＡに内装されている。バネＢはバネ

ブからの潅流液により術部の洗浄もできるようにし、手
指の疲労を最小限に押さえ、生体組織や血管の一部がピ

Ａより強力であり、バネＢによりピストンＢがピストン
40

Ａから突出するよう付勢されている。ピンセットを把持

ンセット先端に付着して焼き付くような現象を防止し

してポンプその他の加圧器具による液圧か、又はピスト

て、凝固能の低下を未然に防ぐ事のできる双極電気凝固

ンの２つの腕を接近させた時、腕の内壁がシリンダーか

用ピンセットを提供しようとするものである。

ら突出したピストンＢを押圧することにより、導入口の

【０００６】

シール状態を開放して生理食塩水等を流出させるよう制

【課題を解決するための手段】第１発明は、互いに絶縁

御した。

され、先端が常時開放されるよう付勢され、先端で血管

【００１１】双極電気凝固用ピンセットとして、術部の

その他の組織を挟持した時、通電により組織を凝固でき

組織を凝固して止血等の操作ができ、生理食塩水その他

るようにした２つの腕を持つ双極電気凝固用ピンセット

ぶどう糖や非電解質の流体を１つ以上の腕の先端から滴

において、２つの腕の一方内壁に１つの導入口と１つ以

下又は流出させて術部を保護したり、洗浄したりするの

上の供給口とを有するシリンダーを固定し、前記導入口

50

は従来のピンセットと同様である。自然落下方式で潅流
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液の流出を制御する場合、ピンセットを操作してピスト

た。

ンを動かしシール部を開放して液を出すことができる。

【００２１】シリンダーの導入口と供給口とは、ピスト

また、ローラポンプその他加圧器具を用いて制御する場

ンＡとシール部とにより常時シールされるようバネＡに

合には、液圧によりシール部を開放しピストンを動かし

より付勢されている。このピストンＡにバネＢを介して

て流出することもできる。

内装されたピストンＢを設け、ピストンＡの動く範囲と

【００１２】第２発明では、ピストンがピストンＡとピ

ピストンＢの動く範囲とを合計した長さだけ、ストロー

ストンＢとから構成され、それぞれを付勢しているバネ

ク長を延ばすことができた。

ＡとバネＢに強弱の差をもたせた。２つの腕が相対的に

【００２２】バネＢはバネＡより強いものを用い、ピス

接近して、最初にピストンＢが押圧されると、バネＢが
バネＡより強いので、ピストンＡが作動して、生理食塩

トンＢが押圧された時、ピストンＡが作動して導入口の
10

シール部を開放して生理食塩水を流出し易いようにし

水等が１つ又は２つの腕の先端から滴下又は流出するよ

た。バネＢがバネＡより強いので、ピストンＢを押圧し

うになる。

たとき常時潅流液を流出させることができ安心して手術

【００１３】潅流液が自然落下方式の場合、ピンセット

ができる。

の作動によりピストンＡが動き、シリンダーのシール部

【実施例】以下、実施例として示した図面に従い、構成

が開くと潅流液が流出する。ローラポンプのように加圧

を説明する。図１はピンセットの全体図で、ストレート

器具を用いた場合、液圧によりシール部を開放して潅流

タイプを示している。勿論バイオネットタイプにも適用

液を流出させることもできる。

させることができる。

【００１４】ピンセットの２つの腕をさらに接近させる

【００２３】１はピンセットで、互いに先端が常時開放

と、ピストンＢがバネＢに抗してさらに引っ込むことが

されるよう付勢された２つの腕を有し、絶縁部２で支持

でき、ストローク長が延びるのでピンセットによる作業

20

されている。３は端子でバイポーラ凝固止血器と接続さ

が十分に行うことができる。

れ、ピンセット１の先端が組織を挟持した時、通電され

【００１５】ピストンＡのバネよりもピストンＢのバネ

るようになっている。

を強く設定しているので、常時潅流液を流出させること

【００２４】４は導入管で、生理食塩水等を１つの管で

でき、安全に手術ができるようになっている。

シリンダーへ供給するよう接続されている。５はシリン

【００１６】

ダーで、一方に導入管４を接続し、他方に２つに分岐さ

【００１７】

れた供給管６を接続している。２つの供給管６はピンセ

【発明の実施の形態】本発明は互いに絶縁され、先端が

ット１の内壁に埋設されて先端で開口している。

常時開放されるよう付勢され、先端で血管その他の組織

【００２５】図２乃至図５はシリンダー５の拡大説明図

を挟持した時、通電により組織を凝固できるようにした

であり、７はピストンＡ、８はピストンＢである。

２つの腕を持つ双極電気凝固用ピンセットである。この

30

【００２６】図３において、９は導入口で、シリンダー

ピンセットの２つの腕の一方内壁に１つの導入口と２つ

５に形成され、導入管４を接続している。１０はシール

の供給口とを有するシリンダーを固定した。

部で、ピストンＡの周囲に若干の隙間を設けている。１

【００１８】このシリンダーにより２つのピストンとバ

１は供給口で、シリンダー５に形成され、供給管６を接

ネの複合作用により、ピストンのストローク長を延ばす

続している。

ことができ、使い勝手がよく手指の疲れも生じることな

【００２７】ピストン７はバネＡ１２により、常時導入

く、操作が容易になった。

口９のシール部１０でシールするように付勢されてい

【００１９】また術部の状態によれば生理食塩水等は滴

る。またピストン８はピストン７に内装され、バネＢ１

下（ドロッピング）程度で周囲組織の傷害を防止した

３によりピストン７から突出するように付勢されてい

り、チップ先端の焦げつきを抑制する場合と、術部の血
糊等を洗浄して洗い落とす（フラッシング）必要がある

る。バネＢ１３はバネＡ１２より強力なバネを用いてい
40

る。図３はピンセットが開放されている状態を示す。

場合や血腫や異物の洗い流しをする場合があるが、ロー

【００２８】図４はピストン８が押圧されて、ピストン

ラーポンプ等を用いると、潅流液の流量を制御して適正

７がバネＡに抗して引っ込み、シール状態を開放した状

な制御をすることができる。

態を示す。バネＢがばねＡより強いので当初はピストン

【００２０】ピンセットの２つの腕間に設けたシリンダ

７が引っ込み、生理食塩水等をピンセットの先端から流

ーは、形状が小型であり、これを作動させて生理食塩水

出させる。

等の流出を制御し易くするため、複数のピストンを用い

【００２９】図５はさらにピストン８が押圧されて引っ

た。

シリンダーの前記１つの導入口にはチューブから

込んだ状態を示す。このよにピストンを２つ設けて、内

供給される１本の生理食塩水等の導入管を接続し、１つ

装させることにより、ピンセットによるストローク長を

又は２つの供給口にはそれぞれピンセットの２つの腕の

延長し、術者の操作がし易くなった。

先端に至って開口する生理食塩水等の供給管を接続し

50

【００３０】
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【発明の効果】本発明では、ピンセットの内壁面にシリ

【図４】

ンダーを設けて狭い間隙でも複数のピストンを設けてス

れた状態を示す

トローク長を延ばして軽快に作動でき、生理食塩水等の

【図５】

潅流液の流出制御を確実にし、高周波通電による術部の

を押した状態を示す

凝固を行いながら、生理食塩水等の滴下や流出により術

【符号の説明】

部の洗浄もできるようにし、手指の疲労を最小限に押さ

１ ：

ピンセット

え、生体組織や血管の一部がピンセット先端に付着して

４ ：

導入管

焼き付くような現象を防止して、凝固能の低下を未然に

５ ：

シリンダー

６ ：

供給管

７ ：

ピストンＡ

【図面の簡単な説明】

８ ：

ピストンＢ

【図１】

９ ：

導入口

防ぐ事ができる双極電気凝固用ピンセットを提供するこ
とができた。

10

本発明を組み込んだ双極電気凝固用ピンセッ

トの平面図

シリンダーの拡大断面図で、ピストンが押さ
シリンダーの拡大断面図で、さらにピストン

１０

： シール部

【図２】

シリンダーの拡大側面図

１１

： 供給口

【図３】

シリンダーの拡大断面図で、２つの腕が開放

１２

： バネＡ

１３

： バネＢ

状態の場合を示す
【図１】

【図２】

【図３】

( 5 )

【図４】
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