
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡において、
　照明光を導光するための前記内視鏡内に設けられたライトガイドファイバと、
　前記内視鏡内

　前記内視鏡内

第１のランプと、
　前記内視鏡内

第２のランプと、

前記第１のランプが
を介して供給される電力により前記ライトガイドファイバに照明光を入射する位置
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における前記照明光を発生するための光源電源ユニット収納部内において
回転自在に配設された導電性の円柱回転軸体であって、前記光源電源からの電力を伝送可
能な導電性円柱回転軸体と、

における前記照明光を発生するための光源電源ユニット収納部内にあって
、前記導電性円柱回転軸体の表面に当接可能な第１の電極と、当該第１の電極とは異なる
第２の電極とを有する

における前記照明光を発生するための光源電源ユニット収納部内にあって
、前記導電性円柱回転軸体の表面に当接可能な第３の電極と、当該第３の電極とは異なる
第４の電極とを有する
　前記導電性円柱回転軸体の表面から円周方向に延出して形成された回転板から当該導電
性円柱回転軸体の軸方向に平行に垂設された前記第１のランプにおける前記第２の電極に
当接すると共に当該第１のランプを保持する第１のランプ保持部材と、前記回転板から前
記導電性円柱回転軸体の軸方向に平行であって前記第１のランプ保持部材とは異なる位置
より垂設された前記第２のランプにおける前記第４の電極に当接すると共に当該第２のラ
ンプを保持する第２のランプ保持部材と、を有し、 前記導電性円柱回
転軸体



と前記第２のランプが を介して供給される電力により前記ライト
ガイドファイバに照明光を入射する位置との間で、前記第１のランプと前記第２のランプ
とを移動自在に前記内視鏡内に固定する と、
　前記内視鏡に設けられ、前記 の移動を操作するスイッチと、
　を具備したことを特徴とする内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は小型のバッテリ式光源を用いた内視鏡に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　一般に、バッテリ光源式の内視鏡は携帯性に優れており、緊急時の処置や、ベットサイ
ドでの処置のように、大きな光源装置を運び込むことが困難な場所での用途に特に優れた
効果を発揮する。
【０００３】
　例えば特願平８－３９７３９号には、電源に乾電池を使用し、内部をＯリングによって
水密に保っているバッテリ型光源（バッテリ光源とも言う）が、操作部に着脱自在に取り
付いている内視鏡が提案されている。
【０００４】
　また、別の従来例として、図１８に開示するようなバッテリ光源３０１が挙げられる。
このバッテリ光源３０１は、電池収納部３０２及びランプホルダ収納部３０３を有するバ
ッテリ光源本体３０４と、前記電池収納部３０２をＯリング３０５によって水密的にカバ
ーするカバー部材３０６と、前記ランプホルダ収納部３０３に着脱可能で、ランプ点灯ス
イッチの機能も兼ねるランプホルダ３０７とによって構成されている。
【０００５】
　前記ランプホルダ３０７には取付用のスロープ部３０８が設けられており、このスロー
プ部３０８を接点ピン３０９に合わせて前記ランプホルダ収納部３０３に押し込むことに
より前記バッテリ光源本体３０４に前記ランプホルダ３０７を取り付けることができる。
【０００６】
　また、前記バッテリ光源本体３０４の側面には前記接点ピン３０９と連動するランプ取
り外しレバー３１０が設けられており、このランプ取り外しレバー３１０を下方にスライ
ドさせることにより前記ランプホルダ３０７は前記バッテリ光源本体３０４から取り外し
可能となる。
【０００７】
　尚、前記ランプホルダ３０７が前記バッテリ光源本体３０４に取り付いた状態では、Ｏ
リング３１１より両者の水密が保たれている。つまり、バッテリ光源内外はＯリング３０
５とＯリング３１１によって完全に水密に保たれている。
【０００８】
　従来から、内視鏡を消毒・滅菌する簡便・容易な方法として、薬液浸漬が広く行われて
いるが、これらバッテリ光源を薬液浸漬する場合は、電池本体あるいは電池収納部に設け
られた電気接点に液体が付着しないよう、電池収納部にカバー部材を水密的に取り付けた
状態で行っている。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、前述したバッテリ光源は、電池交換時に開閉する部分等、繰り返し着脱
する部分のＯリングが摩耗したり傷付いたり、またはゴミが挟まったりすることにより水
密が保てなくなる可能性がある。
【００１０】
　その状態で、バッテリ光源を薬液に浸漬すると、その内部に薬液が侵入し、乾電池本体
に液体が付着して漏電や液漏れ、ガスの発生が生じたり、あるいはあらかじめ乾電池をバ
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前記導電性円柱回転軸体

ランプ固定手段
ランプ固定手段



ッテリ光源から取り外していたとしても、電気接点部等に液体が付着して、接点表面の腐
食、薄膜の形成により接点不良等の機能傷害が生じる恐れがあった。
【００１１】
　また、一度バッテリ光源内に液体が侵入し、複雑な形状の電気接点に付着すると、それ
を除去する作業が非常に困難であった。
【００１２】

（発明の目的）
　本発明は上述した点に着目したものであり、

【００１３】
【課題を解決するための手段】
　本発明の内視鏡は、内視鏡において、照明光を導光するための前記内視鏡内に設けられ
たライトガイドファイバと、前記内視鏡内

前記内視鏡内

第１のランプ
と、前記内視鏡内

第２のランプと、

前記第１のランプが を介して供給される電力により前記ライト
ガイドファイバに照明光を入射する位置と前記第２のランプが を
介して供給される電力により前記ライトガイドファイバに照明光を入射する位置との間で
、前記第１のランプと前記第２のランプとを移動自在に前記内視鏡内に固定する

と、前記内視鏡に設けられ、前記 の移動を操作するスイッチと

【００１４】
【発明の実施の形態】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を具体的に説明する。
【００１５】

　図１～図８は本発明の に係り、図１は の内視鏡の全体構成を示し
、図２は内部ユニットと外装カバーからなるバッテリ型光源を分解して示し、図３はバッ
テリ型光源等の構造を示し、図４は図３（Ａ）のＥ－Ｅ線断面を示し、図５は図４のＦ－
Ｆ線断面等を示し、図６はつまみ部を回動した場合の作用の説明図を示し、図７は内視鏡
本体とバッテリ型光源の接続状態を示し、図８はバッテリ型光源のスイッチ機構を示す。
【００１６】
　図１に示すように の内視鏡１は大きく分けて照明光を導光し、導光した照明光
を患部等の被写体側に出射する照明光学系と、照明された被写体を観察する観察光学系と
を備えた内視鏡本体２と、この内視鏡本体２の操作部１１（より具体的にはライトガイド
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　一方で、ランプ切れによる検査の中断がない内視鏡装置、または、ランプの光量の調節
が容易に行い得る内視鏡装置が望まれていた。

ランプ切れによる検査の中断がなく、また
、容易にランプの光量を調節ができ、さらに消費電力を節約でき、電池の寿命を延ばすこ
とが可能な内視鏡を得ることを目的とする。
　また、漏電やバッテリの異常等の機能傷害を生じることなく、薬液浸漬により汚染部分
のみを確実に消毒、滅菌することができる内視鏡を提供することを目的とする。

における前記照明光を発生するための光源電源
ユニット収納部内において回転自在に配設された導電性の円柱回転軸体であって、前記光
源電源からの電力を伝送可能な導電性円柱回転軸体と、 における前記照明光
を発生するための光源電源ユニット収納部内にあって、前記導電性円柱回転軸体の表面に
当接可能な第１の電極と、当該第１の電極とは異なる第２の電極とを有する

における前記照明光を発生するための光源電源ユニット収納部内にあっ
て、前記導電性円柱回転軸体の表面に当接可能な第３の電極と、当該第３の電極とは異な
る第４の電極とを有する 前記導電性円柱回転軸体の表面から円周方向に
延出して形成された回転板から当該導電性円柱回転軸体の軸方向に平行に垂設された前記
第１のランプにおける前記第２の電極に当接すると共に当該第１のランプを保持する第１
のランプ保持部材と、前記回転板から前記導電性円柱回転軸体の軸方向に平行であって前
記第１のランプ保持部材とは異なる位置より垂設された前記第２のランプにおける前記第
４の電極に当接すると共に当該第２のランプを保持する第２のランプ保持部材と、を有し
、 前記導電性円柱回転軸体

前記導電性円柱回転軸体

ランプ固
定手段 ランプ固定手段 、を
具備したことを特徴とする。

　本発明の実施形態の説明に先立って、本発明の参考となる例について説明する。
第１の参考例 本参考例

本参考例



口金１３）に着脱自在のバッテリ型光源（バッテリ光源とも言う）３とより構成されてい
る。
【００１７】
　バッテリ型光源３は、図２に示すように電源としての乾電池又は充電式電池を内蔵した
バッテリユニット４と、このバッテリユニット４と着脱自在に接続され、光源としてのラ
ンプ２４が取り付けられるランプユニット５とからなる内部ユニット６と、前記ランプユ
ニット５を覆い、内視鏡本体２に着脱自在な接続口金１４を有するランプハウス７と、前
記バッテリユニット４を覆いランプハウス７に螺合により着脱自在に接続されるバッテリ
ケース８から成る外装カバー９とから構成されている。
【００１８】
　つまり、電源及び電源収納部を有するバッテリユニット４及び光源を収納したランプユ
ニット５とからなる内部ユニット６は、その全体がランプハウス７及びバッテリケース８
から成る外装カバー９で覆うようにしている。
【００１９】
　図１に示す内視鏡本体２は、細長の挿入部１０と、この挿入部１０の後端に形成された
操作部１１と、この操作部１１の後端に形成された接眼部１２と、操作部１１から突設さ
れたライトガイド口金１３とからなり、このライトガイド口金１３の端部にランプハウス
７の接続口金１４を着脱自在で接続できる。
【００２０】
　挿入部１０は、その先端に形成された硬質の先端部１５と、この先端部１５の後端に形
成され、湾曲自在の湾曲部１６と、湾曲部１６の後端から操作部１１の前端まで形成され
た可撓性を有する可撓部１７とからなる。
【００２１】
　操作部１１には挿入部１０寄りに設けられ、術者が把持する把持部１８が形成され、こ
の把持部１８の後端側に湾曲操作レバー１９が設けてあり、この湾曲操作レバー１９を回
動する操作することにより前記湾曲部１６を湾曲することができる。また、この操作部１
１には吸引を行う吸引ボタン２０と、この吸引ボタン２０の基端付近から突出するように
吸引口金２１とが設けてあり、吸引口金２１は図示しないチューブを介して吸引装置に接
続され、吸引ボタン２０を操作することにより吸引チャンネルに連通する吸引口金２１を
介して体液などを吸引することができる。
【００２２】
　また、操作部１１の前端側には鉗子などの処置具を挿入する鉗子挿入口２２が形成され
、この鉗子挿入口２２は内部で吸引チャンネルに連通している。この鉗子挿入口２２には
通常鉗子栓２３が取付けられている。
【００２３】
　更に、鉗子挿入口２２の裏側には、通気口金５１が突設されており、この通気口金５１
から内視鏡本体２内部に空気を送ることができ、内視鏡本体２の水漏れの検査を行うこと
ができるようにしている。
　上記挿入部１０内には照明光を導光（伝送）するライトガイドファイバ２５が挿通され
、このライトガイドファイバ２５は操作部１１内で屈曲されてその後端がライトガイド口
金１３内で固定されている（図３、図７参照）。
【００２４】
　そして、図１の矢印で示すようにこのライトガイド口金１３にバッテリ型光源３の接続
口金１４を接続することにより、図７に示す接続状態に設定でき、ランプハウス７内部に
装着されたランプ２４を発光させた場合には、このランプ２４からの照明光がライトガイ
ド口金１３のライトガイドファイバ２５の光入射端面２６に供給される。供給された照明
光はライトガイドファイバ２５により導光され、挿入部１０の先端部１５の照明窓に固定
された先端面、つまり光出射端面から前方に出射され、患部などの被写体を照明する。
【００２５】
　照明された被写体は照明窓に隣接する観察窓に取り付けた対物レンズによりその結像位
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置に光学像を結ぶ。この結像位置にはイメージガイドファイバの先端面が配置され、結像
された光学像を接眼部１２側の端面に伝送する。伝送された光学像は接眼部１２の接眼窓
に取り付けられた接眼レンズを介して拡大観察することができる。
【００２６】
　バッテリ型光源３が接続されるライトガイド口金１３の細部の構成を図３（Ａ）に示す
。図３（Ｂ）は図３（Ａ）におけるＢーＢ線断面、図３（Ｃ）は図３（Ａ）のＣ－Ｃ線断
面、図３（Ｄ）は図３（Ａ）のＤ－Ｄ線断面、図３（Ｅ）は３（Ａ）の接続口金１４を周
方向に展開して溝部を示している。また、図３（Ａ）の接続口金１４は図３（Ｂ）のＡ－
Ａ線断面で示している。
【００２７】
　操作部１１に設けた口金固定部材１１ａにライトガイドロッド２７の基端がネジで固着
されている。このライトガイドロッド２７の先端側は肉厚を大きくして、基端側から挿通
されたライトガイドファイバ２５の端部側をネジで固定している。
【００２８】
　操作部１１の側部から水密的に突設されたライトガイドロッド２７の端部には、カバー
ガラス２８が水密的に固定されている。また、このライトガイドロッド２７におけるカバ
ーガラス２８から操作部１１寄りとなる位置には図示しない既存の光源装着に接続可能な
ライトガイドケーブルを取り付けるネジ部２９が設けられている。更に、ライトガイドロ
ッド２７におけるこのネジ部２９より操作部１１側の位置にはバッテリ型光源３を接続固
定するための固定ピン３０が螺合により取り付けられている。
【００２９】
　また、ライトガイドロッド２７の端部近傍を除く外周面にはその軸方向に断熱性のある
材質から成る防熱カバー３１が同軸状に設けられている。この防熱カバー３１は、その基
端側となる一端が操作部１１に固定され、他端は固定ピン３０がかくれる部分まで延びて
おり、かくれた固定ピン３０の位置が確認出来る様に固定ピン３０の上部（外側位置）に
指標３２ａが設けられている。
【００３０】
　ライトガイドロッド２７と防熱カバー３１の間に設けられた空間には弾性を有するバネ
３３と、これによりライトガイドロッド端面側に付勢されたワッシャ３４が配設されてい
る。ワッシャ３４は防熱カバー３１の内面に設けた摺動規制凸部３５により空間外に飛び
出さない様になっている。又、ライトガイドロット２７の中間部は外周部分を切り欠いた
くびれ部３６が形成され、防熱カバー３１との空間がより広くなる様になっている。
【００３１】
　更に、この空間は、ライトガイドロット２７の周囲３ヶ所に設けた溝部３８（図３（Ｃ
）参照）及び防熱カバー３１の周囲３ヶ所に設けたスリット３７（図３（Ｄ）参照）によ
り外気と常に連通し、ライトガイドロッド２７の熱を外気に放散し易い構造にしてライト
ガイド口金１３が高温になるのを抑制する構造にしている。
【００３２】
　一方、図３、図４、図５、図６、図７、図８にバッテリ型光源３の詳細構造を示す。
　図３（Ａ）に示すランプユニット５を構成する、ランプユニット本体３９は、ランプ２
４から発する熱に十分耐え得る絶縁部材で形成されている。
【００３３】
　このランプユニット本体３９の底面或いは裏面（バッテリユニット４側）には、一対（
＋極及び－極）のスナップジョイント４０ａがランプユニット本体３９と同材質から成る
ランプユニットベース４１をはさむ様にして、一方はランプユニットベース４１に埋め込
まれた導電板４２（図４、図８参照）に、他方は、ランプユニット本体３９に嵌入したラ
ンプベース４３に、導電性のあるネジで固定されている。
【００３４】
　前記導電板４２の一端はランプ２４の点灯、消灯を行うための弾性を有する導電部材か
ら成る板バネスイッチ４４をランプユニット本体３９及び導電板４２との間にはさみ込む
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様にしてランプユニット本体３９にネジ固定されている。すなわち、前記スナップジョイ
ント４０ａの一方は、板バネスイッチ４４に電気的に導通した状態にある。
【００３５】
　板バネスイッチ４４は図８に示す様にランプユニットベース４１に対し鋭角θに固定さ
れ、その角度に合わせる様にランプユニット本体３９が鋭角θに切り欠かれている。更に
同部分には前記板バネスイッチ４４を押圧するためのカム５８が上方より落し込まれるカ
ム装着溝４５が設けられている。
【００３６】
　スナップジョイント４０ａと電気的に導通している前記ランプベース４３にはハロゲン
ランプ、キセノンランプ、真空ランプ、ＬＥＤ等のランプ２４がその基端部が螺合により
、交換可能に固定されており、ランプベース４３とランプ２４の一方の電気接点間も電気
的に導通した状態にある。
【００３７】
　更に接点板４６がランプ２４の他方の電気接点に接する様に前記ランプベース４３とは
電気的に絶縁されたランプユニット本体３９にネジ固定されている。すなわち、スナップ
ジョイント４０ａの一方は接点板４６に対し、電気的に導通した状態にある。前記接点板
４６と前記板バネスイッチ４４は、その一端が接触可能な位置にくる様にその腕の長さが
決定されている。
【００３８】
　ランプ２４の光軸上には、内視鏡本体２の光入射端面２６に出射光を集光させるための
集光レンズ４７が配設されている。この集光レンズ４７は、ランプ２４を外装する様にラ
ンプユニット本体３９に螺合により取り外し可能に固定される。つまり、レンズ枠４８に
より、集光レンズ４７はランプ２４前面位置に保持される。このレンズ枠４８は略円筒形
状で、その基端外周にはランプユニット本体３９に螺合により取り付けられるネジ部が形
成され、前端内周には集光レンズ４７を固定するレンズ固定枠４８ａの外周のネジ部と螺
合するネジ部が設けてある。
【００３９】
　レンズ枠４８のレンズ側端部（より正確にはレンズ固定枠４８ａ）は、ランプユニット
ベース４１よりも周方向に突出しない様に設計されている。又、レンズ側端部（より正確
にはレンズ固定枠４８ａ）の内径は、ライトガイド口金１３の端部が嵌入できる寸法にな
っている。
【００４０】
　ランプユニット本体３９及びランプユニットベース４１の外観形状は図４に示すように
３ヶ所の平面部が設けられており、内部を同形状に形成したランプハウス７に対して、周
方向の位置決めがされ、嵌合する様になっている。そして、ランプユニット５をランプハ
ウス７で覆うように嵌合させた場合には、図４に示すようにランプ２４及び集光レンズ４
７の光軸が接続口金１４の中心軸の方向（換言すると、内視鏡本体２の操作部１１に設け
たライトガイド口金１３との接続部方向）を向くように位置決め用嵌合部を形成している
。
【００４１】
　バッテリユニット４は、例えば４本の乾電池を収納可能にした電池ボックス４９と電池
ボックス４９内に配設され、収納した４本の乾電池を直列に導通するための図示しない導
通金具と、前記導通金具と電気的に接続された一対のスナップジョイント４０ｂと、更に
電池ボックス４９下面に設けた押圧バネ５０とより構成される。
【００４２】
　前記ランプユニット５とバッテリユニット４は前述した一対（＋極、－極）のスナップ
ジョイント４０ａ、４０ｂにより着脱自在に嵌着され、電気的に導通した状態になる。
　ランプハウス７には、ライトガイド口金１３に接続可能な接続口金１４が延出しており
、ランプハウス７の上面凹部にはめ込まれた剛性のあるプレート５２に対し、ランプハウ
ス７をはさみ込む様にしてネジで固定されている。
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【００４３】
　この接続口金１４には、図２或いは図３（Ｅ）に示す様に端部で開口し、略９０°の周
方向に設けられ、ライトガイド口金１３側の固定ピン３０が係入されるカム溝５３が設け
られており、このカム溝５３の終端部５３ａに隣接する位置にはこの終端部５３ａを示す
指標３２ｂが設けてある。
【００４４】
　また、接続口金１４のランプハウス７に嵌入されている部分は前述のプレート５２にネ
ジで固定される上半分を除く下半分が切り欠かれており、ランプユニット５にランプハウ
ス７を外装する際に、レンズ枠４８が接続口金１４に当たらずに、それぞれを同心上に位
置させることができる。
【００４５】
　更に接続口金１４にはカム溝５３の他に、図３（Ｂ）に示すように外気連通口５４が多
数設けられており、ライトガイド口金１３に接続口金１４を接続した時でもライトガイド
口金１３端部の一部に外気が触れる様になっている。また、外気連通口５４と同じ周上に
は凹溝５５が多数設けられている。
【００４６】
　また、ランプハウス７には図２及び図４に示すように電源スイッチ５６が設けられてい
る。図４に示すように電源スイッチ５６はランプハウス７の孔部に回動軸５９を通し、ラ
ンプハウス７の外部に突出する部分につまみ部６０がネジで固定されている。
【００４７】
　また、回動軸５９の外周溝にＯリング５７が配置され、その周囲のランプハウス７の孔
部内壁に対し水密的に回動可能となっている。更にランプハウス７の内側となる回動軸５
９の端部にはカム５８が一体的に形成されていて、つまみ部６０を回動操作してカム５８
を回動させることができる。なお、つまみ部６０、回動軸５９、カム５８は非導電性の部
材で形成されている。
【００４８】
　カム５８は、ランプユニット５にランプハウス７を外装させた時、ランプユニット本体
３９のカム装着溝４５に落ち込まれ、図８に示すように板バネスイッチ４４の上面に配置
される様になっている。
【００４９】
　図５、図６は電源スイッチ５６のスイッチ操作部を形成するつまみ部６０に設けられた
スイッチ回動規制構造を示す。図５（Ａ）は図４のＦ－Ｆ線断面を示し、図５（Ｂ）は図
４のＦ′－Ｆ′線断面を示し、図５（Ｃ）は図５（Ａ）のＨ－Ｈ線断面を示し、図６（Ａ
）及び（Ｂ）はつまみ部６０を回動した場合のスイッチ回動規制の動作の説明図を示す。
　図５（Ａ）に示すようにつまみ部６０の裏面には円周方向にＣリング状溝が設けれ、こ
のＣリング状溝にはめ込む様にＣリング状の回動規制バネ６１はその（周方向の）中央位
置がネジで固定されている。この回動規制バネ６１はＣリング状の板バネの端部を半円状
に丸め、図５（Ｃ）に示すごとくつまみ部６０の裏面から離間するように曲げ加工が施さ
れている。
【００５０】
　また、このときの回動規制バネ６１のＣリング形状は略２７０°の角度で板バネをカッ
トして形成している。図５（Ａ）及び図５（Ｃ）に示す様なバネ形状にすることにより電
源スイッチ５６をランプハウス７に取付ける際、電源スイッチ５６がある程度軽い力量で
回動する様につまみ部６０とランプハウス７間には多少の隙間を設けるが、回動規制バネ
６１の曲げ加工による弾性によりそのガタは吸収され、滑らかに回動する様になる。この
回動規制バネ６１は導電性を有しない部材で形成しても良い。
【００５１】
　更に、つまみ部６０が回動するランプハウス７上の摺動面には、回動規制バネ６１の端
部、つまりバネ端部６１ａの半円形状より若干大きい曲率の円形凹部６２が、前記回動規
制バネ６１と中心軸を共通とする同じ半径上（回動規制バネ６１の半径と同じ位置）に１
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つ形成されている（図５（Ｂ）参照）。
【００５２】
　従って、つまみ部６０を回動させた時、ランプハウス７上の摺動面を押圧しているバネ
端部６１ａが円形凹部６２に落ち込むと、クリック感が生まれると共に同方向の回動は規
制される。
【００５３】
　次に逆方向に電源スイッチ５６のつまみ部６０を回すと、円形凹部６２に落ち込んでい
たバネ端部６１ａは前記円形凹部６２から元の位置にのり上げ回動が始まる。回動を続け
ると、他方のバネ端部６１ａが前記円形凹部６２に落ち込み、前述と同じ作用をもたらす
。この時の回動範囲は略９０°に規制される。
【００５４】
　この様子を図６（Ａ）及び図６（Ｂ）に示す。図６（Ａ）は回動規制バネ６１が円形凹
部６２に落ち込まない状態を示し、この状態からつまみ部６０を回動することにより図６
（Ｂ）に示すように回動規制バネ６１が円形凹部６２に落ち込む状態になる。
【００５５】
　ランプハウス７は、その下端の開口部の内周面にバッテリケース８の上端のネジ部８ａ
と螺合するためのネジ部が形成されており、ネジ部から天井方向にかけての内部形状は前
述した様にランプユニット５と嵌合する平面部をもつ異形形状を成している。
【００５６】
　また、ランプハウス７の外観は、バッテリケース８と同様に略円柱状である。　バッテ
リケース８は内部にバッテリユニット４を収納するための底のついた筒状の胴体と、その
上端側の開口部には、ランプハウス７と螺合するネジ部８ａ及びランプハウス７とバッテ
リケース８の螺合部をシールするＯリング等のシール部８ｂから成る。
　バッテリケース８内部は、バッテリケース８内でバッテリユニット４が自由に回転でき
る程度の広さを持っている。
【００５７】
　前述の様に、 では外装カバー９を構成するランプハウス７およびバッテリケー
ス８により内部ユニット６全体を覆うことが出来る構造にしていることが主要な特徴とな
っている。又、この外装カバー９は、各種薬液、エチレンオキサイドガス、オートクレー
ブなどの各種消毒、滅菌手段に充分耐え得る材質から成る。
【００５８】
　次に の作用を説明する。
　 の内視鏡１を用いて検査を行う場合、まず電池ボックス４９に乾電池を装填し
た後、バッテリユニット４をランプユニット５にスナップジョイント４０ａ、４０ｂを介
して装着する。この操作で、ランプユニット５内の、ランプを点灯／消灯を行う板バネス
イッチ４４及び接点板４６まで両極の電気的導通が完了する。
【００５９】
　つづいて、上記内部ユニット６を外装カバー９内に収納する。この時、まずランプユニ
ット５がランプハウス７に対して一義的に位置決めされ嵌入される。すなわち、ランプユ
ニットに設けられているランプ２４の光軸方向とランプハウス７の接続口金１４、ランプ
ユニット５のカム装着溝４５とランプハウス７のカム５８がそれぞれ位置決めされた後、
ランプハウス７をバッテリケース８に対し螺合し始める。
【００６０】
　内部ユニット６がランプハウス７に嵌入された状態でランプハウス７がバッテリケース
に螺合するため、バッテリケース８内部ではバッテリユニット４がバッテリケース８に対
して回転することになるが、バッテリユニット４下部に設けられた押圧バネ５０の凸部が
バッテリケース８の底部の中心に点で接触するためにこの部分で大きな抵抗は発生しない
。
【００６１】
　また、螺合が完了した時、この押圧バネ５０の付勢力により、内部ユニット６は外装カ
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バー９の天井部分に常に接した状態に保たれるので内部ユニット６が外装カバー９に対し
てガタつくことがなく、また、ランプハウス７の天井及びランプユニット５の上面を基準
面にすることができるためランプ２４と接続口金１４の上下方向の位置ずれを最小限にお
さえた設計が可能となる。
【００６２】
　次に、バッテリ型光源３を内視鏡本体２のライトガイド口金１３に接続する。バッテリ
型光源３の接続口金１４のカム溝５３の開口部をライトガイド口金１３の固定ピン３０に
位置させ、押し込んで、固定ピン３０がカム溝５３の終端部５３ａにくるまで回動させる
と接続口金１４がライトガイドロット２７と防熱カバー３１のすき間に嵌挿されると共に
、ライトガイド口金１３内の弾性バネ３３の付勢力により接続口金１４は内視鏡本体２（
或いは操作部１１）より遠ざかる方向へ付勢され、固定ピン３０はカム溝５３の終端部５
３ａに確実にロックされ、バッテリ型光源３が内視鏡本体２にガタつくことなく装着され
る。この状態を図７に示す。
【００６３】
　また、この時、前記ライトガイド口金１３の端部がランプユニット５のレンズ枠４８に
嵌入されるためバッテリ型光源３の内部ユニット６と外装カバー９間に多少のガタつきが
ありランプユニット５の光軸と接続口金１４の中心軸が多少ずれていても、ライトガイド
口金１３が接続口金１４内に差し込まれる際に補正され、集光レンズ４７で集光された光
を内視鏡本体２側のライトガイドファイバ２５の光入射端面２６に確実に集光させること
ができる。
【００６４】
　次に電源スイッチ５６をＯＮ側及びＯＦＦ側に回動し、カム５８を規定の角度内で回転
させる。カム５８の形状は図８に示す通りで、つまみ部６０がＯＦＦを示す位置にある時
は板バネスイッチ４４は弾性変形前の状態、つまみ部６０をＯＮ位置にした時はカム５８
が板バネスイッチ４４を押圧して板バネスイッチ端が接点板４６に接触する。つまみ部６
０はＯＮ／ＯＦＦそれぞれの位置でクリック固定されるためカム５８も同様に板バネスイ
ッチ４４を押圧前、後の状態が保持される。
【００６５】
　板バネスイッチ４４が接点板４６に接触すると、ランプ２４に電流が供給されランプ２
４が点灯し、集光レンズ４７により集光された光が内視鏡本体２の光入射端面２６からラ
イトガイドファイバ２５を経由して光出射端面から（或いはさらに照明レンズを経て）前
方に出射され、患部等の被写体を照明する。
【００６６】
　ランプ点灯時、ランプ２４から発生する熱は、接続口金１４及びライトガイドロッド２
７に伝わる。大気との接触面積を広くするために、接続口金１４に設けた多数の外気連通
口５４及び凹溝５５によりライトガイドロッド２７端部近傍に伝わる熱は大気に効率良く
放出される。
【００６７】
　さらにライトガイド口金１３部分において、術者が内視鏡本体２を保持する際に触れる
部分はライトガイドロッド２７を防熱カバー３１で覆い、かつライトガイドロッド２７と
防熱カバー３１間に設けられた空気層により断熱効果を増して熱傷等を防止できる。又、
前記空気層を形成している空間はスリット３７及び溝３８により大気と連通しているため
、その部分に熱がこもることもない。
【００６８】
　内視鏡１による観察が終了したら、電源スイッチ５６をＯＦＦにし、ランプ２４を消灯
させるとともに、バッテリ型光源３を内視鏡本体２側に押し込み固定ピン３０のロックを
解除し、固定ピン３０がカム溝５３に沿うようにバッテリ型光源３を回転させ内視鏡本体
２から取り外す。
【００６９】
　続いて、バッテリ型光源３を各種方法で消毒、滅菌する場合は、内部ユニット６を取り
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出し、外装カバー９のみを各種薬液、エチレンオキサイドガス、オートクレーブ等により
消毒、滅菌を行う。
　内部ユニット６はその全体が外装カバー９で覆われているので汚染されず、消毒、滅菌
の必要性は無い。
【００７０】
　内視鏡本体２は水密構造のための各種薬液に浸漬可能である。又、エチレンオキサイド
ガスによる滅菌を行う場合は通気口金５１に図示しない大気連通口金を接続して行う。
【００７１】
　 は以下の効果を有する。
　ランプ２４から発生する熱を効率よく大気に放出でき、かつ術者に触れる可能性のある
発熱部は防熱構造を取っているため、発熱量の多い高輝度のランプも問題無く使用可能で
ある。
【００７２】
　内視鏡本体２とバッテリ型光源３との接続を固定ピン３０及びカム溝５３（バヨネット
式）としたことで、迅速かつ確実な着脱が可能となり、例えば術中にランプ切れ、電池切
れ等が生じても予備のバッテリ型光源３に容易かつ確実に交換できる。
【００７３】
　導電部、電気接点、ランプ２４及び乾電池を含む内部ユニット６全体を外装カバー９で
覆う構造とし、汚染される外装カバー９のみを消毒、滅菌することにより、従来製品にあ
った問題点“薬液浸付漬時、液体が内部に侵入することによる機能障害”（たとえば、乾
電池に薬液が侵入した場合は漏電、液漏れ、ガスの発生等電気接点部に薬液侵入した時は
漏電あるいは接点の腐食、薄膜の形成等による電気的接点不良）の発生因子を全て排除す
ることができる。
【００７４】
　また、外装カバー９のスイッチ部は内部ユニット６に設けられた板バネスイッチを押圧
する役目のみをはたし、電気的な導通部を持たないので消毒滅菌によって、カム５８の表
面の状態が変質しても機能に何ら影響をおよぼさない。
【００７５】
　よって、機能障害を引き起こすことなく確実に汚染部分のみを消毒、滅菌することがで
きる。
　尚、 は の形態に限るものではなく、種々変形可能である。
【００７６】
　例えば、電源スイッチ５６の代わりに図９に示すような市販のプッシュスイッチ６３を
用いても良い。この場合、内部ユニット６に前記プッシュスイッチ６３と、プッシュスイ
ッチ６３のＯＮ／ＯＦＦを示すためのＬＥＤ６４を設け、外装カバー９には前記プッシュ
スイッチ６３を押すスイッチ操作部として弾性を有する弾性カバー部材、具体的にはゴム
カバー６５と、さらにＬＥＤ６４を確認するための透明体による窓６６を設ける。
【００７７】
　又、図１０に示すような市販のシーソースイッチ６７を用いてもよい。この場合、内部
ユニット６に前記シーソースイッチ６７を設け、外装カバー９には前記シーソースイッチ
６７を押すためのゴムカバー６８を設ける。
　これらの構造でも、外装カバー９が電気的な導電部を持たないため、漏電、接点の腐食
等の心配がない。
【００７８】

　次に、本発明の を説明する。
　図１１ないし図１３は本発明の に係り、図１１は本実施の形態におけるバッ
テリ光源の斜視図、図１２はバッテリ光源の構造を示す断面図、図１３は本実施の形態の
内視鏡と、この内視鏡が掛けられ（或いは保持され）、充電手段を備えた内視鏡ハンガを
示す。
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【００７９】
　 では外装カバー９は内部ユニット６全体を覆っていたが、本実施の形態で
は外装カバー１０２の下部（底部）に内部ユニット１０３を装着脱するための開口部を設
け、内部ユニット１０３の底部が外装カバー１０２から露出する構造になっている。
　図１２に示すようにバッテリ光源１０１は、大きく分けて外装カバー１０２と内部ユニ
ット１０３によって構成されている。
【００８０】
　前記外装カバー１０２は、内部に複数、具体的には２つのランプ１０４ａ、１０４ｂを
内蔵した外装カバー本体１０５と、この外装カバー本体１０５の上方に螺着される上カバ
ー１０６と、前記外装カバー本体１０５の下方に螺着される下カバー１０７と、前記上カ
バー１０６に回転可能な状態で取り付けられたスイッチ１０８とによって構成されている
。
【００８１】
　前記外装カバー本体１０５は下端より少し上部側の位置で円板（便宜的に底板と記す）
で閉塞された円筒形状で、内部に２つのランプ１０４ａ、１０４ｂを内蔵している。また
、この外装カバー本体１０５の上端にはネジ部が形成され、円筒の蓋形状の上カバー１０
６が螺合により取り付けられる。この上カバー１０６の上面に接するようにスイッチ１０
８が取り付けられる。また、外装カバー本体１０５の下端のネジ部には底面が開口した円
筒形状の下カバー１０７が螺合により取り付けられて外装カバー１０２を形成している。
【００８２】
　前記外装カバー本体１０５と上カバー１０６はＯリング１０９により、前記外装カバー
本体１０５と下カバー１０７はＯリング１１０により、前記上カバー１０６とスイッチ１
０８はＯリング１１１により水密構造で接続されている。
【００８３】
　前記スイッチ１０８はその中央位置で下方に突出する円柱形状の回転軸部１１２が設け
られ、この回転軸部１１２の下端には、導電部材からなる円柱形状の回転軸体１１３が前
記外装カバー本体１０５内部で同軸的に固定されている。この回転軸体１１３の下端は外
装カバー本体１０５の底板の中央位置に設けた凹部にはめ込まれてスイッチ１０８の回動
操作と共に回転する。
【００８４】
　さらにこの回転軸体１１３には下端付近の位置に非導電部材からなり、中心に孔を設け
た円板形状の回転ベース１１４が同じく同軸的に固定され、回転軸体１１３と共に回転す
る。
【００８５】
　前記ランプ１０４ａ、１０４ｂの第１接点である後端部１１５は、前記回転軸体１１３
と常に接触しており、第１の板バネ１１６を介して第１の接点ピン１１７と電気的に接続
されている。前記第１の板バネ１１６は前記外装カバー本体１０５に一部が固定されてお
り、固定されてない一部がそれ自身の付勢力によって常に前記回転軸体１１３に接触する
ような状態となっている。前記第１の接点ピン１１７は絶縁性の底板を貫通して底板の下
面、つまり内部ユニット１０３の収納部の内面に突出部が露出している。
【００８６】
　尚、前記第１の接点ピン１１７は前記外装カバー本体１０５に接着により水密的に固定
されており、その突出部は液体が付着しても拭き取りやすいようにシンプルな形状となっ
ている。また、消毒、滅菌するための薬液に対する耐性のあるステンレススチール等の金
属で形成されていたり、銅等の金属の表面に金等の耐性のある金属でメッキ等が施された
もので形成されている。
【００８７】
　前記回転ベース１１４には前記ランプ１０４ａ、１０４ｂを把持し、固定するためのラ
ンプ固定部材１１８ａ、１１８ｂが配設され、２つのランプ１０４ａ、１０４ｂは回転軸
体１１３を１８０°回転した位置に保持されている。
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【００８８】
　尚、このランプ固定部材１１８ａ、１１８ｂは導電部材からなり、それぞれランプ１０
４ａ，１０４ｂの第２の接点であるボディ部１１９との電気的な接続も兼ねている。
【００８９】
　前記ランプ固定部材１１８ａ、１１８ｂは、前記スイッチ１０８を回転し、スイッチＯ
Ｎの状態になった場合にのみ第２の板バネ１２０と接触する。前記第２の板バネ１２０は
前記外装カバー本体１０５に一部が固定されており、第２の接点ピン１２１と電気的に接
続されている。この第２の接点ピン１２１も絶縁性の底板を貫通して底板の下面、つまり
内部ユニット１０３の収納部の内面に突出部が露出している。
【００９０】
　尚、前記第２の接点ピン１２１は前記外装カバー本体１０５に接着により水密的に固定
されており、その突出部は液体が付着しても拭き取りやすいようにシンプルな形状となっ
ている。また、消毒、滅菌するための薬液に対する耐性のあるステンレススチール等の金
属で形成されていたり、アルミニュウム、銅等の金属の表面に金等の耐性のある金属でメ
ッキ等が施されたもので形成されている。
【００９１】
　尚、前記外装カバー本体１０５内部に配置された２つのランプ１０４ａ、１０４ｂは、
図１１に示すようにスイッチを「ＯＮ（ａ）」に合わせた時は一方のランプ１０４ａが点
灯し、「ＯＮ（ｂ）」に合わせた時は他方のランプ１０４ｂが点灯し、「ＯＦＦ」に合わ
せた場合はランプが点灯しない構成となっている。
【００９２】
　その際、点灯しているランプは図示しないクリック機構により集光レンズ１２２に対向
した状態で位置決めされる。この集光レンズ１２２と、内視鏡本体１００（図１３参照）
の操作部１１に設けたライトガイド口金１３４と着脱自在に接続される接続口金１２３と
、前記外装カバー本体１０５は、接着により水密的に固定されている。従って、外装カバ
ー本体１０５内部は完全に水密構造となっている。
【００９３】
　この外装カバー本体１０５の下端のネジ部に下カバー１０７を接続することにより、こ
の外装カバー本体１０５の底板の下側の部分と下カバー１０７の内側部分で内部ユニット
１０３が着脱自在で収納される内部ユニット収納部が形成される。
【００９４】
　次に、内部ユニット１０３の説明に入る。
【００９５】
　この内部ユニット１０３は略円柱形状で、その下端側には下カバー１０７と略同じ内径
の接続用筒部が一体的に形成され、この接続用筒部における対向する２ヶ所に爪１２４が
設けられており、前記下カバー１０７における下端付近の対向する２ヶ所の内面（或いは
内周面全体）に設けられた係合溝１２５と係合し、これによって前記外装カバー１０２と
内部ユニット１０３を接続する。前記爪１２４は例えば、樹脂成形より形成され、爪１２
４の基端側の位置の押し込み部１２６を押し込むことによって爪１２４を内側にたわませ
て前記係合溝１２５から外れる状態に設定できるようにしている。
【００９６】
　この内部ユニット１０３には充電式バッテリ１２７が絶縁性の樹脂などでモールドする
などして内蔵されており、上面にはこの充電式バッテリ１２７から点灯されるランプに電
流を供給するための弾性を有する導電性部材（例えばリン青銅）からなる第１のバネ接点
１２８と第２のバネ接点１２９が設けられている。
【００９７】
　前記第１のバネ接点１２８、第２のバネ接点１２９は、図示しない回路によって前記充
電式バッテリ１２７の接点と通電しており、前記外装カバー１０２と前記内部ユニット１
０３が接続された状態のときに外装カバー本体１０５の第１の接点ピン１１７、第２の接
点ピン１２１と付勢する状態で接触する。
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【００９８】
　さらに、前記内部ユニット１０３には、その下面に図示しない回路により前記充電式バ
ッテリ１２７の接点と通電している充電用接点１３０ａ、１３０ｂが設けられている。充
電用接点１３０ａ、１３０ｂは磁石に吸い寄せられる強磁性体材料で形成されている。
【００９９】
　そして、このバッテリ光源１０１部分を図１３に示す内視鏡ハンガ１３１に掛けた時に
、この内視鏡ハンガ１３１に設けた充電装置によって充電式バッテリ１２７を充電できる
ようにしている。
【０１００】
　この内視鏡ハンガ１３１は支柱と、この支柱の任意の高さ位置に固定できるアームと、
このアームに取り付けたバッテリ光源ホルダ１３８と、このバッテリ光源ホルダ１３８の
底部付近に内蔵した図示しない充電回路とを有し、この充電回路はアーム、支柱内部など
を通したコードと接続され、支柱の下部から延出されたコードの端部に設けたプラグ１３
９を商用の交流電源のコンセントに接続することによって充電回路を動作状態に設定でき
るようにしている。
【０１０１】
　つまり、この内視鏡ハンガ１３１は内視鏡本体１００と、この内視鏡本体１００に着脱
自在で接続されるバッテリ光源１０１とからなる内視鏡９９を保持する場合、内視鏡９９
の操作部を形成するバッテリ光源１０１部分をバッテリ光源ホルダ１３８で保持するよう
にしている。
【０１０２】
　そして、この内視鏡９９を内視鏡ハンガ１３１に掛けた時に、充電用接点１３０ａ、１
３０ｂはバッテリ光源ホルダ１３８の底部内面に設けられた（充電用接点としての磁石を
用いた）磁力接点１３２ａ、１３２ｂと磁力により確実に接触し、図示しない充電回路か
ら充電式バッテリ１２７に対し、充電に必要な所定の電圧の直流電圧を供給できるように
している。また、このバッテリ光源ホルダ１３８には、バッテリ充電中、充電完了を知ら
せるためのＬＥＤ１３３ａ、１３３ｂが設けられている。
【０１０３】
　尚、図１３に示すように、内視鏡本体１００のライトガイド口金１３４には防熱カバー
１３５が着脱自在に取り付けられるようにしている。また、内視鏡本体１００におけるそ
の他の構成は と同様であり、挿入部１０、操作部１１、接眼部１２等を同じ符
号で示した。
【０１０４】
　次に本実施の形態の作用を説明する。
　本実施の形態に示す内視鏡を用いて検査を行う場合、まず充電式バッテリ１２７が充電
された状態の内部ユニット１０３を、外装カバー１０２に下方から差し込む。これによっ
て、内部ユニット１０３の爪１２４と下カバー１０７の係合溝１２５が係合し、内部ユニ
ット１０３と外装カバー１０２は接続状態となる。
【０１０５】
　この時、第１のバネ接点１２８と第２のバネ接点１２９は、第１の接点ピン１１７と第
２の接点ピン１２１に付勢された状態で接触している。これにより、第１のバネ接点１２
８は、第１の接点ピン１１７、第１の板バネ１１６、回転軸体１１３を介してランプの後
端部と電気的に接続している状態となり、また、第２のバネ接点１２９は第２の接点ピン
１２１を介して第２の板バネ１２０と電気的に接続している状態となる。
【０１０６】
　次に、バッテリ光源１０１を内視鏡本体１００のライトガイド口金１３４に接続する。
　次に、スイッチ１０８を回転させ、ランプのＯＮ／ＯＦＦ操作を行う。スイッチ１０８
を「ＯＮ（ａ）」に合わせると、ランプ１０４ａのボディ部１１９を把持しているランプ
固定部材１１８ａが第２の板バネ１２０と接触し、ランプ１０４ａに電流が流れて点灯す
る。また、図示しないクリック機構によりランプ１０４ａは集光レンズ１２２に対向した
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状態で位置決めされる。また、「ＯＮ（ｂ）」に合わせると、同様の経路によってランプ
１０４ｂが点灯する。さらに「ＯＦＦ」に合わせたの場合は、第２の板バネ１２０とラン
プ固定部材１１８ａ、１１８ｂとの間が開放状態となり、ランプに電流が流れなくなる。
【０１０７】
　ランプ点灯時、ランプから発生する熱によって接続口金１２３及びライトガイド口金１
３４の温度が上昇するが、着脱式の防熱カバー１３５によって操作部１１を把持している
手が前記接続口金１２３及びライトガイド口金１３４に接触するのを防ぐ。
【０１０８】
　内視鏡検査終了後、スイッチ１０８を「ＯＦＦ」にしてランプを消灯させる。その後、
内部ユニット１０３に設けられた押し込み部１２６を押し込んで爪１２４を内側にたわま
せ、下カバー１０７に設けられた係合溝１２５から爪１２４を外す。この時、内部ユニッ
ト１０３に設けられた第１、第２のバネ接点１２８、１２９の弾性力が開放されるため、
容易に内部ユニット１０３を外装カバー１０２から外すことができる。
【０１０９】
　続いて、内視鏡本体１００及びバッテリ光源１０１の外装カバー１０２のみを消毒液浸
漬、エチレンオキサイドガス等によって消毒、滅菌する。尚、防熱カバー１３５もライト
ガイド口金１３４から取り外し、消毒、滅菌する。
　内部ユニット１０３は症例中触れることの無い底面以外は外装カバー１０２によってす
べて覆われているので、消毒、滅菌の必要はない。
【０１１０】
　消毒液浸漬後、前記外装カバー本体１０５から下カバー１０７を取り外し、外装カバー
１０２に付着している液体を拭き取る。尚、接点ピン１１７、１２１はシンプルな形状の
ため、この部分に付着した液体も容易に拭き取れる。
　消毒、滅菌終了後、再度バッテリ光源１０１を組み立て、スイッチ１０８が「ＯＦＦ」
になっていることを確認してから内視鏡本体１００に取り付ける。
【０１１１】
　この状態で内視鏡ハンガ１３１に掛けると、バッテリ光源１０１に設けられた充電用接
点１３０ａ、１３０ｂと、内視鏡ハンガ１３１（のバッテリ光源ホルダ１３８）に設けら
れた磁力接点１３２ａ、１３２ｂが磁力によって確実に接触し、内部ユニット１０３内の
充電式バッテリ１２７が、自動的に充電される。尚、バッテリ充電中、充電完了の表示は
ＬＥＤ１３３ａ、１３３ｂによって行われる。
【０１１２】
　本実施の形態は以下の効果を有する。
　内部ユニット１０３を外装カバー１０２で覆う構造とし、汚染される外装カバー１０２
のみを消毒、滅菌することにより、従来製品にあった問題点“薬液浸漬時、液体が内部に
侵入することによる機能障害”の発生因子を全て排除することができる。また、バッテリ
光源１０１外表面を確実に消毒、滅菌できる。
【０１１３】
　また、外装カバー１０２の下部に内部ユニット１０３を装着脱するための開口部が設け
られているため、内部ユニット１０３の装着脱が容易である。したがって、バッテリ光源
１０１を消毒液などに浸漬する前に内部ユニット１０３を取り外す作業が非常に容易であ
る。
【０１１４】
　本実施の形態ではランプを複数個内蔵しているため、ランプが切れてもスイッチ１０８
を回転するだけで簡単に予備のランプを点灯することができる。したがって、ランプ切れ
による検査の中断がない。また、あらかじめ明るさの異なるランプを収納しておくことに
より、内視鏡の使用用途や、組み合わせて使用する内視鏡の仕様によって光量を調節でき
る。これにより消費電力を節約でき、電池の寿命を延ばすことも可能となる。
【０１１５】
　バッテリ光源１０１外部に充電用接点を設け、専用の内視鏡ハンガ１３１を使用するこ
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とにより、内視鏡ハンガ１３１にバッテリ光源式の内視鏡を掛けておくだけで使用開始時
には常に充電された状態となっている。したがって、バッテリの充電状態に気を使う必要
が無くなる。
【０１１６】
　尚、本実施の形態はこの実施の形態の構造に限るものではなく、種々変形可能である。
例えば、図１４に示すようなバッテリ光源１０１′にしても良い。このバッテリ光源１０
１′は外装カバー１０２′が外装カバー本体１０５と、この外装カバー本体１０５の上方
に螺着されている上カバー１０６と、この外装カバー本体１０５の下方に螺着されている
下カバー１０７と、前記上カバー１０６に回転可能な状態で取り付けられたスイッチ１０
８′とによって構成されている。また、外装カバー１０２′の底部の開口部から内部ユニ
ット１０３（図１４では見えない）を装着できる。
【０１１７】
　この第１の変形例では内部ユニット１０３の底面に充電用接点１３０ａ，１３０ｂを設
けないで、代わりに外装カバー本体１０５の外表面には充電用接点１３６ａ、１３６ｂが
設けられている。また、スイッチ１０８′には「充電」モードが設けられている。そして
、前記充電用接点１３６ａ、１３６ｂは通常時には充電用バッテリの接点と電気的に接続
されていないが、スイッチ１０８′を「充電」に合わせると図示しない機構により充電式
バッテリの接点と電気的に接続される構造にしても良い。
【０１１８】
　その他は上記 のバッテリ光源１０１と同様の構成である。この第１の変形例
は上記 態のバッテリ光源１０１と殆ど同様の作用及び効果を有する。
【０１１９】
　また、図１５に示す第２の変形例のように、内部ユニット１４８が外装カバー１４７に
対して上下どちらの方向にも取り付けられるような構造をとり、その取り付け方向によっ
て通常使用状態（照明ランプ点灯待機状態）と充電状態（充電待機状態）を分けるように
構成してもよい。
【０１２０】
　このバッテリ光源１４５は図１２のバッテリ光源１０１において、下カバー１０７の代
わりに少し構造が異なる下カバー１４６を用いて外装カバー１４７が形成されている。こ
の下カバー１４６は底部が開口し、この開口から内部ユニット１４８が挿脱自在である。
【０１２１】
　この内部ユニット１４８は図１２の内部ユニット１０３と同様に充電式バッテリ１２７
を内蔵し、その一対の電極は上端面に設けた弾性を有する導電性部材からなる一対のバネ
接点１５０ａ，１５０ｂとそれぞれ導通している。バネ接点１５０ａ，１５０ｂは強磁性
体材料を用いて形成されている。
【０１２２】
　また、内部ユニット１４８の底面には取り外しの際の付勢用に使用されるバネ１５２が
設けてある。さらに、内部ユニット１４８の側面にはそれぞれバネによって外側に突出す
るように付勢された一対の凸片１５３ａ，１５３ｂが設けられており、一方下カバー１４
６における対応する位置にはそれぞれ孔が設けてあり、弾性を有するカバー１５４ａ，１
５４ｂで覆われている。
【０１２３】
　この場合、通常使用時は、図１５（Ａ）に示すように外装カバー１４７における下カバ
ー１４６の底部の開口から内部ユニット１４８をバネ接点１５０ａ，１５０ｂが内部に収
納される方向に取り付ける。この時、バネ接点１５０ａ、１５０ｂは外装カバー１４７側
に設けられた接点ピン１２１、１１７とそれぞれ接触している。
【０１２４】
　更に、スイッチ１０８をＯＮの位置に設定すると、ランプ１０４ａが点灯する。この状
態からスイッチ１０８をＯＦＦの位置に回動すると、ランプ１０４ａには電流が遮断され
たＯＦＦ状態となる。つまり、照明ランプ点灯待機状態となる。
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【０１２５】
　一方、充電時は、図１５（Ｂ）に示すように外装カバー１４７に内部ユニット１４８を
通常と逆さまの状態で取り付ける。この時、バネ接点１５０ａ、１５０ｂはバッテリ光源
の底面から突出した状態となり、図１３に示す内視鏡ハンガ１３１に設けられた充電用接
点としての磁力接点１３２ａ，１３２ｂと接触可能な状態となる。その他の構成は図１２
と同様であり、同じ構成部材には同じ符号を付け、その説明を省略する。
【０１２６】
　尚、内部ユニット１４８には電気接点を兼ねないバネ１５２が設けられているため、押
し込み部となるカバー１５４ａ、１５４ｂを押し込むことにより通常とは逆さまに取り付
けられている内部ユニット１４８もバネ１５２の弾性力によって容易に取り外すことがで
きる。
【０１２７】
　第１、第２の変形例のどちらにしても、ごく簡単な設定後、バッテリ光源式の内視鏡を
内視鏡ハンガ１３１に掛けるだけで自動的に充電することができ、バッテリの充電状態に
気を使う必要が無くなる。
【０１２８】
　また、これらの手段を用いれば、内部ユニット１４８に設ける電流供給用の電気接点と
充電用の電気接点を共通化することができる。その他は 実施の形態と同様の効果を有
する。
【０１２９】

　図１６は本発明の を示す。
【０１３０】
　 の内視鏡本体２０１は、その操作部２０２内部にランプ２０５が配設され
ている。ランプ２０５はランプホルダ２０６に通電可能に嵌合しており更に前記ランプホ
ルダ２０６は前記操作部２０２に対して水密的に着脱可能となっている。
【０１３１】
　ランプ２０５の光軸上には、集光レンズ２０７が操作部２０２内のレンズ枠２０８に固
定され、更に前記集光レンズ２０７の焦点位置に光入射端面２０４が配設される様、ライ
トガイドファイバ２０３が前記レンズ枠２０８の一部に固定されている。
【０１３２】
　操作部２０２の側面には、＋、－両極の電気接点部２１８をもつ、電源ユニット接続部
２１１ａが設けられ、両極の電流路は、接眼部２０９の周囲に配置した環状のランプ電源
スイッチ２１０を経由して前記ランプホルダ２０６及びランプ２０５につづいている。こ
の電流路はランプ電源スイッチ２１０の回動操作により導通又は遮断される（電流路は図
示せず）。内視鏡本体２０１はその他の構造は図１の内視鏡本体２と基本的には同様の構
造である。
【０１３３】
　一方、電源ユニット２１２は、乾電池２１５と乾電池２１５が収納される電池ボックス
２１６から成るバッテリユニット２１３と、前記バッテリユニット２１３を着脱自在に外
装する外装カバー２１４とから構成される。
【０１３４】
　前記電池ボックス２１６には収納した複数の乾電池２１５を直列につなぐとともに外装
カバー２１４に設けた電源ユニット接続部２１１ｂの接点ピン２１７と前記乾電池２１５
を電気的に導通する電気的導通路を持つ。
【０１３５】
　前記接点ピン２１７は弾性的に、突設されており、電源ユニット接続部２１１ａ、２１
１ｂを介して電源ユニット２１２を操作部２０２に接続したとき、接点ピン２１７が確実
に電気接点部２１８に接触する。
【０１３６】
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　又、外装カバー２１４は各種薬液、エチレンオキサイドガス、オートクレーブ等の各種
消毒、滅菌手段に充分耐え得る材質から成る。
【０１３７】
　次に の作用を説明する。
　バッテリユニット２１３を、外装カバー２１４に収納する。次に電源ユニット２１２の
電源ユニット接続部２１１ｂを操作部２０２側の電源ユニット接続部２１１ａにスライド
嵌合させる。
【０１３８】
　つづいてランプホルダ２０６にランプ２０５を取り付け、操作部に２０２設けたランプ
取付部にランプホルダ２０６を装着する。
【０１３９】
　ランプ電源スイッチ２１０を回動させＯＮとなる状態まで回すと電源ユニット２１２か
らの電流は電源ユニット接続部２１１ａ、２１１ｂを介してランプ２０５に供給されラン
プ２０５が点灯する。ランプ２０５からの出射光は集光レンズ２０７により光入射端面２
０４に集光し、ライトガイドファイバ２０３を経由して、光出射端面から前方に出射され
患部等を照明する。
【０１４０】
　内視鏡による観察が終了すると、ランプ電源スイッチ２１０をＯＦＦの位置に回動させ
ランプ２０５を消灯した後、電源ユニット２１２を操作部２０２から取り外す。続いて電
源ユニット２１２を消毒、滅菌する場合は、バッテリユニット２１３を外装カバー２１４
から取り出し、汚染された外装カバー２１４のみ各種薬液、エチレンオキサイドガス、オ
ーククレーブ等により消毒、滅菌を行う。
【０１４１】
　内視鏡本体２０１は、操作部２０２にランプホルダ２０６が装着された状態では水密構
造となるため各種薬液に浸漬可能である。
　又、エチレンオキサイドガスによる滅菌を行う場合はランプホルダ２０６を操作部２０
２から取り外し、操作部２０２内と大気を連通させた状態にして行う。　本
は以下の効果を有する。
１．乾電池２１５を含むバッテリユニット２１３全体を外装カバー２１４で覆う構造とし
、汚染される外装カバー２１４のみを消毒、滅菌することにより、従来製品の最も大きな
問題点“薬液浸漬時液体が内部に侵入し、乾電池からの液漏れ、漏電、ガスの発生”の発
生因子を全て排除することが出来る。
【０１４２】
２．内視鏡本体２０１に対して装着される外付け部分はランプ部及びスイッチ部を含まな
い、いわゆる電源部のみとなるため第１の の内視鏡にくらべ全体的にコンパクトに
することができる。
【０１４３】

　図１７は本発明の の内視鏡２５０を示す。
　 における内視鏡本体２５１は吸引口金２１の向きが把持部２５２の方向を
向く様に吸引ボタン２０が操作部２５３に取り付く様になっている。更に、把持部２５２
下方の鉗子挿入口２２に並ぶ様に吸引ビン２５４が図示しない係合手段により内視鏡本体
２５１に係合している。
【０１４４】
　前記吸引ビン２５４は透明なプラスチック等から成る液体収納部２５５とこれに水密的
に圧入される栓体２５６から成り、栓体２５６には、一端が液体収納部２５５に開口して
いる吸液管２５７及び吸気管２５８が設けられている。栓体２５６から延出している吸液
管２５７の端部は吸引口金２１に水密的に圧入して接続され、吸気管２５８の端部は操作
部２５３の側面に接続される電源ポンプユニット２５９の吸引ポンプ部２６０に設けられ
た吸気口金２６１に圧入して固定される。
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【０１４５】
　前記電源ポンプユニット２５９は、 で示した電源ユニット２１２と同じ構
成の電源ユニット２６２と、この電源ユニット２６２に着脱自在で、装着した状態では、
この電源ユニット２６２内の電源と電気的接続状態になる吸引ポンプ部２６０から構成さ
れる。つまり、この電源ユニット２６２内の電源はランプの電源と共に、ポンプの電源と
もなっている。
【０１４６】
　前記電源ポンプユニット２５９と、内視鏡本体２５１の機械的及び電気的接続は

と同構造の電源ユニット接続部２１１ａ、２１１ｂにより行われる。
【０１４７】
　前記吸引ポンプ部２６０はその内部に図示しない小型の電動式吸引ポンプが備えられて
おり、このポンプの吸気側が吸気口金２６１、吐出側が排気口金２６３につながっている
。また、前記ポンプと電源ユニット２６２の導電路をＯＮ／ＯＦＦするためのポンプスイ
ッチ２６４が吸引ポンプ部２６０に水密的に設けられる。
【０１４８】
　更に、この吸引ポンプ部２６０本体は前記吸気口金２６１、排気口金２６３を水密栓２
６５により水密的にふさぐことによって、全体が水密状態になる。ここで、
において、吸引ポンプ部２６０は電源ユニット２６２に接続、固定しているが、これに限
定されず、内視鏡本体２５１に対し、操作者のじゃまにならない箇所を選んで適宜取り付
けられている様にしてもよい。その際、電源ユニット２６２と吸引ポンプ部２６０間の電
気的接続は図示しない通電ケーブルにより接続される。
【０１４９】
　他の構成は と同じ構成である。
　次に の作用を説明する。
　内視鏡２５０による観察において、例えば気管や気管支に溜まった痰を吸引することが
しばしば行われる。
【０１５０】
　本内視鏡２５０を用いて喀痰吸引を行う場合、内視鏡本体２５１に吸引ビン２５４を取
り付け更に、電源ユニット２６２に吸引ポンプ部２６０を装着するともに吸引ビン２５４
の吸液管２５７、吸気管２５８をそれぞれ吸引口金２１、吸気口金２６１に接続する。
【０１５１】
　つづいて、ポンプスイッチ２６４をＯＮの状態にし吸引ポンプを始動させ、吸引ビン２
５４の内部が負圧になりさらに上流の通気路に吸引力が働く。つづいて吸引ボタン２０を
操作すると通気路は内視鏡本体２５１の挿入部先端で開口している吸引チャンネルに連通
し、痰が吸引される。
【０１５２】
　吸引された痰は、吸引ビン２５４の液体収納部２５５に流入すると、前記液体収納部２
５５の底部に溜まるため、吸気管２５８には流れ込まない。
　観察終了時、吸引ビン２５４は内視鏡本体２５１から取り外し、処理される。吸引ポン
プ部２６０は、水密栓２６５を取り付けることで水密になり、薬液浸漬が行える。
　その他は と同じである。
【０１５３】
　 は以下の効果を有する。
　吸引ビン２５４、吸引ポンプを内視鏡本体２５１と一体的に設け、かつ吸引ポンプの電
源を照明ランプと共通の電源ユニットから得るようにしたため、観察機能だけでなく処置
機能も兼ねそなえたコンパクトなバッテリ式内視鏡装置となり用途がさらに広がる。
【０１５４】
　その他は と同じ効果を有する。
　なお、上述した実施の形態、 等を部分的等で組み合わせる等して形成される実施
の形態等も本発明に属する。
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【０１５５】
［付記］
１．照明光を導光するためのライトガイドファイバと、前記ライトガイドファイバの入射
端に光を入射する照明ランプと、前記照明ランプを点灯させるための電源を操作部に設け
た内視鏡において、
　少なくとも電源と電源収納部とを有する内部ユニットと、内部ユニット全体を覆う外装
カバーとを有し、前記外装カバーは操作部に対し着脱自在であることを特徴とする内視鏡
。
【０１５６】
２．前記照明ランプは操作部内に収納され、内部ユニットからの電流が前記照明ランプに
導かれることを特徴とする付記１記載の内視鏡。
３．前記内部ユニットは、電源と電源収納部と照明ランプおよび照明ランプを点灯及び消
灯するためのスイッチを有し、前記スイッチは外装カバーに設けた導電性を持たないスイ
ッチ操作部により操作されることを特徴とする付記１記載の内視鏡。
【０１５７】
４．前記電源は乾電池から成ることを特徴とする付記３記載の内視鏡。
５．前記スイッチは弾性を有する導電部材から成る電気接点より構成されることを特徴と
する付記３記載の内視鏡。
６．前記スイッチ操作部はカム機構から成ることを特徴とする付記３記載の内視鏡。
【０１５８】
７．前記スイッチ操作部は弾性ゴム材から成ることを特徴とする付記３記載の内視鏡。
８．前記内部ユニットに前記外装カバーを外装した時、内部ユニットに設けられた照明ラ
ンプの光軸が、外装カバーに設けた操作部との接続部の方向を向くように、内部ユニット
および外装カバー各々に位置決め用嵌合部を設けたことを特徴とする付記１記載の内視鏡
。
【０１５９】
９．照明光を導光するためのライトガイドファイバを操作部に設け、前記ライトガイドフ
ァイバの入射端に光を照射するための光供給ユニットを操作部に対して着脱自在に設けた
内視鏡において、
　前記光供給ユニットは電源と電源収納部とを有する内部ユニットと、照明ランプを水密
構造で内蔵し、前記内部ユニットの一部が露呈するように、内部ユニットを着脱自在に外
装する外装カバーとから成ることを特徴とする内視鏡。
【０１６０】
１０．前記照明ランプは複数個から構成され、そのうちの１つに選択的に電流の供給、及
び全ての照明ランプへの電流供給を遮断する切換手段を外装カバーに設けたことを特徴と
する付記９記載の内視鏡。
１１．前記内部ユニットに設けた電源は充電式バッテリからなり、商用交流電源に接続可
能な充電装置を備えた内視鏡ハンガに操作部を掛けたとき、前記充電装置から内部ユニッ
ト内の前記充電式バッテリに充電に必要な電圧がかかるようにしたことを特徴とする付記
９記載の内視鏡。
【０１６１】
１２．前記充電式バッテリの電気接点が、外装カバーより露呈した内部ユニット上に設け
られていることを特徴とした付記１１記載の内視鏡。
１３．前記内部ユニットは前記外装カバーに対し２通りの取付方向があり、第１の方向で
は照明ランプ点灯待機状態、第２の方向では充電待機状態となることを特徴とする付記１
１記載の内視鏡。
【０１６２】
１４．照明光を導光するためのライトガイドファイバと、前記ライトガイドファイバの入
射端に光を入射する照明ランプと、前記照明ランプを点灯させるための電源と、一端が挿
入部先端に開口した吸引チャンネルを操作部に設けた内視鏡において、
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　吸引手段を操作部に設けたことを特徴とする内視鏡。
【０１６３】
１５．前記吸引手段は、前記電源からの供給電流により作動することを特徴とする付記１
４記載の内視鏡。
１６．前記吸引手段は電動式吸引ポンプから成ることを特徴とする付記１５記載の内視鏡
。
【０１６４】
【発明の効果】
　以上説明したように本発明によれば、外装カバー内にランプを複数個内蔵しているため
、ランプが切れてもスイッチを回転するだけで簡単に予備のランプを点灯することができ
、従って、ランプ切れによる検査の中断がない。また、予め明るさの異なるランプを収納
しておくことにより、内視鏡の使用用途や、組み合わせて使用する内視鏡の使用によって
光量を調節でき、これによって消費電力を節約でき、電池の寿命を延ばすことも可能とな
る。
【０１６５】
　また、外装カバーのみを薬液に浸漬することにより、漏電やバッテリの異常等の機能傷
害を生じることなく、薬液浸漬により汚染部分のみを確実に消毒、滅菌することができる
。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の の内視鏡の全体構成を示す斜視図。
【図２】バッテリ型光源の構成を分解して示す斜視図。
【図３】ライトガイド口金及びこのライトガイド口金に着脱自在で接続されるバッテリ型
光源の内部構造等を示す断面図。
【図４】図３のＥーＥ線断面等を示す図。
【図５】図４のＦーＦ線断面でつまみ部等を示す図。
【図６】つまみ部を回動した場合の回動規制の作用の説明図。
【図７】ライトガイド口金に接続口金を接続した場合における接続部付近の構造を示す断
面図。
【図８】図４のＧ－Ｇ線断面で、カムの回動によりスイッチがＯＮ，ＯＦＦされる構造を
示す図。
【図９】第１の変形例におけるスイッチの構造を示す図。
【図１０】第２の変形例におけるスイッチの構造を示す図。
【図１１】本発明の におけるバッテリ光源を示す斜視図。
【図１２】バッテリ光源を示す断面図。
【図１３】 の内視鏡及び内視鏡ハンガを示す図。
【図１４】第１の変形例におけるバッテリ光源を示す斜視図。
【図１５】第２の変形例におけるバッテリ光源を示す断面図。
【図１６】本発明の の内視鏡の構成を示す図。
【図１７】本発明の の内視鏡の構成を示す斜視図。
【図１８】従来例のバッテリ光源を示す断面図。
【符号の説明】
　１…内視鏡
　２…内視鏡本体
　３…バッテリ型光源
　４…バッテリユニット
　５…ランプユニット
　６…内部ユニット
　７…ランプハウス
　８…バッテリケース
　９…外装カバー
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　１０…挿入部
　１１…操作部
　１３…ライトガイド口金
　１４…接続口金
　１５…先端部
　２４…ランプ
　２５…ライトガイドファイバ
　２６…光入射端面
　２７…ライトガイドロッド
　２８…カバーガラス
　３１…防熱カバー
　３９…ランプユニット本体
　４１…ランプユニットベース
　４３…ランプベース
　４４…板バネスイッチ
　４６…接点板
　４７…集光レンズ
　４８…レンズ枠
　４９…電池ボックス
　５２…プレート
　５６…電源スイッチ
　５８…カム
　６０…つまみ部
　６１…回動規制バネ
　６２…円形凹部
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】
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【 図 １ ８ 】
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