
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
挿入部の先端部本体に、観察窓に向けて少なくとも洗浄液を噴出する第１の流体供給通路
が接続されたノズルと、第２の流体供給通路が接続され、前記挿入部の延長線方向に向け
て流体を噴射する直噴射口とを設け、また本体操作部内には、第１の流体供給通路の他端
が接続される制御バルブと、前記第２の流体供給通路への供給路が形成され、流体圧送手
段が着脱可能に接続される流体圧送手段接続部とを設けた内視鏡の流体制御装置において
、前記第１の流体供給通路はノズル側流路とバルブ側流路とに分ける切換通路を設け、こ
の切換通路に前記供給路を、切換通路側から供給路側への逆流を防止する逆流防止弁を介
して接続され、前記切換通路は、前記第１の流体供給通路におけるノズル側流路とバルブ
側流路とが接続し、かつ前記供給路を前記第２の流体供給通路と遮断した状態と、この第
１の流体供給通路のノズル側流路とバルブ側流路とを遮断し、かつ前記供給路を前記第２
の流体供給通路に通じる状態とに切換可能な構成としたことを特徴とする内視鏡の流体供
給装置。
【請求項２】
前記流体圧送手段接続部は、前記本体操作部のハウジングに装着され、前記第１の流体供
給通路におけるノズル側流路及びバルブ側流路と、前記第２の流体供給通路とが接続され
るケーシングと、このケーシング内に着脱可能に設けられ、前記切換通路及び供給路と、
その間に介装される前記逆流防止弁とを備え、前記流体圧送手段が着脱可能に接続される
流体圧送手段接続ユニットとから構成したことを特徴とする請求項１記載の内視鏡の流体
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供給装置。
【請求項３】
前記流体圧送手段接続ユニットは、前記ケーシング内で所定角度回動させることによって
、前記切換通路を、前記第１の流体供給通路のノズル側流路とバルブ側流路とが接続され
、かつ前記供給路は前記第２の流体供給通路と遮断される第１の選択位置と、この第１の
流体供給通路のノズル側流路とバルブ側流路とが遮断され、かつ前記供給路が前記第２の
流体供給通路に通じる第２の選択位置と切り換わるものであることを特徴とする請求項２
記載の内視鏡の流体供給装置。
【請求項４】
前記流体圧送手段接続ユニットを前記ケーシングに対して前記２つの選択位置に係止する
クリック手段を備える構成としたことを特徴とする請求項３記載の内視鏡の流体供給装置
。
【請求項５】
前記流体圧送手段接続ユニットは、さらに前記ケーシング内で所定長さだけ軸線方向に移
動可能となすと共に連通路を設けることによって、前記第１の流体供給通路を構成するバ
ルブ側流路と前記第２の流体供給通路とを接続し、かつ前記ノズル側通路を遮断する第３
の選択位置に切換可能な構成としたことを特徴とする請求項３記載の内視鏡の流体供給装
置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、内視鏡の流体供給装置に関するものであり、特に観察窓の洗浄を行うためのノ
ズルと、直噴射口とを備え、ノズルから所望の圧力で洗浄液を噴出させ、また直噴射口か
ら所望の流体を噴出させることができるようにした流体供給装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、内視鏡の流体供給装置としては、挿入部の先端に設けた観察窓に装着したレンズ
面が体液等で汚損された時に、この観察窓に洗浄液を供給し、次いで加圧エアを供給する
ようにしたレンズ面洗浄装置がある。このレンズ面洗浄装置は、周知のように、観察窓に
向けて開口するノズルに、送液流路及び送気流路を接続して設け、これら送液流路及び送
気流路への流体の供給を制御するために、挿入部に連設した本体操作部に制御バルブが設
けられる。このレンズ面洗浄に加えて、他の流体を体内に供給する必要もある。例えば、
体腔内壁に体液なり汚物なりが付着していると、内視鏡による観察が困難になり、また甚
だしい場合には、観察不能となることもある。レンズ面洗浄用のノズルはレンズ面に対し
て所定角度、つまり観察窓からの視野方向に対して交差する方向に向いているので、この
方向から洗浄液を噴射しても、観察しようとする体腔内壁に洗浄液を噴射させることはで
きない。このために、観察窓による観察視野方向に向けて液体を噴射させる直噴射口とし
て、所謂ジェット噴射口を形成するのが一般的である。
【０００３】
ジェット噴射口に液体を供給するために、このジェット噴射口に接続した流体供給通路を
本体操作部にまで延在させ、この本体操作部に設けた流体圧送手段接続部に接続する構成
となし、そして流体圧送手段接続部にはシリンジ等の流体圧送手段が着脱可能に接続され
るようになっている。従って、この流体圧送手段接続部に、例えば外筒と、この外筒内に
摺動可能に設けたピストンと、このピストンを外筒内で摺動させる内筒とを有するシリン
ジを接続して、このシリンジのピストンを外筒内に押し込むことによって、内部の液体等
をジェット噴射口に向けて圧送できるようになっている。
【０００４】
ところで、ジェット噴射させるためには、シリンジ等の流体圧送手段を操作しなければな
らないが、その操作は、通常、手動で行われることになる。ただし、内視鏡の本体操作部
を把持してその操作を行う術者等が流体圧送手段の操作をするのは実質的に不可能であり
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、このために操作に当っては介助者が必要となる。そこで、ジェット噴射を介助者を必要
とすることなく行えるようにするために、レンズ面洗浄用の洗浄液をジェット噴射口側に
も流すことができる構成としたものが、例えば実開平６－６８７１７号公報に示されてい
る。
【０００５】
この公知の流体供給装置は、本体操作部に３方口弁を設けて、送液源側の通路と、ノズル
側の通路及びジェット噴射口側の通路の２つの通路とを３方口弁のケーシングに開口させ
ている。そして、この３方口弁の弁体は本体操作部に所定角度往復回動可能に装着されて
おり、この弁体を回動させることによって、送液源側の通路を、ノズル側の通路に連通す
る状態と、ジェット噴射口側に連通する状態とに切り換わるようになる。その結果、例え
ば体腔内壁に汚損物が付着している際には、この３方口弁の弁体を回動させて、制御バル
ブを操作することにより送液源側から供給される洗浄液がジェット噴射口に供給される。
また、体腔内壁から汚損物が除去されると、３方口弁の弁体を回動させて、送液源側とノ
ズル側とを接続する状態に戻すことによって、通常のレンズ面洗浄が行える状態に復帰す
る。さらに、体腔内壁に付着している汚損物を有効に除去するには、レンズ面洗浄の場合
と比較して、それより高い圧力が必要となるから、前述した従来技術においては、送液源
からの洗浄液の供給圧力を高めるようにしている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、前述した２つの態様の洗浄液供給の条件は必ずしも同じではない。即ち、レン
ズ面に付着する汚損物は、体腔内壁に付着している汚損物を取り除く際と比較した時に、
より低圧で少量の洗浄液を供給するだけで容易に除去できる場合が多い。しかも、レンズ
面は頻繁に汚損されるから、操作中は繰り返しレンズ面洗浄が行われることになる。レン
ズ面洗浄にとって必要以上の高圧で洗浄液を供給することは、それだけ流量も多くなり、
このために患者に対する苦痛が増大することになる。レンズ面洗浄を行う際には、洗浄液
の量は必要最小限に抑制しなければならない。これに対して、ジェット噴射時にはある程
度の高圧が必要となり、従ってレンズ面洗浄と体腔内壁の洗浄とでは、洗浄液の供給圧及
び供給量を異ならせる必要があり、同一の送液源を使用するのは必ずしも望ましくはない
場合がある。一方、レンズ面に付着する汚損物の状態等によっては、高圧の洗浄液を噴射
させた方が好ましい場合もある。このために、レンズ面洗浄を行う際に、必要に応じて、
洗浄液を高圧で噴射させることができるように選択できるようになっておれば、さらに望
ましい。
【０００７】
また、体腔内壁に向けて供給される流体は、前述した洗浄液だけでなく、例えば体腔内壁
に色素剤等を散布したり、吹き付けたりすることもある。しかしながら、前述したように
、ジェット噴射口をレンズ面洗浄用の送液源に接続する構成とした場合には、このジェッ
ト噴射口に向けて洗浄液以外の流体を供給できなくなってしまう。従って、色素散布や薬
液噴霧等を行うには、さらに別の流体供給経路を設けなければならなくなる。
【０００８】
本発明は以上の点に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、観察窓及び
ジェット噴射口に向けて所望の圧力及び流量で所望の流体を供給できるようにすることに
ある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
前述した目的を達成するために、本発明は、挿入部の先端部本体に、観察窓に向けて少な
くとも洗浄液を噴出する第１の流体供給通路が接続されたノズルと、第２の流体供給通路
が接続され、前記挿入部の延長線方向に向けて流体を噴射する直噴射口とを設け、また本
体操作部内には、第１の流体供給通路の他端が接続される制御バルブと、前記第２の流体
供給通路への供給路が形成され、流体圧送手段が着脱可能に接続される流体圧送手段接続
部とを設けた内視鏡の流体制御装置であって、前記第１の流体供給通路はノズル側流路と
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バルブ側流路とに分ける切換通路を設け、この切換通路に前記供給路を、切換通路側から
供給路側への逆流を防止する逆流防止弁を介して接続され、前記切換通路は、前記第１の
流体供給通路におけるノズル側流路とバルブ側流路とが接続し、かつ前記供給路を前記第
２の流体供給通路と遮断した状態と、この第１の流体供給通路のノズル側流路とバルブ側
流路とを遮断し、かつ前記供給路を前記第２の流体供給通路に通じる状態とに切換可能な
構成としたことをその特徴とするものである。
【００１０】
ここで、流体圧送手段接続部としては、例えば、本体操作部に装着され、第１の流体供給
通路におけるノズル側流路及びバルブ側流路と、第２の流体供給通路とが接続されるケー
シングと、このケーシング内に着脱可能に設けられ、切換通路及び供給路と、その間に介
装される逆流防止弁とを備え、流体圧送手段が着脱可能に接続される流体圧送手段接続ユ
ニットとから構成することができる。そして、流体圧送手段接続ユニットは、ケーシング
内で所定角度回動させることによって、切換通路を、第１の流体供給通路のノズル側流路
とバルブ側流路とが接続され、かつ供給路は第２の流体供給通路と遮断される第１の選択
位置と、この第１の流体供給通路のノズル側流路とバルブ側流路とが遮断され、かつ供給
路が第２の流体供給通路に通じる第２の選択位置と切り換わるように構成することができ
る。この場合において、流体圧送手段接続ユニットをケーシングに対してこれら２つの選
択位置に係止するクリック手段を備える構成とすると、その操作性が良好となる。しかも
、流体圧送手段接続ユニットは、さらにケーシング内で所定長さだけ軸線方向に移動可能
となすと共に連通路を設けることによって、第１の流体供給通路を構成するバルブ側流路
と第２の流体供給通路とを接続し、かつノズル側通路を遮断する第３の選択位置に切換可
能な構成とすれば、４つの態様で流体の供給を行うことができる。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、図面に基づいて本発明の実施の形態を説明する。まず、図１に内視鏡の流体供給装
置の概略構成を示す。同図に示したように、内視鏡は、本体操作部１に体腔内等への挿入
部２を連設すると共に、この本体操作部１からユニバーサルコード３が引き出されている
。挿入部２の先端部本体２ａには、レンズ面４（対物レンズまたはそのカバーガラス）を
装着した観察窓が装着されており、またこのレンズ面４に向けて洗浄用流体の噴射ノズル
５が設けられている。
【００１２】
噴射ノズル５には、洗浄水タンク６からの洗浄水と、エアポンプ７からの加圧空気とが供
給されるようになっている。そして、これら加圧空気及び洗浄水の供給制御を行うために
、本体操作部１には制御バルブ８が設けられている。ここで、制御バルブ８には、大気開
放口を設けた操作ボタン８ａが設けられており、この操作ボタン８ａに手を触れない状態
では、エアポンプ７からの空気は大気に開放され、大気開放口を閉鎖すると、加圧空気が
供給され、また操作ボタン８ａを押し込むと洗浄水タンク６から送水が可能になるように
構成されている。なお、この制御バルブ８の構成は周知であるので、その具体的な構成の
図示及び説明は省略する。
【００１３】
エアポンプ７からの空気配管９は、制御バルブ８に接続されると共に、その途中で洗浄水
タンク６を加圧するための加圧空気配管１０に分岐している。また、洗浄水タンク６から
の送水配管１１も制御バルブ８に接続されている。そして、制御バルブ８には、送水流路
１２と送気流路１３とが接続されており、これら送水流路１２及び送気流路１３は、挿入
部２の先端近傍で合流して合流流路１４となり、この合流流路１４の先端は噴射ノズル５
に接続されている。なお、送水流路及び送気流路はそれぞれ独立して噴射ノズルにまで延
在させるように構成することもできる。
【００１４】
噴射ノズル５はレンズ面４の方向、つまり挿入部２の軸線と交差する方向に向いており、
観察窓は挿入部２の延長線方向を観察視野とするものである。観察視野内において、体腔
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内壁に付着する体液等の汚損物を洗い流したり、また薬液等を吹き付けたりするためには
、噴射口は観察視野の方向、つまり挿入部２の延長線方向に向いていなければならない。
このために、先端部本体２ａには直噴射口としてのジェット噴射口１５が挿入部２の延長
線方向に向けて開口している。そして、このジェット噴射口１５には、レンズ面４の洗浄
用とは別系統の流体供給流路１６が接続されている。この流体供給流路１６は、本体操作
部１にまで延在されており、この本体操作部１に設けた補助送液ユニット１７に接続され
ている。また、送水流路１２において、本体操作部１内の制御バルブ８の装着位置近傍で
この補助送液部１７に接続されており、これによって送水流路１２はノズル側流路１２ａ
とバルブ側流路１２ｂとに分けられることになる。
【００１５】
補助送液部１７には、例えば周知のルアーロック機構等により流体圧送手段としてのシリ
ンジ１８等が着脱可能に接続されるようになっている。従って、噴射ノズル５に通じる送
水流路１２が第１の流体供給通路、ジェット噴射口１５に通じる流体供給流路１６が第２
の流体供給通路となる。そして、この補助送液部１７は、洗浄水タンク６から供給される
洗浄水を送水流路１２を介して、噴射ノズル５に供給する状態と、シリンジ１８が接続さ
れた時に、この送水流路１２を介して噴射ノズル５からシリンジ１８内の液体を噴射させ
る状態と、シリンジ１８から流体供給流路１６を介してジェット噴射口１５に液体を噴出
させる状態との３つの態様を選択できるようになっている。
【００１６】
このために、図２に示したように、本体操作部１のハウジング２０には、開口２０ａが形
成されており、かつハウジング２０内において、この開口２０ａに臨むように流路分岐用
のケーシング２１が装着されている。このケーシング２１は、概略有底円筒状の部材から
なり、図３及び図４に示したように、送水流路１２におけるノズル側流路１２ａと、バル
ブ側流路１２ｂとが接続されており、さらに流体供給流路１６もこのケーシング２１に接
続されている。また、ケーシング２１には流体圧送手段接続ユニットとして補助送液ユニ
ット２２が装着されており、シリンジ１８はこの補助送液ユニット２２に着脱可能に接続
されるようになっている。
【００１７】
補助送液ユニット２２は、その一端側がケーシング２１に挿入されており、他端側は本体
操作部１のハウジング２０の開口２０ａから外部に導出されるようにして装着されて、所
定長さだけ本体操作部１の外方に突出している。そして、この補助送液ユニット２２には
、そのケーシング２１内への挿入側端部近傍に、その軸線と直交する方向に貫通する切換
通路２３が設けられ、また一端が切換通路２３に通じ、他端が補助送液ユニット２２の本
体操作部１の外側に開口し、流体圧送手段としてのシリンジ１８からの液体が流入する供
給路２４が設けられている。この供給路２４は途中で拡径しており、この拡径部分がシリ
ンジ１８の接続部２４ａとなっている。さらに、供給路２４における切換通路２３への接
続部分には、逆流防止弁２５が装着されている。この逆流防止弁２５は、ゴム板からなる
本体板２５ａにスリット２５ｂを形成し、かつ本体板２５ａにおける切換通路２３に対面
する側の面にはスリット２５ｂを閉鎖する方向に作用する舌片部２５ｃを設けたものから
構成される。従って、逆流防止弁２５は供給路２４側から切換通路２３側に圧力流体を流
すことはできるが、切換通路２３側が供給路２４側より高圧になったとしても、切換通路
２３側から供給路２４に流体が流れることはない。
【００１８】
ここで、補助送液ユニット２２はケーシング２１内で所定角度往復回動できるようになっ
ており、図３に示した位置では、切換通路２３は送水流路１２におけるノズル側流路１２
ａとバルブ側流路１２ｂとを連通させ、また切換通路２３は流体供給流路１６とは連通し
ない状態となり、これが第１の選択位置である。また、図４に示した位置に回動させると
、切換通路２３はノズル側流路１２ａとも、バルブ側流路１２ｂとも連通しない状態、つ
まり送水流路１２における噴射ノズル５と制御バルブ８とが遮断した状態になり、かつ切
換通路２３は流体供給流路１６と連通する状態になって、これが第２の選択位置である。
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【００１９】
以上の第１，第２の選択位置に補助送液ユニット２２を固定的に保持するために、図５に
示したように、ケーシング２１にはクリックばね２６ａに付勢されたクリックボール２６
ｂからなるクリック部材２６が設けられ、また補助送液ユニット２２の外周面には２箇所
にクリック溝２７ａ，２７ｂが形成されている。従って、クリック部材２６のクリックボ
ール２６ｂがクリック溝２７ａに係合する際には、補助送液ユニット２２は第１の選択位
置に保持され、またクリック溝２７ｂに係合すると、第２の選択位置に保持されるように
なっている。さらに、図６から明らかなように、本体操作部１のハウジング２０の表面に
は、補助送液ユニット２２が第１の選択位置となっているか、または第２の選択位置とな
っているかを表示する指標２８ａ，２８ｂが設けられ、補助送液ユニット２２の基準表示
部２８が指標２８ａと一致した位置にあるか、または指標２８ｂと一致した位置にあるか
によりいずれの選択位置が選択されているかが示される。
【００２０】
ここで、補助送液ユニット２２は、図７にも示したように、本体操作部１に対して着脱可
能に装着されるようになっている。そして、装着状態で安定的に保持し、しかも本体操作
部１内に汚損物が入り込まないようにするために、補助送液ユニット２２の外周面には、
ケーシング２１の内面と、本体操作部１のハウジング２０における開口２０ａの周壁との
間にシールリング２９，２９が介装されている。そして、補助送液ユニット２２をケーシ
ング２１内に挿入した時に、これらシールリング２９はある程度撓められた状態になる結
果、その弾性力で補助送液ユニット２２は本体操作部１から脱落しないように保持される
。
【００２１】
以上のように構成することによって、洗浄水タンク６から送水流路１２を介して噴射ノズ
ル５に洗浄液をエアポンプ７で規定される圧力で洗浄水を圧送する状態と、流体圧送手段
としてのシリンジ１８から所望の圧力で噴射ノズル５に洗浄水を圧送する状態と、流体供
給流路１６からジェット噴射口１５に所望の種類の流体を、所望の圧力で供給できる状態
とのいずれかを選択できるようになる。
【００２２】
而して、補助送液ユニット２２を図３に示した第１の選択位置に保持すると、送水流路１
２におけるノズル側流路１２ａはバルブ側流路１２ｂと切換通路２３を介して連通してい
る。また、供給路２４は、逆流防止弁２５を介してではあるが、切換通路２３と接続され
ている。ただし、制御バルブ８が操作されない限り、この制御バルブ８により送水流路１
２は送水配管１１との連通が遮断されている。また、逆流防止弁２５が設けられているの
で、たとえ送水流路１２側の圧力が高くても、送水流路１２側から供給路２４に逆流が生
じることがない状態に保持されている。
【００２３】
制御バルブ８の操作ボタン８ａを押し込むように操作して、送水配管１１と送水流路１２
とを連通させると、エアポンプ７から加圧空気配管１０を介して洗浄水タンク６内に空気
圧が導入され、この空気圧に応じた圧力で送水配管１１内に洗浄水が供給され、送水配管
１１から制御バルブ８を介して送水流路１２内に流れ込む。ここで、送水流路１２におけ
るバルブ側流路１２ｂは切換通路２３を介してノズル側流路１２ａと連通しているので、
送水流路１２から合流流路１４を経て噴射ノズル５に洗浄水が供給されて、レンズ面４に
付着する汚損物を洗い流すことができる。この後に、操作ボタン８ａを戻して、送水配管
１１と送水流路１２との接続を遮断し、かつ操作ボタン８ａの大気開放口を遮断状態に保
持すると、エアポンプ７からの加圧空気が空気配管９から送気流路１３に流れるようにな
り、噴射ノズル５から加圧空気をレンズ面４に吹き付けることができる。これによって、
レンズ面４に付着している水滴等を空気圧の作用で取り除くことができる。これによって
、レンズ面４が清浄な状態に保たれる。
【００２４】
ところで、洗浄水タンク６を洗浄水の供給源とした場合においては、噴射ノズル５から噴
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射される洗浄水の圧力はエアポンプ７の圧力に依存する。ただし、この圧力では除去でき
ないような頑固な汚れ等がレンズ面４に付着した時には、より高圧の洗浄水を供給する。
このために、補助送液ユニット２２にシリンジ１８を接続し、また制御バルブ８は送水配
管１１と送水流路１２との連通を遮断した状態とする。そして、シリンジ１８内には洗浄
水を注入しておき、このシリンジ１８のピストンを手動操作で押し込むことにより、シリ
ンジ１８内の洗浄水が供給路２５に供給される。ここで、シリンジ１８は手動操作される
ことから、押圧力を調整することによって、任意の圧力を生じさせることができる。この
圧力により逆流防止弁２５が開いて、切換通路２３から送水流路１２内に洗浄水が圧送さ
れる。ここで、洗浄水タンク６からの洗浄水を供給した後には、少なくとも送水流路１２
全体に、またこの送水直後であれば、合流流路１４内にも、洗浄水が充満しており、かつ
バルブ側流路１２ｂの端部は制御バルブ８により遮断されていることから、シリンジ１８
を操作すると、直ちにその押圧力に応じた圧力で洗浄水が噴射ノズル５から噴射される。
この結果、所望の圧力の洗浄水をレンズ面４に噴射させることができ、頑固な汚れ等を確
実に除去できる。
【００２５】
噴射ノズル８はレンズ面４に洗浄水を供給するものであるが、ジェット噴射口１５からは
体腔内壁に付着する体液等の汚損物を洗い流すための洗浄水を噴射させることができるが
、この洗浄水以外の用途の流体、例えば色素剤を含めた様々な薬液も噴射できるようにな
っている。このジェット噴射口１５に所望の流体を供給する際には、補助送液ユニット２
２を図４の第２の選択位置に切り換える。この操作は補助送液ユニット２２を軸回りに所
定角度回動させるだけの操作で良い。この第２の選択位置では、送水流路１２におけるノ
ズル側，バルブ側の両流路１２ａ，１２ｂは共に切換通路２３との連通が遮断され、切換
通路２３は流体供給流路１６と連通する。勿論、逆流防止弁２５の作用により切換通路２
３と供給路２４との連通は断たれており、かつ流体供給流路１６内の圧力が高い場合でも
、流体供給流路１６側から供給路２４側への逆流は生じない。
【００２６】
例えば、洗浄水や薬液等所望の流体を注入したシリンジ１８を補助送液ユニット２２に装
着する。そして、このシリンジ１８を手動操作で加圧すると、シリンジ１８内の流体は、
その圧力により逆流防止弁２５を開いて、供給路２４から切換通路２３を介して流体供給
流路１６に供給される。従って、この流体はジェット噴射口１５から噴射されることにな
る。ここで、ジェット噴射口１５は、噴射ノズル５とは異なり、挿入部２の延長線方向に
向けて流体を噴射させるようになっているので、観察を行っている体腔内壁に向けて確実
に洗浄水や薬液等を噴射させることができる。この結果、観察対象となる体腔内壁の洗浄
や、検査のための薬液散布を円滑に行える。
【００２７】
内視鏡は使用の都度洗浄する必要があり、前述した流体供給装置の内部も完全に洗浄しな
ければならない。補助送液ユニット２２は、切換通路２３，供給路２４及び逆流防止弁２
５を一体に組み込んだものであり、しかもケーシング２１から容易に脱着できるようにな
っている。従って、図７に示したように、この補助送液ユニット２２を本体操作部１から
取り外せば、送水流路１２におけるノズル側流路１２ａ，バルブ側流路１２ｂと、流体供
給流路１６がケーシング２１内に開口し、かつこれらの流路内径は全長にわたってほぼ均
一になっているので、洗浄用のブラシをケーシング２１から各流路に挿入することによっ
て容易に洗浄することができる。なお、送水流路１２におけるバルブ側流路１２ｂは流路
長が短く、しかも内部が汚損される可能性が少ないので、例えば制御バルブ８への接続側
の近傍にこの制御バルブ８側が高圧になった時に流路を開く逆止弁を設けておくことによ
って、レンズ面４の洗浄時に、制御バルブ８により送水配管１１と送水流路１２とを連通
させたままで、シリンジ１８からの洗浄水の供給も行えることになる。
【００２８】
次に、図８乃至図１０は、本発明の第２の実施の形態を示すものである。この実施の形態
においては、前述した第１の実施の形態における３つの態様の流体供給を選択できるのに
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加えて、さらに洗浄水タンク６からの洗浄水をジェット噴射口１５に供給できるようにし
たものである。
【００２９】
このために、補助送液ユニット１２２には、供給路１２４と、切換通路１２３及びその間
に介装した逆流防止弁１２５を設けると共に、切換通路１２３を設けた位置より先端側に
連通路１００を設けるように構成している。また、補助送液ユニット１２２の外周面にお
ける切換通路１２３の形成位置と連通路１００の形成位置との間にはシールリング１０１
が設けられている。一方、ケーシング１２１には、図９及び図１０に示したように、送水
流路１２におけるノズル側流路１２ａ，バルブ側流路１２ｂと、流体供給流路１６が開口
しているが、その奥行きは、前述した第１の実施の形態と比較して、補助送液ユニット１
２２に連通路１００を設けることにより張り出した分だけ深くなっている。
【００３０】
連通路１００は送水流路１２のバルブ側流路１２ｂと流体供給流路１６とを連通させるた
めのものである。そして、図８に実線で示したように、補助送液ユニット１２２をケーシ
ング１２１内に押し込んだ状態では、図９に示したようになり、前述した第１の実施の形
態と全く同じ機能を発揮する。そして、補助送液ユニット１２２を図８に仮想線で示した
ように、ケーシング１２１から所定長さだけ引き抜く方向に変位させると、図１０に示し
たように、送水流路１２におけるノズル側流路１２ａはバルブ側流路１２ｂとは遮断した
状態に保持されるが、バルブ側流路１２ｂは流体供給流路１６と連通路１００を介して連
通することになる。従って、この状態で制御バルブ８の操作ボタン８ａを押し込んで、送
水配管１１と送水流路１２におけるバルブ側流路１２ｂとを連通させると、洗浄水タンク
６からの洗浄水が連通路１００から流体供給流路１６に供給され、ジェット噴射口１５か
ら挿入部２の前方、つまり観察窓からの観察視野の方向に向けて噴射される。これによっ
て、シリンジ１８を用いなくても、体腔内壁の汚損物を洗い流す作業を行うことができる
。
【００３１】
【発明の効果】
本発明は以上のように構成したので、観察窓及びジェット噴射口に向けて所望の圧力及び
流量で所望の流体を供給できる等の効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の一形態を示す内視鏡の流体供給装置の概略構成図である。
【図２】補助送液部の構成を示す断面図である。
【図３】図２のＸ－Ｘ断面図である。
【図４】図３とは異なる作動状態を示す断面図である。
【図５】図２のＹ－Ｙ断面図である。
【図６】図２の矢示方向から見た外観図である。
【図７】補助送液ユニットを脱着した状態を示す図２と同様の断面図である。
【図８】本発明の第２の実施の形態を示す補助送液部の断面図である。
【図９】図８のＺ－Ｚ断面図である。
【図１０】図９とは異なる作動状態を示す断面図である。
【符号の説明】
１　本体操作部　　　　　　　　　　２　挿入部
４　レンズ面　　　　　　　　　　　５　噴射ノズル
６　洗浄水タンク　　　　　　　　　８　制御バルブ
１１　送水配管　　　　　　　　　　１２　送水流路
１２ａ　ノズル側流路　　　　　　　１２ｂ　バルブ側流路
１５　ジェット噴射口　　　　　　　１６　流体供給流路
１７　補助送液部　　　　　　　　　１８　シリンジ
２０　ハウジング　　　　　　　　　２０ａ　開口
２１，１２１　ケーシング　　　　　２２，１２２　補助送液ユニット
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２３，１２３　切換通路　　　　　　２４，１２４　供給路
２５，１２５　逆流防止弁　　　　　２６　クリック部材
２７ａ，２７ｂ　クリック溝　　　　２９，１０１　シールリング
１００　連通路

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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