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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　先端が開口しているシースと、
　前記シース内に配置され、チューブを介して供給される気体が供給されて駆動するアク
チュエータと、
　線状部材により前記アクチュエータと接続され、前記シースの前記開口の先端側に配置
された処置部と、
　前記シース内への前記気体の供給と前記アクチュエータへの前記気体の供給の操作を行
う操作部と、
を有することを特徴とする内視鏡用処置具。
【請求項２】
　前記線状部材の外表面に設けられ、前記シースの基端側から前記先端側へ流れる前記気
体を受ける気体受け部を有することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡用処置具。
【請求項３】
　前記処置部に接続されたロッド部材の先端側は、前記ロッド部材の基端側外径よりも拡
大した径を有する拡径部を有すことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡用処置具。
【請求項４】
　前記シース内への前記気体の供給がされて前記ロッド部材が前記先端側へ移動したとき
、前記ロッド部材の前記拡径部は、前記ロッド部材が挿通している挿通孔の先端側開口か
ら突出することを特徴とする請求項３に記載の内視鏡用処置具。
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【請求項５】
　前記シースは、第１のシース部材と、第２のシース部材と、前記第１のシース部材と前
記第２のシース部材との間に挟まれた部材とを含み、
　前記アクチュエータは、前記第１のシース部材内に配置され、
　前記シース内の前記気体は、前記第１のシース部材と前記第２のシース部材との間に挟
まれた前記部材と、前記第１のシース部材と前記第２のシース部材を覆うカバー部材との
間に形成された隙間を介して、前記シースの前記先端側への供給が可能となっていること
を特徴とする請求項１から４のいずれか１つに記載の内視鏡用処置具。
【請求項６】
　前記シースは、第１のシース部材と、第２のシース部材と、前記第１のシース部材と前
記第２のシース部材との間に挟まれた部材とを含み、
　前記シース内の前記気体は、前記第１のシース部材と前記第２のシース部材との間に挟
まれた部材に形成された１以上の通気孔を介して、前記シースの前記先端側への供給が可
能となっていることを特徴とする請求項１から４のいずれか１つに記載の内視鏡用処置具
。
【請求項７】
　前記シースは、第１のシース部材と、第２のシース部材と、前記第１のシース部材と前
記第２のシース部材との間に挟まれた部材を含み、
　前記シース内の前記気体は、前記第１のシース部材と前記第２のシース部材との間に挟
まれた部材に形成された１以上の通気孔を介して、前記シースの前記先端側への供給が可
能となっており、
　前記部材は、前記第１のシース部材の基端部に固定された第１の部材と、前記第２のシ
ース部材の先端部に固定された第２の部材とからなることを特徴とする請求項１から４の
いずれか１つに記載の内視鏡用処置具。
【請求項８】
　前記処置部は、開閉動作を行う鉗子であることを特徴とする請求項１から７のいずれか
１つに記載の内視鏡用処置具。
【請求項９】
　前記鉗子の前記開閉動作は、前記シースの軸方向に沿った前記線状部材の進退動作を前
記開閉動作に変換するリンク機構により行われることを特徴とする請求項８に記載の内視
鏡用処置具。
【請求項１０】
　前記処置部は、前記シースに対して着脱可能であることを特徴とする請求項１から９の
いずれか１つに記載の内視鏡用処置具。
【請求項１１】
　前記シースの基端部が接続された継手を有し、
　前記継手は、前記操作部に対して着脱可能であることを特徴とする請求項１から１０の
いずれか１つに記載の内視鏡用処置具。
【請求項１２】
　請求項１から１１のいずれか１つに記載の内視鏡用処置具と、
　挿入部と本体部とを有する内視鏡装置と、
　前記内視鏡用処置具の前記シースと、前記内視鏡装置の前記挿入部とがそれぞれ挿通さ
れる第１及び第２の挿通チャンネルを有し、可撓性を有する管路状のガイド装置と、
を有することを特徴とする内視鏡システム。
【請求項１３】
　請求項１から１１のいずれか１つに記載の内視鏡用処置具と、
　挿入部と本体部とを有する内視鏡装置と、
を有し、
　前記内視鏡用処置具の前記シースは、前記内視鏡装置の前記挿入部の処置具挿通チャン
ネルに挿通可能であることを特徴とする内視鏡システム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡用処置具及び内視鏡システムに関し、特に、気体により駆動するアク
チュエータを有する内視鏡用処置具及び内視鏡システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、内視鏡装置が、医療分野及び工業分野で広く用いられている。そして、内視
鏡用処置具が、内視鏡と共に用いられる場合がある。　
　例えば、工業分野では、内視鏡検査において、検査対象内の異物の回収、配管内の物質
のサンプリングなどを行う場合に、処置具が、内視鏡と共に用いられる。
【０００３】
　例えば、日本特開２０１０－２２０６８５号公報には、物を把持する等のための把持部
を有するマニピュレータであって、把持部の開閉動作をさせるために、空圧アクチュエー
タが可撓性を有する管状部内に収納されたマニピュレータが提案されている。
【０００４】
　内視鏡検査は、検査対象内に内視鏡の挿入部を挿入して行われるため、内視鏡用処置具
も、内視鏡の挿入部と同様に、細径な管状部材を有する内視鏡用処置具が好ましい。　
　しかし、上記提案に係るマニピュレータの構成では、可撓管部内に複数の空圧アクチュ
エータが搭載されるため、マニピュレータの外径が太くなるという問題がある。
【０００５】
　そこで、本発明は、気体により駆動するアクチュエータを有し、細径化が可能な内視鏡
用処置具及び内視鏡システムを提供することを目的とする。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　　本発明の一態様の内視鏡用処置具は、先端が開口しているシースと、前記シース内に
配置され、チューブを介して供給される気体が供給されて駆動するアクチュエータと、線
状部材により前記アクチュエータと接続され、前記シースの前記開口の先端側に配置され
た処置部と、前記シースの内側と前記アクチュエータの外側との間への前記気体の供給お
よび前記アクチュエータへの前記気体の供給の操作を行う操作部と、を有する。
【０００７】
　本発明の一態様の内視鏡システムは、本発明の内視鏡用処置具と、挿入部と本体部とを
有する内視鏡装置と、前記内視鏡用処置具の前記シースと、前記内視鏡装置の前記挿入部
とがそれぞれ挿通される第１及び第２の挿通チャンネルを有し、可撓性を有する管路状の
ガイド装置と、を有する。
【０００８】
　本発明の一態様の内視鏡システムは、本発明の内視鏡用処置具と、挿入部と本体部とを
有する内視鏡装置と、を有し、前記内視鏡用処置具の前記シースは、前記内視鏡装置の前
記挿入部の処置具挿通チャンネルに挿通可能である。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施の形態に係わる内視鏡システムの全体構成を示す構成図である。
【図２】本発明の実施の形態に係わる処置具装置３の全体構成を示す構成図である。
【図３】本発明の実施の形態に係わる、接続リング５０により接続されたシース部材４７
と５１の接続部分の断面図である。
【図４】本発明の実施の形態に係わる処置部２１の断面図である。
【図５】本発明の実施の形態の変形例１に関わる、固定部材５４Ａにより接続されたシー
ス部材４７と５１の接続部分の断面図である。
【図６】本発明の実施の形態の変形例１の他の例に関わる、２つの固定部材５４Ｂ、５４
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Ｃにより接続されたシース部材４７と５１の接続部分の断面図である。
【図７】本発明の実施の形態の変形例２に関わる処置部２１の断面図である。
【図８】本発明の実施の形態の変形例３に関わる、ワイヤ４５がアクチュエータ４８によ
り牽引されている状態における処置部２１の部分断面図である。
【図９】本発明の実施の形態の変形例３に関わる、ロッド７１Ａの拡径部７１Ａａが孔４
２ｂから抜け出て、処置部２１が開いた状態における処置部２１の部分断面図である。
【図１０】本発明の実施の形態の変形例４に関わる処置具操作部２３内の複数の継手と複
数の管路との接続及び組み立てを説明するための図である。
【図１１】本発明の実施の形態の変形例５に関わる処置具装置３の先端側の部分の組み立
てを説明するための図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。　
　なお、以下の説明に用いる各図においては、各構成要素を図面上で認識可能な程度の大
きさとするため、構成要素毎に縮尺を異ならせてあるものであり、本発明は、これらの図
に記載された構成要素の数量、構成要素の形状、構成要素の大きさの比率、及び各構成要
素の相対的な位置関係のみに限定されるものではない。
【００１１】
（内視鏡システム構成）
　図１は、本実施の形態に係わる内視鏡システムの全体構成を示す構成図である。内視鏡
システム１は、内視鏡装置２と、処置具装置３とから構成される。　
　内視鏡装置２は、細長で可撓性を有する挿入部１１と、挿入部１１の基端側に接続され
た内視鏡操作部１２と、ケーブル１３により内視鏡操作部１２と接続された本体部１４と
を含んで構成されている。挿入部１１の先端部には、撮像素子が配置され、被写体を撮像
し、撮像して得られた画像信号は、内視鏡操作部１２を介して本体部１４へ供給される。
【００１２】
　内視鏡操作部１２には、湾曲操作、画像のフリーズ、レリーズなどの各種機能の指示の
ためのジョイスティック、各種ボタンが設けられている。本体部１４は、キーボード、各
種ボタンなどの入力装置と、表示装置とを有し、画像信号を受信して、表示装置に内視鏡
画像を出力することができる。
【００１３】
　本体部１４は、中央処理装置（CPU）、メモリ装置などを内部に有している。内視鏡操
作部１２等においてユーザにより指示されたコマンドに応じて、中央処理装置（CPU）が
、そのコマンドに対応する処理プログラムを実行することによって、内視鏡装置２は、内
視鏡画像の表示、記録などの各種機能が実現されるように構成されている。
【００１４】
　処置具装置３は、異物回収などの各種処置を行う鉗子である処置部２１と、処置部２１
に連設され、可撓性を有する挿入管部であるシース２２と、シース２２の基端部が接続さ
れ処置具操作部２３とを含んで構成されている内視鏡用処置具である。処置具操作部２３
には、エアを供給するボンベ（例えば液化二酸化炭素のボンベ）２４がチューブ２５を介
して接続されている。なお、ボンベ２４の代わりにコンプレッサを接続してもよい。
【００１５】
　後述するように、ユーザは、処置具操作部２３に設けられた２つの操作ボタンを操作す
ることによって、鉗子である処置部２１の開閉動作を動作させることができる。
【００１６】
　図１に示す例では、内視鏡装置２の挿入部１１と処置具装置３のシース２２は、それぞ
れ、可撓性を有する管路状のガイド装置３１内に設けられた、内視鏡チャンネル３１ａと
処置具チャンネル３１ｂに挿通されている。
【００１７】
　挿入部１１とシース２２は、ガイド装置３１の基端側に設けられた口金部３１Ａ側から
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、それぞれ、内視鏡チャンネル３１ａと処置具チャンネル３１ｂに挿入され、ガイド装置
３１の先端側に設けられた口金部３１Ｂから突出される。挿入部１１とシース２２とをガ
イド装置３１に対して固定するために、口金部３１Ａには、固定部材３１Ｃが設けられて
いる。固定部材３１Ｃをガイド装置３１の軸回りに所定の方向に回わすと、固定部材３１
Ｃが挿入部１１とシース２２を外側から締め付けて、挿入部１１とシース２２は、ガイド
装置３１に対して固定される。　
　内視鏡装置２の挿入部１１の先端部と処置具装置３のシース２２の先端部は、固定部材
３２によって、互いに固定されている。
【００１８】
　ユーザは、ガイド装置３１の先端部から突出した内視鏡装置１の挿入部１１の先端部と
処置具装置３のシース２２の先端部を、検査対象内の所望の位置に到達させて、本体部１
４に検査部位の内視鏡画像を表示させたり、内視鏡画像を見ながら、異物の回収などの所
定の処置を処置部２１により行うことができる。
【００１９】
　よって、内視鏡システム１は、内視鏡用処置具である処置具装置３と、挿入部１１と本
体部１４とを有する内視鏡装置２と、処置具装置３のシース２２と、内視鏡装置２の挿入
部１１とがそれぞれ挿通される処置具チャンネル３１ｂ及び内視鏡チャンネル３１ａを有
し、可撓性を有する管路状のガイド装置３１と、を有して構成される。
【００２０】
　なお、ここでは、処置具装置３の挿入管部であるシース２２は、このガイド装置３１の
処置具チャンネル３１ｂに挿通されて使用されているが、内視鏡装置２の挿入部１１に設
けられている処置具挿通チャンネル１１ａに挿通して使用するようにしてもよい。その場
合、内視鏡システム１は、内視鏡用処置具である処置具装置３と、挿入部１１と本体部１
４とを有する内視鏡装置２とを有して構成され、処置具装置３のシース２２は、内視鏡装
置２の挿入部１１の処置具挿通チャンネルに挿通可能になっている。
【００２１】
（処置具構成）
　図２は、処置具装置３の全体構成を示す構成図である。なお、図２では、処置具装置３
の処置部２１が特に拡大して示されている。
【００２２】
　図２に示すように、内視鏡用処置具である処置具装置３の先端部に設けられた処置部２
１は、２つの腕部材４１を有している。２つの腕部材４１は、基端側寄りの部分において
、支持部材４２に設けられた軸部材４２ａにより軸支されている。２つの腕部材４１は、
後述するアクチュエータ４８が動作することによって、互いに接近させあるいは離間させ
て開閉動作ができるように構成されている挟持部を構成する。
【００２３】
　２つのリンク部材４３の各先端部が、軸部材４４の回動軸回りに回動可能に、腕部材４
１の基端部と接続されている。　
　支持部材４２は、軸方向に沿って形成されたスリット部４６を有している。スリット部
４６内に、上述した２つの腕部材４１のそれぞれの基端部と、２つの腕部材４１に接続さ
れた上述した２つのリンク部材４３が配設されている。
【００２４】
　支持部材４２の基端部には、孔４２ｂが形成されており、その孔４２ｂには、後述する
ロッド７１が挿通されている（図４）。　
　線状部材であるワイヤ４５が、管状で樹脂性のシース部材４７の内部に挿通されている
。シース部材４７は、シース２２の先端側の一部を構成する。ワイヤ４５の先端は、支持
部材４２の孔４２ｂに挿通されたロッド７１の基端部に接続されている。ワイヤ４５の基
端部は、アクチュエータ４８の先端部に接続されて固定されている。
【００２５】
　アクチュエータ４８も、細長い形状を有し、シース部材４７内に収納されて配置されて
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いる。アクチュエータ４８は、２つの腕部材４１による開閉動作における閉動作が行われ
るように、ワイヤ４５を牽引するための人工筋肉である。
【００２６】
　このアクチュエータ４８の先端部が、ワイヤ４５の基端部に接続され、アクチュエータ
４８の基端部は、気体であるエアを供給するためのチューブ４９の一端に接続されている
。チューブ４９によって、チューブ４９内を通るエアが、アクチュエータ４８の内部に供
給可能となっている。
【００２７】
　なお、ここでのアクチュエータ４８は、ＰＥＴ製、ポリアミド素線、ステンレス線など
の繊維により形成された網内に伸縮性を有するゴムチューブ（シリコン、ウレタン等）が
設けられた、所謂、ＭｃＫｉｂｂｅｎ（マッキベン）型ソフトアクチュエータである。こ
のアクチュエータ２０は、エアの供給による加圧によって、ゴムチューブを膨縮すること
で、このゴムチューブを覆う繊維網によって、アクチュエータ２０が収縮して長手方向の
長さを可変することができる。
【００２８】
　以上のように、処置具装置３は、先端が開口しているシース２２と、シース２２内に配
置され、チューブ４９を介して基端側から供給される気体が供給されて駆動するアクチュ
エータ４８と、線状部材であるワイヤ４５によりアクチュエータ４８と接続され、シース
２２の開口の先端側に配置された処置部２１と、有している。
【００２９】
　管状のシース部材４７の基端部は、接続リング５０を介して、管状で樹脂性のシース部
材５１の先端部と連結されている。シース部材５１は、シース２２の基端側の一部を構成
する。シース部材５１の基端部は、処置具操作部２３に接続されている。
【００３０】
　図３は、接続リング５０により接続されたシース部材４７と５１の接続部分の断面図で
ある。　
　アクチュエータ４８の基端部には、管状の口金５２が固定されており、口金５２の基端
部にチューブ５３が外挿されて装着されている。チューブ４９からアクチュエータ４８内
に、エアが供給可能となっている。
【００３１】
　口金５２の外周面には、螺子部５２ａが設けられている。口金５２には、円環状の固定
部材５４が装着可能となっている。固定部材５４は、例えば金属製であり、中央部に孔５
４ａが形成され、その孔５４ａの内周面には、口金５２の螺子部５２ａに螺合する螺子部
が形成されている。そして、固定部材５４は、外周部から中央部の孔５４ａに向かって厚
みが小さくなるような形状を有している。　
　なお、固定部材５４は、一定の厚さを有する円板状であってもよい。
【００３２】
　口金５２の螺子部５２ａを固定部材５４の孔５４ａに螺合させることにより、固定部材
５４を、口金５２に対して固定することができる。　
　アクチュエータ４８のシース部材４７内における軸方向の位置調整は、口金５２に螺合
した固定部材５４の螺合位置を調整することによって行われる。
【００３３】
　図３に示すように、シース部材４７の基端側端面とシース部材５１の先端側端面によっ
て固定部材５４を挟んだ状態で、カバー部材である接続リング５０をシース部材４７と５
１の両端面を覆うようにして、２つのシース部材４７と５１を接続する。固定部材５４の
外径は、２つのシース部材４７と５１の内径よりも大きいが、接続リング５０の内径より
も小さい。
【００３４】
　シース部材４７と５１の外周面に接着剤を塗布してから、接続リング５０を装着するこ
とによって、接続リング５０は、固定部材５４を挟んだシース部材４７と５１に強固に固
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定される。その結果、アクチュエータ４８の基端部は、接続リング５０に対して固定され
る。なお、接続リング５０の内径をやや小さくし、接続リング５０にシース部材４７とシ
ース部材５１を内挿して嵌合させて、シース部材４７と５１が接続リング５０に固定され
るようにして、接着剤を塗布しない構成としてもよい。
【００３５】
　ここで、固定部材５４の外径が２つのシース部材４７と５１の外径よりも小さいため、
シース部材４７と５１とが接続された状態では、図３に示すように、接続リング５０の内
周面と固定部材５４の外周面との間には、所定の距離ｄを有する隙間Ｇが形成される。こ
の隙間は、円環状の固定部材５４の外周縁に沿って形成されているため、点線で示すよう
に、シース部材５１内の圧力が上がると、シース部材５１内のエアは、その隙間Ｇからシ
ース部材４７内へ流れ込む。
【００３６】
　また、固定部材５４が、外周部から中央部の孔５４ａに向かって厚みが小さくなるよう
な形状を有しているので、シース部材５１内のエアは、隙間Ｇからシース部材４７内へ、
より流れ込み易くなっている。
【００３７】
　以上のように、シース２２は、第１のシース部材４７と、第２のシース部材５１と、第
１のシース部材４７と第２のシース部材５１との間に挟まれた部材である固定部材５４と
を含む。アクチュエータ４８は、第１のシース部材４７内に配置される。シース２２内の
気体は、第１のシース部材４７と第２のシース部材５１との間に挟まれた固定部材５４と
、第１のシース部材４７と第２のシース部材５１を覆うカバー部材である接続リング５０
との間に形成された隙間Ｇを介して、シース２２の先端側への供給が可能となっている。
また、固定部材５４の外径をシース部材４７、５１の内径と略同一として、部分的に固定
部材５４の外径をシース部材４７、５１の内径よりも細い部分を複数個所設けた形状とし
てもよい。
【００３８】
　図２に戻り、シース部材５１の基端部は、処置具操作部２３内に設けられた継手６１の
第１の接続部６１ａに接続されている。継手６１は、３つの接続部を有している。継手６
１の第２の接続部６１ｂ及び第３の接続部６１ｃは、それぞれ管路６２と６３を介して、
処置部２１の開操作用の開スイッチ６４と閉操作用の閉スイッチ６５に接続されている。
開閉スイッチ６４と６５は、それぞれ押されている間、エアを管路６２と６３に供給し、
押されていないとエアを排出する機構を有する操作部である。
【００３９】
　開スイッチ６４と閉スイッチ６５は、それぞれ管路６６と６７を介して継手６８の第１
の接続部６８ａと第２の接続部６８ｂに接続されている。継手６８も３つの接続部を有し
ており、第３の接続部６８ｃは、処置具操作部２３の外側に出ており、チューブ２５の一
端に接続されている。チューブ２５の他端は、エア供給源であるボンベ２４に接続され、
チューブ２５の先端部からエアが噴出可能となっている。なお、ボンベ２４には、レギュ
レータ２４ａが設けられている。すなわち、開スイッチ６４と閉スイッチ６５は、シース
２２内への気体の供給とアクチュエータ４８への気体の供給の操作を行う操作部を構成す
る。
【００４０】
　図４は、処置部２１の断面図である。図４に示すように、支持部材４２の孔４２ｂには
、軸方向に沿ってロッド７１が挿通されている。２つのリンク部材４３の基端部は、ロッ
ド７１の先端部と、軸部材７２の回動軸回りに回動可能に接続されている。ロッド７１の
基端部は、連結部材７３により、線状部材であるワイヤ４５の先端部に接続されている。
【００４１】
（作用）
　次に、処置具装置３の処置部２１の開閉動作について説明する。
【００４２】
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　ユーザが開スイッチ６４を押すと、チューブ２５、継手６８及び管路６６を介して供給
されているボンベ２４からのエアは、管路６２と継手６１を通って、シース部材５１内に
吐出される。
【００４３】
　シース部材５１内では加圧されたエアは、図３に示すように、接続リング５０の内側の
隙間Ｇを介して、シース部材４７内に吐出される。　
　シース部材４７内のエアは、図３において点線で示すようにアクチュエータ４８を外部
から圧迫すると共に、シース部材４７内のワイヤ４５をシース部材４７の先端部側へエア
の流れにより押し出し、さらに、図４において点線で示すように、支持部材４２内のロッ
ド７１も、先端側へエアの圧力で押し出す。
【００４４】
　ワイヤ４５は、アクチュエータ４８により牽引されていないときは、シース部材４７内
で、図４において２点鎖線で示すように、弛緩した状態にあるが、開スイッチ６４が押さ
れると、エアにより、シース部材４７の先端部側へ押し出される。その結果、２つのリン
ク部材４３の基端部が先端側へ移動することにより、２つの腕部材４１は、互いに離れる
ように動いて、処置部２１は開く。
【００４５】
　ユーザが閉スイッチ６５を押すと、チューブ２５、継手６８及び管路６７を介して供給
されているボンベ２４からのエアは、管路６３と継手６１を通って、チューブ４９内に吐
出される。　
　チューブ４９内では加圧されたエアは、口金５２内を通って、アクチュエータ４８内に
吐出される。
【００４６】
　アクチュエータ４８内にエアが供給されると、アクチュエータ４８は膨張し、基端側へ
収縮することで、ワイヤ４５を牽引する。ワイヤ４５が牽引されると、ロッド７１により
２つのリンク部材４３の基端部が基端側へ移動することにより、２つの腕部材４１は、互
いに近接するように動いて、処置部２１は閉じる。　
　以上のように、処置部２１の開閉動作は、シース２２の軸方向に沿った線状部材である
ワイヤ４５の進退動作を開閉動作に変換するリンク機構により行われる。
【００４７】
　なお、ここでは、開閉スイッチ６４，６５は、押されている間、エアを供給し、押され
ていないとエアを排出する機構を有しているが、開閉スイッチ６４，６５が電磁弁を利用
したスイッチであれば、押すと電磁弁が閉じて管路６２，６３内の圧力を維持するような
機構を有する操作部でもよい。
【００４８】
　さらになお、上述した例では、シース部材４７内にエアが供給されると、処置部２１は
開き、アクチュエータ４８にエアが供給されると、処置部２１は閉じているが、ロッド７
１の軸方向の進退動作を、２つのリンク部材４３を含むリンク機構を変更することによっ
て、シース部材４７内にエアを供給すると、処置部２１が閉じ、アクチュエータ４８にエ
アを供給すると、処置部２１が開くようにしてもよい。この場合、例えばアクチュエータ
４８の固定部をリンク４２ａ側とすることでアクチュエータ４８にエアを供給すると処置
具２１が開く。また、シース部材４７を２重にして外側から内側にエアを流し、先端で折
り返してエアの流れを先端側から基端側にすることで、シース部材４７内にエアを供給す
ると処置具２１が閉じる。　
　以上のように、上述した処置具装置３によれば、気体により駆動するアクチュエータを
有し、細径化が可能な内視鏡用処置具を実現することができる。
【００４９】
　さらに、ロッド７１、連結部材７３及びワイヤ４５を段差のない同じ外径としても、同
様の効果を得ることができる。
【００５０】
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　次に、変形例について説明する。
【００５１】
（変形例１）
　上述した実施の形態では、シース部材５１からシース部材４７へのエアの供給は、接続
リング５０の内周面と固定部材５４の外周面との間に形成された隙間Ｇを介して行われて
いるが、固定部材に孔を設けて、その孔を介して、シース部材５１からシース部材４７へ
のエアの供給を行うようにしてもよい。
【００５２】
　図５は、本変形例１に関わる、固定部材５４Ａにより接続されたシース部材４７と５１
の接続部分の断面図である。固定部材５４Ａは、パイプ形状を有し、中央部に外径方向に
突出したリング状の突出部８１を有する。シース部材４７と５１は、突出部８１を挟むよ
うにして、固定部材５４Ａの突出部８１により形成された段差部に外挿されて接着剤によ
り固定される。
【００５３】
　固定部材５４Ａは、中央部に、複数の通気孔８２を有する隔壁８３を有している。さら
に、隔壁８３の中央部には、口金５２を螺合して固定するための螺子が形成された孔８３
ａを有している。　
　固定部材５４Ａの隔壁８３に形成された複数の通気孔８２を介して、シース部材５１か
らシース部材４７へのエアの供給が行われる。
【００５４】
　以上のように、シース２２は、第１のシース部材４７と、第２のシース部材５１と、第
１のシース部材４７と第２のシース部材５１との間に挟まれた部材である固定部材５４Ａ
とを含み、シース２２内の気体は、第１のシース部材４７と第２のシース部材５１との間
に挟まれた固定部材５４Ａに形成された１以上の通気孔８２を介して、シース２２の先端
側への供給が可能となっている。　
　なお、ここでは、固定部材５４Ａに複数の通気孔８２が形成されているが、通気孔８２
の大きさによっては、１つでもよい。
【００５５】
　本変形例１の別の例として、図６のような構成により、シース部材５１からシース部材
４７へのエアの供給を行うようにしてもよい。　
　図６は、本変形例２の他の例に関わる、２つの固定部材５４Ｂ、５４Ｃにより接続され
たシース部材４７と５１の接続部分の断面図である。
【００５６】
　固定部材５４Ｂは、シース部材４７の基端部に装着され、接着剤によりシース部材４７
に固定されている。一方、固定部材５４Ｃは、シース部材５１の先端部に装着され、接着
剤によりシース部材５１に固定されている。
【００５７】
　固定部材５４Ｂは、パイプ形状を有し、複数の通気孔８４を有する隔壁８５を内側に有
している。隔壁８５の中央部には、アクチュエータ４８の口金５２が螺合して固定される
ための孔８６が形成されている。隔壁８５の基端側の面には、基端側に延出する円環状の
延出部８５ａが設けられている。
【００５８】
　固定部材５４Ｃは、パイプ形状を有し、複数の通気孔８７を有する隔壁８８を有してい
る。隔壁８８の中央部には、孔が形成され、ている。その孔には、パイプ８９が嵌入され
ており、パイプ８９の基端部にチューブ４９が装着されて固定されている。図６に示すよ
うに、パイプ８９が嵌入された孔の周囲には、隔壁８８から先端側に突出するように設け
られた円環状の突出部８８ａが形成されている。
【００５９】
　突出部８８ａの内側には、パイプ状の弾性部材であるゴム部材９０が設けられている。
パイプ８９の先端部は、ゴム部材９０の孔に内挿されて固定されている。パイプ状のゴム
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部材９０は、円環状の突出部８８ａの凹部内に設けられている。パイプ状のゴム部材９０
の孔は、口金５２が嵌入可能な大きさを有していて、シール可能になっている。
【００６０】
　複数の通気孔８７は、隔壁８８の突出部８８ａの周囲に形成されている。さらに、固定
部材５４Ｂの円環状の延出部８５ａが嵌合する凹部９１が、固定部材５４Ｃの先端側に形
成されている。凹部９１の内周面には、溝に嵌め込まれたＯリング９２が設けられている
。
【００６１】
　固定部材５４Ｃの先端側の内周面５４Ｃａには、螺子が形成されており、固定部材５４
Ｂの基端側の外周面５４Ｂａにも螺子が形成されている。
【００６２】
　固定部材５４Ｂの延出部８５ａが凹部９１に嵌合し、かつ口金５２がゴム部材９０の孔
に嵌入するように、固定部材５４Ｂと５４Ｃを密着させた状態で、固定部材５４Ｃの先端
側の内周面５４Ｃａに形成された螺子と、固定部材５４Ｂの基端側の外周面５４Ｂａに形
成された螺子を螺合させることによって、固定部材５４Ｂと５４Ｃは接続される。
【００６３】
　このように固定部材５４Ｂと５４Ｃが接続された状態では、チューブ４９により供給さ
れるエアは、ゴム部材９０によりシールされた気密状態でアクチュエータ４８に供給され
る。さらに、シース部材５１内のエアは、複数の通気孔８７と複数の通気孔８４を介して
、シース部材４７に供給される。
【００６４】
　以上のように、シース２２は、第１のシース部材４７と、第２のシース部材５１と、第
１のシース部材４７と第２のシース部材５１との間に挟まれた部材を含み、シース２２内
の気体は、第１のシース部材４７と第２のシース部材５１との間に挟まれた部材に形成さ
れた１以上の通気孔８４，８７を介して、シース２２の先端側への供給が可能となってお
り、第１のシース部材４７と第２のシース部材５１との間に挟まれた部材は、第１のシー
ス部材４７の基端部に固定された固定部材５４Ｂと、第２のシース部材５１の先端部に固
定された第２の固定部材５４Ｃとからなる。
【００６５】
　よって、変形例２に関わる構成によっても、エアをシース部材５１からシース部材４７
へ確実に供給することができる。
【００６６】
（変形例２）
　上述した実施の形態及び変形例１では、シース部材４７内にエアが供給されると、その
エアのシース部材４７の先端側への送気により、ワイヤ４５とロッド７１などがエアによ
って押し出されるが、本変形例１では、そのシース部材４７内を流れるエアの圧力を受け
るエア受け部材を、ワイヤ４５にさらに設けている。
【００６７】
　図７は、変形例２に関わる処置部２１の断面図である。図７に示すように、ワイヤ４５
の途中にエア受け部材７４が設けられている。エア受け部材７４は、シース部材４７の内
径よりも小さい外径を有する円板状の部材であり、ワイヤ４５に固定されている。すなわ
ち、エア受け部材７４は、線状部材であるワイヤ４５の外表面に設けられ、シース２２の
基端側から先端側へ流れる気体を受ける気体受け部である。
【００６８】
　エアは、エア受け部材７４に当たって、エア受け部材７４をシース部材４７の先端側へ
押し出すように働く。よって、エア受け部材７４によって、処置部２１の動作、ここでは
開動作を迅速に行うことができる。
【００６９】
　なお、エア受け部材７４は、円板状でなくてもよい。さらにエア受け部材７４は、連結
部材７３の外径を大きくすることによって、連結部材７３がその機能を有するようにして
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もよい。
【００７０】
（変形例３）
　上述した実施の形態及び変形例１と２では、シース部材４７に送り込まれたエアによっ
てワイヤ４５などをシース部材４７の先端側に押し出しているが、エアの圧力が乱れると
、処置部２１に大きな空圧がかかり過ぎる虞がある。そこで、本変形例３の内視鏡用処置
具では、ワイヤ４５等が所定量だけ移動すると、シース部材４７内の圧力が下がるように
している。
【００７１】
　図８は、本変形例３に関わるワイヤ４５がアクチュエータ４８により牽引されている状
態における処置部２１の部分断面図である。本変形例３において、支持部材４２の基端部
形成されている孔４２ｂに挿通されているロッド７１Ａは、先端側に拡径部７１Ａａを有
している。すなわち、処置部２１に接続されたロッド部材であるロッド７１Ａは、先端側
に、ロッド７１Ａの基端側外径よりも拡大した径を有する拡径部７１Ａａを有している。
【００７２】
　閉スイッチ６５が押されると、アクチュエータ４８にエアが送り込まれ、アクチュエー
タ４８が動作して、ワイヤ４５を基端側に牽引し、処置部２１は閉じた状態になる。図８
は、処置部２１が閉じているときの処置部２１の状態を示している。なお、処置具２１が
閉じた状態で、処置具２１の一部あるいは全部が孔４２ｂの中に入り込むように、処置具
２１又は孔４２ｂの大きさを変更してもよい。
【００７３】
　図８の状態から、開スイッチ６４が押されると、シース部材４７内にエアが供給され、
そのエアにより、ワイヤ４５、及びロッド７１Ａが処置部２１側に押し出される。このと
き、拡径部７１Ａａの外周面と、支持部材４２の基端部形成されている孔４２ｂの内周面
との間の隙間をエアは通り抜けながら、ロッド７１Ａは、処置部２１側に移動していく。
すなわち、拡径部７１Ａａは、シース２２の基端側から先端側へ流れる気体を受けるエア
受け部である。
【００７４】
　処置部２１側にさらに移動していくと、ロッド７１Ａの拡径部７１Ａａが孔４２ｂから
抜け出る状態となり、このとき、処置部２１は開く。図９は、ロッド７１Ａの拡径部７１
Ａａが孔４２ｂから抜け出て、処置部２１が開いた状態における処置部２１の部分断面図
である。
【００７５】
　シース２２内へのエアの供給がされてロッド７１Ａが先端側へ移動したとき、ロッド７
１Ａの拡径部７１Ａａは、ロッド７１Ａが挿通している挿通孔である孔４２ｂの先端側開
口から突出する。拡径部７１Ａａが孔４２ｂから抜け出ると、拡径部７１Ａａの外周面も
含むロッド７１Ａの外周面と孔４２ｂの内周面との間の距離は大きくなる。
【００７６】
　図８では、拡径部７１Ａａの外周面と、孔４２ｂの内周面との間の隙間の距離は、ｄ１
である。図９では、拡径部７１Ａａの外周面も含むロッド７１Ａの外周面と孔４２ｂの内
周面との間の最大間隔の距離はｄ２である。そして、ｄ２は、ｄ１よりも大きくなるよう
に、拡径部７１Ａａはロッド７１Ａに形成されている。
【００７７】
　よって、処置部２１を開くためにシース部材４７内にエアが供給されると、はじめは、
拡径部７１Ａａの外周面と、孔４２ｂの内周面との間の隙間が狭いため、シース部材４７
内には早いエアの流れが発生する。しかし、処置部２１が開いた状態になると、ロッド７
１Ａの外周面と、孔４２ｂの内周面との間の隙間が広くなるため、シース部材４７内には
処置部２１が開き始めたときよりも、圧力が下がり、緩いエアの流れが発生する。
【００７８】
　その結果、処置部２１が開いた後は、シース部材４７の圧力が低下するので、接続リン
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グ５０により接続された部分にかかる応力や、シース部材４７内からのエアにより処置部
２１のリンク機構の軸部材４２ａなどに係る応力が低下する。
【００７９】
　よって、本変形例３によれば、処置部２１が所定の状態になると、処置部２１などの各
部材に不要な応力がからない。
【００８０】
　また、ロッド７１と孔４２ｂとの隙間はエアが漏れないようにして、孔４２ｂからロッ
ド７１Ａの先端の拡径部７１Ａａが押し出されたときに、エアが出るようにしてもよい。
このような構成にすることでエアの流量をさらに少なくすることが可能である。
【００８１】
　また、図８と図９に示すように、ロッド７１Ａの基端側の段差部分がテーパ状となって
いるので、孔部４２ｂに入り易くなっている。
【００８２】
（変形例４）
　変形例４は、上述した実施の形態および変形例１から３における処置具操作部２３の組
立性を考慮した構造を有する内視鏡用処置具を提供するものである。
【００８３】
　図１０は、変形例４に関わる処置具操作部２３内の複数の継手と複数の管路との接続及
び組み立てを説明するための図である。なお、図１０では、開閉スイッチ６４，６５は省
略されている。
【００８４】
　継手６１Ａは、ワンタッチ継手であり、シース部材５１の基端部が接続部６１ａ１に接
続されている。さらに、継手６１Ａの接続部６１ｂ１に、チューブ６２Ａが接続されてい
る。チューブ６２Ａの基端部は、コネクタ６２Ｂが設けられており、コネクタ６２Ｂには
、チューブ６２Ｃの一端が着脱可能となっている。チューブ６２Ｃの他端は、継手６８Ａ
の接続部６８ａ１に接続されている。
【００８５】
　継手６１Ａの接続部６１ｃ１からは、チューブ４９が引き出される。チューブ４９は、
接続部６１ｃ１から引き出されているが、引き出されたチューブ４９の基端部は、チュー
ブ９３の先端側の開口から内挿される。チューブ９３の基端部に設けられた口金９４は、
基端側外周部には螺子部９４ａが形成されている。
【００８６】
　口金９４の基端部には、口金９５が接続可能となっている。口金９５は、先端部にノズ
ル部９５ａを有し、かつノズル部９５ａの基端側には、ノズル部９５ａの外周部に外径方
向に突出した円環状の凸部９５ｂが形成されている。　
　口金９５の基端からは、チューブ６３Ａが延出している。そのチューブ６３Ａには、止
めリング９６が、チューブ６３Ａの軸回りに回動可能に装着されている。止めリング９６
の内周面には、螺子部８２ａに螺合する螺子部が形成されている。
【００８７】
　よって、ノズル部９５ａをチューブ４９の基端部の開口に挿入した後、止めリング９６
を、口金９４の螺子部９４ａにおいて螺子作用により固定すると、チューブ６３Ａは、口
金９４に接続して固定することができる。　
　そして、チューブ９３の先端部を継手６１Ａの接続部６１ｃ１に装着すると、接続部６
１ｃ１は、密閉された状態で接続することができる。
【００８８】
　以上のように、本変形例４では、シース２２の基端部が接続された継手６１Ａを有し、
継手６１Ａは、操作部である開閉スイッチ６４，６５に接続された２つのチューブ６２Ｃ
，６３Ａに対して着脱可能である。
【００８９】
　継手６１Ａにおいて、接続部６１ｃ１が密閉されないと、開スイッチ６４が操作されて
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チューブ６２Ａを介して供給されるエアが、接続部６１ｃ１から外へ漏れ出してしまうの
で、処置部２１の開動作を確実かる迅速に行うことができない。
【００９０】
　しかし、上述した本変形例４の構成によれば、継手６１Ａの接続部６１ｃ１が密閉され
るので、チューブ６２Ａを介して供給されるエアが、接続部６１ｃ１から漏れ出すことが
ないので、処置部２１の開動作を確実かつ迅速に行うことができる。
【００９１】
　本変形例４によれば、挿入管部であるシース２２の先端側からチューブ４９を挿入する
ようにして、処置具を組み立てる場合に、処置具操作部２３において、後からチューブ４
９に管路などを簡単に取り付け、かつ継手６１Ａの内部を接続部６１ｃ１において密閉す
ることができ、かつエアを漏れなく確実にシース部材５１内へ送り出すことができる。
【００９２】
　また、この構成によりシース部材５１と操作部２３とを着脱可能にすることができる。
処置具装置３の操作部２３を取り外してガイド装置３１の処置具チャンネル３１ｂの先端
側から基端側に挿通してから基端側の操作部２３を連結する。このような構成にすること
で、処置具２１の把持部の形状を大きくしてもガイド装置３１の外径を細くできる効果が
ある。
【００９３】
（変形例５）
　変形例５は、上述した実施の形態および変形例１から４における内視鏡処置具の先端部
の組立性を考慮した構造を有する内視鏡用処置具を提供するものである。
【００９４】
　図１１は、変形例５に関わる処置具装置３の先端側の部分の組み立てを説明するための
図である。
【００９５】
　支持部材４２の基端側には、段差部４２ｃが形成されており、段差部４２ｃには、シー
ス部材４７（図１１では図示せず）の先端部が外挿可能となっている。シース部材４７を
、段差部４２ｃに装着することによって、支持部材４２に固定される。
【００９６】
　ワイヤ４５Ａが、支持部材４２の基端部の段差部４２ｃから延出している。ワイヤ４５
Ａの基端部には、鉤状部１０１Ａａを有する円柱状の連結部材１０１Ａが接続されて固定
されている。止めリング１０２が、ワイヤ４５Ａの軸回りに回動可能に装着されている。
止めリング１０２の内周面には、螺子部が形成されている。
【００９７】
　アクチュエータ４８の先端部からは、ワイヤ４５Ｂが延出している。ワイヤ４５Ｂの先
端部には、鉤状部１０１Ｂａを有する円柱状の連結部材１０１Ｂが接続されて固定されて
いる。
【００９８】
　連結部材１０１Ａの鉤状部１０１Ａａと連結部材１０１Ｂの鉤状部１０１Ｂａは、図１
１において、２点鎖線で示すように、一方の鉤状部の凸部が他方の凹部に嵌合して、互い
に係合する形状を有している。よって、連結部材１０１Ａの鉤状部１０１Ａａと連結部材
１０１Ｂの鉤状部１０１Ｂａが係合させると、係合した連結部材１０１Ａと１０１Ｂは、
全体に円柱形状となる。　
　連結部材１０１Ｂの外周部には、止めリング１０２の内周面に形成された螺子部に螺合
する螺子部１０１Ｂｂが形成されている。
【００９９】
　よって、連結部材１０１Ａの鉤状部１０１Ａａと連結部材１０１Ｂの鉤状部１０１Ｂａ
とが係合した状態で、止めリング１０２を連結部材１０１Ａと１０１Ｂの外周面を覆うよ
うにして、円柱形状の連結部材１０１Ａと１０１Ｂの軸回りに回動させて、止めリング１
０２の内周面に形成された螺子部が連結部材１０１Ｂの外周部に形成された螺子部１０１
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Ｂｂに螺合させることができる。その結果、処置部２１は、シース部材４７に対して着脱
可能となっている。
【０１００】
　よって、本変形例５の構成によれば、挿入管部であるシース２２の基端側からチューブ
４９を挿入した後に、挿入管部２２の先端側において、処置部２１を取り付けるようにし
て処置具装置を容易に組み立てることができる。また、このような構成によれば、内視鏡
用処置具において、処置部の交換も可能となる。
【０１０１】
　以上のように上述した実施の形態及び各変形例によれば、気体により駆動するアクチュ
エータを有し、細径化が可能な内視鏡用処置具及び内視鏡システムを提供することができ
る。
【０１０２】
　本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を変えない範
囲において、種々の変更、改変等が可能である。
【０１０３】

　本出願は、２０１３年１０月２９日に日本国に出願された特願２０１３－２２４５１５
号を優先権主張の基礎として出願するものであり、上記の内容は、本願明細書、請求の範
囲、および図面に引用されたものである。

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】 【図１０】
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