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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　弾性部材層を有する可撓管と、前記可撓管に対して湾曲可能な湾曲部と、可撓性を有し
細線が編組されて前記可撓管を覆う外層編状管と、前記湾曲部を前記可撓管の先端に接続
する管状の先端側口金部とを有する挿入部を備える内視鏡装置において、
　前記先端側口金部が、前記外層編状管の先端を絞って前記可撓管に固定する短管と、
　前記可撓管の軸線方向であって、前記短管よりも先端側に露出させた前記可撓管の形状
に沿うように前記可撓管に配された先端口金とを備えていることを特徴とする内視鏡装置
。
【請求項２】
　前記先端口金が、前記弾性部材層に接続される内径側口金と、該内径側口金に嵌合され
る外径側口金とを備えていることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項３】
　前記弾性部材層から前記可撓管の先端へ突出した管状部材が配されていることを特徴と
する請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項４】
　前記可撓管の基端にて、前記外層編状管を径方向外方から前記可撓管に固定する後端口
金固定部が配され、
　該後端口金固定部が、前記外層編状管を前記弾性部材層に固定する第一管部と、
　該第一管部に対して前記可撓管の軸線方向に並んで設けられ、前記弾性部材層に接続さ
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れる第二管部とを備えていることを特徴とする請求項１から３の何れか一つに記載の内視
鏡装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、弾性部材層を有する可撓管と、可撓性を有し細線が編組されて可撓管を覆う
外層編状管とを備える内視鏡装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、内視鏡装置は被検体に挿入しやすいように細長な可撓管と、屈曲した検査対象
部位に導入しやすいように可撓管の先端付近に配された湾曲自在の湾曲部とが先端側口金
部にて接続された挿入部を備えている。特に工業用分野においては、被検体から与えられ
る負荷から挿入部を保護するために、挿入部に細線を編み組した外層編状管を可撓管及び
湾曲部を含む挿入部全体に渡って被覆させている。このような外層編状管は、被検体との
摩擦を低減し、検査対象部位に導入し易くするという役割も担っている。
【０００３】
　このような内視鏡装置として、湾曲部と可撓管とが一つの外層編状管で被覆されている
ものや（例えば、特許文献１参照。）、湾曲部と可撓管とが別々の外層編状管で被覆され
ているもの（例えば、特許文献２参照。）が提案されている。
【特許文献１】特開２０００－１６６８５８号公報
【特許文献２】特公平６－４６２６４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、例えば、特許文献１に記載の内視鏡装置の場合、１つの外層編状管を被
覆させているため、外層編状管の仕様が、可撓管、湾曲部双方において同じとなる。つま
り、湾曲性能を考慮した仕様の外層編状管とした場合には、可撓管においては耐性が低く
なる。一方、耐性を考慮した仕様の外層編状管とした場合には、湾曲部における湾曲性能
が低下する。
【０００５】
　また、特許文献２に記載の内視鏡装置の場合、外層編状管の湾曲部又は可撓管への被覆
は、可撓管に先端部や湾曲部を組み付け、内部に信号系統を挿通した状態で、別に作成し
た外層編状管を手作業にて被嵌しており作業性が悪い。
　さらに、外層金属編状管の可撓管又は湾曲部への固定は、端部に固定用の口金部材を固
定し、その口金部材を可撓管と湾曲部とを連結する先端側口金部に固定することによって
行われているため、固定部分の外径が太くなってしまう。
【０００６】
　本発明は上記事情に鑑みて成されたものであり、湾曲部と可撓管とにおける外層編状管
を別体としても、先端側口金部の外径を増加させることなく、それぞれの部位に好適な仕
様を有する外層編状管を配する内視鏡装置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】
【０００７】
　本発明は、上記課題を解決するため、以下の手段を採用する。
　本発明に係る内視鏡装置は、弾性部材層を有する可撓管と、前記可撓管に対して湾曲可
能な湾曲部と、可撓性を有し細線が編組されて前記可撓管を覆う外層編状管と、前記湾曲
部を前記可撓管の先端に接続する管状の先端側口金部とを有する挿入部を備える内視鏡装
置において、前記先端側口金部が、前記外層編状管の先端を絞って前記可撓管に固定する
短管と、前記可撓管の軸線方向であって、前記短管よりも先端側に露出させた前記可撓管
の形状に沿うように前記可撓管に配された先端口金とを備えている。
【０００８】
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　この発明は、短管をスウェージング等の絞りを施して外層編状管を可撓管に確実に固定
させることができる。また、先端側口金部を可撓管に接続する作業と、外層編状管を可撓
管に固定する作業とをそれぞれ別々に行うことができ、作業性を向上させることができる
。
【００１１】
　また、本発明に係る内視鏡装置は、前記内視鏡装置であって、前記弾性部材層から前記
可撓管の先端へ突出した管状部材が配されていることを特徴とする。
　この発明は、管状部材と先端口金とを接着固定することができ、可撓管の先端をスウェ
ージング固定することなく、先端口金を可撓管に固定することができる。
【００１２】
　また、本発明に係る内視鏡装置は、前記内視鏡装置であって、前記可撓管の基端にて、
前記外層編状管を径方向外方から前記可撓管に固定する後端口金固定部が配され、該後端
口金固定部が、前記外層編状管を前記弾性部材層に固定する第一管部と、該第一管部に対
して前記可撓管の軸線方向に並んで設けられ、前記弾性部材層に接続される第二管部とを
備えていることを特徴とする。
【００１３】
　この発明は、第一管部と第二管部とが径方向に重ならないので、外層編状管の後端を可
撓管に固定する際、接続部分における外径を増加させることなく、固定することができる
。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、湾曲部と可撓管とにおいて外層編状管を別体としても、先端側口金部
の外径を増加させることなく、それぞれの部位に好適な仕様を有する外層編状管を配する
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明に係る第１の実施形態について、図１から図５を参照して説明する。
　本実施形態に係る内視鏡装置１は、図１及び図２に示すように、可撓性を有する細長の
挿入部２を有する工業用内視鏡（以下、内視鏡と称する。）３と、内視鏡３の挿入部２を
巻き取る円筒形状のドラム部５と、このドラム部５を回動自在に保持するフレーム部６と
、このフレーム部６の上端に設けられ、各種スイッチ及びコネクタ類や給排気用ダクトを
配置したフロントパネル７と、ケーブル８Ａを介してフロントパネル７に着脱自在に接続
される遠隔操作装置であるリモートコントローラ（以下、リモコンと称する。）８と、伸
縮式のポールに回転自在に支持された観察装置であるモニタ１０と、箱状のケース本体１
１Ａと、ケース本体１１Ａの上面に設けられたフロントパネル７を開閉自在に覆う蓋体１
１Ｂとを有して内部に収納される機器に加わる衝撃力を抑える緩衝材等を備えた収納ケー
ス１１と、フロントパネル７に接続され電源を供給可能なＡＣケーブル１２とで主に構成
されている。なお、ドラム部５は必須のものではなく、挿入部２を収納ケース１１内に直
接収納したものとしても構わない。
【００１６】
　挿入部２は、ケース本体１１Ａの内部からフロントパネル７に配設されている座屈防止
用のゴム部材２ａを介して延出されている。
　この挿入部２は、図３及び図４に示すように、先端側から順に、撮像素子１３を有して
硬性の先端本体部１５と、この先端本体部１５の後端側に配されて先端本体部１５を所望
の方向に向ける湾曲自在な湾曲部１６と、細長の可撓管１７と、可撓性を有し金属細線が
編組されて可撓管１７を覆う外層編状管１８と、湾曲部１６を可撓管１７の先端方向に接
続する管状の先端側口金部２０とを備えている。
【００１７】
　先端本体部１５には、視野方向、視野角などの光学特性を変換する各種光学アダプタ２
１が着脱自在とされている。
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　湾曲部１６には、外層編状管１８と別体とされ、湾曲部１６の保護と図示しない被検体
とのすべり性の確保を目的とした湾曲部外層編状管２２が被覆されている。この湾曲部外
層編状管２２は、先端側が先端本体部１５と湾曲部１６とを連結する管状の先端本体用口
金２３近傍に、後端側が湾曲部１６と可撓管１７とを連結する先端側口金部２０近傍に接
着剤Ｇ、糸巻き固定、又は糸巻き固定と接着剤との両方等によってそれぞれ固定されてい
る。
【００１８】
　先端側口金部２０は、湾曲部１６及び可撓管１７とそれぞれ接続される先端口金２４と
、先端口金２４に対して可撓管１７の軸線Ｃ方向に並んで設けられ、外層編状管１８の先
端側が開かないように可撓管１７に絞り（スウェージング）固定する短管２５とを備えて
いる。先端口金２４は、さらに、湾曲部１６の内周面と接続される湾曲部接続部２４Ａと
、湾曲部接続部２４Ａの後端側に配され可撓管１７の後述する内層樹脂２８と嵌合接続さ
れる可撓管接続部２４Ｂとを備えている。
【００１９】
　可撓管接続部２４Ｂは、可撓管１７の後述する内層編状管２７と嵌合可能な一定の内径
を有する先端口金小径部２４Ｂａと、内層樹脂２８と嵌合可能な一定の内径を有する先端
口金大径部２４Ｂｂとをさらに備えている。
【００２０】
　可撓管１７は、内側から順に、平板材が螺旋状に巻かれたフレックス２６と、可撓管１
７のねじりを防止するためにフレックス２６を被覆する内層編状管２７と、これらを押出
し成形にて被覆する、例えば、ポリエステルエラストマー等の熱可塑性の内層樹脂（弾性
部材層）２８とが積層されて構成されている。内層樹脂２８の一部は内層編状管２７、フ
レックス２６に含浸されており、容易に剥離しない構成とされている。フレックス２６と
内層編状管２７とは、先端側の一部が半田によって一体とされて硬質となっている。
【００２１】
　外層編状管１８は、可撓管１７の保護と被検体とのすべり性の確保を目的として内層樹
脂２８の上に被覆されている。
　この外層編状管１８は、湾曲性能に大きく影響する湾曲部外層編状管２２とは異なる仕
様で編み込みされており、例えば、編素線径が湾曲部外層編状管２２よりも大きく設定さ
れている。
【００２２】
　外層編状管１８の編み目には、外層編状管１８の一部が最外層表面に露出するように、
図示しない、例えば、ポリエステルエラストマー等の熱可塑性の外層樹脂が外周面側から
含浸されている。そして、外層樹脂と内層編状管２７及びフレックス２６に含浸された内
層樹脂２８とは、溶け込み又は接着等によって一体化されている。
【００２３】
　一方、図２及び図５（ａ）に示すように、可撓管１７及び外層編状管１８の後端側には
、後端口金固定部３５が配されている。後端口金固定部３５は、図１に示すように、湾曲
部１６を湾曲するための後述する電動湾曲機構部４２に接続されている。
【００２４】
　即ち、電動湾曲機構部４２が、可撓管１７内を通って湾曲部１６の先端に端部が固定さ
れた図示しない操作ワイヤーを牽引して湾曲部１６を湾曲させ、湾曲部１６先端に接続さ
れた先端本体部１５を所望の方向に向けることが可能となっている。この操作ワイヤーは
、湾曲性及び耐性を向上するために図示しないコイルパイプによって覆われている。
【００２５】
　後端口金固定部３５は、接続コネクタ３６Ａを有する後端口金３６と、外層編状管１８
を内層樹脂２８に固定する第一管部３８Ａと、第一管部３８Ａに対して可撓管１７の軸線
Ｃ方向に並んで設けられ、内層樹脂２８に接続される第二管部３８Ｂとを備えている。
　第一管部３８Ａ及び第二管部３８Ｂは、何れの外径も同一となっており、第二管部３８
Ｂは、アルミ合金等の軟らかい材質であることが好ましい。なお、第二管部３８Ｂは可撓



(5) JP 4800743 B2 2011.10.26

10

20

30

40

50

管１７と後端口金３６との間で径方向に潰されるので、図５（ｂ）に示すように、予め第
二管部３８Ｂと嵌合する部分の外径を第一管部３８Ａの外径より小さくしても構わない。
　後端口金３６には、第一管部３８Ａ及び第二管部３８Ｂに対して固定するとともに、可
撓管１７との電気的な導通状態を確保するための半田等を挿入するための貫通長孔３６Ａ
が配されている。
【００２６】
　ドラム部５には、内視鏡３の挿入部２内に挿通されている図示しないライトガイドに照
明光を供給する光源部４０と、先端本体部１５に設けられた撮像素子１３に対する信号処
理を行うカメラコントロールユニット（以下、ＣＣＵと称する。）４１と、挿入部２の湾
曲部１６を伝達用の操作ワイヤーを介して電動で湾曲駆動させる電動湾曲機構部４２と、
リモコン８からの操作指示信号に基づき、電動湾曲機構部４２が有する図示しないモータ
ユニットを駆動制御して湾曲部１６の湾曲状態を所望の状態に制御する電動湾曲回路部４
３等が収納されている。
【００２７】
　電動湾曲機構部４２と電動湾曲回路部４３とは、図示しない駆動ケーブルを介して接続
されている。この電動湾曲回路部４３は、リモコン８の操作により発生する操作指示信号
を基に、電動湾曲機構部４２のモータユニットを駆動制御して湾曲部を所望の方向へ湾曲
させるようになっている。
【００２８】
　ＣＣＵ４１には、先端本体部１５から挿入部２内に挿通された図３に示す信号線４５が
接続されている。このＣＣＵ４１は、この信号線４５によって挿入部２の先端本体部１５
に配されている撮像素子１３から伝送された画像信号をＴＶ信号に変換処理した後、この
ＴＶ信号をモニタ１０へ送信するようになっている。
【００２９】
　リモコン８は、湾曲部１６の湾曲動作を遠隔操作するためのものであり、湾曲制御を行
うための操作部材として、図１に示すように、例えばジョイスティック４６が中央付近に
配されている。なお、ジョイスティック４６の下端側には、湾曲ＯＮボタン４７が配され
ている。
【００３０】
　次に、本発明に係る内視鏡３における挿入部２の製造方法について説明をする。
　まず、フレックス２６に内層編状管２７を被覆し、互いの先端側を半田にて一体化して
硬質化する。その外側から内層樹脂２８を被覆して可撓管１７とする。この状態の可撓管
１７を外層編状管１８内に挿入し、外側樹脂を被覆する。そして、先端部を切断して図６
（ａ）に示す状態とする。なお、可撓管１７に対して、ブレーダー機にて、外層編状管１
８を直に被覆しても構わない。
【００３１】
　次に、短管２５を外層編状管１８の外側に挿通し、スウェージングさせながら、図６（
ｂ）に示すように、短管２５を所定の位置に固定する。なお、短管２５は、外層編状管１
８の先端部を切断する前に挿通してもよい。
　そして、図６（ｃ）に示すように、短管２５よりも先端の外層編状管１８を剥ぎ取って
内層樹脂２８を露出させる。この露出させた内層樹脂２８に対し、さらに先端側を剥ぎ取
って、図６（ｄ）に示すように、内層編状管２７を露出させる。
【００３２】
　続いて、先端口金２４の可撓管接続部２４Ｂを可撓管１７に外挿して、可撓管接続部２
４Ｂの先端口金小径部２４Ｂａと内層編状管２７とは嵌合して接着して固定し、かつ、先
端口金大径部２４Ｂｂと内層樹脂２８とはスウェージングと接着とにより固定する。これ
により、先端口金２４と可撓管１７とが強固に固定され、かつ、可撓管１７の気密性が確
実に確保される。ここで、先端口金２４と短管２５との間に隙間が生じた場合には、図６
（ｅ）に示すように、接着剤Ｇを用いて補修接着する。
【００３３】
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　こうして、湾曲部１６と先端口金２４の湾曲部接続部２４Ａとを嵌合接着させ、先端本
体部１５を取り付けて挿入部２の先端側を得る。
【００３４】
　挿入部２の後端側については、図７（ａ）に示すように可撓管１７が挿入された外層編
状管１８に対して、図７（ｂ）に示すように、後端側から第一管部３８Ａを外側に挿通し
、又は、外側樹脂の被覆後に第一管部３８Ａを挿通する。そして、第一管部３８Ａをスウ
ェージングして接着固定し、そして、図７（ｃ）に示すように、第一管部３８Ａよりも後
端側の外層編状管１８を剥ぎ取って内層樹脂２８を露出させる。
【００３５】
　続いて、第一管部３８Ａの後端側に可撓管１７の軸線Ｃ方向に並ぶように第二管部３８
Ｂを挿通し、図７（ｄ）に示すように、第一管部３８Ａと同様にスウェージングした後、
接着固定する。その後は、図７（ｅ）に示すように、第二管部３８Ｂの後端を切断して好
適な長さとして、図７（ｆ）に示すように、第一管部３８Ａ及び第二管部３８Ｂの外側に
後端口金３６を嵌合して接着剤等で固定し取り付ける。これにより、後端口金３６と可撓
管１７とが強固に固定され、かつ、可撓管１７の気密性が確実に確保される。こうして、
後端口金３６の貫通長孔３６Ａに半田を流し込んで固定することにより、挿入部２の後端
側を得る。
【００３６】
　この内視鏡装置１によれば、先端側口金部２０を可撓管１７に接続する作業と、外層編
状管１８を可撓管１７に固定する作業とをそれぞれ別々に行うことができ、作業性を向上
させることができる。また、先端口金２４と短管２５とが、挿入部２に対して径方向に重
ならないので、可撓管１７を覆う外層編状管１８と湾曲部１６を覆う湾曲部外層編状管２
２とを別体としても、先端側口金部２０における外径を増加させることなく、外層編状管
１８を固定することができる。
　従って、外層編状管１８及び湾曲部外層編状管２２を、それぞれ可撓管１７及び湾曲部
１６に好適な仕様を有するものとして配することができる。
【００３７】
　同様に、挿入部２の後端側でも、第一管部３８Ａと第二管部３８Ｂとが径方向に重なら
ないので、外層編状管１８の後端を可撓管１７に固定する際、接続部分における外径を増
加させることなく、固定することができる。
【００３８】
　次に、第２の実施形態について図８及び図９を参照しながら説明する。
　なお、上述した第１の実施形態と同様の構成要素には同一符号を付すとともに説明を省
略する。
　第２の実施形態と第１の実施形態との異なる点は、本実施形態に係る内視鏡装置５０の
挿入部５１における先端口金５２の可撓管接続部５２Ｂが、内層樹脂２８に固定される内
径側口金５２ＢＡと、内径側口金５２ＢＡに外嵌される外径側口金５２ＢＢとを備えて径
方向に二重の構造とした点である。
【００３９】
　この挿入部５１の製造方法について説明をする。
　まず、第１の実施形態と同様に、フレックス２６に内層編状管２７を被覆し、互いの先
端側を半田にて一体化する。その外側から内層樹脂２８を被覆して可撓管１７とする。こ
の状態の可撓管１７を外層編状管１８内に挿入し、外側樹脂を被覆する。そして、先端部
を切断して図９（ａ）に示す状態とする。
【００４０】
　次に、図９（ｂ）に示すように、短管２５を外層編状管１８の外側に挿通して所定の位
置にスウェージング固定する。なお、短管２５は、外層編状管１８の先端部を切断する前
に挿通してもよい。
　そして、図９（ｃ）に示すように、短管２５よりも先端の外層編状管１８を剥ぎ取って
内層樹脂２８を露出させる。この露出させた内層樹脂２８に対し、さらに先端側を剥ぎ取
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って、図９（ｄ）に示すように、内層編状管２７を露出させる。
【００４１】
　ここで、図９（ｅ）に示すように、先端口金５２の内径側口金５２ＢＡを可撓管１７に
外挿して、内層樹脂２８と嵌合してスウェージング固定し、かつ、内層編状管２７に接着
固定する。
　そして、図９（ｆ）に示すように、内径側口金５２ＢＡに外径側口金５２ＢＢを外嵌さ
せて接着固定する。
【００４２】
　こうして、湾曲部１６と先端口金５２の湾曲部接続部２４Ａとを嵌合接着させ、先端本
体部１５を取り付けて挿入部５１の先端側を得る。なお、挿入部５１の後端側は、第１の
実施形態と同様にして組立てられる。
【００４３】
　この内視鏡装置５０によれば、先端口金５２の取り付けの際におけるスウェージング作
業時に先端口金５２が破損したとしても、内径側口金５２ＢＡのみを交換すればよく、破
損のリスクを低減することができる。
　また、第１の実施形態と異なり、操作ワイヤー５３のコイルパイプ５３Ａが外径側口金
５２ＢＢに取り付けられているので、内径側口金５２ＢＡのスウェージング作業時に、コ
イルパイプ５３Ａが捩れて座屈したり、作業ミスによりコイルパイプ５３Ａを破損してし
まうリスクを抑えることができる。
【００４４】
　次に、第３の実施形態について図１０から図１２を参照しながら説明する。
　なお、上述した他の実施形態と同様の構成要素には同一符号を付すとともに説明を省略
する。
　第３の実施形態と第１の実施形態との異なる点は、本実施形態に係る内視鏡装置６０の
挿入部６１における可撓管６２に、図１０に示すように、内層樹脂２８の内周側先端側か
ら管状部材６３が突出して配されているとした点である。
【００４５】
　管状部材６３の先端側には、図１１に示すように、Ｕ字溝６３Ａが複数設けられている
。このＵ字溝６３Ａには、管状部材６３を内層編状管２７に固定する際に、半田が挿入さ
れる。
　従って、先端口金６５は、内層樹脂２８に対してスウェージング固定されるのではなく
、管状部材６３に外嵌されて接着固定されている。従って、先端口金６５の可撓管接続部
６５Ｂの内径は、第１の実施形態とは異なり一定となっている。
【００４６】
　この挿入部６１の製造方法について説明をする。
　まず、図１２（ａ）に示すように、フレックス２６に内層編状管２７を被覆し、互いの
先端側を半田にて一体化して硬質な半田部６６とする。そして、図１２（ｂ）に示すよう
に、管状部材６３を挿通し、所定の位置にて半田をＵ字溝６３Ａに流して固定する。
【００４７】
　次に、図１２（ｃ）に示すように、管状部材６３を含む内層編状管２７の外側から内層
樹脂２８を被覆して可撓管６２とする。この状態の可撓管６２を、図１２（ｄ）に示すよ
うに、外層編状管１８内に挿入し、外側樹脂を被覆する。そして、先端部を切断して図１
２（ｅ）に示す状態とする。
【００４８】
　続いて、図１２（ｆ）に示すように、短管２５を外層編状管１８の外側に挿通して所定
の位置にスウェージング固定する。なお、短管２５は、外層編状管１８の先端部を切断す
る前に挿通してもよい。
　そして、図１２（ｇ）に示すように、短管２５よりも先端の外層編状管１８及び内層樹
脂２８を切除して、管状部材６３の先端側を露出させる。この露出させた管状部材６３に
対し、図１２（ｈ）に示すように、先端口金６５を外嵌させて接着固定する。ここで、先
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端口金６５と短管２５との間に隙間が生じた場合には、接着剤Ｇを用いて補修接着する。
【００４９】
　この内視鏡装置６０によれば、管状部材６３と先端口金６５とを接着固定することがで
き、先端口金６５を可撓管６２にスウェージング固定することなく固定することができる
。従って、全体のスウェージング作業量を減らすことができる。
【００５０】
　なお、本発明の技術範囲は上記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を
逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。
　例えば、上記実施形態では、内視鏡装置が内視鏡のみならずモニタ等を備える一体型の
ものとしているが、内視鏡のみの別体型であっても構わない。
　また、先端本体部１５に撮像素子１３を有するビデオスコープとしているが、ファイバ
スコープであっても構わない。
【００５１】
　さらに、第１の実施形態では、先端口金２４の可撓管接続部２４Ｂにおける先端口金大
径部２４Ｂｂの内径は一定としているが、これに限らず、図１３に示すように、内周面に
複数の顎部７０が配された可撓管接続部７１Ｂ及び先端口金７１としても構わない。この
場合、内層樹脂２８に顎部７０が食い込むので、より気密性を高めた状態で先端口金７１
を可撓管１７に接続させることができる。
【００５２】
　また、図１４に示すように、顎部７０の代わりに、めねじ部７２を配しても構わない。
この可撓管接続部７３Ｂ及び先端口金７３を用いても、内層樹脂２８にめねじ部７２が食
い込むので、より気密性を高めた状態で先端口金７３を可撓管１７に接続させることがで
きる。
【００５３】
　また、可撓管の外層樹脂と内層編状管２７及びフレックス２６に含浸された内層樹脂２
８とは、溶け込み又は接着等によって熱可塑性エラストマーが一体化されているとしてい
るが、内層樹脂と外層樹脂とが別種の樹脂とされ（例えば、内層樹脂が熱可塑性エラスト
マー、外層樹脂が熱硬化性エラストマー）てもよい。さらに、外層樹脂が接着性を有する
熱硬化性・加硫タイプのものとして、内層樹脂と外側編状管とに固定されるものとしても
構わない。また、内層樹脂をフレックス、内層編状管に押出し成形にて被覆するとしてい
るが、チューブ状の樹脂を被覆して上述の構造としてもよい。この際、内層編状管を使用
しなくても構わない。
【００５４】
　この際、外層樹脂の融点を内層樹脂の融点よりも低いものとすることによって、内層樹
脂への外層樹脂の含浸を抑えて内層樹脂の肉薄化を軽減でき、可撓管の信頼性を向上する
ことができる。また、内層樹脂、又は内層樹脂及び外層編状管に、ＵＶ洗浄、プラズマ処
理等の表面処理を施すことによって、内層樹脂と外層樹脂との接着力を高めることができ
る。また、外層樹脂を塗出させる前に、内層樹脂、又は内層樹脂に外層編状管を被せたも
のに接着性を有する樹脂（プライマー等）を塗布して外層樹脂を塗出するものとしてもよ
い。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る内視鏡装置を示す全体概要図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る内視鏡装置の挿入部を示す全体概要図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る内視鏡装置の挿入部の先端側を示す側面断面図で
ある。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る内視鏡装置の挿入部の先端側を示す側面断面図で
ある。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る内視鏡装置の挿入部の後端側を示す側面断面図で
ある。
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【図６】本発明の第１の実施形態に係る内視鏡装置における挿入部の先端側の製造過程を
示す説明図である。
【図７】本発明の第１の実施形態に係る内視鏡装置における挿入部の後端側の製造過程を
示す説明図である。
【図８】本発明の第２の実施形態に係る内視鏡装置の挿入部の先端側を示す側面断面図で
ある。
【図９】本発明の第２の実施形態に係る内視鏡装置における挿入部の先端側の製造過程を
示す説明図である。
【図１０】本発明の第３の実施形態に係る内視鏡装置の挿入部の先端側を示す側面断面図
である。
【図１１】本発明の第３の実施形態に係る内視鏡装置の挿入部の先端側の一部を示す説明
図である。
【図１２】本発明の第３の実施形態に係る内視鏡装置における挿入部の先端側の製造過程
を示す説明図（断面図）である。
【図１３】本発明の第１の実施形態に係る内視鏡装置の挿入部における先端側口金部の変
形例を示す側面断面図である。
【図１４】本発明の第１の実施形態に係る内視鏡装置の挿入部における先端側口金部の変
形例を示す側面断面図である。
【符号の説明】
【００５６】
１，５０，６０　内視鏡装置
２，５１，６１　挿入部
１６　湾曲部
１７，６２　可撓管
１８　外層編状管
２０　先端側口金部
２４，５２，６５，７３，７１，７３　先端口金
２５　短管
２８　内層樹脂（弾性部材層）
３５　後端口金固定部
３８Ａ　第一管部
３８Ｂ　第二管部
５２ＢＡ　内径側口金
５２ＢＢ　外径側口金
６３　管状部材
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