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(57)【要約】
処置具（１５）で採取した生体試料を収容するサンプル収納容器（２４）を操作部（４）
に配置し、内視鏡（２）の処置具チャンネル（１０）を通して生体内に挿入される処置具
１５の生体試料採取手段（１７）によって生体試料を採取したのち、処置具（１５）を外
部に取り出すことなく処置具（１５）から操作部（４）のサンプル収納容器（２４）に生
体試料を収容させるものである。これにより、採取した生体試料をより迅速に安定化する
ことで生体試料を新鮮な状態で保つことができ、生体試料そのものや外部環境へのコンタ
ミネーションを防止し、正確な検査や診断を行なうことができ、試料間の標準化を実現す
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体内に挿入される挿入部と、
　この挿入部の基端部に連結され、生体外に配置される操作部と、
　前記挿入部の内部に配設され、前記操作部から前記挿入部の先端部に亙り延設された処
置具チャンネルと、
　生体内を観察する観察手段と
　を有する内視鏡と、
　前記処置具チャンネルを通して生体内に挿入される処置具挿入部と、
　この処置具挿入部の先端部に配置され、生体試料を採取する試料採取手段と
　を有する処置具と、
　前記操作部に配置され、前記処置具で採取した生体試料を収容する収容手段と、
を具備したことを特徴とする内視鏡システム。
【請求項２】
　前記操作部は、前記処置具チャンネルの中途部に介設され、前記処置具チャンネルの入
り口側と前記処置具チャンネルの出口側とを連通する第１の連通状態と、前記処置具チャ
ンネルの入り口側と前記収容手段側とを連通する第２の連通状態とに切り換える管路切り
換え手段を有することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項３】
　前記収容手段は、生体試料を収容する容器が少なくとも１つ以上あり、前記操作部から
取り外し、交換可能であることを特徴とする請求項２に記載の内視鏡システム。
【請求項４】
　前記収容手段は、生体試料を固体試料と液体試料に分離するためのフィルターを有して
いることを特徴とする請求項１から３のいずれかに記載の内視鏡システム。
【請求項５】
　前記収容手段は、前記収容手段に収容される生体試料を識別する識別手段を具備してい
ることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項６】
　前記収容手段は、生体試料を収容する容器と、
　前記内視鏡に着脱可能に装着され、前記容器を収納する収納ユニットと
を有する生体試料の収容装置を具備することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システ
ム。
【請求項７】
　前記収容手段は、前記採取した生体試料を処理するための薬剤が収容されている生体試
料の収容装置を有することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項８】
　前記薬剤は、生体試料の処理剤であることを特徴とする請求項７に記載の内視鏡システ
ム。
【請求項９】
　前記薬剤は、核酸、タンパク質、細胞、組織、血液の処理剤であることを特徴とする請
求項７に記載の内視鏡システム。
【請求項１０】
　前記薬剤は、ゲルに含有されていることを特徴とする請求項７から９のいずれかに記載
の内視鏡システム。
【請求項１１】
　前記収容手段は、前記容器内の薬剤と前記生体試料とを撹拌する撹拌手段を具備するこ
とを特徴とする請求項７から１０のいずかに記載の内視鏡システム。
【請求項１２】
　前記収容手段は、温度調節手段を具備することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡シ
ステム。
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【請求項１３】
　前記試料採取手段で採取する生体試料は、生体組織、細胞、体液、血液、分泌液である
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項１４】
　生体内に挿入される挿入部と、
　この挿入部の基端部に連結され、生体外に配置される操作部と、
　前記挿入部の内部に配設され、前記操作部から前記挿入部の先端部に亙り延設された処
置具チャンネルと、
　生体内を観察する観察手段と
　を有する内視鏡と、
　前記処置具チャンネルを通して生体内に挿入される処置具挿入部と、
　この処置具挿入部の先端部に配置され、生体試料を採取する試料採取手段と
　を有する処置具と、
　前記操作部に配置され、前記処置具で採取した生体試料を収容する収容手段と、
を具備する内視鏡システムに用いる生体試料収容容器であって、
　容器本体と、
　前記容器本体に設けられ、前記内視鏡システムに脱着可能な着脱部と
を有することを特徴とする生体試料収容容器。
【請求項１５】
　前記容器本体は、前記生体試料を識別する識別手段を具備していることを特徴とする請
求項１４に記載の生体試料収容容器。
【請求項１６】
　前記容器本体は、前記生体試料を固体試料と液体試料に分離するためのフィルターを有
していることを特徴とする請求項１４に記載の生体試料収容容器。
【請求項１７】
　前記容器本体は、内部が減圧されていることを特徴とする請求項１４に記載の生体試料
収容容器。
【請求項１８】
　前記容器本体は、前記生体試料を処理するための薬剤が収容されていることを特徴とす
る請求項１４に記載の生体試料収容容器。
【請求項１９】
　前記薬剤は、核酸の安定化剤であることを特徴とする請求項１８に記載の生体試料収容
容器。
【請求項２０】
　前記薬剤は、核酸、タンパク質、細胞、組織、または、血液の処理剤であることを特徴
とする請求項１８に記載の生体試料収容容器。
【請求項２１】
　前記薬剤は、ゲルに含有されていることを特徴とする請求項１８に記載の生体試料収容
容器。
【請求項２２】
　生体内を観察する内視鏡の処置具チャンネルを通して生体内に内視鏡用処置具の処置具
挿入部を挿入する工程と、
　前記処置具挿入部の先端部に配置された試料採取手段により生体試料を採取する生体試
料採取工程と、
　前記内視鏡に装着された収容手段に前記試料採取手段で採取した生体試料を収容する収
容工程と、
　を具備することを特徴とする生体試料採取方法。
【請求項２３】
　前記収容工程は、薬剤が入った前記収容手段に採取した生体試料を収容することにより
、生体試料を処理する処理工程を具備することを特徴とする請求項２２に記載の生体試料
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採取方法。
【請求項２４】
　前記処理工程は、前記収容手段に収容した生体試料と、前記薬剤とを攪拌する工程をさ
らに有していることを特徴とする請求項２３に記載の生体試料採取方法。
【請求項２５】
　前記収容工程の後に、前記収容手段に収容した前記生体試料に含まれている細胞を培養
する工程をさらに有していることを特徴とする請求項２２に記載の生体試料採取方法。
【請求項２６】
　生体内を観察する内視鏡の処置具チャンネルを通して生体内に内視鏡用処置具の処置具
挿入部を挿入する工程と、
　前記処置具挿入部の先端部に配置された試料採取手段により生体試料を採取する生体試
料採取工程と、
　前記内視鏡に装着された収容手段に前記試料採取手段で採取した生体試料を収容する工
程と、
　前記収容手段に収容された生体試料を、薬剤処理、冷蔵、冷凍、または、凍結乾燥、ま
たは、保温、培養の少なくとも１つを行う生体試料の処理工程と、
　を具備することを特徴とする生体試料の処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡のチャンネル内に挿通される処置具によりサンプリングされる生体試
料を収容することができる内視鏡システムと生体試料収容容器と生体試料採取方法、およ
び、生体試料の処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、生体内の生体試料を採取し、病理検査や生化学分析、ゲノム解析等をすること
が行なわれている。この種の生体試料のサンプリングには従来から例えば特開２００１－
２７５９４７号公報（特許文献１）に示す器具が使用されている。ここでは、生体内を観
察する内視鏡の処置具チャンネルを通して生体内に挿入する内視鏡用穿刺針が使用される
。この内視鏡用穿刺針は、内視鏡による観察下で生体内に挿入し、目的の生体組織に突き
刺す状態で穿刺して生体試料を採取するものである。ここで採取された生体試料は、内視
鏡検査室とは別の検査場所に搬送され、病理診断などの検査や生化学分析、ゲノム解析等
が行なわれている。
【０００３】
　特許３５１７２４７号公報（特許文献２）、特表２００１－５０８６７４号公報（特許
文献３）には、内視鏡に外付けされる生検鉗子器具が示されている。この生検鉗子器具に
は体内に挿入される挿入部の先端部にサンプルを切り取り、採取する処置部と、内視鏡と
の連結用のリング状のカラーとが配設されている。このカラー内に内視鏡の挿入部の先端
部が挿入されることにより、生検鉗子器具が内視鏡の挿入部に隣接される状態で外付けさ
れるようになっている。
【０００４】
　また、この生検鉗子器具には挿入部の基端部に処置部を操作するハンドルと、サンプル
室とサンプル受け止め部材およびサンプル受け止め組立体が配設されている。そして、挿
入部の先端部の処置部で切り取り、採取したサンプルがハンドル側のサンプル室内に収容
されるようになっている。
【発明の開示】
【０００５】
　特許文献１の装置では、内視鏡用穿刺針で採取された生体試料は、内視鏡検査室とは別
の検査場所に搬送され、病理診断などの各種の検査が行われる。この場合、内視鏡用穿刺
針で生体試料を採取してから次の処理、例えばタンパク質や核酸の抽出や試料の固定等を
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行うまでに時間がかかっている。そのため、生体試料が劣化する可能性があり、正確な診
断を行なうことが難しい。更に、生体試料を、例えば薬剤処理するためには、他の容器に
移し替えることが必要であり、その操作の途中で生体試料へのコンタミネーションや、逆
に生体試料から外部環境への汚染が起こる可能性が常にあった。
【０００６】
　特に生体試料からの核酸抽出を目的とする場合、採取した生体試料は直ちに液体窒素中
に保存することにより核酸を安定化する必要がある。しかし、液体窒素の扱いには危険が
伴うこと、又、生体試料の採取が術中であり、そうした操作への時間的・人的・場所的な
余裕に乏しいことなどの問題がある。そこで、更に簡便かつ迅速に生体試料及び生体試料
中の核酸を安定化する方法が望まれているのが実情である。
【０００７】
　又、生体試料の術中の採取において、上記に記したような術中の事情から、採取日の環
境条件が異なることや、あるいは病院間でも設備環境に違いがあることが、今後益々問題
となってくることが予想される。各試料間で採取から安定までの条件が揃わず、個々の試
料間での標準化がなされていないことから、その後の分析や解析結果を広く診断に応用す
ることが難しい。さらに、術室外での検査の為に試料の搬送が必要なことから、コンタミ
ネーションを防ぎ、かつコンパクトに、別室あるいは外部検査機関等へ運搬できる手段が
望まれていた。
【０００８】
　更に、病理検査室では、内視鏡を用いてサンプリングされた検体の取り違えを防止する
ために、多数の検体を容易に管理できるシステムが望まれていた。
【０００９】
　特許文献２の器具では、患者から生体組織サンプルを取り出すことは容易である。しか
し、この特許文献２の器具では、生検鉗子器具が内視鏡に外付けされる構成になっている
ので、患者の体内に挿入される挿入部全体が大径になり、患者の負担が増える問題がある
。さらに、本特許文献２の器具でも、サンプル受け止め部材を器具から取り出した後のサ
ンプルは、周囲の環境にさらされるので、コンタミネーションを防止することは難しい。
また、体液や分泌液等の液体のサンプルや液体と細胞を含んだサンプルをサンプリングす
ることはできなかった。更に、種々の処理液を用いて迅速に生体試料を処理することはで
きなかった。
【００１０】
　本発明は上記事情に着目してなされたもので、その目的は、採取した生体試料をより迅
速に処理し、安定化、固定化することで生体試料を新鮮な状態で保つことができ、生体試
料そのものや外部環境へのコンタミネーションを防止し、正確な検査や診断を行なうこと
ができ、検体の取り違えを防ぎ、試料間の標準化を実現することができる内視鏡システム
と生体試料採取方法、および、生体試料の処理方法を提供することにある。
【００１１】
　本発明の一態様における内視鏡システムは、生体内に挿入される挿入部と、この挿入部
の基端部に連結され、生体外に配置される操作部と、前記挿入部の内部に配設され、前記
操作部から前記挿入部の先端部に亙り延設された処置具チャンネルと、生体内を観察する
観察手段とを有する内視鏡と、前記処置具チャンネルを通して生体内に挿入される処置具
挿入部と、この処置具挿入部の先端部に配置され、生体試料を採取する試料採取手段とを
有する処置具と、前記操作部に配置され、前記処置具で採取した生体試料を収容する収容
手段と、を具備する。
【００１２】
　好ましくは、前記操作部は、前記処置具チャンネルの中途部に介設され、前記処置具チ
ャンネルの入り口側と前記処置具チャンネルの出口側とを連通する第１の連通状態と、前
記処置具チャンネルの入り口側と前記収容手段側とを連通する第２の連通状態とに切り換
える管路切り換え手段を有する。
【００１３】
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　好ましくは、前記収容手段は、生体試料を収容する容器が少なくとも１つ以上あり、前
記操作部から取り外し、交換可能である。
【００１４】
　好ましくは、前記収容手段は、生体試料を固体試料と液体試料に分離するためのフィル
ターを有している。
【００１５】
　好ましくは、前記収容手段は、前記収容手段に収容される生体試料を識別する識別手段
を具備している。
【００１６】
　好ましくは、前記収容手段は、生体試料を収容する容器と、前記内視鏡に着脱可能に装
着され、前記容器を収納する収納ユニットとを有する生体試料の収容装置を具備する。
【００１７】
　好ましくは、前記収容手段は、内部が減圧されえいる。
【００１８】
　好ましくは、前記収容手段は、前記採取した生体試料を処理するための薬剤が収容され
ている生体試料の収容装置を有する。
【００１９】
　好ましくは、前記薬剤は、生体試料の処理剤である。
【００２０】
　好ましくは、前記薬剤は、核酸、タンパク質、細胞、組織、血液の処理剤である。
【００２１】
　好ましくは、前記薬剤は、ゲルに含有されている。
【００２２】
　好ましくは、前記収容手段は、前記容器内の薬剤と前記生体試料とを撹拌する撹拌手段
を具備する。
【００２３】
　好ましくは、前記収容手段は、温度調節手段を具備する。
【００２４】
　好ましくは、前記試料採取手段で採取する生体試料は、生体組織、細胞、体液、血液、
分泌液である。
【００２５】
　本発明の他の一態様における生体試料収容容器は、生体内に挿入される挿入部と、この
挿入部の基端部に連結され、生体外に配置される操作部と、前記挿入部の内部に配設され
、前記操作部から前記挿入部の先端部に亙り延設された処置具チャンネルと、生体内を観
察する観察手段とを有する内視鏡と、前記処置具チャンネルを通して生体内に挿入される
処置具挿入部と、この処置具挿入部の先端部に配置され、生体試料を採取する試料採取手
段とを有する処置具と、前記操作部に配置され、前記処置具で採取した生体試料を収容す
る収容手段と、を具備する内視鏡システムに用いる生体試料収容容器であって、容器本体
と、前記容器本体に設けられ、前記内視鏡システムに脱着可能な着脱部とを有する。
【００２６】
　好ましくは、前記容器本体は、前記生体試料を識別する識別手段を具備している。
【００２７】
　好ましくは、前記容器本体は、前記生体試料を固体試料と液体試料に分離するためのフ
ィルターを有している。
【００２８】
　好ましくは、前記容器本体は、内部が減圧されている。
【００２９】
　好ましくは、前記容器本体は、前記生体試料を処理するための薬剤が収容されている。
【００３０】
　好ましくは、前記薬剤は、核酸の安定化剤である。
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【００３１】
　好ましくは、前記薬剤は、核酸、タンパク質、細胞、組織、または、血液の処理剤であ
る。
【００３２】
　好ましくは、前記薬剤は、ゲルに含有されている。
【００３３】
　本発明の他の一態様における生体試料採取方法は、生体内を観察する内視鏡の処置具チ
ャンネルを通して生体内に内視鏡用処置具の処置具挿入部を挿入する工程と、前記処置具
挿入部の先端部に配置された試料採取手段により生体試料を採取する生体試料採取工程と
、前記内視鏡に装着された収容手段に前記試料採取手段で採取した生体試料を収容する収
容工程と、を具備する。
【００３４】
　好ましくは、前記収容工程は、薬剤が入った前記収容手段に採取した生体試料を収容す
ることにより、生体試料を処理する処理工程を具備する。
【００３５】
　好ましくは、前記処理工程は、前記収容手段に収容した生体試料と、前記薬剤とを攪拌
する工程をさらに有している。
【００３６】
　好ましくは、前記収容工程の後に、前記収容手段に収容した前記生体試料に含まれてい
る細胞を培養する工程をさらに有している。
【００３７】
　本発明の他の一態様における生体試料の処理方法は、生体内を観察する内視鏡の処置具
チャンネルを通して生体内に内視鏡用処置具の処置具挿入部を挿入する工程と、前記処置
具挿入部の先端部に配置された試料採取手段により生体試料を採取する生体試料採取工程
と、前記内視鏡に装着された収容手段に前記試料採取手段で採取した生体試料を収容する
工程と、前記収容手段に収容された生体試料を、薬剤処理、冷蔵、冷凍、または、凍結乾
燥、または、保温、培養の少なくとも１つを行う生体試料の処理工程と、を具備する。
【００３８】
　本発明によれば、採取した生体試料をより迅速に安定化することで生体試料を新鮮な状
態で保つことができ、生体試料そのものや外部環境へのコンタミネーションを防止し、正
確な検査や診断を行なうことができ、検体の取り違えを防ぎ、試料間の標準化を実現する
ことができる内視鏡システムと生体試料採取方法、および、生体試料の処理方法を提供す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１Ａ】図１Ａは、本発明の第１の実施の形態の内視鏡システムの概略構成を示す側面
図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、内視鏡の挿入部の先端部を示す平面図である。
【図２】図２は、第１の実施の形態の内視鏡システムで用いた生体試料の収容装置の概略
構成を示す斜視図である。
【図３】図３は、第１の実施の形態の内視鏡システムの試料保持容器ユニットの平面図で
ある。
【図４Ａ】図４Ａは、第１の実施の形態の内視鏡システムの管路切り替え機構における容
器への処置具のガイド通路が閉塞された状態を示す断面斜視図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、容器への処置具のガイド通路に処置具が挿入された状態を示す断面
斜視図である。
【図５】図５は、第１の実施の形態の内視鏡システムの収納ユニットの密封カバーが閉じ
た状態を示す側面図である。
【図６】図６は、第１の実施の形態の内視鏡システムの収納ユニットの密封カバーが開い
た状態を示す側面図である。
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【図７Ａ】図７Ａは、第１の実施の形態の内視鏡システムによる試料採取時に、処置具の
穿刺針により試料を採取する作業を説明する概略構成図である。
【図７Ｂ】図７Ｂは、試料採取後に処置具の先端部を処置具挿入口の方向へ引き抜く作業
を説明する概略構成図である。
【図７Ｃ】図７Ｃは、処置具からサンプル収納容器内に試料を収容する作業を説明する概
略構成図である。
【図８】図８は、本発明の第２の実施の形態の内視鏡システムの要部の概略構成を示す側
面図である。
【図９】図９は、第２の実施の形態の内視鏡システムの管路切り替え機構を示す要部の縦
断面図である。
【図１０Ａ】図１０Ａは、第２の実施の形態の内視鏡システムのサンプル収納容器の変形
例の開閉弁が閉じた状態を示す要部の縦断面図である。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは、サンプル収納容器の開閉弁が開いた状態を示す要部の縦断面図
である。
【図１１】図１１は、本発明の第３の実施の形態の内視鏡システムの収納ユニット取り付
け前の内視鏡の操作部の横断面図である。
【図１２Ａ】図１２Ａは、第３の実施の形態の内視鏡システムの内視鏡の操作部に収納ユ
ニットを取り付けた状態を示す要部の横断面図である。
【図１２Ｂ】図１２Ｂは、内視鏡の操作部の収納ユニット取り付け部分を示す要部の断面
斜視図である。
【図１３Ａ】図１３Ａは、本発明の第４の実施の形態の内視鏡システムの容器への処置具
のガイド通路が閉塞された状態を示す横断面図である。
【図１３Ｂ】図１３Ｂは、容器への処置具のガイド通路に処置具が挿入された状態を示す
横断面図である。
【図１４Ａ】図１４Ａは、本発明の第５の実施の形態の内視鏡システムの収納ユニットが
内視鏡の操作部に取り付けられる前の状態を示す斜視図である。
【図１４Ｂ】図１４Ｂは、収納ユニットが内視鏡の操作部に取り付けられた状態を示す要
部の縦断面図である。
【図１５】図１５は、本発明の第６の実施の形態の内視鏡システムの収納ユニットを示す
斜視図である。
【図１６】図１６は、第６の実施の形態の内視鏡システムの収納ユニットが内視鏡の操作
部に取り付けられた状態を示す要部の縦断面図である。
【図１７】図１７は、本発明の第７の実施の形態の内視鏡システムの要部の縦断面図であ
る。
【図１８】図１８は、本発明の第８の実施の形態の内視鏡システムの要部の分解斜視図で
ある。
【図１９】図１９は、本発明の第９の実施の形態の内視鏡システム全体の概略構成図であ
る。
【図２０】図２０は、第９の実施の形態の内視鏡システムによる試料採取作業を説明する
ためのフローチャートである。
【図２１】図２１は、第９の実施の形態の内視鏡システムによる試料採取作業の変形例を
説明するためのフローチャートである。
【図２２】図２２は、本発明の第１０の実施の形態の内視鏡システムの概略構成を示す側
面図である。
【図２３Ａ】図２３Ａは、第１０の実施の形態の内視鏡システムのマガジン内の容器の送
り動作を正面側から見た状態を示す概略構成図である。
【図２３Ｂ】図２３Ｂは、マガジン内の容器の送り動作を側面側から見た状態を示す概略
構成図である。
【図２４】図２４は、本発明の第１１の実施の形態の内視鏡システムによる試料採取時に
、処置具の穿刺針により試料を採取する作業を説明する要部の縦断面図である。
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【図２５】図２５は、第１１の実施の形態の内視鏡システムによる試料採取後に処置具の
先端部を処置具挿入口の方向へ引き抜く作業を説明する要部の縦断面図である。
【図２６】図２６は、本発明の第１２の実施の形態の内視鏡システムによる試料採取時に
、処置具の穿刺針がサンプル採取後、組織採取ユニットがトロッカーから外された状態を
示す要部の縦断面図である。
【図２７】図２７は、第１２の実施の形態の内視鏡システムの組織採取ユニットにサンプ
ル容器が取付けられる状態を示す要部の縦断面図である。
【図２８】図２８は、第１２の実施の形態の内視鏡システムの組織採取ユニットに取付け
られたサンプル容器内に試料を収容する作業を説明する要部の縦断面図である。
【図２９】図２９は、本発明の第１３の実施の形態の内視鏡システムの概略構成を示す斜
視図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４０】
　以下、本発明の第１の実施の形態を図１Ａ乃至図７Ｃを参照して説明する。図１Ａは本
実施の形態の内視鏡システム１全体の概略構成を示すものである。図１Ａ中で、２は、軟
性の側視型内視鏡である。
【００４１】
　内視鏡２は、細長い挿入部３を有する。挿入部３の基端には、太幅の操作部４が連結さ
れている。挿入部３には細長い長尺の可撓管部５と、湾曲自在な湾曲部６と、先端構成部
７とが設けられている。そして、可撓管部５の基端部が操作部４に連結されている。可撓
管部５の先端部には湾曲部６の基端部が連結され、さらに湾曲部６の先端部には先端構成
部７が連結されている。湾曲部６には図示しない湾曲操作ワイヤの先端部が連結されてい
る。
【００４２】
　図１Ｂは、挿入部３の先端部を示す。ここで、先端構成部７の側面には、観察光学系の
観察窓８と、照明光学系の照明窓９と、側孔１０ａとが配設されている。側孔１０ａは、
挿入部３の内部に配設された処置具チャンネル１０の先端部に連通されている。
【００４３】
　観察光学系の観察窓８にはカバーガラスの後方に、対物光学系が配設されている。この
対物光学系の後方には例えばイメージガイドファイバの先端部が配設されている。照明窓
９には、カバーガラスの後方に、ライトガイドファイバの先端部が配設されている。側孔
１０ａには、鉗子起上台が配設されている。
【００４４】
　また、イメージガイドファイバや、ライトガイドファイバや、処置具チャンネル１０や
、湾曲操作ワイヤなどは挿入部３の内部を通して操作部４側に延出されている。そして、
イメージガイドファイバや、ライトガイドファイバや、処置具チャンネル１０や、湾曲操
作ワイヤなどは挿入部３の内部に内蔵物として内装されている。
【００４５】
　操作部４には、端末部に接眼部１１が配設されている。接眼部１１にはイメージガイド
ファイバの基端部が連結されている。そして、観察光学系の観察窓８から入射された内視
鏡観察像はイメージガイドファイバを通して操作部４側に伝送され、接眼部１１によって
内視鏡観察像が観察可能になっている。なお、本実施の形態では内視鏡観察像をイメージ
ガイドファイバを通して接眼部１１に伝送する光学式の内視鏡を示したが、内視鏡観察像
をＣＣＤなどの撮像素子によって電気信号に変換し、この電気信号を信号ケーブルを介し
て外部のビデオプロセッサに電送して外部のモニタ画面に内視鏡観察像を表示する電子内
視鏡であってもよい。
【００４６】
　さらに、操作部４には、湾曲操作ノブ１２や、処置具挿入口１３が配設されているとと
もに、ユニバーサルコード１４の一端部が連結されている。湾曲操作ノブ１２は操作部４
に内蔵された湾曲操作機構に連結されている。この湾曲操作機構には湾曲操作ワイヤの基
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端部が連結されている。そして、湾曲操作ノブ１２の操作によって湾曲操作機構を介して
湾曲操作ワイヤが牽引操作され、湾曲部６が湾曲操作ノブ１２の操作方向に遠隔操作され
るようになっている。
【００４７】
　ユニバーサルコード１４の他端部はコネクタ部を介して光源装置に接続されている。ラ
イトガイドファイバは、操作部４からユニバーサルコード１４内に挿通されている。さら
に、ライトガイドファイバの他端部はコネクタ部を介して光源装置に接続されている。そ
して、光源装置から放射される照明光がライトガイドファイバを通して照明窓９側に導光
され、照明窓９から照明光が外部に出射されるようになっている。
【００４８】
　処置具挿入口１３は、操作部４の前寄りの部分に配置されている。この処置具挿入口１
３には処置具チャンネル１０の基端部が連結されている。そして、内視鏡用処置具１５は
、この処置具挿入口１３から処置具チャンネル１０に挿入されるようになっている。
【００４９】
　内視鏡用処置具１５は、処置具チャンネル１０を通して生体内に挿入される細長い可撓
性チューブである処置具挿入部１６と、この処置具挿入部１６の先端部に配置され、生体
試料を採取する試料採取手段１７とを有する。本実施の形態では内視鏡用処置具１５の試
料採取手段１７として管状の穿刺針１８を用いた例を示す。
【００５０】
　さらに、内視鏡用処置具１５には、処置具挿入部１６の基端部に手元側の処置具操作部
１９が連結されている。この処置具操作部１９は、例えばシリンジなどの吸引機能を備え
た器具と、処置具挿入部１６のチューブの先端部から穿刺針１８を突没させる針操作機構
とを有する。処置具操作部１９のシリンジは、外筒部材と、軸状のピストン部材とを有す
る。外筒部材の先端部には細径で先細の連結端部が形成されている。この連結端部が処置
具挿入部１６のチューブの連結口金に挿入される状態で連結されている。
【００５１】
　内視鏡２の操作部４には、処置具挿入口１３の近傍部位に処置具１５で採取した生体試
料を収容する図２に示す生体試料採取ユニット（生体試料保持手段）２０が着脱可能に組
み付けられている。この生体試料採取ユニット２０は、処置具挿入口１３の反対側に配置
されている。
【００５２】
　生体試料採取ユニット２０は、円筒状のユニットケース２１を有する。このユニットケ
ース２１の軸心部には回転軸２２が配設されている。図３に示すようにユニットケース２
１の内部にはこの回転軸２２を中心に回転可能な回転体２３が組み込まれている。この回
転体２３には周方向に沿って複数の容器収納室が並設されている。各容器収納室には生体
試料を内部に保持する図５に示す後述するサンプル収納容器（収容手段）２４がそれぞれ
挿脱可能に挿入されている。なお、生体試料採取ユニット２０内には容器２４が少なくと
も１つ準備されている。本実施の形態では、複数の容器２４が準備され、それらは回転体
２３の回転によって回転可能な状態になっている。
【００５３】
　また、ユニットケース２１の一端面には円筒状の処置具導入部２５と、サンプル出し入
れ用の窓部２６とが設けられている。そして、生体試料採取ユニット２０が内視鏡２に装
着される場合には処置具導入部２５が内視鏡２の操作部４に組み付けられるようになって
いる。
【００５４】
　更に、生体試料採取ユニット２０の内部に温度調節手段２０Ａを具備していても良い。
具体的な温度調節手段２０Ａは、通常のヒーターに用いられている抵抗体、例えば、ニク
ロム線やシートヒーター、または、ペルチェ素子、および、温度センサーと温度調節装置
により構成されている。
【００５５】
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　冷凍、または、冷蔵する場合にはペルチェ素子を用いることが好ましく、保温する場合
は、ペルチェ素子、または、抵抗体が好ましい。冷凍や冷蔵する場合は、サンプリングさ
れた種々の生体試料の分解を防ぎ、安定に保存することができる。
【００５６】
　保温する場合は、サンプリングされた生体組織や細胞の培養、酵素処理、固定等の処理
を好適に行うことが可能である。培養を行う場合に保温に適切な温度は、体内環境に近い
温度が好ましく、３４℃から３８℃が好ましい。腸内温度は約３８℃、低体温の患者は３
５℃のことがある。がん細胞の場合は、３９℃以上で縮消するので、がん診断のためには
３９℃以上は好ましくない。通常は、３７℃±１℃であることが好ましい。細胞や生体組
織を酵素処理する場合は、酵素処理に適した温度に設定する。固定を目的とした場合は、
室温付近の２０～２５℃程度に設定すると、いつも同じ条件で固定できるので、固定条件
が一定になり好ましい。
【００５７】
　生体試料採取ユニット２０ごと容器２４を取り外し、温度調節手段２０Ａで冷凍、冷蔵
、保温を行ったまま運搬することも可能である。生体試料に影響を与えずに次の工程に移
ることが可能となる。
【００５８】
　また、図４Ａ，４Ｂに示すように内視鏡２の操作部４の外壁部には、サンプル収納容器
２４が着脱可能に連結される容器接続口となるチャンネル分岐穴２７が形成されている。
この分岐穴２７の内端部は処置具チャンネル１０に連通されている。この分岐穴２７と処
置具チャンネル１０との連結部にはチャンネル切替機構２８が配設されている。
【００５９】
　このチャンネル切替機構２８は分岐穴２７の内端部を開閉して処置具チャンネル１０内
を通る内視鏡用処置具１５の導入方向を切り替える例えば板ばね状のチャンネル切替板２
９を有する。このチャンネル切替板２９は一端部（処置具チャンネル１０の先端部側）が
処置具チャンネル１０の内壁に固定され、自由端側が図４Ａに示すように分岐穴２７を閉
塞する通常位置と、図４Ｂに示すように分岐穴２７を開放するサンプル導入位置とに切り
替え可能になっている。
【００６０】
　そして、チャンネル切替板２９が図４Ａに示す通常位置で保持されている場合（容器非
装着時）にはチャンネル切替板２９が分岐穴２７を塞ぐとともに、チャンネル１０の内部
の気密状態を保っている。この状態では、処置具チャンネル１０内を通る内視鏡用処置具
１５は、処置具チャンネル１０の先端部の側孔１０ａ側に導かれる（第１の連通状態）よ
うになっている。
【００６１】
　また、図６に示すように分岐穴２７に外側からサンプル収納容器２４が挿入される場合
（容器装着時）にはチャンネル切替板２９がサンプル収納容器２４により押されることに
より曲げられて図４Ｂに示すサンプル導入位置に切り替えられるようになっている。この
状態では、処置具チャンネル１０の先端部側の通路はチャンネル切替板２９によって塞が
れるので、処置具チャンネル１０内を通る内視鏡用処置具１５は、分岐穴２７側に導かれ
る（第２の連通状態）ようになっている。
【００６２】
　サンプル収納容器２４は、図５に示すように、有底円筒状の容器本体３０と、この容器
本体３０の開口端部に装着された内視鏡連結部３１と、密封用のカバー３２とを有する。
内視鏡連結部３１は、容器本体３０の開口端部を密閉状態で閉塞する蓋体３１ａと、この
蓋体３１ａの軸心部に突設された小径な円筒部３１ｂとを有する。円筒部３１ｂは、図６
に示すように分岐穴２７に外側から挿入されてチャンネル切替板２９を押圧し、このチャ
ンネル切替板２９をサンプル導入位置に切り替える機能を有する。
【００６３】
　密封用のカバー３２はヒンジ部３３を介して蓋体３１ａの外周面に回動可能に連結され
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ている。そして、密封用のカバー３２がヒンジ部３３を介して蓋体３１ａに対して回動操
作されることにより、蓋体３１ａの円筒部３１ｂの開口部がカバー３２によって開閉され
るようになっている。ここで、カバー３２は、図６に示すように内視鏡２の操作部４への
装着時のみに開かれ、内視鏡２の操作部４からの取り外し時には図５に示すように閉じら
れて蓋体３１ａの円筒部３１ｂが再度密封されるようになっている。
【００６４】
　さらに、サンプル収納容器２４の内部には、生体試料を処理するための薬液、例えばＲ
ＮＡ－Ｌａｔｅｒ等が収納されている。この容器２４の一部もしくは全部は、透明もしく
は半透明に構成されている。これにより、試料の採取状態や、薬液の有無の識別が可能で
ある。また、容器２４の内部は大気より低い圧力に保たれている。これにより、処置具１
５の先端の穿刺針１８から試料を自動的に吸引する作用を持たせることも可能である。
【００６５】
　次に、上記構成の作用について説明する。本実施の形態の内視鏡システム１による生体
試料の採取時には予め、内視鏡２の操作部４に生体試料採取ユニット２０が組み付けられ
る。このとき、生体試料採取ユニット２０は内視鏡連結部３１を操作部４の外壁部の分岐
穴２７の位置に合わせた状態にセットされる。なお、生体試料採取ユニット２０には予め
複数のサンプル収納容器２４が容器収納室内に収納された状態にセットされる。
【００６６】
　また、生体試料の採取作業の開始時にはサンプル収納容器２４は操作部４の外壁部の分
岐穴２７に挿入されない待機位置で保持される。この状態では、チャンネル切替機構２８
のチャンネル切替板２９は図４Ａに示すように分岐穴２７を閉塞する通常位置で保持され
る。
【００６７】
　その後、内視鏡用処置具１５が処置具挿入口１３から処置具チャンネル１０に挿入され
る。このとき、図７Ａに示すようにチャンネル切替機構２８のチャンネル切替板２９によ
って分岐穴２７が閉塞されているので、処置具チャンネル１０に挿入された内視鏡用処置
具１５は、処置具チャンネル１０の先端部の側孔１０ａ側に導かれる。
【００６８】
　処置具チャンネル１０を通して先端側まで導かれた内視鏡用処置具１５の処置具挿入部
１６は側孔１０ａから体内に突出される。このとき、鉗子起上台によって処置具挿入部１
６の突出方向が調整され、処置具挿入部１６の突出方向が望みの方向に向くように遠隔操
作される。そして、内視鏡診断で設定された病変部の疑いがある検査目的部位に内視鏡用
処置具１５の処置具挿入部１６の先端部が導かれる。
【００６９】
　その後、処置具挿入部１６のチューブの先端部から穿刺針１８が突出され、穿刺針１８
が検査目的部位に刺入される。このとき、穿刺針１８の管内に検査目的部位の生体組織Ｈ
１のサンプル（生体試料）が採取される。なお、このとき採取される生体試料は、血液や
、粘膜も含む。
【００７０】
　サンプリングを行なった後に、穿刺針１８は処置具挿入部１６のチューブ内に収容され
る。この状態で、処置具１５が処置具チャンネル１０から引き抜かれる方向に移動操作さ
れる。このとき、処置具１５の処置具挿入部１６は、処置具挿入口１３から外部に引き抜
かれる前の挿入位置、すなわち図７Ｂに示すように分岐穴２７と処置具挿入口１３との間
の位置まで引き抜かれる。
【００７１】
　この状態で、続いて１つのサンプル収納容器２４を操作部４に装着させる操作が行われ
る。このとき、空の容器２４が分岐穴２７と対向する位置まで回転して、処置具１５から
空容器２４に生体試料を移すことができる位置にセットされる。
【００７２】
　また、内視鏡２の操作部４へのサンプル収納容器２４の装着時には、図６に示すように
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サンプル収納容器２４のカバー３２は、開かれてサンプル収納容器２４の円筒部３１ｂが
外部に露出される。その後、サンプル収納容器２４の円筒部３１ｂが操作部４の分岐穴２
７に挿入される。このとき、サンプル収納容器２４の円筒部３１ｂの挿入動作にともない
円筒部３１ｂが分岐穴２７のチャンネル切替板２９を押圧し、このチャンネル切替板２９
を図４Ｂに示すサンプル導入位置に切り替える。
【００７３】
　この状態で、内視鏡用処置具１５を処置具チャンネル１０に再び押し込む操作が行われ
る。このとき、チャンネル切替機構２８のチャンネル切替板２９は、図７Ｃに示すように
処置具チャンネル１０を閉塞する位置に移動されているので、処置具チャンネル１０に再
び押し込まれた内視鏡用処置具１５は、処置具チャンネル１０の分岐穴２７側に導かれ、
生体試料採取ユニット２０の円筒部３１ｂの内部に挿入される。
【００７４】
　続いて、処置具１５から生体試料を押し出し、生体試料がサンプル収納容器２４に入れ
られる。その後、処置具１５が生体試料採取ユニット２０から引き抜かれる。このとき、
内視鏡用処置具１５は、分岐穴２７を通り、処置具チャンネル１０の処置具挿入口１３か
ら外部に引き抜かれる。
【００７５】
　その後、生体試料が入ったサンプル収納容器２４は内視鏡２の操作部４から取り外され
る。この内視鏡２の操作部４からサンプル収納容器２４の取り外し時には、サンプル収納
容器２４は密封用のカバー３２によって再度、密封される。この状態で、生体試料が入っ
たサンプル収納容器２４は生体試料採取ユニット２０のサンプル出し入れ用の窓部２６か
ら取り出される。また、次の試料採取の際には、生体試料採取ユニット２０内の別のサン
プル収納容器２４が内視鏡２にセットされる。
【００７６】
　なお、１人の患者から複数の部位をサンプリングする場合は、再び、処置具１５が内視
鏡２の処置具チャンネル１０に挿入される。そして、上述した操作を繰り返すことで、１
人の患者から複数の部位をサンプリングするもできる。
【００７７】
　そこで、上記構成のものにあっては次の効果を奏する。すなわち、本実施の形態の内視
鏡システム１では、内視鏡２の操作部４に生体試料の生体試料採取ユニット２０を装着し
、操作部４は、処置具チャンネル１０の中途部に処置具チャンネル１０の入り口側と処置
具チャンネル１０の出口側とを連通する第１の連通状態と、処置具チャンネル１０の入り
口側と分岐穴２７側とを連通する第２の連通状態とに切り換えるチャンネル切替機構２８
を有する。これにより、処置具１５の処置具挿入部１６を内視鏡２の処置具チャンネル１
０を通して生体内に挿入させた際に、処置具１５を内視鏡２の処置具チャンネル１０の外
に取り出すことなく、処置具１５の穿刺針１８によって採取した生体試料を生体試料採取
ユニット２０のサンプル収納容器２４に収容することができる。そのため、処置具１５は
外気に対し隔離されたままサンプル収納容器２４の内部に挿入され、処置具１５の穿刺針
１８より採取した試料を容器２４の内部に吐出可能である。これにより、生体試料そのも
のや外部環境へのコンタミネーションを防止することができるので、内視鏡用処置具１５
によって採取した生体試料をより迅速に安定化することで生体試料を新鮮な状態で保つこ
とができ、正確な検査や診断を行なうことができる。
【００７８】
　さらに、サンプリングされた生体組織や組織液などの試料は、外部環境に全くさらされ
ることがなく容器２４に収容可能となるので、生体試料へのコンタミネーションの恐れが
全くなく、生体試料の劣化を低減することも可能である。そのため、検体間の採取条件が
一定に揃うので、試料間、技術者間、施設間の格差をなくすことができる。
【００７９】
　また、本実施の形態ではサンプル収納容器２４に密封用のカバー３２を設け、内視鏡２
の操作部４へのサンプル収納容器２４の装着動作時のみに密封用のカバー３２が開かれ、
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取り外し時には再度、密封されるようにしている。これにより、内視鏡２の操作部４への
サンプル収納容器２４の非装着時にサンプル収納容器２４の内部への外気の進入が防がれ
、かつ容器２４の円筒部３１ｂがクリーンに保たれることから、内視鏡２の内部や他の容
器２４への汚染が防がれる。さらに、生体試料採取ユニット２０のサンプル収納容器２４
の内部の液体や、試料が外部に漏れることも防ぐことができる。
【００８０】
　また、生体試料のハンドリングが非常に容易になり、種々の解析、分析に使用すること
ができる。また、以上のような閉鎖系である為、外部への汚染を最小限に食い止めること
が可能である。また、採取した生体試料の運搬が容易である。
【００８１】
　また、サンプリングされた試料を収容する容器２４は、滅菌処理を行なったり、ＤＮＡ
分解酵素、ＲＮＡ分解酵素などが存在したりしないものが好ましい。これらの処理のため
には、オートクレープやＥＯＧ（エチレン・オキサイド・ガス）、γ線での処理、および
、薬剤処理（例えば、ＲＮａｓｅ　ＡＷＡＹ（Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　ＢｉｏＰｒｏｄｕｃ
ｔｓ社製）等）を行なえばよい。サンプル収納容器２４の本体の材質としては、ガラス、
または、プラスチックが適する。透明性が高く、サンプルの有無を確認でき、更に、種々
の薬剤に対する耐性が高い点で、ガラスやポリメチルペンテンが好ましい。収容した生体
試料を冷凍する場合には、プラスチックが好ましく、ポリエチレン、ポリプロピレン等も
好適に用いることができる。プラスチックを用いると、核酸が吸着しにくくなり、ディス
ポーザブルも可能となる。また、サンプル収納容器２４の蓋に相当する（例えば、蓋体３
１ａ、円筒部３１ｂ）の材質は、サンプルを容器２４に入れた後で密閉可能となるように
、プラスチック、または、ゴムが好ましい。
【００８２】
　更に、サンプル収納容器２４は、密閉可能な構造であることが好ましく、外部からの汚
染、外部への汚染を防止することが可能となる。例えば、処置具の穿刺針１８により容器
２４の蓋にピアッシングを行うことができる構造であれば、採取した試料をサンプル収納
容器２４に入れ、更に、容易に密閉することが可能である。
【００８３】
　細胞を培養するには、酸素透過性のフィルターが容器２４の蓋に備えられていることが
好ましい。密閉するために酸素透過性のフィルターが容器２４の蓋に備えることができな
い場合は、採取した試料をサンプル収納容器２４に入れて、生体資料採取ユニット２０か
ら取り外した後に、酸素透過性のフィルターが備えられた蓋に取り替えることが好ましい
。
【００８４】
　また、本実施の形態ではサンプル収納容器２４の一部もしくは全部は、透明もしくは半
透明に構成されている。そのため、サンプル収納容器２４の外からサンプル収納容器２４
を目視するだけで、試料の採取状態や、薬液の有無の識別が可能である。
【００８５】
　さらに、サンプル収納容器２４の内部は大気より低い圧力に保たれていることがより好
ましい。そのため、処置具１５をサンプル収納容器２４の内部に挿入させた際に、処置具
１５の先端から試料を自動的に吸引することができる。例えば、試料採取手段である処置
具１５の穿刺針１８により容器２４の蓋にピアッシングを行い、試料を容器２４に移す場
合、容器２４と処置具１５の穿刺針１８の間の圧力差ができるので、少ない生体試料でも
より多くの量を容易に容器２４内に入れることが可能である。生体試料が液体のときに特
に好ましい。
【００８６】
　また、試料採取手段により採取された生体試料が固形物の場合、採取手段から生体試料
を容器２４に移し難い場合がある。そこで、容器２４の内部を減圧状態としておくことに
より、生体試料を容器２４に移しやすくなるが、これに加えて、穿刺針１８の後ろから押
し出す、押し出し手段が、処置具１５や容器２４を収容しているユニット２０に、更に具
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備されていると、より好ましい。押し出し手段としては、穿刺針１８の後ろから、空気圧
を加えたり、物理的に押し出す押し棒などの治具を具備した処置具１５を用いたりするこ
とができる。
【００８７】
　また、穿刺針１８を容器２４の蓋に挿入し、穿刺針１８を処置具１５から外して、容器
２４を収容しているユニット２０内に穿刺針１８の後ろから、空気圧を加えたり、物理的
に押し出す治具を具備した容器２４を収容しているユニット２０を用いたりすることがで
きる。穿刺針１８を容器２４の蓋に挿入した状態で、容器２４を収容しているユニット２
０から容器２４を取り出し、別の押し出し手段により、生体試料を容器２４に移すことも
できる。
【００８８】
　なお、上記実施の形態では、処置具に穿刺針１８を用いた例について説明したが、サン
プリングを行なった後に、容器にサンプルを入れることができれば他の処置具でも適用す
ることが可能である。サンプリングする部位や量、採取する試料の状態（固形物、液体）
により適宜変更が可能である。例えば、生体試料の採取手段１７として、穿刺針の代わり
に鉗子や細胞診ブラシ、採取チューブ等を用いることも可能である。採取チューブは中空
のチューブとして形成されており、外径の寸法は特に限定されるものではないが、通常は
外径１～１０ｍｍ、内径０．５～８ｍｍで、材質は軟質プラスチック類、ゴム類が好適で
ある。このような採取チューブを用いる場合は、生体内の導管（例えば、膵管、胆管）に
挿入して使用し分泌液を採取して、更に、フィルターにより分泌液から剥離組織や細胞を
分離して、その後の検査を行うことができる。
【００８９】
　また、サンプリングされた試料を収容する容器２４の内部には、生体試料を処理するた
めの薬剤を予め入れておくことも可能である。用いることのできる薬剤はサンプリングさ
れた生体組織や組織液中の分析対象（例えば、タンパク質や核酸）や処理目的により異な
る。
【００９０】
　例えば、サンプリングされた生体組織や組織液に含まれている核酸、特に、ＲＮＡを分
析対象とする場合について説明する。ＲＮＡは、環境中に存在するＲＮＡ分解酵素の働き
により、核酸の中でも特に分解されやすく、例えば、細胞内部や人間の汗にもＲＮＡ分解
酵素が存在する。正しい分析や解析結果を得る為には、できるだけ生体試料が外部環境に
接触することを避け、核酸の分解が進まないうちに安定化の処理を施すことが必要である
。又、核酸の分析には増幅操作を施すことが多い為、分析対象の生体試料以外の核酸又は
核酸を含む物質が混入すると、対象以外の核酸を増幅してしまう場合もある。
【００９１】
　したがって、生体試料採取後から、核酸の安定化を施すまでの時間を短くすることが重
要である。この核酸の安定化は、核酸分解酵素の活性を阻害する薬剤、例えば、ヌクレア
－ゼインヒビター、リボヌクレア－ゼインヒビター、デオキシリボヌクレア－ゼインヒビ
ター、界面活性剤を使用すると良い。市販の試薬としては、例えばＡｍｂｉｏｎ（アンビ
オン）社製ＲＮＡｌａｔｅｒやエタノールを用いるとＲＮＡを室温下で長時間安定化でき
る為、危険を伴う液体窒素や保冷剤、冷蔵庫、冷凍庫等の設備を必要とせず、搬送が簡便
かつ安全である、等の点で好ましい。（これまでは、生体内での試料採取後、穿刺針等の
処置具を内視鏡本体から取り出し、外部環境化で生体試料を回収し、液体窒素中で凍結保
存していた。）
　また、サンプル収納容器２４の内部には、細胞や組織の固定処理や保存処理を行うこと
ができる薬剤を予め入れておくことができる。このとき用いることのできる薬品には、例
えば、メタノール、エタノール、プロパノール等のアルコールやホルマリンやミッシェル
液等の固定液や保存液、また、例えば、Ｃｙｔｅｃ社やＴｒｉｐａｔｈ社等から販売され
ている細胞処理液が挙げられる。血液をサンプリングしたり、サンプルに混在している血
液の凝固が問題となる場合は、血液凝固を防止する薬剤（例えば、クエン酸ナトリウム、
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ヘパリン、ＥＤＴＡのカリウム塩等を用いることもできる。
【００９２】
　生体サンプルの処理とは、種々の処理が含まれ、上述したような、安定化、固定、保存
以外にも、培養、染色、洗浄、ブロッキング、酵素処理、刺激も含まれる。したがって、
培養、染色、洗浄、ブロッキング、酵素処理、刺激のための薬剤が、サンプル収納容器２
４に入れておくこともできる。
【００９３】
　細胞や組織は、保存や固定処理を行った後に、複数のサンプルを同一条件で染色し、検
査をすることができるので、より正確な検査を行うことが可能となる。
【００９４】
　病理検査を行う上で最も重要なことは、組織や細胞を採取後出来るだけ早急に処理を行
なうことである。採取によって、一旦組織への血液供給がなくなると、組織は分解を始め
る。このため、採取した後、時間の経った組織を固定液の中に入れても組織自体の分解が
進行しており診断が困難となっていた。
【００９５】
　しかしながら、本発明により、組織や細胞等の生体試料を採取後、直ちに処理液（例え
ば、固定液や保存液）に浸すことにより、組織や細胞の分解を防ぎ、より正確な診断を可
能とすることができる。最も一般的に便用されている組織の固定及び保存液の例としては
、１０％の中性緩衝ホルマリンが挙げられる。このホルマリンにより組織を処理する場合
、サンプル量に対して少なくとも１０倍の容量のホルマリン液が必要である。しかし、ホ
ルマリンは毒性があり、皮膚や粘膜に対して刺激性が高く、発癌性物質であると疑われて
いる。本発明では、密閉容器内で種々の薬品を用いた処理を行うことにより、サンプルの
外部環境への汚染を防ぎ、作業者の安全性の向上が可能となった。
【００９６】
　本発明により生体試料採取後に処理を行うまでの時間を大幅に短縮可能であるため、生
体試料の劣化が起こる前に安定化等の各種処理を行うことができる。
【００９７】
　また、サンプリングされた生体試料を収容する容器２４の内部に、培養液、または、緩
衝液、生理食塩水を入れておけば、生体組織や細胞を生きた状態で収容し、容器２４をユ
ニット２０から取り出して、各種の病理検査を行ったり、生体組織や細胞の培養等を行う
こともできる。
【００９８】
　接着性の細胞の培養を行う場合には、容器２４の内壁にポリエチレンイミンやコラーゲ
ンをコーティングすることも可能であり、容器２４には、細胞を貼り付けるための平面を
有していることが更に好ましい。
【００９９】
　さらに、サンプル収納容器２４は、容器２４内の薬剤と生体試料とを撹拌する撹拌手段
を備えていても良い。この場合には容器２４内の薬剤と生体試料とを撹拌手段で撹拌する
ことにより、生体試料の処理を促進することができる。
【０１００】
　また、採取する生体試料は、生体組織、細胞、体液、血液、分泌液などが挙げられる。
生体組織とは、細胞の集合体であって、例えば、採取対象としては、癌の病変部位や正常
部位である。分泌液とは、細胞から分泌される物質である。例えば採取対象としては、胃
液、膵液、胆汁やリンパ液、腹腔液、胸腔液、肺洗浄液が挙げられる。サンプリングされ
た液体サンプル中の剥離組織および細胞、核酸等をろ過や遠心分離等により分離して、種
々の処理を行うことも可能である。
【０１０１】
　例えば、膵液を採取するときに、細胞が混ざった状態で採取されることがある。この細
胞中の核酸を解析する場合は、細胞が混ざった状態の膵液と細胞を分離した後に、種々の
処理（核酸の安定化、抽出等）を行うと良い。また、膵液中のタンパク質や核酸を解析す
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ることも可能である。
【０１０２】
　例えば、フェノールやチオシアン酸グアジニン等を含む処理液（例えば、ＩＳＯＧＥＮ
（ニッポンジーン製）、ＴＲＩＺＯＬ（インビトロジェン製）を予め生体試料保持容器２
４に入れておき、採取した生体試料を入れた後に、内視鏡（ユニット）内で攪拌を行い、
生体試料保持容器を内視鏡（ユニット）から取り出す。ここで、冷凍庫や液体窒素等を用
いて迅速に冷凍することも可能である。たとえば、－７０℃以下で冷凍すればよい。ある
いは、目的に応じ更に、クロロホルム等の処理液を添加し、遠心分離等の種々の処理を行
うことで、ＲＮＡとＤＮＡとタンパク質の分離、および、抽出も可能である。
【０１０３】
　また、１つの試料からＲＮＡ、ＤＮＡ、および蛋白を抽出する場合には、フェノール、
約０．５～２Ｍの濃度のグアニジニウム化合物（例えば、チオシアン酸グアニジニウムや
塩酸グアニジニウムのような酸性グアニジニウム化合物またはその塩）、緩衝液およびフ
ェノール可溶化剤を、サンプル収納容器に予め入れておくことが好ましい。分解されてい
ないＲＮＡ、ＤＮＡ、および蛋白を抽出することが可能となる。
【０１０４】
　また、サンプル収納容器に入れられたサンプルは、冷蔵や冷凍、保温以外に、凍結乾燥
を行うこともできる。凍結乾燥を行うと、凍結状態で昇華乾燥が行われるので、成分の変
化はほとんどなく、揮発性成分の損失も少なく、サンプルにダメージを与えることが少な
い状態で安定化することが可能となり、長期間の保存を行うことが可能となる。このとき
には、サンプル収納容器には、サンプルと浸透圧のほぼ等しい溶液、例えば、１ｘＰＢＳ
やＴＢＳ等の適切な濃度の緩衝液を入れておくことが望ましい。核酸を解析対象にする場
合には、更に、この溶液にはＤＮＡ分解酵素、ＲＮＡ分解酵素等の核酸分解酵素が含まれ
ていないことが望ましく、核酸分解酵素の活性を阻害する薬剤、例えば、ヌクレアーゼイ
ンヒビター、リボヌクレアーゼインヒビター、デオキシリボヌクレアーゼインヒビター、
界面活性剤が含まれていると、核酸を素早く安定化できるのでより好ましい。
【０１０５】
　凍結乾燥は、生体試料採取ユニット２０に凍結乾燥の手段を有していても良いが、装置
が大掛かりになるので、生体試料採取ユニット２０から容器を取り外した後に、市販の凍
結乾燥装置を用いて行うことができる。例えば、１ｘＰＢＳが入れられたサンプル収納容
器にサンプルを収容した後に、温度は－２０℃以下、圧力は１００Ｐａ程度以下で、冷却
しながら減圧して乾燥させ、徐々に常温、常圧に戻せば、サンプル収納容器中のサンプル
の凍結乾燥を行うことができる。
【０１０６】
　さらに、薬剤は、ゲル含有されていると、薬剤が容器２４内に安定に保持されるので生
体試料が入れられていない状態でのハンドリングが容易となる。また、生体試料を入れた
ときに、生体試料のある一部にだけ作用しなくなるので、均一に混合可能となり、薬剤処
理も均等に行われやすい。
【０１０７】
　以上に述べたような薬剤と試料を混合するための混合手段が、内視鏡２、または、試料
保持装置である生体試料採取ユニット２０に備えられていることが好ましい。これにより
、試料と薬剤の接触をすばやく行うことができ、試料の劣化や変質を防止でき、均一に接
触させることができる。好ましい攪拌手段としては、超音波振動子を設置したり、試料を
保持するユニット２０を回転させたり、振動させることも可能なものである。容器２４そ
のものの回転や震揺させることも可能である。また、容器２４中に磁性体を入れておき、
外部からの磁力により攪拌することもできる。
【０１０８】
　容器内にチキソトロピー性（一定ずり速度において、見かけ粘度が時間とともに減少し
、ずり応力を除くと見かけ粘度が徐々に復元する性質）のゲルが含まれていると、上述の
ように、薬剤と試料を混合するための混合手段を有した場合、比重の違いによりサンプル
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を分離することができる。たとえば、血液試料をサンプリングの対象にし、比重が約１．
０４３から約１．０５０ｇ／ｃｍ３のゲルを用いれば、混合手段により混合の後、血液試
料の血漿はゲルの上に仕切られて、全血液の残部から分離される。
【０１０９】
　チキソトロピック重合体ゲルは実質的に水に不溶で、血液中で実質的に化学的に不活性
である。ゲルは、ジメチルポリシロキサンまたはポリエステルおよび沈殿メチラートシリ
カから作製することができる。上述したゲルは、約１．４０から約１．０８０ｇ／ｃｍ３

範囲で任意の比重のものが得られる。
【０１１０】
　サンプリングを行った生体組織の収容容器２４に、フィルターを具備していても良い。
このフィルターは種々の目的に使用することが可能であり、液体生体試料と固体生体試料
の分離を行ったり、核酸の吸着能を有したフィルターを設置すれば、核酸の抽出を行うこ
とも可能である。更に、収容容器２４内が減圧状態であると容易にフィルター用いたろ過
が可能であり好ましい。
【０１１１】
　生体試料を収容するための容器２４はバーコードやＩＣタグをつけておけば、患者、サ
ンプリング部位、日時等の事項との照合が容易となる。
【０１１２】
　生体試料を収容するための容器２４と内視鏡２、または、容器２４を収容するユニット
２０の一部は透明であることが好ましい。生体試料を確実に容器２４に移したことが確認
できるので、より好ましい。
【０１１３】
　このようにサンプルの容器２４への収容や処理を行なった後に、容器２４を冷蔵や冷凍
や凍結乾燥を行なったり、検査室や検査センター等に運搬して、種々の検査を好適に行う
ことが可能となる。
【０１１４】
　また、図８および図９は、本発明の第２の実施の形態を示す。本実施の形態は第１の実
施の形態（図１Ａ乃至図７Ｃ参照）の内視鏡システム１のチャンネル切替機構２８の構成
を次の通り変更したものである。なお、この変更部分以外は第１の実施の形態の内視鏡シ
ステム１と同一構成になっており、第１の実施の形態の内視鏡システム１と同一部分には
同一の符号を付してここではその説明を省略する。
【０１１５】
　すなわち、本実施の形態では、第１の実施の形態のチャンネル切替板２９をなくし、こ
れに代えてサンプル収納容器２４の円筒部３１ｂの先端に処置具チャンネル１０内に挿脱
可能に挿入される突出部４１を設けている。突出部４１の先端は、円筒体に対し斜めにカ
ットされている。そして、この突出部４１によって処置具チャンネル１０内を通る内視鏡
用処置具１５を分岐穴２７側に導くものである。
【０１１６】
　図８は、生体試料採取ユニット２０のサンプル収納容器２４の取付け前の状態を示す。
処置具１５が通過するチャンネル１０の途中に、サンプル収納容器２４の円筒部３１ｂの
突出部４１が入る空間４２が配置されており、同空間４２の側面に処置具１５が容器２４
へと挿入される分岐穴２７が開けられている。
【０１１７】
　また、図９に示すように操作部４の外壁部には分岐穴２７の周辺部位にサンプル収納容
器２４を係脱可能に係止するフック状の係止部材４３が設けられている。そして、サンプ
ル収納容器２４の取り付け時には、操作部４の分岐穴２７にサンプル収納容器２４の円筒
部３１ｂが挿入され、円筒部３１ｂの突出部４１がチャンネル１０の挿入空間４２に挿入
された状態で、係止部材４３がサンプル収納容器２４の容器本体３０の開口端部に係脱可
能に係止されるようになっている。
【０１１８】
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　さらに、生体試料採取ユニット２０のサンプル収納容器２４の非使用時には、処置具チ
ャンネル１０の気密性を確保するため、上記分岐穴２７には図示しないゴムカバーが装着
される。
【０１１９】
　次に、上記構成の作用について説明する。本実施の形態では、サンプル収納容器２４が
操作部４の外壁部に連結されていない非連結時には処置具チャンネル１０の挿入空間４２
の部分は開状態で保持される。そのため、処置具挿入口１３から処置具チャンネル１０に
挿入された内視鏡用処置具１５は、処置具チャンネル１０に沿って処置具チャンネル１０
の先端部の側孔１０ａ側に導かれる。これにより、第１の実施の形態と同様に処置具挿入
部１６の穿刺針１８を検査目的部位に刺入させて、穿刺針１８の管内に検査目的部位の生
体組織Ｈ１のサンプル（生体試料）を採取する操作が行われる。
【０１２０】
　サンプリングを行なった後に、処置具１５が処置具チャンネル１０から引き抜かれる方
向に移動操作される。このとき、処置具１５の処置具挿入部１６は、処置具挿入口１３か
ら外部に引き抜かれる前の挿入位置、すなわち図７Ｂに示すように分岐穴２７と処置具挿
入口１３との間の位置まで引き抜かれる。
【０１２１】
　この状態で、続いてサンプル収納容器２４を操作部４に装着させる操作が行われる。こ
のサンプル収納容器２４の取り付け時には、図９に示すように操作部４の分岐穴２７にサ
ンプル収納容器２４の円筒部３１ｂが挿入される。このとき、円筒部３１ｂの突出部４１
がチャンネル１０の挿入空間４２に挿入されることにより、処置具チャンネル１０の分岐
穴２７よりも側孔１０ａ側の管路が閉塞される。そのため、この状態で、次に内視鏡用処
置具１５を処置具チャンネル１０に再び押し込む操作が行われた際に、内視鏡用処置具１
５は、処置具チャンネル１０の分岐穴２７側に導かれ、サンプル収納容器２４の円筒部３
１ｂの内部に挿入される。これにより、次に処置具１５から生体試料を押し出し、生体試
料をサンプル収納容器２４に入れる操作が行われる。
【０１２２】
　そこで、上記構成のものにあってはサンプル収納容器２４の円筒部３１ｂの先端に処置
具チャンネル１０内に挿脱可能に挿入される突出部４１を設け、この突出部４１によって
処置具チャンネル１０内を通る内視鏡用処置具１５を分岐穴２７側に導く構成にしたので
、第１の実施の形態のチャンネル切替板２９を省略することができ、チャンネル切替機構
２８の構成を簡素化することができる。
【０１２３】
　さらに、本実施の形態では、内視鏡２の操作部４の分岐穴２７の周囲の係止部材４３に
よってサンプル収納容器２４を係止させることにより、生体試料採取ユニット２０を用い
ることなく、試料の採取を行うことが出来る。これにより、複数の容器２４を用いる必要
が無い場合には、内視鏡２の内部および容器２４の気密性を保ったまま、試料採取を簡便
化することができる。
【０１２４】
　また、図１０Ａ，１０Ｂは、第２の実施の形態（図８および図９参照）の内視鏡システ
ム１のサンプル収納容器２４の密閉手段の変形例を示す。本変形例では、第２の実施の形
態のサンプル収納容器２４の密封用のカバー３２に代えて図１０Ａに示すようにゴム等の
弾力部材による気密室５１を持った開閉弁５２が設けられている。
【０１２５】
　開閉弁５２は孔の空いていない一つ以上の隔壁５３と逆流防止の弁５４とを有する。そ
して、使用前の容器２４は、図１０Ａに示すように開閉弁５２の孔の空いていない一つ以
上の隔壁５３と逆流防止の弁５４により仕切られている。この状態で、サンプル収納容器
２４の容器本体３０の内部は気密状態に保たれている。
【０１２６】
　また、処置具チャンネル１０の分岐穴２７側に内視鏡用処置具１５が導かれた場合には
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内視鏡用処置具１５の穿刺針１８が開閉弁５２の隔壁５３と逆流防止の弁５４とに差し込
まれる。このとき、差し込まれた穿刺針１８により隔壁５３は破られ、穴が空くが、隔壁
５３の弾力性と逆流防止弁５４により容器本体３０の内部の密閉性は保たれる。
【０１２７】
　また、図１１および図１２Ａ，１２Ｂは、本発明の第３の実施の形態を示す。本実施の
形態は、第１の実施の形態（図１Ａ乃至図７Ｃ参照）の内視鏡システム１のチャンネル切
替機構２８の構成を次の通り変更したものである。なお、この変更部分以外は第１の実施
の形態の内視鏡システム１と同一構成になっており、第１の実施の形態の内視鏡システム
１と同一部分には同一の符号を付してここではその説明を省略する。
【０１２８】
　すなわち、本実施の形態では、図１１に示すように内視鏡２の操作部４にチャンネル切
り替えブロック収容凹部６１が設けられている。このブロック収容凹部６１は処置具チャ
ンネル１０の中途部に介設されている。ブロック収容凹部６１の側壁６２にはチャンネル
分岐穴６３が形成されている。この分岐穴６３の内端部はブロック収容凹部６１の内部に
連通されている。
【０１２９】
　さらに、内視鏡２の操作部４には図１２Ａに示すように生体試料採取ユニット６４が着
脱可能に装着される。この生体試料採取ユニット６４は、ユニット本体６５と、試料採取
容器６６と、チャンネル切り替え機構６７とから構成される。チャンネル切り替え機構６
７は、チャンネル切り替え用ブロック６８と、それを保持するゴム部材６９とからなる。
試料採取容器６６は、チャンネル分岐穴６３に連結される。
【０１３０】
　チャンネル切り替え用ブロック６８には、処置具チャンネル１０の上流側（処置具挿入
口１３側）の管路とチャンネル分岐穴６３との間を連通する連通路７０を有する。ゴム部
材６９は、内視鏡２の観察時や試料の採取時は、図１２Ａに示すように切り替えブロック
６８を操作部４のブロック収容凹部６１から待避した部分に保持する機能を有する。そし
て、使用者によりゴム部材６９が外側から押されたときには、ブロック６８を操作部４の
ブロック収容凹部６１の内部空間へと収めることにより、処置具チャンネル１０の下流側
（処置具チャンネル１０の先端部の側孔１０ａ側）の管路を塞ぎ、処置具チャンネル１０
の上流側（処置具挿入口１３側）の管路とチャンネル分岐穴６３との間を連通路７０を介
して連通する。これにより、チャンネル切り替え機構６７は、処置具挿入口１３側から挿
入された処置具１５を処置具チャンネル１０を通して先端部の側孔１０ａ側まで導く通常
位置と、処置具挿入口１３側から挿入された処置具１５をブロック６８の連通路７０およ
びチャンネル分岐穴６３を順次介して試料採取容器６６まで導く切り替え位置とに切り替
える機能を持つ。
【０１３１】
　また、生体試料採取ユニット６４の非使用時には、図１１に示すように操作部４のブロ
ック収容凹部６１およびチャンネル分岐穴６３を塞いで処置具チャンネル１０の気密性を
確保するためのゴムカバー７１が装着される。
【０１３２】
　そこで、上記構成のものにあっては次の効果を奏する。すなわち、本実施の形態では内
視鏡２の操作部４に生体試料採取ユニット６４を装着した状態で、切り替えブロック６８
を操作部４のブロック収容凹部６１から待避した通常位置と、切り替えブロック６８を操
作部４のブロック収容凹部６１内に押し込む切り替え位置とに切り替えることにより、処
置具チャンネル１０の管路を切り替えることができる。そのため、処置具チャンネル１０
の管路を切り替える作業を容易に行うことができる。
【０１３３】
　なお、チャンネル切り替え機構６７は、内視鏡２の本体に組み込まれていても良い。
【０１３４】
　また、図１３Ａ，１３Ｂは、本発明の第４の実施の形態を示す。本実施の形態は、第１
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の実施の形態（図１Ａ乃至図７Ｃ参照）の内視鏡システム１のチャンネル切替機構２８の
構成をさらに次の通り変更したものである。なお、この変更部分以外は第１の実施の形態
の内視鏡システム１と同一構成になっており、第１の実施の形態の内視鏡システム１と同
一部分には同一の符号を付してここではその説明を省略する。
【０１３５】
　すなわち、本実施の形態では、図１３Ａに示すように内視鏡２の操作部４にチャンネル
切り替えシリンダ収容凹部８１が設けられている。このシリンダ収容凹部８１にはシリン
ダ８２が支軸８３を中心に回転可能に軸支されている。シリンダ８２は処置具チャンネル
１０を分岐する２つ（第１および第２）の通路８４，８５と操作レバー８６とを持つ。
【０１３６】
　一方の第１の通路８４は、曲がりのない孔であり、内視鏡２の観察時や試料の採取時に
、処置具１５を内視鏡２の先端へとガイドする。もう一方の第２の通路８５は、処置具挿
入口１３と生体試料採取ユニット８７の試料採取容器８８を結ぶ孔である。
【０１３７】
　また、シリンダ収容凹部８１および生体試料採取ユニット８７の外側にはゴムカバー８
９が装着される。このゴムカバー８９によってシリンダ収容凹部８１を塞いで外気より遮
断することにより、処置具チャンネル１０の気密性を確保する。
【０１３８】
　そして、本実施の形態のチャンネル切替機構２８の使用時にはゴムカバー８９の外から
シリンダ８２の操作レバー８６を回動操作する。このとき、図１３Ａに示すようにシリン
ダ８２が回転し、第１の通路８４がチャンネル１０上に位置すると、処置具１５を内視鏡
２の先端へとガイドする。
【０１３９】
　また、操作レバー８６を回動操作によって図１３Ｂに示すようにシリンダ８２が回転し
、第２の通路８５がチャンネル１０上に位置すると、処置具１５を試料採取容器８８内に
導く。
【０１４０】
　そこで、上記構成のものにあっては次の効果を奏する。すなわち、本実施の形態では内
視鏡２の操作部４に生体試料採取ユニット８７を装着した状態で、ゴムカバー８９の外か
らシリンダ８２の操作レバー８６を回動操作することにより、処置具チャンネル１０の管
路を切り替えることができる。そのため、処置具チャンネル１０の管路を切り替える作業
を容易に行うことができる。
【０１４１】
　また、図１４Ａ，１４Ｂは本発明の第５の実施の形態を示す。本実施の形態は、第１の
実施の形態（図１Ａ乃至図７Ｃ参照）の内視鏡システム１の生体試料採取ユニット２０の
構成をさらに次の通り変更したものである。なお、この変更部分以外は第１の実施の形態
の内視鏡システム１と同一構成になっており、第１の実施の形態の内視鏡システム１と同
一部分には同一の符号を付してここではその説明を省略する。
【０１４２】
　すなわち、本実施の形態では、図１４Ａに示すように複数のサンプル収納容器９１がド
ラム状に収納される円筒形の生体試料採取ユニット９２が設けられている。この生体試料
採取ユニット９２は、円筒形のマガジン９３を有する。
【０１４３】
　マガジン９３の内部には容器９１を保持するシリンダ９４と、このシリンダ９４の動力
手段９５とが配設されている。さらに、図１４Ｂに示すように、マガジン９３の最下部に
は内視鏡連結部９６が突設されている。
【０１４４】
　内視鏡２の操作部４には、生体試料採取ユニット９２の連結用の凹部９７が形成されて
いる。この凹部９７はマガジン９３の内視鏡連結部９６と凹凸嵌合可能な形状に形成され
ている。
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【０１４５】
　さらに、操作部４には、凹部９７に嵌合された内視鏡連結部９６を係脱可能に係止する
ロック機構９８と、このロック機構９８のロックを解除するロック解除用のボタン９９や
レバーとが設けられている。そして、ロック解除用のボタン９９やレバーの操作によって
マガジン９３の内視鏡連結部９６が操作部４の凹部９７に脱着自在に連結されている。
【０１４６】
　図１４Ａは内視鏡システム１の生体試料採取ユニット９２が内視鏡２の操作部４に取り
付けられる前の状態、図１４Ｂは生体試料採取ユニット９２が内視鏡２の操作部４に取り
付けられた状態をそれぞれ示す。
【０１４７】
　マガジン９３の上部には上部開口部１００、マガジン９３の下部には排出部１０１が配
設されている。そして、未使用の容器９１が上部開口部１００からマガジン９３の内部に
投入され、マガジン９３内のシリンダ９４に円周状に納められる。
【０１４８】
　また、シリンダ９４の動力手段９５は、例えばモータ、もしくはレバー等の手動でシリ
ンダ９４を回転駆動するものである。そして、この動力手段９５によりシリンダ９４を回
転駆動することができ、それにより容器９１はマガジン９３の円周上を移動することが可
能である。それぞれの容器９１は、バーコードやその他の手段により個別に識別され、目
的の容器９１を目的の位置に移動させ得る。
【０１４９】
　さらに、マガジン９３には容器９１を内視鏡連結部９６側に押圧する方向に付勢するば
ね部材１０２が設けられている。そして、容器９１を内視鏡連結部９６側に押し出す行程
では、容器９１はばね部材１０２に押され前進し、そのとき同時に容器カバー１０３が開
き、容器９１が内視鏡２の操作部４の分岐穴２７に挿入される状態で接続される。このと
き、ばね部材１０２の押圧力によって、容器９１は操作部４の分岐穴２７の周囲に密着さ
れており、内視鏡２の内部および試料容器９１の内部への外気の汚染は防がれる。
【０１５０】
　この状態で、第１の実施の形態と同様の操作で内視鏡用処置具１５が試料容器９１の内
部へ挿入され、内視鏡用処置具１５によって採取した採取試料が試料容器９１の内部に収
納される。
【０１５１】
　試料採取が終了した容器９１は再度、マガジン９３内へと後退し、動力手段９５により
回転するシリンダ９４によりマガジン９３内の他場所に移動するか、もしくは容器９１の
下部の排出部１０１から取り出される。
【０１５２】
　なお、容器９１の後退動作は、容器９１からの処置具１５の引き抜き動作に連動しても
良い。また、次の試料採取に用いる未使用容器９１も、シリンダ９４の回転によりマガジ
ン９３の最下部に移動される。
【０１５３】
　生体試料採取ユニット９２は、本体の一部または全部が透明な材質（ガラス、樹脂等）
により構成されるか、もしくは開口部が設けられている。これにより、生体試料採取ユニ
ット９２の内部の容器９１の数や試料採取の状態が生体試料採取ユニット９２の外部から
判別可能である。
【０１５４】
　また、図１５および図１６は、本発明の第６の実施の形態を示す。本実施の形態は、第
５の実施の形態（図１４Ａ，１４Ｂ参照）の円筒形の生体試料採取ユニット９２に代えて
図１５に示すように複数のサンプル収納容器１１１がマガジン１１２内に一列に並べて収
納される一列整列形の生体試料採取ユニット１１３を設けたものである。なお、この変更
部分以外は第５の実施の形態と同一構成になっており、第５の実施の形態と同一部分には
同一の符号を付してここではその説明を省略する。
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【０１５５】
　すなわち、本実施の形態では、マガジン１１２内の容器１１１は横置き状態で上下方向
に積層される状態で並べて収納されている。そして、各容器１１１は、自重、もしくは生
体試料採取ユニット１１３の蓋１１４に取付けられた弾性部材１１５により下方に付勢さ
れる。
【０１５６】
　さらに、生体試料採取ユニット１１３は第５の実施の形態と同じく、操作部４の凹部９
７に脱着自在に取付けられている。図１６は、本実施の形態の生体試料採取ユニット１１
３が内視鏡２の操作部４に取り付けられた状態を示す。ここで、生体試料採取ユニット１
１３の最下部の容器１１１は、試料採取時にはギヤ１１６により駆動されるレバー１１７
によって内視鏡連結部１１８側に押圧する方向に付勢されて内視鏡２に接続される。この
状態で、第１の実施の形態と同様の操作で内視鏡用処置具１５が試料容器１１１の内部へ
挿入され、内視鏡用処置具１５によって採取した採取試料が試料容器１１１の内部に収納
される。
【０１５７】
　試料採取が終了した容器１１１は下部容器排出部１１９から取り出される。また、生体
試料採取ユニット１１３の蓋１１４を開けることにより、生体試料採取ユニット１１３の
上部開口部１２０から順次新しい容器１１１の補給が可能である。
【０１５８】
　また、図１７は、本発明の第７の実施の形態を示す。本実施の形態は、第２の実施の形
態（図８および図９参照）の内視鏡システム１のサンプル収納容器２４の密閉手段のさら
に別の変形例を示す。
【０１５９】
　本実施の形態では、図１７に示すようにサンプル収納容器２４の開口部にゴム等の弾力
部材による複数、本実施の形態では３つの気密室１２１ａ、１２１ｂ、１２１ｃを設けて
いる。さらに、３つの気密室１２１ａ、１２１ｂ、１２１ｃの圧力を容器２４の内部より
高い圧力に設定することにより、試料挿入時に外気が容器２４の内部へ進入することを防
ぐことが出来る。
【０１６０】
　また、３つの気密室１２１ａ、１２１ｂ、１２１ｃに外気（酸素、窒素）と反応する物
質を封入しておくことにより、内部が正常な負圧に保たれているかどうかを容器２４の使
用前に判別することも可能となる。
【０１６１】
　また、各気密室１２１ａ、１２１ｂ、１２１ｃ間の隔壁１２２の一部を穿刺針１８の挿
入時に破壊される様に設けておき、かつ混合されると変色する２種類以上の物質を別個の
気密室１２１ａ、１２１ｂ、１２１ｃにそれぞれ封入することで、試料の封入／未封入が
容易に識別可能である。さらに、試料吐出後は穿刺針１８が処置具１５の操作ワイヤー部
から外れ、容器２４内に残ることで、試料の封入／未封入を判別可能にしても良い。
【０１６２】
　また、図１８は、本発明の第８の実施の形態を示す。本実施の形態は、第１の実施の形
態（図１Ａ乃至図７Ｃ参照）の内視鏡システム１のサンプル収納容器２４の構成を次の通
り変更したものである。
【０１６３】
　すなわち、本実施の形態では、第１の実施の形態のサンプル収納容器２４と同じ大きさ
の有底円筒状のケース１３１と、このケース１３１の開口部に装着されるアダプタ１３２
とを有する。このケース１３１の内部には第１の実施の形態のサンプル収納容器２４より
も小さい小型容器１３３が保持される。アダプタ１３２はケース１３１を密封し、かつ小
型容器１３３の試料挿入部に取付けられる。
【０１６４】
　さらに、アダプタ１３２には、内視鏡２の操作部４の外壁部のチャンネル分岐穴２７に
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挿入される円筒部１３４と、密封用のカバー１３５とを有する。そして、アダプタ１３２
の円筒部１３４が内視鏡２の操作部４の外壁部のチャンネル分岐穴２７に挿入されること
により、ケース１３１内の小型容器１３３が内視鏡２の操作部４に取付けられる。この状
態で、アダプタ１３２の円筒部１３４から内視鏡用処置具１５が小型容器１３３内に挿入
される。これにより、アダプタ１３２の内部の小型容器１３３に試料を挿入することがで
きるので、例えば従来から使用されている真空採血管等の小型容器１３３を試料採取容器
として用いることが可能である。また、容器カバー１３５により、小型容器１３３の内部
を密封状態にすることも可能である。
【０１６５】
　また、図１９および図２０は、本発明の第９の実施の形態を示す。本実施の形態は、内
視鏡システム１全体の構成を次の通り変更したものである。図１９は、本実施の形態の内
視鏡システム１４１全体の概略構成を示す。
【０１６６】
　本実施の形態の内視鏡システム１４１は、電子内視鏡１４２と、ビデオシステムセンタ
１４３と、モニタ１４４と、容器ストッカー１４５とを有する。電子内視鏡１４２は、体
内に挿入される細長い挿入部１４６と、この挿入部１４６の基端部に連結された操作部１
４７とを有する。挿入部１４６の先端部１４６ａにはＣＣＤなどの撮像素子を内蔵した観
察光学系を有する。そして、挿入部１４６の先端部１４６ａの観察光学系の撮像素子によ
って体内の観察目的部位の画像を撮像し、撮像素子によって電気信号に変換されてビデオ
システムセンタ１４３に送られる。この電気信号はビデオシステムセンタ１４３で処理さ
れてモニタ１４４に画像データが表示される。
【０１６７】
　また、電子内視鏡１４２の操作部１４７には処置具挿入口１４８と、第１の実施の形態
（図１Ａ乃至図７Ｃを参照）と同様の構成の生体試料採取ユニット２０が配設されている
。
【０１６８】
　次に、上記構成の本実施の形態の作用について図２０のフローチャートを参照して説明
する。処置具１５により生体組織を採取する際は、予め採取対象の生体組織、もしくは採
取している状況を電子内視鏡１４２によって撮像し、モニタ１４４の画面にその画像を表
示する（ステップＳ１）。
【０１６９】
　続いて、次のステップＳ２では、生体試料採取ユニット２０が電子内視鏡１４２の操作
部１４７に装着されているか、否かがビデオシステムセンタ１４３で確認される。ステッ
プＳ２で、生体試料採取ユニット２０が電子内視鏡１４２の操作部１４７に装着されてい
る状態が確認されない場合にはステップＳ１に戻される。ステップＳ２で、生体試料採取
ユニット２０が電子内視鏡１４２の操作部１４７に装着されている状態が確認された場合
には次のステップＳ３に進む。
【０１７０】
　ステップＳ３では、使用者は、生体試料採取の目的部位がモニタ１４４の画面で確認さ
れた時点で、採取決定ボタンを押し下げる。この採取決定ボタンは、ビデオシステムセン
タ１４３自体に設けられていても良い。
【０１７１】
　このボタンの押し下げ時に出力される信号ａはビデオシステムセンタ１４３に送られる
。そして、ビデオシステムセンタ１４３内ではこの信号ａを受け、複数の容器２４を保持
する容器ストッカー１４５に対し、容器２４の排出の指令ｂを出す（ステップＳ４）。
【０１７２】
　このとき、容器ストッカー１４５は容器排出指令ｂを受け、未使用の容器２４を排出す
る（ステップＳ５）。
【０１７３】
　本実施の形態では、複数の容器２４はバーコードやマイクロチップ等の個別識別手段を
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持つ。ストッカー１４５はそれら識別手段を読みとる機構を持ち、ビデオシステムセンタ
１４３の指令に応じた容器２４を排出せねばならない。使用者は排出された未使用容器２
４を内視鏡２の生体試料採取ユニット２０に取付け、採取した生体組織試料を容器２４内
に排出する（ステップＳ６）。
【０１７４】
　さらに、ビデオシステムセンタ１４３内では続いて信号電送時の撮影画像と、排出され
る容器２４の関連付けと記憶を行う（ステップＳ７）。このシステムにより、試料採取後
の容器２４と採取場所の画像を関連づけて記憶させることが出来、事後の試料の識別が容
易となる。
【０１７５】
　その後、次のステップＳ８で、生体組織の試料採取の終了か、否かが判断される。この
ステップＳ８で、生体組織の試料採取の終了と判断されない場合には次のステップＳ９に
進む。このステップＳ９では、使用者は試料採取済みの容器２４を電子内視鏡１４２の操
作部１４７から外し、さらに電子内視鏡１４２による観察を継続する。その後、ステップ
Ｓ３に戻される。
【０１７６】
　また、ステップＳ８で、生体組織の試料採取の終了と判断された場合には生体組織を採
取する作業が終了する。
【０１７７】
　また、図２１は、本発明の第１０の実施の形態を示す。本実施の形態は、第９の実施の
形態（図１９および図２０参照）の内視鏡システム１４１の容器２４と採取場所の画像を
関連づける動作の変形例を示す。
【０１７８】
　本実施の形態による内視鏡システム１４１の容器２４と採取場所の画像を関連づける動
作を図２１のフローチャートを参照して説明する。本実施の形態ではステップＳ１１～Ｓ
１２までは第９の実施の形態のステップＳ１～Ｓ２までと同様の操作が行われる。
【０１７９】
　ステップＳ１２で、生体試料採取ユニット２０が電子内視鏡１４２の操作部１４７に装
着されている状態が確認された場合には次のステップＳ１３に進む。ステップＳ１３では
、使用者は、内視鏡２、ビデオシステムセンタ１４３、もしくは容器ストッカー１４５に
取付けられた容器排出ボタン等を押し下げる。
【０１８０】
　このボタンの押し下げ時に出力される信号ａはビデオシステムセンタ１４３に送られる
。そして、ビデオシステムセンタ１４３内ではこの信号ａを受け、容器ストッカー１４５
に対し、容器２４の排出の指令ｂを出す（ステップＳ１４）。
【０１８１】
　このとき、容器ストッカー１４５は容器排出指令ｂを受け、未使用の容器２４を排出す
る（ステップＳ１５）。このとき、容器ストッカー１４５内の容器２４は例えば、バーコ
ードやＩＣタグがつけられている。これにより、容器ストッカー１４５内の容器２４は個
別に識別されており、排出された未使用容器２４の情報も容器ストッカー１４５からビデ
オシステムセンタ１４３に伝達され、記憶される（ステップＳ１６）。
【０１８２】
　続いて、使用者は排出された未使用容器２４を内視鏡２の生体試料採取ユニット２０に
取付ける（ステップＳ１７）。次のステップＳ１８では使用者は、生体試料採取の目的部
位がモニタ１４４の画面で確認された時点で、撮影ボタンを押し下げる。
【０１８３】
　このボタンの押し下げ時に出力される信号はビデオシステムセンタ１４３に送られる。
そして、ビデオシステムセンタ１４３内ではこの信号を受け、排出した容器２４と撮影画
像を関連付けして記憶する（ステップＳ１９）。
【０１８４】
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　その後、次のステップＳ２０で、生体組織の試料採取の終了か、否かが判断される。こ
のステップＳ２０で、生体組織の試料採取の終了と判断されない場合には次のステップＳ
１８に戻される。また、ステップＳ２０で、生体組織の試料採取の終了と判断された場合
には生体組織を採取する作業が終了する。
【０１８５】
　また、生体試料採取ユニット２０や内視鏡２に容器２４の識別手段を読みとる機構を持
ち、識別した情報をビデオシステムセンタ１４３に伝送することにより、容器２４と採取
場所の画像を関連づけても良い。
【０１８６】
　このように、生体試料を収容するための容器２４はバーコードやＩＣタグ等の識別手段
をつけておけば、患者、サンプリング部位、日時等の事項との照合が容易となる。例えば
、内視鏡２の画像上でサンプリング位置を特定して、これと試料の収容容器を対応させる
ことも可能となる。
【０１８７】
　これは、特に癌等で処置後の経過観察を行う場合に、経時的な変化を間違いなく調べる
ためには有効である。例えば、前立腺癌のように、同じ部位で複数の箇所のサンプリング
を行う場合に特に、有効である。
【０１８８】
　識別手段へは、患者、病理番号、サンプリング部位、サンプリング日時、サンプルの個
数や、標本作成日、検査結果（診断日、診断名、診断者）等の情報を記録することも可能
である。これらの情報を電子カルテへ応用することもできる。
【０１８９】
　以上のように、識別手段を用いると、検体の取り違いを防ぐことができる。
【０１９０】
　また、図２２および図２３Ａ，２３Ｂは、本発明の第１０の実施の形態を示す。図２２
は、本実施の形態の内視鏡システム２０１全体の概略構成を示す。なお、本実施の形態は
基本的な構成は図１の第１の実施の形態の内視鏡システム１と同じ構成であるので、第１
の実施の形態の内視鏡システム１と同一部分には同一の符号を付してここではその説明を
省略する。
【０１９１】
　すなわち、本実施の形態では、内視鏡２の操作部４に取り付けられている生体試料採取
ユニット２０２の取り付け位置が処置具挿入口１３の挿入側に配置されている点が第１の
実施の形態の内視鏡システム１と異なる。
【０１９２】
　本実施の形態の生体試料採取ユニット２０２は、第６の実施の形態（図１５および図１
６参照）の一列整列形の生体試料採取ユニット１１３とほぼ同様の構成になっている。こ
の生体試料採取ユニット２０２には、図２３Ｂに示すように生体試料を内部に保持する容
器１１１を入れるための窓（上部開口部１２０）と回収するための窓（下部容器排出部１
１９）があり、生体試料を内部に保持する容器１１１が少なくとも１つ準備されている。
本実施の形態では、複数の容器１１１があり、それらは上方向から供給され、下方向へ取
り出せる状態になっている。
　また、生体試料採取ユニット２０２のマガジン１１２の下部には処置具チャンネル１０
の処置具挿入口１３に連結される連通管路２０３が形成されている。この連通管路２０３
には内視鏡用処置具２１５が挿通されるようになっている。さらに、この連通管路２０３
にはマガジン１１２内の容器１１１が出し入れ可能になっている。
【０１９３】
　また、本実施の形態の内視鏡用処置具２１５は、試料採取手段２１７として開閉可能な
一対の把持鉗子２１８ａ，２１８ｂを有する生検鉗子２１８を用いた例を示す。生検鉗子
２１８は、処置具チャンネル１０を通して生体内に挿入される細長い可撓性チューブであ
る処置具挿入部２１６の先端部に一対の把持鉗子２１８ａ，２１８ｂが配置されている。
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一対の把持鉗子２１８ａ，２１８ｂは、処置具挿入部２１６の基端部に連結された処置具
操作部２１９によって開閉操作されるようになっている。
【０１９４】
　次に、上記構成の本実施の形態の作用について説明する。処置具２１５は生体試料採取
ユニット２０２内の連通管路２０３を通り、処置具挿入口１３から処置具チャンネル１０
に挿入される。そして、先端部の把持鉗子２１８ａ，２１８ｂが開閉操作され、把持鉗子
２１８ａ，２１８ｂ間に生体試料を把持する状態でサンプリングする。サンプリングを行
なった後に、処置具２１５が生体試料採取ユニット２０２内の連通管路２０３側に引き抜
かれる。このとき、生体試料をサンプリングした処置具２１５が生体試料採取ユニット２
０２内の連通管路２０３の後端側（入り口側）に向かって移動された際に、処置具２１５
が生体試料採取ユニット２０２内の連通管路２０３の外部まで引き抜かれることはない。
【０１９５】
　そして、処置具２１５が生体試料採取ユニット２０２内の連通管路２０３の後端側に移
動すると共に空の容器１１１が連通管路２０３に供給される。これにより、処置具２１５
から空容器１１１に生体試料を移すことができる位置にセットされる。この状態で、処置
具２１５を再び前進させて空の容器１１１内に挿入させる。さらに、この状態で、処置具
２１５の把持鉗子２１８ａ，２１８ｂを開操作することにより、把持されている生体試料
が脱落され、生体試料が容器１１１に入れられる。
【０１９６】
　その後、再び、処置具２１５を生体試料採取ユニット２０２内の連通管路２０３の後端
側に移動させる。この状態で、生体試料が入った容器１１１は下部容器排出部１１９側に
移動し、この下部容器排出部１１９から生体試料が入った容器１１１を外部に取り出す。
１人の患者から複数の部位をサンプリングする場合は、再び、処置具２１５が生体試料採
取ユニット２０２内の連通管路２０３を通り、処置具挿入口１３から処置具チャンネル１
０に挿入され、これらの操作を繰り返すこともできる。
【０１９７】
　そこで、上記構成のものにあっては次の効果を奏する。すなわち、本実施の形態では生
体試料をサンプリングした処置具２１５が生体試料採取ユニット２０２内の連通管路２０
３側に引き抜く際に、処置具１５が生体試料採取ユニット２０２内の連通管路２０３の外
部まで引き抜かれることはない。そのため、本実施の形態では処置具２１５を生体試料採
取ユニット２０２内の連通管路２０３の外に取り出すことなく、処置具２１５の把持鉗子
２１８ａ，２１８ｂによって採取した生体試料を生体試料採取ユニット２０２のサンプル
収納容器１１１に収容することができる。その結果、第１の実施の形態の内視鏡システム
１と同様に処置具２１５は外気に対し隔離されたままサンプル収納容器１１１の内部に挿
入され、処置具２１５の把持鉗子２１８ａ，２１８ｂより採取した試料が容器１１１の内
部に吐出される。これにより、生体試料そのものや外部環境へのコンタミネーションを防
止することができるので、内視鏡用処置具２１５によって採取した生体試料をより迅速に
安定化することで生体試料を新鮮な状態で保つことができ、正確な検査や診断を行なうこ
とができる。
【０１９８】
　さらに、サンプリングされた生体組織や組織液などの試料は、外部環境に全くさらされ
ることがなく容器１１１に収容可能となるので、生体試料へのコンタミネーションの恐れ
が全くなく、生体試料の劣化を低減することも可能である。そのため、検体間の採取条件
が一定に揃うので、試料間の標準化を実現することができる。
【０１９９】
　次に、内視鏡の中でも、硬性鏡を使用した硬性鏡システムに本発明を適用した本発明の
実施形態を以下に示す。硬性鏡は、体内に挿入される挿入部の部分に金属管などの硬質な
管体によって形成されたシースを備えている。そして、硬性鏡は、体内の外科手術や観察
を行う際、体外から外科侵襲を伴って挿入し用いられる。
【０２００】
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　腹腔内に対して用いられる多くの場合、硬性鏡は複数の要素からなるシステムで構成さ
れる。この硬性鏡システムは、主に光源と光学的結像手段を持った観察部（狭義の硬性鏡
）と、臓器の操作や手術を行う術具と、それらを体腔内に差し込む際のガイドとして用い
られる円筒状部材（トロッカー）とから構成される。
【０２０１】
　トロッカーは、通常、複数本、患者の体腔内に外部から差し込まれる。そのうちの一本
から観察部（硬性鏡）、その他のトロッカーから術具が差し込まれるのが通常である。術
具には臓器の切断や縫合を行う処置具、液体の吸引装置、腹腔を加圧するための加圧器等
がある。
【０２０２】
　図２４および図２５は、本発明の第１１の実施の形態を示す。本実施の形態は、硬性鏡
とは別個に体内に挿入される組織採取ユニット２２１を使用した例である。図２４に示す
ように、組織採取ユニット２２１には、管状のユニット本体２２２が設けられている。こ
のユニット本体２２２の外周部には、容器連結部２２３が突設されている。この容器連結
部２２３にはユニット本体２２２の内腔に連通される連通路２２４が形成されている。
【０２０３】
　ユニット本体２２２の内部には、容器連結部２２３の連通路２２４を開閉する通路切り
換え用の仕切り板２２５が配設されている。この仕切り板２２５は、図２４に示すように
ユニット本体２２２の内部通路を開き、容器連結部２２３の連通路２２４を閉じた状態と
、図２５に示すようにユニット本体２２２の内部通路を閉じ、容器連結部２２３の連通路
２２４を開いた状態とに切り換えるものである。容器連結部２２３には、サンプル容器２
２６が着脱可能に連結されるようになっている。
【０２０４】
　サンプル容器２２６は、有底円筒状の容器本体２２７と、この容器本体２２７の開口部
を閉塞する蓋体２２８とを有する。容器本体２２７の内部には、予め組織保存液２２９が
収容されている。この組織保存液２２９は、採取した生体試料を処理するための薬剤であ
っても良い。例えば、薬剤は、核酸の安定化剤であっても良い。また、この薬剤は、核酸
、タンパク質、細胞、組織、または、血液の処理剤であっても良い。さらに、薬剤は、ゲ
ルに含有されていてもよい。
【０２０５】
　蓋体２２８の中央部には、円筒状の連結筒部２３０が形成されている。この連結筒部２
３０は、組織採取ユニット２２１の容器連結部２２３に着脱可能に連結されるようになっ
ている。
【０２０６】
　蓋体２２８の内面には連結筒部２３０の内腔を開閉可能に閉塞する弁２３１が装着され
ている。この弁２３１は、常時は、連結筒部２３０の内腔を閉塞する方向に付勢されてい
る。これにより、この弁２３１は、組織採取ユニット２２１にサンプル容器２２６が連結
された状態で、サンプル容器２２６内の組織保存液２２９が逆流し、体内に侵入すること
や、容器２２６が組織採取ユニット２２１から外された際に、外気が容器２２６内に侵入
することを防ぐようになっている。
【０２０７】
　また、本実施の形態の組織採取ユニット２２１の使用時には、図２４に示すように、予
め患者の腹壁Ｈ２に、トロッカー２３２が差し込まれている。このトロッカー２３２には
、管路２３２ａ内を開閉可能に閉塞する弁２３２ｂが装着されている。この弁２３２ｂは
、常時は、トロッカー２３２の管路２３２ａを閉塞する方向に付勢されている。そして、
このトロッカー２３２に組織採取ユニット２２１のユニット本体２２２の先端部が接続さ
れる。このとき、組織採取ユニット２２１の容器連結部２２３には、予めサンプル容器２
２６が取付けられている。
【０２０８】
　この状態で、組織採取ユニット２２１のユニット本体２２２に処置具２３３が挿入され
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る。このとき、ユニット本体２２２の仕切り板２２５は容器連結部２２３の連通路２２４
を閉じる状態で保持されている。
【０２０９】
　また、処置具２３３は、弾力のある素材で構成され、可撓性を有している細長い挿入部
２３４を有する。この挿入部２３４の先端部には穿刺針２３５を有する。そして、処置具
２３３の挿入部２３４は、組織採取ユニット２２１のユニット本体２２２の内腔からトロ
ッカー２３２の内腔を通じて体内に侵入される。このとき、処置具２３３の挿入部２３４
の挿入によってトロッカー２３２の弁２３２ｂが押し開かれ、トロッカー２３２の管路２
３２ａが開かれる。そして、図示しない硬性鏡によって観察される視野内で、挿入部２３
４の先端部の穿刺針２３５が腹腔内の生体組織Ｈ３に穿刺され、腹腔内の生体組織Ｈ３か
ら生体試料のサンプルＨ４が採取される。
【０２１０】
　生体試料のサンプルＨ４を採取した後、処置具２３３の挿入部２３４は、手元側に引き
戻される。このとき、処置具２３３の挿入部２３４は、穿刺針２３５が仕切り板２２５の
手前側に移動する位置まで引き戻される。この状態では、トロッカー２３２の弁２３２ｂ
が閉塞位置に戻り、トロッカー２３２の管路２３２ａが閉塞される。
【０２１１】
　その後、図２５に示すように仕切り板２２５がユニット本体２２２の内部通路を閉じ、
容器連結部２２３の連通路２２４を開いた状態に切り換え操作される。この状態で、処置
具２３３の挿入部２３４が再度、ユニット本体２２２の内部通路を前方に押し込まれる。
このとき、処置具２３３の挿入部２３４は、容器連結部２２３の連通路２２４からサンプ
ル容器２２６内に導かれる。そして、処置具２３３の挿入部２３４がサンプル容器２２６
の蓋体２２８の連結筒部２３０から容器本体２２７の内部に挿入される。このとき、挿入
部２３４の穿刺針２３５が弁２３１を押し込むことにより、図２５に示すように弁２３１
が開き、挿入部２３４の穿刺針２３５が容器本体２２７の内部に挿入される。
【０２１２】
　続いて、容器本体２２７の内部にサンプルＨ４を納める。この手法では、サンプル容器
２２６を取り替えて、繰り返し生体試料のサンプルＨ４を採取することができる。
【０２１３】
　そこで、本実施の形態の組織採取ユニット２２１を使用して生体試料のサンプルＨ４を
採取する作業中は、トロッカー２３２及び組織採取ユニット２２１は外気から遮蔽されて
いる。そのため、体内への外気の侵入、もしくは体内の圧力が外部に漏出することを防ぐ
ことができる。なお、本実施の形態の穿刺針通路の切り替え機構には、前述した内視鏡の
チャンネル機構も適用可能である。
【０２１４】
　また、図２６～２８は、本発明の第１２の実施の形態を示す。本実施の形態は、第１１
の実施の形態（図２４および図２５参照）の組織採取ユニット２２１の構成を次の通り変
更したものである。
【０２１５】
　すなわち、本実施の形態では、組織採取ユニット２２１のユニット本体２２２の先端部
にユニット本体２２２の内腔を開閉可能に閉塞する弁２４１が装着されている。この弁２
４１は、常時は、ユニット本体２２２の内腔を閉塞する方向に付勢されている。なお、こ
の変更部分以外は第１１の実施の形態と同一構成になっており、第１１の実施の形態と同
一部分には同一の符号を付してここではその説明を省略する。
【０２１６】
　また、本実施の形態の組織採取ユニット２２１の使用時には、図２６に示すように、予
め患者の腹壁Ｈ２に、トロッカー２３２が差し込まれている。この状態で、トロッカー２
３２に組織採取ユニット２２１のユニット本体２２２の先端部が接続される。
【０２１７】
　その後、第１１の実施の形態と同様の操作により、処置具２３３の挿入部２３４が組織
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採取ユニット２２１のユニット本体２２２の内腔からトロッカー２３２の内腔を通じて体
内に侵入される。このとき、処置具２３３の挿入部２３４の挿入によってユニット本体２
２２の弁２４１と、トロッカー２３２の弁２３２ｂとがそれぞれ押し開かれ、ユニット本
体２２２の内腔と、トロッカー２３２の管路２３２ａとが開かれる。そして、図示しない
硬性鏡によって観察される視野内で、挿入部２３４の先端部の穿刺針２３５が腹腔内の生
体組織Ｈ３に穿刺され、腹腔内の生体組織Ｈ３から生体試料のサンプルＨ４が採取される
。
【０２１８】
　生体試料のサンプルＨ４を採取した後、処置具２３３の挿入部２３４は、手元側に引き
戻される。このとき、処置具２３３の挿入部２３４は、穿刺針２３５がユニット本体２２
２の弁２４１の手前側に移動する位置まで引き戻される。この状態では、トロッカー２３
２の弁２３２ｂが閉塞位置に戻り、トロッカー２３２の管路２３２ａが閉塞される。同様
に、ユニット本体２２２の弁２４１が閉塞位置に戻り、ユニット本体２２２の内腔が閉塞
される。
【０２１９】
　この状態で、図２６に示す様に、組織採取ユニット２２１はトロッカー２３２から外さ
れる。この時、トロッカー２３２及びユニット２２１は、弁２３２ｂ、２４１により内部
の気密が保たれる。
【０２２０】
　その後、図２７に示すように組織採取ユニット２２１のユニット本体２２２の先端部に
サンプル容器２２６が取付けられる。続いて、図２８に示すように容器２２６内に押し込
まれた穿刺針２３５から生体試料のサンプルＨ４が排出される。
【０２２１】
　そこで、本実施の形態によれば、患者の腹腔内から生体組織Ｈ３のサンプルＨ４を採取
をする手技中、サンプル容器２２６が邪魔にならない。また、可撓性の無い穿刺針２３５
も使用可能である。
【０２２２】
　また、上記に挙げた例では、穿刺針２３５だけではなく、例えば、鉗子や、その他の組
織回収のための種々の方法を用いる事が出来る。
【０２２３】
　また、図２９は、本発明の第１３の実施の形態を示す。本実施の形態は図２９に示す硬
性鏡２５１の処置具チャンネル２５２内を通して第１の実施の形態（図１Ａ乃至図７Ｃ参
照）で示した内視鏡用処置具１５を体内に挿入する構成にしたものである。なお、内視鏡
用処置具１５の構成は第１の実施の形態と同一構成であるので、第１の実施の形態と同一
部分には同一の符号を付してその説明を省略する。
【０２２４】
　本実施の形態の硬性鏡２５１には例えば金属管で形成された直管状の細長い硬質な挿入
部２５３が設けられている。この挿入部２５３の基端部には太径の操作部２５４が設けら
れている。挿入部２５３の先端部には観察光学系の観察窓２５５と、照明光学系の照明窓
２５６と、処置具チャンネル２５２の先端開口部２５２ａとが形成されている。
【０２２５】
　また、操作部２５４の外周面には観察用の接眼部２５７と、ライトガイド接続口金２５
８とが突設されている。接眼部２５７と観察窓２５５との間には観察窓２５５から入射さ
れる観察像を接眼部２５７まで伝送する図示しない画像伝送光学系が配設されている。さ
らに、ライトガイド接続口金２５８と照明窓２５６との間には照明光を伝送する図示しな
いライトガイドが配設されている。
【０２２６】
　操作部２５４の端末部には処置具チャンネル２５２の後端開口部２５２ｂが形成されて
いる。そして、内視鏡用処置具１５の処置具挿入部１６はこの後端開口部２５２ｂから処
置具チャンネル２５２の内部に挿入され、この処置具チャンネル２５２を通して生体内に
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挿入される。
【０２２７】
　さらに、操作部２５４の外壁部には、サンプル収納容器２４が着脱可能に連結される容
器接続部２５９が突設されている。この容器接続部２５９には、サンプル収納容器２４が
接続可能な容器接続口が形成されている。
【０２２８】
　次に、上記構成の本実施の形態の作用について説明する。本実施の形態の内視鏡用処置
具１５の使用時には予め硬性鏡２５１が患者の体内に挿入される。この硬性鏡２５１の挿
入時には例えばトロッカー（ｔｒｏｃａｒ）が使用される。このトロッカーは外套管と、
この外套管内に挿脱可能に挿入される穿刺針とを有する。そして、外套管内に穿刺針が挿
入されて組み付けられた状態で例えば患者の腹壁に刺入される。
【０２２９】
　さらに、患者の腹壁にトロッカーが刺入された後、外套管内から穿刺針が引き抜かれる
。そして、患者の腹壁に刺入された状態で残る外套管内に硬性鏡２５１が挿入され、この
トロッカーの外套管にガイドされる状態で硬性鏡２５１が患者の体内に挿入される。
【０２３０】
　続いて、硬性鏡２５１の処置具チャンネル２５２内を通して内視鏡用処置具１５が体内
に挿入される。その後、第１の実施の形態と同一の操作で、硬性鏡２５１の容器接続部２
５９に接続されたサンプル収納容器２４に生体試料が採取される。その後、処置具１５が
生体試料採取ユニット２０のサンプル収納容器２４から引き抜かれる。このとき、内視鏡
用処置具１５は、処置具チャンネル２５２の後端開口部２５２ｂから外部に引き抜かれる
。
【０２３１】
　そこで、本実施の形態でも硬性鏡２５１の処置具チャンネル２５２を通して生体内に内
視鏡用処置具１５の処置具挿入部１６を挿入させ、処置具挿入部１６の先端部の穿刺針１
８を生体組織に刺入させた状態で、シリンジによって生体組織を吸引採取した後、内視鏡
用処置具１５を引き抜き、図２４および図２５と同様にして、採取された生体組織をサン
プル収納容器２４に収容したり、種々の処理をすることができる。
【０２３２】
　本実施の形態では内視鏡用処置具１５は可撓性である必要があるが、図２３Ａ、２３Ｂ
のようなマガジンを操作部２５４の後部に接続可能にしておけば、内視鏡用処置具１５は
可撓性である必要はない。
【０２３３】
　さらに、本発明は上記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しな
い範囲で種々変形実施できることは勿論である。
【産業上の利用可能性】
【０２３４】
　本発明は、内視鏡のチャンネル内に挿通される処置具によりサンプリングされる生体試
料を収容することができる内視鏡システムと生体試料採取方法の技術分野で有効である。
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