
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
内視鏡の処置具挿通チャンネル内に挿脱自在に通される可撓性のあるチューブ状部材

、上記処置具挿通チャンネルの先端から外方に突出する部分が、外力を直接加えるこ
とによって真っ直ぐにすることができ外力を除去すれば元の円弧状の形状に戻る特性の円
弧状に湾曲形成され

てい
ることを特徴とする内視鏡の処置具案内具。
【請求項２】
上記円弧状湾曲部分が上記処置具挿通チャンネルの先端から突出した状態のときに上記チ
ューブ状部材を上記処置具挿通チャンネルの入り口部分に任意の回転方向に固定すること
ができる固定手段が設けられている請求項１ 内視鏡の処置具案内具。
【請求項３】
上記固定手段が、上記チューブ状部材の任意の部分を上記処置具挿通チャンネルの入口部
分に摩擦係止することができる請求項２記載の内視鏡の処置具案内具。
【請求項４】
上記円弧状湾曲部分の湾曲角度が９０度より大きい請求項１、２ 記載の内視鏡の処
置具案内具。
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から
なり

た内視鏡の処置具案内具であって、
上記円弧状湾曲部分が上記処置具挿通チャンネルの先端から突出した状態のときに上記内
視鏡の湾曲部内に位置する部分に、上記内視鏡の湾曲部の曲がりに沿って所定方向に曲が
る曲がり指向性部が、上記円弧状湾曲部分の湾曲方向に対して所定の向きに形成され

記載の

又は３



【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、内視鏡の処置具挿通チャンネル内に通して使用される処置具の先端を任意の
方向に誘導するための内視鏡の処置具案内具に関する。
【０００２】
【従来の技術】
内視鏡用の各種処置具は、処置具挿通チャンネルに通して使用され、その先端を患部に対
して正確に誘導する必要がある。
【０００３】
そこで従来は、処置具の先端部分を手元側からの遠隔操作によって屈曲させることができ
るようにしたものがあった（実公昭４８－７８３２号、特開平５－２５３１７８号）。
【０００４】
そのように構成すると、例えば図１３に示されるように、処置具９０の先端部分９１を患
部１００の方向に向けることができる。しかし、処置具９０の先端部分９１を患部１００
に近づけようとして、内視鏡１の処置具挿通チャンネル２から処置具９０を押し出すと、
処置具９０の先端部分９１は、処置具挿通チャンネル２の軸線方向に移動するので、患部
１００に到達することができない。
【０００５】
そこで、手元側からの遠隔操作によって傾動可能な操作管内に生検鉗子（処置具）を導通
させて操作管の先端から生検鉗子の先端を突出させ、傾動した操作管の軸線方向に生検鉗
子の先端が押し出されるようにしたものなどがある（実開昭５３－１０７０８６号）。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、そのような操作管付きの生検鉗子を使用するには、内視鏡に対する各種操作と、
操作管を保持しながら生検鉗子を処置具挿通チャンネル内に送り出して組織採取カップを
開閉させる操作に加えて、さらに操作管の傾動操作等が必要であり、操作が非常に複雑な
ため実用性がない。
【０００７】
そこで本発明は、処置具の先端を所望の方向に正確かつ容易に誘導することができる内視
鏡の処置具案内具を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するため、本発明の内視鏡の処置具案内具は、内視鏡の処置具挿通チャ
ンネル内に挿脱自在に通される可撓性のあるチューブ状部材であって、上記処置具挿通チ
ャンネルの先端から外方に突出する部分が円弧状に湾曲形成されていることを特徴とする
。
【０００９】
なお、上記円弧状湾曲部分が上記処置具挿通チャンネルの先端から突出した状態のときに
上記チューブ状部材を上記処置具挿通チャンネルの入り口部分に任意の回転方向に固定す
ることができる固定手段が設けられていてもよく、上記固定手段が、上記チューブ状部材
の任意の部分を上記処置具挿通チャンネルの入口部分に摩擦係止することができるように
してもよい。
【００１０】
また、上記円弧状湾曲部分が上記処置具挿通チャンネルの先端から突出した状態のときに
上記内視鏡の湾曲部内に位置する部分に、上記湾曲部の曲がりに沿って所定方向に曲がる
曲がり指向性部が、上記円弧状湾曲部分の湾曲方向に対して所定の向きに形成されていて
もよい。
【００１１】
なお、上記円弧状湾曲部分の湾曲角度が９０度より大きくてもよい。
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【００１２】
【発明の実施の形態】
図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
図１は、内視鏡１の処置具挿通チャンネル２内に挿通された処置具案内具１０に、例えば
生検鉗子等の処置具２０が通された状態を示している。
【００１３】
内視鏡１は、細長い挿入部可撓管３の基端に操作部４が連結されていて、挿入部可撓管３
の先端に連結された屈曲自在な湾曲部５は、操作部４に配置された操作ノブ６を操作する
ことによって任意の方向に任意の角度屈曲させることができる。７は、湾曲部５の先端に
連結された先端部本体であり、対物レンズ等が内蔵されている。
【００１４】
処置具案内具１０は、全体として処置具挿通チャンネル２内に挿脱自在な可撓性チューブ
によって形成されている。その材料としては、例えばポリイミド、ナイロン、四フッ化エ
チレン等のようにやや硬めで柔軟性のある合成樹脂が用いられる。
【００１５】
処置具案内具１０の先端近傍の部分には、所定の曲率半径で所定の角度だけ円弧状に湾曲
する曲がり癖が付けられた円弧状湾曲部１１が形成されている。ただし、その部分も可撓
性があるので、外力を加えることによって真っ直ぐにすることができ、外力を除去すれば
再び元の円弧状湾曲に復帰する。
【００１６】
処置具案内具１０の基端部には、操作部４の下端部付近に突設された処置具挿通チャンネ
ル２の挿入口金２ａに外側からきつく嵌合させて、挿入口金２ａに対して任意の回転方向
で固定することができる固定口金１２が取り付けられている。
【００１７】
処置具案内具１０の全長は、処置具挿通チャンネル２の全長より少し長めに形成されてお
り、処置具案内具１０を処置具挿通チャンネル２内にいっぱいに挿入して、固定口金１２
を処置具挿通チャンネル２の挿入口金２ａに固定した時、先端の円弧状湾曲部１１が先端
部本体７に形成された処置具挿通チャンネル２の出口から前方に突出するようになってい
る。
【００１８】
このように構成された処置具案内具１０は、処置具挿通チャンネル２に対して挿入口金２
ａ側から挿入され、先端の円弧状湾曲部１１は、処置具挿通チャンネル２内を通過する際
には処置具挿通チャンネル２の形状に沿うように変形し、処置具挿通チャンネル２の先端
から外部に突出すると再び元の湾曲形状に戻る。
【００１９】
したがって、処置具挿通チャンネル２の入口の挿入口金２ａに対して固定口金１２を固定
する方向性によって、先端部本体７に対する円弧状湾曲部１１の湾曲方向を任意に調整し
てその状態を固定することができる。なお、円弧状湾曲部１１は内視鏡の視野内に入るの
で、円弧状湾曲部１１の向きは、内視鏡で観察しながら所望の方向に正確に調整すること
ができる。
【００２０】
次いで、処置具案内具１０に対して、その入口である固定口金１２側から生検鉗子等の処
置具２０を挿入する。処置具２０は、全長にわたって密着巻きのコイルパイプによって形
成された可撓性シース２１の先端に組織片採取用の鉗子カップ２２が取り付けられており
、可撓性シース２１の手元側に取り付けられた操作部２３に設けられたスライダ２３ａを
進退操作することにより、先端の鉗子カップ２２を開閉させることができる。
【００２１】
そこで、鉗子カップ２２を閉じた状態で、処置具案内具１０の入口部である固定口金１２
に鉗子カップ２２側から処置具２０の可撓性シース２１を挿入すると、図１に示されるよ
うに、鉗子カップ２２が処置具案内具１０の先端から処置具案内具１０の前方に向けて突
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出する。
【００２２】
このとき、処置具案内具１０の基端に連結された固定口金１２が処置具挿通チャンネル２
の挿入口金２ａに固定されているので、処置具案内具１０に全く触れることなく、処置具
案内具１０の円弧状湾曲部１１が向けられている所望の方向に向けて処置具２０の先端部
分を突出させることができる。
【００２３】
このとき、内視鏡１を操作するドクターは、内視鏡１の操作部４を把持する左手で処置具
操作部２３を操作し、右手で処置具２０の可撓性シース２１を押し引きする操作を行い、
全ての操作を一人で比較的容易に行うことができる。なお、処置具操作部２３の操作を助
手が行うようにすれば、操作がより容易になる。
【００２４】
処置具案内具１０の円弧状湾曲部１１を所望の方向に向けるのに、内視鏡１の湾曲部５の
屈曲を利用できるようにしてもよい。この場合には、挿入口金２ａに対する固定口金１２
の係合状態を緩めておくのがよい。
【００２５】
図２は、そのような処置具案内具１０の一例を示しており、処置具案内具１０の円弧状湾
曲部１１が処置具挿通チャンネル２の先端から突出した状態のときに内視鏡１の湾曲部５
内に位置する部分に、曲がり指向性部１３が形成されている。
【００２６】
この曲がり指向性部１３は、例えば２点鎖線で示されるように、円弧状湾曲部１１の湾曲
方向と同一方向に形成された曲がり癖であり、図３に示されるように、曲がり指向性部１
３の曲がり方向は内視鏡１の湾曲部５内の処置具挿通チャンネル２の曲がり方向と一致す
る。
【００２７】
したがって、処置具案内具１０先端の円弧状湾曲部１１は必ず内視鏡１の湾曲部５の湾曲
方向と同じ方向を向くので、円弧状湾曲部１１の先端を所望の方向に向けて、処置具２０
の先端を所望の方向に向けて突出させることができる。
【００２８】
図４に示されるように、曲がり指向性部１３の曲がり方向を円弧状湾曲部１１の湾曲方向
と逆向きにすれば、図５に示されるように、円弧状湾曲部１１は必ず湾曲部５の湾曲方向
と逆方向を向くことになる。
【００２９】
なお、曲がり指向性部１３は必ずしも曲がり癖である必要はなく、例えば処置具案内具１
０のチューブの一方向の肉厚を薄く形成しておけば、曲がり指向性部１３部分を真っ直ぐ
に形成しても、曲がり指向性部１３は内視鏡１の湾曲部５内において肉厚の薄い方向に曲
がることになる。
【００３０】
上述の各実施の形態のように構成された処置具案内具１０を用いて、図６に示されるよう
に、屈曲した管腔内にある患部１００に対して処置具案内具１０の先端を向けて処置具２
０を押し出せば、矢印Ａに示されるように処置具２０が患部１００に対して真っ直ぐに押
しつけられ、患部１００を正確かつ容易に狙撃することができる。
【００３１】
図７は、本発明の処置具案内具１０を気管支用の内視鏡１に用いている状態を示しており
、本発明の処置具案内具１０を用いることによって、通常では挿入困難な右上方向の気管
支上葉等に、細胞診ブラシ等の処置具２０を挿入することができる。
【００３２】
図８は、本発明の処置具案内具１０を胃用の内視鏡１に用いている状態を示しており、内
視鏡の湾曲操作だけでは注射するのが困難な胃上部大湾部等の患部１００に対して、内視
鏡用注射針等の処置具２０を真っ直ぐに押し当てて注射することができる。
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【００３３】
図９は、本発明の処置具案内具１０を大腸用の内視鏡１に用いている状態を示しており、
通常は狙撃するのが困難な屈曲した管腔内において、処置具２０で患部１００を正面から
狙撃することができる。
【００３４】
図１０は、本発明の処置具案内具１０を十二指腸用の内視鏡１に用いている状態を示して
おり、通常は前方視型の内視鏡では不可能とされている膵胆管への処置具２０（例えば造
影チューブ）の挿入を行うことができる。
【００３５】
なお、これを行うためには、図１０に示されるように、処置具案内具１０先端の円弧状湾
曲部１１の屈曲角度θが９０度より大きい（例えば９０～１２０度）ことが必要である。
【００３６】
図１１は、極細の内視鏡１（ベビースコープ）にバスケット型回収具等の処置具２０を通
して肝内結石２００を採取する状態を示しており、このような場合の処置具２０の誘導に
も本発明は有効である。
【００３７】
図１２は、処置具案内具１０のチューブの任意の部分を処置具挿通チャンネル２の挿入口
金２ａ部分に摩擦係止するための摩擦係止具９を、挿入口金２ａに取り付けたものである
。
【００３８】
この場合には、第１図の実施の形態等に比べて処置具案内具１０が長く形成されていて、
その手元側端部には処置具２０を挿入するための口金１３が取り付けられている。
【００３９】
摩擦係止具９は、例えば処置具案内具１０が通過するスリットが中央部に穿設されたゴム
製の栓体状のものであり、スリット通過部において処置具案内具１０に作用する摩擦力に
よって、処置具案内具１０が軸線方向及び回転方向の両方に係止され、先端の円弧状湾曲
部１１を任意の方向に静止させることができる。
【００４０】
【発明の効果】
本発明によれば、内視鏡の処置具挿通チャンネル内に挿脱自在に通される可撓性のあるチ
ューブ状部材の、処置具挿通チャンネルの先端から外方に突出する部分を円弧状に湾曲形
成したので、チューブ状部材の軸線中心の回転方向をコントロールすることにより、処置
具の先端を所望の方向に正確かつ容易に誘導することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態の処置具案内具が内視鏡にセットされた状態の全体構
成図である。
【図２】本発明の第２の実施の形態の処置具案内具の先端部分の側面図である。
【図３】本発明の第２の実施の形態の処置具案内具が内視鏡にセットされた状態の先端部
分の側面断面図である。
【図４】本発明の第３の実施の形態の処置具案内具の先端部分の側面図である。
【図５】本発明の第３の実施の形態の処置具案内具が内視鏡にセットされた状態の先端部
分の側面断面図である。
【図６】本発明の実施の形態の処置具案内具の使用状態を例示する側面図である。
【図７】本発明の実施の形態の処置具案内具の使用状態を例示する略示図である。
【図８】本発明の実施の形態の処置具案内具の使用状態を例示する略示図である。
【図９】本発明の実施の形態の処置具案内具の使用状態を例示する略示図である。
【図１０】本発明の実施の形態の処置具案内具の使用状態を例示する略示図である。
【図１１】本発明の実施の形態の処置具案内具の使用状態を例示する略示図である。
【図１２】本発明の第４の実施の形態の処置具案内具が内視鏡にセットされた状態の全体
構成図である。
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【図１３】従来例の動作説明図である。
【符号の説明】
１　内視鏡
２　処置具挿通チャンネル
３　挿入部可撓管
５　湾曲部
１０　処置具案内具
１１　円弧状湾曲部分
２０　処置具
２１　可撓性シース 10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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