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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内針と外針とからなる生検針と、内針及び外針の一方を保持し、装置本体に針軸方向に
移動自在に設けられた第１のスライド部材と、内針及び外針の他方を保持し、装置本体に
針軸方向に移動自在に設けられた第２のスライド部材と、第１のスライド部材を針先方向
に付勢する第１の発射バネと、第２のスライド部材を針先方向に付勢する第２の発射バネ
と、第１のスライド部材を針先の反対方向所定位置でロックする第１のロック部材と、第
２のスライド部材を針先の反対方向所定位置でロックする第２のロック部材と、第１及び
第２のロック部材のロックを解除するロック解除部材とを備え、第１及び第２のスライド
部材を第１及び第２の発射バネに抗して針先の反対方向に移動するとともに、第１及び第
２のロック部材でロックし、ロック解除部材によって第１及び第２のスライド部材のロッ
クを解除することにより、第１及び第２の発射バネによって内針及び外針を第１及び第２
のスライド部材と共に針先方向に移動させるようにした生検装置において、
　一端側を装置本体に回動自在に連結され、装置本体と共に使用者が片手で握ることによ
り装置本体側に回動操作可能なレバーと、
　レバーを１回目の操作により装置本体側に回動すると、レバーの回動に連動して第１の
スライド部材を針先の反対方向に移動させ、レバーを１回目の操作前の位置に戻した後、
２回目の操作により装置本体側に回動すると、レバーの回動に連動して第２のスライド部
材を針先の反対方向に移動させる連動機構とを備え、
　連動機構を、第１のスライド部材に係止する第１の係止部材と、第２のスライド部材に
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係止する第２の係止部材と、第１及び第２の係止部材をレバーの回動に連動して第１及び
第２のスライド部材の移動方向に移動させる第３のスライド部材と、一端を第３のスライ
ド部材に回動自在に連結され、他端がレバーに設けた長孔に移動自在に係合する第１のリ
ンクと、一端を第１のリンクの他端に連結され、他端を装置本体に回動自在に連結された
第２のリンクとから構成し、
　レバーの１回目の操作時に第１の係止部材が第１のスライド部材に係止して第１のスラ
イド部材を移動させ、レバーの２回目の操作時に第２の係止部材が第２のスライド部材に
係止して第２のスライド部材を移動させるように構成した
　ことを特徴とする生検装置。
【請求項２】
　前記レバーの２回目の操作時にレバーを装置本体側に回動した状態でロックする第３の
ロック部材を備えた
　ことを特徴とする請求項１記載の生検装置。
【請求項３】
　第１及び第２のスライド部材の移動量を複数段階に切り換える切換部材を備えた
　ことを特徴とする請求項１または２記載の生検装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば肝臓や腎臓など、生体の組織の一部を採取するために用いられる生検
装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の生検針としては、先端側の外周面に切り欠き部を有する内針と、内針が
挿入される中空状の外針とを備え、内針の先端部を外針の先端から前方に突出させた状態
で組織内に刺入した後、外針を前方に移動させながら内針に被せることにより、内針の切
り欠き部に組織の一部を取り込んで採取するようにしたものが知られている。
【０００３】
　また、前記生検針を駆動する生検装置としては、内針を保持する第１のスライド部材と
、外針を保持する第２のスライド部材と、第１のスライド部材を針先方向に付勢する第１
の発射バネと、第２のスライド部材を針先方向に付勢する第２の発射バネとを備え、装置
本体の操作ハンドルを回動操作することにより、第１及び第２のスライド部材をそれぞれ
第１及び第２の発射バネに抗して針先の反対方向に移動してロックし、装置本体のロック
解除ボタンを操作して第１及び第２のスライド部材のロックを順次解除することにより、
第１及び第２の発射バネの復元力によって内針及び外針をそれぞれ針先方向に移動させる
ようにしたものが知られている（例えば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特公平６－２８６６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、前記生検装置では、装置本体の操作ハンドルを回動操作する際、一方の
手で装置本体を把持し、他方の手で操作ハンドルを操作するようになっているため、内針
及び外針を発射前の状態にセットするためには両手を使う必要がある。
【０００６】
　一方、前記生検装置を用いて生体の組織の一部を採取する場合、針先を確実に採取位置
まで到達させるために、超音波を用いて生検針の先端を検出しながら刺入位置を確認する
方法がとられる場合があるが、その際、一方の手で生検装置を操作し、他方の手で超音波
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プローブの操作を行うことができれば、医療現場での生検装置の取り扱い性を向上させる
ことができる。
【０００７】
　本発明は前記問題点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、内針及び
外針を発射前の状態にセットするための操作を片手で容易に行うことのできる生検装置を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は前記目的を達成するために、内針と外針とからなる生検針と、内針及び外針の
一方を保持し、装置本体に針軸方向に移動自在に設けられた第１のスライド部材と、内針
及び外針の他方を保持し、装置本体に針軸方向に移動自在に設けられた第２のスライド部
材と、第１のスライド部材を針先方向に付勢する第１の発射バネと、第２のスライド部材
を針先方向に付勢する第２の発射バネと、第１のスライド部材を針先の反対方向所定位置
でロックする第１のロック部材と、第２のスライド部材を針先の反対方向所定位置でロッ
クする第２のロック部材と、第１及び第２のロック部材のロックを解除するロック解除部
材とを備え、第１及び第２のスライド部材を第１及び第２の発射バネに抗して針先の反対
方向に移動するとともに、第１及び第２のロック部材でロックし、ロック解除部材によっ
て第１及び第２のスライド部材のロックを解除することにより、第１及び第２の発射バネ
によって内針及び外針を第１及び第２のスライド部材と共に針先方向に移動させるように
した生検装置において、一端側を装置本体に回動自在に連結され、装置本体と共に使用者
が片手で握ることにより装置本体側に回動操作可能なレバーと、レバーを１回目の操作に
より装置本体側に回動すると、レバーに連動して第１のスライド部材を針先の反対方向に
移動させ、レバーを１回目の操作前の位置に戻した後、２回目の操作により装置本体側に
回動すると、レバーに連動して第２のスライド部材を針先の反対方向に移動させる連動機
構とを備え、連動機構を、第１のスライド部材に係止する第１の係止部材と、第２のスラ
イド部材に係止する第２の係止部材と、第１及び第２の係止部材をレバーの回動に連動し
て第１及び第２のスライド部材の移動方向に移動させる第３のスライド部材と、一端を第
３のスライド部材に回動自在に連結され、他端がレバーに設けた長孔に移動自在に係合す
る第１のリンクと、一端を第１のリンクの他端に連結され、他端を装置本体に回動自在に
連結された第２のリンクとから構成し、レバーの１回目の操作時に第１の係止部材が第１
のスライド部材に係止して第１のスライド部材を移動させ、レバーの２回目の操作時に第
２の係止部材が第２のスライド部材に係止して第２のスライド部材を移動させるように構
成している。
【０００９】
　これにより、使用者がレバーを装置本体と共に片手で握ることにより、レバーを１回目
の操作により装置本体側に回動すると、外針が針先の反対方向に移動するようにレバーの
回動に連動して第１のスライド部材が移動し、レバーを１回目の操作前の位置に戻した後
、２回目の操作により装置本体２側に回動すると、内針が針先の反対方向に移動するよう
にレバーの回動に連動して第２のスライド部材が移動することから、内針及び外針を発射
前の状態にセットするための操作を片手で持ちながら容易に行うことができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、内針及び外針を発射前の状態にセットするための操作を片手で持ちな
がら容易に行うことができるので、例えば一方の手で生検装置を操作し、他方の手で他の
作業（例えば超音波プローブの操作）を行うことができ、医療現場での取り扱いに優れる
という利点がある。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施形態を示す生検装置の斜視図
【図２】装置本体の平面図
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【図３】装置本体の底面断面図
【図４】生検針の部分側面図
【図５】図２のＡ－Ａ線矢視方向における生検装置の動作を示す側面断面図
【図６】図２のＡ－Ａ線矢視方向における生検装置の動作を示す側面断面図
【図７】図２のＡ－Ａ線矢視方向における生検装置の動作を示す側面断面図
【図８】図２のＡ－Ａ線矢視方向における生検装置の動作を示す側面断面図
【図９】図２のＢ－Ｂ線矢視方向における生検装置の動作を示す側面断面図
【図１０】図２のＢ－Ｂ線矢視方向における生検装置の動作を示す側面断面図
【図１１】図２のＢ－Ｂ線矢視方向における生検装置の動作を示す側面断面図
【図１２】図２のＢ－Ｂ線矢視方向における生検装置の動作を示す側面断面図
【図１３】生検装置の動作を示す底面断面図
【図１４】生検装置の動作を示す底面断面図
【図１５】生検装置の動作を示す底面断面図
【図１６】生検装置の動作を示す底面断面図
【図１７】生検装置の動作を示す底面断面図
【図１８】生検装置の動作を示す底面断面図
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図１乃至図１８を参照し、本発明の一実施形態について説明する。
【００１３】
　本実施形態の生検装置は、人体に刺入する生検針１と、生検針１の内針１ａ及び外針１
ｂがそれぞれ針軸方向に移動自在に取り付けられた装置本体２と、外針１ｂと共に装置本
体２の長手方向に移動する第１のスライド部材３と、内針１ａと共に装置本体２の長手方
向に移動する第２のスライド部材４と、第１のスライド部材を針先方向に付勢する第１の
発射バネ５と、第２のスライド部材４を針先方向に付勢する第２の発射バネ６と、第１の
スライド部材３を針先の反対方向所定位置でロックする第１のロック部材７と、第２のス
ライド部材４を針先の反対方向所定位置でロックする第２のロック部材８と、第１及び第
２のロック部材７，８のロックを解除するロック解除部材９と、一端側を装置本体２に回
動自在に連結されたレバー１０と、レバー１０の回動操作に連動して装置本体２の長手方
向に移動する第３のスライド部材１１と、第１のスライド部材３に係止して第３のスライ
ド部材１１と共に第１のスライド部材３を針先の反対方向に移動させる第１の係止部材１
２と、第２のスライド部材４に係止して第３のスライド部材１１と共に第２のスライド部
材４を針先の反対方向に移動させる第２の係止部材１３と、レバー１０を装置本体２側に
回動した状態でロックする第３のロック部材１４と、第３のロック部材１４を第２のスラ
イド部材４の当接によってレバー１０との係合方向に押圧する押圧部材１５と、内針１ａ
及び外針１ｂの突出量を切り換える切換部材１６とから構成されている。尚、第３のスラ
イド部材１１、第１の係止部材１２及び第２の係止部材１３によって連動機構を構成して
いる。
【００１４】
　生検針１の内針１ａは、先端部を鋭利に形成された中実状の部材からなり、先端側の外
周面には切り欠き部１ｃが設けられている。
【００１５】
　生検針１の外針１ｂは、先端の開口端を鋭利に形成された中空の円筒状部材からなり、
その内部には内針１ａが移動自在に挿入されている。
【００１６】
　装置本体２は使用者が手指で把持可能な縦長の箱状部材からなり、その長手方向一端か
ら生検針１が外部に突出している。装置本体２の上面には長手方向に延びる幅方向一対の
長孔２ａが設けられ、各長孔２ａの間には第３のスライド部材１１を案内するガイドレー
ル２ｂが設けられている。また、装置本体２の一端側の上面にはレバー１０が連結される
連結部２ｃが設けられ、他端側の上面には第３のロック部材１４が配置される開口部２ｄ
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が設けられている。
【００１７】
　第１のスライド部材３は装置本体２の長手方向に延びるように形成され、装置本体２内
の幅方向一端側に長手方向に移動自在に設けられている。第１のスライド部材３には第１
の係止部材１２が係止する係止部３ａが設けられ、係止部３ａは装置本体２の一方の長孔
２ａから上方に突出している。第１のスライド部材３の下面側には外針１ｂの基端側を保
持する針保持部３ｂが設けられ、針保持部３ｂの一側面には第１のロック部材７が係止す
る凹部３ｃが設けられている。また、針保持部３ｂには第２のスライド部材４に当接する
当接部材３ｄが装置本体２の長手方向に移動自在に設けられ、当接部材３ｄは図示しない
スプリングによって装置本体２の他端側に付勢されている。
【００１８】
　第２のスライド部材４は装置本体２の長手方向に延びるように形成され、装置本体２内
の幅方向中央側に長手方向に移動自在に設けられている。第２のスライド部材４には第１
の係止部材１３が係止する係止部４ａが設けられ、係止部４ａは装置本体２の他方の長孔
２ａから上方に突出している。第２のスライド部材４の下面側には内針１ａの基端側を保
持する針保持部４ｂが設けられ、針保持部４ｂの一側面には第２のロック部材８が係止す
る凹部４ｃが設けられている。針保持部４ｂは、第１のスライド部材３が装置本体２の長
手方向他端側に移動すると、第１のスライド部材３の当接部材３ｄが当接して装置本体２
の長手方向他端側に向かって所定距離だけ移動するようになっている。
【００１９】
　第１の発射バネ５は第１のスライド部材３を装置本体２の長手方向一端側に向かって付
勢するコイルスプリングからなり、その一部は第１のスライド部材３内に挿入されている
。
【００２０】
　第２の発射バネ６は第２のスライド部材４を装置本体２の長手方向一端側に向かって付
勢するコイルスプリングからなり、その一部は第２のスライド部材４内に挿入されている
。
【００２１】
　第１のロック部材７は、第１のスライド部材３の凹部３ｃに係合する係合部７ａと、ロ
ック解除部材９によって押圧される押圧部７ｂとを有し、装置本体２内の長手方向一端側
に回動自在に設けられている。また、第１のロック部材７は、スプリング７ｃによって凹
部３ｃとの係合方向に付勢されている。
【００２２】
　第２のロック部材８は、第２のスライド部材４の凹部４ｃに係合する係合部８ａと、ロ
ック解除部材９によって押圧される押圧部８ｂとを有し、装置本体２内の長手方向他端側
に回動自在に設けられている。また、第２のロック部材８は、スプリング８ｃによって凹
部４ｃとの係合方向に付勢されている。
【００２３】
　ロック解除部材９は装置本体２の長手方向に延びるように形成され、装置本体２内の幅
方向他端側に長手方向に移動自在に設けられている。ロック解除部材９は、第１のロック
部材７の押圧部７ｂ及びスプリング７ｃを収容する第１の切り欠き部９ａと、第２のロッ
ク部材８の押圧部８ｂ及びスプリング８ｃを収容する第２の切り欠き部９ｂとを有し、長
手方向一端側に配置したスプリング９ｃによって他端側に付勢されている。ロック解除部
材９の他端には第１の操作ボタン９ｄが設けられ、第１の操作ボタン９ｄをロック解除部
材９の一端側に向かって押圧すると、ロック解除部材９が装置本体２の長手方向一端側に
向かって移動するようになっている。また、装置本体２の側面には第２の操作ボタン９ｅ
が装置本体２の幅方向に移動自在に設けられ、第２の操作ボタン９ｅを押圧すると、第２
の操作ボタン９ｅの先端に形成した傾斜面がロック解除部材９の当接部（図示せず）に当
接し、傾斜面の案内によってロック解除部材９が装置本体２の長手方向一端側に向かって
移動するようになっている。即ち、ロック解除部材９は、第１及び第２の操作ボタン９ｄ



(6) JP 5001987 B2 2012.8.15

10

20

30

40

50

，９ｅの一方の操作により装置本体２の長手方向一端側に向かって移動すると、第２の切
り欠き部９ｂの内面が第２のロック部材８の押圧部８ｂに当接して第２のロック部材８を
凹部４ｃとの係合解除方向に回動させた後、第１の切り欠き部９ａの内面が第１のロック
部材７の押圧部７ｂに当接して第１のロック部材７を凹部３ｃとの係合解除方向に回動さ
せるようになっている。
【００２４】
　レバー１０は下面を開口した蓋状の部材からなり、下面が装置本体２の上面と同等の大
きさになるように縦長に形成されている。レバー１０の一端側は支軸１０ａを介して装置
本体２の連結部２ｃに回動自在に連結され、支軸１０ａに取り付けられた捩りコイルバネ
１０ｂによって装置本体２の反対方向に付勢されている。レバー１０の他端側には第３の
ロック部材１４が係合する係合部１０ｃが設けられ、係合部１０ｃはレバー１０の内面下
端縁から上方に向かって鉤状をなすように形成されている。また、レバー１０の両側面に
は長手方向に延びる長孔１０ｄが設けられている。
【００２５】
　第３のスライド部材１１は装置本体２の上面に配置され、装置本体２のガイドレール２
ｂに装置本体２の長手方向に移動自在に係合している。第３のスライド部材１１は、第１
のリンク１１ａを介してレバー１０に連結され、第１のリンク１１ａは第２のリンク１１
ｂを介して装置本体２の上面に連結されている。即ち、第１のリンク１１ａの一端は支軸
１１ｃを介して第３のスライド部材１１に回動自在に連結され、第１のリンク１１ａの他
端は支軸１１ｄを介してレバー１０の長孔１０ｄに移動自在に係合している。第２のリン
ク１１ｂの一端は支軸１１ｄを介して第１のリンク１１ａの他端に連結され、第２のリン
ク１１ｂの他端は支軸１１ｅを介して装置本体２の上面に連結されている。
【００２６】
　第１の係止部材１２は第３のスライド部材１１の幅方向一端側に支軸１１ｃを介して回
動自在に連結され、その下面には第１のスライド部材３の係止部３ａに係止する係止部１
２ａが設けられている。第１の係止部材１２の一端には装置本体２の一端側に向かって延
びる弾性片１２ｂが設けられ、弾性片１２ｂは第３のスライド部材１１によって上下方向
への移動を規制されている。
【００２７】
　第２の係止部材１３は第３のスライド部材１１の幅方向他端側に支軸１１ｃを介して回
動自在に連結され、その下面には第２のスライド部材４の係止部４ａに係止する係止部１
３ａが設けられている。第２の係止部材１３の一端には装置本体２の一端側に向かって延
びる弾性片１３ｂが設けられ、弾性片１３ｂは第３のスライド部材１１によって上下方向
への移動を規制されている。
【００２８】
　第３のロック部材１４は、上端にレバー１０の係合部１０ｃに係合する係合部１４ａを
有し、装置本体２の開口部２ｄ内に装置本体２の長手方向に揺動自在に設けられている。
係合部１４ａは開口部２ｃから上方に突出しており、係合部１４ａは第３のロック部材１
４は上端から下方に向かって鉤状をなすように形成されている。また、第３のロック部材
１４は、係合部１４ａがレバー１０との係合方向反対側に向かって後退するように下端側
をスプリング１４ｂで付勢されている。更に、装置本体２の他端面には、係合部１４ａが
レバー１０との係合方向反対側に向かって後退するように第３のロック部材１４を押圧す
る押圧ボタン１４ｃが設けられている。
【００２９】
　押圧部材１５は装置本体２の上面に装置本体２の長手方向に移動自在に設けられ、装置
本体２の他端側に移動した第２のスライド部材４の当接により、スプリング１５ａを介し
て第３のロック部材１４の上端側をレバー１０との係合方向に押圧するようになっている
。
【００３０】
　切換部材１６は装置本体２内の一端側に幅方向に移動自在に設けられ、装置本体２の一
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端面に配置された操作部１６ａを操作することにより、装置本体２の幅方向一端側または
他端側に移動するようになっている。切換部材１６は、第１のスライド部材３の一端に当
接する第１の当接部１６ｂと、第２のスライド部材４の一端に当接する第２の当接部１６
ｃとを有し、第１のスライド部材３の一端側には、切換部材１６の第１の当接部１６ｂを
受容する第１の切り欠き部３ｅと、第２の当接部１６ｃを受容する第２の切り欠き部３ｆ
とが設けられている。また、第２のスライド部材４の一端側には切換部材１６の第２の当
接部１６ｃと当接する切り欠き部４ｄが設けられている。即ち、切換部材１６を装置本体
２の幅方向一端側に移動しているときは、切換部材１６の各当接部１６ｂ，１６ｃが第１
のスライド部材３の各切り欠き部３ｅ，３ｆにそれぞれ受容され、第２のスライド部材４
の切り欠き部４ｄが切換部材１６の第２の当接部１６ｃに当接する。また、切換部材１６
を装置本体２の幅方向他端側に移動しているときは、第１のスライド部材３の一端（各切
り欠き部３ｅ，３ｆの間部分）が切換部材１６の第１の当接部１６ｂに当接し、第２のス
ライド部材４の一端が切換部材１６の第２の当接部１６ｃに当接する。これにより、各ス
ライド部材３，４は各当接部１６ｂ，１６ｃの長さだけ移動量を規制されるようになって
いる。
【００３１】
　次に、図５乃至図１８を参照し、前記生検装置の動作について説明する。尚、図５乃至
図８は図２のＡ－Ａ線矢視方向の断面における動作を示し、図９乃至図１２は図２のＢ－
Ｂ線矢視方向の断面における動作を示す。
【００３２】
　まず、生検装置の使用前においては、図５及び図９に示すようにレバー１０が装置本体
２の反対側に回動した状態となっている。その際、図５に示すように第１の係止部材１２
の係止部１２ａは第１のスライド部材３の係止部３ａに係止しているが、図９に示すよう
に第２のスライド部材４の係止部４ａは第２の係止部材１３の係止部１３ａよりも後方（
装置本体２の一端側）の第１の待機位置Ｐ1 に位置しており、第２の係止部材１３の係止
部１３ａは第２のスライド部材４の係止部４ａに係止していない。
【００３３】
　ここで、使用者が装置本体２及びレバー１０を片手で握り、例えばステープラを操作す
るようにレバー１０及び装置本体２に握力を加え、図６及び図１０に示すようにレバー１
０を装置本体２側に回動すると（１回目の操作）、レバー１０の回動に連動して、第３の
スライド部材１１が第１及び第２のリンク１１ａ，１１ｂによって装置本体２の他端側に
移動し、第３のスライド部材１１と共に第１及び第２の係止部材１２，１３も装置本体２
の他端側に移動する。これにより、図６に示すように第１の係止部材１２に係止する第１
のスライド部材３が第１の係止部材１２に押圧されて装置本体２の他端側に移動するとと
もに、第１の発射バネ５が圧縮され、図１３に示すように第１のスライド部材３の凹部３
ｃに第１のロック部材７の係合部７ａが係合し、第１のスライド部材３がロックされる。
この場合、第２のスライド部材４は、第２の係止部材１３に係止していないので、図１０
に示すように第２の係止部材１３によって移動しないが、図１３に示すように第１の係止
部材１２によって装置本体２の他端側に移動した第１のスライド部材３の当接部材３ｄが
第２のスライド部材４の針保持部４ｂに当接し、図１０に示すように第２のスライド部材
４が第２の係止部材１３の係止部１３ａに係止可能な第２の待機位置Ｐ2 に移動する。ま
た、第３のロック部材１４は、係止部１４ａがレバー１０との係合方向反対側に向かって
後退するように下端側をスプリング１４ｂで付勢されているので、レバー１０は第３のロ
ック部材１４によってロックされない。
【００３４】
　次に、使用者が握力を緩めると、図７及び図１１に示すようにレバー１０が捩りコイル
バネ１０ｂの復元力によって装置本体２の反対方向に回動し、レバー１０が１回目の操作
前の位置に戻る。その際、図１１に示すように第２のスライド部材４は第２の係止部材１
３の係止部１３ａに係止可能な第２の待機位置Ｐ2 に移動しているので、第２の係止部材
１３が元の位置に戻ることにより、第２の係止部材１３の係止部１３ａが第２のスライド
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部材４の係止部４ａに係止可能となる。
【００３５】
　続いて、使用者が装置本体２及びレバー１０を握り、図８及び図１２に示すように再び
レバー１０を装置本体２側に回動すると（２回目の操作）、レバー１０の回動に連動する
第３のスライド部材１１によって第１及び第２の係止部材１２，１３が装置本体２の他端
側に移動する。これにより、第２の係止部材１３が第２のスライド部材４に係止し、図１
２に示すように第２のスライド部材４が第２の係止部材１３に押圧されて装置本体２の他
端側に移動するとともに、第２の発射バネ６が圧縮され、図１４に示すように第２のスラ
イド部材４の凹部４ｃに第１のロック部材８の係合部８ａが係合し、第２のスライド部材
４がロックされる。その際、第２のスライド部材４が装置本体２の他端側に移動すると、
第２のスライド部材４の係止部４ａが押圧部材１５に当接し、図１２に示すように押圧部
材１５がスプリング１５ａを介して第３のロック部材１４の上端側をレバー１０との係合
方向に押圧する。これにより、第３のロック部材１４の係合部１４ａがレバー１０の係合
部１０ｃに係合し、レバー１０が第３のロック部材１４によってロックされる。
【００３６】
　以上の操作により、内針１ａ及び外針１ｂが第１及び第２のスライド部材３，４と共に
装置本体２の他端側に移動し、発射準備が完了した状態にセットされる。ここで、内針１
ａ及び外針１ｂの発射時の移動量を多くする場合は、切換部材１６を装置本体２の幅方向
一端側に位置させる。
【００３７】
　次に、生体から組織を採取する場合は、装置本体２及びレバー１０を把持しながら生検
針１を生体に穿刺し、第１及び第２の操作ボタン９ｄ，９ｅの一方を押圧操作する。これ
により、ロック解除部材９が装置本体２の一端側に向かって移動し、ロック解除部材９に
よって第２のロック部材８による第２のスライド部材４のロックが解除され、図１５に示
すように第２のスライド部材４が第２の発射バネ６によって装置本体２の一端側に向かっ
て勢いよく移動し、図４(a) に示すように内針１ａが針先方向に所定量だけ移動する。そ
の際、第２のスライド部材４の係止部４ａは第１の待機位置Ｐ1 まで戻り、針保持部４ｂ
が第１のスライド部材３の当接部材３ｄに当接するが、当接部材３ｄは図示しないスプリ
ングに抗して装置本体２の一端側に移動するため、第２のスライド部材４の移動が当接部
材３ｄによって妨げられることはない。続いて、ロック解除部材９が更に装置本体２の一
端側に向かって移動すると、ロック解除部材９によって第１のロック部材７による第１の
スライド部材３のロックが解除され、図１６に示すように第１のロック部材７が第１の発
射バネ５によって装置本体２の一端側に向かって勢いよく移動し、図４(b) に示すように
外針１ｂが針先方向に所定量だけ移動する。これにより、外針１ｂが内針１ａの周囲の組
織を切り裂きながら内針１ａに被さり、内針１ａの切り欠き部１ｃ内に組織の一部が取り
込まれ、生検針１を引き抜くことにより生検針１内に検体が採取される。生検針１を引き
抜いた後は、押圧ボタン１４ｃを押圧することにより第３のロック部材１４を押圧してレ
バー１０との係合を解除すれば、レバー１０が捩りコイルバネ１０ｂにより回動して１回
目の操作前の状態に戻るので、再び１回目の操作と同様にレバー１０を回動操作すること
により、外針１ｂのみを装置本体２の他端側に移動させれば、内針１ａの切り欠き部１ｃ
から検体を取り出すことができる。
【００３８】
　また、内針１ａ及び外針１ｂの発射時の移動量を少なくする場合は、図１７に示すよう
に切換部材１６を装置本体２の幅方向他端側に位置させることにより、第１のスライド部
材３の一端（各切り欠き部３ｅ，３ｆの間部分）が切換部材１６の第１の当接部１６ｂに
当接し、図１８に示すように第２のスライド部材４の一端が切換部材１６の第２の当接部
１６ｃに当接する。これにより、各スライド部材３，４の移動量は各当接部１６ｂ，１６
ｃの長さＬだけ少なくなる。
【００３９】
　このように、本実施形態によれば、使用者が装置本体２と共に片手で握ることにより回
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ると、外針１ｂが針先の反対方向に移動するようにレバー１０の回動に連動して第１のス
ライド部材３を移動させ、レバーを１回目の操作前の位置に戻した後、２回目の操作によ
り装置本体２側に回動すると、内針１ａが針先の反対方向に移動するようにレバー１０の
回動に連動して第２のスライド部材４を移動させるようにしたので、内針１ａ及び外針１
ｂを発射前の状態にセットするための操作を片手で持ちながら容易に行うことができる。
これにより、一方の手で生検装置を操作し、他方の手で他の作業（例えば超音波プローブ
の操作）を行うことができるので、医療現場での取り扱いに優れるという利点がある。
【００４０】
　この場合、レバー１０の１回目の操作時に第１の係止部材１２が第１のスライド部材３
に係止して第１のスライド部材３を移動させ、レバー１０の２回目の操作時に第２の係止
部材１３が第２のスライド部材４に係止して第２のスライド部材１３を移動させるように
したので、第１及び第２のスライド部材３，４をレバー１０の１回目及び２回目の回動操
作に確実に連動させることができる。
【００４１】
　また、レバー１０の２回目の操作時にレバー１０を装置本体２側に回動した状態でロッ
クするようにしたので、レバー１０を装置本体２側に回動した状態で第１の操作ボタン９
ｄまたは第２の操作ボタン９ｅを操作することができ、操作性をより向上させることがで
きる。
【００４２】
　更に、切換部材１６によって第１及び第２のスライド部材３，４の移動量を二段階に切
り換えるようにしたので、生検針１の移動量を臓器の位置に応じた適正な移動量に調整す
ることができ、組織の採取を的確に行うことができる。
【符号の説明】
【００４３】
　１…生検針、１ａ…内針、１ｂ…外針、２…装置本体、３…第１のスライド部材、４…
第２のスライド部材、５…第１の発射バネ、６…第２の発射バネ、７…第１のロック部材
、８…第２のロック部材、９…ロック解除部材、１０…レバー、１１…第３のスライド部
材、１２…第１の係止部材、１３…第２の係止部材、１４…第３のロック部材、１５…押
圧部材、１６…切換部材。
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