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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
接続対象たる適宜の相手部材に接続させるべく留置用輸液ラインがその開放端部に備える
接続用の中空コネクの接続端部が差し込まれる導入口を一側端に有し、かつ、可撓性のあ
る周壁部を備えてなる有底容器と、
　中空コネクタの前記接続端部を消毒すべく消毒液を含浸保持させて前記有底容器内に収
容配置される弾性と吸収性とに富む素材からなる吸収部材と、
　有底容器の前記導入口を開口可能に封止する封止材とで構成され、
　前記有底容器は、成樹脂材を原材料としてその周壁部の肉厚を撓み変形が可能な０．１
～１ｍｍとし、かつ、その導入口に、前記吸収部材の抜け落ちを阻止すべく内側周周りに
均等に張り出させた内庇部と、前記封止材を接合固着するための接合代とすべく前記内庇
部と面一となって外側周周りに均等に張り出させた外庇部とを備え、
　前記吸収部材は、前記導入口から差し込まれた中空コネクタの前記接続端部の中空内周
面に弾性的に入り込んで圧接する内面圧接部と、前記接続端部の外周面と有底容器の前記
周壁部の内周面との間に確保される空間部内へと弾性的に入り込んで圧接する外面圧接部
とで形成したことを特徴とする留置用輸液ラインが備える中空コネクタのための消毒用清
拭具。
【請求項２】
　前記有底容器は、前記周壁部の内径が前記導入口方向に向けて拡径するテーパーを付与
した請求項１に記載の留置用輸液ラインが備える中空コネクタのための消毒用清拭具。
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【請求項３】
　前記内面圧接部は、前記吸収部材の軸方向での略中央部位に前記中空内周面の口径より
大径な外径を有する柱状部とし、前記外面圧接部は、前記柱状部を囲む囲繞部とする２つ
の区画として形成した請求項１または２に記載の留置用輸液ラインが備える中空コネクタ
のための消毒用清拭具。
【請求項４】
　前記内面圧接部と前記外面圧接部とは、前記吸収部材の軸方向にそれぞれの一辺の長さ
が前記中空内周面の口径よりは短寸となるように多数の交差切り込みを入れて各別に区画
される細径柱状部の集合として形成した請求項１または２に記載の留置用輸液ラインが備
える中空コネクタのための消毒用清拭具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、留置用カテーテルもしくは留置用針（本明細書では、これらを「留置用輸液
ライン」と総称する。）がその一端部に備える雄型のコネクタもしくは付属の三方活栓を
含む活栓（本明細書では、これらを「中空コネクタ」と総称する。）における相手部材と
の接続部位の内周面と外周面とを同時に清拭できるようにした消毒用清拭具に関する技術
である。
【背景技術】
【０００２】
　留置用輸液ラインは、通常、患者の体外に引き出されている一端部に相手部材と接続さ
せるための雄型のコネクタを備えており、該コネクタを介して相手部材である例えば血液
透析装置の各流体ラインが備える雌型のコネクタとの間で迅速、かつ、容易に接続するこ
とができるようになっている。
【０００３】
　留置用輸液ラインがその一端部に備えるこのようなコネクタの接続部位は、相手部材で
ある透析装置の流体ラインが備える雌型のコネクタと接続したり、該コネクタから取り外
したりする際に異物や汚染物に曝される結果、接続する前に必ず消毒して汚染を除去して
おく必要がある。
【０００４】
　このような消毒に供されるものとしては、例えば特許文献１に開示されている「ルアク
リーナー」や、特許文献２に開示されている「微生物汚染を低減するためのデバイス」な
どが既に提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特表２００８－５０６４６５号公報
【０００６】
【特許文献２】特開２００９－１３６６８１号公報
【０００７】
　これらのうち、特許文献１の「ルアクリーナー」は、開口した第１端部と閉口した第２
端部を有し、第１端部と第２端部の間を貫通する長手方向軸を含むほぼ中空の本体部を備
え、第１端部は、ルアを内部に受容するような大きさを有し、第１端部は、内側に配設さ
れたルアと係合するために実質的に長手方向軸に向かって十分に延びた複数のブリストル
を備え、第２端部は、流体を収容する圧縮可能な貯蔵部を備え、第２端部が圧縮されたと
き、流体が貯蔵部から第１端部に向かって移送されるようにして形成されている。
【０００８】
　また、特許文献２の「微生物汚染を低減するためのデバイス」は、留置ラインのコネク
タと組み合わせて使用される医療用デバイスであって、仕切りによって互いから分離され
る近位部分および遠位部分を含むハウジングの近位部分および遠位部分の各々が個々の近
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位空洞および遠位空洞を規定し、これら近位空洞と遠位空洞とが流体連通にあり、遠位部
分が留置ラインのコネクタと選択的に連結され、近位空洞内には微生物低減剤が配置され
、近位空洞内に微生物低減剤を維持するために近位部分の端部を囲む変形可能部材を備え
させて形成されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかし、特許文献１の開示技術は、ルアコネクタの外周部のみを洗浄しようとするもの
であるほか、その部材構成も複雑となる結果、消耗品にしてはコスト的に高価になる不都
合があった。
【００１０】
　また、特許文献２の開示技術は、ニードルのないコネクタの先端面と外周面とを洗浄し
得るに止まるものであるほか、その部材構成も複雑となる結果、特許文献１の開示技術と
同様に消耗品にしてはコスト的に高価になる不具合があった。
【００１１】
　本発明は、従来技術の上記課題に鑑み、中空コネクタの接続端部における中空内周面と
外周面とを同時に清拭して消毒することができるようにした留置用輸液ラインが備える中
空コネクタのための消毒用清拭具を提供することに目的がある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、上記目的を達成すべくなされたものであり、接続対象たる適宜の相手部材に
接続させるべく留置用輸液ラインがその開放端部に備える接続用の中空コネクの接続端部
が差し込まれる導入口を一側端に有し、かつ、可撓性のある周壁部を備えてなる有底容器
と、中空コネクタの前記接続端部を消毒すべく消毒液を含浸保持させて前記有底容器内に
収容配置される弾性と吸収性とに富む素材からなる吸収部材と、有底容器の前記導入口を
開口可能に封止する封止材とで構成され、前記有底容器は、成樹脂材を原材料としてその
周壁部の肉厚を撓み変形が可能な０．１～１ｍｍとし、かつ、その導入口に、前記吸収部
材の抜け落ちを阻止すべく内側周周りに均等に張り出させた内庇部と、前記封止材を接合
固着するための接合代とすべく前記内庇部と面一となって外側周周りに均等に張り出させ
た外庇部とを備え、前記吸収部材は、前記導入口から差し込まれた中空コネクタの前記接
続端部の中空内周面に弾性的に入り込んで圧接する内面圧接部と、前記接続端部の外周面
と有底容器の前記周壁部の内周面との間に確保される空間部内へと弾性的に入り込んで圧
接する外面圧接部とで形成したことを最も主要な特徴とする。
【００１３】
　この場合、前記有底容器は、前記周壁部の内径が前記導入口方向に向けて拡径するテー
パーを付与して形成するのが望ましい。
【００１４】
　さらに、前記内面圧接部は、前記吸収部材の軸方向での略中央部位に前記中空内周面の
口径より大径な外径を有する柱状部とし、前記外面圧接部は、前記柱状部を囲む囲繞部と
する２つの区画として形成することができる。また、前記内面圧接部と前記外面圧接部と
は、前記吸収部材の軸方向にそれぞれの一辺の長さが前記中空内周面の口径よりは短寸と
なるように多数の交差切り込みを入れて各別に区画される細径柱状部の集合として形成す
るものであってもよい。
【発明の効果】
【００１５】
　請求項１に係る発明によれば、導入口から差し込まれた中空コネクタの接続端部の内周
面には、吸収部材における内面圧接部を、中空コネクタの接続端部の外周面と有底容器の
前記周壁部の内周面との間に確保される空間部内には、吸収部材における外面圧接部をそ
れぞれ圧接させることができるので、有底容器の周壁部を手指で加圧しながら回すことで
、吸収部材に含浸保持させた消毒液で中空コネクタの接続端部の中空内周面と外周面とを
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同時に清拭して確実に消毒することができる。このとき、有底容器は、その周壁部が撓み
変形可能な０．１～１ｍｍの肉厚で形成されているので、吸収部材側により確実に密着さ
せることができる。　
【００１６】
　また、有底容器の前記導入口には、吸収部材の抜脱を阻止できるように内側周周りに均
等に張り出させた内庇部が設けられているので、有底容器内に収容配置されている吸収部
材が清拭作業中や作業終了後に有底容器内から抜け出るのを確実に阻止することができる
。さらに、有底容器の導入口には、内庇部と面一となって外側周周りに均等に張り出させ
た外庇部も設けられているので、封止材を接合固着するための接合代として利用すること
ができる。しかも、消毒用清拭具の全体は、簡単な部材構成とすることでコストを低減さ
せて形成することができるので、消耗品として安価に提供することができる。
【００１７】
　請求項２に係る発明によれば、有底容器には、周壁部の内径が導入口方向に向けて拡径
するテーパーが付与されているので、型抜き加工性に優れているのみならず、吸収部材の
収容配置もより容易に行うことができる。
【００１８】
【００１９】
　請求項３に係る発明によれば、内面圧接部は、中空内周面の口径より大径な外径を有す
る柱状部とし、外面圧接部は、柱状部を囲む囲繞部とする２つの区画として形成されてい
るので、中空コネクタの接続端部の中空内周面には柱状部を圧入させ、中空コネクタの接
続端部の外周面と有底容器の周壁部の内周面との間に確保される空間部内には囲繞部を圧
入させることで、中空コネクタの接続端部の中空内周面と外周面とを同時に清拭してより
確実に消毒することができる。
【００２０】
　請求項４に係る発明によれば、吸収部材の内面圧接部と外面圧接部とは、一辺の長さが
中空内周面の口径より短寸となるように多数の交差切り込みを入れてなる細径柱状部の集
合として形成されているので、中空コネクタの接続端部の中空内周面内には複数本の細径
柱状部を圧入させ、中空コネクタの接続端部の外周面と有底容器の周壁部の内周面との間
に確保される空間部内にはその余の多数の細径柱状部を圧入させることで、中空コネクタ
の接続端部の中空内周面と外周面とを同時に清拭してより確実に消毒することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】基本的な構成の有底容器とともに本発明の構成例を示す分解斜視図。
【図２】本発明を構成する有底容器の一例を示す斜視図。
【図３】本発明を構成する吸収部材の他例を示す斜視図。
【図４】留置用輸液ラインが備える中空コネクタの一例を示す要部斜視図。
【図５】本発明の使用状態の一例を示す要部説明図。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明に係る消毒用清拭具１１は、図４に示されているように留置用輸液ライン５１が
その開放端部５２に備える中空コネクタ５３における接続対象たる適宜の相手部材、例え
ば透析装置の流体ラインが備える雌型のコネクタとの接続端部５４における中空内周面５
５と外周面５６とを同時に清拭するために用いられるものである。なお、中空コネクタ５
３としては、内径が４ｍｍ程度で、外径が７ｍｍ程度の鍔状となった接続端部５４と、該
接続端部５４と留置用輸液ライン５１との間に位置する外径が５．５７ｍｍ程度で、長さ
が６７ｍｍ程度の細径管部５７とで形成されているものなどが使用される。
【００２３】
　すなわち、消毒用清拭具１１は、図１に例示されているように、中空コネクタ５３の接
続端部５４が差し込まれる導入口１３を一側端に有し、かつ、可撓性のある周壁部１４を
備えた基本構成例として示す有底容器１２と、中空コネクタ５３の接続端部５４を消毒す
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べく消毒液を含浸保持させて有底容器１２内に収容配置される弾性のある吸収部材２２と
、有底容器１２の導入口１３を開口可能に封止する封止材３２とで構成されている。
【００２４】
　これらのうち、有底容器１２は、ポリプロピレン、ポリエチレン、ナイロン、ポリカー
ボネイトなどを含む適宜の合成樹脂材を原材料としてその周壁部１４の肉厚が撓み変形可
能な０．１～１ｍｍ程度となり、かつ、周壁部１４の内径が底部１５側から導入口１３方
向に向けて次第に拡径するテーパーが付与されるように型抜きすることで一体形成されて
いる。
【００２５】
　この場合、有底容器１２の導入口１３は、中空コネクタ５３の接続端部５４の外径であ
る例えば７ｍｍ以上の口径が付与されて形成されており、これにより、中空コネクタ５３
の接続端部５４を円滑に差し込めるようになっている。また、有底容器１２の周壁部１４
の高さは、中空コネクタ５３の接続端部５４の軸方向での長さを上回る寸法が付与されて
形成されている。
【００２６】
　このため、有底容器１２は、その内部に中空コネクタ５３の接続端部５４をすっぽりと
導入することができるほか、周壁部１４を外側から手指で少し押し込むことで容易に撓ま
せることができる可撓性を具備させることができることになる。なお、図示は省略してい
るが、有底容器１２の周壁部１４には、その高さ方向に沿わせて複数条のリブを設けてお
くことで、その強度をより高めておくこともできる。
【００２７】
　また、有底容器１２の導入口１３には、吸収部材２２の抜け落ちを阻止する観点から導
入口１３の内側周周りに均等にやや張り出させた例えば内径が７ｍｍ以上ある内庇部１６
が設けられている。さらに、有底容器１２の導入口１３には、図２にも示されているよう
に内庇部１６と面一となって外側周周りに均等に張り出させた外庇部１７が設けられてお
り、これにより封止材３２を安定的に接合固着するための接合代として活用することがで
きる。
【００２８】
　一方、発泡ポリウレタン、コットン、和紙などのような弾性と吸収性とに富む素材によ
り形成される吸収部材２２は、導入口１３から差し込まれた接続端部５４における中空内
周面５５内に弾性的に入り込んで圧接する内面圧接部２３と、接続端部５４の外周面５６
と有底容器１２の周壁部１４の内周面１４ａとの間に確保される空間部１８へと弾性的に
入り込んで圧接する外面圧接部２６とで形成されている。
【００２９】
　この場合、吸収部材２２は、図１に示されているように吸収部材２２の軸方向での略中
央部位に図４の中空コネクタ５５の中空内周面５５の口径より大径な外径を有する例えば
円柱状を呈する柱状部２４を内面圧接部２３とすることで形成されている。
【００３０】
　また、吸収部材２２は、吸収部材２２における外面圧接部２６は、柱状部２４を囲む囲
繞部２７を外面圧接部２６とすることで形成されている結果、その全体も柱状部２４と囲
繞部２７との２つの区画として形成されることになる。
【００３１】
　図３は、吸収部材２２の他例を示すものでありこの例における内面圧接部２３と外面圧
接部２６とは、吸収部材２２の軸方向にそれぞれの一辺ａの長さが中空内周面５５の口径
よりは短寸となるように多数の交差切込み２９を入れて各別に区画される細径柱状部２８
の集合として角柱状に形成されている。なお、この場合の吸収部材２２は、図示は省略し
てあるが、多数の細径柱状部２８を有する円柱状に形成することもできる。
【００３２】
　このため、吸収部材２２の各細径柱状部２８は、その位置により内面圧接部２３として
中空コネクタ５３の接続端部５４における中空内周面５５内へと圧入されたり、中空コネ
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クタ５３の接続端部５４の外周面５６と有底容器１２の周壁部１４の内周面１４ａとの間
に確保される空間部内へと圧入されたりすることになる。
【００３３】
　また、図１に示す吸収部材２２の内面圧接部２３である柱状部２４と外面圧接部２６で
ある囲繞部２７とは、その基端部３０において一体に連結させておくのが望ましいが、各
別に形成するものであってもよい。
【００３４】
　さらに、図３に示す吸収部材２２における各細径柱状部２８は、基端部３０に到達する
深さまでは交差切込み２９が入り込んでおらず、したがって基端部３０側が一体に連結さ
れている。
【００３５】
　しかも、吸収部材２２は、外力を加えない自然の状態のもとでは滴下しない程度の量の
消毒液、例えばエタノール８０％溶液を主成分とする消毒液を含浸保持させた上で、有底
容器１２内に収容配置されている。この場合、吸収部材２２の基端部３０側は、有底容器
１２の内底面１５に接合固着しておくのが好ましいが、所望により非接合状態で配置して
おくこともできる。
【００３６】
　プラスチックシート材やアルミニウムシート材などで形成される封止材３２は、吸収部
材２２を収容配置した状態のもとで有底容器１２の導入口１３を封止するために用いられ
るものであり、開口縁１３ａを含む内庇部１６と図２に示す外庇部１７とに対し適宜の接
合手段を用いて開口可能に接合される。なお、封止材３２には、図１に示すようにその開
口時に手指で抓めるように抓み片３３を突設しておくのが望ましい。
【００３７】
　次に、このような構成からなる本発明の作用・効果を説明すれば、封止材３２を有底容
器１２側から引き剥がした上で、図５に示すように留置用輸液ライン５１の開放端部５２
側を一方の手指Ｆ１側で保持し、有底容器１２における周壁部１４側を他方の手指Ｆ２側
で保持し、留置用輸液ライン５１がその開放端部５２に備える接続用の中空コネク５３の
接続端部５４を導入口１３から差し込んだ後、周壁部１４側を他方の手指Ｆ２側で軽く押
し込みながら有底容器１２を回す。
【００３８】
　このとき、導入口１３から差し込まれた中空コネクタ５３の接続端部５４の中空内周面
５５には、吸収部材２２における内面圧接部２３が、中空コネクタ５３の接続端部５４の
外周面５６と有底容器１２の周壁部１４の内周面１４ａとの間に確保される空間部内には
、吸収部材２２における外面圧接部２６がそれぞれ圧接する結果、吸収部材２２に含浸保
持させた消毒液で中空コネクタ５３の接続端部５４の中空内周面５５と外周面５６とを同
時に清拭して確実に消毒することができる。
【００３９】
　しかも、消毒用清拭具１１の全体は、簡単な部材構成とすることでコストを低減させて
形成することができるので、消耗品として安価に提供することができる。
【００４０】
　また、有底容器１２の周壁部１４の内径が導入口１３方向に向けて拡径するようにテー
パーが付与されている場合には、型抜き加工性に優れているのみならず、吸収部材の収容
配置もより容易に行うことができる。
【００４１】
　さらに、有底容器１２の導入口１３には、吸収部材２２の抜脱を阻止できるように内庇
部１６が設けられているので、有底容器１２内に収容配置されている吸収部材２２が清拭
作業中や作業終了後に有底容器１２内から抜け出るのを確実に阻止することができる。
【００４２】
　また、内面圧接部２３を中空内周面５５の口径より大径な外径を有する柱状部２４とし
て形成し、外面圧接部２６を柱状部２４を囲む囲繞部２７とする２つの区画に分割してあ
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せ、中空コネクタ５３の接続端部５４の外周面５６と有底容器１２の周壁部１４の内周面
１４ａとの間に確保される空間部内には囲繞部２７を圧入させることができるので、中空
コネクタ５３の接続端部５４の中空内周面５５と外周面５６とを同時に清拭してより確実
に消毒することができる。
【００４３】
　また、吸収部材２２の内面圧接部２３と外面圧接部２６とを一辺の長さが中空内周面５
５の口径より短寸となるように多数の交差切込み２９を入れてなる細径柱状部２８の集合
として形成されている場合には、中空コネクタ５３の接続端部５４の中空内周面５５内に
は複数本の細径柱状部２８を圧入させ、中空コネクタ５３の接続端部５４の外周面５６と
有底容器１２の周壁部１４の内周面１４ａとの間に確保される空間部内にはその余の多数
の細径柱状部２８を圧入させることで、中空コネクタ５３の接続端部５４の中空内周面５
５と外周面５６とを同時に清拭してより確実に消毒することができる。
【符号の説明】
【００４４】
　１１　消毒用清拭具
　１２　有底容器
　１３　導入口
　１３ａ　開口縁
　１４　周壁部
　１４ａ　内周面
　１５　内底面
　１６　内庇部
　１７　外庇部
　２２　吸収部材
　２３　内面圧接部
　２４　柱状部
　２６　外面圧接部
　２７　囲繞部
　２８　細径柱状部
　２９　交差切込み
　３０　基端部
　３２　封止材
　３３　抓み片
　５１　留置用輸液ライン
　５２　開放端部
　５３　中空コネクタ
　５４　接続端部
　５５　中空内周面
　５６　外周面
　５８　細径管部
　Ｆ１，Ｆ２　手指
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