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(57)【要約】
【課題】滞留のない薬液の供給などを行うことでき、さ
らには血液の逆流を容易に確認できる簡便な構造の留置
針を提供する。
【解決手段】外針２と、後端部のメスルアー７及び中間
部の筒状空間８を有する外針基４と、筒状空間８に嵌合
して第１位置と第２位置との間で摺動するゴム栓部５と
、筒状空間８に固定されるチャンバ部６とを備える。ゴ
ム栓部５が第１位置に位置するとき、チャンバ部６の後
端がゴム栓部５の隔壁１６に接し、メスルアー７にオス
ルアー２４が接続されたとき、ゴム栓部５が、オスルア
ー２４に押されて、第２位置に移動し、チャンバ部６の
後端側が、隔壁１６のスリット弁１５を押し開いて隔壁
１６の後方に突出する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内針が挿通可能な外針と、
　前記外針を保持する外針保持部が前端部に設けられ、前記外針に通じる雌コネクタが後
端部に設けられ、該前端部と後端部との間に筒状空間が設けられた外針基と、
　両端が解放された筒状で、前端側が後端側よりも大きい外径を有し、該前端側が前記筒
状空間の前端側に固定され、前端側には、前記外針に連通し、該外針の内径よりも径の大
きい大径空間が設けられるチャンバ部と、
　前記筒状空間の内壁に嵌合して第１位置と該第１位置よりも前方の第２位置との間で軸
方向に移動可能で、いずれの移動位置においても後端側が前記雌コネクタ内に露出するよ
うに設けられ、両端が解放された筒状の形態を有し、その内部空間を軸方向に仕切るスリ
ット弁付きの隔壁が設けられ、該隔壁の後方側には、前記チャンバ部の後端側が該スリッ
ト弁を押し開いたときに該後端側の外面に液密に接する内面が設けられ、後端部には、前
記雌コネクタに雄コネクタが接続されたときに該雄コネクタの前端面に液密に接する後端
面が設けられるゴム栓部とを備え、
　前記外針基、前記チャンバ部及び前記ゴム栓部は、前記ゴム栓部が前記第１位置に位置
するとき、該チャンバ部の後端が前記隔壁に接し、この状態で前記雌コネクタに雄コネク
タが接続されたとき、該ゴム栓部が、該雄コネクタに押されて、前記第２位置に移動する
とともに前記チャンバ部の後端側が、前記スリット弁を押し開くように構成されることを
特徴とする留置針。
【請求項２】
　前記チャンバ部及び前記外針基は、該チャンバ部内への血液の逆流を目視により確認す
るための透明部分を有することを特徴とする請求項１に記載の留置針。
【請求項３】
　前記チャンバ部の後端部には、前記チャンバ部の後端が前記隔壁に接しているときに該
チャンバ部の内側と外側とを連通する溝が設けられ、
　前記外針基と前記ゴム栓部との間には、前記チャンバ部の後端が前記隔壁に接している
ときに、前記溝を介して前記チャンバ部の外側に流出する空気を前記雌コネクタ側に流出
させる隙間が設けられることを特徴とする請求項１又は２に記載の留置針。
【請求項４】
　前記チャンバ部は、前記ゴム栓部が、前記雄コネクタに押されて前記第２位置に移動す
るときに前記隔壁を押し開くフランジ部を後端部に備え、
　前記ゴム栓部は、前端部に、内面側に突出し、前記フランジ部に係合することにより該
ゴム栓部を前記第１位置に位置付ける環状凸部を備えることを特徴とする請求項１～３の
いずれか１項に記載の留置針。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外針と外針基とを備え、患者への輸液等に用いられる留置針に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、外針と外針基とを備え、外針基の後端部に雌コネクタが設けられた留置針が知ら
れている（例えば、特許文献１～３参照）。このような留置針は、外針に内針を挿入し、
内針に案内させて外針を患者の血管等に穿刺した後、内針を抜去して血管等に留置される
。そして、留置された留置針に対し、外針基の雌コネクタを介して輸液ライン等が接続さ
れる。
【０００３】
　特許文献１の留置針は、外針と連通して雌コネクタ内に位置し、後端が開口するチュー
ブ状接続部を備える。チューブ状接続部は、雌コネクタ内で弾性変形可能な止血弁を有す
る。止血弁は、雄コネクタによる押圧時に、前方に弾性変形して縮小する筒部を備える。
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筒部の後端部には、外針の後端開口を閉鎖するとともに、内針により押し広げられて内針
が挿通されるスリットが形成される。
【０００４】
　留置針を留置するに際しては、内針ハブに固定された内針が挿入された留置針が患者の
血管等に穿刺され、内針から内針ハブへのフラッシュバックの確認後、内針が抜去される
。これによって、スリットが閉鎖されるので、血液が漏洩することはない。その後、輸液
や採血を開始する場合には、雌コネクタに雄コネクタが接続される。このとき、雄コネク
タにより止血弁の筒部が弾性変形してスリットが押し広げられるので、雄コネクタから外
針への接続が支障なく行われる。
【０００５】
　特許文献２の留置針は、外針基内の中腹部に配置されたスリットによる止血弁と、該止
血弁の開閉操作をするために外針基内に摺動自在に配置されたプッシャとを備える。外針
と止血弁との間には、円錐状の縮径内腔部が存在する。
【０００６】
　この場合も、留置針は、特許文献１の場合と同様に内針を利用して穿刺され、その後、
内針を抜去して留置される。その後、雄コネクタの接続に際しては、雄コネクタにより押
されてプッシャが摺動する。そして、プッシャによりスリットが押し開かれ、プッシャの
先端部が、上述の縮径内腔部内に突出する。これにより、外針と雄コネクタとが、プッシ
ャを介して接続される。
【０００７】
　特許文献３の留置針は、特許文献２と同様に、止血弁とプッシャとを備える。そして、
特許文献２の場合と同様にして、内針を利用した穿刺、内針の抜去、及び雄コネクタの接
続が行われる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００４－２４２７６３号公報
【特許文献１】特開２００２－２６３１９７号公報
【特許文献１】特表２０１２－５１７３２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、特許文献１の留置針によれば、雄コネクタを雌コネクタに挿入するだけ
で、容易に止血弁のスリットを開いて接続を確立できるが、止血弁が外針の後端部を覆う
ように配置されている。このため、内針の抜去後、雄コネクタの接続前に、逆流してくる
血液の溜まる空間が、外針内のみであり、極めて小さい。このため、特に外針の径が細い
場合には、血液の逆流を確認し難い。
【００１０】
　一方、特許文献２の留置針によれば、外針と止血弁との間には、止血弁の外径から外針
の外径まで円錐状に狭まった縮径内腔部が存在するので、血液の逆流は確認し易い。しか
し、雄コネクタを接続したとき、プッシャの先端部が縮径内腔部内に突出するので、該先
端部の周囲に滞留が生じる。滞流が生じた部分では、流体の流れが少なく、又は流体の流
れがまったく無い。また、プッシャと外針基との間の空間にも、滞留が生じるおそれがあ
る。
【００１１】
　このような滞留が生じる個所では、血液や薬品の凝固や凝縮が生じ易い。このため、滞
留が生じることは極力回避する必要がある。また、内針を抜去した後、滞留個所において
、空気の塊が残留するおそれもある。
【００１２】
　上記のような滞留の発生を防止するためには、特許文献３の留置針の場合のように、滞
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留の発生し易い箇所に薬品等の流れを生じさせるための流れデフレクタや逸流路を設ける
必要がある。また、滞留個所において空気塊が残留するのを防止するためには、特許文献
３の留置針の場合のように、隔壁の外周面に、空気の流通は許容するが液体の流れを阻止
する通気溝を設ける必要がある。しかしその場合、隔壁やプッシャの構成が複雑となる。
【００１３】
　本発明の目的は、かかる従来技術の課題に鑑み、滞留のない薬液の供給などを行うこと
でき、さらには血液の逆流を容易に確認できる簡便な構造の留置針を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の留置針は、内針が挿通可能な外針と、前記外針を保持する外針保持部が前端部
に設けられ、前記外針に通じる雌コネクタが後端部に設けられ、該前端部と後端部との間
に筒状空間が設けられた外針基と、両端が解放された筒状で、前端側が後端側よりも大き
い外径を有し、該前端側が前記筒状空間の前端側に固定され、前端側には、前記外針に連
通し、該外針の内径よりも径の大きい大径空間が設けられるチャンバ部と、前記筒状空間
の内壁に嵌合して第１位置と該第１位置よりも前方の第２位置との間で軸方向に移動可能
で、いずれの移動位置においても後端側が前記雌コネクタ内に露出するように設けられ、
両端が解放された筒状の形態を有し、その内部空間を軸方向に仕切るスリット弁付きの隔
壁が設けられ、該隔壁の後方側には、前記チャンバ部の後端側が該スリット弁を押し開い
たときに該後端側の外面に液密に接する内面が設けられ、後端部には、前記雌コネクタに
雄コネクタが接続されたときに該雄コネクタの前端面に液密に接する後端面が設けられる
ゴム栓部とを備え、前記外針基、前記チャンバ部及び前記ゴム栓部は、前記ゴム栓部が前
記第１位置に位置するとき、該チャンバ部の後端が前記隔壁に接し、この状態で前記雌コ
ネクタに雄コネクタが接続されたとき、該ゴム栓部が、該雄コネクタに押されて、前記第
２位置に移動するとともに前記チャンバ部の後端側が、前記スリット弁を押し開くように
構成されることを特徴とする。
【００１５】
　本発明において、留置針を留置するに際しては、内針がスリット弁を通して外針に挿入
された留置針が患者の血管等に穿刺され、内針が抜去される。その後、輸血や薬液供給の
ために雌コネクタに雄コネクタが接続されると、上述のように、チャンバ部の後端側が、
スリット弁を押し開く。これにより、雄コネクタから、ゴム栓部の隔壁よりも前端側の部
分及びチャンバ部を経て外針に至る液密な流路が形成される。
【００１６】
　このとき、チャンバ部の後端側がゴム栓部のスリット弁を押し開くことによりゴム栓部
とチャンバ部とが接続されるので、従来のように、プッシャの先端部がスリット弁を押し
開いて、縮径内腔部（チャンバ部の大径空間に相当）内に突出することはない。また、雄
コネクタとチャンバ部とは、ゴム栓部を介して液密に接続される。
【００１７】
　このため、従来のように滞留個所を除去するための流れデフレクタや逸流路を設ける必
要なく、雄コネクタから外針までの流路を、容易に、滞留の無い液密なものとして形成す
ることができる。したがって、本発明によれば、滞留のない薬液等の供給を行うことでき
る簡便な構造の留置針を提供することができる。
【００１８】
　本発明において、前記チャンバ部及び前記外針基は、該チャンバ部内への血液の逆流を
目視により確認するための透明部分を有してもよい。これによれば、チャンバ部に大径空
間が設けられていることと相俟って、チャンバ部への血液の逆流を容易に目視によって確
認することができる。
【００１９】
　本発明において、前記チャンバ部の後端部には、前記チャンバ部の後端が前記隔壁に接
しているときに該チャンバ部の内側と外側とを連通する溝が設けられ、前記外針基と前記
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ゴム栓部との間には、前記チャンバ部の後端が前記隔壁に接しているときに、前記溝を介
して前記チャンバ部の外側に流出する空気を前記雌コネクタ側に流出させる隙間が設けら
れてもよい。
【００２０】
　これによれば、留置針が患者の血管等に穿刺され、その後、内針が抜去されたとき、チ
ャンバ部の後端とゴム栓部の隔壁とが接している。しかし、チャンバ部の後端部の溝によ
り、チャンバ部内の空気がチャンバ部の外側へ流出できるので、チャンバ部への血液の逆
流が促進される。そして、この促進の程度は、溝の寸法を選択することにより制御するこ
とができる。したがって、血液のチャンバ部内への逆流を迅速に生じさせ、確認すること
ができる。
【００２１】
　本発明において、前記チャンバ部は、前記ゴム栓部が、前記雄コネクタに押されて前記
第２位置に移動するときに前記隔壁を押し開くフランジ部を後端部に備え、前記ゴム栓部
は、前端部に、内面側に突出し、前記フランジ部に係合することにより該ゴム栓部を前記
第１位置に位置付ける環状凸部を備えてもよい。
【００２２】
　これによれば、ゴム栓部を第１位置に位置付けるための凸部を外針基に設ける必要がな
いので、外針基の構成を簡単にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の一実施形態に係る留置針の斜視図である。
【図２】図１の留置針の各部を断面で示した分解図である。
【図３】（ａ）は、図１の留置針のゴム栓部の正面図であり、（ｂ）は、その側面図であ
る。
【図４】（ａ）は、図１の留置針のチャンバ部の正面図であり、（ｂ）は、その側面図で
ある。
【図５】図１の留置針のゴム栓部が第１位置に位置するとき、チャンバ部の後端がゴム栓
部の隔壁に接することを示す断面図である。
【図６】図１の留置針においてメスルアーにオスルアーが接続されたとき、ゴム栓部が第
２位置に移動し、オスルアーから外針への流路が確立されることを示す断面図である。
【図７】本発明の別の実施形態に係る留置針の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、図面を用いて本発明の実施形態を説明する。図１に示すように、実施形態の留置
針１は、外針２と、外針２を前端部の外針保持部３により保持する外針基４と、外針基４
の内部に取り付けられたゴム栓部５と、外針基４の内部において、ゴム栓部５と外針２と
の間に取り付けられたチャンバ部６とを備える。なお、図１では、外針基４が透明である
ものとして表示されている。
【００２５】
　外針基４の後端部は、外針２に通じる雌コネクタとしてのメスルアー７を構成する。外
針基４の前端部と後端部との間には、筒状空間８が形成される。外針基４は、透明のプラ
スチックで形成される。
【００２６】
　メスルアー７の内面における筒状空間８に隣接する部分には、ゴム栓部５の軸線方向位
置を規制する複数の凸部９が、周方向に一定間隔で設けられる。筒状空間８を構成する外
針基４の内壁の軸線方向中間部には、チャンバ部６を固定するための複数の凸部１０が、
周方向に一定間隔で設けられる。
【００２７】
　筒状空間８を構成する外針基４の内壁の軸線方向前端には、チャンバ部６を固定するた
めの環状凸部１１が設けられる。環状凸部１１の前端側に隣接する部分には、円錐状に径
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が小さくなり、外針２の後端部の開口に至る円錐状空間１２が形成される。メスルアー７
の後端部の外周には、メスルアー７に接続されるオスルアーを固定するための雄ねじ１３
が設けられる。
【００２８】
　ゴム栓部５の前端部には、径がゴム栓部５の他の部分より大きい環状凸部１４が設けら
れる。ゴム栓部５は、環状凸部１４が筒状空間８の内壁に嵌合して摺動することにより、
前方の第２位置と後方の第１位置との間で軸方向に移動し得るように設けられる。
【００２９】
　第１位置は、環状凸部１４が凸部９に突き当たる位置であり、第２位置は、環状凸部１
４が凸部１０に突き当たる位置である。ゴム栓部５は、第１位置から第２位置までのいず
れの位置に位置するときでも、後端側がメスルアー７内に露出する。
【００３０】
　また、図２に示すように、ゴム栓部５は、中空円筒状の形態を有する。ゴム栓部５の内
側には、図３に示すように、軸方向に空間を仕切るスリット弁１５付きの隔壁１６が設け
られる。ゴム栓部５の材質としては、例えば、透明又は不透明のゴムやエラストマを用い
ることができる。
【００３１】
　ゴム栓部５における隔壁１６後方側の内面は、チャンバ部６の後端側がスリット弁１５
を押し開いたときに該後端側の外面に対して液密に接する。また、ゴム栓部５の後端面は
、メスルアー７にオスルアーが接続されたときにオスルアー前端面に液密に接する。これ
により、チャンバ部６とオスルアーとのゴム栓部５を介した液密な接続が可能となってい
る。
【００３２】
　チャンバ部６は、両端が開口した中空状であり、透明のプラスチックで形成される。図
４に示すように、チャンバ部６は、前端側の大径部１７と後端側の小径部１８とで構成さ
れる。小径部１８の後端部には、カルデラのように外側斜面１９と、これよりも急な内側
斜面２０とを有するフランジ部２１が形成される。フランジ部２１の中心軸線を含む面に
よる断面形状は、外側斜面１９側が、返しの付いた矢尻状の形態を有する。
【００３３】
　フランジ部２１の外側斜面１９には、フランジ部２１の後端がゴム栓部５の隔壁１６に
接しているときにチャンバ部６の内側と外側とを連通する溝２２が設けられる。この溝２
２は、例えば、外側斜面１９に沿って設けられ、かつ内側斜面２０上に開口するように設
けられる。例えば、６本の溝２２が、周方向に等間隔で設けられる。
【００３４】
　これにより、溝２２と、外針基４とゴム栓部５との間の隙間とを介して、チャンバ部６
の内側から外針基の外側に空気が流出し得るように構成される。チャンバ部６の内部の前
端側には、図２に示すように、外針２に連通し、外針２の内径よりも径の大きい大径空間
２３が設けられる。
【００３５】
　図１のように、チャンバ部６の外針基４への取付けは、チャンバ部６の大径部１７を、
外針基４の筒状空間８に挿入し、環状凸部１１（図２参照）と凸部１０との間で固定する
ことにより行われる。図５に示すように、チャンバ部６の後端は、ゴム栓部５が第１位置
に位置するとき、ゴム栓部５の隔壁１６に接する。
【００３６】
　図６に示すように、この状態で、メスルアー７に雄コネクタとしてのオスルアー２４が
接続されると、ゴム栓部５は、オスルアー２４に押されて、第２位置に移動するとともに
、チャンバ部６のフランジ部２１が、スリット弁１５（図３参照）を押し開いて隔壁１６
の後方に突出する。
【００３７】
　これにより、フランジ部２１を含むチャンバ部６の後端部がゴム栓部５の隔壁１６後方
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側の内面に密着する。また、このとき、ゴム栓部５の後端面とオスルアー２４の前端面と
が液密に密着している。したがって、オスルアー２４から、ゴム栓部５の前端側及びチャ
ンバ部６を経て外針２に至る液密な流路が形成される。
【００３８】
　なお、隔壁１６の後方に突出したフランジ部２１は、隔壁１６と協働して、ゴム栓部２
８が第１位置に戻されるのを阻止する。これにより、ゴム栓部５が第１位置に戻されて留
置針１が再度使用されるのを防止することができる。
【００３９】
　この構成において、留置針１を用いて薬液等の輸液を行う際には、図示していない内針
が装着されて外針２から突出した状態の留置針１が、患者の血管等に穿刺される。次に、
内針を介したフラッシュバックが確認されると、内針が抜去される。内針が抜去される途
中から抜去された後にかけて、外針２内を逆流してくる血液がチャンバ部６に溜まる。
【００４０】
　施術者は、この様子を、透明な外針基４及びチャンバ部６の構成部材を介して視認する
ことができる。このとき、ゴム栓部５は第１位置に位置しているので、チャンバ部６後端
のフランジ部２１は、ゴム栓部５の隔壁１６と接触している。
【００４１】
　このため、チャンバ部６内の空気は、フランジ部２１の溝２２のみを経てチャンバ部６
の外側へ流出し、さらに、ゴム栓部５と外針基４との間の隙間を経て、外部に流出する。
したがって、チャンバ部６内に流入する血液の流入速度は、溝２２の寸法に従って制御さ
れる。したがって、溝２２の寸法を適切に選択することにより、適切な速さでチャンバ部
６内への血液の逆流が達成される。
【００４２】
　チャンバ部６内への血液の流入が確認されると、図６のように、輸液等のために、オス
ルアー２４が、そのロックリング２５をメスルアー７の雄ねじ１３に螺合させることによ
り、メスルアー７に接続される。このとき、オスルアー２４により押されて、ゴム栓部５
が第１位置から第２位置へ移動する。これにより、ゴム栓部５のスリット弁１５が、チャ
ンバ部６のフランジ部２１により押し開かれ、チャンバ部６の後端部が、ゴム栓部５の隔
壁１６の後方へ突出する。
【００４３】
　これにより、オスルアー２４から、ゴム栓部５の後端側及びチャンバ部６を経て外針２
に至る液密な流路が確立される。確立された流路においては、輸液の流れから外れた滞留
部分が存在しないので、輸液の停滞や過剰集中が生じることはない。このため流路内のフ
ラッシュ操作も確実に行われる。
【００４４】
　以上のように、本実施形態によれば、外針２の内径よりも径の大きな大径空間２３を有
するチャンバ部６を設けたので、内針の抜去に応じて生じる血液の逆流を容易に確認する
ことができる。また、オスルアー２４とチャンバ部６とが、ゴム栓部５を介して液密な状
態で接続され、かつ従来のようにプッシャが縮径内腔部（チャンバ部６の大径空間２３に
相当）に突出することもないので、オスルアー２４から外針２に至る滞留の無い流路を容
易に確立することができる。
【００４５】
　また、チャンバ部６の後端部には、チャンバ部６の後端がゴム栓部５の隔壁１６に接し
ているときにチャンバ部６の内側と外側とを連通する溝２２が設けられるので、チャンバ
部６への血液の逆流を適切な速さで生じさせ、確認することができる。
【００４６】
　図７は、留置針１の別の実施形態を示す。この留置針１では、上述の外針基４に代えて
、凸部９の無い外針基２６が用いられる。また、上述のゴム栓部５に代えて、前端部に環
状凸部１４の代わりに内面側に突出した環状凸部２７を有するゴム栓部２８が用いられる
。
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【００４７】
　環状凸部２７は、ゴム栓部２８の前端側をチャンバ部６のフランジ部２１に押圧するこ
とにより、フランジ部２１を乗り越えてフランジ部２１に係合し、かつフランジ部２１の
後端がゴム栓部２８の隔壁１６に接するように構成される。
【００４８】
　したがって、ゴム栓部２８の第１位置は、フランジ部２１により規定される。このため
、上述の外針基４における凸部９のような凸部を外針基２６設ける必要がないので、外針
基２６を簡単に構成することができる。他の構成や作用は、上述図１～図６の実施形態の
場合と同様である。
【００４９】
　なお、本発明は、上記の実施形態に限定されない。例えば、上記実施形態では、チャン
バ部６の大径部１７と外針基４とを別個の材料で構成しているが、これに代えて、これら
を同一の材料により一体的に構成してもよい。
【符号の説明】
【００５０】
　１…留置針、２…外針、３…外針保持部、７…メスルアー（雌コネクタ）、８…筒状空
間、４、２６…外針基、５、２８…ゴム栓部、６…チャンバ部、１５…スリット弁、１６
…隔壁、２１…フランジ部、２２…溝、２３…大径空間、２４…オスルアー（雄コネクタ
）、２７…環状凸部。

【図１】
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