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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
注射針と、前記注射針の基端を保持し前記注射針と連通する貫通孔を有する保持具と、内
腔に薬液を流通可能なチューブと、前記保持具と前記チューブとを連通させて接続する接
続具と、軸方向に伸縮自在な筒状をなしその一端が少なくとも前記保持具、前記チューブ
、及び前記接続具のいずれかに結合された伸縮部材と、翼を設けた筒状をなし前記注射針
が挿通されるとともに前記伸縮部材の他端と結合されたプロテクタとを備え、
　前記伸縮部材は、塑性加工された蛇腹構造を有し、前記蛇腹部分の最小短縮時の長さに
対する最大伸長時の長さの比である伸縮比が２．５～３．６であり、
　前記伸縮部材を伸縮させて前記注射針に対して前記プロテクタを摺動させることにより
、前記注射針が前記プロテクタから露出する露出長を、前記注射針の先端が前記プロテク
タに完全に収納された状態を含む任意の長さに変更することが可能であり、且つ前記伸縮
部材はそれ自身で一定の伸縮状態を保持可能であることを特徴とする翼付き注射針装置。
【請求項２】
前記伸縮部材がポリオレフィン製である請求項１に記載の翼付き注射針装置。
【請求項３】
前記伸縮部材の伸縮差が、前記注射針の最大露出長よりも大きい請求項１に記載の翼付き
注射針装置。
【請求項４】
　前記プロテクタは、その筒状の部分に対して、前記翼を回転自在に取り付けた構造を有
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することを特徴とする請求項１記載の翼付き注射針装置。
【請求項５】
前記プロテクタの先端部の内腔径が前記注射針の直径の１．１～２．０倍である請求項１
に記載の翼付き注射針装置。
【請求項６】
前記プロテクタの先端部に、前記プロテクタの内腔に収納済みの注射針の再突出防止手段
を設けた請求項１に記載の翼付き注射針装置。
【請求項７】
前記接続具は、前記チューブが外周面に嵌装された径小部と前記注射針側に位置する径大
部とを備え、前記接続具の径大部の内腔に前記保持具が直接又は間接的に接続され、前記
接続具の径大部の外周面に前記伸縮部材が嵌装されていることを特徴とする請求項１に記
載の翼付き注射針装置。
【請求項８】
注射針と、前記注射針の基端を保持し前記注射針と連通する貫通孔を有する保持具と、前
記保持具に設けた係止部材と、内腔に薬液を流通可能なチューブと、前記保持具に設けた
係止部材と係合可能な係合部を有し前記チューブに接続された接続具と、軸方向に伸縮自
在な筒状をなしその一端が少なくとも前記チューブ及び前記接続具のいずれかに結合され
た伸縮部材と、翼を設けた筒状をなし前記注射針が挿通されるとともに前記伸縮部材の他
端と結合されたプロテクタとを備え、
　前記伸縮部材は、塑性加工された蛇腹構造を有し、前記蛇腹部分の最小短縮時の長さに
対する最大伸長時の長さの比である伸縮比が２．５～３．６であり、
　前記伸縮部材を伸縮させて前記注射針に対して前記プロテクタを摺動させることにより
、前記注射針が前記プロテクタから露出する露出長を、前記注射針の先端が前記プロテク
タに完全に収納された状態を含む任意の長さに変更することが可能で、且つ前記伸縮部材
はそれ自身で一定の伸縮状態を保持可能であり、
　前記保持具と前記接続具とは初期状態において非接続状態にあり、前記伸縮部材を短縮
させて前記保持具の係止部材を前記接続具の係合部とを係合させることにより両者が不可
逆的に接続されることを特徴とする翼付き注射針装置。
【請求項９】
前記接続具が中空筒で内面に円周溝を有し、前記係止部材が１対の弾性脚から構成され、
該弾性脚の先端部分に各々係合突起を備え、前記接続具の内径が前記係合部の先端の外側
寸法よりも大きく、かつ前記係合突起の外形寸法よりも小さい請求項８記載の翼付き注射
針装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、使用後に注射針を収容するカバーを有する翼付き注射針装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、医療施設において注射針、穿刺針等の誤穿刺による汚染・感染は問題となって
おり、特に最近では肝炎やエイズ等が社会的に広く取り上げられてきたため、誤穿刺等の
偶発的な事故を積極的に防止するための手段が注目されている。しかし、医療施設では医
療費の削減も迫られているため、汚染・感染の防止のための手段や方法は思うように進ん
でいない。
【０００３】
過去においても、使用後に注射針や穿刺針を収容する際、誤穿刺を引き起こし難いカバー
や手段が種々提案されてきた。その中には、翼付きではない注射針を安全に覆うカバーも
多くみられるが、本発明は、輸液や輸血、体外血液循環等の処置の際に多く使用される翼
付き注射針の被覆手段を対象とするものである。
【０００４】
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翼付き注射針装置は、注射針と、それを固着した針基と、針基に接続されたチューブとか
らなっており、誤穿刺防止手段の多くは、使用後の誤穿刺を防止するため、注射針と針基
とが相対的に移動できるように構成されている。従来の技術を大きく分類すると、翼が注
射針もしくは針基に装着されたもの、及び翼がカバーに装着されたものの２種類に分けら
れる。本発明の注射針は、後者のタイプに属する。
後者のタイプの注射針としては、米国特許第５，５４９，５７１号明細書に開示のものが
ある。この米国特許の注射針装置は、注射針が貫通するハブに翼が装着され、ハブは伸縮
可能な連結部分により針基と連結された構造を有する。従って、連結部分の伸縮により、
ハブが注射針を被覆する状態と、針が露出する状態とを取ることができる。
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
しかし、上記米国特許の注射針装置における誤穿刺防止手段を構成する伸縮可能な連結部
分は、実用上の操作性、製造上のコスト等に関して十分に検討された具体性を有するもの
ではない。また、注射針装置全体の構成についても、構造の簡易さや製造の容易性につい
て改善の余地があり、満足できるものではない。
【０００６】
本発明に目的は、第１に、使用後により安全且つ容易に注射針を収容できること、第２に
、構造が簡単で製造コストが安価であること、第３に、衛生的に廃棄できること、の３つ
の条件を満足する誤穿刺防止手段を設けた翼付き注射針装置を提供することである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するために本発明の翼付き注射針装置は、注射針と、注射針の基端を保
持し注射針と連通する貫通孔を有する保持具と、内腔に薬液を流通可能なチューブと、保
持具とチューブとを連通させて接続する接続具と、軸方向に伸縮自在な筒状をなしその一
端が少なくとも保持具、チューブ、及び接続具のいずれかに結合された伸縮部材と、翼を
設けた筒状をなし注射針が挿通されるとともに伸縮部材の他端と結合されたプロテクタと
を備える。伸縮部材は、塑性加工された蛇腹構造を有し、蛇腹部分の最小短縮時の長さに
対する最大伸長時の長さの比である伸縮比が２．５～３．６である。伸縮部材を伸縮させ
て注射針に対してプロテクタを摺動させることにより、注射針がプロテクタから露出する
露出長を、注射針の先端がプロテクタに完全に収納された状態を含む任意の長さに変更す
ることが可能であり、且つ伸縮部材はそれ自身で一定の伸縮状態を保持可能である。
　上記の構成によれば、注射針の露出長を自由に変更し、しかもその状態を保持できるの
で、施術者は穿刺部位やその他の要因に応じて、長さの異なる注射針を選択しなくても済
むため、取り扱いが極めて容易である。また、伸縮部材を塑性加工された蛇腹構造とする
ことにより、伸縮部材に要求される機能を容易に実現できる。更に、伸縮比が２．５～３
．６となるように構成することにより、蛇腹の伸縮に要する力を最適にし、かつ針管長や
蛇腹径を必要十分な大きさにすることができる。
　上記構成において、好ましくは、伸縮部材をポリオレフィン製とする。
　また、好ましくは、伸縮部材の最小短縮時の長さと最大伸長時の長さの差である伸縮差
を、注射針の最大露出長よりも大きくする。それにより、注射針を確実にプロテクタ内に
収容することができる。
　更に、好ましくは、プロテクタは、その筒状の部分に対して、翼を回転自在に取り付け
た構造を有する。それにより、使用に際して、伸縮部材に影響を及ぼすことなく、注射針
と翼の回動位置関係を自由に調節でき、穿刺時に針の向きを好きなように選択できる。
　更に、好ましくは、プロテクタの先端部の内腔径を注射針の直径の１．１～２．０倍と
する。穿刺時の針先の保持を容易にし、かつ被覆収納時の注射針の摺動を容易にするため
である。
　更に、好ましくは、プロテクタの先端部に、プロテクタの内腔に収納済みの注射針の再
突出防止手段を設ける。
　更に、好ましくは、接続具は、チューブが外周面に嵌装された径小部と注射針側に位置
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する径大部とを備え、接続具の径大部の内腔に保持具が直接又は間接的に接続され、接続
具の径大部の外周面に伸縮部材が嵌装された構造とする。それにより、伸縮部材の固定が
確実で、製造が容易な構造を実現できる。
　また、本発明の翼付き注射針装置は、注射針と、注射針の基端を保持し注射針と連通す
る貫通孔を有する保持具と、保持具に設けた係止部材と、内腔に薬液を流通可能なチュー
ブと、保持具に設けた係止部材と係合可能な係合部を有しチューブに接続された接続具と
、軸方向に伸縮自在な筒状をなしその一端が少なくともチューブ及び接続具のいずれかに
結合された伸縮部材と、翼を設けた筒状をなし注射針が挿通されるとともに伸縮部材の他
端と結合されたプロテクタとを備え、伸縮部材は、塑性加工された蛇腹構造を有し、蛇腹
部分の最小短縮時の長さに対する最大伸長時の長さの比である伸縮比が２．５～３．６で
ある。伸縮部材を伸縮させて注射針に対してプロテクタを摺動させることにより、注射針
がプロテクタから露出する露出長を、注射針の先端がプロテクタに完全に収納された状態
を含む任意の長さに変更することが可能で、且つ伸縮部材はそれ自身で一定の伸縮状態を
保持可能である。更に、保持具と接続具とは初期状態において非接続状態にあり、伸縮部
材を短縮させて保持具の係止部材を接続具の係合部とを係合させることにより両者が不可
逆的に接続される。
　また、好ましくは、接続具が中空筒で内面に円周溝を有し、係止部材が１対の弾性脚か
ら構成され、弾性脚の先端部分に各々係合突起を備え、接続具の内径が係合部の先端の外
側寸法よりも大きく、かつ係合突起の外形寸法よりも小さい構成とする。
【０００８】
【発明の実施の形態】
（実施の形態１）
本発明の実施の形態１における翼付き注射針装置の概略を、図１を参照して説明する。本
実施の形態の翼付き注射針１は、注射針２と、注射針２をしっかりと固着した円筒状の保
持具３と、内腔に薬液を流通可能な塩化ビニル樹脂製のチューブ４と、保持具３とチュー
ブ４とを接続する円筒状の接続具５、とから形成された薬液の流路を備える。さらに、ポ
リエチレン製の蛇腹構造を備えた筒状の伸縮部材６と、両側部に一対の翼７を備えた筒状
のプロテクタ８とを有し、それらの内腔を、上記の薬液流路を形成する部材が貫通してい
る。
保持具３は、接続具５の貫通孔に嵌合され、チューブ４は、接続具５の外側に嵌合されて
いる。伸縮部材６は、その一端が、接続具５に嵌合されたチューブ４の外側に嵌装されて
いる。伸縮部材６の他端は、プロテクタ８のプロテクタ基端部９に嵌装されている。なお
、保持具３と接続具５とを１つの部材にしても良く、その場合には伸縮部材６の一端を嵌
装する部位は、チューブ４、保持具３、接続具５のいずれでも良い。伸縮部材６は、伸長
させた際、プロテクタ基端部９との接続部位、およびチューブ４の端部（あるいは接続具
５）との接続部位が簡単に離脱しないように、しっかりと固着されている。
プロテクタ８のプロテクタ先端部１０には細孔１１が設けられ、プロテクタ８の内腔に挿
通している注射針２は、細孔１１から露出したり、プロテクタ８内に引込んだりできる。
プロテクタ先端部１０は、注射針を穿刺する際にぐらつかないように細く絞り込んでおり
、細孔１１の径も注射針２の径より一回り大きい程度である。注射針２の先端には、針キ
ャップ１４が装着される。
【０００９】
伸縮部材６は、筒状のポリエチレン製であり、蛇腹構造により軸方向に伸縮自在である。
伸縮部材６の伸縮によって、プロテクタ８は注射針２の外側を摺動できる。それにより注
射針２がプロテクタ８内に被覆収納されたり、露出したりできる。また、蛇腹構造は外力
によって伸縮した後、外力を除いた状態では（自由状態で）、その状態を維持できるよう
に塑性加工されている。そのため、伸縮可能な範囲内において、伸縮部材６は所望の長さ
の伸縮状態を保持可能で、その結果、プロテクタ８から露出する注射針２の長さ（以下、
露出長という）を一定範囲内で自由に調節できる。注射針２の露出長を自由に変更できる
と、施術者は穿刺部位やその他の要因に応じて、長さの異なる注射針を選択しなくても済
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むため、たいへん扱い易くなる。特に、規定の長さでは対応できないような露出長の微調
節が可能となるため、色々なケースに対応しなくてはならない臨床では有用である。なお
、伸縮部材６に上記のような、任意の伸縮状態に保持できる機能を持たせるためには、例
えば伸縮自在のストローのような、良く知られた構造を用いればよいので、詳細な説明は
省略する。
【００１０】
また、完全な誤穿刺防止機能を得るためには、注射針装置の使用後に、注射針２が完全に
被覆収納されることが必要である。従って、伸縮部材６を最大に伸長させたとき、プロテ
クタ８によって注射針２が完全に収納されるようにする。
【００１１】
また、無駄の無い長さの針や伸縮部材６を設計しようとすると、針の露出長と伸縮部材６
の伸縮差（最大伸長時と最小短縮時との差である）の設定が重要である。即ち、伸縮部材
６の伸縮差が、注射針の最大露出長よりも大きいものが望ましい。注射針の最大露出長は
、用途によっておよそ決まってくるため、実質的に必要な伸縮差も決まってくる。伸縮差
は本実施の形態のような蛇腹構造の場合、伸縮部材６の伸縮可能部分の長さによって影響
されるため、伸縮部材６の長さも決まってくる。つまり、伸縮差が注射針の最大露出長よ
り長過ぎることは無駄であり、穿刺の際の不安定さの原因となる。逆に、最大露出長より
短過ぎる場合は施術後、プロテクタ８によって注射針２を充分に被覆収納できない恐れが
あるため、誤穿刺防止の点から望ましくない。
【００１２】
伸縮部材６の材質は、その伸縮が塑性的であれば良く、伸縮した状態の維持が可能なスト
ロー等に使用されているものが利用できる。ポリエチレン、ポリプロピレン等のポリオレ
フィン、またポリ塩化ビニル樹脂等が好ましい。プロテクタの材質は、従来の翼付き注射
針装置の針基、翼に使用されているものであれば、特に限定されない。また、プロテクタ
８と翼７とは、異なる部材で構成しても良く、使用上或いは機能上その方が望ましい場合
もある。というのは、一般的に翼７は皮膚に追従し易いように柔軟性が要求され、プロテ
クタ８は注射針２を保持し、収納するために硬質であることが要求されるからである。ま
た、翼７とプロテクタ８とを異なる部材で構成し、翼７の周りにプロテクタ８が回転可能
になるように装填すると、穿刺時に針の向きを好きなように選択できる。
【００１３】
プロテクタ先端部１０の細孔１１の径は、注射針２の直径の１．１～２．０倍であること
が好ましい。プロテクタ先端部１０の内腔は注射針２がスムースに通過できるだけの径を
有していれば良く、あまり大きいと穿刺時に針先が上手く保持できない。逆に小さ過ぎる
と、被覆収納時に注射針の自由な摺動が困難になる。
【００１４】
本実施の形態における翼付き注射針装置の使用方法について、簡単に説明する。図１に示
すように針キャップ１４を外し、翼７を把持して注射針２を患者に穿刺する。穿刺後、患
者体内に薬液の投与が終わったら（施術後）、翼付き注射針装置１を患者から抜去し、チ
ューブ４または伸縮部材６の基端部と、プロテクタ８の両方を把持して、伸縮部材６が伸
長するように引張る。伸縮部材６の伸長に伴って、露出していた注射針２がプロテクタ８
の内腔に収納される。この状態で翼付き注射針装置１全体を廃棄する。注射針２が被覆さ
れているため、廃棄処理などの際に誤穿刺する危険性が低減する。
【００１５】
（実施の形態２）
本発明の実施の形態２における翼付き注射針装置を図２に示す。図３は、模式的に図２の
装置を分解して示した断面図である。注射針２２は、円筒状の保持具２３の貫通孔に保持
されている。保持具２３は、注射針２２側に位置する径小部２３ａとその後部の径大部２
３ｂとからなる。注射針２２は径小部２３ａに嵌合することにより保持されている。径大
部２３ｂには、連結管３０の一端部が嵌合している。連結管３０の他端部は円筒状の接続
具２５の径大部２５ａに嵌合している。従って、連結管３０を介して、保持具２３と接続
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具２５とが連結された構造である。接続具２５の径小部２５ｂには、チューブ２４が嵌装
されている。以上のようにして、チューブ２４から注射針２２まで、一体となった連通孔
が形成されている。
２８は円筒状をなすプロテクタであり、注射針２２の外周面を摺動可能である。翼２７は
中央のハブ２７ａでプロテクタ２８に装着され、プロテクタ２８の外周面を回動可能であ
る。翼２７の注射針２２先端方向への移動は、プロテクタ２８の外周面に設けた外周段部
２８ａにより阻止されている。また、翼２７の注射針２２基端方向への移動は、プロテク
タ２８の後部に固定された翼ストッパー２９に阻止されている。
２６は伸縮部材であり、その一端部は翼ストッパー２９の外周に嵌装され固定され、他端
部は接続具２５の径大部２５ａの外周に嵌装され固定されている。伸縮部材２６の材質等
は、図１に示した実施の形態１の場合と同様である。
実施の形態１と同様、伸縮部材２６の伸縮によって、プロテクタ２８は注射針２２の外側
を摺動できる。それにより、注射針２２をプロテクタ２８内に被覆収納したり、露出した
りすることが可能である。また、蛇腹構造は外力によって伸縮した後、外力を除いた状態
では（自由状態で）、その状態を維持できるように塑性加工されている。そのため、伸縮
可能な範囲内において、伸縮部材２６は所望の長さの伸縮状態を保持可能で、その結果、
プロテクタ２８から露出する注射針２２の露出長を一定範囲内で自由に調節できる。
伸縮部材２６に蛇腹構造を用いた場合、蛇腹部分の最小短縮時の長さに対する最大伸長時
の長さの比である伸縮比の範囲は、２．５～３．６の範囲となるように設定する。この伸
縮比の範囲は以下のように決められる。
本発明の注射針装置に用いるために蛇腹に要求される特性としては、適度の強度があるこ
とはもちろんのこと、伸縮させるために要する力が適度であること、伸縮比が大きいこと
が挙げられる。
伸縮させるために要する力が小さいと、一定の伸縮状態を保持し難く、使用に際して取り
扱いにくくなる。また、伸縮させるために要する力が大きすぎると、患者に穿刺した状態
で蛇腹を伸長させる際に、作業がし難くなり好ましくない。また、伸縮比が小さいと、所
定の伸縮差を得るためには、最小短縮時の長さを長く取る必要があり、注射針装置全体が
大きくなるとともに、素材のコストが嵩むことになる。一方伸縮比が大きすぎることも、
以下のとおり好ましくない。
蛇腹構造の伸縮比は、素材の肉厚および、蛇腹を刻むピッチによりほぼ決まる。素材の肉
厚は、通常０．１８～０．２５ｍｍである。薄すぎると強度的に問題があり、厚すぎると
、伸縮比を大きくとることが困難になるので、本発明の注射針装置に用いるためには、肉
厚の選択範囲は、上記の範囲内で更に限られたものとなる。ところで、肉厚が一定であれ
ば、蛇腹のピッチが大きいほど伸縮比は大きくなる。しかしながら、ピッチを大きくする
と、伸縮に要する力が大きくなり、好ましくない。また、ピッチを大きくすると、収縮時
の蛇腹内径と外径の差が大きくなる。その場合、収納する部材との関係で内径は小さくで
きないので、外径が大きくなり、好ましくない。従って、ピッチにより最も大きな影響を
受ける伸縮比は、実用上の上限を考慮することが必要である。
以上のように、注射針装置に要求される条件と、肉厚及びピッチの実用的な選択範囲を考
慮すれば、伸縮比の範囲は、上記のように２．５～３．６とすることが適切であることが
判った。
プロテクタ２８の内径は、先端部で径小でそれよりも後部でやや径大となっており、内周
段部２８ｂが形成されている。径小の部分における内径は、実施の形態１におけるプロテ
クタ先端部１０の細孔１１と同様である。
上記構成の注射針装置において、伸縮部材２６を伸長させることにより、注射針２２をプ
ロテクタ２８の内部に収納した状態を、図４に示す。この状態においては、注射針２２は
プロテクタ２８から突出し難い。すなわち、注射針２２の先端は、プロテクタ２８の内周
段部２８ｂとの当接により、突出を阻止されるからである。突出させるためには、注射針
２２の先端をプロテクタ２８先端部の孔に合わせる必要があり、従って、不慮の突出の可
能性は低い。
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また、本実施の形態における、各部材の結合構造により、翼付き注射針装置の製造は極め
て容易になる。すなわち、この構造の特徴は、接続具２５の径小部２５ｂにチューブ２４
を嵌装し、接続具２５の径大部２５ａに連結管３０を介して保持具２３を接続し、接続具
２５の径大部２５ａの外周に伸縮部材２６を嵌装したことである。それにより、伸縮部材
２６の注射針２２基端部への結合が確実となり、しかも、注射針２２とチューブ２４の間
の接続および伸縮部材２６の結合を、簡単な構造で実現できる。
（実施の形態３）
本発明の実施の形態３における翼付き注射針装置について、図５を参照して説明する。な
お、図１と同一の要素については、図１と同一の番号を付して説明を省略する。本実施の
形態では、注射針２を固着した保持具５３が、プロテクタ５８の内腔に脱離可能なように
保持されている。保持具５３の後端部には、一対の弾性脚からなる係止部材５２が取り付
けられている。係止部材５２の弾性脚には、各々係合突起５２ａが形成されている。チュ
ーブ４が装着された円筒状の接続具５５の内周には、係合溝５５ａが形成されている。係
止部材５２の係合突起５２ａの外側寸法５６は、接続具５５の内径よりも大きい。従って
、係合突起５２ａを係合溝５５ａにはめ込むことにより、係止部材５２が接続具５５に係
止され、注射針２が接続具５５に結合された状態となる。また、係止部材５２の弾性脚は
、その先端部の外形寸法が接続具５５の内径よりも小さいので、容易に接続具５５に挿入
できる。
以上のように、接続具５５は、初期状態において保持具５３と非接続状態にあり、プロテ
クタ５８を掴んで係止部材５２を移動させ、接続具５５に係合させることにより、接続具
５５と保持具５３が接続される。
なお、接続具５５が係止部材５２を保持する力は、プロテクタ５８の内腔に保持具５３が
保持される力よりも大きい。従って、保持具５３が接続具５５に接続されると、プロテク
タ５８を掴んで伸縮部材６を伸長させると、プロテクタ５８の内腔から保持具５３が脱離
し、保持具５３と接続具５５の接続は保持される。
【００１６】
本実施の形態における翼付き注射針装置の使用方法について、簡単に説明する。施術前は
、保持具５３はプロテクタ５８の内腔に脱離可能に嵌装されている。先の実施例と同様に
して施術した後、伸縮部材６を縮めて保持具５３と接続具５５とを近づけ、係止部材５２
を接続具５５の内腔に嵌合させる。この状態でチューブ４をプロテクタ５８から引き離す
向きに引張ると、伸縮部材６の伸長と共に、プロテクタ５８に非固定的に嵌装されていた
保持具５３は接続具５５に接続されたままでプロテクタ５８から脱離する。その結果、注
射針２はプロテクタ５８内に被覆収納される。
（実施の形態４）
図６に実施の形態４における翼付き注射針装置を示す。図１と同一の要素については図１
と同一の番号を付して、説明を省略する。
本実施の形態においては、プロテクタ８の先端部１０に、スリット１７を形成する。１８
は突出防止ストッパーであり、スリット１７を通ってプロテクタ８の内腔に挿入できるよ
うに、可動なように取り付けられている。突出防止ストッパー１８はプロテクタ８の内腔
に挿入されることにより、注射針２の突出を防止する。
なお、スリット１７は孔に代えても良い。また、ストッパー１８を、当初からプロテクタ
８に装着した構造とせず、注射針と共に包材内に添付し、必要時に装着しても良い。
【００１７】
【発明の効果】
本発明の誤穿刺防止手段を設けた翼付き注射針装置によれば、施術者が患者への処置を終
了した後、偶発的な注射針による誤穿刺を防止することができる。その結果、誤穿刺に起
因する感染や汚染を抑えることができる。また、注射針を収容したカバーを衛生的に廃棄
できるので、施術者以外への感染・汚染も抑制できる。さらに、本発明の翼付き注射針装
置は構造が簡単であり、製造コストが安価であるので、広く医療器具に用いることができ
る。
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【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施の形態１における翼付き注射針装置を示す概略断面図
【図２】　本発明の実施の形態２における翼付き注射針装置を示す概略断面図
【図３】　図２の翼付き注射針装置を分解した状態を示す断面図
【図４】　図２の翼付き注射針装置の動作を示す概略断面図
【図５】　本発明の実施の形態３における翼付き注射針装置を示す概略断面図
【図６】　本発明の実施の形態４における翼付き注射針装置を示す概略断面図
【符号の説明】
１　翼付き注射針装置
２、２２　注射針
３、２３、５３　保持具
４、２４　チューブ
５、２５、５５　接続具
６、２６　伸縮部材
７、２７　翼
８、２８、５８　プロテクタ
９　プロテクタ基端部
１０　プロテクタ先端部
１１　細孔
１４　針キャップ
１７　スリット
１８　突出防止ストッパ
２３ａ　径小部
２３ｂ　径大部
２５ａ　径大部
２５ｂ　径小部
２９　翼ストッパ
５２　係止部材
５２ａ　係合突起
５５ａ　係合溝
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