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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中空針と、該中空針の基端部に固定されたハブと、前記中空針を保護するための中空針
保護部とを備える医療用針であって、前記中空針保護部は、前記ハブもしくは該ハブに取
り付けられる医療用器具に装着または前記ハブもしくは該ハブに取り付けられる医療用器
具と一体に形成された本体部と、該本体部に一端部が回動可能に取り付けられ、かつ使用
後の前記中空針を収納するための溝部を備える中空針収納部と、付勢エネルギーを保有す
るとともに前記中空針収納部を付勢するための付勢手段とを備え、さらに、該中空針保護
部は、前記付勢手段の付勢エネルギー保有状態および前記中空針の露出状態を保持する付
勢手段エネルギー保有状態維持機構と、前記収納部を回動させることにより前記収納部の
溝部に前記中空針が収納された状態において、エネルギー保有状態が解除された前記付勢
手段の一部が前記収納部の前記本体部との回動機構部分もしくは前記中空針を収納した収
納部の一部を被包することによる収納部回動抑制機構とを備えることを特徴とする医療用
針。
【請求項２】
　中空針と、該中空針の基端部に固定されたハブと、前記中空針を保護するための中空針
保護部とを備える医療用針であって、
　前記中空針保護部は、前記ハブもしくは該ハブに取り付けられる医療用器具に装着また
は前記ハブもしくは該ハブに取り付けられる医療用器具と一体に形成された本体部と、該
本体部に一端部が回動可能に取り付けられ、かつ使用後の前記中空針を収納するための溝
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部を備える中空針収納部と、付勢エネルギーを保有するとともに前記中空針収納部を付勢
するための付勢手段と、前記付勢手段の付勢エネルギー保有状態および前記中空針の露出
状態を保持する付勢手段エネルギー保有状態維持機構とを備え、
　前記中空針保護部は、前記本体部と前記中空針収納部とにより付勢手段の付勢エネルギ
ー保有状態を保持するものであり、さらに、前記付勢手段エネルギー保有状態において、
前記中空針収納部を手動で初期回動を開始することにより前記付勢手段のエネルギー保有
状態が自動的に解除するものであり、そして、前記エネルギー保有状態を解除された付勢
手段の伸長作用により前記中空針収納部が自動的に回動し、前記中空針収納部の溝部に前
記中空針を収納するとともに、前記エネルギー保有状態が解除され伸長した前記付勢手段
の一部が前記収納部の前記本体部との回動機構部分もしくは前記中空針を収納した収納部
の一部を被包することにより前記中空針収納部の回動を抑制するものであることを特徴と
する医療用針。
【請求項３】
　前記医療用針における前記付勢手段エネルギー保有状態維持機構による状態維持は、前
記中空針収納部を回動させることにより解除され、かつ、前記維持機構による維持状態解
除後の前記付勢手段は、前記溝部に前記中空針が収納するまで前記中空針収納部を回動可
能である請求項１に記載の医療用針。
【請求項４】
　前記付勢手段は、コイルバネ、蛇腹管もしくは２つのリング状部材と該リング状部材を
接続する線状もしくは板状の弾性体からなるものである請求項１ないし３のいずれかに記
載の医療用針。
【請求項５】
　前記回動機構部分は、前記コイルバネ、前記蛇腹管もしくは２つの前記リング状部材の
内径より小さく作製されている請求項４に記載の医療用針。
【請求項６】
　前記収納部は、前記中空針に対して交差する状態から、前記中空針に対して同軸となる
方向に回動可能である請求項１ないし５のいずれかに記載の医療用針。
【請求項７】
　前記収納部は、複数段に折れ曲がるように作製されている請求項１ないし６のいずれか
に記載の医療用針。
【請求項８】
　前記付勢手段エネルギー保有状態維持機構は、前記中空針に対して交差する状態におけ
る前記収納部の一側面端部と前記本体部により構成され、付勢エネルギーを保有した状態
の付勢手段の一端が前記収納部の一側面端部に伸張不能状態にて当接し、他端が前記本体
部に伸張不能状態にて当接するものである請求項１ないし７のいずれかに記載の医療用針
。
【請求項９】
　前記中空針を収納した状態で、前記収納部の前記一端部と、前記本体部とが嵌合するも
のである請求項１ないし８のいずれかに記載の医療用針。
【請求項１０】
　医療用器具と、該医療用器具に装着された請求項１ないし９のいずれかに記載の医療用
針とを備えることを特徴とする医療用具。
【請求項１１】
　前記付勢手段エネルギー保有状態維持機構は、前記収納部の他端部側に設けられた収納
部側係合部と、該収納部側係合部と離脱可能に係合する前記医療用器具に設けられた医療
用器具側係合部からなるものである請求項１０に記載の医療用具。
【請求項１２】
　前記収納部は、途中が折れ曲がるように作製されている請求項１０または１１に記載の
医療用具。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、薬剤投与、採血、輸血、輸液等に用いられる医療用針及びこれを備えた注射器
、血液バッグ、輸液バッグ、輸血セット、輸液セット等の医療用具に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、感染症患者に使用された注射器等の医療用針により、誤って指、腕等を傷つけ病原
菌に感染するという事故が多数報告されている。
上述した事故は、患者に使用した後、安全のため医療用針にキャップを被せる時に発生し
やすい。
そこで、上記問題点を解決するものとして、特開平１０－１１３３９１号公報には、注射
器本体に装着されるキャップ固定部と、キャップ固定部にヒンジ部を介して回転可能に連
結されるとともに注射針を覆うキャップ本体と、キャップ本体を中空針を収納する方向に
回動させるバネと、中空針収納後、キャップ本体をキャップ固定部に固定するロック装置
を備える注射針用のキャップの発明が開示されている。この発明では、予め、注射器本体
にキャップ本体を固定することができ、中空針収納時には、バネの付勢によるキャップ本
体の回転動作により自動的に中空針を収納し、キャップ本体とキャップ固定部とがロック
装置により嵌合する。
【０００３】
【発明が解決すべき課題】
しかしながら、上述した構成では、キャップ本体を回動させるためには、最初にある程度
強く押す必要があり、バネの弾性力を大きくするほどユーザーがキャップ本体を強く押さ
なければならず、指が滑ること等により誤って指等を中空針により傷つけるおそれがある
。
以上より、本発明の目的は、上記問題点を解決し、大きな力を加えることなく中空針の収
納を開始することができる医療用針及びそれを用いた医療用具を提供することにある。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するものは、中空針と、該中空針の基端部に固定されたハブと、前記中
空針を保護するための中空針保護部とを備える医療用針であって、前記中空針保護部は、
前記ハブもしくは該ハブに取り付けられる医療用器具に装着または前記ハブもしくは該ハ
ブに取り付けられる医療用器具と一体に形成された本体部と、該本体部に一端部が回動可
能に取り付けられ、かつ使用後の前記中空針を収納するための溝部を備える中空針収納部
と、付勢エネルギーを保有するとともに前記中空針収納部を付勢するための付勢手段とを
備え、さらに、該中空針保護部は、前記付勢手段の付勢エネルギー保有状態および前記中
空針の露出状態を保持する付勢手段エネルギー保有状態維持機構と、前記収納部を回動さ
せることにより前記収納部の溝部に前記中空針が収納された状態において、エネルギー保
有状態が解除された前記付勢手段の一部が前記収納部の前記本体部との回動機構部分もし
くは前記中空針を収納した収納部の一部を被包することによる収納部回動抑制機構とを備
える医療用針である。
　また、上記目的を達成するものは、中空針と、該中空針の基端部に固定されたハブと、
前記中空針を保護するための中空針保護部とを備える医療用針であって、前記中空針保護
部は、前記ハブもしくは該ハブに取り付けられる医療用器具に装着または前記ハブもしく
は該ハブに取り付けられる医療用器具と一体に形成された本体部と、該本体部に一端部が
回動可能に取り付けられ、かつ使用後の前記中空針を収納するための溝部を備える中空針
収納部と、付勢エネルギーを保有するとともに前記中空針収納部を付勢するための付勢手
段と、前記付勢手段の付勢エネルギー保有状態および前記中空針の露出状態を保持する付
勢手段エネルギー保有状態維持機構とを備え、前記中空針保護部は、前記本体部と前記中
空針収納部とにより付勢手段の付勢エネルギー保有状態を保持するものであり、さらに、
前記付勢手段エネルギー保有状態において、前記中空針収納部を手動で初期回動を開始す
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ることにより前記付勢手段のエネルギー保有状態が自動的に解除するものであり、そして
、前記エネルギー保有状態を解除された付勢手段の伸長作用により前記中空針収納部が自
動的に回動し、前記中空針収納部の溝部に前記中空針を収納するとともに、前記エネルギ
ー保有状態が解除され伸長した前記付勢手段の一部が前記収納部の前記本体部との回動機
構部分もしくは前記中空針を収納した収納部の一部を被包することにより前記中空針収納
部の回動を抑制するものである医療用針である。
【０００５】
　そして、前記医療用針における前記付勢手段エネルギー保有状態維持機構による状態維
持は、前記中空針収納部を回動させることにより解除され、かつ、前記維持機構による維
持状態解除後の前記付勢手段は、前記溝部に前記中空針が収納するまで前記中空針収納部
を回動可能であることが好ましい。また、前記付勢手段は、コイルバネ、蛇腹管もしくは
２つのリング状部材と該リング状部材を接続する線状もしくは板状の弾性体からなるもの
であることが好ましい。また、前記回動機構部分は、前記コイルバネ、蛇腹管もしくは２
つのリング状部材の内径より小さく作製されていることが好ましい。また、前記収納部は
、前記中空針に対して交差する状態から、前記中空針に対して同軸となる方向に回動可能
であることが好ましい。また、前記収納部は、複数段に折れ曲がるように作製されている
ことが好ましい。また、前記付勢手段エネルギー保有状態維持機構は、前記中空針に対し
て交差する状態における前記収納部の一側面端部と前記本体部により構成され、付勢エネ
ルギーを保有した状態の付勢手段の一端が前記収納部の一側面端部に伸張不能状態にて当
接し、他端が前記本体部に伸張不能状態にて当接するものであることが好ましい。また、
前記中空針を収納した状態で、前記収納部の前記一端部と、前記本体部とが嵌合するもの
であることが好ましい。
【０００７】
また、上記目的を達成するものは、医療用器具と、該医療用器具に装着された前記医療用
針とを備える医療用具である。
そして、前記付勢手段エネルギー保有状態維持機構は、前記収納部の他端部側に設けられ
た収納部側係合部と、該収納部側係合部と離脱可能に係合する前記医療用器具に設けられ
た医療用器具側係合部からなるものであることが好ましい。また、前記収納部は、途中が
折れ曲がるように作製されていることが好ましい。
【０００８】
【発明の実施の形態】
本発明の医療用針及びそれを用いた医療用具について好適実施例を用いて説明する。
図１は、本発明の医療用針を備えた医療用具の一実施例を示す外観図、図２は、図１の医
療用具の正面図、図３は、図１の医療用針部分の部分拡大図、図４は、図１の医療用針部
分の部分拡大図（中空針保護体とハブとが一体に作製されたもの）、図５は、図２の医療
用針部分の部分拡大図、図６は、図１の医療用具の作用の説明図、図７は、図１の医療用
具の作用の説明図である。なお、図１の下側を「先端」、上側を「基端」、図３、図４、
図６、図７の左側を「先端」、右側を「基端」として説明する。
【０００９】
本発明の医療用針１０、１１０は、中空針３と、中空針３の基端部に固定されたハブ４、
１０４と、中空針３を保護するための中空針保護部５、１０５とを備える医療用針であっ
て、中空針保護部５、１０５は、ハブ４もしくはハブ４に取り付けられる医療用器具３０
に装着またはハブ１０４もしくはハブ１０４に取り付けられる医療用器具３０と一体に形
成された本体部６、１０６と、本体部６、１０６に一端部７１が回動可能に取り付けられ
、かつ使用後の中空針３を収納するための溝部７２を備える中空針収納部７と、付勢エネ
ルギーを保有するとともに中空針収納部７を付勢するための付勢手段８とを備え、中空針
保護部５、１０５は、付勢手段８の付勢エネルギー保有状態および中空針３の露出状態を
保持する付勢手段エネルギー保有状態維持機構を備えるものである。
また、医療用針１０、１１０における付勢手段エネルギー保有状態維持機構による状態維
持は、中空針収納部７を回動させることにより解除され、かつ、維持機構による維持状態
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解除後の付勢手段８は、溝部７２に中空針３が収納するまで中空針収納部７を回動可能で
ある。
また、中空針保護部５、１０５は、収納部７を回動させることにより収納部７の溝部７２
に中空針３が収納された状態において、エネルギー保有状態が解除された付勢手段８の一
部が収納部７の本体部６、１０６との回動機構部分９、１０９もしくは中空針３を収納し
た収納部７の一部を被包することによる収納部回動抑制機構とを備えている。
【００１０】
また、表現を変えると、本発明の医療用針１０、１１０は、中空針３と、中空針３の基端
部に固定されたハブ４、１０４と、中空針３を保護するための中空針保護部５、１０５と
を備える医療用針であって、中空針保護部５、１０５は、ハブ４もしくはハブ４に取り付
けられる医療用器具３０に装着またはハブ１０４もしくはハブ１０４に取り付けられる医
療用器具３０と一体に形成された本体部６、１０６と、本体部６、１０６に一端部７１が
回動可能に取り付けられ、かつ使用後の中空針３を収納するための溝部７２を備える中空
針収納部７と、本体部６、１０６と中空針収納部７間により圧縮された弾性部材（言い換
えれば、付勢手段）８とを備える。そして、中空針保護部５、１０５は、弾性部材８が圧
縮され（言い換えれば、付勢エネルギー保有状態）かつ中空針３が露出する状態を保持す
る弾性部材圧縮状態保持機構（言い換えれば、付勢エネルギー保有状態維持機構）を備え
ている。また、中空針保護部５、１０５は、収納部７を回動させることにより収納部７の
溝部７２に中空針３が収納された状態において、圧縮状態（言い換えれば、付勢エネルギ
ー保有状態）が解除され伸張した弾性部材８の一部が収納部７の本体部６、１０６との回
動機構部分９、１０９もしくは中空針３を収納した収納部７の一部を被包することによる
収納部回動抑制機構を備えている。
【００１１】
また、本発明の医療用具１、１００は、医療用器具３０と、この医療用器具３０に装着さ
れた医療用針１０、１１０からなる。
医療用針１０、１１０は、それぞれ中空針３とハブ４、１０４と中空針保護体５、１０５
とからなる。
【００１２】
中空針３は、図１、図３、図４に示すように、例えば、ステンレス鋼、アルミニウム、チ
タンのような金属またはポリフェニレンサルファイドのような硬質樹脂で構成され、その
先端に鋭利な針先を有している。中空針３の基端部は、例えば、エポキシ樹脂等の接着剤
（図示せず）や、融着、カシメなどによりハブ４、１０４に固着されている。
【００１３】
ハブ４は、図３に示すように、先端側の中央に中空針３を挿通するための通路（図示せず
）を備え、基端側の内部は、注射器等の医療用器具３０の先端（ルアーチップ）が接続可
能となっている。また、ハブ４の外部は、図３に示すように先端に向かってテーパー上に
縮径しており、この部分に中空針保護体５の本体部６が装着可能となっている。また、ハ
ブ１０４は、図４に示すように、後述する中空針保護体１０５の本体部１０６の内部に一
体に作製され、先端側の中央に中空針３を挿通するための通路と、基端側の内部に、注射
器等の医療用器具３０の先端（ルアーチップ）が接続可能となっている。
【００１４】
中空針保護体５、１０５は、図１～図５に示すように、本体部６、１０６と、収納部７と
、付勢手段８とからなる。
本体部６は、内部に中空針３と中空針３の基端部に固定されたハブ４とを挿入可能な通路
６４を備えており、実施例では、本体部６の基端側の内部形状をハブ４の外部形状とほぼ
同一形状とすることにより中空針３及びハブ４に中空針保護体５を装着することができる
。また、図１～図５に示すように、本体部６の先端側部分６１は、基端側部分６３より細
径に作製されている。そして、先端側部分６１は、後述する収納部７の一端部７１と連結
するとともに収納部７が先端側部分６１を支点として回動可能なように作製されている。
また、本体部１０６は、図４に示すようにハブ１０４と一体に作製されている以外は、本
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体部６と何ら異なるところがなく、本体部６と同様に先端側部分１６１と基端側部分１６
３を備えている。
また、本発明の実施例において、中空針保護体５は、ハブ４の外部に本体部６を介して取
り付けられているが、ハブ４に取り付けられる医療用器具に本体部を介して取り付けられ
てもよい。また、本発明では、中空針保護体１０５の本体部１０６は、ハブ１０４と一体
に作製されているが、医療用器具と一体に作製されていてもよい。
【００１５】
中空針収納部７は、図１～図７に示すように鞘状に作製されており、収納部７の一端部７
１付近を除く部分の内側に使用後の中空針３を収納するための溝部７２を有している。溝
部７２は、図１、図２に示すように収納部７の中空針３側に形成され、収納部７が回動し
たとき中空針３をその側面側から収納できるものとなっている。また、収納部７は、先端
側に中空針３の鋭利な針先を完全に覆うように他の部分より拡径に作製された先端側拡径
部７３を備えている。また、収納部７の溝部７２に対して反対側の側面には、中空針３に
付着した血液ができるだけ外部に漏れないように、収納部７の一端部７１付近を除いて壁
が作製されている。
収納部７の一端部７１は、先端側部分６１、１６１と連結し、先端側部分６１、１６１を
介して回動可能なように作製されている。具体的には、図５に示すように収納部７の一端
部７１は、本体部６、１０６の先端側部分６１、１６１を両側から挟むように二股に分岐
している。収納部７の一端部７１と先端側部分６１、１６１の連結は、図３～図５に示す
ように、先端側部分６１、１６１の両側面の中央付近にそれぞれ設けられた凸部６２、１
６２と、一端部７１の２股部分のそれぞれの内側面の中央付近形成された凹部７４とが嵌
合することにより行われる。これにより、両者は連結され、先端側部分６１、１６１を介
して収納部７が回動可能となる。なお、先端側部分６１、１６１と収納部７の連結として
は、上述したものに限られず、先端側部分６１、１６１に設けられた凹部と、収納部７に
設けられた凸部との回動可能な嵌合、一端部７１と先端側部分６１、１６１とのピン等に
よる回動可能な固定により行ってもよい。
また、一端部７１の溝部７２が形成されている側は、図１、図３、図４、図６図７に示す
ように一端部７１が付勢手段８の内側に収納されやすいように収納部７の一端側に向かっ
て、大きく面取りされた形状となっている。具体的には、収納部７の一端部７１は、付勢
手段８との当接面側（一側面端部７５）は、先端にエッジを有する平坦面に、先端面およ
び付勢手段８との非接触面側（溝部形成面、他側面端部）は、大きく面取りされた連続す
る曲面となっている。また、図７に示す中空針３を収納した状態において、収納部７の一
端部７１は本体部６、１０６と嵌合することが好ましい。
【００１６】
付勢手段８は、この実施例では、コイルバネであり、本体部６、１０６の先端側部分６１
、１６１を被嵌するように設けられている。そして、図１に示すように、中空針３使用前
では、付勢手段８は、基端部が付勢手段８の内径より大きく作製された本体部６、１０６
の基端側部分６３、１６３に、付勢手段８の先端部８１が中空針収納部７の一側面端部７
５に当接することにより圧縮（付勢エネルギーが保有）されている。ここで、付勢手段８
の圧縮は、中空針収納部７が回動して中空針３を収納する方向に付勢するように行われて
いる。なお、付勢手段８が本体部６、１０６からずれることを防ぐため、基端側部分６３
、１６３の付勢手段８の基端との接触部分に溝を作製してもよい。
また、付勢手段８の内径は、図７に示すように中空針収納部７の一端部７１と先端側部分
６１、１６１との連結部分、すなわち回動機構部分９、１０９の外径より大きく作製され
ている。このため、図７に示すように、中空針収納後においては、少なくとも回動機構部
分９、１０９が付勢手段８の内部に収納されるものとなっている。また、付勢手段８の内
径は、収納部７が回動できないように回動機構部分９、１０９より若干大きい程度である
ことが好ましい。また、実施例では、非圧縮状態における付勢手段８の長さは、収納部７
の大部分を収納可能な程度となっているが、これに限られるものではなく、少なくとも収
納部の一部を収納可能な程度であればよい。収納部７の少なくとも一部が収納されれば、
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中空針収納後において収納部７が回動することがないからである。
【００１７】
また、付勢手段として、上述したコイルバネの他、蛇腹管、図１７～図１９に示す２つの
リング状部材８３、８４とリング状部材８３、８４を接続する線状弾性体８５から成る付
勢手段８２、または２つのリング状部材とリング状部材を接続する板状の弾性体からなる
付勢手段等を使用してもよい。
付勢手段８２の線状弾性体８５は、中空針使用時に邪魔にならないように収納部７に対し
て垂直に設けられている。また、実施例では、付勢手段８２の２つのリング状部材、すな
わち先端側リング部材８３と基端側リング部材８４は、２本の線状弾性体８５により接続
されているが、これに限られるものではなく、３本以上の線状弾性体により接続されてい
てもよい。また、線状弾性体８５には、ＴｉＮｉ合金、Ｃｕ－Ｚｎ合金、Ｃｕ－Ｚｎ－Ｘ
合金等の超弾性金属線、ステンレス鋼に作製された線を使用することが好ましい。
【００１８】
中空針保護体５、１０５は、付勢手段８の付勢エネルギー保有状態および中空針３の露出
状態を保持する付勢手段エネルギー保有状態維持機構を備える。
この実施例の付勢手段エネルギー保有状態維持機構は、中空針３に対して交差する状態に
おける収納部７の一側面端部７５と本体部６、１０６により構成されている。そして、付
勢手段８の一端が収納部７の一側面端部７５に伸張不能状態にて当接し、他端が本体部６
、１０６に伸張不能状態にて当接することにより、付勢エネルギー保有状態（圧縮状態）
が維持されている。
具体的には、図１に示す中空針３の使用前及び使用時には、付勢手段８の先端８１は、収
納部７の一側面端部７５と当接し、他端は、本体部６、１０６の基端側部分６３、１６３
にて当接している。この状態において、付勢手段８は圧縮され、収納部７は中空針３に対
してほぼ垂直状態となるように起立している。付勢手段８と収納部７の一側面端部７５と
の当接は、一側面端部７５が、付勢手段８に向かい合うように２カ所接触するとともに、
一側面端部７５の先端が付勢手段８の線材（肉厚）の中央より外側に位置する大きさに作
製することにより達成される。
言い換えれば、図１に示すように中空針３の使用前および使用時には、収納部７の一側面
端部７５に付勢手段８の先端８１が係合することにより、収納部７が中空針３に対してほ
ぼ垂直に起立した状態となっており、中空針３が露出する状態を保持している。また、中
空針露出状態は、圧縮状態の付勢手段８がその伸長作用により収納部７の一側面端部７５
を先端側に押すことによって確実に行われている。なお、斜めに傾いた付勢手段８の先端
にリングを取り付け、先端を平らにすることにより、中空針３露出状態を確実に保持して
もよい。
【００１９】
また、中空針保護体５、１０５は、収納部７を回動させることにより収納部７の溝部７２
に中空針３が収納された状態において、エネルギー保有状態（圧縮状態）が解除された付
勢手段８の一部が収納部７の本体部６、１０６との回動機構部分９、１０９もしくは中空
針３を収納した収納部７の一部を被包することによる収納部回動抑制機構を備えている。
また、付勢手段エネルギー保有状態維持機構による状態維持は、中空針収納部７を回動さ
せることにより解除され、かつ、維持機構による維持状態解除後の付勢手段８は、溝部７
２に中空針３が収納するまで中空針収納部７を回動可能である。
具体的には、図６、図７に示すように、中空針使用後において、中空針３に対してほぼ垂
直に起立する収納部７を手動で先端側に倒すことにより付勢手段８の先端８１と収納部７
の一側面端部７５との当接が解除されるとともに付勢手段８の付勢エネルギー保有状態（
圧縮状態）が解除され、回動が始まる。回動は、付勢手段８の伸長作用により行われ、収
納部７の外側が先端側に押し上げられ、最終的に溝部７２に中空針３全体が収納される。
この状態では、伸張した付勢手段８により収納部７の大部分及び先端側部分６１、１６１
（回動機構部分９、１０９を含む）が付勢手段８の内側にほぼ密接して収納されている。
これにより、収納部７を中空針３が露出する方向に押したとしても、回動機構部分９を含
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む収納部７の大部分が付勢手段８の内面に当接するため収納部７の回動は抑制される。ま
た、先端側拡径部７３の外径は付勢手段８の内径よりも大きく作製されているので、付勢
手段８は先端側に抜けないものとなっている。なお、実施例では、付勢手段８が収納部７
の大部分及び回動機構部分９を収納することによって収納部７の回動を抑制しているが、
これに限られるものではなく、少なくとも付勢手段の一部が収納部の本体部との回動機構
部分もしくは中空針を収納した収納部の一部を被包することにより収納部の回動を抑制す
ることができる。例えば、付勢手段が収納部の一部のみしか収納できない長さのコイルバ
ネであっても、収納部の回動を的確に抑制することができる。
【００２０】
また、コイルバネの代わりに付勢手段８２を使用する医療用具１２０の中空針保護体１２
５も、中空針保護体５と同様に、付勢手段エネルギー保有状態維持機構及び収納部回動抑
制機構を備えている。なお、医療用具１２０は、付勢手段８２が２つのリング状部材８３
、８４とリング状部材８３、８４を接続する線状弾性体８５とからなること以外、上述し
た医療用具１と同じである。
具体的には、図１７～図１９に示すように、中空針３の使用前および使用時には、収納部
７の一側面端部７５に先端側リング部材８３の先端が係合することにより、収納部７が中
空針３に対してほぼ垂直に起立した状態となっており、中空針３が露出する状態を保持し
ている。次いで収納部７を先端側に手動で倒すことにより一側面端部７５と先端側リング
部材８３との係合が解除されるとともに、線状弾性体８５の先端側への付勢により収納部
７が回動し、最終的に中空針収納部７の溝部７２に中空針３が収納される。中空針収納状
態では、先端側リング部材８３は収納部７の先端側拡径部分７３の基端側付近において収
納部７の一部を被包しており、上記と同様に収納部７の回動が抑制されるものとなってい
る。
【００２１】
以上より、本発明の医療用針１０、１１０、１３０は、付勢手段の付勢エネルギー保有状
態の解除を小さな力で行うことができ容易に中空針の収納を開始することができるととも
に、使用済みの中空針を収納部に収納した後は、中空針が露出するおそれが極めて少なく
することができる。
【００２２】
医療用器具３０は、実施例では、注射器であり、図１、図３、図４に示すように、先端部
において医療用針１のハブ４、１０４に接続している。医療用器具３０としては、上述し
たものに限られず、血液バッグ、輸液バッグ、輸血セット、輸液セット等であってもよい
。
【００２３】
次に、本発明の医療用針の他の実施例について説明する。
図８は、本発明の医療用針を備える医療用具の他の実施例を示す外観図、図９は、図８の
医療用具の正面図、図１０は、図８の医療用具に使用される収納部と医療用器具との係合
部分の部分拡大図、図１１は、図８の医療用針部分の部分拡大図、図１２は、図８の医療
用具の作用を説明する図、図１３は、図８の医療用具の作用を説明する図である。なお、
図８の下側を「先端」、上側を「基端」、図１２、図１３の左側を「先端」、右側を「基
端」として説明する。
【００２４】
本発明の医療用針５０の構成は、収納部１７の途中が折れ曲がるように作製されているこ
と、収納部１７の他端部側に設けられた収納部側係合部１７１ａと、収納部側係合部１７
１ａと離脱可能に係合する医療用器具４０に設けられた医療用容器側係合部４１を備える
こと以外は、上述した医療用針１と同じである。以下、相違点を中心に説明する。
また、医療用具２０は、医療用器具４０とこれに装着された医療用針５０を備えている。
【００２５】
医療用針５０は、図８に示すように、中空針３と、中空針３の基端部に固定されたハブ４
と、中空針保護体１５とからなる。また、中空針保護体１５は、本体部６と、収納部１７
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と、付勢手段８とからなる。
医療用具２０は、中空針３と、上述したように内部に本体部６の内部にハブ４を備えた中
空針保護体１５とからなる。また、中空針保護体１５は、本体部６と、収納部１７と、付
勢手段８とからなる。なお、本体部６と、付勢手段８と、収納部１７としては、上述した
ものが用いられる。
【００２６】
収納部１７は、収納部７とほぼ同形状に作製されており、収納部７と同様に、収納部１７
の中空針３側に形成され、かつ中空針３をその側面側から収納する溝部１７２と、二股に
分岐するように作製されるとともに、本体部６の先端側部分６１と回動可能に連結する一
端部１７１とからなる。そして、一端部１７１と、先端側部分６１との連結は、図８に示
すように、医療用針１と同様に、一端部１７１に設けられた凹部１７４と先端側部分６１
に設けられた凸部６２との嵌合により行われている。
また、収納部１７は、図８に示すように、一端側部材１７ｂ、他端側部材１７ａおよび両
者を連結するヒンジ部１７６備え、途中（中央付近、ヒンジ部１７６部分）において折れ
曲がるように作製されている。中空針３の使用前および使用時には、収納部１７の中央付
近の非溝部形成側側面に形成された薄肉部からなるヒンジ部１７６により、他端側部材１
７ａは、ヒンジ部１７６を介して基端側に折れ曲がり、医療用針５０に接続された医療用
器具４０に固定されている。このため、収納部７のように、医療用針５０を搬送する場合
及び使用する際に、収納部１７が邪魔になりにくい。また、医療用針５０の付勢手段エネ
ルギー保有状態維持機構は、上述した実施例の医療用針１０と同じであり、収納部７の一
端側部材１７ｂは、収納部１７の一側面端部１７５と付勢手段８の先端８１との当接によ
り、中空針３に対して起立するともに付勢手段８を圧縮している（付勢エネルギー保有状
態）。
また、収納部１７は、３段以上に作製してもよく、また、ヒンジ部１７６は、収納部１７
の他端側部材１７ａと一端側部材１７ｂとをピン等により回動可能に連結することにより
形成してもよい。さらに、この医療用針５０は、収納部１７の他端側部材１７ａの端部（
先端）に収納部側係合部１７１ａを備えるとともに、装着対象の医療用器具４０も外周に
医療用器具側係合部４１を備え、両者は離脱可能に係合する。これにより、不用意に他端
側部材１７ａが起きあがることがないため、使用前及び使用時に、一端部側部材１７ｂの
基端１７５と付勢手段８との当接（付勢手段の圧縮状態）の不用意な解除を防止するとと
ともに、仮に解除されても付勢手段８の伸長による収納部７の回動を防止する。なお、収
納部１７と医療用具４０を別部材により固定してもよい。
【００２７】
図８に示すように医療用器具４０には、注射器が使用され、先端部において医療用針５０
のハブ４に接続している。医療用器具４０としては、上述したものに限られず、血液バッ
グ、輸液バッグ、輸血セット、輸液セット等であってもよい。
【００２８】
また、中空針保護体１５は、中空針保護体５と同様に、付勢手段８の付勢エネルギー保有
状態（圧縮状態）および中空針３の露出状態を保持する付勢手段エネルギー保有状態維持
機構およびエネルギー保有状態（圧縮状態）が解除された付勢手段８による収納部回動抑
制機構を有する。また、付勢手段エネルギー保有状態維持機構による状態維持は、中空針
収納部１７を回動させることにより解除され、かつ、維持機構による維持状態解除後の付
勢手段８は、溝部１７２に中空針３が収納するまで中空針収納部１７を回動可能である。
【００２９】
具体的には、図８に示すように、中空針３の使用前および使用時において、収納部１７の
一側面端部１７５に付勢手段８の先端８１が当接することにより、収納部１７が中空針３
に対してほぼ垂直に起立した状態となっており、中空針３が露出する状態を保持している
。この状態において他端側部材１７ａは、ヒンジ部１７６を介して、基端側に折れ曲がり
、他端側部材１７ａの先端に設けられた係合部１７１ａが医療用具４０の係合部４１と係
合しており、付勢手段８の圧縮状態を補助している。
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【００３０】
そして、図１２、図１３に示すように、中空針３の使用後において、収納部１７の係合部
１７１ａと、医療用具４０の係合部４１との係合を解除し、図８に示す中空針３に対して
ほぼ垂直に起立する収納部１７の一端側部材１７ｂを手動で先端側に押し倒すことにより
付勢手段８の先端８１と収納部７の一側面端部１７５との当接が解除されるとともに付勢
手段８の圧縮状態が解除され、収納部１７の回動が始まる。回動は、付勢手段８の伸長作
用により進行し、まず、一端側部材１７ｂが回動し、図１２の状態になり、連続して、他
端側部材１７ａがヒンジ１７６を介して、先端側に回動して、最終的には、図１３に示す
ように、収納部１７の溝部１７２に中空針３が収納される。中空針収納状態では、付勢手
段８は、伸長しており、収納部１７の大部分及び先端側部分６１（回動機構部分１９を含
む）が付勢手段８の内側にほぼ密接して収納されている。これにより、収納部１７を中空
針３が露出する方向に押したとしても、回動機構部分１９を含む収納部１７の大部分が付
勢手段８の内面に当接するため収納部１７の回動は抑制される。また、先端側拡径部１７
３の外径は付勢手段８の内径よりも大きく作製されているので、付勢手段８は先端側に抜
けないものとなっている。なお、実施例では、付勢手段８が収納部１７の大部分及び回動
機構部分１９の大部分を収納することにより収納部１７の回動を抑制しているが、これに
限られず、少なくとも付勢手段の一部が収納部の本体部との回動機構部分もしくは中空針
を収納した収納部の一部を被包することにより収納部の回動を抑制することができる。
【００３１】
次に、本発明の医療用針の他の実施例について説明する。
図１４は、本発明の医療用針を備えた医療用具の他の実施例の外観図、図１５は、図１４
の医療用具の正面図、図１６は、図１４の医療用針部分の部分拡大図である。
本発明の医療用針９０の構成は、付勢手段エネルギー保有状態維持機構が、収納部２７と
本体部６により構成されておらず、付勢手段エネルギー保有状態維持機構が、収納部２７
の他端部側に設けられた収納部側係合部２７１ａと収納部側係合部２７１ａと離脱可能に
係合する医療用器具４０に設けられた医療用器具側係合部４１との係合により構成されて
いる以外は、上述した医療用針１０と同じである。以下、相違点を中心に説明する。
【００３２】
医療用具８０は、医療用器具４０と医療用針９０とからなる。
医療用針９０は、図１４～図１６に示すように、中空針３と、中空針３の基端部に取り付
けられたハブ４と、中空針保護体２５とからなり、中空針保護体２５は、本体部６と、収
納部２７と、付勢手段８とからなる。本体部６、付勢手段８、医療用器具４０としては、
上述したものが用いられる。
【００３３】
収納部２７は、収納部１７と同様に、中空針３側に形成され、中空針３をその側面側から
収納する溝部２７２と、二股に分岐するようにされるとともに、本体部６の先端側部分６
１と回動可能に連結する一端部２７１とを備えている。そして、一端部２７１と、本体部
６の先端側部分６１との連結は、図１６に示すように医療用針１と同様に、基端部２７１
に設けられた凹部２７４と先端側部分６１に設けられた凸部６２との嵌合により行われて
いる。
収納部２７の一端部２７１の一側面端部２７５は、図１６に示すように付勢手段８の先端
８１に当接するものの、一側面端部２７５の先端は当接しないように構成されている。具
体的には、収納部の基端の側面は、エッジのない曲面となっている。この実施例では、図
１６に示すように半円形状に作製されている。
また、収納部２７は、収納部１７と同様に、一端側部材２７ｂ、他端側部材２７ａ及び両
者を連結するヒンジ部２７６を備え、途中（中央付近、ヒンジ部２７６部分）において折
れ曲がるように作製されている。このため、医療用針７のように、医療用針９０を搬送す
る場合及び使用する際に、収納部２７が邪魔になりにくい。中空針３使用前、使用時にお
いては、他端側部材２７ａは、ヒンジ部２７６を介して基端側に折れ曲がり、医療用針９
０に接続された医療用具４０に固定される。他端側部材２７ａの医療用器具４０への固定



(11) JP 4326658 B2 2009.9.9

10

20

30

40

50

は、他端側部材２７ａの端部に形成された収納部側係合部２７１ａと、医療用器具４０の
外周に設けられた医療用器具側係合部４１とを離脱可能に係合することにより行われる。
この状態において、一端側部材２７ｂは、中空針３に対してほぼ垂直に起立しており、一
側面端部２７５の非先端側において付勢手段８の先端８１との当接することにより付勢手
段８の圧縮状態（付勢エネルギー保有状態）を保持している。
【００３４】
中空針保護体２５は、中空針保護体５と同様に、付勢手段８の付勢エネルギー保有状態お
よび中空針３が露出する状態を保持する付勢手段エネルギー保有状態維持機構を有する。
本発明の保有状態維持機構は、医療用針１０及び医療用針１１０のように収納部と、本体
部により構成されておらず、収納部側係合部２７１ａと離脱可能に係合する医療用器具４
０に設けられた医療用器具係合部４１との係合により構成されている。
【００３５】
具体的には、図１４に示すように、中空針３の使用前および使用時において、他端側部材
２７ａの先端に設けられた収納部側係合部２７１ａと、医療用器具４０側の外周に設けら
れた医療用器具側係合部４１とが離脱可能に係合することにより、収納部２７の一端側部
材２７ｂが中空針３に対してほぼ垂直に起立した状態となり、中空針３の露出する状態が
保持される。この状態において、他端側部材２７ａは上述したようにヒンジ部２７６を介
して基端側に折れ曲がっており、不用意に起きあがることがない。
【００３６】
また、中空針保護体２５は、中空針保護体５と同様に、エネルギー保有状態（圧縮状態）
が解除された付勢手段８による収納部回動抑制機構を有する。また、付勢手段エネルギー
保有状態維持機構による状態維持は、中空針収納部２７を回動させることにより解除され
、かつ維持機構による維持状態解除後の付勢手段８は、溝部２７２に中空針が収納するま
で中空針収納部２７を回動可能である。
具体的には、中空針３を使用した後は、収納部側係合部２７１ａと医療用器具側係合部４
１との係合を解除することにより、付勢手段８の圧縮状態が解除され自動的に回動が始ま
る。回動は、付勢手段８の伸長作用により進行し、収納部１７と同様に、まず、一端側部
材２７ｂが回動し、連続して、他端側部材２７ａがヒンジ部２７６を介して先端側に回動
することにより、最終的に図１３と同様に収納部２７の溝部２７２に中空針３が収納され
る。中空針３を収納した状態では、付勢手段８は、伸長しており、収納部２７の大部分及
び先端側部分６１（回動機構部分２９を含む）が付勢手段８の内側にほぼ密接して収納さ
れている。また、先端側拡径部２７３の外径は付勢手段８の内径よりも大きく作製されて
いるので、付勢手段８は先端側に抜けないものとなっている。なお、実施例では、付勢手
段８が収納部２７の大部分及び回動機構部分２９の大部分を収納することにより収納部２
７の回動を抑制しているが、これに限られず、少なくとも付勢手段の一部が収納部の本体
部との回動機構部分もしくは中空針を収納した収納部の一部を被包することにより収納部
の回動を抑制することができる。
【００３７】
また、本願目的を達成する発明は、中空針と、該中空針の基端部に固定されたハブと、前
記中空針を保護するための中空針保護部とを備える医療用針であって、前記中空針保護部
は、前記ハブもしくは該ハブに取り付けられる医療用器具に装着または前記ハブもしくは
該ハブに取り付けられる医療用器具と一体に形成された本体部と、該本体部に一端部が回
動可能に取り付けられ、かつ使用後の前記中空針を収納するための溝部を備える中空針収
納部と、付勢エネルギーを保有するとともに前記溝部内に前記中空針が収納されるまで前
記中空針収納部を付勢可能な付勢手段とを備え、該中空針保護部は、前記付勢手段の付勢
エネルギー保有状態および前記中空針の露出状態を保持する付勢手段エネルギー保有状態
維持機構を備える。
【００３８】
また、本願目的を達成する発明は、中空針と、該中空針の基端部に固定されたハブと、前
記中空針を保護するための中空針保護部とを備える医療用針であって、前記中空針保護部
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は、前記ハブもしくは該ハブに取り付けられる医療用器具に装着または前記ハブもしくは
該ハブに取り付けられる医療用器具と一体に形成された本体部と、該本体部に一端部が回
動可能に取り付けられ、かつ使用後の前記中空針を収納するための溝部を備える中空針収
納部と、付勢エネルギーを保有するとともに前記中空針収納部を付勢するための付勢手段
とを備え、該中空針保護部は、前記付勢手段の付勢エネルギー保有状態および前記中空針
の露出状態を保持する付勢手段エネルギー保有状態維持機構を備え、前記付勢手段エネル
ギー保有状態維持機構による状態維持は、前記中空針収納部を回動させることにより解除
され、かつ、前記維持機構による維持状態解除後の前記付勢手段は、前記溝部に前記中空
針が収納するまで前記中空針収納部を回動可能である。
【００３９】
【発明の効果】
本発明は、中空針と、該中空針の基端部に固定されたハブと、前記中空針を保護するため
の中空針保護部とを備える医療用針であって、前記中空針保護部は、前記ハブもしくは該
ハブに取り付けられる医療用器具に装着または前記ハブもしくは該ハブに取り付けられる
医療用器具と一体に形成された本体部と、該本体部に一端部が回動可能に取り付けられ、
かつ使用後の前記中空針を収納するための溝部を備える中空針収納部と、付勢エネルギー
を保有するとともに前記中空針収納部を付勢するための付勢手段とを備え、該中空針保護
部は、前記付勢手段の付勢エネルギー保有状態および前記中空針の露出状態を保持する付
勢手段エネルギー保有状態維持機構を備える。
このため、本発明の医療用針は、大きな力を加えることなく中空針の収納を開始すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明の医療用針を備えた医療用具の一実施例の外観図である。
【図２】図２は、図１の医療用具の正面図である。
【図３】図３は、図１の医療用針部分の部分拡大図である。
【図４】図４は、図１の医療用針部分の部分拡大図である。
【図５】図５は、図２の医療用針部分の部分拡大図である。
【図６】図６は、図１の医療用具の作用の説明図である。
【図７】図７は、図１の医療用具の作用の説明図である。
【図８】図８は、本発明の医療用針を備えた医療用具の他の実施例の外観図である。
【図９】図９は、図８の医療用具の正面図である。
【図１０】図８の医療用具に使用される収納部と医療用具との係合部分の部分拡大図であ
る。
【図１１】図１１は、図８の医療用具の部分拡大図である。
【図１２】図１２は、図８の医療用具の作用の説明図である。
【図１３】図１３は、図８の医療用具の作用の説明図である。
【図１４】図１４は、本発明の医療用具の他の実施例の外観図である。
【図１５】図１５は、図１４の医療用具の正面図である。
【図１６】図１６は、図１４の医療用針部分の部分拡大図である。
【図１７】図１７は、本発明の医療用針を備えた医療用具の他の実施例の外観図である。
【図１８】図１８は、図１７の医療用針部分の説明図である。
【図１９】図１９は、図１７の医療用具の作用の説明図である。
【符号の説明】
１０，５０，９０，１１０，１３０　医療用針
３　中空針
４，１０４　ハブ
５，１５，２５，１２５中空針保護体
６，１０６　本体部
７，１７，２７　収納部
８，８２　付勢手段
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３０，４０　医療用器具
１，２０，８０，１００，１２０　医療用具
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