
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 ハウジングと、磁石と、ボビンと、

コイルと、電子回路とを含み、
電子式穿刺装置であって、

　該ボビンは、該ハウジング中で往復運動するために、
、

　 及び
　該電子回路は、 該ボビンの送り出しおよび引き込みを制
御し、開始させる
ことを特徴とする電子式穿刺装置。
【請求項２】
　該装置が、 、請求項１記
載の電子式穿刺装置。
【請求項３】
　該ハウジングが、磁束線の少なくとも大部分を該コイルと交差させるためのスチール製
ブロックをさらに含む、請求項１又は２記載の電子式穿刺装置。
【請求項４】
　該電子回路が、少なくとも１個のタイマ回路と、電流を該ボビンに

印加するための少なくとも１個のトランジスタと、電流を該ボビンに
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閉じた一端と部分的に開口する一端とを有する 該ボ
ビンに取り付けられた 該磁石、該ボビン、該コイル、及び
該電子回路は該ハウジング中に取り付けられている

該部分的に開口するハウジングの
一端に隣接して該磁石の上に取り付けられ

該コイルは、該ボビンの少なくとも一部の周囲に一つ以上の層に巻かれ、
該コイルを流れる電流によって

該ボビンに着脱可能に取り付けられたランセットをさらに含む

取り付けられた該コ
イルに 取り付けられ



印加するための少なくとも１個のコンデンサとを含む、請求項３記載の電子
式穿刺装置。
【請求項５】
　該電子回路が２個のタイマ回路を含む、請求項３記載の電子式穿刺装置。
【請求項６】
　該タイマ回路の１個が該ボビンおよび該ランセットの送り出しを調整する、請求項５記
載の電子式穿刺装置。
【請求項７】
　該ボビンの該送り出しの期間が７ミリ秒未満である、請求項６記載の電子式穿刺装置。
【請求項８】
　該タイマ回路の１個が、 を調整する、請求項５
記載の電子式穿刺装置。
【請求項９】
　該ボビンの該 の期間が１０～１５ミリ秒である、請求項８記載の電子式穿刺装
置。
【請求項１０】
　 、
　ハウジングに磁石を固着することと、
　電流を該ボビンおよび該磁石に隣接して流れさせる

ことと、
　電源を起動して電流を該コイルに流れさせて、磁場を、該磁場とは反対の極性を有する
該磁石の周囲に発生させることと、
　該磁石と該コイルとの間に、該コイルおよび該ボビンを送り出すのに十分な反発力を発
生させることと、
　電流を逆転させて該コイルおよび該ボビンを引き込むことと、
を含む方法。
【請求項１１】
　該電源が電池および電子回路である、請求項１０記載の方法。
【請求項１２】
　該電子回路が、少なくとも１個のタイマ回路と、該ボビンおよび該ランセットの該送り
出しおよび該引き込みの間に十分な電流を印加するための少なくとも１個のトランジスタ
とを含む、請求項１１記載の方法。
【請求項１３】
　該電子回路が少なくとも１個のコンデンサを含む、請求項１１記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は一般に電子式穿刺装置に関する。より具体的には、本発明は、浮動ボイスコイ
ル（ボビン）に取り付けられたランセットの動きを金属ハウジング中の固定磁石上で制御
する電子回路を含む電子式穿刺装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　種々の体の部位から体液、たとえば毛細管血または間質液を採取するためには穿刺装置
が使用される。機械式穿刺装置の一般的使用者は、糖尿病治療のための血中グルコース自
己監視プログラムを受けている人である。一般に、使用者が、選択した穿刺部位で穿刺装
置の発射ボタンを押して穿刺装置を起動して、その部位の皮膚を穿刺する。ひとたび皮膚
が穿刺され、ランセットが穿刺部位から引き込まれると、穿刺したところの皮膚に少量の
体液、たとえば毛細管血または間質液が形成する。そして、穿刺部位の皮膚表面の体液の
滴を試験センサに塗布する。
【０００３】
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た該コイルに

該ボビンおよび該ランセットの引き込み

引き込み

穿刺装置のハウジングに取り付けられたボビンを送り出し、引き込む方法であって

ために、該ボビンの少なくとも一部
の周囲に一つ以上の層に巻かれたコイルを該ボビンに取り付ける



　多くの既存の機械式穿刺装置が直面する大きな問題は、装置の使用者が感じる痛みであ
る。穿刺装置に関する三つの有意な理由が使用者の傷みの増大に寄与する。多くの穿刺装
置のランセットは、皮膚を穿刺するために動くとき、横方向の振動を受ける。この振動が
不規則な穿刺を招き、不要な痛みおよび不快感を使用者に感じさせる。
【０００４】
　既存の機械式穿刺装置に伴う使用者の傷みの増大に寄与するもう一つの理由は、ランセ
ットを穿刺部位に挿入したとき起こる、跳ね返りの繰り返しによる皮膚に対する出入りで
ある。一般的な機械式穿刺装置は、ランセットが振れを止めるまでに２～６回皮膚に貫入
することが証明されている。
【０００５】
　使用者の痛みの増大のさらなる理由は、ランセットが皮膚に対して出入りするときの比
較的低い速度と、ランセットが皮膚内にとどまる期間、いわば「滞留時間」である。より
低いランセット穿刺速度、より長い皮膚内滞留時間およびより低いランセット 速
度は、すべて、使用者が感じる痛みを増強する。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
　したがって、皮膚に対して出入りするランセットの跳ね返りをなくし、穿刺部位に発射
されるときのランセットの振動を除去または軽減し、ランセットが皮膚に進入し、皮膚か
ら引き抜かれる速度を増し、ランセットの皮膚内滞留時間を制御することによって使用者
の痛みを減らす穿刺装置の必要性が存在する。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、金属シェル中に取り付けられた固定磁石を含む電子式穿刺装置を提供する。
コイルを取り付けた浮動ボビンが磁石の上に配置されている。ボビンの順方向、逆方向お
よび休止位置の往復運動は、電子回路によって正確に制御される。
【０００８】
　穿刺装置の中で実質的に浮遊するボイスコイルを固定磁石および電子回路と同調させ、
組み合わせて使用すると、大きく改良された穿刺装置が得られることが見いだされた。浮
遊するボイスコイルの極わずかな重量および磁石の引力が、電子回路がランセットの進出
および引き込みに対して優れた制御を維持することを可能にする。電子式穿刺装置が使用
者によって起動されると、電子式穿刺装置内の種々の電子回路が、コイル、ボビンおよび
ランセットを磁石から反発させ、穿刺部位中に駆動するような十分な電流をボイスコイル
に印加する。その後、電子回路が電流を逆転させて、ランセットを穿刺部位から
、電子式穿刺装置のハウジング内の磁石に向けて引くような十分な電流をボイスコイルに
印加する。電子回路はまた、ボビンおよびランセットの進出と引き込みとの合間の休止時
間または滞留時間を制御することができる。
【０００９】
　本発明の他の目的および利点は、添付図面を参照しながら以下の詳細な説明を読むこと
によって明らかになるであろう。
【００１０】
　本発明は、多くの異なる実施態様によって満たされるが、本発明の好ましい実施態様を
図面に示し、本明細書に詳細に記載する。本開示は、本発明の原理を例示するものとみな
されなければならず、本発明を例示の実施態様に限定することを意図しない。本発明の範
囲は、請求の範囲およびそれらの等価物によって評価される。
【００１１】
【発明の実施の形態】
　図中、本発明の電子式穿刺装置を符号５で示す。図１に示す電子式穿刺装置５は、手で
保持する円筒形の独立型である。しかし、穿刺装置５はまた、血液試験センサの統合部品
であることもできる。電子式穿刺装置５は、長方形、正方形および長円形のような多くの
形であることができる。本発明の一つの実施態様によると、図１に示す電子式穿刺装置５
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引き込み

引き込み



は、ハウジング１０、カバー１２、電源ボタン２０、発射ボタン２２、ＬＥＤ表示装置２
４、エンドキャップ２５およびランセット３０を含む。図１に示すように、ハウジング１
０は、プラスチックまたは類似材料から製造され、電子式穿刺装置５の中に位置する電子
回路および他の要素へのアクセスを許す円筒形のハウジング１０を含む。円筒形のハウジ
ング１０は、閉じた一端と、部分的に閉じた一端とを有している。カバー１２は、ハウジ
ング１０のうち、内部電子回路へのアクセスを許す部分を包む。カバー１２はまた、電源
ボタン２０、発射ボタン２２およびＬＥＤ表示装置２４のような制御信号を含む。電源ボ
タン２０は、本発明の一つの実施態様では、カバー１２の一つの外壁から突出する比較的
小さな要素である。電子式穿刺装置５を操作するためには、使用者が、電源ボタン２０を
押すことによって電子式穿刺装置を起動する。また、本発明にしたがって、電源ボタン２
０を電子式穿刺装置５の一端に配置することも考えられる。さらに、本発明にしたがって
、電源ボタン２０がハウジング１０の外面から突出することも考えられる。さらに、電源
ボタン２０が円形、正方形、長方形または発射ボタンの簡単な発射を容易にする他の形で
あることも考えられる。
【００１２】
　電源ボタン２０を押し、電子式穿刺装置５を穿刺部位の皮膚に正しく当てたのち、使用
者が発射ボタン２２を押して穿刺過程を開始する。発射ボタン２２は、カバー１２から突
出するもう一つの比較的小さな要素であり、電源ボタン２０に隣接して配置されている。
視覚障害をもつ使用者が電子式穿刺装置５を操作することができるよう、本発明を具現化
する発射ボタン２２は、それを電源ボタン２０から区別する少なくとも一つの外部的特徴
を有する。本発明にしたがって、図１に示すように、発射ボタン２２が円形であり、電源
ボタン２０が長方形であることが考えられる。また、電源ボタン２０および発射ボタン２
２が六角形、五角形または他の形であることも考えられる。さらに、電源ボタン２０また
は発射ボタン２２の表面が、他のボタンから区別するため、他の区別的な特徴、たとえば
ディンプルまたはピンプルを押印されていることも考えられる。また、本発明にしたがっ
て、発射ボタン２２がハウジング１０の外面から突出することも考えられる。
【００１３】
　発射ボタン２２を押す前に、ＬＥＤ表示装置２４によって呈示される色が、穿刺装置５
が作動可能であるかどうかを使用者に知らせる。場合によっては、ＬＥＤ表示装置２４は
、カバー１２上で発射ボタン２２に隣接させて配置することもできる。たとえば、ＬＥＤ
表示装置２４は、電子式穿刺装置５の作動準備ができていない場合には赤の光を呈示し、
電子式穿刺装置５の作動準備ができている場合には緑の光を呈示することができる。本発
明の一つの実施態様にしたがって、ＬＥＤ表示装置２４が、電子式穿刺装置を作動させる
ことができるかどうかを示すために他の色を呈示することも考えられる。
【００１４】
　図１に示すように、エンドキャップ２５は、各端に穴がある円筒形のプラスチック要素
である。ランセット３０は、ボビンに脱着可能に取り付けられ、人の皮膚を貫くように設
計された細くて鋭く尖った物体である。エンドキャップ２５は、ランセット３０を損傷か
ら保護し、使用者を鋭く尖ったランセット３０との偶然の接触から保護する両方に働く。
さらには、エンドキャップ２５は、多数の使用者を保護し、穿刺の深さを制御するために
交換可能である。図１は、「引き込み位置」と呼ばれる、ランセット３０が完全にエンド
キャップ２５の中に位置する状態を示す。使用者が発射ボタン２２を押したのち、ランセ
ットは、エンドキャップの中から穿刺部位まで進出して皮膚を穿刺する。ランセットは、
以下さらに説明するように、エンドキャップの中から穿刺部位に進入したとき、「起動位
置」にあると呼ばれる。
【００１５】
　使用者は、指または他の部位で穿刺部位を選択し、準備し、エンドキャップ２５を外し
てランセット３０をボビン３５（図２）の一端に挿入する。次に、使用者は、エンドキャ
ップ２５を元に戻し、エンドキャップ２５を、選択した穿刺部位の皮膚に当てて押す。電
源ボタン２０で電子式穿刺装置５を起動し、ＬＥＤ表示装置２４によって呈示される光が
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電子式穿刺装置が作動可能であることを示すことを確認したのち、使用者は、発射ボタン
２２を押すことによって穿刺過程を開始する。その後、電子式穿刺装置５を穿刺部位から
離して、体液、たとえば毛細管血または間質液を出させる。そして、その体液を、所望の
試験が実施される血液または間質液試験センサと接触させることができる。その後、使用
者は、エンドキャップ２５およびランセット３０を電子式穿刺装置５から取り除くことが
できる。
【００１６】
　図２は、本発明の一つの実施態様の電子式穿刺装置５の分解図である。電子式穿刺装置
５は、ハウジング１０、カバー１２、電池１５、電源ボタン２０、発射ボタン２２、ＬＥ
Ｄ表示装置２４、エンドキャップ２５、ランセット３０、ボビン３５、スチール製シェル
４５、磁石５０、スチール製ブロック５２および接着剤５４を含む。
【００１７】
　ハウジング１０は、カバー１２ならびに二つの端―閉じた後端６０および開いた前端６
５―を有する、ほぼ管状の本体部材を含む。ハウジング１０は、電子式穿刺装置５の内部
部品を保護し、そのための外部ケーシングを提供する。ハウジング１０の一つの実施態様
では、ハウジングは、適当なプラスチック材料で製造されている。電源、たとえば１個以
上の電池１５が電子回路４０に接続される。図２に示す電子式穿刺装置５は、ＡＡＡサイ
ズの電池２個を含む。９ボルトもしくはＡＡサイズ、ＡＡＡＡサイズ、Ｎセル、コイン・
タイプまたは他の適当なタイプの電池を電子式穿刺装置５に使用することも考えられる。
また、本発明にしたがって、電子式穿刺装置５が充電式電池を使用することも考えられる
。皮膚に対して出入りするランセットの十分な進出および引き込みを実現するため、電池
１５は、適当な電圧および電流発生能力を有している。ハウジング１０の開いた前端６５
は、電子式穿刺装置５の作動中に、ランセット３０およびボビン３５を内方向および外方
向に動かすための手段を提供する。
【００１８】
　発射ボタン２２は、ランセットが穿刺部位中に駆動され、穿刺部位の外に引き抜かれる
一連の動作を起動する。発射ボタン２２が押されると、以下に説明する引き込み行程およ
び制御回路のタイミングチップが、ボビン３５および脱着可能に取り付けられたランセッ
ト３０をその初期位置から進出させて穿刺部位に入れることができる十分な電流を発生さ
せる。突き出し行程は、ランセットおよびボビン３５をその初期「引き込み」位置から離
れさせて「起動位置」に配置するのに十分な反発磁場を生じさせる。本明細書で使用する
ように、ランセット３０は、完全にエンドキャップ２５の中にあるとき、その引き込み位
置にあり、磁石５０から完全に離れているとき、その起動位置にある。起動位置では、電
子式穿刺装置が外行程を完了したところであり、ランセットは穿刺部位に完全に挿入され
ている。突き出し行程を開始するために、発射ボタン２２は、電子回路４０に通じる少な
くとも１本のワイヤに接続される。
【００１９】
　突き出し行程が、ランセット３０をエンドキャップ２５内のその初期位置から動かして
磁石５０から離れさせ、穿刺部に入れたのち、以下に詳述する別のタイマ回路が引き込み
行程を開始する。引き込み行程のタイミング回路が電流を逆転させ、ランセット３０を皮
膚から引き込み、ボビン３５およびランセット３０をエンドキャップ２５内の引き込み位
置に戻すのに十分な引力を発生させる。本発明の一つの実施態様は、ランセット３０がボ
ビン３５中に挿入されているときにだけ、使用者が穿刺過程を開始することを許す。
【００２０】
　図２に示し、図３に詳述するように、スチール製シェル４５は、閉止端３１０、開口端
３１５およびガイドアーム３２０を有するほぼ管状の本体部材３０５を含む。ハウジング
１０内に配置されたスチール製シェル４５は、磁石５０およびスチール製ブロック５２を
収容するように働く。スチール製シェルはさらに、ボビン３５のための部分的ハウジング
を提供する。電子式穿刺装置５の作動中、スチール製シェル４５は、突き出し行程および
引き込み行程の両方の間、自由に動くボビン３５の動き 。スチール製シェル４
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５の開口端３１５を超えて少なくとも１個のガイドアーム３２０が延びている。ガイドア
ーム３２０は、一方向のみの並進動を許す。少なくとも２個のガイドアーム３２０がある
ことが好ましい。電子式穿刺装置５の 行程の間、ボビン３５は、スチール製シェ
ル４５の外に されて穿刺部位に向けられる。引き込み行程は、ボビン３５をスチー
ル製シェル４５の中に引き込むのに十分な引力を提供する。

行程の期間は、ボビン３５の跳ね返りを防ぎ、ひいては多数回の穿刺を防ぐのに十分
である。
【００２１】
　スチール製シェル４５の開口端３１５は、ハウジング１０の開口端６５に向いている。
スチール製シェル４５の開口端３１５は、磁石５０およびスチール製ブロック５２をスチ
ール製シェル４５に挿入するのに十分に大きな開口を提供する。開口端３１５はまた、ボ
ビン３５を部分的にスチール製シェル４５に挿入するのに十分な開口を提供する。
【００２２】
　磁石５０がスチール製シェル４５の中に取り付けられる。磁石５０は、ハウジング１０
の中で、スチール製シェル４５の内側に同軸にセンタリングされ、取り付けられる。図４
に示すように、磁石５０は、スチール製シェル４５の中に収まる中実でほぼ円筒形の本体
部材４０５を含む。図２に示すように、接着剤５４が磁石５０の上面および下面に配置さ
れる。本発明にしたがって、接着剤５４が、両面に接着材料を含む接触層であることも考
えられる。磁石５０の下面の接着剤５４は、磁石５０の下面をスチール製シェル４５に接
着させる。磁石５０の上面の接着剤５４は、上面をスチール製ブロック５２に接着させる
。
【００２３】
　図５に示すように、ボビン３５は、平坦なディスク５０５、第一の面５０７、第二の面
５０９、第一のほぼ管状の本体部材５１１および第二のほぼ管状の本体部材５１５を含む
。ほぼ管状の本体部材５１１は、平坦なディスク５０５の第一の面に５０７に配置され、
取り付けられている。第二のほぼ管状の本体部材５１５は、平坦なディスク５０５の第二
の面に５０９に配置され、取り付けられている。
【００２４】
　第二のほぼ管状の本体部材５１５の少なくとも一部が、一つ以上の層に巻かれるコイル
ワイヤ５２０（たとえば３３ゲージワイヤ）を巻かれている。本発明にしたがって、ワイ
ヤ５２０は、第二の管状の本体部材５１５の長さの全部または一部を巻くことが考えられ
る。さらには、図６に示すように、コイルワイヤ５２０の二端が平坦なディスク５０５の
スロット５２５の中に延びている。触圧接着剤がワイヤ５２０に塗布されて、第二のほぼ
管状の本体部材５１５の周囲の所定位置に保持している。コイルワイヤ５２０を作動中の
摩擦から保護するため、リブ５３０および５４０がコイル５２０の層よりも高い。以下に
説明する２個のタイマチップおよび制御回路が、電流をワイヤに流し、キャップ７００（
図６および７）およびランセット３０をその引き込み位置から穿刺部位に向けて
、引き込み位置に引き戻すのに十分な反発力を生じさせる。
【００２５】
　さらにボビン３５を構成するものは、図６に示すように第一の面５０７に取り付けられ
る第一のほぼ管状の本体部材５１１である。キャップ７００は、キャップ７００を第一の
ほぼ管状の本体部材５１１の上にかぶせることを可能にするための、中心に位置する中空
の管状部７０２を含む。スロット７０５がキャップ７００の両面に存在する。ディスク５
０５のスロット５２５から延びるワイヤが、スロット７０５を介してキャップ７００の溝
７１０に取り付けられている。ワイヤは、溝７１０から電子回路４０に接続される。圧縮
ばね６０５がキャップ７００とディスク５０５との間に位置する。電流がワイヤ５２０を
流れると、ボビン３５およびランセット３０が穿刺部位に向かって延びる。引き込まれる
と、ボビン３５、ランセット３０およびエンドキャップ２５は、元の引き込み位置に戻る
。圧縮ばね６０５の目的は、励起されていないとき、ボビン３５の引き込み位置を維持す
ることである。図７は、本発明の一つの実施態様のボビン／コイル／キャップアセンブリ
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の正面図である。
【００２６】
　取り外し可能なエンドキャップ２５を管状の本体部材７０２に取り付けることができる
。図８に示すように、エンドキャップ２５は、開口した端および部分的に閉じた端を有す
るほぼ管状の本体部材８０５からなる。エンドキャップ２５の開口端は、キャップ７００
の管状の本体部材７０２に取り付けられるように設計されている。エンドキャップ２５の
開口端の内径は、エンドキャップ２５を管状の本体部材７０２にかぶせることができるよ
う、管状の本体部材７０２の外径よりも大きい。管状部材５１１の外径は、この管状の本
体部材７０２の内径よりも小さい。エンドキャップ２５の部分的に閉じた端は、ランセッ
ト３０の先端を通すことができる穴８１０を含む。作動の前後、ランセットはエンドキャ
ップ２５の内部に安全に収納される。
【００２７】
　本発明は、多くの異なる実施態様によって満足させることができるため、本発明にした
がって、電子式穿刺装置５が、ほぼ管状の形ではなく、立方形であることも考えられる。
同様に、ほぼ管状の形を有するとして先に言及した各要素が、ほぼ立方形、正方形または
長方形であることもできる。さらには、本発明にしたがって、本発明を可能にする他の形
が存在することも考えられる。
【００２８】
　図２に一般に示し、図９によってさらに示すように、スチール製ブロック５２は、磁石
５０の上に同軸にセンタリングされ、取り付けられる。スチール製ブロック５２は、電子
式穿刺装置が最大の効率を達成することができるよう、磁束線の大部分をコイルと交差さ
せる。スチール製ブロック５２は、スチールから形成された中実のほぼ円筒形のディスク
であることができる。磁束線は、スチール製シェル４５を介して磁石に戻る。
【００２９】
　本発明の電子回路４０は、多様な方法で設計することができる。たとえば、図１０の電
子回路は、スイッチ１００５、２個のタイミングチップ１０１０および１０６０、いくつ
かの抵抗器および少なくとも２個のトランジスタを含む。使用者が発射ボタン２２を押す
と、電子回路４０（図１参照）の、図１０に示すスイッチ１００５が、ＴＬＣ５５５タイ
ミングチップ１０１０のピン２（図示せず）の起動で立下りエッジ遷移を強制する。タイ
ミングチップ１０１０は、ボビンおよびランセットの送り出しを調整する。タイミングチ
ップ１０１０は、ランセットが進出して穿刺部位に入るときの突き出し行程を起動する。
突き出し行程の期間は調節可能であり、一般に約７ミリ秒未満であることが好ましい。突
き出し行程の期間はできるだけ短いことがさらに好ましい。トランジスタ１０１５、１０
３５、１０４０および１０２０はｎチャネル型であり、したがって、ゲート電圧が電源Ｖ
ｄｄに対して高電圧であるとき、「オン」であり、すなわち電流を導通させ、ゲート電圧
が低電圧であるとき、電流を導通させない。トランジスタ１０２５および１０４５はｐチ
ャネル型であり、したがって、ゲート電圧が電源Ｖｄｄに対して低電圧であるとき、「オ
ン」であり、すなわち電流を導通させ、ゲート電圧が高電圧であるとき、電流を導通させ
ない。タイミングチップ１０１０は、レベルシフタトランジスタ１０１５およびトランジ
スタ１０２０のゲートの電圧を制御する。これらのゲートの電圧が増すと（以下、「高に
なる」と呼ぶ）、トランジスタ１０１５および１０２０がオンになり、同時に、トランジ
スタ１０２５のゲートが低下し、すなわち「低」になり、その結果、トランジスタ１０２
５がオンになる。この期間、トランジスタ１０３５および１０４０のゲートは低であり、
したがって、これらのトランジスタはオフになり、トランジスタ１０４５のゲートは高に
なり、その結果、トランジスタ１０４５はオフになる。したがって、コイル１０３０を通
過する電流経路は、Ｖｄｄからトランジスタ１０２５を通過し、コイル１０３０を通過し
、１０２０を通過して大地１０９０に達する。コイルを通過するこの電流の方向が、ボイ
スコイル１０３０およびボビン３５を永久磁石によってスチール製シェル４５の外に反発
させる反発磁場をコイル１０３０中に発生させ、この動作が突き出し行程を構成する。こ
の磁場が、ランセットを磁石５０から離れさせ、穿刺部位に入れるのに十分なエネルギー
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を発生させる。トランジスタ１０２０および１０２５は、ランセットおよびボビンを穿刺
部位中に送り出す間、電源Ｖｄｄおよび帯電したコンデンサ１０８０から十分な電流を流
れさせる。
【００３０】
　抵抗器１０５０およびコンデンサ１０７０によってセットされた時間ののち、タイマ１
０１０がタイムアウトし、トランジスタ１０１５および１０２０のゲートの電圧を下げ、
同時に、突き出し行程の立下りエッジ遷移が第二のＴＬＣ５５５タイミングチップ１０６
０のピン２（図示せず）を起動する。タイミングチップ１０６０は、ボビンおよびランセ
ットの引き込みを調整する。タイミングチップ１０６０は、トランジスタ１０３５および
１０４０のゲートを高にし、トランジスタ１０３５および１０４０をオンにし、同時に、
トランジスタ１０４５のゲートを低にし、その結果、トランジスタ１０４５がオンになる
。この期間、トランジスタ１０１５および１０２０のゲートは低であり、したがって、こ
れらのトランジスタはオフになり、トランジスタ１０２５のゲートは高になり、その結果
、トランジスタ１０２５はオフになる。したがって、コイル１０３０を通過する電流経路
は、Ｖｄｄからトランジスタ１０４５を通過し、コイル１０３０を通過し、１０４０を通
過して大地１０９０に達する。コイルを通過するこの電流の方向が、コイル１０３０およ
びボビン３５を永久磁石によってスチール製シェル４５の中に引き込む引き込み磁場をコ
イル１０３０中に発生させる。この動作が、ランセットが穿刺部位から除かれる、または
引き抜かれる引き込み行程を構成する。トランジスタ１０４０および１０４５は、ランセ
ットおよびボビンを穿刺部位から引き抜く間、電源Ｖｄｄおよび帯電したコンデンサ１０
８０から十分な電流を流れさせる。抵抗器１０５５およびコンデンサ１０７５によってセ
ットされた時間ののち、タイマ１０６０がタイムアウトし、ボビンを、ばね６０５によっ
て保持される引き込み位置に残す。引き込み行程は、ボビンの跳ね返りをなくすのに十分
な期間であり、その結果、使用者に対する痛みが減る。引き込み行程の期間は約１０～約
１５ミリ秒である。
【００３１】
　図示する具体的な実施態様を参照して本発明を説明したが、当業者は、本発明の真髄お
よび範囲を逸することなく、多くの変更および変形をそれに加えうることを認識するであ
ろう。実施態様およびその自明の変形は、請求項に係わる発明の範囲および真髄に含まれ
ると考えられる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　電子式穿刺装置の一つの実施態様の引き込み位置の組み立て図である。
【図２】　本発明を具現化する電子式穿刺装置の分解図である。
【図３】　本発明の一つの実施態様のスチール製シェルの等角図である。
【図４】　本発明の一つの実施態様の磁石の等角図である。
【図５】　本発明の一つの実施態様のボビンの等角図である。
【図６】　本発明の一つの実施態様のボビン／コイル／キャップアセンブリの分解図であ
る。
【図７】　本発明の一つの実施態様のボビン／コイル／キャップアセンブリの組み立て図
である。
【図８】　本発明の一つの実施態様のエンドキャップの等角図である。
【図９】　本発明の一つの実施態様のスチール製ブロックの等角図である。
【図１０】　本発明の一つの実施態様の電子回路図である。
【符号の説明】
　　５　電子式穿刺装置
　１０　ハウジング
　１２　カバー
　２０　電源ボタン
　２２　発射ボタン
　２４　ＬＥＤ表示装置
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　２５　エンドキャップ
　３０　ランセット
　３５　ボビン
　４０　電子回路
５２０　コイル

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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