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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中央部分が円筒状に形成されその中央部分の軸方向を上下に向けて配置されたチャンバ
ー部と、前記チャンバー部の上方に形成され前記チャンバー部の内部に対して連通遮断が
可能な流路を備えた分岐部と、前記チャンバー部の中央部分の外周面の両側から外側に向
って延び前記チャンバー部の内部と連通する流路をそれぞれ備えた一対の分岐管とからな
る液体混注具本体と、
　円柱状に形成されて前記チャンバー部の軸周り方向に回転可能な状態で前記チャンバー
部内に設置された弁体と、前記弁体から前記チャンバー部の外部に延び、前記チャンバー
部の外部側で前記チャンバー部の軸周り方向に回転可能になった操作部とからなる回転部
とを備えた液体混注具において、
　前記弁体に、同弁体の軸を挟んで両側部分に上端から下部側の側面に延びて、上端にて
前記チャンバー部の分岐部に連通するとともに下部にて前記弁体の外周面に貫通する一対
の連通用凹部と、前記連通用凹部以外の部分を残して構成され前記弁体を所定の方向に向
けて前記チャンバー部内に設置したときに前記一対の分岐管と前記チャンバー部との間を
それぞれ閉塞する一対の閉塞部とを設け、さらに前記一対の連通用凹部の回転方向に沿っ
た幅をそれぞれ異なる長さ設定しておき、
　前記弁体を前記所定の方向から略９０度回転させたときに前記一対の連通用凹部によっ
て前記一対の分岐管の両方と前記チャンバー部との間を連通させ、かつ前記弁体を前記所
定の方向から略９０度よりも小さい所定角度回転させたときに前記一対の連通用凹部のう
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ちの一方の連通用凹部によって前記一対の分岐管のうちの一方と前記チャンバー部との間
を連通させるようにしたことを特徴とする液体混注具。
【請求項２】
　前記チャンバー部を上端が開口し下端が閉塞された有底円筒状に形成するとともに、前
記操作部を前記チャンバー部の上端開口部側に回転可能に取り付けられたキャップ状体で
構成し、前記分岐部を前記操作部内に設けた請求項１に記載の液体混注具。
【請求項３】
　中央部分が円筒状に形成されその中央部分の軸方向を上下に向けて配置されたチャンバ
ー部と、前記チャンバー部の上方に形成され前記チャンバー部の内部に対して連通遮断が
可能な流路を備えた分岐部と、前記チャンバー部の中央部分の外周面の両側から外側に向
って延び前記チャンバー部の内部と連通する流路をそれぞれ備えた一対の分岐管とからな
る液体混注具本体と、
　円柱状に形成されて前記チャンバー部の軸周り方向に回転可能な状態で前記チャンバー
部内に設置された弁体と、前記弁体から前記チャンバー部の外部に延び、前記チャンバー
部の外部側で前記チャンバー部の軸周り方向に回転可能になった操作部とからなる回転部
とを備えた液体混注具において、
　前記弁体に、同弁体の軸を挟んで両側部分に上端から下部側の側面に延びて、上端にて
前記チャンバー部の分岐部に連通するとともに下部にて前記弁体の外周面に貫通する一対
の連通用凹部と、前記連通用凹部以外の部分を残して構成され前記弁体を所定の方向に向
けて前記チャンバー部内に設置したときに前記一対の分岐管と前記チャンバー部との間を
それぞれ閉塞する一対の閉塞部とを設け、さらに前記一対の連通用凹部の位置を前記弁体
の外周面における前記弁体の中心軸と直交する仮想線と交差する部分からずらしておき、
　前記弁体を前記所定の方向から略９０度回転させたときに前記一対の連通用凹部によっ
て前記一対の分岐管の両方と前記チャンバー部との間を連通させ、かつ前記弁体を前記所
定の方向から略９０度よりも小さい所定角度回転させたときに前記一対の連通用凹部のう
ちの一方の連通用凹部によって前記一対の分岐管のうちの一方と前記チャンバー部との間
を通させするようにしたことを特徴とする液体混注具。
【請求項４】
　前記チャンバー部を上下両端が開口した円筒状に形成し、前記操作部を前記チャンバー
部の下端開口部から前記チャンバー部の外部に延ばすとともに、前記チャンバー部の上端
開口部にキャップ状体を取り付け、前記キャップ状体の内部に前記分岐部を設けた請求項
１または３に記載の液体混注具。
【請求項５】
　前記操作部を前記チャンバー部の下端の開口部の周縁部における所定範囲の部分に沿っ
て移動可能にし、前記開口部の周縁部における前記操作部の移動範囲から外れる部分を前
記操作部の下端部よりも下方に延長した請求項４に記載の液体混注具。
【請求項６】
　前記チャンバー部の外周面に位置決め用突起を設けるとともに、前記操作部に前記位置
決め用突起に係合することにより、前記弁体を所定の位置に静止させるストッパを設けた
請求項１ないし５のうちのいずれか一つに記載の液体混注具。
【請求項７】
　前記分岐部を、前記チャンバー部の上端の開口部側に取り付けられた略円筒状の分岐管
と、前記分岐管の内部に設けられ、内部に管状挿入部材を通すことのできるゴム栓とで構
成した請求項１ないし６のうちのいずれか一つに記載の液体混注具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療に用いられる複数の輸液チューブ等に連結される複数の分岐管を備え、
各分岐管の連通、遮断を切り替えることのできる液体混注具に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来から、輸液チューブを用いて患者の体内に所定の生理食塩水や薬液等を供給するこ
とが行われている。このような場合に、輸液チューブの内部に空気が入り込み、その空気
が生理食塩水や薬液等とともに、体内に入り込むことを防止するために、輸液チューブの
間にタコ管を接続してそのタコ管内に空気を溜めるようにしたものがある（例えば、特許
文献１参照）。
【０００３】
　このタコ管は、水平方向に延びる流路の水平部分の一部を中断して、その中断部分の上
方にトリップ空間を設け、一方から延びてくる流路の端部を上方に屈曲させてトリップ空
間の一端に連通させ、他方に向って延びる流路の端部を上方に屈曲させてトリップ空間の
他端に連通させている。すなわち、流路の中にトリップ空間を備えた逆Ｕ字状の部分を形
成することにより、そのトリップ空間に空気を溜めるようにし、体内に空気が入り込むこ
とを防止するように構成している。
【特許文献１】実開昭４８－６８９９７号公報
【発明の開示】
【０００４】
　しかしながら、前述したタコ管は、１種類の生理食塩水や薬液等を体内に供給するため
の輸液チューブに用いられるもので、複数の生理食塩水や薬液等を体内に供給することは
できない。このため、複数の輸液チューブ間を連通させたり遮断させたりすることにより
、複数の生理食塩水や薬液等を患者に供給することができる液体混注具も開発されている
が、このような液体混注具では、体内に空気が入り込むことを防止するための構造を形成
し難い。
【０００５】
　本発明は、このような事情に鑑みなされたもので、その目的は、液体内の空気を除去で
き、かつ複数の分岐管のうちの任意の分岐管を連通させたり、遮断させたりすることので
きる液体混注具を提供することにある。
【０００６】
　前述した目的を達成するため、本発明に係る液体混注具の構成上の特徴は、中央部分が
円筒状に形成されその中央部分の軸方向を上下に向けて配置されたチャンバー部と、チャ
ンバー部の上方に形成されチャンバー部の内部に対して連通遮断が可能な流路を備えた分
岐部と、チャンバー部の中央部分の外周面の両側から外側に向って延びチャンバー部の内
部と連通する流路をそれぞれ備えた一対の分岐管とからなる液体混注具本体と、円柱状に
形成されてチャンバー部の軸周り方向に回転可能な状態でチャンバー部内に設置された弁
体と、弁体からチャンバー部の外部に延び、チャンバー部の外部側でチャンバー部の軸周
り方向に回転可能になった操作部とからなる回転部とを備えた液体混注具において、弁体
に、同弁体の軸を挟んで両側部分に上端から下部側の側面に延びて、上端にてチャンバー
部の分岐部に連通するとともに下部にて弁体の外周面に貫通する一対の連通用凹部と、連
通用凹部以外の部分を残して構成され弁体を所定の方向に向けてチャンバー部内に設置し
たときに一対の分岐管と前記チャンバー部との間をそれぞれ閉塞する一対の閉塞部とを設
け、さらに一対の連通用凹部の回転方向に沿った幅をそれぞれ異なる長さ設定しておき、
弁体を前記所定の方向から略９０度回転させたときに一対の連通用凹部によって一対の分
岐管の両方とチャンバー部との間を連通させ、かつ弁体を前記所定の方向から略９０度よ
りも小さい所定角度回転させたときに一対の連通用凹部のうちの一方の連通用凹部によっ
て一対の分岐管のうちの一方とチャンバー部との間を連通させるようにしたことにある。
【０００７】
　前述したように構成した本発明の液体混注具は、チャンバー部の軸周り方向に回転可能
な弁体と、弁体からチャンバー部の外部に延び、チャンバー部の外部側で回転可能になっ
た操作部とからなる回転部を備えている。そして、操作部を回転操作することにより、弁
体で、一対の分岐管とチャンバー部内との間をそれぞれ連通させたり遮断させたりするこ
とができるように構成されている。すなわち、この弁体は、一対の分岐管の両方とチャン
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バー部との間を連通させたり、一対の分岐管のうちの一方とチャンバー部との間を連通さ
せたりすることができる。これにより、簡単な構造で流路の切り替えを確実にすることが
できる。
【０００８】
　また、分岐部の流路をチャンバー部に連通させることにより、分岐部の流路と、一対の
分岐管の一方または双方を連通させることができる。これによって、患者の体に１種類の
薬液等を供給したり、２種類の薬液等を供給したりすることができる。また、一対の分岐
管とチャンバー部内との間を連通させたときに形成される流路に薬液等を流すと、その薬
液等は、チャンバー部の上方に形成された分岐部を通過するようになる。
【０００９】
　すなわち、分岐部は、一方の分岐管からチャンバー部を介して他方の分岐管に連通する
流路の上部に形成された空間部を備えている。このため、分岐部を介して連通する流路に
薬液等を流すと、その薬液等は分岐部内の空気を流路の下流側に押し出すようにして流れ
ていく。したがって、薬液等を患者の体内に供給する前に、流路内の空気を少量の薬液等
とともに外部に排出して流路内を薬液等で満たしておくことができる。これによって、薬
液等を体内に供給する際に、空気が体内に送り込まれることを防止できる。同様に、分岐
部の流路をチャンバー部に連通させた場合も、分岐部やチャンバー部の内部の空気を、分
岐部の流路から供給される薬液等で外部に押し出したのちに、薬液等を体内に供給するこ
とができる。
【００１０】
　また、本発明に係る液体混注具の他の構成上の特徴は、チャンバー部を上端が開口し下
端が閉塞された有底円筒状に形成するとともに、操作部をチャンバー部の上端開口部側に
回転可能に取り付けられたキャップ状体で構成し、分岐部を操作部内に設けたことにある
。
【００１１】
　これによると、チャンバー部の底部を平面状に形成できるため、例えば、複数の液体混
注具を板状の取付用部材の上面に取り付けて、各液体混注具にそれぞれ複数の輸液チュー
ブを接続することができる。これによると、さらに多数の薬液等を同時に体内に供給する
ことができる。また、液体混注具を取付用部材に取り付けることにより操作部の操作を片
手でできるようになり操作が容易になる。さらに、操作部が液体混注具の上部に位置する
ため見え易くなり回転部の操作位置の確認がし易くなる。また、キャップ状体は、チャン
バー部の上端開口部に直接取り付けてもよいし、弁体等の部材を介してチャンバー部の上
端開口部に取り付けてもよい。さらに、キャップ状体には円筒状に近い形状も含むものと
する。
【００１２】
　また、本発明に係る液体混注具のさらに他の構成上の特徴は、中央部分が円筒状に形成
されその中央部分の軸方向を上下に向けて配置されたチャンバー部と、チャンバー部の上
方に形成されチャンバー部の内部に対して連通遮断が可能な流路を備えた分岐部と、チャ
ンバー部の中央部分の外周面の両側から外側に向って延びチャンバー部の内部と連通する
流路をそれぞれ備えた一対の分岐管とからなる液体混注具本体と、円柱状に形成されてチ
ャンバー部の軸周り方向に回転可能な状態でチャンバー部内に設置された弁体と、弁体か
らチャンバー部の外部に延び、チャンバー部の外部側でチャンバー部の軸周り方向に回転
可能になった操作部とからなる回転部とを備えた液体混注具において、弁体に、同弁体の
軸を挟んで両側部分に上端から下部側の側面に延びて、上端にてチャンバー部の分岐部に
連通するとともに下部にて弁体の外周面に貫通する一対の連通用凹部と、連通用凹部以外
の部分を残して構成され弁体を所定の方向に向けてチャンバー部内に設置したときに一対
の分岐管とチャンバー部との間をそれぞれ閉塞する一対の閉塞部とを設け、さらに一対の
連通用凹部の位置を弁体の外周面における弁体の中心軸と直交する仮想線と交差する部分
からずらしておき、弁体を前記所定の方向から略９０度回転させたときに一対の連通用凹
部によって一対の分岐管の両方とチャンバー部との間を連通させ、かつ弁体を前記所定の
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方向から略９０度よりも小さい所定角度回転させたときに一対の連通用凹部のうちの一方
の連通用凹部によって一対の分岐管のうちの一方とチャンバー部との間を通させするよう
にしたことにある。
【００１３】
　この場合、例えば、一対の連通用凹部における一対の分岐管の開口部と対向する部分を
一対の分岐管の開口部よりも大きくするとともに、一対の連通用凹部の位置を弁体の外周
面における弁体の中心軸を挟んだ両側部分からずらしておく。そして一対の連通用凹部の
回転方向に沿った幅の長さは同じに設定しておき、一方の連通用凹部の前端側部分が一方
の分岐管の開口部に対向して一方の連通用凹部が一方の分岐管に連通しているときに、他
方の連通用凹部の前端側部分が他方の分岐管の開口部に対向して他方の連通用凹部が他方
の分岐管に連通するようにする。
【００１４】
　これによっても、弁体は、一対の分岐管の両方とチャンバー部との間を連通させたり、
一対の分岐管のうちの一方とチャンバー部との間を連通させたりすることができ、簡単な
構造で流路の切り替えを確実にすることができる。その結果、前記本願発明に係る液体混
注具の場合と同様に、患者の体に１種類の薬液等を供給したり、２種類の薬液等を供給し
たりすることができる。また、一対の分岐管とチャンバー部内との間を連通させたときに
形成される流路に薬液等を流すと、その薬液等は、チャンバー部の上方に形成された分岐
部を通過するようになる。さらに、薬液等を患者の体内に供給する前に、流路内の空気を
少量の薬液等とともに外部に排出して流路内を薬液等で満たしておくことができる。これ
によって、薬液等を体内に供給する際に、空気が体内に送り込まれることを防止できる。
同様に、分岐部の流路をチャンバー部に連通させた場合も、分岐部やチャンバー部の内部
の空気を、分岐部の流路から供給される薬液等で外部に押し出したのちに、薬液等を体内
に供給することができる。
【００１５】
　また、一対の連通用凹部の回転方向に沿った幅の長さを異なる長さに設定しても、一対
の連通用凹部の位置や、一対の分岐管の開口部との位置関係等を調節することにより、一
対の連通用凹部の一方だけがチャンバー部に連通したり、双方が連通したりするようにで
きる。なお、この場合の一対の連通用凹部の位置を弁体の外周面における仮想線と交差す
る部分からずらすとは、一方の連通用凹部の円周方向に沿った中心を、弁体の中心軸と直
交する仮想線上に位置させたときに、他方の連通用凹部の円周方向に沿った中心が、弁体
の中心軸と直交する仮想線上に位置していない状態になることをいう。
【００１６】
　また、本発明に係る液体混注具のさらに他の構成上の特徴は、チャンバー部を上下両端
が開口した円筒状に形成し、操作部をチャンバー部の下端開口部からチャンバー部の外部
に延ばすとともに、チャンバー部の上端開口部にキャップ状体を取り付け、キャップ状体
の内部に分岐部を設けたことにある。また、この場合、操作部をチャンバー部の下端の開
口部の周縁部における所定範囲の部分に沿って移動可能にし、開口部の周縁部における操
作部の移動範囲から外れる部分を操作部の下端部よりも下方に延長することが好ましい。
【００１７】
　これによると、液体混注具の上部に位置する分岐部をチャンバー部に対して固定した状
態にできるため、分岐部側に形成される流路を安定させることができる。また、チャンバ
ー部の下端開口部に延長部を設けることにより、この延長部を取付用部材に固定した状態
で液体混注具を取付用部材に取り付けることができる。このため、操作部が液体混注具の
取付用部材への取り付けの邪魔になることがなくなるとともに、液体混注具を取付用部材
に取り付けたときの操作部の操作がし易くなる。
【００２０】
　また、本発明に係る液体混注具のさらに他の構成上の特徴は、チャンバー部の外周面に
位置決め用突起を設けるとともに、操作部に位置決め用突起に係合することにより、弁体
を所定の位置に静止させるストッパを設けたことにある。これによると、回転部を設定位



(6) JP 4820703 B2 2011.11.24

10

20

30

40

50

置に確実に静止させることができ、弁体による流路の切替を正確に行える。
【００２１】
　また、本発明に係る液体混注具のさらに他の構成上の特徴は、分岐部を、チャンバー部
の上端の開口部側に取り付けられた略円筒状の分岐管と、分岐管の内部に設けられ、内部
に管状挿入部材を通すことのできるゴム栓とで構成したことにある。これによると、簡単
な方法で、チャンバー部の上方に形成された分岐部の流路を、チャンバー部内に対して連
通させたり遮断させたりすることができる。また、この場合の管状挿入部材としては、コ
ネクターの差込部、コネクターやシリンジの雄ルアー部、注射針や鈍針等の針等を用いる
ことができる。また、管状挿入部材の先端部が先鋭に形成されていない場合には、ゴム栓
に管状挿入部材を通すためのスリットを設けておくこともできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
（第１実施形態）
　以下、本発明の第１実施形態に係る液体混注具を図面を用いて詳しく説明する。図１な
いし図３は、同実施形態に係る液体混注具Ａを示しており、この液体混注具Ａは、液体混
注具本体１０と、回転部２０とで構成されている。液体混注具本体１０は、軸方向の長さ
が短い円筒状に形成されその軸方向を上下方向に向けて配置されたチャンバー部１１と、
チャンバー部１１の上方に形成された合流分岐部１２（図５参照）と、チャンバー部１１
の外周面における両側に１８０度の角度を保って同軸に沿って延びるように連結された一
対の下流分岐管１３および上流分岐管１４とで構成されている。
【００２３】
　チャンバー部１１の本体部分は、下端が閉塞され、上端が開口した有底円筒状に形成さ
れ、その外周面に円周方向に間隔を保って把持用突部１５ａ，１５ｂ，１５ｃ，１５ｄが
形成されている。把持用突部１５ａ，１５ｂ，１５ｃ，１５ｄは、それぞれチャンバー部
１１の外周面から四方に延びたのちに、それぞれの先端部が下流分岐管１３と上流分岐管
１４との軸方向に直交する外部の方向に延びている。そして、図４および図５に示したよ
うに、チャンバー部１１の軸方向の略中央における対向する部分に、二つの連通穴１６ａ
，１６ｂが形成されている。
【００２４】
　連通穴１６ａは把持用突部１５ａ，１５ｂ間に設けられ、連通穴１６ｂは把持用突部１
５ｃ，１５ｄ間に設けられている。また、チャンバー部１１における連通穴１６ａに対応
する部分には、下流分岐管１３が設けられており、連通穴１６ａを介してチャンバー部１
１の内部と下流分岐管１３の内部に形成された流路１３ａとが連通している。また、チャ
ンバー部１１における連通穴１６ｂに対応する部分には、上流分岐管１４が設けられてお
り、連通穴１６ｂを介してチャンバー部１１の内部と上流分岐管１４の内部に形成された
流路１４ａとが連通している。
【００２５】
　下流分岐管１３は、チャンバー部１１と一体的に形成されており、チャンバー部１１側
に位置する基端部１３ｂと、先端側に位置し基端部１３ｂよりも細く形成された雄ルアー
部１３ｃとで構成されている。また、雄ルアー部１３ｃは基端部１３ｂ側よりも先端側の
方が徐々に細くなった先細り状に形成されている。そして、下流分岐管１３の外周面にお
ける基端部１３ｂと雄ルアー部１３ｃとの境界部には、突部１３ｄが円周に沿って形成さ
れている。
【００２６】
　また、上流分岐管１４は、チャンバー部１１と一体的に形成されており、内部に形成さ
れた流路１４ａの下流側部分（チャンバー部１１側部分）は、連通穴１６ｂ側の直径が小
さく、連通穴１６ｂから離れるにしたがって直径が大きくなったテーパ状に形成されてい
る。また、流路１４ａの上流側部分は、上流分岐管１４の開口部に近づくほど徐々に直径
が大きくなったテーパ状に形成されている。そして、上流分岐管１４の開口部の外周には
、連結用のねじ部１４ｂが形成されている。また、チャンバー部１１の外周面における把
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持用突部１５ａ，１５ｄ間には、上下方向に延びる小さな位置決め用突起１７ａ，１７ｂ
が把持用突部１５ａ，１５ｄ間を３等分するように間隔を保って形成されている。
【００２７】
　同様に、チャンバー部１１の外周面における把持用突部１５ｂ，１５ｃ間には、上下方
向に延びる小さな位置決め用突起１８ａ，１８ｂが把持用突部１５ｂ，１５ｃ間を３等分
するように間隔を保って形成されている。また、チャンバー部１１の内周面における上端
部には、凹部からなるリング状の被係合部１１ａが形成されており、この被係合部１１ａ
に回転部２０が回転自在に取り付けられている。なお、合流分岐部１２は、液体混注具本
体１０の一部を構成するものであるが、後述するように、回転部２０に組み込まれている
。
【００２８】
　回転部２０は、弁体２１と、弁体２１の上端部に連結された操作部２５とで構成されて
いる。そして、弁体２１は、チャンバー部１１内に設置されて、操作部２５の操作により
チャンバー部１１内で軸周り方向に回転可能になっている。この弁体２１は、外形が略円
柱状に形成されており、その円柱状の軸を挟んだ両側部分に上端から下部側の側面に延び
る連通用凹部２２，２３を形成して構成されている。そして、連通用凹部２２は、上部側
を構成する上凹部２２ａと、上凹部２２ａの下部と弁体２１の外周面との間を貫通する連
通孔２２ｂとで構成されている。
【００２９】
　上凹部２２ａの周面は、弁体２１の外周面側に位置する面が弁体２１の外周面に沿った
円弧状の曲面に形成され、弁体２１の中心側に位置する面が平面視で上端部が弁体２１の
中心に近く、下部側にいくにしたがって弁体２１の中心から遠ざかるテーパ状の平面に形
成されている。そして、連通孔２２ｂの円周方向に沿った幅は、連通穴１６ａの直径の３
倍よりもやや大きい長さに設定され、連通孔２２ｂの上下方向の長さは、連通穴１６ａの
直径と略等しくなるように設定されている。
【００３０】
　また、連通用凹部２３は、上部側を構成する上凹部２３ａと、上凹部２３ａの下部と弁
体２１の外周面との間を貫通する連通孔２３ｂとで構成されている。上凹部２３ａの周面
は、弁体２１の外周面側に位置する面が弁体２１の外周面に沿った円弧状の曲面に形成さ
れ、弁体２１の中心側に位置する面が平面視で上端部が弁体２１の中心に近く、下部側に
いくにしたがって弁体２１の中心から遠ざかるテーパ状の平面に形成されている。そして
、連通孔２３ｂの直径は、連通穴１６ｂの直径と略等しくなるように設定されている。
【００３１】
　したがって、弁体２１における連通用凹部２２，２３間には、両側面がテーパ状の平面
に形成された縦壁部２４ａが直径方向に延びるように形成され、この縦壁部２４ａの両端
側に弁体２１の周側部２１ａの一部を構成する一対の閉塞部２４ｂ，２４ｃが形成されて
いる。すなわち、弁体２１は、縦壁部２４ａ、閉塞部２４ｂ，２４ｃ、周側部２１ａおよ
び平面状の底面部２１ｂで構成されており、連通孔２３ｂを連通穴１６ｂに合わせると、
上流分岐管１４の流路１４ａとチャンバー部１１の内部（チャンバー部１１と弁体２１と
の間の空間部）とが連通する。このとき、連通孔２２ｂの幅方向の中央部に連通穴１６ａ
が位置するようになり、チャンバー部１１の内部と下流分岐管１３の流路１３ａとが連通
する。
【００３２】
　このため、上流分岐管１４と下流分岐管１３とがチャンバー部１１を介して連通するよ
うになり、上流分岐管１４の流路１４ａに薬液等を注入すると、その薬液等は、一旦連通
用凹部２３内に溜まる。そして、その薬液等の液面が縦壁部２４ａの上端部を越えたとき
に、連通用凹部２２側に流れ、連通孔２２ｂから下流分岐管１３の流路１３ａに流れてい
く。この際、縦壁部２４ａが薬液等の逆流を防止するとともに、薬液等をチャンバー部１
１内の上部側を通過させることにより、チャンバー部１１内に空気が滞留することを防止
する。



(8) JP 4820703 B2 2011.11.24

10

20

30

40

50

【００３３】
　また、図６に示したように、弁体２１を平面視で図４の状態から反時計周り方向に所定
角度回転させて、連通孔２２ｂと連通穴１６ａとの連通状態を維持させたまま連通孔２２
ｂの幅方向の一方の端部を連通穴１６ａの一方の端部に位置決めすると、連通穴１６ｂは
、閉塞部２４ｃによって閉塞される。このため、チャンバー部１１と下流分岐管１３とは
連通し、上流分岐管１４とチャンバー部１１との間は閉塞される。同様に、図７に示した
ように、弁体２１を平面視で図４の状態から時計周り方向に所定角度回転させて、連通孔
２２ｂと連通穴１６ａとの連通状態を維持させたまま連通孔２２ｂの幅方向の他方の端部
を連通穴１６ａの他方の端部に位置決めすると、連通穴１６ｂは、閉塞部２４ｂによって
閉塞される。
【００３４】
　このため、チャンバー部１１と下流分岐管１３とは連通し、上流分岐管１４とチャンバ
ー部１１との間は閉塞される。また、図示していないが、図６の状態から弁体２１をさら
に反時計周り方向に回転させたり、図７の状態から弁体２１をさらに時計周り方向に回転
させたりすることにより、閉塞部２４ｂ，２４ｃで連通穴１６ａ，１６ｂを閉塞すること
ができる。これによって、上流分岐管１４とチャンバー部１１との間およびチャンバー部
１１と下流分岐管１３との間の双方を閉塞することができる。
【００３５】
　また、弁体２１の上端部側には、チャンバー部１１の被係合部１１ａに対して回転可能
な状態で係合する係合部２１ｃが円周に沿って形成されており、弁体２１は係合部２１ｃ
を被係合部１１ａに係合させた状態で、チャンバー部１１に対して回転可能になっている
。そして、弁体２１の上端周縁部は、外側に向って突出した係合部２１ｄに形成され、そ
の内部側が係合凹部になり、外部側が係合突部になっている。
【００３６】
　また、操作部２５は、弁体２１の上端外周に取り付けられ、弁体２１とともにチャンバ
ー部１１に対して回転可能になっている。この操作部２５は、弁体２１と別体からなる部
材で構成されており、弁体２１側の直径が大きく上方に行くほど直径が小さくなった先細
り状の円筒体（キャップ状体）で構成されている。また、この操作部２５は、平面視によ
る形状が楕円形に形成されている。そして、操作部２５の内周面下端には、被係合部２５
ａが形成されており、この被係合部２５ａを弁体２１の係合部２１ｃにおける外部側の係
合突部に係合させることにより、操作部２５は弁体２１に連結されている。
【００３７】
　また、操作部２５の下端周縁部における楕円の短軸に沿った両端に位置する部分から下
方に向けて一対の細板状のストッパ２６ａ，２６ｂが延びている。ストッパ２６ａは、把
持用突部１５ａ，１５ｄ間をチャンバー部１１の外周面に沿って移動し、把持用突部１５
ａと位置決め用突起１７ａとの間、位置決め用突起１７ａ，１７ｂ間および位置決め用突
起１７ｂと把持用突部１５ｄとの間でそれぞれ静止できるように構成されている。また、
ストッパ２６ｂは、ストッパ２６ａの移動や静止とともに、把持用突部１５ｂ，１５ｃ間
をチャンバー部１１の外周面に沿って移動し、把持用突部１５ｂと位置決め用突起１８ａ
との間、位置決め用突起１８ａ，１８ｂ間および位置決め用突起１８ｂと把持用突部１５
ｃとの間でそれぞれ静止する。
【００３８】
　そして、ストッパ２６ａの表面における下端中央から操作部２５の表面上部側にかけて
突条２７ａが形成され、ストッパ２６ｂの表面における下端中央から操作部２５の表面上
部側にかけて突条２７ｂが形成されている。この突条２７ａ，２７ｂによって、図８およ
び図９に示したように、操作部２５を回転操作したときの位置を上方から確認することが
できる。また、ストッパ２６ａ，２６ｂと突条２７ａ，２７ｂとによって、液体混注具Ａ
を側方から見たときの操作部２５の軸周り方向の位置を確認することができる。
【００３９】
　また、平面視による突条２７ａ，２７ｂの位置は、弁体２１の縦壁部２４ａの幅方向の
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中心を通る長手方向に沿った位置と重なるように設定されている。したがって、突条２７
ａ，２７ｂの位置から、弁体２１の軸周り方向の位置も確認できる。図６は、突条２７ａ
，２７ｂの位置が図８のようになった場合の液体混注具本体１０内の弁体２１を示してお
り、図７は、突条２７ａ，２７ｂの位置が図９のようになった場合の液体混注具本体１０
内の弁体２１を示している。また、図４は、突条２７ａ，２７ｂの位置が図１のようにな
った場合の液体混注具本体１０内の弁体２１を示している。そして、操作部２５の上部は
円筒状に形成され、その周面にねじ２５ｂが形成されている。また、操作部２５の上端面
中央には開口２５ｃが形成されている。
【００４０】
　合流分岐部１２は、操作部２５の内部側に取り付けられた略円筒状の合流分岐管２８と
、合流分岐管２８の上端開口部に取り付けられた天然ゴムまたは合成ゴムからなるゴム栓
２９とで構成されている。合流分岐管２８は、下部側の直径が大きく上方にいくほど徐々
に直径が小さくなった長さの短い円筒体で構成されており、下端周縁部を弁体２１の係合
部２１ｄにおける内部側の係合凹部に係合させて弁体２１に固定されている。また、合流
分岐管２８の上部側部分の外径は、操作部２５の上部側部分の内径よりもやや小さく設定
されている。
【００４１】
　ゴム栓２９は、肉厚円板状の栓本体２９ａと、栓本体２９ａの上端両側から延びる略帯
状の固定片２９ｂ，２９ｃとで構成されている。そして、栓本体２９ａを合流分岐管２８
の上端開口から合流分岐管２８内に押し込み、固定片２９ｂ，２９ｃを合流分岐管２８の
外周面に沿わせた状態で、操作部２５を合流分岐管２８の外側に固定することにより、ゴ
ム栓２９は固定されている。すなわち、操作部２５は、固定片２９ｂ，２９ｃを合流分岐
管２８側に押圧して固定するとともに、栓本体２９ａの上面における周縁部を合流分岐管
２８側に押圧して抜け止めしている。
【００４２】
　また、このゴム栓２９には、合流分岐管２８の内部側と合流分岐管２８の外部側との間
を貫通し、合流分岐部１２の流路を形成するためのスリット２９ｄが設けられている。こ
のスリット２９ｄは、合流分岐部１２の流路を使用しない時には、ゴム栓２９の弾性によ
って閉塞された状態になる。また、合流分岐部１２の流路を使用する時には、ゴム栓２９
のスリット２９ｄに、コネクター（図示せず）を差し込むことにより流路を形成すること
ができる。このコネクターは、内部に流路が形成された雄ルアー部を備えており、雄ルア
ー部をゴム栓２９のスリット２９ｄ内に差し込むことによりコネクターと合流分岐管２８
の内部とが連通する。また、その際、雄ルアー部とスリット２９ｄの周面との間は、ゴム
栓２９の弾性によって密着状態になる。
【００４３】
　この構成において、所定の薬液を患者（図示せず）の体内に供給する場合には、下流分
岐管１３に、患者に穿刺して留置するための留置針が接続された輸液チューブ（図示せず
）の後端部を接続する。また、上流分岐管１４には、患者に供給する薬液を収容する容器
等から延びる輸液チューブの先端部に設けられた雄ルアー部を接続する。そして、留置針
を患者の体に穿刺して留置した状態で、操作部２５を操作して容器等の薬液を患者に向け
て送り出すことにより患者への薬液の供給が行われる。また、容器等から供給される薬液
に加えて、他の薬液等を患者に供給する場合には、コネクターに接続された輸液チューブ
を介して、他の薬液等を合流分岐部１２からチャンバー部１１内に注入する。
【００４４】
　すなわち、合流分岐部１２にコネクターを取り付けた状態で、操作部２５を操作して、
図８または図９の状態にすると、コネクターと下流分岐管１３とがチャンバー部１１内の
連通用凹部２２を介して連通する。このとき、弁体２１の閉塞部２４ｃまたは閉塞部２４
ｂが連通穴１６ｂを閉塞するため、上流分岐管１４は、チャンバー部１１内に対して遮断
される。また、その状態は、突条２７ａ，２７ｂの位置によって確認できるため誤操作を
防止できる。さらに、ストッパ２６ａが、把持用突部１５ａと位置決め用突起１７ａとの
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間または位置決め用突起１７ｂと把持用突部１５ｄとの間に静止するとともに、ストッパ
２６ｂが、位置決め用突起１８ｂと把持用突部１５ｃとの間または把持用突部１５ｂと位
置決め用突起１８ａとの間に静止する。このため、回転部２０は、設定位置に確実に固定
される。
【００４５】
　また、操作部２５を操作して、図１および図２の状態にすると、コネクター、下流分岐
管１３および上流分岐管１４がそれぞれチャンバー部１１を介して連通する。このとき、
図４に示したように、ストッパ２６ａは、位置決め用突起１７ａ，１７ｂ間に静止し、ス
トッパ２６ｂは、位置決め用突起１８ａ，１８ｂ間に静止する。このため、回転部２０は
、設定位置に確実に固定される。また、留置針を患者の体に穿刺して留置する前に、予め
少量の薬液を留置針の先端から排出しておく。これによって、薬液とともに流路内の空気
を外部に排出することができる。また、液体混注具Ａを板状の取付部材等に取り付けて使
用することもできる。
【００４６】
　このように、本実施形態に係る液体混注具Ａは、チャンバー部１１内で軸周り方向に回
転可能になった弁体２１と、弁体２１に連結されチャンバー部１１の上部に位置する操作
部２５を備えている。そして、操作部２５を、図１の状態から図８または図９の状態のい
ずれかの任意の方向に回転操作することにより、弁体２１で、下流分岐管１３および上流
分岐管１４とチャンバー部１１との間をそれぞれ連通させたり遮断させたりすることがで
きるように構成されている。したがって、下流分岐管１３および上流分岐管１４とチャン
バー部１１との間の開閉操作が便利になるとともに、左右のどちらの手で操作しても操作
が容易になる。また、合流分岐部１２のゴム栓２９にコネクターを差し込むことにより、
コネクターと下流分岐管１３および上流分岐管１４またはコネクターと下流分岐管１３を
連通させることができる。これによって、患者の体に１種類または２種類の薬液等を供給
することができる。
【００４７】
　また、上流分岐管１４から下流分岐管１３に向けて薬液等を流す場合には、その薬液等
は、連通用凹部２３内に溜まったのちに、縦壁部２４ａの上端部を越えて、連通用凹部２
２側に流れ、連通孔２２ｂから下流分岐管１３の流路１３ａに流れていく。この際、縦壁
部２４ａが薬液等の逆流を防止するとともに、薬液等をチャンバー部１１内の上部側を通
過させることにより、チャンバー部１１内に空気が滞留することを防止する。このため、
患者の体内には適正な薬液等が供給される。
【００４８】
　また、チャンバー部１１の底部が平面状に形成されているため、複数の液体混注具Ａを
板状の取付用部材の上面に取り付けて、各液体混注具Ａにそれぞれ複数の輸液チューブを
接続することができる。これによると、さらに多数の薬液等を同時に体内に供給すること
ができる。また、液体混注具Ａを取付用部材に取り付けると、操作部２５の操作を片手で
できるようになり操作が容易になる。さらに、操作部２５が液体混注具Ａの上部に位置す
るため見え易くなり弁体２１の操作位置の確認がし易くなる。
【００４９】
　また、チャンバー部１１の外周面に位置決め用突起１７ａ等を設けるとともに、操作部
２５にストッパ２６ａ，２６ｂを設けたため、回転部２０を設定位置に確実に静止させる
ことができ、弁体２１による流路の切替を正確に行える。さらに、回転部２０が不用意に
移動して流路が変更されることも防止される。また、ストッパ２６ａ，２６ｂにそれぞれ
対応する突条２７ａ，２７ｂを設けたため、操作者が、連通させたり遮断させたりする流
路を間違えて操作することがなくなる。さらに、合流分岐部を、合流分岐管２８と、スリ
ット２９ｄを備えたゴム栓２９とで構成したため、簡単な方法で、チャンバー部１１の上
方に形成された合流分岐部１２の流路を、チャンバー部１１内に対して連通させたり遮断
させたりすることができる。
【００５０】
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（第２実施形態）
　図１０ないし図１２は、本発明の第２実施形態に係る液体混注具Ｂを示している。この
液体混注具Ｂは、液体混注具本体３０と、回転部４０とで構成されており、液体混注具本
体３０に含まれるチャンバー部３１は、図１３に示したように、上端および下端が開口し
た円筒状に形成されている。そして、チャンバー部３１の上端部外周には突部からなるリ
ング状の被係合部３１ａが形成され、チャンバー部３１の内周面における被係合部３１ａ
よりもやや下方に位置する部分には、内側に向って突出したリング状の突部３２が形成さ
れている。
【００５１】
　さらに、チャンバー部３１の内周面における突部３２の下方には、突部からなるリング
状の被係合部３１ｂが形成されており、この被係合部３１ｂに回転部４０が回転自在に取
り付けられている。また、チャンバー部３１の本体部分の外周面には円周方向に間隔を保
って把持用突部３５ａ，３５ｂ，３５ｃ，３５ｄが形成されている。この把持用突部３５
ａ，３５ｂ，３５ｃ，３５ｄは、チャンバー部３１の本体部分の下端部よりも下方に延び
ており、その分、前述した把持用突部１５ａ，１５ｂ，１５ｃ，１５ｄよりも上下方向に
長くなっている。また、チャンバー部３１における把持用突部１５ａ，１５ｂ間の部分と
、把持用突部１５ｃ，１５ｄ間の部分の下端部は把持用突部１５ａ，１５ｂ，１５ｃ，１
５ｄの下端部と同じ位置まで延長されている。
【００５２】
　回転部４０は、弁体４１と、弁体４１の下端部に連結された一対の操作部４５（一方の
操作部４５しか図示せず）とで構成されている。そして、弁体４１の外周面における上端
部側には、チャンバー部３１の被係合部３１ｂに対して回転可能な状態で係合する凹部か
らなる係合部４１ａが円周に沿って形成されており、弁体４１は係合部４１ａを被係合部
３１ｂに係合させた状態で、チャンバー部３１に対して回転可能になっている。また、弁
体４１の上端部は、チャンバー部３１における突部３２の下面に液密的に接触している。
【００５３】
　また、操作部４５は、それぞれ弁体４１の底面部４１ｂの周縁部における両側部分から
チャンバー部３１の外周面に沿って上方に延びる細板状体で構成されている。そして、一
対の操作部４５の表面における幅方向の中央に、それぞれ上下に延びる突条４７ａ，４７
ｂが形成されている。すなわち、操作部４５は、弁体４１を回転操作するために用いられ
る他、前述したストッパ２６ａ，２６ｂと同様、回転部４０の回転角度を規制するための
ストッパとしても用いられる。
【００５４】
　また、チャンバー部３１の上端外周面には、前述した操作部２５と略同形のキャップ状
体４２が固定されている。このキャップ状体４２の内周面下端には、被係合部３１ａと係
合可能な凹部からなる係合部４２ａが形成されており、キャップ状体４２は、係合部４２
ａを被係合部３１ａに係合させることによりチャンバー部３１に固定されている。また、
合流分岐管４８は、下端部をチャンバー部３１の突部３２の上面とチャンバー部３１の内
周面に係合させた状態でチャンバー部３１に取り付けられている。この液体混注具Ｂのそ
れ以外の部分の構成については、前述した液体混注具Ａと同一である。したがって、同一
部分に同一符号を記して説明は省略する。
【００５５】
　この構成において、所定の薬液を患者の体内に供給する場合には、前述した第１実施形
態と同様、下流分岐管１３に、留置針に接続された輸液チューブを接続するとともに、上
流分岐管１４に、薬液を収容する容器等から延びる輸液チューブを接続する。そして、留
置針を患者の体に穿刺して留置した状態で、操作部４５を操作して容器等の薬液を患者に
向けて送り出すことにより患者への薬液の供給を行う。この場合、両操作部４５を手で両
側から挟むようにして持って操作を行う。また、容器等から供給される薬液に加えて、他
の薬液等を患者に供給する場合には、コネクターに接続された輸液チューブを介して、他
の薬液を合流分岐部１２からチャンバー部３１内に注入する。
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【００５６】
　この場合、合流分岐部１２にコネクターを取り付けた状態で、操作部４５を操作して、
図１４または図１５の状態にすると、コネクターと下流分岐管１３とがチャンバー部３１
内の連通用凹部２２を介して連通する。なお、操作部４５を操作して図１４の状態にした
場合の液体混注具Ｂの横断面は図６と同一になり、操作部４５を操作して図１５の状態に
した場合の液体混注具Ｂの横断面は図７と同一になる。また、操作部４５を操作して、図
１０および図１１の状態にすると、コネクター、下流分岐管１３および上流分岐管１４が
それぞれチャンバー部３１を介して連通する。
【００５７】
　このように、液体混注具Ｂでは、上部に位置する合流分岐部１２をチャンバー部３１に
対して固定したため、合流分岐部１２内に形成される流路を安定させることができる。ま
た、把持用突部３５ａ，３５ｂ，３５ｃ，３５ｄの下端部およびチャンバー部３１の下端
部の一部を、チャンバー部３１の本体部分の下端部よりも下方に延ばしたため、この把持
用突部３５ａ等を取付用部材に固定した状態で液体混注具Ｂを取付用部材に取り付けるこ
とができる。このため、操作部４５が液体混注具Ｂの取付用部材への取り付けの邪魔にな
ることがなくなるとともに、液体混注具Ｂを取付用部材に取り付けたときの操作部４５の
操作がし易くなる。この液体混注具Ｂのそれ以外の作用効果については、前述した液体混
注具Ａと同様である。
【００５８】
（第３実施形態）
　図１６ないし図１８は、本発明の第３実施形態に係る液体混注具Ｃを示しており、この
液体混注具Ｃの長手方向に沿った縦断面形状は図１３と同一形状になっている。この液体
混注具Ｃでは、弁体５１が、略円柱状に形成された部材の中心軸を挟んだ両側部分にそれ
ぞれ連通用凹部５２，５３を形成して構成されている。そして、連通用凹部５２，５３の
円周方向に沿った幅の長さは略等しく設定され、弁体５１における連通用凹部５２，５３
が形成されている位置は、弁体５１の外周面における弁体５１の中心軸を挟んだ両側部分
からずれた位置になっている。
【００５９】
　すなわち、連通用凹部５２は、連通用凹部２２と同様、上部側を構成する上凹部５２ａ
と、上凹部５２ａの下部と弁体５１の外周面との間を貫通する連通孔５２ｂとで構成され
ている。そして、連通孔５２ｂの円周方向に沿った幅の長さは、連通穴５６ａの直径の略
２倍に設定され、連通孔５２ｂの上下方向の長さは、連通穴５６ａの直径と略等しく設定
されている。また、連通用凹部５３は、連通用凹部２３と同様、上部側を構成する上凹部
５３ａと、上凹部５３ａの下部と弁体５１の外周面との間を貫通する連通孔５３ｂとで構
成されている。そして、連通孔５３ｂの円周方向に沿った幅の長さは、連通穴５６ｂの直
径の略２倍に設定され、連通孔５３ｂの上下方向の長さは、連通穴５６ｂの直径と略等し
く設定されている。
【００６０】
　また、連通用凹部５２の平面視による横断面形状は、縦壁部５４ａ側から外周側にいく
にしたがって時計周り方向に捻れるようにして延びる略四角形に形成され、連通用凹部５
３の平面視による横断面形状は、縦壁部５４ａ側から外周側にいくにしたがって反時計周
り方向に捻れるようにして延びる略四角形に形成されている。そして、図１６に示したよ
うに、連通用凹部５２の前部側部分（図１６における下側部分）を連通穴５６ａに対向さ
せたときに、連通用凹部５３の前部側部分が連通穴５６ｂに対向するようにしている。こ
のため、例えば、連通用凹部５２の外周側部分の円周方向に沿った中心を、弁体５１の中
心軸と直交する仮想線ａ上に位置させたときに、連通用凹部５３の外周側部分の円周方向
に沿った中心の位置は、仮想線ａ上から離れた位置になる。
【００６１】
　そして、図１６の状態から弁体５１を反時計回りに回転して図１７の状態にすると、連
通用凹部５２の後部側部分が連通穴５６ａに対向した状態を維持するが、連通用凹部５３
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は閉塞される。また、図１６の状態から弁体５１を時計回りに回転して図１８の状態にす
ると、連通用凹部５３の後端側部分が連通穴５６ｂに対向するが、連通用凹部５２は閉塞
される。これによると、連通用凹部５２と連通穴５６ａとの間および連通用凹部５３と連
通穴５６ｂとの間をすべて連通させたり、遮断させたりできる他、連通用凹部５２と連通
穴５６ａとの間および連通用凹部５３と連通穴５６ｂとの間の一方だけを連通させること
ができる。この液体混注具Ｃのそれ以外の部分の構成については、前述した液体混注具Ｂ
と同一である。したがって、同一部分に同一符号を記して説明は省略する。
【００６２】
　この構成において、所定の薬液を患者の体内に供給する場合には、前述した第２実施形
態と同様の処理が行われる。そして、合流分岐部１２に輸液チューブに接続されたコネク
ターを取り付けて、上流分岐管１４から供給される薬液に他の薬液を混合する場合には、
コネクター側から供給される他の薬液を一旦上流分岐管１４側に送って、上流分岐管１４
側で適正な濃度に調節したのちに、下流分岐管１３側に流すことができる。この場合、ま
ず、弁体５１を回転させて、図１８に示したように、連通用凹部５３を介して、チャンバ
ー部３１と上流分岐管１４が連通し、連通用凹部５２と下流分岐管１３との間が遮断され
た状態にする。
【００６３】
　つぎに、コネクタ側から上部分岐部１２および連通用凹部５３を介して上流分岐管１４
側に薬液を供給し、その薬液を上流分岐管１４に接続された容器等から上流分岐管１４に
供給される薬液と混合させる。ついで、弁体５１を回転させて図１６に示したように、連
通用凹部５３を介して、チャンバー部３１と上流分岐管１４が連通するとともに、連通用
凹部５２を介して、チャンバー部３１と下流分岐管１３とが連通するようにする。
【００６４】
　その状態で、上流分岐管１４に接続された容器等から上流分岐管１４に薬液を供給する
ことにより、上流分岐管１４内またはその近傍部分で混合された２種類の薬液は、互いに
攪拌されながら下流分岐管１３側に流れて患者の体内に供給される。また、この液体混注
具Ｃを用いた場合にも、上流分岐管１４に接続された容器等だけから下流分岐管１３側に
薬液を供給したり、コネクタ側だけから下流分岐管１３側に薬液を供給したりすることが
できる。
【００６５】
　このように、この液体混注具Ｃによると、コネクタ側から供給される薬液を、一旦上流
分岐管１４側に送って、上流分岐管１４に接続された容器等から供給される薬液と混合し
たのちに、患者の体内に供給することができる。このため、２種類の薬液が混合されたの
ちに、患者の体内に供給されるまでの流路が長くなり、その間に２種類の薬液は十分に攪
拌されて均一な状態になる。この結果、２種類の薬液は良好な状態に混合されて患者の体
に供給されるようになる。この液体混注具Ｃのそれ以外の作用効果については、前述した
液体混注具Ｂと同様である。
【００６６】
　また、本発明に係る液体混注具は、前述した各実施形態に限定するものでなく、適宜変
更実施が可能である。例えば、前述した各実施形態では、ゴム栓２９にスリット２９ｄを
設けて、スリット２９ｄに雄ルアー部を差し込むことにより、コネクタを合流分岐部１２
に取り付けるようにしているが、コネクタに代えてシリンジの雄ルアー部や注射針をゴム
栓２９に差し込むこともできる。注射針を差し込む場合には、ゴム栓２９に、スリット２
９ｄを設ける必要はなくなる。
【００６７】
　また、チャンバー部１１等の外周面における下流分岐管１３および上流分岐管１４の近
傍に窓部を設けるとともに、弁体２１等の外周面に、チャンバー部１１等と下流分岐管１
３およびチャンバー部１１等と上流分岐管１４とのそれぞれの連通、遮断の状態を示す表
示を施して、その表示が窓部から見えるようにすることもできる。これによると、回転部
の操作位置の確実な確認ができる。この場合の表示としては、例えば、「開」や「閉」の
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文字を用いることができる。さらに、液体混注具を構成するそれ以外の部分の形状や材料
等についても適宜変更して実施することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本発明の第１実施形態に係る液体混注具の平面図である。
【図２】第１実施形態に係る液体混注具の側面図である。
【図３】第１実施形態に係る液体混注具の正面図である。
【図４】図２の４－４断面図である。
【図５】図１の５－５断面図である。
【図６】弁体を反時計周り方向に回転した状態の液体混注具を示した断面図である。
【図７】弁体を時計周り方向に回転した状態の液体混注具を示した断面図である。
【図８】操作部を反時計周り方向に回転した状態の液体混注具を示した平面図である。
【図９】操作部を時計周り方向に回転した状態の液体混注具を示した平面図である。
【図１０】本発明の第２実施形態に係る液体混注具の平面図である。
【図１１】第２実施形態に係る液体混注具の側面図である。
【図１２】第２実施形態に係る液体混注具の正面図である。
【図１３】図１０の１３－１３断面図である。
【図１４】操作部を反時計周り方向に回転した状態の液体混注具を示した平面図である。
【図１５】操作部を時計周り方向に回転した状態の液体混注具を示した平面図である。
【図１６】第３実施形態に係る液体混注具の断面図である。
【図１７】図１６の状態から弁体を反時計周り方向に回転した状態の液体混注具を示した
断面図である。
【図１８】図１６の状態から弁体を時計周り方向に回転した状態の液体混注具を示した断
面図である。
【符号の説明】
【００６９】
　１０，３０…液体混注具本体、１１，３１…チャンバー部、１２…合流分岐部、１３…
下流分岐管、１３ａ，１４ａ…流路、１４…上流分岐管、１６ａ，１６ｂ…連通穴、１７
ａ，１７ｂ，１８ａ，１８ｂ…位置決め用突起、２０，４０…回転部、２１，４１，５１
…弁体、２２，２３，５２，５３…連通用凹部、２４ｂ，２４ｃ…閉塞部、２５，４５…
操作部、２６ａ，２６ｂ…ストッパ、２８，４８…合流分岐管、２９…ゴム栓、３５ａ，
３５ｂ，３５ｃ，３５ｄ…把持用突部、Ａ，Ｂ，Ｃ…液体混注具。
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