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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　垂直方向に延びている軸部と、前記垂直方向に延びている軸部の端部における尖った先
端と、前記垂直方向に延びている軸部に対して一定角度に位置している基部を有する針と
、
　前記針に形成されかつ前記針の基部を包囲するハブと、
　前記ハブに取り付けるための取り付け端部と、前記取り付け端部とは反対にある自由端
部と、一つの平担な平面とを各々が備えている、平坦な２つのウィングと、
　平坦なウィング上の各々に形成された第一移動止め部材と、
　各第一移動止め部材のために前記ハブ上に形成された相補的な第二移動止め部材とを備
え、前記第一移動止め部材及び前記第二移動止め部材は、前記平坦な２つのウィングを防
護位置で永久に固定するように協働するように構成されており、
　前記平坦な２つのウィングの２つの前記取り付け端部が、前記２つの取り付け端部の一
方が前記２つの取り付け端部の他方から離間するように、互いに回動可能に前記ハブに取
り付けられており、前記針の基部は２つの前記取り付け端部の間に配置されており、前記
２つの平坦な平面が前記尖った先端近傍で収束するべく、前記２つのウィングが互いに一
定角度で延びている、安全針組立体。
【請求項２】
　前記ハブから延びている第三ウィングをさらに備え、前記第三ウィングは、前記針が注
射部位から取り外される時の把持を容易にするように構成されている、請求項１に記載の
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安全針組立体。
【請求項３】
　前記針はフーバー針である請求項１に記載の安全針組立体。
【請求項４】
　前記平坦な２つのウィングは、各々が、回動ピンに回動可能に取り付けられており、前
記回動ピンが前記ハブに取り付けられている請求項１に記載の安全針組立体。
【請求項５】
　２つの前記回動ピンは、互いに平行であり、前記針の基部が前記２つの回動ピンの間に
位置する請求項４に記載の安全針組立体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、皮下注射針に関し、とりわけ、不注意で針が刺さる可能性を低減するように
、針周りで折り畳まれる一対の安全ウィングを有する９０°フーバー針に関する。
【背景技術】
【０００２】
　移植されたアクセスポート用フーバー針が公知である。このようなフーバー針は、薬物
療法において、又は移植された血管アクセスポートを介して抗生物質又は他の薬剤を注射
するために使用される流体を注射するためにしばしば使用される。フーバー針は、それが
（移植された血管アクセスポートの隔壁などの）エラストマー隔壁を通して挿入され、エ
ラストマーの一部分が切除される時、従来の針で起こるコアリングを最小化するように構
成されている。コアリングにより、アクセスポートからの漏れを引き起こし、その結果と
してアクセスポートを交換することが必要となる可能性があるので、移植された血管アク
セスポートに対して非コアリング針を使用することが重要である。
【０００３】
　現代のフーバー針は、一般に、ハブから延びている直角の針と、水平面内でハブから外
方向に一般に延びているほぼ共平面の二つのウィングとを備えている。以下に詳細に説明
するように、ウィングは、フーバー針を把持しかつ操作するために使用されている。フー
バー針は、その中に形成された９０°湾曲部を有するステンレス鋼針を備え、鋭い先端が
針の遠端において形成され、ハブが針の近端部に形成されている。管は、流体の注射を容
易にするように針の近端部から延びている。ハブから反対方向に延びているウィングは、
ウィングがハブに取り付けられている位置に形成されているリビングヒンジを組み込んで
いる。リビングヒンジは、ウィングの上方への曲げを容易にし、ウィングは、ほぼ平行に
層状に互いに並置されて配置され、針挿入処置中においてハンドルとして使用されている
。
【０００４】
　フーバー針は、一般的に、外方向に延びているほぼ水平なウィングを上方に曲げること
によって、移植された血管アクセスポートに接触するために使用されており、これらウィ
ングは、ほぼ平行に層状に互いに関して並置され、次いで、一方の手の親指と人差し指の
間において、上方に曲げられた二つのウィングを把持する。次に、フーバー針の尖った先
端は、皮膚を通して、移植された血管アクセスポート内へ挿入される。
【０００５】
　挿入後、フーバー針のウィングは、ウィングが患者の皮膚上でほぼ平坦に載るように、
ほぼ共平面の構成に回復することが許容されている。次いで、ウィングは、注射処置中に
おいてフーバー針の望ましくない移動を防ぐように患者の皮膚に巻かれる。流体は、移植
された血管アクセスポート内へフーバー針を通して注射される。所望量の流体がアクセス
ポート内に注射された後、フーバー針が解放され、針が注射部位から取り外される。
【発明の開示】
【０００６】
　フーバー針を含む皮下注射針に関する一般的な問題は、不注意で針が刺さることである
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。一旦、針が注射部位から取り外されると、針は、介護者を与える人の体のいくつかの部
分と事故的に接触する可能性があり、その結果、不注意で針が刺さる。使用済みの針の保
護されていない鋭い針で皮膚を単に引掻くだけで、Ｃ型肝炎又はエイズなどの致命的な及
び／又は衰弱する感染症を伝染するのに十分な可能性があるということが認識される。そ
れゆえ、不注意で針が刺さる可能性を低減する手段を提供することが重要である。
【０００７】
　本発明の原理の実施によって構成される安全針組立体は、尖った先端を有する針と、回
動ピンを介して針に取り付けられたほぼ平坦な少なくとも一つのウィングとを備えている
。ウィングは、針の挿入を容易にするように先端が晒された、非防護位置と、不注意で針
が刺さる可能性を著しく低減するように針の先端への接触が阻止されている、防護又は遮
蔽位置との間で移動することができる。
【０００８】
　本発明のこれら及び他の利点は、以下の記載及び図面からより明らかになるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　添付図面と関連して以下に記載した詳細な説明は、本発明の好適な実施例の安全針組立
体の記載として意図されており、安全針組立体が構成又は利用されうる唯一の形態を示す
ことが意図されているのではない。９０°フーバー針を組み込んだ本発明の安全針組立体
は、本明細書中において記載かつ示されているが、当業者は、異なる種々のタイプの針又
は注射装置を組み込みうるということを認識するであろう。したがって、９０°フーバー
針を組み込んだ本発明の安全針組立体の考察及び説明は、単なる例示であり、制限するの
ではない。
【００１０】
　以下により詳細に説明するように、本発明の安全針組立体は、意図せずに針が動かなく
なる可能性を著しく低減するように、片手で患者から引込められかつ針防護又は遮蔽構成
の中に配置されるように構成されている。
【００１１】
　ここで図１及び２を参照すると、安全針組立体１０は、好ましくは９０°フーバー針１
２である針を備えている。この針１２は、遠端において、非コアリング先端１４を有する
、垂直方向に延びている軸部１３と、近端において、ほぼ水平方向に延びている基部又は
アーム部１６とを備えている。ハブ１８は、基部１６、第一ウィング２０及び第二ウィン
グ２２それぞれにおいて、回動ピン２４を介して、蝶番で又は回動可能にハブに取り付け
られている。回動ピン２４の各々は、好ましくはボス２６を貫通する。このボス２６は、
ハブ１８からほぼ水平に延びており、回動ピン２４がその中で保持されるように回動ピン
２４を受容しかつ摩擦係合するために、その中で形成された開口又はボア２８を有する。
回動ピン２４は、ウィング２０及び２２に形成されたボア２９内に受容されている。ボア
２９は、回動ピンとの間の摩擦を緩和し、それゆえ、以下に詳細に説明するように、ハブ
１８に関してウィング２０及び２２を容易に低摩擦で移動させることができる。管２７は
、好ましくはハブ１８を介して針１２の基部の遠端に取り付けられている。この管２７は
針１２と流体的に連通しており、それにより注射器又は注射バッグ等を介して注射するの
が容易となる。
【００１２】
　第一ウィング２０及び第二ウィング２２は、好ましくはほぼ平坦な形状である。ここに
使用されているように、語「ほぼ平坦な」は、互いに関して共通の平面から外れて移動す
る複数のウィング部を形成するように、長さ又は幅に沿って折り曲げる又は回動するウィ
ングを含まないように規定されている。したがって、本発明の一つの好適な実施例の第一
及び第二のウィングの各々は、ウィングの位置に関わらず、平面をほぼ形成する。さらに
、第一及び第二のウィングの各々は、ほぼ平面状又は滑らかな上面を有し、ウィングを患
者に容易に巻くことができる。第一及び第二のウィングの各々は、好ましくは、ほぼ平面
状又は滑らかな下面をさらに有し、一様でない又は滑らかでない表面によって引き起こさ
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れる患者への不快感を緩和する。
【００１３】
　ウィングを防護又は遮蔽位置で保持する任意の固定機構を有する本発明の安全針組立体
全体は、滑らかであり、患者の快適さを向上させるように構成されている。実際、本発明
は、患者を不快にしがちな、下方に延びている突出部を有しない。
【００１４】
　針１２は、容易に見ることができ、かつ針先端１４を移植された血管アクセスポート内
へ配置することができるように、ハブ１８の端部１８ａから延びている。このような針の
前方の配置により、さらに、注射中において注射部位を容易に見ることができ、安全針組
立体の適切な操作が保証される。さらに、針の軸部１３をハブの前へ配置することにより
、針の先端が使用者の指からより遠くに位置決めされるという点でさらに安全性が得られ
る。
【００１５】
　前述のように、本発明の針がハブの前へ延びていることが好ましいが、本発明の回動ウ
ィングは、針がハブの中心近傍の位置から下方に延びている同様な針装置における用途に
も同様に適しているということが理解される。実際、本発明は、針がハブの異なる種々の
部分から延びている、異なる種々の構成の針組立体において用途を見出すことができる。
【００１６】
　選択的に、安全針組立体は、好ましくは、回動ピン３２を介してハブ１８に蝶番で又は
回動可能に取り付けられている、補助的な又は第三のウィング３０をさらに備えている。
回動ピン３２は、ハブ１８から上方に延びておりかつ回動ピンを受容しかつ摩擦係合する
ためにその中で形成されている開口３８及び４０を有する、二つのボス３４及び３６を好
ましくは貫通し、回動ピンは、この開口３８及び４０内に保持されている。回動ピン３２
は、第三ウィング３０内で形成されているボア（図２）内で受容されている。第三ウィン
グ３０は、それがハブ１９から上方に延びる位置へ回転させることができる（図１及び２
に示す）、あるいは、第三ウィング３０は、それがほぼ平坦に位置する位置へ回転させる
ことができる（図３及び４に示す）。第三ウィング３０が回動ピン３２と十分には摩擦係
合せず、それにより、第三ウィング３０が上に延びている位置からほぼ平坦な位置へ容易
に回転できるように、ボア４２は好ましくは寸法決められている。あるいは、第三ウィン
グは、それがハブ１８から上方に延びかついかなる他の位置に実質的に移動しないように
、ハブ１８と一体に成形することができる。
【００１７】
　前述のように、ウィング２０及び２２をハブ１８に取り付ける回動ピン２４は、ハブ１
８に形成された開口２８内に摩擦係合され、ピン２４は、各ウィングのボア２９と強くは
摩擦係合しないようにボア２９内で受容されている。それゆえ、各ウィング２０及び２２
は、付随の回動ピン２４回りで自由に回転し、各ウィングは、外側に延びているほぼ共平
面の非防護位置（図３及び４に示すように）から、下方に延びているほぼ平行な防護位置
（図１及び２に示すように）へ自重、すなわち、重力の作用で容易に落下する又は折り畳
まれる。すなわち、安全針組立体１０が第三ウィング３０によって拾い上げられる時、例
えば、第一ウィング２０及び第二ウィング２２は、図１に示すように、ほぼ防護又は遮蔽
された位置へ少なくとも落下する傾向がある。
【００１８】
　ハブ１８、第一ウィング２０、第二ウィング２２及び第三ウィング３０は、好ましくは
、ポリメタクリル酸メチル、ポリカーボネート及びＡＢＳ（アクリロニトリルブタジエン
スチレンターポリマー）などの成形プラスチック材料で好ましくは形成されている。針１
２、回動ピン２４及び回動ピン３２は、好ましくはステンレス鋼である。本発明の安全針
組立体の製造についての一実施例において、ハブ１８は針１２へインサート成形される。
【００１９】
　図３及び４を特に参照すると、第一ウィング２０及び第二ウィング２２が反対に延びて
いるほぼ水平な平面構成であり、第三ウィング３０が第一及び第二のウィングに関してほ
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ぼ平坦であるように第三ウィング３０が折り畳まれている、安全針組立体が示されている
。このほぼ平坦な構成の安全針組立体１０において、望ましくなく注射部位から針１２を
移動させてしまう及び／又は不注意で注射部位から針１２を除去するのを防ぐように、第
一、第二及び第三のウィングを注射部位近傍で患者の皮膚へ巻くことができる。
【００２０】
　ここで図５を参照すると、ウィングがほぼ平行に下方に延びている防護又は遮蔽位置に
ある第一ウィング２０及び第二ウィング２２が示されている。この防護位置において、第
一及び第二のウィングは、ハブ１８に関して所定位置に永久に固定される。このような固
定は、好ましくは、ハブ１８に形成された雌移動止め部６０及び６２それぞれと、第一及
び第二のウィングの近端部において形成されている相補的な雄移動止め部６４及び６６に
よって容易になる。
【００２１】
　好ましくは、第一及び第二の雌移動止め部は、下方に延びている柔軟なフランジ部６８
及び７０それぞれに形成されており、フランジ部６８、７０は、ハブ１８に形成されてい
る第一及び第二の通路７２及び７４それぞれによって形成されている。第一及び第二の雌
移動止め部６０及び６２は、このようなフランジ部６８、７０に形成され、第一及び第二
の雄移動止め部６４及び６６の永久的な固定を容易にする。柔軟な第一及び第二のフラン
ジ部６８、７０は第一及び第二の雄移動止め部６０、６２を受け入れるように容易に変形
する又は曲がるということを当業者は認識するであろう。すなわち、第一及び第二のウィ
ングが非防護位置から防護位置へ回転させられる時、第一及び第二の雄移動止め部６４、
６６は、それぞれの柔軟なフランジ部６８及び７０に対してカム運動し、雄移動止め部６
４及び６６が対応の雌移動止め部６０及び６２と係合して雄移動止め部６０、６２によっ
て受容されうるのに十分に内側に柔軟なフランジ部を曲げる。
【００２２】
　図５に示すように、第一ウィング２０及び第二のウィング２２の遠端部又は先端７６及
び７８は、防護又は遮蔽位置にある時、好ましくは互いに触れている又は互いにほとんど
触れている。したがって、針１２の鋭い先端１４は、第一及び第二のウィングによって良
好に遮蔽され、不注意で針が刺さる可能性が低減される。
【００２３】
　ここで図６を参照すると、ほぼ水平な位置にあるハブ１８から外方向に延びている第一
ウィング２０が示されている。ほぼ垂直な位置において、ハブ１８から上方に延びている
第一ウィング２０が点線で示されている。ウィング２０の、ほぼ水平に外方向に延びてい
る位置と、ほぼ垂直に上方に延びている位置の両方は、ウィング２０の非防護位置を規定
している。第二ウィング２２の非防護位置は同様に規定される。第一ウィング２０及び第
二ウィング２２の両方は、安全針組立体１０がそれによって挿入処理又は除去処理中に保
持されるハンドル又はグリップを形成するようにウィング２０、２２がハブ１８から上方
に延びるように位置決めされている。
【００２４】
　図７～９をここで参照すると、ハブ１８は、好ましくは本体９０を備えている。管ポー
ト９２が本体９０から延びており、柔軟な管２７（図１及び２に示される）がこの管ポー
ト９２内に受容されている。好ましくは、管ポート９２のボア９６内に柔軟な管を熱接合
することによって、柔軟な管がハブ１８に永久に取り付けられる。ハブ９０の長さに沿っ
ている中央ボア９６は、ハブ１２の基部１６を受容して取り付ける（図１～５）。
【００２５】
　本発明の安全針組立体の構造を詳細に記載したので、その作用について記載することが
有利である。図３を再び参照すると、ほぼ平坦で体積効率よく包装するのを容易にするた
めに、安全針組立体１０は、第一ウィング２０及び第二ウィング２２が外方向に延びてい
るほぼ共平面である水平な構成である、殺菌パック内に一般に設けられている。もし設け
られるならば、選択的な第三ウィング３０は、好ましくは、同様に、折り畳まれた又は平
坦な位置にある。選択的な第三ウィング３０は、必要に応じて、いずれの方向にも折り畳
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まれてもよい。
【００２６】
　第一ウィング２０及び第二ウィング２２は、一般に、使用者によって、上方に延びてい
るほぼ平行な構成（図６の第一ウィングについて点線で示されている）に折り畳まれる又
は回動させられるのが一般的である。公知の原理による挿入処理中において安全針組立体
１０を把持する手段を提供する。上方に延びている二つのウィング２０及び２２を一方の
手の親指と人差し指の間で保持しつつ、注射部位において移植された血管アクセスポート
内へ針１２の先端１４を挿入する。一旦、針１２が完全に挿入されると、図３及び４に示
すように、外側に延びているほぼ共平面の位置へ第一及び第二のウィングが移動させられ
る。回動する第三ウィング３０が設けられる場合、ほぼ平坦な位置へ同様に移動させられ
る。第一ウィング２０、第二ウィング２２及び第三ウィング３０は、針１２の注射部位か
ら意に反して移動させる及び／又は針１２の注射部位から事故的に除去することを防止す
るように、患者の皮膚に巻かれうる。
【００２７】
　回動しない第三ウィング３０が設けられる場合、回動しない第三ウィング３０（前述の
ように、ハブ１８に一体形成されている）は、上方に延びている位置にあるままであり、
ほぼ共平面にある第一ウィング２０と第二ウィング２２が患者の皮膚に巻かれる。
【００２８】
　前述のように、針組立体は、前述のように血管アクセスポート内の適所にあり、必要に
応じて、流体が患者に注射される。注射処理が完了した時、テープが除去され、安全針組
立体１０の針１２は注射部位から取り外されうる。選択的な回動する第三ウィング３０が
設けられる場合、第三ウィング３０が、上方に延びている位置へ移動させられ、（例えば
、親指と人差し指の間で）把持され、注射部位からの針１２の取り外しを容易にする。す
なわち、安全針組立体１０は、一方の手の親指と人差し指の間で第三ウィング３０を保持
することによって、引張って患者から離しうる。
【００２９】
　第三ウィング３０が設けられない場合には、安全針組立体１０は、第一及び第二のウィ
ング及び／又はハブ１８の一方又は両方を保持することによって、引張って患者から離し
うる。第一ウィング及び／又は第二ウィングを保持することによって安全針１０が患者か
ら離れて引張られる場合、その後、第一ウィング及び／又は第二ウィングは解放され、安
全針組立体１０は、（例えば、図７において、管ポート７２によって）ハブ１８によって
保持され、以下に説明するように、針先端遮蔽位置にウィングを落下させることができる
。
【００３０】
　安全針組立体１０が移動させられて患者から離される時、第一ウィング２０と第二ウィ
ング２２は、自重で、図５に示すほぼ防護又は遮蔽位置へ落下する。すなわち、ウィング
は、好ましくは、ウィングがほぼ共平面の水平に延びている非防護位置から、下方に延び
ているほぼ平行な位置へ落下するほどに十分な重量を有するように構成されている。第一
及び第二のウィングの前述の構成は、ハブへの低摩擦の回動可能な取り付けと組合わせて
、安全針組立体が拾われて患者から離される時にウィングが落下することを保証する。
【００３１】
　第一及び第二のウィングは、先端７６及び７８が互いに近く好ましくは互いに接触する
ほぼ平行な位置へ落下する傾向がある。ウィングが自重で落下する時、ウィングは、第一
雌移動止め部６０及び第二雌移動止め部６２それぞれと係合する第一雄移動止め部６４及
び第二雄移動止め部６６によって永久にこの防護位置へ固定される。
【００３２】
　ウィングが重力の作用で防護又は遮蔽位置に固定されない場合には、安全針組立体１０
を取り外すために使用されている手の指は、ウィングを共に搾り、第一及び第二雄移動止
め部を対応の第一及び第二雌移動止め部にスナップ嵌めし、ウィングを防護又は遮蔽位置
（図５）に永久に固定することができる。この防護固定位置において、針１２の鋭い先端
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１４へ接触することが防がれている。第一及び第二のウィングが下方に延びているほぼ平
行な防護位置にある時、第一ウィングと第二ウィングは互いに平行であり、互いに関して
ほとんど又はほぼ平行（反対の端部よりも先端同士がより近い、わずかな角度）とするこ
とができる。この防護位置において、ウィングは、手の小指ですら、指がウィングの間に
入って針に刺さるのを防ぐ。したがって、本発明の安全針組立体１０を用いることで、不
注意で針が刺さる可能性が著しく低減される。さらに、前述のように、一旦、ウィングが
固定されると、ウィングは、固定位置に永久に保持されて移動させることができない。こ
れにより、針先端が針の処分処置時に遮蔽され、本発明の針組立体１０を使用する時の安
全にさらに貢献するということが保証される。
【００３３】
　第一及び第二のウィングは、自重で中間位置へ落下する。この中間位置において、第一
及び第二のウィングはほぼ水平でなく、第一及び第二のウィングは防護位置で固定されな
い。むしろ、第一及び第二のウィングは、ほとんど固定位置であるが完全には固定位置で
はない位置へ自重で落下する。この中間位置において、第一及び第二のウィングは固定し
ない。それゆえ、前述のように、第一及び第二のウィングが中間位置へ落下する時、第一
及び第二のウィングが固定防護位置へ移動することが必要である。
【００３４】
　安全針組立体が拾い上げられ又は患者から取り外され、第一及び第二のウィングが防護
又は遮蔽位置へ落下する時、第一及び第二のウィングは、ウィングが固定されているかい
ないかに関わらず、不注意で針が刺さるのを保護する角度を提供することを注意すること
が重要である。すなわち、ウィングが防護位置へ固定されないけれども、ウィングは針の
鋭い先端をほぼ包囲し、ウィングは針の先端と接触するのを防ぐのに役立つ。
【００３５】
　前述のように、第一及び第二のウィングの固定を有効にするために安全針組立体１０を
取り外すために使用される同じ手を用いることは、意に反して反対の手を使用することを
避けるという点で有利である。当業者が認識するように、反対の手を使用することにより
、不注意で針が刺さる可能性をかなり高める。
【００３６】
　本発明の別実施例において、第一及び第二のウィング２０及び２２は、安全針組立体１
０が患者から取り外される時に自重で落下するのを容易にするほどに十分に緩くは回動ピ
ン２４に取り付けられていない。この実施例において、図５に示すように、介護者が、第
一及び第二のウィングを固定防護位置へ下方に駆動することが必要となるであろう。さら
に、図５に示すように、このように第一及び第二のウィングの固定防護位置への駆動は、
好ましくは、安全針組立体１０を保持する同じ手で行われる。
【００３７】
　ここで図１０を参照すると、本発明の別の構成によれば、回動ピン２４及び／又は回動
ピン３２（全て図２に最もよく示されている）が、一体に形成されたピン１０２及び１０
８それぞれと交換され、それにより、製造コストを容易に低減し、かつ本発明の組立体を
簡単化する。
【００３８】
　とりわけ、本発明の別の構成によれば、第一ウィング２０及び第二ウィング２２の各々
は、カットアウト部１０６によって分離された、上方に延びているほぼ平行な二つの柱部
１０４を備えている。各柱部１０４は、外方向に延びているピン１０２を有する。このピ
ン１０２は、例えば射出成形により柱部１０４と一体に形成されており、ハブ１０８に形
成された相補的開口２８内に挿入することができるように構成されている。前述のように
、ピン１０２及び相補的開口２８は、第一ウィング２０及び第二ウィング２２が重力の作
用で下方に移動するのを容易にするようにピン１０２及び開口２８が協働するように好ま
しくは形成されている。すなわち、ピン１０２は、好ましくは、ハブ１８の開口２８の直
径よりもかなり小さな直径を有するように寸法決めされている。
【００３９】
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　各ウィング２０、２２の柱部１０４を互いに向けて搾る（それによりカットアウト部１
０６の寸法を低減する）ことにより、第一ウィング２０及び第二ウィング２２はハブ１８
へ組み立てられ、ピン１０２は開口２８内で受容される。各ウィング２０、２２の二つの
ピン１０２の一つは、他のピン１０２を対応の開口２８内に挿入する前に対応の開口２８
内に挿入することができる。
【００４０】
　同様に、第三ウィング３０は、それに形成された柱部１１０から外方向に延びておりか
つカットアウト部１１２によって互いに分離されたピン１０８を介してハブ１８に取り付
けられている。
【００４１】
　柱部に形成されたピンがここに記載されかつ図１０に示されているが、当業者は、（回
動ピン２４及び／又は３２の必要性をなくす）他の一体形成された種々の取り付け手段も
同様に適しているということを認識するであろう。
【００４２】
　本明細書に記載されかつ図面に示された、例示的な安全針組立体は、本発明の現在好適
な実施例のみを示しているということが理解される。実際、本発明の精神及び範囲から逸
脱することなく、このような実施例に種々の修正及び追加を施すことができる。例えば、
ウィング２０及び２２を防護位置に固定するための異なる種々の機構が意図される。さら
に、ウィングは、異なる種々の形状又は構成を有しうる。しかしながら、ウィング２０及
び２２は、針２０の先端１４を十分に覆って針２０の先端１４への接触を防ぐことが重要
である。一般に、注射処置中において、患者の快適さを高めるために、ウィングはほぼ平
坦な下面を有することが好ましい。したがって、これら及び他の修正及び追加は、当業者
に明らかであり、異なる種々の用途において使用するために、本発明を応用するように採
用されうる。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明の安全ウィングを有するフーバー針組立体の半略図的斜視図であり、ウィ
ングが互いに関してほぼ平行である、針先端防護又は遮蔽位置にあるウィングを示してい
る。
【図２】図１のフーバー針の半略図的分解図である。
【図３】図１のフーバー針の半略図的平面図であり、ウィングが互いに関してほぼ共平面
であり、一つの非防護位置にある第一及び第二のウィングを示し、折り畳まれている第三
ウィングを示している。
【図４】図３のフーバー針の半略図的な端面図である。
【図５】図１のフーバー針の部分的に断面である半略図的端面図であり、ウィングが互い
に関して平行である、針先端防護又は遮蔽位置に固定されたウィングを示す。
【図６】図１のフーバー針の半略図的な拡大端面図であり、固定されていない水平方向に
延びている位置にある一つのウィングを示し、（点線で上方に延びている同ウィングを示
し、）固定された下方に延びている位置における別のウィングを示す。
【図７】図１のフーバー針のハブの半略図的な平面図である（第三のウィングを取り付け
る構造を省略している）。
【図８】図１のフーバー針のハブの半略図的な側面図である（第三のウィングを取り付け
る構造を省略している）。
【図９】図１のフーバー針のハブの半略図的な断面図である（第三のウィングを取り付け
る構造を省略している）。
【図１０】本発明の別な構成のフーバー針の半略図的な分解図である。
【符号の説明】
【００４４】
　１０　　安全針組立体
　１２　　針
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　２０　　ほぼ平坦なウィング
　２２　　ほぼ平坦なウィング

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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