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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　先端に鋭利な針先を有する針体の長手方向に沿って相対的に移動可能な第１の姿勢と、
前記針体の針先を覆った状態で、前記針体の長手方向に沿った相対的な移動が禁止される
第２の姿勢とに変位可能なプロテクタであって、
　弾性を有する板状部材を変形してなる本体部を有し、
　前記本体部は、その中央部に、前記針体が貫通可能な第１の孔が形成された第１の部位
を有し、
　その針元側に、前記針体が貫通可能な前記第２の孔が形成された第２の部位を有し、
　その針先側に、前記針体が貫通可能な貫通部が形成された第３の部位を有し、さらに前
記第１の部位および第２の部位の端部同士を接続する後方接続部と、前記第１の部位およ
び前記第３の部位の端部同士を接続する前方接続部とを有し、それにより前記本体部は、
全体形状としてほぼＳ字状をなしており、
　前記第１の部位と前記後方接続部との接続部分は、前記第１の部位と前記後方接続部と
のなす角度が小さくなる方向に付勢されており、
　前記第１の姿勢のとき、前記針体が前記第１の孔、前記第２の孔および前記貫通部を貫
通しており、
　その状態から前記針体に対して先端方向に移動して前記貫通部と前記針体との係合が解
除されることにより、前記第１の部位と前記後方接続部とのなす角度が小さくなり、それ
により針体に対する前記第１の部位の傾斜角度が前記第１の姿勢のときより小さくなるよ
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うに弾性的に変形して前記第２の姿勢となり、これにより前記第１の孔の内面と前記針体
の外周面との間の摩擦力が発生または増大して前記針体の長手方向に沿った相対的な移動
が禁止されるよう構成されていることを特徴とするプロテクタ。
【請求項２】
　前記第２の姿勢のとき、前記本体部の先端部が前記針体の針先を覆う請求項１に記載の
プロテクタ。
【請求項３】
　前記貫通部と前記第１の孔との間に位置し、前記第２の姿勢において前記針体の針先を
覆うキャップ部材を有する請求項１または２に記載のプロテクタ。
【請求項４】
　先端に鋭利な針先を有する針体の長手方向に沿って相対的に移動可能な第１の姿勢と、
前記針体の針先を覆った状態で、前記針体の長手方向に沿った相対的な移動が禁止される
第２の姿勢とに変位可能なプロテクタであって、
　金属材料で構成された板状体を変形してなり、
　前記針体が貫通可能な第１の孔が形成された第１の部位と、前記第１の部位より針元側
に位置し、前記針体が貫通可能な第２の孔が形成された第２の部位と、前記第１の部位お
よび前記第２の部位を端部同士を接続する第３の部位と、を有しており、全体として略「
コ」形状をなすプロテクタ本体と、
　前記第１の部位と前記第３の部位との接続部分における前記第１の部位と前記第３の部
位とのなす角度が小さくなり、それにより前記第１の部位の前記針体に対する傾斜角度が
小さくなるように前記第１の部位を付勢する付勢手段と、
　前記第１の部位より針先側に設けられ、前記第１の姿勢のとき前記針体に当接すること
により前記第１の部位の前記針体に対する傾斜角度が変化することを防止する機能を有し
、樹脂材料で構成された針体当接部とを備えており、
　前記第１の姿勢のとき、前記針体が前記第１の孔および前記第２の孔を貫通しており、
　前記第１の姿勢から、前記針体に対して相対的に先端方向に移動し、前記針体当接部が
前記針先を通過して前記針体から離反することにより、前記付勢手段によって前記第１の
部位と前記第３の部位とのなす角度が小さくなり、それにより前記針体に対する前記第１
の部位の傾斜角度が前記第１の姿勢のときより小さくなるように変形して前記第２の姿勢
となり、これにより前記孔の内面と前記針体の表面との間の摩擦力が発生または増大して
前記針体の長手方向に沿った相対的な移動が禁止されるよう構成されていることを特徴と
するプロテクタ。
【請求項５】
　前記第２の姿勢において、前記針先を先端側から覆う針先受け部を有する請求項４に記
載のプロテクタ。
【請求項６】
　前記第２の姿勢において前記プロテクタの先端部を基端方向に押圧したとき、前記第１
の部位に対し、前記傾斜角度がより小さくなるような力を作用する手段を有する請求項１
ないし５のいずれかに記載のプロテクタ。
【請求項７】
　先端に鋭利な針先を有する内針と、
　前記内針に装着された請求項１ないし６のいずれかに記載のプロテクタと、
　前記内針の基端側に設置された内針ハブと、
　前記内針が挿入可能な中空の外針と、
　前記外針の基端側に設置された外針ハブとを備えることを特徴とする留置針組立体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プロテクタおよび留置針組立体に関する。より詳しくは、例えば、輪液や採
血の際に血管等に穿刺して使用される針体のプロテクタ、および、これを備えた留置針組
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立体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　患者に対し輪液を行う際などには、輸液ラインと接続される留置針を患者の血管に穿刺
し、留置してこれを行う。このような留置針は、中空の外針と、外針の基端に固着された
外針ハブと、前記外針内に挿入され、先端に鋭利な針先を有する内針と、内針の基端に固
着された内針ハブとで構成されている。
【０００３】
　この留置針を患者の血管に穿刺する際には、内針を外針内に挿入し、内針の針先を外針
の先端から突出させた状態で穿刺操作を行う。そして、内針の針先が血管内に到達すると
、針先の開口より流入した血液は、内針の内腔を通り、透明な内針ハブの内部に流入する
（フラッシュバック）。これにより、内針が血管を確保したことが確認できる。
【０００４】
　このフラッシュバックを確認したら、内針および外針をわずかに進め、外針の先端を血
管内に挿入する。次いで、外針を手で把持しつつ、内針を外針から抜き取り、外針ハブに
輪液ラインのコネクタを接続する。そして、接続された輸液ラインおよび外針を介して輸
液の投与を行う。
【０００５】
　ところで、外針から抜き取られた内針は、不要となるため、廃棄に供されるが、これを
そのまま廃棄すると、廃棄作業者等が誤って内針の針先で指等を指すという事故が起きる
おそれがある。特に、内針の表面や内部には、血液が付着、残留しているため、このよう
な誤刺により、感染を起こすおそれもある。
【０００６】
　従って、使用済みの内針は、針先が刺さらないような硬質の頑丈な専用容器に収納して
廃棄することが好ましいが、そのような専用容器を常に携帯して各患者のもとに持ち運ぶ
ことは、業務の効率化の観点から困難であるため、現状では、使用済みの内針は、留置針
キットを収納していた開封済みの包材に入れて廃棄するか、あるいは、針先にキャップを
被せて破棄するなどの対策がとられている。
【０００７】
　しかしながら、このような内針を包材で包む作業やキャップを被せる作業に際しても、
内針の針先で作業者の手を誤刺したりしないようにするために、細心の注意を払わねばな
らず、使用後の内針の廃棄処理に多大な手間を要するという問題がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的は、簡単な操作で使用後の針体の針先を収納することができ、廃棄処理等
に際し安全性の高いプロテクタ、および、これを備えた留置針組立体を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　このような目的は、下記（１）～（７）の本発明により達成される。
　（１）　先端に鋭利な針先を有する針体の長手方向に沿って相対的に移動可能な第１の
姿勢と、前記針体の針先を覆った状態で、前記針体の長手方向に沿った相対的な移動が禁
止される第２の姿勢とに変位可能なプロテクタであって、
　弾性を有する板状部材を変形してなる本体部を有し、
　前記本体部は、その中央部に、前記針体が貫通可能な第１の孔が形成された第１の部位
を有し、
　その針元側に、前記針体が貫通可能な前記第２の孔が形成された第２の部位を有し、
　その針先側に、前記針体が貫通可能な貫通部が形成された第３の部位を有し、さらに前
記第１の部位および第２の部位の端部同士を接続する後方接続部と、前記第１の部位およ
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び前記第３の部位の端部同士を接続する前方接続部とを有し、それにより前記本体部は、
全体形状としてほぼＳ字状をなしており、
　前記第１の部位と前記後方接続部との接続部分は、前記第１の部位と前記後方接続部と
のなす角度が小さくなる方向に付勢されており、
　前記第１の姿勢のとき、前記針体が前記第１の孔、前記第２の孔および前記貫通部を貫
通しており、
　その状態から前記針体に対して先端方向に移動して前記貫通部と前記針体との係合が解
除されることにより、前記第１の部位と前記後方接続部とのなす角度が小さくなり、それ
により針体に対する前記第１の部位の傾斜角度が前記第１の姿勢のときより小さくなるよ
うに弾性的に変形して前記第２の姿勢となり、これにより前記第１の孔の内面と前記針体
の外周面との間の摩擦力が発生または増大して前記針体の長手方向に沿った相対的な移動
が禁止されるよう構成されていることを特徴とするプロテクタ。
【００１０】
　（２）　前記第２の姿勢のとき、前記本体部の先端部が前記針体の針先を覆う上記（１
）に記載のプロテクタ。
【００１１】
　（３）　前記貫通部と前記第１の孔との間に位置し、前記第２の姿勢において前記針体
の針先を覆うキャップ部材を有する上記（１）または（２）に記載のプロテクタ。
【００１２】
　（４）　先端に鋭利な針先を有する針体の長手方向に沿って相対的に移動可能な第１の
姿勢と、前記針体の針先を覆った状態で、前記針体の長手方向に沿った相対的な移動が禁
止される第２の姿勢とに変位可能なプロテクタであって、
　金属材料で構成された板状体を変形してなり、
　前記針体が貫通可能な第１の孔が形成された第１の部位と、前記第１の部位より針元側
に位置し、前記針体が貫通可能な第２の孔が形成された第２の部位と、前記第１の部位お
よび前記第２の部位を端部同士を接続する第３の部位と、を有しており、全体として略「
コ」形状をなすプロテクタ本体と、
　前記第１の部位と前記第３の部位との接続部分における前記第１の部位と前記第３の部
位とのなす角度が小さくなり、それにより前記第１の部位の前記針体に対する傾斜角度が
小さくなるように前記第１の部位を付勢する付勢手段と、
　前記第１の部位より針先側に設けられ、前記第１の姿勢のとき前記針体に当接すること
により前記第１の部位の前記針体に対する傾斜角度が変化することを防止する機能を有し
、樹脂材料で構成された針体当接部とを備えており、
　前記第１の姿勢のとき、前記針体が前記第１の孔および前記第２の孔を貫通しており、
　前記第１の姿勢から、前記針体に対して相対的に先端方向に移動し、前記針体当接部が
前記針先を通過して前記針体から離反することにより、前記付勢手段によって前記第１の
部位と前記第３の部位とのなす角度が小さくなり、それにより前記針体に対する前記第１
の部位の傾斜角度が前記第１の姿勢のときより小さくなるように変形して前記第２の姿勢
となり、これにより前記孔の内面と前記針体の表面との間の摩擦力が発生または増大して
前記針体の長手方向に沿った相対的な移動が禁止されるよう構成されていることを特徴と
するプロテクタ。
【００１３】
　（５）　前記第２の姿勢において、前記針先を先端側から覆う針先受け部を有する上記
（４）に記載のプロテクタ。
【００１４】
　（６）　前記第２の姿勢において前記プロテクタの先端部を基端方向に押圧したとき、
前記第１の部位に対し、前記傾斜角度がより小さくなるような力を作用する手段を有する
上記（１）ないし（５）のいずれかに記載のプロテクタ。
【００１５】
　（７）　先端に鋭利な針先を有する内針と、
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　前記内針に装着された上記（１）ないし（６）のいずれかに記載のプロテクタと、
　前記内針の基端側に設置された内針ハブと、
　前記内針が挿入可能な中空の外針と、
　前記外針の基端側に設置された外針ハブとを備えることを特徴とする留置針組立体。
【発明の効果】
【００３６】
　本発明によれば、簡単な操作で、迅速かつ安全に、使用後の針体をプロテクタで覆うこ
とができ、廃棄処理等に際し、誤って針先で手指等を刺すという事故がなく、衛生面、安
全面で極めて優れたプロテクタおよび留置針組立体を提供することができる。
【００３７】
　また、本発明によれば、極めて小型のプロテクタで上記効果を達成することができ、プ
ロテクタは、使用状態では針元部の僅かなスペースに収まる。このため、プロテクタ設置
スペースの確保が容易で、特別な構造を持たない通常の針体に装着して使用することがで
きる。
【００３８】
　また、樹脂材料で構成された針体当接部を有する本発明のプロテクタは、第１の姿勢に
おいて針体に対し円滑に（比較的小さい操作力で）移動可能である。よって、プロテクタ
で針先を覆う操作を迅速、容易かつ確実に行うことができる。
【００３９】
　また、プロテクタの本体部を板状部材を変形して形成した場合には、極めて簡単な構造
で上記効果を達成することができる。
【００４０】
　また、横ずれ防止部材を有する場合には、プロテクタに対し強い横方向の外力が作用し
たような場合にも、針先の突出をより確実に防止することができる。
【００４１】
　また、本発明の留置針組立体では、内針（針体）に対しプロテクタが離脱するのを防止
するための加工（凹部や凸部を形成するなど）が不要である。これにより、内針の先端部
を円滑な外周面を有するものとすることができ、内針の強度の低下や刺通抵抗の増大等を
招くことがないとともに、製造が容易である。
【００４２】
　また、本発明の留置針組立体において連結手段を設けた場合には、より簡単な操作で、
より確実に内針の針先をプロテクタで覆うことができ、安全性、操作性のさらなる向上が
図れる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４３】
　以下、本発明のプロテクタを添付図面に示す好適な実施形態に基づいて詳細に説明する
。
【００４４】
　＜プロテクタの第１実施形態＞
　図１および図２は、それぞれ、本発明の第１実施形態のプロテクタを示す側面図である
。なお、以下では、図１および図２中の針先側を「先端」、ハブ側を「基端」とし、先端
を上にした場合の左側を「一端」、右側を「他端」として説明する。
【００４５】
　図１および図２に示す穿刺具１Ａは、先端部に鋭利な針先４１を有する針管（針体）４
と、この針管４に装着され、針管４の針先４１を収納可能なプロテクタ２Ａと、針管４の
基端部に固定されたハブ５とを備えている。以下、各部の構成について説明する。
【００４６】
　針管４は、中空針であり、例えば、ステンレス鋼、アルミニウムまたはアルミニウム合
金、チタンまたはチタン合金のような金属材料で構成されている。針管４の先端部には、
鋭利な針先４１が形成されている。この針先４１の形状は特に限定されず、本実施形態で
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は、針管４の軸線に対し所定角度傾斜した刃面を有する形状をなしている。
【００４７】
　針管４の基端部には、ハブ５が液密に固着（固定）され、針管４の内腔とハブ５の内部
とが連通している。
【００４８】
　針管４のハブ５に対する固着方法としては、例えば、カシメ、融着（熱融着、高周波融
着等）、接着剤による接着等の方法が挙げられる。
【００４９】
　ハブ５は、ほぼ筒状の部材で構成され、好ましくは透明（無色透明）、着色透明または
半透明の樹脂で構成され、内部の視認性が確保されている。
【００５０】
　このハブ５は、基端方向に向かってその外径および内径が漸増するテーパ状をなしてい
る。このテーパ状部分には、例えば、シリンジ（図示せず）の先端部が挿入され、穿刺具
１Ａがシリンジに装着される。
【００５１】
　ハブ５の構成材料は、特に限定されず、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ
ブタジエン、エチレン－酢酸ビニル共重合体等のポリオレフィン、ポリ塩化ビニル、ポリ
ウレタン、ポリスチレン、ポリメチルメタクリレート、ポリカーボネート、ポリアミド、
ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート等のポリエステル、アクリル
系樹脂、ＡＢＳ樹脂、ＡＳ樹脂、アイオノマー、ポリアセタール、ポリフェニレンサルフ
ァイド、ポリエーテルエーテルケトン等の各種樹脂材料が挙げられる。
【００５２】
　プロテクタ２Ａは、弾性を有する板状部材を変形して（曲げ加工して）形成されており
、長手方向ほぼ中央に位置する第１の部位（ブレーキ部）２１と、針元側（基端側）に位
置する第２の部位２２と、針先側（先端側）に位置する第３の部位２３と、第１の部位２
１と第２の部位２２との他端部同士を接続する後方接続部２４と、第１の部位２１と第３
の部位２３との一端部同士を接続する前方接続部２５とを有している。これにより、プロ
テクタ２Ａは、全体形状としてほぼＳ字状をなしている。
【００５３】
　プロテクタ２Ａの第１の部位２１には、ほぼ円形をなす第１の孔３１が設けられており
、第２の部位２２には、第２の孔３２が設けられており、第３の部位２３には、第３の孔
３３が設けられている。これら第１の孔３１、第２の孔３２および第３の孔３３は、針管
４が貫通可能な孔である。
【００５４】
　また、図示の構成では、第３の部位２３の他端部には、内側に湾曲（屈曲）するカバー
部２６が設けられている。
【００５５】
　このようなプロテクタ２Ａは、穿刺具１Ａの使用時（生体などに穿刺するとき）には、
図１に示す姿勢、すなわち第１の孔３１、第２の孔３２および第３の孔３３を針管４が貫
通（挿通）した姿勢（この姿勢を以下、「第１の姿勢」と言う。）になっている。この第
１の姿勢のとき、プロテクタ２Ａは、針管４に対し長手方向に移動可能である。通常は、
図１に示すように、プロテクタ２Ａが針管４の基端部に位置する状態（この状態を以下、
「使用状態」と言う。）で穿刺具１Ａを使用する。
【００５６】
　図示の構成では、第１の姿勢のとき、第１の部位２１、第２の部位２２および第３の部
位２３は、それぞれ針管４に対しほぼ垂直になっており、後方接続部２４および前方接続
部２５は、それぞれ針管４とほぼ平行になっている。これにより、第１の姿勢において第
１の部位２１と後方接続部２４とのなす角度は、ほぼ直角になっている。
【００５７】
　これに対し、プロテクタ２Ａが針管４に装着されず外力がかかっていない自然状態（外
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力を付与しない状態）においては、第１の部位２１と後方接続部２４とのなす角度は、図
２に示す状態よりも小さく設定されている。すなわち、プロテクタ２Ａは、第１の部位２
１と後方接続部２４とが開くように変形（弾性変形）させられた状態で、針管４に装着さ
れている。
【００５８】
　この変形により、プロテクタ２Ａが針管４に装着された状態では、第１の部位２１と後
方接続部２４との接続部分は、第１の部位２１と後方接続部２４とのなす角度が小さくな
る方向に付勢されており、第１の部位２１は、針管４に対する傾斜角度（図１中のθおよ
び図２中のθ' で示す角度）が小さくなるような方向に付勢されている。換言すれば、プ
ロテクタ２Ａにおける第１の部位２１と後方接続部２４との間の部分は、その弾性によっ
て第１の部位２１の針管４に対する傾斜角度が小さくなるような方向に第１の部位２１を
付勢する付勢手段となっている。
【００５９】
　ここで、第１の部位２１の針管４に対する傾斜角度は、第１の部位２１と針管４とがな
す角のどちら側を選択するかによって２つの大きさで表すことができるが、本明細書にお
いて「第１の部位２１の針管４に対する傾斜角度」とは、後述する第２の姿勢のときに９
０°未満になる角（小さい方の角）の角度を指すものとする。すなわち、本実施形態にお
いては、図１中のθおよび図２中のθ' で示す角度である。この角度を以下、「第１の部
位傾斜角度」と言う。
【００６０】
　図１に示す第１の姿勢においては、第３の部位２３に形成された第３の孔３３を針管４
が貫通していることにより、前記付勢手段の付勢力によって第１の部位傾斜角度が小さく
なるようにプロテクタ２Ａが変形することが阻止され、前述したように第１の姿勢におけ
る第１の部位傾斜角度θは、ほぼ直角に保たれている。換言すれば、第３の孔３３は、第
１の姿勢において、針管４と係合することにより、第１の部位傾斜角度θをほぼ直角に規
定する傾斜規定手段となっている。
【００６１】
　なお、本実施形態における前記傾斜規定手段は、第３の孔３３に限らず、針管４が貫通
して係合可能な貫通部であればよく、例えば周の一部が欠損したフック状のものとなって
いてもよい。
【００６２】
　このような使用状態（第１の姿勢）から、プロテクタ２Ａを針管４に対し先端方向に移
動させていき、針先４１が第３の部位２３の第３の孔３３を通過すると、針管４と第３の
孔３３との係合が解除される。これにより、プロテクタ２Ａは、前記付勢手段の付勢力に
よって、弾性的に図２に示す姿勢（この姿勢を以下、「第２の姿勢」と言う。）に変位（
変形）する。
【００６３】
　すなわち、第２の姿勢では、プロテクタ２Ａは、第１の姿勢のときと比べ、第１の部位
２１が後方接続部２４（針管４）に対し図１中反時計方向に回動するように変位（変形）
している。これにより、第１の部位傾斜角度は、第１の姿勢のときより小さくなっており
、θ'＜θなるθ'となっている。
【００６４】
　これに伴なって、第３の部位２３、前方接続部２５およびカバー部２６も後方接続部２
４（針管４）に対し変位（回動）しており、針管４の針先４１の末端は、カバー部２６に
よって覆われた状態となっている。このように、プロテクタ２Ａが針管４の針先４１を覆
った状態、すなわち図２に示す状態を以下、「針先収納状態」と言う。
【００６５】
　このような第２の姿勢（針先収納状態）のとき、プロテクタ２Ａの第１の部位２１が針
管４に対してブレーキとして機能することにより、プロテクタ２Ａは、針管４の長手方向
に沿った相対的な移動が禁止（阻止）される。すなわち、前記付勢手段の付勢力によって
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第１の部位傾斜角度が第１の姿勢のときより小さくなることにより、第１の孔３１の内面
が針管４の外周面に圧接され、第１の孔３１の内面と針管４の外周面との間の摩擦力が発
生または増大する。この摩擦力が、プロテクタ２Ａに制動力として作用し、針管４の長手
方向に沿ったプロテクタ２Ａの移動を禁止（阻止）する。
【００６６】
　このような構成により、穿刺具１Ａにおいては、一旦針先収納状態になると、針管４の
針先４１がプロテクタ２Ａを超えて突出することがない。これにより、廃棄処理等に際し
、誤刺を防止することができ、安全性が高い。
【００６７】
　また、プロテクタ２Ａは、第１の部位２１のブレーキ作用によって針管４に対する長手
方向の移動が禁止されるので、針管４にプロテクタ２Ａを係止するための特別な構造（例
えば、局所的に外径を太くしたり、外周部に凸部を設けたり、ハブ５とプロテクタ２Ａと
をヒモで結んだりするような構造）が不要である。これにより、針管４の先端部を特別な
加工等を施さない円滑な外周面を有するものとすることができ、強度の低下や刺通抵抗の
増大を招くことがない。また、同様の理由からプロテクタ２Ａは、既存の針体と組み合わ
せて使用することもでき、汎用性が高い。
【００６８】
　また、本実施形態のプロテクタ２Ａは、第２の姿勢においてプロテクタ２Ａの先端部を
基端方向に押圧したとき、第１の部位２１（第１の孔３１近傍の板状部材）に対し、第１
の部位傾斜角度θ' がより小さくなるような力を作用する手段を有する。
【００６９】
　すなわち、プロテクタ２Ａに対し図２中の矢印Ａで示すような押圧力を加えたとき、こ
の押圧力Ａは、第３の部位２３および前方接続部２５を介して第１の部位２１に伝達され
、第１の部位傾斜角度θ' が小さくなるように作用する。これにより、第１の孔３１の内
面と針管４の外周面との間の摩擦力（プロテクタ２Ａに作用する制動力）がさらに増大し
て押圧力Ａに対抗し、プロテクタ２Ａの移動をより確実に禁止（阻止）する。このため、
押圧力Ａを加えた場合にも、針先４１がプロテクタ２Ａを超えて突出することがより確実
に防止され、特に安全性が高い。
【００７０】
　なお、特に強い押圧力Ａが作用して、万一プロテクタ２Ａが基端方向に僅かに移動した
場合にも、針先４１は、カバー部２６の内面に当接するため、針先４１がプロテクタ２Ａ
を超えて突出することはない。
【００７１】
　また、プロテクタ２Ａに対し図２中の矢印Ｂで示すような押圧力を加えたときにも、同
様に、第１の部位傾斜角度θ' が小さくなるように作用する。これにより、押圧力Ｂを加
えた場合にも、プロテクタ２Ａが針先４１から離脱する（抜け落ちる）ことがより確実に
防止され、特に安全性が高い。
【００７２】
　第１の姿勢における第１の部位傾斜角度θは、特に限定されないが、６０°以上である
のが好ましく、本実施形態のようにほぼ直角であるのがより好ましい。
【００７３】
　また、第１の孔３１の内径Ｄは、針管４の外径ｄによってもその好ましい大きさは異な
るが、通常、針管４の外径ｄより０．０１～１ｍｍ程度大きいのが好ましく、０．０５～
０．２ｍｍ程度大きいのがより好ましい。
【００７４】
　第１の姿勢における第１の部位傾斜角度θや第１の孔３１の内径Ｄが前記範囲にあるこ
とにより、第２の姿勢において、第１の孔３１の内面と針管４の外周面との間の摩擦力（
プロテクタ２Ａに作用する制動力）が大きくなり、針管４の長手方向に沿った相対的な移
動がより確実に禁止（阻止）される。
【００７５】
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　なお、本発明においては、第１の孔３１は、周の一部が欠損したもの（Ｃ字状のものな
ど）であってもよい（第２の孔３２についても同様）。
【００７６】
　また、第２の孔３２や第３の孔３３の形状は、針管４に対し摺動可能であれば円形に限
らないが、円形である場合には、その内径は、第１の姿勢における摺動抵抗を軽減する観
点から、第１の孔３１の内径Ｄより０．０５～１ｍｍ程度大きいのが好ましい。
【００７７】
　プロテクタ２Ａを形成する板状部材（第１の部位２１）の厚さは、その構成材料や針管
４の外径等によってもその好ましい値は異なるが、通常、０．０５～２ｍｍ程度であるの
が好ましく、０．０６～０．２ｍｍ程度であるのがより好ましい。前記範囲において、比
較的厚いものとした場合には、第２の姿勢においてプロテクタ２Ａに作用する制動力や針
先４１の保護性が特に優れたものとなり、比較的薄いものとした場合には、加工性や第１
の姿勢における針管４に対する摺動のし易さが特に優れたものとなる。
【００７８】
　プロテクタ２Ａを形成する板状部材の構成材料としては、特に限定されず、例えば、ス
テンレス鋼、アルミニウムまたはアルミニウム合金、鉄、ニッケル合金、チタンまたはチ
タン合金、銅または銅系合金等の各種金属材料や、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ
ブタジエン、エチレン－酢酸ビニル共重合体等のポリオレフィン、ポリ塩化ビニル、ポリ
ウレタン、ポリスチレン、ポリメチルメタクリレート、ポリカーボネート、ポリアミド、
ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート等のポリエステル、アクリル
系樹脂、ＡＢＳ樹脂、ＡＳ樹脂、アイオノマー、ポリアセタール、ポリフェニレンサルフ
ァイド、ポリエーテルエーテルケトン等の各種樹脂材料が挙げられるが、各種金属材料で
あるのが好ましい。また、上述したような材料を２種以上組み合わせて使用してもよい。
【００７９】
　次に、穿刺具１Ａの使用方法の一例について、図１および図２に基づいて詳細に説明す
る。
【００８０】
　まず、穿刺具１Ａを使用状態（図１に示す状態）とし、ハブ５の基端部にシリンジ（図
示せず）の先端部を挿入し、穿刺具１Ａをシリンジに装着する。この状態で、針管４を患
者の血管（生体）に穿刺し、シリンジが備えるプランジャを操作し、患者に対して血液の
採取あるいは薬液を注入する。
【００８１】
　次に、血液の採取あるいは薬液の注入を終了すると、針管４を患者の血管から抜き取る
。
【００８２】
　この後、ハブ５を手で把持して固定し、他方の手またはピンセット等を用いて、プロテ
クタ２Ａを針管４に対し先端方向に移動させる。
【００８３】
　ここで、従来の穿刺操作では、針先４１を生体から抜き取った後、針管４にキャップを
被せていたが、キャップの一端部の開口内に針管４をその針先４１から挿入して行うため
、針先４１が該開口を外れた場合には、キャップを摘んでいる指を針管４の針先４１で誤
刺するという事故が生じるおそれがあった。しかし、本発明では、プロテクタ２Ａが針管
４の先端方向に移動して針先４１を覆うため、前述したような誤刺を有効に防止すること
ができる。
【００８４】
　プロテクタ２Ａの先端方向への移動により、針管４の針先４１が第３の孔３３を通過す
ると、針管４と第３の孔３３との係合が解除され、プロテクタ２Ａは、弾性的に（自身の
弾性により）変形して、図２に示す第２の姿勢となる。
【００８５】
　プロテクタ２Ａが第２の姿勢となると、第１の部位２１のブレーキ作用によって、プロ



(10) JP 4252799 B2 2009.4.8

10

20

30

40

50

テクタ２Ａは、針管４の長手方向に沿った移動が禁止（阻止）され、針先４１が第１の孔
３１を通過する前に針管４に対し停止（静止）する。これにより、第２の穿刺具１Ａは、
図２に示す針先収納状態となる。
【００８６】
　針管４の針先４１がプロテクタ２Ａ内に収納されたら、ハブ５に装着しているシリンジ
を取り外し、穿刺具１Ａとシリンジとを分離する。そして、穿刺具１Ａおよびシリンジは
、それぞれ別個に廃棄に供される。この穿刺具１Ａは、前述したように、針先収納状態で
は針先４１がプロテクタ２Ａ内に収納されており、針先４１がプロテクタ２Ａを超えて突
出したり、プロテクタ２Ａが針先４１から離脱することがない。これにより、廃棄処理等
に際し、針先４１で誤って手指等を刺すという事故が防止され、安全性が高い。
【００８７】
　＜プロテクタの第２実施形態＞
　図３および図４は、それぞれ、本発明の第２実施形態のプロテクタを有する穿刺具（注
射針）を示す側面図である。なお、以下の説明では、図３および図４中の針先側を「先端
」、ハブ側を「基端」とし、先端を上にした場合の左側を「一端」、右側を「他端」とし
て説明する。
【００８８】
　以下、これらの図を参照して本発明のプロテクタの第２実施形態について説明するが、
前述した実施形態との相違点を中心に説明し、同様の事項はその説明を省略する。
【００８９】
　本実施形態のプロテクタ２Ｂは、第２の姿勢において針管４の針先４１の横ずれを防止
する横ずれ防止部材としての筒状部材６を有すること以外は、前記第１実施形態のプロテ
クタ２Ａと同様である。すなわち、本実施形態のプロテクタ２Ｂは、前記第１実施形態の
プロテクタ２Ａと同様のプロテクタ本体（本体部）２'と、筒状部材６とで構成されてい
る。
【００９０】
　また、本実施形態の穿刺具１Ｂは、このようなプロテクタ２Ｂと、前記第１実施形態と
同様の針管４およびハブ５とで構成されている。
【００９１】
　前記横ずれ防止部材としての筒状部材６は、針管４が貫通（挿通）可能な中空部を有す
る円筒状をなし、プロテクタ本体２' の第３の部位２３に形成された第３の孔３３と第１
の部位２１に形成された第１の孔３１との間に位置している。
【００９２】
　すなわち、図３に示す第１の姿勢（使用状態）においては、針管４は、プロテクタ２Ｂ
の第２の孔３２、第１の孔３１、筒状部材６の中空部および第３の孔３３をこの順に貫通
した状態となっている。
【００９３】
　そして、図４に示す第２の姿勢（針先収納状態）においては、針先４１は、筒状部材６
の内部に位置し、筒状部材６で覆われた状態となっている。
【００９４】
　また、筒状部材６の先端開口は、プロテクタ本体２' のカバー部２６により覆われて、
封止されている。すなわち、筒状部材６は、第２の姿勢において針先４１を覆うキャップ
部材としての機能も併せ持っている。
【００９５】
　このような構成により、本実施形態のプロテクタ２Ｂでは、前記第１実施形態のプロテ
クタ２Ａと同様の効果が得られるとともに、第２の姿勢において、針先４１が横方向（長
手方向と垂直な方向）にずれることが防止される。これにより、針先収納状態において、
プロテクタ２Ｂに対し例えば横方向に強い外力が作用したような場合であっても針先４１
の突出をより確実に防止することができ、より安全性が高い。
【００９６】
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　また、針先４１の全体が筒状部材６およびカバー部２６で覆われているので、針先４１
の周りや内部に残留した血液（体液）が垂れ落ちるのを防止（抑制）することができ、血
液（体液）による汚染を効果的に防止することができる。
【００９７】
　筒状部材６の構成材料としては、特に限定されず、例えば、ステンレス鋼、アルミニウ
ムまたはアルミニウム合金、チタンまたはチタン合金、鉄、ニッケル合金、銅または銅系
合金等の各種金属材料や、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリブタジエン、エチレン－
酢酸ビニル共重合体等のポリオレフィン、ポリ塩化ビニル、ポリウレタン、ポリスチレン
、ポリメチルメタクリレート、ポリカーボネート、ポリアミド、ポリエチレンテレフタレ
ート、ポリブチレンテレフタレート等のポリエステル、アクリル系樹脂、ＡＢＳ樹脂、Ａ
Ｓ樹脂、アイオノマー、ポリアセタール、ポリフェニレンサルファイド、ポリエーテルエ
ーテルケトン等の各種樹脂材料や、各種ゴム材料、各種熱可塑性エラストマー等が挙げら
れ、これらの材料を２種以上組み合わせて使用してもよい。
【００９８】
　筒状部材６の構成材料を各種ゴム材料や各種熱可塑性エラストマーを含むものとした場
合には、第２の姿勢においてカバー部２６が筒状部材６の先端開口に対してより密着し、
針先４１の周りや内部に残留した血液（体液）が垂れ落ちるのをより効果的に防止するこ
とができる。
【００９９】
　＜プロテクタの第３実施形態＞
　図５および図６は、それぞれ、本発明の第３実施形態のプロテクタを有する穿刺具（注
射針）を示す側面図である。なお、以下の説明では、図５および図６中の針先側を「先端
」、ハブ側を「基端」とし、先端を上にした場合の左側を「一端」、右側を「他端」とし
て説明する。
【０１００】
　以下、これらの図を参照して本発明のプロテクタの第３実施形態について説明するが、
前述した実施形態との相違点を中心に説明し、同様の事項はその説明を省略する。
【０１０１】
　本実施形態のプロテクタ２Ｃは、前記横ずれ防止部材としての筒状部材の形状が異なる
こと以外は、前記第２実施形態のプロテクタ２Ｂと同様である。すなわち、本実施形態の
プロテクタ２Ｃは、前記第１実施形態のプロテクタ２Ｂと同様のプロテクタ本体（本体部
）２''と、筒状部材６とで構成されている。
【０１０２】
　また、本実施形態の穿刺具１Ｃは、このようなプロテクタ２Ｃと、前記第１実施形態と
同様の針管４およびハブ５とで構成されている。
【０１０３】
　前記横ずれ防止部材としての筒状部材６は、針管４が貫通（挿通）可能な中空部を有す
る円筒状をなし、プロテクタ本体２''の第３の部位２３に形成された第３の孔３３と第１
の部位２１に形成された第１の孔３１との間に位置している。
【０１０４】
　すなわち、図５に示す第１の姿勢（使用状態）においては、針管４は、プロテクタ２の
第２の孔３２、第１の孔３１、筒状部材６の中空部および第３の孔３３をこの順に貫通し
た状態となっている。
【０１０５】
　この筒状部材６の基端面は、針管４と垂直な面に対して傾斜した傾斜面６１となってい
る。この傾斜面６１の傾斜方向は、図６に示す第２の姿勢（針先収納状態）における第１
の部位２１の傾斜方向と同じになっている。
【０１０６】
　なお、図示を省略するが、プロテクタ２Ｃには、筒状部材６のプロテクタ本体２''に対
する回転を防止する回転防止手段が設けられている。
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【０１０７】
　このような構成により、本実施形態のプロテクタ２Ｃでは、前記第１実施形態のプロテ
クタ２Ａと同様の効果が得られるとともに、前記第２実施形態のプロテクタ２Ｂと同様に
、第２の姿勢において針先４１が横方向（長手方向と垂直な方向）にずれることが防止さ
れる効果が得られる。
【０１０８】
　さらに、本実施形態においては、第２の姿勢においてプロテクタ２Ｃに対し図６中の矢
印Ｃで示すような押圧力が作用したとき、すなわち筒状部材６の先端部を基端方向に押圧
したときに、第１の部位２１（第１の孔３１近傍の板状部材）
　に対し、第１の部位傾斜角度θ' がより小さくなるような力を作用する手段（傾斜面６
１）を有する。
【０１０９】
　すなわち、前記押圧力Ｃは、筒状部材６の傾斜面６１を介して第１の部位２１に伝達さ
れ、第１の部位傾斜角度θ' が小さくなるように作用する。これにより、第１の孔３１の
内面と針管４の外周面との間の摩擦力（プロテクタ２Ｃに作用する制動力）がさらに増大
して押圧力Ｃに対抗し、プロテクタ２Ｃの移動をより確実に禁止（阻止）する。このため
、押圧力Ｃを加えた場合にも、針先４１がプロテクタ２を超えて突出することがより確実
に防止され、特に安全性が高い。
【０１１０】
　なお、本実施形態においても前記第２実施形態と同様に、第２の姿勢においてカバー部
２６が筒状部材６の先端開口を封止するような構成としてもよい。
【０１１１】
　＜プロテクタの第４実施形態＞
　図７および図１０は、本発明の第４実施形態のプロテクタを示す断面側面図であり、図
８および図９は、それぞれ図７に示すプロテクタの側面図と斜視図である。なお、以下の
説明では、図７、図８および図１０において、針先側を「先端」、ハブ側を「基端」とし
、先端を上にした場合の左側を「一端」、右側を「他端」として説明する。
【０１１２】
　これらの図において、プロテクタ７Ａは、先端部に鋭利な針先４１を有し、その基端部
がハブ（示されていない）に固定された針管（針体）４に装着されて穿刺具の一部をなし
ている。
【０１１３】
　図７ないし図９において、本実施形態のプロテクタ７Ａは、上記第１～第３の実施形態
のプロテクタの第１の姿勢に相当する姿勢、すなわち、針管４の長手方向（軸方向）に沿
って相対的に移動可能な姿勢（本実施形態を含めて以下の実施形態でも第１の姿勢と呼ぶ
。）で示されている。
【０１１４】
　一方、図１０において、本実施例のプロテクタ７Ａは、上記第１～第３の実施形態のプ
ロテクタの第２の姿勢に相当する姿勢、すなわち、針管４の針先４１を覆った状態で、針
管４の長手方向に沿った相対的な移動が禁止される姿勢（本実施形態を含めて以下の実施
形態でも第２の姿勢と呼ぶ。）で示されている。
【０１１５】
　本実施形態のプロテクタ７Ａは、金属材料で構成された板状部材を変形して（曲げ加工
して）形成されたプロテクタ本体７’と、該プロテクタ本体７’に固定（固着）されたプ
ラスチック部材１０とを有している。
【０１１６】
　図７に示すように、プロテクタ本体７’は、第１の孔（孔）８１が形成された第１の部
位（ブレーキ部）７１と、該第１の部位７１の基端側（針元側）に設けられ、第２の孔８
２が形成された第２の部位７２と、第１の部位７１と第２の部位７２との他端部同士をつ
なぐ第３の部位７３とを有している。
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【０１１７】
　すなわち、側面視（図７）において、第１の部位７１と、第２の部位７２と、第３の部
位７３とは、全体として略「コ」字状（または略「Ｃ」字状）をなすように形成されてい
る。
【０１１８】
　第１の孔８１および第２の孔８２には、針管４が貫通している。第１の孔８１の形状は
、円形であることが好ましい。
【０１１９】
　また、プロテクタ本体７’は、第１の部位７１の一端部から先端方向に延びるように設
けられた第４の部位７４と、該第４の部位７４の両方の側部からそれぞれ他端方向にほぼ
平行に延びるように設けられた第５の部位７５、７５とを有している。
【０１２０】
　すなわち、図７の側面視に対して針先側から正面視した場合に、第４の部位７４と、第
５の部位７５、７５とは、全体として略「コ」字状をなすように形成されており、両第５
の部位７５、７５は、針管４を両側から挟むように位置している。これらの位置関係は、
図９に明確に示されている。
【０１２１】
　図８および図９に示すように、第５の部位７５、７５には、それぞれ、略長方形状（楕
円形状）の長孔７５１が形成されている。
【０１２２】
　また、図７ないし図９に示すように、本実施形態では、第４の部位７４は、第１の姿勢
において先端方向に向かって針管４に近づくように傾斜して設けられている。これにより
、図１０に示すように、第２の姿勢に変位（変形）したときに、第４の部位７４が外側に
張り出すことがないため、プロテクタ７Ａ全体の小型化に寄与する。
【０１２３】
　このようなプロテクタ本体７’は、金属材料で構成されている。これにより、第２の姿
勢において、第１の孔８１の内面と、針管４の表面との摩擦力が十分に大きくなり、第１
の部位７１（ブレーキ部）のブレーキ作用が確実に発揮される。プロテクタ本体７’を構
成する金属材料としては、特に限定されないが、例えば、ステンレス鋼、アルミニウムま
たはアルミニウム合金、鉄、ニッケル合金、チタンまたはチタン合金、銅または銅系合金
等の各種金属材料が挙げられる。
【０１２４】
　なお、本実施形態では、プロテクタ本体７’は、その各部が一体的に形成されたものと
なっているが、本発明では、プロテクタ本体７’が２以上の部品で構成されていてもよい
。
【０１２５】
　プロテクタ本体７’の両第５の部位７５、７５の間には、プラスチック部材１０が設置
されている。図７に示すように、プラスチック部材１０は、第５の部位７５、７５の内側
にそれぞれ配置された側壁部１０１、１０１と、両側壁部１０１、１０１の他端部同士を
連結する連結壁１０２とを有している。
【０１２６】
　側壁部１０１、１０１は、それぞれ、第５の部位７５、７５とほぼ平行に設けられてい
る。すなわち、側壁部１０１、１０１と、連結壁１０２とは、正面視した場合に、全体と
して略「コ」字状をなすように形成されている。
【０１２７】
　このような構成により、本実旗形態のプロテクタ７Ａは、側壁部１０１、１０１と、連
結壁１０２とで囲まれて形成される針先収納空間９を有している。図１０に示すように、
第２の姿勢のとき、針管４の針先４１は、この針先収納空間９に収納される。
【０１２８】
　また、針先４１は、第２の姿勢において針先収納空間９に収納されたとき、第１の部位
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７１と、第４の部位７４と、側壁部１０１、１０１と、連結壁１０２とによって、はぼ全
周から覆われる。これにより、針先４１の表面や内部に残留した血液などが作業者や周囲
の物に付着することが防止され、汚染を防止することができる。
【０１２９】
　側壁部１０１、１０１からは、外側に突出する突出部１０５、１０５がそれぞれ設けら
れている。図８および図９に示すように、この突出部１０５は、第５の部位７５の長孔７
５１に対応した形状をなしており、各突出部１０５、１０５は、それぞれ、長孔７５１、
７５１に挿入（嵌合）している。これにより、プラスチック部材１０は、プロテクタ本体
７’に対し固定（固着）されている。なお、プラスチック部材１０とプロテクタ本体７’
との固定方法は、このような構成に限らず、例えば、接着剤による接着等、いかなる方法
であってもよいことは言うまでもない。
【０１３０】
　プラスチック部材１０は、さらに、針先収納空間９を先端側から覆う先端壁１０３を有
している。図９および図１０に示すように、この先端壁１０３の図７中の上側には、切欠
き部１０６が形成されている。第１の姿勢のとき、針管４は、この切欠き部１０６を通過
して、プロテクタ７Ａから先端方向に突出する。
【０１３１】
　切欠き部１０６の縁部は、第１の姿勢のとき針管４に当接する針体当接部１０４となっ
ている。針体当接部１０４は、針体表面に対応するような円弧状の湾曲面形状であること
が好ましい。
【０１３２】
　針体当接部１０４は、第１の姿勢のとき、針管４に当接する。すなわち、後述するよう
に、プロテクタ本体７’の第１の部位７１と第３の部位７３との一部の弾性（バネ性）に
より、プラスチック部材１０は、図７中の反時計方向に回動するような方向に付勢されて
おり、この付勢力により、第１の姿勢のとき、針体当接部１０４は、針管４に圧接された
状態になっている。
【０１３３】
　なお、プラスチック部材１０は、図示のような構成に限らず、例えば、針体当接部を孔
として有する筒状の形状をなすようなものであってもよい。
【０１３４】
　このような針体当接部１０４を含むプラスチック部材１０は、樹脂材料（合成樹脂材料
）で構成されている。これにより、第１の姿勢において、針体当接部１０４と針管４の表
面との間の摩擦抵抗が軽減され、プロテクタ７Ａの針管４に対する摺動抵抗が小さくなる
。その結果、第１の姿勢のとき、プロテクタ７Ａは、針管４の長手方向（軸方向）に沿っ
て円滑に（比較的小さい操作力で）移動することができる。
【０１３５】
　プラスチック部材１０（針体当接部１０４）を構成する樹脂材料としては、特に限定さ
れないが、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリウレタン、ポリスチレン、ポリカーボネ
ート、ポリエステル、ＡＢＳ樹脂、ＡＳ樹脂、フツ素系樹脂、ポリアセタール等の各種樹
脂材料が挙げられる。
【０１３６】
　なお、本発明では、好ましくは、少なくとも針体当接部１０４が前述したような樹脂材
料で構成されていればよい。また、例えば前述したフツ素系樹脂のような特に摩擦係数（
摩擦抵抗）の小さい材料で針体当接部１０４の表面を構成（被覆）してもよい。
【０１３７】
　なお、針体当接部１０４の針管４に対する接触面は、例えば、平面状、「・」字状、「
コ」字状などであってもよい。
【０１３８】
　このようなプロテクタ７Ａは、穿刺具の使用時（生体などに穿刺するとき）には、図７
ないし図９に示す第１の姿勢で、針管４の針元側に位置した状態とされる。
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【０１３９】
　この第１の姿勢においては、針管４は、第２の孔８２および第１の孔８１を貫通し、さ
らに、針先収納空間９および切欠き部１０６を通過してプロテクタ７Ａの先端から突出す
る。
【０１４０】
　また、第１の姿勢のとき、第１の部位７１と、第２の部位７２とは、それぞれ、針管４
に対しほぼ垂直な姿勢になっている。
【０１４１】
　プロテクタ７Ａは、このような第１の姿勢から図１０に示す第２の姿勢に変位（変形）
して、針先４１を覆うことができる。この第２の姿勢においては、プロテクタ本体７’に
おける第１の部位７１と第３の部位７３とのなす角度が第１の姿勢のときよりも小さくな
る。すなわち、プロテクタ７Ａは、第１の部位７１と第３の部位７３とが閉じるように（
第１の部位７１が第３の部位７３に近づくように）変形することにより、第１の姿勢から
第２の姿勢に変位（変形）する。
【０１４２】
　このような第１の姿勢から第２の姿勢への変位（変形）は、プロテクタ本体７’におけ
る第１の部位７１と第３の部位７３との一部の弾性（弾性力）によって生じるようになっ
ている。
【０１４３】
　すなわち、プロテクタ７Ａに外力を付与しない自然状態（プロテクタ７Ａを針管４に装
着していない状態）においては、第１の部位７１と第３の部位７３とのなす角度は、図１
０に示す状態よりもさらに小さくなっており、プロテクタ７Ａは、このような自然状態か
ら第１の部位７１と第３の部位７３とが開くように（第１の部位７１が第３の部位７３か
ら遠ざかるように）変形（弾性変形）した状態とされて針管４に装着されている。
【０１４４】
　このような構成により、プロテクタ７Ａが針管４に装着された状態では、第１の部位７
１と第３の部位７３の接続部分は、第１の部位７１と第３の部位７３のなす角度が小さく
なるように付勢されており、第１の第１の部位７１は、針管４に対する傾斜角度（図８中
のθ1 および図１０中のθ1 ’で示す角度）が小さくなるような方向に付勢されている。
すなわち、プロテクタ７Ａにおける第１の部位７１と第３の部位７３との一部は、その弾
性によって第１の部位７１の針管４に対する傾斜角度θが小さくなるような方向に第１の
部位７１を付勢する付勢手段となっている。
【０１４５】
　図７に示すように、第１の姿勢においては、針体当接部１０４が針管４の表面に当接し
ていることにより、前記付勢手段の付勢力によって第１の部位傾斜角度が小さくなるよう
にプロテクタ７Ａが変形することが阻止されており、これにより、前述したように第１の
姿勢における第１の部位傾斜角度θ1 は、ほぼ直角に保たれている。本明細書において、
「第１の部位７１の針管４に対する傾斜角度」は、上記第１実施形態における「第１の部
位２１の針管４に対する傾斜角度」と同様に定義する。
【０１４６】
　よって、第１の姿勢では、第１の孔８１と、針管４との間には、隙間が形成されており
、第１の孔８１の内面と、針管４の表面との間の摩擦力は、実質的に作用していないか、
または、比較的小さい状態になっている。すなわち、第１の姿勢では、第１の部位７１が
ブレーキ作用を生じないようになっている。
【０１４７】
　このように、針体当接部１０４は、第１の姿勢のとき針管４に当接することにより、第
１の部位傾斜角度が小さくなる（変化する）ことを防止して、第１の部位７１のブレーキ
作用を留保する機能を有している。
【０１４８】
　すなわち、第１の姿勢では、プロテクタ７Ａは、針体当接部１０４が針管４に当接する
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ことにより、ブレーキ作用留保状態になっている。
【０１４９】
　このように、第１の姿勢では、針体当接部１０４は、前記付勢手段の付勢力により、針
管４の表面に圧接された状態となっているが、本発明では、前述したように針体当接部１
０４が樹脂材料で構成されていることから、プロテクタ７Ａは、針管４に対し円滑に（比
較的小さい操作力で）移動可能になっている。
【０１５０】
　第１の姿勢から、プロテクタ７Ａを針管４に対し相対的に先端方向に移動させていき、
針体当接部１０４が針先４１を通過すると、針体当接部１０４が針管４から離反（離間）
する。これにより、プロテクタ７Ａは、ブレーキ作用留保状態が解除され、前記付勢手段
の付勢力によって、弾性的に第２の姿勢に変位（変形）する。
【０１５１】
　第２の姿勢では、プロテクタ７Ａは、第１の姿勢のときと比べ、第１の部位７１が第３
の部位７３（針管４）に対し図７および図８中反時計方向に回動するように変位（変形）
している。これにより、図１０に示すように、第１の部位傾斜角度は、第１の姿勢のとき
より小さくなっており、θ1 ' ＜θ1 なるθ1 ' となっている。
【０１５２】
　これに伴なって、第４の部位７４、第５の部位７５およびプラスチック部材１０、第３
の部位７３（針管４）に対し変位（回動）しており、針先４１の先端は、先端壁１０３に
よって先端側から覆われた状態となっている。
【０１５３】
　このような第２の姿勢においては、プロテクタ７Ａの第１の部位７１が針管４に対して
ブレーキとして機能することにより、プロテクタ７Ａは、針管４の長手方向に沿った相対
的な移動が禁止（阻止）される。すなわち、前記付勢手段の付勢力によって第１の部位傾
斜角度が第１の姿勢のときより小さくなることにより、第１の孔８１の内面が針管４の表
面（外周面）に圧接され、第１の孔８１の内面と針管４の表面（外周面）との間の摩擦力
が発生または増大する。この摩擦力が、プロテクタ７Ａに制動力として作用し、針管４の
長手方向に沿ったプロテクタ７Ａの移動を禁止（阻止）する。
【０１５４】
　このような構成により、針先４１が針先収納空間９に収納される（第２の姿勢になる）
と、針先４１は、プロテクタ７Ａを超えて突出することがない。
【０１５５】
　第１の姿勢における第１の部位傾斜角度θ1 は、特に限定されないが、６０°以上であ
るのが好ましく、本実施形態のようにほぼ直角であるのがより好ましい。
【０１５６】
　また、第１の孔８１の内径Ｄは、針管４の外径ｄによってもその好ましい大きさは異な
るが、通常、針管４の外径ｄより０．０１～１ｍｍ程度大きいのが好ましく、０．０５～
０．２ｍｍ程度大きいのがより好ましい。
【０１５７】
　第１の姿勢における第１の部位傾斜角度θ1 や第１の孔８１の内径Ｄが前記範囲にある
ことにより、第２の姿勢において、第１の孔８１の内面と針管４の表面との間の摩擦力（
プロテクタ７Ａに作用する制動力）が大きくなり、針管４の長手方向に沿った相対的な移
動がより確実に禁止（阻止）される。
【０１５８】
　なお、本発明においては、第１の孔８１は、周方向の一部が欠損したもの（Ｃ字状のも
のなど）であってもよい（第２の孔８２についても同様）。
【０１５９】
　また、第２の孔８２の形状は、針管４に対し摺動可能であれば円形に限らないが、円形
である場合には、その内径は、第１の姿勢における摺動抵抗を軽減する観点から、第１の
孔８１の内径Ｄより０．０５～１ｍｍ程度大きいのが好ましい。
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【０１６０】
　また、本発明では、第２の孔８２の近傍の部位（針管４との接触面）を前述したような
樹脂材料で構成したり、曲げ加工を施すこと等により針管４との接触面を滑らかにしても
よい。これにより、第２の孔８２の内面と、針管４の表面との間の摩擦力が軽減される。
よって、第１の姿勢におけるプロテクタ７Ａの針管４に対する摺動抵抗をより軽減するこ
とができ、その結果、プロテクタ７Ａを針管４に対し相対的に先端方向に移動する操作（
プロテクタ７Ａで針先４１を覆うする操作）をさらに容易、円滑に行うことができる。
【０１６１】
　プロテクタ本体７’を形成する板状部材（特に、第１の部位７１）の厚さは、その構成
材料や針管４の外径等によってもその好ましい値は異なるが、通常、０．０５～２ｍｍ程
度であるのが好ましく、０．０６～０．２ｍｍ程度であるのがより好ましい。前記範囲に
おいて、比較的厚いものとした場合には、第２の姿勢においてプロテクタ７Ａに作用する
制動力や針先４１の保護性が特に優れたものとなり、比較的薄いものとした場合には、加
工性や第１の姿勢における針管３に対する摺動のし易さが特に優れたものとなる。
【０１６２】
　このようなプロテクタ７Ａは、第２の姿勢においてその先端部（プラスチック部材１０
等）を基端方向に押圧したとき、第１の部位７１（第１の孔８１近傍の板状部材）に対し
、第１の部位傾斜角度θ1'がより小さくなるような力を作用する手段を有する。
【０１６３】
　すなわち、例えばプラスチック部材１０の先端部に対し図１０中の矢印Ａで示すような
押圧力を加えたとき、この押圧力Ａは、第４の部位７４を介して第１の部位７１に伝達さ
れ、第１の部位傾斜角度θ1 ' が小さくなるように作用する。これにより、第１の孔８１
の内面と針管４の表面との間の摩擦力（プロテクタ７Ａに作用する制動力）がさらに増大
して前記押圧力Ａに対抗し、プロテクタ７Ａの移動をより確実に禁止（阻止）する。
【０１６４】
　なお、特に強い押圧力Ａが作用して、プロテクタ７Ａが万一基端方向に僅かに移動した
場合にも、針先４１は、連結壁１０２と先端壁１０３との角部の内側（針先受け部）に当
接するため、針先４１がプロテクタ７Ａを超えて突出することはない。
【０１６５】
　次に、プロテクタ７Ａの使用方法の一例について、詳細に説明する。
　［１］　第１の姿勢にあるプロテクタ７Ａを針管４の基端側に位置させた状態で、針管
４を患者の血管（生体）等に穿刺し、血液の採取や薬液の注入を行う。
【０１６６】
　［２］　血液の採取あるいは薬液の注入を終了したら、針管４を患者の血管から抜き取
る。
【０１６７】
　［３］　次いで、手またはピンセット等を用いて、プロテクタ７Ａを針管４に対し先端
方向に移動させる。このとき、本発明では、前述したように、針体当接部１０４が樹脂材
料で構成されていることにより、プロテクタ７Ａを比較的小さい操作力で針管４に対し先
端方向に移動させることができ、この操作を円滑、迅速かつ容易に行うことができる。
【０１６８】
　［４］　プロテクタ７Ａの先端方向への移動により、針体当接部１０４が針先４１を通
過して、針管４から離反すると、プロテクタ７Ａは、弾性的に（自身の弾性により）変形
して、図１０に示す第２の姿勢となる。
【０１６９】
　プロテクタ７Ａが第２の姿勢となると、第１の部位７１のブレーキ作用によって、プロ
テクタ７Ａは、針管４の長手方向に沿った移動が禁止（阻止）され、針先４１が第１の孔
８１を通過する前に針管４に対し停止（静止）する。
【０１７０】
　［５］　針管４の針先４１がプロテクタ７Ａ内（針先収納空間９）に収納されたら、こ
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れらは、廃棄に供される。
【０１７１】
　このとき、前述したように、針先４１は、プロテクタ７Ａ内に収納されており、針先４
１がプロテクタ７Ａを超えて突出したり、プロテクタ７Ａが針先４１から離脱することが
ない。これにより、廃棄処理等に際し、針先４１で誤って手指等を刺すという事故が防止
される。
【０１７２】
　＜プロテクタの第５実施形態＞
　図１１は、本発明の第５実施形態のプロテクタを示す断面側面図であり、プロテクタは
第２の姿勢で示されている。
【０１７３】
　以下、同図を参照して本発明のプロテクタの第５実施形態について説明するが、前述し
た第４実施形態との相違点を中心に説明し、同様の事項はその説明を省略する。
【０１７４】
　本実施形態のプロテクタ７Ｂは、プラスチック部材１０（針体当接部１０４近傍の部位
）を覆うカバー部１０００、１０００を有していること以外は、前記第４実施形態と同様
である。
【０１７５】
　カバー部１０００、１０００は、第２の部位７２の一端部から先端方向に延びるように
設けられた第６の部位７６の両方の側部からそれぞれ他端方向（図１０中の下方向）に延
びるように設けられており、第１の部位７１や第２の部位７２等に対してほぼ垂直に配置
されている。すなわち、両カバー部１０００、１０００は、ぼは平行に設置されている。
【０１７６】
　すなわち、第６の部位７６と、カバー部１０００、１０００とは、正面視で、全体とし
て略「コ」字状をなしている。
【０１７７】
　このカバー部１０００、１０００は、それぞれ、第１の部位７１、第４の部位７４、第
５の部位７５およびプラスチック部材１０を側方から覆っている。
【０１７８】
　このようなカバー部１０００、１０００は、第２の姿勢のときに針体当接部１０４近傍
の部位を先端方向に移動させる操作を妨げる機能を有する。
【０１７９】
　すなわち、プラスチック部材１０の先端部（針体当接部１０４近傍の部位）に対し、例
えば図１１中の矢印Ｂで示すような引っ張り力を指などで加えようとしたとき、プラスチ
ック部材１０の先端部は、その側方がカバー部１０００、１０００に覆われているため、
これを指などで触れることはできず、よって、この操作を行うことはできない。
【０１８０】
　このような構成と異なり、プラスチック部材１０の先端部に前記引っ張り力Ｂを加える
ことが可能である場合には、この引っ張り力Ｂは、第４の部位７４を介して第１の部位７
１に伝達され、第１の部位傾斜角度θ1'が大きくなるように作用する。これにより、第１
の孔８１の内面と針管４の表面との間の摩擦力（プロテクタ７Ｂに作用する制動力）が減
少し、プロテクタ７Ｂが針管４から離脱する（抜ける）ことが起こり得る。
【０１８１】
　これに対し、プロテクタ７Ｂでは、前述したように、カバー部１０００、１０００が設
けられていることにより、前記引っ張り力Ｂのような外力を加える操作が妨げられるため
、上述したようなプロテクタ７Ｂの離脱を防止することができるという利点がある。よっ
て、プロテクタ７Ｂでは、例えば、故意に針管４から離脱させようとしたような場合であ
っても、針管４からの分離を防止することができ、特に安全性が高い。
【０１８２】
　また、このようなプロテクタ７Ｂは、第２の姿勢においてカバー部１０００、１０００
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に基端方向または先端方向の外力が作用したときに、第２の部位７２（第２の孔８２近傍
の板状部材）の前記針管４に対する傾斜角度が小さくなるような力を作用する手段を有し
ている。
【０１８３】
　すなわち、例えばカバー部１０００、１０００の先端部に図１１中の矢印Ｃで示すよう
な引っ張り力が付加されることによりカバー部１０００、１０００に先端方向の外力が作
用すると、この引っ張り力Ｃは、第６の部位７６を介して第２の部位７２に伝達され、第
２の部位７２の針管４に対する傾斜角度（図１１中のβで示す角度）が小さくなるように
作用する。
【０１８４】
　これにより、第２の孔８２の内面と針管４の表面との間の摩擦力（プロテクタ７Ｂに作
用する制動力）が発生または増大して引っ張り力Ｃに対抗する。すなわち、第１の部位７
１に加えて第２の部位７２も針管４に対するブレーキ作用を奏し、プロテクタ７Ｂの移動
をより確実に禁止（阻止）する。なお、プロテクタ７Ｂの基端部に対し例えば図１１中の
矢印Ｅで示すような押圧力を加えたときにも、同様に、第２の部位７２の針管４に対する
傾斜角度βが小さくなるように作用する。
【０１８５】
　また、前記引っ残り力Ｃは、第２の部位７２から第３の部位７３を介して第１の部位７
１に伝達され、第１の部位傾斜角度θ1 ' がより小さくなるようにも作用する。
【０１８６】
　なお、第２の孔８２の大きさを適宜選択することで、前記傾斜角度α、βを任意に調節
することができる。
【０１８７】
　このようなことから、本実施形態では、カバー部１０００、１０００に対し先端方向の
外力が作用した場合にも、プロテクタ７Ｂが針管４から離脱するようなことがより確実に
防止される。
【０１８８】
　なお、カバー部１０００、１０００は、少なくとも針体当接部１０４近傍の部位を覆う
ものであればよい。
【０１８９】
　＜留置針組立体の実施形態＞
　図１２および図１３は、それぞれ、本発明の留置針組立体の実施形態を示す縦断面図で
ある。なお、以下の説明では、図１２および図１３中の針先側を「先端」、ハブ側を「基
端」とし、先端を上にした場合の左側を「一端」、右側を「他端」として説明する。
【０１９０】
　以下、これらの図を参照して本発明の留置針組立体の実施形態について説明するが、前
述したプロテクタの実施形態との相違点を中心に説明し、同様の事項はその説明を省略す
る。
【０１９１】
　これらの図に示す留置針組立体１１は、外針と内針とを備えるもので、特に、輪液用の
留置針組立体を構成するものであり、留置針である外針１２１と、外針１２１の基端側に
設けられた外針ハブ１２２とで構成されたハブ付き外針１２と、外針１２１内に挿入して
使用される内針１３１と、内針１３１の基端側に設けられた内針ハブ１３２とで構成され
たハブ付き内針１３と、内針１３１に装着された前記第４実施形態のプロテクタ７Ａとを
備えている。以下、各部の構成について説明する。
【０１９２】
　外針１２１は、中空状をなし、ある程度の可撓性を有するものが好ましく用いられる。
外針１２１の構成材料としては、特に限定されないが、例えば、エチレン－テトラフルオ
ロエチレン共重合体（ＥＴＦＥ）、ポリウレタン、ポリエーテルナイロン樹脂等の各種軟
質樹脂が好ましい。
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【０１９３】
　外針１２１の先端部は、生体への穿刺を容易かつ低侵襲で行うために、外径が先端方向
に向かって漸減するテーパ状をなしている。
【０１９４】
　外針１２１の基端部には、外針ハブ１２２が液密に固着され、外針１２１の内腔と外針
ハブ１２２の内部とが連通している。外針ハブ１２２は、ほぼ筒状の部材であり、基端方
向に向かってその外径および内径が漸増するテーパ状をなしている。
【０１９５】
　内針（針体）１３１は、前記第１実施形態における針管４と同様の材料、形状等からな
る。
【０１９６】
　この内針１３１は、外針１２１の内腔に挿入された状態、すなわち図１２に示す状態で
使用される。以下、この状態を「組み立て状態」と言う。
【０１９７】
　内針１３１の長さは、組み立て状態としたとき、少なくとも針先１３１１が外針１２１
の先端開口１２１１から突出する程度の長さとされる。
【０１９８】
　内針１３１の基端部は、内針ハブ１３２の先端部と固着され、内針１３１の内腔は、内
針ハブ１３２の内部空間と連通している。
【０１９９】
　内針ハブ１３２は、ほば円筒状の中空部材で構成されており、本体部１３２１と、該本
体部１３２１の先端側に設けられ、本体部１３２１より細径な細径部１３２２とを有して
いる。
【０２００】
　この内針ハブ１３２は、好ましくは透明（無色透明）、着色透明または半透明の樹脂で
構成され、内部の視認性が確保されている。これにより、針先１３１１が血管を確保した
際、内針１３１を介して流入する血液のフラッシュバックを目視で確認することができる
。
【０２０１】
　また、内針ハブ１３２の基端部の開口には、該開口を覆うように、気体は透過するが液
体は遮断する性質を有する通気フィルタ１４が設置されている。
【０２０２】
　外針ハブ１２２および内針ハブ１３２の構成材料は、特に限定されず、各種樹脂材料が
使用できる。
【０２０３】
　プロテクタ７Ａは、内針１３１に装着されており、図１２に示すように、組み立て状態
においては、外針ハブ１２２の内部空間に収納されている。
【０２０４】
　本実施形態の留置針組立体１１は、組み立て状態においてプロテクタ７Ａと外針ハブ１
２２とを連結する連結手段１５を有している。この連結手段１５は、円筒状をなす円筒部
材（当接部材）１５１と、該円筒部材１５１と外針ハブ１２２とを連結するテープ１５２
とを有している。
【０２０５】
　円筒部材１５１は、基端開口を有しており、組み立て状態においては、該基端開口から
円筒部材１５１の内側に内針ハブ１３２の細径部１３２２が挿入、遊嵌した状態になって
いる。
【０２０６】
　円筒部材１５１の先端部には、先端壁（底部）１５１１が設けられている。先端壁１５
１１の中央には、孔が形成されており、内針１３１は、該孔を貫通している。
【０２０７】
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　組み立て状態においては、円筒部材１５１の先端側の一部は、外針ハブ１２２の内側に
挿入、遊嵌した状態になっている。また、組み立て状態においては、円筒部材１５１の先
端部（先端壁１５１１の外面）は、プロテクタ７Ａの基端部に当接または近接した状態に
なっている。
【０２０８】
　テープ１５２は、可撓性を有するシート状の部材であり、例えばポリエチレン、ポリプ
ロピレン、ポリエステル、紙、不織布などから構成され、その基端部は、円筒部材１５１
の外面に熱融着または粘着されており、その先端部は、外針ハブ１２２の外面に熱融着ま
たは粘着されている。すなわち、テープ１５２は、外針ハブ１２２の基端外周に設けられ
たフランジ１２２１をまたぐように設けられている。
【０２０９】
　テープ１５２には、プロテクタ７Ａと外針ハブ１２２とが分離するときに破断する破断
部として、ミシン目１５２１がテープ１５２を横断するように形成されている。
【０２１０】
　このような構成により、組み立て状態では、外針ハブ１２２とプロテクタ７Ａとは、連
結手段１５を介して連結されている。
【０２１１】
　このような連結手段１５が設けられていることにより、留置針組立体１１の組み立て状
態からハブ付き内針１３をハブ付き外針１２に対し相対的に基端方向に移動すると（ハブ
付き内針１３の内針１３１をハブ付き外針１２の外針１２１から引き抜くと）、プロテク
タ７Ａは、円筒部材１５１の先端部に当接することにより基端方向への移動が防止され、
ハブ付き外針１２の方に残存する。すなわち、プロテクタ７Ａは、内針１３１に対しては
、第１の姿勢を維持しつつ相対的に先端方向に移動し、内針１３１の針先１３１１が針体
当接部１０４を通過すると、該第１の姿勢から、内針１３１の針先１３１１を覆う第２の
姿勢へと変位する。
【０２１２】
　プロテクタ７Ａは、前述したように、第２の姿勢になると、内針１３１に対する相対的
な移動が禁止（阻止）される。よって、プロテクタ７Ａが第２の姿勢となった状態から、
さらにハブ付き内針１３をハブ付き外針１２に対し相対的に基端方向に移動すると、その
操作力（引き抜き力）が円筒部材１５１を介してテープ１５２に作用し、ミシン目１５２
１が破断する。これにより、プロテクタ７Ａは、ハブ付き外針１２（外針ハブ１２２）か
ら分離して、内針１３１の先端に残存し、その針先１３１１をガードする（覆う）。
【０２１３】
　このように、留置針組立体１１では、ハブ付き内針１３をハブ付き外針１２に対し相対
的に基端方向に移動する操作のみによって、プロテクタ７Ａで内針１３１の針先１３１１
を覆うことおよびプロテクタ７Ａをハブ付き外針１２から離反することができ、プロテク
タ７Ａで内針１３１の針先１３１１を覆うための別途の操作が不要である。これにより、
内針１３１の針先１３１１をプロテクタ７Ａで極めて容易かつ確実に覆う（収納する）こ
とができる。
【０２１４】
　次に、留置針組立体１１の使用方法の一例について、詳細に説明する。
　［１］　留置針組立体１１を組み立て状態とし、内針ハブ１３２等を手で把持しつつ、
内針１３１および外針１２１を患者の血管（静脈または動脈）に穿刺する。
【０２１５】
　［２］　内針１３１の針先１３１１が血管に穿刺されると、血管の内庄（血圧）により
血液が内針１３１内を基端方向へ逆流し、内針ハブ１３２内に導入され、視認性を有する
内針ハブ１３２を介してこのフラッシュバックを視認することができる。これにより内針
１３１の針先１３１１が血管を確保したことを知ることができる。
【０２１６】
　なお、この血液の流入に伴い、内針ハブ１３２内の空気は、通気フィルタ１４を通って
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排出されるが、血液は、通気フィルタ１４を通過できず、外部への漏れ出しは生じない。
【０２１７】
　［３］　さらに内針１３１および外針１２１を微小距離先端方向へ進めると、外針１２
１の先端開口１２１１が血管内に挿入される。これにより、外針１２１が血管を確保する
。
【０２１８】
　［４］　血管に留置されている外針１２１を手で押さえつつ、他方の手で内針ハブ１３
２を把持し、基端方向へ引っ張る。これにより、内針１３１が外針１２１から抜き取られ
る。このとき、プロテクタ７Ａは、外針ハブ１２２と連結されていることから、ハブ付き
外針１２の方に残存する。すなわち、プロテクタ７Ａは、内針１３１に対しては、相対的
に先端方向に移動する。
【０２１９】
　本発明では、前述したようにプロテクタ７Ａが針管４に対し円滑に移動可能になってい
ることから、僅かな操作力で内針１３１を外針１２１から抜き取ることができ、この操作
を容易、迅速に行うことができる。また、プロテクタ７Ａが第２の姿勢になる前に連結手
段１５による連結が解除されてしまう（ミシン目１５２１が破断してしまう）ような不都
合を防止することもできる。
【０２２０】
　［５］　さらに内針ハブ１３２を基端方向へ引っ張ると、前述したように、内針１３１
の針先１３１１が針体当接部１０４を通過し、針体当接部１０４によるブレーキ作用留保
状態が解除される。これにより、プロテクタ７Ａは、弾性的に（自身の弾性により）変形
して、図１３に示す第２の姿勢となる。
【０２２１】
　プロテクタ７Ａが第２の姿勢となると、第１の部位７１のブレーキ作用によって、プロ
テクタ７Ａは、針先１３１１が第１の孔８１を通過する前に内針１３１に対し停止（静止
）する。これにより、プロテクタ７Ａは、内針１３１の長手方向に沿った移動が禁止（阻
止）され、内針１３１の針先１３１１を覆った（収納した）状態を維持する。
【０２２２】
　［６］　プロテクタ７Ａが第２の姿勢となった状態から、さらに内針ハブ１３２を基端
方向に引っ張ると、その引っ張り力が連結手段１５に作用し、ミシン目１５２１が破断す
る。これにより、プロテクタ７Ａは、ハブ付き外針１２（外針ハブ１２２）から分離して
、内針１３１の先端に残存する（図１３参照）。
【０２２３】
　［７］　内針１３１が抜き取られたハブ付き外針１２の外針ハブ１２２には、輪液セッ
トのコネクタ等（図示せず）を素早く接続し、定法に従い、輪液の投与を開始する。
【０２２４】
　このようにして外針１２１から内針１３１を抜き取った後は、ハブ付き内針１３は不要
となるため、廃棄処分に供される。
【０２２５】
　以上説明したように、この留置針組立体１１によれば、ハブ付き外針１２から取り外さ
れたハブ付き内針１３の針先１３１１がプロテクタ７Ａ内に収納され、特に、針先１３１
１がプロテクタ７Ａの先端から突出することや、プロテクタ７Ａが内針１３１から外れて
しまうことがないため、廃棄処理を行う者等が針先１３１１で誤って手指等を刺すという
事故が防止される。
【０２２６】
　図１４は、プロテクタの他の構成例を示す図であり、図１２のプロテクタ７Ａの代わり
に、第１実施形態のプロテクタ２Ａが使用されている。このように、留置針組立体１１は
、前記第１実施形態ないし第３実施形態および第５実施形態のプロテクタを備えるもので
あってもよい。
【０２２７】
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　図１５は、連結手段の他の構成例を示すための図であり、組み立て状態における外針ハ
ブ付近の縦断面図である。
【０２２８】
　以下、同図を参照して本発明の留置針組立体における連結手段の他の構成例について説
明するが、前述した実施形態との相違点を中心に説明し、同様の事項はその説明を省略す
る。
【０２２９】
　本実施形態の留置針組立体における連結手段は、内針１３１が貫通（挿通）する孔１５
３１を有する円環状（円板状）または略Ｃ字形状のリング部材１５３で構成されている。
【０２３０】
　このリング部材１５３の外周部は、組み立て状態においては、外針ハブ１２２の内側に
形成された凹部１２２２（溝部）に挿入（係止）しており、その先端面は、プロテクタ７
Ａの基端部に当接または近接している。また、リング部材１５３は、プロテクタ７Ａに基
端側から当接し得る当接部材としての機能をも有するものである。
【０２３１】
　このような組み立て状態からハブ付き内針１３をハブ付き外針１２に対し相対的に基端
方向に移動すると、プロテクタ７Ａは、リング部材１５３の先端面に当接することにより
基端方向への移動が防止され、ハブ付き外針１２の方に残存する。すなわち、プロテクタ
７Ａは、内針１３１に対しては、第１の姿勢を維持しつつ相対的に先端方向に移動し、内
針１３１の針先１３１１が針体当接部１０４を通過すると、該第１の姿勢から、内針１３
１の針先１３１１を覆う第２の姿勢へと変位する。
【０２３２】
　この状態からさらにハブ付き内針１３をハブ付き外針１２に対し相対的に基端方向に移
動すると、その操作力（引き抜き力）により、リング部材１５３は、みかけの外径が小さ
くなるように変形し、凹部１２２２から外れ、外針ハブ１２２に対し基端方向に移動する
。この移動により、リング部材１５３の外針ハブ１２２に対する係止が解除され、プロテ
クタ７Ａは、外針ハブ１２２から分離して、内針１３１の先端に残存し、その針先１３１
１をガードする。
【０２３３】
　以上、本発明のプロテクタおよび留置針組立体を図示の実施形態について説明したが、
本発明は、これらに限定されるものではなく、プロテクタおよび留置針組立体を構成する
各部は、同様の機能を発揮し得る任意の構成のものと置換することができる。
【０２３４】
　例えば、前記第１実施形態ないし第３実施形態のプロテクタの本体部は、全体形状とし
てほぼＳ字状のものに限らず、例えばほぼ「の」字状のものなどであってもよい。
【０２３５】
　また、前記第１実施形態ないし第３実施形態のプロテクタについても、プロテクタの本
体部が、複数の部品で構成されるようなものであってもよい。例えば、板状のブレーキ部
と、該ブレーキ部を針体に対する傾斜角度が小さくなる方向に付勢する付勢部材（バネ）
とが別部品で構成されるようなものでもよい。
【０２３６】
　また、本発明のプロテクタは、各種注射針に限らず、例えば、留置針（外針）と組み合
わせて用いる留置針組立体にも装着して使用することができる。
【０２３７】
　また、本発明の留置針組立体における連結手段は、図示のような構成に限らず、プロテ
クタが第１の姿勢から第２の姿勢に変位（変形）するまでプロテクタと外針ハブとの連結
状態を維持することができるものであれば、いかなるものでもよい。また、そのような連
結手段を有しないものであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【０２３８】
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【図１】本発明の第１実施形態のプロテクタを有する穿刺具（注射針）を示す側面図（使
用状態）である。
【図２】本発明の第１実施形態のプロテクタを有する穿刺具（注射針）を示す側面図（針
先収納状態）である。
【図３】本発明の第２実施形態のプロテクタを有する穿刺具（注射針）を示す側面図（使
用状態）である。
【図４】本発明の第２実施形態のプロテクタを有する穿刺具（注射針）を示す側面図（針
先収納状態）である。
【図５】本発明の第３実施形態のプロテクタを有する穿刺具（注射針）を示す側面図（使
用状態）である。
【図６】本発明の第３実施形態のプロテクタを有する穿刺具（注射針）を示す側面図（針
先収納状態）である。
【図７】本発明の第４実施形態のプロテクタを針体に装着した状態を示す断面側面図であ
り、プロテクタは第１の姿勢で示されている。
【図８】本発明の第４実施形態のプロテクタを針体に装着した状態を示す側面図であり、
プロテクタは第１の姿勢で示されている。
【図９】本発明の第４実施形態のプロテクタを針体に装着した状態を示す斜視図であり、
プロテクタは第１の姿勢で示されている。
【図１０】図７に示すプロテクタを第２の姿勢で示した断面側面図である。
【図１１】本発明の第５実施形態のプロテクタを針体に装着した状態を示す断面側面図で
あり、プロテクタは第２の姿勢で示されている。
【図１２】本発明の留置針組立体（組み立て状態）の実施形態を示す縦断面図である。
【図１３】図１２に示す留置針組立体において、内針ハブを外針ハブに対し相対的に基端
方向に移動した状態を示す縦断面図である。
【図１４】プロテクタの他の構成例を示すための本発明の留置針組立体の実施形態を示す
縦断面図である。
【図１５】連結手段の他の構成例を示すための組み立て状態における外針ハブ付近の縦断
面図である。
【符号の説明】
【０２３９】
　１Ａ、１Ｂ、１Ｃ　穿刺具
　７Ａ、７Ｂ　　　　プロテクタ
　１１　　　　　　　留置針組立体
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】
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