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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
穿刺要素を保持した第１の移動体を待機位置から穿刺位置に向けた穿刺方向に移動させ、
対象部位を上記穿刺要素により突き刺すための穿刺装置であって、上記第１の移動体に連
結され、かつその動きに連動させて上記第１の移動体の動きを規制するための第２の移動
体をさらに備えた穿刺装置において、
穿刺動作において上記第１および第２の移動体が運動を停止するときの衝撃を吸収するた
めの衝撃吸収手段を備えたことを特徴とする、穿刺装置。
【請求項２】
上記衝撃吸収手段は、弾性変形により衝撃を吸収する弾性体を備えている、請求項１に記
載の穿刺装置。
【請求項３】
上記第１および第２の移動体を収容し、かつこれらの移動体の移動を許容するハウジング
をさらに備えており、
上記衝撃吸収手段は、上記ハウジングに設けられた突起に対して上記弾性体を保持させた
構成を有している、請求項２に記載の穿刺装置。
【請求項４】
上記弾性体は、上記第１および第２の移動体のうちの少なくとも一方に設けられている、
請求項２に記載の穿刺装置。
【請求項５】
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上記第１および第２の移動体を収容し、かつこれらの移動体の移動を許容するハウジング
をさらに備えており、
上記弾性体は、上記ハウジングと、上記第１および第２の移動体のうちの少なくとも一方
の移動体とが穿刺動作において干渉する部分に設けられた板バネとして構成されている、
請求項２に記載の穿刺装置。
【請求項６】
上記第１および第２の移動体のうちの少なくとも一方は、溝部を有しており、かつ
上記溝部の内部を移動可能な軸部を有するとともに上記第１の移動体と上記第２の移動体
とを連結するリンク部材をさらに備えている、請求項２に記載の穿刺装置。
【請求項７】
上記弾性体は、上記溝部の端部に配置されている、請求項６に記載の穿刺装置。
【請求項８】
上記弾性体は、上記軸部に設けられている、請求項６に記載の穿刺装置。
【請求項９】
上記衝撃吸収手段は、上記第１および第２の移動体の運動エネルギを、摩擦抵抗により吸
収するように構成されている、請求項１に記載の穿刺装置。
【請求項１０】
上記第１および第２の移動体を収容し、かつこれらの移動体の移動を許容するハウジング
をさらに備えており、
上記衝撃吸収手段は、上記ハウジングと上記第１および第２の移動体のうちの少なくとも
一方の移動体とが穿刺時において干渉する部分に設けられたテーパ面または曲面を有して
いる、請求項９に記載の穿刺装置。
【請求項１１】
上記第１および第２の移動体のうちの少なくとも一方は、テーパ面を有する溝部を備えて
おり、かつ、
上記溝部の内部を移動可能な軸部を有するとともに上記第１の移動体と上記第２の移動体
とを連結するリンク部材をさらに備えており、
上記衝撃吸収手段は、上記テーパ面において、上記軸部を干渉させることにより、上記第
１または第２の移動体の運動エネルギを吸収するように構成されている、請求項９に記載
の穿刺装置。
【請求項１２】
上記第２の移動体の往復運動を、上記第１の移動体の往復運動に変換するように構成され
ている、請求項１ないし１１のいずれかに記載の穿刺装置。
【請求項１３】
上記第２の移動体の回転運動を、上記第１の移動体の直進運動または往復運動に変換する
ように構成されている、請求項１ないし１１のいずれかに記載の穿刺装置。
【請求項１４】
穿刺要素を保持した第１の移動体を待機位置から穿刺位置に向けた穿刺方向に移動させ、
対象部位を上記穿刺要素により突き刺すための穿刺装置であって、
上記第１の移動体に連結され、かつその動きに連動させて上記第１の移動体の動きを規制
する第２の移動体であって、穿刺動作において移動が停止させられるときに、上記穿刺方
向とは反対方向である退避方向に移動する第２の移動体をさらに備えた穿刺装置において
、
穿刺動作において上記第１および第２の移動体が運動を停止するときに、上記第２の移動
体に干渉して衝撃を吸収するための衝撃吸収手段を備えたことを特徴とする、穿刺装置。
【請求項１５】
上記衝撃吸収手段は、弾性変形により衝撃を吸収する弾性体を備えている、請求項１４に
記載の穿刺装置。
【請求項１６】
上記第１および第２の移動体を収容し、かつこれらの移動体の移動を許容するハウジング
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をさらに備えており、
上記衝撃吸収手段は、上記ハウジングに設けられている、請求項１４に記載の穿刺装置。
【請求項１７】
上記第１および第２の移動体を収容し、かつこれらの移動体の移動を許容するハウジング
をさらに備えており、
上記衝撃吸収手段は、上記ハウジングに設けられた突起に対して、弾性変形により衝撃を
吸収する弾性体を保持させた構成を有している、請求項１４に記載の穿刺装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、皮膚から血液や組織を採取する際などに利用する穿刺装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
穿刺装置としては、カム機構を利用して、ランセットを皮膚に突き刺すように構成された
ものもある (たとえば特許文献１参照)。特許文献１に開示された穿刺装置は、本願の図
１５（ａ）～（ｃ）に示したように、カム体９０の回転運動をランセット支持体９１の往
復運動に変換し、ランセット支持体９１とともにランセット９２を移動させて皮膚を穿刺
するように構成されたものである。図１５(ａ)に示したように、穿刺装置９では、穿刺待
機状態として、コイルバネ９３が弾発力を蓄えた状態でカム体９０が固定された状態とさ
れている。この状態から回転レバー９４を操作することにより、図１５（ｂ）および図１
５（ｃ）に示したようにカム体９０の固定状態が解除される。これにより、カム体９０が
軸９５を中心として回転する。一方、カム体９０にはＶ字状のカム溝９６が設けられてお
り、このカム溝９６にランセット支持体９１と一体化された係合ピン９７が係合している
。したがって、カム体９０が回転した場合には、カム溝９６に沿って係合ピン９７が移動
する。これにより、ランセット支持体９１がスライド孔９８にガイドされつつ穿刺方向Ｎ
１および退避方向Ｎ２に往復移動し、このランセット支持体９１とともにランセット９２
が穿刺および退避方向Ｎ１，Ｎ２に往復移動する。
【０００３】
【特許文献１】
実開昭６４－４２０１０号公報
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、穿刺装置９では、穿刺時におけるランセット支持体９１（ランセット９２
）の往復運動は、係合ピン９７がカム溝９６の端部において干渉することにより停止させ
られる。係合ピン９７は、コイルバネ９３の弾発力に起因してカム体９０が移動すること
により、カム溝９６に対して相対的に移動する。そのため、係合ピン９７は、カム体９０
の移動を停止させるときにカム溝９６の端部に対して勢い良く干渉する。その結果、穿刺
時においては、係合ピン９７とカム溝９６の端部との干渉に起因した衝撃が皮膚に伝播し
、その衝撃自体が痛みや不快感を伴い、これが採血時の痛みを増大させる原因ともなる。
その上、干渉時に衝撃音が生じ、この衝撃音が痛みをより強く感じさせ、また衝撃音が穿
刺痛と相俟って、より大きな不快感を与えてしまいかねない。
【０００５】
本発明は、このような事情のもとに考え出されたものであって、穿刺時の痛みや不快感を
低減することができる穿刺装置を提供することを課題としている。
【０００６】
【発明の開示】
本発明では、上記した課題を解決するため、次の技術的手段を講じている。
【０００７】
すなわち、本発明の第１の側面により提供される穿刺装置は、穿刺要素を保持した第１の
移動体を待機位置から穿刺位置に向けた穿刺方向に移動させ、対象部位を上記穿刺要素に
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より突き刺すための穿刺装置であって、上記第１の移動体に連結され、かつその動きに連
動させて上記第１の移動体の動きを規制するための第２の移動体をさらに備えた穿刺装置
において、穿刺動作において上記第１および第２の移動体が運動を停止するときの衝撃を
吸収するための衝撃吸収手段を備えたことを特徴としている。
【０００８】
ここで、衝撃吸収手段における衝撃の吸収は、第１および第２の移動体を停止させる瞬間
ばかりでなく、それらの移動体を停止させるための準備段階においても行うことができる
。
【０００９】
衝撃吸収手段は、たとえば弾性変形により衝撃を吸収する弾性体を備えている。弾性体は
、たとえば高分子材料により構成され、典型的にはゴムまたは発泡体(ウレタンやスポン
ジなど)である。弾性体は、板バネやコイルバネなどのバネにより構成することができる
。
【００１０】
好ましい実施の形態においては、穿刺装置が第１および第２の移動体を収容し、かつこれ
らの移動体の移動を許容するハウジングをさらに備えており、衝撃吸収手段は、ハウジン
グに設けられた第２の移動体における上記穿刺方向とは反対方向である退避方向への移動
を制限し、弾性体の保持した突起を備えたものとして構成される。弾性体は、第１および
第２の移動体のうちの少なくとも一方に設けることもでき、また弾性体は、ハウジングと
第１および第２の移動体のうちの少なくとも一方の移動体とが穿刺時において干渉する部
分に設けられた板バネとして構成することもできる。
【００１１】
第１および第２の移動体のうちの少なくとも一方が溝部を有している場合においては、本
発明の穿刺装置は、たとえば溝部の内部を移動可能な軸部を有するとともに第１の移動体
と第２の移動体とを連結するリンク部材をさらに備えたものとして構成される。この場合
、弾性体は、溝部の端部に配置し、あるいは軸部に設けるのが好ましい。
【００１２】
衝撃吸収手段は、第１および第２の移動体の運動エネルギを、摩擦抵抗により吸収するよ
うに構成することもできる。この場合、穿刺装置がハウジングを備えた構成においては、
衝撃吸収手段は、たとえばハウジングと、第１および第２の移動体のうちの少なくとも一
方の移動体とが穿刺時において干渉する部分に設けられたテーパ面または曲面を有するも
のとして構成される。
【００１３】
第１および第２の移動体のうちの少なくとも一方がテーパ面を有する溝部を備えている場
合においては、本発明の穿刺装置は、たとえば溝部の内部を移動可能な軸部を有するとと
もに第１の移動体と第２の移動体とを連結するリンク部材をさらに備えたものとして構成
される。この場合、衝撃吸収手段は、テーパ面において、軸部を干渉させることにより第
１または第２の移動体の運動エネルギを吸収するように構成するのが好ましい。
【００１４】
本発明の適用対象となる穿刺装置は、たとえば第２の移動体の往復運動を、第１の移動体
の直進運動または往復運動に変換するように構成され、あるいは第２の移動体の回転運動
を、第１の移動体の直進運動または往復運動に変換するように構成されたものである。
【００１５】
ここで、第２の移動体の回転運動には、少なくとも穿刺方向を含んだ平面上において回転
する場合、および穿刺方向に沿った軸周り回転する場合が含まれる。
【００１６】
本発明の第２の側面においては、穿刺要素を保持した第１の移動体を待機位置から穿刺位
置に向けた穿刺方向に移動させ、対象部位を上記穿刺要素により突き刺すための穿刺装置
であって、上記第１の移動体に連結され、かつその動きに連動させて上記第１の移動体の
動きを規制する第２の移動体であって、穿刺動作において移動が停止させられるときに、
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上記穿刺方向とは反対方向である退避方向に移動する第２の移動体をさらに備えた穿刺装
置において、穿刺動作において上記第１および第２の移動体が運動を停止するときに、上
記第２の移動体に干渉して衝撃を吸収するための衝撃吸収手段を備えたことを特徴とする
、穿刺装置が提供される。
【００１７】
衝撃吸収手段は、弾性変形により衝撃を吸収する弾性体を備えたものとして構成するのが
好ましい。
【００１８】
穿刺装置がハウジングを備えた構成においては、衝撃吸収手段は、ハウジングに設けるこ
とができる。
【００１９】
好ましくは、衝撃吸収手段は、ハウジングに設けられた突起に対して弾性体を保持させた
構成とされる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の好ましい実施の形態について、図面を参照して具体的に説明する。
【００２１】
図１に示したように、穿刺装置Ｘは、ランセット１を待機位置（図中においてランセット
１が実線で描かれた位置）から穿刺位置（図中においてランセット１が仮想線で描かれた
位置）に移動させて皮膚を穿刺し、皮膚から血液を出液させるために利用されるものであ
る。この穿刺装置Ｘは、ハウジング２、ランセット移動機構３、およびラッチ解除部材４
を備えている。
【００２２】
ランセット１は、上述のように皮膚を穿刺するための要素であり、後述するランセットホ
ルダ３２に保持され、このランセットホルダ３２に一体動させられるものである。このラ
ンセット１は、本体部１０から穿刺針１１が突出した形態を有しており、たとえば使い捨
てとして構成されている。本体部１０は、樹脂などにより円柱状に形成されている。穿刺
針１１は、たとえば金属製であり、本体部１０に対してインサート成形されている。ラン
セット１としては、穿刺針１１を本体部１０に対して接着したものを使用することもでき
る。
【００２３】
ハウジング２は、各種の要素を収容するための空間を規定するものであり、第１および第
２スリーブ２１，２２により構成されている。
【００２４】
第１スリーブ２１は、突出部２１ａ、第１および第２開口部２１ｂ，２１ｃを有している
。突出部２１ａは、ランセット移動機構３における移動プレート３１を係止するためのも
のである。第１開口部２１ｂは、移動プレート３１における操作部３１Ｂの移動を許容す
るためのものである。第２開口部２１ｃは、ラッチ解除部材４の端部４２の移動を許容す
るためのものである。
【００２５】
第１スリーブ２１の内部には、第１開口部２１ｂの近傍に衝撃吸収手段２３Ａが設けられ
ている。この衝撃吸収手段２３Ａは、移動プレート３１の操作部３１Ｂを干渉させるため
のものであり、第１スリーブ２１に形成された突起２３Ａａに対して、弾性部材２３Ａｂ
を保持させた構成を有している。弾性部材２３Ａｂは、たとえばゴムや発泡体によりリン
グ状に形成されている。
【００２６】
第２スリーブ２２は、後述するランセットホルダ３２の移動が許容されるように両端部が
開放した筒状に形成されている。この第２スリーブ２２は、図１および図２に示したよう
に第１スリーブ２１の先端部に対して着脱自在とされている。このため、第１スリーブ２
１から第２スリーブ２２を取り外した状態では、ランセットホルダ３２に対して、ランセ
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ット１を容易に装着することができる。
【００２７】
図１ないし図３に示したように、ランセット移動機構３は、リンク部材３０、移動プレー
ト３１、およびランセットホルダ３２を有している。このランセット移動機構３は、移動
プレート３１の往復運動を、リンク部材３０の円運動を介してランセットホルダ３２の往
復運動へと変換するように構成されている。
【００２８】
リンク部材３０は、移動プレート３１が移動したときにその動きに連動させてランセット
ホルダ３２を移動させるためのものである。このリンク部材３０は、図３および図４に示
したように、第１可動ピン３０ａ、第２可動ピン３０ｂ、固定ピン３０ｃ、第１アーム部
材３０Ａおよび第２アーム部材３０Ｂを有している。
【００２９】
図３に良く表れているように、第１可動ピン３０ａは、移動プレート３１に係合し、かつ
第１および第２アーム部材３０Ａ，３０Ｂどうしを連結するためのものであり、移動プレ
ート３１の溝部３１Ａにおいて移動が許容されている。第２可動ピン３０ｂは、ランセッ
トホルダ３２に係合するものであり、ランセットホルダ３２の溝部３６において移動が許
容されている。固定ピン３０ｃは、リンク部材３０をハウジング２（第１スリーブ２１）
に対して回転可能に固定するためのものである。
【００３０】
移動プレート３１は、図５（ａ）および（ｂ）に示したように、ハウジング２に対して穿
刺方向Ｎ１および退避方向Ｎ２に移動可能なものであり、ハウジング２に対してコイルバ
ネＳｐを介して連結されている。この移動プレート３１は、溝３１Ａ、操作部３１Ｂおよ
びフック部３１Ｃを有している。
【００３１】
溝３１Ａは、リンク部材３０（図３および図４参照）における第１可動ピン３０ａの移動
を許容するためのものである。この溝３１Ａは、穿刺および退避方向Ｎ１，Ｎ２に対して
傾斜した方向に延びる傾斜溝部３１Ａａ、および傾斜溝部３１Ａａの両端部に繋がる直線
溝部３１Ａｂを有している。
【００３２】
操作部３１Ｂは、移動プレート３１を手動で移動させる際に利用するものである。この操
作部３１Ｂは、その一部がハウジング２の第１開口部２１ｂを介して外部に突出するとと
もに、第１開口部２１ｂにより穿刺および退避方向Ｎ１，Ｎ２への移動が許容されている
。
【００３３】
フック部３１Ｃは、ハウジング２の突出部２１ａに係合させて移動プレート３１をハウジ
ング２にラッチさせるためのものである。図５（ｂ）によく表れているように、移動プレ
ート３１は、コイルバネＳｐが縮んだ状態にあるときには、フック部３１Ｃが突出部２１
ａよりも退避方向Ｎ２側に位置するように構成されている。これに対して、移動プレート
３１は、図５（ａ）によく表れているように、フック部３１Ｃを突出部２１ａに係合した
状態では、コイルバネＳｐが伸ばされ、退避方向Ｎ２側に付勢される。
【００３４】
図１および図２に示したように、ランセットホルダ３２は、ランセット１を保持し、この
ランセット１を移動させるためのものであり、移動プレート３１と同様に、穿刺および退
避方向Ｎ１，Ｎ２に移動可能とされている。このランセットホルダ３２は、図１ないし図
２に示したようにランセット１を保持するためのホルダ部３５と、移動プレート３１に対
してリンク部材３０を介して連結された溝部３６とを有している。
【００３５】
ホルダ部３５は、ランセット１の表面形状に倣った内面形状を有する凹部３５ａを備えて
いる。溝部３６は、図１および図３から予想されるように、リンク部材３０における第２
可動ピン３０ｂの移動を許容するためのものであり、穿刺および退避方向Ｎ１，Ｎ２と直



(7) JP 4296035 B2 2009.7.15

10

20

30

40

50

交する方向に延びている。
【００３６】
図５（ａ）および（ｂ）に示したように、ラッチ解除部材４は、ハウジング２に対する移
動プレート３１のラッチ状態を解除するためのものであり、適度な弾性を有するとともに
、端部４１においてハウジング２（第１スリーブ２１）に固定されている。したがって、
ラッチ解除部材４の端部４２は、端部４１を支点として揺動することができる。端部４２
は、ハウジング２の第２開口部２１ｃを介して露出しているとともに、第２開口部２１ｃ
により移動が許容されている。そのため、端部４２を押下した場合には、端部４２がハウ
ジング２の内方に移動し、移動プレート３１（フック部３１Ｃ）がハウジング２（第１ス
リーブ２１）の突出部２１ａに係合した状態を解除することができる。
【００３７】
次に、穿刺装置Ｘの使用方法および動作原理について説明する。ただし、初期状態におい
ては、図６（ａ）に示したように、移動プレート３１は退避方向Ｎ２のフリー位置（上死
点）に位置し、第１可動ピン３０ａは移動プレート３１の溝３１Ａにおける傾斜溝部３１
Ａａの左端部に位置し、第２可動ピン３０ｂはランセットホルダ３２における溝部３６の
左端部に位置しているものとする。
【００３８】
穿刺装置Ｘを用いて皮膚を穿刺する場合には、まず、図１および図６（ｃ）に示したよう
に、移動プレート３１のフック部３１Ｃをハウジング２の突出部２１ａに係合させた状態
とした後にランセットホルダ３２に対してランセット１を装着する。ただし、ランセット
ホルダ３２に対してランセット１を装着した後に、移動プレート３１をハウジング２にラ
ッチさせるようにしてもよい。
【００３９】
フック部３１Ｃの係合状態は、図６（ａ）～（ｃ）に示したように、移動プレート３１の
操作部３１Ｂを、穿刺方向Ｎ１に移動させることにより達成することができる。
【００４０】
図６（ａ）に示した状態から移動プレート３１を穿刺方向Ｎ１へ移動させる場合には、図
６（ａ）および（ｂ）に示したように、第２可動ピン３０ｂを含めたリンク部材３０の全
体が固定ピン３０ｃを中心として時計回りに回転し、ランセットホルダ３２が退避方向Ｎ
２に持ち上げられる。図６（ｂ）に示した状態からさらに移動プレート３１を穿刺方向Ｎ
１へ移動させる場合には、図６（ｃ）に示したように、リンク部材３０がさらに時計回り
方向に回転し、ランセットホルダ３２が穿刺方向Ｎ１に押し下げられる。このとき、コイ
ルバネＳｐが伸長させられ、移動プレート３１は、退避方向Ｎ２に付勢された状態でハウ
ジング２にラッチされる。
【００４１】
一方、ランセット１を装着する場合、まず図２に示したように第１スリーブ２１から第２
スリーブ２２を取り外して、ランセットホルダ３２のホルダ部３５が露出した状態とする
。次いで、ランセット１を、穿刺針１１とは反対のほうからホルダ部３５を介して挿入す
る。
【００４２】
移動プレート３１のラッチおよびランセット１の装着が完了した場合には、図５（ａ）お
よび（ｂ）に示したように、ラッチ解除部材４の端部４２を押下することにより皮膚の穿
刺が行われる。端部４２を押下した場合、端部４２が端部４１を支点として揺動し、端部
４２がハウジング２の内方に向けて移動する。これにより、端部４２がフック部３１Ｃに
作用して、突出部２１ａにフック部３１Ｃが係合された状態が解除される。
【００４３】
上述したように、移動プレート３１が退避方向Ｎ２に向けて付勢されているので、図６（
ｃ）および（ｄ）に示したように、移動プレート３１が退避方向Ｎ２に向けて移動し、こ
れに伴ってリンク部材３０が時計回り方向に回転してランセットホルダ３２を穿刺方向Ｎ
１に押し下げられる。その後、移動プレート３１が退避方向Ｎ２にさらに移動し、これに
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伴ってランセットホルダ３２が退避方向Ｎ２に持ち上げられて、図６（ａ）に示したよう
にランセットホルダ３２がハウジング２にラッチさせる前のフリー位置に復帰し、皮膚か
らランセット１の穿刺針１１が抜き去られる。
【００４４】
移動プレート３１およびランセットホルダ３２の移動は、移動プレート３１の操作部３１
Ｂが衝撃吸収手段２３Ａにおける弾性部材２３Ａｂに干渉することにより停止させられる
。すなわち、移動プレート３１は、弾性部材２３Ａｂに運動エネルギを吸収させることに
より、移動が停止させられる。そのため、穿刺装置Ｘでは、穿刺時の衝撃、衝撃音および
振動を抑制し、使用者に与える痛みや不快感を低減することができる。
【００４５】
本実施の形態においては、移動プレート３１の操作部３１Ｂが干渉しうる部位に衝撃吸収
手段２３Ａが設けられていたが、衝撃吸収手段２３Ａは、穿刺時に移動プレート３１が移
動する際に、移動プレート３１と干渉しうる部位に設ければよく、その他の部位に設ける
こともできる。
【００４６】
次に、本発明の第２ないし第８の実施の形態について、図７ないし図１３を参照して説明
する。これらの図においては、本発明の第１の実施の形態に説明したのと同様な要素につ
いては同一の符号を付してあり、重複説明は省略するものとする。また、第２ないし第８
の実施の形態においては、衝撃吸収手段の構成が、第１の実施の形態とは異なっている。
【００４７】
第２の実施の形態では、図７（ａ）および（ｂ）に示したように、衝撃吸収手段２３Ｂが
コイルバネ２３Ｂｂとして構成されている。このコイルバネ２３Ｂｂは、ハウジング２（
第１スリーブ２１）の上壁２４に設けられている。この構成では、穿刺時において、移動
プレート３１の操作部３１Ｂがコイルバネ２３Ｂｂに干渉することにより、コイルバネ２
３Ｂｂが弾性変形して移動プレート３１の運動エネルギを吸収しつつ、移動プレート３１
の移動が停止させられる。
【００４８】
衝撃吸収手段２３Ｂと同様な衝撃吸収手段は、ハウジングの上壁に、コイルバネ以外の弾
性体、たとえばゴムや発泡体を固定することにより構築することもでき、また弾性体を移
動プレート３１に固定してもよい。
【００４９】
第３の実施の形態では、図８（ａ）および（ｂ）に示したように、衝撃吸収手段２３Ｃが
ハウジング２における第１開口部２１ｂの上端部に、弾性部材２３Ｃｂを配置することに
より設けられている。この場合の弾性部材２３Ｃｂとしては、公知の種々のものを用いる
ことができ、たとえばゴム、発泡体、バネを使用することができる。この構成では、穿刺
時において、移動プレート３１の操作部３１Ｂが弾性部材２３Ｃｂに干渉することにより
、弾性部材２３Ｃｂが弾性変形して移動プレート３１の運動エネルギを吸収しつつ、移動
プレート３１の移動が停止させられる。
【００５０】
本実施の形態においては、弾性体を移動プレート３１に固定してもよい。
【００５１】
第４の実施の形態では、図９（ａ）および（ｂ）に示したように、衝撃吸収手段２３Ｄは
、抵抗として運動エネルギを吸収するように構成されている。この衝撃吸収手段２３Ｄは
、移動プレート３１の端部に設けられたリブ２３Ｄｃと、ハウジング２の内面に設けられ
た干渉壁２３Ｄｂと、によって構成されている。干渉壁２３Ｄｂは、リブ２３Ｄｃを干渉
させるためのものであり、操作部３１Ｂ側に傾倒したテーパ面２３Ｄｂ′を有している。
この構成では、穿刺時において、移動プレート３１が矢印Ｎ２方向に移動するにつれて、
リブ２３Ｄｃと干渉面２３Ｄｂ′との間の移動抵抗が大きくなり、移動プレート３１の運
動エネルギが徐々に吸収されるように構成されている。
【００５２】
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なお、干渉壁２３Ｄｂにおけるリブ２３Ｄｃと干渉させる面の形態は、テーパ面に限らず
、Ｒ形状などの曲面であってもよい。また、ハウジング２にリブを設ける一方で、干渉壁
２３Ｄｂに相当するものを移動プレート３１に設けてもよい。
【００５３】
第５の実施の形態では、図１０（ａ）および（ｂ）に示したように、衝撃吸収手段２３Ｅ
が移動抵抗と弾性変形により運動エネルギを吸収するように構成されている。この衝撃吸
収手段２３Ｅは、移動プレート３１に設けられた板バネ２３Ｅｃと、ハウジング２の内面
に設けられた干渉壁２３Ｅｂと、によって構成されている。板バネ２３Ｅｃは、移動プレ
ート３１の移動方向（Ｎ１，Ｎ２方向）と直交する方向に揺動することができるように構
成されており、干渉壁２３Ｅｂに干渉させるための突起２３Ｅｃ′が設けられている。干
渉壁２３Ｅｂは、突起２３Ｅｃ′を干渉させるためのものであり、移動プレート３１の操
作部３１Ｂ側に傾倒したテーパ面２３Ｅｂ′を有している。したがって、衝撃吸収手段２
３Ｅでは、穿刺時において、移動プレート３１が矢印Ｎ２方向に移動するにつれて、突起
２３Ｅｃ′とテーパ面２３Ｅｂ′との間の移動抵抗が大きくなるとともに、そのときに板
バネ２３Ｅｃが弾性変形し、移動プレート３１の運動エネルギが徐々に吸収されるように
構成されている。
【００５４】
なお、ハウジングに板バネを設ける一方で、移動プレートに板バネが干渉するテーパ面を
設けてもよい。
【００５５】
第１ないし第５の実施の形態においては、移動プレート３１を衝撃吸収手段２３Ａ～２３
Ｅに干渉させることにより、運動エネルギを吸収する例について説明したが、同様な衝撃
吸収手段によって、ランセットホルダ３２（図１参照）に干渉させて運動エネルギを吸収
するように構成してもよい。この場合、ランセットホルダのための衝撃吸収手段は、移動
プレートのための衝撃吸収手段に代えて設けてもよく、あるいは移動プレートのための衝
撃吸収手段と併用してもよい。
【００５６】
第６の実施の形態では、図１１（ａ）および（ｂ）に示したように、衝撃吸収手段２３Ｆ
が移動プレート３１の溝部３１Ａに設けられている。この衝撃吸収手段２３Ｆは、弾性部
材２３Ｆｂにより構成されており、溝部３１Ａの直線溝部３１Ａｂに配置されている。こ
の構成では、穿刺時において、リンク部材３０（図１参照）の第１可動ピン３０ａが弾性
部材２３Ｆｂに干渉することにより移動プレート３１の移動が停止させられる。
【００５７】
第７の実施の形態では、図１２に示したように、衝撃吸収手段２３Ｇが移動プレート３１
の直線溝部３１Ａｂを利用して設けられている。この衝撃吸収手段２３Ｇは、直線溝部３
１Ａｂを端に向かうほど細幅となるように形成することにより設けられている。この構成
では、穿刺時において、リンク部材３０（図１参照）の第１可動ピン３０ａが直線溝部３
１Ａｂを移動するときに、移動プレート３１の運動エネルギが徐々に吸収されつつ移動プ
レート３１が停止させられる。
【００５８】
第８の実施の形態では、図１３に示したように、衝撃吸収手段２３Ｈがリンク部材３０（
図１参照）の第１可動ピン３０ａに設けられている。すなわち、衝撃吸収手段２３Ｈは、
第１可動ピン３０ａに対して、弾性部材２３Ｈｂを保持させた構成を有している。弾性部
材２３Ｈｂは、たとえばゴムや発泡体によりリング状に形成されている。この構成では、
穿刺時において、リンク部材３０（図１参照）の第１可動ピン３０ａが弾性部材２３Ｈｂ
に干渉することにより移動プレート３１の移動が停止させられる。
【００５９】
第６～第８の実施の形態における衝撃吸収手段２３Ｆ～２３Ｈは、先に説明した衝撃吸収
手段２３Ａ～２３Ｅに代えて、あるいは衝撃吸収手段２３Ａ～２３Ｅと併用することがで
きる。また、衝撃吸収手段２３Ｆ～Ｈ２３と同様な衝撃吸収手段は、ランセットホルダ３
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２の溝部３６（図１参照）に設けても良い。この場合、ランセットホルダ３２のための衝
撃吸収手段は、移動プレートのための衝撃吸収手段に代えて設けてもよく、あるいは移動
プレートのための衝撃吸収手段と併用してもよい。
【００６０】
もちろん、本発明は、第１～第８の実施の形態において例示された衝撃吸収手段２３Ａ～
２３Ｈに限らず、その他の構成により衝撃吸収手段を設けることができ、また衝撃吸収手
段は、第１の実施の形態において詳述した穿刺装置に限らず、その他の穿刺装置にも適用
することができる。たとえば、従来例として図１５を参照して説明した構成の穿刺装置９
に対しても適用できる。すなわち、図１４(ａ)に示したようにカム体９０のカム溝９６の
端部９６ａに弾性部材２３Ｉｂを配置することにより衝撃吸収手段２３Ｉを設け、図１４
(ｂ)に示したようにカム溝９６の端部９６ａの形状を、端に向かうほど細幅に形成するこ
とにより衝撃吸収手段２３Ｊを設け、図１４(ｃ)に示したように係止ピン９７にリング状
の弾性部材２３Ｋｂを保持させることにより衝撃吸収手段２３Ｋを設けることができる。
穿刺装置９においてはさらに、第１～第５の実施の形態として説明した衝撃吸収手段２３
Ａ～２３Ｅと同様な構成の衝撃吸収手段、すなわちカム体９０（図１４（ａ）参照）に干
渉させることにより運動エネルギを吸収する構成の衝撃吸収手段を採用することもでき、
その他の構成の衝撃吸収手段を採用することもできる。
【００６１】
本発明はさらに、穿刺方向に沿った軸の周りに回転する回転部材にランセットホルダを連
結し、回転部材の運動に連動してランセットホルダが移動するように構成された穿刺装置
に対しても適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る穿刺装置の一例を示す断面図である。
【図２】図１に示した穿刺装置から第２スリーブおよびランセットを取り外した状態を示
す断面図である。
【図３】図１のIII－III線に沿う断面図である。
【図４】リンク部材の全体斜視図である。
【図５】図１に示した穿刺装置の内部構成を説明するためのものであり、構成要素の一部
を省略して示した断面図である。
【図６】図１に示した穿刺装置における穿刺動作を説明するための模式図である。
【図７】本発明の第２実施の形態における衝撃吸収手段を説明するための要部断面図であ
る。
【図８】本発明の第３の実施の形態における衝撃吸収手段を説明するための要部断面図で
ある。
【図９】本発明の第４の実施の形態における衝撃吸収手段を説明するための要部断面図で
ある。
【図１０】本発明の第５の実施の形態における衝撃吸収手段を説明するための要部断面図
である。
【図１１】本発明の第６の実施の形態における衝撃吸収手段を説明するための要部断面図
である。
【図１２】本発明の第７の実施の形態における衝撃吸収手段を説明するための要部断面図
である。
【図１３】本発明の第８の実施の形態における衝撃吸収手段を説明するための要部断面図
である。
【図１４】本発明に係る衝撃吸収手段を他の穿刺装置に適用した例を示す要部断面図であ
る。
【図１５】従来の穿刺装置の一例を示す断面図である。
【符号の説明】
Ｘ　穿刺装置
11　穿刺針(穿刺要素)
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２　ハウジング
23Ａ～23Ｋ　衝撃吸収手段
23Ａａ　（衝撃吸収手段の）突起
23Ab,23Cb,23Fb,23Hb,23Ib,23Kb　弾性部材（弾性体）
23Db′,23Eb′　テーパ面
23Bb　コイルバネ
23Ec　板バネ
30　リンク部材
30ｂ　第２可動ピン(軸部)
30ｃ　固定ピン(回転軸)
31　移動プレート(第１の移動体)
31Ａ　(移動プレートの)溝(溝部)
32　ランセットホルダ(第２の移動体)
Ｎ１　穿刺方向
Ｎ２　退避方向

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図１０】 【図１１】
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【図１３】

【図１４】

【図１５】
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