
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カテーテルの基部側に一体に固定したカバーに、止血弁を内装したコネクタを一体に備
え

たことを特徴とす
る留置針。
【請求項２】
　カテーテルの基部側に一体に固定したカバーに柔軟なクランプチューブの一端側を接続
し、上記クランプチューブの他端側に止血弁を内装したコネクタを一体に備え

たことを特徴とする留置針。
【請求項３】
　 針の基端部を固定した筒状の内針カバーに、伸長時に前記内針の先端部を覆うチュー
ブ状の安全カバーを備えたテレスコピックパイプを伸縮可能に備え

留置針。
【請求項４】
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るとともに、前記コネクタに、内部に止血弁を備え、かつ、前記カテーテルから内針を
抜いた後当該コネクタから取り外される止血アダプタを着脱可能に備え

るとともに
、前記コネクタに、内部に止血弁を備え、かつ、前記カテーテルから内針を抜いた後当該
コネクタから取り外される止血アダプタを着脱可能に備え

内
、前記テレスコピック

パイプを前記内針カバー内に収納した状態で、前記内針を前記止血アダプタ側から挿入し
、その先端が前記カテーテルの先端から突出した位置で前記内針カバーが前記止血アダプ
タに当接したとき、前記テレスコピックパイプの先端が前記止血アダプタの係合孔に嵌合
することを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の

前記テレスコピックパイプが前記内針カバーから伸長するように突出して前記内針の先



留置針。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、人工透析，輸液，輸血等を行う際に使用される留置針に係り、さらに詳細には
、穿刺時から例えば装置側の血液回路のコネクタ接続時までの各段階において漏血を防止
することができ、かつ内針の抜去後の安全性向上を図ることのできる留置針に関する。
【０００２】
【従来の技術】
本発明に係る先行例として、例えば特公平３－７０５０２号公報がある。この先行例にお
いては、カテーテルの基部側に着脱可能に取付けた止血アダプタ内に、断面形状がコ字形
状の有底短円形状の複数のパッキンの底部を離隔して配置した構成であり、前記カテーテ
ルから内針を抜き取ったときに、前記複数のパッキンが止血作用を行うので、血液が外部
へ漏れるようなことがなく、止血効果が良好である。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
前記先行例においては、カテーテルと例えば装置側の血液回路のコネクタとを接続する場
合には、前記カテーテルの大径部を結紮した後、前記止血アダプタをカテーテルから取り
外し、その後に前記コネクタをカテーテルに接続するものである。したがって、前記大径
部に溜まっている血液をガーゼ，脱脂綿等で吸収する必要があり、さらなる改善が望まれ
ている。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　本発明は前述のごとき従来の問題に鑑みてなされたもので、請求項１に係る発明は、カ
テーテルの基部側に一体に固定したカバーに、止血弁を内装したコネクタを一体に備え

た留置針である。
【０００５】
　請求項２に係る発明は、カテーテルの基部側に一体に固定したカバーに柔軟なクランプ
チューブの一端側を接続し、上記クランプチューブの他端側に止血弁を内装したコネクタ
を一体に備え

た留置
針である。
【０００６】
　請求項３に係る発明は、請求項１又は ２に記載の留置針において、

留置針であ
る。
【０００７】
　請求項４に係る発明は、請求 に記載の留置針において、

留置針である。
【０００８】
【発明の実施の形態】
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端を前記安全カバーによって覆った状態を維持するために、前記テレスコピックパイプの
基部外周面に、前記内針カバーの先端内周面に形成した溝状の係止部に係止自在の弾性係
止片を設けたことを特徴とする請求項３に記載の

る
とともに、前記コネクタに、内部に止血弁を備え、かつ、前記カテーテルから内針を抜い
た後当該コネクタから取り外される止血アダプタを着脱可能に備え

るとともに、前記コネクタに、内部に止血弁を備え、かつ、前記カテーテル
から内針を抜いた後当該コネクタから取り外される止血アダプタを着脱可能に備え

請求項 内針の基端部
を固定した筒状の内針カバーに、伸長時に前記内針の先端部を覆うチューブ状の安全カバ
ーを備えたテレスコピックパイプを伸縮可能に備え、前記テレスコピックパイプを前記内
針カバー内に収納した状態で、前記内針を前記止血アダプタ側から挿入し、その先端が前
記カテーテルの先端から突出した位置で前記内針カバーが前記止血アダプタに当接したと
き、前記テレスコピックパイプの先端が前記止血アダプタの係合孔に嵌合する

項３ 前記テレスコピックパイプ
が前記内針カバーから伸長するように突出して前記内針の先端を前記安全カバーによって
覆った状態を維持するために、前記テレスコピックパイプの基部外周面に、前記内針カバ
ーの先端内周面に形成した溝状の係止部に係止自在の弾性係止片を設けた



図１を参照するに、本発明に係る留置針１は、通常の留置針と同様にカテーテル３を備え
ている。このカテーテル３はチューブ状であって、大径の基部３Ａに連続したテーパ部を
介して長い小径部３Ｂを備えた構成であり、先端部には軸心に対し直交する方向の複数の
孔３Ｃが形成してある。上記カテーテル３は、保持用の翼５を備えたカバー７の係合孔７
Ａ内に細い先端側から挿通し、前記小径部３Ｂを前記係合孔７Ａから突出した状態に前記
大径の基部３Ａを前記カバー７内に密に固定されるものである。
【０００９】
前記カバー７には、前記カテーテル３の大径の基部３Ａを嵌入し密に固定した状態に保持
する筒状の接続部７Ｂを備えており、この接続部７Ｂの基部側外周面には半円形状の係止
部７Ｃが設けられている。そして、上記接続部７Ｂを相対的に挿入自在の筒状のコネクタ
９の先端部には、前記係止部７Ｂと係合して回り止めを行う半円弧状の係合部９Ａが設け
られている。上記コネクタ９内には止血弁１０が備えられており、また外周面には螺旋係
止部９Ｂを備えている。
【００１０】
前記止血弁１０は例えばシリコンゴム又は天然ゴム等のごとき弾性部材によって円盤形状
又は断面形状がコ字形状の有底短円形状に形成してあり、その中央部には、内針及び血液
回路のコネクタ（図示省略）を挿通自在の弁孔（図示省略）が形成してある。上記弁孔は
前記内針又は血液回路のコネクタを挿通するときに開かれるものであって、常態において
は弾性的に閉鎖した状態にある。
【００１１】
前記コネクタ９の螺旋係止部９Ｂには、内面に螺旋係止部１１Ａを備えた筒状の止血アダ
プタ１１が着脱可能に螺合してある。この止血アダプタ１１内には、前述した先行例にお
ける断面コ字形状のパッキンと同構成のパッキンを複数備えた構成の止血弁（図示省略）
が内装されている。
【００１２】
使用前の常態において前記カテーテル３の先端部から先端部１３Ａが突出している内針１
３の基部は、筒状の内針カバー１５の軸心部に備えた円筒形状のホルダ１５Ａに固定され
ている。上記内針カバー１５内には第１テレスコピックパイプ１７が軸方向へ移動自在に
挿入してある。そして、この第１テレスコピックパイプ１７内には、前記内針１３の先端
部１３Ａを先端部でもって覆うことのできる長いチューブ状の安全カバー１９を先端部に
備えた第２テレスコピックパイプ２１が軸方向へ移動自在に挿入してある。
【００１３】
前記第１，第２のテレスコピックパイプ１７，２１は、前記カテーテル３内に前記内針１
３を挿通した状態の使用前においては、図２（Ｂ）に示すように、前記内針カバー１５内
に収納された状態にあり、前記カテーテル３内から前記内針１３を抜き取った使用後には
、図２（Ａ）に示すように、前記第１，第２のテレスコピックパイプ１７，２１が前記内
針カバー１５から突出伸長して、前記安全カバー１９によって内針１３の先端部１３Ａを
覆うように構成してある。したがって、内針１３等を廃棄する場合の安全性が確保される
ものである。
【００１４】
前述のごとく、内針カバー１５から第１，第２のテレスコピックパイプ１７，２１が伸長
するように突出して内針１３の先端部１３Ａを安全カバー１９によって覆った状態を維持
するために、前記第１テレスコピックパイプ１７の基部外周面には、前記内針カバー１５
の先端部内周面に形成した溝状の係止部１５Ｂ（図３参照）に係止自在の弾性係止片１７
Ａが設けてある。
【００１５】
同様に、前記第２テレスコピックパイプ２１の基部外周面には、第１テレスコピックパイ
プ１７の先端部内周面に形成した係止部（図示省略）に係止自在の弾性係止片２１Ａが設
けてある。
【００１６】
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したがって、図２（Ａ）に示すように、内針カバー１５から第１，第２のテレスコピック
パイプ１７，２１を突出伸長した状態においては、内針カバー１５に設けた前記係止部１
５Ｂに第１テレスコピックパイプ１７に設けた弾性係止片１７Ａが係合し、また、第１テ
レスコピックパイプ１７の係止部に第２テレスコピックパイプ２１に設けた弾性係止片２
１Ａが係合して、前記内針カバー１５に対して第１，第２のテレスコピックパイプ１７，
２１を容易に挿入することができない状態となる。
【００１７】
すなわち、図２（Ａ）に示したように、安全カバー１９でもって内針１３の先端部１３Ａ
を覆った状態が保持されることとなり、安全性が保持されるものである。
【００１８】
ところで、前記カバー７の係合孔７Ａ内に前記カテーテル３を挿通して当該カテーテル３
の大径の基部３Ａをカバー７の係合孔７Ａ内に密に固定し、かつ前記止血弁１０を前記コ
ネクタ９内に内装し、このコネクタ９を前記カバー７の接続部７Ｂと嵌合して固定する。
そして、前記コネクタ９の螺旋係止部９Ｂに止血アダプタ１１の螺旋係合部１１Ａを螺合
する。
【００１９】
一方、図２（Ｂ）に示すように、前記内針カバー１５内に第１，第２のテレスコピックパ
イプ１７，２１を収納した状態の内針ユニット２３の内針１３を前記止血アダプタ１１側
から挿入し、前記内針カバー１５を止血アダプタ１１に当接すると、図４に示すように、
前記内針１３の先端部１３Ａは、前記カテーテル３の先端部から僅かに突出した状態とな
る。この図４に示す状態が留置針ユニット２５としての使用前の状態である。
【００２０】
上述のごとく全体を組合せて留置針ユニット２５としたとき、前記安全カバー１９の先端
部は前記カテーテル３の基部３Ａ内に位置してあり、前記第２テレスコピックパイプ２１
の先端部は、前記止血アダプタ１１の係合孔１１Ｂ（図５参照）に比較的固く嵌合した状
態にある。
【００２１】
以上のごとき構成において、前記留置針ユニット２５における内針１３の先端部１３Ａを
血管に穿刺した後、前記カテーテル３から内針１３を引き抜くように内針カバー１５を引
くと、内針１３がカテーテル３から次第に引き抜かれると共に、上記内針カバー１５に対
して第１，第２のテレスコピックパイプ１７，２１が相対的に突出伸長する態様となる。
そして、前記カテーテル３から内針１３を引き抜いたときには、図２（Ａ）に示すように
、安全カバー１９によって内針１３の先端部１３Ａが覆われるものであり、安全性が確保
される。
【００２２】
前述のごとくカテーテル３から内針１３を引き抜くとき、力の加減等によって、例えば内
針１３が傾斜する傾向にあっても、コネクタ９内に備えた止血弁１０と止血アダプタ１１
内に備えたパッキン等の止血弁とによって軸方向に離れた複数の位置において内針１３を
案内支持した構成であることにより、前記内針１３の傾斜が抑制されて、内針１３の抜き
取りを円滑に行うことができるものである。
【００２３】
また、仮に内針１３の傾斜等によって前記コネクタ９内の止血弁１０の部分から僅かな漏
血があったとしても、止血アダプタ１１の部分において漏血が防止されるものであり、前
記内針１３の先端部１３Ａがコネクタ９内の止血弁１０から抜け出ると、上記止血弁１０
は弾性的に封鎖状態となり、漏血を防止するものである。前述のごとくカテーテル３から
内針１３を抜き取った状態においては、コネクタ９内に備えた止血弁１０が弾性的に封鎖
した状態にあるので、カテーテル３から漏血が生じるようなことはないものである。
【００２４】
前述のごとくカテーテル３からから内針１３を抜きさった後、コネクタ９から止血アダプ
タ１１を取り外し、その後に、装置側の血液回路（図示省略）のコネクタ（図示省略）の
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先端部を、前記コネクタ９に内装した止血弁１０を貫通して前記カテーテル３の大径の基
部３Ａ内に嵌合すること、または前記コネクタ９に嵌合することにより、前記止血弁１０
によって気密性が保持された状態にあって、前記カテーテル３と血液回路側のコネクタと
を容易に接続することができるものである。
【００２５】
上記説明より理解されるように、この実施の形態によれば、例えばカテーテル３の結紮等
を行うことなしに、血液回路側のコネクタと上記カテーテル３との接続を容易に行うこと
ができ、前述したごとき従来の問題を解消し得るものである。またカテーテル３から内針
１３を抜き取る際には、第１，第２のテレスコピックパイプ１７，２１を操作することな
く内針カバー１５を引く操作によって内針１３の先端部１３Ａを安全カバー１９によって
自然に覆うことができ、安全性確保が確実容易なものである。
【００２６】
図５は本発明の第２の実施の形態を示すものである。この実施の形態においては、カテー
テル３の大径の基部３Ａ又はカバー７に、前記コネクタ９に替えて、例えばシリコンゴム
等よりなる柔軟なクランプチューブ２７を接続し、このクランプチューブ２７に、前記コ
ネクタ９に類似の止血弁１０を内装した別個のコネクタ９’を接続した構成である。
【００２７】
この第２の実施形態においては、前述した第１の実施の形態と同様の効果を奏し得ると共
に、念のためにクランプチューブ２７を締め付けることにより漏血を防止することができ
、漏血をより確実に防止することができるものである。
【００２８】
【発明の効果】
以上のごとく、本発明によれば、カテーテルから内針を抜き取るときの漏血を防止するこ
とができ、また内針の先端部を安全カバーによって覆うことができ、安全性の向上を図る
ことができるものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態に係る留置針ユニットの分解斜視説明図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る内針ユニットの構成を示す斜視説明図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る断面説明図である。
【図４】留置針ユニットの使用前の状態を示す斜視説明図である。
【図５】第２の実施の形態を示す説明図である。
【符号の説明】
１　留置針
３　カテーテル
７　カバー
９　コネクタ
１０　止血弁
１１　止血アダプタ
１３　内針
１５　内針カバー
１７　第１テレスコピックパイプ
１９　安全カバー
２１　第２テレスコピックパイプ
２７　クランプチューブ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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