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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
皮膚への接着部と、ランセットデバイス先端への結合部と、採血用孔とを有し、前記接着
部の皮膚への接着強度が、前記結合部におけるランセットデバイス先端との結合強度より
も強く、ランセットデバイス使用前に、前記ランセットデバイス先端に結合され、この結
合はランセットが前記採血用孔を貫通可能な状態での結合であり、前記ランセットデバイ
ス使用後は前記皮膚に接着されて残る採血位置表示具。
【請求項２】
採血用孔が結合部であり、前記採血用孔にランセットデバイス先端を嵌入することにより
結合する請求項１記載の採血位置表示具。
【請求項３】
結合部として突起部を有し、前記突起部をランセットデバイス先端の孔に嵌入することに
より結合する請求項１記載の採血位置表示具。
【請求項４】
その形状が有底筒状であり、その内部空間が結合部となり、前記内部空間にランセットデ
バイス先端を嵌入することにより結合し、その底部に採血用孔となる貫通孔が形成され、
前記底部の外側底面に接着部を有する請求項１記載の採血位置表示具。
【請求項５】
有底筒状の筒部の内周面に少なくとも１箇所以上の溝部を有し、前記内周面の溝部以外の
部分にランセットデバイス先端の周辺面の一部を圧接させることにより結合し、前記圧接



(2) JP 4210782 B2 2009.1.21

10

20

30

40

50

した一部を前記溝部に移動することにより前記圧接状態を解除する請求項４記載の採血位
置表示具。
【請求項６】
ランセットデバイス先端の形状が角型形状であり、その角を筒部内周面の溝部以外と圧接
させる請求項５記載の採血位置表示具。
【請求項７】
ランセットデバイス先端の形状が楕円形状であり、この長軸方向端部を筒部内周面の溝部
以外と圧接させる請求項５記載の採血位置表示具。
【請求項８】
貫通孔が、その途中から筒状体内部方向に行くにしたがい、テーパー状に広がった形状で
ある請求項４～７のいずれか一項に記載の採血位置表示具。
【請求項９】
ランセットデバイス先端との接触面に接着部を有し、この接着部で前記ランセットデバイ
ス先端に結合する請求項１記載の採血位置表示具。
【請求項１０】
皮膚と向き合う面に、貫通孔を囲む状態で環状突起部を有する請求項１～９のいずれか一
項に記載の採血位置表示具。
【請求項１１】
採血用孔が定量機能を有している請求項１～１０のいずれか一項に記載の採血位置表示具
。
【請求項１２】
皮膚への接着部表面にカバー層を有し、皮膚への接着前に、前記カバー層を除去する請求
項１～１１のいずれか一項に記載の採血位置表示具。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、指等から血液を採取する際に、容易に採血用具等を誘導できる目印となる採血
位置表示具に関する。
【０００２】
【従来の技術】
現在、糖尿病患者が医療機関に出向くことなく、在宅で採血を行ない、血糖値（グルコー
ス濃度）を測定する方法として、例えば、以下に示すランセットと簡易グルコース測定計
とを使用する方法が広く実施されている。
【０００３】
前記ランセットとは、患者の皮膚を穿刺するための使い捨ての針や刃物であり、これらは
、例えば、ランセットデバイスと呼ばれる専用の射出装置にセットして使用される。また
、例えば、図２３に示すように、簡易グルコース測定計６は、検体供給部および検体中の
グルコースと特異的に反応するグルコースオキシダーゼ等を含む試薬部を有する使い捨て
ストリップ６１と、前記使い捨てストリップ６１をセットしてグルコース量を測定する専
用メーター６２とから構成されている。また、前記ストリップ６１は、通常、供給された
検体を移動させるために毛管構造となっている。
【０００４】
前記ランセットと前記簡易グルコース測定計とを用いたグルコースの測定は、例えば、以
下に示すように行なうことができる。まず、前記ランセットをランセットデバイス内部に
セットし、前記ランセットデバイスの先端を皮膚表面に近づけてから、セットした前記ラ
ンセットを射出することにより皮膚を穿刺し、前記穿刺部から血液を絞り出して、血液の
「溜り」を作る。そして、前記穿刺部の血液に、前記簡易グルコース測定計６のストリッ
プ６１先端を接触させると、前記ストリップ６１は毛管現象により前記血液を吸引し、こ
れを前記試薬部に移動させる。前記試薬部では、血液中のグルコースと前記試薬とが反応
を開始する。前記専用メーター６２は、前記グルコースと試薬とを一定時間反応させた後



(3) JP 4210782 B2 2009.1.21

10

20

30

40

50

、その反応生成物を検知し、これをグルコース濃度に換算してモニターに表示する。
【０００５】
しかしながら、糖尿病の合併症のために全盲または弱視となった糖尿病患者や、細かい手
作業ができない患者等は、例えば、ランセットで穿刺した穿刺部の血液に前記簡易グルコ
ース測定計６のストリップ６１先端を接触させることや、前述の一連の作業を一人で行な
うことが困難である。
【０００６】
このような問題を解決するために、例えば、特開平１０－２９５６７５号公報には、指へ
の係止部と採血用孔とを有する採血用指バンドが開示されている。この指バンドを使用す
れば、前記採血用孔が採血用針のガイドの役割を果たすため、触覚を利用して、前記採血
用針を皮膚の目的箇所に接触させることが容易であり、また、前記採血用孔から、診断用
デバイス上に直接血液を滴下することもできる。
【０００７】
しかしながら、このような指バンドは、予め、目的の穿刺部に固定させる必要があるため
手間がかかる。また、さらに容易に皮膚を穿刺し、簡易グルコース測定計等の測定デバイ
スに容易に血液を供給することが求められている。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
そこで、本発明の目的は、皮膚の穿刺部の目印となり、前記穿刺部から容易に血液の採取
を行なうことのできる採血位置表示具の提供である。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
前記目的を達成するために、本発明の採血位置表示具は、皮膚への接着部と、ランセット
デバイス先端への結合部と、採血用孔とを有し、前記接着部の皮膚への接着強度が、前記
結合部におけるランセットデバイス先端との結合強度よりも強く、ランセットデバイス使
用前に、前記ランセットデバイス先端に結合され、この結合はランセットが前記採血用孔
を貫通可能な状態での結合であり、前記ランセットデバイス使用後は前記皮膚に接着され
て残るという構成である。
【００１０】
このような採血位置表示具を用いれば、患者は、視覚に頼らなくても、触覚により前記採
血位置表示具により皮膚の穿刺部を確認することができ、前述のような簡易グルコース測
定計のストリップ先端を前記採血位置表示具の採血用孔にある血液に接触させ、容易に採
血を行なうことができる。また、前述のように、ガイド機能を持つ部材等を予め指等に配
置したり、その部材を確認してランセットを近づける必要もないため、操作をより簡便か
つ迅速に行なうことができる。さらに、前述のようなバンドによらなくても皮膚に固定で
きるため、採血部位も制限されない。したがって、本発明の採血位置表示具を用いれば、
例えば、視覚障害の患者等にも容易に採血が可能であり、また、自分では確認しにくい耳
等の部位からの採血も容易に行なうこともできるため、臨床医療における診断や、特に在
宅での自己診断時の採血に有用である。
【００１１】
本発明の採血位置表示具において、前記結合部の構成は、以下のような例が好ましい。
【００１２】
例えば、前記採血用孔が結合部である採血位置表示具の場合、前記採血用孔に前記ランセ
ットデバイス先端を嵌入することにより結合してもよい。また、前記結合部として突起部
を有する採血位置表示具の場合は、前記突起部をランセットデバイス先端の孔に嵌入する
ことにより結合してもよい。また、その形状が有底筒状の採血位置表示具の場合は、その
内部空間（以下、「凹部」ともいう）が結合部となり、前記凹部にランセットデバイス先
端を嵌入することにより結合し、その底部に採血用孔となる貫通孔が形成され、前記底部
の外側底面に接着部を有することが好ましい。
【００１３】
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また、前記採血位置表示具の有底筒状の筒部の内周面に少なくとも１箇所以上の溝部を有
する場合は、前記内周面の溝部以外の部分にランセットデバイス先端の周辺面の一部を圧
力をかけて接触（圧接）させることにより結合し、前記圧接した一部を前記溝部に移動す
ることにより前記圧接状態を解除することができる。
【００１４】
具体的に、ランセットデバイスの先端形状が角型形状の場合、例えば、有底筒状の筒部の
内周面に少なくとも１箇所以上の溝部を有し、前記内周面の溝部以外の部分に前記ランセ
ットデバイスの角型先端の角を圧接させることにより結合し、前記角型先端の角を前記溝
部に移動することにより前記圧接状態を解除する採血位置表示具であることが好ましい。
また、ランセットデバイスの先端形状が楕円型形状の場合、例えば、有底筒状の筒部の内
周面に少なくとも１箇所以上の溝部を有し、前記内周面の溝部以外の部分にランセットデ
バイスの楕円型先端の長軸方向端部を筒部内周面の溝部以外と圧接させることにより結合
し、前記圧接した部分を前記溝部に移動することにより前記圧接状態を解除する採血位置
表示具が好ましい。
【００１５】
本発明の採血位置表示具が有底筒状である場合、前記貫通孔が、その途中から筒状体内部
方向に行くにしたがい、テーパー状に広がった形状であることが好ましい。これにより、
有底筒状の凹部に、血液を流れ易くすることができる。
【００１６】
また、前記ランセットデバイスとの一体化は、前述のような嵌入によらなくても、本発明
の採血位置表示具において、例えば、前記ランセットデバイス先端との接触面に接着部を
有し、この接着部で前記ランセットデバイス先端に接着することにより結合してもよい。
【００１７】
本発明の採血位置表示具において、皮膚と向き合う面に、貫通孔を囲む状態で環状突起部
を有することが好ましい。このような環状突起部を形成することにより、血液が皮膚と採
血位置表示具との隙間を毛細管現象によって進むことを防止できる。このため、採取する
血液がこの採血位置表示具外部にもれることが防止され、例えば、接着部において両面テ
ープ等を用いて皮膚との接着を行っている場合でも、前記両面テープへの血液の浸透によ
り接着力が低下する等の問題も少ない。
【００１８】
本発明の採血位置表示具において、前記採血用孔が定量機能を有していることが好ましい
。患者が採血を行なう場合、採血した血液量が測定に要する充分量であるか判断すること
は困難であったが、これによれば、充分量または一定量の採血を容易に行うことができる
。
【００１９】
本発明の採血位置表示具において、接着性の劣化を防ぐために、前記皮膚への接着部表面
にカバー層を有し、皮膚への接着前に、前記カバー層を除去してから使用することが好ま
しい。
【００２０】
本発明の採血位置表示具は、前述のように、その形状が有底筒状であることが好ましく、
より好ましくは、有底筒状体の底部に採血用孔となる貫通孔が形成され、前記底部の外部
底面に接着部を有し、前記外部底面に前記貫通孔を囲む状態で環状突起部を有し、前記貫
通孔がその途中から筒状体内部方向に行くにしたがい、テーパー状に広がった形状であり
、有底筒状の筒部の内周面に少なくとも１箇所以上の溝部を有し、前記内周面の溝部以外
の部分にランセットデバイス先端の周辺面の一部を圧接させることにより結合し、前記圧
接した一部を前記溝部に移動することにより前記圧接状態を解除する構造である。
【００２１】
【発明の実施の形態】
（実施形態１）
図１に、本発明の採血位置表示具の一例を示す。同図において、（ａ）はこの採血位置表
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示具の平面図であり、（ｂ）は、前記平面図のＩ－Ｉ方向断面図である。図示のように、
この採血位置表示具１は、基材１１と、その底面に形成された接着層１２とからなり、平
面形状は円形状であり、断面形状は凸状である。また、この採血位置表示具１には、その
中央に、前記基材１１と接着層１２とを貫通する貫通孔が形成され、これが採血用孔１３
となる。また、前記基材１１は、基板部１１ｂと突起部１１ａとから形成され、前記突起
部１１ａがランセットデバイス先端への結合部となる。
【００２２】
前記基材１１の材料としては、特に制限されず、例えば、ポリスチレン、ポリエステル、
ポリカーボネート、ポリプロピレン等のプラスチック、アルミニウム、ステンレス等の金
属、ゴム、塩化ビニル等が使用できる。
【００２３】
前記接着層１２の材料としては、例えば、医療用の接着剤、アクリル系等の医療用粘着剤
、両面テープ等が使用でき、例えば、前記基材１１の底面に前記粘着剤を塗布したり、前
記両面テープを貼付することにより形成できる。この際、前述のように、前記接着層１２
と皮膚との接着強度が、前記結合部におけるランセットデバイス先端との結合強度よりも
強くなるように設定する必要がある。また、接着性の劣化防止のため、前記接着層１２の
底面にカバー層を積層することが好ましく、これは皮膚への接着前に除去すればよい。前
記カバー層としては、例えば、ポリウレタンフィルムや樹脂コーティングされた紙等から
なるプラスチックフィルムや、剥離紙が使用できる。
【００２４】
このような採血位置表示具１は、例えば、図２に示すようなランセットおよびランセット
デバイスと共に、以下に示すようにして使用できる。
【００２５】
図示のように、ランセットデバイス２は、針や刃物の使い捨てランセット２３をセットす
る本体２１と、中空の先端部材２２とから構成されている。使用時には、前記本体２１に
ランセット２３を装着し、前記ランセット２３が隠れるように前記本体２１に先端部材２
２を装着する。前記本体２１には、セットした前記ランセット２３を射出し、射出後直ち
にこれを元の位置に戻すための弾性体が配置されている。また、前記先端部材２２の先端
面２４には、前記本体２１内部にセットされたランセット２３が射出して皮膚を穿刺でき
るように、その中央部に穿刺用の孔が設けられている。
【００２６】
ランセットデバイス２としては、例えば、市販のものが使用でき、その大きさは、特に制
限されないが、例えば、最大全長３～１５ｃｍの範囲、最大直径１０～２０ｍｍの範囲、
先端面２４の直径３～２０ｍｍの範囲、前記穿刺用孔の直径０．５～５ｍｍの範囲である
。なお、その形状は、円筒型には制限されない。
【００２７】
このようにしてランセットデバイス２をセットした後、図３に示すように、前記先端部材
２２の穿刺用孔に、この採血位置表示具１の突起部１１ａを嵌入することにより前記両者
を結合する。図３において図２と同一部分には同一符号を付している。前述の大きさのラ
ンセットデバイス２を用いた場合、前記採血位置表示具１の大きさは、例えば、突起部１
１ａの高さ０．１～５ｍｍの範囲、基板部１１ｂの厚み０．１～５ｍｍの範囲、基板部１
１ｂの直径５～２０ｍｍの範囲、採血用孔１３の直径０．５～８ｍｍの範囲、突起部１１
ａの外径５～２０ｍｍ、接着層１２の厚み０．０１～３ｍｍの範囲である。
【００２８】
つぎに、図４（ａ）に示すように、皮膚４にこの採血位置表示具１を有するランセットデ
バイス２を近づけ、穿刺する位置を決定してから、同図（ｂ）に示すように、前記ランセ
ットデバイス２を皮膚４に押し付ける。これにより、前記採血位置表示具１はその接着層
によって皮膚４に接着され、前記採血位置表示具１を介してランセットデバイス２が固定
される。そして、ランセットデバイス２から前記ランセットを射出させて皮膚４を穿刺し
た後、前記ランセットデバイス２を皮膚４から離すと、同図（ｃ）および図５に示すよう



(6) JP 4210782 B2 2009.1.21

10

20

30

40

50

に、この採血位置表示具１のみが皮膚４上に残る。図５において、図１と同一部分には同
一符号を付している。
【００２９】
前記穿刺により、皮膚に接着した採血位置表示具１の採血用孔１３内に血液が溜まる。必
要に応じて、図５に示すように、指をしごいてさらに出血させてもよい。
【００３０】
なお、例えば、採血用孔１３の大きさ（突起部１１ａの高さ、採血用孔１３の直径等）を
設定することにより、定量性を持たせることもできる。例えば、３～１０μｌの範囲の血
液を採取する場合、前記採血用孔１３は、体積３×１０-3～０．０１ｃｍ3の範囲、突起
部１１ａの高さ０．５～１ｍｍの範囲、直径２．８～３．６ｍｍの範囲になるように設定
することが好ましい。
【００３１】
次に、前述のような簡易グルコース測定計（図２３参照）を用いてグルコース量を測定す
る場合、図６に示すように、患者は、この採血位置表示具１を確認し、その採血用孔１３
に簡易グルコース測定計６のストリップ６１先端を接触させて、毛管現象により血液を吸
引させる。前記血液は、前記ストリップ６１内を移動し、試薬部において、試薬と血液中
のグルコースとが反応する。そして、前記簡易グルコース測定計６の専用メーター６２は
、前記両者を一定時間反応させた後、自動的にその反応物を検出し、これをグルコース濃
度に演算してモニターに表示する。なお、図６において、図１と同一部分には同一符号を
付している。
【００３２】
（実施形態２）
図７の断面図に、本発明の採血位置表示具のその他の例を示す。図示のように、この採血
位置表示具７は、有底円筒状（凹状）の基材７１とその底の裏面に配置された接着層７２
とからなり、前記基材７１と接着層７２とを貫通する貫通孔７３が設けられている。この
採血位置表示具７では、その凹部にランセットデバイス先端を嵌入させて、両者を結合さ
せる。この採血位置表示具７の内周面は、開口部に向って広がるテーパー面となっている
。また、前記貫通孔７３が採血用孔となり、ここを血液が通り、この採血位置表示具１の
凹部に血液が溜まる。この採血位置表示具１の使用方法は、ランセットデバイスとの装着
方法が異なる以外は、前記実施形態１の場合と同様である。
【００３３】
（実施形態３）
図８に、先端形状が円型および角型のいずれのランセットデバイスにも対応可能である採
血位置表示具８の例を示す。同図（ａ）は、この採血位置表示具の斜視図、同図（ｂ）は
その平面図、同図（ｃ）は、前記平面図のＩ－Ｉ方向断面図である。図示のように、この
採血位置表示具８は、有底円筒状（凹部）の基材８１とその底の裏面に配置された接着層
８２とからなり、前記基材８１と接着層８２とを貫通する貫通孔（採血用孔）８３が設け
られている。そして、前記基材８１の内周面は、開口部に向って広がるテーパー面８１ｂ
となっているが、その二箇所に切り込み部８１ｃが設けられている。図中において、８１
ａは、前記基材８１の筒部を示す。
【００３４】
このような採血位置表示具８は、例えば、図９に示すように、その先端面９４が角型のラ
ンセットデバイス先端部材９２に使用する場合は、前記切り込み部８１ｃに前記先端部材
９２を嵌入することにより、結合させる。また、その先端が、丸型のランセットデバイス
の場合は、前記実施形態２と同様にして、この採血位置表示具８の凹部全体に、ランセッ
トデバイスを嵌入すればよい。その他の使用方法は、前記実施形態１と同様である。
【００３５】
つぎに、実施形態４～７に、先端の形状が凸状であるランセットデバイスに有用である採
血位置表示具の例を示す。
【００３６】
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（実施形態４）
図１０に、その形状がリング状の採血位置表示具の一例を示す。同図において、（ａ）は
この採血位置表示具の斜視図であり、（ｂ）はこの採血位置表示具とランセットデバイス
とが結合した状態を示す断面図である。
【００３７】
図示のように、この採血位置表示具１０は、その断面が円形であるリング状基材１０１と
その底面に配置された接着層１０２とから構成されており、前記リングで囲まれた空間が
採血用孔１０３となる。
【００３８】
この採血位置表示具１０は、同図（ｂ）に示すように、ランセットデバイス１０４の凸状
先端を前記採血用孔１０３に嵌入して結合する。その他の使用方法は、前記実施形態１と
同様である。
【００３９】
（実施形態５）
図１１に、その形状がリング状の採血位置表示具のその他の例を示す。同図において、（
ａ）はこの採血位置表示具の斜視図であり、（ｂ）はこの採血位置表示具とランセットデ
バイスとが結合した状態を示す断面図である。
【００４０】
図示のように、この採血位置表示具１１は、その断面が正方形である以外は、前記実施形
態４の採血位置表示具と同様の構成であり、同図（ｂ）に示すように、前記実施形態４と
同様にしてランセットデバイス１０４と結合できる。また、その他の使用方法は、前記実
施形態１と同様である。同図において、１１１は採血位置表示具のリング状基材、１１２
は接着層を示し、前記リング状基材１１１で囲まれた空間が採血用孔１１３である。
【００４１】
（実施形態６）
図１２に、その形状が凹状の採血位置表示具のその他の例を示す。同図において、（ａ）
はこの採血位置表示具の断面図であり、（ｂ）はこの採血位置表示具とランセットデバイ
スとが結合した状態を示す断面図である。
【００４２】
図示のように、この採血位置表示具１２は、有底円筒状（凹状）の基材１２１とその底の
裏面に配置された接着層１２２とからなり、前記基材１２１と接着層１２２とを貫通する
貫通孔１２３が設けられており、前記貫通孔１２３が採血用孔となる。この採血位置表示
具１２において、前記基材１２１の凹部がランセットデバイス凸型先端との結合部であり
、ここにランセットデバイス先端を嵌入させて結合する。この他の使用方法は、前記実施
形態１と同様である。
【００４３】
（実施形態７）
図１３に、その形状が凸状の採血位置表示具のその他の例を示す。同図において、（ａ）
はこの採血位置表示具の断面図であり、（ｂ）はこの採血位置表示具とランセットデバイ
スとが結合した状態を示す断面図である。同図において、図１と同一箇所には同一符号を
付している。
【００４４】
図示のように、この採血位置表示具１は、前記実施形態１の採血位置表示具と同様の構成
であるが、本実施形態においては、採血用孔１３が結合部となり、前記採血用孔１３にラ
ンセットデバイス１０４の凸状先端を嵌入して結合する。その使用方法は、ランセットデ
バイスとの装着方法が異なる以外は、前記実施形態１と同様である。
【００４５】
（実施形態８）
この例は、先端部材に予めランセットが装着されているランセットデバイスに、採血位置
表示具を使用する例である。この先端部材は使い捨てである。例えば、図１４に示すよう
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に、この先端部材１４２は、予め、内部にランセット（図示せず）がセットしてあり、そ
の先端面１４４にはランセットを射出するための穿刺用孔１４５が設けられている。そし
て、内部にセットされたランセットにはランセットキャップ１４３が装着され、前記穿刺
用孔１４５から前記ランセットキャップ１４３の先端部分が突出している。
【００４６】
このような先端部材１４２に対しては、例えば、凹状採血位置表示具（実施形態６）が適
用できる。図１５に示すように、この採血位置表示具１２の採血用孔に前記ランセットキ
ャップ１４３を通してから、前記採血位置表示具１２の凹部に前記先端部材１４２を嵌入
して結合する。そして、前記先端部材１４２をランセットデバイス本体に装着後、前記ラ
ンセットキャップ１４３を外し、前記採血位置表示具１２の先端面を皮膚に接触させて前
記ランセットを射出することにより皮膚を穿刺する。穿刺後、前記ランセットデバイスの
みを離脱させ、前述と同様にして、血液を採取すればよい。なお、前記先端部材１４２は
、使用後のランセットに前記ランセットキャップ１４３を再度装着してから、破棄すれば
よい。なお、図１５において、図１２と同一部分には同一符号を付している。
【００４７】
（実施形態９）
本発明の採血位置表示具は、ランセットデバイスとの接触面に接着層を有してもよい。例
えば、前記実施形態６の採血位置表示具と同様に、有底筒状（凹部）の採血位置表示具で
あって、その凹部がランセットデバイス先端との結合部である場合、図１６の断面図に示
すように、採血位置表示具１６の凹部底面上に接着層１６４を形成する。この採血位置表
示具１６によれば、前記接着層１６４を介して、接着によりランセットデバイス先端と結
合することができる。図１６において、前記図１２と同一部分には同一符号を付している
。
【００４８】
なお、前記皮膚用接着層１２２の皮膚に対する接着強度は、前記ランセットデバイス用接
着層１６４のランセットデバイスに対する接着強度より強ければ、その材料は特に制限さ
れない。例えば、前記皮膚用接着層１２２の材料が強粘着性両面テープであり、前記ラン
セットデバイス用接着層１６４の材料が弱粘性両面テープである組合わせ等があげられる
。また、前記両接着層１２２，１６４は、その表面に、前述のようなカバー層が配置され
てもよい。
【００４９】
（実施形態１０）
図１７に、先端形状が角型のランセットデバイスに有用である採血位置表示具１７の例を
示す。同図（ａ）は、この採血位置表示具の平面図、同図（ｂ）は、前記平面図のＩ－Ｉ
方向断面図である。図示のように、この採血位置表示具１７は、有底円筒状の基材１７１
とその底の裏面に配置された接着層１７２とからなり、前記基材１７１と接着層１７２と
を貫通する貫通孔（採血用孔）１７３が設けられている。そして、前記基材１７１の内周
面の高さ方向に、断面が半円状の溝部１７１ｃが等間隔で６箇所設けられている。図中に
おいて、１７１ａは、前記基材１７１の筒部を示す。
【００５０】
このような採血位置表示具１７は、例えば、その先端面９４が角型のランセットデバイス
先端部材９２（図９参照）に使用する場合は、図１８（ａ）に示すように、基材１７の溝
部１７１ｃ以外の内周面に、前記先端部材９２の４つ角を圧接させることにより、結合さ
せる。そして、この採血位置表示具１７から前記先端部材９２を取り外す場合は、図１８
（ｂ）に示すように、前記先端部材９２を回して、その４つの角が溝部１７１ｃにくるよ
うすればよい。このように、前記４つ角が溝部１７１ｃにくると、採血位置表示具１７の
内周面との圧接状態が解除されるため、容易に前記先端部材９２を取り外すことができる
。その他の使用方法は、前記実施形態１と同様である。
【００５１】
前記溝部の数は、特に制限されないが、例えば、１～１２箇所の範囲であり、好ましくは
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３～１２箇所の範囲であり、より好ましくは４～８箇所の範囲であり、特に好ましくは６
箇所である。基材の内周面における溝部の位置は、例えば、使用する先端部材の先端形状
等により適宜決定できる。また、前記溝部を複数箇所に設ければ、これらの溝部から、先
端部材の先端形状に応じた箇所を選択することにより、多種形状の先端部材に対応するこ
ともできる。前記溝部の形状は、特に制限されないが、断面がＵ字状もしくは円弧状、コ
の字状、Ｖ字状等であることが好ましい。
【００５２】
（実施形態１１）
図１９に、先端形状が楕円型のランセットデバイスに有用である採血位置表示具１９の例
を示す。同図は、この採血位置表示具１９の平面図である。図示のように、この採血位置
表示具１９は、有底円筒状の基材１９１とその底の裏面に配置された接着層（図示せず）
とからなり、前記基材１９１と接着層とを貫通する貫通孔（採血用孔）１９３が設けられ
ている。そして、前記基材１９１の内周面の高さ方向に、断面半円状の溝部１９１ｃが１
箇所設けられている。図中において、１９１ａは、前記基材１９１の筒部を示す。
【００５３】
このような採血位置表示具１９は、例えば、図２０（ａ）に示すように、その先端面が楕
円型のランセットデバイス先端部材９３に使用する場合は、基材１９の溝部１９１ｃ以外
の内周面に、前記楕円型先端部材９３の長軸方向端部を圧接させることにより、結合させ
る。そして、この採血位置表示具１９から前記先端部材９３を取り外す場合は、図２０（
ｂ）に示すように、前記先端部材９３を回して、圧接している前記長軸方向端部の一端が
溝部１９１ｃにくるようすればよい。このように、前記長軸方向端部の一端が溝部１９１
ｃにくると、採血位置表示具１９の内周面との圧接状態が解除されるため、容易に前記先
端部材９３を取り外すことができる。その他の使用方法は、前記実施形態１および前記実
施形態１０と同様である。なお、溝部の数は、前述のように、一箇所以上であれば特に制
限されない。
【００５４】
（実施形態１２）
図２１に、皮膚と向き合う面に、貫通孔を囲む状態で環状突起部を有する採血位置表示具
２１の例を示す。同図は、この採血位置表示具２１の断面図である。図示のように、この
採血位置表示具２１は、基材２１１と接着層２１２とを有する。前記基材２１１は、有底
筒状の本体２１１ａと、その外側底面のほぼ中央に設けられた下方向に向った円環状突起
部２１１ｂとを有する。そして、この円環状突起部２１１ｂの内部空間と、前記本体の底
部のほぼ中央に設けられた孔とにより、貫通孔２１３が一体的に形成されており、この貫
通孔２１３が採血用孔となる。前記本体２１１ａの外側底面には、接着層２１２が形成さ
れている。
【００５５】
この採血位置表示具２１における環状突起部２１１ｂは、その高さが、例えば、０．２～
０．４ｍｍの範囲であり、その環の幅が、例えば、０．１～０．５ｍｍの範囲である。
【００５６】
このように、貫通孔を囲む状態で環状突起部を有する形態は、例えば、前記実施例１０に
述べた、基材に溝部を有する採血位置表示具（図１７参照）にも適用できる。この例を、
図２２の断面図に示す。同図において、図１７および図２１と同一部分には同一符号を付
している。図示のように、貫通孔２１３が、その途中から筒状体内部方向に行くにしたが
い、テーパー状に広がった形状であってもよい。なお、溝部の数は、前述のように、一箇
所以上であれば特に制限されない。
【００５７】
なお、本発明の採血位置表示具は、前記各実施形態にはなんら制限されず、また、その形
状もランセットデバイス先端と結合できれば特に制限されない。また、本発明では、前記
各実施形態で個別に示した構成を、それぞれ組合わせてもよい。
【００５８】
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【発明の効果】
以上のように、本発明の採血位置表示具を用いれば、例えば、視覚に頼ることなく、前記
採血位置表示具により採血部を確認することができるため、容易かつ迅速に採血を行なう
ことができる。このような採血位置表示具は、例えば、在宅での採血、特に視覚障害者自
身が採血を行なう際に有用である。
【図面の簡単な説明】
【図１】（ａ）は、本発明の採血位置表示具における一実施例を示す平面図であり、（ｂ
）は、その断面図である。
【図２】ランセットデバイスおよびランセットの一例の構成概略を示す模式図である。
【図３】前記実施例の採血位置表示具を前記ランセットデバイス先端に嵌入させた状態を
示す模式図である。
【図４】（ａ）は、前記実施例の採血位置表示具を有するランセットデバイスを皮膚に近
づけた状態を示す模式図、（ｂ）は、前記採血位置表示具を皮膚に接着させた状態を示す
模式図であり、（ｃ）は、穿刺後、前記採血位置表示具のみが皮膚に残っている状態を示
す模式図である。
【図５】前記実施例の採血位置表示具が、皮膚上に残っている状態を示す模式図である。
【図６】前記実施例の採血位置表示具の採血用孔から、採血している状態を示す模式図で
ある。
【図７】本発明の採血位置表示具におけるその他の実施例を示す断面図である。
【図８】（ａ）は、本発明の採血位置表示具におけるさらにその他の実施例を示す斜視図
であり、（ｂ）はその平面図であり、（ｃ）はその断面図である。
【図９】ランセットデバイスのその他の例を示す斜視図である。
【図１０】（ａ）は、本発明の採血位置表示具におけるさらにその他の実施例を示す斜視
図であり、（ｂ）は、前記採血位置表示具にランセットデバイスを嵌入させた状態を示す
断面図である。
【図１１】（ａ）は、本発明の採血位置表示具におけるさらにその他の実施例を示す斜視
図であり、（ｂ）は、前記採血位置表示具とランセットデバイスを嵌入させた状態を示す
断面図である。
【図１２】（ａ）は、本発明の採血位置表示具におけるさらにその他の実施例を示す断面
図であり、（ｂ）は、前記採血位置表示具にランセットデバイスを嵌入させた状態を示す
断面図である。
【図１３】（ａ）は、本発明の採血位置表示具におけるさらにその他の実施例を示す断面
図であり、（ｂ）は、前記採血位置表示具にランセットデバイスを嵌入させた状態を示す
断面図である。
【図１４】ランセットデバイスのさらにその他の例を示す斜視図である。
【図１５】本発明のさらにその他の実施例である採血位置表示具に、前記ランセットデバ
イスを嵌入させた状態を示す斜視図である。
【図１６】本発明の採血位置表示具におけるさらにその他の実施例を示す断面図である。
【図１７】（ａ）は、本発明の採血位置表示具におけるさらにその他の実施例を示す平面
図であり、（ｂ）は、その断面図である。
【図１８】（ａ）は、前記実施例の採血位置表示具の内周面に、前記ランセットデバイス
を圧接させた状態を示す平面図であり、（ｂ）は、前記採血位置表示具の内周面との圧接
状態を解除した状態を示す平面図である。
【図１９】本発明の採血位置表示具におけるさらにその他の実施例を示す平面図である。
【図２０】（ａ）は、前記実施例の採血位置表示具の内周面に、前記ランセットデバイス
を圧接させた状態を示す平面図であり、（ｂ）は、前記採血位置表示具の内周面との圧接
状態を解除した状態を示す平面図である。
【図２１】本発明の採血位置表示具におけるさらにその他の実施例を示す断面図である。
【図２２】本発明の採血位置表示具におけるさらにその他の実施例を示す断面図である。
【図２３】簡易グルコース測定計の一例を示す斜視図である。
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【符号の説明】
１　　：　採血位置表示具
１１　：　基材
１２　：　接着層
１３　：　採血用孔
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