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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　注射又は採血の練習時に注射器におけるプランジャの練習者による吸引又は圧入操作を
検出するための注射器操作検出装置であって、
　前記注射器の注射筒における筒先に接合される雌接合部と、
　前記注射器における注射針の針基に接合される雄接合部と、
　前記雌接合部と前記雄接合部の間に配置され、外部から閉ざされた状態で前記雌接合部
と前記雄接合部を連続させる連結容器と、
　前記連結容器、前記雌接合部及び前記雄接合部のいずれかに配置され、前記注射筒と前
記注射針の間を移動する流体の圧力、流速又は流量を検出する検出器と、
　前記検出器の信号が入力される制御装置と、を備え、
　前記制御装置は、
　前記検出器の信号を検出するセンシング部と、
　前記プランジャを人が理想的に操作した場合の前記信号の経時的変化を示す理想操作基
準値を、時系列的な判定基準値として設定する判定基準設定部と、
　前記信号と前記判定基準値の差異から前記プランジャの操作の良否を判定し、光、映像
又は音によって前記練習者に対して判定結果を報知する判定部と、を備えることを特徴と
する、
　注射器操作検出装置。
【請求項２】
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　前記判定部は、前記信号と前記判定基準値を時系列的に比較し、前記信号と前記判定基
準値の差違の大きさに応じて、前記報知の態様を変化させることを特徴とする、
　請求項１に記載の注射器操作検出装置。
【請求項３】
　前記雌接合部と前記雄接合部が同軸状に固定されることを特徴とする、
　請求項１又は２に記載の注射器操作検出装置。
【請求項４】
　前記検出器は、前記連結容器の内部に配置される圧力センサを含むことを特徴とする、
　請求項１、２又は３に記載の注射器操作検出装置。
【請求項５】
　前記検出器は、前記連結容器に配置される流量センサを含むことを特徴とする、
　請求項１乃至４のいずれかに記載の注射器操作検出装置。
【請求項６】
　前記検出器は、前記連結容器に配置される流速センサを含むことを特徴とする、
　請求項１乃至５のいずれかに記載の注射器操作検出装置。
【請求項７】
　前記連結容器は、前記雌接合部及び前記雄接合部に対して径方向に延びた形状となって
おり、
　前記検出器は、前記雌接合部及び前記雄接合部の中心軸から径方向にずれた位置に配置
されることを特徴とする、
　請求項１乃至６のいずれかに記載の注射器操作検出装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、注射器におけるプランジャの操作状況を検出する際に用いられる注射器操作
検出装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　医師や看護師などの医療従事者が初めて注射器を利用する場合、その使用方法を練習す
る必要がある。例えば採血の練習では、特許文献１に示されるように、人間の皮肉や血管
を摸して制作された人工身体を利用し、注射器の針先を人工皮膚内の人工血管内に挿入し
、人工血液を吸引しながら採血方法を学習する。また薬剤投与の練習では、注射器で練習
用アンプルから練習用薬剤を吸引し、人工皮膚の人工血管内に針先を挿入して、練習用薬
剤を圧入しながら薬剤投与方法を学習する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－２４３８６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　注射器による吸引や、圧入に関しては、操作者によるプランジャへの力の入れ加減が重
要となる。例えば、採血時にプランジャを急激に引きすぎると、血液内の血小板等が損傷
する恐れがある。また例えば、薬剤投与時においてプランジャを急激に押しすぎると、血
管への負担が大きくなる。
【０００５】
　しかしながら、プランジャに対する力の入れ具合は、個人の手の感覚に依存するので、
熟練者が初学者に教えることが困難である。従って、実際には、適した状態で吸引又は圧
入が出来ているのか確認することができない。
【０００６】
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　仮に、プランジャに対する手先の力の入れ具合を荷重センサ等によって測定することも
考えられる。しかし、注射器のメーカーやサイズに応じて、注射筒とプランジャの摩擦力
が異なることから、正しい吸引力又は押圧力が与えられているか判断できない。また仮に
、練習専用の注射器を制作して予め練習を行っても、医療施設では様々な注射器を使用し
なければならないため、その練習結果を上手く活かすことが出来ないという問題がある。
【０００７】
　この種の問題は、注射器の練習時に限られるものではない。例えば、医療施設等におい
て実際に注射器を使用する際も、プランジャへの力の入れ加減を客観的に判断する手段が
存在しない。
【０００８】
　本発明は上記問題点に鑑みてなされたものであり、実際に使用する注射器に適用するこ
とができ、且つ吸引又は押圧状況を客観的に判断することが可能な注射器操作検出装置を
提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らの鋭意研究によって、上記目的は以下の手段によって達成される。
【００１０】
　上記目的を達成する本発明は、注射又は採血の練習時に注射器におけるプランジャの練
習者による吸引又は圧入操作を検出するための注射器操作検出装置であって、前記注射器
の注射筒における筒先に接合される雌接合部と、前記注射器における注射針の針基に接合
される雄接合部と、前記雌接合部と前記雄接合部の間に配置され、外部から閉ざされた状
態で前記雌接合部と前記雄接合部を連続させる連結容器と、前記連結容器、前記雌接合部
及び前記雄接合部のいずれかに配置され、前記注射筒と前記注射針の間を移動する流体の
圧力、流速又は流量を検出する検出器と、前記検出器の信号が入力される制御装置と、を
備え、前記制御装置は、前記検出器の信号を検出するセンシング部と、前記プランジャを
人が理想的に操作した場合の前記信号の経時的変化を示す理想操作基準値を、時系列的な
判定基準値として設定する判定基準設定部と、前記信号と前記判定基準値の差異から前記
プランジャの操作の良否を判定し、光、映像又は音によって前記練習者に対して判定結果
を報知する判定部と、を備えることを特徴とする、注射器操作検出装置である。

【００１１】
　上記発明の注射器操作検出装置の前記判定部は、更に、前記信号と前記判定基準値を時
系列的に比較し、前記信号と前記判定基準値の差違の大きさに応じて、前記報知の態様を
変化させることを特徴とする。
【００１２】
　上記発明の注射器操作検出装置は、更に、前記雌接合部と前記雄接合部が同軸状に固定
されることを特徴とする。
【００１３】
　上記発明の注射器操作検出装置の前記検出器は、更に、前記連結容器の内部に配置され
る圧力センサを含むことを特徴とする。
【００１４】
　上記発明の注射器操作検出装置の前記検出器は、更に、前記連結容器に配置される流量
センサを含むことを特徴とする。
【００１５】
　上記発明の注射器操作検出装置の前記検出器は、更に、前記連結容器に配置される流速
センサを含むことを特徴とする。
【００１６】
　上記発明の注射器操作検出装置の前記連結容器は、更に、前記雌接合部及び前記雄接合
部に対して径方向に延びた形状となっており、前記検出器は、前記雌接合部及び前記雄接
合部の中心軸から径方向にずれた位置に配置されることを特徴とする。
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【発明の効果】
【００１７】
　本発明の注射器操作検出装置によれば、様々な注射器に自在に装着することが可能であ
り、且つ吸引又は押圧状況を客観的に把握可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施形態に係る注射器操作検出装置の全体構成を示す図である。
【図２】同注射器操作検出装置の中間挿入具を拡大して示す（Ａ）軸方向切断図、（Ｂ）
径方向切断図である。
【図３】同注射器操作検出装置の制御装置の内部構成を示すブロック図である。
【図４】同注射器操作検出装置の制御装置の機能構成を示すブロック図である。
【図５】同注射器操作検出装置の制御装置による判定手法を示すグラフである。
【図６】同注射器操作検出装置の使用態様を例示する側面図である。
【図７】同注射器操作検出装置の他の構成例を示す図である。
【図８】同注射器操作検出装置の他の構成例を示す図である。
【図９】（Ａ）及び（Ｂ）は同注射器操作検出装置の他の構成例を示す図であり、（Ｃ）
は同注射器操作検出装による判定手法を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態について詳細に説明する。
【００２０】
　図１には、本発明の実施形態に係る注射器操作検出装置１の全体構成が示されている。
この注射器操作検出装置１は、汎用の注射器１００に用いられるものであり、制御装置１
０と中間挿入具５０を備えて構成される。なお、ここでは注射器１００の操作の練習用途
で用いる場合を紹介する。
【００２１】
　一般的に注射器１００は、注射筒１１０と、この注射筒１１０内に挿入されるプランジ
ャ１２０と、注射筒１１０の先端に設けられる注射針１３０を備える。注射筒１１０は、
有底筒状の外筒１１２と、外筒１１２の開放端側に径方向に拡張して設けられるフランジ
１１４と、外筒１１２の底面（針先）側に軸方向に突出して設けられる筒先１１６を備え
る。外筒１１２及びフランジ１１４の径や長さは、注射器１００の容量によって異なる。
一方、筒先１１６は、注射針１３０との接合部となることから、規格によって寸法が決定
される。具体的に筒先１１６の外形は、ＩＳＯで規定されるメス・ルアーテーパー検査ゲ
ージと接合できず、先端部の直径が６．０±０．５ｍｍ、長さは１５ｍｍ以上、テーパー
角度は１２５±２５／１０００に設定される。なお、ここでは筒先１１６が裸となってい
る場合を例示しているが、周囲が内ネジで囲われているロック式の筒先であっても良い。
【００２２】
　プランジャ１２０は、作業者の手で操作される棒状の押子１２２と、押子１２２の先端
に装着されてゴムの弾性によって注射筒１１０内の内部空間を密閉するガスケット１２４
を備える。
【００２３】
　注射針１３０は、注射器１００の筒先１１６が挿入される筒状の針基１３２と、この針
基１３２の先端側に同軸状に配置される針管１３４を備える。針基１３２の開放側にはフ
ランジ１３６が形成される。針基１３２内に形成される針基穴１３８の寸法は、注射筒１
１０の筒先１１６との接合部となることから、規格によって決まっている。具体的には、
ＩＳＯで規定されるオス・ルアーテーパー検査ゲージと接合できず、且つ上記筒先１１６
と接合できる形状であることが要求される。
【００２４】
　中間挿入具５０は、この注射器１００における注射筒１１０及び注射針１３０の間に挿
入され、注射筒１１０及び注射針１３０内の圧力及び流量を検出する。制御装置１０は、
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中間挿入具５０において検出された圧力及び流量の信号に基づいて、練習者に対して各種
情報を提示する。
【００２５】
　中間挿入具５０は、図２に拡大して示されるように、注射筒１１０における筒先１１６
に接合される雌接合部５２と、注射針１３０の針基１３２に接合される雄接合部６０と、
雌接合部５２と雄接合部６０の間に配置され、外部から閉ざされた状態で雌接合部５２と
雄接合部６０の内部空間を連続させる連結容器７０を備える。
【００２６】
　雌接合部５２は、注射針１３０の針基１３２と略同様な円筒形状に形成される。結果、
内部の接合穴５２Ａは、ＩＳＯで規定されるオス・ルアーテーパー検査ゲージと接合でき
ず、且つ上記筒先１１６と接合できる形状となっている。更に雌接合部５２における開放
端には、径方向に拡張するフランジ５４が形成される。
【００２７】
　雄接合部６０は、注射筒１１０の筒先１１６と略同様に円筒形状に形成される。結果、
雄接合部６０の外形は、ＩＳＯで規定されるメス・ルアーテーパー検査ゲージと接合でき
ず、先端部の直径が６．０±０．５ｍｍ、長さは１５ｍｍ以上、テーパー角度は１２５±
２５／１０００に設定される。なお、ここでは雄接合部６０が裸となっている場合を例示
しているが、周囲を内ネジで囲うようにして、針基１３２のフランジ１３６と螺合するロ
ック構造を採用しても良い。
【００２８】
　連結容器７０は、雌接合部５２及び雄接合部６０を同軸状態で保持する。連結容器７０
の内部空間７２は、外部から閉ざされた状態となっており、注射筒１１０と注射針１３０
の内部空間と連続する。また、この内部空間７２は、雌接合部５２及び雄接合部６０の内
径よりも径方向に拡張している。このように、内部空間７２を径方向に拡張することで、
圧力センサ８０を収容するスペースを確保しながらも、雌接合部５２及び雄接合部６０の
隙間Ｈを出来る限り小さくして、両者を接近させる。
【００２９】
　具体的にこの連結容器７０は、円形の筒状容器であって、その同軸状に雌接合部５２及
び雄接合部６０が配置されている。結果、連結容器７０の内部空間７２は、雌接合部５２
の接合穴５２Ａと、雄接合部６０の内周面６０Ａと連続する。結果、注射筒１１０と注射
針１３０の間を移動する流体は、この隙間Ｈから内部空間７２側に漏れ出す。
【００３０】
　連結容器７０の内部空間７２には、圧力センサ８０が配置される。この圧力センサ８０
は、雌接合部５２及び雄接合部６０の中心軸から径方向にずれた位置に配置される。これ
は既に述べたように、雌接合部５２及び雄接合部６０の隙間Ｈを出来る限り小さくするた
めである。圧力センサ８０は、内部空間７２の圧力状態をリアルタイムで検出して、その
信号を制御装置１０に送信する。
【００３１】
　更に、連結容器７０の軸方向側の外周面７０Ａには、流量センサ９０が配置されている
。この流量センサ９０は、雌接合部５２の内部を流れる流体の流量を検知する。具体的に
この流量センサ９０は、雌接合部５２を径方向に挟み込むように配置される一対の電極９
２Ａ、９２Ｂと、この挟み込み方向と直角方向に配置されて流体に磁場を印加する励磁コ
イル９４を備える。励磁コイル９４によって、雌接合部５２内を流れる流体に磁場を印加
すると、この流体に起電力が発生し、この起電力が一対の電極９２Ａ、９２Ｂで検出され
る。なお、ここでは電磁場を利用して流量を検知する場合を例示したが、本発明はこれに
限定されず、流体にカルマン渦を生じさせて、それを超音波等によって検知しても良く、
また流路の両側に電極を配置して、内部の静電容量の変化によって流量を検知しても良く
、更に、流体と直接接触するようにセンサを配置して流量を直接検出するようにしても良
い。
【００３２】
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　図３には、制御装置１０のハード構成が開示されている。この制御装置１０は、ＣＰＵ
１２、第１記憶媒体１４、第２記憶媒体１６、第３記憶媒体１８、入力装置２０、表示装
置２２、入出力インタフェース２４、スピーカ２６、バス２８を備えて構成される。ＣＰ
Ｕ１２はいわゆる中央演算処理装置であり、各種プログラムが実行されて本制御装置１０
の各種機能を実現する。第１記憶媒体１４はいわゆるＲＡＭ（ランダム・アクセス・メモ
リ）であり、ＣＰＵ１２の作業領域として使用されるメモリである。第２記憶媒体１６は
いわゆるＲＯＭ（リード・オンリー・メモリ）であり、ＣＰＵ１２で実行される基本ＯＳ
やファームウエア等を記憶するためのメモリである。第３記憶媒体１８は、磁気ディスク
を内蔵したハードディスク装置、ＣＤやＤＶＤやＢＤを収容するディスク装置、不揮発性
の半導体フラッシュメモリ装置などで構成されており、ＣＰＵ１２で実行される各種プロ
グラム、圧力センサ８０及び流量センサ９０のセンシングデータ、判定用に設定される各
種基準データ等が保存される。入力装置２０は入力キーやキーボード、マウスであり、各
種情報を入力する装置である。表示装置２２はディスプレイであって、センシング結果や
各種判定結果を表示する。入出力インタフェース２４は、圧力センサ８０又は流量センサ
９０の信号が入力されたり、プログラムが必要とする基準データを外部から入力したり、
センシングデータを外部に出力したりするためのインタフェースである。スピーカ２６は
、この制御装置１０のプログラムによる判定状況を、操作者に対して報知音として伝達す
る。バス２８は、ＣＰＵ１２、第１記憶媒体１４、第２記憶媒体１６、第３記憶媒体１８
、入力装置２０、表示装置２２、入出力インタフェース２４、スピーカ２６などを一体的
に接続して通信を行うための配線となる。
【００３３】
　図４には、この制御装置１０に保存される計測プログラムがＣＰＵ１２で実行されるこ
とで得られる機能構成が示されている。この制御装置１０は、機能構成として、判定基準
設定部３０、センシング部３２、判定部３４を備えて構成される。判定基準設定部３０は
、操作者によるプランジャ１２０の操作の良否を判定するための判定基準を設定する。例
えば判定基準として、理想操作基準値、理想上限値及び理想下限値、最下限値及び最上限
値などを設定できる。例えば図５に示されるように、理想操作基準値Ｘは、連結容器７０
の内部空間７２が、０Ｐａから－２０Ｐａまで一定の速度で低下させ、更にこの－２Ｐａ
を約３０秒間維持し、その後０Ｐａまで一定の速度で上昇させる吸引操作波形となる。理
想上限値Ｙ１及び理想下限値Ｙ２は、目標値－２０Ｐａの前後±５Ｐａの固定閾値となる
。最下限値Ｚは、急激な吸引操作を判定するための－４０Ｐａの固定閾値となる。
【００３４】
　センシング部３２は、操作開始から完了まで、圧力センサ８０又は流量センサ９０の信
号を検出し、そのセンシングデータを第３記憶媒体１８に記録する。判定部３４は、判定
基準設定部３０で設定される判定基準値と、センシング部３２で検出されるセンシングデ
ータを比較し、各種判定を行って判定出力指示を出す。具体的に図５に示されるように、
判定部３４は、センシングデータＳと理想操作基準値Ｘを比較し、その差が所定値よりも
大きくなると、スピーカ２６から警報音を発するように指示する。更に例えば、この差の
大きさによって警報音の音量や音質を変動させても良い。また判定部３４は、センシング
データＳと理想上限値Ｙ１及び理想下限値Ｙ２を判定し、これらの範囲から超えた場合に
警報音を発するように指示する。更に判定部３４は、センシングデータＳが最下限値Ｚを
超えた場合に警報音を発するように指示する。なお、ここでは判定結果を警報音として出
力する例を示したが、光で出力しても良く、数値やレベルゲージなどで出力しても良く、
映像や音声メッセージで出力しても良い。また、ここでは操作状況が悪い場合に警報とし
て出力する場合を例示したが、操作状況が好ましい状態の時を音、光、映像などによって
報知しても良い。
【００３５】
　図６には、この注射器操作検出装置１の使用状況が示されている。操作者は、この注射
器操作検出装置１の中間挿入具５０を、注射器１００の注射筒１１０と注射針１３０の間
にセットして、制御装置１０のセンシングをスタートさせる。その後、注射針１３０の針



(7) JP 5412677 B2 2014.2.12

10

20

30

40

50

先を人工皮膚２００内の人工血管２０２に刺して、プランジャ１２０を引き上げて、人工
血管２０２内の人工血液を採血する。人工血液は、注射針１３０の内部を通過して中間挿
入具５０の内部空間７２に拡がり、更に注射筒１１０内に導入される。この採血中の人工
血液の圧力及び流量は、圧力センサ８０及び流量センサ９０によってセンシングされ、制
御装置１０によって判定される。センシングデータは、表示装置２２にリアルタイムでデ
ジタル表示されると同時に、その判定結果はスピーカ２６から音声によって報知される。
【００３６】
　以上、本実施形態の注射器操作検出装置１によれば、医療現場で使用される実際の注射
器１００を利用して、プランジャ１２０の操作状況を、内部の液体の圧力又は流量で検知
できる。従って、練習装置として利用する場合には、その医療施設で購入している注射器
１００をそのまま利用して、実践に近い状態で採血や投薬の練習を行うことができる。ま
た、中間挿入具５０は、規格で決められている筒先１１６及び針基１３２に適合する雌接
合部５２及び雄接合部６０を備えているので、様々なサイズやタイプの注射器１００にセ
ットすることが可能である。
【００３７】
　更にこの中間挿入具５０は、この雌接合部５２及び雄接合部６０が同軸状態で固定され
るので、注射器１００の全体的な長さが多少拡張されるものの、その使用感は殆ど実際の
状況を変わらない。特に、中間挿入具５０の連結容器７０は、この同軸に固定される雌接
合部５２及び雄接合部６０に対して径方向に延びた形状となっているので、圧力センサ８
０等の検出器を、雌接合部５２及び雄接合部６０の中心軸からずらした場所に配置できる
。結果、雌接合部５２及び雄接合部６０を接近させることができるので、中間挿入具５０
を軸方向にコンパクトに構成でき、使用中の違和感を低減することが可能になる。
【００３８】
　更にこの注射器操作検出装置１では、制御装置１０によって、操作状況をリアルタイム
で判定して、操作者に報知することができる。従って、注射器１００の操作中に自分の操
作の良否を客観的に判断できる。これを練習器具として用いれば、上達速度を高めること
が可能となる。特に本実施形態では、制御装置１０が、音を利用して操作者に操作状況を
報知しているので、操作者の視点は注射器１００に集中できる。
【００３９】
　更に、本実施形態では、中間挿入具５０において、連結容器７０、雌接合部５２及び雄
接合部６０が一体的に形成される場合を例示したが、本発明はこれに限定されない。例え
ば図７（Ａ）に示されるように、雌接合部５２と雄接合部６０の間を、同軸状の接続領域
７６で接続して一体成型し、この接続領域７６の周囲を覆うようにして、筒状の嵌め合い
ケース７７を接続領域７６の外周面に嵌め込むことも好ましい。この場合、概念的には、
接続領域７６と嵌め合いケース７７が、本発明における連結容器７０となる。連結容器７
０の内部空間７２と、雌接合部５２及び雄接合部６０の内部空間を連続させるために、接
続領域７６には半径方向に貫通する貫通孔９５を周方向に複数形成する。このように中間
挿入具５０を２分割構造にすると、樹脂成形工程が容易になり、製造コストを低減させる
ことができる。
【００４０】
　また例えば図７（Ｂ）に示されるように、雌接合部５２と雄接合部６０の間を同軸状の
接続領域７６で接続して一体成型し、この接続領域７６の途中に径方向に拡張する導出管
７８を設けることも好ましい。導出管７８の内部に圧力センサ又は流量センサを収容して
から、その突端をキャップ７９で密封する。この場合、概念的には、接続領域７６、導出
管７８及びキャップ７９が、本発明にける連結容器７０となり、導出管７８の内部が収容
空間７２となる。なお、ここでは特に図示しないが、この導出管７８にチューブをつない
で、更に遠位に検出器（センサ）を配置することも可能である。
【００４１】
　また更に、本実施形態では、連結容器７０内に検出器（圧力センサ）を配置する場合に
限って例示したが、本発明はこれに限定されない。例えば図８に示されるように、雌接合
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部５２と雄接合部６０の間を同軸状の接続領域７６（連結容器７０に相当する）で接続し
て一体成型し、雌接合部５２側の周囲に検出器（流量センサ９０）を配置しても良い。こ
のようにすると、雌接合部５２と雄接合部６０を更に接近させることが可能となり、中間
挿入具５０を軸方向に一層コンパクト化できる。スペース的に余裕が少ないが、雄接合部
６０側に検出器（センサ）を配置することも可能である。
【００４２】
　更にまた、本実施形態では、中間挿入具５０の連結容器７０に対して圧力センサ及び流
量センサを配置する場合に限って例示したが、本発明はこれに限定されない。例えば図９
（Ａ）に示されるように、連結容器７０に流速センサ２００を配置することも好ましい。
この流速センサ２００は、環状のコイル２０２を備えており、このコイル２０２が連結容
器７０の内側又は外側に配置される。この際、人工血液を磁性流体Ｍにして、コイル２０
２の環中を通過させる。結果、人工血液の流速をコイル２０２で検知できる。
【００４３】
　また例えば図９（Ｂ）に示される流速センサ２００は、中間挿入具５０の連結容器７０
に設置される発光素子２０４と受光素子２０６を備える。発光素子２０４は、人工血液の
流れに対して垂直方向から光Ｌを照射する。受光素子２０６は、人工血液を通過した光Ｌ
を受光する。受光素子２０６で検知される光量によって直接的に血液の流速を検知できる
。
【００４４】
　図９（Ｃ）は、操作時において、流速センサ２００によって検知される流速値Ｖの時間
変化を模式的に示している。この出力は、図５で示した圧力値と比較して、その一階微分
に相当する値となる。従って、この流速センサ２００の出力値を積分すれば圧力値となる
。従って、この流速のセンシングデータＳと理想操作基準流速値Ｘを比較し、その差が所
定値よりも大きくなると、スピーカから警報音を発するようにする。またセンシングデー
タＳと理想下限流速値Ｙ１及び理想上限流速値Ｙ２を判定し、これらの範囲から超えた場
合に警報音を発するようにしても良い。更に、センシングデータＳが最上限流速値Ｚを超
えた場合に警報音を発するようにしても良い。勿論、この流速値Ｖを積分した値を利用し
て、各種判定を行っても良い。
【００４５】
　なお、本実施形態では、この注射器操作検出装置１を、好ましい用途の一つである注射
器の練習目的で使用する場合を例示したが、本発明はこれに限定されない。実際の医療現
場においても、注射器操作検出装置１を用いることで、本番の採血や投薬の正確性を高め
ることができる。また、注射器１００の操作状況を客観的なデータとして保存することが
できる。例えば、医療現場の注射作業履歴データとして活用することができる。
【００４６】
　尚、本発明の注射器操作検出装置は、上記した実施の形態に限定されるものではなく、
本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。
【産業上の利用可能性】
【００４７】
　本発明の注射器操作検出装置は、医療従事者に限られず、注射器を操作する様々な用途
で利用することができる。

【符号の説明】
【００４８】
　１　　　　注射器操作検出装置
　１０　　　制御装置
　５０　　　中間挿入具
　５２　　　雌接合部
　５４　　　雄接合部
　７０　　　連結容器
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　８０　　　圧力センサ
　９０　　　流量センサ
　１００　　注射器
　２００　　流速センサ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】
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