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(57)【要約】
【課題】粘膜のような薄い組織に対して比較的長い距離
にわたって内針を穿刺する。
【解決手段】内孔５ａを有するとともに先端に尖端５ｃ
を有する外針５と、該外針５の内孔５ａ内に、該内孔５
ａの先端開口から出没可能に収容された内針６とを備え
、該内針６が、弾性変形可能な材質からなる扁平な直棒
状に形成され、外針５の内孔５ａの先端開口近傍に、該
先端開口から突出する内針６をその横断面の長軸回りに
湾曲させて外針５の長手方向に対して所定の角度方向に
突出させるように案内するガイド部を備える医療用針２
を提供する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内孔を有するとともに先端に尖端を有する外針と、
　該外針の前記内孔内に、該内孔の先端開口から出没可能に収容された内針とを備え、
　該内針が、弾性変形可能な材質からなる扁平な直棒状に形成され、
　前記外針の前記内孔の前記先端開口近傍に、該先端開口から突出する前記内針をその横
断面の長軸回りに湾曲させて前記外針の長手方向に対して所定の角度方向に突出させるよ
うに案内するガイド部を備える医療用針。
【請求項２】
　前記ガイド部が、前記内孔内面に設けられ、前記内針をスライドさせる案内面からなる
請求項１に記載の医療用針。
【請求項３】
　前記外針および前記内針の外周面が異なる色を有する請求項１または請求項２に記載の
医療用針。
【請求項４】
　前記内針の外周面に、その長手方向に間隔をあけて複数のマークが設けられている請求
項１から請求項３のいずれかに記載の医療用針。
【請求項５】
　前記外針の外面に、該外針の穿刺深さを規制するストッパが設けられている請求項１か
ら請求項４のいずれかに記載の医療用針。
【請求項６】
　前記ストッパは、前記外針が被穿刺部材に対して正しい穿刺角度および正しい長手軸回
りの姿勢で穿刺されたときに、該被穿刺部材の表面に面で突き当たる突き当て面を有する
請求項５に記載の医療用針。
【請求項７】
　前記外針を長手方向に移動可能に支持する貫通孔を備え、該貫通孔内に、その先端開口
から前記外針を出没可能に収容するシースを備える請求項１から請求項４のいずれかに記
載の医療用針。
【請求項８】
　前記シースからの前記外針の突出量を制限する制限部を備え、
　前記シースの先端に、前記被穿刺部材の表面に突き当たる突き当て面が設けられている
請求項７に記載の医療用針。
【請求項９】
　前記シースと前記外針との間に、長手軸回りの相対回転を規制する回転規制部を備え、
　前記突き当て面は、前記外針が被穿刺部材に対して正しい穿刺角度および正しい長手軸
回りの姿勢で穿刺されたときに、該被穿刺部材の表面に面で突き当たる請求項８に記載の
医療用針。
【請求項１０】
　前記シースが透明な材質からなる請求項７から請求項９のいずれかに記載の医療用針。
【請求項１１】
　前記シースが前記外針および前記内針とは異なる色を有する請求項７から請求項９のい
ずれかに記載の医療用針。
【請求項１２】
　前記内針に、長手方向に延びて先端部に開口する貫通細孔が設けられている請求項１か
ら請求項１１のいずれかに記載の医療用針。
【請求項１３】
　請求項１から請求項１１のいずれかに記載の医療用針を備える医療用器具。
【請求項１４】
　前記内針に、長手方向に延びて先端部に開口する貫通細孔が設けられ、
　該貫通細孔の基端側に、該貫通細孔を介して薬液を内針の先端から吐出させる薬液供給
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部が接続されている請求項１３に記載の医療用器具。
【請求項１５】
　請求項７から請求項１１のいずれかに記載の医療用針を備え、
　前記シースと前記外針との間に、前記貫通孔の先端から基端まで連通する空隙を備え、
　前記シースの基端側に前記空隙内を減圧する吸引手段を備える医療用器具。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療用針および医療用器具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、組織に穿刺される外針と、該外針の内孔内に配置され、外針の先端から出没させ
られる内針とを備える二重針構造の医療用器具が知られている（例えば、特許文献１，２
参照。）。
　特許文献１の医療用器具においては、内針には曲げ癖が付けられており、組織に穿刺さ
れた外針の先端から組織内に突出させられた内針は、曲げ癖に従って湾曲し、外針の長手
方向とは異なる方向に延びるようになる。
【０００３】
　一方、特許文献２の医療用器具においては、内針は先端が丸く閉じられた円柱部の周面
に複数の薬液孔を有し、生体の採取部分をさらに損傷させずに薬液を供給するようになっ
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特公平５－２１５８７号公報
【特許文献２】特開２００１－２９４７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の医療用器具は、一定の曲率半径で湾曲されていなければ、
内針をその先端から組織内に進行させていくことができず、また、一定の曲率半径で湾曲
されている場合には、挿入に伴い先端の方向が変化するため、薄い組織内に穿刺していく
ことが困難であるという問題がある。
　また、特許文献２の医療用器具は、外針と内針とが同軸に一直線上に配置されているの
で、薄い組織内に穿刺していく場合には、極めて浅い角度で外針を組織に穿刺しなければ
ならないという不都合がある。
【０００６】
　本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであって、粘膜のような薄い組織に対し
て比較的長い距離にわたって内針を穿刺していくことができる医療用針および医療用器具
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】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明は以下の手段を提供する。
　本発明の一態様は、内孔を有するとともに先端に尖端を有する外針と、該外針の前記内
孔内に、該内孔の先端開口から出没可能に収容された内針とを備え、該内針が、弾性変形
可能な材質からなる扁平な直棒状に形成され、前記外針の前記内孔の前記先端開口近傍に
、該先端開口から突出する前記内針をその横断面の長軸回りに湾曲させて前記外針の長手
方向に対して所定の角度方向に突出させるように案内するガイド部を備える医療用針を提
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供する。
【０００８】
　本態様によれば、外針を被穿刺部材の表面から所定深さまで穿刺した状態で、外針の内
孔内に収容されている扁平な直棒状の内針を外針に対してその内孔の先端開口から突出す
る方向に移動させると、内針が、内孔の先端開口近傍に配置されているガイド部によって
その横断面の長軸回りに弾性変形させられて、指向方向を変更させられる。ガイド部を通
過した内針は、その弾性復元力によって直棒状に戻るので、外針の長手方向に対して所定
の角度方向に直線的に移動させられる。
【０００９】
　すなわち、ガイド部により変更された後の指向方向が所望の方向に一致するように、被
穿刺部材の表面に対する外針の角度および外針の長手軸回りの角度を設定して穿刺すれば
、被穿刺部材が粘膜のように薄い組織であっても、比較的長い距離にわたって内針を穿刺
していくことができる。
【００１０】
　上記態様においては、前記ガイド部が、前記内孔内面から滑らかに立ち上がる隆起部か
らなっていてもよい。
　このようにすることで、外針に対して内針を先端方向に押し出していくと、内孔内面に
設けられた隆起部に乗り上げることにより弾性変形させられて指向方向が変更される。
【００１１】
　また、上記態様においては、前記外針および前記内針の外周面が異なる色を有していて
もよい。
　このようにすることで、外針の内孔の先端開口から内針が出ているか否かを一目で確認
することができる。
【００１２】
　また、上記態様においては、前記内針の外周面に、その長手方向に間隔をあけて複数の
マークが設けられていてもよい。
　このようにすることで、外針の内孔の先端開口から突出している内針の突出量を一目で
確認することができる。
【００１３】
　また、上記態様においては、前記外針の外面に、該外針の穿刺深さを規制するストッパ
が設けられていてもよい。
　このようにすることで、外針を被穿刺部材に穿刺していくと、被穿刺部材の表面にスト
ッパが突き当たってそれ以上の外針の被穿刺部材への穿刺を規制することができる。特に
、粘膜のような薄い組織であっても外針の穿刺し過ぎを効果的に防止することができる。
【００１４】
　また、上記態様においては、前記ストッパは、前記外針が被穿刺部材に対して正しい穿
刺角度および正しい長手軸回りの姿勢で穿刺されたときに、該被穿刺部材の表面に面で突
き当たる突き当て面を有していてもよい。
　このようにすることで、被穿刺部材の表面にストッパの突き当て面が面で突き当たるか
否かによって外針の被穿刺部材に対する正しい穿刺角度および正しい長手軸回りの姿勢で
穿刺されたか否かを容易に判断することができる。
【００１５】
　また、上記態様においては、前記外針を長手方向に移動可能に支持する貫通孔を備え、
該貫通孔内に、その先端開口から前記外針を出没可能に収容するシースを備えていてもよ
い。
　このようにすることで、外針および内針をシースの貫通孔内に収容した状態とすること
で、穿刺目的位置までの間に外針が被穿刺部材に穿刺されてしまう不都合を未然に防止す
ることができる。
【００１６】
　また、上記態様においては、前記シースからの前記外針の突出量を制限する制限部を備



(5) JP 2015-80692 A 2015.4.27

10

20

30

40

50

え、前記シースの先端に、前記被穿刺部材の表面に突き当たる突き当て面が設けられてい
てもよい。
　このようにすることで、シースの突き当て面を被穿刺部材の表面に突き当てた状態で、
シースの貫通孔の先端開口から外針を突出させて被穿刺部材に穿刺させ、所望の穿刺深さ
まで穿刺されたときに制限部によってそれ以上の突出が制限されることにより、外針の穿
刺し過ぎを未然に防止することができる。
【００１７】
　また、上記態様においては、前記シースと前記外針との間に、長手軸回りの相対回転を
規制する回転規制部を備え、前記突き当て面は、前記外針が被穿刺部材に対して正しい穿
刺角度および正しい長手軸回りの姿勢で穿刺されたときに、該被穿刺部材の表面に面で突
き当たってもよい。
　このようにすることで、シースの突き当て面が被穿刺部材の表面に面で突き当たるよう
に配置して、シースの貫通孔の先端開口から外針を突出させて被穿刺部材に穿刺させ、所
望の穿刺深さまで穿刺されたときに制限部によってそれ以上の突出が制限されることによ
り、外針の穿刺し過ぎを未然に防止することができる。また、そのときの外針の角度およ
び姿勢を正しい角度および姿勢に設定することができる。
【００１８】
　また、上記態様においては、前記シースが透明な材質からなっていてもよい。
　このようにすることで、シース内における外針および内針の状態を透明なシースを介し
て外部から容易に観察することができる。
【００１９】
　また、上記態様においては、前記シースが前記外針および前記内針とは異なる色を有し
ていてもよい。
　このようにすることで、シースの貫通孔の先端開口から外針および内針が出ているか否
かを一目で確認することができる。
【００２０】
　また、上記態様においては、前記内針に、長手方向に延びて先端部に開口する貫通細孔
が設けられていてもよい。
　このようにすることで、被穿刺部材に比較的長い長さで穿刺された内針の先端部の開口
から、貫通細孔を介して薬液等を吐出させることができる。
【００２１】
　また、本発明の他の態様は、上記いずれかの医療用針を備える医療用器具を提供する。
　本態様によれば、被穿刺部材に比較的長い長さで穿刺された内針を用いて医療的な処置
を行うことができる。
【００２２】
　上記態様においては、前記内針に、長手方向に延びて先端部に開口する貫通細孔が設け
られ、該貫通細孔の基端側に、該貫通細孔を介して薬液を内針の先端から吐出させる薬液
供給部が接続されていてもよい。
　このようにすることで、貫通細孔の基端側に設けられた薬液供給部を作動させて、貫通
細孔を介して内針の先端から薬液を吐出させ、被穿刺部材に比較的長い長さで穿刺された
内針を用いて治療等を行うことができる。
【００２３】
　また、上記態様においては、上記いずれかの医療用針を備え、前記シースと前記外針と
の間に、前記貫通孔の先端から基端まで連通する空隙を備え、前記シースの基端側に前記
空隙内を減圧する吸引手段を備える医療用器具を提供する。
　このようにすることで、シースの先端面を被穿刺部材の表面に接触させた状態で、吸引
手段を作動させると、シースと外針との間の空隙が減圧されることにより、被穿刺部材の
表面をシースの先端面に吸着させることができる。この状態で、シースに対して外針を長
手方向に移動させることにより、シースの先端面に吸着されている被穿刺部材に外針を容
易に穿刺することができる。
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【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、粘膜のような薄い組織に対して比較的長い距離にわたって内針を穿刺
していくことができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の一実施形態に係る医療用針および医療用器具を示す縦断面図である。
【図２】図１の医療用器具のシースの先端面から外針を突出させた状態を示す縦断面図で
ある。
【図３】図２の医療用器具の外針の先端面から内針を突出させた状態を示す縦断面図であ
る。
【図４】図１の医療用針の（ａ）外針内に内針が収容されている状態、（ｂ）外針から内
針が突出させられた状態をそれぞれ示す部分的な縦断面図である。
【図５】図１の医療用針の（ａ）シース内に外針および内針が収容されている状態、（ｂ
）シースから外針が突出させられた状態をそれぞれ示す部分的な縦断面図である。
【図６】図１の医療用針の（ａ）内針の先端部の縦断面図、（ｂ）内針の先端部の平面図
、および（ｃ）外針および内針の横断面図である。
【図７】図１の医療用針の医療用針の（ａ）シースを上皮表面に密着させた状態、（ｂ）
外針を粘膜層まで穿刺した状態、（ｃ）内針を粘膜層に沿って穿刺した状態をそれぞれ示
す縦断面図である。
【図８】図１の医療用器具の第１の変形例を示す縦断面図である。
【図９】図１の医療用器具の第２の変形例を示す縦断面図である。
【図１０】図１の医療用器具の第３の変形例を示す縦断面図である。
【図１１】図１の医療用器具の第４の変形例を示す縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　本発明の一実施形態に係る医療用針および医療用器具について、図面を参照して以下に
説明する。
　本実施形態に係る医療用器具１は、図１～図３に示されるように、薬液注入装置であっ
て、本実施形態に係る医療用針２と、該医療用針２の基端側に取り付けられた薬液供給部
３とを備えている。
【００２７】
　本実施形態に係る医療用針２は、シース４と、外針５と、内針６とを備えている。
　シース４は、長手軸方向に貫通する貫通孔４ａを備える略円筒状に形成され、先端に長
手軸に対して３０°の角度をなして配置される先端面４ｂを備え、基端側に後述する外針
５および内針６を操作する操作部７を備えている。先端面４ｂの周縁部は面取りあるいは
Ｒ加工されて鮮鋭なエッジが除去されている。
【００２８】
　外針５は、長手軸方向に貫通する内孔５ａを備える略円筒状に形成されている。外針５
の外径寸法は、シース４の貫通孔４ａ内に長手軸方向に移動可能に収容されるよう、貫通
孔４ａの内径よりも若干小さく設定されている。また、外針５は、先端に、長手軸に対し
て３０°の角度をなして配置される先端面５ｂを備え、該先端面５ｂには尖鋭なエッジを
有する尖端５ｃが設けられている。
【００２９】
　外針５の内孔５ａは、内針６を長手軸方向に移動可能に収容するよう、内針６の横断面
より若干大きな横断面形状を有している。また、外針５の内孔５ａには、図４（ａ），（
ｂ）に示されるように、先端面５ｂ近傍に、隆起部（ガイド部）５ｄが設けられている。
隆起部５ｄは、基端側から先端側に向かって真っ直ぐに延びてきた内孔５ａの内面を滑ら
かに隆起させる曲面を有している。隆起部５ｄは、外針５の尖端５ｃ側の内面に設けられ
ている。
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【００３０】
　シース４の貫通孔４ａ内面には、図５に示されるように、長手方向に形成された溝８ａ
が設けられている。溝８ａの先端側はシース４の長手方向の途中位置において終端してい
る。
　また、外針５の外面には、シース４の溝８ａ内に配置される突起８ｂが設けられている
。
【００３１】
　これにより、外針５をシース４に対して長手方向に移動させる際に、突起８ｂが溝８ａ
に沿って移動させられるので、外針５がシース４に対して長手軸回りに回転せず常に同じ
相対的な周方向位置を維持するようになっている。すなわち、シース４に対する外針５の
長手軸回りの周方向位置は、シース４の先端面４ｂの先端４ｃが、外針５の尖端５ｃに対
して長手軸回りに１８０°異なる位置に配置されるように溝８ａと突起８ｂとが配置され
ている。
【００３２】
　また、溝８ａの先端側がシース４の長手方向の途中位置で終端しているので、シース４
に対して外針５を先端に向かって移動させると、溝８ａ内の突起８ｂが溝８ａの端部に突
き当たり、シース４の先端面４ｂから外針５がそれ以上突出しないようなっている。すな
わち、溝８ａの端部と突起８ｂとにより、外針５の突出量を規制する制限部が構成されて
いる。
【００３３】
　内針６は、図６に示されるように、弾性変形可能な材質によって、尖鋭ではない先端６
ａを有する扁平な棒状に形成されている。これにより、内針６は、その横断面の長軸Ｙ回
りに容易に弾性変形し、短軸Ｘ回りには弾性変形しにくく構成されている。すなわち、内
針６は短軸Ｘ方向に外力を受けることにより長軸Ｙ回りに弾性変形し、外力が解除された
自由状態では弾性復元力によって一直線上の形態に復元するようになっている。
【００３４】
　内針６の具体的な寸法は、図６（ｃ）に示される横断面図において、短軸X方向の長さ
をａ、長軸方向の長さをｂとしたとき、
　１＜ｂ／ａ＜６　かつ　０．２≦ｂ≦１．２ｍｍ
であることが好ましい。
　また、内針６には長手方向に貫通する貫通細孔６ｂが設けられている。貫通細孔６ｂは
内針６の先端近傍に開口６ｃを有し、貫通細孔６ｂの基端側には薬液供給部３が接続され
ている。
【００３５】
　内針６を長手方向に移動可能に収容する外針５の内孔５ａは、内針６の横断面形状と略
相補的かつ若干大きな横断面形状を有する部分を長手方向の少なくとも一部に備えている
。これにより、内孔５ａ内において内針６が長手方向のスムーズに移動することができる
とともに、内孔５ａ内における内針６の長手軸回りの回転が規制されるようになっている
。
【００３６】
　操作部７は、シース４の基端側に長手方向に沿って設けられた２つのスリット７ａと、
外針５および内針６の基端に固定され各スリット７ａを径方向に貫通してシース４の外面
に露出する２つの突起７ｂ，７ｃとを備えている。シース４の径方向外側において、スリ
ット７ａから露出している２つの突起７ｂ，７ｃをスリット７ａに沿ってシース４の長手
方向に移動させることにより、シース４内に収容されている外針５および内針６をそれぞ
れシース４の長手方向に移動させることができるようになっている。
【００３７】
　薬液供給部３は、薬液を収容したシリンジである。ピストン３ａを押すことにより収容
している薬液を、内針の貫通細孔６ｂを介して、内針６の先端近傍の開口６ｃから吐出さ
せることができるようになっている。
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【００３８】
　このように構成された本実施形態に係る医療用針２および医療用器具１の作用について
以下に説明する。
　本実施形態に係る医療用器具１を用いて、例えば、粘膜のような薄い組織の穿刺位置か
ら離れた位置に薬液を注入するには、図１に示されるように、外針５および内針６をシー
ス４の貫通孔４ａ内に引っ込めた状態として、シース４を患者の体内に挿入し、図７（ａ
）に示されるように、体内においてシース４の先端面４ｂを粘膜の上皮Ａの表面に密着さ
せる。
【００３９】
　シース４の先端面４ｂは、シース４の長手軸に対して３０°の角度をなして設けられて
いるので、先端面４ｂを上皮Ａの表面に密着させると、上皮Ａの表面に対してシース４の
長手軸が３０°の角度をなして配置される。
　この状態で、操作部７の一方の突起７ｂを操作して先端に向かう方向に移動させること
により、図２に示されるように、外針５をシース４の先端面４ｂから突出させる。外針５
の尖端５ｃは、シース４の先端面４ｂの先端４ｃとは長手軸回りに１８０°異なる周方向
位置に配置されているので、シース４の先端面４ｂからは、尖端５ｃから突出し、シース
４の先端面４ｂに密着している上皮Ａに穿刺される。
【００４０】
　そして、突起７ｂを長手軸方向に先端に向けて移動させ続けると、外針５の尖端５ｃが
、上皮Ａを貫通して粘膜層Ｂまで進行し、シース４内の溝８ａの端部に外針５の突起８ｂ
が突き当たった時点で穿刺が終了する。溝８ａの端部によって、シース４の先端面４ｂか
らの外針５の突出量が決定されているので、突き当たるまで押し出すことで、尖端５ｃが
粘膜層Ｂ内に留まるような適正量だけ外針５を穿刺することができる。
【００４１】
　次に、操作部７の他方の突起７ｃを操作して先端に向かう方向に移動させることにより
、内針６を外針５の先端面５ｂから突出させる。外針５の内孔５ａ内を先端に向けて真っ
直ぐに移動してきた内針６は、内孔５ａの内面に設けられている隆起部５ｄの曲面に沿っ
て移動することにより、横断面の短軸Ｘ方向に外針５から外力を受けるので、弾性変形に
よって横断面の長軸Ｙ回りに湾曲させられて外針５の先端面５ｂから突出させられる。
【００４２】
　外針５の先端面５ｂから突出した内針６の先端部分は、隆起部５ｄからの外力が解放さ
れるので、弾性復元力によって直棒状の形態に戻る。その結果、内針６は外針５の先端面
５ｂから突出させられる際に、外針５の長手軸に対して３０°だけ湾曲させられた方向に
直線状に突出させられる。これにより、内針６は、薄い粘膜層Ｂ内において、該粘膜層Ｂ
の表面に沿う方向に突出するので、上皮Ａや筋層Ｃに接触しないように穿刺される。
【００４３】
　そして、内針６が適当な量だけ穿刺された状態で、内針６の基端に接続されている薬液
注入部３のピストン３ａを押し込むことにより、薬液注入部３に貯留されている薬液を、
貫通細孔６ｂを介して内針６の先端の開口６ｃから吐出させることができる。
【００４４】
　このように、本実施形態に係る医療用器具１および医療用針２によれば、粘膜層Ｂのよ
うな薄い組織にも隣接する組織Ａ，Ｃを傷つけることなく比較的長い距離にわたって内針
６を穿刺することができる。
　例えば、尿道の粘膜層Ｂに注入剤のような薬液を注入する場合に、外針５による穿刺位
置から比較的離れた位置まで内針６を穿刺して注入剤を注入することができる。その結果
、注入剤の注入直後に内針６および外針５を粘膜層Ｂから引き抜いても、注入箇所から外
針６の穿刺位置までの距離が長いために注入剤が穿刺位置から漏れ出すのを防止すること
ができる。
【００４５】
　これにより、医師は、注入剤が硬化するまでの時間（３０秒～１分程度）にわたって内
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針６と外針５を穿刺した状態に維持する必要がなく、すぐに他の部位への注入作業に移る
ことができて、作業の煩わしさを軽減し、処置時間の短縮を図ることができるという利点
がある。
【００４６】
　なお、本実施形態においては、シース４と外針５と内針６とを備える医療用針２を例示
したが、シース４は必ずしも必要なく、図８に示されるように、外針５と内針６とを備え
る医療用針２を採用してもよい。この場合、操作部７としては、図８に示されるように、
外針６の基端側に長手方向に延びるスリット７ａを設け、該スリット７ａに内針６の基端
側の突起７ｃを貫通させることにすればよい。
　また、この場合の外針５の穿刺量を規制するストッパとしては、外針５の外面に、図８
に示されるように、上述したシース４の先端面４ｂに代わるような突き当て面９ａを構成
するためのストッパ９を取り付けることにすればよい。
【００４７】
　また、本実施形態においては、シース４、外針５および内針６はそれぞれ異なる色の外
表面を有していることが好ましい。このようにすることで、シース４からの外針５および
内針６の突出の有無、外針５からの内針６の突出の有無をそれぞれ一目で確認することが
できる。また、シース４を透明な材料により構成してもよい。これにより、シース４内部
の外針５および内針６の進退の度合を容易に確認することができる。
【００４８】
　また、図９に示されるように、外針５および内針６の外表面に、長手方向に間隔を空け
て複数のマーク１０ａ，１０ｂを設けることにしてもよい。シース４から突出した部分の
外針５の外表面のマーク１０ａの数、外針５から突出した部分の内針６の外表面のマーク
１０ｂの数によって、それぞれ、外針５および内針６の突出量を容易に確認することがで
きる。
【００４９】
　また、本実施形態においては、溝８ａに突起８ｂを係合させることで、シース４に対す
る外針５の長手軸回りの回転を規制し、外針５の内孔５ａを内針６の横断面に略相補的な
横断面形状に形成することで、外針５に対する内針６の長手軸回りの回転を規制した。こ
れに代えて、それぞれ回転を許容する代わりに、図９に示されるような長手軸方向に延び
るマーク１０ｃ，１０ｄ，１０ｅを設けてもよい。マーク１０ｃ，１０ｄ，１０ｅが一直
線上に配置されているか否かによって、シース４に対する外針５、外針５に対する内針６
の長手軸回りの回転の有無を容易に確認することができる。
【００５０】
　また、図１０に示されるように、シース４と外針５との間に長手方向全長にわたって貫
通する空隙１１を設け、該空隙１１に吸引ポンプ１２（吸引手段）を接続してもよい。
　図中、符号１３は空隙１１の基端側を密封するシール部材である。
【００５１】
　これにより、シース４の先端面４ｂから外針５および内針６をシース４の貫通孔４ａ内
に引っ込めた状態で、吸引ポンプ１２を作動させてシース４内の空間を減圧することによ
り、シース４の先端面４ｂを被穿刺部材Ｄの表面に吸着させることができる。
　そして、吸着状態を保持したまま、外針５をシース４の先端面４ｂから突出させること
により、外針５の尖端５ｃによって、より容易に被穿刺部材Ｄに、適正な穿刺角度で穿刺
することができるという利点がある。
【００５２】
　また、本実施形態に係る医療用器具１の医療用針２を内視鏡１４の鉗子チャネル１４ａ
を介して体内に挿入する場合には、シース４と内視鏡１４との長手軸回りの回転を規制す
る回転規制手段１５を設けることが好ましい。回転規制手段１５としては、例えば、図１
１に示されるように、内面に軸方向に延びる溝１６ａを有する円環状のキャップ１６を内
視鏡１４の鉗子チャネル１４ａの基端側に固定しておき、シース４の外面に突起１７を設
けておき、該突起１７をキャップ１６の溝１６ａに係合させることで、内視鏡１４に対す
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【００５３】
　また、本実施形態においては、内針６の貫通細孔６ｂの先端における開口６ｃが単一の
ものとして説明したが、長手軸方向あるいはこれに交差する方向に複数配置されていても
よい。これにより、薬剤を広範囲に投与することができる。
　また、本実施形態においては、医療用器具１として薬液注入装置を例示して説明したが
、これに代えて、内針６が電極や超音波振動子を備え、エネルギ治療を行うことができる
医療用器具１に適用してもよい。
【符号の説明】
【００５４】
　１　医療用器具
　２　医療用針
　３　薬液供給部
　４　シース
　４ａ　貫通孔
　４ｂ　先端面（突き当て面）
　５　外針
　５ａ　内孔
　５ｃ　尖端
　５ｄ　隆起部（ガイド部、案内面）
　６　内針
　６ｂ　貫通細孔
　８ａ　溝（制限部、回転規制部）
　８ｂ　突起（制限部、回転規制部）
　９　ストッパ
　９ａ　突き当て面
　１０ａ，１０ｂ　マーク
　１１　空隙
　１２　吸引ポンプ（吸引手段）
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