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(57)【要約】
　本発明に係るセンサ挿入装置セットは、生体情報を検
出可能なセンサと共に生体内に挿入され、前記センサの
先端側を生体内に留置した後に生体外へと抜去される針
部材を備えるセンサ挿入装置と、前記センサ挿入装置の
一端側に取り外し可能に装着されたベースプレートと、
を備え、前記ベースプレートは、前記センサ挿入装置を
前記ベースプレートから取り外す動作に連動して、前記
針部材の抜去後に前記センサの生体外に延在する基端側
を挟み込むように移動するクランプ部を備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体情報を検出可能なセンサと共に生体内に挿入され、前記センサの先端側を生体内に
留置した後に生体外へと抜去される針部材を備えるセンサ挿入装置と、
　前記センサ挿入装置の一端側に取り外し可能に装着されたベースプレートと、を備え、
　前記ベースプレートは、前記センサ挿入装置を前記ベースプレートから取り外す動作に
連動して、前記針部材の抜去後に前記センサの生体外に延在する基端側を挟み込むように
移動するクランプ部を備えることを特徴とするセンサ挿入装置セット。
【請求項２】
　前記クランプ部は、前記センサの前記基端側を挟み込む一対の板バネ部を備え、
　前記センサ挿入装置は、前記ベースプレートに対して相対的に回動させることによって
、前記ベースプレートから取り外し可能であり、前記回動させる動作に連動して、前記一
対の板バネ部との係合関係を変化させて、前記一対の板バネ部の弾性変形量を変化させる
ことが可能なカム部を備えることを特徴とする、請求項１に記載のセンサ挿入装置セット
。
【請求項３】
　前記一対の板バネ部は、第１板バネと、前記第１板バネと対向して配置され、前記第１
板バネよりもばね定数の大きい第２板バネと、を備え、
　前記ベースプレートは、前記センサ挿入装置から取り外される際に、前記第２板バネの
位置を規制する位置規制部を備えることを特徴とする、請求項２に記載のセンサ挿入装置
セット。
【請求項４】
　前記ベースプレートのうち生体表面と対向する面には、生体表面と粘着する粘着部が設
けられていることを特徴とする、請求項１乃至３のいずれか１つに記載のセンサ挿入装置
セット。
【請求項５】
　前記センサは、生体内に留置され、生体情報を検出可能な検出部と、前記検出部が先端
部に装着され、生体内外に跨って留置される光ファイバと、を備えることを特徴とする、
請求項１乃至４のいずれか１つに記載のセンサ挿入装置セット。
【請求項６】
　生体情報を検出可能なセンサと共に生体内に挿入され、前記センサの先端側を生体内に
留置した後に生体外へと抜去される針部材を収容するセンサ挿入装置に対して、着脱可能
に装着されるベースプレートであって、
　前記センサ装置に装着されている状態から前記センサ装置に対して相対的に回動させる
動作に連動して、前記針部材の抜去後に前記センサの生体外に延在する基端側を挟み込む
ように移動するクランプ部を備えることを特徴とするベースプレート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、患者等の生体の生体情報を検出するセンサを生体内に挿入するセンサ挿入装
置とベースプレートとを備えるセンサ挿入装置セット及びベースプレートに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、患者などの被測定者の体内にセンサを挿入あるいは埋め込み、患者の血液又は体
液中のアナライト（例えば、グルコースやｐＨ、コレステロール、たんぱく質等）を該セ
ンサによって検出することが行われている。この場合、患者の皮膚を貫通してセンサを迅
速且つ容易に配置するためにセンサ挿入装置が使用される（特許文献１参照）。
【０００３】
　特許文献１に記載された検体測定システム（センサ挿入装置セット）は、アプリケータ
（センサ挿入装置）と、生体表面側にセンサと共に留置される取付けユニットと、を備え
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ている。また、特許文献１のアプリケータは、センサとともに挿入される挿入針と、該セ
ンサ及び挿入針を移動させて穿刺させるプランジャサブアッセンブリ（移動機構）と、を
備えている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－２２４３８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、生体内にセンサを留置した後に、被測定者の体動等によって、センサが生体
外へ抜去される方向に移動してしまうことがあり、かかる場合には、正確な生体情報を検
出できなくなるおそれがある。
【０００６】
　そこで、本発明の目的は、生体内に留置されたセンサが体動によっても抜去方向に移動
し難くすることが可能なセンサ挿入装置セット及びベースプレートを提供することである
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１の態様としてのセンサ挿入装置セットは、生体情報を検出可能なセンサと
共に生体内に挿入され、前記センサの先端側を生体内に留置した後に生体外へと抜去され
る針部材を備えるセンサ挿入装置と、前記センサ挿入装置の一端側に取り外し可能に装着
されたベースプレートと、を備え、前記ベースプレートは、前記センサ挿入装置を前記ベ
ースプレートから取り外す動作に連動して、前記針部材の抜去後に前記センサの生体外に
延在する基端側を挟み込むように移動するクランプ部を備えることを特徴とするものであ
る。
【０００８】
　本発明の１つの実施形態として、前記クランプ部は、前記センサの前記基端側を挟み込
む一対の板バネ部を備え、前記センサ挿入装置は、前記ベースプレートに対して相対的に
回動させることによって、前記ベースプレートから取り外し可能であり、前記回動させる
動作に連動して、前記一対の板バネ部との係合関係を変化させて、前記一対の板バネ部の
弾性変形量を変化させることが可能なカム部を備えることが好ましい。
【０００９】
　本発明の１つの実施形態として、前記一対の板バネ部は、第１板バネと、前記第１板バ
ネと対向して配置され、前記第１板バネよりもばね定数の大きい第２板バネと、を備え、
前記ベースプレートは、前記センサ挿入装置から取り外される際に、前記第２板バネの位
置を規制する位置規制部を備えることが好ましい。
【００１０】
　本発明の１つの実施形態として、前記ベースプレートのうち生体表面と対向する面には
、生体表面と粘着する粘着部が設けられていることが好ましい。
【００１１】
　本発明の１つの実施形態として、前記センサは、生体内に留置され、生体情報を検出可
能な検出部と、前記検出部が先端部に装着され、生体内外に跨って留置される光ファイバ
と、を備えることが好ましい。
【００１２】
　本発明の第２の態様としてのベースプレートは、生体情報を検出可能なセンサと共に生
体内に挿入され、前記センサの先端側を生体内に留置した後に生体外へと抜去される針部
材を収容するセンサ挿入装置に対して、着脱可能に装着されるベースプレートであって、
前記センサ装置に装着されている状態から前記センサ装置に対して相対的に回動させる動
作に連動して、前記針部材の抜去後に前記センサの生体外に延在する基端側を挟み込むよ
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うに移動するクランプ部を備えることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、生体内に留置されたセンサが体動によっても抜去方向に移動し難くす
ることが可能なセンサ挿入装置セット及びベースプレートを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施形態としてのセンサ挿入装置セットを示す断面図であり、センサ
及び針部材を生体内に挿入する前の状態を示す図である。
【図２】図１に示す状態から、センサ及び針部材を生体内に挿入可能な位置まで移動させ
た状態を示す図である。
【図３】図２に示す状態から、針部材を生体外へ抜去可能な位置まで移動させた状態を示
す図である。
【図４】図１に示すセンサ挿入装置セットの斜視図である。
【図５】図２に示すセンサ挿入装置セットの断面図のうち、センサ及び針部近傍を拡大し
た拡大断面図である。
【図６】図３に示すセンサ挿入装置セットの断面図のうち、センサ及び針部近傍を拡大し
た拡大断面図である。
【図７】図３に示す状態から、センサ挿入装置と、本発明の一実施形態としてのベースプ
レートとを分離した状態を示す図である。
【図８】図７に示すセンサ及びベースプレートの斜視図である。
【図９】図８に示すベースプレートの分解斜視図である。
【図１０】センサ挿入装置に装着されている状態でのベースプレートの上面を示す図であ
る。
【図１１】センサ挿入装置から取り外し可能な状態でのベースプレートの上面を示す図で
ある。
【図１２】図１１に示すベースプレートの中央部を拡大して描いた拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明に係るセンサ挿入装置セット及びベースプレートの実施形態について、図
１～図１２を参照して説明する。なお、各図において共通の部材には、同一の符号を付し
ている。
【００１６】
　図１～図３は、本発明に係るセンサ挿入装置セットの１つの実施形態としてのセンサ挿
入装置セット１００の構成を示す断面図である。また、図４は、センサ挿入装置セット１
００の斜視図である。このセンサ挿入装置１００は、センサ挿入装置１と、このセンサ挿
入装置１の一端側に取り外し可能に装着された、本発明に係るベースプレートの１つの実
施形態としてのベースプレート２と、を備えるものである。
【００１７】
　センサ挿入装置セット１００は、ベースプレート２を生体表面上に載置した状態又は押
しつけた状態で、センサ挿入装置１を操作することにより、センサ５０を、ベースプレー
ト２の下面（図１～図４における下側の面）から生体内へと挿入するものである。
【００１８】
＜センサ挿入装置セット１００＞
＜センサ挿入装置１＞
　まず、センサ挿入装置セット１００におけるセンサ挿入装置１について説明する。図１
～図４に示すように、本実施形態におけるセンサ挿入装置１は、体液から生体情報を検出
可能なセンサ５０を生体内に挿入するものである。具体的に、センサ挿入装置１は、ハウ
ジング３と、針部材４と、第１付勢部材５と、第２付勢部材６と、可動部材７と、操作部
材８と、を備えている。
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【００１９】
　ここで、図１及び図４は、センサ５０及び針部材４を生体内に挿入する前の状態にある
センサ挿入装置１及びセンサ挿入装置セット１００を示す図であり、図２は、センサ５０
及び針部材４を生体内に挿入可能な位置まで移動させた状態にあるセンサ挿入装置１及び
センサ挿入装置セット１００を示す図である。また、図３は、センサ５０を生体内に留置
した後、針部材４を生体内から抜去可能な位置まで移動させた状態にあるセンサ挿入装置
１及びセンサ挿入装置セット１００を示す図である。
【００２０】
　以下、本実施形態におけるセンサ挿入装置１の各部材及び各部材により構成される特徴
部の詳細について説明する。
【００２１】
[ハウジング３]
　図１～図４に示すように、ハウジング３は、略円柱状の中空部を区画する筒部３ａと、
この筒部３ａの一端側（図１～図４においては下側）に設けられた底板部３ｂと、筒部３
ａの他端側（図１～図４においては上側）に設けられた天板部３ｃと、を備えている。底
板部３ｂは、筒部３ａが区画する中空部の一端側に位置し、針部材４の後述する針部１１
が移動可能な貫通孔９が形成されている。また、天板部３ｃは、筒部３ａが区画する中空
部の他端側に位置し、可動部材７が移動可能な貫通孔１０が形成されている。
【００２２】
　ハウジング３の底板部３ｂは、後述する可動部材７の円筒状の筒部７ａ内に嵌り込み、
後述する変形部７ｃと係合して変形部７ｃを径方向外側に変形させる係止解除部としての
係合部６０を備えている。より具体的に、本実施形態の係合部６０とは、底板部３ｂの上
面に形成された円柱状の突出部６０ａである。
【００２３】
　また、ハウジング３の底板部３ｂは、ベースプレート２に対して相対的に回動させる動
作に連動して、後述するベースプレート２の一対の板バネ部３２との係合関係を変化させ
て、一対の板バネ部３２の弾性変形量を変化させることが可能なカム部６１を備えている
。より具体的に、本実施形態のカム部６１は、底板部３ｂの下面に形成された楕円柱状の
突出部６１ａである。
【００２４】
　なお、本実施形態のハウジング３の筒部３ａ及び天板部３ｃは、筒状のハウジング本体
により構成されており、本実施形態の底板部３ｂは、ハウジング本体に取り付けられ固定
される底板部材により構成されている。ハウジング３を構成するハウジング本体及び底板
部材の材料としては、例えば樹脂材料が挙げられる。この樹脂材料としては、例えば、Ａ
ＢＳ樹脂、ＡＳ樹脂、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、
ポリ塩化ビニリデン樹脂、ポリフェニレンオキサイド、熱可塑性ポリウレタン、ポリメチ
レンメタクリレート、ポリオキシエチレン、フッ素樹脂、ポリカーボネート、ポリアミド
、アセタール樹脂、アクリル樹脂、ポリエチレンテレフタレート等の射出成形で用いられ
る熱可塑性樹脂や、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂、不飽和ポリエステ
ル等の熱硬化性樹脂等が挙げられる。
【００２５】
[針部材４]
　図１～図４に示すように、針部材４は、センサ５０と共に生体内に挿入される針部１１
と、この針部１１の基端側に位置し、後述する第２付勢部材６としての戻しバネ６ａと接
続される接続部１２と、後述する可動部材７の係止部としての突起部１８に係止される被
係止部１３と、を備えており、針部１１の挿入方向Ａ及び針部１１が生体内から抜去され
る抜去方向Ｂにおいてハウジング３内を移動可能である。
【００２６】
　ここで、針部１１の挿入方向Ａとは、針部１１の延在方向のうち針部１１の基端から先
端に向かう方向を意味し、図１～図４においては下方である。一方、針部１１の抜去方向
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Ｂとは、針部１１の延在方向のうち針部１１の先端から基端に向かう方向を意味し、図１
～図４においては上方である。なお、針部１１の延在方向とは、本実施形態では針部１１
の中心軸線方向と同じ方向である。また、以下、挿入方向Ａを単に「下」、抜去方向Ｂを
単に「上」と表記することがあるが、ここで定義したとおりの意味である。
【００２７】
　本実施形態の針部１１は、中空部を区画する円筒状の外形を有しており、中空部にセン
サ５０を収容することができる。針部１１は、センサ５０を中空部内に収容した状態で生
体内へと挿入され、生体内にセンサ５０を留置した後に、生体外へと抜去される。なお、
本実施形態の針部１１は、中空円筒針で構成されている。
【００２８】
　針部１１を構成する中空円筒針の材料としては、例えば、ステンレス鋼、アルミニウム
、アルミニウム合金、チタン、チタン合金等の金属材料を用いることができる。また、針
部１１の先端には、鋭利な刃先が形成されている。
【００２９】
　本実施形態の接続部１２は貫通孔１４が形成された略円筒状の形状を有しており、その
外面には第２付勢部材６としての戻しバネ６ａが係止される螺旋溝が形成されている。
【００３０】
　本実施形態の被係止部１３は、円筒状の接続部１２の下側端部から径方向外側に向かっ
て突出するフランジ部であり、このフランジ部の外縁部が、可動部材７の係止部としての
突起部１８と係合して引っ掛かかることにより、針部材４が可動部材７に対して係止され
る。この詳細は後述する。
【００３１】
　なお、本実施形態の接続部１２及び被係止部１３は、針部１１を構成する中空円筒針が
固定され、中空円筒針を支持する針支持部材により構成されている。具体的に、針支持部
材と中空円筒針とは、接続部１２の貫通孔１４を区画する内周面が中空円筒針の基端部の
外周面と密着するように嵌合されており、これにより、中空円筒針が針支持部材に固定さ
れている。
【００３２】
　但し、針部材としては、本実施形態の針部材４のように中空円筒針及び針支持部材によ
り構成されているものに限られず、例えば、針部、接続部及び被係止部を単一の部材によ
り一体で成形することも可能である。更に、針部、接続部及び被係止部を、３つ以上の部
材により構成するようにしてもよい。
【００３３】
　接続部１２及び被係止部１３を構成する針支持部材の材料としては、上述したハウジン
グ３に用いることが可能な樹脂材料や、上述した針部１１に用いることができる金属材料
などを使用することが可能である。
【００３４】
[第１付勢部材５及び第２付勢部材６]
　第１付勢部材５は、針部材４を挿入方向Ａに付勢して、針部材４を、針部１１が生体内
へ挿入可能な第１の位置（図２参照）まで移動させることができる。また、第２付勢部材
６は、針部材４を抜去方向Ｂに付勢して、針部材４を、第１の位置（図２参照）に到達し
た針部１１が生体内から抜去可能な第２の位置（図３参照）まで移動させることができる
。
【００３５】
　なお、本実施形態の第１付勢部材５及び第２付勢部材６はいずれも弾性部材であり（以
下、第１付勢部材５としての弾性部材を「第１弾性部材」と記載し、第２付勢部材６とし
ての弾性部材を「第２弾性部材」と記載する。）、本実施形態では、第１弾性部材及び第
２弾性部材としてバネを用いている。以下、第１弾性部材としてのバネを、単に「発射バ
ネ５ａ」と記載し、第２弾性部材としてのバネを、単に「戻しバネ６ａ」と記載する。更
に、本実施形態では、発射バネ５ａ及び戻しバネ６ａとしてコイルバネを用いている。
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【００３６】
　ここで、本実施形態の第１付勢部材５としての第１弾性部材と第２付勢部材６としての
第２弾性部材は、挿入方向Ａ（又は抜去方向Ｂ）において直列に配置されており、針部材
４の挿入方向Ａへの移動（図１及び図２参照）は、第２付勢部材６の付勢力（本実施形態
では第２弾性部材としての戻しバネ６ａの弾性力（復元力））が関与することなく、第１
付勢部材５の付勢力（本実施形態では第１弾性部材としての発射バネ５ａの弾性力（復元
力））により行われる。また、針部材４の抜去方向Ｂへの移動（図２及び図３参照）は、
第１付勢部材５の付勢力が関与することなく、第２付勢部材６の付勢力により行われる。
本実施形態のセンサ挿入装置１は、このような動作を実現するために、切り替え機構を備
えている。切り替え機構については後述する。
【００３７】
[可動部材７]
　可動部材７は、第１付勢部材５の付勢力（本実施形態では圧縮変形された発射バネ５ａ
の弾性力）により、ハウジング３内を挿入方向Ａに移動可能である。具体的に、可動部材
７は、発射バネ５ａを所定長さまで圧縮変形した状態でハウジング３と係合し、ハウジン
グ３に対する可動部材７の位置を維持可能とする係止部としての係止爪部１５と、第１付
勢部材５としての発射バネ５ａと当接して、挿入方向Ａへと押圧される受け部１６と、を
備えている。
【００３８】
　図１～図３に示すように、可動部材７とハウジング３の天板部３ｃとの間には発射バネ
５ａが配置されており、可動部材７を、発射バネ５ａの弾性力に抗してハウジング３内を
抜去方向Ｂに移動させることにより、発射バネ５ａを圧縮変形させることができる。そし
て、可動部材７とハウジング３との間で発射バネ５ａを圧縮変形させた状態で、係止爪部
１５の爪２１をハウジング３の天板部３ｃに係合することにより、可動部材７をハウジン
グ３に対して係止することができる（図１参照）。つまり、可動部材７は、第１付勢部材
５が可動部材７を挿入方向Ａに移動させるエネルギー（本実施形態では圧縮変形された発
射バネ５ａの復元力エネルギー）を保持した状態で、係止爪部１５によりハウジング３に
対して係止される。このような構造を有することで、製造時に予め発射バネを圧縮変形さ
せておくことが可能となる。すなわち、患者または医療従事者が発射バネ５ａをチャージ
する手間を省くことが可能となる。
【００３９】
　その後、操作部材８の後述する押し板部２３を操作することにより、ハウジング３と可
動部材７の係止爪部１５との係合が解除され、可動部材７は、発射バネ５ａが受け部１６
を押圧する弾性力により、ハウジング３内を挿入方向Ａに移動する。
【００４０】
　また、可動部材７には、第２付勢部材６としての戻しバネ６ａを介して針部材４が連結
されており、可動部材７は、所定長さまで伸び変形させた戻しバネ６ａの弾性力が針部材
４に作用した状態を維持したまま、発射バネ５ａの弾性力により、ハウジング３内を挿入
方向Ａに移動することができる。具体的に、可動部材７は、戻しバネ６ａの上側の端部と
接続される接続部１７と、戻しバネ６ａを所定長さまで伸び変形させた状態で、戻しバネ
６ａの下側の端部に接続された針部材４を係止可能な係止部としての突起部１８と、を備
えている。
【００４１】
　つまり、戻しバネ６ａは、針部材４の接続部１２と可動部材７の接続部１７とに接続さ
れており、ハウジング３に接続されていない。したがって、可動部材７は、戻しバネ６ａ
を所定長さまで伸び変形させた状態を突起部１８により維持したまま、発射バネ５ａの弾
性力によって挿入方向Ａへと移動することができる。
【００４２】
　更に、本実施形態では、可動部材７が第１付勢部材５の付勢力（本実施形態では発射バ
ネ５ａの弾性力）により挿入方向Ａに移動し、針部材４が第１の位置（図２参照）に到達
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した際に、突起部１８による針部材４の係止状態は、ハウジング３の係止解除部としての
係合部６０により解除される。これにより、針部材４は、第２付勢部材６の付勢力（本実
施形態では戻しバネ６ａの弾性力）によって、抜去方向Ｂに移動し、第２の位置（図３参
照）まで移動する。
【００４３】
　また更に、可動部材７は、針部材４の接続部１２の貫通孔１４を通じて針部１１の基端
側から、針部１１内に挿入された直線状のロッド部１９を備えている。このロッド部１９
は、針部１１及び針部１１内のセンサ５０が生体内に挿入された後、センサ５０を生体内
に留置した状態で針部１１を抜去する際に、針部１１内でセンサ５０を挿入方向Ａへと押
圧する。これにより、センサ５０が針部１１と共に抜去されることを防ぐことができる。
【００４４】
　以下に、本実施形態の可動部材７についての詳細構成について記載する。本実施形態の
可動部材７は、針部材４及び第２付勢部材６としての戻しバネ６ａを取り囲む円筒状の筒
部７ａと、この筒部７ａの下側の一端から径方向外側に突設されたフランジ部７ｂと、筒
部７ａの挿入方向Ａの端部に位置し、筒部７ａの周方向Ｄにおいて切欠き２０に挟まれ、
筒部７ａの径方向外側に弾性変形可能な変形部７ｃとしての板バネ部と（図４参照）、筒
部７ａの上側の一端に設けられた天板部７ｄと、この天板部７ｄの上面から抜去方向Ｂに
突設された、先端にハウジング３の天板部３ｃに係合する爪２１を有する係止爪部１５と
、筒部７ａの外壁から径方向外側に突設され、発射バネ５ａと当接する受け部１６と、天
板部７ｄの下方に設けられ、戻しバネ６ａを係止する螺旋溝が外面に形成された接続部１
７と、この接続部１７から挿入方向Ａに延在し、先端部が針部材４の針部１１内に挿入さ
れるロッド部１９と、を備えている。
【００４５】
　なお、上述した係止部としての突起部１８は、図１～図３に示すように、変形部７ｃの
内壁に形成されており、可動部材７の筒部７ａが区画する中空部側へと突出している。そ
のため、可動部材７の変形部７ｃは、針部材４が第１の位置（図２参照）に到達した際に
、ハウジング３の挿入方向Ａの端部に位置する底板部３ｂに形成された係合部６０として
の円柱状の突出部６０ａと係合して、筒部７ａの径方向外側に拡がるように弾性変形する
。これにより、変形部７ｃの内壁に形成された突起部１８も径方向外側に移動し、可動部
材７の係止部としての突起部１８と、針部材４の被係止部１３としてのフランジ部との係
止状態が解除され、針部材４は、戻しバネ６ａの弾性力により、筒部７ａ内を抜去方向Ｂ
へと移動する（図３参照）。
【００４６】
　ここで、ハウジング３の円柱状の突出部６０ａの外径は、可動部材７の筒部７ａの内径
と略等しく形成されており、変形部７ｃの内壁には、突出部６０ａが筒部７ａ内に嵌り込
む際に、突出部６０ａの外壁と摺動しながら、突出部６０ａから受ける抜去方向Ｂの押圧
力を筒部７ａの径方向外側の押圧力に変換する突起２２が形成されている。具体的に、突
起２２の下面２２ａは、抜去方向Ｂに進むにつれて筒部７ａの中心軸線Ｏ（本実施形態で
は針部１１の中心軸線と同じ）に近づくように、中心軸線Ｏに対して傾斜しており、突出
部６０ａの外周面が、この突起２２における下面２２ａと摺動しながら、変形部７ｃとし
ての板バネ部を径方向外側に弾性変形させる（図２等参照）。
【００４７】
　なお、発射バネ５ａの弾性力による可動部材７の移動は、可動部材７のフランジ部７ｂ
及び受け部１６の外周面がハウジング３の筒部３ａの内周面と摺動することにより、挿入
方向Ａへと案内されるように構成されている。また、ロッド部１９は、図１～図３に示す
ように、周囲を戻しバネ６ａに囲まれた状態で、接続部１７から挿入方向Ａに延在してお
り、その先端部は、針部材４の接続部１２内を通じて針部１１内にまで至っている。
【００４８】
　本実施形態の可動部材７における筒部７ａ、フランジ部７ｂ、変形部７ｃ、天板部７ｄ
、係止爪部１５、及び受け部１６は、一体成形された単一の筒体により構成されている。
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また、本実施形態の可動部材７における接続部１７は、筒体の天板部７ｄにボルトやねじ
等の締結手段により締結される接続部材により構成されている。更に、本実施形態の可動
部材７におけるロッド部１９は、接続部１７を構成する接続部材に基端部が固定されるロ
ッド部材により構成されている。なお、本実施形態では、接続部１７を構成する接続部材
が、外周面に戻しバネ６ａを係止可能な螺旋溝が形成された筒部を有しており、ロッド部
１９を構成するロッド部材の基端部は、接続部材の筒部内に挿入された状態で接続部材に
対して固定されている。
【００４９】
　但し、可動部材における上述した部位は、本実施形態のように筒体、接続部材及びロッ
ド部材により構成されるものに限られるものではなく、例えば、上述した可動部材におけ
る全部分を１又は２部材により構成することや、４部材以上により構成することも可能で
ある。
【００５０】
　この一例として、上述した筒体を、筒部７ａの周方向において均等に３分割された樹脂
製の成型品パーツを接着や溶着等の接合手段を用いて接合することにより形成することが
できる。このような製法とすることにより、金型が複雑化することを抑制することができ
る。
【００５１】
　なお、本実施形態の可動部材７では、３つの係止爪部１５が設けられているが、この数
に限られるものではなく、１つ又は２つとしてもよく、４つ以上としてもよい。更に、係
止爪部１５の形状や位置についても、本実施形態の構成に限定されるものではなく、適宜
変更することが可能である。更に、変形部７ｃとしての板バネ部の数、位置、形状につい
ても、本実施形態の構成に限られるものではなく、変形部を変形させる係合部の数、位置
、形状等に応じて適宜変更することが可能である。
【００５２】
　また、本実施形態の可動部材７を構成する筒体、接続部材及びロッド部材の材料として
は、上述したハウジング３に用いることが可能な樹脂材料や、上述した針部１１に用いる
ことが可能な金属材料などを使用することができる。但し、筒体については、上述したハ
ウジング３に使用可能な樹脂材料で成形することが好ましく、接続部材及びロッド部材に
ついては、上述した針部１１に使用可能な金属材料で成形することが好ましい。
【００５３】
[操作部材８]
　図１～図４に示すように、本実施形態の操作部材８は、患者や医療従事者等の使用者が
操作する円形板状の押し板部２３と、この押し板部２３の下面に形成され、ハウジング３
の天板部３ｃの貫通孔１０を通じてハウジング３内に挿入され、天板部３ｃの下面に係合
する爪２４を先端部に備える突起部２５と、押し板部２３の下面に形成され、可動部材７
の係止爪部１５を押圧して変形させて可動部材７のハウジング３に対する係止状態を解除
可能な係止解除部としての押圧部２６と、を備えている。
【００５４】
　突起部２５の爪２４は、操作部材８が抜去方向Ｂに抜け落ちないように、ハウジング３
の天板部３ｃの下面と係合可能であり、これにより操作部材８の抜け落ちが抑制される。
【００５５】
　押圧部２６は、挿入方向Ａに進むにつれて可動部材７の筒部７ａの中心軸線Ｏに近づく
ように、中心軸線Ｏに対して傾斜するテーパー部２７を有している。押し板部２３を挿入
方向Ａに押し下げると、天板部３ｃの貫通孔１０を通じて、押し板部２３と共に挿入方向
Ａに移動する。この際、押圧部２６のテーパー部２７が、可動部材７の係止爪部１５を筒
部７ａの径方向外側に押圧する。これにより、係止爪部１５は径方向外側に変形し、ハウ
ジング３の天板部３ｃとの係合が解除され、その結果、可動部材７のハウジング３に対す
る係止状態が解除される。
【００５６】
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　なお、本実施形態の操作部材８の材料としては、上述したハウジング３に用いることが
可能な樹脂材料を用いることが可能である。
【００５７】
[センサ挿入装置１に装着されるセンサ５０]
　図５は、図２に示すセンサ挿入装置セット１００のうち、針部１１及びセンサ５０近傍
を拡大した拡大断面図であり、図６は、図３に示すセンサ挿入装置セット１００のうち、
針部１１及びセンサ５０近傍を拡大した拡大断面図である。
【００５８】
　図５に示すように、センサ５０は、中空円筒針で構成された針部１１の中空部に収容さ
れた状態で、ベースプレート２の挿入孔７０を通じて下方に突き出る。そのため、図１に
示す状態にあるセンサ挿入装置セット１００のベースプレート２の下面を生体表面（皮膚
）上に載置又は押しつけ、その状態からセンサ挿入装置１を操作して上述した発射バネ５
ａを発動させることにより、センサ５０及び針部１１を生体内へと挿入することができる
（図２及び図５参照）。なお、図２及び図５は、針部材４が第１の位置にある状態を示し
ている。また、本実施形態におけるベースプレート２の挿入孔７０には、針部１１の穿通
及び抜去が可能なセプタムとしてのゴム部材７１が嵌め込まれている。これにより、ベー
スプレート２の上面側から、ベースプレート２の挿入孔７０及び針部１１の挿入により生
体表面に形成された刺し傷を通じて、生体内へと雑菌等が進入し感染症を引き起こすリス
クをより低減することができる。
【００５９】
　なお、センサ５０は、生体内に留置され、生体情報を検出可能な検出部（不図示）と、
この検出部が先端に装着され、生体内外に跨って留置される光ファイバ５１と、を備えて
おり、検出部及び光ファイバ５１の両方が、針部１１の中空部に収容された状態で、針部
１１が生体内へ挿入される。
【００６０】
　そして、針部材４は、図５に示す状態から後述する切り替え機構の働きによって、戻し
バネ６ａの弾性力による抜去方向Ｂへの移動を開始する。但し、図６に示すように、針部
１１は抜去方向Ｂに移動するが、ロッド部１９がセンサ５０を押圧することにより、セン
サ５０は抜去方向Ｂに移動しない。そのため、センサ５０を生体内の所定の深さへ留置す
ることが可能となる。
【００６１】
　更に、センサ挿入装置セット１００によりセンサ５０を留置し、針部１１を抜去した後
は、センサ５０と共にベースプレート２を生体側に留置した状態で、センサ挿入装置１を
取り外す。これにより、留置されたセンサ５０の光ファイバ５１のうち、生体外に延在す
る基端側には、検出部に励起光を照射する照射部およびアナライトの量に応じて検出部か
ら得られた蛍光を受光する受光部を備えた光学検出部、光学検出部と光学検出部から得ら
れた信号を処理する処理部からなる処理装置とを接続することが可能となる。したがって
、光ファイバ５１は、検出部で検出した生体情報を、処理装置に伝送する伝送路を構成し
ている。なお、処理装置は、生体情報を記憶するメモリ、生体情報を外部装置に送信する
送信器、生体情報を表示する表示モニタなど、目的や使用用途に応じて適宜設計すること
ができる。
【００６２】
　なお、図１～図３に示す本実施形態のセンサ挿入装置１では、センサ５０が針部材４の
針部１１内に位置する状態を示しているが、本実施形態におけるセンサ５０は、センサ挿
入装置１の構成要素ではなく、センサ挿入装置１に対して着脱可能に取り付けられる１度
のみ使用可能な使い捨て品である。但し、センサをセンサ挿入装置の一構成要素として、
センサを含むセンサ挿入装置全体を使い捨て品として構成することも可能である。更に、
本実施形態における針部材４は、センサ挿入装置１に対して着脱できない構成であるが、
針部材をセンサ挿入装置に対して着脱可能にし、使い捨てできる着脱ユニットとすること
も可能である。
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【００６３】
　また、本実施形態では、センサ５０として光ファイバを備えるものを用いているが、生
体内に留置される検出部に接続され、生体外まで延在するリード線と、リード線の基端部
に設けられた処理装置との電気接続部と、を備えるセンサを用いてもよい。但し、本実施
形態のように光ファイバ５１を備えるセンサ５０を用いれば、上述した電気接続部を設け
る必要がないため、針部材４の針部１１として、中空部を区画する筒状の外形を有するも
のを使用することができる。このような筒状の外形を有する針部１１は、電気接続部を針
部の外側に延在させるために隙間が形成された、横断面をＵ字形状のＵ字針と比較して、
製造が容易であるため、本実施形態のような横断面が円形の針部を採用できることは有益
である。
【００６４】
[切り替え機構]
　本実施形態のセンサ挿入装置１は、針部材４が第１の位置（図２参照）に到達した際に
、第１付勢部材５の付勢力（本実施形態では圧縮変形させた発射バネ５ａの復元力）によ
る針部材４の挿入方向Ａへの移動から、第２付勢部材６の付勢力（本実施形態では伸び変
形させた戻しバネ６ａの復元力）による針部材４の抜去方向Ｂへの移動へと択一的に切り
替え可能な切り替え機構を備えている。
【００６５】
　ここで、択一的な切り替えとは、針部材４の挿入時における第１の位置までの移動と、
針部材４の抜去時における第２の位置までの移動とが、別の付勢部材の影響下で行われる
ように切り替えることを意味し、本実施形態では、戻しバネ６ａの復元力が影響せずに発
射バネ５ａの復元力の影響下で行われる針部材４の挿入時の移動と、発射バネ５ａの復元
力が影響せずに戻しバネ６ａの復元力の影響下で行われる針部材４の抜去時の移動と、を
切り替えることを意味する。
【００６６】
　具体的に、本実施形態の切り替え機構は、可動部材７の係止部としての突起部１８及び
ハウジング３の係止解除部としての係合部である円柱状の突出部６０ａにより構成されて
いる。
【００６７】
　上述したように、可動部材７の係止部としての突起部１８は、伸び変形させた戻しバネ
６ａの弾性力（復元力）が針部材４に作用した状態を維持して針部材４を係止するもので
あり、変形部７ｃの内壁に形成されている。また、ハウジング３の係止解除部としての突
出部６０ａは、針部材４が第１の位置（図２参照）に到達した際に、可動部材７の係止部
としての突起部１８による針部材４の係止状態を解除するものであり、この突出部６０ａ
は、底板部３ｂに形成されており、針部材４が第１の位置に到達した際に、変形部７ｃの
突起２２と係合して変形部７ｃを径方向外側に変形させる。これにより、針部材４は、可
動部材７をハウジング３内で移動させることなく、戻しバネ６ａの復元力により抜去方向
Ｂに移動し、可動部材７内、具体的には可動部材７の筒部７ａ内に格納される。換言すれ
ば、針部材４は、戻しバネ６ａの復元力により第２の位置（図３参照）まで移動する。
【００６８】
　本実施形態のセンサ挿入装置１は、使用者が操作部材８の押し板部２３を押し下げる動
作をするだけで、第１付勢部材５としての発射バネ５ａの付勢力によるセンサ５０及び針
部１１の生体内への挿入と、第２付勢部材６としての戻しバネ６ａの付勢力による針部１
１の生体外への抜去と、を手動による操作を介在させることなく連動して自動的に行うこ
とができ、針部１１が生体内にある時間を短縮することができる。そのため、センサ５０
が留置される被測定者が、針部１１の挿入から抜去に至る間に感じる痛みを軽減すること
ができる。
【００６９】
　更に、本実施形態のセンサ挿入装置１は、上述した切り替え機構を備えるため、センサ
５０及び針部１１の挿入時に、第２付勢部材６の付勢力（本実施形態では戻しバネ６ａの
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弾性力）が挿入方向Ａの挿入速度を減じるように作用せず、更に、針部１１の抜去時に、
第１付勢部材５の付勢力（本実施形態では発射バネ５ａの弾性力）が抜去方向Ｂの抜去速
度を減じるように作用しない。したがって、本実施形態のような切り替え機構を備えない
センサ挿入装置、つまりは、戻しバネの弾性力が挿入速度を減じるように作用すると共に
発射バネの弾性力が抜去速度を減じるように作用するセンサ挿入装置と比較して、本実施
形態のセンサ挿入装置１では、センサ５０及び針部１１の挿入速度及び針部１１の抜去速
度を速くする構成を実現することが容易になる。
【００７０】
＜ベースプレート２＞
　次に、本発明の一実施形態としてのベースプレート２について説明する。上述したよう
に、センサ挿入装置セット１００は、上述したセンサ挿入装置１と、このセンサ挿入装置
１の一端側に取り外し可能に装着されたベースプレート２と、を備えている。なお、図７
は、図３に示す状態から、センサ挿入装置１とベースプレート２とを相対的に回動させて
、センサ挿入装置１とベースプレート２とを分離した状態を示している。
【００７１】
　ベースプレート２は、センサ５０を生体内に挿入及び留置する際には、センサ挿入装置
１と共に使用され（図１～図３等参照）、センサ５０を生体内に留置された後は、センサ
挿入装置１と分離され、センサ５０と共に生体側に留置されるものである（図７参照）。
【００７２】
　センサ挿入装置１から分離され、生体表面（皮膚）上に留置されたベースプレート２は
、センサ５０の光ファイバ５１の基端部に接続される処理装置を装着可能な、処理装置の
支持部材として使用される。
【００７３】
　換言すれば、ベースプレート２は、生体情報を検出可能なセンサ５０と共に生体内に挿
入され、センサ５０の先端側を生体内に留置した後に生体外へと抜去される針部材１１を
収容するセンサ挿入装置１に対して、着脱可能に装着されるものである。
【００７４】
　図８は、生体側に留置された状態にあるセンサ５０及びベースプレート２を示す斜視図
であり、図９は、ベースプレート２の分解斜視図である。また、図１０は、センサ挿入装
置１に装着されている状態、すなわち図１～図６に示す状態におけるベースプレート２の
上面を示す図であり、図１１は、センサ挿入装置１から取り外し可能な状態、すなわち図
７に示す状態におけるベースプレート２の上面を示す図である。なお、図１０及び図１１
では、説明の便宜上、センサ挿入装置１のハウジング３の底板部３ｂを構成する底板部材
の構成を破線で示している。
【００７５】
　なお、ベースプレート２がセンサ挿入装置１に装着されている状態とは、ベースプレー
ト２に対してセンサ挿入装置１全体を抜去方向Ｂに移動しても分離できない状態を意味す
る。また、ベースプレート２をセンサ挿入装置１から取り外し可能な状態とは、ベースプ
レート２に対してセンサ挿入装置１を抜去方向Ｂに移動することにより両者を分離できる
状態を意味する。
【００７６】
　図８～図１１に示すように、本実施形態のベースプレート２は、センサ５０を挟持可能
なクランプ部２８と、ベースプレート２及びセンサ挿入装置１の装着状態と取り外し可能
状態とでセンサ挿入装置１のハウジング３における底板部３ｂとの係合関係を変化させる
連結部２９と、クランプ部２８の位置を規制する位置規制部３０と、生体表面に粘着可能
な粘着部３１と、を備えている。
【００７７】
　また、本実施形態のベースプレート２は、円形板状のプレート本体部２ａと、このプレ
ート本体部２ａの外縁と連続して形成された周壁部２ｂと、を更に備えており、クランプ
部２８及び位置規制部３０は、プレート本体部２ａの上面中央部に設けられており、連結
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部２９は、プレート本体部２ａの上面外周部に設けられている。更に、粘着部３１は、プ
レート本体部２ａの下面側に設けられている。なお、図９、図１０に示すように、プレー
ト本体部２ａにはセンサ挿入装置１の針部１１（図１～図７参照）及びセンサ５０が通過
可能な挿入孔７０が形成されており、ベースプレート２は、この挿入孔７０を閉塞すると
共に、針部１１及びセンサ５０の穿通及び抜去が可能なセプタムとしてのゴム部材７１を
更に備えている。
【００７８】
　クランプ部２８は、センサ挿入装置１及びベースプレート２が装着されている状態から
、センサ挿入装置１をベースプレート２から取り外す動作に連動して、針部材４の抜去後
に生体側に留置されたセンサ５０の生体外に延在する基端側を挟み込むように移動する。
より具体的に、本実施形態におけるセンサ挿入装置１は、ベースプレート２に対して相対
的に回動させることによって、ベースプレート２から取り外し可能であり、本実施形態に
おけるクランプ部２８は、この回動させる動作に連動して、針部材４の抜去後に生体側に
留置されたセンサ５０の生体外に延在する基端側を挟み込むように移動する。
【００７９】
　より具体的に、本実施形態のクランプ部２８は、プレート本体部２ａの厚み方向に直交
する直交方向Ｃ（ベースプレート２がセンサ挿入装置１に装着されている状態では挿入方
向Ａ及び抜去方向Ｂに直交する方向と同じ方向）への弾性力によりセンサ５０の基端側を
挟み込む一対の板バネ部３２と、この一対の板バネ部３２がプレート本体部２ａの厚み方
向に移動することを規制するバネ押さえ部３３と、を備えており、一対の板バネ部３２は
、センサ挿入装置１とベースプレート２とが装着されている状態（図１０参照）と、取り
外し可能な位置関係にある状態（図１１参照）とで、センサ挿入装置１のカム部６１とし
ての楕円柱状の突出部６１ａの作用により、形状を変化させるように構成されている。換
言すれば、センサ挿入装置１及びベースプレート２が装着されている状態から、センサ挿
入装置１をベースプレート２から取り外す動作（本実施形態ではセンサ挿入装置１をベー
スプレート２に対して相対的に回動させる動作）に連動して、カム部６１としての突出部
６１ａは、一対の板バネ部３２との係合関係を変化させて、一対の板バネ部３２の弾性変
形量を変化させる。
【００８０】
　図１０に示すように、一対の板バネ部３２は、センサ挿入装置１とベースプレート２と
が装着されている状態では、カム部６１としての楕円柱状の突出部６１ａにより両者の対
向距離Ｍが離れるように弾性変形した状態となっている。具体的に、一対の板バネ部３２
は、センサ挿入装置１とベースプレート２とが装着されている状態では、突出部６１ａの
長軸方向に対向する外面により、それぞれが長軸方向両側に遠ざかるように押圧されて、
センサ５０を挟み込む部分の対向距離Ｍが拡がるように弾性変形した状態となっている。
そのため、センサ挿入装置１とベースプレート２とが装着されている状態（図１０参照）
では、一対の板バネ部３２は、センサ５０を挟持していない。
【００８１】
　したがって、図１～図３に示すようなセンサ挿入装置セット１００によるセンサ５０及
び針部１１の挿入及びセンサ５０の留置動作時には、一対の板バネ部３２の対向距離Ｍは
突出部６１ａにより拡げられた状態が維持されるため、一対の板バネ部３２がセンサ５０
及び針部１１に接触しないため、ベースプレート２の挿入孔７０を通じた針部１１及びセ
ンサ５０の挿入動作が、クランプ部２８の一対の板バネ部３２により阻害されない。
【００８２】
　これに対して、センサ挿入装置１とベースプレート２とが装着されている状態（図１０
参照）から、センサ挿入装置１をベースプレート２に対して周方向Ｄの一方向に回動させ
ると（図１０の太線矢印参照）、この動作に連動して、突出部６１ａもまたベースプレー
ト２に対して同方向（周方向Ｄの一方向）に回動する。そのため、カム部６１としての突
出部６１ａと、一対の板バネ部３２との係合関係も、センサ挿入装置１とベースプレート
２とが装着されている状態（図１０参照）から変化する。
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【００８３】
　具体的に、一対の板バネ部３２は、センサ挿入装置１とベースプレート２とが装着され
ている状態（図１０参照）では、突出部６１ａの長軸方向において対向する外面により押
圧されていたが、センサ挿入装置１をベースプレート２に対して周方向Ｄの一方向に回動
させ、ベースプレート２をセンサ挿入装置１に対して取り外し可能な位置に移動させた状
態（図１１参照）では、突出部６１ａの外壁と当接しない状態となっている。つまり、一
対の板バネ部３２は、突出部６１ａによる押圧から解除され、復元力によって直交方向Ｃ
において互いに近づくように移動するため、センサ挿入装置１とベースプレート２とが装
着されている状態（図１０参照）と比較して、対向距離Ｍが小さくなる。そして、クラン
プ部２８の一対の板バネ部３２は、この復元力によって、生体外に延在するセンサ５０の
基端側を挟み込むことができる。なお、本実施形態では、センサ５０の光ファイバ５１が
、一対の板バネ部３２により挟み込まれる。
【００８４】
　すなわち、センサ挿入装置セット１００によるセンサ５０及び針部１１の挿入（図１、
図２参照）、並びに針部１１の抜去（図３参照）が完了した後に、センサ５０とベースプ
レート２とをセンサ挿入装置１から分離して生体側へ留置する際に（図７参照）、ベース
プレート２のクランプ部２８は、センサ挿入装置１からの取り外し動作と連動して、セン
サ５０を挟み込む。これにより、センサ挿入装置１の取り外し後に後述する粘着部３１に
より生体表面上に位置が固定されるベースプレート２が、センサ５０のうち生体外に延在
する部分を挟持するため、センサ５０のうち生体内に留置された部分が被測定者の体動等
によって生体外へと抜去されるように移動してしまうことを抑制することができる。
【００８５】
　より具体的に、本実施形態の一対の板バネ部３２は、第１板バネ３４と、この第１板バ
ネ３４と対向して配置された第２板バネ３５と、を備えており、第１板バネ３４及び第２
板バネ３５は、プレート本体部２ａの上面に取り付けられている。第１板バネ３４は、セ
ンサ５０を挟み込む際にセンサ５０と当接して押圧する当接部３６ａと、この当接部３６
ａと一体又は連結され、弾性変形することにより当接部３６ａの直交方向Ｃにおける位置
を変えることができる変形部３７ａと、この変形部３７ａの一端をプレート本体部２ａに
固定する固定部３８ａと、を備えている。また、第２板バネ３５も、第１板バネ３４と同
様、当接部３６ｂ、変形部３７ｂ及び固定部３８ｂを備えている。
【００８６】
　当接部３６ａ及び３６ｂには、センサ５０を挟み込む際に、センサ５０を受容する凹部
３９が形成されている。当接部３６ａ及び３６ｂそれぞれの凹部３９は、ベースプレート
２を上面側から見た場合に（図１０、図１１参照）、略半円形状を有しており、センサ５
０は、当接部３６ａ及び３６ｂそれぞれの凹部３９間に挟み込まれる。なお、上述した対
向距離Ｍは、本実施形態では、ベースプレート２を上面側から見た場合に、当接部３６ａ
及び３６ｂそれぞれの半円形状の凹部３９の底位置となる点同士を結んだ距離としている
（図１０、図１１参照）。
【００８７】
　図８～図１１に示すように、変形部３７ａは、一端が当接部３６ａと連続し、他端が固
定部３８ａと連続する長尺の板状部材であって、プレート本体部２ａの位置決め部４７及
びねじ４０によりプレート本体部２ａに固定された固定部３８ａの位置を支点位置として
、当接部３６ａと連続する一端側が弾性変形することができる。そのため、変形部３７ａ
における当接部３６ａと連続する一端側を弾性変形させることにより、当接部３６ａの直
行方向Ｃ（図１等参照）の位置を変えることができる。この点は、第２板バネ３５の変形
部３７ｂ及び固定部３８ｂも同様である。
【００８８】
　バネ押さえ部３３は、一対の板バネ部３２がプレート本体部２ａの厚み方向に移動する
ことを規制するものであり、本実施形態のバネ押さえ部３３は矩形板部材により構成され
ている。また、本実施形態におけるバネ押さえ部３３は、第１板バネ３４の当接部３６ａ
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及び第２板バネ３５の当接部３６ｂの上方をそれぞれ覆うように、当接部３６ａ及び３６
ｂそれぞれの上面と当接させた状態で、プレート本体部２ａの上面に対して取り付けられ
、固定されている。具体的に、バネ押さえ部３３は、プレート本体部２ａとの間に当接部
３６ａ及び３６ｂが介在した状態で、バネ押さえ部３３に形成された固定孔にプレート本
体部２ａの上面に形成された固定突起４６を密着嵌合させることにより、プレート本体部
２ａに対して固定される（図８、図９参照）。
【００８９】
　なお、本実施形態のプレート本体部２ａの上面中央には、一対の板バネ部３２及びバネ
押さえ部３３が収容される収容凹部４５が形成されている。
【００９０】
　連結部２９は、ベースプレート２がセンサ挿入装置１と装着されている状態（図１０参
照）において、センサ挿入装置１のベースプレート２に対する抜去方向Ｂへの移動を、セ
ンサ挿入装置１の底板部３ｂ（図１等参照）と係合することにより規制する。また、連結
部２９は、ベースプレート２がセンサ挿入装置１から取り外し可能な位置にある状態（図
１１参照）において、センサ挿入装置１のベースプレート２に対する抜去方向Ｂへの移動
を、センサ挿入装置１の底板部３ｂと係合しないことにより許容する。
【００９１】
　具体的に、図８に示すように、本実施形態の連結部２９は、プレート本体部２ａの上面
から上方（ベースプレート２がセンサ挿入装置１に対して装着されている状態では抜去方
向Ｂと同じ方向）に突設された胴部４１と、この胴部４１と連続して形成され、胴部４１
の先端から屈曲して直行方向Ｃに延在する先端部４２と、を備えている。
【００９２】
　胴部４１及び先端部４２を、底板部３ｂを構成する底板部材に形成された連結孔４３、
及び、底板部３ｂを底板部材と共に構成する、ハウジング本体のフランジ部６２の下面に
形成され連結孔４３と連通する凹部４４（図１等参照）、の中を移動させることにより、
センサ挿入装置１及びベースプレート２の装着状態と取り外し可能な状態とを切り替える
ことができる。
【００９３】
　底板部３ｂ（図１等参照）を構成する底板部材に形成された連結孔４３は、底板部材を
上面側から見た場合に、周方向Ｄに長い形状を有しており（図１０、図１１の破線参照）
、その周方向Ｄの一端に、ベースプレート２の着脱の際に胴部４１及び先端部４２が挿入
及び抜去される着脱開口部４３ａを備えている。着脱開口部４３ａは、連結孔４３の他の
部分と比較して幅（図１０及び図１１における径方向の長さ）が大きくなっている。そし
て、図１０、図１１に示すように、ベースプレート２を上面側から見た場合の、ベースプ
レート２の径方向における連結部２９の長さ（本実施形態では先端部４２の長さと同じ）
は、連結孔４３の着脱開口部４３ａの幅よりも小さく、連結孔４３の着脱開口部４３ａ以
外の部分の幅よりも大きい。
【００９４】
　また、図１に示すように、フランジ部６２に形成された凹部４４は、底板部材の連結孔
４３の上方を覆っており、連結孔４３と同様、周方向Ｄに長い形状を有している。さらに
凹部４４は、周方向Ｄの位置によらず、着脱開口部４３ａと略等しい幅、すなわち、ベー
スプレート２を上面側から見た場合の、ベースプレート２の径方向における連結部２９の
長さよりも大きい幅を有している。
【００９５】
　そのため、分離された状態にあるセンサ挿入装置１及びベースプレート２（図７参照）
を連結させる際には、ベースプレート２の連結部２９における先端部４２を、連結孔４３
の着脱開口部４３ａに挿入する。そして、先端部４２が凹部４４の位置まで到達した後に
、ベースプレート２及びセンサ挿入装置１の一方を他方に対して周方向Ｄに回動させるこ
とにより、連結部２９の先端部４２は凹部４４内を、連結部２９の胴部４１は連結孔４３
内を、周方向Ｄに移動する。この回動動作により、連結部２９と着脱開口部４３ａの周方
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向Ｄにおける位置がずれる。そのため、ベースプレート２に対してセンサ挿入装置１を抜
去方向Ｂに移動させようとしても、連結部２９の先端部４１が底板部３ｂに突き当たって
両者が干渉するため、センサ挿入装置１の抜去方向Ｂへの移動は連結部２９により規制さ
れる。つまり、この状態が、ベースプレート２がセンサ挿入装置１に装着されている状態
である（図１０参照）。
【００９６】
　逆に、センサ挿入装置１とベースプレート２とが装着されている状態（図１０参照）か
ら両者を分離する際には、ベースプレート２及びセンサ挿入装置１の一方を他方に対して
周方向Ｄに回動させ、連結部２９と着脱開口部４３ａの周方向Ｄにおける位置を一致させ
る。これにより、ベースプレート２に対するセンサ挿入装置１の抜去方向Ｂへの移動は、
連結部２９の先端部４１が底板部３ｂに突き当たらず両者が干渉しないため、連結部２９
により規制されなくなる。つまり、この状態が、ベースプレート２がセンサ挿入装置１か
ら取り外し可能な位置にある状態である（図１１参照）。なお、生体内にセンサ５０を留
置した後にセンサ挿入装置１とベースプレート２とを分離する際には、ベースプレート２
を生体表面に押し付けた状態で、センサ挿入装置１をベースプレート２に対して回動させ
る動作により、センサ挿入装置１をベースプレート２から取り外し可能な位置へと移動さ
せる。したがって、本実施形態のセンサ挿入装置セット１００によれば、患者や医療従事
者は、ベースプレート２の生体表面への押し付け、センサ挿入装置１のベースプレート２
に対しての回動、及びセンサ挿入装置１をベースプレート２から分離するための抜去方向
Ｂへの移動、の一連の動作を、センサ挿入装置１を把持する片手の動作により行うことが
できる。
【００９７】
　本実施形態では、センサ挿入装置１及びベースプレート２の一方を他方に対して周方向
Ｄに相対的に回動させて、センサ挿入装置１の着脱開口部４３ａ及びベースプレート２の
連結部２９の周方向Ｄにおける位置関係を変化させることにより、センサ挿入装置１及び
ベースプレート２の装着状態（図１０参照）と取り外し可能状態（図１１参照）とを切り
替えることができる。また、上述したように、この切り替えに連動して、一対の板バネ部
３２とカム部６１（本実施形態では突出部６１ａ）との係合関係が変化するため、センサ
挿入装置１及びベースプレート２が装着されている状態から、両者が取り外し可能な状態
へと切り替えることにより、一対の板バネ部３２の弾性力によりセンサ５０を挟持させる
ことが可能となる。
【００９８】
　このように、本実施形態では、センサ挿入装置セット１００によりセンサ５０を生体内
へ挿入した後、センサ挿入装置１をベースプレート２に対して抜去方向Ｂへ離間させるた
めの回動動作を行うことにより、この回動動作と連動して移動するベースプレート２のク
ランプ部２８における一対の板バネ部３２が、弾性力によってセンサ５０を挟持する。但
し、センサ挿入装置及びベースプレートの装着及び取り外しを両者の相対的な回動により
実現するための具体的な構成、並びに、センサ挿入装置からベースプレートを取り外すた
めの回動動作に連動してセンサを挟み込むクランプ部の具体的な構成については、本実施
形態の構成に限られるものではなく、例えば、センサ挿入装置及びベースプレートの装着
及び取り外しにねじ結合を利用することや、クランプ部として、センサ挿入装置からベー
スプレートを取り外すための回動動作に連動して変形を伴わずに移動してセンサを挟み込
む移動部材を用いるなど、各種構成により実現することができる。また、本実施形態では
、センサ挿入装置１をベースプレート２から離間するための動作として、センサ挿入装置
１及びベースプレート２の一方を他方に対して回動させる動作を行うものであり、この回
動動作と連動するクランプ部２８を用いているが、例えば、センサ挿入装置をベースプレ
ートに対して抜去方向へ移動させる動作に連動してセンサを挟持するクランプ部としても
よい。但し、本実施形態のように回動動作と連動するクランプ部とすることにより、セン
サ挿入装置及びベースプレートの装着状態と取り外し可能状態とを切り替えるための操作
距離（本実施形態では連結孔４３の周方向Ｄの長さ）を、ベースプレートの厚み方向で確
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保しなくてよいため、センサ挿入装置の抜去方向への移動に連動するクランプ部とした場
合と比較して、抜去方向における厚みを薄くしたベースプレートの設計が容易となる。
【００９９】
　なお、センサ５０を留置後にベースプレート２から分離されたセンサ挿入装置１では、
使用者が針部１１の先端に触れることがないようになっている。具体的には、針部１１の
先端が、ハウジング３の底板部３ｂから外方へ突出しないように、ハウジング３内に収容
された状態となっている（図３、図６及び図７参照）。
【０１００】
　図１２は、図１１に示すベースプレート２の中央部を拡大して描いた拡大図である。上
述した第２板バネ３５は、第１板バネ３４よりもばね定数が大きく構成されており、図１
２に示すように、ベースプレート２は、センサ挿入装置１から取り外される際に、第２板
バネ３５の位置を規制する位置規制部３０としての位置決めピンを備えている。なお、図
８～図１１では、説明の便宜上、位置決めピンを省略して描いている。また、図１２では
、説明の便宜上、バネ押さえ部３３を破線により示している。
【０１０１】
　位置規制部３０としての位置決めピンは、プレート本体部２ａの上面から突設されてお
り、センサ挿入装置１とベースプレート２とを取り外す際に、すなわち、センサ挿入装置
１及びベースプレート２が装着されている状態から、センサ挿入装置１をベースプレート
２に対して周方向Ｄに回動させる動作（図１０参照）を行う際に、センサ５０を挟み込む
ように移動する第２板バネ３５の当接部３６ｂに突き当たり、第２板バネ３５の当接部３
６ｂのそれ以上の移動を制限する。つまり、第１板バネ３４よりもばね定数が大きい第２
板バネ３５は位置決めピンにより位置決めされ、位置決めピンにより位置決めされた状態
の第２板バネ３５に対して第１板バネ３４が押圧することにより、第１板バネ３４と第２
板バネ３５との間でセンサ５０が挟み込まれる。
【０１０２】
　このように、本実施形態では、第２板バネ３５のばね定数を第１板バネ３４のばね定数
よりも大きくし、第２板バネ３５を位置規制部３０に当接させて第２板バネ３５を位置決
めする構成としているため、第１板バネ３４及び第２板バネ３５の間に挟み込まれるセン
サ５０は、位置規制部３０に当接した状態の第２板バネ３５の当接部３６ｂにおける凹部
３９（図９参照）の位置において、第１板バネ３４の当接部３６ａと第２板バネ３５の当
接部３６ｂとにより挟み込まれるようにすることができる。すなわち、位置規制部３０に
当接する第２板バネ３５が、挟み込まれるセンサ５０の位置決めとして機能するため、ベ
ースプレート２におけるセンサ５０の挟み込み位置のばらつきを抑制することができる。
特に光ファイバを用いたセンサにおいては、生体内に留置された光ファイバのわずかな移
動により信号が変動するため、センサの挟み込み位置のばらつきを抑制することで正確な
生体情報が得られる。
【０１０３】
　粘着部３１は、センサ挿入装置セット１００によるセンサ５０の挿入時、及びセンサ挿
入装置１から分離されて生体表面に留置される際に、生体表面と粘着し、ベースプレート
２の体表面上での位置が変化し難いようにするため、ベースプレート２のうち生体表面と
対向する面、すなわち下面に設けられている。
【０１０４】
　本実施形態の粘着部３１は、ベースプレート２の下面に粘着される第１粘着層と生体表
面に粘着される第２粘着層とを備える両面粘着シートにより構成されているが、この構成
に限られるものではなく、例えば、単にベースプレート２の下面のうち挿入孔７０以外の
位置に粘着剤を設けて粘着部３１とする構成など、種々の手段により粘着部３１を構成す
ることができる。また、粘着部３１を両面粘着シートとする場合には、ベースプレート２
の下面全域に設け、センサ挿入装置セット１００によるセンサ５０及び針部１１の挿入に
際して挿入孔７０の位置で穿通される構成とすることも、ベースプレート２の下面のうち
挿入孔７０以外の部分に張り付ける構成とすることも可能である。
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【０１０５】
　なお、粘着部３１で用いられる生体表面と接触する粘着剤としては、例えば、ゴム系粘
着剤、アクリル系粘着剤、シリコーン系粘着剤等の粘着剤が使用可能である。
【０１０６】
　また、ベースプレート２のうち、粘着部３１以外の部分は、上述したセンサ挿入装置１
のハウジング３と同様の材料により形成することが可能である。
【０１０７】
　以上のとおり、本実施形態のセンサ挿入装置セット１００は、生体情報を検出可能なセ
ンサ５０と共に生体内に挿入され、センサ５０の先端側を生体内に留置した後に生体外へ
と抜去される針部材４を収容するセンサ挿入装置１と、このセンサ挿入装置１に対して着
脱可能に装着されるベースプレート２と、を備えており、センサ５０の生体内への留置後
に、ベースプレート２は、センサ挿入装置１から分離され、センサ５０と共に生体側に留
置される。そして、生体表面上に留置されたベースプレート２に対して、センサ５０で検
出される被測定者の生体情報を処理可能な処理装置が装着され、例えば糖尿病患者の血糖
値の経時的変化を、被測定者の生体情報に基づき所定期間に亘ってモニタリングすること
が可能となる。
【０１０８】
　本発明に係るセンサ挿入装置セット及びベースプレートは、上述した実施形態の構成に
限定されるものではなく、特許請求の範囲で記載された内容を逸脱しない範囲で、様々な
構成により実現することが可能である。例えば、センサ挿入装置１では、可動部材７をセ
ンサ５０及び針部１１の生体内への挿入に際して発射バネ５ａの弾性力により移動するプ
ランジャとして用いているが、第１付勢部材の付勢力によるセンサ及び針部の挿入に際し
ては移動せず、第２付勢部材の付勢力による針部の抜去に際して移動する構成としてもよ
い。
【産業上の利用可能性】
【０１０９】
　本発明は、患者等の生体の生体情報を検出するセンサを生体内に挿入するセンサ挿入装
置とベースプレートとを備えるセンサ挿入装置セット及びベースプレートに関する。
【符号の説明】
【０１１０】
１：センサ挿入装置
２：ベースプレート
２ａ：プレート本体部
２ｂ：周壁部
３：ハウジング
３ａ：筒部
３ｂ：底板部
３ｃ：天板部
４：針部材
５：第１付勢部材
５ａ：発射バネ（第１弾性部材）
６：第２付勢部材
６ａ：戻しバネ（第２弾性部材）
７：可動部材
７ａ：筒部
７ｂ：フランジ部
７ｃ：変形部
７ｄ：天板部
８：操作部材
９：底板部の貫通孔
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１０：天板部の貫通孔
１１：針部
１２：接続部
１３：被係止部
１４：接続部の貫通孔
１５：係止爪部（係止部）
１６：受け部
１７：接続部
１８：突起部（係止部）
１９：ロッド部
２０：切欠き
２１：爪
２２：突起
２２ａ：突起の下面
２３：押し板部
２４：爪
２５：突起部
２６：押圧部
２７：テーパー部
２８：クランプ部
２９：連結部
３０：位置規制部
３１：粘着部
３２：一対の板バネ部
３３：バネ押さえ部
３４：第１板バネ
３５：第２板バネ
３６ａ、３６ｂ：当接部
３７ａ、３７ｂ：変形部
３８ａ、３８ｂ：固定部
３９：凹部
４０：ねじ
４１：胴部
４２：先端部
４３：連結孔
４３ａ：着脱開口部
４４：凹部
４５：収容凹部
４６：固定突起
４７：位置決め部
５０：センサ
５１：光ファイバ
６０：係合部（係止解除部）
６０ａ：突出部
６１：カム部
６１ａ：突出部
６２：フランジ部
７０：挿入孔
７１：ゴム部材
１００：センサ挿入装置セット
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Ａ：挿入方向
Ｂ：抜去方向
Ｃ：プレート本体部の厚み方向と直交する方向
Ｄ：周方向
Ｍ：対向距離
Ｏ：中心軸線

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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