
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　先端に筒先が形成され、この筒先とは反対側の開口端にフランジ部を設けた円筒形状の
部材からなる外筒と、この外筒の内部に密嵌状態で摺動するピストンが先端に設けられ、
基端部には指当て部が設けられ、これらピストンと指当て部との間に軸部が連設され、か
つこの軸部の軸線方向の中間部分に１または複数の円板状の補強部を設けた内筒とからな
り、前記外筒の前記筒先と前記内筒の前記ピストンとの間に流体室を形成した注射筒装置
に装着され、前記流体室を負圧状態に保持するためのストッパであって、
　前記内筒を前記外筒から引き出す方向に移動させたときに、前記外筒のフランジ部と、
前記内筒に設けた前記補強部との間に係合して、前記内筒が前記外筒内に引き込まれるの
を防止するため

ストッ
パ手段
から構成したことを特徴とする注射筒装置のストッパ。
【請求項２】
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に、前記外筒のフランジ部に着脱可能に固定されるフック本体と、このフ
ック本体に回動可能に装着され、付勢手段により前記内筒に近接する方向に付勢されたフ
ックとから構成し、前記軸部を引き出して、前記補強部がこのフックを通過した時に、こ
のフックが補強部に係合して、内筒の外筒内へ引き込まれる方向の動きを規制する

先端に筒先が形成され、この筒先とは反対側の開口端にフランジ部を設けた円筒形状の
部材からなる外筒と、この外筒の内部に密嵌状態で摺動するピストンが先端に設けられ、
基端部には指当て部が設けられ、これらピストンと指当て部との間に軸部が連設され、か



　

。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、吸引用として好適に用いられる注射筒装置 であって、
操作力を格別に作用させずに、内部に負圧吸引力を作用させた状態に固定的に保持できる
ようにした注射筒装置 に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
注射筒は、一般に、先端がチューブやパイプ等の流体通路が接続される筒先を有する外筒
と、この外筒内に挿入した内筒とを有し、この内筒の先端にピストン部を設けて、内筒を
外筒内に押し込んだり、外筒から引き出したりすることによりピストン部を外筒の内面に
沿って摺動させる構成としたものである。この外筒の内部には、ピストン部により流体室
が区画形成され、内筒の操作により流体室が拡縮することになって、筒先から流体を圧送
させたり、また筒先から吸引したりすることができる。この注射筒は、薬液を注入したり
、洗浄液を圧送したりするために、医療分野等で広く用いられている。
【０００３】
注射筒の操作を行うために、外筒の基端部にフランジ状に張り出した指掛け部を形成し、
また内筒の基端部に指当て部を形成し、これらで注射筒を操作するための操作力作用部が
形成される。そして、指当て部に親指を当接させ、また人差し指と中指とで外筒を挟むよ
うなし、かつこれらの２本の指を指掛け部に当接させた状態で、指当て部を指掛け部に近
接させる方向に操作すると、内筒が外筒内に押し込まれる。この結果、ピストン部により
区画形成した流体室の容積が縮小して、この流体室内の流体が筒先に接続した流体通路に
圧送されることになる。このように構成した注射筒は流体圧送用の注射筒であり、注射液
その他の薬液を体内に注入したり、色素等を散布したり、さらには体腔内壁を洗浄する等
、幅広い用途に用いられる。
【０００４】
注射筒は、また、体液を吸引除去したり、体内組織を採取する際に、この組織に吸引力を
作用するため等としても用いられる。吸引用注射筒は、流体圧送用注射筒とでは、操作方
向が逆になる。つまり、流体圧送用注射筒では内筒を外筒内に押し込むようにするが、吸
引用注射筒では内筒を外筒から引き出すように操作することになる。従って、流体圧送用
注射筒を用いて吸引を行うには、片手で外筒を把持し、もう一方の手で内筒を外筒から引
き出すように操作しなければならない。
【０００５】
体液等を吸引するにしろ、また体内組織を吸引するにしろ、内筒を外筒から引き出すよう
に操作した時には、内筒には外筒内に引き戻される方向の力が作用することから、ある時
間だけはこの吸引状態に保持する必要がある。このために、例えば特開昭６２－２８４６
３６号公報に示されたように、注射筒保持装置が知られている。
【０００６】
この公知の注射筒保持装置の構成としては、外筒を固定する外筒固定機構部と、内筒の先
端における指当て部を係止する鋸歯状のストッパ機構部とから構成される。そして、注射
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つこの軸部の軸線方向の中間部分に複数の円板状の補強部を設けた内筒とからなり、前記
外筒の前記筒先と前記内筒の前記ピストンとの間に流体室を形成した注射筒装置に装着さ
れ、前記流体室を負圧状態に保持するためのストッパであって、

前記内筒を前記外筒から引き出す方向に移動させたときに、前記外筒のフランジ部と、
前記内筒に設けた前記補強部との間に係合して、前記内筒が前記外筒内に引き込まれるの
を防止するために、前後の補強部間に配置され、常時には外向きに弾性力が作用するＶ字
状ばねからなる弾性ストッパで構成し、この弾性ストッパは前記軸部の前記ピストン側に
向けて拡開する状態に装着し、自由状態では、その先端が前記外筒の内径より外側で、前
記フランジ部表面に当接する位置にまで拡開するもので構成したことを特徴とする注射筒
装置のストッパ

に装着されるストッパ

のストッパ



筒の内筒を外筒から所定量引き出した状態に保持して、この注射筒保持装置に外筒及びス
トッパ機構部を装着することによって、注射筒に負圧吸引力を作用させた状態にして固定
することができる。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、例えば穿刺部材により体内に穿刺させて、この穿刺部材の先端に設けた組織吸
引口から所定量の体内組織を吸引した状態とした時には、内筒は外筒内に引き込まれる方
向に大きな力が作用することになる。注射筒保持装置に注射筒を固定するには、まず外筒
を外筒固定機構部の所定の位置に固定し、次いで内筒の先端における指当て部をストッパ
機構部に係止させるが、この注射筒固定操作時に内筒に作用させている力に狂いが生じる
おそれがあり、内筒が外筒内に引き込まれるようになったり、また内筒を引っ張り過ぎて
、さらに負圧吸引力が大きくなり、必要以上の組織細胞を吸引させて、組織にダメージを
与える等の危険性もあり、注射筒の固定を行う操作を必ずしも正確に、かつ円滑に行えず
、その操作性が悪いという問題点がある。
【０００８】
本発明は以上の点に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、内筒を外筒
から所定の位置まで引き出す操作を行った時に、自動的に、または簡単な操作により内筒
を外筒から所定量引き出した位置に固定的に保持できるようにすることにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　前述した目的を達成するために、 発明は、先端に筒先が形成され、この筒先とは
反対側の開口端にフランジ部を設けた円筒形状の部材からなる外筒と、この外筒の内部に
密嵌状態で摺動するピストンが先端に設けられ、基端部には指当て部が設けられ、これら
ピストンと指当て部との間に軸部が連設され、かつこの軸部の軸線方向の中間部分に１ま
たは複数の円板状の補強部を設けた内筒とからなり、前記外筒の前記筒先と前記内筒の前
記ピストンとの間に流体室を形成した注射筒装置に装着され、前記流体室を負圧状態に保
持するためのストッパであって、前記内筒を前記外筒から引き出す方向に移動させたとき
に、前記外筒のフランジ部と、前記内筒に設けた前記補強部との間に係合して、前記内筒
が前記外筒内に引き込まれるのを防止するため

ストッパ手段から構成としたことをその特徴とするものである。
　

【００１０】
ここで、ストッパ手段の具体的な構成としては、外筒のフランジ部に着脱可能に固定され
るフック本体と、このフック本体に回動可能に装着され、付勢手段により内筒に近接する
方向に付勢されたフックを回動可能とから構成し、軸部を引き出して、その補強部がこの
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第１の

に、前記外筒のフランジ部に着脱可能に固
定されるフック本体と、このフック本体に回動可能に装着され、付勢手段により前記内筒
に近接する方向に付勢されたフックとから構成し、前記軸部を引き出して、前記補強部が
このフックを通過した時に、このフックが補強部に係合して、内筒の外筒内へ引き込まれ
る方向の動きを規制する

また、第２の発明は、先端に筒先が形成され、この筒先とは反対側の開口端にフランジ
部を設けた円筒形状の部材からなる外筒と、この外筒の内部に密嵌状態で摺動するピスト
ンが先端に設けられ、基端部には指当て部が設けられ、これらピストンと指当て部との間
に軸部が連設され、かつこの軸部の軸線方向の中間部分に複数の円板状の補強部を設けた
内筒とからなり、前記外筒の前記筒先と前記内筒の前記ピストンとの間に流体室を形成し
た注射筒装置に装着され、前記流体室を負圧状態に保持するためのストッパであって、前
記内筒を前記外筒から引き出す方向に移動させたときに、前記外筒のフランジ部と、前記
内筒に設けた前記補強部との間に係合して、前記内筒が前記外筒内に引き込まれるのを防
止するために、前後の補強部間に配置され、常時には外向きに弾性力が作用するＶ字状ば
ねからなる弾性ストッパで構成し、この弾性ストッパは前記軸部の前記ピストン側に向け
て拡開する状態に装着し、自由状態では、その先端が前記外筒の内径より外側で、前記フ
ランジ部表面に当接する位置にまで拡開するもので構成したことをその特徴とするもので
ある。



フックを通過した時に、このフックが補強部に係合して、内筒の外筒内へ引き込まれる方
向の動きを規制する構成とすることができる。また、他の構成例としては、内筒の軸部に
設けた前後の補強部間や補強部と指当て部との間等に配置され、常時には外向きに弾性力
が作用するＶ字状ばねからなる弾性ストッパで構成し、この弾性ストッパは軸部のピスト
ン側に向けて拡開する状態に装着し、自由状態では、その先端が外筒の内径より外側で、
フランジ部表面に当接する位置にまで拡開するもので構成することもできる。さらに、外
筒のフランジ部に係合し、この外筒の軸線と直交する方向に所定間隔だけ往復移動可能に
装着した横長となった長孔を設けたストッパリングで構成することができ、このストッパ
リングの一側側部には、内向きに突出するストッパ突起を連設し、外筒をストッパリング
の一側に偏寄させた時には、このストッパ突起が内筒の軸部に設けた補強部に係合し、他
側に偏寄させた時には、補強部は、このストッパ突起の配設位置を通過可能なものとする
こともできる。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。まず、本発明に係る注射
筒装置は、その一例として、組織採取装置における負圧吸引力の発生手段として用いるこ
とができる。そこで、組織採取装置の全体構成を図１に示し、またこの細胞採取装置によ
り体内組織細胞を採取している状態を図２に示す。ここで、組織採取装置は、例えば超音
波内視鏡の処置具挿通チャンネルを介して体腔内に挿入し、体内に刺し込まれる前の段階
では、内視鏡観察手段による監視下で、必要な穿刺箇所に導くようになし、また体内に刺
し込んだ後には、超音波観察手段の監視下に置かれて、組織採取箇所にまで導かれる。
【００１２】
而して、図１から明らかなように、組織採取装置１は、超音波内視鏡の処置具挿通チャン
ネル等をガイドとして体腔内に挿入されるカテーテル２と、その操作部３とから構成され
るものであり、注射筒装置１０は操作部３の基端部に着脱可能に接続されるようになって
いる。カテーテル２は、少なくとも処置具挿通チャンネルの全長より長いものであって、
最外周側から、鞘部材４と、この鞘部材４内に挿通した穿刺用管体５と、この穿刺用管体
５内に挿通したカッタ管体６とから構成される。
【００１３】
鞘部材４は、可撓性を有する筒状の部材であり、例えば密着コイル等で構成される。また
、穿刺用管体５は鞘部材４に対して出没可能になっており、先端が開口した薄肉パイプで
構成され、このの先端部を斜めにカットすることによって、尖った針先５ａとなっている
。また、この針先５ａの尖端部近傍には吸引孔５ｂが穿設されている。一方、カッタ管体
６は、穿刺用管体５内に実質的に全周が摺動するように挿入された薄肉パイプ状のもので
あり、その先端の外周縁側が刃状に研がれた状態となって、円環状の刃先６ａとなってい
る。
【００１４】
穿刺用管体５は鞘部材４内を前後方向に移動可能となっており、またカッタ管体６は穿刺
用管体５に対してほぼ隙間がない状態で前後方向に移動するようになっている。穿刺用管
体５は、その針先５ａが鞘部材４に覆われた退避位置と、鞘部材４の先端から所定の長さ
だけ突出する作動位置とに移動する。また、カッタ管体６は、穿刺用管体５内において、
その刃先６ａが吸引孔５ｂより基端側に位置する引き込み位置と、吸引孔５ｂを通過した
押し出し位置との間に往復変位する。ただし、カッタ管体６が押し出し位置に変位した時
にも、カッタ管体６の刃先６ａは穿刺用管体５における針先５ａが形成された部位より手
前の位置に保持される。
【００１５】
カテーテル２の基端部に設けた操作部３は、鞘部材４の基端部が連結された保持筒７と、
穿刺用管体５の基端部が連結され、保持筒７に対して摺動変位する第１の摺動部材８と、
カッタ管体６の基端部が連結され、第１の摺動部材８に対して摺動変位する第２の摺動部
材９とから構成される。保持筒７に対しては、第１，第２の摺動部材８，９が連動して動
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いて、穿刺用管体５とカッタ管体６とが一体となって鞘部材４に対して進退することにな
り、第１の摺動部材８を保持筒７内に押し込むように操作すると、穿刺用管体５はカッタ
管体６に対して所定の位置関係を保ったままで鞘部材４の先端から所定長さ突出させるこ
とができる。この状態で、第２の摺動部材９を第１の摺動部材８に対して摺動させること
によって、カッタ管体６が穿刺用管体５に対して出没することになる。
【００１６】
以上のように構成することによって、体内組織を切り取って回収することができる。この
ためには、まず穿刺用管体５及びカッタ管体６を鞘部材４内に引き込んだ状態で、カテー
テル２の先端を体腔内壁Ｓに対して所定の位置に導く。この状態から、第１の摺動部材８
を保持筒７に対して押し込むように操作することによって、採取しようとする組織Ｔに向
けて穿刺管体５の針先５ａを体内に刺し込んで、図２に示したように、その吸引口５ｂが
組織Ｔ内に入り込む位置まで進入させる。なお、この時には、カッタ管体６は、穿刺用管
体５の吸引口５ｂより基端側に位置させておく。次に、穿刺用管体５内に実質的に密着状
態となっているカッタ管体６内に負圧吸引力を作用させることによって、体内組織Ｔが穿
刺用管体５の吸引口５ｂ内に引き込まれることになる。
【００１７】
体内組織Ｔが吸引口５ｂから穿刺用管体５内に十分に引き込まれた後に、第２の摺動部材
９を第１の摺動部材８に押し込むように操作する。これによって、カッタ管体６を押し出
して、穿刺用管体５の吸引孔５ｂを通過させる位置まで前進する。その結果、刃先６ａに
より体内組織Ｔが切り取られて、穿刺用管体５内に取り込まれる。そして、カッタ管体６
に負圧吸引力を作用させた状態に保持したまま、カテーテル２を体腔内から取り出すこと
によって、組織Ｔの採取が行われる。このようにしてカテーテル２を体腔外に取り出した
後に、カッタ管体６に加圧力を作用させると、採取された組織Ｔを例えば試験管等に移し
替えることができる。
【００１８】
以上のように、組織Ｔを採取するには、カッタ管体６に負圧吸引力を作用させる必要があ
り、第２の摺動部材９には、負圧吸引力を作用させるための注射筒装置１０の接続部９ａ
が設けられており、この注射筒装置１０は接続部９ａに着脱可能に接続されるものである
。
【００１９】
そこで、図３に注射筒装置１０の基本構成を示す。注射筒装置１０は外筒１１と内筒１２
とから構成される。外筒１１は、その先端側の端壁に筒先１３が連設されており、この筒
先１３は先細のテーパ状に形成したものであり、組織採取装置１の操作部３を構成する第
２の摺動部材９に設けた接続部９ａにルアーロック機構等によって着脱可能に連結される
。外筒１１の基端側の開口部には操作力作用部としてのフランジ部１４が形成されており
、このフランジ部１４は流体圧送用として使用する場合には指掛け部として機能するもの
である。
【００２０】
外筒１１の基端部は開口しており、その内部に内筒１２が挿入されている。この内筒１２
は軸部１５の先端にピストン部１６を連結して設けたものである。軸部１５は円形ロッド
状等の形状となったものがあるが、軽量で、しかも曲げ方向に強度を持たせるために、図
示したものにあっては、十文字状の部材からなり、その途中位置には２～３箇所において
、円板状の補強部１７が連設されている。さらに、軸部１５の基端部には円形の指当て部
１８が連設されており、この指当て部１８も操作力作用部であって、流体圧送用として使
用する場合の指当て部として機能するものである。
【００２１】
従って、この注射筒装置１０は、内筒１２を外筒１１に組み込んで、外筒１１の内部にお
いて、内筒１２のピストン部１６により区画形成される流体室に薬液等を収容させておき
、人差し指と中指とを外筒１１の両側に位置させて、それぞれフランジ部１４に当接させ
ると共に、指当て部１８に親指を当接させることにより、この注射筒装置１０を安定した
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状態で保持できる。指当て部１８を押し込むように操作すると、流体室内の薬液が筒先１
３から吸引通路６に向けて圧送される。従って、この注射筒装置１０は流体圧送用の注射
筒として機能するものである。
【００２２】
内筒１２のピストン部１６を外筒１１に対して引き出す方向に変位させれば、流体室の容
積が拡大することになるので、吸引用注射筒としても機能させることができる。ただし、
この場合には、内筒１２を引き出す方向に操作することから、注射筒装置１０の操作は片
手では行えず、一方の手で外筒１１を固定的に保持した状態で、他方の手で内筒１２を引
き出す方向に操作することになる。
【００２３】
ところで、前述したように、細胞採取装置１に接続され、組織Ｔを吸引するために前述し
た構成の注射筒装置１０を用いる場合には、吸引操作を行う際は両手で操作するにしろ、
組織採取装置１のカテーテル２を体外に取り出すまでは、注射筒装置１０をそのままの状
態、つまり流体室に負圧が作用している状態に保持しなければならない。もし、注射筒装
置１０から手を離すと、流体室内の負圧の作用で内筒１２は外筒１１内に引き込まれて、
カッタ筒体６内に取り込んだ組織Ｔが穿刺用管体５の先端の開口から送り出されるように
なる。
【００２４】
　そこで、本発明においては、簡単な機構で、しかも簡単な操作により注射筒装置１０に
おける内筒１２を外筒１１に対して所定の位置まで引き出した状態にして、内筒１２と外
筒１１とをその状態で固定的に保持できるようにしている。このために、注射筒装置１０
には、内筒１２を所定の位置に保持する
ストッパ手段は、基本的には、 内筒１２における軸部１５に
設けた円板状の補強部１７と

そこで、以下においては、ストッパ手段の第１の形態として図４乃至図
６に示したフック方式、第２の形態として図７乃至図９に示した弾性ストッパ方式、さら
に第３の形態として図１０乃至図１１に示したスライド方式を例示する。ただし、ストッ
パ手段の構成としては、これらの具体例に限定されるものではないことは言うまでもない
。
【００２５】
まず、ストッパ手段の第１の実施の形態としては、図４に示したフックユニット２０が用
いられる。このフックユニット２０は、フック本体２１にフック２２を揺動可能に装着し
たものである。フック本体２１は外筒１１に固定的に保持されるものである。従って、フ
ック本体２１は、概略門形をしており、内側は外筒１１の外径とほぼ同じ円弧形状となっ
ており、この円弧は好ましくは１８０°分乃至それ以下の円弧面２１ａとする。また、フ
ック本体２１の下端面から所定の位置まではスリット２１ｂ，２１ｂが形成されており、
このスリット２１ｂは外筒１１に設けたフランジ部１４を挿通させるためのものである。
ここで、フランジ部１４における指掛け面には滑り止め用の突条１４ａが複数箇所形成さ
れており、スリット２１ｂの幅寸法はこのフランジ部１４の厚みと突条１４ａの突出高さ
の合計の寸法より僅かに小さくなっている。従って、フック本体２１を外筒１１に装着し
た時には、フランジ部１４がスリット２１ｂ内に入り込み、しかも突条１４ａの先端によ
りスリット２１ｂは若干押し広げられるようになるから、フック本体２１は外筒１１に極
めて強固に固定される。
【００２６】
フック本体２１の上面部には溝２１ｃが形成されており、フック２２はこの溝２１ｃの内
部に揺動可能に装着されている。フック２２は断面がコ字状のものであり、図５から明ら
かなように、フック本体２１には、溝２１ｃの幅方向に貫通するように揺動軸２３が装着
されており、フック２２はこの揺動軸２３に揺動可能に支持されている。このために、フ
ック２２の中間部には張り出し部２２ａ，２２ａが設けられており、揺動軸２３はこの張
り出し部２２ａ，２２ａに挿通されている。さらに、揺動軸２３にはフック２２の張り出
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ストッパが装着される。このストッパを構成する
外筒１１のフランジ部１４と

に係合して、外筒１１に対して内筒１２を所定の位置に保持
するものである。



し部２２ａ，２２ａ間の位置にフック２２に対して付勢力を作用させるための捩りコイル
ばね２４が取り付けられている。
【００２７】
そして、図５に示したように、フックユニット２０を注射筒装置１０の外筒１１に装着し
た状態では、捩りコイルばね２４の作用によりフック２２は溝２１ａのエッジ部分に当接
する位置に保持される。この状態では、フック２２はその先端部２２ｂが内筒１２の軸部
１５側に向くように傾斜している。この状態においては、フック２２の先端部２２ｂは内
筒１２の軸部１５に対しては非接触状態となるが（十文字に形成した軸部では、板面と板
面との間の空間部に位置し）、補強部１７とは係合する位置に配置される。
【００２８】
ストッパ手段を以上のように構成することによって、図５に示したように、ピストン部１
６が外筒１１の筒先１３近傍位置にまで押し込まれた状態から、図６に示したように、内
筒１２を引き出して、ピストン部１６を外筒１１に対して摺動変位させて、所定の位置ま
で引き出すと、流体室の容積が拡大することになって、この容積の拡大に応じた負圧吸引
力が発生する。
【００２９】
内筒１２を外筒１１から引き出す際において、フック２２は外筒１１の内部に向けて突出
しているが、このフック２２は内筒１２の軸部１５とは非当接状態となっているので、円
滑に内筒１２を引き出すことができる。軸部１５には補強部１７が設けられており、フッ
ク２２はこの補強部１７と当接する。しかしながら、フック２２は捩りコイルばね２４の
付勢力に抗して図５に矢印で示した方向に回動できることから、フック２２は補強部１７
を乗り越えることができる。そして、補強部１７を乗り越えた後には、フック２２は捩り
コイルばね２４の作用により元の状態に復帰する。
【００３０】
軸部１５において、いずれかの補強部１７をフック２２が乗り越える位置まで内筒１２を
引き出した後に、内筒１２に作用させた力を解除すると、フック２２が補強部１７に当接
することになって、その位置で停止する。従って、流体室の内部に負圧が作用している状
態でも、また切り取られた組織Ｔがカッタ筒体６の内奥まで引き込まれて、この組織Ｔの
位置から先端側が負圧状態になっていても、内筒１２は外筒１１内に引き込まれる方向に
変位することはない。また、勿論内筒１２には外筒１１内に引き込む力が作用しているの
で、内筒１２が外筒１１から引き出される方向にも移動するおそれもない。その結果、術
者等は、片手で外筒１１を把持し、他方の手で内筒１２を引き出すように操作した後には
、注射筒装置１０から手を離しても、カテーテル２内に取り込まれた組織Ｔは安定状態に
保持される。
【００３１】
次に、ストッパ手段の第２の実施の形態は、図７に示したように、弾性部材をＶ字形状に
曲成したピンセット型の弾性ストッパ３０を用いるようにしている。ここで、弾性ストッ
パ３０は内筒１２の軸部１５における前後の補強部１７，１７間の間隔と同じか、それよ
り短い長さを有するものであり、その折り返し部はピストン部１６とは反対側に向けるよ
うにして、軸部１５を構成する１つの板面の表裏両側に２個装着されるようになっている
。そして、弾性ストッパ３０は、その自由状態では図７に仮想線で示したように、内筒１
２を外筒１１に挿入した状態では、その軸部１５の板面の位置から外筒１１のフランジ部
１４の途中位置までの幅だけ拡開可能になっている。以上の構成を有する弾性ストッパ３
０は、その一側は軸部１５の板面に接着の手段で固着した固着部３０ａとなし、他側は自
由状態に保持した弾発部３０ｂとする。なお、固着部３０ａは、その弾性により軸部１５
から離脱しないように保持されている場合には、必ずしも固着する必要はない。
【００３２】
図８に示したように、内筒１２を外筒１１内に押し込む際には、弾性ストッパ３０は、弾
発部３０ｂを固着部３０ａ側に弾性変形させる。これによって、軸部１５は弾性ストッパ
３０を含めて外筒１１の内部に収容される。そして、外筒１１内において、ピストン部１
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６により形成される流体室を拡張させて、この流体室内に負圧を発生させるべく内筒１２
を外筒１１から引き出すと、軸部１５において、前後の補強部１７，１７間に設けた弾性
ストッパ３０もこれと共に引き出されることになる。
【００３３】
弾性ストッパ３０が完全に外部に露出する位置まで内筒１２が引き出されると、この弾性
ストッパ３０の弾発部３０ｂに対する規制が解除されて、固着部３０ａから離間する方向
に弾性変形する。その結果、図９に示したように、弾発部３０ｂの先端が外筒１１に連設
したフランジ部１４上に乗り上げることになる。ここで、流体室内は負圧状態となってい
るので、内筒１２を外筒１１の内部に引き込もうとする方向に流体圧が作用することにな
るが、弾性ストッパ３０における弾発部３０ｂの先端がフランジ部１４に圧接される一方
、弾発部３０ｂから固着部３０ａへの折り返し部が補強部１７に圧接されて、この状態に
保持される。従って、術者等が注射筒装置１０から手を外したとしても、内筒１２がみだ
りに外筒１１内に引き込まれるおそれはない。また、内筒１２には、外筒１１内に引き込
まれる方向に流体圧が作用しているので、内筒１２は外筒１１から引き出される方向にも
動くことはない。
【００３４】
さらに、本発明の第３の実施の形態としては、図１０に示したように、スライド式のスト
ッパリング４０を用いて、内筒１２が外筒１１から所定量引き出された状態に保持できる
ように構成している。ここで、ストッパリング４０は、その板厚方向に貫通する長孔４１
を有し、この長孔４１は注射筒装置１０の外筒１１を挿通させる直径を有するものであり
、その一側には第１の円弧面部４１ａ、他側には第２の円弧面部４１ｂが形成され、これ
ら両円弧面部４１ａ，４１ｂ間は所定の長さの直線部となっている。両円弧面部４１ａ，
４１ｂは概略外筒１１の外面と同じ曲率半径を有するものであり、その間の直線部の幅寸
法は外筒１１の直径とほぼ同じ寸法となっている。外筒１１は長孔４１に沿って第１の円
弧面部４１ａに当接する位置から、第２の円弧面部４１ｂに当接する位置まで移動可能と
なっている。ストッパリング４０には、さらに外筒１１に連設したフランジ部１４を挿通
させる幅を有するスリットが形成されており、かつその一端面側にはフランジ部１４の幅
寸法より僅かに広い切り欠き溝４２が形成されている。スリットは、この切り欠き溝４２
を境として第１の円弧面部４１ａ側ではストッパ非作動側スリット４３ａとなり、また第
２の円弧面部４１ｂ側ではストッパ作動側スリット４３ｂとなり、このストッパ作動側ス
リット４３ｂが位置する側の切り欠き溝４２の端面にはストッパ突起４４が形成されてい
る。
【００３５】
注射筒装置１０を構成する外筒１１はストッパリング４０の長孔４１内に挿入するように
して組み込まれる。外筒１１をストッパリング４０に挿入する際には、このストッパリン
グ４０の長孔４１における直線部の位置に挿入することによって、フランジ部１４が切り
欠き溝４２内に挿入される。そして、図１１に示したように、外筒１１を第１の円弧面部
４１ａ側に当接させると、フランジ部１４はストッパ非作動側スリット４３ａ内に挿入さ
れる。その結果、外筒１１にストッパリング４０内で安定した状態に保持される。そして
、この状態では、外筒１１内に設けた内筒１２は何等の障害もなく押し引き操作できる。
【００３６】
内筒１２を外筒１１から引き出すことによって、流体室内に負圧吸引力を作用させること
ができる。そして、内筒１２の軸部１５に設けた補強部１７が外筒１１のフランジ部１４
より外側に位置するまでストロークさせた後に、ストッパリング４０を外筒１１の軸線と
直交する方向に押動すると、この外筒１１は第２の円弧面４１ｂに当接する位置にまでス
ライド変位することになり、この時にはフランジ部１４はストッパ作動側スリット４３ｂ
内に挿入される。切り欠き溝４２には、このストッパ作動側スリット４３ｂ側からストッ
パ突起４４が突出しているので、このストッパ突起４４が内筒１２の軸部１５における補
強部１７のピストン部１６側を向いた面に係合する。その結果、内筒１２はその位置に固
定され、流体室内に負圧が作用し、内筒１２を外筒１１内に引き込もうとする力が作用す
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るにも拘らず、内筒１２に対する引っ張り力を解除しても、この内筒１２はみだりに動く
ことはない。
【００３７】
【発明の効果】
本発明は以上のように構成したので、内筒を外筒から所定の位置まで引き出す操作を行っ
た時に、自動的に、または簡単な操作により内筒を外筒から所定量引き出した位置に固定
的に保持できる等の効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の一形態を示す注射筒装置が装着される組織採取装置の全体構成図
である。
【図２】図１の組織採取装置により体内組織を採取しようとする状態を示すカテーテルの
先端部分の断面図である。
【図３】注射筒装置の全体構成図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態を示すストッパ手段の外観図である。
【図５】図４のストッパ手段を注射筒装置に組み込んで、ストッパ手段を非作動状態とし
た断面図である。
【図６】図４のストッパ手段を注射筒装置に組み込んで、ストッパ手段を作動状態とした
断面図である。
【図７】本発明の第２の実施の形態を示すストッパ手段の外観図である。
【図８】図７のストッパ手段を注射筒装置に組み込んで、ストッパ手段を非作動状態とし
た断面図である。
【図９】図７のストッパ手段を注射筒装置に組み込んで、ストッパ手段を作動状態とした
断面図である。
【図１０】本発明の第３の実施の形態を示すストッパ手段の外観図である。
【図１１】図１０のストッパ手段を注射筒装置に組み込んで、ストッパ手段を非作動状態
とした断面図である。
【図１２】図１０のストッパ手段を注射筒装置に組み込んで、ストッパ手段を作動状態と
した断面図である。
【符号の説明】
１　組織採取装置　　　　　１０　注射筒装置
１１　外筒　　　　１２　内筒
１４　フランジ部　　　　１５　軸部
１６　ピストン部　　　　１７　補強部
１８　指当て部　　　　２０　フックユニット
２１ａ　円弧面　　　　　２１ｂ　スリット
２２　フック　　　　２３　揺動軸
２４　捩りコイルばね　　　　　３０　弾性ストッパ
３０ａ　固着部　　　　　３０ｂ　弾発部
４０　ストッパリング　　　　４１　長孔
４１ａ　第１の円弧面　　　　４１ｂ　第２の円弧面
４２　切り欠き溝　　　　４３ａ　ストッパ非作動側スリット
４３ｂ　ストッパ作動側スリット　　　　４４　ストッパ突起
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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