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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一方の管状部材に接続されるとともに、雌ルアーコネクターに結合されることによって
前記一方の管状部材と前記雌ルアーコネクターに接続された他方の管状部材とを連通させ
る雄ルアーコネクターであって、
　後部が前記一方の管状部材に接続された基端連結部と、前記基端連結部の前部から前方
に延び前記基端連結部との境界部を液密的に密閉した状態で前記基端連結部に対して相対
的に変位可能な円筒状の先端支持部とを備えた雄ルアーコネクター本体と、
　先端側部分を前記先端支持部の先端から突出させた状態で前記先端支持部の内部に軸方
向に摺動可能に設けられ前記先端側部分の外周面が後部側から先端側に向かって徐々に細
くなるテーパ状に形成され、前記雌ルアーコネクターに形成されたテーパ状の内周面に液
密的に接触可能な略円筒状の雄ルアー部と、
　前記雄ルアーコネクター本体および前記雄ルアー部の内部に設けられ、先端部で前記雄
ルアー部の先端開口を液密的に閉塞できる雄ルアー閉塞部と、
　前記基端連結部に対する前記先端支持部の変位を利用して前記雄ルアー閉塞部を前記雄
ルアー部に対して相対的に軸方向に移動させることにより前記雄ルアー閉塞部の先端部を
前記雄ルアー部の先端開口に対して進退させる移動機構と、
　前記雄ルアーコネクター本体の内部における前記基端連結部と前記先端支持部との境界
近傍部分に設けられ、前記雄ルアーコネクター本体内の流路を塞ぐことができるとともに
前記雄ルアー部が押圧されて後方に移動したときに前記雄ルアー部の押圧により開口する
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伸縮穴部を備えた弾性シール部とを備え、
　前記雄ルアー閉塞部を前記弾性シール部の伸縮穴部内に貫通させたことを特徴とする雄
ルアーコネクター。
【請求項２】
　前記雄ルアー部を後方に移動させる力を解除すると、前記弾性シール部の復元力により
前記雄ルアー部が前方に押し戻され、前記弾性シール部の伸縮穴部の周面と前記雄ルアー
閉塞部との間が液密的に密閉されるようにした請求項１に記載の雄ルアーコネクター。
【請求項３】
　前記移動機構を、前記基端連結部を前記先端支持部に対して軸周り方向に回転可能にし
て、前記基端連結部の内周面の所定部分に内ねじ部を設けるとともに、前記雄ルアー閉塞
部の後端側部分に前記内ねじ部と螺合可能な外ねじ部を設けて前記雄ルアー閉塞部を前記
基端連結部に対して移動可能にすることにより構成し、前記内ねじ部と前記外ねじ部とを
螺合させた状態で前記基端連結部を前記先端支持部に対して軸周り方向に回転させること
により、前記雄ルアー閉塞部の先端部を前記雄ルアー部の先端開口に対して進退させるよ
うにした請求項１または２に記載の雄ルアーコネクター。
【請求項４】
　前記移動機構を、前記基端連結部に対して前記先端支持部を軸方向に移動可能にすると
ともに、前記基端連結部の所定部分に前記雄ルアー閉塞部の後端側部分を固定することに
より構成し、前記基端連結部に対して前記先端支持部を軸方向に移動させることにより、
前記雄ルアー閉塞部の先端部を前記雄ルアー部の先端開口に対して進退させるようにした
請求項１または２に記載の雄ルアーコネクター。
【請求項５】
　前記移動機構を、前記基端連結部を前記先端支持部に対して軸周り方向に回転可能にし
て、前記基端連結部の外周面に外ねじ部を設けるとともに、前記先端支持部の内周面に前
記基端連結部の前記外ねじ部と螺合可能な内ねじ部を設け、前記基端連結部の所定部分に
前記雄ルアー閉塞部の後端側部分を固定することにより構成し、前記基端連結部を前記先
端支持部に対して軸周り方向に回転させることにより、前記雄ルアー閉塞部の先端部を前
記雄ルアー部の先端開口に対して進退させるようにした請求項１または２に記載の雄ルア
ーコネクター。
【請求項６】
　前記雌ルアーコネクターの外周面に被係合ねじ部が形成されており、内周面に前記被係
合ねじ部と係合可能な係合ねじ部が形成されたロックリングを前記先端支持部の外周側で
軸周り方向に回転可能にした状態で取り付け、前記係合ねじ部を前記被係合ねじ部に螺合
させることにより前記雄ルアーコネクターを前記雌ルアーコネクターに接続できるように
した請求項１ないし５のうちのいずれか一つに記載の雄ルアーコネクター。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一方の管状部材の先端に接続され、他方の管状部材に接続された雌ルアーコ
ネクターに結合されることによって一方の管状部材と他方の管状部材とを連通させる雄ル
アーコネクターに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、患者に対して薬液や血液等の液体を、チューブを備えた輸液ラインまたは輸
血ラインを用いて供給することが行われている。このような場合に、輸液ライン等を構成
する各チューブの端部にそれぞれ接続され互いに結合されることにより両チューブを連通
させる雄ルアーコネクターと雌ルアーコネクターとからなる医療用接続具が用いられてい
る（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　この医療用接続具が備える雄ルアーコネクターは、雌ルアーコネクターの内周面に液密
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的に結合できるルアーテーパ状の外壁をした雄ルアー部（連通パイプ）と、雄ルアー部の
外周側に設けられ、内周面に雌ルアーコネクターの外壁に形成されたネジ条と係合できる
ネジ条が形成されたロックリング（外側キャップ）とで構成されている。そして、雄ルア
ー部の外周面における雌ルアーコネクターの内周面に対向する部分の後端部に滅菌剤を含
有した環状の多孔材が設けられている。
【特許文献１】特開平５―３１１８０号公報
【発明の開示】
【０００４】
　しかしながら、前述した従来の雄ルアーコネクターでは、雄ルアー部と雌ルアーコネク
ターの内周面との間には、滅菌剤を含有する多孔材が設けられて菌が繁殖することが防止
されるが、雄ルアー部の先端開口には、このような滅菌のための部材は設けられていない
。このため、前述した従来の雄ルアーコネクターでは、雌ルアーコネクターと結合されて
いないときには、雄ルアー部の先端が開口しているため外部の空気に接触し、雄ルアー部
の先端開口やその内部に菌が繁殖するおそれが生じる。
【０００５】
　また、従来の雄ルアーコネクターを用いてプライミングを行う場合に、雄ルアー部内に
完全に薬液を充填させるためには、雄ルアー部の先端開口から薬液がこぼれるまで雄ルア
ー部内に薬液を充填し、薬液がこぼれた段階で充填を停止させるようになる。このため、
薬液の一部が無駄に消費されるという問題も生じる。また、プライミングの際に、雄ルア
ー部の先端開口から薬液がこぼれ、雄ルアーコネクターにおけるこぼれた薬液が付着した
部分に菌が繁殖するおそれも生じる。
【０００６】
　本発明はこのような事情に鑑みなされたもので、その目的は、菌の繁殖を防止でき、か
つ薬液を無駄に消費することを防止できる雄ルアーコネクターを提供することにある。
【０００７】
　前述した目的を達成するため、本発明に係る雄ルアーコネクターの構成上の特徴は、一
方の管状部材に接続されるとともに、雌ルアーコネクターに結合されることによって一方
の管状部材と雌ルアーコネクターに接続された他方の管状部材とを連通させる雄ルアーコ
ネクターであって、後部が一方の管状部材に接続された基端連結部と、基端連結部の前部
から前方に延び基端連結部との境界部を液密的に密閉した状態で基端連結部に対して相対
的に変位可能な円筒状の先端支持部とを備えた雄ルアーコネクター本体と、先端側部分を
先端支持部の先端から突出させた状態で先端支持部の内部に軸方向に摺動可能に設けられ
先端側部分の外周面が後部側から先端側に向かって徐々に細くなるテーパ状に形成され、
雌ルアーコネクターに形成されたテーパ状の内周面に液密的に接触可能な略円筒状の雄ル
アー部と、雄ルアーコネクター本体および雄ルアー部の内部に設けられ、先端部で雄ルア
ー部の先端開口を液密的に閉塞できる雄ルアー閉塞部と、基端連結部に対する先端支持部
の変位を利用して雄ルアー閉塞部を雄ルアー部に対して相対的に軸方向に移動させること
により雄ルアー閉塞部の先端部を雄ルアー部の先端開口に対して進退させる移動機構と、
雄ルアーコネクター本体の内部における基端連結部と先端支持部との境界近傍部分に設け
られ、雄ルアーコネクター本体内の流路を塞ぐことができるとともに雄ルアー部が押圧さ
れて後方に移動したときに雄ルアー部の押圧により開口する伸縮穴部を備えた弾性シール
部とを備え、雄ルアー閉塞部を弾性シール部の伸縮穴部内に貫通させたことにある。
【０００８】
　前述したように構成した本発明に係る雄ルアーコネクターでは、雄ルアーコネクター本
体および雄ルアー部の内部に設けた雄ルアー閉塞部を移動機構の操作により雄ルアー部に
対して相対的に所定の方向に移動させることにより、雄ルアー閉塞部の先端部で雄ルアー
部の先端開口を液密的に閉塞することができる。このようにして液体の吐出口となる雄ル
アー部の先端開口を液密的に閉塞できるため、雄ルアーコネクターの不使用時に雄ルアー
部の先端開口における菌の繁殖を抑制できる。また、プライミングを行うときなどに、雄
ルアー部の先端開口から気体は通過させるが液体は通過させない構造にすることにより雄
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ルアーコネクターの流路内の薬液が雄ルアー部の先端開口から外部にこぼれることはなく
なる。この結果、薬液がこぼれて雄ルアーコネクターの外表面に付着し、付着部分から菌
が繁殖するといったことを防止できる。また、薬液がこぼれて無駄になることも少なくな
る。
【０００９】
　また、雄ルアー閉塞部によって雄ルアー部の先端開口が液密的に閉塞された状態から、
移動機構により雄ルアー閉塞部を雄ルアー部に対して相対的に前述した所定の方向と反対
の方向に移動させることにより、雄ルアー閉塞部を雄ルアー部の先端開口から離して雄ル
アー部の先端開口を開放させることができる。したがって、雄ルアーコネクターを雌ルア
ーコネクターと結合するときは前述したようにして雄ルアー部の先端開口を開放すること
によって、液体を雄ルアーコネクターから雌ルアーコネクター側に流通させることができ
る。
【００１０】
　また、移動機構の操作による雄ルアー閉塞部と雄ルアー部との相対的な移動が、基端連
結部に対する先端支持部の相対的な変位を利用して行われるため、雄ルアー閉塞部と雄ル
アー部との位置関係（雄ルアー部の先端開口が開口状態であるか閉口状態であるか）の確
認が容易になる。これによって、雄ルアーコネクターの誤操作を低減できる。なお、この
場合の雄ルアー部の先端開口の開閉は、先端支持部内の所定部分に位置する雄ルアー部に
対して雄ルアー閉塞部を移動させることによって行ってもよいし、基端連結部側に固定さ
れた雄ルアー閉塞部に対して雄ルアー部を先端支持部とともに移動させることにより行っ
てもよい。また、雄ルアー閉塞部としては、棒状や円筒状等の細長い部材でかつ先端部で
雄ルアー部の先端開口を液密的に閉塞できるものであればよい。
【００１１】
　また、本発明に係る雄ルアーコネクターでは、雄ルアーコネクター本体の内部における
基端連結部と先端支持部との境界近傍部分に、雄ルアーコネクター本体内の流路を塞ぐこ
とができるとともに雄ルアー部が押圧されて後方に移動したときに雄ルアー部の押圧によ
り開口する伸縮穴部を備えた弾性シール部を設け、雄ルアー閉塞部を弾性シール部の伸縮
穴部内に貫通させている。
【００１２】
　これによると、雄ルアー部と雄ルアー閉塞部との双方が前方に位置して雄ルアー閉塞部
の先端部が雄ルアー部の先端開口を閉塞したときに、弾性シール部の伸縮穴部の内周面が
雄ルアー閉塞部に密着して雄ルアーコネクター本体内の流路も閉塞される。また、雄ルア
ー部が後退して弾性シール部の伸縮穴部を開口させた状態で、雄ルアー閉塞部が雄ルアー
部に対して相対的に後退して雄ルアー部の先端開口が開口すると、弾性シール部の伸縮穴
部と雄ルアー部の先端開口との双方が開口する。このため、雄ルアーコネクターから雌ル
アーコネクターへの液体の供給やその停止をより確実に行うことができる。
【００１３】
　また、本発明に係る雄ルアーコネクターのさらに他の構成上の特徴は、雄ルアー部を後
方に移動させる力を解除すると、弾性シール部の復元力により雄ルアー部が前方に押し戻
され、弾性シール部の伸縮穴部の周面と雄ルアー閉塞部との間が液密的に密閉されるよう
にしたことにある。これによると、雄ルアー部に後方に向う押圧力がかかっていないとき
には、弾性シール部が雄ルアー部の後端開口を閉塞した状態を保つことができる。
【００１４】
　また、本発明に係る雄ルアーコネクターのさらに他の構成上の特徴は、移動機構を、基
端連結部を先端支持部に対して軸周り方向に回転可能にして、基端連結部の内周面の所定
部分に内ねじ部を設けるとともに、雄ルアー閉塞部の後端側部分に内ねじ部と螺合可能な
外ねじ部を設けて雄ルアー閉塞部を基端連結部に対して移動可能にすることにより構成し
、内ねじ部と外ねじ部とを螺合させた状態で基端連結部を先端支持部に対して軸周り方向
に回転させることにより、雄ルアー閉塞部の先端部を雄ルアー部の先端開口に対して進退
させるようにしたことにある。
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【００１５】
　これによると、基端連結部を先端支持部に対して軸周り方向に回転させるだけの簡単な
操作で、雄ルアー閉塞部の先端部を雄ルアー部の先端開口に対して進退させて雄ルアー部
の先端開口を開閉することができる。この場合、基端連結部の内周面における内ねじ部の
前部側に雄ルアー閉塞部の後端側部分が軸方向に移動できる遊び面を設けるとともに、雄
ルアー閉塞部の先端部が雄ルアー部の先端開口から先方に突出できないように構成するこ
とが好ましい。これによると、雄ルアー部を後方に移動させたときに、雄ルアー閉塞部は
雄ルアー部の先端開口を閉塞したまま雄ルアー部とともに後方に移動し、弾性シール部の
伸縮穴部は開口する。そして、基端連結部を回転することにより雄ルアー部の先端開口を
開口させることができる。このため、弾性シール部の伸縮穴部と、雄ルアー部の先端開口
とを段階的に開口させることができる。
【００１６】
　また、本発明に係る雄ルアーコネクターのさらに他の構成上の特徴は、移動機構を、基
端連結部に対して先端支持部を軸方向に移動可能にするとともに、基端連結部の所定部分
に雄ルアー閉塞部の後端側部分を固定することにより構成し、基端連結部に対して先端支
持部を軸方向に移動させることにより、雄ルアー閉塞部の先端部を雄ルアー部の先端開口
に対して進退させるようにしたことにある。
【００１７】
　これによると、基端連結部に対して先端支持部を軸方向に移動させるだけの簡単な操作
で、雄ルアー閉塞部の先端部を雄ルアー部の先端開口に対して進退させて雄ルアー部の先
端開口を開閉することができるため、雄ルアー部の先端開口の開閉操作が容易になるとと
もに、雄ルアーコネクターの構造も簡単にすることができる。
【００１８】
　また、本発明に係る雄ルアーコネクターのさらに他の構成上の特徴は、移動機構を、基
端連結部を先端支持部に対して軸周り方向に回転可能にして、基端連結部の外周面に外ね
じ部を設けるとともに、先端支持部の内周面に基端連結部の外ねじ部と螺合可能な内ねじ
部を設け、基端連結部の所定部分に雄ルアー閉塞部の後端側部分を固定することにより構
成し、基端連結部を先端支持部に対して軸周り方向に回転させることにより、雄ルアー閉
塞部の先端部を雄ルアー部の先端開口に対して進退させるようにしたことにある。
【００１９】
　これによると、基端連結部を先端支持部に対して軸周り方向に回転させるだけの簡単な
操作で、雄ルアー閉塞部の先端部を雄ルアー部の先端開口に対して進退させて雄ルアー部
の先端開口を開閉することができる。この場合、弾性シール部の伸縮穴部と、雄ルアー部
の先端開口との開閉は同時に行われるようになる。
【００２０】
　また、本発明に係る雄ルアーコネクターのさらに他の構成上の特徴は、雌ルアーコネク
ターの外周面に被係合ねじ部が形成されており、内周面に被係合ねじ部と係合可能な係合
ねじ部が形成されたロックリングを先端支持部の外周側で軸周り方向に回転可能にした状
態で取り付け、係合ねじ部を被係合ねじ部に螺合させることにより雄ルアーコネクターを
雌ルアーコネクターに接続できるようにしたことにある。
【００２１】
　これによると、雌ルアーコネクター内に雄ルアー部を入れて係合ねじ部と被係合ねじ部
とを係合させることにより、雄ルアーコネクターと雌ルアーコネクターとを確実に結合さ
せることができる。この場合、雌ルアーコネクターの内周面と雄ルアー部の外周面とが液
密的に接触したときに、雄ルアー部が後退して弾性シール部の伸縮穴部を開口するように
しておき、その状態で移動機構を操作して雄ルアー部の先端開口から雄ルアー閉塞部の先
端部を後退させて先端開口を開口させることにより、雄ルアーコネクターと雌ルアーコネ
クターとを連通させることができるようにすることが好ましい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
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（第１実施形態）
　以下、本発明の第１実施形態に係る雄ルアーコネクターを図面を用いて詳しく説明する
。図１および図２は、同実施形態に係る雄ルアーコネクターＡを示している。雄ルアーコ
ネクターＡは、略円筒状に形成された雄ルアーコネクター本体１０と、図３、図５、図７
および図９に示したように、雄ルアーコネクター本体１０の内部の略中央に設けられた弾
性シール部２０と、雄ルアーコネクター本体１０の内部における弾性シール部２０の前部
側から雄ルアーコネクター本体１０の先端側外部にかけて設けられた略円筒状の雄ルアー
部２５と、雄ルアーコネクター本体１０および雄ルアー部２５の内部に設けられた棒状の
雄ルアー閉塞部３０と、雄ルアーコネクター本体１０の先端側外周に取り付けられたロッ
クリング３５とで構成されている。
【００２３】
　雄ルアーコネクター本体１０は、本発明の一方の管状部材としてのチューブ１１に接続
された基端側部分から先端側に向って徐々に直径が大きくなった略円筒状の基端連結部１
２と、基端連結部１２の先端部から前方に延びる段付き円筒状の先端支持部１３とで構成
されている。なお、本発明では、雄ルアーコネクターＡにおいては、図１および図３ない
し図１６の左側を前方または先端側として右側を後方または基端側とし、後述する雌ルア
ーコネクター４０においては、図３ないし図１６の左側を後方または基端側として右側を
前方または先端側として説明する。
【００２４】
　基端連結部１２の内部には、薬液を通すための流路１４が形成されており、その先端側
部分は後端側部分よりも直径の大きな空間部となるように形成されている。そして、基端
連結部１２内の流路１４における細径の後端側部分と大径の先端側部分との間に、流路１
４の後端側部分よりも直径がやや大きく、先端側部分よりも直径が小さな流路１４ａが形
成されている。そして、基端連結部１２の内周面における流路１４ａが形成された部分の
後部側には、内ねじ部１５が形成され、基端連結部１２の内周面における流路１４ａが形
成された部分の前部側部分には滑らかな曲面からなる遊び面１５ａが形成されている。
【００２５】
　また、基端連結部１２の後端側部分における流路１４の細径部分の外周側部分には後部
側から先端側に向かって延び後端部が開口した固定用凹部１２ａが円周に沿って形成され
ており、この固定用凹部１２ａにチューブ１１の先端部を係合させることにより、基端連
結部１２は、チューブ１１に連結されている。そして、基端連結部１２の先端内周面側に
は基端連結部１２の先端側から後部側に向って延び先端部が開口した係合用凹部１６が円
周に沿って形成されている。
【００２６】
　また、基端連結部１２における係合用凹部１６が形成された部分の外周側壁部には、軸
周り方向に１８０度の間隔を保って一対のガイド穴１６ａ，１６ａが基端連結部１２の外
周面と係合用凹部１６との間を貫通して形成されている。この一対のガイド穴１６ａ，１
６ａは、それぞれ基端連結部１２の軸周り方向に延びる長細い長円形に形成されている。
また、基端連結部１２における係合用凹部１６が形成された部分の内周側壁部の先端部は
、ガイド穴，１６ａ，１６ａの後端部に対応する部分までしか延びておらず、この内周側
壁部は、係合用凹部１６が形成された部分の外周側壁部よりも短くなっている。
【００２７】
　先端支持部１３は、軸周り方向に回転可能な状態で基端連結部１２に連結された二段状
の円筒体で構成されており、基端連結部１２の係合用凹部１６に軸周り方向に回転可能な
状態で支持される大径の摺動部１７と、摺動部１７の先端中央から前方に延びる細径の支
持部１８とで構成されている。摺動部１７の後端内周面側には摺動部１７の後端側から前
部側に向って延び後端部が開口した固定用凹部１７ａが円周に沿って形成されている。そ
して、摺動部１７における固定用凹部１７ａが形成された部分の外周面には、軸周り方向
に１８０度の間隔を保って、ガイド穴１６ａ，１６ａ内で移動可能な状態でガイド穴１６
ａ，１６ａに係合する一対のガイド突起１９ａ，１９ａが形成されている。
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【００２８】
　また、摺動部１７における固定用凹部１７ａが形成された部分の内周側壁部の後端部は
、ガイド突起１９ａ，１９ａの前端部に対応する部分までしか延びておらず、この内周側
壁部は固定用凹部１７ａが形成された部分の外周側壁部よりも短くなっている。そして、
摺動部１７は、外周側壁部の後端側部分を係合用凹部１６内に入れ、ガイド突起１９ａ，
１９ａをそれぞれ対応するガイド穴１６ａ，１６ａの内部に位置させた状態で基端連結部
１２に液密的に連結されている。そして、固定用凹部１７ａには、弾性シール部２０が周
縁部を挿し込んだ状態で固定されている。
【００２９】
　すなわち、弾性シール部２０の周縁部を固定用凹部１７ａ内に挿し込んで、弾性シール
部２０を摺動部１７に固定し、その状態の摺動部１７の後端部を基端連結部１２の前端部
に取り付けることにより、弾性シール部２０は、係合用凹部１６が形成された部分の内周
側壁部の先端部に当接して固定用凹部１７ａから外れることを防止されている。この弾性
シール部２０は、弾性および伸縮性を備えた略円板状のゴムで構成されており、その中央
に、伸縮することにより開口したり閉口したりする伸縮穴部２１が形成されている。
【００３０】
　このため、弾性シール部２０は、前面に所定の押圧力が加わることにより伸びて伸縮穴
部２１を開口させ、その押圧力が解除されることにより収縮して伸縮穴部２１を閉口させ
る。この伸縮穴部２１が閉口しているときには、基端連結部１２内の流路１４は遮断され
て、薬液は弾性シール部２０よりも下流側に流れなくなる。また、弾性シール部２０の後
面は、中央側部分が周縁側部分よりも後方に向って緩やかに突出した円錐状の曲面に形成
されている。この弾性シール部２０の中央側が突出した後面によって、流路１４内に薬液
が充填された際に、弾性シール部２０の中央部にかかる圧力が分散されて弾性シール部２
０の耐圧性が向上し、シール性も向上する。
【００３１】
　支持部１８は摺動部１７よりも細い円筒状に形成されており、これによって先端支持部
１３の内周面と外周面における支持部１８の後端部と摺動部１７の前端部との間にはそれ
ぞれ段部が形成されている。また、支持部１８の外周面における先端側部分を除く部分に
は、先端側部分よりも外径がやや小さくなったスライド用の凹部１８ａが形成されている
。そして、先端支持部１３内に、円筒状の雄ルアー部２５が、軸方向に摺動可能な状態で
取り付けられている。この雄ルアー部２５は、後部側が大径で先端側が細径になった二段
状の円筒体で構成されており、後部側の雄ルアー後部２６は摺動部１７の内部で軸方向に
移動可能になっている。また、雄ルアー後部２６の外周面の後部側部分は、後方にいくほ
ど直径が小さくなったテーパ面に形成され、雄ルアー後部２６の後端は後方に向って大き
く開口している。
【００３２】
　すなわち、この雄ルアー後部２６の前部側から中央側にかけての部分は、摺動部１７の
内周面と摺接する一定の外径になった円筒状に形成されている。また、雄ルアー後部２６
の外径は支持部１８の内径よりも大きくなって、雄ルアー後部２６は、支持部１８内には
入ることができなくなっている。このため、雄ルアー部２５が先端支持部１３内で前方に
向って移動していくと、雄ルアー後部２６の前端面が、支持部１８の後端部と摺動部１７
の前端部との間に形成された段部に当接して雄ルアー部２５はそれ以上前方に移動できな
くなる。図３および図４は、そのときの状態を示しており、この場合、弾性シール部２０
は、雄ルアー部２５の後端面に当接した状態で、雄ルアー部２５の後端開口を閉塞する。
また、このとき、弾性シール部２０の伸縮穴部２１も閉口する。
【００３３】
　雄ルアー部２５の先端部分を構成する雄ルアー前部２７は、後部側から先端側に行くほ
ど直径が小さくなった緩やかなテーパを備えた筒状に形成されている。また、雄ルアー前
部２７の外周面における前後方向の中央よりもやや先端側部分には、小さな突起２８が円
周に沿って形成されている。このため、雄ルアー部２５を先端支持部１３内で後方に向っ



(8) JP 4959350 B2 2012.6.20

10

20

30

40

50

て移動させていくと、図５および図７に示したように、突起２８が支持部１８の先端部に
当接して、雄ルアー部２５は、それ以上、先端支持部１３の後部側に移動できなくなる。
また、その状態では、弾性シール部２０は、雄ルアー部２５によって後部側に押圧されて
伸縮穴部２１を開口させる。また、雄ルアー前部２７の先端部には小径の端面２９が形成
され、その中央部に小径の先端開口２９ａが形成されている。
【００３４】
　雄ルアー閉塞部３０は、雄ルアーコネクター本体１０および雄ルアー部２５の内部で前
後方向に移動可能に設けられており、後端部に形成された円板状の駆動部３１と、駆動部
３１の前面から前方に向って延びる棒状の閉塞部３２と、閉塞部３２の外周面における前
後方向の中央よりもやや後部側に形成された円板状の揺動防止部３３とで構成されている
。駆動部３１の外周面には、基端連結部１２の内ねじ部１５と螺合可能な外ねじ部３１ａ
が形成されており、駆動部３１は、基端連結部１２を先端支持部１３に対して軸周り方向
に回転させることにより、内ねじ部１５に沿って前後方向に移動する。また、駆動部３１
は、基端連結部１２の内面に形成された遊び面１５ａの内部を回転することなく軸方向に
自在に移動できる。
【００３５】
　閉塞部３２の先端部には細径の栓部３２ａが段状に形成されており、この栓部３２ａは
、雄ルアー部２５の先端開口２９ａ内に入ることにより、先端開口２９ａを液密的に閉塞
する。また、閉塞部３２における栓部３２ａの後部側部分の直径は、先端開口２９ａの直
径よりも大きくなって、先端開口２９ａ内に入ることができなくなっている。揺動防止部
３３は、雄ルアー後部２６の内周面に対して軸方向に摺動可能で軸周り方向には回転でき
なくなっており、雄ルアー閉塞部３０が前後移動する際に、閉塞部３２が揺動することを
防止するとともに回転することを防止する。
【００３６】
　また、閉塞部３２の後部側部分は前部側部分よりも細径に形成され、この細径部分が弾
性シール部２０の伸縮穴部２１を貫通している。そして、閉塞部３２の細径部分の外周面
は、弾性シール部２０の伸縮穴部２１の内周面に密着でき、図３および図９のように、弾
性シール部２０が雄ルアー部２５によって後方に押圧されていないときには、閉塞部３２
の外周面と、弾性シール部２０の伸縮穴部２１との間は液密的に閉塞される。
【００３７】
　この雄ルアー閉塞部３０は、弾性シール部２０の伸縮穴部２１が開口した状態からもと
の状態に戻る際に、その戻り幅に応じて前方に付勢されるように構成されている。このた
め、雄ルアー部２５に前方から後方に向う押圧力が加わらず、図３および図４のように、
弾性シール部２０の付勢力によって雄ルアー部２５が前方側に位置しているときには、雄
ルアー閉塞部３０も弾性シール部２０の付勢力によって前方側に位置した状態を維持する
。このとき、栓部３２ａは、雄ルアー部２５の先端開口２９ａ内に入って先端開口２９ａ
を液密的に閉塞し、閉塞部３２の外周面と、弾性シール部２０の伸縮穴部２１との間は液
密的に閉塞される。また、駆動部３１の後端部は、基端連結部１２の遊び面１５ａの前端
側に位置する。
【００３８】
　その状態で、弾性シール部２０の弾性力に抗して、雄ルアー部２５を後方に押圧すると
、図５および図６のように、雄ルアー部２５は雄ルアー閉塞部３０とともに、後方に移動
する。これによって、弾性シール部２０の伸縮穴部２１は開口して、駆動部３１の後端部
は基端連結部１２の内ねじ部１５の前端部に当接する。そして、基端連結部１２を先端支
持部１３に対して軸周り方向に回転させることにより、駆動部３１の外ねじ部３１ａが内
ねじ部１５に螺合し、雄ルアー閉塞部３０は後方に移動する。これによって、図７および
図８のように、栓部３２ａが雄ルアー部２５の先端開口２９ａから後退して、先端開口２
９ａが開口する。
【００３９】
　ロックリング３５は略円筒状に形成されており、基端部３６側の内周面が内周面の他の
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部分よりも細径になっている。そして、ロックリング３５の基端部３６は、支持部１８の
凹部１８ａに摺動可能な状態で係合している。このため、ロックリング３５は、支持部１
８に対して軸周り方向に回転可能になっているとともに、支持部１８の軸方向にも移動可
能になっている。また、ロックリング３５の内周面における先端部から軸方向における中
央側部分にかけて、係合ねじ部３７が形成されている。そして、ロックリング３５の外周
面には、円周方向に一定間隔を保って、軸方向に延びる滑り止め用の突条３８が形成され
ている。
【００４０】
　このように構成された雄ルアーコネクターＡは、図３ないし図１０に示したようにして
、雌ルアーコネクター４０に対して着脱される。雌ルアーコネクター４０は、円筒状に形
成されており、その後端部には、本発明の他の管状部材としてのチューブ（図示せず）が
接続されている。そして、外周面における先端部に、ロックリング３５の係合ねじ部３７
と螺合できる一対の突起からなる被係合ねじ部４１が円周方向に間隔を保って設けられて
いる。また、雌ルアーコネクター４０の内周面４２は、開口側の直径が大きく奥側に行く
ほど直径が小さくなった緩やかなテーパ状に形成されており、この内周面４２に雄ルアー
コネクターＡの雄ルアー前部２７が液密的に結合できる。
【００４１】
　また、雌ルアーコネクター４０の先端側部分は、ロックリング３５の内周面と、雄ルア
ー前部２７との間に収容できる大きさに形成されており、内部に雄ルアー前部２７を入れ
た状態で、係合ねじ部３７と被係合ねじ部４１とを螺合させることにより、雄ルアーコネ
クターＡに結合される。これによって、チューブ１１と、雌ルアーコネクター４０の後部
に接続されたチューブとの間が、雄ルアーコネクターＡと雌ルアーコネクター４０とを介
して連通する。
【００４２】
　このように構成された雄ルアーコネクターＡを雌ルアーコネクター４０に結合する場合
には、まず、プライミングを行って、雄ルアーコネクターＡの流路１４内に薬液を充填し
たのちに、図３および図４に示したように、雄ルアーコネクターＡの先端部と雌ルアーコ
ネクター４０の先端開口とを対向させて接近させる。ついで、雄ルアー部２５の雄ルアー
前部２７を、雌ルアーコネクター４０の内部に挿入していく。これによって、雄ルアー前
部２７の外周面と雌ルアーコネクター４０の内周面４２とは液密的に接触し、その後の押
圧により、雄ルアー部２５は、雄ルアー閉塞部３０とともに、雄ルアーコネクター本体１
０内を後方に移動して図５および図６に示した状態になる。
【００４３】
　この場合、雄ルアー部２５の突起２８が支持部１８の先端部に当接することにより雄ル
アー部２５と雄ルアー閉塞部３０との後方への移動が停止する。そして、雄ルアー部２５
の先端開口２９ａは雄ルアー閉塞部３０の栓部３２ａによって閉塞された状態を維持し、
弾性シール部２０の伸縮穴部２１は、雄ルアー部２５の押圧によって開口する。これによ
って、チューブ１１、流路１４および雄ルアー部２５の内部までの間が連通する。つぎに
、ロックリング３５の係合ねじ部３７と雌ルアーコネクター４０の被係合ねじ部４１とを
接触させたのちに、ロックリング３５を所定の軸周り方向に回転させることにより係合ね
じ部３７と被係合ねじ部４１とを螺合させていく。そして、係合ねじ部３７と被係合ねじ
部４１との螺合が適度な状態になるまでロックリング３５を回転する。
【００４４】
　このとき、雄ルアー閉塞部３０の駆動部３１の後端部は基端連結部１２の内ねじ部１５
の前端部に当接した状態になっている。このため、基端連結部１２を先端支持部１３に対
して軸周り方向に回転させることにより、駆動部３１の外ねじ部３１ａと基端連結部１２
に設けられた内ねじ部１５とを螺合させ、雄ルアー閉塞部３０を後方に移動させることが
できる。また、雄ルアー閉塞部３０が後方に移動する際、雄ルアー閉塞部３０は雄ルアー
後部２６の内周面との接触によって軸周り方向に回転することを規制され後方に向ってス
ムーズに移動する。これによって、図７および図８に示したように、栓部３２ａが雄ルア
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ー部２５の先端開口２９ａから後退して、先端開口２９ａが開口する。この際、雄ルアー
閉塞部３０は、揺動防止部３３が、雄ルアー後部２６の内周面に対して摺動することによ
って揺動することなくスムーズに移動する。
【００４５】
　そして、チューブ１１と、雌ルアーコネクター４０に接続されたチューブとの間が連通
された輸液ラインセットを患者に対して使用する場合には、雌ルアーコネクター４０に接
続されたチューブの下流端を患者の体に穿刺して留置する留置針等の穿刺部材（図示せず
）に接続する。つぎに、点滴筒からチューブ１１内に薬液を流し、雌ルアーコネクター４
０内やチューブ内の空気を外部に放出したのちに、患者の体における所定の部位に穿刺部
材を穿刺して点滴筒から患者の体内に、設定された一定流量の薬液を調整しながら供給す
る。
【００４６】
　また、輸液ラインセットの使用が終了し、雄ルアーコネクターＡを雌ルアーコネクター
４０から外す場合には、ロックリング３５を前述した所定の方向と逆の方向に回転する。
そして、雌ルアーコネクター４０が雄ルアーコネクターＡから外されると、雄ルアー部２
５を後方に付勢する力が解除され、雄ルアー部２５は弾性シール部２０の復元力によって
、前方に移動して、図９および図１０に示した状態になる。この状態では、閉塞部３２の
外周面と、弾性シール部２０の伸縮穴部２１との間は液密的に閉塞されるため、雄ルアー
部２５の先端開口２９ａから薬液が漏れることはない。
【００４７】
　また、ロックリング３５を解除操作する前に、基端連結部１２を先端支持部１３に対し
て前述した方向と逆方向に回転させて、雄ルアー閉塞部３０を前方に移動させておくこと
ができる。これによると、内ねじ１５と外ねじ３１ａとの螺合が解除され雄ルアー閉塞部
３０が軸方向に移動可能な状態になるため、雌ルアーコネクター４０を雄ルアーコネクタ
ーＡから外したときに、栓部３２ａによって先端開口２９ａが閉塞された状態の雄ルアー
部２５が雄ルアー閉塞部３０とともに、弾性シール部２０の復元力によって前方に移動し
て、図３および図４と同一の状態になる。
【００４８】
　以上のように、本実施形態に係る雄ルアーコネクターＡでは、基端連結部１２を先端支
持部１３に対して一方の方向に回転させることにより、雄ルアー閉塞部３０の栓部３２ａ
で雄ルアー部２５の先端開口２９ａを液密的に閉塞することができる。このように、雄ル
アー部２５の先端開口２９ａを液密的に閉塞できるため、雄ルアーコネクターＡの不使用
時に雄ルアー部２５の先端開口２９ａにおける菌の繁殖を抑制できる。また、プライミン
グを行う際に、雄ルアーコネクターＡ内の薬液が雄ルアー部２５の先端開口２９ａからこ
ぼれることを防止できるため、薬液がこぼれて雄ルアーコネクターＡの外表面に付着し、
その付着部分から菌が繁殖するといったことを防止できる。また、薬液がこぼれて無駄に
なることも少なくなる。
【００４９】
　また、雄ルアー閉塞部３０によって雄ルアー部２５の先端開口２９ａが液密的に閉塞さ
れた状態から、基端連結部１２を先端支持部１３に対して他方の方向に回転させることに
より、雄ルアー閉塞部３０を雄ルアー部２５の先端開口２９ａから離して雄ルアー部２５
の先端開口２９ａを開放させることができる。したがって、雄ルアーコネクターＡを雌ル
アーコネクター４０と結合するときは前述したようにして雄ルアー部２５の先端開口２９
ａを開放することによって、液体を雄ルアーコネクターＡ側から雌ルアーコネクター４０
側に流通させることができる。
【００５０】
　また、本実施形態によると、基端連結部１２のガイド穴１６ａ，１６ａ内に、摺動部１
７のガイド突起１９ａ，１９ａが位置しており、このガイド突起１９ａ，１９ａが外部か
ら見えるため、雄ルアー部２５の先端開口２９ａが開口状態であるか閉口状態であるかの
確認が容易になる。これによって、雄ルアーコネクターＡの誤操作を防止できる。また、
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雄ルアーコネクター本体１０の内部に、伸縮穴部２１を備えた弾性シール部２０を設けた
ため、雄ルアー部２５が前方に位置したときに、雄ルアーコネクター本体１０内の流路１
４を閉塞することができる。
【００５１】
（第２実施形態）
　図１１ないし図１４は、本発明の第２実施形態に係る雄ルアーコネクターＢと、雄ルア
ーコネクターＢに結合される雌ルアーコネクター４０を示している。雄ルアーコネクター
Ｂは、略円筒状に形成された雄ルアーコネクター本体５０と、雄ルアーコネクター本体５
０の内部の略中央よりもやや前部側に設けられた弾性シール部６０と、雄ルアーコネクタ
ー本体５０の内部における弾性シール部６０の前部側から雄ルアーコネクター本体５０の
先端側外部にかけて設けられた雄ルアー部６５と、雄ルアーコネクター本体５０および雄
ルアー部６５の内部に設けられた雄ルアー閉塞部７０と、雄ルアーコネクター本体５０の
先端側外周に取り付けられたロックリング７５とで構成されている。
【００５２】
　雄ルアーコネクター本体５０は、段違い円筒状の基端連結部５２と、基端連結部５２の
先端側から前方に延びる段違い円筒状の先端支持部５３とで構成されており、その内部は
薬液を通すための流路５４に形成されている。また、流路５４の先端部には、後端側から
前部側にいくにしたがって直径が大きくなった空間部５４ａが形成されている。基端連結
部５２は、チューブ１１ａに接続される細径の基端部５２ａと、先端側の大径部５２ｂと
、大径部５２ｂの先端面の一部から前方に延びる断面形状が円弧状のガイド穴形成部５２
ｃとで構成されている。
【００５３】
　そして、ガイド穴形成部５２ｃの幅方向の中央部分におけるガイド穴形成部５２ｃと大
径部５２ｂとの境界部からガイド穴形成部５２ｃの前部側にかけてガイド穴形成部５２ｃ
の外面と内面との間を貫通するガイド穴５６が形成されている。このガイド穴５６は、図
１１（ｂ）、図１２（ｂ）、図１３（ｂ）および図１４（ｂ）に平面視を示したように、
先端部分が、後部が開口した略円形の先端静止部５６ａに形成され、後端部分が、前部が
開口した略円形の後端静止部５６ｂに形成されている。そして、先端静止部５６ａと後端
静止部５６ｂとの間が、幅が先端静止部５６ａおよび後端静止部５６ｂの直径よりも短く
なって前後方向に延びる通路部５６ｃによって連通されている。
【００５４】
　先端支持部５３は、軸方向に移動可能な状態で基端連結部５２に連結された段違いの円
筒体で構成されており、基端連結部５２の大径部５２ｂ内に軸方向に移動可能な状態で設
置された小径の摺動部５３ａと、摺動部５３ａの先端から前方に延びる大径の連結部５３
ｂと、連結部５３ｂの先端側内周に取り付けられ連結部５３ｂから前方に延びる別部材か
らなる支持部５３ｃとで構成されている。摺動部５３ａの外周面の後端側には円周に沿っ
てシール取付用凹部５１が形成されている。そして、そのシール取付用凹部５１内にＯリ
ング５１ａが取り付けられている。このＯリング５１ａは、外周部の一部をシール取付用
凹部５１から突出させて大径部５２ｂの内周面に接触させており、これによって、摺動部
５３ａの外周面と大径部５２ｂの内周面との間は液密的に密閉される。
【００５５】
　また、摺動部５３ａの外周面における略中央には、ガイド穴５６の先端静止部５６ａと
後端静止部５６ｂとに係合でき、通路部５６ｃを通過できる円柱状のガイド突起５９が形
成されている。ガイド突起５９の直径は、通路部５６ｃの幅よりもやや大きくなっている
が、先端支持部５３を基端連結部５２に対して前後方向に移動させる力を加えることによ
り、ガイド突起５９は通路部５６ｃを幅方向に押し広げるようにして通路部５６ｃ内を移
動する。そして、ガイド突起５９が先端静止部５６ａまたは後端静止部５６ｂの内部に位
置したときに、先端支持部５３を基端連結部５２に対して移動させる力を解除すると、ガ
イド突起５９（先端支持部５３）はその位置に静止した状態を維持する。
【００５６】
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　このように、摺動部５３ａは、シール取付用凹部５１内にＯリング５１ａが取り付けら
れ、ガイド突起５９をガイド穴５６内に位置させた状態で、後部側部分を大径部５２ｂ内
に設置しており、先端静止部５６ａと後端静止部５６ｂとの間の距離分、軸方向に移動可
能になっている。また、摺動部５３ａの前端部と連結部５３ｂの後端部との間には段部が
形成されており、この段部によって形成される連結部５３ｂの後面は、図１１（ａ）に示
したように、先端支持部５３が移動可能範囲内における最後部に位置したときにガイド穴
形成部５２ｃの前端部に当接する。
【００５７】
　また、連結部５３ｂの内部における前述した段部に対応する部分には、前方に向って突
出する断面形状が略三角形のリング状突部５５が円周に沿って形成されており、このリン
グ状突部５５の内周面によって、空間部５４ａが形成されている。そして、連結部５３ｂ
の内周面における前部側に支持部５３ｃを取り付けるための係合溝部５５ａが円周に沿っ
て形成されている。また、支持部５３ｃは、段違いの円筒体で構成されており、連結部５
３ｂに連結された被連結部５７と、被連結部５７の前端中央側から前方に延びる先端部５
８とで構成されている。
【００５８】
　そして、被連結部５７の外周面の後部側部分には、連結部５３ｂの係合溝部５５ａに係
合する係合突起５７ａが形成されており、この係合突起５７ａを係合溝部５５ａに係合さ
せることにより、支持部５３ｃは、連結部５３ｂに連結されている。また、被連結部５７
の後端部外周は、被連結部５７の前部側部分よりも直径が小さくなった段部５７ｂが形成
されており、この段部５７ｂと連結部５３ｂの内周面とで形成される隙間に、弾性シール
部６０が周縁部を挿し込んだ状態で固定されている。
【００５９】
　この弾性シール部６０の後面外周側部分は連結部５３ｂのリング状突部５５に当接して
おり、これによって、弾性シール部６０は段部５７ｂと連結部５３ｂの内周面とで形成さ
れる隙間から外れることを防止されている。また、弾性シール部６０は弾性および伸縮性
を備えた略円板状のゴムで構成されており、その中央に、伸縮することにより開口したり
閉口したりする伸縮穴部６１が形成されている。このため、弾性シール部６０は、前面に
所定の押圧力が加わることにより伸びて伸縮穴部６１を開口させ、その押圧力が解除され
ることにより収縮して伸縮穴部６１を閉口させる。この伸縮穴部６１が閉口しているとき
には流路５４は遮断される。
【００６０】
　先端部５８は被連結部５７よりも細い円筒状に形成されており、支持部５３ｃの内周面
と外周面における先端部５８の後端部と被連結部５７の前端部との間にはそれぞれ段部が
形成されている。また、先端部５８の外周面における先端側部分を除く部分には、先端側
部分よりも外径がやや小さくなったスライド用の凹部５８ａが形成されている。そして、
支持部５３ｃ内に、円筒状の雄ルアー部６５が、軸方向に摺動可能な状態で取り付けられ
ている。この雄ルアー部６５は、後部側が大径で先端側が細径になった二段状の円筒体で
構成されており、後部側の雄ルアー後部６６は支持部５３ｃ内の内部で軸方向に移動可能
になっている。また、雄ルアー後部６６の外周面の後端部には、直径が小さくなった段部
が形成され、雄ルアー後部６６の後端は後方に向って大きく開口している。
【００６１】
　この雄ルアー後部６６の前部側から中央側にかけての部分は、被連結部５７の内周面と
一定の間隔を保った一定の外径になった円筒状に形成されている。また、雄ルアー後部６
６の前部側部分の直径は、先端部５８の内周面の直径よりも大きくなっており、雄ルアー
部６５が支持部５３ｃ内で前方に向って移動していくと、雄ルアー後部６６の前端面が、
先端部５８の後端部と被連結部５７の前端部との間に形成された段部に当接して雄ルアー
部６５はそれ以上前方に移動できなくなる。
【００６２】
　雄ルアー部６５の先端側を構成する雄ルアー前部６７は、後部側から先端側に行くほど
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直径が小さくなった緩やかなテーパを備えた筒状に形成されている。また、雄ルアー前部
６７の外周面における前後方向の中央よりもやや先端側部分には、小さな突起６８が円周
に沿って形成されている。このため、雄ルアー部６５を支持部５３ｃ内で後方に向って移
動させていくと、図１２（ａ）および図１３（ａ）に示したように、突起６８が先端部５
８の先端部に当接して、雄ルアー部６５は、それ以上支持部５３ｃの後部側に移動できな
くなる。また、その状態では、弾性シール部６０は、雄ルアー部６５によって後部側に押
圧されて伸縮穴部６１を開口させる。また、雄ルアー前部６７の先端部には小径の端面６
９が形成され、その中央部に小径の先端開口６９ａが形成されている。
【００６３】
　雄ルアー閉塞部７０は、基端連結部５２の内部における基端部５２ａと大径部５２ｂと
の境界部から雄ルアーコネクター本体５０および雄ルアー部６５の内部を前方に向かって
延びており、後端部の外周面が複数の連結片（図示せず）によって基端部５２ａと大径部
５２ｂとの境界部の内周面に固定されている。この雄ルアー閉塞部７０は後端から前端ま
での直径が均一になった断面形状が円形の棒体で構成されており、前端側部分は、雄ルア
ー部６５の先端開口６９ａ内に入ることにより、先端開口６９ａを液密的に閉塞する。ま
た、雄ルアー閉塞部７０は、弾性シール部６０の伸縮穴部６１内を貫通しており、伸縮穴
部６１の内周面と密着することにより流路５４を閉塞する。
【００６４】
　ロックリング７５は略円筒状に形成されており、基端部側の内周面が内周面の他の部分
よりも大径になっている。そして、ロックリング７５の内周面における大径部分の前端に
先端部５８の凹部５８ａに対して軸周り方向に回転可能な状態で係合する突起７６が形成
されている。このロックリング７５は後端側内部に被連結部５７を収容し、突起７６を凹
部５８ａに係合させた状態で、支持部５３ｃに取り付けられている。このため、ロックリ
ング７５は、支持部５３ｃに対して軸周り方向に回転可能になっている。また、ロックリ
ング７５の内周面における先端部から突起７６の部分にかけて、係合ねじ部７７が形成さ
れている。なお、本実施形態に係る雄ルアーコネクターＢが結合される雌ルアーコネクタ
ー４０は、前述した実施形態の雌ルアーコネクター４０と同一であるため同一部分に同一
符号を記している。
【００６５】
　このように構成された雄ルアーコネクターＢを雌ルアーコネクター４０に結合する場合
には、前述したプライミングを行ったのちに、図１１（ａ）に示したように、雄ルアーコ
ネクターＢの先端部と雌ルアーコネクター４０の先端開口とを対向させて接近させる。つ
いで、雄ルアー部６５の雄ルアー前部６７を、雌ルアーコネクター４０の内部に挿入して
いく。これによって、雄ルアー前部６７の外周面と雌ルアーコネクター４０の内周面４２
とは液密的に接触し、その後の押圧により、雄ルアー部６５は、雄ルアーコネクター本体
５０内を後方に移動する。
【００６６】
　この場合、雄ルアー部６５の突起６８が先端部５８の先端面に当接することにより雄ル
アー部６５の後方への移動が停止する。そして、雄ルアー閉塞部７０の先端側部分は、雄
ルアー部６５の先端開口６９ａから前方に突出した状態で先端開口６９ａを閉塞した状態
を維持し、弾性シール部６０の伸縮穴部６１は、雄ルアー部６５の押圧によって開口する
。これによって、チューブ１１ａ、流路５４および雄ルアー部６５の内部までの間が連通
する。つぎに、ロックリング７５を所定の軸周り方向に回転させることにより係合ねじ部
７７と被係合ねじ部４１とを螺合させていく。そして、係合ねじ部７７と被係合ねじ部４
１との螺合が適度な状態になるまでロックリング７５を回転して、図１２（ａ）の状態に
する。
【００６７】
　ついで、基端連結部５２を先端支持部５３に対して後方に移動させることにより、図１
３（ａ）に示したように、雄ルアー閉塞部７０の先端部を雄ルアー部６５の先端開口６９
ａから後退させて先端開口６９ａを開口させる。このとき、図１２（ｂ）および図１３（
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ｂ）に示したように、ガイド突起５９はガイド穴５６の後端静止部５６ｂ内から先端静止
部５６ａ内に移動する。これによって、先端開口６９ａが開口していることを確認できる
。そして、前述したように、輸液ラインセットを用いて患者の体内に設定された一定流量
の薬液を調整しながら供給する。
【００６８】
　また、輸液ラインセットの使用が終了し、雄ルアーコネクターＢを雌ルアーコネクター
４０から外す場合には、ロックリング７５を前述した所定の方向と逆の方向に回転して、
雌ルアーコネクター４０を雄ルアーコネクターＢから外す。これによって、雄ルアー部６
５を後方に付勢する力が解除され、雄ルアー部６５は弾性シール部６０の復元力によって
、前方に移動して、図１４（ａ）に示した状態になる。この状態では、雄ルアー閉塞部７
０の外周面と、弾性シール部６０の伸縮穴部６１との間は液密的に閉塞されるため、雄ル
アー部６５の先端開口６９ａから薬液が漏れることはない。
【００６９】
　なお、この場合も、ロックリング７５を解除操作する前に、基端連結部５２を先端支持
部５３に対して前方に移動させて、雄ルアー閉塞部７０の先端部で雄ルアー部６５の先端
開口６９ａを閉塞することができる。これによると、雌ルアーコネクター４０を雄ルアー
コネクターＢから外したときに、図１１のように、先端開口６９ａと伸縮穴部６１との双
方が閉口した状態になる。
【００７０】
　以上のように、本実施形態に係る雄ルアーコネクターＢでは、基端連結部５２を先端支
持部５３に対して前方に移動させることにより、雄ルアー閉塞部７０の先端部で雄ルアー
部６５の先端開口６９ａを液密的に閉塞することができる。また、雄ルアー閉塞部７０に
よって雄ルアー部６５の先端開口６９ａが液密的に閉塞された状態から、基端連結部５２
を先端支持部５３に対して後方に移動させることにより、雄ルアー閉塞部７０の先端部を
雄ルアー部６５の先端開口６９ａから後退させて雄ルアー部６５の先端開口６９ａを開放
させることができる。これによって、薬液を雄ルアーコネクターＢ側から雌ルアーコネク
ター４０側に流通させることができる。
【００７１】
　また、本実施形態によると、基端連結部５２を先端支持部５３に対して移動させる操作
をしていないときには、ガイド突起５９がガイド穴５６の後端静止部５６ｂと先端静止部
５６ａとの内部で静止状態に維持されるため、不意に雄ルアー部６５の先端開口６９ａが
開口したり閉口したりすることが防止される。また、ガイド穴５６内でのガイド突起５９
の位置により、雄ルアー部６５の先端開口６９ａが開口状態であるか閉口状態であるかの
確認が容易にできる。本実施形態におけるそれ以外の作用効果については、前述した第１
実施形態の作用効果と同様である。
【００７２】
（第３実施形態）
　図１５および図１６は、本発明の第３実施形態に係る雄ルアーコネクターＣと、雄ルア
ーコネクターＣに結合される雌ルアーコネクター４０を示している。雄ルアーコネクター
Ｃは、略円筒状に形成された雄ルアーコネクター本体８０と、雄ルアーコネクター本体８
０の内部の略中央よりもやや前部側に設けられた弾性シール部９０と、雄ルアーコネクタ
ー本体８０の内部における弾性シール部９０の前部側から雄ルアーコネクター本体８０の
前方外部にかけて設けられた雄ルアー部９５と、雄ルアーコネクター本体８０および雄ル
アー部９５の内部に設けられた雄ルアー閉塞部７０ｃと、雄ルアーコネクター本体８０の
先端側外周に取り付けられたロックリング７５ｃとで構成されている。
【００７３】
　雄ルアーコネクター本体８０は、略円筒状の基端連結部８２と、基端連結部８２の略中
央から前端側を覆いさらにその前方に延びる段違い円筒状の先端支持部８３とで構成され
ており、その内部は薬液を通すための流路８４に形成されている。また、流路８４の先端
側部分には、後端側から前部側にいくにしたがって直径が大きくなった空間部８４ａが形
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成されている。基端連結部８２の外周面における軸方向の略中央部分には、一対のリング
状の壁部が間隔を保って形成されており、この一対の壁部と基端連結部８２の外周面との
間でシール取付用凹部８１が形成されている。そして、そのシール取付用凹部８１内にＯ
リング８１ａが取り付けられている。また、基端連結部８２の外周面におけるシール取付
用凹部８１の後部側部分にはチューブ１１ｂが接続され、基端連結部８２の外周面におけ
るシール取付用凹部８１の前部側部分には外ねじ部８５が形成されている。
【００７４】
　先端支持部８３は、軸回り方向に回転可能な状態で基端連結部８２に連結された段違い
の円筒体で構成されており、内周面に形成された内ねじ部８５ａを基端連結部８２の外ね
じ部８５に螺合させて軸回り方向に回転可能な状態で基端連結部８２に取り付けられた摺
動部８３ａと、摺動部８３ａの後端側から後方に延びる把持部８３ｂと、摺動部８３ａの
先端側内周に取り付けられ摺動部８３ａから前方に延びる支持部８３ｃとで構成されてい
る。これらの摺動部８３ａ、把持部８３ｂおよび支持部８３ｃは別部材からなっており、
互いに組み付けられて先端支持部８３を構成している。
【００７５】
　そして、摺動部８３ａの外周面における後部側には、外径が他の部分よりも小さくなっ
た細径部８６が形成されており、把持部８３ｂは、この細径部８６を先端側内部に挿入さ
せて摺動部８３ａに連結されている。また、シール取付用凹部８１内に設置されたＯリン
グ８１ａの外周部は、把持部８３ｂの内周面に圧接しており、これによって、摺動部８３
ａと把持部８３ｂとの間は液密的に密閉される。そして、雄ルアー閉塞部７０ｃの後端部
の外周面は複数の連結片（図示せず）によって基端連結部８２の内周面における前部側部
分に固定されている。この雄ルアーコネクターＣのそれ以外の部分および雌ルアーコネク
ター４０の構成については、前述した第２実施形態の雄ルアーコネクターＣおよび雌ルア
ーコネクター４０と同一である。したがって、同一部分に同一符号を記して説明は省略す
る。
【００７６】
　このように構成された雄ルアーコネクターＣを雌ルアーコネクター４０に結合する場合
には、前述したプライミングを行ったのちに、図１５に示したように、雄ルアーコネクタ
ーＣの先端部と雌ルアーコネクター４０の先端開口とを対向させて接近させる。ついで、
雄ルアー部９５の雄ルアー前部６７を、雌ルアーコネクター４０の内部に挿入していく。
これによって、雄ルアー前部６７の外周面と雌ルアーコネクター４０の内周面４２とは液
密的に接触し、その後の押圧により雄ルアー部９５は雄ルアーコネクター本体８０内を後
方に移動する。
【００７７】
　この場合、雄ルアー部９５の突起６８が先端部５８の先端面に当接することにより雄ル
アー部９５の後方への移動が停止する。つぎに、ロックリング７５ｃを所定の軸周り方向
に回転させることにより係合ねじ部７７と被係合ねじ部４１とを螺合させて、係合ねじ部
７７と被係合ねじ部４１との螺合が適度な状態になるようにする。その状態で、把持部８
３ｂを持って、先端支持部８３を基端連結部８２に対して軸周り方向に回転させることに
より、先端支持部８３の内ねじ部８５ａと基端連結部８２の外ねじ部８５とを螺合させて
、雄ルアー閉塞部７０ｃを雄ルアー部９５の先端開口６９ａから後退させる。これによっ
て、図１６に示したように、雄ルアー部９５の先端開口６９ａおよび弾性シール部９０の
伸縮穴部６１の双方が開口する。
【００７８】
　そして、前述したように、輸液ラインセットを用いて患者の体内に設定された一定流量
の薬液を調整しながら供給する。また、この場合も、輸液ラインセットの使用が終了して
、雄ルアーコネクターＣを雌ルアーコネクター４０から外したときに、雄ルアー部９５を
後方に付勢する力が解除されるため、雄ルアー部９５は弾性シール部９０の復元力によっ
て、前方に移動する。そして、雄ルアー閉塞部７０ｃの外周面と、弾性シール部９０の伸
縮穴部６１との間は液密的に閉塞されるため、雄ルアー部９５の先端開口６９ａから薬液
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が漏れることはない。
【００７９】
　以上のように、本実施形態に係る雄ルアーコネクターＣでは、先端支持部８３を基端連
結部８２に対して所定の方向に移動させることにより、雄ルアー閉塞部７０ｃの先端部で
雄ルアー部９５の先端開口６９ａを液密的に閉塞することができる。また、雄ルアー閉塞
部７０ｃによって雄ルアー部９５の先端開口６９ａが液密的に閉塞された状態から、先端
支持部８３を基端連結部８２に対して前述した所定の方向と逆の方向に回転させることに
より、雄ルアー閉塞部７０ｃの先端部を雄ルアー部９５の先端開口６９ａから後退させて
先端開口６９ａを開口させることができる。これによって、薬液を雄ルアーコネクターＣ
側から雌ルアーコネクター４０側に流通させることができる。この雄ルアーコネクターＣ
によっても、前述した雄ルアーコネクターＢと同様の作用効果を得ることができる。
【００８０】
　なお、本発明に係る雄ルアーコネクターは、前述した各実施形態に限定するものでなく
、適宜変更して実施することができる。例えば、雄ルアー部２５等の先端開口２９ａ等に
気体は通過させるが液体は通過させないフィルターを着脱可能に設けることができる。こ
れによると、プライミングを行うときに、雄ルアーコネクターＡ等の流路内の薬液が雄ル
アー部２５等の先端開口２９ａ等から外部にこぼれることはなくなる。また、前述した各
実施形態では、雄ルアーコネクターＡ等を点滴筒を備えた輸液ラインセットに設けている
が、この雄ルアーコネクターＡ等は、輸液ラインの他、輸血ラインやその他の目的で使用
される各チューブ部材を接続するためにも利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】本発明の第１実施形態に係る雄ルアーコネクターを示した側面図である。
【図２】雄ルアーコネクターを示した正面図である。
【図３】雄ルアーコネクターと雌ルアーコネクターとを接続する前の状態を示した断面図
である。
【図４】図３の雄ルアーコネクターと雌ルアーコネクターとを示した側面図である。
【図５】雄ルアーコネクターと雌ルアーコネクターとを接続しようとしている状態を示し
た断面図である。
【図６】図５の雄ルアーコネクターと雌ルアーコネクターとを示した側面図である。
【図７】雄ルアーコネクターと雌ルアーコネクターとを接続した状態を示した断面図であ
る。
【図８】図７の雄ルアーコネクターと雌ルアーコネクターとを示した側面図である。
【図９】雄ルアーコネクターから雌ルアーコネクターを外した状態を示した断面図である
。
【図１０】図９の雄ルアーコネクターと雌ルアーコネクターとを示した側面図である。
【図１１】本発明の第２実施形態に係る雄ルアーコネクターと雌ルアーコネクターとを接
続する前の状態を示しており、（ａ）は断面図、（ｂ）はガイド穴とガイド突起との位置
関係を示した平面図である。
【図１２】本発明の第２実施形態に係る雄ルアーコネクターと雌ルアーコネクターとを接
続しようとしている状態を示しており、（ａ）は断面図、（ｂ）はガイド穴とガイド突起
との位置関係を示した平面図である。
【図１３】本発明の第２実施形態に係る雄ルアーコネクターと雌ルアーコネクターとを接
続した状態を示しており、（ａ）は断面図、（ｂ）はガイド穴とガイド突起との位置関係
を示した平面図である。
【図１４】本発明の第２実施形態に係る雄ルアーコネクターから雌ルアーコネクターを外
した状態を示しており、（ａ）は断面図、（ｂ）はガイド穴とガイド突起との位置関係を
示した平面図である。
【図１５】本発明の第３実施形態に係る雄ルアーコネクターと雌ルアーコネクターとを接
続する前の状態を示した断面図である。
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【図１６】本発明の第３実施形態に係る雄ルアーコネクターと雌ルアーコネクターとを接
続した状態を示した断面図である。
【符号の説明】
【００８２】
　１０，５０，８０…雄ルアーコネクター本体、１１，１１ａ，１１ｂ…チューブ、１２
，５２，８２…基端連結部、１３，５３，８３…先端支持部、１５，８５ａ…内ねじ部、
２０，６０，９０…弾性シール部、２１，６１…伸縮穴部、２５，６５，９５…雄ルアー
部、２９ａ，６９ａ…先端開口、３０，７０，７０ｃ…雄ルアー閉塞部、３１ａ，８５…
外ねじ部、３５，７５，７５ｃ…ロックリング、３７，７７…係合ねじ部、４０…雌ルア
ーコネクター、４１…被係合ねじ部、４２…内周面、Ａ，Ｂ，Ｃ…雄ルアーコネクター。
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