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(57)【要約】
【課題】安全輸液コネクターを提供する。
【解決手段】
安全輸液コネクターは、組み合わせ式インナーチューブ
、第一弾性体及び第二弾性体を備え、組み合わせ式イン
ナーチューブの入り口は第一弾性体を密封される。使用
する場合には、第一弾性体を押されてインナーチューブ
の入り口に貫入する。使用した後、組み合わせ式インナ
ーチューブ及び第一弾性体が第二弾性体によって立ち戻
りに協動する。したがって、安全輸液コネクターは液体
残りを抑えることができ、そして、構造が安定となる。
【選択図】　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
第一インナーチューブ、第二インナーチューブ、シェル、第一弾性体及び第二弾性体を備
え、
前記第一インナーチューブは、中に第一流路を備える第一突出部、係着部及び少なくとも
一つの第一止着部を有し、前記第一突出部及び前記第一止着部はそれぞれ前記係着部とを
係合し、前記第一突出部の自由端には少なくとも一つの第一貫通孔を有し、前記第一貫通
孔は前記第一流路とを継合し、
前記第二インナーチューブは、第二突出部、本体及び少なくとも一つの第二止着部を有し
、前記第二突出部及び前記第二止着部はそれぞれ前記本体とを係合し、前記第二突出部と
前記本体の中には第二流路を有し、前記第二突出部の自由端には少なくとも一つの第二貫
通孔を備え、前記第二貫通孔は前記第二流路とを継合し、
前記係着部は前記本体と互いに係着し、前記第一止着部と前記第二止着部が交じり合って
配置し、前記第一突出部の自由端と前記第二突出部の自由端は互い反対方向に向い、前記
第一流路は前記第二流路とを継合し、
前記シェルは、周壁部、前記周壁部の両端を閉じる第一側壁部及び第二側壁部を有し、前
記周壁部と前記第一側壁部と前記第二側壁部とともに囲まれた第一収納スペースを構成し
、前記第一側壁部と前記第二側壁部はそれぞれオープンニングを有し、且つ前記オープン
ニングは端から延びさせて第一リング壁部と第二リング壁部を形成し、第一チャンネルは
前記第一リング壁部を囲まれて構成し、第二チャンネルは前記第二リング壁部を囲まれて
構成し、
 前記第一弾性体は、頭部と胴体を含め、前記頭部は前記胴体の片側から延びさせて閉じ
た端部になり、前記胴体の別の側から延びさせて開いた端部になり、前記胴体は中に前記
開いた端部とを接合される第二収納スペースを設けられ、
　前記第二弾性体は第一固定部と、第二固定部と、前記第一固定部及び前記第二固定部と
を同時に接続する少なくとも一つの接続部とを有し、前記第一固定部が前記シェルに着設
されて、前記第二固定部が前記第二インナーチューブに納置され、
前記第一突出部は前記第一リング壁部の方向に向かって突出し、前記第一弾性体が前記第
一突出部に取設されることにより、前記第一突出部は前記開いた端部を通り抜けて前記第
二収納スペースに配置され、前記第一弾性体の前記胴体は前記第二止着部を当接し、前記
第一弾性体の前記頭部は前記第一リング壁部の中に配置して前記第一チャンネルを密封し
、
前記第一止着部は前記第二側壁部を当接し、前記第二突出部の前記第二貫通孔は前記第二
チャンネルに配置され、前記第一流路と前記第二流路と前記第二チャンネルとを継合する
ことを特徴とする安全輸液コネクター。
【請求項２】
　前記第二側壁部に取り付け、且つ前記第一止着部を当接される封止部を更に有し、前記
封止部は第三貫通孔を備え、前記第二突出部が前記第三貫通孔を通り抜けることを特徴と
する請求項１に記載の安全輸液コネクター。
【請求項３】
　前記封止部は二つの平行な表面を含め、その一つの表面は前記第二側壁部の内壁面に取
り付け、他の表面は前記第一止着部を当接されることを特徴とする請求項２に記載の安全
輸液コネクター。
【請求項４】
　前記周壁部は少なくとも一つのスリットを備え、前記第二弾性体の前記第一固定部は前
記周壁部の外壁面に取設され、前記接続部がスリットを掛合することを特徴とする請求項
１に記載の安全輸液コネクター。
【請求項５】
　前記第一インナーチューブには二つの対向的に並置される前記第一止着部を有し、前記
第二インナーチューブには二つの対向的に並置される前記第二止着部を有することを特徴
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とする請求項１に記載の安全輸液コネクター。
【請求項６】
　前記第一突出部の前記自由端は第一側部を有するテーパ状の形になり、前記第一貫通孔
が前記第一側部に設けられることを特徴とする請求項１に記載の安全輸液コネクター。
【請求項７】
　前記第二突出部の前記自由端は第二側部を有するテーパ状の形になり、前記第二貫通孔
が前記第二側部に設けられることを特徴とする請求項１に記載の安全輸液コネクター。
【請求項８】
　前記第一弾性体が前記頭部に接続された前記胴体にはネック部を有し、前記第一側壁部
と前記第一リング壁部の接合点には押圧部を更に備え、前記押圧部が前記ネック部を当接
することを特徴とする請求項１に記載の安全輸液コネクター。
【請求項９】
　前記第一弾性体の前記胴体は位置決め溝を更に設けられ、前記第二止着部はフランジを
更に有し、前記位置決め溝は前記フランジを噛み合わせることを特徴とする請求項１に記
載の安全輸液コネクター。
【請求項１０】
　前記第一インナーチューブの前記係着部と前記第二インナーチューブの前記本体の間に
は弾性ループを更に有することを特徴とする請求項１に記載の安全輸液コネクター。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療器材、特に鋭い針を使用しない安全輸液コネクターに関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　従来の医療処置は常に様々な輸液パイプを利用し、患者に薬剤の投与、採血、点滴静脈
注射などの液体の吸引や注入ことをする。輸液コネクターは様々な輸液パイプを接続され
、液体の吸引または注入のバルブとしてある。近年、医療従事者のセキュリティの重視が
高まり、多くの医療機関は鋭い針を不要の安全輸液コネクターを使用する。
【０００３】
　但し、従来の安全輸液コネクターは内部にかなり空隙が存在し、輸液が終わる場合、体
液あるいは薬剤は恐らく空隙に残り、次の輸液する時、残りの液体は新たに追加された液
体と混合する恐れがあり、感染症の問題を引き起こす。故に、液体残りを抑える安全輸液
コネクターを開発された。
【０００４】
　特許文献１により提示された従来の液体残りを抑える安全輸液コネクターは、シェル、
弾性バルブ及び双方向のパイプを含める。シェルは二つの開口を有し、弾性バルブはシェ
ルの中に置いてその二つの開口をシールする。双方向のパイプは輸液流路を含め、弾性バ
ルブに囲まれてなる収納スペースに拘持する。使用する場合、弾性バルブがは外部端子に
押されて変形することにより、弾性バルブは双方向のパイプを押し分けられ、輸液流路が
二つの開口とを継合させる。輸液が終わる場合、液体は単なる輸液パイプに残ることが可
能で、シェルと弾性バルブの間に残さないようになる。
【０００５】
　上述の従来の安全輸液コネクターは、液体が残る問題を改善するが、双方向のパイプは
弾性バルブしか支えてもらうものがない。毎回使う時、弾性バルブは、いつも押し出され
て変形することにより、長期間の使用する場合、弾性緩和現象を起こしやすく、さらに双
方向のパイプの支持された状態が不安定になり、液体の漏れることが予想できる。
【０００６】
上述したことにより、従来の安全輸液コネクターはまだ改善が必要である。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】台湾特許第Ｉ３７８８０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　
本発明は、液体残りを抑え、そして安定した構造が可能な安全輸液コネクターを提供する
ことを主な目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述の目的を達成するために、本発明は第一インナーチューブ、第二インナーチューブ
、シェル、第一弾性体及び第二弾性体を備える安全輸液コネクターを提供する。第一イン
ナーチューブは中に第一流路を備える第一突出部、係着部及び少なくとも一つの第一止着
部を有し、第一突出部及び第一止着部はそれぞれ係着部とを係合する。第一突出部の自由
端には少なくとも一つの第一貫通孔を有し、第一貫通孔は第一流路とを継合する。第二イ
ンナーチューブは第二突出部、本体及び少なくとも一つの第二止着部を有し、第二突出部
及び第二止着部はそれぞれ本体とを係合する。第二突出部と本体の中には第二流路を有し
、第二突出部の自由端には少なくとも一つの第二貫通孔を備え、第二貫通孔は第二流路と
を継合し、係着部は本体と互いに係着し、第一止着部と第二止着部が交じり合って配置す
る。第一突出部の自由端と第二突出部の自由端は互い反対方向に向う。、第一流路は第二
流路とを継合する。シェルは周壁部と、周壁部の両端を閉じる第一側壁部及び第二側壁部
とを有し、周壁部と第一側壁部と第二側壁部とともに囲まれた第一収納スペースを構成す
る。第一側壁部と第二側壁部はそれぞれオープンニングを有し、且つオープンニングの端
から延びさせて第一リング壁部と第二リング壁部を形成される。第一チャンネルは第一リ
ング壁部を囲まれて構成し、第二チャンネルは第二リング壁部を囲まれて構成する。第一
弾性体は頭部と胴体を備える。頭部は胴体の片側から延びさせて閉じた端部になり、胴体
の別の側から延びさせて開いた端部になる。胴体は中に開いた端部とを接合される第二収
納スペースを設けられる。第二弾性体は第一固定部と、第二固定部と、第一固定部及び第
二固定部とを同時に接続する少なくとも一つの接続部とを有し、第一固定部がシェルに着
設され、第二固定部が第二インナーチューブに納置される。第一突出部は第一リング壁部
の方向に向かって突出する。第一弾性体が第一突出部に取設されることにより、第一突出
部は開いた端部を通り抜けて第二収納スペースに配置される。第一弾性体の胴体は第二止
着部を当接し、第一弾性体の頭部は第一リング壁部の中に配置して第一チャンネルを密封
する。第一止着部は第二側壁部を当接し、第二突出部の第二貫通孔は第二チャンネルに配
置され、第一流路と第二流路と第二チャンネルとを継合する。
【００１０】
　本発明の好適な実施形態においては、第三貫通孔を備える封止部をさらに有し、封止部
は第二側壁部に取り付けて第一止着部を当接され、第二突出部が第三貫通孔を通り抜ける
安全輸液コネクターを提供する。
【００１１】
　本発明の好適な実施形態においては、封止部は二つの平行な表面を含め、その一つの表
面は第二側壁部の内壁面に取り付け、他の表面は第一止着部を当接される安全輸液コネク
ターを提供する。
【００１２】
　本発明の好適な実施形態においては、周壁部は少なくとも一つのスリットを備え、第二
弾性体の第一固定部は周壁部の外壁面に取設され、移動可能な接続部はスリットを掛合す
る安全輸液コネクターを提供する。
【００１３】
　本発明の好適な実施形態においては、第一インナーチューブには二つの対向的に並置さ
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れる第一止着部を有し、第二インナーチューブには二つの対向的に並置される第二止着部
を有する安全輸液コネクターを提供する。
【００１４】
　本発明の好適な実施形態においては、第一突出部の自由端は第一側部を有するテーパ状
の形になり、第一貫通孔が第一側部に設けられる安全輸液コネクターを提供する。
【００１５】
　本発明の好適な実施形態においては、第二突出部の自由端は第二側部を有するテーパ状
の形になり、第二貫通孔が第二側部に設けられる安全輸液コネクターを提供する。
【００１６】
　本発明の好適な実施形態においては、第一弾性体が頭部に接続された胴体にはネック部
を有し、第一側壁部と第一リング壁部の接合点には押圧部を更に備え、押圧部がネック部
を当接する安全輸液コネクターを提供する。
【００１７】
　本発明の好適な実施形態においては、第一弾性体の胴体は位置決め溝を更に設けられ、
第二止着部はフランジを更に有し、位置決め溝はフランジを噛み合わせる安全輸液コネク
ターを提供する。
【００１８】
　本発明の好適な実施形態においては、第一インナーチューブの係着部と第二インナーチ
ューブの本体の間には弾性ループを更に有する安全輸液コネクターを提供する。
【００１９】
　上述した構造により、使用された液体が単なる第一流路と第二流路に残され、効果的に
液体残りを抑えることができる。第一インナーチューブは第一止着部によってシェルの第
二側壁部に当接し、他の構成要素を拘持されないことであり、長時間の使用でも安定な構
造を維持することができる。
【００２０】
　本発明による安全輸液コネクターの詳細な特徴は、以下の詳細な説明を通して明確にす
る。また、以下の詳細な説明および本発明により提示された実施形態は本発明を説明する
ための一例に過ぎず、本発明の請求範囲を限定できないことは、本発明にかかわる領域に
おいて常識がある人ならば理解できるはずである。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の一実施形態による安全輸液コネクターを示す斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態による安全輸液コネクターを示す分解斜視図である。
【図３】本発明の図２による安全輸液コネクターを示す側面図である。
【図４】本発明の一実施形態による安全輸液コネクターを示す別の分解斜視図である。
【図５】本発明の一実施形態による安全輸液コネクターを示す部分的な側面図である。
【図６】本発明の図１による切断線６６に沿う断面図である。
【図７】本発明の図６による安全輸液コネクターの流れ状態を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
（一実施形態）
　図１から図４に示すように、本発明の一実施形態による安全輸液コネクター１０は、第
一インナーチューブ２０、第二インナーチューブ３０、シェル４０、第一弾性体５０、第
二弾性体６０及び封止部７０を含める。
【００２３】
　図４と図５に示すように、第一インナーチューブ２０は中に第一流路２２５を備える第
一突出部２２、係着部２４及び二つの第一止着部２６を有し、係着部２４は略中空円筒体
の形をし、一端が第一突出部２２とを係合し、別の一端が二つの第一止着部２６を係合し
、且つ二つの第一止着部２６は係着部２４の一端で対向する位置に配置される。第一突出
部２２は係着部２４とを連接しない一方の端部が自由端２２１である。第一突出部２２の
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自由端２２１には二つの第一貫通孔２２３を有し、第一貫通孔２２３は第一流路２２５と
を継合する。別の可能な実施例において、第一止着部２６及び第一貫通孔２２３の数は一
つでもよい。
【００２４】
　第二インナーチューブ３０は第二突出部３２、本体３４及び二つの第二止着部３６を有
し、第二突出部３２の一端が本体３４とを係合し、別の一端が自由端３２１である。二つ
の第二止着部３６は対向する位置に配置され、それぞれ本体３４とを係合する。第二突出
部３２の自由端３２１には二つの第二貫通孔３２３を有し、第二突出部３２と本体３４の
中には第二流路３２５を備える。第二貫通孔３２３は第二流路３２５とを継合する。別の
可能な実施例において、第二止着部３６及び第二貫通孔３２３の数は一つでもよい。
【００２５】
　次に、第一インナーチューブ２０と第二インナーチューブ３０の組み合わせ方法につい
て説明する。第一インナーチューブ２０の係着部２４は第二インナーチューブ３０の本体
３４と互いに係着し、第一止着部２６と第二止着部３６が交じり合って配置して、第一突
出部２２の自由端２２１と第二突出部３２の自由端３２１は互い反対方向に向う。図６に
示すように、第一流路２２５は第二流路３２５とを継合する。
【００２６】
　図２と図３に示すように、シェル４０は周壁部４１と、周壁部４１の両端を閉じる第一
側壁部４２及び第二側壁部４３とを有する。本発明の好適な実施形態においては、簡単に
組み立てられるため、周壁部４１は互いに噛み合わせる内周壁４１２と外周壁４１４を備
え、内周壁４１２は第一側壁部４２を連接し、外周壁４１４は第二側壁部４３を連接する
。図６と図７に示すように、周壁部４１と第一側壁部４２と第二側壁部４３とともに囲ま
れた第一収納スペース４４を構成する。第一側壁部４２と第二側壁部４３はそれぞれオー
プンニングを有し、且つオープンニングの端から延びさせて第一リング壁部４５と第二リ
ング壁部４６を形成される。第一チャンネル４５１は第一リング壁部４５を囲まれて構成
し、第二チャンネル４６１は第二リング壁部４６を囲まれて構成する。第一チャンネル４
５１及び第二チャンネル４６１はそれぞれ内徑が周壁部４１の内徑より短いである。周壁
部４１は二つのスリット４７を備える。
【００２７】
　第一弾性体５０は頭部５２と胴体５６を備える。頭部５２は胴体５６の片側から延びさ
せて閉じた端部になり、胴体５６の別の側から延びさせて開いた端部５６１になる。胴体
５６の中には第二収納スペース５８を有し、第二収納スペース５８は開いた端部５６１と
を接合する。
【００２８】
　第二弾性体６０は第一固定部６２と、第二固定部６４と、第一固定部６２及び第二固定
部６４とを同時に接続する二つの接続部６６とを有し、第一固定部６２は周壁部４１の外
壁面に取設され、第二固定部６４は第二インナーチューブ３０の第二突出部３２の外壁面
に取設され、接続部６６は引っ張て延伸されてスリット４７を掛合する。別の可能な実施
例においては、接続部６６が一つであり、第一固定部６２が周壁部４１の他の部分に着設
され、第二固定部６４が第二インナーチューブ３０の他の部分に納置されるならば、スリ
ット４７を省略しても良い。
【００２９】
　図２、図６及び図７に示すように、封止部７０は略平らな面になって二つの平行な表面
を含め、その一つの表面は第二側壁部４３の内壁面に取り付け、他の表面は第一止着部２
６を当接される。封止部７０は第三貫通孔７２を備える。
【００３０】
　図６と図７に示すように、安全輸液コネクター１０を組み合わせる際、第一突出部２２
は第一リング壁部４５の方向に向かって突出する。第一弾性体５０が第一突出部２２に取
設されることにより、第一突出部２２は開いた端部５６１を通り抜けて第二収納スペース
５８に配置される。第一弾性体５０の胴体５６は第二止着部３６に当接し、第一弾性体５
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０の頭部５２は第一リング壁部４５の中に配置して第一チャンネル４５１を密封する。
【００３１】
　第一止着部２６は封止部７０と第二側壁部４３に当接し、第二突出部３２は第三貫通孔
７２を取り抜け、且つ第二貫通孔３２３は第二チャンネル４６１に配置され、第一流路２
２５と第二流路３２５と第二チャンネル４６１とを継合する。本発明の好適な実施形態に
おいては、第二突出部３２の自由端３２１はテーパ状の形をして第二側部３２７を含め第
二貫通孔３２３が第二側部３２７に設けられる。
【００３２】
　図６及び図７に示すように、ユーザーは安全輸液コネクター１０に介して輸液する場合
、外部ノズル（図中未表示）を第一リング壁部４５に挿入するにより、第一弾性体５０は
第二インナーチューブ３０とともに応動して第二リング壁部４６へ移動する。その時、第
一インナーチューブ２０の第一貫通孔２２３が第一弾性体５０を覆われないになり、シリ
ンジと第一流路２２５と第二流路３２５と第二チャンネル４６１とを継合し、ユーザは需
要に応じて液体の注入または吸引をすることができる。そして、第二弾性体６０の二つの
接続部６６は引っ張て延伸されることになる。
【００３３】
　ちなみに、輸液の場合は、単なる第二インナーチューブ３０が押動され、第一インナー
チューブ２０の第一止着部２６が第二側壁部４３を当接して動けないので、構造が非常に
安定となる。なお、液体が第一流路２２５、第二流路３２５及び第二チャンネル４６１の
間にしか流れなく、第一収納スペース44に漏れないので、液体残りを抑えることができる
。封止部７０は第二突出部３２と第二側壁部４３の隙間を密封することにより、その隙間
を漏れないになる。別の可能な実施例において、封止部７０は平らな面には限らずけれど
も、第二側壁部４３に取り付けて第一止着部２６を当接される。安全輸液コネクター１０
は封止部７０をなくても、本発明の目的が遂行可能である。その場合、第二突出部３２の
二つの第二貫通孔３２３は直接的に第二チャンネル４６１に配置され、第一流路２２５と
第二流路３２５と第二チャンネル４６１とを継合する。
【００３４】
　輸液が終わる場合、単に第一リング壁部４５からシリンジノズルを取り外し、第二イン
ナーチューブ３０は引っ張て延伸された接続部６６により、第一リング壁部４５の方向へ
立ち戻るに連動させることができる。第一弾性体５０も第二止着部３６によって立ち戻り
に協動する。すなわち、第一弾性体５０の頭部５２は再び第一チャンネル４５１を密封す
ることができる。
【００３５】
　漏れ防止効果がもっと高まるため、第一弾性体５０が頭部５２及び胴体５６に接続する
ネック部５４を更に有し、ネック部５４の外径と内径は頭部５２から胴体５６への方向に
増やす。第一突出部２２の自由端２２１はテーパ状の形をして第一側部２２７を含める。
第一貫通孔２２３が第一側部２２７に設け、第一側壁部４２と第一リング壁部４５の接合
点には押圧部４８を更に備え、押圧部４８とネック部５４が第一側部２２７を互いに対応
されることにより、押圧部４８がネック部５４及び第一側部２２７とを当接し、優れた第
一貫通孔２２３を密封する効果を得る。なお、第二突出部３２の自由端３２１はテーパ状
の形をして第二側部３２７を含め、第二貫通孔３２３が第二側部３２７に設けられる。
【００３６】
　構造の安定性を高めるために、第一インナーチューブ２０の係着部２４と第二インナー
チューブ３０の本体３４の間には弾性ループ８０を更に有することにより、第一流路２２
５は第二流路３２５とを密接に継合することができる。
【００３７】
　第一弾性体５０と第二インナーチューブ３０との応動することをもっと確実になるため
、第一弾性体５０の胴体５６には位置決め溝５６２を更に設けられ、第二止着部３６の自
由端はフランジ３６１を更に有し、フランジ３６１は位置決め溝５６２とを噛み合わせる
ことができる。



(8) JP 2018-23707 A 2018.2.15

10

20

30

【００３８】
　上記の図示および記載された詳細な説明は、本発明の技術内容および特徴を説明した一
実施形態を提供するものであり、本発明にかかわる領域において常識がある人ならば、本
発明の範囲及び趣旨を逸脱することなく、種々の変形例、修正及び変更を加えることが下
記に示す請求の範囲に属することが理解できるはずである。
【符号の説明】
【００３９】
１０：安全輸液コネクター
２０：第一インナーチューブ
２２：第一突出部　　　　２２１：自由端
２２３：第一貫通孔　　　　２２５：第一流路
２２７：第一側部
２４：係着部　　　　　　２６：第一止着部
３０：第二インナーチューブ
３２：第二突出部　　　　３２１：自由端
３２３：第二貫通孔　　　　３２５：第二流路
３２７：第二側部
３４：本体　　　　　　３６：第二止着部
３６１：フランジ
４０：シェル
４１：周壁部　　　　　　４１２：内周壁
４１４：外周壁　　　　４２：第一側壁部
４３：第二側壁部　　　　４４：第一収納スペース
４５：第一リング壁部　　　　４５１：第一チャンネル
４６：第二リング壁部　　　　４６１：第二チャンネル
４７：スリット　　　　４８：押圧部
５０：第一弾性体
５２：頭部　　　　　　５４：ネック部
５６：胴体　　　　　　５６１：開いた端部
５６２：位置決め溝　　　　５８：第二収納スペース
６０：第二弾性体　　　　６２：第一固定部
６４：第二固定部　　　　６６：接続部
７０：封止部　　　　　　７２：第三貫通孔
８０：弾性ループ
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】 【図５】
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【図６】 【図７】

【手続補正書】
【提出日】平成29年12月11日(2017.12.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
第一インナーチューブ、第二インナーチューブ、シェル、第一弾性体及び第二弾性体を備
え、
前記第一インナーチューブは、中に第一流路を備える第一突出部、係着部及び少なくとも
一つの第一止着部を有し、前記第一突出部及び前記第一止着部はそれぞれ前記係着部と連
接し、前記第一突出部の自由端には少なくとも一つの第一貫通孔を有し、前記第一貫通孔
は前記第一流路と接続し、
前記第二インナーチューブは、第二突出部、本体及び少なくとも一つの第二止着部を有し
、前記第二突出部及び前記第二止着部はそれぞれ前記本体と連接し、前記第二突出部と前
記本体の中には第二流路を有し、前記第二突出部の自由端には少なくとも一つの第二貫通
孔を備え、前記第二貫通孔は前記第二流路と接続し、
前記係着部は前記本体と互いに係着し、前記第一止着部と前記第二止着部が交じり合って
配置し、前記第一突出部の自由端と前記第二突出部の自由端は互い反対方向に向い、前記
第一流路は前記第二流路とを継合し、
前記シェルは、周壁部、前記周壁部の両端を閉じる第一側壁部及び第二側壁部を有し、前
記周壁部と前記第一側壁部と前記第二側壁部とともに囲まれた第一収納スペースを構成し
、前記第一側壁部と前記第二側壁部はそれぞれオープンニングを有し、且つ前記オープン
ニングは端から延びて第一リング壁部と第二リング壁部を形成し、第一チャンネルは前記
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第一リング壁部に囲まれて構成され、第二チャンネルは前記第二リング壁部に囲まれて構
成され、
 前記第一弾性体は、頭部と胴体を含み、前記頭部は前記胴体の片側から延びて閉じた端
部になり、前記胴体の別の側は延びて開いた端部になり、前記胴体の中には第二収納スペ
ースを有し、前記第二収納スペースは開いた端部と接続し、
　前記第二弾性体は第一固定部と、第二固定部と、前記第一固定部及び前記第二固定部と
を同時に接続する少なくとも一つの接続部とを有し、前記第一固定部が前記シェルに着設
されて、前記第二固定部が前記第二インナーチューブに納置され、
前記第一突出部は前記第一リング壁部の方向に向かって突出し、前記第一弾性体が前記第
一突出部に取設されることにより、前記第一突出部は前記開いた端部を通り抜けて前記第
二収納スペースに配置され、前記第一弾性体の前記胴体は前記第二止着部を当接し、前記
第一弾性体の前記頭部は前記第一リング壁部の中に配置して前記第一チャンネルを密封し
、
前記第一止着部は前記第二側壁部を当接し、前記第二突出部の前記第二貫通孔は前記第二
チャンネルに配置され、前記第一流路と前記第二流路と前記第二チャンネルとを継合する
ことを特徴とする安全輸液コネクター。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項２】
　前記第二側壁部に取り付け、且つ前記第一止着部に当接する封止部を更に有し、前記封
止部は第三貫通孔を備え、前記第二突出部が前記第三貫通孔を通り抜けることを特徴とす
る請求項１に記載の安全輸液コネクター。
【手続補正３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項３】
　前記封止部は二つの平行な表面を含め、その一つの表面は前記第二側壁部の内壁面に取
り付け、他の表面は前記第一止着部に当接することを特徴とする請求項２に記載の安全輸
液コネクター。
【手続補正４】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項８】
　前記第一弾性体は前記頭部及び前記胴体に接続するネック部を有し、前記第一側壁部と
前記第一リング壁部の接合点には押圧部を更に備え、前記押圧部が前記ネック部を当接す
ることを特徴とする請求項１に記載の安全輸液コネクター。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　上述の目的を達成するために、本発明は第一インナーチューブ、第二インナーチューブ
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、シェル、第一弾性体及び第二弾性体を備える安全輸液コネクターを提供する。第一イン
ナーチューブは中に第一流路を備える第一突出部、係着部及び少なくとも一つの第一止着
部を有し、第一突出部及び第一止着部はそれぞれ係着部と連接する。第一突出部の自由端
には少なくとも一つの第一貫通孔を有し、第一貫通孔は第一流路と接続する。第二インナ
ーチューブは第二突出部、本体及び少なくとも一つの第二止着部を有し、第二突出部及び
第二止着部はそれぞれ本体と連接する。第二突出部と本体の中には第二流路を有し、第二
突出部の自由端には少なくとも一つの第二貫通孔を備え、第二貫通孔は第二流路と接続し
、係着部は本体と互いに係着し、第一止着部と第二止着部が交じり合って配置する。第一
突出部の自由端と第二突出部の自由端は互い反対方向に向う。、第一流路は第二流路とを
継合する。シェルは周壁部と、周壁部の両端を閉じる第一側壁部及び第二側壁部とを有し
、周壁部と第一側壁部と第二側壁部とともに囲まれた第一収納スペースを構成する。第一
側壁部と第二側壁部はそれぞれオープンニングを有し、且つオープンニングの端から延び
て第一リング壁部と第二リング壁部を形成される。第一チャンネルは第一リング壁部に囲
まれて構成され、第二チャンネルは第二リング壁部に囲まれて構成される。第一弾性体は
頭部と胴体を備える。頭部は胴体の片側から延びて閉じた端部になり、胴体の別の側は延
びて開いた端部になる。胴体の中には第二収納スペースを有し、第二収納スペースは開い
た端部と接続する。第二弾性体は第一固定部と、第二固定部と、第一固定部及び第二固定
部とを同時に接続する少なくとも一つの接続部とを有し、第一固定部がシェルに着設され
、第二固定部が第二インナーチューブに納置される。第一突出部は第一リング壁部の方向
に向かって突出する。第一弾性体が第一突出部に取設されることにより、第一突出部は開
いた端部を通り抜けて第二収納スペースに配置される。第一弾性体の胴体は第二止着部を
当接し、第一弾性体の頭部は第一リング壁部の中に配置して第一チャンネルを密封する。
第一止着部は第二側壁部を当接し、第二突出部の第二貫通孔は第二チャンネルに配置され
、第一流路と第二流路と第二チャンネルとを継合する。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明の好適な実施形態においては、第三貫通孔を備える封止部をさらに有し、封止部
は第二側壁部に取り付けて第一止着部に当接し、第二突出部が第三貫通孔を通り抜ける安
全輸液コネクターを提供する。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明の好適な実施形態においては、封止部は二つの平行な表面を含め、その一つの表
面は第二側壁部の内壁面に取り付け、他の表面は第一止着部に当接する安全輸液コネクタ
ーを提供する。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　本発明の好適な実施形態においては、第一弾性体は頭部及び胴体に接続するネック部を
有し、第一側壁部と第一リング壁部の接合点には押圧部を更に備え、押圧部がネック部を
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当接する安全輸液コネクターを提供する。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　図４と図５に示すように、第一インナーチューブ２０は中に第一流路２２５を備える第
一突出部２２、係着部２４及び二つの第一止着部２６を有し、係着部２４は略中空円筒体
の形をし、一端が第一突出部２２と連接し、別の一端が二つの第一止着部２６と連接し、
且つ二つの第一止着部２６は係着部２４の一端で対向する位置に配置される。第一突出部
２２は係着部２４と連接しない一方の端部が自由端２２１である。第一突出部２２の自由
端２２１には二つの第一貫通孔２２３を有し、第一貫通孔２２３は第一流路２２５と接続
する。別の可能な実施例において、第一止着部２６及び第一貫通孔２２３の数は一つでも
よい。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　第二インナーチューブ３０は第二突出部３２、本体３４及び二つの第二止着部３６を有
し、第二突出部３２の一端が本体３４と連接し、別の一端が自由端３２１である。二つの
第二止着部３６は対向する位置に配置され、それぞれ本体３４と連接する。第二突出部３
２の自由端３２１には二つの第二貫通孔３２３を有し、第二突出部３２と本体３４の中に
は第二流路３２５を備える。第二貫通孔３２３は第二流路３２５と接続する。別の可能な
実施例において、第二止着部３６及び第二貫通孔３２３の数は一つでもよい。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　次に、第一インナーチューブ２０と第二インナーチューブ３０の組み合わせ方法につい
て説明する。第一インナーチューブ２０の係着部２４は第二インナーチューブ３０の本体
３４と互いに係着し、第一止着部２６と第二止着部３６が交じり合って配置して、第一突
出部２２の自由端２２１と第二突出部３２の自由端３２１は互い反対方向に向う。図６に
示すように、第一流路２２５は第二流路３２５と継合する。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　図２と図３に示すように、シェル４０は周壁部４１と、周壁部４１の両端を閉じる第一
側壁部４２及び第二側壁部４３とを有する。本発明の好適な実施形態においては、簡単に
組み立てられるため、周壁部４１は互いに噛み合わせる内周壁４１２と外周壁４１４を備
え、内周壁４１２は第一側壁部４２に連接し、外周壁４１４は第二側壁部４３に連接する
。図６と図７に示すように、周壁部４１と第一側壁部４２と第二側壁部４３とともに囲ま
れた第一収納スペース４４を構成する。第一側壁部４２と第二側壁部４３はそれぞれオー



(14) JP 2018-23707 A 2018.2.15

プンニングを有し、且つオープンニングの端から延びて第一リング壁部４５と第二リング
壁部４６を形成される。第一チャンネル４５１は第一リング壁部４５に囲まれて構成され
、第二チャンネル４６１は第二リング壁部４６に囲まれて構成される。第一チャンネル４
５１及び第二チャンネル４６１はそれぞれ内徑が周壁部４１の内徑より短い。周壁部４１
は二つのスリット４７を備える。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　第一弾性体５０は頭部５２と胴体５６を備える。頭部５２は胴体５６の片側から延びて
閉じた端部になり、胴体５６の別の側は延びて開いた端部５６１になる。胴体５６の中に
は第二収納スペース５８を有し、第二収納スペース５８は開いた端部５６１と接続する。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　図２、図６及び図７に示すように、封止部７０は略平らな面になって二つの平行な表面
を含め、その一つの表面は第二側壁部４３の内壁面に取り付け、他の表面は第一止着部２
６に当接する。封止部７０は第三貫通孔７２を備える。
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