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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　針チップ保護シールドから医療針に反復してアクセスするために使用できる、針を逐次
的に使用するための医療針安全システムにおいて、
　細長い医療針、および、針ハブを含む医療針アセンブリーを備え、
　前記医療針は、前記ハブに固定され、且つ、遠位に配置された尖った針チップ、および
、前記ハブから前記針チップへの線に沿って中間に配置される長い軸を有しており、
　前記医療針安全システムは更に、前記ハブにヒンジ結合され、かつ、シールドを有する
安全シールドアセンブリーを備え、
　前記シールドは、各々のセグメントが、少なくとも一つの他のセグメントにヒンジ結合
される複数の折り畳み可能なセグメントを含んでおり、
　前記シールドアセンブリーは更に、少なくとも一つのラッチ部分を含み、
　前記ラッチ部分は、近位セグメントに対して摺動可能なように固定されており、
　前記ラッチ部分は、前記シールドが伸張されて前記針チップを保護するときに、遠位セ
グメントに対して解除可能および解除不能に接続するためのラッチを含んでおり、
　前記シールドが前記針の回りに伸張され、かつ、前記ラッチ部分が遠位方向に摺動され
たときに、前記少なくとも一つのラッチ部分がラッチして、実質的に剛性の構造を与える
目的で前記シールドを固定するように構成されており、
　前記シールドアセンブリーは、更に、前記少なくとも一つのラッチ部分に形成されたア
クチュエータを備え、



(2) JP 4809560 B2 2011.11.9

10

20

30

40

50

　前記アクチュエータは、デジタルインターフェースを有しており、
　前記デジタルインターフェースは、前記シールドアセンブリーに対して前記少なくとも
一つのラッチ部分を近位方向に摺動させて、前記ラッチ部分を解除させ、前記シールドが
折り畳み可能に後退し、前記針、および、前記針チップが使用のために裸にされ、また、
後で、前記針、および、前記針チップの回りに再伸張することを可能にするように構成さ
れている、
ことを特徴とする安全システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の医療針安全システムであって、前記シールドアセンブリーは更に、針
ガイドおよび前記ガイドを前記シールドの遠位セグメントに取付けるためのヒンジを含み
、それによって、前記シールドが伸張して前記針チップをカバーし、また折り畳み可能に
後退して前記針および前記針チップをそれぞれ使用のために裸にするときに、前記ガイド
が前記シールドの遠位セグメントに対して回転して、前記針の長軸に沿って遠位方向およ
び近位方向に線型に摺動することを可能にし、前記ガイドは前記針と相互作用して、前記
針チップが前記シールドアセンブリーの如何なる部分にも接触しないように、前記針チッ
プを前記シールドの中へ、および、前記シールドから外へと変位させることを特徴とする
安全システム。
【請求項３】
　請求項１に記載の医療針安全システムであって、更に、前記針ハブに取付けられたシリ
ンジを備えることを特徴とする安全システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の分野】
本発明は、一般には中空の内腔医療針用安全装置、特に、鋭い針チップを安全に遮蔽する
ために保護針シールドまたは保護針鞘を用いたシリンジ針装置に関し、医療処置の前後に
使用される。より特定すれば、本発明は取外し可能な医療針シールド、鞘（シース）また
は囲いに関し、これは取外し可能で且つ再配置可能な保護用の針カバーとして使用され得
るものである。本発明はまた、使用の際に針を更にシールドおよび保護するために使用す
ることができ、また装置の鉢先端から付属の医療針シールドを選択的に外すために鍵をか
けることができるコネクタまたはアダプタに関する。
【０００２】
【発明の背景】
不注意に針で刺すことに付随する問題は、血液採取、医薬の経皮的注射、および医療針の
使用を含む他の医療処置の技術において周知である。AIDS、肝炎および他の重篤な血液伝
播性疾患への露出に対する現代人の敏感さのために、針で刺す問題にはより多くの注意が
払われている。
【０００３】
患者からの針の除去を含む処置は、通常、施術者が一方の手で針装置を除去しながら、他
方の手で針が抜き取られる傷部位を押圧することを必要とする。付添いの施術者は、針の
使い捨てに対するよりも傷のケアに対する注意を優先するのが普通である。通常の非安全
装置の場合、このような優先度は、容易に手の届く範囲にある利用可能な鋭い容器の便利
さ、または患者の側に残さずに安全に廃棄するためのもう一つの手段を必要とする。安全
な処置とともに充分なケアを与えることは、患者の生理的状態および精神的状態（例えば
、火傷単位および精神医学的に）によって複雑になることが多い。このような条件におい
て、患者をケアしながら、使用済みの露出された針を適切に廃棄するために適切な行動を
取ることは、不可能ではないにしても困難なことが多い。或る場所でシリンジに医薬を充
填し、次いで針にキャップを被せないで患者の場所に運ぶ通常のプラクティスでは、偶然
に針で突き刺す顕著な機械を与える。針を再度キャッピングすることは、再キャッピング
に伴って偶然に針で刺す危険のために、現在のアメリカ合衆国の医療実務では認められて
いない。
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【０００４】
針のケアおよび廃棄の問題に関連した周知の知識および歴史は、偶然に針で突き刺すこと
を防止するための多くの装置をもたらしている。シリンジの針をシールドするための現在
の装置は両手を必要とすることが多く、幾つかの装置では、針シールドの安全状態が容易
には分からない。
【０００５】
屡々、シリンジ針を複数回使用する必要がある。筋肉内注射を行うときは、薬瓶から内容
物を抜取り、次いで内容物を患者に注射するのが通常のプラクティスである。薬瓶上の膜
を穿刺し、次いで患者に注射するために、同じ針を使用するのが望ましい。しかし、薬瓶
から内容物が抜き取られる場所が、患者に注射する場所から或る程度離れている場合があ
る。このような状況では、患者へ運ぶために施術者が針に再キャッピングすることがあり
得る。同様に問題なのは、保護されていない針を運ぶもう一つのプラクティスである。幾
つかの現在利用可能な安全装置は、針のカバーおよび再アクセスを可能にする。しかし、
上記に開示したような因子が、これら安全装置の許容度を制限している。
【０００６】
比較的安全な領域に針が侵入される状況（例えば、ＩＶセットにおける「Ｙ」コネクタを
貫通する場合）でも、安全の必要性を認識することは、「無針システム」として共通に知
られた種類の医療装置において、設計および販売に成功をもたらしている。しかし、これ
らのシステムでさえも、バイアル瓶を充填する手順は、シリンジを充填するために未だ鋭
い針の使用を必要とするので、針の使用を完全に排除するものではない。シリンジが充填
されたら、使用された針を除去して廃棄し、鈍いカニューレで置き換え、または、無針コ
ネクタに接続する一方、シリンジ充填手順の際に針は露出され、危険なままであるのが普
通の実務である。
【０００７】
多数回使用のために再アクセス可能な針安全装置に対する、より満足な解決策を提供する
ことが未だ必要とされている。
【０００８】
【発明の概要】
簡単に要約すれば、ここに開示する新規な発明は、針挿入処置の終了時に医療針を患者か
ら抜き取るとき針の先端が裸であるときに起きる、傷関連の針での突き刺しから生じる公
知の重大な問題を劇的に減少させるものである。本発明は、医療処置における幾つかのス
テップにおいて医療針へのアクセスを可能にする一方、それらのステップの間では、安全
なカバーで囲まれた状態に針を戻すことができるようにするものである。
【０００９】
本発明では針保護シールドを用いるが、これは針の先端をカバーおよび保護するように移
動可能であり、且つ医療処置を通して複数回使用するために、針および尖端を裸にするよ
うに移動させることができる。更に、当該針の先端はシールドによって保護的にカバーさ
れることに加えて、該シールドには接触しない。
【００１０】
本発明において、シールドは保護を与えるために針および先端の回りに配置される。解除
可能な一時的ラッチが設けられるが、これはシールドを折り畳むために外すことができ、
それによって、その後の医療処置のために針に再アクセスすることを可能にする。夫々の
処置が完了したときに、該シールドは再度広げられ、ラッチされて、安全なカバーを提供
する。また、使用の最後に確実な針チップ保護を補償する保護的シールドのために、選択
的に活性化された解除不能なロックも設けられる。
【００１１】
一実施例において、該シールドは、針のチップに対して近位方向に配置された針ガイドを
含んでおり、これは、保護シールドを移動させて針をカバーおよびシールドするとき、お
よびシールドを除去して針を使用するために裸にするときに、シールドとの接触による損
傷からチップを保護する。この針ガイドは、針の長軸に整列された状態で移動するように
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配置および拘束され、また、針チップと接触することなく、針の回りでのシールドの移動
を容易にするように拘束される。
【００１２】
一般に、当該装置は、一時的または解除可能であるが安定な、少なくとも二つの状態に構
成することができる。一つの安定な状態において、当該シールドは、使用のために針が裸
であるときに「邪魔にならない」で配置されるように拘束される。第二の解除可能な安定
な状態において、当該シールドは、針および針チップの回りに保護的に配置されるように
拘束される。更に、当該装置およびシールドは、組合された状態で、使用が完了したとき
に装置の更なる使用を妨げるように、確実且つ取外し不能に固定される永久的なロックを
含んでいる。好ましくは、シールドを夫々の安定な状態に拘束するようにラッチが使用さ
れる。
【００１３】
安全針装置における他の重要な因子には、装置が片手で効果的に使用され得ること、およ
び、使用の間で針の安全な状態を維持しながら、針が多数回アクセスされ得ることが含ま
れる。特に、皮下シリンジ針装置の場合は、シリンジを予め充填するために、針を使用し
て医療用液体を収容したバイアル瓶にアクセスし、次いでその同じ針を使用して、シリン
ジの内容物を患者に供給するのが通常のプラクティスであるから、安全な状態から医療針
に複数回アクセスできる能力は非常に重要である。
【００１４】
本発明は、一般に、当該装置がシールドの安全な状態の方に動かされ、安全な状態から外
され、または単純に安全な状態内で配置されるときに、不注意による針での傷害からユー
ザを保護しながら、また針およびその脆弱なチップを保護しながら、片手での操作、およ
び医療針への複数回のアクセスを提供する。
【００１５】
しかし、針シールドが有効であっても、例えば皮下適用で生じるように、針を裸にする標
準的な処置で使用されるときに、針は不注意によって突き刺しを生じ易い。この理由で、
無針システムが人気を得るようになった。本発明の一実施例は、連続的な保護カバー下に
針を維持しながら針に対する機能的アクセスを提供するために、針シールドを特別のコネ
クタ（またはアダプタ）と組合せることを含んでいる。
【００１６】
このような実施例において、夫々の展開されたシールドベースは遠位方向に配置されたラ
ッチを有しており、該ラッチは不注意での折り畳みに対する防止策として、展開されたシ
ールドを正しい位置にロックする。夫々のコネクタまたはアダプタは、アクチュエータお
よび鍵を有している。これらによって、前記ラッチは、前記コネクタまたはアダプタを前
記シールドに接続する動作によってロックが解除され、それにより、連続的保護カバーを
針チップの回りに維持しながら、前記シールドを針から除去する（折り畳む）ことが可能
になる。前記シールドが除去されるのと連携して、コネクタまたはアダプタの針尖端に向
かう移動は、コネクタアダプタの方およびその中への線型経路（これは針の長軸と整列し
ている）で行われる。この方法では、コネクタを使用する際に針が曲がる傾向は存在しな
い。針チップは、それがコネクタまたはアダプタ内に入るまで、シールドによって連続的
に保護される。針チップが連続的にカバーされ保護されるので、シールドがコネクタまた
はアダプタと共に使用される全ての目的について、針の安全性が保証される。
【００１７】
このような目的は、一般には、コネクタまたはアダプタを使用しないで同じ機能を行うと
きに必要とされるのと同じ数および種類のステップによって満たされる。この理由のため
に、シールドと協働するこれらコネクタを使用する殆どの操作は、受動的操作と見なされ
る（即ち、それらは、シールドおよびコネクタのない標準的な処置のステップに追加する
ステップを必要としない）。受動的操作は、針がコネクタから引き抜かれるときに、シー
ルドを伸展された針保護状態に自動的に戻すように働く、コネクタとびシールドとの間の
相互作用によって更に実現される。シールドを接続および折り畳む場合と同様に、針がコ
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ネクタから抜き取られるときに、針チップは連続的にカバーされる。従って、シールドは
、コネクタが外される前に針が完全に保護されることを保証し、それによって、針の使用
前、針の使用の最中および針の使用後の安全を確実にする。
【００１８】
本発明の範囲内において、このようなコネクタを安全かつ有効に用い得る多くの応用が存
在する。例えば、これに限定されるものではないが、コネクタをバイアル瓶、静脈（ＩＶ
）チューブセットおよび真空サンプリング管上に配置してもよい。
【００１９】
手短に要約すると、上記の目的は、針の逐次的使用において針チップ保護シールドから医
療針に繰返しアクセスするための医療針安全システムによって達成され、該安全システム
は、細長い医療針および針ハブを含む医療針アセンブリーを備え、前記医療針は前記ハブ
に固定され、且つ遠位に配置された尖ったチップおよび前記ハブから前記チップへの線に
沿って中間に配置される長い軸を有しており；前記ハブにヒンジ結合された安全シールド
アセンブリーを備え、該安全シールドアセンブリーは、各セグメントが少なくとも一つの
他のセグメントにヒンジ結合される複数の折り畳み可能なセグメントを含み、少なくとも
一つの前記セグメントは前記針の長軸回りで旋回するように円弧状であり、前記シールド
アセンブリーは更に、少なくとも一つの解除可能なラッチ部分を含み、該ラッチ部分は前
記シールドが前記針の回りに伸張されたときにラッチして、前記針および針チップの回り
に保護的に配置された針とは独立で且つ実質的に剛性の構造を与える目的で前記シールド
を固定し、更にまた、それにより前記ラッチが解除されて、前記シールドが折り畳み可能
に後退し、前記針および針チップが使用のために裸にされ、また後で針およびそのチップ
の回りに再伸張することを可能にするアクチュエータを含む。
【００２０】
【発明の実施例の説明】
この説明において、「近位」という用語は、他に指定しない限り一般に、言及された事項
について、当該装置の予想されるユーザに相対的に近い方を示すために用いられる。「遠
位」という用語は、同様に、相対的に遠い方を示すために使用される。次に、図１～図３
５に示した実施例を参照するが、これらの図では、全体を通して類似の部分を指定するた
めに類似の番号を使用する。複数の部分が、類似ではあるが同一ではない形態および機能
を有する場合には、解釈的な相互参照を容易にするためにプライムを付した数字が用いら
れる。
【００２１】
本発明による針シールド安全装置の第一の実施例が、装置10として図１に示されている。
装置10は、針カバー20および針ハブシールドアセンブリー30を有している。
【００２２】
針ハブアセンブリー30は図２に更に良く示されており、ここではカバー20が除去されてい
て、医療針40を露出させ、さもなければ隠されている折り畳み可能な針シールド50の遠位
部分を露出させて、それらが見えるようになっている。図１と図２との間の違いから明ら
かなように、針カバー20は細長い中空で円錐台形の遠位部分60を有しており、これは形状
および機能において、使用前に針を保護するために通常使用される針カバーに類似してい
る。また、カバー20は、横方向で近位に配置されたガード70を有している。ガード70は、
針40を使用するためにカバー20を除去するよりも前の、不注意によるシールド50の駆動に
対するキーパーとして作用する。現在入手可能な針カバーと同様に、針カバー20はポリプ
ロピレン、他の合成樹脂材料、または、それらの均等物から形成すればよい（例えば、射
出成形すればよい）。
【００２３】
針40およびシールド50に加えて、アセンブリー30は針ハブ80を有しており、これには針40
が固定され、またシールド50がヒンジ結合されている。この実施例では、ハブ80は雌型ル
アー（ロック）フィッティング90を備えているのが見えるが、本発明の範囲内で他のフロ
ースルーハブフィッティングおよび接合部を使用してもよい。針40は、一般には細長いシ
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ャンク92および尖ったチップ100を有するように形成される。
【００２４】
医療針への再アクセスを許容する装置にとって、カバー20のようなカバーは必要でない可
能性があることに留意するのが重要である。シールドが確実で且つ解除可能にラッチされ
るとき、アセンブリー30のような装置は、図５におけるシールド50のようなシールドによ
って針40が保護的にカバーされた、安全な状態に展開され得る。次いで、こうして展開さ
れた装置は、カバー20のようなカバーなしで、「バブルパック」のような抗菌性保護ラッ
プの中に包装され、出荷される。このような展開およびカバーの排除は、基本的な装置の
コストおよび廃棄する付属部品のコストの両方を低減する。
【００２５】
この実施例の発明的な新規性の第一は、シールド50である。図４に示すように、シールド
50は二つのセグメント、即ち、遠位セグメント110および近位セグメント120から形成され
る。三つ以上のセグメントを使用して、折り畳み可能な針シールドを形成してもよい。
【００２６】
遠位セグメント110は、並列された一対の細長い側部片122および124、並びに閉じた端部1
26を有するように作製され、閉じた端部126が前記側部片122および124と連続して形成さ
れることにより、中空の針チップ100のためのガード凹部128を形成する。シールド50が伸
張されて、針40および針チップ100を保護するときに、チップ100は遠位セグメント110の
如何なる部分とも接触しない。このような接触は、チップ100の構造的一体性を危険に曝
し、従って針40の連続的な使用をも同様に危険に曝す。シールド50が伸張されて囲いにな
る場合、および折り畳まれて針チップ100を将来の使用のために裸にする場合の両方の場
合に、針チップ100が遠位セグメント110の中へ、また該セグメントから外へ案内されるこ
とを保証するために、針ベアリングおよびガイド330が、夫々ヒンジ132および134によっ
て側部部材122および124に取付けられる。針ベアリングおよびガイド330は、ヒンジ332を
介して遠位セグメント110に対して回転し、閉鎖端326を針チップ100から遠くへ変位させ
る。図２および図７に最も良く見られるように、針ベアリングおよびガイド330は針ベア
リング表面336を有しており、それによって針40は、遠位セグメント110が折り畳みおよび
伸張の際に針40の回りを回転するときに、針チップ100が遠位シールド50に接触しないの
を保証するように拘束される。
【００２７】
遠位セグメント110は、近位に配置された一対の接続ヒンジ342および344（図２参照）を
有しており、これによって、セグメント110はセグメント120にヒンジ結合される。アセン
ブリー30のヒンジの全部または一部は、ポリプロピレンまたはその均等物のような適切な
材料が使用されるときには、成形ハブ80、近位セクション120および遠位セクション110の
全部または何れかの部分の組み合わせを射出成形することによって、一体ヒンジとして形
成すればよい。
【００２８】
一対の横方向に伸びる翼部352および354が、セグメント110上で外側に且つ近位に配置さ
れている（図２参照）。各翼部352および354は、夫々の側部322および324から遠くに変位
されて（図４参照）、夫々362および364と番号を付した棚部を与え、これは解除可能なラ
ッチのための受け止め部として働く。このような受け止め部およびラッチの組合せの動作
は、以下で詳細に開示される。
【００２９】
アセンブリー30の重要な要素は、図２、図４～図６および図８に示した摺動可能なラッチ
部370である。ラッチ部370は、近位セグメント120に摺動可能に取付けられ、またシール
ド50が可変かつ選択的に伸張されて針チップ100を保護するときに、セグメント110に対し
て解除可能および解除不能に接続するためのラッチを含んでいる。図２に示すように、ラ
ッチ部370は二つのラッチ372および374を有しており、その夫々はラッチ部370の各側壁37
6および378に配置される。ラッチ374は、連結立上り部380、内側傾斜面382およびベアリ
ング表面384を有する側壁378と一体に形成される。ラッチ372は、ラッチ374の並列された
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ミラーイメージ（鏡像）として形成される。ラッチ372の詳細は図示されていないが、そ
の立上り部、内側傾斜面、およびベアリング表面は、ラッチ374の連結立上り部380、内側
傾斜面382およびベアリング表面384と同様であり、この明細書では、380'、382'および38
4'の参照番号がそれぞれ付されている。傾斜表面382および382'が翼部352および354とそ
れぞれ合致するときの、立上り部380および380'の屈曲は、ラッチ部370が組立て工程でセ
グメント110上に「スナップ」されることを可能にする。
【００３０】
次に、近位セグメント120の詳細な構造がより明瞭に示されている図７を参照する。ヒン
ジ342および344によって遠位セグメント110に接続されると共に、近位セグメント120はま
た、一対のヒンジ386および388によって、針ハブ80に結合される。先に示したように、ヒ
ンジ342、344、386および388のようなヒンジは、一体ヒンジとして成形すればよく、これ
は遠位セグメント110、近位セグメント120および／または針ハブ80の何れかの組合せが、
一体の部分として成形されるべきである。このような場合に、部品はポリプロピレンまた
はその均等物から成形すればよい。近位セグメント120は、好ましくは、平坦な頂部連結
層390およびこれに直角に取付けられた二つの側部部材392および394を有する一体構造と
して形成される。夫々の側部部材は、層390から遠くに配置された、番号が夫々396および
398の線形のレールを形成する。
【００３１】
図８に最も良く見られるように、ラッチ部370は、一般にはラッチ部370の上部に配置され
た側に形成されたボタン部400を有している。夫々の側において、ボタン400は側壁376お
よび378と一体である。ボタン400は更に、デジタルインターフェースを与える立上り表面
402を含んでおり、該インターフェースはラッチ部370を近位方向に摺動させて、ラッチ37
2および374をそれぞれ翼部352および354から解除し、近位セグメント120に対して遠位セ
グメント110を折り畳ませ、針40を使用のために裸にすることを可能にする。同じ立上り
表面402との接触は、ボタン400をアクチュエータとして使用して、遠位セグメント110お
よび近位セグメント120を針40の回りで折り畳み、針チップ100のための保護カバーを与え
ることを可能にする。ラッチ部370を遠位方向に動かすと、表面384および384'（先に挙げ
た384'はこの図には見られない）を翼部表面364および362に夫々当接させて摺動可能に取
付け、ヒンジ342および344の回りで、ラッチ部370の解除可能であるが固定された取付け
を与え、それによって安定で実質的に剛性の構造を取る。
【００３２】
ラッチ部370は、近位セグメント120に対して摺動可能に取付けられたままであるべきであ
る。この目的のために、ラッチ部370は、一般にボタン400の下に配置された実質的に平坦
な下地構造を含んでいる。下地構造404は、その上をラッチ部370が容易に摺動するように
、層390を収容する大きさである。側壁376および378は、下地構造404並びにボタン400と
一体である。下地構造404の反対側では、夫々の側壁376および378が、棚406および408で
それぞれ終端する。側壁376，378および棚406，408は、ラッチ部370が、層390およびレー
ル396，398上を摺動するように採寸および配置されている。このようにして、ラッチ部37
0は、近位方向に移動されると、ラッチ372および374並びに翼部352および354により形成
されたラッチ結合を解放し、また遠位方向に変位されるとこれらラッチ結合を係合させる
。
【００３３】
もう一つのラッチ410が下地構造404に形成されている（図８参照）。図５に見られるよう
に、ラッチ110のための受け止め部412が、翼部352および354間の遠位セグメント110の上
部における矩形スロット414として形成されている。ラッチ部370を完全に遠位方向に変位
させて何等かの解除不能な結合を達成し、それによって保護シールドを針チップ100の回
りに固定するときに、ラッチ410は外側に付勢され、次いで反動的ににスロット414の中に
スナップされるように配置される。
【００３４】
従って、シールド50は、針の別々の複数回の使用を含む医療処置における安全性を改善す



(8) JP 4809560 B2 2011.11.9

10

20

30

40

50

るために、複数回、解除可能なシールド内の囲まれた状態から医療針に再アクセスし、ま
た解除可能にラッチされた囲まれた状態に針を再カバーするための手段を提供する。全体
の医療処置が完了したら、医療針は解除不能にシールド内にロックすることができる。図
５において、シールド50は、針40（図５には見られない）の回りに解除可能に配置されて
いる。図４において、シールド50は部分的に変位される。図２において、シールド50は、
針40および針チップ100を裸にするために完全に変位されている。同様の方法で、シール
ド50は、図２に見られる状態から図４に見られる状態を通して、図５に見られる安全な針
カバー状態へと変位され得る。このシーケンスは、医療処置の全体を通して所望により反
復することができる。最後に、図６に示すように、ラッチ部370の遠位方向への変位によ
り、ラッチ410をスロット414の中に係合し（図５参照）、それによって、シールド50を針
40の回りに固定し、解除不能にロックする。
【００３５】
もう一つの実施例30'において、シールド50は、図３に見られるように二つの尖った端部1
00および100'を有する針40'と共に用いてもよい。この場合、ハブ80'は、ねじを切られた
接続部418を有し、該コネクションは液体サンプルを真空サンプリング管の中に抜き取る
目的で、静脈切開バレルと共に使用してもよい。
【００３６】
これも本発明の更にもう一つの実施例である装置510が、図９に見られる。装置510はシー
ルドアセンブリー530を含んでおり、これはハブアセンブリー540にヒンジ結合される。シ
ールドアセンブリー530は一般には二つの部分、即ち、摺動子550および針シールド560か
ら作製される。ハブアセンブリー540は、ハブ部分570に固定された針40（先に挙げたもの
）のような医療針を含んでいる。ハブ部分570は、装置510をシリンジに接続するための、
近位の雌型ロックルアー連結部572（ルアーフィッティング90と類似）を含むように示さ
れているが、本発明の範囲内で他のハブ連結部を使用することもできる。
【００３７】
ハブ部分570には、一対の並列された摺動ガイド574および576が結合されており、これら
は針40の軸に沿って整列されている。夫々のガイド574および576は、案内トラック578お
よび580を夫々有しており、それらの目的については以下で詳述する。
【００３８】
シールド560は、一対のヒンジ結合された実質的に剛性のアーム582および584を有するよ
うに形成され、それらは図１０により良く見られる。アーム582は、ヒンジ586および588
によってアーム584に結合される。ヒンジ586および588は、同じ型キャビティー内でアー
ム582および584と共に一体に形成ときに、アーム582および584を相互接続する一体ヒンジ
であってもよい。針40、および針40をハブ部分570に取り付けるために使用する何等かの
接着剤を除き、全ての他の部分は、ポリプロピレンまたはその均等物のような剛性樹脂材
料で形成すればよい。他の材料を使用してもよいが、針40をシールドする十分な剛性と、
一体ヒンジを形成する可撓性を有する材料を選択するのが好ましい。
【００３９】
アーム582は、上部に配置された一対の横方向に伸びる翼部590および592を有しており、
これは以下で詳細に述べるように、摺動子（スライダ）550のための受け止め部を形成す
る。翼部590および592から遠位に、針ガイド600が、ヒンジ602によってアーム582の遠位
部分に取付けられる。ガイド600から遠位において、アーム582は、シールド560が針40の
回りに伸張されるときに針40のチップを保護的にカバーするための、閉じた末端596を有
している。ヒンジ586および588がシールド560の一部として一体成形することができるの
と同様に、ヒンジ602および関連の針ガイド600は、アーム560およびシールドアセンブリ
ー530の一体的部分として成形してもよい。
【００４０】
針ガイド600は、表示を明瞭にするために、別々の部分として図１６に示されている。ガ
イド600は近位方向に配置された案内リング604を有しており、これは孔606を通して中央
に配置されており、針40（図１６には示されていない）を容易に通過させるための寸法を
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有している。リング604は、シールド560が折り畳まれて針40を裸にするときに、チップ10
0がシールド560の何れかの部分（特にアーム582）に接触しないように、針40を拘束およ
び案内するように幾何学的に配置されるべきである。この方法において、チップ100は、
接触せずに端部596を通過するように案内される。針ガイド600はまた、カバー部610およ
び一対の側部プロテクタ612および614をもった遠位方向に配置された囲い608を有する。
カバー部610は側部プロテクタ612および614と共に、シールド560が折り畳みおよび伸張さ
れるときに、その中を通して針40が案内される開口部616を形成する。針ガイド600は、別
の部分として形成されたときには、ヒンジ602の中で使用するために配置された横行スル
ーホール618を有する。
【００４１】
図１４にはアーム584が最も良く示されており、ここでは「成形されたままの」向きで描
くために、シールドアセンブリーを針40の無い底面図で示している。アーム584は、一対
の下方に広がる側部622および624を備えた、実質的に平坦な、中間に配置された頂部620
を有している。側部622は、一対の下方延設部628および630の間に配置された実質的に平
坦な底面626を有している。同様に、側部624は、実質的に平坦な底面632、および一対の
下方に向けた延設部634および636を有している。
【００４２】
一対のヒンジ638および639（図１４参照）は、アーム584をハブ570にヒンジ結合する。図
１４には位置されているように、シールド560およびハブ570は、単一の一体的に成形され
た部分として射出成形すればよい。ハブ570もまた、中央に配置されたスルーホール640を
有しており、ここには針40が取り付けられる。
【００４３】
次に、図１５を参照すると、ここには別の部材としての摺動子550が示されている。摺動
子550は、シールドアセンブリー530を折り畳み、一時的にラッチし、また解除不能にロッ
クする際のアクチュエータとして使用される。シールドアセンブリー530上で使用するた
めに配置されるので、摺動子は、シールドアセンブリー530のためのアクチュエータとし
て働く上方に伸びたボタン640を有している。ボタン640は、シールド560を折り畳まれた
状態から伸張された状態に変位させ、また伸張された状態から折り畳まれた状態へと変位
させるために、遠位方向および近位方向に容易に力を加えるための構成とすべきである。
このような構成は、アクチュエータ製造技術において周知である。ボタン640は、摺動子5
50における頂部セクション642の一体的部分であり、これは遠位頂部セクション644および
近位頂部セクション646を有している。
【００４４】
遠位頂部セクション644は中央に配置されたラッチ脚部648を有しており、該脚部は下方に
配置されたラッチ面650を有している。ラッチ脚部652は、上方ラッチ面658を備えた、中
央方向に向けられたラッチ656を有している。ラッチ脚部654は、同様に中央方向に向けら
れたラッチ660、および上方ラッチ面662を有している。
【００４５】
近位頂部セクション646は、そこから下方に広がる二つの平行な側部664および666に一体
に結合されている。側部664は、該側部664の下面670から中央方向に伸びる摺動レール668
において突然に終端する。側部666は、同様のミラーイメージ（鏡像）である側部レール6
72を有している。加えて、側部664は、ボタン640に対して近位方向および下方に配置され
た、外側に伸びる案内ノブ674を有している。側部666は、同様に配置された案内ノブ676
を有している。
【００４６】
図９を参照すると、摺動子550は、摺動子側部664および666（図１５参照）を、夫々の表
面626および632が摺動レール668および672に並列されるまで、夫々の下方に広がる側部62
2および624（図１４参照）の回りにスナップすることにより、シールドアセンブリー530
の一部として組立てられる。この方法において、摺動子550は、アーム582に沿って摺動す
るように拘束され、摺動レール668および672の移動は延設部626，630および634，636（図
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１４参照）によって夫々限定される。同様にして、図９に示すように、ラッチ脚部652は
翼部590によって形成された受け止め部上にラッチされ、またラッチ脚部654は翼部592に
よって形成された受け止め部にラッチされる。スロット678は、ラッチ脚部648に整列され
て、アーム582の頂面において中央方向に配置される。ラッチ脚部648に対するスロット67
8の機能については後述する。
【００４７】
図９は、使用前の装置510の輸送および保存に使用できる、装置510の状態を表示している
。この状態において、針40および針チップ100はシールド560によって安全にカバーされ、
保護される。このシールド560は、先に述べたように、翼部590および592、ラッチ脚部652
および654、広がり側部622および624、並びに側部レール668および672の相互作用により
ヒンジ586および588の回りに配置および安全にラッチされるガイド600、シールド560およ
び摺動子550の組合せによって、実質的に剛性の部材に拘束される。回転のこの点におい
て、部材610は、針チップ100のために上部に配置された保護カバーを提供する。この状態
において、輸送および保存の間の針40の清潔さおよび滅菌性を保護するために、装置510
を「バブルパック」または同様のパッケージの中に包装してもよい。
【００４８】
保護パッケージから装置510を取り出し、使用のために針40をシリンジ等に取付けた後、
図１０に見られるように、好ましくは、ボタン640に対して近位方向に向けて力を加える
ことにより、ラッチ脚部652および654が夫々翼部590および592によって形成された受け止
め部から自由になるまで、摺動子550をルアー接合部572に向けて変位させればよい。摺動
子550の連続的な変位によって、ノブ674および676はトラック578および580に導入され、
これに追従する。トラック578および584は、摺動子550および取付けアーム584を付勢して
、ヒンジ638および639の回りに回転させるように形成され（図１４参照）、それによって
、シールド560を針40の回りに折り畳ませる。アーム582の遠位端596に配置された凹部680
に留意すべきである。凹部680は、シールド560が折り畳まれるときにカバー部分610によ
ってブロックされる間、針チップ100がシールドの如何なる部分とも接触せずに、シール
ド560を出るための隙間経路を提供する。案内リング604（図１４参照）は、輸送および保
存の全期間に亘って、チップ100に対して連続的に近位に設けられるように配置され、ま
た折り畳みの際には、チップ100がシールド560の如何なる部分とも接触しないことを保証
するために、チップ100から近位方向に離れるように変位される。
【００４９】
ノブ674および676を用いてボタン640を連続的に回転変位させると、追従トラック578およ
び580はアーム584を旋回し続け、更に図１１に示すように、アーム582を折り畳ませる。
結局、シールド560は完全に折り畳まれ、図１２に示すように、使用のために針40を裸に
する。解除可能なラッチタブ（図示せず）を設けるのが好ましく、これは装置510の固定
部材と折り畳み部分（例えばガイド574と摺動子550）の間で反動して、折り畳まれる際に
シールド560を比較的安定な状態に保持する。
【００５０】
ボタン640に遠位方向の力を加えることにより、シールド560を図１２に示した状態から折
り畳んで、針40、特にチップ100を保護的にカバーすることができる。この方法において
、シールド560は、図９の解除可能にラッチされた状態に完全に配置されるまで、図１１
、次いで図１０に逐次的に見られる状態を通して連続的に折り畳まれる。上記で概説した
ステップに従って針カバーを除去および再カバーすることにより、針40は複数回再アクセ
ス、次いで再カバーされることができる。
【００５１】
医療処置が完了し、装置510が廃棄されるべきことが決定されたら、確実な遠位方向の力
をボタン640に対して加え、図１３に示すように、ラッチ脚部648を変位させて、スロット
678により設けられた受け止め部の中に永久的にラッチする。
【００５２】
図１７に示した、シリンジバレル1702に取付けられたもう一つの装置もまた、不注意によ
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る針の突刺しの過度の危険を伴わずに、医療針に再アクセスするために使用できる。装置
700は更に、針チップ（例えば針チップ100）をアクセス可能に露出させることなく、薬瓶
、真空サンプリング管、コード容器および「Ｙ」注入部位のような液体を収容する容器に
アクセスするために、（以下で詳細に開示するように）コネクタまたはアダプタと共に使
用することができる。
【００５３】
装置700は、遠位セクション704、近位セクション706、針ハブアセンブリー540'、および
摺動子アセンブリー708から組立てられる。組合わされると、遠位セクション704および近
位セクション706は安全シールド707を形成する。装置700の拡大図が図１８に示されてお
り、ここでは、ハブアセンブリー540'が近位方向に配置された雌型ルアーロックフィッテ
ィング572を有するように示されている。二つのガイド574'および576'がハブアセンブリ
ー540'に取付けられており、これらは形態および機能においてガイド574および576に類似
している。ガイド574および576と同様に、ガイド574'および576'は案内トラック578'およ
び580'を有する。中空医療針40は、シリンジ針製造の技術で周知の方法により、ハブアセ
ンブリー540'に固定されている。
【００５４】
摺動子550と同様に、摺動アセンブリー708は一対の横方向に固定された並列ノブ674'およ
び676'（図２２参照）を有しており、これらは摺動子アセンブリー708が近位方向に変位
するときに、案内トラック578'および580'に沿って移動するように拘束される大きさおよ
び配置になっている。摺動子550とは対称的に、摺動子アセンブリー708は遠位セクション
710並びに近位セクション712を有している。
【００５５】
近位セクション712は、形態および機能においてボタン640（図９～図1２参照）に類似し
たボタン640'を有している。先に開示したボタンと同様に、ボタン640'を使用することに
より、摺動子アセンブリー708を近位方向に変位させて遠位セグメント704を近位セグメン
ト706に対して折り畳み、針40を使用のために裸にし、また摺動子アセンブリー708を遠位
方向に変位させてセグメント704および706を伸張させ、針40を保護的に取り囲むことがで
きる。
【００５６】
一対のヒンジ714および716（摺動子アセンブリー708が別の部分として示されている図２
２参照）は、近位セグメント712を遠位セグメント710にヒンジ結合させる。ヒンジ714お
よび716は、摺動子アセンブリー708が射出成形されるときの一体ヒンジであってよい。摺
動子アセンブリー708は、ハブアセンブリー540'、遠位セグメントおよび近位セグメント7
06と同様に、ポリプロピレンまたはその均等物を使用して射出成形すればよい。摺動子ア
センブリー708と同様に、ハブアセンブリー540'、遠位セグメント704および近位セグメン
ト706の成形可能な部分は、セグメント間ヒンジ、および以下で詳細に開示するハブとセ
グメントとの間のヒンジのために、一体ヒンジによって相互接続された単一の部分として
射出成形してもよい。
【００５７】
近位セクション712は更に、側部718および720の平行な外部を備えており、これらは一般
に、上方に配置されたボタン640から、それぞれ内側に突出する一対の摺動レール722およ
び724へと、下方にむけて伸びる。
遠位セクション710は、横行する平坦な頂部片728を有しており、これは、遠位セクション
710および近位セクション712が折り畳まれ且つ整列されるときに、平坦な頂部片726と実
質的に同じ平面内にある。平坦な頂部片728に対して直角に、一対の並列した側部730およ
び732が配置されており、これらは平坦な頂部片728から延びて、夫々内側に向かう一対の
底部レール734および736を形成する。セクション710もまた、内側に配置された舌部740お
よび742によって、部分的に閉じられた円弧状の開口部738を有している。開口部738の内
側表面744は、中央に配置された円弧状ノッチ746を有している。図１８を再度参照すると
、遠位セクション710は上方に突出するノブ748を有しており、該ノブは大径の上方部分お
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よび下方に配置された小径部分を備えている。
【００５８】
組合されたハブアセンブリー540'（ルアーロックフィッティング572を伴わない）、遠位
セグメント704および近位セグメント706の「成形できる物としての」表現が、図２１に見
られる。近位セクション706は、夫々のヒンジ754および756によって各ガイド574'および5
76'にヒンジ結合されており、このヒンジは近位セグメント706が、図２１に示すようにハ
ブアセンブリー540'に対して直交する状態にまで回転し、また図１８に示すように針40の
長軸に沿って展開された状態にまで回転するのを可能にする。
【００５９】
近位セグメント706は、図１８および図２１の夫々の側に見られるように、実質的に平坦
な頂部表面762を有する。頂部表面762から直交して下方に広がっているのは、一対の実質
的器平行な側部764および766であり、図２１に最も良く示されている。各側部764および7
66の底部には、それぞれ線形のインデント768および770がある。インデント768は、遠位
ストッパ772および近位ストッパ774によって境界が設けられている。同様に、インデント
770は、遠位ストッパ776および近位ストッパ778によって限定されている。これらストッ
パ772、774、776および778の目的および機能については、以下で詳細に開示する。
【００６０】
遠位セグメント704はまた、実質的に平坦な頂部780と、横方向外側に広がる一対の並列翼
部を有しており、一方の翼部782が図２１に示されている。ここには782'で示す他方の翼
部は示されていないが、それは翼部782のミラーイメージである。遠位セクション704は、
頂部780に直角に結合された一対の並列された側部部材784および786を有している。各側
部部材は複数の下方に広がるリブを有しており、これらリブは分離されて、針40のための
チャンネル788を形成する。同様に、側部764および766もまた同様に分離されて、セグメ
ント704がセグメント706と整列するときにチャンネル788と連続する同様のチャンネル790
を提供する。
【００６１】
遠位部位792に、セグメント704は閉鎖端794を有している。閉鎖端794は、それによって針
チップ100が拘束される隙間通路を与えるノッチ796を有していてもよく、部位792から外
側は透明であってもよく、セグメント704の如何なる部分とも接触しない。また、閉鎖端7
94に対して近位に配置されているのは、一対の並列された実質的に矩形の部材800および8
02であり、その目的および機能については以下で詳細に説明する。頂部780の上部に配置
されているのは、球状ノブ806において最高点に達するステム804（図１８参照）である。
ステム804および部分752の中心点は、針40の長軸と整列する線の中にある。
【００６２】
先に開示したアーム582のガイド600と同様に、セグメント704は、図１８に示すように、
それに取付けられた針ガイド600'を有する。針ガイド600'は、表示の明瞭さのために別の
部分として図23に示されている。しかし、ガイド600'は、遠位セグメント704と共に一体
成形されるのが好ましい。ガイド600'は、近位に配置された案内リング604を有しており
、これは針40（図２３には示されていない）を容易に通過させる寸法の、中央に配置され
たスルーホール606'を有している。リング604'は、セグメント704および706が折り畳まれ
て針40を裸にするときに、チップ100がセグメント704の何れかの部分（特に閉鎖端794）
に接触しないようにして、針40を拘束および案内するように幾何学的に配置すべきである
。この方法において、チップ100は、損傷または汚染されることなく端部794を通過するよ
うに案内される。針ガイド600'はまた、カバー部分610'および一対の側部プロテクタ612'
および614'と共に遠位に配置された囲い608'を有している。側部プロテクタ612'および61
4'、並びにカバー部分610'は内部表面615'および開口部616'を定義し、セグメント704お
よび706が折り畳みおよび伸張されるときに、針40は前記開口部を通して滑動する。針ガ
イド600'は、別々の部分として形成されるときは、図２５、図２８および図３０に示すよ
うに、ヒンジ602'において使用するために配置された横行スルーホール618'を有する。ヒ
ンジ602'の位置を定義する際には注意を払うべきである。以下の開示から明らかになるよ
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うに、セグメント704が折り畳まれるときに、部材800および802（図２４参照）が針40の
長軸と連続的に整列するようにして、針40の回りでのセグメント704の回転を可能にする
ように、ヒンジ602'を配置することが極めて重要である。
【００６３】
図１８を参照すると、ステム804およびノブ748の部分752は、摺動子アセンブリー708がシ
ールド707に対して近位方向に変位するときに、エネルギーを蓄えるために使用されるエ
ネルギー蓄積弾性リングである。しかし、図１８に示すように、リング808は歪むことな
く、ベアリング針チップ100のプロセスにおいて摺動子アセンブリー708が近位方向に変位
するまではそのままである。リング808は、摺動子アセンブリー708を遠位方向に変位させ
て、一時的ラッチに係合するために充分な弾性をもった弾性材料で作製されるべきである
。リング808は、頂部780およびノブ748および804によって、ステム804および部分752に取
付けられたままであるように拘束される。摺動子アセンブリーが近位方向に変位されると
きに歪み、摺動子アセンブリー708を図１８に見られる状態に戻すための、充分な反発力
を有する金属もしくはプラスチックのばね、または、他の部材のような何等かのエネルギ
ー蓄積部材が、本発明の範囲内において使用され得る。
【００６４】
図１７、図１９および図２０に示すように、摺動子アセンブリー707を近位方向に変位さ
せると、摺動子アセンブリー、並びに遠位セグメント704および近位セグメント706を、図
１７に見られる伸張状態から図１９に示した中間状態を通して、図２０に見られる折り畳
まれた状態にまで折り畳ませる。図１７の伸張された状態にあるとき、シールド707は安
全のために確実にラッチされるが、解除可能である。
【００６５】
図２２を再度参照すると、ここには解除可能なラッチ部材が示されている。底部レール73
6と同一平面内の線に沿っているのは、近位セクション712の側部720に沿って配置された
更に近位のレール810である。同様のレール812（図２２では隠されている）が、近位セク
ション712の側部718に沿って同様に配置されている。組立てに際して、摺動子アセンブリ
ー708の底部レール734および736は、それぞれ翼部782および782'の回りに摺動可能に係合
される。各翼部（例えば図２１に見られる翼部782）は、レール810および812の一方のレ
ールによって形成されるラッチのための受け止め部を形成する。
【００６６】
更に、摺動子アセンブリー708が摺動可能にシールド707に結合されるとき、側部718およ
び720は、近位セグメント712の側部764および766の回りに配置されて、レール722および7
24が、それぞれ線型（リニア）インデント768および770上を摺動するようになっている。
こうして、摺動子アセンブリー708の近位セグメント712への結合は、ポリプロピレンまた
はその均等物のような可撓性の弾性材料を摺動子千部理-708のために使用することによっ
て、またレール722および724のためにベベル加工された縁部814および816をそれぞれ向け
ることによって容易になり、これは摺動子アセンブリー708が近位セグメント712と「スナ
ップ」係合するのを可能にする。こうして係合されると、レール722および724は、ストッ
パ774および778並びに768および776の間で近位方向および遠位方向に摺動するように拘束
され、従ってこれらストッパによって制限される。
【００６７】
シールド707および摺動子アセンブリー708が図１７に示すように配置されると、レール81
0および812は翼部782'および782とそれぞれ係合する。この係合は、全てのヒンジ758，76
0，714または716の動作を抑制する。例えばボタン640に加えられた力の下で摺動子アセン
ブリー708が近位方向に変位されて初めて、このようなラッチは受け止め部から外され、
またヒンジ758，760，714および716は自由に回転する。この同じ動作によって、弾性リン
グ808は歪みを受け、結果的にその中にエネルギーが蓄えられる。この点において、ヒン
ジ758および718、760および714は、針40の長軸に対して横向きに整列されるべきである。
また、ヒンジ、ラッチおよび受け止め部の解除と同時に、ノブ674'および676'のステムは
トラック578'および580'の中にそれぞれ変位されて、ヒンジ758，760，714および716を付
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勢して針40から上方にリフトし、それによって図１９および図２０に示すように、シール
ド707を摺動子アセンブリー708と共に折り畳む。摺動子アセンブリー708およびシールド7
07は、図２０においては、細部を明瞭に示すために、シリンジに接続しないで拡大された
断面で示されている。
【００６８】
ボタン640に対する力を反転させると、シールド707およびシールドアセンブリー708を針4
0の回りに伸張される。シールド707および摺動子アセンブリー708が伸張されると、弾性
リング808の反発力が、レール810および812を翼部に対して再係合させる。シールド707お
よび摺動子アセンブリー708は再度解除可能にラッチされる。永久的なラッチは、プラス
チック設計の技術における当業者が理解するであろうように、図９～図１３に開示した方
法で達成され得る。
【００６９】
医療針を有効にカバーし、またこれに再アクセスすることにより、時間および距離によっ
て離間された複数回の医療処置を、単回使用の安全針を用いたときには可能でない安全性
で、同じ針を使用して行うことができる。しかし、不注意で針を突き刺す機会を非常に頻
繁に与えるような、針の挿入を必要とする多くの共通の医療処置が存在する。これは、患
者から血液を抜き取り、この血液を分析のために真空サンプル管に移すために、シリンジ
が使用されている場合である。この場合、患者から除去した後の屡々汚染された針は、如
何なる安全機構の利益も伴わずに、真空サンプル管のストッパを通して導入される。
【００７０】
同様に、シリンジが薬瓶から充填されるときには、医療処置においてシリンジの内容物を
使用する前に、針は裸にされてバイアル瓶の膜に刺し通される。それは針に再キャップす
る標準の予防措置に反しているから、針はカバーされないで患者の場所に搬ばれる可能性
がある。
【００７１】
不注意により針で突き刺すことが問題になる場合のもう一つの例は、静脈注射（ＩＶ）部
位の「Ｙ」接合部においてである。このような目的のために、「無針システム」が多くの
例において針を置き換えている。しかし、これはコスト無しでは達成されない。歴史によ
って、これらの代替無針は針単独よりも遥かに効果であることが示されている。
【００７２】
勿論、患者への直接の皮下導入は、汚染された針での不注意による突刺しの最も顕著な機
会であろうと思われる。医療処置で使用するために針が裸にされる毎に、健康ケア作業者
または患者を危険に曝す汚染の機会が存在する。これらの針は、以下に開示する装置700
使用および適用を広げる動機付けになっている。
【００７３】
次に、図２４～図３４を参照するが、ここにはシリンジのための安全なコネクタまたはア
ダプタをパッシブに活性化することに関連した方法および装置が開示される。図２４にお
いて、バイアル瓶（小びん：小型容器）900およびバイアル瓶アダプタ902に関連して、シ
リンジ702に取付けられた装置700が見られる。バイアル瓶900は如何なる一般的な瓶であ
ってもよく、そこから液体がシリンジの中に抜き取られ、またはシリンジの内容物がシリ
ンジからバイアル瓶（例えば血液培養ボトル）の中に注入される。バイアル瓶900は、患
者に皮下供給するために薬物が抜き取られるバイアル瓶であると看做されるのが最も多い
。
【００７４】
アダプタ902は、バイアル瓶900と装置700との間のコネクタであり、これは、それによっ
てラッチを解除する施錠（キーイング）アクチュエータに対する、並びに、それによって
シールド707が針チップ100から遠くへ選択的に折り畳むツールに対するインターフェース
を提供する。図２６に示すように、アダプタ902は、それによってアダプタ902がバイアル
瓶900に固定されるスナップまたは取り付けリング904と、液体がそれを通して、通常はシ
リンジ針40を介してシリンジの中に抜き取られる刺し通し可能なアクセス膜上に配置され
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る実質的に平坦な面906とを有している。
【００７５】
一対の接続部材908および910が、面906から外側に突出している。各接続部材908および91
0は一対の外側に突出したプロングを有し、これらは中空キャビティー916を定める。本発
明の範囲内において他の幾何学形状を使用してもよいけれども、それぞれのキャビティー
916は断面が実質的に円形である。プロング912および914の間には、バイアル瓶アクセス
オリフィス918が配置されており、それを通して針チップ100および針40が通過し、バイア
ル瓶902の刺し通し可能な膜を貫通する。各プロング912および914は、平坦な表面920と共
に急激に終端するが、その目的については以下で詳細に開示する。アダプタ902のような
アダプタは、シールド707と共に相互作用的に使用し得るコネクタとして作用するために
充分な剛性を有し、またプラスチックコネクタとして使用するための充分な反発弾性を有
するポリプロピレンまたはその均等物で製造すればよい。
【００７６】
各プロング対912および914は、それぞれ内側に配置された一対の湾曲表面912'および914'
を有しており、これらは所定の距離だけ分離されている。図１８を参照すると、部材802
は、矢印922および922'で表された予め定められた断面幅を有している。部材800は、同様
の予め定められた断面幅を有している。図２４および図２７の組合せの中に見ることがで
きるように、アダプタ902の使用を介して針チップ100への保護されたアクセスを選択的に
得るために、プロング対912および914（図２６参照）は、部材800および802が関連のプロ
ング湾局面912'および914'によって完全に通過されるまで変位される。それぞれの湾曲表
面912'および914'を分離する最小の所定距離は、部材800および802の断面幅よりも幾分小
さくすべきである。例えそうでも、プロング対の反発弾性は、夫々の部材800および802が
、過大な力を伴わずに関連のキャビティー916の中に通るのを可能にするために十分でな
ければならない。
【００７７】
図２２を参照すると、夫々の舌部740および742は、遠位に配置された平坦な表面924を有
しており、それはアダプタ902が部材800および802の回りに接続されるときに、表面920に
衝撃を与えるような大きさおよび配置である。このような接続部を形成する動作は、舌部
740および742を変位させて、近位方向に変位された摺動子708を生じさせることである。
この方法において、プロング912および914の受け止め部の組は、舌部740および742（これ
らは、それぞれ部材800および802による変位から保護される）を変位させ、それによって
摺動子708および摺動子707の間でのラッチングインターフェースの選択的な解除を行う。
ボタン640を近位方向に変位させると、摺動子708が受け止め部からラッチを解除させ、シ
ールド707が針保護状態から針40のアクセス状態へと折り畳まれるのを可能にするのと丁
度同様に、部材800および802に対する接続アダプタ902は、舌部740および742を介して同
じ動作を生じる。
【００７８】
アダプタ902のようなアダプタまたはコネクタを介して針40を膜の中に供給する一つの重
要な因子は、針が遠位方向または近位方向に移動するときに、針40の長軸と整列していな
い力から生じる過大な応力が、針40に加えられるべきでない点である。これを達成するた
めに、部材800および802は、針40の長軸回りでの、シールド707の遠位セグメント704の回
転横断線に沿って配置されなければならない。この回転線は、ヒンジ602の回転軸および
針ガイド600'の孔606'の展開（図２８参照）により、組合せにおいて決定される。適正な
展開は、過大なトルクまたは曲げ力が、針40に加えられないことを保証する。これは、小
径の針を使用するときに特に重要である。
【００７９】
受動的操作は、装置を動作させるために通常用いられるステップ以外に、追加のステップ
を必要としない操作であると定義される。針アクセスは、追加のステップを伴うことなく
、針40によるバイアル瓶900の中へのアクセスを与えるように一緒に動作する、シールド7
07およびアダプタ902を用いて提供される。図２４に示されるように、先にバイアル瓶900
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に取り付けられたアダプタ902は、シリンジに取付けられた何等かの針チップの方への標
準バイアル瓶の変位と同様の方法で、針チップ100（図２４では隠れているが、図２５で
は針ガイド600'に接触しない針チップ100と共に明瞭に見える）の方に変位される。部材8
00および802の回りでのプロング912および914の変位により、摺動子708の変位およびシー
ルド707の最終的な回転を生じる。図２７参照。図２７において、シールド707の回転によ
り、プロング912および914に対する部材800および802の同様の回転を生じ、それによって
、関連キャビティー916内での夫々の部材800および802（図２７には見られない）の捕捉
をもたらす。部材800および802は、シールド707がもう一度完全に伸張される（針保護状
態に広げられる）まで、固定および捕捉される。
【００８０】
針ハブアセンブリー540の方に向かうアダプタ902の近位方向の変位によって、針ガイド60
0'は、図２８に示すように、針チップ100および針40をシールド707から遠くに付勢させる
。連続的な変位は、針チップ100がアクセスオリフィス918を通って、図２９に見られるよ
うにバイアル瓶1900の中に向かうようにする。図３０には、アダプタ902が正しい場所に
ある完全に折り畳まれたシールド707が見られる。
【００８１】
先に述べたように、現在は裸の針を使用するのが通常の実務であるような、針を保護する
多くの機会が存在する。最も普通の機会は、皮下適用において見出すことができる。アダ
プタ900に類似した接続素子を、図３１に示す装置930のような平坦なプレート装置に適用
することによって、皮下処置においても同様に受動的な針保護を与えることができる。装
置930は、皮膚とのインターフェースを与えるように設計された平坦なプレート932を有し
ている。アダプタ902と同様に、プレート932は一対の外側に突出した接続部材908および9
10を有している。アダプタ902の取付けリング904ではなく、装置903は、針40が皮下処置
の終了時に抜き取られるときに、装置930を皮膚に当接して保持するために使用する一対
の翼部934および936を有している。アダプタ902の場合のように、装置930はポリプロピレ
ンまたはその均等物から、好ましくは射出成形によって製造される。
【００８２】
アダプタ902に類似したコネクタまたはアダプタは、種々の他の針保護適用のために使用
してもよい。このような適用の例は、図３２～図３５に示されている。
【００８３】
図３２は、真空サンプリング管940に取り付けられた接続アダプタ902'を示している。ア
ダプタ902'は、一対の外側に突出した部材908'および910'を有しており、これらは形態お
よび機能において、対応する部材908および910に類似している（図２６参照）。アクセス
オリフィス918'（オリフィス918に類似）は、針チップ100および針40が横切って、真空サ
ンプリング管940のストッパを刺し通すための通路を提供する。プロング942および944は
、プロング912および914（図２４～図３０参照）によって与えられるインターフェースと
同等の、装置700に対するインターフェースを提供する。
【００８４】
図３３は、ＩＶセット952の「Ｙ」接合部950に取り付けられた接続アダプタ902''を示し
ている。アダプタ902''は、一対の外側に突出した接続部材908'および910'を有しており
、これらはその形態および機能において、接続部材908および910（図２６参照）と類似し
ている。アクセスオリフィス918''（オリフィス918'に類似）は、針チップ100および針40
が、「Ｙ」注入部位950の膜を横切って刺し通すための通路を提供する。図３２に示した
装置における場合と同様に、プロング942および944は、プロング912および914（図２４～
図３０参照）によって与えられるインターフェースと同等の、装置700に対するインター
フェースを提供する。
【００８５】
図３４および図３５は、そこから血液サンプル抜き取られる臍帯コード（図示せず）のた
めの容器960を描いている。容器960は外表面964に取付けられるコネクタ962を有しており
、これは、針チップ100にオリフィス966を通して臍帯コードへの保護アクセスを与えるよ
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うに形成される。コネクタ962は一対の外側に突出した接続部材970および972を有してお
り、これらは形態および機能において、接続部材908および910（図２６参照）に類似して
いる。しかし、コネクタ962の場合、接続部材は、オリフィス966を通して、臍帯コードの
中への斜めの導入を容易にするように配置されたプロング974および976を有している。容
器960は、アダプタ902'および902"の場合と同様に、好ましくは、ポリプロピレンから射
出成形される。図３４における容器960の状態は、「成形された構成のまま」で好ましい
ものである。このように、容器960は、容器960の二つの半型982および984をヒンジ結合す
る一体ヒンジ980を含んでいる。半型982は、外縁988に沿って形成された一連のラッチ（
夫々のラッチには986の番号が付されている）を有している。半型984は、容器960が使用
のために臍帯コードの回りに閉じられるときに関連の夫々のラッチ986および988に並列さ
れる、外縁992に沿った複数のスロット990を有している。夫々の半型986および988は、容
器が閉じられるときにコードクランプの半分を形成する、少なくとも一つの細長いインデ
ント994を有している。
【００８６】
本発明は、その精神または本質的な特徴を逸脱することなく、他の特定の形態で実施され
てもよい。従って、上記で述べた実施例は、全ての点で例示的且つ非限定的なものと見な
されるべきものであり、本発明の範囲は上記の説明によってではなく特許請求の範囲によ
って示され、従って、特許請求の範囲の意味およびその均等の範囲内にある全ての変更は
、本発明の中に包含されるものである。
【００８７】
特許の権利が請求され、且つ特許による保証が望まれる事項は、特許請求の範囲に記載し
た通りである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　図１は、針カバーおよび針シールドを備えた衣料針シールドアセンブリーの一
実施例を示す図であり、これは医療針への再アクセスを可能にすると共に、針へのアクセ
スを必要とする処置の間で保護カバーを針上に維持し、且つ全ての望ましい処置が完了し
たときには、永久的な針保護を与えるように前記シールドを安全且つ永久的にロックする
。
【図２】　図２は、カバーが除去された状態の、図１の医療針シールドアセンブリーを示
す斜視図である。
【図３】　図３は、静脈切開に使用される医療針のように二つの尖った端部および螺合可
能なハブを有する変形を備えた、図２と同様の斜視図である。
【図４】　図４は、シールドを部分的に変位させた状態で、図１に示す装置を示す斜視図
である。
【図５】　図５は、針を保護的にカバーするようにシールドが完全に変位され、且つシー
ルドが後退して針への反復アクセスを与えるように配置された状態の、図２および図４の
医療針シールドアセンブリーの斜視図である。
【図６】　図６は、針への再アクセスを防止するようにシールドの一部が解除不能にロッ
クされた状態の、図５に示した装置の斜視図である。
【図７】　図７は、図１～図６に示したシールドの無針折り畳み部分を下から見た斜視図
である。
【図８】　図８は、針シールドの摺動子部分の斜視図である。
【図９】　図９は、医療針の回りに保護的に配置されたシールドを示す本発明のもう一つ
の実施例の斜視図であり、シールドが針の回りに保護的に配置されるときに選択的に係合
可能な、解除可能および解除不能な受け止め部を備えている。
【図１０】　図１０は、図９に示した装置の斜視図であり、医療針の尖ったチップを裸に
するようにシールドが部分的に変位されている。
【図１１】　図１１は、図９に示した装置の斜視図であり、図１０に示した実施例よりも
医療針の尖ったチップが多く裸になるように、シールドが図１０に示した変位よりも大き
く変位されている。
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【図１２】　図１２は、図９に示した装置の斜視図であり、そのシールドは完全に折り畳
まれており、針および針チップを共に裸にしている。
【図１３】　図１３は、シールドが解除不能な状態に配置された状態の、図９に示した装
置の斜視図である。
【図１４】　図１４は、「成形されたまま」の状態で配置された、図９に示した装置にお
けるシールドの一部の斜視図である。
【図１５】　図１５は、シールドに結合された摺動子部分の斜視図である。
【図１６】　図１６は、シールドに結合された針ガイドの斜視図である。
【図１７】　図１７は、シリンジに取付けられる針シールドアセンブリーのもう一つの実
施例を示す斜視図である。
【図１８】　図１８は、図１７に見られる実施例の、取外された針シールドアセンブリー
を示す斜視図である。
【図１９】　図１９は、針シールドアセンブリーが部分的に折り畳まれた状態の、図１７
の実施例の斜視図である。
【図２０】　図２０は、図１８に示した針シールドアセンブリーの断面図であり、該アセ
ンブリーは、関連の医療針へのアクセスのために折り畳まれている。
【図２１】　図２１は、関連の医療針がない針シールドを示す斜視図である。
【図２２】　図２２は、図１８の針シールドアセンブリーにおける摺動子部分を示す斜視
図である。
【図２３】　図２３は、針シールドの遠位セグメントに結合された針ガイドの斜視図であ
る。
【図２４】　図２４は、図１７の実施例、および、これに取り付けられたコネクタアダプ
タを有する薬瓶の斜視図である。
【図２５】　図２５は、図２４に示した斜視図の断面図である。
【図２６】　図２６は、針シールドアセンブリーに結合されたコネクタアダプタの斜視図
であり、図２４に示されたものである。
【図２７】　図２７は、針シールドアセンブリーと連通して配置された図２４のバイアル
瓶およびコネクタアダプタ、並びに得られた針シールドアセンブリーの屈曲構造を示す斜
視図である。
【図２８】　図２８は、相互接続されたバイアル瓶、コネクタアダプタ、および針シール
ドアセンブリーの断面図である。
【図２９】　図２９は、針シールドアセンブリーに係合およびこれを折り畳む、コネクタ
アダプタの斜視図である。
【図３０】　図３０は、表示を明瞭にするためにバイアル瓶を除去した、図２９に示した
コネクタおよび針シールドアセンブリーの断面図である。
【図３１】　図３１は、皮下適用に使用するためのアダプタを示す斜視図である。
【図３２】　図３２は、真空サンプリング管に取付けられたコネクタの斜視図である。
【図３３】　図３３は、「Ｙ」注入部位に取付けられたコネクタの斜視図である。
【図３４】　図３４は、アダプタが取付けられた臍帯コード容器を開いた状態で示す斜視
図である。
【図３５】　図３５は、取付けられたアダプタを見るために閉じられた、図３４のコード
容器の斜視図である。
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