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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】穿刺針を穿刺時のみに突出させるとともに一度
使用した穿刺針を再利用できない構成の穿刺針カートリ
ッジを有する穿刺器具を提供すること。
【解決手段】ランセットおよびランセットを収納するホ
ルダー２０１を備える穿刺針カートリッジ１０６と、穿
刺針カートリッジ１０６を着脱可能なハウジングと、ラ
ンセット本体２０２を把持するプランジャー１０２と、
プランジャー１０２を先端方向へ付勢可能なチャージス
プリングと、穿刺針の穿刺深さを調節するための穿刺深
さ調節リングとを有し、穿刺針カートリッジ１０６をハ
ウジングへ装着する動作にともなって穿刺に必要な付勢
力がチャージスプリングに蓄えられるとともに、穿刺ボ
タンの操作によってランセット本体２０２をハウジング
の先端方向へ射出可能な状態にし、穿刺後、ランセット
本体２０２が穿刺前の位置へ戻る事を規制する。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　穿刺針を有するランセット本体および前記穿刺針を保護する穿刺針保護キャップを有す
るランセットと、開口部を有し前記ランセットを収納するホルダーとを備える穿刺針カー
トリッジと、
　前記穿刺針カートリッジを着脱可能なハウジングと、
　前記ランセット本体を把持すると共に前記ハウジングの長手方向に移動可能なプランジ
ャーと、
　前記プランジャーを前記ハウジング内の先端方向へ付勢可能な付勢手段と、
　前記穿刺針の穿刺深さを調節するための調節機構と、
を有し、
　前記穿刺針カートリッジを前記ハウジングへ装着する動作にともなって、前記ハウジン
グの後端方向へ前記プランジャーが移動して、前記付勢手段に穿刺に必要な付勢力が蓄え
られるとともに、穿刺ボタンの操作によって前記ランセット本体を前記ハウジングの先端
方向へ射出可能な状態にし、穿刺後、前記ランセット本体が穿刺前の位置へ戻る事を規制
することを特徴とする穿刺器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、採血などに用いる穿刺器具の交換用の穿刺針カートリッジ、および穿刺器具
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、微量の血液を採取することが可能な穿刺器具が提案されている。従来、穿刺器具
として穿刺針のみを交換するものがあったが、これは、直接皮膚に触れるキャップの部分
が使い回しになり衛生上の問題があった。また、穿刺針を穿刺器具に取り付けるときや、
穿刺針を廃棄するときに穿刺針を誤って手などに刺してしまう危険があった。さらに、患
者によっては穿刺針に恐怖心を感じる人もいた。
【０００３】
　上述の問題点を受け、穿刺針を囲むホルダーを有し、穿刺器具本体に着脱可能な穿刺針
カートリッジが提案されている（例えば特許文献１参照）。以下、従来の穿刺針カートリ
ッジについて図７を用いて説明する。
【０００４】
　図７に示すように、穿刺針カートリッジ６００は、ホルダー６０１と、穿刺針６０３を
有するランセット本体６０２と、穿刺針６０３を保護する穿刺針保護キャップ６０４とか
らなる。ホルダー６０１はランセット本体６０２を収納する。なお、ランセット本体６０
２はホルダー６０１内部を軸心方向に移動可能なように収納されている。また、ランセッ
ト本体６０２に大径部６０５を設けることで、所定の力が加わらないとランセット本体６
０２がホルダー６０１の開口部側、すなわち、先端方向に移動しないようにする。
【０００５】
　以上のように構成される穿刺針カートリッジが、穿刺器具本体（図示せず）に取り付け
られて、穿刺部位に対して穿刺が行われる。穿刺の際には、ランセット本体６０２が穿刺
器具本体のプランジャーに嵌入され、このプランジャーを付勢手段で移動させることで、
先端方向にランセット本体６０２が射出され、ホルダー６０１の開口部から穿刺針６０３
が穿出する。穿刺後、穿刺針６０３が穿刺部位から抜かれると、ランセット本体６０２が
穿刺器具本体の付勢手段によって先端方向と逆方向（後端方向）に移動し、穿刺針６０３
が再びホルダー６０１内に収納される。
【０００６】
　以上のように、図７に示す穿刺針カートリッジ６００を用いれば、穿刺時のみ穿刺針が
突出するため患者に恐怖心を与えることがない。また、穿刺針カートリッジごと交換が可
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能であるため、穿刺針を安全に交換でき、かつ、直接皮膚に触れる部分まで廃棄できるこ
とから、衛生上の問題も解決できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０００－２４５７１７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上述のように、図７に示す従来の穿刺針カートリッジを用いれば、安全な穿刺針の交換
が可能であるが、図７の穿刺針カートリッジは、一度使用した穿刺針６０３を再利用でき
る構造である。すなわち、一度使用した穿刺針６０３がホルダー６０１に収納された後、
再び穿刺針６０３がホルダー６０１から穿刺不可能な構造でないため、ランセット本体６
０２を先端方向に射出させれば何度でも穿刺針６０３をホルダー６０１の開口部から突出
させることができる。このため、一度使用した穿刺針６０３を交換せず、再利用してしま
い感染問題等を引き起こしてしまう可能性があった。
【０００９】
　また、図７に示す穿刺針カートリッジ６００では、穿刺器具本体に装着時に、穿刺針保
護キャップを装着していないと穿刺針が突出することがある。さらに、ランセット本体６
０２に大径部６０５を設けて所定の力が加わらないとランセット本体６０２が移動できな
いようにしているが、一度穿刺動作を行うと、大径部６０５による係止力が弱まり、穿刺
針カートリッジを下に向けるなどすると、穿刺針６０３がホルダー６０１の開口部から突
出することがある。
【００１０】
　よって、本発明では、穿刺針を穿刺時のみに突出させるとともに、一度使用した穿刺針
を再利用できない構成の穿刺針カートリッジ、および穿刺器具を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の穿刺器具は、穿刺針を有するランセット本体および前記穿刺針を保護する穿刺
針保護キャップを有するランセットと、開口部を有し前記ランセットを収納するホルダー
とを備える穿刺針カートリッジと、前記穿刺針カートリッジを着脱可能なハウジングと、
前記ランセット本体を把持すると共に前記ハウジングの長手方向に移動可能なプランジャ
ーと、前記プランジャーを前記ハウジング内の先端方向へ付勢可能な付勢手段と、前記穿
刺針の穿刺深さを調節するための調節機構と、を有し、前記穿刺針カートリッジを前記ハ
ウジングへ装着する動作にともなって、前記ハウジングの後端方向へ前記プランジャーが
移動して、前記付勢手段に穿刺に必要な付勢力が蓄えられるとともに、穿刺ボタンの操作
によって前記ランセット本体を前記ハウジングの先端方向へ射出可能な状態にし、穿刺後
、前記ランセット本体が穿刺前の位置へ戻る事を規制する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、穿刺針を穿刺時のみに突出させるとともに、穿刺後、前記ランセット
本体が穿刺前の位置へ戻る事を規制するので、一度使用した穿刺針を再利用できないとい
う効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本実施の形態１に係る穿刺針カートリッジを装着して穿刺を行う穿刺器具の内部
構成図である。
【図２】本実施の形態１に係る穿刺針カートリッジの内部構成図である。
【図３】本実施の形態１に係る穿刺針カートリッジのランセットの構成図である。
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【図４】本発明の実施の形態１に係る穿刺針カートリッジのホルダーの断面図である。
【図５（ａ）】本発明の実施の形態１に係る穿刺針カートリッジを装着した穿刺器具の穿
刺前の内部構成図である。
【図５（ｂ）】本発明の実施の形態１に係る穿刺針カートリッジを装着した穿刺器具の穿
刺待機状態の内部構成図である。
【図５（ｃ）】本発明の実施の形態１に係る穿刺針カートリッジを装着した穿刺器具の穿
刺時の内部構成図である。
【図５（ｄ）】本発明の実施の形態１に係る穿刺針カートリッジを装着した穿刺器具の穿
刺後の内部構成図である。
【図６】本発明の実施の形態１に係る穿刺針カートリッジを装着した穿刺器具の穿刺前の
断面図である。
【図７】従来の穿刺針カートリッジの断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照しながら説明する。
　（実施の形態１）
　以下、本発明の実施の形態１に係る穿刺針カートリッジについて図１～図６を用いて説
明する。
【００１５】
　図１は、本実施の形態１に係る穿刺針カートリッジを装着して穿刺を行う穿刺器具の内
部構成図である。図１に示すように、本実施の形態１に係る穿刺針カートリッジ１０６は
穿刺器具１００に装着される。穿刺器具１００は、ハウジング１０１の内部で長手方向に
移動するプランジャー１０２を有し、さらに、穿刺用の穿刺ボタン１０３と、穿刺深さを
調節するための穿刺深さ調節リング１０４、穿刺に必要な付勢力を蓄えるためのチャージ
スプリング１０５とを有している。なお、穿刺針カートリッジ１０６を装着した穿刺器具
１００において、穿刺針を突出させる方向を先端方向とし、先端方向の逆方向を後端方向
とする。
【００１６】
　次に、図２を用いて、本実施の形態１に係る穿刺針カートリッジ１０６の詳細な構成に
ついて説明する。
　図２は、本実施の形態１に係る穿刺針カートリッジ１０６の内部構成図である。図２に
おいて、穿刺針カートリッジ１０６は、ホルダー２０１と、ランセット本体２０２と、穿
刺針保護キャップ２０３とを有する。穿刺針保護キャップ２０３はランセット本体２０２
の穿刺針を覆う。ホルダー２０１は、内部にランセット本体２０２を収納している。なお
、ランセット本体２０２はその軸心方向にホルダー２０１内を移動可能なように収納され
ている。
【００１７】
　次に、図３を用いてランセットの詳細な構造について説明する。図３はランセットの構
成図である。図３において、ランセット３００は、穿刺針３０２を有するランセット本体
２０２と穿刺針３０２を保護する穿刺針保護キャップ２０３とを有している。さらに、ラ
ンセット本体２０２はアーム３０１を有する。また、軸心方向（長手方向）にランセット
溝３０３を有している。アーム３０１は、一端がランセット２０２本体に接続され、他端
がランセット本体２０２の後端側にテーパ状に広がって開放している。
【００１８】
　次に、図４を用いてランセット３００を収納するホルダー２０１の内部構造について説
明する。図４はホルダー２０１の断面図である。図４に示すように、ホルダー２０１は、
内部に内径が拡大した拡大内径部である被係止手段４０１を有する。この拡大内径部は軸
心方向に垂直な第１の側壁４０２及び第２の側壁４０３から構成される。さらに、ホルダ
ー２０１は内部にランセット本体２０２のランセット溝３０３と係合しランセット本体２
０２を直進運動させるためのホルダー凸部４０４を軸心方向に有している。
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【００１９】
　なお、図４において、ホルダー２０１は内部に拡大内径部を有しているが、拡大内径部
を有する代わりに、第１の側壁４０２に換えて第１の凸部を、第２の側壁４０３に換えて
第２の凸部を、軸心方向に垂直に突出させるように形成しても良い。
【００２０】
　また、図３、４では、ランセット本体２０２が溝を有し、ホルダー２０１が内部に凸部
を有する構成を示したが、ランセット本体２０２に凸部を、ホルダー２０１内に溝をそれ
ぞれ軸心方向に有するようにし、前記溝と前記凸部を係合させて、ランセット本体２０２
を直進運動させるようにしても良い。
【００２１】
　以上のよう構成される穿刺針カートリッジによる穿刺動作について図５（ａ）～図５（
ｄ）、図６を用いて説明する。
【００２２】
　図５（ａ）は、穿刺前の穿刺針カートリッジおよび穿刺器具の内部構成図である。図５
（ｂ）は、穿刺針保護キャップをはずした穿刺待機状態の穿刺針カートリッジおよび穿刺
器具の内部構成図である。図５（ｃ）は、穿刺時の穿刺針カートリッジおよび穿刺器具の
内部構成図である。図５（ｄ）は、穿刺後の穿刺針カートリッジおよび穿刺器具の内部構
成図である。図６は、穿刺前の穿刺針カートリッジおよび穿刺器具の断面図である。
【００２３】
　図５（ａ）および図５（ｂ）に示すように、穿刺前と穿刺待機状態とでは、穿刺針カー
トリッジ１０６のランセット本体２０２とホルダー２０１との位置関係は同じであり、ア
ーム３０１が被係止手段４０１よりも後端方向に位置している。以上の位置関係で穿刺針
カートリッジ１０６は穿刺器具１００に装着されており、装着時には、図６に示すように
、ハウジング１０１がホルダー２０１の後端部を、さらにプランジャー１０２がランセッ
ト本体２０２の後端部を把持している。
【００２４】
　図５（ｃ）に示すように、穿刺時の穿刺針カートリッジ１０６は、チャージスプリング
１０５の付勢力によりプランジャー１０２がランセット本体２０２を射出すると、ホルダ
ー２０１内部の形状に沿ってアーム３０１が弾性変形し、ランセット本体２０２が先端方
向に移動する。このとき、アーム３０１は被係止手段４０１よりも先端方向に位置するこ
とになる。これにより、ホルダー２０１の開口部から穿刺針３０２が突出して穿刺部位を
刺通する。この穿刺の際には、ランセット溝３０３とホルダー凸部４０４とが係合するた
め、ランセット本体２０２はその軸心方向に直進運動が可能になる。
【００２５】
　図５（ｄ）に示すように、穿刺後の穿刺針カートリッジは、チャージスプリング１０５
が元の状態に戻ることで、ランセット本体２０２が後端方向に移動し、アーム３０１の開
放端が凹状の被係止手段４０１に広がって被係止手段４０１の第１の側壁４０２に当接す
る。これにより、ランセット本体２０２が、穿刺針カートリッジ１０６の穿刺器具１００
への装着時の位置に、すなわち、穿刺前の位置に戻ることを規制できる。さらに、アーム
３０１は被係止手段４０１の第２の側壁４０３にも当接する。これより、ランセット本体
２０２が穿刺時の位置に移動して、ホルダー２０１の開口部からの穿刺針３０２が突出を
するのを規制する。
【００２６】
　以上のように、本実施の形態１に係る穿刺針カートリッジは、穿刺針を有するランセッ
ト本体２０２と、ホルダー２０１とを備え、さらに、ランセット本体２０２はアーム３０
１を有し、ホルダー２０１は内部にアーム３０１と協働する被係止手段４０１を有するよ
うにした。そして、穿刺後、ランセット本体２０２のアーム３０１がホルダー２０１内の
被係止手段４０１を構成する第１の側壁４０２及び第２の側壁４０３に当接するようにし
て、ランセット本体２０２が、穿刺前及び穿刺時の位置に戻らないようにした。これによ
り、穿刺時にのみ穿刺針を突出させて安全性を高めることができるとともに、一度用いた
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穿刺針を再利用することを防止することができる。
【００２７】
　以下、実施の形態の穿刺針カートリッジについて説明する。
　実施の形態の穿刺針カートリッジは、穿刺針を有するランセット本体および前記穿刺針
を保護する穿刺針保護キャップを有するランセットと、開口部を有し前記ランセットを収
納するホルダーとを備える穿刺針カートリッジにおいて、前記ランセットはアーム手段を
さらに有し、前記ホルダーは、その内部に前記アーム手段と協働する被係止手段をさらに
有し、前記ランセット本体を、その軸心方向に沿って移動可能なように収納するホルダー
であり、前記穿刺針カートリッジを穿刺器具本体に装着し、穿刺後、前記アーム手段と前
記被係止手段とが協働して、前記ランセット本体を、前記穿刺針が前記ホルダーの開口部
から突出しないような穿刺後の位置で保持する。
【００２８】
　実施の形態の穿刺針カートリッジは、上記の穿刺針カートリッジにおいて、前記アーム
手段は、一端が前記ランセット本体の先端側と接続し、他端がランセット本体の後端側に
向かってテーパ状に広がって開放し、前記被係止手段は、前記ホルダーの内径を拡大して
形成した凹状の拡大内径部であり、前記ランセット本体が、前記穿刺後の位置に移動すれ
ば、前記アームの開放端が前記拡大内径部に広がって前記拡大内径部を構成する軸心方向
に垂直な第１の側壁に当接して、前記ランセット本体の穿刺針カートリッジを装着した位
置への移動を規制する。
【００２９】
　実施の形態の穿刺針カートリッジは、上記の穿刺針カートリッジにおいて、前記拡大内
径部を構成する側壁のうち、前記第１の側壁よりも前記穿刺針カートリッジの先端側にあ
る第２の側壁に、前記アームが当接することにより、前記穿刺針が前記ホルダーの開口部
から突出しないように規制する。
【００３０】
　実施の形態の穿刺針カートリッジは、上記の穿刺針カートリッジにおいて、前記拡大内
径部を形成する代わりに、前記第１の側壁に換えて第１の凸部を、前記第２の側壁に換え
て第２の凸部を、前記ホルダーの内面に軸心方向に垂直に突出するようにそれぞれ形成し
、前記第１の凸部に前記アーム手段の開放端が当接することで、前記ランセット本体が穿
刺針カートリッジを装着した位置へ移動することを規制し、前記第２の凸部に前記アーム
手段が当接することで、前記ランセットの穿刺針が前記ホルダーの開口部から突出しない
ように規制する。
【００３１】
　実施の形態の穿刺針カートリッジは、上記の穿刺針カートリッジにおいて、前記ランセ
ット及び前記ホルダー内部の、いずれか一方には軸心方向に溝を有し、他方には前記溝と
係合する凸部を軸心方向に有し、前記溝と前記凸部とが係合しながら前記ランセット本体
が前記ホルダー内部を移動する。
【００３２】
　実施の形態の穿刺針カートリッジは、上記の穿刺針カートリッジにおいて、前記穿刺器
具本体への穿刺針カートリッジの装着時の第１の位置と、穿刺を行う第２の位置と、穿刺
後の第３の位置とを設け、前記ランセット本体を射出して、前記ホルダーの開口部から前
記穿刺針を突出させる時、前記アーム手段が弾性的に変形して前記ランセット本体が前記
第１の位置から、前記第２の位置に移動し穿刺を行い、前記ランセット本体を前記第３の
位置に戻すように移動する。
【００３３】
　実施の形態の穿刺針カートリッジは、上記の穿刺針カートリッジにおいて、前記被係止
手段は、前記ホルダーの内径を拡大して形成した凹状の拡大内径部であり、前記ランセッ
ト本体が、前記第１の位置にあるときには、前記アーム手段の開放端は前記拡大内径部よ
りも前記穿刺針カートリッジの後端側に位置し、一旦前記ランセット本体が前記第１の位
置から第２の位置を経て、第３の位置に移動した時には、前記アーム手段の開放端は前記
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拡大内径部内に広がってこの位置で停止する。
【００３４】
　穿刺針を有するランセット本体および前記穿刺針を保護する穿刺針保護キャップを有す
るランセットと、開口部を有し前記ランセットを収納するホルダーとを備える穿刺針カー
トリッジにおいて、前記ランセットはアーム手段をさらに有し、前記ホルダーは、その内
部に前記アーム手段と協働する被係止手段をさらに有し、前記ランセット本体を、前記穿
刺針カートリッジの穿刺器具本体への取り付け時の第１の位置から、穿刺を行う第２の位
置へ、そして穿刺後の第３の位置へと、その軸心方向に沿って移動可能なように収納する
筒状のホルダーであり、前記穿刺針カートリッジを穿刺器具本体に装着後、前記ランセッ
ト本体を射出して前記ホルダーの開口部から前記穿刺針を突出させるとき、前記アーム手
段が弾性的に変形して前記ランセット本体が前記第１の位置から前記第２の位置に移動し
、穿刺後、前記アーム手段と前記被係止手段とが協働して、前記ランセット本体を、第１
の位置には戻らず、かつ、前記穿刺針が前記ホルダーの開口部から突出しないように第３
の位置で保持するようにした。
【００３５】
　これにより、穿刺後、前記ランセット本体の前記第１の位置への移動を規制できるため
、前記穿刺針の再使用を防止することができる効果がある。さらに、前記ランセットの穿
刺針が前記ホルダーの開口部から突出しないように規制することができるため、安全性を
高める効果がある。
【産業上の利用可能性】
【００３６】
　本発明に係る穿刺針カートリッジは、採血などに用いる穿刺器具の交換用の穿刺針を収
納し、かつ、穿刺針と同時に交換可能な穿刺針カートリッジとして有用である。
【符号の説明】
【００３７】
１００　穿刺器具
１０１　ハウジング
１０２　プランジャー
１０３　穿刺ボタン
１０４　穿刺深さ調節リング
１０５　チャージスプリング
１０６　穿刺針カートリッジ
１０７　摺動規制部
１０８　第１の引きバネ固定片
１０９　第２の引きバネ固定片
２０１　ホルダー
２０２　ランセット本体
２０３　穿刺針保護キャップ
３００　ランセット
３０１　アーム
３０２　穿刺針
３０３　ランセット溝
４０１　被係止手段
４０２　被係止手段の第１の側壁
４０３　被係止手段の第２の側壁
４０４　ホルダー凸部
６００　穿刺針カートリッジ
６０１　ホルダー
６０２　ランセット本体
６０３　穿刺針
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６０４　穿刺針保護キャップ
６０５　大径部
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