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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
天面とスカート部を有するキャップ状の外側ガイド部材と、該外側ガイド部材に挿着され
た筒状の内側ガイド部材と、前記外側ガイド部材の天面を貫通して設けられた穿刺部材を
含んでなり、該穿刺部材は、基端にシリンジのチップを装着可能なチップ装着部を有する
とともに、先端に穿刺針を有する管状部材であり、該穿刺針は気体通路と液体通路を備え
ており、液体通路とチップ装着部が連通するとともに、気体通路がエアフィルターを通し
て外部に開放されてなり、前記内側ガイド部材は、前記穿刺針の先端が該内側ガイド部材
の内側に後退した位置から外側に突出する位置まで、前記外側ガイド部材のスカート部の
内壁に沿ってスライド可能であり、穿刺針の先端が内側ガイド部材の内側に後退した位置
で、外側ガイド部材と内側ガイド部材がスライド不能に係合され、バイアルの口部を内側
ガイド部材に挿着することにより該係合が解除されるようにされ、外側ガイド部材のスカ
ート部は、先端内壁に環状突起が設けられるとともに、該環状突起より基端側の部分に複
数の切欠きが設けられ、該切欠き部分に先端方向内側に傾斜する複数の可撓性係合爪が形
成されてなり、内側ガイド部材の基端側は、基端外壁に環状突起が設けられるとともに、
前記係合爪に対応する基端部分に複数の切欠きが設けられ、該切欠き部分に基端方向内側
に傾斜する複数の可撓性押圧爪が形成されてなり、穿刺針の先端が内側ガイド部材の内側
に後退した位置で、前記係合爪と内側ガイド部材の基端が係合されるとともに、前記外側
ガイド部材の環状突起と内側ガイド部材の環状突起が係合し、バイアルの口部を内側ガイ
ド部材に挿着することにより、前記係合爪が前記押圧爪により外側に押圧されて変形し、
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外側ガイド部材と内側ガイド部材の係合が解除されるようにされてなる液体移注具。
【請求項２】
穿刺部材が外側ガイド部材と一体に形成されてなる請求項１に記載の液体移注具。
【請求項３】
外側ガイド部材の天面の軸上に、天面を貫通する孔を有する穿刺針挿着部が設けられてお
り、該穿刺針挿着部の孔に外側ガイド部材と別体に形成された穿刺部材が挿着されてなる
請求項１に記載の液体移注具。
【請求項４】
内側ガイド部材の内壁に複数の縦リブが形成されてなる請求項１～３のいずれかに記載の
液体移注具。
【請求項５】
外側ガイド部材のスカート部の先端に、先端方向外側に傾斜する鍔が形成されてなる請求
項１～４のいずれかに記載の液体移注具。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、液体移注具に関する。本発明の液体移注具は、使用前における針先の汚染や、
使用時における針先による怪我や液漏れの問題を解消するものである。
【０００２】
【従来の技術】
医療機関での生体接着・混注などを目的とした成分液の準備、あるいは在宅医療での自己
注射では、バイアルに入った乾燥薬剤を溶解調製した後、これをシリンジに移し替えて用
いている。これらの操作には、従来、針付きのシリンジや両頭針という両端に中空の穿刺
針を有する器具等が使用されてきた。すなわち、針付きのシリンジを使用する場合には、
先ず、その針を溶解液容器の口部ゴム栓に刺入して一定量の溶解液をシリンジに採取し、
次に、その針をバイアルの口部ゴム栓に刺入してバイアル内に溶解液を注入する。そして
、バイアルを震盪して薬剤を溶解した後、再び針をゴム栓に刺入して薬液の一定量をシリ
ンジに採取する。また、両頭針を使用する場合には、両頭針の両端の穿刺針をそれぞれ薬
剤の入ったバイアルのゴム栓および溶解液容器のゴム栓に刺入して両者を連通させ、溶解
液をバイアル内に移送して薬剤を溶解し、バイアルから溶解液容器および両頭針を取り外
した後、前記と同様に、針をバイアルのゴム栓に刺入してシリンジに一定量の薬液を採取
している。
【０００３】
これら従来技術は、針付シリンジを用いて薬剤の溶解操作を行う場合には、操作が煩雑で
あるばかりでなく針が露出されているため使用前に針先が汚染されたり、使用時に針先で
怪我をする虞があった。また、両頭針を使用する場合には、針付シリンジの場合と同様に
針先が露出されているため、両頭針の抜針時やシリンジに一定の薬液を採取する際に、針
先で怪我をしたり、薬液の採取前に針先が汚染する虞があった。そこで、このような問題
を解消するために、溶解操作に際して薬液の注入・採取のいずれの操作も行うことの出来
る混注用アダプターが提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
【特許文献１】
特開平７－２１３５８５号公報（段落番号０００８～００１２、図１、図２）
【０００５】
上記特許文献１の混注用アダプターは、円板状のハブの同軸上反対側にそれぞれ中空の穿
刺針と管状のチップ装着部が設けられており、ハブの外縁にそれぞれ穿刺針およびチップ
装着部を超えるように同心状に延びる筒状のスカートが設けられているものであり、針先
の汚染や怪我を回避しながらバイアルに入った乾燥薬剤を溶解調製した後、シリンジに移
し替えて用いるのに便利である。しかしながら、バイアルへの針刺しを行う際にスカート
の先端がバイアルの肩に当たらないようにするために、スカートの長さが限定されており
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、そのためバイアルを真っ直ぐに装着することができず、バイアルのゴム栓と針との間に
隙間が出来て、溶解操作中に薬液漏れを生ずる虞があった。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、如上の事情に鑑みてなされたもので、溶解操作が容易であり、溶解操作に際し
て針先の汚染や針先による怪我を回避し、溶解操作中の液漏れを防止する液体移注具を提
供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明者等は上記課題を解決するために、鋭意検討の結果、バイアルガイド部分を２重構
造にし、使用前の段階で、内側のバイアルガイド部分に針先が収容されており、針先でバ
イアルのゴム栓を刺通するときに、内側のバイアルガイド部分が引っ込む様にすればよい
ことに想到し、本発明に到達した。すなわち本発明は、天面とスカート部を有するキャッ
プ状の外側ガイド部材と、この外側ガイド部材に挿着された筒状の内側ガイド部材と、前
記外側ガイド部材の天面を貫通して設けられた穿刺部材を含んでなり、この穿刺部材は、
基端にシリンジのチップを装着可能なチップ装着部を有するとともに、先端に穿刺針を有
する管状部材であり、この穿刺針は気体通路と液体通路を備えており、液体通路とチップ
装着部が連通するとともに、気体通路がエアフィルターを通して外部に開放されてなり、
前記内側ガイド部材は、前記穿刺針の先端がこの内側ガイド部材の内側に後退した位置か
ら外側に突出する位置まで、前記外側ガイド部材のスカート部の内壁に沿ってスライド可
能であり、穿刺針の先端が内側ガイド部材の内側に後退した位置で、外側ガイド部材と内
側ガイド部材がスライド不能に係合され、バイアルの口部を内側のガイド部材に挿着する
ことによりこの係合が解除されるようにされてなる、液体移注具に関する。
【０００８】
ここで、外側ガイド部材と内側ガイド部材の係合は、例えば、外側ガイド部材として、ス
カート部の先端内壁に環状突起が設けられるとともに、この環状突起より基端側の部分に
複数の切欠きが設けられ、この切欠き部分に先端方向内側に傾斜する複数の可撓性係合爪
が形成されてなるものを選択し、内側ガイド部材として、基端外壁に環状突起が設けられ
るとともに、前記係合爪に対応する基端部分に複数の切欠きが設けられ、この切欠き部分
に基端方向内側に傾斜する複数の可撓性押圧爪が形成されてなるものを選択して、穿刺針
の先端が内側ガイド部材の内側に後退した位置で、前記係合爪と内側ガイド部材の基端が
係合されるとともに、前記外側ガイド部材の環状突起と内側ガイド部材の環状突起が係合
し、バイアルの口部を内側ガイド部材に挿着することにより、前記係合爪が前記押圧爪に
より外側に押圧されて変形し、外側ガイド部材と内側ガイド部材の係合が解除されるよう
にすることにより達成される。
また、穿刺部材は外側ガイド部材と一体に形成しても別体に形成してもよく、穿刺部材を
別体にする場合には、例えば、外側ガイド部材の天面の軸上に、天面を貫通する孔を有す
る穿刺針挿着部を設け、この穿刺針挿着部の孔に外側ガイド部材と別体に形成された穿刺
部材を挿着すればよい。内側ガイド部材には、その内壁に複数の縦リブを形成し、バイア
ルが内側ガイド部材の内壁に沿ってスライドしやすくなるようにしてもよい。また、バイ
アル挿着時に、内側ガイド部材を把持することが無いように、外側ガイド部材のスカート
部の先端に、先端方向外側に傾斜する鍔を設けてもよい（内側ガイド部材を手で持つと、
手が邪魔になって内側ガイド部材をスライドさせにくい）。
尚、本発明において基端および先端は、それぞれ図３における上端および下端を意味する
。
【０００９】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施例について、図面を用いて説明する。
図１は本発明の一実施例を示す平面図であり、図２～図４はそれぞれ図１の底面図、正面
図、左側面図、図５は図１のＸ－Ｘ線断面図、図６、図７はそれぞれ図１に示す内側ガイ
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ド部材の左側面図および要部斜視図である。また、図８は本発明の他の実施例を示す図５
と同様の断面図であり、図９は本発明の液体移注具の使用状況を説明する図である。
図１～図５に示すように、本発明の液体移注具は、キャップ状の外側ガイド部材１と、筒
状の内側ガイド部材２と、穿刺部材３を含んでなる。穿刺部材３は、基端にチップ装着部
３１を有するとともに先端に穿刺針３２を有する管状部材であり、開口部３２４にエアフ
ィルター３３を備えた気体通路３２２とチップ装着部３１と連通する液体通路３２１を備
えている。また、内側ガイド部材２は、穿刺針３２の先端が内側ガイド部材２の内側に後
退した位置から外側に突出する位置まで、外側ガイド部材１のスカート部１２内壁に沿っ
てスライド可能であり、穿刺針３２の先端が内側ガイド部材２の内側に後退した位置で、
外側ガイド部材１と内側ガイド部材２がスライド不能に係合され、バイアルの口部を内側
ガイド部材２に挿着することによりこの係合が解除されるようになっている。
【００１０】
外側ガイド部材１は、通常、ポリプロピレンやポリエチレン、ポリエステル、ポリ塩化ビ
ニル、ＡＢＳ樹脂などの可撓性樹脂で形成されたキャップ状部材であり、天面１１とスカ
ート部１２を有しており、スカート部１２には内側ガイド部材２が挿着され、天面１１に
はその天面１１を貫通して穿刺部材３が設けられている。
内側ガイド部材２を手で把持すると、手が邪魔になって内側ガイド部材２をスライドさせ
にくいことから、外側ガイド部材１のスカート部１２の先端には、バイアル挿着時に、内
側ガイド部材２を把持することが無いように、先端方向外側に傾斜する、例えばラッパ状
の、鍔１３を設けてもよい。
内側ガイド部材２は外側ガイド部材１と同様の材料で形成された筒状部材であり、外側ガ
イド部材１のスカート部１２の内壁に沿ってスライド可能なように、スカート部１２の内
径より僅かに小さな外径を有している。
外側ガイド部材１と内側ガイド部材２は、使用前は、穿刺針３２の先端が内側ガイド部材
２の内側に後退した位置で、相互にスライド不能に係合されており、この係合は、内側ガ
イド部材２にバイアル４（図９のｂを参照）の口部４１を挿着することにより解除される
ようになっている。外側ガイド部材１と内側ガイド部材２の係合が解除されると、内側ガ
イド部材２が、穿刺針３２の先端が内側ガイド部材２の内側に後退した位置から外側に突
出する位置まで、外側ガイド部材１のスカート部１２内壁に沿ってスライド可能になって
いる。
【００１１】
外側ガイド部材１と内側ガイド部材２の上記のような係合は、例えば、図５および図８の
ような構成になっている。すなわち、外側ガイド部材１は、スカート部１２の先端内壁に
環状突起１２１が設けられるとともに、この環状突起１２１より基端側の部分に複数の切
欠き１２３が設けられ、この切欠き１２３部分に先端方向内側に傾斜する複数の可撓性係
合爪１２２が形成されてなり、内側ガイド部材２は、図６～７に示すように、基端外壁に
環状突起２１が設けられるとともに、前記係合爪１２２に対応する部分に複数の切欠き２
５が設けられ、この切欠き２５部分に基端方向内側に傾斜する複数の可撓性押圧爪２２が
形成されてなる。使用前には、穿刺針３の先端が内側ガイド部材２の内側に後退した位置
で、係合爪１２２と内側ガイド部材２の基端２４が係合（衝突状態に係合）されるととも
に、外側ガイド部材１の環状突起１２１と内側ガイド部材２の環状突起２１が係合してお
り、バイアル４の口部４１を内側ガイド部材２に挿着すると、押圧爪２２が変形して外側
に撓み、この外側に撓んだ押圧爪２２により係合爪１２２が外側に押圧されて、外側ガイ
ド部材１と内側ガイド部材２の係合が解除されるようになっている。尚、２２１は押圧爪
２２の押圧部であり、内側ガイド部材２にバイアル口部４１を挿着したときに、確実に係
合爪１２２と内側ガイド部材２の基端２４の係合が解除される高さになるよう外側に突出
して形成されている。
内側ガイド部材には、その内壁に複数の縦リブ２３を形成し、バイアル４が内側ガイド部
材２の内壁に沿ってスライドしやすくなるようにしてもよい。
【００１２】
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穿刺部材３は、図８に示すように外側ガイド部材１と一体に形成しても、図５に示すよう
に外側ガイド部材１と別体に形成してもよい。穿刺部材３を外側ガイド部材１と別体にす
る場合には、例えば、図２に示すような、外側ガイド部材１の天面１１の軸上に、天面１
１を貫通する孔１４１を有する穿刺針挿着部１４を設け、この穿刺針挿着部１４の孔１４
１に外側ガイド部材１と別体に形成された穿刺部材３の穿刺針３２を挿着すればよい。尚
、使用中に穿刺部材３が穿刺針挿着部１４から脱落しないように、孔１４１には環状溝１
４２を設け、穿刺針３２の外壁に設けた環状突起３２３と係合するようにしてもよい。
【００１３】
次に、本発明の液体移注具の使用について、図９を用いて説明する。
先ず、図５に示すような液体移注具ＴＮを用意する（図９のａ）。このとき、外側ガイド
部材１の係合爪１２２と内側ガイド部材２の基端２４が係合している（図９のｄ）。次に
、この液体移注具ＴＮにバイアル４の口部４１を挿着し、バイアル４の口部４１が内側ガ
イド部材２の押圧爪２２を押圧して外側に撓ませる位置まで、液体移注具ＴＮを押し進め
る（図９のｂ）。このとき、外側に撓んだ押圧爪２２により、係合爪１２２が押圧されて
外側に撓み、係合爪１２２と内側ガイド部材２の基端２４の係合が解除される（図９のｅ
）。液体移注具ＴＮを更に推し進めると、穿刺部材３の穿刺針３２によりバイアル口部４
１のゴム栓４２が刺通されて、液体移注具ＴＮを介してバイアル４の内部が外部と連通状
態になる（図９のｃ）。この状態でチップ装着部３１にシリンジのチップ（図示していな
い）を装着すれば、シリンジ内に予め充填しておいた溶解液などを注入することができる
。また、溶解後の薬液をバイアル４内からシリンジ内に吸引することができる。
【００１４】
【発明の効果】
以上述べたことから明らかなように、本発明を採用すれば、単に手で押すだけの操作でバ
イアルの内部を外部と連通できるので、溶解操作が容易である。また、使用前の状態で針
先が内側ガイド部材の内側に後退しているので、溶解操作に際して針先の汚染や針先によ
る怪我を回避することができる。また、内側ガイド部材によりゴム栓の中央部に穿刺針を
真っ直ぐに刺通することができるので、溶解操作中の液漏れを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例を示す平面図である。
【図２】図１の底面図である。
【図３】図１の正面図である。
【図４】図１の左側面図である。
【図５】図１のＸ－Ｘ線断面図である。
【図６】図１に示す内側ガイド部材の左側面図である。
【図７】図１に示す内側ガイド部材の要部斜視図である。
【図８】本発明の他の実施例を示す図５と同様の断面図である。
【図９】本発明の液体移注具の使用状況を説明する図である。
【符号の説明】
１　外側ガイド部材
１１　天面
１２　スカート部
１２１　環状突起
１２２　係合爪
１２３　切欠き
１３　鍔
１４　穿刺針挿着部
１４１　孔
１４２　環状溝
２　内側ガイド部材
２１　環状突起
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２２　押圧爪
２２１　押圧部
２３　縦リブ
２４　内側ガイド部材の基端
２５　切欠き
３　穿刺部材
３１　チップ装着部
３２　穿刺針
３２１　液体通路
３２２　気体通路
３２３　環状突起
３２４　開口部
３３　エアフィルター
４　バイアル
４１　口部
４２　ゴム栓
ＴＮ　液体移注具

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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