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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
止血ステー本体と、該止血ステー本体を患者の穿刺部に押圧する締付けバンドからなる止
血具において、前記止血ステー本体は、合成樹脂材で成形され、帯板の中央を平板状押圧
部に残し、それに続く両側を山形に立ち上げ降下屈曲してＭ字型の左山形部と右山形部を
設け、前記左山形部の左外端側部の下端と、右山形部の右外端側部の下端とに夫々内側に
折曲する左側バンド接続部又は左側バンド案内部と右側バンド接続部又は右側バンド案内
部を設けて止血ステー本体基体を設けると共に、平板状押圧部の下面に円盤型のシリコン
ゴム等の合成ゴム製の弾性底座を配備して構成し、前記締付けバンドは、該両端を前記止
血ステー本体の左山形部の左外端側部又は左側バンド接続部と、右山形部の右外端側部又
は右側バンド接続部に接続してなる止血具。
【請求項２】
前記止血ステー本体の山形部の一方である左山形部の上面に、表面に係合面を備えたベル
ベット型係合部材を左山形部の頂端の右側に僅かに被蓋し、反対の左側に大きく被蓋して
固着し、他方の山形部である右山形部の右外端側部の頂端寄りに鋲孔を貫通し、該鋲孔に
挿通する鋲によって締付けバンドの一端を固着し、該締付けバンドの裏面には、前記ベル
ベット型係合部材と係着するベルベット型係合部材を配備してなる請求項１の止血具。
【請求項３】
前記止血ステー本体の山形部の一方である左山形部の左外端側部の下半上面及び左側バン
ド接続部の上面に係合面となるベルベット型係合部材を固着し、他方の山形部である右山
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形部の右外端側部の下端に接続する右側バンド接続部に鋲孔を表裏に貫通し、該鋲孔に挿
通する鋲によって締付けバンドの一端を固着し、該締付けバンドの裏面には、前記ベルベ
ット型係合部材と係着するベルベット型係合部材を配備してなる請求項１の止血具。
【請求項４】
前記締付けバンドは、非伸縮性素材により設けられることを特徴とする請求項１、請求項
２又は請求項３のいずれか１の請求項である止血具。
【請求項５】
前記締付けバンドは、低伸縮性素材によりバンド基体が設けられることを特徴とする請求
項１、請求項２又は請求項３のいずれか１の請求項である止血具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、血管造影等、血管内に挿入されたカテールを抜き取った後、血液流れを止め
る止血具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の止血具は、特許文献１に示すように、穿刺部に当てる圧迫部とこの圧迫部を取付
ける支持バンドから構成され、前記圧迫部は硬質ケースと、これに支持されるバルーンか
ら構成されるベルトタイプのものがあった。
【０００３】
　従来の止血具は、特許文献２に示すように、穿刺部を押圧する押圧体１を備えた押圧支
持体２と、前記押圧体１を所定位置に保持する緊締帯３とから構成される止血具があった
。
【０００４】
　従来の止血具は、特許文献３に示すように、剛性を有し、両端には掛止部を備え、該両
掛止部間が平板状の支持部材と、該支持部材の裏面の一端側に偏って配備される止血パッ
トと、前記両掛止部に着脱自在のリングを両端に、長さの調整が可能で、しかも、伸縮性
を有する取付けバンドとから構成されるものがあった。
【特許文献１】特開平７－４７０７１号公報
【特許文献２】特開平５－３０５０９３号公報
【特許文献３】特開２０００－１６６９３４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前記特許文献１に示す従来の止血具は、硬質ケースに対してバンドが裏側接続している
ので、横方向の引張り力が働き、穿刺部に対する圧迫方向である縦方向の押圧力が弱かっ
たので、バルーンの圧力により押圧力を調整するものであった。そのため、バルーンには
液体供給管を備えて液体を供給する手間が掛かった。また、逆止弁付の液体供給管を接続
しているので、液体の給送の手間と、該液体供給管に備える逆止弁を交換する手間が掛か
った。
【０００６】
　前記文献２に示す従来の止血具の押圧支持体２は、押圧体１を支持する部分に対して横
に支点を隔てる支杆を左右に延設している剛性体により形成し、該両端にバンドを接続す
るものであるから、緊締帯３の加圧方向が縦方向となり、バンドを締めて押圧体の穿刺部
を所望の圧力で押圧するものであるが、押圧支持体２は、剛性体であるので、湾曲するこ
とがなく、押圧体の押圧力は、専ら空気圧によるもので、その調整と装着は面倒であった
。
【０００７】
　特許文献３に示す従来の止血具は、押圧体が平板状であるため、止血パットの部分か穿
刺部が圧力に凹陥するとめり込んでしまい、その平面状の板面が患部の周囲に接面し、止
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血パットに押圧力を伝達できない欠点がある。
【０００８】
　本発明は、係る従来の止血具の欠点を解消し、容易に着脱及び圧迫力を調整でき、かつ
その圧迫面を均等に保つことを可能にした止血具の提供を目的に案出されたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、止血ステー本体と、該止血ステー本体を患者の穿刺部に押圧する締付けバン
ドからなる止血具において、前記止血ステー本体は、合成樹脂材で成形され、帯板の中央
を平板状押圧部に残し、それに続く両側を山形に立ち上げ降下屈曲してＭ字型の左山形部
と右山形部を設け、前記左山形部の左外端側部の下端と、右山形部の右外端側部の下端と
に夫々内側に折曲する左側バンド接続部又は左側バンド案内部と右側バンド接続部又は右
側バンド案内部を設けて止血ステー本体基体を設けると共に、平板状押圧部の下面に円盤
型のシリコンゴム等の合成ゴム製の弾性底座を配備して構成し、前記締付けバンドは、該
両端を前記止血ステー本体の左山形部の左外端側部又は左側バンド接続部と、右山形部の
右外端側部又は右側バンド接続部に接続してなる止血具にある。
【００１０】
　前記止血ステー本体の山形部の一方である左山形部の上面に、表面に係合面を備えたベ
ルベット型係合部材を左山形部の頂端の右側に僅かに被蓋し、反対の左側に大きく被蓋し
て固着し、他方の山形部である右山形部の右外端側部の頂端寄りに鋲孔を貫通し、該鋲孔
に挿通する鋲によって締付けバンドの一端を固着し、該締付けバンドの裏面には、前記ベ
ルベット型係合部材と係着するベルベット型係合部材を配備してもよいものである。
【００１１】
　前記止血ステー本体の山形部の一方である左山形部の左外端側部の下半上面及び左側バ
ンド接続部の上面に係合面となるベルベット型係合部材を固着し、他方の山形部である右
山形部の右外端側部の下端に接続する右側バンド接続部に鋲孔を表裏に貫通し、該鋲孔に
挿通する鋲によって締付けバンドの一端を固着し、該締付けバンドの裏面には、前記ベル
ベット型係合部材と係着するベルベット型係合部材を配備してもよいものである。
【００１２】
　前記締付けバンドは、非伸縮性素材により設けてもよいものである。
【００１３】
　前記締付けバンドは、低伸縮性素材によりバンド基体が設けてもよいものである。
【発明の効果】
【００１４】
　止血ステー本体の形状を、特異なＭ字型構造（ヤジロベイ構造）にすることにより、押
圧部を中心に左右の締付けバンドとの接続部が均衡し、装着時に安定し、バランス良く容
易に患部を押えることができる。
【００１５】
　また、締付けベルトを装着して押圧を与える際、その形状に起因して特異な形状に撓む
ことによりバネ効果が発生し、少ない力で必要する押圧力を容易に得ることができる。
【００１６】
　止血ステー本体のＭ字型構造から所要のバネ効果が得られ、締付けバンドの素材に伸縮
素材を使用しないもので容易に適切な押圧力を掛けることができる。また、若干の伸縮性
を有する素材を使用することにより弱い押圧力から強い押圧力まで容易に調整して掛ける
ことができ、また、前記止血ステー本体のＭ字型構造からのバネ効果により締付けバンド
の素材が伸縮の如何によらず、押圧面が常に均等な押圧に保たれ、ずれたり外れたりしな
い効果を奏する。
【００１７】
　装着時の締付けバンドに対して止血ステー本体の上面に着脱面があるから締付けバンド
の着脱が容易である。
【００１８】
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　止血ステー本体の押圧面には、滑り止めの素材を取付けることにより、当てガーゼなど
の穿刺部位に直接当てるパット類がずれ難い効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　止血ステー本体と、該止血ステー本体を患者の穿刺部に押圧する締付けバンドからなる
止血具において、前記止血ステー本体は、合成樹脂材で成形され、帯板の中央を平板状押
圧部に残し、それに続く両側を山形に立ち上げ降下屈曲してＭ字型の左山形部と右山形部
を設け、前記左山形部の左外端側部の下端と、右山形部の右外端側部の下端とに夫々内側
に折曲する左側バンド接続部又は左側バンド案内部と右側バンド接続部又は右側バンド案
内部を設けて止血ステー本体基体を設けると共に、平板状押圧部の下面に円盤型のシリコ
ンゴム等の合成ゴム製の弾性底座を接着して配備して構成し、前記止血ステー本体の山形
部の一方である左山形部の左外端側部の下半上面及び左側バンド接続部の上面に係合面と
なるベルベット型係合部材を固着し、他方の山形部である右山形部の右外端側部の下端に
接続する右側バンド接続部に鋲孔を表裏に貫通し、該鋲孔に挿通する鋲によりバンド基体
が低伸縮性素材で設けた締付けバンドの一端を固着し、該締付けバンドの裏面には、前記
ベルベット型係合部材と係着するベルベット型係合部材を配備してなる止血具。
【実施例】
【００２０】
　以下、本発明の止血具を実施例である図面により説明すると、図１～図４は、第１実施
例の止血具１で、本発明の要旨を直截に表す止血ステー本体２と、該止血ステー本体２を
患者４である穿刺部４ａを押圧する締付けバンド３から構成される。
【００２１】
　前記止血ステー本体２は、合成樹脂材で成形される。その製造方法は、適宜の厚み平板
を、所要の幅と長手方向に所要の長さの帯板に裁断した後、該帯板の中央を、所要幅の平
板状押圧部２ａａに残し、それに続く両側を山形に立ち上げ降下屈曲して左山形部２ａｂ
１と、右山形部２ａｂ２のＭ字型に設け、そして前記左山形部２ａｂ１の左外端側部２ａ
ｂ１１の下端と、右山形部２ａｂ２の右外端側部２ａｂ２１の下端とに夫々内側に折曲す
る左側バンド接続部２ａｃ１と右側バンド接続部２ａｃ２を設けて止血ステー本体基体２
ａを設けると共に、平板状押圧部２ａａの下面に円盤型のシリコンゴム等の合成ゴム製の
弾性底座２ａｄを接着して配備している。そして、左側バンド接続部２ａｃ１と右側バン
ド接続部２ａｃ２に締付けバンド３の両端を接続するものである。
【００２２】
　前記止血ステー本体２は、製造方法から説明すると、合成樹脂材を金型に射出成形して
前記図示する平板状押圧部２ａａと左山形部２ａｂ１と右山形部２ａｂ２と前記左山形部
２ａｂ１の左外端側部２ａｂ１１に接続する左側バンド接続部２ａｃ１と右山形部２ａｂ
２の右外端側部２ａｂ２に接続する右側バンド接続部２ａｃ２を夫々形成して止血ステー
本体基体２ａを設け、それから、前記平板状押圧部２ａａの下面に円盤型のシリコンゴム
等の合成ゴム製の弾性底座２ａｄを固着して配備してもよいものである。
【００２３】
　前記締付けバンド３と止血ステー本体基体２ａの左側バンド接続部２ａｃ１と右側バン
ド接続部２ａｃ２の接続構造については、下端を反転したＶ字状掛部（図示しない）に形
成して締付けバンド３の両端に取り付けたリング（図示しない）を掛合する構造としても
よいものである。
【００２４】
　また、前記締付けバンド３と止血ステー本体基体２ａの左バンド接続部２ａｃ１と右側
バンド接続部２ａｃ２の接続構造については、左バンド接続部２ａｃ１又は右側バンド接
続部２ａｃ２に締付けバンド３の一端を取り付け、他端にリング（図示しない）を取り付
け、これを左バンド接続部２ａｃ１又は右側バンド接続部２ａｃ２の開放端に形成したＶ
字状掛部（図示しない）に掛合してもよいものである。
【００２５】
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　前記締付けバンド３は、両端間の長さを調節自在に構成し、止血ステー本体２に対する
締付力を調整自在に構成してもよいものである。
【００２６】
　本発明の第１の実施例の止血具１は、前述のように構成されるから、患者４のカテール
等の穿刺部４ａに対し、図４に示すように、ガーゼ（図示しない）を介在させた後、本止
血具１の平面状押圧部２ａａを当て、左山形部２ａｂ１の左外端側部２ａｂ１１に形成し
た左側バンド接続部２ａｃ１と、右山形部２ａｂ２の右外端側部２ａｂ２形成した右側バ
ンド接続部２ａｃ２とに、患者４を巻回した締付けバンド３の両端を緊締接続して穿刺部
４ａに押圧力を加えた状態に保持し、穿刺部４ａを修復すると共に該部の血液を凝固して
穿刺部４ａから血液の流失を止めるものである。
【００２７】
　前記締付けバンド３の緊締時に、図５に示すように、止血ステー本体２において、Ｍ字
型の止血ステー本体基体２ａの平板状押圧部２ａａは、該両側の左山形部２ａｂ１と右山
形部２ａｂ２の接続部である左底屈曲部Ｚ１１と右底屈曲部Ｚ１２を中心に、上方側に凸
型に湾曲し、同じく左山形部２ａｂ１と右山形部２ａｂ２は、夫々の接続部である左底屈
曲部Ｚ１１と右底屈曲部Ｚ１２を中心に下方へ湾曲し、同じく左山形部２ａｂ１の左外端
部２ａｂ１１と右山形部２ａｂ２の右外端部２ａｂ２１は、夫々の接続部である左頂端屈
曲部Ｚ２１と右頂端屈曲部Ｚ２２を中心に下向き内側に湾曲し、同じく左側バンド接続部
２ａｃ１と右側バンド接続部２ａｃ２は、左山形部２ａｂ１の左外端部２ａｂ１１の下端
の左外端屈曲部Ｚ３１と右外端部２ａｂ２１の下端の右外端屈曲部Ｚ３２を中心に夫々下
方内向きに湾曲するものである。
【００２８】
　前記Ｍ字型の止血ステー本体基体２ａの湾曲は、平面状押圧部２ａａ、左山形部２ａｂ
１（左外端側部２ａｂ１１を含む）、右山形部２ａｂ２（右外端側部２ａｂ２を含む）、
左側バンド接続部２ａｃ１及び右側バンド接続部２ａｃ２が、その巾と厚みが同一に構成
されていることを条件とする。
【００２９】
　前記Ｍ字型の止血ステー本体基体２ａは、図６に示すように、前記左山形部２ａｂ１の
左外端側部２ａｂ１１の下端と右山形部２ａｂ２の右外端側部２ａｂ２１の下端に夫々内
側に折曲する左側バンド接続部２ａｃ１と右側バンド接続部２ａｃ２を設けないものでも
よく、左山形部２ａｂ１の左外端側部２ａｂ１１の下端と、右山形部２ａｂ２の右外端側
部２ａｂ２１の下端に締付けバンド３の両端を接続しもよいものである。この場合の構成
において、左外端側部２ａｂ１１と右外端側部２ａｂ２１は、下方に適宜延長してヤジロ
ベイ型にしてもよいものである。
【００３０】
　次に、本発明の止血具の第２実施例の止血具５を図７～図１１により説明すると、第２
実施例の止血具５は、前記第１実施例の止血具１と同様に止血ステー本体６と締付けバン
ド７から構成される。
【００３１】
　前記第２実施例の止血ステー本体６は、第１実施例の止血ステー本体２と同様に、合成
樹脂材で成形された平板を裁断、屈曲して屈曲帯板に設けるか、金型に射出成形して概略
Ｍ字型の屈曲帯板に設ける。そして、帯板の中央を、平板状押圧部６ａａとし、該両側を
山形の左山形部６ａｂ１と右山形部６ａｂ２に形成し、そして前記左山形部６ａｂ１の左
外端側部６ａｂ１１の下端と、右山形部６ａｂ２の右外端側部６ａｂ２１の下端とに夫々
内側に折曲する左側バンド案内部６ａｃ１と右側バンド案内部６ａｃ２を設けた止血ステ
ー本体基体６ａを設けると共に、平板状押圧部６ａａの下面に円盤型のシリコンゴム等の
合成ゴム製の弾性底座６ａｄを接着して配備している。
【００３２】
　前記締付けバンド７の両端と前記止血ステー本体基体６ａとの接続は、左山形部６ａｂ
１の左外端側部６ａｂ１１及び左バンド案内部６ａｃ１と、右山形部６ａｂ２の右外端側
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部６ａｂ２１及びの右側バンド案内部２ａｃ２に接続するものである。
【００３３】
　前記山形部の一方である左山形部６ａｂ１の上面において、表面に係合面を備えたベル
ベット型係合部材６ａｅを左山形部６ａｂ１の頂端の右側に僅かに被蓋し、反対の左側に
大きく被蓋して固着し、他方の山形部である右山形部６ａｂ２の右外端側部６ａｂ２１の
頂端寄りに鋲孔６ａｆを貫通し、該鋲孔６ａｆに挿通する鋲８により締付けバンド７を固
着し、該締付けバンド７の裏面には、前記ベルベット型係合部材６ａｅと係着するベルベ
ット型係合部材７ａを配備している。この締付けバンド７は、伸長しない素材で設けられ
る。
【００３４】
　前記第２実施例の止血具５は、前述のように構成されるから、患者４のカテール等の穿
刺部４ａに、図示しないが、ガーゼを介在させた後、止血具の平板状押圧部６ａａの円盤
型の弾性底座６ａｄを押し当て、締付けバンド７は、一端が止血ステー本体基体６ａに接
続しているので、開放端を左山形部６ａｂ１の上面に巻き付けると、上面のベルベット型
係合部材６ａｅに、締付けバンド７のベルベット型係合部材７ａが係合し、押圧力を加え
た状態に保持するものである。
【００３５】
　前記締付けバンド７の締付け状態において、止血ステー本体基体６ａは、第１実施例の
止血具１と同様に、平面状押圧部６ａａは、左山形部６ａｂ１と右山形部６ａｂ２との夫
々の屈曲部を中心に湾曲し、また、左山形部６ａｂ１と右山形部６ａｂ２は、夫々の頂端
を中心に湾曲し、また、左バンド案内部６ａｃ１と右側バンド案内部６ａｃ２は、左外端
側部６ａｂ１１と右外端側部６ａｂ２１との屈曲部から湾曲し、穿刺部４ａに対する押圧
力を緩衝し、緊締後は、一定の押圧力が作用するようにセットすることができる。また、
止血ステー本体６の湾曲により締付けバンド７に伸縮性が無くても容易に一定の押圧力を
加えることができ、また、ばね作用により一定の押圧力を維持することができる。
【００３６】
　次に、本発明の止血具の第３実施例の止血具９を図１２～図１６により説明すると、第
３実施例の止血具９は、前記第１実施例の止血具１と同様ように止血ステー本体１０と締
付けバンド１１から構成される。
【００３７】
　前記第３実施例の止血ステー本体１０は、第１実施例の止血ステー本体２と同様に、合
成樹脂材で成形された平板を裁断、屈曲して屈曲帯板に設けるか、金型に射出成形して屈
曲帯板に設ける。そして、帯板の中央を、平板状押圧部１０ａａとし、該両側を山形の左
山形部１０ａｂ１と右山形部１０ａｂ２に形成し、そして前記左山形部１０ａｂ１の左外
端側部１０ａｂ１１の下端と、右山形部１０ａｂ２の右外端側部１０ａｂ２１の下端とに
夫々内側に折曲する左側バンド接続部１０ａｃ１と右側バンド接続部１０ａｃ２を設けた
止血ステー本体基体１０ａを設けると共に、平板状押圧部１０ａａの下面に円盤型のシリ
コンゴム等の合成ゴム製の弾性底座１０ａｄを接着して配備している。前記山形部の一方
である左山形部１０ａｂ１の左外端側部１０ａｂ１１の下半上面及び左側バンド接続部１
０ａｃ１の上面において、係合面となるベルベット型係合部材１０ａｅを固着し、他方の
山形部である右山形部１０ａｂ２の右外端側部１０ａｂ２１の下端に接続する右側バンド
接続部１０ａｃ２に鋲孔１０ａｆを表裏に貫通し、該鋲孔１０ａｆに挿通する鋲１２によ
り締付けバンド１１の一端を固着し、該締付けバンド１１の裏面には、前記ベルベット型
係合部材１０ａｅと係着するベルベット型係合部材１１ａを配備している。
【００３８】
　前記第３実施例の止血具９は、前述のように構成されるから、患者４のカテール等の穿
刺部４ａに、図示しないが、ガーゼを介在させた後、本止血具の平板状押圧部１０ａａの
円盤型の弾性底座１０ａｄを押し当て、締付けバンド１１は、一端が止血ステー本体１０
に接続しているので、開放端を左山形部１０ａｂ１の上面に巻き付けると、上面のベルベ
ット型の係合部材１０ａｅに、締付けバンド１１のベルベット型係合部材１１ａが係合し
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、押圧力を加えた状態に保持するものである。
【００３９】
　前記締付けバンド１１の締付け状態において、止血ステー本体１０は、第１実施例の止
血具１と同様に、平面状押圧部１０ａａと、該両端に屈曲して接続する左山形部１０ａｂ
１と、右山形部１０ａｂ２と、左山形部１０ａｂ１の左外端側部１０ａｂ１に屈曲接続す
る左バンド接続部１０ａｃ１と、右山形部１０ａｂ２の右外端側部１０ａｂ２１に屈曲接
続する右バンド接続部１０ａｃ２とを、夫々の屈曲部を中心に湾曲して平面状押圧部１０
ａａを穿刺部４ａに接し、穿刺部４ａに対する押圧力を緩衝し、緊締後は、屈曲による反
発力を作用させるから、一定の押圧力を持続する。また、締付けバンド１１は、止血ステ
ー本体１０の左右外端に接続して緊締するから、バランスがよく、一方に押圧力が偏るこ
とがないから、均等の圧力分布で押圧し、押圧位置がずれることがない。また、止血ステ
ー本体１０の湾曲により締付けバンド１１に伸縮性が無くても容易に一定の押圧力を加え
ることができる。
【００４０】
　前記本発明の止血具の第４実施例の止血具１３は、前記第３実施例の止血具９において
、該締付けバンド１１を、図１７に示すように、低伸縮性の締付けバンド１４に換えてな
るものである。
【００４１】
　前記低伸縮性の締付けバンド１４は、図１８に示すように、前記穿刺部４ａに必要な押
圧力に近い値まで伸長し、それ以上は、いくら張力を掛けても伸長しない強度を備えたバ
ンド基体１４ａと、該バンド基体１４ａの一面に配備し、該バンド基体１４ａと共に伸長
可能に一体的に縫製形成されるベルベット型係合部材１４ｂから設けている。
【００４２】
　前記本発明の止血具の第４実施例の止血具１３は、前述のように構成されるから、第３
実施例の止血具９の使用状態を示す図１６と同様に、患者４のカテール等の穿刺部４ａに
、ガーゼ（図示しない）を介在させた後、止血ステー本体１０の平板状押圧部１０ａａの
円盤型の弾性底座１０ａｄを押し当て、締付けバンド１４の一端が止血本体１０に接続し
ているので、開放端に伸長限度以上の張力を与えて他端の左山形部１０ａｂ１の上面に巻
き付け、上面のベルベット型係合部材１０ａｅに締付けバンド１４のベルベット型係合部
材１４ｂを係合し、止血ステー本体１０に止血に必要とする押圧力を加えた状態に保持す
るものである。
【産業上の利用可能性】
【００４３】
　本発明の止血具は、前述のように合成樹脂材製の平面状押圧部の両側山形状に屈曲する
特異な形状のＭ字型ヤジロベイ構造の止血ステー本体と該両端に接続する締付けバンドの
簡易な構成により低コストを実現し、また、容易な手順で高い精度で押圧力を制御し、患
部との位置ずれもなく均等な押圧力を持続して止血作用を奏するものである。
【００４４】
　よって、本発明の止血具は、医療界に革新的効果を奏するものである。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明の止血具の第１の実施例の止血ステー本体を示す正面図である。
【図２】同じく、本発明の止血具の第１の実施例の止血ステー本体を示す平面図である。
【図３】同じく、本発明の止血具の第１の実施例の止血ステー本体を示す底面図である。
【図４】同じく、本発明の止血具の第１の実施例の止血ステー本体に締付けバンドを接続
し止血状態を示す説明図である。
【図５】同じく、本発明の止血具の第１の実施例の止血ステー本体に締付けバンドを緊締
接続した状態において、各部がどの部分を中心に湾曲する状態を説明する説明図である。
【図６】同じく、本発明の止血具の第１の実施例の止血ステー本体において、屈曲接続す
る左側バンド接続部及び右側バンド接続部を構成しない実施例を示す正面図である。
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【図７】本発明の止血具の第２の実施例の止血ステー本体を示す正面図である。
【図８】同じく、本発明の止血具の第２の実施例の止血ステー本体を示す平面図である。
【図９】同じく、本発明の止血具の第２の実施例の止血ステー本体に締付けバンドを配備
した状態を示す正面図である。
【図１０】同じく、本発明の止血具の第２の実施例の止血ステー本体に締付けバンドを配
備した状態を示す斜視図である。
【図１１】本発明の止血具の第２の実施例の止血具の止血状態を示す説明図である。
【図１２】本発明の止血具の第３の実施例の止血ステー本体を示す正面図である。
【図１３】本発明の止血具の第３の実施例の止血ステー本体を示す平面図である。
【図１４】同じく、本発明の止血具の第３の実施例の止血ステー本体に締付けバンドを配
備した状態を示す正面図である。
【図１５】同じく、本発明の止血具の第３の実施例の止血ステー本体に締付けバンドを配
備した状態を示す斜視図である。
【図１６】本発明の止血具の第３の実施例の止血具の止血状態を示す説明図である。
【図１７】本発明の止血具の第３の実施例の止血ステー本体に伸縮性の締付けバンドを配
備した第４の実施例の止血具を示す斜視図である。
【図１８】同じく、第４の実施例の止血具の伸縮性の締付けバンドの一例を示す部分図で
ある。
【符号の説明】
【００４６】
　　１　第１実施例の止血具
　　２　止血ステー本体
　　２ａ　止血ステー本体基体
　　２ａａ　平板状押圧部
　　２ａｂ１　左山形部
　　２ａｂ１１　左外端側部
　　２ａｂ２　右山形部
　　２ａｂ２１　右外端側部
　　２ａｃ１　左側バンド接続部
　　２ａｃ２　右側バンド接続部
　　２ａｄ　弾性底座
　　３　締付けバンド
　　４　患者
　　４ａ　穿刺部
　　５　第２実施例の止血具
　　６　止血ステー本体
　　６ａ　止血ステー本体基体
　　６ａａ　平板状押圧部
　　６ａｂ１　左山形部
　　６ａｂ１１　左外端側部
　　６ａｂ２　右山形部
　　６ａｂ２１　右外端側部
　　６ａｃ１　左側バンド案内部
　　６ａｃ２　右側バンド案内部
　　６ａｄ　弾性底座
　　６ａｅ　ベルベット型係合部材
　　６ａｆ　鋲孔
　　７　締付けバンド
　　７ａ　ベルベット型係合部材
　　８　鋲
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　　９　第３実施例の止血具
　１０　止血ステー本体
　１０ａ　止血ステー本体基体
　１０ａａ　平板状押圧部
　１０ａｂ１　左山形部
　１０ａｂ１１　左外端側部
　１０ａｂ２　右山形部
　１０ａｂ２１　右外端側部
　１０ａｃ１　左側バンド接続部
　１０ａｃ２　右側バンド接続部
　１０ａｄ　弾性底座
　１０ａｅ　ベルベット型係合部材
　１０ａｆ　鋲孔
　１１　締付けバンド
　１１ａ　ベルベット型係合部材
　１２　鋲
　１３　第４実施例の止血具
　１４　締付けバンド
　１４ａ　バンド基体
　１４ｂ　ベルベット型係合部材
　Ｚ１１　左底屈曲部
　Ｚ１２　右底屈曲部
　Ｚ２１　左頂端屈曲部
　Ｚ２２　右頂端屈曲部
　Ｚ３１　左外端屈曲部
　Ｚ３２　右外端屈曲部
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