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(57)【要約】
　針ブロック（１８）の前方端部から延伸する針（１６
）を有する針組立体（１２）と共に使用する針保護具（
１０）であって、該保護具（１０）は、開口（２４）を
伴う前端部（２０）を有する中空袖部分（２６）であっ
て、針組立体（１２）が、開口（２４）を通り、針の自
由端が中空袖部分内に位置する退避位置に退避されても
よい中空袖部分を含む。保護具（１０）は、針組立体の
少なくとも一部が、退避位置に引込まれてもよい保持部
分、針組立体を保持部分に保持するための少なくとも１
つの係止機構、及び退避位置にあるとき、針（１６）を
開口（２４）から離れて偏向するように針（１６）及び
／又は針ブロック（１８）と係合する少なくとも１つの
偏向器（３６、１０２）を有する。
【選択図】図１５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前方端部を有する針ブロックから延伸する針を有する針組立体と共に使用する針保護具
であって、該保護具は：
　開口を伴う前端部を有する中空袖部分であって、前記針組立体が、前記開口を通り、前
記針の自由端が前記中空袖部分内に位置する退避位置に退避されてもよい中空袖部分；
　前記針組立体の少なくとも一部が、保持部分に入り、退避位置に引込まれてもよい保持
部分；
　前記針組立体を前記保持部分に保持するための少なくとも１つの係止機構；
　前記退避位置にあるとき、前記針を前記開口から離れて偏向するように前記針組立体と
協働する少なくとも１つの偏向器を含む、針保護具。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの偏向器は、前記少なくとも１つの係止機構を含む、又は前記少な
くとも１つの係止機構は、前記少なくとも１つの偏向器を含む、請求項１に記載の針保護
具。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの偏向器は、少なくとも１つの偏向器面を含み、前記退避位置にあ
るときに、該面に、前記針及び／又は前記針ブロックの少なくとも一部が係合、当接又は
隣接して位置する、請求項１又は２に記載の針保護具。
【請求項４】
　前記針組立体が、前記退避位置にあるとき、前記少なくとも１つの偏向器の少なくとも
一部は、前記針ブロックの前記前方端部と係合、当接又は隣接して位置する、請求項１乃
至３の何れか一項に記載の針保護具。
【請求項５】
　前記針組立体が、前記退避位置にあるとき、前記少なくとも１つの偏向器の少なくとも
一部は、前記前方端部と隣接する前記針と係合、当接又は隣接して位置する、請求項１乃
至４の何れか一項に記載の針保護具。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの偏向器は、少なくとも１つの可撓性腕の一部を含む、請求項１乃
至５の何れか一項に記載の針保護具。
【請求項７】
　前記針組立体が、前記退避位置にあるとき、前記少なくとも１つの可撓性腕は、前記針
及び／又は前記針ブロックの一部と係合、当接又は隣接して位置する、請求項６に記載の
針保護具。
【請求項８】
　前記針組立体が、前記退避位置にあるとき、前記少なくとも１つの可撓性腕は、前記係
合部分に偏向力を付与する、請求項６又は７に記載の針保護具。
【請求項９】
　前記針組立体が、前記退避位置にあるとき、前記少なくとも１つの可撓性腕は、前記針
ブロックの一部の前方に位置し、前記針ブロックの前方への移動を制限する少なくとも１
つの係止部分を含む、請求項６乃至８の何れか一項に記載の針保護具。
【請求項１０】
　前記針組立体が、前記退避位置にあるとき、少なくとも１つの係止部分は、前記針ブロ
ックの前方端部の前方に位置する、前記前方端部と係合、又は当接する、請求項９に記載
の針保護具。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの係止部分は、少なくとも１つの可撓性腕の端部を含む、請求項９
又は１０に記載の針保護具。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つの可撓性腕は、前記針と係合、当接又は隣接して位置する針係合面
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を有する、請求項６乃至１１の何れか一項に記載の針保護具。
【請求項１３】
　前記針係合面は、曲面である、請求項１２に記載の針保護具。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つの偏向器は、前記保持部分の表面部分を含む、請求項１乃至１３の
何れか一項に記載の針保護具。
【請求項１５】
　前記表面部分は、前記針ブロックが前記表面部分と当接する際に、前記針の前記自由端
が、前記開口から離れて位置するように、前記針ブロックの前記表面を補完する、請求項
１４に記載の針保護具。
【請求項１６】
　前記針組立体を前記保持部分に保持するのを助けるために、保持部材を含む、請求項１
乃至１５の何れか一項に記載の針保護具。
【請求項１７】
　前記保持部材は、前記針組立体が退避されると、前記針ブロックの前記前方端部の前方
に位置する突出部を含む、請求項１６に記載の針保護具。
【請求項１８】
　前記開口は、少なくとも１つの壁によって少なくとも部分的に画成される、請求項１乃
至１７の何れか一項に記載の針保護具。
【請求項１９】
　前記退避位置では、前記針の前記端部は、前記少なくとも１つの壁の後方に位置する、
請求項１乃至１８の何れか一項に記載の針保護具。
【請求項２０】
　前記少なくとも１つの壁は、比較的剛性であり、及び／又は前記針及び前記針ブロック
が前記開口を通過する際に不動である、請求項１乃至１９の何れか一項に記載の針保護具
。
【請求項２１】
　前記少なくとも１つの壁は、前記開口周りに少なくとも約９０度広がる、請求項１乃至
２０の何れか一項に記載の針保護具。
【請求項２２】
　前記少なくとも１つ壁は、前記開口周りに約１８０度広がる、請求項１乃至２１の何れ
か一項に記載の針保護具。
【請求項２３】
　前記少なくとも１つの壁は、後方且つ内方に延伸する、請求項１乃至２２の何れか一項
に記載の針保護具。
【請求項２４】
　前記開口は、少なくとも１つの腕によって少なくとも部分的に画成される、請求項１乃
至２３の何れか一項に記載の針保護具。
【請求項２５】
　前記少なくとも１つの腕は、比較的可撓性であり、及び／又は前記針及び針ブロックが
前記開口を通過する際に可動である、請求項１乃至２４の何れか一項に記載の針保護具。
【請求項２６】
　前記少なくとも１つの腕は、後方且つ内方に延伸する、請求項１乃至２５の何れか一項
に記載の針保護具。
【請求項２７】
　前記少なくとも１つの腕は、前記開口周りに約１８０度広がる、請求項１乃至２６の何
れか一項に記載の針保護具。
【請求項２８】
　前記少なくとも１つの腕は、前記開口周りに約２７０度広がる、請求項１乃至２７の何
れか一項に記載の針保護具。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、針保護具、特に、端部に針を有する針組立体が引込まれる保護具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　針保護具は、針組立体の針が、使用後に引込まれる装置である。一旦完全に引込まれる
と、針は、保護具内に係止され、誤って延伸できなくなり、その結果、一旦針が保護具内
に存在すると、不慮の針刺し損傷を防止できる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　針保護具は、使用後に、針を中空部分内に受容することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、前方端部を有する針ブロックから延伸する針を有する針組立体と共に使用す
る針保護具であって、該保護具は：
　開口を伴う前端部を有する中空袖部分であって、針が、開口内に入り、針の自由端が中
空袖部分内に位置する退避位置に退避されてもよい中空袖部分；
　針組立体の少なくとも一部が、保持部分内に入り、退避位置に引込まれてもよい保持部
分；
　針を保持部分に保持するための少なくとも１つの係止機構；
　退避位置にあるとき、針を開口から離れて偏向するように針組立体と協働する少なくと
も１つの偏向器を含む、針保護具を提供する。       
【０００５】
　好適には、少なくとも１つの偏向器は、針及び／又は針ブロックと係合する。
【０００６】
　偏向器は、少なくとも１つの偏向器面を含んでもよく、退避位置にあるときには、該偏
向器面に、針及び／又は針ブロックの少なくとも一部が、当接する。
【０００７】
　一形態では、少なくとも１つの偏向器面は、少なくとも１つの可撓性腕の一部を含んで
もよく、該腕は、針及び／又は針ブロックの一部と係合し、退避位置では、係合部分に偏
向力を付与する。
【０００８】
　偏向器面は、曲面であってもよい。
【０００９】
　少なくとも１つの可撓性腕は、少なくとも１つの係止機構を含んでもよい、又は少なく
とも１つの係止機構は、少なくとも１つの可撓性腕を含んでもよい。
【００１０】
　少なくとも１つの可撓性腕は、少なくとも１つの係止機構と分離してもよい。
【００１１】
　少なくとも１つの偏向器面は、保持部分の表面部分を含んでもよい。表面部分は、針ブ
ロックが表面部分と当接する際に、針の自由端が、開口から離れて位置するように、針ブ
ロックの表面を補完してもよい。       
【００１２】
　針保護具は、保持部分における針ブロックの保持を提供するために、保持部材を含んで
もよい。
【００１３】
　中空袖部分は、退避位置に移動する際に、針及び針ブロックが通過する開口を有するの
が好ましい。
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【００１４】
　開口は、少なくとも１つの壁によって少なくとも部分的に画成されてもよい。退避位置
では、針の端部は、少なくとも１つの壁の後方に位置するのが好ましい。
【００１５】
　少なくとも１つの壁は、比較的剛性としてもよく、及び／又は針及び針ブロックが開口
を通過する際に不動にしてもよい。
【００１６】
　開口は、少なくとも１つの腕によって少なくとも部分的に画成されてもよい。少なくと
も１つの腕は、比較的可撓性としてもよく、及び／又は針及び針ブロックが開口を通過す
る際に可動としてもよい。可撓性及び／又は可動腕（複数可）を使用することで、開口が
、通常サイズの開口より大きな針ブロックを通過できるようになる。
【００１７】
　少なくとも１つの壁は、後方且つ内方に広がるのが好ましい。
【００１８】
　少なくとも１つの腕は、後方且つ内方に広がるのが好ましい。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施形態による針保護具の、上方から見た斜視図である。
【図２】図１の針保護具の、下から見た斜視図である。
【図３】図１の針保護具の端面図である。
【図４】図１の針保護具の平面図である。
【図５】図１の針保護具の側面図である。
【図６】図３の線Ａ－Ａに沿って、前方に見た斜視断面図である。
【図７】図３の線Ａ－Ａに沿って、後方に見た斜視断面図である。
【図８】図３の線Ａ－Ａに沿った側面断面図である。
【図９】針組立体を取付けて、針組立体が非退避位置にある状態の、図１の針保護具の平
面図である。
【図１０】針組立体を取付けて、針組立体が非退避位置にある状態の、図１の針保護具の
側面図である。
【図１１】針保護具の長手方向断面図であり、針組立体は、非退避位置にある。
【図１２】針組立体を取付けて、針組立体が退避位置にある状態の、図１の針保護具の平
面図である。
【図１３】針組立体を取付けて、針組立体が退避位置にある状態の、図１の針保護具の側
面図である。
【図１４】針保護具の長手方向断面図であり、針組立体は、退避位置にある。
【図１５】針組立体が退避位置にある状態の、本発明の別の実施形態による針保護具の長
手方向断面図である。
【図１６】本発明の別の実施形態による、他の開口構成を有する針保護具の側面図である
。
【図１７】他の開口構成を有する針保護具の端面図である。
【図１８】図１７の線Ａ－Ａに沿った、図１６の針保護具の断面図である。
【図１９】図１７の線Ｂ－Ｂに沿った図１６の針保護具の断面図である。
【図２０】図１８の円Ｃで囲んだ、図１６の針保護具の一部の詳細断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　図１乃至図１４を参照すると、本発明の第１実施形態による針保護具１０が示されてい
る。針保護具は、図９乃至図１４に示されるように、針組立体１２に取付けられるように
適合される。針組立体１２は、導管１４及び針ブロック１８に取付けられた針１６を含み
、導管が針ブロック１８に接続されている。
【００２１】
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　針保護具１０は、前端部２０と後端部２２を有する。前端部２０は、中空部分２６と連
通する前開口２４を有する。後端部は、後壁２９に後開口２８を有する。
【００２２】
　図９乃至図１３に見られるように、針保護具１０は、導管１４が前開口２４及び後開口
２８を通過し、針１６及び針ブロック１８が前端部２０の前方に位置する状態で、針組立
体１２に取付けられてもよい。
【００２３】
　後開口２８は、針ブロックが後開口２８を通過できないように、針ブロックより小径に
する。後開口２８に、導管１４を締まり嵌め又は緩み嵌めしてもよい。締まり嵌めにより
、針保護具１０は、導管１４に沿って摺動でき、その位置で、摩擦によって導管１４上に
保持できる。
【００２４】
　針保護具は、中空部分２６の後部から後方へ、保護具１０の底部３８に向かい終端する
可撓性腕３６を有する。腕３６は、端部４０を有するのが好ましい。非偏向状態では、端
部４０は、針保護具の底部３８と略平行であってもよい。腕３６は、針組立体１２が保護
具１０内に引込まれる際に、針組立体１２に対する偏向器及び／又は係止機構として機能
する。
【００２５】
　前開口２４は、略円形であり（図３を参照）、前端部２０から内方且つ後方に延伸する
壁３０及び腕３２によって画成される。壁３０及び腕３２の端部は、略円形の開口２４を
画成する。開口２４は、円形である必要はない。
【００２６】
　図３から最も良く分かるように、壁３０は、約１８０度を超えて広がっており、開口２
４の約半分を画成している。図示された実施形態では、３つの腕３２が存在し、各腕は、
腕間及び壁３０間にある細長い隙間（ｓｌｏｔ）３４によって画成されている。３つの腕
３２が開口２４周りに約６０度だけ広がるため、腕３２は、比較的可撓性がある。対照的
に、壁３０は、約１８０度を超えて広がるため、比較的非可撓性である。
【００２７】
　壁３０が部分的に開口２４を画成する代わりに、複数の腕３２が、開口２４を画成して
もよい。かかる実施形態では、腕３２は、開口２４周りに３６０度広がる。６つ程度の腕
を存在させてもよい。腕３２は、均等な大きさにしてもよく、及び／又は開口周りに均等
に離間されてもよいが、必ずしもそうする必要はない。腕３２は、必ずしも同じ長さにす
る必要はない。腕３２は、必ずしも可撓性を有する必要はない。
【００２８】
　針保護具は、使用後に、針１６を中空部分２６内に受容することを目的とする。
【００２９】
　使用後に、針保護具１０は、針ブロック１８及び針１６が開口２４を通過するように、
導管１４に沿って摺動される。
【００３０】
　開口２４は、針ブロック１８が、開口２４を通過するとき、１つ又は複数の腕を偏向さ
せるような大きさにするのが好ましい。そうすることで、針ブロック１８が中空部分２６
内に誤って退避されないようになる。しかしながら、これは必須ではなく、開口２４は、
針ブロックが腕３２を偏向させないような大きさにされてもよい。針ブロック１８を針保
護具内に引込むのに、腕３２の偏向が必要になる場合では、針ブロックが一旦中空部分２
６内に完全に入ると、腕３２は、前方への離脱を抑える、又は防止する。円形開口を使用
することで、端面図で円形又は非円形のどちらの針ブロックとも使用可能になる。また、
どのように回転しても、針ブロックが進入可能になる。
【００３１】
　針に向けて連続的に針保護具を移動させることで、針ブロック１８が、後方に移動し、
可撓性腕３６と係合する。底部３８と該底部と腕が最も接近する点４２との距離は、針ブ
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ロックの最小寸法よりも短い。針ブロックが略円形である場合では、この距離は、該針ブ
ロックの直径となるだろう。針ブロックが略矩形である場合では、この距離は、高さ４４
又は幅４６のどちらか短い方になるだろう。
【００３２】
　腕３６と接触する非円形の針ブロックは、僅かに回転されると、軸外で腕３６と接触し
、腕は、ブロック１８に対して保護具１０を回転させて、ブロックを保護具と整合させる
傾向がある。
【００３３】
　腕は、針ブロックによって上方に偏向され、針ブロック１８が保持部分４７に進入可能
になる。
【００３４】
　その結果、後壁２９が針ブロックの端部に接触する、又は導管１４が開口２８に係合す
ることによって、針ブロックの後方への動きが制限されるまで、針ブロックは、腕３６を
完全に通り、後方に引込まれる。
【００３５】
　針ブロックは、長さ４８を有し、腕３６の最後端部５２と後壁２９との間の距離５０は
、長さ４８より長く、針ブロックが、保持部分４７内に完全に退避可能になるのに十分な
距離である。
【００３６】
　一旦針ブロックの前端部５８が腕３６の端部５２を通過すると、腕は、底部に向かい移
動し、図１４で見られるように、針ブロック１８の正面に位置する。この位置で、腕３６
は、針組立体の前方への動きを防ぐ。
【００３７】
　腕３６の最後端部５２と開口２４（壁３０と腕３２の最後端部によって画成される）と
の間の距離５４は、針ブロックの前端部５８と針１６の端部６０との間の距離５６より長
い。
【００３８】
　従って、一旦針ブロックの前端部５８が腕３６の端部を通過すると、針の自由端６０は
、中空部分２６内に存在し、壁３０又は腕３２と重ならない。
【００３９】
　好適には、腕３６は、該腕３６が、針に当接し、その位置では、「休止」位置から依然
として偏向されているように、構成される。その結果、腕３６は、下向きの力を針に付与
し、針ブロック及び針を傾斜又は偏向させて、針の自由端６０を、図１４に見られるよう
に、軸外にし、開口２４と整合させない。従って、物体（人の指等）が開口を通り挿入さ
れても、自由端６０と接触するという結果になりにくい。
【００４０】
　また、壁３０は比較的剛性であり、障壁にもなり、針１６への接近を防ぐ。開口２４に
指を挿入しても、腕３２が偏向し、指は、壁３０の上方に留まるであろう。
【００４１】
　腕３６の端部４０は、軸に沿って見たときに、曲折しているのが好ましく（図６及び図
８参照）、従って針に当接すると、軸と整合する、又は針を、軸と整合する垂直面で保持
する傾向がある。
【００４２】
　針ブロックの前方端部５８は、針から前方上がりに（図示された実施形態の、上下方向
又は後方上がりとは対照的に）傾斜されてもよく、それにより針ブロックに前方向への力
又は動きを付与して、腕３６を針１６に向けて、針から離隔しないように付勢する。
【００４３】
　腕３６の最後端部５２と後壁との間の距離５０は、針ブロックの長さ４８より僅かに長
くするのが好ましい。そうすることで、退避位置で針ブロックをしっかりと保持するのに
役立つだけでなく、針ブロックの前端部５８と腕３６の自由端との間隙を略排除できる。
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【００４４】
　針保護具が、腕３６と並んで延伸し、腕上方に延伸して、腕への接近を抑制する側壁６
２を含む点も、注目すべきであろう。
【００４５】
　しかしながら、壁６２は、使用者が針ブロックの先端６４を簡単に係合できるように、
十分短くする。従って、使用者は、針ブロック１８を針保護具内に引込み、その後針ブロ
ックの先端６４を前方端部２０へと押圧して、針ブロックが所定位置に係止された状態に
できる。
【００４６】
　針ブロック１８は、図９乃至図１１で見られるように、断面が略矩形であり、使用者が
針ブロック１８を把持するのを助けるために、湾曲した側壁２０を有する。針ブロックの
厳密な形状は重要でなく、針ブロックは、端面図では、略円形を有してもよい。
【００４７】
　針保護具は、壁３０と腕３２を含む開口形成組立体７０を有するのが好ましい。開口形
成組立体７０は、中空部分２６と一体で形成されるのが好ましい。好適には、開口形成組
立体７０は、誤って取外しできないように組立体７０を所定位置に固定するために、スナ
ップアーム６８が中空部分２６の開口７２に係合した状態で、蝶番６６によって中空部分
２６に取着される。
【００４８】
　側壁６２が、下縁部と基壁３８との間に間隙部７４を伴い形成されるが、これは必須で
はなく、側壁６２は、基壁３８と隣接してもよい。
【００４９】
　図１乃至図１４の実施形態では、底部３８が成形され、針ブロックは、腕３６によって
付与される力を受けて、該ブロックの先端部が底部３８に対して枢動する。
【００５０】
　図１５は、別の実施形態による針保護具１００を示している。この実施形態は、以下で
記載する点を除いて、第１実施形態と略同じであり、同様な部品に対しては、同じ参照番
号が使用される。
【００５１】
　針保護具１００では、保持部分の底部３８は、傾斜上面１０２となるように成形される
。針ブロック１８が、保持部分内に完全に引込まれると、針ブロック１８の下面１０４は
、上面１０２と整合すると共に、針ブロック及び針１６を、図示した傾斜位置に整合させ
る。その結果、上面の傾斜１０２は、針組立体１２の偏向器又は偏向器面として機能する
。腕３６は、針ブロックがこの位置にある際に、偏向状態を保つようにして、下向きの力
を針に付与してもよい。或いは、腕３６は、針に偏向力を付与する必要なく、針に対向し
て又は針の付近に位置してもよい。針の上方への移動は、腕３６が偏向することで抑えら
れる。前方への動きは、腕３６が針ブロックの正面に位置することで防止される。
【００５２】
　底部３８は、傾斜面１０２の前部に隆起した唇部１０６を有して、一旦保持部分に入っ
た針ブロックの前方への動きを更に制限してもよい。唇部１０６は、針ブロックが引込ま
れると、該針ブロックが唇部１０６の先端と係合し、開口２４を通り針が退避されると、
針ブロックが針保護具軸と略平行に保持されるような大きさにされてもよい。代替手段と
して、底部３８には、凹部を備え、針ブロックには、補完的な突出部を備えて（又は針ブ
ロックには、凹部を備え、底部３８には、補完的な突出部を備えて）、該突出部が、退避
位置で、凹部に係合し、針ブロックを退避位置に保持する機能を果たしてもよい。
【００５３】
　この好適実施形態では、針に係合する可撓性腕を有するが、当然ながら、本発明は、針
ブロック、例えば上面等に係合して、針ブロックを下方に回転させる、又は下方に回転さ
せた状態に維持する可撓性腕によって、実行されてもよい。針ブロックは、腕と係合する
突出部又は凹部を備えて、退避位置から前方への移動を防止してもよい。



(9) JP 2017-522126 A 2017.8.10

10

20

【００５４】
　図１６乃至図２０は、別の開口構成を有する針保護具１００を示している。係止／偏向
器腕の構成は、他の実施形態と略同じである。この実施形態では、開口１１０は、比較的
剛性の壁１１２、及び６つのより可撓性の腕１１４から形成されている。隣接する腕１１
４同士及び腕と壁１１２との間に間隙又は細長い隙間１１６を可能にしたことを除いて、
壁１１２は、開口１１０周りに約９０度広がっており、腕は、全部で、約２７０度を超え
て広がっている。この実施形態では、６つの腕１１４は、略同じであるが、そうである必
要はない。腕１１４の屈曲を助けるために、蝶番又は弱化線１１８を設ける。　
【００５５】
　図１６乃至図２０の実施形態の開口構成は、他の実施形態に使用されてもよい。
【００５６】
　文脈上他の意味に解すべき場合を除き、明細書及び全クレームを通して、単語「含む（
ｃｏｍｐｒｉｓｅ）」、「含んでいる（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」等は、排他的又は包括
的な意味とは対照的に、包含的な意味に解釈されるべきである；即ち、「包含するが、限
定されない」の意味に解釈されるべきである。
【００５７】
　本書に記載又は言及された本発明の特徴は、特徴が互いに排他的でない場合、特徴を如
何なる組合せで組合せてもよい。
【００５８】
　多くの明白な変形及び変更が、本明細書に記載された実施形態に対して、本発明の精神
及び範囲から逸脱せずに、行われてもよいことは、当業者には明らかとなろう。

【図１】 【図２】

【図３】
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