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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のチューブと、
　この第１のチューブ内に配置され、該第１のチューブに対して軸方向に進退可能な第２
のチューブと、
　前記第２のチューブの先端に取り付けられた針体と、
　前記第１のチューブの基端に取り付けられた本体と、前記第２のチューブの基端に取り
付けられた口金ユニットとを含み、前記本体と口金ユニットとを前記軸方向へ相対的に移
動自在に構成し、前記第１のチューブと前記第２のチューブとを前記軸方向へ相対的に進
退移動させる操作機構と、
　前記本体と口金ユニットのいずれか一方に前記軸方向に沿って延びて配置されかつ基端
または先端の位置が前記軸方向において異なることにより前記軸方向へ延びる長さが異な
る複数の縦溝と、前記本体と口金ユニットの他方に配置されかつ前記複数の縦溝に対し選
択的に係合可能な突起と、前記縦溝同士をつなぎ、前記突起を係合させる縦溝に前記突起
を案内する横溝と、を有し、前記横溝を通じて前記突起が係合する縦溝に該突起を案内し
て前記突起が係合する縦溝を選択し、この選択した縦溝内を前記突起が軸方向に進退する
ことにより選択した縦溝の軸方向長さに応じて前記本体と口金ユニットの相対移動距離を
変更可能な移動距離調整機構と、
　を具備したことを特徴とする内視鏡用注射針。
【請求項２】
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　前記移動距離調整機構は、前記本体と口金ユニットを前記軸周りに相対的に回転するこ
とで前記縦溝同士をつなぐ横溝を通り、前記突起を係合する縦溝を選択可能であることを
特徴とする請求項１に記載の内視鏡用注射針。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、外チューブに対して、先端に針を取り付けた内チューブを含む口金ユニットを
相対的に進退移動させて外チューブの先端から針を突没させるようにした内視鏡用注射針
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に内視鏡用注射針は体腔内組織の穿刺に使われるが、実際に使用する際には穿刺部位
や穿刺する部位の状況（例えば静脈瘤の大きさ等）によって必要な針の突出長さを適宜変
更することが求められる。
【０００３】
ところで、針の突出長さは内外チューブの相対的な長さによって決まる。しかし、滅菌処
理等を行うことにより、内視鏡用注射針を構成する内外チューブの長さが変ってしまう。
このことに対応するために、針の突出長さを個々に調節する必要があった。
【０００４】
この問題点を解消するために、特許第２,６９５,１２３号公報や実公平３－１５０８１号
公報のものにあっては、外チューブの基端に取り付けた操作部にねじ込み式の調節部材を
設け、この調節部材をねじ込むことで、外チューブを短く、つまり外チューブからの針の
突出長さを長くできるようにしている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
この調節方法では、ねじ込み部材を何回も回転させ、針の突出長さを微調整する必要があ
り、これは非常に面倒な作業である。更に、内視鏡治療では術者もしくは介助者は様々な
作業を遂行しなければならず、それらの作業の他にねじ込み調整作業が加わることは好ま
しくない。
【０００６】
また、ねじ込み部材をねじ込むことにより外チューブの先端から突き出す針の突出長さを
調整する場合、どの程度針の長さが変ったかが非常にわかりにくく、ねじ込み部材を回転
させるたびに針の突出長さをいちいち確認しながら調節作業を進めなければならず、非常
に煩雑で手間のかかる作業であった。
【０００７】
本発明では前記問題点を解消し、針の突出量を的確かつ簡便に調整できる内視鏡用注射針
を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に係る発明は、第１のチューブと、この第１のチューブ内に配置され、該第１
のチューブに対して軸方向に進退可能な第２のチューブと、前記第２のチューブの先端に
取り付けられた針体と、前記第１のチューブの基端に取り付けられた本体と、前記第２の
チューブの基端に取り付けられた口金ユニットとを含み、前記本体と口金ユニットとを前
記軸方向へ相対的に移動自在に構成し、前記第１のチューブと前記第２のチューブとを前
記軸方向へ相対的に進退移動させる操作機構と、前記本体と口金ユニットのいずれか一方
に前記軸方向に沿って延びて配置されかつ基端または先端の位置が前記軸方向において異
なることにより前記軸方向へ延びる長さが異なる複数の縦溝と、前記本体と口金ユニット
の他方に配置されかつ前記複数の縦溝に対し選択的に係合可能な突起と、前記縦溝同士を
つなぎ、前記突起を係合させる縦溝に前記突起を案内する横溝と、を有し、前記横溝を通
じて前記突起が係合する縦溝に該突起を案内して前記突起が係合する縦溝を選択し、この
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選択した縦溝内を前記突起が軸方向に進退することにより選択した縦溝の軸方向長さに応
じて前記本体と口金ユニットの相対移動距離を変更可能な移動距離調整機構と、を具備し
たことを特徴とする内視鏡用注射針である。
【０００９】
　請求項２に係る発明は、前記移動距離調整機構は、前記本体と口金ユニットを前記軸周
りに相対的に回転することで前記縦溝同士をつなぐ横溝を通り、前記突起を係合する縦溝
を選択可能であることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡用注射針である。
【００１１】
【発明の実施の形態】
（第１実施形態）
図１乃至図５を参照して本発明の第１実施形態に係る内視鏡用注射針について説明する。
【００１２】
図１は本実施形態に係る内視鏡用注射針の全体を示す説明図である。この内視鏡用注射針
はナイロンチューブ等で作られた内／外径が約φ１．７mm／φ２．４mmの寸法の外チュー
ブ１と、外チューブ１に進退自在で同じくナイロンチューブ等で作られた内／外径が約φ
０．８５mm／φ１．５５mmの内チューブ２と、この内チューブ２の先端に取り付けられた
針先が３０度の角度の穿刺用カット端面を持った針体３と、内／外チューブ１,２の基端
に取り付けられた操作部４とを主な部材として構成されている。
【００１３】
図２は前記操作部４の縦断面図であり、図３は図２中のＡ－Ａ線に沿う前記操作部４の部
分の横断面図であり、図４は図２中のＢ矢視方向から見た操作部４の一部分の平面図であ
る。
【００１４】
操作部４は外チューブ１の基端に溶融接合された、前記外チューブ１と同材質で作られて
いる略円筒状の形状を呈した本体５と、前記内チューブ２の基端に、ステンレス製パイプ
６の接続部を介して取り付けられ、かつ基端にシリンジ（図示せず）が着脱自在な口金７
を持つＡＢＳ製口金ユニット（本体）８とを備え、本体５と口金ユニット８は相対的に縦
軸方向へ進退自在であり、本体５に対して口金ユニット８を押し込むと、前記針体３が外
チューブ１の先端より突き出し、口金ユニット８を引き込むと、前記針体３が外チューブ
１の先端部内に収容される。外チューブ１と内チューブ２とは以上の操作機構によって相
対的に進退移動させられる。図１及び図２は口金ユニット８を引き込んだ状態を示す。
【００１５】
口金ユニット８の本体部材外壁には複数、例えば上下左右に夫々位置した４本の縦溝９が
縦軸方向に沿って設けられている。操作部４の本体５は口金ユニット８の口金７の部分を
除く円筒状部分に外設され、その縦軸方向へ摺動可能としている。また、本体５の円筒状
に形成された部分の内壁１２における基端には丸棒状もしくは角棒状の１本の突起１３が
内方へ向けて設けられ、この突起１３は選ばれた前記縦溝９をガイドとして縦軸方向への
摺動ができるようになっている。
【００１６】
また、突起１３は縦溝９の長さ分のみ、それに沿ってスライドが可能であり、その範囲で
口金ユニット８と本体５との相対的な縦軸方向の移動を許容し、内チューブ２の移動距離
を調整する機構を構成し、かつ突起１３が縦溝９に係合した状態で口金ユニット８と本体
５との相対的な回転移動を規制する機構を構成する。
【００１７】
また、４本の縦溝９はその基端側で延長する長さが異なっており、４本の縦溝９は口金ユ
ニット８を基端側から測った場合において、一番長い縦溝９ａに対して、反時計方向に順
に１mm,１mm，２mmづつ短く構成されている。一番長い縦溝９ａに前記突起１３を係合さ
せて本体５に口金ユニット８を押込んだとき、針体３は図５で示すように外チューブ１の
先端から突き出し、そのときの針体３の突出し長さＬは８mmとなるように設定している。
【００１８】
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つまり、長さの一番長い縦溝９ａに対して、１mm，１mm，２mmづつ短い縦溝９ｂ，９ｃ，
９ｄと突起１３を係合して押し込むと、各場合の針突出し長さは６mm，５mm，４mmとなる
。これらは、通常、内視鏡用注射針に用いられている針突出長さの４mm，５mm，６mm，８
mmに対応しており、この長さを包括できるように構成される。
【００１９】
また、各縦溝９間の長さの違いを３mmとし、滅菌によるチューブ長さの増減に対応できる
ようにしても良い。縦溝９を４本から、６本や８本にし、針突出長さの可変量を緻密にし
ても良い。
【００２０】
また、４本の縦溝９の先端には隣接する縦溝９同士をつなぐ横溝１０がそれぞれ設けられ
ている。横溝１０の中央部には横溝山状部１１が設けられている。これは本体５に対して
口金ユニット８を最後まで引いた状態で、本体５に対して口金ユニット８を回転させたと
き、突起１３が横溝１０を通り、横溝山状部１１を乗り越えながら隣の溝９に切り替わる
とき、クリック様の抵抗を与え、突起１３が隣の縦溝９に移動した後は元の縦溝９に戻ら
ないようにするためのものである。
【００２１】
さらに、４本の縦溝９の基端付近の底面には縦溝山状部１４が設けられ、本体５に対して
、口金ユニット８を押し込んだとき、突起１３がこの縦溝山状部１４を乗り越えて、針体
３が突き出した状態を保持する係止手段を構成している。
【００２２】
本体５の突起１３が位置する場所の基端外周には一つのマーク１５（例えば黒三角や●等
）が印刷もしくは本体５と一体的に描かれている。また、口金ユニット８の縦溝９内には
区別されたマーク１６〔数字（例えば１、２、３、４、）、文字もしくは他のマーク〕が
同様に描かれ、これらのマーク１６は本体５で覆われることがない限り、外から覗き見で
きるようになっている。
【００２３】
そして、本体５のマーク（指標）１５に、口金ユニット８のマーク１６のいずれかを合わ
せることで、４本のうちでどの縦溝９に突起１３が嵌っているか、つまり針体３の突出長
さがどの長さになっているかがマーク１６から分かるようになっている。
【００２４】
また、マーク１５に対応位置した本体５の上壁部分には縦軸方向に沿ってスリット１７が
切り欠かれている。このスリット１７を通じて例えば本体５の内部の状態を観察すること
ができる。
【００２５】
次に、本実施形態に係る内視鏡用注射針を使用する場合の作用について説明する。まず、
使用する前準備として、本体５に対して、口金ユニット８を引き切った状態で、本体５に
対して、口金ユニット８を回転させ、所望の突出長さに対応した縦溝９を選択し、その縦
溝９に突起１３を嵌め込む。選択された縦溝９の長さにより所望の突出長さが得られる。
【００２６】
この調整がなされた内視鏡用注射針を、外チューブ１内に針体３を収容した図１で示す状
態で、予め体腔内に挿入した図示しない内視鏡の鉗子チャンネルに外チューブ１を挿入し
、外チューブ１の先端を内視鏡の先端から突出させる。
【００２７】
本体５に対して口金ユニット８を突起１３が縦溝山状部１４を乗り越えるまで押し込み、
外チューブ１の先端から針体３が突き出た図５で示す状態で保持固定する。
【００２８】
この状態で、内視鏡鉗子チャンネルの手元から出ている外チューブ１を押し込み、目的組
織に針体３を穿刺させ、口金７に予め取り付けておいたシリンジで薬液等を組織内に注入
し、治療を行う。
【００２９】
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また、本内視鏡用注射針を内視鏡に挿入した後でも、針体３の突出長さＬの変更は簡単に
行なうことが可能である。つまり本体５に対して口金ユニット８を一旦引き、この状態で
、本体５と口金ユニット８を回転して所望の突出長さに対応した縦溝９を選択し、その縦
溝９に突起１３を嵌め込むことにより所望の突出長さが得られるようになる。従って、病
変部の状況毎に針体３の突出長さＬの変更を内視鏡に挿入したままでも迅速かつ簡便に行
うことが可能である。
【００３０】
以上の如く、本実施形態に係る内視鏡用注射針によれば、針突出長さＬを変更する場合、
本体５に対して口金ユニット８を回転させるのみで行うことができ、非常に簡便かつ容易
な操作で針体３の突出長さを変更することが可能である。このように外チューブ１と内チ
ューブ２とを相対的に進退移動させる操作機構を利用した移動距離調整機構によって簡便
かつ容易な操作で針体３の突出長さＬを変更することができる。この結果、内視鏡内に内
視鏡用注射針を挿入した手技中の状態でも、病変の状態に応じて、針体３の突出長さＬを
容易に変更することが可能である。また、一定量毎に針突出長さＬを長くしたり、短くし
たりすることができることから、容易に所望の突出長さＬが選べるという利点も有してい
る。
【００３１】
（第２実施形態）
図６乃至図８を参照して本発明の第２実施形態に係る内視鏡用注射針について説明する。
【００３２】
図６は本実施形態に係る内視鏡用注射針の操作部の縦断面図であり、図７は図６中のＣ－
Ｃ線に沿う操作部の部分の横断面図であり、図８は図６中のＤ矢視方向から見た操作部の
一部分の平面図である。
【００３３】
本実施形態では口金ユニット８を規制する複数のガイド用縦溝１０９（縦溝山状部１１４
含む）が操作部４の本体５における内腔壁面に上下左右に夫々位置して設けられている。
各縦溝１０９は先端側で延長する長さが異なり、縦溝１０９の基端側にはそれらの縦溝１
０９をつなぐ横溝１１０（横溝山状部１１１含む）が設けられている。縦溝１０９に係合
する突起１１３は口金ユニット８の先端外周部分に設けられている。
【００３４】
また、口金ユニット８の突起１１３が位置する先端部分には一つのマーク１１５が印刷も
しくは口金ユニット８と一体的に描かれ、また、本体５の基端外周部には複数の縦溝１０
９と円周方向で各々一致する複数のマーク１１６〔数字（例えば１、２、３、４）、文字
もしくはマーク〕が同様に描かれ、口金ユニット８のマーク１１５の位置に本体５のいず
れかのマーク１１６を合わせることで、４本のうちのどの縦溝９に突起１１３が入ってい
るか、つまりは針体３の突出長さがどの長さになっているかが分かるようになっている。
【００３５】
以上の事項が前述した第１実施形態と異なる構成であり、他の構成は前述した第１実施形
態と同一である。また、本実施形態に係る内視鏡用注射針の作用・効果は前述した第１実
施形態のものと同様である。
【００３６】
本発明は前記各実施形態に限定されるものではない。前記説明によれば以下に挙げる各付
記項およびそれらの項を任意に組み合わせたものが得られる。
【００３７】
（付記１）　第１のチューブと、
この第１のチューブ内に配置され、該第１のチューブに対して軸方向に進退可能な第２の
チューブと、
前記第２のチューブの先端に取り付けられた針体と、
前記第１のチューブと第２のチューブとを相対的に進退移動させる操作機構と、
を有しており、
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前記操作機構は、前記第１のチューブの基端に取り付けられた本体と、前記第２のチュー
ブの基端に取り付けられ、前記本体に対して軸方向に相対的に移動自在に構成された口金
ユニットとを含んでなり、前記本体と口金ユニットとの相対移動距離を可変にすることを
特徴とする内視鏡用注射針。
【００３８】
（付記２）　前記操作機構は、前記第１のチューブの基端に取り付けられた本体と、前記
第２のチューブの基端に取り付けられ、前記本体に対して軸方向に相対的に移動自在に構
成された口金ユニットと、前記本体と口金ユニットとの相対移動距離を可変にする移動距
離調整機構とからなることを特徴とする付記１に記載の内視鏡用注射針。
【００３９】
（付記３）　前記移動距離調整機構は、前記本体と口金ユニットのいずれか一方に配置さ
れた、軸方向に延びる長さの異なる複数の縦溝と、前記本体と口金ユニットの他方に配置
され、前記縦溝に選択的に係合する突起とを有しており、前記突起が前記縦溝内を軸方向
に進退することにより、前記本体と口金ユニットの相対移動距離を変更することを特徴と
する付記１に記載の内視鏡用注射針。
【００４０】
（付記４）　前記付記３において、前記複数の縦溝は、基端部または先端部の位置が異な
ることにより、長さが異なっている。
【００４１】
（付記５）　前記付記３において、前記複数の縦溝は、前記突起が係合する縦溝を選択す
るために、隣接する縦溝同士の間に突起が移動できる手段を有している。
【００４２】
（付記６）　前記付記５において、前記突起が移動できる手段は、隣接する縦溝同士を連
結する横溝である。
【００４３】
（付記７）　前記付記６において、前記横溝は複数の縦溝よりも浅く形成されている。
【００４４】
（付記８）　前記付記７において、前記横溝は一部に段差が設けられている。
【００４５】
（付記９）　前記付記７、付記８のいずれかにおいて、前記本体と口金ユニットを相対的
に回転させることで、前記突起が隣接する縦溝間を移動し、該移動の際に突起が縦溝より
も浅く形成された横溝を乗り越える。
【００４６】
（付記１０）　前記付記５乃至付記９のいずれかにおいて、前記複数の縦溝は前記口金ユ
ニットに、そして前記突起は前記本体に設けられており、前記横溝の先端部側に設けられ
ている。
【００４７】
（付記１１）　前記付記５乃至付記９のいずれかにおいて、前記複数の縦溝は前記本体に
、そして前記突起は前記口金ユニットに設けられており、前記横溝は縦溝の基端部側に設
けられている。
【００４８】
（付記１２）　前記付記３乃至付記１１のいずれかにおいて、前記本体に対して前記口金
ユニットを押し込んだ状態で、両者を固定する固定手段を設けた。
【００４９】
【発明の効果】
以上説明したように本発明の内視鏡用注射針によれば、針突出長さを簡便な作業で容易か
つ迅速に調整できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態に係る内視鏡用注射針の全体を示す説明図である。
【図２】前記内視鏡用注射針の操作部の縦断面図である。
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【図３】図２中のＡ－Ａ線に沿う前記操作部の部分の横断面図である。
【図４】図２中のＢ矢視方向から操作部を見た平面図である。
【図５】前記内視鏡用注射針の操作部の縦断面図である。
【図６】本発明の第２実施形態に係る内視鏡用注射針の操作部の縦断面図である。
【図７】図６中のＣ－Ｃ線に沿う前記操作部の部分の横断面図である。
【図８】図６中のＤ矢視方向から操作部を見た平面図である。
【符号の説明】
１…外チューブ、２…内チューブ、３…針体、４…操作部、
５…本体、８…口金ユニット（本体）、９…縦溝、１０…横溝、
１１…横溝山状部、１３…突起、１４…縦溝山状部、

【図１】 【図２】
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