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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　体内の排液を体外に排出するための可撓性の排液チューブの一端に取り付けられ、体内
に留置された前記排液チューブの一端側を体外に引き抜くための引き抜き部材によって把
持される把持具において、
　前記排液チューブの一端に固定される本体部と、
　前記引き抜き部材によって把持される把持部と、
　屈曲可能であるとともに前記本体部と前記把持部とを連結する連結部とを備え、
　前記本体部は、前記排液チューブの内部に面する内表面部と、前記排液チューブの外部
に露呈している外表面部とを有するとともに、前記内表面部から前記外表面部にかけて貫
通した貫通通路が形成されており、
　前記連結部は、前記貫通通路内を挿通して配置されており、一端が前記排液チューブの
内部に位置するとともに他端に前記把持部が連結され、前記一端には、前記本体部に前記
内表面部から係合することによって前記連結部が前記本体部から抜け落ちるのを防止する
ストッパが取り付けられていることを特徴とする把持具。
【請求項２】
　体内の排液を体外に排出するための可撓性の排液チューブの一端に取り付けられ、体内
に留置された前記排液チューブの一端側を体外に引き抜くための引き抜き部材によって把
持される把持具において、
　前記排液チューブの一端に固定される本体部と、
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　前記引き抜き部材によって把持される把持部と、
　屈曲可能であるとともに前記本体部と前記把持部とを連結する連結部とを備え、
　前記把持部には、複数の突起部が間隔を置いて配置されていることを特徴とする把持具
。
【請求項３】
　請求項２に記載の把持具において、
　前記突起部は、球状、直方体状、円錐台形状のいずれかの形状を呈していることを特徴
とする把持具。
【請求項４】
　体内の排液を体外に排出するための可撓性の排液チューブの一端に取り付けられ、体内
に留置された前記排液チューブの一端側を体外に引き抜くための引き抜き部材によって把
持される把持具において、
　前記排液チューブの一端に固定される本体部と、
　前記引き抜き部材によって把持される把持部と、
　屈曲可能であるとともに前記本体部と前記把持部とを連結する連結部とを備え、
　前記本体部には、前記引き抜き部材が前記本体部を把持した場合に、滑りによって前記
引き抜き部材を前記把持部に誘導する滑り面が形成されていることを特徴とする把持具。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、体内、特に胸腔、腹腔内に留置された排液チューブ（ドレナージチューブ）
の一端を鉗子などの引き抜き部材によって体外に引き抜く際に、排液チューブの一端に取
り付けられて引き抜き部材によって把持される把持具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　外科手術においては、体内、例えば胸腔や腹腔内の排液を外部に排出するための排液チ
ューブがしばしば用いられる。この排液チューブの留置方法を、胸腔ドレナージチューブ
を例にとって説明すると、まず、排液チューブの一端側を、例えば手術等における胸腔の
切開部分から体内へ挿入する。また、上記切開部分の近傍に位置する体表部分から胸腔に
つながる小腔を形成する。ついで、上記小腔から鉗子等の引き抜き部材を胸腔内に潜り込
ませ、排液チューブの一端を把持する。
【０００３】
　そして、排液チューブの他端側を胸腔に留置させた状態で、引き抜き部材を引き抜く。
すると、排液チューブの一端は体外に引き出されるとともに、排液チューブの他端は胸腔
内に留置される。したがって、胸腔が排液チューブを通じて体外に連通されることになる
。この状態で、排液チューブの一端に吸引バックなどを接続し、排液チューブの一端側を
他端側に対して負圧にすることで、胸腔内の膿、血液、滲出液などが、排液チューブを通
じて体外（吸引バック）に排出される。
【０００４】
　ところで、上記した排液チューブの留置方法においては、引き抜き部材として一般的に
鉗子が用いられるが、鉗子によって排液チューブの一端を体外に引き出す際に、鉗子が排
液チューブをうまく把持できない場合がある。このため、排液チューブの一端部分を斜め
に切断することによって鉗子で把持しやすいように形状加工したり、また、排液チューブ
の把持を容易にするために排液チューブの一端に把持具を取り付けたものが提案されてい
る。その他、特許文献１には、排液チューブの一端に先進部を取り付け、この先進部の内
側にガイドワイヤを通し、ガイドワイヤに沿って排液チューブを誘導していくことによっ
て、排液チューブの一端側を体外に導出する方法も提案されている。
【特許文献１】実開平２－７７０５４号公報
【発明の開示】
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【０００５】
　鉗子などの引き抜き部材によって排液チューブの一端を引き出す場合において、引き抜
き部材を体内に潜り込ませるために人体に形成する小腔は、患者の負担を軽減するために
も、できるだけ小さいものが好ましい。したがって、排液チューブの一端を把持した引き
抜き部材を体内から引き抜くときには、小腔を通過する排液チューブの通過断面積が小さ
くなるように、引き抜き部材の引き抜き方向に平行な方向に排液チューブを沿わせて引き
抜く必要がある。しかしながら、従来の引き抜き方法では、必ずしも引き抜き部材の引き
抜き方向に沿って排液チューブを把持しているとは限らず、往々にして引き抜き方向に対
して斜めに把持してしまう場合が多い。このような把持状態では、引き抜き部材の引き抜
き方向に対して排液チューブが斜めを向いているので、排液チューブが干渉して、形成面
積の小さい小腔から排液チューブを引き抜くことができない場合がある。
【０００６】
　本発明はこのような事情に鑑みなされたもので、鉗子などの引き抜き部材によって確実
に把持することができるとともに、把持した後は断面積の小さい小腔から排液チューブを
引き抜くことができるような把持具を提供することを目的とする。
【０００７】
　前述した目的を達成するため、本発明に係る把持具の特徴は、体内の排液を体外に排出
するための可撓性の排液チューブの一端に取り付けられ、体内に留置された前記排液チュ
ーブの一端側を体外に引き抜くための引き抜き部材によって把持される把持具において、
前記排液チューブの一端に固定される本体部と、前記引き抜き部材によって把持される把
持部と、屈曲可能であるとともに前記本体部と前記把持部とを連結する連結部とを備える
ものとしたことである。
【０００８】
　上記した本発明の把持具は、鉗子などの引き抜き部材によって把持される把持部を有す
るので、この把持部により引き抜き部材に確実に把持される。また、本発明の把持具は、
本体部と把持部とを連結する連結部が屈曲可能に構成される。したがって、引き抜き部材
によって排液チューブの一端の向きと異なった方向に把持部が引き抜かれると、連結部は
引き抜き部材の引き抜き方向に沿うように屈曲する。この状態でさらに引き抜き方向に引
き抜かれると、連結部には引き抜き方向に沿った引っ張り力が作用し、この引っ張り力は
連結部から本体部に伝達される。このため、本体部は引き抜き方向に沿って連結部に牽引
される状態となる。
【０００９】
　このとき、本体部は連結部から引き抜き方向への外力を受けるため、この外力のモーメ
ントで引き抜き方向に向くように方向転換する。本体部は排液チューブの一端に取り付け
られているから、上記モーメントにより、排液チューブも本体部とともに引き抜き方向に
向くように方向変換される。このようにして、本発明の把持具を用いることにより、排液
チューブが引き抜き部材による引き抜き方向に方向変換される。
【００１０】
　したがって、鉗子などの引き抜き部材が小腔から引き抜かれると、それに連なって把持
具および排液チューブが小腔から引き抜かれるが、排液チューブは引き抜き方向に沿って
導出されるため、小腔を通過する際の通過断面積は排液チューブの径方向断面積程度とす
ることができる。このように、本発明によれば、排液チューブの一端側が小腔を通過する
ときの通過断面積を十分小さくすることができるので、形成面積の小さい小腔から確実に
排液チューブを導出することができる。
【００１１】
　本発明において、「屈曲可能」とは、連結部が引き出し部材による引き出し方向に沿う
ように曲がることが可能という意味である。したがって、座屈などの変形による折れ曲が
りの他、湾曲などによる変形をも含むものとする。また、構造的に屈曲している場合も含
むものとする。屈曲可能な連結部の構成としては、例えば紐状部材、ゴム状部材、樹脂状
部材など、屈曲可能な材質で形成した構成を挙げることができる。また、連結部が構造的
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に屈曲可能なものとしては、例えば、連結部が自在継ぎ手によって本体部と把持部とを連
結する構成や、連結部の一端が本体部の内部で玉継ぎ手などによって連結されるとともに
他端が把持部に連結する構成を挙げることができる。また、連結部が屈曲可能な方向は、
引き抜き部材による引き抜き方向に屈曲可能であればよいが、自在方向に屈曲可能なもの
であれば、引き抜き方向がどのような方向となってもその方向に沿うことができるので、
より好ましい。
【００１２】
　また、本発明において、前記本体部は、前記排液チューブの内部に面する内表面部と、
前記排液チューブの外部に露呈している外表面部とを有するとともに、前記内表面部から
前記外表面部にかけて貫通した貫通通路が形成されており、前記連結部は、前記貫通通路
内を挿通して配置されており、一端が前記排液チューブの内部に位置するとともに他端に
前記把持部が連結され、前記一端には、前記本体部に前記内表面部から係合することによ
って前記連結部が前記本体部から抜け落ちるのを防止するストッパが取り付けられている
ように構成すると良い。
【００１３】
　上記のように構成すれば、連結部を本体部の貫通通路および排液チューブ内に収納して
おくことができるので、連結部の配置スペースを節約でき、コンパクトに把持具を構成で
きる。また、鉗子などの引き抜き部材で把持部が把持されて引き抜かれる際に、連結部が
貫通通路および排液チューブ内から引き出されるように構成することもできる。このよう
に連結部を引き出し可能に構成すれば、把持部と本体部とを連結部の引き出し長さ分だけ
離間させることができる。よって、鉗子などの引き抜き部材が本体部と干渉するのを防止
でき、上記干渉によって本体部および排液チューブが引き抜き方向に方向転換するのを阻
害することがないように構成できる。
【００１４】
　また、前記把持部には、複数の突起部が間隔を置いて配置されているのがよい。鉗子な
どの引き抜き部材に把持される把持部に複数の突起部が間隔を置いて形成されていれば、
引き抜き部材はいずれかの突起部に係合することによって、把持部を把持することができ
る。このため、引き抜き部材によって把持しやすくなる。この場合、前記突起部は、球状
、直方体状、円錐台形状のいずれかの形状を呈しているとよい。このような形状とするこ
とにより、より引き抜き部材で把持しやすくなる。
【００１５】
　また、前記本体部には、前記引き抜き部材が前記本体部を把持した場合に、滑りによっ
て前記引き抜き部材を前記把持部に誘導する滑り面が形成されているとよりよい。このよ
うな滑り面が本体部に形成されていれば、万一引き抜き部材が本体部を把持しようとした
場合でも、この滑り面によって引き抜き部材が本体部の表面を滑り、最終的には把持部に
行き着いて、把持部を把持することになる。このため、把持部による把持をより確実に行
うことができる。
【００１６】
　上記構成を実現する例として、本体部に上記貫通通路を形成するとともに、本体部の表
面に先端が先細りとなるテーパー形状に形成された滑り面を形成する。そして、把持部が
上記滑り面の尖端部分（小径端面部分）に位置するように連結部を排液チューブおよび本
体部の貫通通路内に収納しておく。このような構成において、引き抜き部材が滑り面を把
持した場合には、引き抜き部材は滑り面を滑って滑り面の尖端部分に誘導される。尖端部
分には把持部が位置しているので、引き抜き部材はこの把持部を把持する。さらに把持部
を把持した引き抜き部材が引き抜き方向に移動すると、連結部が排液チューブおよび貫通
通路から引き出され、屈曲するとともに本体部を牽引する。こうして、本体部および排液
チューブが方向変換される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明に係る把持具について、図面を用いて詳しく説明する。図１は、本実施形



(5) JP 4855784 B2 2012.1.18

10

20

30

40

50

態に係る把持具１００の一部を断面図とした正面図、図２は図１におけるＡ方向矢視図で
ある。図からわかるように、把持具１００は、本体部１０、把持部２０、連結部３０を備
えて構成される。把持部２０と連結部３０とは一体的に形成されている。
【００１８】
　図３は、本体部１０のみを示す正面図である。本体部１０は、図３に示すように軸Ｌを
中心として対称形状に形成され、接続口部１１および誘導部１２を備えて構成されている
。接続口部１１は、排液チューブの一端が接続される部分であり、図に示すように軸Ｌに
沿った方向に笠形状を積み重ねたような周知の接続口形状とされる。誘導部１２は、接続
口部１１に軸Ｌ方向に連なって形成され、図において左方から右方へ行くにつれて外径が
小さくなる滑り面１２ａと、この滑り面１２ａの図示左端に形成される大径端面１２ｂと
、滑り面１２ａの図示右端に形成される小径端面１２ｃを持つ。なお、本実施形態では、
軸Ｌ方向に沿った断面における滑り面１２ａの曲線形状は、図からわかるように、左方か
ら右方へ行くにつれて曲率が大きくなる（曲率半径が小さくなる）ような傾斜角度とされ
、半楕円形状あるいは半砲弾形状に形成されている。
【００１９】
　誘導部１２の大径端面１２ｂには、接続口部１１が連結している。この連結部分におい
て、大径端面１２ｂの径の方が、接続口部１１の径よりも大きくされている。この大径端
面１２ｂには、排液チューブの一端が当接される。また、本体部１０には、接続口部１１
の図示左端面である一方端面１１ａから誘導部１２の小径端面１２ｃにかけて、軸Ｌ方向
に沿って貫通通路１３が形成されている。
【００２０】
　本実施形態において、誘導部１２は、ポリカーボネート（ＰＣ）樹脂で形成されている
が、その他の硬質プラスチック樹脂あるいは金属材料で形成されていてもよい。また、滑
り面１２ａは、鉗子に把持された際に鉗子が滑って誘導部１２をつかみ損なう程度に滑ら
かな面となるように形成されている。
【００２１】
　図４は、把持部２０および連結部３０を示す正面図である。把持部２０は、鉗子などに
把持される部分であり、図において左方から右方に行くにつれて径が小さくなる円錐台形
状の突起部２１が複数個（図においては４個）形成されている。また、隣り合う突起部２
１の間には、突起部２１の最大径よりも小さい径を有する接続部２２が介在しており、こ
の接続部２２がスペーサとなって、各突起部２１が所定の間隔（接続部２２の長さ分の間
隔）を置いて配置されている。なお、この突起部２１と接続部２２は、隣り合う一組の突
起部２１と接続部２２とを一体に形成するようにしてもよいし、また、それぞれ別体で形
成してもよい。
【００２２】
　連結部３０は、把持部２０の後端部（図示左端部）に連なって形成されており、棒状部
３１とストッパ３２とを備えて構成されている。棒状部３１は、図に示すように、長尺状
に形成されるとともに先端（図示右端）が把持部２０に連結されている。また、棒状部３
１は、本体部１０に形成された貫通通路１３の内径よりも小さい径となる外径を持ってい
る。また、棒状部３１の軸方向長さは、貫通通路１３の軸Ｌ方向長さよりも長く形成され
ている。ストッパ３２は、棒状部３１の後端部（図示左端部）に形成されており、本実施
形態では角部が丸められた直方体形状に形成されている。ストッパ３２における棒状部３
１と垂直な方向の外径は、貫通通路１３の内径よりも大きくされている。
【００２３】
　また、本実施形態において、把持部２０および連結部３０は、ポリ塩化ビニル樹脂など
の、軟質樹脂で一体に成形されるが、これに限定されない。例えば、ポリエチレン樹脂、
その他の熱可塑性エラストマーの材質で成形することもできる。特に連結部３０は、僅か
な力で折れ曲がったり湾曲したりして、屈曲可能なものであれば、どのような材質でもよ
い。例えば糸を結った紐のようなものであってもよい。ただし、把持部２０と一体に成形
する際の成形性を考慮すると、軟質樹脂材料により成形するのがよい。
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【００２４】
　図１に示すように、本体部１０の貫通通路１３内には、把持部２０および連結部３０の
一部が挿通されている。また、本体部１０の小径端面１２ｃ側からは、把持部２０が突出
し、本体部１０の一方端面１１ａ側からは、連結部３０の棒状部３１およびストッパ３２
が突出している。そして、排液チューブが接続口部１１から把持具１００に取り付けられ
る。図５は、把持具１００に排液チューブＡを取り付けた状態を示す図である。図５に示
すように、排液チューブＡは、接続口部１１の笠状に形成された部分でその一端側が広げ
られて、この笠状部分に弾性的に固着され、その先端面が誘導部１２の大径端面１２ｂに
当接されている。この状態では、接続口部１１が排液チューブに内挿され、接続口部１１
の一方端面１１ａが排液チューブの内部空間に面した内表面部とされる。一方、誘導部１
２の滑り面１２ａおよび小径端面１２ｃは、排液チューブの外部に露呈された外表面部と
される。
【００２５】
　したがって、図５からわかるように、連結部３０において、接続口部１１の一方端面１
１ａ側から突出した部分の棒状部３１およびストッパ３２は、排液チューブＡ内に配置さ
れる。一方、誘導部１２の小径端面１２ｃ側から突出した把持部２０は、排液チューブＡ
の外部に配置されて、上記小径端面１２ｃから顔を出した状態とされる。
【００２６】
　図６は、誘導部１２の小径端面１２ｃ付近の拡大図である。図に示すように、本体部１
０に形成された貫通通路１３は、その小径端面１２ｃ側の開口部付近において、図におい
て左方から右方にいくにつれて径がわずかに小さくなるように形成された縮径部１３ａを
有している。この縮径部１３ａの小径端面１２ｃにおける開口径は、棒状部３１および把
持部２０の接続部２２の径よりも大きく、把持部２０の突起部２１の最大外径よりもわず
かに小さくされる。そして、図に示すように、突起部２１のうちの最も後端（図示左端）
寄りの突起部２１ａが貫通通路１３内に配置され、他の３つが外部に突出した状態とされ
ている。
【００２７】
　小径端面１２ｃにおける貫通通路１３の開口径が突起部２１の最大外径よりも小さくさ
れているため、外部に突出した突起部２１は、貫通通路１３内に入り込むことができない
。このため、外部に突出した突起部２１がストッパとなって、棒状部３１が図において左
方向にこれ以上移動することはない。一方、貫通通路１３内の突起部２１ａは、図示右方
向に移動して貫通通路１３から突出しようとするときには、自らを変形させて縮径された
小径端面１２ｃの開口部を潜り抜けなければならない。そのため、変形に伴う抵抗力によ
って、簡単には貫通通路１３から突出できないようにされ、これに伴って棒状部３１の図
示右方向の移動も、所定の抵抗力を持って規制される。
【００２８】
　このように、貫通通路１３の開口端（小径端面１２ｃ）側に縮径部１３ａを設け、突起
部２１が小径端面１２ｃで引っ掛かることを利用して、把持部２０および連結部３０を本
体部１０に固定しておくことができる。このような固定によって、把持具１００の輸送時
などにおいて把持部２０および連結部３０を構成する部品が本体部１０に対してがたつか
ないようにすることができる。なお、図６に示す状態は、貫通通路１３の一方端面１１ａ
に開口している側から把持部２０を押し込み、小径端面１２ｃ側から把持部２０を押し出
し、図６に示す状態で押し込みを停止することによって実現できる。
【００２９】
　上記のように構成された本実施形態の把持具１００において、まず図５に示すように排
液チューブＡを取り付けて、排液チューブＡの一端に本体部１０を固定させる。ついで、
外科手術などで切開した切開部位から、この排液チューブＡを、本体部１０の固定されて
いる側（先端側）を先頭にして体内に挿入させる。また、上記切開部位の近傍の位置の体
表面に、切開部位に連通する小腔を形成しておく。そして、切開部位から体内に入れた排
液チューブＡの先端側を上記小腔の開口部に近づけるように、排液チューブＡを手技で操
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作する。そして、小腔から鉗子を差込み、この鉗子で把持具１００を把持する。
【００３０】
　図７は、鉗子４０で把持具１００を把持した後に、鉗子４０を引き上げて排液チューブ
Ａを小腔から引き出す際の動作を示す図である。本実施形態では、小腔から差し込んだ鉗
子４０により、図７（ａ）に示すような状態で把持具１００が把持されたものとする。な
お、小腔から鉗子４０を差し込んで把持具１００を把持する操作は盲目的な操作であり、
鉗子４０によって把持具１００をどのような姿勢で把持しているかわからない場合が多い
。したがって、図７（ａ）のような、鉗子４０が斜め横方向から把持具１００を把持する
ことも、しばしば起こる。
【００３１】
　図７（ａ）に示す把持状態は、は、鉗子４０が把持具１００のうち本体部１０の誘導部
１２に形成された滑り面１２ａを斜め横方向から把持した状態である。ここで、誘導部１
２は硬質プラスチック（ポリカーボネート樹脂）で形成されており、また滑り面１２ａは
滑らかに形成されているため、鉗子４０は、自らが発生する把持力によって滑り面１２ａ
上を滑る。また、滑り面１２ａは、大径端面１２ｂから小径端面１２ｃに向かって外径が
小さくなるように形成されているため、鉗子４０は、大径端面１２ｂ側から小径端面１２
ｃ側へと図の矢印Ｂのように滑る。そして、小径端面１２ｃから本体部１０を滑落する。
【００３２】
　小径端面１２ｃには貫通通路１３が開口しており、この開口からは把持部２０が突出し
ている。したがって、小径端面１２ｃから滑落した鉗子４０は、滑落した先で把持部２０
を把持することになる。この状態を、図７（ｂ）に示す。このように、鉗子４０がたとえ
本体部１０を把持した場合においても、滑り面１２ａによって鉗子４０が把持部２０まで
誘導され、最終的に鉗子４０は把持部２０を把持することになる。つまり、誘導部１２は
、鉗子４０を把持部２０に誘導する機能を有する。このため、鉗子４０で確実に把持部２
０を把持することができる。
【００３３】
　鉗子４０が把持部２０を把持したのを操作者が確認したら、次に、鉗子４０を人体から
引き抜く。この場合において、鉗子４０は、人体に形成された小腔から引き抜かれるので
、引き抜く方向も小腔が形成されている部分に沿って引き抜かれる。例えばこの方向を図
７（ｂ）の矢印Ｃ方向とする。図に示すように、矢印Ｃ方向は排液チューブＡの向きとは
異なった方向とされている。鉗子４０が図示矢印Ｃ方向に引き抜かれると、鉗子４０に把
持された把持部２０が鉗子４０とともに移動する。また、把持部２０に連結した連結部３
０が貫通通路１３および排液チューブＡ内から所定長さだけ引き出される。また、連結部
３０は軟質樹脂で形成されており、屈曲可能であるので、引き出された部分は図７（ｃ）
のように屈曲する。
【００３４】
　さらに鉗子４０が引き抜かれると、それに伴って連結部３０が排液チューブＡおよび貫
通通路１３から引き出され、やがて、図７（ｄ）に示すように、連結部３０の末端に位置
するストッパ３２が本体部１０の接続口部１１に形成された一方端面１１ａに当接し、係
合する。この係合により本体部１０と連結部３０とが連結され、把持部２０は連結部３０
により本体部１０と連結された状態となる。また、この当接で、連結部３０が本体部１０
から脱落するのを防止するとともに、連結部３０の棒状部３１がそれ以上引き出されるの
が規制される。このため、棒状部３１の既に引き出された部分が鉗子４０から引っ張り力
を受けて緊張し、図に示すように、本体部１０から突出した部分で屈曲するとともに、そ
の先の部分が鉗子４０の引き抜き方向に沿うように伸ばされる。このような状態では、連
結部３０の棒状部３１に引き抜き方向に沿って引っ張り力が作用した状態とされ、この引
っ張り力は連結部３０から本体部１０に伝達される。このため、本体部１０は引き抜き方
向に沿って連結部３０に牽引される状態となる。
【００３５】
　このとき、本体部１０は連結部３０から引き抜き方向への外力を受けるため、この外力
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のモーメントで引き抜き方向に向くように方向転換する。ここで、本体部１０は排液チュ
ーブＡの一端に取り付けられているから、上記モーメントにより、排液チューブＡも本体
部１０とともに引き抜き方向に向くように矢印Ｄ方向に回転力を受け、方向変換される。
このようにして、本発明の把持具１００を用いることにより、排液チューブＡが鉗子４０
による引き抜き方向に方向変換される。この状態を図７（ｅ）に示す。
【００３６】
　したがって、鉗子４０が小腔から引き抜かれると、それに連なって把持具１００および
排液チューブＡが小腔から引き抜かれるが、排液チューブＡは引き抜き方向に沿って導出
されるため、小腔の周囲の部位に引っかかるなどの干渉を起さず、速やかに引き抜くこと
ができる。このため、形成面積の小さい小腔から確実に排液チューブＡを導出することが
できる。
【００３７】
　以上のように、本実施形態によれば、把持具１００は、排液チューブＡの一端に固定さ
れる本体部１０と、鉗子４０によって把持される把持部２０と、屈曲可能であるとともに
本体部１０と把持部２０とを連結する連結部３０とを備えるように構成している。したが
って、上述のように作用して排液チューブＡを鉗子４０による引き抜き方向に方向変換さ
せることができ、鉗子４０に伴って排液チューブＡを人体から導出させる際に、小腔を通
過するときの通過断面積を十分小さくすることができる。よって、確実に排液チューブＡ
を導出することができる。
【００３８】
　また、本体部１０には、排液チューブＡの内部に面する一方端面１１ａから排液チュー
ブＡの外部に露呈している小径端面１２ｃにかけて貫通した貫通通路１３が形成されてお
り、連結部３０は、貫通通路１３内を挿通して配置され、その一端が排液チューブＡの内
部に位置するとともにその他端に把持部２０が連結されるように構成されている。また、
連結部３０の上記一端には、本体部１０に一方端面１１ａ側から係合することによって本
体部１０と把持部２０とを連結するとともに、連結部３０が本体部１０から抜け落ちるの
を防止するストッパ３２が取り付けられている。したがって、連結部３０を本体部１０の
貫通通路１３および排液チューブＡ内に収納しておくことができ、連結部３０の配置スペ
ースを節約でき、コンパクトに把持具１００を構成できる。
【００３９】
　また、鉗子４０で把持部２０が把持されて引き抜かれる際に、連結部３０が貫通通路１
３および排液チューブＡ内から引き出されて排液チューブから導出されるので、把持部２
０と本体部１０とを連結部３０の引き出し長さ分だけ離間させることができる。このため
、鉗子４０による引き抜きの最中に鉗子４０が本体部１０に干渉することがない。よって
、上記干渉によって本体部１０および排液チューブＡの方向転換が阻害されるのを防止す
ることができる。
【００４０】
　また、把持部２０には、複数の突起部２１が接続部２２をスペーサとして間隔を置いて
配置されている。このため、鉗子４０が把持部２０を把持するときに、鉗子４０はいずれ
かの突起部２１に係合し、確実に把持部２０を把持することができる。また、本体部１０
の誘導部１２には滑り面１２ａが形成されており、鉗子４０が滑り面１２ａを把持した場
合に、鉗子４０は滑り面１２ａを滑って把持部２０に誘導される。この滑り面１２ａによ
り、鉗子４０が本体部１０を把持しても、最終的には把持部２０に行き着いて、把持部２
０が確実に把持できる構成とされる。
【００４１】
　以上、本発明の実施の形態につき説明したが、本発明は、上記実施の形態に限定される
ものではない。例えば、本体部１０の形状につき、上記実施の形態では図３に示すような
形状に基づき説明したが、図８に示すように、接続口部１１を円筒形状にしたり、また滑
り面１２ａの傾斜角度を変えたりして種々変更することができる。さらに、把持部２０の
形状、特に突起部２１の形状も、図９に示すように、球状、直方体状としてもよい。また
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、ストッパ３２の形状も、図９に示すような円錐状、球状のようにすることもできる。こ
れらの変更は、本発明に従う作用効果を奏する形状であれば、いかなるものであってもよ
い。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明の実施形態に係る把持具の正面図である。
【図２】図１におけるＡ方向矢視図である。
【図３】本発明の実施形態に係る本体部の正面図である。
【図４】本発明の実施形態に係る把持部および連結部の正面図である。
【図５】本発明の実施形態に係る把持具に排液チューブを取り付けた状態の正面図である
。
【図６】本発明の実施形態に係る誘導部の小径端部付近の拡大図である。
【図７】本発明の実施形態における、鉗子によって排液チューブを引き抜く際の動作を示
す図である。
【図８】本発明の実施形態における、本体部の他の例を示す正面図である。
【図９】本発明の実施形態における、把持部および連結部の他の例を示す正面図である。
【符号の説明】
【００４３】
１０…本体部、１１…接続口部、１１ａ…一方端面、１２…誘導部、１２ａ…滑り面、１
２ｂ…大径端面、１２ｃ…小径端面、１３…貫通通路、１３ａ…縮径部、２０…把持部、
２１…突起部、２１ａ…突起部、２２…接続部、３０…連結部、３１…棒状部、３２…ス
トッパ、４０…鉗子、１００…把持具

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】



(10) JP 4855784 B2 2012.1.18

【図７】 【図８】

【図９】



(11) JP 4855784 B2 2012.1.18

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開平１１－１９２２０６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０７－０５１３５９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－３４０４６８（ＪＰ，Ａ）　　　
              実公平０４－０１７１６０（ＪＰ，Ｙ２）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｍ　　　１／００　　　　　　　－　Ａ６１Ｍ　　　１／３８
              Ａ６１Ｍ　　２７／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

