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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
対象物に穿刺可能な極細針を有する穿刺器具と、
ヤング率が０．０３ＭＰａ以上４．５ＭＰａ以下であるシート体のみを有し、前記極細
針を前記対象物に穿刺する際に、前記対象物の穿刺する表面に前記シート体が配置され、
前記極細針が内部を貫通する座屈防止シートと、を備え、
前記シート体の厚みは、０．３ｍｍ以上１．０ｍｍ以下であり、
前記シート体は、ポリジメチルシロキサンを含み、
前記極細針は、３０μｍ以上１２０μｍ以下の外径を有する、穿刺器具セット。
【請求項２】
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前記極細針は、タングステン、ステンレス、チタンからなる群から選択される少なくと
も一種の金属からなる、請求項１に記載の穿刺器具セット。
【請求項３】
前記シート体のヤング率は、０．１２ＭＰａ以上０．４ＭＰａ以下である、請求項１又
は２に記載の穿刺器具セット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、対象物に極細針を穿刺する際に対象物の表面に配置される座屈防止シートと
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、極細針を有する穿刺器具とを備える穿刺器具セットに関する。
【背景技術】
【０００２】
治療、検査等の目的で、人間、動物の皮膚等の対象物に注射針、穿刺針等の針を穿刺し
て、体内に薬品を注入したり、体内から血液や組織を採取したりすることが行なわれてい
る。
針を対象物である人間や動物の皮膚に刺す場合には、穿刺に伴う痛み等の刺激を伴う。
そこでかかる刺激を低減するために、近年、極細の針を用いることが検討されている。
例えば、特許文献１には、外径が５０μｍと極めて細く形成された穿刺用の極細針が記
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載されている。
【０００３】
しかし、かかる極細針は強度が弱いため、穿刺した対象物の表面や内部で折れ曲がる(
座屈する)ことがあり、目的の位置まで穿刺できないおそれがあるという問題があった。
また、人間や動物の皮膚等の対象物の内部で極細針が座屈した場合には、人間や動物に
より強い痛みを与えるおそれがあるという問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８−４３５８３号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
本発明は、上記問題点に鑑み、極細針を用いて穿刺する際に、極細針の座屈を抑制する
ことができる座屈防止シートを備えた、極細針の座屈を抑制しつつ穿刺することができる
穿刺器具セットを提供することを他の課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明の穿刺器具セットは、
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対象物に穿刺可能な極細針を有する穿刺器具と、
ヤング率が０．０３ＭＰａ以上４．５ＭＰａ以下であるシート体のみを有し、前記極細
針を前記対象物に穿刺する際に、前記対象物の穿刺する表面に前記シート体が配置され、
前記極細針が内部を貫通する座屈防止シートと、を備え、
前記シート体の厚みは、０．３ｍｍ以上１．０ｍｍ以下であり、
前記シート体は、ポリジメチルシロキサンを含み、
前記極細針は、３０μｍ以上１２０μｍ以下の外径を有する。
【０００７】
本発明によれば、シート体のヤング率が０．０３ＭＰａ以上４．５ＭＰａ以下であるた
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め、穿刺する際に対象物の表面に該シート体を配置して、該シート体の上から極細針をシ
ート体の内部を貫通させて対象物に穿刺することで、極細針が座屈することを抑制できる
。
【０００８】
前記シート体の厚みは、０．３ｍｍ以上１．０ｍｍ以下である。
シート体の厚みが０．３ｍｍ以上１．０ｍｍ以下であることから、該シート体の上から
極細針を対象物に穿刺することで、極細針の座屈をより確実に抑制することができる。
【０００９】
前記シート体は、ポリジメチルシロキサンを含む。
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前記シート体が、ポリジメチルシロキサンを含むことから、対象物表面に配置した際に
対象物表面の形状に沿って密着するため対象物表面上でずれにくく、配置しやすい。また
、ポリジメチルシロキサンを含むシート体の上から極細針を対象物に穿刺することで、極
細針の座屈をより確実に抑制することができる。
【００１０】
前記シート体のヤング率は、０．１２ＭＰａ以上０．４ＭＰａ以下であってもよい。
【００１１】
前記極細針は、３０μｍ以上１２０μｍ以下の外径を有する。
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前記極細針が３０μｍ以上１２０μｍ以下の外径を有する極めて細い極細針であり、前
記座屈防止シートを用いることで極細針の座屈をより効果的に抑制することができる。
【００１２】
前記極細針は、タングステン、ステンレス、チタンからなる群から選択される少なくと
も一種の金属からなるものであってもよい。
前記極細針は、タングステン、ステンレス、チタンからなる群から選択される少なくと
も一種の金属からなるものである場合には、かかる極細針を前記座屈防止シートと共に用
いることで、極細針の座屈をより確実に抑制することができる。
【発明の効果】
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【００１３】
本発明によれば、極細針を用いて穿刺する際に、極細針の座屈を抑制することができる
座屈防止シートを備えた、極細針の座屈を抑制しつつ穿刺することができる穿刺器具セッ
トを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】（ａ）シート体の厚みの上限と、極細針のヤング率との関係を示すグラフ、（ｂ
）本発明の実施例において測定された変位量と引張荷重との関係示すグラフ。
【図２】実施例で用いた装置の概略図。
【図３】穿刺試験の状態を示す写真。
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【図４】穿刺試験の状態を示す写真。
【図５】穿刺試験の状態を示す写真。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
以下、本発明の実施形態を説明する。
まず、本発明の座屈防止シートについて説明する。
本実施形態の座屈防止シートは、
ヤング率が０．００７ＭＰａ以上２０．０ＭＰａ以下であるシート体を備え、
前記シート体は、極細針を対象物に穿刺する際に、前記対象物の穿刺する表面に配置さ
れ前記極細針が内部を貫通するものである。
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【００１６】
本実施形態の座屈防止シートは、例えば、人間、動物の皮膚や特定の組織に中空または
中実の針を刺して体内から血液や組織を採取したりする場合や、人間、動物の皮膚に中空
の針を刺して体内に薬液を注入する場合等に用いることができる。
【００１７】
本実施形態の座屈防止シートの前記シート体は、ヤング率が０．００７ＭＰａ以上２０
．０ＭＰａ以下のシート体であれば特に限定されるものではない。
【００１８】
前記シート体のヤング率は、引張試験によるヤング率の測定方法で測定されるヤング率
をいう。
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具体的には、以下の式で算出される値をいい、さらに具体的には後述の実施例に示す測
定方法で測定される。
ヤング率（Ｐａ）＝（引張荷重（Ｎ）／試料の断面積(ｍｍ2)）×｛試料の初期長さ（ｍ
ｍ）／（試料の初期長さ（ｍｍ）−試料の長さの変化量（ｍｍ））｝・・・（１）
【００１９】
前記シート体は、ヤング率が０．０００７ＭＰａ以上２０．０ＭＰａ以下、好ましくは
０．０３ＭＰａ以上４．５ＭＰａ以下である。
シート体のヤング率が前記範囲であるため、極細針を穿刺した場合に極細針が座屈する
ことを抑制できる。
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【００２０】
前記シート体のヤング率は、例えば、エラストマーなどのように前記シート体が主剤と
硬化剤とを混合して硬化させることで得られるシート体である場合には、前記主剤と硬化
剤との割合を適宜設定することで調整することができる。
【００２１】
尚、前記シート体のヤング率は、後述するように、対象物の硬さ、極細針の硬さ、極細
針の外径、シート体の厚み等を考慮して、前記範囲において適切な範囲に調整することが
好ましい。
【００２２】
前記シート体の厚みは、例えば０．３ｍｍ以上３４．６ｍｍ以下、好ましくは、０．３
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ｍｍ以上１．０ｍｍ以下である。
シート体の厚みは前記範囲である場合には、該シート体の上から極細針を対象物に穿刺
することで、極細針の座屈をより確実に抑制することができる。
尚、シート体の厚みは、後述するようにシート体のヤング率、極細針の材質、長さ及び
外径に合わせて調節することが好ましい。
【００２３】
前記シート体の材質は、例えば、エラストマー、合成樹脂等が挙げられ、中でも、ポリ
ジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）、ポリウレタン等のエラストマーが、対象物の表面に配
置した際に、対象物表面の形状に沿って密着するため対象物表面上でずれにくく、配置し
やすい。また、ポリジメチルシロキサンを含むシート体の上から極細針を対象物に穿刺す
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ることで、極細針の座屈をより確実に抑制することができる。
【００２４】
前記シート体は、対象物の表面に配置できるように、少なくとも一面側に粘着性を有し
ていてもよい。
シート体が、エラストマーからなる場合には、シート体自体に粘着性があるため、接着
剤などを塗布することなく対象物に貼り付けることで容易に対象物表面に配置することが
できる。
【００２５】
次に、本実施形態の穿刺器具セットについて説明する。
本実施形態の穿刺器具セットは、
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対象物に穿刺可能な極細針を有する穿刺器具と、
ヤング率が０．００７ＭＰａ以上２０．０ＭＰａ以下であるシート体を備え、前記シー
ト体は、前記極細針を前記対象物に穿刺する際に、前記対象物の穿刺する表面に配置され
、前記極細針が内部を貫通する座屈防止シートとを備えている。
【００２６】
本実施形態の穿刺セットの座屈防止シートは、前述したようなヤング率が０．００７Ｍ
Ｐａ以上２０．０ＭＰａ以下であるシート体を有するものである。
【００２７】
本実施形態でいう穿刺器具とは、対象物の目的の部位、例えば、皮膚組織、血管等に、
極細針を穿刺して、薬剤を注入したり、血液を採取したり、組織を取り出したりする器具
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を含む。
【００２８】
例えば、本実施形態の穿刺器具としては、内部に薬品が充填された外筒と、該外筒の先
端部に取り付けられた中空の極細針と、前記外筒内の薬液を前記極細針から押出可能な押
子とを備えた注射用の穿刺器具であってもよい。
あるいは、本実施形態の穿刺器具は、皮膚等の対象物表面に接触する接触部を有する外
装体と、該外装体の内部に収容された極細針と、前記接触部が対象物に接触した状態で、
前記極細針が前記外装体の接触部から突出するように移動可能に該極細針を保持する保持
部と、前記極細針を接触部から突出させるように押出可能な押出部とを備え、前記極細針
を突出させて皮膚等に穿刺することで微量の血液を出血させて採血する採血用の穿刺器具
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であってもよい。
【００２９】
前記極細針とは３０μｍ以上１２０μｍ以下、好ましくは、３０μｍ以上６０μｍ以下
の外径を有する穿刺機能を有する針をいい、中空、中実いずれの形態であってもよい。
具体的には、前記極細針が中空である場合には、３０μｍ以上１２０μｍ以下、好まし
くは、３０μｍ以上６０μｍ以下の外径を有することが好ましい。
前記極細針が中実である場合には、３０μｍ以上１００μｍ以下、好ましくは、３０μ
ｍ以上６０μｍ以下の外径を有することが好ましい。
本実施形態でいう針の外径とは、ＪＩＳ

Ｔ

３１０１「注射針」に記載の針管の外径

をいう。
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【００３０】
前記極細針の材質は特に限定されるものではないが、例えば、タングステン、ステンレ
ス、チタン等の金属、これらの金属からなる群から選択される少なくとも一種の金属を含
む合金、ポリ乳酸（ＰＬＡ）等の樹脂等が挙げられる。
中でも、タングステンまたはタングステンを含む合金が、極細針をより外径を小さくな
るように形成した場合にも高い強度が得られ、極細針の座屈をより確実に抑制することが
できるため好ましい。
【００３１】
本実施形態の穿刺器具セットを使用する場合には、まず、人間や動物の皮膚表面に前記
座屈防止シートの前記シート体を配置する。そして、シート体の外面側から、穿刺器具の
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極細針をシート体を貫通させて対象物である皮膚に穿刺する。
【００３２】
本実施形態において、穿刺される対象物としては、例えば、人間、動物の皮膚が挙げら
れる。
特に人間や動物の皮膚を対象物とする場合、針による痛み等の刺激を低減することが求
められるため、外径の小さい極細針を用いる必要性が高くなり、針が座屈するという問題
が生じやすくなる。
本実施形態の穿刺器具セットは、極細針を有する穿刺器具と、座屈防止シートとを備え
ているため、穿刺器具を使用して穿刺する前に、対象物に座屈防止シートを配置して、該
座屈防止シートのシート体の上から穿刺器具の極細針を対象物に穿刺することで、極細針
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の座屈を抑制することができる。
【００３３】
本実施形態の座屈防止シートを用いて極細針を皮膚等の対象物に穿刺する場合に、座屈
を防止できるのは以下のような理由であると考えられる。
ヤング率が前記範囲であるシート体に極細針を挿入することで、極細針は座屈しない程
度の柔らかさを有するシート体によって周囲が密着された状態で支えられることになり、
対象物表面において極細針の周囲を固定しながら穿刺することができる。
このように極細針を固定しながら対象物に穿刺することで、挿入された部分の座屈応力
が高くなり、該極細針の座屈を抑制できる。
また、座屈防止シートのシート体中に挿入されている極細針の部分は、前述のとおり、
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シート体に固定されている状態となり座屈しにくい。従って、極細針の全長のうち、シー
ト体中に挿入されている部分は座屈の影響を受けにくい部分となり、極細針の座屈しやす
い部分の長さを実質的に短くすることができる。
さらに、一般的には針の長さが短いことでも座屈応力が高くなるが、シート体に極細針
を挿入することで実質的に極細針の長さを短くすることができ、座屈を抑制できる。
【００３４】
本実施形態の座屈防止シートは、前述のようなシート体を備えているため、シート体が
配置された箇所であれば、いずれの箇所に極細針を穿刺しても座屈を抑制できる。
【００３５】
座屈をより効果的に抑制するためには、前記シート体のヤング率は、対象物の硬さ、極
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細針の硬さ、極細針の外径、シート体の厚み等を考慮して、適切な範囲に調整することが
好ましい。
【００３６】
例えば、対象物が人間の皮膚である場合、この皮膚よりもヤング率が小さくなるように
調整し、且つ、極細針を刺した際にシート体内に挿入された極細針を固定することができ
る程度のヤング率の範囲に調整することが好ましい。
人間の皮膚のヤング率は、人種、年齢、性別、部位等によって相違するが、通常、０．
４ＭＰａ〜２０ＭＰａの範囲であることが文献等に記載されている。
人間の皮膚を対象物とする場合、座屈防止シートのシート体のヤング率は、これらの皮
膚のヤング率の範囲よりも低いことが好ましい。
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【００３７】
前記対象物のヤング率が一定の場合には、極細針の材質及び外径に合わせてシート体の
ヤング率を好ましい範囲に調整することが好ましい。
例えば、タングステン等のように比較的硬い（ヤング率が高い）材質からなる極細針を
穿刺する場合には、シート体のヤング率を比較的高めに調節することで、シート体内で極
細針を固定しやすくなる。一方、樹脂のように比較的柔らかい（ヤング率が低い）材質か
らなる極細針を穿刺する場合には、シート体のヤング率を比較的低めに調節することで、
シート体表面に極細針が座屈することをより効果的に抑制できる。
【００３８】
具体的には、タングステン製の極細針（外径０．０３ｍｍ、長さ２．３ｍｍ）、シート

30

体の厚み２．０ｍｍの場合、シート体のヤング率は７．６ＭＰａ以下であることが好まし
く、ポリ乳酸（ＰＬＡ）樹脂製の極細針（ヤング率３ＧＰａ：針の材質のシート体を後述
するシート体のヤング率と同様の引張り試験によって測定したヤング率、外径０．０３ｍ
ｍ、長さ２．３ｍｍ）、シート体の厚み２．０ｍｍの場合、シート体のヤング率は、０．
００７ＭＰａ以上であることが好ましい。
【００３９】
極細針の外径との関係では、該外径が大きくなるに従い、前記シート体の厚みが大きく
なるように設定することで、シート体内に挿入された極細針を固定しやすくなる。具体的
には、極細針の外径の１０倍程度の厚み以上であることが好ましい。
また、極細針の材質やシート体のヤング率に応じてシート体の厚みを調整することが好
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ましい。すなわち、極細針の外径が一定の場合、極細針の材質が硬いものであるほど、シ
ート体の厚みは厚くても、シート体表面や内部で極細針が座屈することを抑制できる。
また、シート体のヤング率が低い程、シート体の厚みを大きくすることでシート体内部
で極細針を固定しやすくなる。
【００４０】
具体的には、タングステン製の極細針（外径０．０３ｍｍ、長さ２．３ｍｍ）、シート
体のヤング率は４．５ＭＰａである場合に、シート体の厚みが０．３ｍｍ〜１．０ｍｍ程
度以上であると極細針の座屈を効果的に抑制できる。
また、シート体の厚みの上限は、極細針の外径が一定の場合には、極細針のヤング率及
びシート体のヤング率との間に、図１（ａ）に示すような関係が見られる。
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かかる関係性から求められる、好ましいシート体の厚みの上限は、比較的硬いタングス
テン製の極細針（外径０．０３ｍｍ、長さ２．３ｍｍ）、シート体のヤング率が下限であ
る０．００７ＭＰａである場合に、３４．６ｍｍ程度である。
【００４１】
本実施形態の穿刺器具セットの座屈防止シートとして、前記穿刺器具の極細針に合わせ
て最適なヤング率、厚みに調整したシート体を有する座屈防止シートを、穿刺器具に組み
合わせることで、治療、検査を行なう現場で容易に座屈を防止しながら、極細針を用いた
穿刺を行なうことができる。
【００４２】
本実施形態にかかる座屈防止シート及び穿刺器具セットは以上のとおりであるが、今回

10

開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべ
きである。本発明の範囲は前記説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求
の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
【実施例】
【００４３】
以下に実施例を示して、本発明にかかる座屈防止シートについてさらに具体的に説明す
るが、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。
【００４４】
（試料の作製）
２種類のポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）製シート体Ａ及びＢ（ＳＩＬＰＯＴ１８

20

４、東レダウコーニング社製）を準備した。
シート体Ａは、原料の主剤と硬化剤（商品名：ＣＡＴ）との重量比率を３０：１として
、加熱温度６０℃、硬化時間１７時間で製造したものを用いた。
シート体Ｂは、前記シート体Ａと同様の主剤と硬化剤との重量比率を２０：１として製
造した。
シート体Ａ及びＢは、共に、長さ３．０ｍｍ、幅３．０ｍｍ、厚み１．０ｍｍに形成し
た。
また、同じ材料を用いて擬似対象物としてのターゲットを作成した。
ターゲットは、前記シート体Ａと同様の主剤と硬化剤との重量比率を２０：３として製
造した。

30

ターゲットは、長さ３．０ｍｍ、幅３．０ｍｍ、厚み２．０ｍｍに形成した。
【００４５】
（引張試験）
前記シート体Ａ、Ｂ及びターゲットについて引張試験を行ない、変化量及び引張荷重の
関係を求めた。各シート体の幅方向の両端部を固定し、一方の端部を幅方向に速度０．１
ｍｍ／ｓで引張った際のシート体の長さの変化量（ｍｍ）と、引張荷重（Ｎ）とを測定し
た。
前記変化量は、材料強度測定装置（品番ＡＹ09160001、テック技販社製）内部の変位セ
ンサで測定し、引張荷重は同装置内部のひずみセンサで測定した。
測定結果を図１に示す。
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【００４６】
（ヤング率の算出）
前記引張試験の結果から下記算出式によって、前記シート体Ａ、Ｂ及びターゲットのヤ
ング率を算出した。
ヤング率（Ｐａ）＝（引張荷重（Ｎ）／試料の断面積(ｍｍ2)）×｛試料の初期長さ（ｍ
ｍ）／（試料の初期長さ（ｍｍ）−試料の長さの変化量（ｍｍ））｝・・・（１）
試料の断面積は、シート体Ａ、Ｂ及びターゲットの幅×厚みで算出した。
試料の初期長さは、試験前のシート体Ａ、Ｂ及びターゲットの幅とした。
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引張荷重及び移動距離は、引張り試験前後での変位センサの差分より求めた。
結果を表１に示す。
【００４７】
尚、参考までに、表１には、下記文献１乃至３に記載の人間の皮膚のヤング率を記載し
た。
文献１：Hendriks FMaet et al.,

A numerical‑experimental method to characterize

the non‑linear mechanical behaviour of human skin.

Skin Res Technol. 2003 Aug;

9(3):274‑283.
文献２：G. Agache, et al.,"Mechanical properties and Young's modulus of human sk
10

in in vivo"
Archives of Dermatological Research December 1980, Volume 269, Issue 3, pp 221‑2
32
文献３：Manschot JF, Brakkee AJ.

The measurement and modelling of the mechanica

l properties of human skin in vivo II. The model.

J Biomech. 1986;19(7):517‑21.

【００４８】
【表１】
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【００４９】
（穿刺試験）
図２に示すような装置を用いて穿刺試験を行なった。
ロードセルに取り付けたターゲット表面に、シート体ＡまたはＢを貼り付けて固定した
。
水平方向に移動可能なスライダーの固定板に固定した極細針（外径３０μｍのタングス
テンワイヤーを電解エッチングにより先鋭化した長さ５．０ｍｍ以上のもの）を取り付け
た。
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固定板は、厚み３ｍｍの真鍮製の２枚の板からなり、ゲル（ポリウレタン樹脂，株式会
社アクティー）を塗布した２枚の板の間に挟み、極細針を先端が３．０ｍｍ固定板の一端
部から突出するようにゲルを介して固定した。
スライダーを速度０．１ｍｍ／ｓで移動させ、極細針がターゲットに１．０ｍｍ程度穿
刺された位置でスライダーの移動を停止し、ズームマイクロスコープ（装置名：VC1000、
オムロン社製）で穿刺する様子を上方からを観察した。
比較として、ターゲットのみ（シート体無し）で同様の穿刺試験も行なった。
シート体Ａを用いた結果及び比較であるシート体無しの結果を図３乃至５に示す。
【００５０】
図３に示すようにシート体を用いなかった場合には、ターゲット内に挿入された部分、
及びターゲット表面から出ている部分において極細針の座屈が見られた。
一方、図４に示すように、シート体Ａを用いた場合には、極細針が座屈することなく、
ターゲットに穿刺できた。
また、図５に示すように、シート体Ｂを用いた場合にもシート体Ａを用いた場合と同様
に極細針が座屈することなく、ターゲットに穿刺できた。
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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