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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ニードルレス注射器と、バイアルと、患者に注入するための注入溶液で前記ニードルレ
ス注射器を満たすためのキャリア液と、ともに使用するための医療用デバイスであって、
　前記ニードルレス注射器は、雄コネクタを有し、
　前記バイアルは、バイアルストッパと、バイアル内部と、を有し、
　前記医療用デバイスは、長手方向デバイス中央線を有し、
　前記医療用デバイスは、
　（ａ）前記バイアルに入れ子式に取り付けるための下方に垂下する撓み部材と、前記バ
イアル内部と流れ連通させるために前記入れ子式取り付けの際に前記バイアルストッパを
穿刺するための穿刺カニューレと、前記雄コネクタと接続することが意図され前記穿刺カ
ニューレと流れ連通する中央直立雌コネクタと、を有するバイアルアダプタと、
　（ｂ）前記雌コネクタと前記穿刺カニューレとの間に直列に配置されるインライン乾燥
薬剤モジュールと
　を備え、
　前記インライン乾燥薬剤モジュールは、
　　乾燥薬剤用量を格納する乾燥薬剤格納部と、
　　前記バイアルから前記インライン乾燥薬剤モジュールを通って直接的に前記ニードル
レス注射器へキャリア液を吸引して前記注入溶液を形成する際に該キャリア液による前記
乾燥薬剤格納部の均一な接触を促進するための、キャリア液均一分配部と
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　　を備え、
　前記バイアルアダプタと前記インライン乾燥薬剤モジュールとは、一体構造として組み
立てられている
　医療用デバイス。
【請求項２】
　請求項１に記載のデバイスであって、
　前記インライン乾燥薬剤モジュールは、前記薬剤用量を格納するための別体の乾燥薬剤
格納部と、前記均一な接触を促進するための別体のキャリア液均一分配部と、を備える
　デバイス。
【請求項３】
　請求項１に記載のデバイスであって、
　前記インライン乾燥薬剤モジュールは、前記乾燥薬剤用量の格納と、前記均一な接触と
、の両方のための複数目的部品を備える
　デバイス。
【請求項４】
　請求項１ないし請求項３のいずれか一項に記載のデバイスであって、
　前記キャリア液均一分配部は、前記雌コネクタの方を向いたキャリア液均一分配部上側
と、前記穿刺カニューレの方を向いたキャリア液均一分配部下側と、キャリア液均一分配
部周囲エッジと、を備え、
　前記キャリア液均一分配部上側は、前記乾燥薬剤格納部を構成する乾燥薬剤用量コーテ
ィングを有している
　デバイス。
【請求項５】
　請求項４に記載のデバイスであって、
　前記キャリア液均一分配部下側は、一連の径方向溝を有して形成され、
　前記径方向溝の各々は、前記ニードルレス注射器を吸引して、液体内容物を前記バイア
ルから前記乾燥薬剤モジュールを通って直接的に前記ニードルレス注射器まで引く際に前
記キャリア液均一分配部下側から前記キャリア液均一分配部上側への流れ連通を可能にす
るために、前記キャリア液均一分配部周囲エッジの前記切欠のところで終端する
　デバイス。
【請求項６】
　請求項１ないし請求項３のいずれか一項に記載のデバイスであって、
　前記キャリア液均一分配部は、前記雌コネクタの方を向いたキャリア液均一分配部上側
と、前記穿刺カニューレの方を向いたキャリア液均一分配部下側と、キャリア液均一分配
部周囲エッジと、を備え、
　前記キャリア液均一分配部下側は、多数の径方向溝を備え、
　前記径方向溝の各々は、前記キャリア液均一分配部周囲エッジの切欠のところで終端し
、それによって、前記ニードルレス注射器を吸引して、液体内容物を前記バイアルから前
記インライン乾燥薬剤モジュールを通って直接的に前記ニードルレス注射器まで引く際に
キャリア液が前記キャリア液均一分配部下側から前記キャリア液均一分配部上側まで流れ
ることができる
　デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、患者への非経口投与のための液体源とともに使用するための乾燥薬剤用量を
収容するインライン乾燥薬剤モジュールを有する医療用デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　治療は、多くの場合、人体への液剤の非経口投与を伴う。液剤は、溶液、懸濁液などの
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形態とすることができる。いくつかの試薬は、乾燥状態において保存期間を長くしてきた
が、復元または補水後の保存期間はごく短い。
【０００３】
　Taylorに付与された米国特許第６，５２０，９３２号は、インラインを点滴（ＩＶ）ラ
インに接続して希釈剤を試薬と混合して患者に移送することを可能にするインライン移送
パック（３５）を開示している。薬剤移送パックは、溶解によって患者に投与するのに適
した流体溶解性材料と点滴静注とからなる試薬ベッド（１１０）を有するハウジング（３
７）を備えている。このハウジングは、入口フリット（８０）からの背圧と協働して薬剤
移送パックの断面全体にわたる希釈剤の均一な分布を促進する径方向入口フィン（６５）
を備えている。内部薬剤ベッドバイパス機構が希釈剤の流れをバイパスと薬剤ベッドとの
間に分配するために調整され、乾燥試薬が溶解された点滴投与に適した溶液濃度が達成さ
れる。
【０００４】
　Reifらに付与された米国特許第６，９５１，６１３号は、遺伝子予防接種デバイスと、
そのための注入溶液を形成するためのプロセスと、を開示している。このデバイスは、注
射器（２）と、そこに吸収される遺伝子材料を有するインライン膜吸収体（５）に接続さ
れるカニューレ（３）と、を備えている。このプロセスは、遺伝子材料を含有する注入溶
液を形成するように、遺伝子材料を膜吸収体から溶出させる工程を備えている。
【０００５】
　de Costaらの米国特許出願公開第２００８／０２９４１００号は、患者に基質を投与す
るための調剤デバイスを開示している。de Costaの調剤デバイスは、水溶性のガラス質材
料を支持するとともに生体材料（例えば、生体材料が投与を必要とする場合に、そこに安
定化されたワクチンなど）を有するインライン多孔質膜を備え、溶離剤がガラスを溶解す
る膜を通過でき、それによって、物質が液体によって患者に運ばれる点において、上述の
Reifの遺伝子予防接種デバイスと類似している。
【０００６】
　Reifの遺伝子予防接種デバイスおよびde Costaの調剤デバイスは、患者に注入溶液を注
入する間に取り扱うには、比較的重く扱いにくい。さらに、患者に注入されるべき乾燥薬
剤用量を収容するそれらのデバイスのハウジングによって、必ず、患者の体に対して通常
のものよりも大きな注入角度で注入することが強いられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許第６，５２０，９３２号
【特許文献２】米国特許第６，９５１，６１３号
【特許文献３】米国特許出願公開第２００８／０２９４１００号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　注入溶液を患者に注入することを容易にするためのインライン乾燥薬剤モジュールを有
する医療用デバイスが求められる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、インライン乾燥薬剤モジュールを有するバイアルアダプタを備える医療用デ
バイスを対象としている。インライン乾燥薬剤モジュールは、ニードルレス注射器と、患
者に注入するための乾燥薬剤用量から形成される注入溶液でニードルレス注射器を満たす
ためのバイアルと、ともに使用するための乾燥薬剤用量を有する。医療用デバイスは、好
ましくは、最初は空であるニードルレス注射器と、最初は液体キャリアで満たされている
バイアルと、ともに使用される。あるいは、医療用デバイスは、最初は液体キャリアで予
備充填されている注射器と、最初は空であるバイアルと、ともに使用されてもよい。液体
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キャリアは、希釈剤のみであってもよいし、あるいは、活性成分を含有していてもよい。
【００１０】
　バイアルアダプタは、インライン乾燥薬剤モジュールを除いて、市販されている通気式
または非通気式のバイアルアダプタと同様の構成を有している。インライン乾燥薬剤モジ
ュールは、乾燥薬剤用量を格納するための乾燥薬剤格納部と、注入溶液を形成するために
キャリア液によって乾燥薬剤格納部の均一な接触を促進するためのキャリア液均一分配部
と、を備えている。乾燥薬剤格納部およびキャリア液均一分配部は、２つの別体の部品で
あってもよい。あるいは、この２つの部品は、単一の複数目的部品に結合されていてもよ
い。
【００１１】
　インライン乾燥薬剤モジュールは、後でキャリア液によって接触した際に注入溶液に形
成するために乾燥薬剤用量を長期間保存することができるようにするために、いくつかの
市販の技術のうちの任意の１つを採用することができる。適切な市販の技術は、とりわけ
、本発明の背景技術において知らされた先行技術文献に説明されている。さまざまな技術
には、とりわけ、乾燥薬剤用量を溶解または取り込むために多孔質基質を通ってキャリア
液を流すこと、乾燥薬剤用量を溶解または取り込むために基質表面上にキャリア液を流す
こと、などが含まれる。
【００１２】
　最初は空であるニードルレス注射器と、最初は満たされているバイアルと、を有する本
発明の医療用デバイスの使用には、１回の吸引を伴う。あるいは、最初は満たされている
注射器と、最初は空であるバイアルと、を有する本発明の医療用デバイスの使用には、最
初にキャリア液を注射器からバイアルに注入し、その後、バイアルから注射器に吸引する
ことが必要となる。前者の使用方法は、時間がかからないのに対して、後者の使用方法は
、乾燥薬剤用量を完全に使用することに関して確実性を大きくすることができる。
【００１３】
　本発明の医療用デバイスは、注入溶液を患者に注入するためのニードルレス注射器の準
備のために、便利で安価な解決法を提供できる。本発明の医療用デバイスは、環境温度で
比較的長い保存期間を有し、それによって冷蔵の必要をなくすいわゆる熱的に安定した薬
剤や試薬とともに使用するのに特に適している。適切な薬剤や試薬には、とりわけ、ワク
チンなどが含まれる。
【００１４】
　本発明を理解し、それがどのように実施できるのかを理解するために、次に、好ましい
実施形態について、同様の部分に同様の番号を付した添付図面を参照して、単なる非限定
的な例として説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】最初は空であるニードルレス注射器と、バイアルと、本発明による、最初は空で
あるニードルレス注射器を注入溶液で満たすための通気式医療用デバイスの第１実施形態
と、の図である。
【図２】図１の医療用デバイスの底部斜視図である。
【図３】図１の医療用デバイスの側面図である。
【図４】図１の医療用デバイスの図３の線Ａ－Ａに沿った縦断面図である。
【図５】図１の医療用デバイスの分解図である。
【図６】図１の医療用デバイスのキャリア液均一分配部の底部斜視図である。
【図７Ａ】バイアルからニードルレス注射器までキャリア液を吸引する前の、最初は空で
あるニードルレス注射器と、図１の医療用デバイスと、の逆さまにした組立体を示してい
る。
【図７Ｂ】バイアルからニードルレス注射器までキャリア液を部分的に吸引した後の、逆
さまにした組立体を示している。
【図７Ｃ】患者に投与するために注入溶液で満たされたニードルレス注射器を有する逆さ
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まにした組立体を示している。
【図８】図７Ｂの組立体の丸で囲まれた部分の拡大縦断面図であり、吸引中におけるキャ
リア液のバイアルから注射器までの流れを示している。
【図９】本発明による通気式医療用デバイスの第２実施形態の分解図である。
【図１０】図９の医療用デバイスのキャリア液均一分配部の底部斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図１は、空のニードルレス注射器１０と、バイアル２０と、患者に注入するための注入
溶液でニードルレス注射器１０を満たすために使用するための通気式医療用デバイス３０
と、を示している。注射器１０は、プランジャロッド１２と注射器先端１３とを有するバ
レル１１を備えている。バイアル２０は、バイアルストッパ２２によってシールされるバ
イアルボトル２１を備えている。バイアルボトル２１は、典型的には、バイアルストッパ
２２をバイアルボトル２１に固定するためのアルミシール２３を備えている。バイアルボ
トル２１は、キャリア液２６を収容するバイアル内部２４を有している。キャリア液２６
は、希釈剤のみであってもよい。あるいは、キャリア液２６は、活性成分を含有していて
もよい。
【００１７】
　図１～６は、医療用デバイス３０が、長手方向デバイス中央線３１を有しており、イン
ライン乾燥薬剤モジュール３３を有するバイアルアダプタ３２を備えていることを示して
いる。バイアルアダプタ３２は、交差方向頂部スカート壁３６と、バイアル２０に入れ子
式に取り付けるための下方に垂下する撓み部材３７と、を有するスカート３４を備えてい
る。頂部スカート壁３６は、長手方向デバイス軸線３１と同軸の中央スカートハブ３８を
有して形成されている。中央スカートハブ３８は、そこから外側に向けて延在する６つの
等間隔に隔てられた径方向リブ３９を有している。中央スカートハブ３８は、長手方向デ
バイス軸線３１と同軸の液体移送ポート４１と、長手方向デバイス軸線３１に対してオフ
セットされた通気ポート４２と、を有して形成されている。
【００１８】
　バイアルアダプタ３２は、頂部カバー４３を備えている。頂部カバー４３は、注射器先
端１３とシール接続するための、長手方向デバイス中央線３１と同軸の中央直立雌コネク
タ４４を有している。注射器先端１３は、好ましくは、雄ルアーロックコネクタであり、
中央直立雌コネクタ４４は、ニードルレス注射器１０を医療用デバイス３０にネジ取り付
けするための雌ルアーコネクタである。あるいは、注射器先端１３および雌コネクタ４４
は、他のコネクタを有して形成されてもよい。
【００１９】
　バイアルアダプタ３２は、医療用デバイス３０をバイアル２０に入れ子式に取り付ける
際にバイアル内部２４と流れ連通するためにバイアルストッパ２２を穿刺するための、長
手方向デバイス３１と同軸の下方に垂下する穿刺カニューレ４６を備えている。カニュー
レ４６は、液体移送ポート４１と流れ連通する液体移送内腔４７と、通気ポート４２と流
れ連通する通気内腔４８と、を備えている。
【００２０】
　バイアルアダプタ３２は、頂部カバー４３と頂部スカート壁３６との間に配置するため
のフィルタカバー４９を備えている。フィルタカバー４９は、径方向リブ３９に配置され
たエアフィルタ５１を取り囲んでいる。エアフィルタ５１は、長手方向デバイス軸線３１
と同軸のエアフィルタ中央孔５２を有している。フィルタカバー４９は、長手方向デバイ
ス軸線３１と同軸のフィルタカバー中央孔５３と、多数の通気口５６を有して形成された
フィルタカバー周囲エッジ５４と、を備えている。
【００２１】
　インライン乾燥薬剤モジュール３３は、中央直立雌コネクタ４４と穿刺カニューレ４６
（特に、液体移送ポート４１）との間に直列に（インラインに）配置されている。インラ
イン乾燥薬剤モジュール３３は、直立雌コネクタ４４に近接するとともに穿刺カニューレ
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４６から離れた位置にある乾燥薬剤格納部５７を備えている。インライン乾燥薬剤モジュ
ール３３は、さらに、穿刺カニューレ４６に近接するとともに直立雌コネクタ４４から離
れた位置にあるキャリア液均一分配部５８を備えている。
【００２２】
　乾燥薬剤格納部５７は、好ましくは、キャリア液２６がそこを通って流れることができ
る広範囲の適切な生体適合性不活性多孔質材料から形成されるディスク状基質として形成
される。適切な材料には、とりわけ、グラスファイバー、プラスチックファイバーなどが
含まれる。乾燥薬剤格納部５７には、患者に投与するための乾燥薬剤用量５９が供給され
る。乾燥薬剤用量５９は、乾燥薬剤格納部５７を通ってキャリア液２６を取り込む際に注
入溶液の復元を可能にするために、微細な粒子などの形態であってもよい
【００２３】
　キャリア液均一分配部５８は、好ましくは、直立雌コネクタ４４の側を向いたキャリア
液均一分配部上側５８Ａと、穿刺カニューレ４６の側を向いたキャリア液均一分配部下側
５８Ｂと、キャリア液均一分配部周囲エッジ６１と、を有するディスク状部材として形成
される。キャリア液均一分配部下側５８Ｂは、一連の径方向溝６２を有して形成される。
径方向溝６２の各々は、キャリア液均一分配部下側５８Ｂからキャリア液均一分配部上側
５８Ａまでの流れ連通を可能にするために、キャリア液均一分配部周囲エッジ６１の切欠
６３のところで終端している。
【００２４】
　対象への注入のための注入溶液を有するニードルレス注射器１０の準備に使用するため
の医療用デバイス３０の使用方法について、図７Ａ～７Ｃおよび図８を参照して説明する
。図８は、図７ＢにＡで示される丸で囲まれた領域の拡大図である。
【００２５】
　図７Ａは、バイアルストッパ２２を穿刺するために、ユーザが医療用デバイス３０をバ
イアル２０に入れ子式に取り付ける様子を示している。ユーザは、ニードルレス注射器１
０を雌コネクタ４４に接続する。ユーザは、バイアル２０がニードルレス注射器１０の上
方に位置するように、組立体を逆さまにして、バイアル２０からニードルレス注射器１０
内にキャリア液２６を吸引し始める。
【００２６】
　図７Ｂおよび図８は、バイアル２０から最初は空であるニードルレス注射器１０へのキ
ャリア液２６の流れを示しており、その流れは、次のとおりである。キャリア液２６は、
液体移送内腔４７に沿ってキャリア液均一分配部下側５８Ｂまで下方に向けて流れる。キ
ャリア液２６は、キャリア液均一分配部下側５８Ｂの中央から径方向溝６２に沿ってキャ
リア液均一分配部周囲エッジ６１まで径方向外側に向けて流れる。
【００２７】
　キャリア液２６は、切欠６３を通って下方に向けて流れ、次いで、そこで乾燥薬剤用量
５９を取り込んで注入溶液６４を形成するために、多孔質の乾燥薬剤格納部５７を通って
径方向内側に向けて流れる。バイアル２０から注射器１０へのキャリア液２６の吸引の間
、空気は、キャリア液２６内の気泡によって示されるように、通気口５６、エアフィルタ
５１および通気内腔４８を通ってバイアル２０内へ引かれる。
【００２８】
　図７Ｃは、雌コネクタ４４から取り外してニードルを取り付けた後に対象に注入する準
備ができた、注入溶液６４で満たされた注射器１０を示している。
【００２９】
　図９は、通気式医療用デバイス７０を示している。通気式医療用デバイス７０は、構造
および動作が通気式医療用デバイス３０と類似しており、したがって、同様の部分には同
様の符号が付されている。通気式医療用デバイス７０は、そのインライン乾燥薬剤モジュ
ール３３が乾燥薬剤用量格納部およびキャリア液均一分配部の両方として作用する単一の
複数目的部品７１を備えている点において通気式医療用デバイス３０と異なっている。複
数目的部品７１は、それが、雌コネクタ４４の方を向いたキャリア液均一分配部上側７１
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Ａと、穿刺カニューレ４６の方を向いたキャリア液均一分配部下側７１Ｂと、キャリア液
均一分配部周囲エッジ７２と、を備えている点において、キャリア液均一分配部５８と同
様の構成を有している。キャリア液均一分配部上側７１Ａは、乾燥薬剤用量格納部を構成
する乾燥薬剤用量コーティング７３を有している。キャリア液均一分配部下側７１Ｂは、
一連の径方向溝６２を有して形成されている。径方向溝６２の各々は、キャリア液均一分
配部下側７１Ｂからキャリア液均一分配部上側７１Ａまでの流れ連通を可能にするために
、キャリア液均一分配部周囲エッジ７２の切欠６３のところで終端している。
【００３０】
　本発明が限られた数の実施形態に関して説明されたが、本発明の多くの変形形態、修正
形態および他の用途が添付の特許請求の範囲内においてなされ得ることが理解されよう。
【符号の説明】
【００３１】
　　１０…ニードルレス注射器
　　１１…バレル
　　１２…プランジャロッド
　　１３…注射器先端
　　２０…バイアル
　　２１…バイアルボトル
　　２２…バイアルストッパ
　　２３…アルミシール
　　２４…バイアル内部
　　２６…キャリア液
　　３０…医療用デバイス
　　３１…長手方向デバイス軸線
　　３２…バイアルアダプタ
　　３３…インライン乾燥薬剤モジュール
　　３４…スカート
　　３６…頂部スカート壁
　　３７…撓み部材
　　３８…中央スカートハブ
　　３９…径方向リブ
　　４１…液体移送ポート
　　４２…通気ポート
　　４３…頂部カバー
　　４４…雌コネクタ
　　４６…穿刺カニューレ
　　４７…液体移送内腔
　　４８…通気内腔
　　４９…フィルタカバー
　　５１…エアフィルタ
　　５２…エアフィルタ中央孔
　　５３…フィルタカバー中央孔
　　５４…フィルタカバー周囲エッジ
　　５６…通気口
　　５７…乾燥薬剤格納部
　　５８…キャリア液均一分配部
　　５８Ａ…キャリア液均一分配部上側
　　５８Ｂ…キャリア液均一分配部下側
　　５９…乾燥薬剤用量
　　６１…キャリア液均一分配部周囲エッジ
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　　６２…径方向溝
　　６３…切欠
　　６４…注入溶液
　　７０…通気式医療用デバイス
　　７１…複数目的部品
　　７１Ａ…キャリア液均一分配部上側
　　７１Ｂ…キャリア液均一分配部下側
　　７２…キャリア液均一分配部周囲エッジ
　　７３…乾燥薬剤用量コーティング

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】 【図７Ａ】
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【図７Ｂ】 【図７Ｃ】

【図８】 【図９】
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