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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薬剤投与器具であって、
　ハウジングと、
　前記ハウジング内にあり且つ末端方向に移動できる、駆動部分と、
　移動できるピストンを一端に備え且つ出口を他端に備え、薬物で満たされる貯蔵容器を
画定する、流体容器であって、前記ピストンが、前記駆動部分が末端に動かされる時に前
記出口に向かって前記駆動部分の末端運動に等しい距離を前進させられる前記駆動部分と
係合可能である、流体容器と、
　プランジャ部分と、
　第１ピニオン及び第２ピニオンを有し、前記プランジャ部分に対して回転し、前記プラ
ンジャ部分に対して近接的にそして前記プランジャ部分の末端に移動可能な、ギヤセット
と、
　前記第１ピニオンに係合され、前記ハウジング内に軸方向に固定された、第１ラックと
、
　前記第２ピニオンに係合され、前記駆動部分にクラッチ可能に接続されるピニオン係合
部分において前記ハウジング内で移動可能な、第２ラックと、
　ラッチング唇部及びスキッドを含む、ラッチング部分と、を備え、
　前記駆動部分は、前記プランジャ部分が末端方向へ移動する間に、前記駆動部分が前進
中に末端へ通過する時に前記スキッドがそれに沿って摺動できる、軸方向に伸びるスキッ
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ド係合表面を含み、前記スキッド係合表面は、軸長及び基端を持ち、前記駆動部分は、前
記軸長に沿い、最終用量投与前の用量準備及び注射中に前記プランジャ部分に配置された
ラッチ可能部分から自由な第一位置でバネ力に対して前記ラッチング唇部を保持するよう
に、前記スキッドと共に構築且つ配置され、
　前記スキッド係合表面は、最終用量を投与すると前記スキッドが基端を越えて通過する
ように前記スキッドの末端に移動し、それによって、前記ラッチング唇部は、前記ラッチ
可能部分と係合するように、前記バネ力によって前記第一位置から第二位置へと移動され
、それ以上の用量準備及び注射を防止するように前記プランジャ部分を物理的に固定する
、ことを特徴とする薬剤投与器具。
【請求項２】
　前記スキッド係合表面の前記基端は、前記駆動部分の基端を含んでいる、請求項１記載
の薬剤投与器具。
【請求項３】
　前記スキッドは、前記ラッチング唇部の末端に配置されている、請求項１記載の薬剤投
与器具。
【請求項４】
　前記スキッドは、軸方向に伸びる刃形部分を含み、前記ラッチング唇部は、横方向に広
がるフランジを含んでいる、請求項１記載の薬剤投与器具。
【請求項５】
　前記ラッチ可能部分は、前記ラッチング唇部が前記ラッチ可能部分とラッチ係合するよ
うに、その上でカム取り付けできる、傾斜末端面を含んでいる、請求項１記載の薬剤投与
器具。
【請求項６】
　前記ラッチング部分は、前記ハウジングに配置されたスロットに適合する少なくとも１
つのフランジによって前記ハウジングに軸方向で固定されている、請求項１記載の薬剤投
与器具。
【請求項７】
　前記ラッチング部分に働く前記バネ力は、前記ラッチング部分が前記ラッチング唇部を
中立配置に戻すような弾性を有している、請求項１記載の薬剤投与器具。
【請求項８】
　前記ラッチング部分は、ワンピースの金属スタンピングを含んでいる、請求項７記載の
薬剤投与器具。
【請求項９】
　前記スキッド係合表面は、滑らかである、請求項１記載の薬剤投与器具。
【請求項１０】
　前記ラッチング唇部は、開口に沿ったリムを含んでおり、ラッチ可能部分が、開口を通
して前記ラッチング部分とラッチ係合するように広がっている、請求項１記載の薬剤投与
器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薬剤投与器具に関し、特にペン型注射器のような携帯用の薬剤投与器具に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　いくつかの異なる病気を患っている病人は、しばしば自分で薬剤を投与しければならな
い。都合よく且つ正確に薬剤を病人が自己投与できるように、ペン型注射器又はペン型注
射として広く知られている種々の器具が開発されてきた。一般に、これらのペン型器具は
、１つのピストンを含み且つ複数の用量の液体薬剤を含むカートリッジを備えている。駆
動部分は、ペン型注射器の基底内から伸び、且つ駆動部分の運動を制御するペン型器具の
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典型的には多くの後方機械装置に作動できるように接続されており、カートリッジ内のピ
ストンを進めるために前方向に可動である。その方法によって、含有する薬剤を反対のカ
ートリッジ端の出口から投与し、典型的にはその反対端のストッパーに浸入している注射
針を通して投与を行う。使い捨てペン型器具においては、ペン型器具がカートリッジ内の
薬剤の補給を使用し尽くした後に、ペン型器具全体は、その後に新しい代わりのペン型器
具を使用し始めるユーザーによって捨てられる。再使用可能なペン型器具においては、ペ
ン型器具がカートリッジ内の薬剤の補給を使用し尽くした後に、ペン型器具は使用済みカ
ートリッジを新しいカートリッジで置き換えられるように分解され、そしてその後に注射
器は次回の使用のために再び組み立てられる。
【０００３】
　いくつかのペン型注射器は、ペン型器具に残っている使用可能な薬剤の量より多くの用
量をセット可能にする。あるユーザーはそのようにセットできることを望ましくないと思
うかも知れないが、不十分な残留用量指示計を提供することは、例えばそれによってペン
型器具の設計を複雑にするので、全ての場合に実用的ではないかもしれない。更になお、
いくつかのペン型注射器の欠点は、それらが基礎とする設計基準は、製造業者に大きい用
量を手軽に注射するために非常に小さくできる機械的倍率、又はその機械的倍率が小さい
用量を適切な往復運動行程で投与するためにかなり大きくできるというように、提供でき
る機械的倍率に関して充分な選択肢を許さないと言うことである。
【０００４】
　従って、先行技術におけるこれらのそして他の欠点の１つ又はもっと多くを克服できる
器具を提供することが望ましい。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　その１つの形態で、本発明は、ハウジングと、ハウジング内にあり且つ末端方向に移動
できる駆動部分と、一端に移動可能なピストンと他端に出口とを持つ薬物を満たした貯蔵
容器を画定する流体容器であり、そのピストンが、駆動部分が末端に動かされる時に駆動
部分の末端運動に等しい距離だけ出口方向に進められる駆動部分によって係合可能である
流体容器と、プランジャ部分と、第１ピニオン及び第２ピニオンを有し、前記プランジャ
部分に対して回転し、前記プランジャ部分に対して近接的にそして前記プランジャ部分の
末端に移動可能な、ギアセットと、前記第１ピニオンに係合され、前記ハウジング内に軸
方向に固定された、第１ラックと、前記第２ピニオンに係合され、前記駆動部分にクラッ
チ可能に接続されるピニオン係合部分において前記ハウジング内で移動可能な、第２ラッ
クと、ラッチング唇部及びスキッドを含むラッチング部分と、を有する薬剤投与器具を提
供する。駆動部分は、前記プランジャ部分が末端方向へ移動する間に、駆動部分が進行中
に末端を通過するとき、スキッドがそれに沿って摺動できる軸方向に伸びるスキッド係合
表面を含む。スキッド係合表面は、軸長及び基端を持ち、軸長に沿った駆動部分は最終用
量投与前の用量準備及び注射をする間に前記プランジャ部分に配置されたラッチ可能部分
から自由な第一位置でバネ力に対してラッチング唇部を保持するように、スキッドと共に
構築且つ配置される。スキッド係合表面は、スキッドが最終用量の投与によって基端を過
ぎて通過するようにスキッドの末端に移動し、それによってラッチング唇部が、前記ラッ
チ可能部分と係合するように、バネ力によって第一位置から第二位置へと移動され、それ
以上の用量の準備及び注射を防ぐよう物理的にプランジャ部分を固定する。

【０００６】
　本発明の１つの有利な点として、１つの薬剤投与器具は、器具の最終用量投与の後、そ
れ以上の使用を防ぐために自動的に器具を固定するところの１つの複雑でなく且つ強固な
機構を提供できることである。
【０００７】
　本発明の更にもう１つの有利な点として、１つの薬剤投与器具を提供できて、それは製
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造業者が幅広い範囲の倍率から選択した用量投与中の機械的倍率を直ぐに適応できること
で、例えば大きい用量用に約２倍の小さい倍率から、小さい用量用に約１６倍の大きい倍
率まであるということである。
【０００８】
　本発明のもう１つの有利な点として、１つの薬剤投与器具を提供できて、それが小さく
且つ対称的な器具の設計に寄与するコンパクトな設計を可能にするために空間を効率的に
利用するように内部設計がされているということである。
【０００９】
　本発明の上述のそして他の有利点及び目的、そしてそれらに到達する方法はもっと明白
になるであろうし、そして発明それ自身は添付の図と連携する本発明の実施形態における
以下の記述を参照して更に良く理解されるであろう。
【００１０】
　対応する参照文字は、いくつかの図を通して対応する部分を示す。図は本発明の実施形
態を示すけれども、図は必ずしも縮尺されていないし、そして或る特徴は、本発明をよく
図示し且つ説明するためにいくつかの図で誇張され、又は省略されているかも知れない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　ここで図１～１２に、本発明の薬剤投与器具の第一実施形態を示す。図１に関し又は他
の図のいずれに関しても、この詳細な記述の全ての方向に関する参照は、例えば前方、横
又は後方、上又は下、又は上部又は下部のように、記述の便宜のためになされ、そしてそ
れ自身によってそれは、本発明又はその構成成分のどれをも、いかなる特別の位置的又は
空間的な方向に制限しない。
【００１２】
　一般に２０と呼ばれる器具は、米国仮特許出願６０／５５７，５４５の教示に基づいて
作られるペン型注射器であり、それは又、世界知的所有権機関の米国受理局によって、そ
してこの出願の国際登録を持つ偶数日に指定出願番号・・・・で受理された。その全内容
がここに参照文献によって説明される。ペン型薬剤注射器２０は、ペン型器具の製造者に
よって確立された１つの決められた用量を投与するためユーザーによって繰り返し操作で
きる廃棄可能なペン型器具である。
【００１３】
　ペン型注射器２０の末端部２２は、そのなかにカートリッジ２８を保持するプラスティ
ック保持器２４を含む。カートリッジ２８は従来型設計で、１つの端部で滑ることができ
るピストン３２で密封され、且つ他端で１つの注射針突き刺し可能隔膜３３で密封される
薬剤を満たす貯蔵容器３０を含む。保持器２４は、ユーザーが貯蔵容器３０の内容物を見
ることができるように透明なプラスティック材料でできている。保持器２４の減少する末
端部の糸通し２６は、例えば２５に示される１つの通常型注射針組み立ての取り除きでき
る取り付けを可能にする。ペン型器具２０は図４及び５に示され、その保護のためにカー
トリッジ保持器２４に取り外しすることができるように取り付ける保護キャップ２９を持
っており、そのキャップはキャップのついたペン型器具が転がることを防ぐために３１に
末端部設計を持つ。
【００１４】
　ペン型注射器２０の近接部３４は、横方向の断面でいくぶん楕円形である保護外部ハウ
ジング３５を含む。器具の組み立てを容易にするため、ハウジング３５は、多重で、内部
接続注入成形プラスティック部分から形成される。ハウジング３５は、縦方向の半分部３
６及び３８を持って示され、それらは例えば超音波溶接によって製造中に、一緒に接続し
且つ固定して安定化するように補足的に設計される。
【００１５】
　ハウジング半分部３６及び３８のそれぞれの内部表面３７及び３９は、示されるように
、調整を保持し且つハウジング３５内に露出する器具構成成分の運動を誘導することに役
立つ様々なリブ及び隔壁によって形成される。ハウジング半分部３６及び３８は、それぞ
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れ末端に突き出す湾曲フランジ４０及び４２を含む。器具製造中に、流体容器を組み立て
られたハウジングに取り付けるために、フランジ４０及び４２は、最初にカートリッジ本
体の半径外側に保持器２４の近接端内に差し込まれ、そしてそれから例えば接着剤又は超
音波溶接によって保持器に固定して安定化される。保持器２４及びハウジング３５がその
ようにしっかり固定されるとき、カートリッジ２８は、使用中にカートリッジの軸方向運
動を防ぐために、保持器２４の内部表面とハウジングの内部隔壁４４の間に軸方向にはさ
まれる。
【００１６】
　ペン型器具の近接部３４は、一般に５０で示される軸方向に進行できる駆動部分、一般
に５２で示されるギアセット、及び一般に５４で示されるプランジャ部分を含む。
【００１７】
　駆動部分５０は、カートリッジ係合部分６０及びピニオン係合部分６２を含み、各ペン
型注射器はプラスティックから１つの単体に射出成形される。カートリッジ係合部分６０
は、正方形棒形の本体６４を持ち、それが軸方向に１つの近接端部６５、そして本体６４
の末端部で形成される負荷分布ディスク形部６６に拡がる。４つの角度的に間隔を持って
輪郭を作るガセット６８は、本体６４及びディスク６６にまたがる。
【００１８】
　駆動部分部６０及び６２は、ハウジング内で軸方向に移動でき且つ回転できるように固
定され、ハウジング半分部３６及び３８の内部表面によって拘束される。カートリッジ係
合部分６０は、末端方向に移動でき且つハウジング半分部に対して近接運動から妨げられ
る一方で、ピニオン係合部分６２は、それに対して近接方向に運動できるが末端方向には
できないようにカートリッジ係合部分６０にクラッチできるように接続される。このよう
な一方向軸運動は器具２０において、歯止め器具で達成される。特に、カートリッジ係合
部分６０の本体６４は、その４つの側面において２つの反対の側面上に１列の１方向に傾
斜する歯止め歯７０を含み、その歯部が本体の軸長の部分に沿って邪魔されずに進み続け
る。歯止め歯７０は、ハウジング半分部３８と一体形成された１対の概略的に反対方向の
弾性体のタブ又は歯止め７２と係合する。歯止め７２は、駆動部分部６０が使用中に末端
部に進む時、歯止め歯７０に沿って且つその上を滑るが、しかし部分６０が近接方向に戻
るのを防ぐため歯止め歯７０の横方向の近接面に隣接する。
【００１９】
　歯止め７２の近接で、ピニオン係合部分６２の一対の概略的に反対方向の弾性体の歯止
め７５は又、本体６４の反対側で同じ列の歯止め歯７０と係合する。歯止め７５は、ピニ
オン係合部分６２がペン型器具のセット中に近接に動く時、１つ又はそれ以上の歯止め歯
７０に沿って且つその上を滑るが、注射中にピニオン係合部分６２の末端進行の間に歯止
め歯７０に接触させる。その近接はピニオン係合部分６２がカートリッジ係合部分６０を
末端に移動させることに結果としてなる。各々の近接する歯止め歯７０における横方向面
の間のピッチ又は距離は、ピストン３２がペン型器具の固定された用量を投与するために
前進する必要な距離であることが望ましい。
【００２０】
　その歯止め７５に加えて、ピニオン係合部分６２は、板形状の本体７７を含む。縦方向
に伸びるラック８０は、本体７７の１つの側に突き出る。１対の平行な、縦方向に伸びる
リブ８２は、本体７７の反対側から突き出て、そしてその間に滑るように棒形の本体６４
を受ける。平行リブ部８３のもう１つのセットは、ハウジング半分部３８の内部表面３９
の上に形成される１つのリッジ４５に沿って滑るような形状にされる。
【００２１】
　固定した又は軸上に固定されたラック８４は、ペン型器具近接部２４内に含まれる。ラ
ック８４は、ハウジング半分部３８と共に一体化して形成されていることが示される。
【００２２】
　プランジャ部分５４は、ユーザーが器具の内部ギアセットを制御し、注射のためにペン
型器具２０を準備し、その上で注射を行うことを許す。プランジャ部分５４は、多重部分
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構成で形成され、入力部分９０、ボタン９２、及び力制限付勢部材９４を含む。
【００２３】
　ボタン９２は、プラスティックから成形され、そして外部的に大きさ及び形状がハウジ
ング３５内を滑る間は、回転できるように固定されている。ボタン９２の内部中空９３は
、それを通して軸方向に拡がる付勢部材９４を収容し、そしてボタン９２の一連の縦方向
に拡がる内部リブ９５は付勢部材９４の調整を維持する。ボタン９２の近接端は、外部成
形過程によって形成される９７に示される柔らかい材料で覆われる。ボタン９２の手動で
引くことのできるグリップ部は、ソフトタッチな材料で覆われ、そしてハウジング３５の
近接部に拡がる。フランジ９８は、ボタン９２の末端部から横方向に広がり、そしてペン
型器具のセットの間、ハウジングからプランジャ部分の引抜を制限するためハウジング半
分部３６，３８内に形成される唇部１００の内方向に隣接する。ボタン９２の上にある指
示バンド１０２は、ボタンが薬剤投与のためペン型器具２０を適切に引っ込めたときにユ
ーザーに見える。ボタン９２は又、スロット設定指部１０３の末端部で１対の概略的に反
対のラッチ１０１を含む。ラッチ１０１は、中空９３内において内側方向に突き出し、そ
して指状部１０３の弾力性のために、作動中にボタン９２の軸方向の近接引っ込めを入力
部分から防ぐため、入力部分９０の横方向に拡がる肩部１０５の上で製造組み立ての間に
スナップフィットする。
【００２４】
　プランジャ部分９０は、射出成形プラスティックで作られ、そしてハウジング３５内で
滑ることができる間、回転できるように固定されてハウジングと連携して設計される。プ
ランジャ部分９０は、近接してプレート部１０８から伸びる十字形の突起部１０７を含む
。プレート部１０８は、ボタン内に回転できるように固定されて締められ、そしてラッチ
できる肩部１０５を含む。突起部１０７は、金属の螺旋状にぐるぐる巻かれた圧縮リング
として配置される力制限付勢部材９４の末端部内にフィットする。付勢部材９４の近接端
部は、中空部９３内のボタン９２の上に形成された十字形の突起部１０９の周りにフィッ
トする。バネ部９４は、ラッチされたプレート部１０８とボタン９２の内部端部の間にプ
レストレスされた状態で捕えられ、そのプレストレスは、適切なペン型器具の作動を達成
するための往復運動の間、製造者がユーザーにプランジャボタン９２に加えることを期待
する力と少なくとも同じ大きさである。名目上１０対１である機械的倍率が器具によって
与えられる１つの実施形態では、プレストレスは１ポンドの大きさである。従って、普通
の往復運動中にバネ９４はさらには圧縮されず、そしてボタン９２および入力素子９０は
ユニットとして且つ相対的な軸運動なしに移動する。コイルバネ４はまた、その巻き方で
充分な間隔を持って且つ適切な弾性特性を持って設計され、圧縮によってバネがプランジ
ャ部分９０の運動なしにセットされた位置からセットされる準備完了の位置にボタン９２
の運動を与えることができ、それによってバネ９４は内部構成成分を損傷しかねない往復
運動の力を吸収できる。
【００２５】
　プランジャ部分９０は又、両方がプレート部１０８から末端に突き出る横棒部１１０及
びブロック部１１４を含む。その端末部の近くで、横棒部１１０はＵ形ベアリング又はヨ
－ク１１６として働く横方向に伸びる部分を含む。ヨ－ク１１６は、ペン型器具軸から伸
びそして開く。その端末部で、横棒部１１０は、傾斜面１１８を持つ垂直なラッチ可能部
分１１７で終わる。ラッチ可能部分１１７は、器具固定機構の歯止め又はフックとして働
く。ヨ－ク１１６は、ギアセットのピン１２０を受け、そのピンはギアセットが使用中に
部分的に回転したり又は旋回する軸を設定する。ブロック部１１４は、部分的にセットす
ることを防止する機構のたわみ又は後続部分１２２が製造中にインサート成形される基底
として役立つ。
【００２６】
　後続部分１２２は、金属スタンピングのワンピースで作られ、そしてインサート成形中
にブロック１１４に固定される開き口取り付けプレート１２４を含む。１対の弾性体アー
ム１２６は、縦方向に取り付けプレート１２４から伸びる。アーム１２６は、板バネとし
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て役立ち、そしてクランク腕１２８によってそれらの末端部に張られる。歯止め１２９は
、ハウジング半分部３６に向かってクランク腕１２８から突き出す。後続部１２２は、部
分的にセットすることを防止する機構のガイド部１３５と直接に係合する。後続部アーム
１２６は、歯止め１２９が使用中にガイド部との適切な係合から外れて捩じれないことを
良く確認するためリブ８２によって密接に支持される。
【００２７】
　今度は又図１２に関して、ガイド部１３５は、ハウジング半分部３６の内部表面と一体
化して形成され、そして角度を持つ末端部１４０及び角度を持つ近接端部１４２を含む。
横棒部１３８の縦方向に拡がる面は、平らな行程表面を提供し、そして横棒部１３８の反
対面は複数の歯止め歯１５０を備える行程表面１４８を含む。歯止め歯１５０は、注射の
準備のためプランジャのただ部分的な引き抜きの後に、プランジャの末端運動を防止する
ため歯止め１２９と係合することができる。歯止め歯１５０は、使用中に一列の歯部上に
おける歯止めの運動の間、望ましい数と音量のカチッという音を生むように製造中に特別
注文できる。例えば、多数の歯の提供は、その各々は歯止めが外方向にカムを取り付けら
れなければならない比較的短い高さを持っているが、あまりはっきりしない且つ連続する
低音のブンブン音に類似のカチッという音になるかも知れない。更になお、３角形の歯の
代わりに、歯は、ローブの形であり、歯止め１２９が末端運動を防止するために係合する
ところにあるローブの間の刻み目があるかも知れない。ガイド部１３５は更に、ハウジン
グに成形された第一及び第二接合肩部１５２及び１５４を含む。
【００２８】
　示された実施形態における部分的にセットすることを防止する機構は、末端部１４０上
における歯止め１２９の滑りのためペン型器具のセットに対する初期の抵抗と；完全な用
量準備前のプランジャの戻り防止と共に、１列の歯止め歯１５０上における歯止め１２９
の運動によるプランジャ運動の感知でき且つ可聴な注意と；１つの弾性体アーム１２６の
末端部１３０による接合肩部１５２の打ち当たりによる完全な用量準備の可聴な注意と；
近接端１４２上の歯止め１２９の滑りによる注射の初期抵抗と；他の弾性体アーム１２６
の末端部１３１による肩部１５４の打ち当たりによる注射完了の可聴な通告と、を提供す
る。
【００２９】
　ペン型注射器に利用されるギアセットは、第一距離のプランジャ部分運動を第一距離よ
り短い第二距離の駆動部分運動に転換するように設計される。５２に示されたギアセット
は、プラスティックのような軽量な材料で作られ、そして第一及び第二サイズのピニオン
を利用する。
【００３０】
　第一又は大きなサイズのピニオン１６０は、ラック８４と係合する外部ギア歯１６２の
アーチ部を含む。ギア歯のアーチ部は、示されたペン型器具の使用のために必要なピニオ
ンの小角度回転のために要求される全てであり、その小角度又は部分的回転が、示された
ギア比によって提供される名目上１０対１の機械的倍率によって可能である。
【００３１】
　より小さいサイズのピニオン１６６は、ピニオン１６０と同じ回転軸を持ち、そして外
部ギア歯１６８のアーチ部のみを含む。ギア歯１６８は、ギア歯１６２のピッチ直径より
小さいピッチ直径を持つ。示された実施形態では、そのような直径はギア歯１６８の直径
の約９０％であり、その比が名目上１０対１の機械的倍率を提供する。５０％まで下りた
ような小さな比が使用されてもよく、それは２対１の機械的倍率を実現し、そして大きな
比が選択枝として使用されてもよく、例えば６対１の機械的倍率のための比を実現する。
ギア歯１６８は、駆動部分ラック８０と係合できるように係わり、そのラックはラック８
４に平行で且つラック８４と同じピニオン軸側に配置される。
【００３２】
　ピニオン１６０及びピニオン１６６が一体化して形成されて示されるが、これらの構成
成分は別々に形成され、そして同時回転できるように一緒に組み立てられることができる
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。ピニオン１６０及び１６６は、回転の共通軸を共有する。ピン又は回転軸１２０は、そ
のような軸に配置され、そしてピニオンと一体化して形成されることが示される。ピン１
２０の大きさ及び形状は、使用中にヨ－ク１１６の開口にフィットし、そしてその中で旋
回又は部分的に回転するようにされている。
【００３３】
　ペン型器具の使用中に、ギアセット５２は次のような方法で、近接的にそしてそれから
末端に移動する。そのようなプランジャ部分は引き出され、そして続いて押し込まれる時
に、ギアセットは、それにピンで留められているプランジャ部分９０と共に軸方向に移動
する。ギアセット５２が近接的に動く時、ギアセットは固定ラック８４と回転の係合にあ
るピニオン１６０によって回転する。ギアセット５２が回転する時、ピニオン１６６は駆
動部分ラック８０に沿って回転し、また短い距離だけ、歯止め７２によって保持されるカ
ートリッジ係合部分６０に対して近接的にピニオン係合部分６２を効果的に引く。プラン
ジャ部分の押し込みの間、ピニオン１６０はラック８４に沿って回転しながら戻り、そし
てピニオン１６６は、カートリッジ係合部分６０を末端に進めるためにピニオン係合部分
６２を効果的に押しながら、ラック８０に沿って回転する。
【００３４】
　注射器具２０は、１つの最終の意図した用量が投与された後に器具の使用を防止する固
定機構を含む。固定機構は、そのような最終用量の注射中にプランジャがその後に引っ込
められことを防止するように作動する。
【００３５】
　固定機構は、一般に１８０と呼ばれる、普通はＣ形のラッチング部分を含む。ラッチン
グ部分１８０は、金属スタンピングのような単一部分で形成され、そしてバネプレート１
８２、１対の取り付けフランジ１８４、及びラッチング唇部１８６を含む。フランジ１８
４は、バネプレート１８２の末端部からぶら下がり、そして下部端部１８７を含む。ペン
型器具の製造中に、端部１８７は、ラッチング部分１８０をそれに対して軸方向に固定さ
れるようにハウジングに組み立てるために、ハウジング半分部３８の壁１８８及び逆とげ
リブ１８９によって形成された補足的スロットにプレスフィットされる。
【００３６】
　プレート１８２の幅に沿って中央に依存スキッド１９０が置かれる。スキッド１９０は
刃の形状をしており、そして縦方向に伸びる下部表面１９２を持つ。刃１９２は、カート
リッジ係合部分６０の軸方向に伸びる滑らかな表面７１に接触し且つそれに沿って滑る。
スキッド１９０は、製造中にプレート１８２の一部を切断し且つ曲げることによって形成
される。スキッド１９０を下方に曲げて形成された開口の反対側における１つの追加的な
切抜き１９４は、ラッチングの間もっと一様なバネ効果を与えるのを助けるためのプレー
ト部１８２のより良い対称性に帰着する。ラッチング唇部１８６は、スキッド１９０がぶ
ら下がると同じ方向にバネプレート１８２の近接の端からぶら下がり、そしてスキッド１
９０から少し近接的に間隔がある。スキッド１９０は、横棒表面７１との係合がその中立
の位置から上方に且つ離れるように偏向するバネプレート１８２に帰結する高さであるよ
うに選択され、それによってラッチング唇部１８６はその下に拡がるプランジャ部分５４
から横方向に間隔を持ち、そして特に横棒部１１０のラッチ可能部分１１７から横方向に
間隔がある。初期使用中に、刃１９２は、表面７１で駆動部分の歯のない部分に沿って滑
り、ラッチング唇部１８６はバネプレート１８２によって与えられる弾性又はバネ力に対
してプランジャから間隔をとる。カートリッジ係合部分６０がその最終注射を完了するた
めに末端へ駆動される時、刃１９２は、バネプレート１８２がラッチング唇部１８６を下
方に操作することができるように、滑らかな表面７１の近接端部６５を滑り外れる。ラッ
チング唇部１８６が下方に動く時、プランジャ部分５４が既に末端へ充分移動している場
合に、ラッチング唇部１８６は横棒部１１０のラッチ可能部分１１７に近接的にフィット
される。移動するプランジャが、最終用量の投与中にまだ末端へ充分に移動されなければ
ならない場合、プランジャ運動が継続し、傾斜面１１８は、暫定的に上方へラッチング唇
部１８６にカムを取り付けるためラッチング唇部１８６と係合し、そしてプランジャが充
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分末端に移動する時、それからラッチング唇部１８６はラッチ可能部分１１７の上に閉ま
る。ラッチ可能部分１１７とラッチング唇部１８６のこのラッチングは、横棒部１１０の
、そしてそれによってプランジャ部分全体のそれ以上の近接的運動を防止する。直接係合
している入力部分を示したが、ラッチング部分は、本発明の範囲内で駆動機構の他の部分
と係合しても良い。
【００３７】
　ここで図１３に、本発明の薬剤投与器具に関してもう１つの実施形態の拡大斜視図を示
す。一般に２２０と呼ばれる器具は、以下に識別されるいくつかの相違点を持つだけで、
ほぼ器具２０に類似する。
【００３８】
　特に、１つの最終の意図された用量の投与後に使用を防止する固定機構は、通常２２５
と呼ばれる一般にＬ形をしたラッチング部分を含み、金属スタンピングのように１つの単
一部分で形成される。ラッチング部分２２５のバネプレート２２７は、クランク腕２３２
及び２３４を設定する中央開き口２３０を含む。開き口２３０の近接端に沿ってバネプレ
ート２２７から、上方に湾曲した下方端部２３８を持つ横方向に延びるスキッド２３６が
ぶら下がる。
【００３９】
　バネプレートを通して形成された一般に楕円形のスロット２４２は、各々がバネプレー
トの上部を通して上方に突き出る部分を含む１対のリム２４０を形成する。リム２４０は
、スキッド２３６が突き出る方向と反対方向にバネプレートから突き出る。リム２４０は
スキッド２３６から近接に間隔を取る。示されたリム２４０は、１対のラッチング唇部と
して働き、その各々が示されたバネプレートの小さい厚さによってただ単に形成されたも
のより大きいフック接触表面を提供し、それによってより良く分布した負荷を得る。
【００４０】
　バネプレート２２７の近接端は、必要に応じてバネプレートが固定機構フックの上にカ
ムを取り付けられることを推進するために２４４で上に向かされる。スキッド２３６はや
はり、横棒表面７１’とその係合がその中立の位置から上向き且つ離れる方向に向いてい
るバネプレート２２７に帰着する高さであり、それによってリム２４０がその下に配置さ
れた器具プランジャから、そしてとくに横棒部フックから距離を置く。
【００４１】
　この修正されたラッチ部分に連携して、プランジャ部分２６０は、プレート部２６６か
ら末端に突き出る１対の間隔をとった、平行な横棒部２６２，２６４を含む。横棒部２６
２，２６４の各々は、バネプレート開口２４０を通して挿入される時、固定機構のリム係
合フックとしての役割をする傾斜面２６７を持つラッチ可能部分２６６を含む。横棒部の
ただ１つだけが、即ち横棒２６２がギアセット２７０を取り付けるためにヨークと共に配
置される。
【００４２】
　図１３の実施形態のプランジャボタンは、２つの部分、即ち２７４及び２７６で形成さ
れ、それらが製造組み立て中に固定して共に確保される。部分２７４は、部分２７６と異
なる色であり、そして部分２７４及び２７６の大きさは、部分２７４の近接端領域が、ペ
ン型器具の投与準備のためプランジャボタンが充分引き抜かれる時、ユーザーに見えるよ
うな色のある指示バンドとして役立つようにサイズが決められる。
【００４３】
　図１３の実施形態は、ギアセット２７０のギアピッチ直径の比が８６％なので、丁度７
を超える機械的倍率を持つ。
【００４４】
　カートリッジと係合する部分２８０は、セット準備完了の測定器の初期搬出／貯蔵のた
めに適応される歯止め歯を持って設計されても良く、その測定器で、歯止め２８２がそれ
ぞれ同様にそれら各々の歯止め歯の初めに置かれており（即ち、末端的に隣接する歯の横
方向面に近接して）、両方の反バックアップ歯止め２８４は、異なる歯止め歯の中間で長
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さ部分の係合によって同様に部分的に外部方向へカムを取り付けられる。そのように初期
に歯止め２８４によって係合するこれらの異なる歯止め歯は、列内にある他の歯より１つ
の浅い勾配、そしてそれゆえ測定器の縦軸から測定して低い高さをもち、それによってユ
ーザーによる器具の最初の使用前に歯止め２８４の応力を減少する。組み立て中の製造者
による唯一の試験サイクルを説明するために、歯止め２８４と係合するために各々の列に
２つの近接する高さのより低い歯が配置されても良い。
【００４５】
　この発明が望ましい設計を持つとして示されそして記述された一方で、本発明はこの開
示の精神及び範囲内で修正されても良い。例えば、ラック及びピニオン設計を使用する機
械的倍率を提供する駆動システムを含み、しかしそれに限定されずに他の形態の駆動シス
テムが、ここで参考文献によって含まれる材料に開示されるように、利用されてもよい。
例えば、ギアセットは、その出力部分がカートリッジピストンと係合する回転軸にピン留
めしても良い。そのようなギアセットはハウジングラックと係合するギア歯の１つの円弧
を持ち、そしてプランジャラックと係合するギア歯のもう１つの円弧を持ってもよく、そ
れらのラックはギアセットの回転軸の反対側に置かれる。ギア歯のそのような円弧は、共
通のピッチ直径を持ち、又はハウジングラック係合ギア歯は、プランジャラック係合ギア
歯より小さいか又は大きいピッチ直径を持っても良い。更に尚、もう１つのバージョンで
は、ギアセットはハウジングにピン留めされても良い。システムのプランジャラックは、
より大きいピッチ直径をもつギアセットのギア歯と係合しても良いし、カートリッジピス
トンと係合する出力部分のラックがより小さいピッチ直径を持つギアセットの歯に係合し
ても良い。更に尚、ピン留めされていない又は回転するギアセットに対して、プランジャ
ラックは第一ピッチ直径を持つギア歯と係合してもよいし、カートリッジピストンと係合
する出力部分のラックは、より小さいピッチの直径を持つギア歯と係合しても良いし、そ
してプランジャ及び出力ラックからギアセット中央の反対側に置かれているハウジングラ
ックは、プランジャラックに係合する歯の直径と同じか又はそれより小さいピッチ直径を
持つギア歯と係合しても良い。更に尚、ここで参照文献に引用される材料に関する回転ギ
アセット設計において、プランジャラックは、ハウジングラックと係合するギア歯のピッ
チ直径より小さいピッチ直径を持つ歯と係合しても良い。この応用は、従ってその一般的
な原理を使用する発明の全ての変形物、使用又は適応をカバーするように意図されている
。更に、この応用は、この発明が属する従来技術における既知又は慣習的な実施内で起こ
る本開示からのそのような発展をカバーするように意図されている。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明の薬剤投与器具の第一実施形態における側面図を示し、その器具が準備完
了又はセットのための準備完了状態に配置される。
【図２】図１の薬剤投与器具の縦方向断面図を示す。
【図３】図１の薬剤投与器具において、図１の線３－３に沿って見た縦方向断面図を示す
。
【図４】図１の薬剤投与器具の拡大上面斜視図を示し、測定器のキャップもせめされる。
【図５】図１の薬剤投与器具の底面斜視図を示す。
【図６】図１の薬剤投与器具の底面斜視図を示し、そして器具の内部構成成分を良く示す
ためにそのハウジングの底面部分が取り除かれている。
【図７】図１の薬剤投与器具の底面斜視図を示し、器具の内部構成成分を良く示すために
そのハウジング及び大きい方のピニオンの部分が取り除かれている。
【図８】その準備完了の状態からセットされ又は注射準備完了の状態に操作された後の図
１における薬剤投与器具の底面斜視図を示し、器具の内部構成成分を良く示すためにその
ハウジング及び大きい方のピニオンの部分が取り除かれている。
【図９】図１の薬剤投与器具の上面斜視図を示し、器具の内部構成成分を良く示すために
そのハウジングの上面部分が取り除かれている。
【図１０】その準備完了の状態から注射準備完了の状態に操作された後の図１における薬
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剤投与器具の上面斜視図を示し、器具の内部構成成分を良く示すためにそのハウジングの
部分が取り除かれている。
【図１１】その準備完了の状態からセットされ又は注射準備完了の状態に操作された後の
図１における器具の部分の上面斜視図を示し、器具の内部構成成分を良く示すためにその
ハウジング及びピニオン係合の部分が取り除かれている。
【図１２】部分的なセットの防止機構の誘導を示す１つのハウジング半分部の斜視図をし
めす。
【図１３】本発明の薬剤投与器具におけるもう１つの実施形態の拡大上面斜視図を示し、
器具のキャップもまた示される。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】
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