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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医療流体を移送するための結合システムであって、
　　第１の中央軸、第１の端部、第２の端部、および雄型部分を有する第１のハウジング
であって、前記雄型部分が内部流体通路を備える、第１のハウジングと、
　　前記雄型部分の内部空間内に少なくとも部分的に位置し、かつ開位置と閉位置の間を
移行するように構成された弁部材であって、該弁部材は、第１の端部および第２の端部と
、前記弁部材の前記第１の端部の第１の嵌合表面とを備え、前記弁部材の前記第１の端部
は、前記弁部材が前記閉位置にある場合に、前記雄型部分内の流体が前記弁部材の前記第
１の端部を超えて流れることを阻止するように構成された、弁部材と、
　　前記弁部材を前記閉位置に付勢させるように構成された付勢部材と、
　を備える第１のコネクタと、
　開構成と閉構成の間を移行するように構成された第２のコネクタであって、
　　第２の中央軸、前記第１のハウジングの前記雄型部分を受け入れるように構成された
第１の端部、および第２の端部を有する第２のハウジングと、
　　前記第２のハウジングの内部空間内に少なくとも部分的に位置する流体導管であって
、第１の端部と、第２の端部と、前記流体導管の前記第１の端部と前記第２の端部の間で
前記流体導管内に延びる導管通路と、前記流体導管の前記第１の端部近くの、前記流体導
管を通って前記導管通路内に延びる少なくとも１つのポートと、前記弁部材の前記第１の
嵌合表面と解放可能に嵌合するように構成された第２の嵌合表面とを有する、流体導管と
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、
　　前記第２のハウジングの内部空間内に少なくとも部分的に位置する封止要素であって
、第１の端部と、第２の端部と、前記封止要素の前記第１の端部にある、前記流体導管の
前記第１の端部のサイズおよび形状に対応するようにサイズ設定され形成された開口部と
を有し、前記第２のコネクタが前記閉構成にある場合に、流体が前記導管通路から前記流
体導管の前記少なくとも１つのポートを通って流出することを阻止するように構成される
、封止要素と、
　　前記第２のコネクタの前記内部空間内に配置された付勢部分と、
　を備える第２のコネクタとを備え、
　前記第１のコネクタおよび前記第２のコネクタは、前記第１のコネクタが前記第２のコ
ネクタと連結される場合に、前記弁部材が前記開位置に移行され、かつ前記第２のコネク
タが前記開構成に移行されるように、互いに連結するように構成され、かつ流体が前記第
１および第２のコネクタを流通する場合に、前記第１の嵌合表面および前記第２の嵌合表
面の間に流体が浸透することを阻止するために、前記第１の嵌合表面の外側周囲が前記第
２の嵌合表面の外側周囲に接触するように、前記第１の嵌合表面および前記第２の嵌合表
面が互いに結合されるように構成される、結合システム。
【請求項２】
　前記付勢部材がばねである、請求項１に記載の結合システム。
【請求項３】
　前記付勢部材が可撓性チューブである、請求項１に記載の結合システム。
【請求項４】
　前記流体導管が、剛性または半剛性材料から構築される、請求項１に記載の結合システ
ム。
【請求項５】
　前記雄型部分が、ＡＮＳＩ準拠雄型ルアー先端部である、請求項１に記載の結合システ
ム。
【請求項６】
　前記第２のハウジングの前記第１の端部が、ＡＮＳＩ準拠雌型ルアー先端部である、請
求項５に記載の結合システム。
【請求項７】
　前記流体導管の少なくとも一部分が、前記第１のコネクタが前記第２のコネクタに連結
される場合に、前記第１のコネクタの前記雄型部分に入るように構成される、請求項１に
記載の結合システム。
【請求項８】
　前記第１の嵌合表面および前記第２の嵌合表面の少なくとも１つが、可撓性材料から構
築される、請求項１に記載の結合システム。
【請求項９】
　前記第１のコネクタが、少なくとも１つの係合機構を有するシュラウド部分を含み、前
記少なくとも１つの係合機構は、前記第２のコネクタの結合機構と係合するように構成さ
れる、請求項１に記載の結合システム。
【請求項１０】
　前記シュラウド部分が、前記第２のハウジングの前記第１の端部の近くの前記第２のコ
ネクタの一部分の外側断面積より大きい内部断面積を有する、請求項９に記載の結合シス
テム。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの係合機構が、フックを有するタブであり、前記フックは、前記第
２のコネクタの前記結合機構と係合するように構成される、請求項９に記載の結合システ
ム。
【請求項１２】
　前記タブが、前記少なくとも１つの係合機構を前記第２のコネクタの前記結合機構から
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解放することを容易にするように構成された解放構造を含む、請求項１１に記載の結合シ
ステム。
【請求項１３】
　前記解放構造が、前記少なくとも１つのタブ上のドーム型突起部である、請求項１２に
記載の結合システム。
【請求項１４】
　前記解放構造が、前記少なくとも１つのタブから突出する少なくとも１つのリッジであ
る、請求項１２に記載の結合システム。
【請求項１５】
　前記結合機構が、前記第２のコネクタの外面上の環状チャネルである、請求項９に記載
の結合システム。
【請求項１６】
　前記タブが、長手方向に沿って配置された複数のリッジを含む、請求項１１に記載の結
合システム。
【請求項１７】
　前記第２のコネクタが、前記シュラウド部分が前記第２のハウジングの前記第２の端部
を超えて進むことを限定するように構成された当接機構を含む、請求項９に記載の結合シ
ステム。
【請求項１８】
　前記当接機構が、前記シュラウド部分の内側断面積より大きい外側断面積を有し、前記
当接機構は、前記第２のコネクタの外面上に位置する１つまたは複数のフランジを備える
、請求項１７に記載の結合システム。
【請求項１９】
　前記流体導管の少なくとも一部分が、前記第１のコネクタが前記第２のコネクタに連結
される場合に、前記第１のコネクタの前記雄型部分内に入るように構成される、請求項１
に記載の結合システム。
【請求項２０】
　前記第１のコネクタの前記雄型部分の少なくとも一部分が、前記第１のコネクタが前記
第２のコネクタに連結される場合に、前記第２のハウジングの前記内部空間に入るように
構成される、請求項１に記載の結合システム。
【請求項２１】
　封止要素および医療流体を移送するための流体導管を有する雌型コネクタと連結するよ
うに構成された閉鎖可能な雄型コネクタであって、
　前記雌型コネクタ内に位置する前記流体導管の断面の外側の幅と略等しい断面の内側の
幅を有する開口部を備える雄型部分であって、前記雄型コネクタおよび前記雌型コネクタ
が連結する場合に、前記雄型部分における前記開口部が前記雌型コネクタの前記流体導管
を封止可能に受け入れるようになっており、前記雌型コネクタの前記封止要素が前記雄型
コネクタを流通する前記医療流体に接触することを防ぐ、雄型部分と、
　前記雄型部分の内部空間内に少なくとも部分的に位置し、かつ開位置と閉位置の間を移
行するように構成された弁部材であって、該弁部材は、第１の端部および第２の端部と、
前記弁部材の前記第１の端部の第１の嵌合表面とを備え、前記弁部材の前記第１の端部は
、前記弁部材が前記閉位置にある場合に、前記雄型部分内の流体が前記弁通路から前記弁
部材の前記第１の端部を超えて流れることを阻止するように構成され、前記弁部材は前記
閉位置に付勢されている、弁部材とを備え、
　前記第１の嵌合表面は、前記雄型コネクタが前記雌型コネクタと連結される場合に、前
記弁部材が前記開位置に移行されるように、前記雌型コネクタ上の第２の嵌合表面と解放
可能に嵌合するようにサイズ設定、および形成され、かつ、前記閉鎖可能な雄型コネクタ
の前記第１の嵌合表面の外周を前記雌型コネクタの前記第２の嵌合表面の外周のサイズお
よび形に合うようにすることによって、流体が前記雄型および雌型コネクタを流通する場
合に、前記第１の嵌合表面および前記第２の嵌合表面の間に流体が浸透することを阻止す
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るように前記第１の嵌合表面が前記第２の嵌合表面と結合されるように構成される、閉鎖
可能な雄型コネクタ。
【請求項２２】
　雄型コネクタと連結するように構成された閉鎖可能な医療用雌型コネクタであって、該
雌型コネクタは、開構成と閉構成の間を移行するようにさらに構成され、かつ、
　第２の中央軸、前記雄型コネクタのハウジングの雄型部分を受け入れるように構成され
た第１の端部、および第２の端部を有するハウジングと、
　前記ハウジングの内部空間内に少なくとも部分的に位置する流体導管であって、第１の
端部と、第２の端部と、前記流体導管の前記第１の端部と前記第２の端部の間で前記流体
導管内に延びる導管通路と、前記流体導管の前記第１の端部近くの、前記流体導管を通っ
て前記導管通路内に延びる少なくとも１つのポートと、嵌合表面とを有する、流体導管と
、
　前記ハウジングの内部空間内に少なくとも部分的に位置する封止要素であって、第１の
端部と、第２の端部と、前記封止要素の前記第１の端部にある、前記流体導管の前記第１
の端部のサイズおよび形状に対応するようにサイズ設定され形成された開口部とを有し、
前記雌型コネクタが前記閉構成にある場合に、流体が前記導管通路から前記流体導管の前
記少なくとも１つのポートを通って流出することを阻止するように構成される、封止要素
と、
　前記ハウジングの前記内部空間内に配置された付勢部分と、を備え、
　流体が前記雄型および雌型コネクタを流通する場合に、前記雄型コネクタの前記嵌合表
面または前記雌型コネクタの前記嵌合表面のいずれかに流体が接触する可能性を低減する
ために、前記雌型コネクタの前記嵌合表面と前記雄型コネクタの前記嵌合表面の間のシー
ル接触を維持するように、前記雌型コネクタの前記嵌合表面が前記雄型コネクタの前記嵌
合表面と結合されるように構成される、閉鎖可能な雌型コネクタ。
【請求項２３】
　医療流体を移送するための結合システムであって、該結合システムは、開放段階および
閉鎖段階を有し、かつ
　　第１の中央軸を備えた第１のハウジングであって、雄型部分を備えた第１の端部と第
２の端部とを備え、前記雄型部分が内部流体通路を含む、第１のハウジング、
　　前記雄型部分の内部空間内に少なくとも部分的に配設された弁部材であって、該弁部
材は、閉鎖端部と、前記閉鎖端部の第１の嵌合表面とを備える、弁部材、および
　　前記弁部材に機能的に結合された付勢部材
　を備える、第１のコネクタと、
　　第２の中央軸を備えた第２のハウジングであって、前記雄型部分を受け入れるように
構成された第１の端部と、第２の端部とを有する、第２のハウジング、
　　前記第２のハウジングの内部空間内に少なくとも部分的に配設された流体導管であっ
て、閉鎖端部と、前記流体導管を通って延びる第２の通路と、前記流体導管の前記閉鎖端
部近くの、前記流体導管を通って前記第２の通路内に延びる少なくとも１つのポートと、
前記閉鎖端部上の、前記第１の嵌合表面と結合するように構成された第２の嵌合表面とを
備える、流体導管、および
　　前記第２のハウジング内に配設された封止部材であって、該封止部材は、第１の端部
と、第２の端部とを備え、前記第１の端部は、前記開放段階および前記閉鎖段階の両方に
おいて開放開口部を備え、前記第１の端部のサイズおよび形状が、前記流体導管の前記閉
鎖端部のサイズおよび形状に概ね対応し、前記封止部材は、流体が前記流体導管の前記少
なくとも１つのポートを流通することを抑えるように構成される、封止部材
　を備える、第２のコネクタとを備え、
　流体が前記第１および第２のコネクタを流通する場合に、前記弁部材の前記閉鎖端部と
前記流体導管の前記閉鎖端部の間に流体が浸透することを抑えるように、前記第１の嵌合
表面および前記第２の嵌合表面は、互いに結合されるように構成される、結合システム。
【請求項２４】



(5) JP 6553357 B2 2019.7.31

10

20

30

40

50

　医療流体を移送するための結合システムであって、該結合システムは、開放段階および
閉鎖段階を有し、かつ
　　第１の中央軸を有する第１のハウジングであって、雄型部分を備えた第１の端部と、
第２の端部とを備え、前記雄型部分は内側断面積および内部流体通路を有する、第１のハ
ウジング、
　　前記雄型部分の内部空間内に少なくとも部分的に配設された弁部材であって、断面積
を有する閉鎖端部と、前記閉鎖端部上の第１の嵌合表面とを備える、弁部材、および
　　前記弁部材に機能的に結合された付勢部材
　を備える、第１のコネクタと、
　　第２の中央軸を備えた第２のハウジングであって、前記雄型部分を受け入れるように
構成された第１の端部と、第２の端部とを備える、第２のハウジング、
　　前記第２のハウジングの内部空間内に少なくとも部分的に配設された流体導管であっ
て、開放端部と、閉鎖端部と、前記開放端部と前記閉鎖端部の間に延びる第２の通路と、
前記流体導管の前記閉鎖端部近くの、前記流体導管を通って前記第２の通路内に延びる少
なくとも１つのポートと、前記閉鎖端部上の、前記第１の嵌合表面と結合するように構成
された第２の嵌合表面とを備える、流体導管、
　　前記第２のハウジング内に配設された封止部材であって、第１の端部と、第２の端部
と、前記雄型部分の前記内側断面積より大きいまたはこれと等しい前記開放段階における
断面積を有する、前記封止部材の前記第１の端部上の開口部とを備える、封止部材、およ
び
　　前記第２のハウジング内に配置された付勢部分、
　を備える、第２のコネクタとを備え、
　流体が前記第１および第２のコネクタを流通する場合に、前記第１の嵌合表面および前
記第２の嵌合表面の間への流体の漏出に耐えるシールを形成するように、前記第１の嵌合
表面および前記第２の嵌合表面は、互いに結合されるように構成される、結合システム。
【請求項２５】
　医療流体を移送するための結合システムであって、該結合システムは、開放段階および
閉鎖段階を有し、かつ、
　　第１の中央軸を有する第１のハウジングであって、雄型部分を備えた第１端部と、第
２の端部とを備え、前記雄型部分が内部流体通路を有する、第１のハウジング、
　　前記雄型部分の空間内に少なくとも部分的に配設された弁部材であって、断面積を有
する閉鎖端部と、前記閉鎖端部上の第１の嵌合表面とを備える、弁部材、および
　　前記弁部材に機能的に結合された付勢部材
　を備える、第１のコネクタと、
　　第２の中央軸を備えた第２のハウジングであって、前記雄型部分を受け入れるように
構成された第１の端部と、第２の端部とを備える、第２のハウジング、
　　前記第２のハウジングの内部空間内に少なくとも部分的に配設された流体導管であっ
て、開放端部と、閉鎖端部と、前記開放端部と前記閉鎖端部の間に延びる第２の通路と、
前記流体導管の前記閉鎖端部近くの、前記流体導管を通って前記第２の通路内に延びる少
なくとも１つのポートと、前記閉鎖端部上の、前記第１の嵌合表面と結合するように構成
された第２の嵌合表面とを備える、流体導管、
　　前記第２のハウジング内に配設された封止部材であって、第１の端部と、第２の端部
と、前記弁部材の前記断面積より大きいまたはこれと等しい開放段階における断面積を有
する、前記封止部材の前記第１の端部上の開口部とを備える、封止部材、および
　　前記第２のハウジング内に配置された付勢部分、
　を備える、第２のコネクタとを備え、
　流体が前記第１および第２のコネクタを流通する場合に、前記第１の嵌合表面および前
記第２の嵌合表面の間に流体が通ることを妨げるように、前記第１の嵌合表面および前記
第２の嵌合表面は、互いに結合されるように構成される、結合システム。
【請求項２６】
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　医療流体を移送するための医療システムであって、
　　第１の中央軸を備えた第１のハウジングであって、雄型部分を有する第１の端部と、
第２の端部とを備え、前記雄型部分が第１の通路を有する、第１のハウジング、
　　前記雄型部分の内部空間内に少なくとも部分的に配設された弁部材であって、閉鎖端
部と、前記閉鎖端部上の第１の嵌合表面とを備える、弁部材、および
　　前記弁部材に機能的に結合された付勢部材
　を備える、第１のコネクタと、
　　第２の中央軸を備えた第２のハウジングであって、前記雄型部分を受け入れるように
構成された第１の端部と、第２の端部とを備える、第２のハウジング、
　　前記第２のハウジングの内部空間内に少なくとも部分的に配設された流体導管であっ
て、閉鎖端部と、前記流体導管を通って延びる第２の通路と、前記流体導管の前記閉鎖端
部の近くの、前記流体導管を通って前記第２の通路内に延びる少なくとも１つのポートと
、前記閉鎖端部上の、前記第１の嵌合表面と結合するように構成された第２の嵌合表面と
を備える、流体導管、
　　前記第２のハウジング内に配設され、かつ流体が前記流体導管の前記少なくとも１つ
のポートを流通することを抑えるように構成された封止要素、および
　　第２のハウジング内に配置された付勢部分、
　を備える、第２のコネクタとを備え、
　前記第１の嵌合表面および前記第２の嵌合表面の一方は、突起部を含むとともに、前記
第１の嵌合表面および前記第２の嵌合表面の他方は、前記突起部に対して相補的な空洞を
備え、前記突起部および前記相補的な空洞は、前記第１および前記第２のコネクタの前記
第１および第２の嵌合表面の位置合わせに役立ち、流体が前記第１および第２のコネクタ
を流通する場合に、前記第１の嵌合表面および前記第２の嵌合表面の間に流体が浸透する
ことを抑えるように、前記第１の嵌合表面および前記第２の嵌合表面は、互いに結合され
るように構成される、医療システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願
　本出願は、「ＭＥＤＩＣＡＬ　ＣＯＮＮＥＣＴＯＲＳ　ＷＩＴＨ　ＩＮＣＲＥＡＳＥＤ
　ＦＬＵＩＤ　ＣＯＮＴＡＩＮＭＥＮＴ」という名称の、２０１１年９月９日出願の米国
仮特許出願第６１／５３３，１３８号、「ＭＥＤＩＣＡＬ　ＣＯＮＮＥＣＴＯＲＳ　ＷＩ
ＴＨ　ＦＬＵＩＤ－ＲＥＳＩＳＴＡＮＴ　ＭＡＴＩＮＧ　ＳＵＲＦＡＣＥＳ」という名称
の２０１１年１１月９日出願の米国仮特許出願第６１／５５７，７９３号、「ＭＥＤＩＣ
ＡＬ　ＣＯＮＮＥＣＴＯＲＳ　ＷＩＴＨ　ＦＬＵＩＤ－ＲＥＳＩＳＴＡＮＴ　ＭＡＴＩＮ
Ｇ　ＳＵＲＦＡＣＥＳ」という名称の１２月２２日出願の米国仮特許出願第６１／５７９
，５８２号、「ＭＥＤＩＣＡＬ　ＣＯＮＮＥＣＴＯＲＳ　ＷＩＴＨ　ＦＬＵＩＤ－ＲＥＳ
ＩＳＴＡＮＴ　ＭＡＴＩＮＧ　ＳＵＲＦＡＣＥＳ」という名称の２０１２年３月６日出願
の米国仮特許出願第６１／６０７，４２９号、および「ＭＥＤＩＣＡＬ　ＣＯＮＮＥＣＴ
ＯＲＳ　ＷＩＴＨ　ＦＬＵＩＤ－ＲＥＳＩＳＴＡＮＴ　ＭＡＴＩＮＧ　ＳＵＲＦＡＣＥＳ
」という名称の２０１２年８月２３日出願の米国仮特許出願第６１／６９２，５１６号の
利益を主張するものであり、上記で特定された特許出願の各々の内容は、参照によって本
明細書に組み込まれ、これらが開示するすべてに関して本明細書の一部にするものとする
。
【０００２】
　本発明は、一般に、流体が流通する医療用コネクタに関し、詳細には流体の封じ込めの
向上した医療用コネクタに関する。
【背景技術】
【０００３】
　コネクタ、弁、およびチュービングのシステムは、病院内および他の医療設備において
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患者へのおよび患者からの流体の移送を容易にするために日常的に使用されている。その
ようなシステムを殺菌状態に保つことや、さまざまな部品が係合され、また係合解除され
るときに流体（たとえば液体および／または蒸気）の漏出または外部残留を回避すること
はしばしば難しい課題である。
【０００４】
　特定の化学療法治療などいくつかの医療用途では、チュービングおよびコネクタ内の流
体は、放出された場合比較的少量でも、特に繰り返し曝露された後は有害になり得る。数
多くのタイプの流体漏出に対する障壁を維持するため、および病原菌または破片の侵入ま
たは放出を妨げるために、コネクタには隔壁、可撓性シール、または他の妨害物などの閉
鎖具がそれらの嵌合端部に設けられている。第１のコネクタが第２のコネクタと係合され
るとき、一方または両方のコネクタの閉鎖具は一時的に開かれ、穿孔されまたは移動され
て、流体が２つのコネクタ間を流れることを可能にする。しかし、これらのコネクタは、
連結解除後にコネクタの嵌合端部上の流体残余物を移転するまたは蒸発させるなどによっ
て望ましくない流体放出を可能にし得る。これらのコネクタは、他の短所および欠点を有
する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許第５，６８５，８６６号
【特許文献２】米国特許第７，８１５，６１４号
【特許文献３】米国特許出願公開第２００８／０２８７９２０号
【特許文献４】米国特許出願公開第２０１０－０２４９７２３号
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　いくつかの実施形態において開示されるのは、流体の封じ込めの向上、コネクタの嵌合
端部からの流体の隔離、および／またはコネクタの嵌合端部上の流体残留物の減少または
解消、耐流体性嵌合インターフェース、乾燥連結解除、ならびに／またはコネクタを互い
に固定するための改良された連結システムまたは機構を備えた医療用コネクタである。い
くつかの実施形態では、乾燥連結解除医療用コネクタは、連結解除時、コネクタの外側に
は流体残留物または漏出を有さない。いくつかの実施形態では、乾燥連結解除医療用コネ
クタは、連結解除時、コネクタの外側には感知され得る流体残留物または漏出を有さず、
それにより、流体残留物または漏出が少量あったとしても、大きな機能的欠点または患者
もしくは医療サービス提供者への大きな健康被害を呈さない。本明細書において開示する
かつ／または参照によって本明細書に組み込まれるさまざまな実施形態の任意の特徴、部
品、またはステップは、追加の実施形態を形成するために組み合わせ可能でありおよび／
または置き換え可能であることが企図される。そのような組み合わせおよび／または置き
換えは企図され、本開示の範囲内に含まれる。
【０００７】
　いくつかの実施形態では、流体を移送するための結合システムは、第１のコネクタを備
える。第１のコネクタは、第１の中央軸と、第１の端部と、第２の端部と、雄型部分とを
有することができる。いくつかの実施形態では、第１のコネクタは、雄型部分の内部空間
内に少なくとも部分的に位置し、開位置と閉位置の間を移行するように構成された弁部材
を含む。弁部材は、第１の端部および第２の端部を有することができる。いくつかの実施
形態では、弁部材は、弁部材内で弁部材の第１の端部と第２の端部の間を延びる弁通路を
含むことができる。弁部材は、弁部材の第１の端部の近くに少なくとも１つのポートを含
むことができる。いくつかの実施形態では、弁部材は、弁部材の第１の端部上に第１の嵌
合表面を有することができる。弁部材の第１の端部は、弁部材が閉位置にあるときに流体
が弁通路から弁部材の第１の端部を超えて進むことを阻止するように構成され得る。いく
つかの実施形態では、第１のコネクタは、弁部材を閉位置に付勢させるように構成された



(8) JP 6553357 B2 2019.7.31

10

20

30

40

50

付勢部材を含む。結合システムは、開構成と閉構成の間を移行するように構成された第２
のコネクタを含むことができる。
【０００８】
　いくつかの実施形態では、第２のコネクタは、第２の中央軸と、第１のハウジングの雄
型部分を受け入れるように構成された第１の端部と、第２の端部とを有する第２のハウジ
ングを含む。第２のコネクタは、第２のハウジングの内部空間内に少なくとも部分的に位
置する流体導管であって、第１の端部と、第２の端部と、流体導管内で流体導管の第１の
端部と第２の端部の間を延びる導管通路と、流体導管の第１の端部近くの、流体導管を通
って導管通路内に延びる少なくとも１つのポートと、弁部材の第１の嵌合表面と解放可能
に嵌合するように構成された第２の嵌合表面とを有する、流体導管を含むことができる。
いくつかの実施形態では、第２のコネクタは、第２のハウジングの内部空間内に少なくと
も部分的に位置する封止要素であって、第１の端部と、第２の端部と、封止要素の第１の
端部と第２の端部の間の付勢部分と、封止要素の第１の端部にある、流体導管の第１の端
部のサイズおよび形状に対応するようにサイズ設定され形成された開口部とを有する、封
止要素を含む。封止要素は、第２のコネクタが閉構成にあるときに、流体が導管通路から
流体導管の少なくとも１つのポートを通って流出することを阻止するように構成され得る
。第１のコネクタおよび第２のコネクタは、第１のコネクタが第２のコネクタと連結され
たときに弁部材が開位置に移行され、第２のコネクタが開構成に移行されるように互いに
連結するように構成され得る。いくつかの実施形態では、第１の嵌合表面および第２の嵌
合表面は、流体が第１および第２のコネクタを流通するときに第１の嵌合表面と第２の嵌
合表面の間に流体が浸透することを阻止するように互いに結合されるように構成される。
【０００９】
　いくつかの実施形態では、上記で開示したように、付勢部材はばねまたは可撓性チュー
ブである。流体導管は、剛性または半剛性材料から構築され得る。いくつかの実施形態で
は、第１のコネクタの雄型部分は、ＡＮＳＩ準拠の雄型ルアー先端部であり、ならびに／
または第２のコネクタの第１の端部は、ＡＮＳＩ準拠雌型ルアー先端部である。流体導管
は、流体導管の少なくとも一部分が、第１のコネクタが第２のコネクタに連結されたとき
に第１のコネクタの雄型部分に入るように構成されるように構成され得る。いくつかの実
施形態では、第１の嵌合表面および第２の嵌合表面の少なくとも１つは、可撓性材料から
構築される。第１のコネクタは、少なくとも１つの係合機構を有するシュラウド部分を含
むことができ、少なくとも１つの係合機構は、第２のコネクタの結合機構と係合するよう
に構成される。
【００１０】
　いくつかの実施形態では、シュラウド部分は、第２のコネクタの第１の端部の近くでは
第２のコネクタの一部分の外側断面積より大きい内部断面積を有する。少なくとも１つの
係合機構は、フックを備えたタブとすることができ、フックは、第２のコネクタの結合機
構と係合するように構成される。いくつかの実施形態では、タブは、少なくとも１つの係
合機構を第２のコネクタの結合機構から解放することを容易にするように構成された解放
構造を含むことができる。いくつかの実施形態では、解放構造は、ドーム型突起部および
／または少なくとも１つのタブから突起する少なくとも１つのリッジである。結合機構は
、第２のコネクタの外面上の環状チャネルとすることができる。いくつかの実施形態では
、タブは、長手方向リッジを含む。第２のコネクタは、シュラウド部分が第２のコネクタ
の第１の端部を超えて進むことを限定するように構成された当接機構を含むことができる
。当接機構は、シュラウド部分の内側断面積より大きい外側断面積を有することができ、
当接機構は、第２のコネクタの外面上に位置する１つまたは複数のフランジを備える。い
くつかの実施形態では、流体導管の少なくとも一部分は、第１のコネクタが第２のコネク
タに連結されたときに第１のコネクタの雄型部分内に入るように構成される。雄型部分は
、第１のコネクタの雄型部分の少なくとも一部分が、第１のコネクタが第２のコネクタと
連結されたときに第２のハウジングの内部空間内に入るように構成され得る。上記で説明
したさまざまな特徴、部品、および特性は、開示する本発明のさまざまな形態を実行する
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ために互いに組み合わされ、または代替され得る。
【００１１】
　流体を流体供給源から流体レシーバに移送する方法は、流体供給源を第１のコネクタに
連結するステップを含むことができる。第１のコネクタは、第１の中央軸と、第１の端部
と、第２の端部と、雄型部分とを有する第１のハウジングを備えることができ、第２の端
部は、流体供給源と封止可能に係合するように構成される。いくつかの実施形態では、第
１のコネクタは、雄型部分の内部空間内に少なくとも部分的に位置し、開位置と閉位置の
間を移行するように構成された弁部材であって、第１の端部および第２の端部と、弁部材
内で弁部材の第１の端部と第２の端部の間を延びる弁通路と、弁部材の第１の端部近くの
少なくとも１つのポートと、弁部材の第１の端部上の第１の嵌合表面とを備える、弁部材
を含む。弁部材の第１の端部は、弁部材が閉位置にあるときに流体が弁通路から弁部材の
第１の端部を超えて進むことを阻止するように構成され得る。いくつかの実施形態では、
第１のコネクタは、弁部材を閉位置に付勢させるように構成された付勢部材を含む。流体
を流体供給源から流体レシーバに移送する方法は、流体レシーバを、開構成と閉構成の間
を移行するように構成された第２のコネクタに連結するステップを含むことができる。第
２のコネクタは、第２の中央軸と、第１のハウジングの雄型部分を受け入れるように構成
された第１の端部と、流体レシーバと連結するように構成された第２の端部とを有する第
２のハウジングを備えることができる。
【００１２】
　いくつかの実施形態では、第２のコネクタは、第２のハウジングの内部空間内に少なく
とも部分的に位置する流体導管であって、第１の端部と、第２の端部と、流体導管内で流
体導管の第１の端部と第２の端部の間を延びる導管通路と、流体導管の第１の端部近くの
、流体導管を通って導管通路内に延びる少なくとも１つのポートと、弁部材の第１の嵌合
表面と解放可能に嵌合するように構成された第２の嵌合表面とを有する流体導管を含む。
いくつかの実施形態では、第２のコネクタは、第２のハウジングの内部空間内に少なくと
も部分的に位置する封止要素であって、第１の端部と、第２の端部と、封止要素の第１の
端部と第２の端部の間の付勢部分と、封止要素の第１の端部にある、流体導管の第１の端
部のサイズおよび形状に対応するようにサイズ設定され形成された開口部とを有し、封止
要素は、第２のコネクタが閉構成にあるときに、流体が導管通路から流体導管の少なくと
も１つのポートを通って流出することを阻止するように構成される、封止要素を含む。流
体を移送する方法は、第１のコネクタを第２のコネクタに連結するステップであって、第
１のコネクタと第２のコネクタの間の連結時に、弁部材が閉位置から開位置に移行し、第
２のコネクタが開構成に移行する、ステップを含むことができる。いくつかの実施形態で
は、方法は、流体を流体供給源から、第１のコネクタを通り、第２のコネクタを通って流
体レシーバ内に移送するステップと、第１のコネクタを第２のコネクタから連結解除する
ステップであって、第１の嵌合表面および第２の嵌合表面が、互いからの連結解除後は流
体を有さないままである、ステップを含む。
【００１３】
　流体を移送する方法は、流体供給源の雄型ルアー連結部を第１のコネクタの第２の端部
に連結するステップを含むことができる。いくつかの実施形態では、流体レシーバを第２
のコネクタの第２の端部に連結するステップは、さらに、流体レシーバの雌型ルアー連結
部を第２のコネクタの第２の端部に連結するステップを含む。方法は、さらに、第１のコ
ネクタの係合機構を第２のコネクタの結合機構に連結するステップを含むことができる。
いくつかの実施形態では、方法は、第１のコネクタが第２のコネクタに連結されたときに
流体導管の少なくとも一部分を雄型部分に挿入するステップを含む。いくつかの変形形態
によれば、方法は、第１のコネクタが第２のコネクタに連結されたときに雄型部分の少な
くとも一部分を第２のコネクタの第１の端部に挿入するステップを含むことができる。上
記で説明したさまざまなステップ、特徴、部品、および特性は、開示する本発明および方
法のさまざまな形態を実行するために互いに組み合わされまたは代替され得る。
【００１４】
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　流体移送のための結合システムを製造する方法は、第１の中央軸、第１の端部、第２の
端部および雄型部分を有する第１のハウジングを含む第１のコネクタを提供するステップ
を含むことができる。弁部材が、雄型部分の内部空間内に少なくとも部分的に位置するこ
とができ、開位置と閉位置の間を移行するように構成され得る。いくつかの実施形態では
、弁部材は、第１の端部および第２の端部と、弁部材内で弁部材の第１の端部と第２の端
部の間を延びる弁通路と、弁部材の第１の端部近くの少なくとも１つポートと、弁部材の
第１の端部上の第１の嵌合表面とを備える。弁部材の第１の端部は、弁部材が閉位置にあ
るときに流体が弁通路から弁部材の第１の端部を超えて進むことを阻止するように構成さ
れ得る。いくつかの実施形態では、第１のコネクタは、弁部材を閉位置に付勢させるよう
に構成された付勢部材を含む。製造する方法は、開構成と閉形状の間を移行するように構
成された第２のコネクタを提供するステップであって、前記第２のコネクタが、第２の中
央軸と、第１のハウジングの雄型部分を受け入れるように構成された第１の端部と、第２
の端部とを有する第２のハウジングを含む、ステップを含むことができる。いくつかの実
施形態では、第２のコネクタは、第２のハウジングの内部空間内に少なくとも部分的に位
置する流体導管であって、第１の端部と、第２の端部と、流体導管内で流体導管の第１の
端部と第２の端部の間を延びる導管通路と、流体導管の第１の端部近くの、流体導管を通
って導管通路内に延びる少なくとも１つのポートと、弁部材の第１の嵌合表面と解放可能
に嵌合するように構成された第２の嵌合表面とを含む、流体導管を含む。封止要素が、第
２のハウジングの内部空間内に少なくとも部分的に位置することができ、第１の端部と、
第２の端部と、封止要素の第１の端部と第２の端部の間の付勢部分と、封止要素の第１の
端部にある、流体導管の第１の端部のサイズおよび形状に対応するようにサイズ設定され
形成された開口部とを有することができ、封止要素は、第２のコネクタが閉構成にあると
きに、流体導管の少なくとも１つのポートを通って導管通路から流出することを阻止する
ように構成される。製造する方法は、第１のコネクタが第２のコネクタに連結されたとき
に第２のコネクタが開構成に移行され、弁部材が開位置に移行されるように第１のコネク
タの第１の端部を第２のコネクタの第１の端部に連結するステップを含むことができる。
いくつかの実施形態では、第１の嵌合表面および第２の嵌合表面は、流体が第１および第
２のコネクタを流通するときにこれらの間に流体が浸透することを阻止するように互いに
結合されるように構成される。
【００１５】
　雌型コネクタと連結するように構成された閉鎖可能な雄型コネクタは、第１の中央軸と
、第１の端部と、第２の端部と、雄型部分とを有するハウジングを含むことができる。い
くつかの実施形態では、雄型コネクタは、雄型部分の内部空間内に少なくとも部分的に位
置し、開位置と閉位置の間を移行するように構成された弁部材であって、第１の端部およ
び第２の端部と、弁部材内で弁部材の第１の端部と第２の端部の間を延びる弁通路と、弁
部材の第１の端部の近くの少なくとも１つのポートと、弁部材の第１の端部上の第１の嵌
合表面とを備え、弁部材の第１の端部は、弁部材が閉位置にあるときに流体が弁通路から
弁部材の第１の端部を超えて進むことを阻止するように構成される、弁部材を含む。いく
つかの変形形態によれば、雄型コネクタは、弁部材を閉位置に付勢させるように構成され
た付勢部材を含む。第１の嵌合表面は、雄型コネクタが第２のコネクタと連結されたとき
に弁部材が開位置に移行されるように雌型コネクタ上の第２の嵌合表面と解放可能に嵌合
するようにサイズ設定され形成され得る。いくつかの実施形態では、第１の嵌合表面は、
流体が雄型および雌型コネクタを流通するときに第１の嵌合表面と第２の嵌合表面の間に
流体が浸透することを阻止するように第２の嵌合表面と結合されるように構成される。
【００１６】
　雄型コネクタと連結するように構成された閉鎖可能な雌型コネクタは、開構成と閉構成
の間を移行するように構成可能であり、第２の中央軸と、第１のハウジングの雄型部分を
受け入れるように構成された第１の端部と、第２の端部とを有するハウジングを備えるこ
とができる。いくつかの実施形態では、雌型コネクタは、ハウジングの内部空間内に少な
くとも部分的に位置する流体導管であって、第１の端部と、第２の端部と、流体導管内で
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流体導管の第１の端部と第２の端部の間を延びる導管通路と、流体導管の第１の端部近く
の、流体導管を通って導管通路内に延びる少なくとも１つのポートと、嵌合表面とを有す
る、流体導管を備える。雌型コネクタは、ハウジングの内部空間内に少なくとも部分的に
位置する封止要素であって、第１の端部と、第２の端部と、封止要素の第１の端部と第２
の端部の間の付勢部分と、第１の端部にある、流体導管の第１の端部のサイズおよび形状
に対応するようにサイズ設定され形成された封止要素の開口部とを有し、雌型コネクタが
閉構成にあるときに、流体が流体導管の少なくとも１つのポートを通って導管通路から流
出することを阻止するように構成される、封止要素を含むことができる。雌型嵌合表面は
、雄型コネクタの雄型嵌合表面と解放可能に嵌合するように構成可能であり、流体が雄型
および雌型コネクタを流通するときに雌型嵌合表面と雄型嵌合表面の間に流体が浸透する
ことを阻止するように雄型嵌合表面と結合されるように構成され得る。
【００１７】
　開放段階および閉鎖段階を有する、医療流体を移送するための結合システムは、第１の
コネクタを備えることができる。第１のコネクタは、第１の中央軸を備えた第１のハウジ
ングであって、雄型部分を備えた第１の端部と、第２の端部とを備える、第１のハウジン
グを備えることができる。弁部材が、雄型部分の内部空間内に少なくとも部分的に配設可
能であり、弁部材は、閉鎖端部と、弁部材を通って延びる第１の通路と、弁部材の閉鎖端
部の近くの、弁部材を通って第１の通路内に延びる少なくとも１つのポートと、閉鎖端部
上の第１の嵌合表面とを備える。いくつかの実施形態では、第１のコネクタは、弁部材に
機能的に結合された付勢部材を含む。結合システムは、第２の中央軸を備えた第２のハウ
ジングを有する第２のコネクタであって、第２のハウジングが、雄型部分を受け入れるよ
うに構成された第１の端部と、第２の端部とを備える、第２のコネクタを含むことができ
る。いくつかの実施形態では、第２のコネクタは、第２のハウジングの内部空間内に少な
くとも部分的に配設された流体導管であって、閉鎖端部と、流体導管を通って延びる第２
の通路と、流体導管の閉鎖端部近くの、流体導管を通って第２の通路内に延びる少なくと
も１つのポートと、第１の嵌合表面と結合するように構成された、閉鎖端部上の第２の嵌
合表面とを備える、流体導管を含む。第２のコネクタは、第２のハウジング内に配設され
た封止部材であって、第１の端部と、第２の端部と、第１の端部と第２の端部の間の付勢
部分とを備え、第１の端部は、開放段階および閉鎖段階の両方において開放開口部を含み
、第１の端部のサイズおよび形状は、流体導管の閉鎖端部のサイズおよび形状に概ね対応
し、封止部材は、流体が流体導管の少なくとも１つのポートを流通することを抑えるよう
に構成される、封止部材を含むことができる。いくつかの実施形態では、第１の嵌合表面
および第２の嵌合表面は、流体がコネクタを流通するときにこれらの間に流体が浸透する
ことを抑えるように互いに結合されるように構成される。
【００１８】
　いくつかの変形形態によれば、医療流体を移送するための結合システムは、開放段階お
よび閉鎖段階を有することができ、第１のコネクタを備えることができる。いくつかの実
施形態では、第１のコネクタは、第１の中央軸を備えた第１のハウジングであって、雄型
部分を備えた第１の端部と、第２の端部とを備え、雄型部分は内側断面積を有する、第１
のハウジングを含む。第１のコネクタは、雄型部分の内部空間内に少なくとも部分的に配
設された弁部材であって、断面積を有する閉鎖端部と、弁部材を通ってその間を延びる第
１の通路と、弁部材の閉鎖端部の近くの、弁部材を通って第１の通路内に延びる少なくと
も１つのポートと、閉鎖端部上の第１の嵌合表面とを備える、弁部材を含むことができる
。いくつかの実施形態では、第１のコネクタは、弁部材に機能的に結合された付勢部材を
含む。結合システムは、第２の中央軸を備えた第２のハウジングを有する第２のコネクタ
であって、第２のハウジングが、雄型部分を受け入れるように構成された第１の端部と、
第２の端部とを備える、第２のコネクタを含むことができる。第２のコネクタは、第２の
ハウジングの内部空間内に少なくとも部分的に配設された流体導管であって、開放端部と
、閉鎖端部と、開放端部と閉鎖端部の間を延びる第２の通路と、流体導管の閉鎖端部近く
の、流体導管を通って第２の通路内に延びる少なくとも１つのポートと、第１の嵌合表面
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と結合するように構成された、閉鎖端部上の第２の嵌合表面とを備える、流体導管を含む
ことができる。いくつかの実施形態によれば、第２のコネクタは、第２のハウジング内に
配設された封止部材であって、第１の端部と、第２の端部と、第１の端部と第２の端部の
間の付勢部分と、開放段階において雄型部分の内側断面積より大きいまたはこれと等しい
断面積を有する、封止部材の第１の端部上の開口部とを備える、封止部材を含む。第１の
嵌合表面および第２の嵌合表面は、流体がコネクタを流通するときにこれらの間に流体が
浸透することを抑えるように互いに結合されるように構成され得る。
【００１９】
　医療流体を移送するための結合システムは、開放段階および閉鎖段階を有することがで
き、第１の中央軸を備えた第１のハウジングを有する第１のコネクタであって、第１のハ
ウジングが、雄型部分を備えた第１の端部と第２の端部とを備える、第１のコネクタを備
えることができる。いくつかの実施形態では、第１のコネクタは、雄型部分の内部空間内
に少なくとも部分的に配設された弁部材であって、断面積を備えた閉鎖端部と、弁部材と
第１のハウジングの第２の端部との間を延びる第１の通路と、弁部材の閉鎖端部近くの、
弁部材を通って第１の通路内に延びる少なくとも１つのポートと、閉鎖端部上の第１の嵌
合表面とを備える、弁部材を含む。第１のコネクタは、弁部材に機能的に結合された付勢
部材を含むことができる。いくつかの実施形態では、結合システムは、第２の中央軸を備
えた第２のハウジングを有する第２のコネクタであって、第２のハウジングが、雄型部分
を受け入れるように構成された第１の端部と、第２の端部とを備える、第２のコネクタを
含む。いくつかの実施形態では、第２のコネクタは、第２のハウジングの内部空間内に少
なくとも部分的に配設された流体導管であって、開放端部と、閉鎖端部と、開放端部と閉
鎖端部の間を延びる第２の通路と、流体導管の閉鎖端部近くの、流体導管を通って第２の
通路内に延びる少なくとも１つのポートと、閉鎖端部上の、第１の嵌合表面と結合するよ
うに構成された第２の嵌合表面とを備える、流体導管を含む。封止部材が、第２のハウジ
ング内に配設可能であり、封止部材は、第１の端部と、第２の端部と、第１の端部と第２
の端部の間の付勢部分と、開放段階において弁部材の断面積より大きいまたはこれと等し
い断面積を有する、封止部材の第１の端部上の開口部とを備える。いくつかの実施形態で
は、第１の嵌合表面および第２の嵌合表面は、流体がコネクタを流通するときにこれらの
間に流体が浸透することを抑えるように互いに結合されるように構成される。
【００２０】
　いくつかの変形形態によれば、医療流体を移送するための医療システムは、第１の中央
軸を備えた第１のハウジングを有する第１のコネクタであって、第１のハウジングが、雄
型部分を備えた第１の端部と、第２の端部とを備える、第１のコネクタを含むことができ
る。いくつかの実施形態では、第１のコネクタは、雄型部分の内部空間内に少なくとも部
分的に配設された弁部材であって、閉鎖端部と、弁部材を通って延びる第１の通路と、弁
部材の閉鎖端部近くの、弁部材を通って第１の通路内に延びる少なくとも１つのポートと
、閉鎖端部上の第１の嵌合表面とを備える、弁部材を含む。第１のコネクタは、弁部材に
機能的に結合された付勢部材を含むことができる。いくつかの実施形態では、医療システ
ムは、第２の中央軸を備えた第２のハウジングを有する第２のコネクタであって、第２の
ハウジングが、雄型部分を受け入れるように構成された第１の端部と、第２の端部とを備
える、第２のコネクタを含む。第２のコネクタは、第２のハウジングの内部空間内に少な
くとも部分的に配設された流体導管であって、閉鎖端部と、流体導管を通って延びる第２
の通路と、流体導管の閉鎖端部の近くの、流体導管を通って第２の通路内に延びる少なく
とも１つのポートと、閉鎖端部上の、第１の嵌合表面と結合するように構成された、第２
の嵌合表面とを備える、流体導管を含むことができる。いくつかの実施形態では、第２の
コネクタは、第２のハウジング内に配設され、流体が流体導管の少なくとも１つのポート
を流通することを抑えるように構成された封止要素であって、付勢部分を含む封止要素を
有する。いくつかの構成によれば、第１の嵌合表面および第２の嵌合表面は、流体がコネ
クタを流通するときにこれらの間に流体が浸透することを抑えるように互いに結合される
ように構成される。
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【００２１】
　本発明の特定の実施形態が、次に以下の図を参照して詳細に論じられる。これらの図は
、例示目的のためだけに提供され、本発明は、図に例示する主題に限定されない。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】雌型コネクタの実施形態に隣接する雄型コネクタの実施形態の斜視図である。
【図２Ａ】吊り下げ型重力供給式ＩＶバッグから流体を受け入れるように構成されたチュ
ービングに取り付けられた雄型コネクタの実施形態の側面図である。
【図２Ｂ】開構成の図１Ａの雄型コネクタの側面図である。
【図２Ｃ】患者に挿入されたチュービングに取り付けられた雌型コネクタに連結されてい
る図１Ａのコネクタの実施形態の側面図である。
【図３】閉位置にある雄型コネクタの実施形態の斜視図である。
【図４】雄型コネクタの特定の内部特徴を点線で示す、これも閉位置にある、図３に示し
た雄型コネクタの実施形態の側面図である。
【図５】図３に示す、雄型コネクタの実施形態の部品の分解斜視図である。
【図６】図３に示す、雄型コネクタの実施形態の雌型端部の後面図である。
【図７】図６に示す線７－７に沿って切り取られた、図３に示す雄型コネクタの実施形態
の断面図である。
【図８】図７の曲線８－８に沿って切り取られた、図３に示す雄型コネクタの実施形態の
拡大断面図である。
【図９】図６の線９－９に沿って切り取られた、図３に示す雄型コネクタの実施形態の断
面図である。
【図１０】図９の曲線１０－１０に沿って切り取られた、図３に示す雄型コネクタの実施
形態の拡大断面図である。
【図１１】図３に示す雄型コネクタの弁部材の実施形態の斜視図である。
【図１２】図３に示す雄型コネクタの弾性部材の実施形態の斜視図である。
【図１３】図３に示す、雄型コネクタの封止部材の実施形態の斜視図である。
【図１４】図３に示す、雄型コネクタのルアー先端部シールの実施形態の斜視図である。
【図１５】図３に示す、雄型コネクタの第１のキャップ部品の実施形態の斜視図である。
【図１６】図１５に示す第１のキャップ部品の側面図である。
【図１７】図３に示す、雄型コネクタの第２のキャップ部品の実施形態の斜視図である。
【図１８】図１７に示す第２のキャップ部品の前面図である。
【図１９】図１８の線１９－１９に沿って切り取られた、図１７に示す第２のキャップ部
品の側部断面図である。
【図２０Ａ】図３に示す雄型コネクタの実施形態とねじ込み式に係合された、結合される
部品の側面図である。
【図２０Ｂ】図３に示す雄型コネクタの実施形態とほぼ完全にねじ込み式に係合された、
結合される部品の側面図である。
【図２０Ｃ】雄型コネクタの別の実施形態とほぼ完全にねじ込み式に係合された、結合さ
れる部品の側面図である。
【図２１】閉位置にある雌型コネクタの実施形態の斜視図である。
【図２２】これも閉位置にある、図２１に示す雌型コネクタの実施形態の側面図である。
【図２３】図２１に示す雌型コネクタの実施形態の部品の分解斜視図である。
【図２４】図２１に示す雌型コネクタの実施形態の前面図である。
【図２５】図２４の線２５－２５に沿って切り取られた、図２１に示す雌型コネクタの実
施形態の断面図である。
【図２６】図２１に示す雌型コネクタのハウジングの実施形態の斜視図である。
【図２７】図２１に示す雌型コネクタの流体導管の実施形態の斜視図である。
【図２８】図２１に示す雌型コネクタの圧縮可能なシール要素の実施形態の斜視図である
。
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【図２９】図１に示す、雌型コネクタの実施形態に隣接する雄型コネクタの実施形態の側
面図である。
【図３０】図２９の線３０－３０で切り取られた、図２９のコネクタシステムの断面図で
ある。
【図３０Ａ】図２９のコネクタシステムの断面図である。
【図３１】図１に示す、雌型コネクタの実施形態に結合された雄型コネクタの実施形態の
側面図である。
【図３２】図３１の線３２－３２で切り取られた、図３１のコネクタシステムの断面図で
ある。
【図３３】雌型コネクタの別の実施形態に隣接する雄型コネクタの別の実施形態の斜視図
である。
【図３４】閉位置にある、図３３に示す雄型コネクタの実施形態の斜視図である。
【図３５】ここでも閉位置にある、図３４に示す雄型コネクタの実施形態の側面図である
。
【図３６】図３４に示す、雄型コネクタの実施形態の部品の分解斜視図である。
【図３７】図３５に示す、雄型コネクタの実施形態の側部断面図である。
【図３８】図３４に示す雄型コネクタの雄型ハウジングの実施形態の斜視図である。
【図３９】図３４に示す雄型コネクタの弁部材の実施形態の斜視図である。
【図４０】図３４に示す雄型コネクタのルアー先端部シールの実施形態の斜視図である。
【図４１】閉位置にある、図３３に示す雌型コネクタの実施形態の斜視図である。
【図４２】ここでも閉位置にある、図４１に示す雌型コネクタの実施形態の側面図である
。
【図４３】図４１に示す雌型コネクタの実施形態の部品の分解斜視図である。
【図４４】図４２に示す雌型コネクタの実施形態の側部断面図である。
【図４５】図４１に示す雌型コネクタのハウジングの実施形態の斜視図である。
【図４６】図２１に示す雌型コネクタの流体導管の実施形態の斜視図である。
【図４７】図４１に示す雌型コネクタの第１のキャップ部品の実施形態の斜視図である。
【図４８】図４１に示す雌型コネクタの圧縮可能なシール要素の実施形態の斜視図である
。
【図４９】図４１に示す雌型コネクタの実施形態に隣接する、図３３に示す雄型コネクタ
の実施形態の側面図である。
【図５０】図４９のコネクタシステムの側部断面図である。
【図５０Ａ】図４９のコネクタシステムの側部断面図である。
【図５１】図４１に示す雌型コネクタの実施形態に結合された、図３３に示す雄型コネク
タの実施形態の側面図である。
【図５２】図５１のコネクタシステムの側部断面図である。
【図５３】雌型コネクタの別の実施形態に隣接する雄型コネクタの別の実施形態の斜視図
である。
【図５４】閉位置にある、図５３に示す雄型コネクタの実施形態の斜視図である。
【図５５】ここでも閉位置にある、図５４に示す雄型コネクタの実施形態の側面図である
。
【図５６】図５４に示す雄型コネクタの実施形態の部品の分解斜視図である。
【図５７】図５５に示す雄型コネクタの実施形態の側部断面図である。
【図５８】図５４に示す雄型コネクタの雄型ハウジングの実施形態の斜視図である。
【図５８Ａ】雄型ハウジングの実施形態の斜視図である。
【図５９】図５４に示す雄型コネクタの弁部材の実施形態の斜視図である。
【図６０】図５４に示す雄型コネクタのルアー先端部シールの実施形態の斜視図である。
【図６１】図５３に示す雌型コネクタの実施形態の部品の分解斜視図である。
【図６２】図６１に示す雌型コネクタの実施形態に隣接する、図５３に示す雄型コネクタ
の実施形態の側面図である。
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【図６３】図６２のコネクタシステムの側部断面図である。
【図６３Ａ】図６２のコネクタシステムの側部断面図である。
【図６３Ｂ】図５８Ａの雄型ハウジングを含むコネクタシステムの実施形態の側部断面図
である。
【図６４】図６１に示す雌型コネクタの実施形態に結合された、図５３に示す雄型コネク
タの実施形態の側面図である。
【図６５】図６４のコネクタシステムの側部断面図である。
【図６６】別の医療器具の雌型部分に隣接する図３の雄型コネクタの断面図である。
【図６７】図６６の医療器具と係合状態の図３の雄型コネクタの断面図である。
【図６８】雄型ルアー先端部を備えたシリンジに隣接する、図３の雄型コネクタの斜視図
である。
【図６９】係合後の図６８の部品の斜視図である。
【図７０】雄型コネクタおよび図６９のシリンジの雄型ルアー先端部の断面図である。
【図７１】第１の端部が雌型ルアー取り付け部分を備えた針組立体に隣接し、第２の端部
が雄型ルアー先端部を備えたシリンジに隣接した状態で位置する、図３の雄型コネクタの
斜視図である。
【図７２】係合状態の図７１の部品の斜視図である。
【図７３】雄型コネクタ、シリンジの雄型ルアー先端部、および図７２の針組立体の断面
図である。
【図７４】雄型コネクタの別の実施形態の側部断面図である。
【図７５】雌型コネクタの別の実施形態の側部断面図である。
【図７６】図７５の雌型コネクタに隣接する、図７４の雄型コネクタの側部断面図である
。
【図７７】図７６のコネクタシステムの側部断面図である。
【図７８】雌型コネクタの別の実施形態の側部断面図である。
【図７９】図７８の雌型コネクタに隣接する、図７４の雄型コネクタの側部断面図である
。
【図８０】図７９のコネクタシステムの側部断面図である。
【図８１】雄型コネクタの別の実施形態の側部断面図である。
【図８２】雌型コネクタの別の実施形態の側部断面図である。
【図８３】図８２の雌型コネクタに隣接する、図８１の雄型コネクタの側部断面図である
。
【図８４】図８３のコネクタシステムの側部断面図である。
【図８５】雄型コネクタの別の実施形態の側部断面図である。
【図８６】図８２の雌型コネクタに隣接する、図８５の雄型コネクタの側部断面図である
。
【図８７】図８６のコネクタシステムの側部断面図である。
【図８８】コネクタシステムの側部断面図である。
【図８９】図８８のコネクタシステムの側部断面図である。
【図９０】雄型コネクタの別の実施形態の側部断面図である。
【図９１】雌型コネクタの別の実施形態の側部断面図である。
【図９２】図９１の雌型コネクタに隣接する、図９０の雄型コネクタの側部断面図である
。
【図９３】図９２のコネクタシステムの側部断面図である。
【図９４】雄型コネクタの別の実施形態の側部断面図である。
【図９５】図９１の雌型コネクタに隣接する図９４の雄型コネクタの側部断面図である。
【図９６】図９５のコネクタシステムの側部断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　いくつかの実施形態では、本出願は、乾燥連結解除を生み出す、コネクタの嵌合端部を
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残留流体から隔離する、かつ／またはコネクタの嵌合端部間の流体の侵入を抑えるなどに
よって流体の封じ込めを向上させるためのさまざまな手段を説明する。いくつかの実施形
態では、閉鎖機構は、コネクタが互いに係合されているときに流体が流れることを可能に
しながら、流体がコネクタの嵌合端部と接触する、そこに留まる、かつ／または汚染する
ことを防止するかつ／または妨げるように機能する。本明細書では、「閉じられる」また
は「封止される」などの用語は、当分野での通常の意味を有するように意図され、流体の
流れに対する妨害または障壁を含むと理解されなければならない。これらの用語は、特定
の構造または形状が、いかなる状況においても完全な流体閉鎖を達成することを必要とす
ると理解されてはならず、むしろ、この用語は、デバイスが使用されるよう意図された特
定の状況において必要とされる程度までの流体閉鎖を指す。
【００２４】
　図１は、雄型コネクタ１００および雌型コネクタ４００を有する、本出願の実施形態に
よるコネクタシステム２０を例示している。雄型コネクタ１００の第１の端部１１２は、
雌型コネクタ４００の第１の端部４０２と解放可能に結合することができる。第１の端部
１１２、４０２は、第１の端部１１２、４０２が互いに結合されたときに、雄型コネクタ
１００の流体通路１５６が雌型コネクタ４００の流体通路４１８に流体連結され得るよう
に構成される。雄型コネクタ１００および雌型コネクタ４００が連結解除されたとき、流
体経路１５６、４１８は、その中の流体の移送を止める。雄型コネクタ１００と雌型コネ
クタ４００の間の結合は、コネクタが連結解除された後、第１の端部１１２、４０２のい
ずれかまたは両方が、乾燥し、耐漏出性のものであり、かつ／またはほぼまたは完全に残
留流体を有さないように構成される。この文脈では、「ほぼ有さない」は、この分野での
通常の意味で使用され、連結解除後または閉鎖後に外部表面上に残るごく少量の残留流体
があったとしても、コネクタシステムが採用される個々の用途において大きな機能的欠点
または健康被害を呈さないほどの少なさであるときに適用される。この文脈では、「乾燥
」は、当分野での従来の意味で使用され、連結解除後または閉鎖後に外部表面上に裸眼で
容易に知覚可能な流体残留が存在しないとき、または標準的な器具または試験プロトコル
（たとえばブロッティング試験、顕微鏡検査、または他の試験）を用いて容易に知覚可能
である流体残留が事実上存在しないときに適用される。いくつかの実施形態では、コネク
タ１００、４００の嵌合インターフェースは、コネクタ１００、４００が連結されたとき
に耐流体性であり、雄型コネクタ１００または雌型コネクタ４００の両方または少なくと
も一方は、コネクタが連結解除された後、残留流体をほぼまたは完全に有さない。
【００２５】
　図２Ａでは、閉鎖可能な雄型コネクタ１００の実施形態が、閉位置で示されている。い
くつかの実施形態では、雄型コネクタ１００は、ポールスタンド１１から吊り下げられる
、流体が充填された重力供給式ＩＶバッグ９に連結されたチュービングに取り付けられ得
る。バッグ９の底部では、チュービング１３の一セクションが取り付けられる。チュービ
ング１３の反対側の端部は、雄型コネクタ１００の第１の端部１１２に連結され得る。雄
型コネクタ１００の第２の端部１１４の内部の閉鎖機構は、雄型コネクタ１００が閉構成
のままである限り、バッグ９内に含まれた流体がチュービング１３を流通し、雄型コネク
タ１００から漏出することを防止することができる。
【００２６】
　図２Ｂでは、雄型コネクタ１００が開位置で例示される。流体は、雄型コネクタ１００
の第１の端部１１２内に流れ込み、雄型コネクタ１００の第２の端部１１４から流出する
ことができる。雄型コネクタ１００のこの例では、医療サービス提供者は、閉鎖可能な雄
型コネクタ１００の第２の端部を２本の指でつかみ、チュービング１３を２本の他の指で
つかみ、その指をそれぞれ反対の方向に静かに移動させることによって雄型コネクタ１０
０をこの形状になるように移動させることができる。
【００２７】
　図２Ａおよび図２Ｂに例示するＩＶ送達システムは、患者との流体連通のための準備を
容易に行うことができる。ほとんどの状況においては、チュービング１３は、ＩＶバッグ
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９に最初に連結されたとき、空気が充填されている。チュービング１３の他の端部が、図
２Ａに例示するように閉鎖されたコネクタに連結される場合、空気は逃げることができず
、流体は、ＩＶバッグ９からチュービング１３に入ることができない。雄型コネクタ１０
０は、したがって、空気のすべてが雄型コネクタ１００からパージされ、ＩＶバッグ９か
らの流体がチュービング１３および雄型コネクタ１００を充填するまで開位置になるよう
に手動で移動される。この手順は、「プライミング」として知られている。流体ラインお
よびコネクタが適正にプライミングされるとすぐに、医療サービス提供者は、雄型コネク
タ１００の第２の端部１１４およびチュービング１３にかけられた反力をすばやく解放す
ることができ、雄型コネクタ１００の閉鎖機構は、雄型コネクタ１００を通る流体の流れ
をすばやく停止させることができる。
【００２８】
　ここで図２Ｃを参照すれば、カテーテル１７が、患者の腕１５に挿入されている。カテ
ーテル１７は、腕１５の皮膚を貫き、好ましくは、患者の血流と流体連結されている。カ
テーテル１７はまた、雌型コネクタ４００に取り付けられ得る、長さのある医療チュービ
ング１９にも連結される。図２Ｃに例示する雌型コネクタ４００の例は、カリフォルニア
州、サンクレメンテのＩＣＵ　Ｍｅｄｉｃａｌ，　Ｉｎｃ．によって製造されたＣｌａｖ
ｅ（登録商標）コネクタのバージョンである。このタイプのコネクタのさまざまな実施形
態は、参照によって本明細書に全体が組み込まれる、米国特許第５，６８５，８６６号に
例示され説明されている。本明細書において開示する数多くの雄型コネクタの実施形態は
、他のタイプの雌型コネクタで使用され得ることが企図される。チュービング１９、カテ
ーテル１７、および雌型コネクタ４００は、標準的な手順を用いて流体によってプライミ
ングされ得る。雄型コネクタ１００は、先に説明したようにプライミングされ、雌型コネ
クタ４００と係合状態にされ得る。以下でさらに詳細に説明するように、雄型コネクタ１
００および雌型コネクタ４００が係合されたとき、流体は、ＩＶバッグ９から患者内に流
れることが可能にされる。雄型コネクタ１００および雌型コネクタ４００が係合解除され
たとき、流体は、再度、雄型コネクタ１００の第２の端部１１４から流出することが防止
される。通常、流体はまた、雌型コネクタ４００内の開口部から流出することも防止され
る。
【００２９】
　本明細書において一部が開示される、コネクタシステムのさらなる実施形態は、例示す
る流体システム、ならびにそのさまざまな改変形態および代替形態において使用され得る
。使用できるコネクタシステムの他の実施形態は、全体的または部分的に、米国特許第７
，８１５，６１４号および米国特許出願公開第２００８／０２８７９２０号において開示
され、いずれの文献も参照によって本明細書に全体的に組み込まれる。さらに、本発明に
よるコネクタのさまざまな実施形態が、多種多様なさらなる医療流体システムで使用され
得ることが企図される。たとえば、開示するコネクタはまた、血液、尿、またはインスリ
ンなどの体液、栄養流体および／または化学療法治療に使用される流体などの治療流体を
移送するために使用され得る。開示するコネクタはまた、流体移送システムのさまざまな
他の部品を相互連結するために使用され得る。
【００３０】
　図３は、閉鎖可能な雄型コネクタ１００の実施形態を例示している。雄型コネクタ１０
０を構成する部品の任意のものは、本明細書において説明する雄型コネクタのおよび／ま
たはその改変形態の任意のものの任意の形状、特徴、部品および／または材料を含むこと
ができる。加えて、本明細書において説明する他のコネクタの任意のものは、雄型コネク
タ１００の形状、特徴、および部品の任意のものを含むことができる。たとえば、連結解
除を防止するまたは阻止することに関連する特徴は、任意の適切な医療コネクタまたは他
の流体コネクタでも使用され得る。
【００３１】
　図３および図４は、第１の、または閉位置にある閉鎖可能な雄型コネクタ１００の斜視
図および側面図のそれぞれである。図４では、閉鎖可能な雄型コネクタ１００の実施形態
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の内部特徴の一部が、想像線で示されている。図５は、図３に示す閉鎖可能な雄型コネク
タ１００の実施形態の部品の分解斜視図である。図３および図４を参照すると、閉鎖可能
な雄型コネクタ１００は、第１の端部１１２および第２の端部１１４を有することができ
る。第１の端部１１２は、雌型コネクタ４００と嵌合するように構成され得る。いくつか
の実施形態では、第１の端部１１２は、雌型コネクタ４００内に挿入されるように構成さ
れた突起部１４４（図７を参照されたい）を含むことができる。いくつかの実施形態では
、第１の端部１１２は、雄型ルアー先端部１２２および弁部材１１６を備えることができ
る（図５および図１１を参照されたい）。ルアー先端部１２２および弁部材１１６は、雄
型ハウジング１２３によって支持され得る。弁部材１１６は、弾性部材１１８によって雄
型ハウジング１２３と結合されおよび／またはこれに対して特定の位置に付勢され得る。
【００３２】
　端部キャップ部分１３０（端部キャップまたは雌型部材とも称される）は、閉鎖可能な
雄型コネクタ１００の第２の端部１１４の近くで雄型ハウジング１２３と結合され得る。
端部キャップ部分１３０の部品の１つまたは複数は、ハウジングと一体的または単一構造
とすることができる。図５および図６を参照すると、いくつかの実施形態では、端部キャ
ップ１３０は、互いに結合することができる第１のキャップ部品１３２（第１の部材とも
称される）および第２のキャップ部品１３４（第２の部材とも称される）を備えることが
できる。図１８を参照すると、いくつかの実施形態では、第２のキャップ部品１３４は、
略先細であり、略円錐状であり、または略円錐台の形状である外面１３４ａを含むことが
できる。しかし、いくつかの実施形態では、外側表面１３４ａは、略円筒状とすることが
でき、または任意の他の所望の形状を有することができる。第１のキャップ部品１３２は
、雄ねじ１３６を有することができる。先に述べたように、図３および図４に示す閉鎖可
能な雄型コネクタ１００の実施形態は、閉位置にある。閉位置では、弁部材１１６は雄型
ルアー先端部１２２と共働して、雄型コネクタ１００を通る流体の流れを抑える、これを
ほぼ妨げる、または止めることができる。
【００３３】
　図３に例示するように、雄型ハウジング１２３は、ルアー先端部１２２を取り囲むシュ
ラウド１２４を有することができる。シュラウド１２４は、雌ねじ１２６などの固定また
は取り付け構造を有することができる。雌ねじ１２６およびルアー先端部１２２は、雄型
コネクタ向けのＡＮＳＩ仕様に準拠する雄型ルアー係合部を形成することができる。いく
つかの実施形態では、固定または取り付け構造１２６、および／または先端部１２２の形
状は、非規格である（たとえば、雄型ルアーコネクタ向けのＡＮＳＩ仕様に準拠しない）
雄型係合を形成する。端部キャップ１３０は、雌型コネクタ向けのＡＮＳＩ規格に準拠す
るレセプタクル形状を有することができ、別のコネクタ、シリンジまたは他の医療器具の
雄型連結部品を受け入れることができる。いくつかの実施形態では、端部キャップ１３０
は、非規格になる（たとえばＡＮＳＩ規格に非準拠である）ように構成される。いくつか
の構成では、本明細書において説明する任意のコネクタの端部キャップ１３０または任意
の他の連結部品は、安全措置として、他のコネクタ、シリンジ、または他の医療器具の特
別に設計された非規格部品（たとえば先端部１２２）とのみ係合するように構成されて、
化学療法薬物などの高感度医療流体が、標準ＩＶラインを通って間違った患者にまたは正
しい患者の間違ったチュービングに誤って注入されないことを確実にすることができる。
雄ねじ１３６は、結合部品の雄型連結部分の対応する雌ねじとねじ込み式に係合するよう
に配設され得る。雄型コネクタ１００の第１の端部１１２近くのルアー先端部１２２は、
以下でさらに説明するように、その端部に、圧縮可能なシール要素４６０の嵌合表面４６
６の少なくとも一部分とほぼ漏出の無いシールを形成するように構成された嵌合表面１２
８を有することができる。例示する実施形態では、嵌合表面１２８は、ルアー先端部１２
２の端部にある薄い環状リングである。
【００３４】
　弁部材１１６は、雄型ハウジング１２３によって少なくとも部分的に封入され得る。図
示するように、雄型ハウジング１２３は、弁部材１１６の少なくとも一部分を露出させる
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、かつ／または弾性部材１１８の少なくとも一部分を雄型ハウジング１２３の内側に進め
ることを可能にする、少なくとも１つの側部開口部１２５を有することができる。いくつ
かの実施形態では、雄型ハウジング１２３は、雄型コネクタ１００の側部上で互いに反対
側に配設され得る２つの側部開口部１２５を含むことができる。いくつかの実施形態では
、側部開口部１２５は、雄型ハウジング１２３に沿って途中まで延びて（図示するように
雄型ハウジング１２３の中央領域内など）、第２の端部１１４近くのハウジング内に強度
の増大をもたらすことができる。例示する実施形態では、弾性部材１１８は、雄型ハウジ
ング１２３の側部開口部近くで弁部材１１６と結合され得る。ハウジングの外面１２７は
曲線状にされ得る。たとえば、ハウジングの外部表面は、雄型ハウジング１２３の中央領
域近くにより狭い部分、または全体的に砂時計形状の外面、または端部近くにより大きい
断面部分を含むことができる。これらの形状は、使用中に雄型コネクタ１００上にユーザ
の指を適切に置く触覚性確認を与えることができ、かつ／またはより快適な把持表面をも
たらすことができる。いくつかの実施形態では、１つの外側突出部または複数の外側突出
部（図示せず）が、弾性部材１１８上に組み込まれて、雄型コネクタ１００上に追加のま
たはより効果的な把持表面をもたらすことができる。
【００３５】
　図７、図９、および図１１に例示するように、弁部材１１６は、閉構成にある雄型コネ
クタ１００を通る流体を遮断する閉鎖端部１４４を有することができる。弁部材１１６は
、空洞１４７などの第１の位置合わせ構造を含むことができる嵌合表面１４６を有するこ
とができ、この空洞１４７は、流体導管４８０の第１の端部４８２上の、相補的なまたは
対応する突起部４９０などの第２の位置合わせ構造と結合され得る。例示する実施形態で
は、空洞１４７は、略円形のへこみである。いくつかの実施形態では、空洞は、矩形、四
角形、または多角形の形状などの複数の異なるタイプの形状を有することができる。いく
つかの実施形態では、空洞は流体導管４８０の第１の端部４８２上にあることができ、突
起部は、弁部材１１６の嵌合表面１４６上に配設され得る。空洞１４７および突起部４９
０は、雄型コネクタ１００の嵌合表面と雌型コネクタ４００の嵌合表面を位置合わせさせ
、密接に連結させるのに役立つことができる。いくつかの実施形態では、例示するように
、第１および第２の位置合わせ構造は、他方と嵌合関係で厳密に対応するように各々形成
され、それにより、これらが互いに接触状態にあるとき、これらの間に空間は事実上存在
しない。いくつかの実施形態では、例示するように、第１および第２の位置合わせ構造は
、コネクタを通る流体移送中、大量の流体がこれらの間に入り込まないように耐流体式に
互いに接触する。
【００３６】
　いくつかの実施形態では、図７に例示するように、弁部材１１６の閉鎖端部１４４は、
空洞１４７などの内側領域より小さい表面積を有する、リング部分などの外側領域を含む
ことができる。外側領域は、図示するようにほぼ平坦になることができ、その後第１のコ
ーナ部分などの第１の急激なまたは激しい形状の変化、および下向きの側部部分、その後
第２のコーナ部分などの別の急激なまたは激しい形状の変化、次いで略平坦な底部分が続
く。コーナ部分の少なくとも１つは、全体的に湾曲または丸めることができ、それによっ
ていくつかの実施形態では拭き取り性を助けることができる。例示するように、形状の複
数の変化は、略垂直の表面の１つまたは複数の交差によって形成され得る。いくつかの実
施形態では、１つまたは複数の形状変化は、さらに、接触しているコネクタ端部間の流体
の侵入を抑える、減少させる、または阻止することができる。さらに、例示するように、
複数の形状変化を有するものを含む相補的な非平面の嵌合表面は、連結中、嵌合端部間の
横方向の移動（たとえば揺動またはシフト移動）を抑えるまたは阻止することができ、そ
れによってそのような端部間の流体の入り込みを抑えるまたは阻止する。
【００３７】
　いくつかの実施形態では、雄型ルアーコネクタおよび雌型コネクタのそれぞれの接触す
る端部のいずれかまたは両方は、圧縮可能な弾性材料を含むことができる。端部同士が一
緒になるとき、そのいずれかまたは両方を圧縮させることができ、それによって接触をさ
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らに締め付け、端部間の間隙を減少させて、これらの嵌合する構造間の流体侵入をさらに
抑えるまたは阻止する。弾性材料は、コーティングまたはオーバーモールドプロセス、弾
性収縮または後退力、接着剤、溶剤接合などによるものなどを含む、数多くの方法で端部
に施与されまたは配置され得る。
【００３８】
　ルアー先端部シール１１９が、図５、図７、および図９に例示するように、ルアー先端
部１２２の内部に配設され得る。例示する実施形態では、ルアー先端部シール１１９は、
雄型ハウジング１２３と弁部材１１６の間に配設されて、閉位置において弁部材１１６と
ルアー先端部シール１１９の間にシールを形成する。いくつかの実施形態では、弁部材１
１６とルアー先端部シール１１９の間の締まりばめは、流体がルアー先端部１２２から流
出することを阻止する。ルアー先端部シール１１９は、以下で論じるように、シールを形
成することを助ける弾性材料から作製され得る。いくつかの実施形態では、ルアー先端部
シール１１９の内面は、ルアー先端部シール１１９の嵌合表面１７６に向かって直径を低
減させて先細にされ得る。弁部材１１６の端部もまた、弁部材１１６の嵌合表面１４６に
向かって直径を低減させて先細にされ得る。ルアー先端部シール１１９および弁部材１１
６のほぼ合致された先細表面は、雄型コネクタ１００の耐漏出または漏出の無い閉鎖をも
たらす上で助けとなることができる。いくつかの実施形態では、弁部材１１６の嵌合表面
１４６の固有の外径または断面を、ルアー先端部シール１１９の固有の内径または断面よ
りわずかに大きくして、これらの間の間隙をさらに減少させまたは解消し、これらの間の
封止効果を向上させることができる。
【００３９】
　図３に例示する雄型コネクタ１００の実施形態に示すように、弁部材１１６の嵌合表面
１４６は、雄型コネクタ１００が閉位置にあるときにルアー先端部１２２にわたって概ね
同一平面上で配設される。いくつかの実施形態では、例示するように、弁部材１１６の嵌
合表面１４６は、連結と連結の間または連結前に拭き取ることができる（たとえば、殺菌
剤施与器具を用いた、拭き取る、回転する、および／または拭う動作によって洗浄可能で
ある）。嵌合表面は、例示するように、臨床的に必要である程度まで病原菌または破片を
効果的に殺すまたは除去するための殺菌施与器具との効果的な動作接触を妨げるまたは過
度に干渉するであろう大きな間隙、へこみ、開口部、突起部を有することはできない。い
くつかの実施形態では、弁部材１１６の嵌合表面１４６は、雄型コネクタ１００が閉位置
にあるときにルアー先端部１２２の嵌合表面１２８をさらに超えて延びるように構成され
得る。いくつかの実施形態では、弁部材１１６の嵌合表面１４６は、ルアー先端部１２２
内に埋め込まれ得る。
【００４０】
　雄型コネクタ１００は、第２のまたは開位置に操作され得る。開位置では、弁部材１１
６は、ルアー先端部１２２から後退させることができ、それによって弁部材１１６内の流
体がポート１６２から閉鎖端部１４４周りに出ることを可能にする。以下でより詳細に説
明するように、流体は、雄型コネクタ１００が開構成にあるとき、第２の端部１１４のル
アーレセプタクルから進んで雄型コネクタ１００の内部を通り、弁部材１１６を出ること
ができる。流体は、次いで、以下で論じるように雌型コネクタ４００の流体導管４８０に
入ることができる。閉じられたとき、流体は、通常の作動状態下で雄型コネクタ１００を
通過することが妨げられまたは遮断される。
【００４１】
　付勢部材が、弾性部材１１８の形態で設けられ得る。弾性部材１１８は、弾性的に変形
する材料から構築され得る。したがって、いくつかの実施形態では、雄型ハウジング１２
３は、雄型コネクタ１００が開位置に移動されたときに弾性部材１１８によって弁部材１
１６に結合されたままになることができる。例示する実施形態では、雄型ハウジング１２
３および弁部材１１６の相対位置における変化が、弾性部材１１８の少なくとも一部分を
延ばすことができる。その結果、弾性部材１１８は、雄型ハウジング１２３および弁部材
１１６上に、雄型コネクタ１００を閉状態に戻す方向に付勢される閉鎖力を及ぼす。弾性
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部材１１８が担持する張力の量は、雄型ハウジング１２３および弁部材１１６が分離され
る距離を変化させることによって、弾性部材１１８の厚さを増大させることによって、か
つ／または異なる弾性特性を有するさまざまな材料から弾性部材１１８を構築することに
よって調整され得る。いくつかの実施形態では、雄型コネクタ１００を開くために必要と
される力は、偶発的または意図的でない開放を防止するために適切で確実なシールを生み
出すのに十分な大きさになるように構成される。いくつかの実施形態では、コネクタを開
く難しさは、弾性部材１１８が担持する張力によって少なくとも部分的に制御される。い
くつかの実施形態では、付勢部材１１８は、ばねまたは他の弾力性または弾性の圧縮可能
なまたは膨張部材として構成され、弁部材１１６を閉位置に付勢させるために雄型ハウジ
ング１２３の内側に配置することができる。雄型コネクタ１００の開位置への移動は、そ
のような付勢部材を圧縮させることができ、雄型コネクタ１００の閉位置への移動は、付
勢部材が膨張することを可能にすることができる。
【００４２】
　図６～図１１は、第１のまたは閉位置にある雄型コネクタ１００を示している。これら
の図に見ることができるように、弁部材１１６は、支柱１５０などの少なくとも１つの作
動部材を備えることができる。例示する実施形態では、弁部材１１６は、２本の支柱１５
０を備える。いくつかの実施形態では、弁部材１１６は、３本以上の支柱１５０を備える
ことができる。いくつかの実施形態では、各支柱１５０は、弁部材１１６の大体中央から
雄型コネクタ１００の第１の端部１１２に向かって延びることができる。支柱１５０は、
図示するように、ルアー先端部１２２周り、ただし雄型ハウジング１２３内に位置するこ
とができる。支柱１５０は、雌ねじ１２６の内径内に位置することができる。いくつかの
実施形態では、支柱１５０は、ルアー先端部１２２と係合するときに雄型ルアーレセプタ
クルの少なくとも一部分と接触するように配置され得る。
【００４３】
　図３を参照すると、弾性部材１１８は、少なくとも第１のリング１７４および少なくと
も１つの固定リング１７２を備えることができる。いくつかの実施形態では、弾性部材１
１８は、２つ以上のリング１７４または２つ以上の固定リング１７２を備えることができ
る。第１のリング１７４は、雄型ハウジング１２３の外面内のへこんだ溝１４８内に第１
の端部１１２に向かって配設され得る。弾性部材１１８は、雄型ハウジング１２３および
弁部材１１６の相対位置の変化によって力が弾性部材１１８上に及ぼされたときに第１の
リング１７４を所定位置に保つように、雄型ハウジング１２３の周りにおいて十分緊密と
することができる。コネクタのいくつかの実施形態では、１つの固定リングまたは複数の
固定リング１７２は、参照によって本明細書に全体的に組み込まれる、米国特許出願公開
第２００８／０２８７９２０号に開示されたように、さまざまなパターンで弁部材１１６
の周りに配設され得る。
【００４４】
　図７に例示するように、通路１５６は、弁部材１１６の一部分を通って第１の端部１１
２近くに延びることができる。通路１５６は、例示する実施形態に示すように円形の断面
とすることができ、または通路１５６は、他の断面の幾何学形状を有することができる。
通路１５６は、第１の端部１１２近くに少なくとも１つのポート１６２を有することがで
きる。例示する実施形態では、２つのポート１６２が、弁部材１１６の両側に位置し、円
形であるが、他の場所および形状を使用することもできる。
【００４５】
　図７に例示する実施形態では、雄型コネクタ１００は閉位置にあり、弁部材１１６およ
び雄型ハウジング１２３の相対位置が、通路１５６とルアーレシーバ１５８の間に配設さ
れたチャンバを作り出すことができる。チャンバ１５４は、通路１５６と流体連通するこ
とができる。チャンバ１５４は、例示するように通路１５６より広くすることができる。
いくつかの実施形態では、チャンバ１５４は、通路１５６と概ね同じ直径を有することが
できる。いくつかの実施形態では、チャンバ１５４は、通路１５６と比較してこれより小
さい直径を有することができる。チャンバ１５４はまた、任意の他の適切な形状の非円形
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断面を備えて構成され得る。チャンバ１５４は、雄型ハウジング１２３の第２の端部１１
４に向かう端部上でプランジャ１７０によって境界付けられ得る。
【００４６】
　プランジャ１７０は、弁部材１１６に向かって延びる端部キャップ１３０の一部分とす
ることができる。プランジャ１７０は、これを通る導管１９４を有することができる。導
管１９４は、チャンバ１５４をルアーレシーバ１５８と流体連通させることができる。プ
ランジャ１７０は、図示するように、チャンバ１５４の一方の端部をほぼ閉じるのに十分
な外側寸法を有することができる。例示する実施形態では、プランジャ１７０は、チャン
バ１５４の幾何学形状と合致するように円形にすることができるが、適宜、他の幾何学的
形状を使用することもできる。
【００４７】
　プランジャ１７０は、チャンバ１５４を作り出す弁部材１１６の壁の内側寸法に相当す
るが、部品間の相対移動を可能にするためにそのような壁とは接触しない外側寸法を有す
ることができる。流体がプランジャ１７０を過ぎて逃げることを阻止するために、Ｏリン
グ１６０などのシールが、プランジャ１７０の後方の溝１６９内に配設され得る。Ｏリン
グ１６０は、図示するように弁部材１１６の壁と接触して、流体がチャンバ１５４から流
出することを阻止することができる。いくつかの実施形態では、プランジャ１７０は、端
部キャップ１３０の一部分である。端部キャップ１３０は、超音波溶接、接着剤、または
結合のための任意の他の適切な方法によって雄型ハウジング１２３に固定され得る。例示
する実施形態では、端部キャップ１３０は、超音波溶接部１３１によって雄型ハウジング
１２３に結合される。１つのそのような溶接部１３１は、図示するようにほぼ三角形の形
状を有するが、他の形状も可能である。したがって、プランジャ１７０は、雄型ハウジン
グ１２３に対して固定位置になると考えられ得る。いくつかの実施形態では、プランジャ
１７０は、雄型ハウジング１２３と単一構造でまたは一体的に形成され、端部キャップ１
３０は、超音波溶接などによって雄型ハウジング１２３に適切に取り付けられた別個の部
分である。いくつかの実施形態では、第２のキャップ部品１３４は、雄型ハウジング１２
３と一体的にまたは単一構造で形成され得る。しかし、以下でより詳細に説明するように
、第１のキャップ部品１３２はまた、第２のキャップ部品１３４または雄型ハウジング１
２３と比べ、別個に形成され得る。
【００４８】
　図７に示すように、流体は、ルアーレシーバ１５８内に流れ、導管１９４へと進むこと
ができる。導管１９４から、流体はチャンバ１５４に進み、チャンバ１５４から通路１５
６内に入ることができる。例示する実施形態に示すように、雄型コネクタ１００が閉位置
にあるとき、弁部材１１６の弁閉鎖端部１４４は、ルアー先端部１２２内の穴を封止する
ことができ、流体がルアー先端部１２２の端部から出て行くことを防止する。ただし、流
体は通常、弁部材１１６内のポート１６２を通って通路１５６を出ることができる。流体
は、ルアー先端部１２２の内部に残留する可能性があるが、ルアー先端部シール１１９に
よってルアー先端部１２２から流出することが防止され、封止部材１２０によって、弁部
材１１６の外側で第２の端部１１４に向かって逆流することが防止され得る。したがって
、雄型コネクタ１００が、例示するように閉位置にあるとき、通常、ルアーレシーバ１５
８とルアー先端部１２２の内部との間に流体連通が存在することができるが、このとき流
体が雄型コネクタ１００の第１の端部１１２を出ることは可能にしない。
【００４９】
　雄型コネクタ１００は、雌型コネクタ４００と嵌合されたときに開構成に変更され得る
。雌型コネクタ４００の第１の端部４０２が雄型コネクタ１００の第１の端部１１２と係
合されたとき、雌型コネクタ４００の結合部分４４６は、雄型コネクタ１００のシュラウ
ド１２４に係合することができる。ルアー先端部１２２は、雌型コネクタ４００内へと少
なくとも部分的に前進し、雌型コネクタ４００内の流体導管４８０は、弁部材１１６に係
合して、弁部材１１６を雄型コネクタ１００の第２の端部１１４に向かって押し出す。雄
型コネクタ１００および雌型コネクタ４００の連結は、以下でさらに詳細に説明される。
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【００５０】
　いくつかの実施形態では、弁部材１１６が第２の端部１１４に向かって変位されたとき
、弁閉鎖端部１４４（図７および図９を参照されたい）は、ルアー先端部１２２から分離
して、ポート１６２をルアー先端部シール１１９から引き下げる。したがって、流体は閉
鎖端部１４４周りを、そして結合された雌型コネクタ４００内に流れることができる。封
止部材１２０は、流体がルアー先端部１２２の内部を出て雄型コネクタ１００の第２の端
部１１４に向かうことを阻止することができる。したがって、開位置では、流体は、ルア
ーレシーバ１５８から進み、導管１９４、チャンバ１５４、通路１５６、弁部材１１６内
の１つのポートまたは複数のポート１６２を通ってルアー先端部１２２の内部に、そして
雌型コネクタ４００内のポート内に入ることができる。
【００５１】
　例示する実施形態で見ることができるように、弁部材１１６は、雄型コネクタ１００の
第２の端部１１４に向かって、端部キャップ１３０のより近くに変位させることができる
。したがって、通路１５６の末端部を含む弁部材１１６の壁部分は、端部キャップ１３０
のプランジャ１７０部分のより近くに配置される。チャンバ１５４の容積は、雄型コネク
タ１００が開位置にあるときは低減され得る。
【００５２】
　これに対応して、雄型コネクタ１００が開位置から閉位置に変化するとき、チャンバ１
５４の容積は、弁部材１１６が雄型コネクタ１００の第１の端部１１２に向かってシフト
移動するにつれて増大することができる。チャンバ１５４の容積が増大するとき、弁部材
１１６の弁閉鎖端部１４４は、第１の端部１１２に向かって前進して、ルアー先端部１２
２内の穴を封止する。追加の流体が、ルアーレシーバ１５８を通って雄型コネクタ１００
内に導入されない場合、ルアー先端部１２２内に存在する流体は、チャンバ１５４の容積
が増大するときに作り出された真空効果によって、ポート１６２を通り、通路１５６を通
ってチャンバ１５４へと引き戻され得る。いくつかの実施形態では、弁閉鎖端部１４４が
穴内の所定位置に移動するとき、流体がルアー先端部１２２内の穴から出ることを阻止す
ることができるが、これは、その代わりに流体をチャンバ１５４に引き戻すことができる
ためである。いくつかの実施形態では、弁部材１１６の嵌合表面１４６近くの流体は、弁
部材１１６が雄型ハウジング１２３の第１の端部１１２に向かって移動するときに嵌合表
面１４６近くに留まるのではなく、雄型コネクタ１００の内部に移動するように促され、
それによって嵌合表面１４６を流体にさらす可能性を低減する。
【００５３】
　しかし、追加の流体が、ルアーレシーバ１５８を通って雄型コネクタ１００内に依然と
して導入されている場合、追加の流体は、チャンバ１５４まで前進し、弁部材１１６が第
１の端部１１２に向かって移動してルアー先端部１２２を閉じたときにそこに集まること
ができる。この場合、ルアー先端部シール１１９がルアー先端部１２２を封止しているた
め、新しく導入された流体からの圧力によって流体がルアー先端部１２２から強制流出す
ることを阻止することができる。したがって、雌型コネクタ４００が雄型コネクタ１００
の第１の端部１１２と結合される間、流体の流れは、雄型コネクタ１００を通ることがで
きるが、雌型コネクタ４００が係合解除されている間、また雌型コネクタ４００が結合解
除された後は阻止され得る。
【００５４】
　いくつかの実施形態では、特定の薬が皮膚に接触するまたは吸い込まれることを阻止す
ることが望ましい。したがって、雄型コネクタ１００は、有利には、これが雌型コネクタ
４００または他の連結部から結合解除されているときにルアー先端部１２２上の残余流体
をほぼ解消しながら、流体を雄型コネクタ１００内に保持する上で助けとなる。結合解除
後に残余流体がルアー先端部１２２上に残る可能性を低減した結果、ユーザまたは患者が
毒性の薬にさらされる機会がそれに対応して低減される。
【００５５】
　図１１～図１５は、図３に示す閉鎖可能な雄型コネクタ１００の実施形態の弁部材１１
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６、弾性部材１１８、封止部材１２０、ルアー先端部シール１１９、および第１のキャッ
プ部品１３２それぞれの斜視図である。先に論じたように、弾性部材１１８は、雄型ハウ
ジング１２３の溝１４８内に配設される第１のリング１７４を有することができる。弾性
部材は、第２の端部１１４に向かって延びることができる。弁部材１１６は、弾性部材１
１８を支持するための外方向に延びる複数の突起部を有することができる。特に、図１０
を参照すると、弁部材１１６は、複数の（たとえば４つの）切欠フランジ１６８を備える
ことができる。（図１２に示す）固定リング１７２は、弁部材１１６の周りに固定され、
切欠フランジ１６８によって所定位置に保持され得る。しかし、弁部材１１６は、切欠フ
ランジ１６８に加えてまたは代替的に任意の数のフランジを備えて、弾性部材１１８また
は弾性部材１１８の固定リング１７２を弁部材１１６に固定することができる。例示する
実施形態では、切欠フランジ１６８の内面１６８ａは、弾性部材１１８のバンド１２９６
が弁部材１１６に対して横方向に摺動することを防止するためにバンド１２９６に対する
横方向の支持をもたらすことができる。加えて、切欠フランジ１６８の後表面１６８ｂは
、弾性部材１１８の固定リング１７２が弁部材１１６の嵌合表面１４６の方向に軸方向に
摺動することを防止することができる。他の実施形態では、弾性部材１１８は、２つもし
くはそれ以上、または本質的には任意の数のリングまたはバンドを備えることができる。
【００５６】
　加えて、図１１を参照すると、ポート１６２の１つまたは複数は、嵌合表面１４６近く
、または封止部材１２０の前の、嵌合表面１４６から実用的である限り後方に位置するこ
とができる。ポート１６２は、例示するように円形とすることができ、または他の形状を
有することができる。雄型コネクタ１００は、雌型コネクタ４００と嵌合係合で置かれた
ときに開かれるように適合され得る。たとえば、雌型コネクタ４００は、それだけに限定
されないが、相補表面、スパイクまたは弁閉鎖面１４４に係合して雄型コネクタ１００を
開くことができる他の突起部などの係合部材を含むことができる。いくつかの実施形態で
は、手動作動されるスライダまたはボタンが、雄型コネクタ１００を開くように適切に構
成され得る。支柱１５０が、弁部材１１６の第１の端部１１２に向かって延びて示されて
いる。１本または２本、またはそれ以上の支柱１５０が存在することができる。いくつか
の実施形態では、雄型コネクタ１００は支柱１５０を含まない。
【００５７】
　ここで図１３に移れば、封止部材１２０が、より詳細に説明される。いくつかの実施形
態では、封止部材１２０は、ほぼ円筒状であり、その中を延びる孔１８０を有する。いく
つかの実施形態では、封止部材１２０は、さらに、円筒状部分の側壁から延びる略矩形の
突起部１８２の対を正反対の位置に備える。突起部１８２は異なる形状および／または位
置を有することができる。封止部材１２０はまた、より大きい直径を有する両方の端部の
２つのリング１８６によって取り囲まれた全体的により小さい直径の中央部分１８４を有
することもできる。
【００５８】
　封止部材１２０は、いくつかの異なる材料から構築され得る。いくつかの実施形態では
、封止部材１２０は、シリコンベースの変形可能な材料から作製される。シリコンベース
の変形可能な材料は、とりわけ、プラスチックおよび他の剛性ポリマー材料と共に概ね流
体密封性の閉鎖部を形成するものである。いくつかの実施形態では、封止部材１２０は、
弾性部材１１８とほぼ同じ材料から作製され得る。
【００５９】
　図１４を参照すると、ルアー先端部シール１１９は、ルアー先端部シール１１９の長手
方向軸に沿って延びる開口部１７８を備えたほぼ円筒状のものとすることができる。例示
する実施形態では、ルアー先端部シール１１９の嵌合表面１７６の反対側の内側縁は、面
取りされたまたは先細の縁１７９を有する。たとえば、例示するように、縁１７９は、シ
ール１１９の近位端部から遠位方向に離間された位置より、シール１１９の近位端部近く
の方により大きい直径または断面を有することができ、それにより、シール１１９の壁は
、近位領域内より遠位領域内の方がより厚くなる。いくつかの実施形態では、例示するよ
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うに、シール１１９の外径または断面は、シール１１９の長さ（たとえば遠位から近位面
の距離）に対して概ね類似するサイズである。ルアー先端部シール１１９は、いくつかの
異なる材料から構築され得る。いくつかの実施形態では、ルアー先端部シール１１９は、
シリコンベースの変形可能な材料から作製され得る。シリコンベースの変形可能な材料は
、とりわけ、プラスチックおよび他の剛性ポリマー材料と共にほぼ流体密封性の閉鎖部を
形成するものである。いくつかの実施形態では、ルアー先端部シール１１９は、弾性部材
１１８とほぼ同じ材料から作製され得る。
【００６０】
　図１５および図１６を参照すると、第１のキャップ部品１３２は、雄型ハウジング１２
３の第２の端部１１４の一部分を覆い、いくつかの実施形態では、封止するように形成さ
れ構成されたカバリング部分１９２を有することができる。ルアーレシーバ１５８は、カ
バリング部分１９２から外方に延びることができる。ルアーレシーバ１５８は、ルアーデ
バイス向けのＡＮＳＩ規格に準拠する雄型ルアー部分（たとえば図２０Ａを参照されたい
）と結合するように適切にサイズ設定され得る。ルアーレシーバ１５８は、図示するよう
に、雄型ルアー部分と係合するための雄ねじ１３６を有することができる。いくつかの実
施形態では、隆起したタブまたは他の突起部が、雄型ルアー部分に係合するために使用さ
れ得る。
【００６１】
　いくつかの実施形態では、プランジャ１７０は、第１のキャップ部品１３２の一部分の
、カバリング部分１９２とは概ね反対側の領域にある。プランジャ１７０は、弁部材１１
６内でチャンバ１５４をほぼ封止するようにサイズ設定され構成され得る。カバリング部
分１９２とプランジャ１７０の間のへこみまたは長穴１６９は、Ｏリング１６０などのシ
ールを収容するようにサイズ設定され形成され得る。加えて、図１５および図１６に例示
するものなどいくつかの実施形態では、第１のキャップ部品１３２は、外面２００から外
方向に径方向に突起する（これもまた本明細書では係止要素または係合表面と称される）
突起部またはタブ１９８の対を備えることができる。いくつかの実施形態では、第１のキ
ャップ部品１３２は、互いに正反対になるように配置されたタブ１９８の対を備えること
ができる。いくつかの実施形態では、第１のキャップ部品１３２は、表面２００から突起
するタブ１９８を１つだけ備えることができる。いくつかの実施形態では、第１のキャッ
プ部品１３２は、表面２００から突起する３つ以上のタブ１９８を備えることができる。
以下でより詳細に説明するように、タブ１９８は、第２のキャップ部品１３４上の相補的
なタブまたは突起部と係合または相互係止して、図４または図９に示すように、第１のキ
ャップ部品１３２が第２のキャップ部品１３４に対して回転することを、その部品が互い
に組み付けられたときに少なくとも一時的に防止することができる。
【００６２】
　加えて、第１のキャップ部品１３２は環状溝２０２を含むことができ、この環状溝２０
２は、以下でより詳細に説明するように、第２のキャップ部品１３４上の相補的な機構と
相互作用して第２のキャップ部品１３４に対する第１のキャップ部品１３２の移動を軸方
向に抑止することができる。さらに、図１６に例示するように、第１のキャップ部品１３
２はまた、環状溝２０２とプランジャ１７０の間にいずれも配置された、角度付けされた
または先細にされた表面２０４および丸められた表面２０６を含むこともできる。以下で
より詳細に説明するように、角度付けされたまたは先細にされた表面２０４および丸めら
れた表面２０６は、第１のキャップ部品１３２と第２のキャップ部品１３４の結合または
組み付けを容易にすることができる。いくつかの実施形態では、第１のキャップ部品１３
２は、角度付けされたまたは先細にされた表面２０４だけまたは丸められた表面２０６だ
けを含むことができる。他の実施形態では、第１のキャップ部品１３２は、これらの２つ
の機構のいずれも含まないように構成され得る。いくつかの実施形態では、第１のキャッ
プ部品１３２および／または第２のキャップ部品１３４は、第１のキャップ部品１３２お
よび第２のキャップ部品１３４の結合を容易にするのに、またはこれから論じるように、
第１のキャップ部品１３２を第２のキャップ部品１３４に対して回転させることを容易に
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するのに適した任意の機構、潤滑剤、または材料を含むことができる。
【００６３】
　例示する実施形態では、タブ１９８は、ほぼ矩形の断面である。しかし、タブ１９８の
幾何学的形状はそのように限定されない。タブ１９８は、それだけに限定されないが、四
角形、円形、または卵型の幾何学的形状などの任意の適切なまたは望まれる断面の幾何学
的形状を含むことができる。いくつかの実施形態では、たとえば、各々が円形断面を画定
する複数のタブ１９８が、第１のキャップ部品１３２の側部に沿って線形に配置され得る
。
【００６４】
　図１６～図１７を参照すると、第２のキャップ部品１３４は、（本明細書では、係止要
素または係合表面とも称される）突起部またはタブ２０８の配列を含むことができ、この
突起部またはタブ２０８は、いくつかの実施形態では、第２のキャップ部品１３４の内面
２１０から径方向に内方向に突起し、それによってくぼみまたはチャネル２０９の放射状
配列を作り出す。図１６を参照すると、第１のキャップ部品１３２は第２のキャップ部品
１３４と組み付けることができ、それにより、第１のキャップ部品１３２上に形成された
１つまたは複数のタブの各々は、第２のキャップ部品１３４上に形成された複数のタブ２
０８の各々間のくぼみまたはチャネル２０９の１つまたは複数内に配置される。したがっ
て、１つまたは複数のタブ１９８の各々は、第１のキャップ部品１３２の表面２００上に
形成された１つまたは複数のタブ１９８の各々の大体の幅（図１６では「Ｗ１」によって
表す）が、第２のキャップ部品１３４上に形成されたタブ２０８の各々間のくぼみまたは
チャネル２０９の大体の幅（図１８では「Ｗ２」によって表す）より小さくなるようにサ
イズ設定され構成され得る。
【００６５】
　例示する実施形態では、タブ２０８は、ほぼ矩形の断面である。しかし、タブ２０８の
幾何学的形状はそのように限定されない。タブ２０８は、それだけに限定されないが、四
角形、円形、または卵形の幾何学的形状などの任意の適切なまたは望まれる断面形状を含
むことができる。
【００６６】
　加えて、第１のキャップ部品１３２上の１つまたは複数のタブ１９８の各々は、第２の
キャップ部品１３４上の複数のタブ２０８のいずれかがせん断されるまたは折れる前に、
せん断されるまたは折れるように構成され得る。したがって、いくつかの実施形態では、
第１のキャップ部品１３２上の１つまたは複数のタブ１９８の各々は、各々のタブ１９８
をせん断してまたは折って第１のキャップ部品１３２上の表面２００から外すために必要
とされる力またはトルクの最小の大体の量が、タブ２０８のいずれかをせん断してまたは
折って第２のキャップ部品１３４の内側表面２１０から外すために必要とされる力の最小
の大体の量より小さくなるように構成され得る。いくつかの実施形態では、各々のタブ１
９８をせん断してまたは折って第１のキャップ部品１３２上の表面２００から外すために
必要とされる力の最小量は、タブ２０８のいずれかをせん断してまたは折って第２のキャ
ップ部品１３４の内側表面２１０から外すために必要とされる力の最小量よりかなり小さ
くなることができる。
【００６７】
　いくつかの実施形態では、せん断されるまたは折れるように構成されたタブまたは突起
部は、上記で説明したように第１のキャップ部品１３２上に形成されるのではなく、第２
のキャップ部品１３４上に形成され得る。換言すれば、いくつかの実施形態では、第２の
キャップ部品１３４上に形成された１つまたは複数のタブは、上記で説明したタブ１９８
の任意のものと同じようにサイズ設定するかつ／または構成することができ、第１のキャ
ップ部品１３２上に形成された１つまたは複数のタブは、本明細書において説明したタブ
２０８の任意のものと同じようにサイズ設定するかつ／または構成することができ、それ
により、第２のキャップ部品１３４上に形成されたタブは、第１のキャップ部品１３２上
に形成されたタブのいずれかよりも前にせん断されるまたは折れるようになる。いくつか
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の実施形態では、上記で説明したタブ２０８内のタブ１９８の構成は、概ね逆転させるこ
とができる。通常、他の相補的係合表面が使用されてよい。例示する実施形態では、部品
の各々は、径方向に突出するタブを含む。いくつかの実施形態では、部品の一方または他
方は、径方向に突起するタブを収容するための適切にサイズ設定された長穴を含むことが
できる。
【００６８】
　いくつかの実施形態では、各タブ１９８をせん断してまたは折って第１のキャップ部品
１３２上の表面２００から外すために必要とされる力の最小の大体の量は、タブ２０８の
各々をせん断してまたは折って第２のキャップ部品１３４の内側表面２１０から外すため
に必要とされる力の大体の最小量の約３分の１以下とすることができる。いくつかの実施
形態では、各タブ１９８をせん断してまたは折って第１のキャップ部品１３２上の表面２
００から外すために必要とされる力の大体の最小量は、タブ２０８のいずれかをせん断し
てまたは折って第２のキャップ部品１３４の内面２１０から外すために必要とされる力の
最小の大体の量の凡そ３分の１から２分の１の間とすることができる。
【００６９】
　２つのタブ１９８が表面２００上に形成される例示する実施形態では、２つのタブ１９
８をせん断するまたは折って第１のキャップ部品１３２上の表面２００から外すために必
要とされるトルクの量は、凡そ４ｉｎ－ｌｂｓ．またはそれ以上とすることができる。い
くつかの実施形態では、２つのタブ１９８の両方をせん断してまたは折って第１のキャッ
プ部品１３２上の表面２００から外すために必要とされるトルクの量は、凡そ３ｉｎ－ｌ
ｂｓ．またはそれ以上とすることができる。いくつかの実施形態では、２つのタブ１９８
の両方をせん断してまたは折って第１のキャップ部品１３２上の表面２００から外すため
に必要とされるトルクの量は、凡そ５ｉｎ－ｌｂｓ．またはそれ以上とすることができる
。
【００７０】
　図１６を参照すると、タブ１９８の各々の断面積は、第１のキャップ部品１３２の表面
２００にある１つまたは複数のタブ１９８の各々の大体の長さ（図１６では「Ｌ１」によ
って表す）および大体の幅（図１６では「Ｗ１」によって表す）に基づくことができる。
タブ１９８は、タブ１９８の長さＬ１を表面２００の円周でかけることによって算出され
た表面２００周りの帯域をもたらすために使用され得る。いくつかの実施形態では、１つ
または複数のタブ１９８の各々が、所望のレベルのトルクに到達したときにせん断されて
第１のキャップ部品１３２の表面２００から外れるように構成される場合、タブ１９８の
総断面積は、表面２００周りの帯域よりかなり小さくなることができる。
【００７１】
　いくつかの実施形態では、１つまたは複数のタブ１９８のすべての総断面積の、１つま
たは複数のタブ１９８の各々をその上に形成するまたは取り付けることができる第１のキ
ャップ部品１３２の表面２００の外径（図１６の「Ｄ１」によって表す）の値に対する比
は、凡そ１対４６、またはそれ以上とすることができる。タブ１９８の各々の断面積は、
１つまたは複数のタブ１９８の各々が、所望のレベルのトルクに到達したときにせん断さ
れて表面２００から外れる結果をもたらすのに適した任意の値とすることができる。たと
えば、いくつかの実施形態では、この比は、凡そ１対６０から凡そ１対３０の間とするこ
とができる。いくつかの実施形態では、この比は、凡そ１対５０から凡そ１対４０の間と
することができる。
【００７２】
　いくつかの実施形態では、例示する実施形態のように、１つまたは複数のタブ１９８の
各々が、所望のレベルのトルクに達したときにせん断されて第１のキャップ部品１３２の
表面２００から外れるように構成される場合、１つまたは複数のタブ１９８の各々の幅Ｗ
１は、１つまたは複数のタブ１９８の各々をその上に形成するまたは取り付けることがで
きる第１のキャップ部品１３２の表面２００の外径Ｄ１よりかなり小さくすることができ
る。タブ１９８の各々の幅Ｗ１は、１つまたは複数のタブ１９８が、所望のレベルのトル
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クに到達したときにせん断されて表面２００から外れる結果をもたらすのに適した任意の
値とすることができる。たとえば、１つまたは複数のタブ１９８は、プランジャ１７０お
よび／またはルアーレシーバ１５８内の流体開口部の直径に相当するまたはこれより小さ
いサイズとすることができる。いくつかの実施形態では、タブ１９８の総幅の外径Ｄ１に
対する比は、凡そ１対１５またはそれ以上とすることができる。いくつかの実施形態では
、この比は、凡そ１対２５から凡そ１対１０の間とすることができる。いくつかの実施形
態では、この比は、凡そ１対１６から凡そ１対１３の間とすることができる。いくつかの
実施形態では、複数のタブ１９８を使用することができ、この場合、各タブの幅Ｗ１は異
なるが、総幅は、タブをせん断するための所望のレベルのトルクに到達するように算出さ
れる。
【００７３】
　同様に、いくつかの実施形態では、例示する実施形態のように、１つまたは複数のタブ
１９８の各々が、所望のレベルのトルクに到達したときにせん断されて第１のキャップ部
品１３２の表面２００から外れるように構成される場合、１つまたは複数のタブ１９８の
各々の長さＬ１は、１つまたは複数のタブ１９８の各々をその上に形成するまたは取り付
けることができる第１のキャップ部品１３２の表面２００の外径Ｄ１よりかなり小さくす
ることができる。タブ１９８の各々の長さＬ１は、１つまたは複数のタブ１９８の各々が
、所望のレベルのトルクに到達したときにせん断されて表面２００から外れる結果をもた
らすのに適した任意の値とすることができる。いくつかの実施形態では、タブ１９８の総
長さの、外径Ｄ１に対する比は、凡そ１対４またはそれ以上とすることができる。いくつ
かの実施形態では、この比は、凡そ１対１０から凡そ１対２の間とすることができる。い
くつかの実施形態では、この比は、凡そ１対５から凡そ１対３の間とすることができる。
いくつかの実施形態では、複数のタブ１９８を使用することができ、この場合各タブの幅
Ｗ１は異なるが、総幅は、タブをせん断するための所望のレベルのトルクに到達するよう
に算出される。
【００７４】
　いくつかの実施形態では、１つまたは複数のタブ１９８は、１つまたは複数のタブ１９
８が、タブ２０８の前にせん断されるまたは折れることを確実にするために、１つまたは
複数のタブ１９８の各々の大体の幅Ｗ１が、第２のキャップ部品１３４の内側部表面２１
０上に形成された複数のタブ２０８の１つまたは複数の大体の幅（図１８に「Ｗ３」によ
って表す）よりかなり小さくなり得るように構成され得る。したがって、いくつかの実施
形態では、１つまたは複数のタブ１９８の各々の大体の幅Ｗ１は、複数のタブ２０８の各
々の大体の幅Ｗ３の凡そ３分の１またはそれ以下から凡そ２分の１またはそれ以下の間と
することができる。さらに、いくつかの実施形態では、第１のキャップ部品１３２上のタ
ブ１９８より多くのタブ２０８が第２のキャップ部品１３４上に存在し、それによって第
２のキャップ部品１３４上のより多い数のタブ２０８をせん断するにはより大きいトルク
を必要とする。
【００７５】
　いくつかの実施形態では、１つまたは複数のタブ１９８の各々を形成するために選択さ
れた材料は、１つまたは複数のタブ２０８の各々を形成するように選択された材料と比較
して、同じまたは異なることができる。タブ１９８、２０８を形成するために選択される
材料の強度は、タブ１９８、２０８をせん断するために必要とされるトルクの量に影響を
与えることができる。したがって、いくつかの実施形態では、せん断されることが望まれ
るタブ１９８、２０８は、無傷のままでいることが望まれるタブ１９８、２０８を形成す
るために使用される材料と比較して、より脆弱な、より軟質な、またはより低いデュロメ
ータ材料から形成され得る。たとえば、例示する実施形態では、タブ１９８は、第１のキ
ャップ部品１３２と第２のキャップ部品１３４の間の所望のレベルのトルクが達成された
ときにせん断されて第１のキャップ部品１３２上の表面２００から外れることが望まれる
。したがって、例示する実施形態では、タブ１９８は、タブ２０８の各々を形成するため
に使用される材料と比較してより脆弱な材料から形成され得る。しかし、タブ１９８、２
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０８の断面積もまた、タブ１９８、２０８をせん断するために必要とされるトルクの量に
影響を与えることができるため、タブ１９８、２０８の各々を形成するために選択される
材料は同じにすることができる。
【００７６】
　いくつかの実施形態では、例示する実施形態のように、前述したように、１つまたは複
数のタブ１９８がタブ２０８のいずれかの前にせん断されるまたは折れることを確実にす
ることは、１つまたは複数のタブ１９８の各々の大体の断面積が、１つまたは複数のタブ
１９８の各々に隣接する、故にこれと接触することになるタブ２０８の各々の断面積より
小さくなるように、１つまたは複数のタブ１９８の各々を構成することによっても達成さ
れ得る。図１６を参照すると、タブ１９８の各々の断面積は、１つまたは複数のタブ１９
８の各々の長さ（図１６の「Ｌ１」によって表す）および幅（図１６の「Ｗ１」によって
表す）に基づく。同様に、図１８および図１９を参照すると、タブ２０８の各々の断面積
は、１つまたは複数のタブ２０８の各々の長さ（図１９の「Ｌ２」によって表す）および
幅（図１８の「Ｗ３」によって表す）に基づく。
【００７７】
　いくつかの実施形態では、材料の相違を考慮することなく、１つまたは複数のタブ１９
８が、タブ２０８のいずれかの前にせん断されるように設計される場合、１つまたは複数
のタブ１９８の各々の断面積は、１つまたは複数のタブ２０８の各々の断面積よりかなり
小さくすることができる。１つまたは複数のタブ１９８の各々の断面積の、１つまたは複
数のタブ２０８の各々の断面積に対する比は、１よりかなり小さくすることができる。た
とえば、いくつかの実施形態では、例示する実施形態のように、この比は凡そ１対１４ま
たはそれ以上とすることができる。いくつかの実施形態では、この比は、凡そ１対２５か
ら凡そ１対１０の間とすることができる。いくつかの実施形態では、この比は、凡そ１対
１６から約１対１２の間とすることができる。
【００７８】
　さらに、いくつかの実施形態では、例示する実施形態のように、１つまたは複数のタブ
１９８の各々の大体の長さ（図１６の「Ｌ１」によって表す）は、第２のキャップ部品１
３４の内側表面２１０上に形成された複数のタブ２０８の各々の大体の長さ（図１９の「
Ｌ２」によって表す）よりかなり小さくなる。したがって、いくつかの実施形態では、１
つまたは複数のタブ１９８の各々の大体の長さＬ１は、複数のタブ２０８の各々の大体の
長さＬ２の凡そ３分の１またはそれ以下から凡そ３分の２の間とすることができる。
【００７９】
　いくつかの実施形態では、第２のキャップ部品１３４は、第１のキャップ部品１３２が
第２のキャップ部品１３４に結合されたときに第１のキャップ部品１３２上に形成された
１つまたは複数のタブ１９８の各々を中に挿入することができるくぼみまたはチャネルを
含むことができる。いくつかの実施形態では、第２のキャップ部品１３４上に形成された
くぼみまたはチャネルの数は、第１キャップ部品１３２上に形成されたタブ１９８の数と
等しくなることができる。いくつかの実施形態では、第２のキャップ部品１３４上に形成
されたへこみまたはチャネルの数は、第１のキャップ部品１３２上に形成されたタブ１９
８の数より多くすることができる。
【００８０】
　図２０Ａは、結合される部品２１２の例の側面図であり、結合される部品２１２の雄型
連結部品が、閉鎖可能な雄型コネクタ１００の第１のキャップ部品１３２と部分的にねじ
込み式に係合されることを示している。図２０Ａは、表面２００から径方向に外方向に突
起する１つまたは複数のタブ１９８が折れる前の端部キャップ１３０を例示している。図
２０Ａでは、例となる結合される部品２１２は、シリンジである。しかし、結合される部
品２１２は、雄型連結部品を有する任意の適切なコネクタまたは医療器具とすることがで
きる。その中に例示するように、結合される部品２１２は、第１のキャップ部品１３２と
部分的にだけねじ込み式に係合され、それにより、結合される部品２１２を第１のキャッ
プ部品１３２上にねじ込むことによる第１のキャップ部品１３２上に及ぼされるトルクは
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、第１のキャップ部品１３２によるタブ１９８の各々をせん断するまたは折るために必要
とされる最小閾値トルクより小さくなる。したがって、タブ１９８の各々をせん断するま
たは折るために必要とされる最小閾値トルクに到達するまで、第１のキャップ部品１３２
は、第１のキャップ部品１３２上に形成された１つまたは複数のタブ１９８の各々を、第
２のキャップ部品１３４上に形成された複数のタブ２０８の１つまたは複数に当接させる
ことによって第２のキャップ部品１３４に回転式に固定され得る。
【００８１】
　結合される部品２１２が、第１のキャップ部品１３２とほぼ完全にねじ込み式に係合さ
れたとき、結合される部品２１２をさらに捩じることにより、最終的には第１のキャップ
部品１３２上に、タブ１９８を第１のキャップ部品１３２から折るために必要とされる最
小閾値トルクを超えるトルクが及ぼされる。いくつかの実施形態では、タブ１９８を折る
ために必要とされる最小閾値トルクは、少なくとも凡そ４ｉｎ－ｌｂｓ．のトルクである
。タブ１９８が、第１のキャップ部品１３２から折られると、第１のキャップ部品１３２
は、次いで、第２のキャップ部品１３４内でほぼ自由に回転することができる。しかし、
第１のキャップ部品１３２は、側部表面２０２ｂを環状突起部２１４の側部表面２１４ｂ
に当接させることによってハウジング内に依然として保持され得る。また、Ｏリング１６
０が、第１のキャップ部品１３２が回転できることにも関わらず流体交換を防止すること
ができる。このようにして、雄型コネクタ１００は、結合される部品２１２から容易に連
結解除することが防止されまたは阻止されるが、その理由は、そのような連結解除に必要
とされるトルクが、これらのキャップ部品１３２、１３４を互いから緩めるまたは他の形
で連結解除することなく、単に、第１のキャップ部品１３２を雄型ハウジング１２３およ
び／または第２のキャップ部品１３４に対して回転させるだけであるためである。さらに
、いくつかの実施形態では、結合される部品２１２が取り付けられた後、第１のキャップ
部品１３２上には、ユーザの指が接触する露出された外側表面はほとんどまたは実質的に
は全く存在せず、それによって、第１のキャップ部品１３２および結合される部品２１２
に対して反トルクをかけて連結解除を可能にすることは困難になる。これは、これらの２
つの部品を互いに効果的に「融合」させることができる。
【００８２】
　せん断されるように構成されたタブを使用することを必要とせず、または他の構造およ
び形状を使用することも必要とせずに、第１の段階においてハウジングの端部と結合され
る部品２１２との間のねじ込み可能な連結を可能にし、次いで第２の段階において連結解
除を防止するまたは阻止するために緩むことなく回転を可能にする。コネクタ１００、４
００間の連結解除を阻止するための例示し説明した構造は、単に例であり、数多くの他の
構造および方法もまた、連結解除を阻止するために使用され得る。また、いくつかの実施
形態では、連結解除を阻止する構造またはステップは存在しない。いくつかの実施形態で
は、ハウジングの第１のおよび／または第２の端部は、使用の全段階中、緩むことなくま
たは別の形で連結解除することなくハウジングの別の部分に対して回転することが可能に
される。
【００８３】
　図２０Ｂは、結合される部品２１２の側面図であり、結合される部品２１２の雄型連結
部品が、雄型コネクタ１００の第１のキャップ部品１３２とほぼ完全にねじ込み式に係合
されることを示している。図２０Ｂは、１つまたは複数のタブ１９８’が、ほぼ完全にね
じ込み式に係合された、結合される部品２１２から第１のキャップ部品１３２に伝えられ
た捩じり力に反応して、第２のキャップ部品１３４の内側表面２１０上に形成された複数
のタブ２０８の１つまたは複数によって１つまたは複数のタブ１９８の各々上に及ぼされ
た力から折られた後の第１のキャップ部品１３２を例示している。この時点において、各
タブ１９８’は、第１のキャップ部品１３２の外側表面２００から折れて外れている状態
であり、第１のキャップ部品１３２は、緩むことなく第２のキャップ部品１３４内でほぼ
自由に回転することができる。この配置において雄型ハウジング１２３に対して両回転方
向に、結合された部材２１２に掛けられたいかなるねじり動作も、第１のキャップ部品１
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３２を、結合された部材２１２と一体化して回転させることになる。それによって、結合
された部材２１２が、第１のキャップ部品１３２から抜き出され、または別の形で係合解
除されることが防止される。したがって、このようにして、雄型コネクタ１００は、雄型
コネクタ１００および結合された部材２１２が、ほぼ完全に互いに結合された後、結合さ
れた部材２１２から取り外すまたは係合解除できないように構成される。
【００８４】
　１つまたは複数のタブ１９８’が、第１のキャップ部品１３２からせん断されまたは折
られて外された後、第１のキャップ部品１３２のカバリング部分１９２は、図２０Ｂに示
すように、折られたタブ１９８’の各々が雄型コネクタ１００から落下することを防止す
ることができる。加えて、図７に例示するように、第２のキャップ部品１３４は、折られ
たタブ１９８’が雄型ハウジング１２３の内部空間内に移動することを防止するように構
成され得る。特に、第２のキャップ部品１３４は、折られたタブまたは複数のタブ１９８
’が雄型ハウジング１２３の内部空間内に移動することを防止できる環状の突起部２１４
を含むように構成され得る。
【００８５】
　図２０Ｃは、閉鎖可能な雄型コネクタ１００’の別の実施形態とほぼ完全にねじ込み式
に係合された、結合される部品２１２の例の側面図である。いくつかの実施形態では、閉
鎖可能な雄型コネクタ１００’は、本明細書において説明する閉鎖可能なコネクタ１００
に類似するまたはこれと同一とすることができる。いくつかの実施形態では、第２のキャ
ップ部品１３４’は、タブ２０８’に隣接して環状空間１３８’を含むように構成され得
る。環状空間１３８’は、１つまたは複数のタブ１９８’が、折れて第１のキャップ部品
１３２’から外れたとき、１つまたは複数のタブ１９８’を環状空間１３８’に落下させ
、その中に含むことができるようにサイズ設定され構成され得る。
【００８６】
　いくつかの実施形態では、第１のキャップ部品１３２は、以下で説明するように、第２
のキャップ部品１３４に、故に、雄型コネクタ１００に結合され得る。第２のキャップ部
品１３４が、本明細書において説明する方法の任意のものまたは任意の他の適切な方法に
したがって雄型ハウジング１２３に取り付けられた後、第１のキャップ部品１３２を、次
いで、第２のキャップ部品１３４と同軸に位置合わせすることができ、また回転式に位置
合わせすることもでき、それにより、第１のキャップ部品１３２上の１つまたは複数のタ
ブ１９８の各々が、第２のキャップ部品１３４上に形成されたタブ２０８間の１つまたは
複数の空間と大体位置合わせされる。第１のキャップ部品１３２が大体軸方向に回転式に
位置合わせされると、第１のキャップ部品１３２は、上記で説明した大体の軸方向および
回転式の位置合わせを維持しながら、第２のキャップ部品１３４に第１のキャップ部品１
３２を押さえ付けることによって第２のキャップ部品１３４内に挿入され得る。図７、図
１３、および図１６を参照すると、第１のキャップ部品１３２は、第２のキャップ部品１
３４上に形成された環状突起部２１４が、第１のキャップ部品１３２上に形成された環状
溝２０２に径方向に隣接する（すなわちこれと軸方向に位置合わせされる）ように第２の
キャップ部品１３４に対して配置されるまで、内側端部に押し込められ得る。特に、この
位置では、第２のキャップ部品１３４内に形成された環状突起部２１４の両側部表面２１
４ａおよび２１４ｂは、第２のキャップ部品１３４内に形成された環状溝２０２の任意選
択の両側部表面２０２ａと２０２ｂの間に配置され得る。
【００８７】
　図７に示すように、いくつかの実施形態では、第１のキャップ部品１３２および第２の
キャップ部品１３４は、環状突起部２１４の表面と環状溝２０２の表面との間に小さい間
隙が存在するように形成され得る。この形状は、１つまたは複数のタブ１９８がせん断さ
れ、または折られたとき、第２のキャップ部品１３４内の第１のキャップ部品１３２の回
転、すなわち表面２０２と２１４の間に摩擦を有さない回転を容易にすることができる。
【００８８】
　加えて、図７を参照すると、第１のキャップ部品１３２および第２のキャップ部品１３
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４は、環状溝２０２の側部表面２０２ｂが、第１のキャップ部品１３２が不意に第２のキ
ャップ部品１３４から抜き出されることを防止するのに十分な量だけ環状突起部２１４の
側部表面２１４ｂに重複することができるように、サイズ設定され構成され得る。加えて
、第１のキャップ部品１３２および第２のキャップ部品１３４は、上記で説明したように
、第１のキャップ部品１３２を第２のキャップ部品１３４と軸方向に位置合わせしてその
中に押し込むことによって第１のキャップ部品１３２が第２のキャップ部品１３４内に挿
入され得るように、サイズ設定され構成され得る。したがって、環状溝２０２の側部表面
２０２ｂが、大きすぎる距離で環状突起部２１４の側部表面２１４ｂに重複する場合、い
くつかの構成では、上記で説明したように第１のキャップ部品１３２を第２のキャップ部
品１３４に結合させることは難しくなり得る。
【００８９】
　第１のキャップ部品１３２を第２のキャップ部品１３４に挿入することを容易にするた
めに、第１のキャップ部品１３２は、図１６に示すように、環状溝２０２の前方に角度付
けされたまたは先細にされた環状表面２０４および／または丸められた環状表面２０６を
有するように構成され得る。同様に、第２のキャップ部品１３４は、図１９に示すように
、第１のキャップ部品１３２を第２のキャップ部品１３４と位置合わせし、本質的にはそ
の中に押し入れることを助けるために、角度付けされたまたは先細にされた環状表面２１
６を有するように構成され得る。
【００９０】
　さらに、例示する実施形態に示すように、１つまたは複数のタブ１９８および複数のタ
ブ２０８は、第１のキャップ部品１３２を第２のキャップ部品１３４に挿入することを容
易にする機構を含むことができ、かつ／またはそのように構成される。たとえば、いくつ
かの実施形態では、図１６に例示するように、タブ１９８の各々は、タブ１９８の各々を
第２のキャップ部品１３４上に形成されたタブ２０８間の空間内に誘導することを助ける
角度付けされたまたは先細にされた前部表面１９８ａを含むことができる。同様に、いく
つかの実施形態では、図１７および図１９に例示するように、第２のキャップ部品１３４
上のタブ２０８は、タブ１９８の各々をタブ２０８の各々間の空間内に誘導することを助
ける角度付けされたまたは先細にされた表面２０８ａを含むことができる。加えて、いく
つかの実施形態では、タブ２０８の各々は、第１のキャップ部品１３２を第２のキャップ
部品１３４に軸方向に位置合わせする上で少なくとも助けとなる角度付けられたまたは先
細にされた前方縁２０８ｂを含むことができる。
【００９１】
　それだけに限定されないが、第１のキャップ部品１３２および第２のキャップ部品１３
４を含む、ルアーコネクタ１００を構成するほぼ剛性または半剛性の部品の任意のものは
、ポリカーボネートプラスチック、ガラス充填ポリカーボネート、任意の他の適切な水不
浸透性材料、またはその任意の組み合わせを含むことができる。ルアーコネクタ１００を
構成する部品はまた、疎水性プラスチックを含むこともできる。ルアーコネクタ１００を
構成するほぼ剛性または半剛性の部品の任意のものの構築に適切な材料の他の例は、ガラ
ス充填ＧＥ　Ｖａｌｏｘ　４２０またはポロプロピレンである。用途によって、数多くの
他の材料を使用することもできる。
【００９２】
　図２１および図２２は、第１のまたは閉位置にある雌型コネクタ４００の、それぞれ斜
視図および側面図である。いくつかの実施形態では、雌型コネクタ４００は、本明細書に
おいて説明する他の雌型コネクタの形状、特徴または部品の任意のものを含むことができ
、本明細書において説明する他のコネクタの任意のものは、雌型コネクタ４００の形状、
特徴、および部品の任意のものを含むことができる。たとえば、連結解除を防止するまた
は阻止することに関連する機構は、任意の適切な医療コネクタまたは他の流体コネクタと
共に、その雌型または雄型の端部のいずれかまたは両方において使用され得る。
【００９３】
　図２３は、図２１に示す雄型コネクタ４００の実施形態の部品の分解斜視図である。１
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つまたは複数のポート４８８を備えた流体導管４８０が、雌型コネクタ４００の第２の端
部４０４の近くで雌型ハウジング４４０に結合され得る。流体導管４８０の部品の１つま
たは複数は、雌型ハウジング４４０と一体的または単一構造とすることができる。流体導
管４８０は、雄型ルアー係合部４８５を備えた第２の端部４８４を有することができる。
シール要素４６０が、流体導管４８０の少なくとも一部分を取り囲むことができる。シー
ル要素４６０は、雌型コネクタ４００が閉構成にあるときに流体導管４８０上のポート４
８８を遮ることができる。圧縮可能なシール要素４６０および流体導管４８０は、雌型ハ
ウジング４４０内に少なくとも部分的に含まれ得る。
【００９４】
　図２５を参照すると、雌型コネクタ４００は、シール要素４６０および流体導管４８０
を含む雌型ハウジング４４０を含むことができる。流体通路４１８が、流体導管４８０の
中心を通過する。シール要素４６０と雌型ハウジング４４０の間には、隙間空間４１２が
存在する。
【００９５】
　図２１、図２２、および図２６に例示するように、雌型コネクタ４００は、第１の端部
４０２および第２の端部４０４を有することができる。第１の端部４０２は、雄型コネク
タ１００と嵌合するように構成され得る。いくつかの実施形態では、雌型コネクタ４００
は、以下でさらに論じるように、雄型コネクタ１００に結合されるように構成された結合
部分４４６を備えた雌型ハウジング４４０を有することができる。結合部分４４６は、雄
型コネクタ１００のシュラウド１２４上の結合構造に相補的である結合構造を含むことが
できる。例示する実施形態では、結合部分４４６は、雄型コネクタ１００のシュラウド１
２４上の雌ねじ１２６と結合することができる雄ねじ４１１を備える。雄ねじ４１１は、
雌型コネクタ向けのＡＮＳＩ仕様に準拠する雌型ルアー係合部を形成することができる。
【００９６】
　雌型コネクタ４００の雌型ハウジング４４０は、第１の端部４０２と第２の端部４０４
の間に延在することができる。例示する実施形態では、雌型ハウジング４４０は、略円筒
状の本体４４２を有する。他の実施形態では、本体４４２は、正方形断面、多角形断面、
または任意の他の形状を有することができる。いくつかの実施形態では、結合部分４４６
は、雌型ハウジング４４０と一体的に形成または別の形で形成され得る。他の実施形態で
は、結合部分４４６は、溶接、接着剤または締結具などによって雌型ハウジング４４０に
連結される別個の部品とすることができる。圧縮可能な弾性シール要素４６０および流体
導管４８０は、雌型ハウジング４４０内に少なくとも部分的に含まれる。いくつかの実施
形態では、ハウジングおよび／またはシール要素４６０の少なくとも一部分などの雌型コ
ネクタおよび／または雄型コネクタの少なくとも一部分は、半透明とすることができ、そ
れによって中の流体の流れを外部から視覚的に確認することを可能にする。ハウジングは
、雌型コネクタ４００を保持しかつ／または捩じることを容易にするリッジ４０３などの
外部把持表面を含むことができる。
【００９７】
　図２７を参照すると、流体導管４８０は、第１の端部４８２および第２の端部４８４を
有することができる。第１の端部４８２は、弁部材１１６の嵌合表面１４６と厳密に非平
面対応で結合するように構成された嵌合表面４８６を有して、嵌合表面１４６、４８６間
の接触を容易にすることができ、この接触は、（たとえば横方向移動または揺動に対する
）耐摺動性であり、特に開位置と閉位置間の移行中、嵌合端部１４６、４８６間の流体の
侵入を抑えるものである。第１の端部４８２の領域内には、流体導管４８０の内部を通っ
て延びる流体通路４１８（図２５を参照されたい）に流体連結された少なくとも１つのポ
ート４８８が存在することができる。例示する実施形態では、流体導管４８０は複数のポ
ート（たとえば２個のポート）を有する。いくつかの実施形態では、流体導管４８０は、
３つ以上のポート４８８を有することができる。流体導管４８０の第２の端部４８４は、
コネクタまたはデバイスなどの他の医療デバイスに結合するように構成され得る。例示す
る実施形態では、第２の端部４８４は、雄型ルアー先端部を全体的に取り囲む雌ねじを備
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えたシュラウドを含む雄型ルアー係合部４８５を有する。いくつかの実施形態では、雄型
ルアー係合部４８５は、雄型医療用コネクタ向けのＡＮＳＩ仕様に準拠する。雄型ルアー
係合部４８５は、コネクタまたはシリンジなどの別の医療装置の雌型連結部品を受け入れ
ることができる。
【００９８】
　第２の端部４８４はまた、雌型ハウジング４４０と結合するための機構を有することも
できる。例示する実施形態では、第２の端部４８４は、径方向に外方向に突起し、流体導
管４８０の円周周りに全体的に延在する、先細にされたカム表面４９２などのカプラー４
９２を有する。カプラー４９２は、雌型ハウジング４４０上の相補的なカプラー、たとえ
ば雌型ハウジング４４０の内面上のチャネルなどと結合することができる。カプラー４９
２は、流体導管４８０および雌型ハウジング４４０の連結を容易にすることができ、流体
導管４８０が雌型ハウジング４４０から軸方向に分離することを防止するのに役立つこと
ができる。流体導管４８０は、雌型ハウジング４４０の内面上のタブなどの、対応する耐
回転部材と係合することができる、タブ４９４などの耐回転部材を有することができる。
タブ４９４などの耐回転部材は、流体導管４８０がハウジングに対して回転することを防
止することを助けることができる。いくつかの実施形態では、カプラーおよび／または耐
回転部材は、このステップにおいて部品を溶接、接合、または接着するなどの他の取り付
け手段に含まれるより高価なプロセスおよび材料の必要性を解消することによって製造プ
ロセスを容易にすることができるが、これらの手段もさらに、または代替的に使用するこ
とができる。いくつかの実施形態では、流体導管４８０は、溶接、接合、接着剤または締
結具によるなどの他の方法で雌型ハウジング４４０に取り付けられ得る。
【００９９】
　第１の端部４８２から第２の端部４８４まで全体的に延びるのは、チューブ４８７の中
央を通って延びる流体通路４１８を備えた概ね剛性のチューブ４８７とすることができる
。例示する実施形態では、チューブ４８７は、第１の部分４８９では略円筒状であり、第
２の部分４８７では略円錐台である、流体導管４８０の基部４９５から近位に延びる突起
部分４９１を含むことができる。いくつかの実施形態では、チューブは、四角形、多角形
、または長円などの他の断面形状を有することができる。いくつかの実施形態では、突起
部分４９１は、シール要素４６０の横方向配置に対する支持をもたらし、その助けとなる
ことができ、突起部分４９１は、シール要素４６０と共働して流体通路４１８を選択的に
開閉することができる。例示するように、第１の部分は、概ね一定の外径または断面幅を
含んで、開放を（たとえばシール要素の摺動を容易にすることによって）容易にすること
ができ、第２の部分は、先細になるまたはより広い遠位領域の方向に外方向に広がって、
シール要素４６０が閉位置から開位置に移動するときにチューブ４８７の外面とシール要
素４６０の孔４７０の内面との間の封止効果の向上を容易にすることができる。
【０１００】
　いくつかの実施形態では、突起部分４９１は、かなり短くすることができ（たとえばボ
スまたはグロメットの形状に類似する）、これは、シール要素の近位部分を穿孔するまた
は貫通することなくシール要素４６０を配置するのに役立つことができる。いくつかの実
施形態では、突起部分４９１は省くことができる。穿孔するまたは貫通する突起部分４９
１が存在しないものを含むいくつかの実施形態では、開状態のコネクタ４０２を通って移
送された流体は、シール要素の外側表面の周りを流れ、内部空洞４１２から遠位方向に、
基部４９５内またはシール要素４６０の遠位部分内の１つまたは複数の開口部を通って出
て流体経路４１８に入ることができる。
【０１０１】
　いくつかの実施形態では、コネクタ４００は、圧力調節部材（たとえば可撓性の可変容
積領域）および／または基部内またはコネクタ４００内のどこかにまたはこれと流体連通
して配置された流体阻止部材（たとえば可撓性の第２の弁）を備えることができる。圧力
調節部材および流体阻止部材のいくつかの例は、参照によって本明細書に全体的に組み込
まれる、２０１０年９月３０日公開の、米国特許出願公開第２０１０－０２４９７２３Ａ
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１号において例示し、かつ／または説明されている。
【０１０２】
　図２５に例示するように、流体通路４１８は、流体導管４８０の少なくとも一部分を通
って延びることができる。流体通路４１８は、例示する実施形態に示すように円形の断面
とすることができ、または流体通路４１８は、他の断面の幾何学的形状を有することがで
きる。流体通路４１８は、第１の端部４８２近くに少なくとも１つのポート４８８を有す
ることができる。例示する実施形態では、２つのポート４８８が、流体導管４８０の両側
に位置しており、円形の形状であるが、他の場所および形状を使用することもできる。ポ
ート４８８は、流体導管４８０の嵌合表面４８６近くに位置し、そこから遠位方向に、ま
たは雌型コネクタ４００が雄型コネクタ１００と嵌合されたときに流体がポート４８８に
入ることを依然として可能にしながら、嵌合表面４８６から実用的である限り後方に離間
させることができる。いくつかの実施形態では、ポート４８８のサイズは、凡そ１ミリメ
ートルの直径とすることができるが、不整形形状および他のサイズを使用することもでき
る。少なくとも約１ｍｍまたは凡そ１ｍｍ～３ｍｍまたは約１ｍｍ未満のポートを使用す
ることもできる。
【０１０３】
　流体導管４８０は、シール要素４６０を圧縮するのに十分な力が雌型コネクタ４００上
に及ぼされたときの変形を抑えることができる、ポリカーボネートプラスチックなどの剛
性材料から構成され得る。流体導管４８０内のポート４８８は、シール要素４６０の近位
端部と接触しこれによって覆われて、流体通路４１８が、シール要素４６０と雌型ハウジ
ング４４０の内壁との間の空洞４１２と流体連通することを抑える、または阻止すること
ができる。
【０１０４】
　図２８を参照すると、シール要素４６０の実施形態が、より詳細に説明される。いくつ
かの実施形態では、シール要素４６０は、略円筒状であり、そこを通って延びる孔４７０
を有する。いくつかの実施形態では、シール要素４６０は、封止部分４６２および座屈部
分４６４を有することができる。封止部分４６２は、流体がポート４８８から流出するこ
とを阻止するために、流体導管４８０の第１の端部４８２を遮るように構成された内径を
有することができる。
【０１０５】
　例示する実施形態では、座屈部分４６４は、より小さい直径の部分によって分離された
より大きい直径の部分を有し、それにより、座屈部分４６４は、長手方向の遠位方向に力
がかけられたときに長手方向の長さが（たとえば折り畳む、つぶれる、圧縮する、または
別の形で移動させることによって）低減されるようになる。いくつかの実施形態では、座
屈部分４６４は弾性材料から作製することができ、それにより、座屈力が取り除かれたと
き、復元力が座屈部分４６４を付勢させてその開始長さに戻す。いくつかの実施形態では
、座屈部分４６４は、シールをもたらすための複数の異なるタイプの形状を有することが
できる。いくつかの実施形態では、シール要素は、全体的に丸い部分を有する第１の端部
４６６と、第１の端部４６６から遠位の第２の部分４６３とを含むことができる。第２の
部分４６３は、第１の端部４６６の直径より小さい外径を含むことができる。１つまたは
複数の圧縮要素４６５は、第２の部分４６３から遠位に配置され得る。いくつかの実施形
態では、圧縮可能な要素４６５の外径は、第１の端部４６６または第２の部分４６３のい
ずれかの外径より大きくなることができる。遠位部分は、圧縮可能な要素の外径と概ね同
じサイズである外径を含むことができる。
【０１０６】
　肩部４６８が、封止部分４６２と座屈部分４６４の間に配設され得る。例示する実施形
態では、肩部４６８は、拡張された直径を有する部分である。図２５に例示するように、
肩部４６８は、雌型ハウジング４４０の表面と係合して、シール要素４６０がハウジング
から延びすぎるまたはそこから出ることを防止することができる。肩部４６８のシール要
素４６０上への配置は、肩部４６８が雌型ハウジング４４０に係合したときに、封止部分



(36) JP 6553357 B2 2019.7.31

10

20

30

40

50

４６２が、流体導管４８０上のポート４８８を覆って配置されるように構成される。
【０１０７】
　シール要素４６０は、弾力的にまたは弾性的に変形する材料から構築され得る。シール
要素４６０は、雌型コネクタ４００を閉構成に戻す方向に付勢され得る。シール要素４６
０の圧縮抵抗の量は、圧縮部分４６４の長さまたはシール要素４６０が留まる雌型ハウジ
ング４４０内のチャンバの長さを変化させることによるなど数多くの方法で調整され得る
。圧縮抵抗の量は、シール要素４６０の厚さを増大させることによってかつ／またはシー
ル要素４６０を異なる弾力特性を有するさまざまな材料から構築することによっても調整
され得る。いくつかの実施形態では、雌型コネクタ４００は、偶発的または非意図的な開
放を全般的に防止するために開放に対して十分な耐性のものになるように構成される。コ
ネクタの開放を抑えることは、シール要素４６０が担持する圧縮抵抗によって少なくとも
部分的に制御され得る。いくつかの実施形態では、座屈部分４６４は、シール要素４６０
を閉構成に付勢させるための、雌型ハウジング４４０の内側に配置されたばねとして構成
され得る。雌型コネクタ４００の開構成への移動は、ばねを圧縮させることができ、雌型
コネクタ４００の閉構成への移動は、ばねが膨張して圧縮力の一部またはすべてを放出す
ることを可能にすることができる。
【０１０８】
　図２１および図２４に例示するように、雌型コネクタ４００の第１の端部４０２上の結
合部分４４６は、雌型コネクタ４００の長手方向軸に対して略横断方向である嵌合側部４
０８を有することができる。例示する実施形態では、嵌合側部４０８は、略環状形状を有
する。嵌合側部４０８は、中央にシール要素４６０用の開口部を有することができ、この
場合、シール要素４６０の嵌合表面４６６は露出される。シール要素４６０の嵌合表面４
６６は、雄型ルアー先端部１２２の嵌合表面１２８およびルアー先端部シール１１９の嵌
合表面１７６と耐漏出および／または耐横方向移動のシールを形成するように構成される
。シール要素４６０の中心近くには、雌型コネクタ流体導管４８０用の開口部が存在する
ことができる。流体導管４８０の第１の端部４８２は、弁部材１１６の嵌合表面１４６と
共にほぼ漏出の無いシールを形成するように構成された嵌合表面４８６を有することがで
きる。
【０１０９】
　図２１および図２４に例示する雌型コネクタ４００の実施形態に示すように、シール要
素４６０の嵌合表面４６６は、雌型コネクタ４００の嵌合側部４０８とほぼ同一平面とす
ることができ、シール要素４１０の端部４６６は、雄型コネクタ１００の端部１１４の内
径または断面を本質的に完全に満たすことができる。いくつかの実施形態では、図３２に
例示するように、近位シール端部４６６の外径は、ＡＮＳＩ規格の雄型医療ルアーコネク
タの外径と概ね同じサイズである。いくつかの実施形態では、流体導管４８０の嵌合表面
４８６は、雌型コネクタ４００の嵌合側部４０８とほぼ同一平面になることができる。い
くつかの実施形態では、圧縮可能なシール要素４６０の嵌合表面４６６および／または流
体導管４８０の嵌合表面４８６は、閉位置にある雌型コネクタ４００の嵌合側部４０８を
さらに超えて延びるように構成され得る。いくつかの実施形態では、シール要素４６０の
嵌合表面４６６および／または流体導管４８０の嵌合表面４８６は、結合部分４４６内に
埋め込まれ得る。いくつかの実施形態では、圧縮可能なシール要素の嵌合表面４６６およ
び／または雌型コネクタ４００の嵌合側部４０８の少なくとも一部分は、個々の実施形態
の目的に応じて、結合部分４４６とほぼ同一平面になる、これを超えて延びる、かつ／ま
たはこの中に埋め込まれる。
【０１１０】
　いくつかの実施形態では、流体導管４８０の第１の端部４８２は、弁部材１１６の嵌合
表面１４６上の相補的な空洞１４７と結合する突起部４９０を有することができる。例示
する実施形態では、突起部４９０は、丸められた縁を備えた略円筒状の突起部である。い
くつかの実施形態では、突起部は、略矩形、略正方形、略多角形の断面形状を備えた突起
部などの複数の異なるタイプの形状を有して、弁部材１１６の嵌合表面１４６内の空洞１
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４７の形状に概ね合致させることができる。いくつかの実施形態では、突起部は、弁部材
１１６の嵌合表面１４６上に配設することができ、空洞は、流体導管４８０の第１の端部
４８２上にあることができる。突起部４９０および空洞１４７は、位置合わせし、雄型コ
ネクタ１００の嵌合表面と雌型コネクタ４００の嵌合表面の間の移動（たとえば横方向移
動）を抑えるのに役立つことができる。
【０１１１】
　シール要素４６０は、流体導管４８０の第１の端部４８２を遮って、雌型コネクタ４０
０が閉構成にあるときに流体がポート４８８から流出することを遮断することができる。
シール要素４６０の封止部分４６２は、図２５に例示するように、雌型ハウジング４４０
の結合部分４４６の内部に配設され得る。例示する実施形態では、シール要素４６０の封
止部分４６２は、雌型ハウジング４４０と流体導管４８０の間に配設される。いくつかの
実施形態では、シール要素４６０と流体導管４８０の間の締まりばめは、流体が雌型コネ
クタ４００の第１の端部４０２から流出することを阻止することができる。シール要素４
６０は、シールを形成することを助ける弾性材料から作製され得る。
【０１１２】
　雌型コネクタ４００は、第２のまたは開構成に操作され得る。開構成では、シール要素
４６０の封止部分４６２を雌型コネクタ４００の第２の端部４０４に向かって押し戻すこ
とができ、それによって流体が流体導管４８０内のポート４８８を流通することを可能に
する。開構成では、流体は、ポート４８８を通って流体導管４８０に入り、流体通路４１
８を通って進行して、流体導管４８０の雄型ルアー係合部４８５を通って出ることができ
る。流体が、シール要素４６０を通るのではなくシール要素の外側を流れるものを含むい
くつかの実施形態では、シール要素４６０の嵌合表面は、その前方端部上に位置合わせ構
造（たとえば、突起部分４９１の端部に関して本明細書において説明したおよび／または
例示したタイプの任意の位置合わせ構造）を備えた表面形状を含むことができる。いくつ
かの実施形態では、シール要素４６０は、開口部を有さず、その嵌合端部４６６上で閉じ
られる。いくつかの実施形態では、ハウジングは、圧縮シール要素４６０の内部から空気
を排出することを可能にする開口を含む。
【０１１３】
　いくつかの実施形態では、特定の人間が、何らかの薬物、特に腫瘍または自己免疫疾患
を治療するための薬物と接触する（たとえば皮膚との接触または蒸気の吸い込み）ことを
阻止することが望ましい。雌型コネクタ４００は、結合解除されているとき、および雄型
コネクタ１００または他のコネクタから結合解除された後、雌型コネクタ４００の第１の
端部４０２上の残余流体を抑えながら、雌型コネクタ４００内に流体を保持する上で助け
となることができる。結合解除後の雌型コネクタ４００上に残る残余流体の可能性を低減
した結果、ユーザまたは患者の皮膚が毒性の薬にさらされる機会がそれに対応して低減さ
れ得る。
【０１１４】
　図２９、図３０、および図３０Ａを参照すると、雄型コネクタ１００は、雌型コネクタ
４００に隣接して表示されている。例示する実施形態では、雄型コネクタ１００および雌
型コネクタ４００の両方は、閉構成にある。雌型コネクタ４００は、その第１の端部４０
２が雄型コネクタ１００の第１の端部１１２に隣接する状態で配置されている。雄型コネ
クタ１００は、雌型コネクタ４００とねじ込み式に係合され得る。
【０１１５】
　図３１および図３２に例示するように、雄型コネクタ１００は、雌型コネクタ４００が
雄型コネクタ１００に結合されたときに開構成に変更され得る。雌型コネクタ４００の第
１の端部４０２は、雄型コネクタ１００の第１の端部１１２と係合することができる。雌
型コネクタ４００の結合部分４４６は、雄型コネクタ１００のシュラウド１２４と係合し
てコネクタ１００、４００を係合させることができる。雌型コネクタ４００の結合部分４
４６および雄型コネクタ１００上のルアー先端部１２２を備えたシュラウド１２４は、Ａ
ＮＳＩ規格を満たすものなどの、コネクタ向けの規格サイズ設定に準拠することができる
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。いくつかの実施形態では、雌型コネクタ４００の結合部分４４６とシュラウド１２４間
の係合は、弁部材１１６の嵌合表面１４６と流体導管４８０の嵌合表面４８６の間の横方
向移動を抑えることができる。いくつかの実施形態では、雌型コネクタ４００の結合部分
４４６とシュラウド１２４の間の係合は、弁部材１１６の嵌合表面１４６と流体導管４８
０の嵌合表面４８６との間の傾斜を抑えることができる。嵌合表面１４６、４８６間の横
方向移動および／または傾斜を抑えることは、嵌合表面１４６、４８６のいずれかが、コ
ネクタ１００、４００内からの流体にさらされる可能性を低減することを助けることがで
きる。
【０１１６】
　図３２に例示するように、流体導管４８０の嵌合表面４８６は、弁部材１１６の嵌合表
面１４６に係合することができる。雄型コネクタ１００および雌型コネクタ４００が突き
合わされるとき、流体導管４８０は、弁部材１１６を雄型コネクタ１００の第２の端部１
１４に向かって押すことができる。弁部材１１６が雄型コネクタ１００の第２の端部１１
４に向かって押されるとき、弁部材１１６上のポート１６２は、ルアー先端部シール１１
９から離れるように変位し、流体がポート１６２を通って流出することを可能にする。こ
うして、雄型コネクタ１００は、弁部材１１６が第２の端部１１４に向かって押されたと
きに、開構成になる。
【０１１７】
　図３２を引き続いて参照すると、ルアー先端部シール１１９の嵌合表面１７６および雄
型ルアー先端部１２２の嵌合表面１２８は、シール要素４６０の嵌合表面４６６に係合す
ることができる。雄型コネクタ１００および雌型コネクタ４００が突き合わされるとき、
ルアー先端部シール１１９を備えた雄型ルアー先端部１２２は、シール要素４６０を雌型
コネクタ４００の第２の端部４０４に向かって押して、シール要素４６０の座屈部分４６
４を圧縮する、または別の形で変形させるまたは移動させることができる。シール要素４
６０が雌型コネクタ４００の第２の端部４０４に向かって押されるとき、流体導管４８０
上のポート４８８は露出され、流体がポート４８０を流通することを可能にする。この形
状では、雌型コネクタ４００は開構成にある。いくつかの実施形態では、本明細書におい
て説明するように、流体は、シールを通って（いくつかの実施形態では省くことができる
）突起部分４９１上のポート４８２に入るのではなく、シールの外側を流れることができ
る。
【０１１８】
　弁部材１１６が雄型コネクタ１００の第２の端部１１４に向かって押されたとき、弾性
部材１１８は伸張され、弁部材１１６上に雄型コネクタ１００の第１の端部１１２に向か
う戻り力を及ぼす張力を生み出す。こうして、雄型コネクタ１００の開構成では、弁部材
１１６は、第１の端部１１２に向かって閉構成方向に付勢され得る。同様に、シール要素
４６０が雌型コネクタ４００の第２の端部４０４に向かって押されたとき、座屈部分４６
４は圧縮され、戻りばね力が、シール要素４６０をその元の長さにかつ閉構成方向に付勢
させるように及ぼされる。
【０１１９】
　いくつかの実施形態では、弾性部材１１８は、弁部材１１６上に、雄型コネクタ１００
の第１の端部１１２に向かう方向の閉鎖力を及ぼすことができる。弁部材１１６の嵌合表
面１４６は通常、雄型コネクタ１００と雌型コネクタ４００間の係合の間ずっと、流体導
管４８０の嵌合表面４８６との接触を維持することができる。いくつかの実施形態では、
弁部材１１６の嵌合表面１４６は、流体導管４８０の嵌合表面４８６の断面とほぼ同じで
ある断面を有することができる。いくつかの実施形態では、流体導管４８０の嵌合表面４
８６の外側周囲は、雄型コネクタ１００および／または雌型コネクタ４００が開構成にあ
るときに、弁部材１１６の嵌合表面１４６の外側周囲と接触状態になることができるかつ
／またはこれと概ね相補的な形状であることができる。
【０１２０】
　いくつかの実施形態では、雄型コネクタ１００および／または雌型コネクタ４００の嵌



(39) JP 6553357 B2 2019.7.31

10

20

30

40

50

合表面は、少なくとも部分的に圧縮可能であり、それによって嵌合表面間にほぼ漏出の無
いまたは耐漏出のシールを形成することを助けることができる。たとえば、弁部材１１６
の嵌合表面１４６は、（それ自体可撓性または剛性になり得る）流体導管４８０の嵌合表
面４８６と共に封止することができるエラストマー材料から作製することができ、それに
より、流体は、雄型コネクタ１００および雌型コネクタ４００の嵌合表面に接触しないよ
うになる。いくつかの実施形態では、流体導管４８０の嵌合表面４８６は、（それ自体可
撓性または剛性になり得る）弁部材１１６の嵌合表面１４６と共に封止することができる
エラストマー材料から作製され得る。いくつかの実施形態では、流体は、２つの嵌合表面
１４６、４８６によって形成されたシールの周りを流れることができる。いくつかの実施
形態では、流体は、２つの嵌合表面１４６、１４８間の嵌合表面１４６、１４８の周囲内
を進むことが妨げられる。いくつかの実施形態では、本明細書において説明するように、
流体は、通常は閉じられている隔壁を穿孔するまたは貫通する必要無く、雄型コネクタ１
００と雌型コネクタ４００の間を流れることができる。たとえば、隔壁は、流体導管が通
過することができる一定の開口部を含むことができ、または流体は、隔壁または他の障壁
の外側の周りを流れることができる。嵌合表面を流体から封止することにより、弁部材１
１６の嵌合表面１４６および流体導管４８０の嵌合表面４８６は、２つのコネクタ１００
、４００を連結解除した後に乾燥したままであることができ、医療サービス提供者または
周辺環境への汚染を減少させるまたは解消することができる。
【０１２１】
　いくつかの実施形態では、弁部材１１６の嵌合表面１４６の断面は、シール要素４６０
の孔４７０の断面とほぼ同じまたはこれより小さくすることができる。いくつかの実施形
態では、ルアー先端部シール１１９の断面の内側は、シール要素４６０の孔４７０の断面
の内側より小さくするまたはこれと同じとすることができる。いくつかの実施形態では、
孔４７０の周囲と雄型コネクタ１００の第１の端部１１２の間の係合は、流体がシール要
素４６０の嵌合表面４６６に露出するのを阻止することを助けることができる。たとえば
、いくつかの実施形態では、孔４７０の周囲は、ルアー先端部シール１１９の嵌合表面１
７６と係合することができ、２つのコネクタ内の流路と、シール要素４６０の嵌合表面４
６６との間にほぼ流体密封性のシールを形成することができる。シール要素４６０の嵌合
表面４６６を流体から封止することにより、嵌合表面４６６は、流体移送中および流体移
送後に乾燥したままであることができ、医療サービス提供者が流体にさらされ得るリスク
を低下させることができる。
【０１２２】
　いくつかの実施形態では、ルアー先端部シール１１９の断面の内側は、流体導管４８０
の第１の端部４８２近くでは剛性チューブ４８７の断面の外側より小さくするまたはこれ
とほぼ同じとすることができる。いくつかの実施形態では、ルアー先端部シール１１９は
、弁部材１１６の開放および／または閉鎖中、剛性チューブ４８７がルアー先端部シール
１１９を通過するときにそのチューブ４８７の外面を「拭う」ことができる。いくつかの
変形形態では、剛性チューブ４８７がルアー先端部シール１１９を通過するときにそのチ
ューブの外面を拭うことにより、雌型コネクタ４００の第１の端部４０２の領域内の流体
の集積または漏出を阻止することが助けられ得る。上記で説明したように、いくつかの実
施形態では、弁部材１１６の嵌合表面１４６の固有の断面の外側は、ルアー先端部シール
１１９の固有の断面の内側よりわずかに大きくすることができる。いくつかの実施形態で
は、ルアー先端部シール１１９は、弁部材１１６が開構成から閉構成に向かって移動する
ときに弁部材１１６の外面を拭うことができる。いくつかの実施においては、弁部材１１
６の外面を拭うことにより、流体導管４８０の嵌合表面４８６と弁部材１１６の嵌合表面
１４６との間の係合解除中および／または係合解除後において、雄型コネクタ１００の第
１の端部１１２の領域内の流体の集積または漏出の可能性を低減することが助けられ得る
。雄型コネクタ１００の第１の端部１１２の領域内および／または雌型コネクタ４００の
第１の端部４０２の領域内の流体の集積または漏出を防止することにより、ルアー先端部
シール１１９は、医療サービス提供者が流体にさらされる可能性を低減するのに役立つこ
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とができる。
【０１２３】
　上記で説明したように、弁部材１１６の嵌合表面１４６は、流体導管４８０の嵌合表面
４８６上の相補的な突起部４９０を受け入れることができる空洞１４７を有することがで
きる。他の実施形態では、空洞は流体導管４８０上にあることができ、突起部は弁部材１
１６上にあることができる。空洞１４７および突起部４９０は、結合中に雄型コネクタ１
００および雌型コネクタ４００を位置合わせするのに役立つことができ、それにより、部
品同士は、構成部品の変位が適正になるように位置合わせする。いくつかの実施形態では
、空洞および突起部は、円形の断面形状を有することができる。いくつかの実施形態では
、空洞および突起部は、正方形または多角形などの複数の異なるタイプの形状の任意のも
のであることができる。
【０１２４】
　図３２を参照すると、開構成では、流体は、雄型コネクタ１００の第２の端部１１４の
チュービング１３間（そこへとまたはそこから）を流れ、端部キャップ１３０に入り、チ
ャンバ１５４を通り、通路１５６を通り、弁部材１１６上のポート１６２から出て、ルア
ー先端部１２２に入り、流体導管４８０上のポート４８８に入り、通路４１８を通り、雌
型コネクタ４００の第２の端部４０４にある雄型ルアー係合４８５から出ることができる
。開構成では、雄型コネクタ１００の第２の端部は、雌型コネクタ４００の第２の端部４
０４と流体連通させられる。加えて、雄型コネクタ１００内の封止部材１２０は、ルアー
先端部１２２の内面とハウジング１２３の内面の間に流体障壁を維持して、流体の流れを
雌型コネクタ４００の流体経路内に閉じ込めることができる。例示する例では、雄型コネ
クタと雌型コネクタの間の中央の嵌合インターフェースは、雌型コネクタの首部分内に、
または雌型コネクタの近位開口部の外側領域内かつ雄型ルアー先端部１２２または外側ス
リーブの内側に全開構成で配置される。
【０１２５】
　いくつかの実施形態では、コネクタ１００、４００は、ねじ込み式に係合解除され得る
。係合中、弾性部材１１８の伸張において蓄えられた力は、弁部材１１６を付勢させてル
アー先端部１２２の内面に係合させることによって雄型コネクタ１００をその事前係合さ
れた状態に戻すことができる。同様に、シール要素４６０の弾性材料は、封止部分４６２
が流体導管４８０上のポート４８８を封止することができる閉構成の形状にシール要素４
６０が戻ることを可能にする。
【０１２６】
　図３３は、雄型コネクタ１１００および雌型コネクタ１４００を備えるコネクタシステ
ム１０００の別の例を例示している。いくつかの実施形態では、例示するように、雄型コ
ネクタ１１００の第１の端部１１１２は、雄型コネクタ１１００または雌型コネクタ１４
００の回転を必要とはしないが可能にしながら、雌型コネクタ１４００の第１の端部１４
０２と解放可能に結合することができる。例示するように、第１および第２のコネクタ１
１００、１４００は、ほぼ線形動作で互いに選択的に接合させることができ、この線形動
作では、一方のコネクタの外面領域の少なくとも一部分（およびいくつかの場合はその大
部分）が、他方のコネクタの外面領域の少なくとも一部分（およびいくつかの場合はその
大部分）上に嵌合する。いくつかの実施形態では、コネクタ１１００、１４００が係合し
たときに可聴音を生み出すことができる。例示する実施形態では、雄型コネクタ１１００
は、雌型コネクタ１４００上のチャネル１４４４と係合してコネクタを互いに固定するフ
ック１１２７を備えたタブ１１２５などの結合要素を有する。数多くの他のタイプの係合
構成が、コネクタを互いに固定するために使用され得る。たとえば、雌型コネクタ１４０
０は、シュラウド、または雄型コネクタ１４００の一部分を覆ってまたはその外側に嵌合
する他の取り付け構造（たとえば雄型コネクタ１１００上に例示するタイプのシュラウド
１１２）を含むことができる。いくつかの実施形態では、例示するように、連結は可逆的
でありまたは離脱可能である。
【０１２７】
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　以下でさらに説明するように、第１の端部１１１２、１４０２は、第１の端部１１１２
、１４０２が互いに結合されたとき、雄型コネクタ１１００の流体通路１１５６が雌型コ
ネクタ１４００の流体通路１４１８に流体連結され得るように構成される。雄型コネクタ
１１００および雌型コネクタ１４００が係合解除されたとき、流体経路１１５６、１４１
８は遮られる。雄型コネクタ１１００と雌型コネクタ１４００の間の結合は、第１の端部
１１１２、１４０２が、コネクタが連結解除された後残留流体がほぼ存在しないように構
成される。
【０１２８】
　図３４は、図３３の閉鎖可能な雄型コネクタ１１００の実施形態を例示している。雄型
コネクタ１１００の形状、特徴、部品、および／または代替策の任意のものは、任意の他
の雄型コネクタの形状、特徴、部品、材料および／または代替策の任意のものを含むこと
ができ、これと交換可能であり、またはこれと共に使用することができる。たとえば、連
結解除を防止するまたは阻止するのに関連する連結構造（たとえばフックおよびチャネル
特徴）は、任意の適切な医療コネクタまたは他の流体コネクタと共に使用され得る。
【０１２９】
　図３４および図３５は、第１の、または閉位置にある閉鎖可能な雄型コネクタ１１００
のそれぞれ斜視図および側面図である。閉鎖可能な雄型コネクタ１１００は、第１の端部
１１１２および第２の端部１１１４を有することができる。第１の端部１１１２は、雌型
コネクタ１４００と嵌合するように構成され得る。いくつかの実施形態では、第１の端部
１１１２は、雌型コネクタ１４００の別の取り付けおよび／または位置合わせ構造と接触
される（たとえばその中に挿入される）ように構成された取り付けおよび／または位置合
わせ構造（たとえば突起部）を含むことができる。例示する実施形態では、第１の端部１
１１２は、雄型ルアー先端部１１２２および弁部材１１１６（図３６および図３９でより
詳細に示す）を有する。閉位置では、弁部材１１１６は、雄型ルアー先端部１１２２上の
ルアー先端部シール１１１９と共働して、流体が雄型コネクタ１１００を通って流れるこ
とを妨げるまたは抑えることができる。
【０１３０】
　図３６は、図３４に示す閉鎖可能な雄型コネクタ１１００の実施形態の部品の分解斜視
図である。図３６を参照すると、端部キャップ部分１１３０は、本明細書の他の実施形態
において概ね説明するように、閉鎖可能な雄型コネクタ１１００の第２の端部１１１４近
くで雄型ハウジング１１２３に結合され得る。
【０１３１】
　図３４に例示するように、雄型ハウジング１１２３は、ルアー先端部１１２２を全体的
にまたは完全に取り囲むシュラウド１１２４を有することができる。いくつかの実施形態
では、シュラウド１１２４の端部は、雄型コネクタの端部１１４から離間されて、雄型コ
ネクタの端部１１１４との非意図的な外部接触を阻止し、それによって他の表面からの端
部１１１４の汚染、および／または端部１１１４との接触からの他の表面の汚染を抑える
。いくつかの実施形態では、シュラウド１１２４の端部と雄型コネクタの端部１１１４と
の間の空間は、弁部材１１１６内の流路の断面と少なくとも同じ大きさである。いくつか
の実施形態では、シュラウド１１２４は、雄型ルアー先端部１１２２の断面の外径より大
きくすることができる内径または断面を有することができる。シュラウド１１２４は、雄
型コネクタ１１００を雌型コネクタ１４００に固定するための係合機構を有することがで
きる。例示する実施形態では、シュラウド１１２４は、雄型コネクタ１１００を雌型コネ
クタ１４００に固定するための一体化されたタブ１１２５および解放ボタン１１２６を有
する。タブ１１２５は、雌型コネクタ１４００上のチャネル１４４４と係合するフック１
１２７を有することができる。フックおよびチャネル係合は、コネクタ１１００、１４０
０を、コネクタの回転を必要とせずに結合させることを可能にし、それによってこの結合
をよりすばやく実行し、結合中、手動による精密性をほとんど必要とせず、かつ／または
取り付けられた流体ラインを捩じるリスクを低減することができる。解放ボタン１１２６
などの解放構造が作動されて（たとえば押さえ付けられて）、フック１１２７をチャネル



(42) JP 6553357 B2 2019.7.31

10

20

30

40

50

１４４４から持ち上げてコネクタを連結解除することができる。いくつかの実施形態では
、係合機構は、雄型ハウジング１１２３と一体化されなくてもよい。たとえば、タブおよ
び解放ボタンは、雄型ハウジング１１２３に取り付けられた別個の部品とすることができ
る。いくつかの実施形態では、ねじ山、ピン、戻り止め、チャネルおよび／または突起部
（たとえば差し込みタイプの連結）などの他の係合機構が、コネクタを互いに固定するた
めに使用され得る。
【０１３２】
　雄型コネクタ１１００の第１の端部１１１２近くのルアー先端部１１２２は、本明細書
の他の実施形態において説明するように、シール要素１４６０の嵌合表面１４６６の少な
くとも一部分と共に耐漏出および／または漏出の無いシールを形成するように構成された
嵌合表面１１２８を端部に含むことができる。例示する実施形態では、嵌合表面１１２８
は、ルアー先端部１１２２の端部上にある薄い環状リングである。
【０１３３】
　弁部材１１１６は、図３６および図３７の例示する実施形態のように、雄型ハウジング
１１２３によって少なくとも部分的に封入され得る。図３７および図３９に例示するよう
に、弁部材１１１６は、流体が閉構成の雄型コネクタ１１００を流通することを遮断する
閉鎖端部１１４４を有することができる。弁部材１１１６は、流体導管１４８０の第１の
端部１４８２上の概ね相補的な空洞１４９０と結合され得る突起部１１４７を含むことが
できる嵌合表面１１４６を有することができる。例示する実施形態では、突起部１１４７
は、丸められた縁を備えた略円筒状のまたは略円盤状の突起部である。いくつかの実施形
態では、突起部は、矩形、正方形、または多角形の断面形状を有する突起部などの複数の
異なる形状を有して、流体導管１４８０の第１の端部１４８２上の空洞１４９０の形状と
概ね合致することができる。いくつかの実施形態では、突起部は流体導管１４８０の第１
の端部１４８２上にあることができ、空洞は、弁部材１１１６の嵌合表面１１４６上に配
設され得る。突起部１１４７および空洞１４９０は、雄型コネクタ１１００の嵌合表面を
雌型コネクタ１４００の嵌合表面と位置合わせするのに役立つことができる。
【０１３４】
　弁部材１１１６は、チューブセクション１１１７内（たとえばその中央を通って）を延
びるチャネルを備えたチューブセクション１１１７を有することができる。流体は、弁部
材１１１６のチューブセクション１１１７を流通し、弁部材１１１６上のポート１１６２
から出ることができる。チューブセクション１１１７は、弾力的に変形することができる
弾性材料から作製され得る。雄型コネクタ１１００が開位置にあるとき、弁部材１１１６
は、雄型コネクタ１１００の第２の端部１１１４に向かって押され、弾性チューブセクシ
ョン１１１７を圧縮する。いくつかの実施形態では、チューブセクション１１１７は、チ
ャネルが、圧縮されたチューブセクション１１１７によって遮られないように少しの量だ
け変形する。いくつかの実施形態では、チューブセクション１１１７は、チャネルが遮ら
れないように外方向に変形することができる。チューブセクション１１１７は、閉鎖端部
１１４４上に、雄型コネクタ１１００の第１の端部１１１２に向かう戻りばね力を及ぼす
ことができる。弁部材１１１６上のこの閉鎖力は、雄型コネクタ１１００を閉構成に戻す
方向に付勢される。
【０１３５】
　チューブセクション１１１７によって及ぼされたばね力の量は、チューブセクション１
１１７の長さ、チューブセクション１１１７の厚さなどいくつかのパラメータを変化させ
ることによって、かつ／または異なる弾力特性を有するさまざまな材料からチューブセク
ション１１１７を構築することによって変更され得る。いくつかの実施形態では、雄型コ
ネクタ１１００は、偶発的なまたは非意図的な開放を防止するために十分な開放力を必要
とするように構成される。いくつかの実施形態では、コネクタを開放するのに必要とされ
る力は、チューブセクション１１１７の圧縮力によって少なくとも部分的に制御される。
いくつかの実施形態では、チューブセクションは、弁部材１１１６の閉鎖端部１１４４を
閉位置に付勢させるための、雄型ハウジング１１２３の内側に配置されたらせんばねを有
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することができる。いくつかの実施形態では、チューブセクションは、弾力性バンドまた
はアクチュエータなどの他の付勢部材を有することができる。
【０１３６】
　いくつかの実施形態では、弁部材１１１６は、雄型ルアー先端部１１２２の閉鎖端部１
１４４の近くに末端部１１４５を有することができる。いくつかの実施形態では、末端部
１１４５は、外径または断面を備えた端部本体部分１１６７を有することができる。いく
つかの実施形態では、末端部１１４５は、端部本体部分１１６７から延びるフランジ１１
４９を有することができる。いくつかの実施形態では、フランジ１１４９は、少なくとも
１つの長穴１１６５を有する。いくつかの実施形態では、末端部１１４５は、少なくとも
１つのポート１１６２を有することができる。末端部１１４５は、端部本体部分１１６７
からルアー先端部１１２２の閉鎖端部１１４４に向かって延びる延長部分１１６６を含む
ことができる。いくつかの実施形態では、延長部分１１６６は、端部本体部分１１６７の
外径または断面より小さい外径または断面を有することができる。いくつかの実施形態で
は、延長部分１１６６は、突起部１１４７との単一構造部を形成することができる。いく
つかの実施形態では、末端部１１４５は、剛性または半剛性材料から構築され得る。
【０１３７】
　いくつかの実施形態では、弁部材１１１６は、スリーブ部分１１６３を有することがで
きる。いくつかの実施形態では、スリーブ部分１１６３は、内径または断面および外径ま
たは断面を有する。スリーブ部分１１６３は、弾力的に変形することができる弾性材料か
ら構築され得る。いくつかの実施形態では、スリーブ部分は、１つまたは複数のへこみ、
突起部または溝を有して、圧縮および／または反発を容易にすることができる。いくつか
の実施形態では、スリーブ部分１１６３は、延長部分１１６６と係合するように構成され
得る。いくつかの実施形態では、スリーブ部分１１６３の内径または断面は、延長部分１
１６６の外径または断面より小さく、これは、弁部材１１１６が、スリーブ部分１１６３
と延長部分１１６６の間の漏出を抑えることを補助することができる。
【０１３８】
　いくつかの実施形態では、弁部材１１１６は、固定部分１１６４を含むことができる。
固定部分１１６４は、弾力的に変形することができる弾性材料から構築され得る。いくつ
かの実施形態では、固定部分１１６４、スリーブ部分１１６３および／またはチューブセ
クション１１１７は、同じ材料から構築されおよび／または単一構造部を形成することが
できる。いくつかの実施形態では、固定部分１１６４は、図３９に例示するように、フラ
ンジ１１４９内の少なくとも１つの長穴１１６５と係合するように構成され得る。いくつ
かの実施形態では、固定部分１１６４は、伸張形状に付勢させることができる。
【０１３９】
　いくつかの実施形態では、末端部１１４５は、接着剤を介してチューブセクション１１
１７および／またはスリーブ部分１１６３に取り付けられ得る。いくつかの実施形態では
、固定部分１１６４は、スリーブ部分１１６３およびチューブセクション１１１７上に付
勢力を及ぼし、スリーブ部分１１６３をチューブセクション１１１７に向かって付勢させ
るように構成され得る。付勢力は、スリーブ部分１１６３とチューブセクション１１１７
の間に末端部１１４５を固定することができる。たとえば、いくつかの実施形態では、フ
ランジ１１４９は、チューブセクション１１１７と係合することができ、端部本体部分１
１６７は、スリーブ部分１１６３と係合することができる。そのような係合は、末端部１
１４５が、スリーブ部分１１６７および／またはチューブセクション１１１７からの係合
解除を抑えることを助けることができる。
【０１４０】
　ルアー先端部シール１１１９は、図３６および図３７に例示し、他の実施形態において
全般的に説明するように、ルアー先端部１１２２の内部に配設され得る。ルアー先端部シ
ール１１１９は、雄型ハウジング１１２３と弁部材１１１６の間に配設されて、閉位置に
ある弁部材１１１６のポート１１６２を覆ってシールを形成することができる。例示する
実施形態では、ルアー先端部シール１１１９は、雄型ルアー先端部１１２２上の切欠部１
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１２９と結合することができる突起部１１７７の対を有して、弁部材１１１６が雄型ハウ
ジング１１２３内で長手方向に摺動するときにルアー先端部シール１１１９を所定位置に
固定することができる。いくつかの実施形態では、ルアー先端部シール１１１９は、接着
剤、溶接、嵌りばめ、摩擦嵌合、または任意の他の適切な方法によって雄型ルアー先端部
１１２２に固定され得る。
【０１４１】
　図３４に示す雄型コネクタ１１００の実施形態に例示するように、弁部材１１１６の嵌
合表面１１４６は、雄型コネクタ１１００が閉位置にあるときにルアー先端部１１２２に
わたってほぼ同一平面で配設される。いくつかの実施形態では、弁部材１１６の嵌合表面
１１４６は、雄型コネクタ１００が閉位置にあるときにルアー先端部１１２２の嵌合表面
１１２８を超えてさらに延びるように構成され得る。いくつかの実施形態では、弁部材１
１６の嵌合表面１１４６は、ルアー先端部１１２２内に埋め込まれ得る。
【０１４２】
　雄型コネクタ１１００は、第２のまたは開位置に操作され得る。開位置では、弁部材１
１１６は、ルアー先端部１１２２から後退され、それによって弁部材１１１６内の流体が
ポート１１６２から閉鎖端部１１４４周りに出ることを可能にする。流体は、第２の端部
１１１４にあるルアーレセプタクルから雄型コネクタ１１００の内部を通って進み、雄型
コネクタ１１００が開位置にあるときに弁部材１１１６から出ることができる。
【０１４３】
　図３７に例示するように、通路１１５６は、弁部材１１１６の少なくとも一部分を通っ
て延びることができる。通路１１５６は、例示する実施形態に示すように、円形の断面と
することができ、または通路１１５６は、他の断面の幾何学的形状を有することができる
。通路１１５６は、弁部材１１１６の閉鎖端部１１４４近くに少なくとも１つのポート１
１６２を有することができる。例示する実施形態では、２つのポート１６２は、弁部材１
１１６の概ね両側に位置し、矩形であるが、他の場所および形状を使用することもできる
。
【０１４４】
　図３７に例示する実施形態では、雄型コネクタ１１００は閉位置にある。弁部材１１１
６の端部は、第１のキャップ部品１１３２のプランジャ１１７０と当接することができる
。いくつかの実施形態では、弁部材１１１６の端部は、プランジャ１１７０の端部と共に
シールを形成して液体が弁部材１１１６とプランジャ１１７０の間の接合部内に浸出する
ことをほぼ抑えることができる。いくつかの実施形態では、弁部材１１１６の端部は、接
着剤、超音波溶接、溶剤接合などの任意の適切な方法によってプランジャ１１７０に取り
付けられ得る。
【０１４５】
　通路１１５６は、第１のキャップ部品１１３２の導管１１９４と流体連通することがで
きる。導管１１９４は、例示するように、通路１１５６より小さい断面積を有することが
できる。いくつかの実施形態では、導管１１９４は、通路１１５６と大体同じサイズの断
面積を有することができる。いくつかの実施形態では、導管１１９４は、通路１１５６よ
り広くすることができる。導管１１９４は、例示するように管状とすることができ、また
は任意の他の適切な形状の非円形断面を有して構成され得る。
【０１４６】
　プランジャ１１７０は、雄型ハウジング１１２３の端部の内径に相当するが、部品間の
相対移動（たとえば回転移動）を可能にするためにそのような壁とは緊密に接触しない外
側寸法を有することができる。図３７に例示する実施形態では、プランジャ１１７０は、
雄型ハウジング１１２３の管状の幾何学形状に合致するように円形であるが、適宜、他の
幾何学形状を使用することもできる。流体がプランジャ１１７０を過ぎて逃げることを阻
止するために、シール（たとえばＯリングシール１１６０）が、プランジャ１１７０の後
方の溝１１６９内に配設され得る。Ｏリング１１６０は、図示するように、雄型ハウジン
グ１１２３の壁に接触して、流体がプランジャ１１７０周りを流れることを阻止すること
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ができる。いくつかの実施形態では、プランジャ１１７０は、端部キャップ１１３０の一
部分である。端部キャップ１１３０は、超音波溶接、接着剤、または上記で説明したよう
な結合に適した任意の他の方法によって雄型ハウジング１１２３と結合され得る。プラン
ジャ１１７０は、雄型ハウジング１１２３に対して固定位置になると考えられ得る。いく
つかの実施形態では、プランジャ１１７０は、雄型ハウジング１１２３と一体的に形成さ
れ、端部キャップ１１３０は、超音波溶接などによって雄型ハウジング１１２３に適切に
取り付けられた別個の部分である。いくつかの実施形態では、第２のキャップ部品１１３
４は、リッジ１１３５を含むことができる。加えて、いくつかの実施形態では、第２のキ
ャップ部品１１３４は、雄型ハウジング１１２３と一体的にまたは単一構造で形成され得
る。第１のキャップ部品１１３２は、第２のキャップ部品１１３４または雄型ハウジング
１１２３と比べ、別個に形成され得る。
【０１４７】
　図３７に示すように、流体は、ルアーレシーバ１１５８に流入し、導管１１９４へと進
むことができる。導管１１９４から、流体は通路１１５６内に進むことができる。例示す
る実施形態に示すように、雄型コネクタ１１００が閉位置にあるとき、弁部材１１１６の
閉鎖端部１１４４は、ルアー先端部１１２２内の孔を封止して、流体がルアー先端部１１
２２の端部から出ることを防止することができる。しかし、流体は通常、弁部材１１１６
内のポート１１６２を通って通路１１５６を出ることができる。流体は、ルアー先端部１
１２２の内部に残留する可能性があるが、ルアー先端部シール１１１９によってルアー先
端部１１２２から流出することは防止され、また、チューブセクション１１１７によって
弁部材１１６の外側の第２の端部１１４に向かって逆流することは防止され得る。したが
って、例示するように、雄型コネクタ１１００が閉位置にあるとき、ルアーレシーバ１１
５８とルアー先端部１１２２の内部との間に流体連通が存在することができるが、このと
き流体が雄型コネクタ１１００の第１の端部１１１２を出ることは可能にしない。
【０１４８】
　雄型コネクタ１１００は、雌型コネクタ１４００と嵌合されたときに開構成に変更され
得る。ルアー先端部１１２２は、少なくとも部分的に雌型コネクタ１４００内に前進し、
雌型コネクタ１４００内の流体導管１４８０は、弁部材１１１６と係合して弁部材１１１
６の閉鎖端部１１４４を雄型コネクタ１１００の第２の端部１１１４に向かって押す。ま
た、雄型コネクタ１１００のシュラウド１１２４上のフック１１２７は、雌型コネクタ１
４００上のチャネル１４４４と結合してコネクタを互いに保持することができる。雄型コ
ネクタ１１００および雌型コネクタ１４００の連結は、以下でさらに詳細に説明される。
【０１４９】
　弁部材１１１６が第２の端部１１１４に向かって変位されたとき、弁閉鎖部１１４４は
、ルアー先端部１１２２から分離して、ポート１１６２をルアー先端部シール１１１９か
ら引き下げることができる。したがって、流体は閉鎖端部１１４４周りを流れて結合され
た雌型コネクタ１４００に入ることができる。いくつかの実施形態では、チューブセクシ
ョン１１１７は、流体がルアー先端部１１２２の内部と弁部材１１１６の間を進んで雄型
コネクタ１１００の第２の端部１１１４に向かうことを阻止することができる。したがっ
て、開位置では、流体は、ルアーレシーバ１１５８から進んで、導管１１９４、通路１１
５６、弁部材１１１６内の１つのポートまたは複数のポート１１６２を通ってルアー先端
部１１２２の内部に、そして雌型コネクタ１４００内のポートに入ることができる。
【０１５０】
　図５２に例示する実施形態において理解できるように、雄型コネクタ１１００が開位置
にあるとき、弁部材１１１６の閉鎖端部１１４４は、雄型コネクタ１１００の第２の端部
１１１４に向かって、端部キャップ１１３０のプランジャ１１７０部分に近付くように変
位され得る。したがって、チューブセクション１１１７は圧縮され、通路１１５６の容積
は開位置において低減され得る。
【０１５１】
　これに対応して、雄型コネクタ１１００が開位置から閉位置に変化しているとき、通路
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１１５６の容積は、弁部材１１１６の閉鎖端部１１４４が雄型コネクタ１１００の第１の
端部１１１２に向かってシフト移動するにつれて増大する。弁部材１１１６の弁閉鎖端部
１１４４が第１の端部１１１２に向かって前進するにつれて、閉鎖端部１１４４は、ルア
ー先端部１１２２内の穴を封止することができる。追加の流体がルアーレシーバ１１５８
を通って雄型コネクタ１１００内に導入されない場合、ルアー先端部１１２２内に存在す
る流体は、通路１１５６の容積が増大するときに作り出された真空効果によって、ポート
１１６２を通って通路１１５６に向かって引き戻され得る。この場合、弁閉鎖端部１１４
４が穴内の所定位置に移動するときに流体がルアー先端部１１２２内の穴から出ることを
防止することができるが、これは、その代わりに流体を通路１１５６に引き戻すことがで
きるためである。いくつかの実施形態では、弁部材１１１６の嵌合表面１１４６近くの流
体は、閉鎖端部１１４４が雄型ハウジング１１２３の第１の端部１１１２に向かって移動
するときに嵌合表面１１４６近くに留まるのではなく、雄型コネクタ１００の内部に移動
することが促され、それによって嵌合表面１１４６が流体にさらされることを抑える。
【０１５２】
　しかし、追加の流体がルアーレシーバ１１５８を通って雄型コネクタ１１００内に依然
として導入されている場合、追加の流体は、通路１１５６まで前進し、閉鎖端部１１４４
が第１の端部１１１２に向かって移動してルアー先端部１１２２を閉じるときにそこに集
まることができる。ルアー先端部シール１１１９がルアー先端部１１２２を封止している
ため、新しく導入された流体からの圧力によって流体がルアー先端部１１２２から強制流
出することを阻止することができる。したがって、雌型コネクタ１４００が雄型コネクタ
１１００の第１の端部１１１２と結合される間、流体の流れは、雄型コネクタ１１００を
通ることができるが、雌型コネクタ１４００が係合解除されている間、また雌型コネクタ
１４００が結合解除された後は阻止される。
【０１５３】
　上記で説明したように、いくつかの実施形態では、特定の薬が皮膚に接触するまたは吸
い込まれることを阻止することが望ましくなり得る。雄型コネクタ１１００は、ルアー先
端部１１２２が雌型コネクタ１４００または他の連結部から結合解除されているときにル
アー先端部１１２２上の残余流体をほぼ解消しながら、流体を雄型コネクタ１１００内に
保持する上で助けとなることができる。したがって、結合解除後に残余流体がルアー先端
部１１２２上に残る可能性を低減した結果、ユーザまたは患者が毒性の薬にさらされる機
会がそれに対応して低減される。
【０１５４】
　図３９～図４０は、図３４に示す閉鎖可能な雄型コネクタ１１００の実施形態の弁部材
１１１６およびルアー先端部シール１１９それぞれの例の斜視図である。特に図３９を参
照すると、ポート１１６２の１つまたは複数は、嵌合表面１１４６の近くに位置すること
ができる。ポート１１６２は例示するように矩形とすることができ、または他の形状を有
することができる。雄型コネクタ１１００は、雌型コネクタ１４００と嵌合形状状態で置
かれたときに開かれるように適合され得る。たとえば、雌型コネクタ１４００は、それだ
けに限定されないが、弁閉鎖面１１４４と係合して雄型コネクタ１１００を開くことがで
きる、空洞を備えた突起部１１４７に概ね相補的な表面などの係合部材を含むことができ
る。いくつかの実施形態では、手動で作動されるスライダまたはボタン、または他の作動
装置が、雄型コネクタ１１００を開くように適切に構成され得る。
【０１５５】
　図４０を参照すると、ルアー先端部シール１１１９は、ルアー先端部シール１１１９の
長手方向軸に沿って延びる開口部１１７８を備えたほぼ円筒状のものとすることができる
。雄型コネクタ１１００の第１の端部１１１２に面する側部は、雌型コネクタ１４００の
対応する表面と嵌合するように構成された嵌合表面１１７６を有することができる。ルア
ー先端部シール１１１９は、いくつかの異なる材料から構築され得る。いくつかの実施形
態では、ルアー先端部シール１１１９は、シリコンベースの変形可能な材料から作製され
得る。シリコンベースの変形可能な材料は、とりわけ、プラスチックおよび他の剛性ポリ
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マー材料と流体密封性の閉鎖部を形成することができるものである。
【０１５６】
　端部キャップ部分１１３０は（図３７を参照されたい）、他の実施形態において上記で
説明した端部キャップ部分１３０に類似することができる。端部キャップ部分１１３０お
よび対応する部品は、この実施形態においては、類似の参照番号、ただし１０００の位で
増大させて参照される。
【０１５７】
　図４１および図４２は、第１のまたは閉位置にある雌型コネクタ１４００のそれぞれ斜
視図および側面図である。雌型コネクタ１４００の形状、特徴、部品、および／または代
替策の任意のものは、任意の他の雄型コネクタの形状、特徴、部品、材料および／または
代替策の任意のものを含むことができ、これと交換可能であり、またはこれと共に使用さ
れ得る。加えて、本明細書において説明する他のコネクタの任意のものは、雌型コネクタ
１４００の形状、特徴、および部品の任意のものを含むことができる。たとえば、雄型お
よび雌型のコネクタの連結解除を防止するまたは阻止するのに関連する特徴は、任意の適
切な医療コネクタまたは他の流体コネクタと共に使用され得る。
【０１５８】
　図４３は、図４１に示す雌型コネクタ１４００の実施形態の部品の分解斜視図である。
１つまたは複数の側部ポート１４８８を備えた流体導管１４８０は、雌型コネクタ１４０
０の第２の端部１４０４近くで雌型ハウジング１４４０に結合され得る。流体導管１４８
０の部品の１つまたは複数は、雌型ハウジング１４４０と一体的または単一構造とするこ
とができる。いくつかの実施形態では、流体導管１４８０は、第２のキャップ部品１１３
４と結合するように構成された第２の端部１４８４を有することができる。流体導管１４
８０および第２のキャップ部品１１３４は、接着剤、超音波溶接、溶剤接合、スナップ嵌
合などのさまざまな方法によって結合され得る。第１のキャップ部品１４２０はまた、第
２のキャップ部品１１３４および流体導管１４８０にも結合され得る。第１のキャップ部
品１４２０は、第２のキャップ部品１１３４および流体導管１４８０に対して回転可能と
することができる。全体的に圧縮可能なまたは変形可能なシール要素１４６０が、流体導
管１４８０の少なくとも一部分を取り囲むことができる。シール要素１４６０は、雌型コ
ネクタ１４００が閉構成にあるときに流体導管１４８０上のポート１４８８を遮ることが
できる。シール要素１４６０および流体導管１４８０は、雌型ハウジング１４４０内に少
なくとも部分的に含まれ得る。
【０１５９】
　図４１および図４２に例示するように、雌型コネクタ１４００は、第１の端部１４０２
および第２の端部１４０４を有することができる。第１の端部１４０２は、雄型コネクタ
１１００と嵌合するように構成され得る。いくつかの実施形態では、雌型コネクタ１４０
０は、雄型コネクタ１１００に結合されるように構成された嵌合側部１４０８を備えた雌
型ハウジング１４４０を有することができる。第１の端部１４０２は、雄型コネクタ１１
００のシュラウド１１２４上の結合構造に相補的である結合構造を含むことができる。例
示する実施形態では、雌型コネクタ１４００は、溝、へこみ、またはチャネル１４４４な
どの選択的に取り付け可能な連結表面を有し、この連結表面は、雄型コネクタ１１００上
のスナップ、キャッチ、把持部材、またはフック１１２７などの対応する選択的に取り付
け可能な連結表面と係合して、コネクタを互いに取り外し可能に固定する。数多くの他の
タイプの係合要素が、コネクタを互いに固定するために使用され得る。
【０１６０】
　雌型コネクタ１４００の雌型ハウジング１４４０は、第１の端部１４０２と第２の端部
１４０４の間を延びることができる。図４５に例示する実施形態では、雌型ハウジング１
４４０は、略円筒状の本体１４４２を有する。いくつかの実施形態では、本体１４４２は
、略円形、略正方形、略多角形の断面、または任意の他の適切な形状を有することができ
る。圧縮可能なまたは弾性のシール要素１４６０および流体導管１４８０は、雌型ハウジ
ング１４４０内に少なくとも部分的に含まれる。
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【０１６１】
　第１の端部１４０２の近くには、雌型ハウジング１４４０の外側円周の周りに延在する
チャネル１４４４が存在することができる。チャネル１４４４は、雄型ハウジング１１２
３のタブ１１２５上のフック１１２７を受け入れることができる。いくつかの実施形態で
は、雌型ハウジング１４４０の嵌合側部１４０８は、面取りされまたは丸められて、２つ
のコネクタが互いに接合されるときにフック１１２７が雌型コネクタ１４００の第１の端
部１４０２の周りを摺動することを可能にすることができる。
【０１６２】
　雌型ハウジング１４４０は、雌型ハウジング１４４０の円周から突出する結合フランジ
１４４８などの結合リミッタを有して肩部または停止部をもたらし、雄型コネクタ１１０
０が雌型コネクタ１４００の奥に挿入されすぎることを防止することができる。いくつか
の実施形態では、結合フランジ１４４８は、雌型ハウジング１４４０の全周周りに連続的
に延在することができる。いくつかの実施形態では、結合フランジ１４４８は、たとえば
１つまたは複数の突起部として、または一連の分割されたセグメントとして分割され、ま
たはセグメント化され、雌型ハウジング１４４０の全周より小さい周囲に延在することが
できる。いくつかの実施形態では、結合部分４４６は、雌型ハウジング４４０と一体的に
形成され、または別の形でこれと共に形成され得る。いくつかの実施形態では、結合部分
１４４６は、溶接、接着剤、または締結具などによって雌型ハウジング１４４０に連結さ
れる別個の部品とすることができる。いくつかの実施形態では、結合リミッタの位置は、
第２のまたは遠位端部より第１のまたは近位端部の近くとすることができる。結合リミッ
タの最大の径方向範囲は、閉鎖可能な雄型ルアーコネクタ１１２３のシュラウド１１２４
の内径より大きいまたは大体等しくすることができる。いくつかの実施形態では、雌型ハ
ウジングは、結合リミッタとチャネル１４４４の間に延長部分１４４７を有することがで
きる。
【０１６３】
　図４６を参照すると、流体導管１４８０は、流体導管４８０（たとえば図２７を参照さ
れたい）に類似することができ、各流体導管４８０、１４８０ならびにその要素、および
代替策の説明は他にも適用される。流体導管１４８０は、第１の端部１４８２および第２
の端部１４８４を有することができる。第１の端部１４８２は、弁部材１１１６の嵌合表
面１１４６と結合するように構成された嵌合表面１４８６を有することができる。第１の
端部１４８２の近くには、流体導管１４８０の中央を通って延びる流体通路１４１８に流
体連結された少なくとも１つのポート１４８８が存在することができる。例示する実施形
態では、流体導管１４８０は、大体両側に２つのポートを有する。いくつかの実施形態で
は、流体導管１４８０は、３つ以上のポート１４８８を有することができる。流体導管４
８０の第２の端部１４８４は、第１のキャップ部品１４２０および第２のキャップ部品１
１３４に結合するように構成され得る。
【０１６４】
　第１の端部１４８２から第２の端部１４８４まで延びるのは、チューブ１４８７の内部
（たとえば中央）を通って延びる流体通路１４１８（図５０を参照されたい）を備えたチ
ューブ１４８７でよい。図４４に例示する実施形態では、チューブ１４８７は、第１の端
部１４８２の近くでは略円筒状であり、第２の端部１４８４の近くでは略円錐台である。
いくつかの実施形態では、チューブは、略正方形、略多角形、または略長円などの他の断
面形状を有することができる。
【０１６５】
　図４４に例示するように、流体通路１４１８は、円形の断面とすることができ、または
流体通路１４１８は、他の断面の幾何学的形状を有することができる。例示する実施形態
では、２つのポート１４８８は、流体導管１４８０の概ね両側に位置し、矩形の形状であ
るが、他の場所および形状を使用することもできる。側部ポート１４８８は、流体導管１
４８０の嵌合表面１４８６の近くに位置することができ、または、雌型コネクタ１４００
が雄型コネクタ１１００と嵌合されたときに流体がポート１４８８に入ることを依然とし
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て可能にしながら嵌合表面１４８６から実用的である限り後方に流体導管１４８０の側部
に配置され得る。例示するように、流体導管１４８０の近位端部または近位領域は、鈍化
され、非先細にされ、全体的に平面にされて流体の流れを止めることができる。いくつか
の実施形態では、ポート１４８８のサイズは、凡そ１ミリメートルの長さおよび／または
幅とすることができるが、不整形形状および他のサイズを使用することもできる。少なく
とも約１ｍｍまたは凡そ１ｍｍから凡そ３ｍｍ、または約１ｍｍ未満またはこれに等しい
ポートを使用することもできる。流体導管１４８０の近位端部の断面幅（または外径）は
、図示するように非常に大きくすることができる。たとえば、例示するように、流体導管
１４８０の近位端部の断面幅（または外径）は、流体導管１４８０の外径とほぼ同じサイ
ズ、または雌型コネクタの遠位端部上の雄型先端部の内径より大きいかまたはこれとほぼ
同じサイズ、または流体導管の基部近くの流体導管１４８０の内径とほぼ同じサイズまた
はこれより大きく、または近位端部における、もしくはハウジングの首部領域内の封止要
素の壁の厚さと概ねほぼ同じサイズ、またはハウジング壁の厚よりかなり大きくすること
ができる。
【０１６６】
　流体導管１４８０は、シール要素１４６０を圧縮するまたは変形させるのに十分な力が
雌型コネクタ１４００上に及ぼされたときの圧縮または変形を抑えることができる、ポリ
カーボネートプラスチックなどの剛性材料から構成され得る。流体導管４８０内のポート
１４８８は、雌型コネクタ１４００が閉構成にあるときに、流体が流体通路１４１８から
逃げることを防止するためにシール要素１４６０によって封止され得る。
【０１６７】
　雌型コネクタ１４００は、雄型コネクタ１１００と同様に、第２の端部１４０４の近く
に第１のキャップ部品１４２０および第２のキャップ部品１１３４を含むことができる。
いくつかの実施形態では、第２のキャップ部品１１３４は、雄型コネクタ１１００におい
て説明した第２のキャップ部品と同じまたはこれに類似することができる。図４４および
図４７に例示するように、第１のキャップ部品１４２０は、一方の端部において流体導管
１４８０と結合する突起部を有し、他方の端部において雄型ルアー係合部１４８５を有す
るように構成され得る。流体経路は、第１のキャップ部品１４２０を通って長手方向に延
びることができ、それにより、流体導管１４８０は、雄型ルアー係合部１４８５と流体連
通することができる。雄型ルアー係合部１４８５は、雄型ルアー先端部を取り囲む雌ねじ
を備えたシュラウドを含む。雄型ルアー係合部１４８５は、雄型コネクタ向けのＡＮＳＩ
仕様に準拠することができる。雄型ルアー係合部１４８５は、別のコネクタまたはシリン
ジの雌型連結部品を受け入れることができる。
【０１６８】
　図４４に例示するように、第２のキャップ部品１１３４は、流体導管１４８０の第２の
端部１４８４および／または雌型ハウジング１４４０に結合され得る。いくつかの実施形
態では、第２のキャップ部品１１３４は、超音波溶接、接着剤または任意の他の適切な方
法によって流体導管１４８０または雌型ハウジング１４４０に固定して取り付けられ得る
。例示する実施形態では、第１のキャップ部品１４２０は、第２のキャップ部品１１３４
ならびに流体導管１４８０に回転式に結合される。いくつかの実施形態では、第１のキャ
ップ部品１４２０および／または第２のキャップ部品１１３４は、雌型ハウジング１４４
０と一体的または単一構造とすることができる。
【０１６９】
　いくつかの実施形態では、流体導管１４８０と結合する第１のキャップ部品１４２０の
部分は、流体導管１４８０の壁の内側寸法に相当するが、部品間の相対移動を可能にする
ためにそのような壁とは接触しない外側寸法を有することができる。流体が流体導管１４
８０と第１のキャップ部品１４２０の間に逃げることを阻止するために、Ｏリング１１６
０などの可撓性または弾性シールが、第１のキャップ部品１４２０上の溝１４２４内に配
設され得る。溝１４２４は、第１のキャップ部品１４２０が流体導管１４８０と結合する
第１のキャップ部品１４２０の外側円周の周りに延在することができる。Ｏリング１１６
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０は、図示するように流体導管１４８０の壁に接触して、流体が流体通路１４１８から逃
げることを阻止することができる。第１のキャップ部品１４２０は、流体導管１４８０に
対して回転することができ、それにより、雄型ルアー係合部１４８５は、雌型コネクタ１
４００全体を捩じることなく別のコネクタに連結され得る。
【０１７０】
　加えて、第１のキャップ部品１４２０は、環状溝１４２２を含むことができ、環状溝１
４２２は、第２のキャップ部品１１３４上の相補的な機構と相互作用して第１のキャップ
部品１４２０の、第２のキャップ部品１１３４に対する移動を軸方向に拘束することがで
きる。図４４を参照すると、第１のキャップ部品１４２０および第２のキャップ部品１１
３４は、第１のキャップ部品１４２０が、第２のキャップ部品１１３４から不意に引っ張
りだされることを防止するようにサイズ設定され構成され得る。
【０１７１】
　さらに、図４７に例示するように、第１のキャップ部品１４２０は、環状溝１４２２と
Ｏリングチャネル１４２４の間に配置された角度付けされたまたは丸められた表面を含む
ことができる。角度付けされたまたは丸められた表面は、第１のキャップ部品１４２０と
第２のキャップ部品１１３４の結合または組み付けを容易にすることができる。いくつか
の実施形態では、第１のキャップ部品１４２０および／または第２のキャップ部品１１３
４は、第１のキャップ部品１４２０および第２のキャップ部品１１３４の結合を容易にす
る、または、第１のキャップ部品１４２０を第２のキャップ部品１３４に対して回転させ
ることを容易にするのに適した任意の機構、潤滑剤、または材料を含むことができる。
【０１７２】
　いくつかの実施形態では、キャップ部品は、雌型コネクタ１４００の雄型端部１４８５
の連結解除を抑え、および／または雌型コネクタ１４００の雄型端部１４８５の回転を容
易にすることができる構造を含むことができる。たとえば、第１のキャップ部品１４２０
は、本明細書において説明するように、初期段階中、第１のキャップ部品１４２０が第２
のキャップ部品１１３４に対して回転することを防止するタブを折ることができる。タブ
が折られて第１のキャップ部品１４２０から外れると、第１のキャップ部品１４２０はこ
のとき、第２のキャップ部品１１３４内でほぼ自由に回転することができる。しかし、第
１のキャップ部品１４２０は、環状溝１４２２および第２のキャップ部品１１３４上の環
状突起部を結合させることによって雌型コネクタ１４００内に依然として保持され得る。
また、Ｏリング１１６０は、第１のキャップ部品１４２０が回転できることにも関わらず
流体漏出を抑えるまたは防止することができる。雌型コネクタ１４００は、結合される部
品からの連結解除を抑えることができるが、これは、そのような連結解除に必要とされる
トルクは、第１のキャップ部品１４２０を雌型ハウジング１４００および／または第２の
キャップ部品１１３４に対して回転させるだけであるためである。
【０１７３】
　図４８を参照すると、シール要素１４６０がより詳細に説明される。いくつかの実施形
態では、シール要素１４６０は、略円筒状であり、そこを通って延びる孔１４７０を有す
る。シール要素１４６０は、封止部分１４６２および座屈部分１４６４を有することがで
きる。封止部分１４６２は、流体がポート１４８８から流出することを遮断するために流
体導管１４８０の第１の端部１４８２を遮るように構成された内径を有することができる
。
【０１７４】
　例示する実施形態では、少なくとも遠位部分１４６４は、略円筒状であり、変形する、
圧縮する、または他の形で長さを低減することができる。座屈部分１４６４は、弾性また
は変形可能な材料から作製され、それにより、遠位方向に向けられた力が取り除かれたと
きに、復元力が遠位部分１４６４を付勢させてその開始長さに戻す。いくつかの実施形態
では、座屈部分１４６４は、本明細書において説明する他の実施形態などの、圧縮可能な
シールをもたらすための複数の異なるタイプの形状を有することができる。
【０１７５】
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　肩部または停止部１４６８が、封止部分１４６２と座屈部分１４６４の間に配設され得
る。例示する実施形態では、停止部１４６８は、拡張された外径を備えた部分である。図
４４に例示するように、停止部１４６８は、雌型ハウジング１４４０の表面と係合して、
圧縮可能なシール要素１４６０が雌型ハウジングから延びすぎるまたはそこから出ること
を防止することができる。停止部１４６８のシール要素１４６０上への配置は、停止部１
４６８が雌型ハウジング１４４０と係合したときに、封止部分１４６２が、流体導管１４
８０上のポート１４８８を覆って配置されるように構成される。
【０１７６】
　シール要素１４６０は、弾力的に圧縮するまたは変形する材料から構築され得る。シー
ル要素１４６０は、雌型コネクタ１４００を閉構成に戻す方向に付勢され得る。シール要
素１４６０が担持する圧縮抵抗の量は、圧縮部分１４６４の長さまたはシール要素１４６
０が存在する雌型ハウジング１４４０内のチャンバの長さを変化させることによって調整
され得る。圧縮抵抗の量はまた、シール要素１４６０の厚さを増大させることによってか
つ／または異なる弾力特性を有するさまざまな材料を使用することによっても調整され得
る。いくつかの実施形態では、座屈部分１４６４は、他の実施形態において説明するよう
に、シール要素１４６０を閉構成に付勢させるための、雌型ハウジング１４４０の内側に
配置されたばねとして構成され得る。
【０１７７】
　図４１および図４４に例示するように、雌型コネクタ１４００の第１の端部１４０２は
、雌型コネクタ１４００の長手方向軸に対して略横断方向である嵌合側部１４０８を有す
ることができる。例示する実施形態では、嵌合側部１４０８は、略環状形状を有する。嵌
合側部１４０８は、中央領域内にシール要素１４６０ための開口部を有することができ、
この場合、シール要素１４６０の嵌合表面１４６６は露出される。シール要素１４６０の
嵌合表面１４６６は、雄型ルアー先端部１１２２の嵌合表面１１２８およびルアー先端部
シール１１１９の嵌合表面１１７６と耐漏出シールを形成するように構成される。シール
要素１４６０の中心近くには、雌型コネクタ流体導管１４８０のための開口部が存在する
ことができる。流体導管１４８０の第１の端部１４８２は、弁部材１１１６の嵌合表面１
１４６と共に耐漏出シールを形成するように構成された嵌合表面１４８６を有することが
できる。
【０１７８】
　図４１および図４４に示す雌型コネクタ１４００の実施形態に例示するように、シール
要素１４６０の嵌合表面１４６６は、雌型コネクタ１４００の嵌合側部１４０８とほぼ同
一平面になることができる。いくつかの実施形態では、流体導管１４８０の嵌合表面１４
８６は、雌型コネクタ１４００の嵌合側部１４０８とほぼ同一平面になることができる。
いくつかの実施形態では、シール要素１４６０の嵌合表面１４６６および／または流体導
管１４８０の嵌合表面１４８６は、閉位置にある雌型コネクタ１４００の嵌合側部１４０
８をさらに超えて延びるように構成され得る。いくつかの実施形態では、シール要素１４
６０の嵌合表面１４６６および／または流体導管１４８０の嵌合表面１４８６は、結合部
分１４４６内に埋め込まれ得る。
【０１７９】
　いくつかの実施形態では、流体導管１４８０の第１の端部１４８２は、弁部材１１１６
の嵌合表面１１４６上の相補的な突起部１１４７と結合する空洞１４９０を有することが
できる。例示する実施形態では、空洞１４９０は円形穴である。いくつかの実施形態では
、空洞は、矩形、四角形、または多角形の形状などの複数の異なるタイプの形状を有する
ことができる。いくつかの実施形態では、空洞は、弁部材１１１６の嵌合表面１１４６上
に配設可能であり、突起部は、流体導管１４８０の第１の端部１４８２上に存在すること
ができる。空洞１４９０および突起部１１４７は、その対応する嵌合表面と位置合わせす
るのに、また、雄型コネクタ１１００と雌型コネクタ１４００の間の横方向移動および流
体漏出を抑えるのに役立つことができる。
【０１８０】
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　シール要素１４６０は、流体導管１４８０の第１の端部１４８２を遮って、雌型コネク
タ１４００が閉構成にあるときに流体がポート１４８８から流出することを遮断すること
ができる。シール要素１４６０の封止部分１４６２は、図４４に例示するように、雌型ハ
ウジング１４４０の結合部分１４４６の内部に配設され得る。例示する実施形態では、シ
ール要素１４６０の封止部分１４６２は、雌型ハウジング１４４０と流体導管１４８０の
間に配設される。いくつかの実施形態では、シール要素１４６０と流体導管１４８０の間
の締まりばめは、流体が雌型コネクタ１４００の第１の端部１４０２から流出することを
阻止することができる。シール要素１４６０は、シールを形成することを助ける弾性材料
から作製され得る。
【０１８１】
　雌型コネクタ１４００は、第２のまたは開構成に操作され得る。開構成では、シール要
素１４６０の封止部分１４６２を雌型コネクタ１４００の第２の端部１４０４に向かって
押し戻すことができ、それによって流体が流体導管１４８０内のポート１４８８を流通す
ることを可能にする。開構成では、流体は、ポート１４８８を通って流体導管１４８０に
入り、流体通路１４１８を通って進行して、雄型ルアー係合１４８５を通って出ることが
できる。
【０１８２】
　雌型コネクタ１４００は、雄型コネクタ１１００または他の連結部から結合解除されて
いるとき、雌型コネクタ１４００の第１の端部１４０２上の残余流体をほぼまたは完全に
除去しながら、雌型コネクタ１４００内に流体を保持する上で助けとなることができる。
結合解除後の雌型コネクタ１４００上に残る残余流体を抑えた結果、ユーザまたは患者に
毒性の薬をさらすことがそれに対応して低減され得る。
【０１８３】
　図４９および図５０を参照すると、雄型コネクタ１１００は、雌型コネクタ１４００に
隣接して表示されている。例示する実施形態では、雄型コネクタ１１００および雌型コネ
クタ１４００の両方は、閉構成にある。雌型コネクタ１４００は、その第１の端部１４０
２が雄型コネクタ１１００の第１の端部１１１２に隣接する状態で配置されている。雄型
コネクタ１１００は、コネクタを互いに押し付けることによって雌型コネクタ１４００と
係合させることができ、このときいずれかのコネクタを捩じるまたは回転させる必要はな
い。
【０１８４】
　図５１および図５２に例示するように、雄型コネクタ１１００は、雌型コネクタ１４０
０が雄型コネクタ１１００に結合されたときに開構成に変更され得る。雌型コネクタ１４
００の第１の端部１４０２は、雄型コネクタ１１００の第１の端部１１１２と係合するこ
とができる。雄型コネクタ１１００の、タブ１１２５上のフック１１２７などの第１の付
勢係合部分が、雌型コネクタ１４００上のチャネル１４４４などの第２の係合部分と係合
して、コネクタを互いに取り外し可能に固定することができる。フックおよびチャネル係
合は、コネクタ１１００、１４００が、コネクタの回転を必要とすることなく結合される
ことを可能にし、それによって、取り付けられた流体ラインを捩じるリスクを低減し、医
療サービス提供専門家の精密な手動操作がより少なくてすむ。それぞれのコネクタ上の第
１および第２の係合部分の場所は、逆転させることができる。いくつかの実施形態では、
フック１１２７は、雌型コネクタ１４００の嵌合側部１４０８上を摺動し、チャネル１４
４４内に落ちることができる。いくつかの実施形態では、フック１１２７が雌型コネクタ
１４００上のチャネル１４４４と確実に連結されたときに、可聴音を生み出すことができ
る。解放ボタン１１２６が押さえられてフック１１２７をチャネル１４４４から持ち上げ
、コネクタを連結解除することができる。
【０１８５】
　いくつかの実施形態では、雄型コネクタ１１００のフック１１２７と雌型コネクタ１４
００のチャネル１４４４との間の係合は、弁部材１１１６の嵌合表面１１４６と流体導管
１４８０の嵌合表面１４８６との間の横方向移動の可能性を低減することができる。いく
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つかの実施形態では、雄型コネクタ１１００のフック１１２７と雌型コネクタ１４００の
チャネル１４４４との間の係合は、結合中および／または結合後の、弁部材１１１６の嵌
合表面１１４６と流体導管１４８０の嵌合表面１４８６との間の傾斜を抑える。嵌合表面
１１４６、１４８６間の横方向の移動および／または傾斜の低減は、嵌合表面１１４６、
１４８６のいずれかが、コネクタ１１００、１４００内からの流体にさらされる可能性を
低減することを助けることができる。
【０１８６】
　流体導管１４８０の嵌合表面１４８６は、弁部材１１１６の嵌合表面１１４６に係合す
ることができる。これらの緊密に嵌合する非平面の嵌合表面１１８６、１１４６および／
または緊密に嵌合する外部シュラウド１１２４と隣接するコネクタの外面（たとえば、雌
型コネクタの延長部分１４４７の外面）との間の相互作用が、嵌合表面１１８６、１１４
６間の横方向動作を抑えて、これらの間の流体の浸透または侵入を抑えることができる。
雄型コネクタ１１００および雌型コネクタ１４００が互いに結合されるとき、流体導管１
４８０は、弁部材１１１６の閉鎖端部１１４４を雄型コネクタ１１００の第２の端部１１
１４に向かって押すことができる。閉鎖端部１１４４が雄型コネクタ１１００の第２の端
部１１１４に向かって押されるとき、弁部材１１１６上のポート１１６２は、ルアー先端
部シール１１１９から離れるように変位され、流体がポート１１６２から流出することを
可能にする。こうして、雄型コネクタ１１００は、弁部材１１１６の閉鎖端部１１４４が
第２の端部１１１４に向かって押されたときに開構成に移動される。
【０１８７】
　図５２に例示するように、ルアー先端部シール１１１９の嵌合表面１１７６および雄型
ルアー先端部１１２２の嵌合表面１１２８は、シール要素１４６０の嵌合表面１４６６に
係合することができる。雄型コネクタ１１００および雌型コネクタ１４００が互いに結合
されるとき、ルアー先端部シール１１１９を備えた雄型ルアー先端部１１２２は、シール
要素１４６０を雌型コネクタ１４００の第２の端部１４０４に向かって押し、シール要素
１４６０の圧縮部分１４６４に力をかけることができる。シール要素１４６０が雌型コネ
クタ１４００の第２の端部１４０４に向かって押されるとき、流体導管１４８０上のポー
ト１４８８は露出され、流体がポート１４８０を流通することを可能にする。この例では
、雌型コネクタ１４００は開構成にある。シール要素１４６０はその近位端部上に開口部
または孔１４７０を含むので、雌型コネクタ内のチューブ１４８７、雄型コネクタ内の雄
型ルアー先端部１１２２、および／または雄型コネクタの弁部材１１６が、穴をあける、
穿孔する、切断する、貫通する、通過する、分かれて開く、強制開放する、またはシール
要素１４６０の近位端部のサイズ、形状または寸法を別の形で大きく変化させることは必
要とされない。そうではなく、いくつかの実施形態では、例示するように、シール要素１
４６０の近位端部は、雄型コネクタが入ることによって移動されるが、シール要素１４６
０の近位端部の形状は、開放および閉鎖の両方の間、一体的で変更されないままである。
孔１４７０のサイズおよび形状、ならびにシール要素１４６０の近位端部のサイズおよび
形状、ならびに／またはシール要素１４６０の近位端部内の開口、孔、または開口部は、
閉鎖段階および開放段階、ならびにこれらの段階間の移行において概ね同じとすることが
できる。
【０１８８】
　弁部材１１１６の閉鎖端部１１４４が雄型コネクタ１１００の第２の端部１１１４に向
かって押されたとき、弁部材１１１６のチューブセクション１１１７は圧縮され、閉鎖端
部１１４４上に雄型コネクタ１１００の第１の端部１１１２に向かう戻り力を生み出す。
こうして、雄型コネクタ１１００の開構成では、弁部材１１１６の閉鎖端部１１４４は、
第１の端部１１１２に向かって閉構成方向に付勢され得る。同様に、シール要素１４６０
が雌型コネクタ１４００の第２の端部１４０４に向かって押されるとき、圧縮部分１４６
４は戻りばね力を及ぼしてシール要素１４６０をその元の長さにかつ閉構成方向に付勢さ
せる。例示するように、弁部材１１１６は、いくつかの実施形態では、雄型コネクタハウ
ジングの内側またはルアー先端部１１２２の内側に、開位置および閉位置の両方ならびに
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これらの２つの段階間の移行中留まり、それによって弁部材１１１７、結果として流路が
環境内の望ましくない異物（病原菌、毒素、または破片など）にさらされるリスクを減ら
し、また、流路内の流体が、環境内に逃げるリスクを減らす。
【０１８９】
　いくつかの実施形態では、弁部材１１１６およびシール要素１４６０は、閉鎖力を及ぼ
して、係合する間にわたって嵌合表面１１４６、１４８６が接触を維持することを助ける
ことができる。いくつかの実施形態では、弁部材１１１６の嵌合表面１１４６は、流体導
管１４８０の嵌合表面１４８６の断面とほぼ同じ断面を有することができる。いくつかの
実施形態では、流体導管１４８０の嵌合表面１４８６の外側周囲は、雄型コネクタ１１０
０および／または雌型コネクタ１４００が開構成にあるときに、弁部材１１１６の嵌合表
面１１４６の外側周囲と接触状態とすることができるかつ／またはこれと概ね相補的な形
状とすることができる。
【０１９０】
　いくつかの実施形態では、雄型コネクタ１１００および／または雌型コネクタ１４００
の嵌合表面は、他の実施形態において説明したように、少なくとも部分的に圧縮可能であ
り、嵌合表面間にほぼ漏出の無いまたは耐漏出のシールを形成することを助けることがで
きる。たとえば、弁部材１１１６の嵌合表面１１４６は、（それ自体可撓性または剛性に
なり得る）流体導管１４８０の嵌合表面１４８６と共に封止することができるエラストマ
ー材料から作製することができ、それにより、流体は、雄型コネクタ１１００および雌型
コネクタ１４００の嵌合表面に接触しないようになる。いくつかの実施形態では、流体導
管１４８０の嵌合表面１４８６は、（それ自体可撓性または剛性になり得る）弁部材１１
１６の嵌合表面１１４６と共に封止することができるエラストマー材料から作製され得る
。いくつかの実施形態では、流体は、２つの嵌合表面１１４６、１４８６によって形成さ
れたシールの周りを流れることができる。いくつかの実施形態では、流体は、２つの嵌合
表面１１４６、１１４８間の嵌合表面１１４６、１１４８の周囲内を進むことが妨げられ
る。いくつかの実施形態では、本明細書において説明するように、流体は、通常は閉じら
れている隔壁を穿孔するまたは貫通する必要無く、雄型コネクタ１１００と雌型コネクタ
１４００の間を流れることができる。たとえば、隔壁は、流体導管が通過することができ
る、または流体が隔壁または他の障壁の外側の周りを流通することができる一定の開口部
を含むことができる。嵌合表面を流体から隔離することにより、弁部材１１１６の嵌合表
面１１４６および流体導管１４８０の嵌合表面１４８６は、２つコネクタを連結解除した
後に乾燥したままであることができ、医療サービス提供者または周辺環境への望ましくな
い汚染を抑えることができる。
【０１９１】
　いくつかの実施形態では、弁部材１１１６の嵌合表面１１４６の断面は、シール要素１
４６０の孔１４７０の断面とほぼ同じまたはこれより小さくすることができる。いくつか
の実施形態では、ルアー先端部シール１１１９の断面の内側は、シール要素１４６０の孔
１４７０の断面の内側より小さくまたはこれとほぼ同じとすることができる。いくつかの
実施形態では、孔１４７０の周囲と雄型コネクタ１１００の第１の端部１１１２との間の
係合は、流体がシール要素１４６０の嵌合表面１４６６に漏出するのを阻止することを助
けることができる。たとえば、いくつかの実施形態では、孔１４７０の周囲は、ルアー先
端部シール１１１９の嵌合表面１１７６と係合することができ、２つのコネクタ内の流路
とシール要素１４６０の嵌合表面１４６６との間にほぼ流体密封性のシールを形成するこ
とができる。シール要素１４６０の嵌合表面１４６６を流体から封止することにより、嵌
合表面１４６６は、流体移送中および流体移送後でも乾燥したままであることができ、医
療サービス提供者が流体にさらされ得るリスクを低下させることができる。
【０１９２】
　いくつかの実施形態では、ルアー先端部シール１１１９の断面の内側は、流体導管１４
８０の第１の端部１４８２近くではチューブ１４８７の断面の外側より小さくなるまたは
これとほぼ同じとすることができる。いくつかの実施形態では、ルアー先端部シール１１
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１９は、弁部材１１１６の開放および／または閉鎖中、チューブ１４８７がルアー先端部
シール１１１９を通過するときにそのチューブの外面を「拭う」ことができる。いくつか
の変形形態では、チューブ１４８７がルアー先端部シール１１１９を通過するときのその
チューブの外面の拭いは、雌型コネクタ１４００の第１の端部１４０２の領域内の流体の
集積または漏出を阻止することを助けることができる。上記で説明したように、いくつか
の実施形態では、弁部材１１１６の嵌合表面１１４６の固有の断面の外側は、ルアー先端
部シール１１１９の固有の断面の内側よりわずかに大きくなることができる。いくつかの
実施形態では、ルアー先端部シール１１１９は、弁部材１１６が開構成から閉構成に向か
って移動するときに弁部材１１１６の外面を拭うことができる。いくつかの実施において
は、弁部材１１１６の外面の拭いは、流体導管１４８０の嵌合表面１４８６と弁部材１１
１６の嵌合表面１１４６の間の係合解除中および／または係合解除後において、雄型コネ
クタ１１００の第１の端部１１１２の領域内の流体の集積または漏出の可能性を低減する
ことを助けることができる。雄型コネクタ１１００の第１の端部１１１２の領域内および
／または雌型コネクタ１４００の第１の端部１４０２の領域内の流体の集積または漏出を
防止することにより、ルアー先端部シール１１１９は、医療サービス提供者が流体にさら
される可能性を低減するのに役立つことができる。
【０１９３】
　弁部材１１１６の嵌合表面１１４６は、流体導管１４８０の嵌合表面１４８６上の相補
的な空洞１４９０を受け入れることができる突起部１１４７を有することができる。いく
つかの実施形態では、本明細書で説明するように、突起部は流体導管１４８０上にあるこ
とができ、空洞は弁部材１１１６上にあることができる。突起部１１４７および空洞４９
０は、結合中に雄型コネクタ１１００および雌型コネクタ１４００を位置合わせするのに
役立つことができ、それにより、部品同士は、構成部品の変位が適正になるように位置合
わせする。いくつかの実施形態では、空洞および突起部は、円形の断面形状を有すること
ができる。他の実施形態では、空洞および突起部は、正方形または多角形などの複数の異
なるタイプの形状の任意のものとすることができる。
【０１９４】
　いくつかの実施形態では、雌型ハウジング１４４０の延長部分１４４７は、雄型コネク
タ１１００のシュラウド１１２４の内径または断面にかなり近似する外径または断面を有
することができる。いくつかの実施形態では、延長部分１４４７の外径または断面とシュ
ラウド１１２４の内径または断面との間の係合は、特に初期結合段階中に雄型コネクタ１
１００および雌型コネクタ１４００が互いに対して軸を外して傾斜することを抑えること
を助ける（たとえば雄型コネクタ１１００の長手方向軸が雌型コネクタ１４００の長手方
向軸に位置合わせされた状態に保つのに役立つ）ことができる。いくつかの実施形態では
、延長部分１４４７の断面の外側とシュラウド１１２４の断面の内側との間の係合は、コ
ネクタ１１００、１４００間、および嵌合表面１４８６、１１４６間の横方向移動を防止
することを助けることができる。雌型コネクタ１４００および雄型コネクタ１１００の長
手方向軸間の全体的なまたは実質的な位置合わせを維持するかつ／または雌型コネクタ１
４００および雄型コネクタ１１００の横方向移動を防止することは、流体導管１４８０の
嵌合表面１４８６と弁部材１１１６の嵌合表面１１４６との間のシール接触を維持するこ
とを助けることができる。２つの嵌合表面１１４６、１４８６間のシール接触を維持する
ことは、流体がいずれかの嵌合表面１１４６、１４８６と接触する可能性を低減すること
を助けることができる。
【０１９５】
　図５２を参照すると、開構成では、流体は、雄型コネクタ１１００の第２の端部１１１
４から流れ、端部キャップ部分１１３０に入り、通路１１５６を通り、弁部材１１１６上
のポート１１６２から出て、ルアー先端部１１２２に入り、流体導管１４８０上のポート
１４８８に入り、通路１４１８を通り、雌型コネクタ１４００上の第１のキャップ部品１
４２０を通り、そして雌型コネクタ１４００の第２の端部１４０４にある雄型ルアー係合
部１４８５から出ることができる。こうして、開構成では、雄型コネクタ１１００の第２
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の端部は、雌型コネクタ１４００の第２の端部１４０４と流体連通することができる。
【０１９６】
　コネクタ１１００、１４００は、雄型コネクタ１１００のタブ１１２５上の解放ボタン
１１２６を作動させることによって係合解除され得る。例示する実施形態では、解放ボタ
ン１１２６は、押さえられてフック１１２７を雌型コネクタ１４００のチャネル１４４４
から持ち上げることができる。係合中に弁部材１１１６のチューブセクション１１１７の
圧縮において蓄えられた力は、弁部材１１１６の閉鎖端部１１４４を付勢させてルアー先
端部１１１２の内面と係合させることによって、雄型コネクタ１１００をその事前係合さ
れた状態に戻すことができる。同じように、シール要素１４６０の弾性材料は、シール要
素１４６０が、封止部分１４６２が流体導管１４８０上のポート１４８８を封止すること
ができる閉構成のその形状に戻ることを可能にする。いくつかの実施形態では、閉鎖プロ
セス中、雄型コネクタ１１００の弁部材および雌型コネクタ１４００のチューブ１４８７
、ならびにこれらの構造内のそれぞれの流体流れ開口部１１６２、１４８８は、例示され
るように、デバイスの嵌合端部が連結解除時に互いから分離される前は、弾性または可撓
性封止部品と接触状態で、その後方に、および／またはこれによって封止されて、雄型お
よび雌型コネクタ１１００、１４００のそれぞれのハウジング内に配置されている。
【０１９７】
　図５３～図６５は、雄型コネクタ２１００および雌型コネクタ２４００を備えるコネク
タシステム２０００の別の実施形態を例示している。図５３～図６５内の部品に対するい
くつかの参照番号は、コネクタシステム１０００および対応する雄型コネクタ１１００お
よび雌型コネクタ１４００に関して先に説明したものと同じまたは類似している（たとえ
ば、雄型コネクタ２１００に対して雄型コネクタ１１００）。部品は、先に説明した部品
と機能が同じになり得る、または機能が類似することを理解されたい。図５３～図６５の
コネクタシステム２０００は、図３３～図５２のコネクタシステム１０００に対する特定
の変更形態を示している。
【０１９８】
　いくつかの実施形態では、雄型コネクタ２１００は、触覚性解放リッジ２１２６を含む
。いくつかの実施形態では、雄型コネクタ２１００および雌型コネクタ２４００は各々、
環状リッジ２１３５（図５６を参照されたい）を有する第２のキャップ部分２１３４（図
５５を参照されたい）を含む。環状リッジ２１３５は、（たとえば、図４３に示すように
）１つまたは複数の切欠部を含むことができ、または（たとえば図５６に示すように）切
欠部を含まない。いくつかの実施形態では、雄型コネクタ２１００は、ばね部材２１１７
を備えた弁部材２１１６および末端部２１４５を備えることができる。末端部２１４５は
、嵌合表面２１４６、突起部２１４７、環状フランジ２１４９および／または１つまたは
複数のポート２１６２を含むことができる。いくつかの実施形態では、末端部２１４５は
、硬性プラスチックなどの概ね剛性の材料から形成することができ、または弾性または可
撓性の材料から形成することができる。
【０１９９】
　いくつかの構成では、雄型コネクタ２１００は、雄型ハウジング２１２３と弁部材２１
１６の間に配設され得るルアー先端部シール２１１９を備えることができる。いくつかの
構成では、ルアー先端部シール２１１９は、図５７に例示するように、雄型コネクタ２１
００が閉構成にあるときに流体が末端部２１４５のポート２１６２から流れることを阻止
するまたは封止することができる。いくつかの実施形態では、ルアー先端部シール２１１
９は、ほぼ円筒状とすることができ、環状フランジ２１７７および中央開口部を備えるこ
とができる。環状フランジ２１７７は、図５７に例示するように、雄型ルアー先端部２１
２２上の複数の内部保持タブ２１７１と複数の外部保持タブ２１７３の間に配置されるこ
とによるなどの、１つまたは複数の保持構造によって、軸方向に保持され得る。いくつか
の実施形態では、ルアー先端部シール２１１９は、接着剤、溶接、締まりばめ、摩擦嵌合
、または任意の他の適切な手段によって雄型ルアー先端部２１２２に固定され得る。
【０２００】
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　図５７および図６５は、閉構成および開構成のそれぞれにある雄型コネクタ２１００の
実施形態を例示している。ばね部材２１１７は、弁部材２１１６の末端部２１４５を雄型
コネクタ２１００の第１の端部２１１２に向かって付勢させることができる。雄型コネク
タ２１００が閉位置にあるとき、内部保持タブ２１７１は、末端部２１４５の環状フラン
ジ２１４９に接触し、雄型コネクタ２１００の第１の端部２１１２の方向の末端部２１４
５の移動を阻止することができる。雄型コネクタ２１００が開位置にあるとき、弁部材２
１１６の末端部２１４５は、雄型コネクタ２１００の第２の端部２１１４に向かって変位
され得る。末端部２１４５の環状フランジ２１４９は、雄型コネクタ２１００の内部壁２
１５２の形状に概ね対応する形状を有するように構成され得る。いくつかの構成では、環
状フランジ２１４９の外面と内部壁２１５２との間の接触は、末端部２１４５が開構成と
閉構成の間で移動するときに、通路２１５６の中央軸と末端部２１４５の中央軸との間の
ほぼ一定の位置合わせを維持することができる。
【０２０１】
　図６３Ｂは、互いに連結するように構成された雄型コネクタ２１００’および雌型コネ
クタ２４００’を含むコネクタシステム２０００’の実施形態を例示している。部品に対
する数字参照は、図６３に関連して先に説明したものと同じまたは類似するが、プライム
記号（’）が参照に加えられていることを除く。そのような参照番号が発生するとき、部
品は、先に説明した部品と同じまたはかなり類似することを理解されたい。例示するよう
に、雄型コネクタ２１００’は、雄型部分２１２２’の内側に少なくとも部分的に収容さ
れた弁部材２１１６’を含むことができる。弁部材２１１６’は、ばね部材２１１７’ま
たは他の付勢をもたらす部材（たとえば可撓性チューブ）によって雄型コネクタ２１００
’の第１の端部２１１２’に向かって付勢され得る。弁部材２１１６’は、保持タブ２１
７１’によって雄型部分２１２２’内に保持され得る。保持タブ２１７１’は、雄型コネ
クタ２１００’が開構成にあるときに、弁部材２１１６’による高流量、および／または
全体的に層状の、全体的に非外乱の流体の流れを容易にすることを助けることができるこ
う配部分を含むことができる。いくつかの実施形態では、保持タブ２１７１’は、流体が
弁部材２１１６’を通って雄型コネクタ２１００’から雌型コネクタ２４００’に進めら
れたときに弁部材２１１６’を通る外乱流を抑えるまたはこれを回避することを助けるこ
とができる。
【０２０２】
　いくつかの実施形態では、シール１１６０’は、流体がプランジャ１１７０’周りを流
れることを阻止するために、プランジャ１１７０’の端部と係合し、雄型ハウジング２１
２３’の壁と封止可能に接触するように構成され得る。いくつかの実施形態では、シール
１１６０’の一部分は、プランジャ１１７０’の外面上の環状チャネルと係合するように
構成され得る。シール１１６０’は、ばね部材２１１７’が、弁部材２１１６’とシール
１１６０’の間の雄型部分２１２２’内に保持され得るようにプランジャ１１７０’の端
部周りを延びることができる。いくつかの実施形態では、シール１１６０’は、第１のキ
ャップ部品１１３２’のカバリング部分１１９２’の軸方向範囲より大きい軸方向範囲（
たとえば雄型ハウジング２１２３’の軸方向の中心線に対して平行な軸方向距離）に沿っ
て雄型ハウジング２１２３’の壁と接触するように構成される。
【０２０３】
　図５８Ａに例示するように、雄型コネクタ２１００’は、触覚性解放リッジ２１２６’
と、雌型コネクタ２４００’の一部分と係合するように構成されたフック２１２７’とを
備えたタブ２１２５’を含むことができる。タブ２１２５’は、触覚性解放リッジ２１２
６’とフック２１２７’の間を延びる、長手方向リブ２１２９などの１つまたは複数の支
持構造を含むことができる。リブ２１２９を備えたタブ２１２５’は、概ね剛性になるこ
とができ、リッジ２１２６’とフック２１２７’の間の曲がりを抑えることができる。い
くつかの実施形態では、リブ２１２９を備えたタブ２１２５’は、雌型コネクタ２４００
’からのフック２１２７’の偶発的な連結解除を抑えることができる。
【０２０４】
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　タブ２１２５’の触覚性解放リッジ２１２６’は、雄型コネクタ２１００’の軸方向中
心線から径方向に外方向に延びることができる。雄型コネクタ２１００’は、複数の解放
リッジ２１２６’または単一構造の解放リッジ２１２６’を含むことができる。いくつか
の実施形態では、解放リッジ２１２６’の１つまたは複数は、他の解放リッジ２１２６’
の１つまたは複数とは異なる高さ（たとえば、雄型部分２１２２’の軸方向中心線から径
方向に延びる）を有する。たとえば、さらに限定することなく、タブ２１２５’上の解放
リッジ２１２６’は、段付きパターンで配置することができ、この場合、リッジ２１２６
’の高さは、雄型コネクタ２１００’の第１の端部に最も近い最短の解放リッジ２１２６
’から、雄型コネクタ２１００’の第２の端部に最も近い最も高い解放リッジ２１２６’
まで連続的に増大する。いくつかのそのような構成では、ユーザが雄型コネクタ２１００
’を雌型コネクタ２４００’から連結解除する間、解放リッジ２１２６’の軸方向範囲に
沿ったユーザ指の滑りが抑えられ得る。
【０２０５】
　いくつかの実施形態では、最も高い触覚性解放リッジ２１２６’と雄型部分２１２２’
の軸方向中心線との間の径方向距離（たとえば最も高い触覚性解放リッジ２１２６’の高
さ）は、シュラウド２１２４’の径方向に最も外方向の地点と雄型部分２１２２’の軸方
向中心線との間の径方向距離の約１２０％より大きいもしくはこれと等しい、および／ま
たは約１８０％より小さいもしくはこれと等しい。いくつかの実施形態では、前述の比は
約１６５％である。数多くの変更形態が可能である。シュラウド２１２４の径方向の最も
外側の表面から測定された、解放リッジ２１２６’の各々または少なくとも１つの径方向
厚さは、いくつかの実施形態では、シュラウド２１２４の径方向にもっと外側の表面から
測定された、リブ２１２９の径方向厚さより大きくなることができる。いくつかの実施形
態では、背が高い触覚性解放リッジ２１２６’（たとえば最大の径方向高さを有するリッ
ジ２１２６’）は、雄型コネクタ２１００’のユーザの指が、タブ２１２５’を雌型ハウ
ジング２４００’との係合から解放するときに解放タブ２１２５’近くおよびその周りで
雄型ハウジング２１２３’の部分に触れる可能性を低減することができる。
【０２０６】
　雄型ハウジング２１２３’は、雄型部分２１２２’の嵌合表面２１２８’の反対側の雄
型ハウジング２１２３’の端部にこう配部分２１７５を含むことができる。こう配部分２
１７５は、雄型コネクタ２１００’の製造中、プランジャ１１７０’を雄型ハウジング２
１２３’に挿入することを容易にすることを助けることができる。たとえば、こう配部分
２１７５は、プランジャ１１７０’の端部を、嵌合表面２１２８’を有する雄型部分２１
２２’の端部の反対側の、雄型部分２１２２’の端部内へと誘導する（たとえば漏斗とし
て機能する）のを助けることができる。
【０２０７】
　いくつかの実施形態では、導管１４８０’は、雌型コネクタ２４００’の第１の端部１
４０２’においてまたはその近くに導管先端部を含む。導管先端部は、嵌合表面１４８６
’を有することができる。導管先端部は、係合部分１４８９を含むことができる。係合部
分１４８９は、雌型コネクタ２４００’の第１の端部１４０２’に最も近い導管１４８０
’の端部に接着され、または別の形で取り付けられた別個の部品とすることができる。い
くつかの実施形態では、係合部分１４８９および導管１４０２’は、モノリシック部分を
形成する。係合部分１４８９は、可撓性または半可撓性材料から構築され得る。
【０２０８】
　いくつかの実施形態では、係合部分１４８９は、第１の表面（たとえば嵌合表面１４８
６’）および第２の表面を有する。嵌合表面１４８６’は、位置合わせ構造１４９０’（
突起部、くぼみ、または他の表面幾何学形状）を含むことができる。第２の表面は、嵌合
表面１４８６’の反対側に位置することができ、導管１４８０’の先端部とインターフェ
ース接合（たとえばこれに接着、溶接）され得る。いくつかの実施形態では、嵌合表面１
４８６’および係合部分１４８９の第２の表面は、雌型コネクタ２４００’と雄型コネク
タ２１００’の間の連結時に互いに向かって移動することができる。いくつかのそのよう
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な構成では、嵌合表面１４８６’の第２の表面に向かう移動は、係合部分１４８９の材料
を圧縮することができる。圧縮は、嵌合表面１４８６’および位置合わせ構造１４９０’
を弁部材２１１６’の嵌合表面２１４６’に向かって付勢させることができる。いくつか
の構成では、嵌合表面２１４６’と嵌合表面１４８６’の間の流体の通過が阻止され、嵌
合表面２１４６’および嵌合表面１４８６’を流体にさらすことが抑えられる。
【０２０９】
　雌型コネクタ２４００’の導管１４８０’は、嵌合表面１４８６’の反対側の導管１４
８０’の端部の近くに位置するこう配部分１４９３を含むことができる。いくつかの実施
形態では、こう配部分１４９３は、雌型コネクタ２４００’を通る流体の流れにおける外
乱を抑えるまたはこれを回避する。いくつかの実施形態では、導管１４８０’のこう配部
分１４９３は、導管１４８０’が圧縮負荷下で座屈することを阻止するのに役立つ。
【０２１０】
　いくつかの実施形態では、雄型コネクタ１００は他のコネクタと共に使用され得る。図
６６は、開放端部型の雌型ルアー９２の一例に隣接する実施形態の雄型コネクタ１００の
断面を例示している。雌型ルアー９２は、中を通る流体通路７４を有する縦長本体７２を
備えることができ、雌型ルアー９２は、第１の端部７６を有することができる。いくつか
の実施形態では、雌型ルアー９２の第１の端部７６は、その外部表面上に配設された径方
向に延びる表面７８を有することができる。雌型ルアー９２は、雌型ルアー９２内に配置
された流体導管を有することができる。流体導管は、本明細書において開示した雄型コネ
クタ１００と適合可能な雌型コネクタすべてには含まれない、または必要とされない。雌
型ルアー９２の内面８０に沿って、流体通路７４は、流体通路７４の直径が第１の端部７
６に向かって増大するように外方向に広げられまたは先細にされ得る。
【０２１１】
　図６６は、閉構成の雄型コネクタ１００を例示している。弁部材１１６の支柱１５０は
、雄型ハウジング１２３内の長穴を通って延び、それにより、その端部は、雄型コネクタ
１００の第１の端部１１２に向かってシュラウド１２４の端部近くの位置まで延びるよう
になる。これらの支柱１５０は、雌型ルアー９２が雄型コネクタ１００と係合するように
前進するときに雌型ルアー９２の嵌合端部８４と係合するように構成される。
【０２１２】
　図６６では、雄型コネクタ１００および雌型ルアー９２が、結合解除された形状で示さ
れている。雄型コネクタ１００および雌型ルアー９２を結合させるために、雌型ルアー９
２の径方向に延びる表面７８が、雄型コネクタ１００の雌ねじ１２６にねじ込まれる。
【０２１３】
　図６７に示すように、雄型コネクタ１００および雌型ルアー９２は、雌型ルアー９２の
内面８０の先細部が、雄型コネクタ１００の雄型ルアー先端部１２２の対応して先細にさ
れた外部表面に隣接するまで互いに向かってねじ込み式に係合され得る。
【０２１４】
　雄型コネクタ１００および雌型ルアー９２が、ねじ込み係合するように互いに向かって
移動するとき、雌型ルアー９２の先端部の嵌合端部８４は、弁部材１１６の支柱１５０に
接触する。雄型コネクタ１００および雌型ルアー９２が、ねじ込み係合するようにさらに
移動するとき、支柱１５０、したがって弁部材１１６は、雌型ルアー９２によって雄型コ
ネクタ１００の第２の端部１１４の方向に移動され、弁部材１１６を雄型ハウジング１２
３に対して変位させる。こうして、閉鎖端部１４４は、雄型ハウジング１２３の雄型ルア
ー先端部１２２の端部から、雄型コネクタ１００の第２の端部１１４に向かって移動する
。閉鎖端部１４４が雄型ルアー先端部１２２から分離するとき、弁部材１１６と雄型ハウ
ジング１２３の間に空間が生じ、流体は、ポート１６２を通り過ぎて雌型ルアー９２の流
体通路７４に入る、またはその逆になることが可能にされる。いくつかの実施形態では、
閉鎖は、雌型ルアー９２の内面８０が、雄型ルアー１０の雄型ルアー先端部１２２の外面
との閉鎖係合を形成するまで完全なままである。こうして、雄型コネクタ１００の通路１
５６は、外部環境とは流体連通しない。
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【０２１５】
　いくつかの実施形態では、雄型コネクタ１００は、図６８に例示するように、シリンジ
５０と係合され得る。シリンジ５０および雄型コネクタ１００は、互いに隣接して表示さ
れている。シリンジは、雄型コネクタ５２、プランジャ５８、リザーバ６０、および便利
な指アンカー６２を含むことができる。コネクタ５２は、雌ねじ型シュラウド５４および
シリンジルアー先端部５６を有することができる。雄型コネクタ１００の例示する実施形
態では、雄ねじ１３６が、雄型コネクタ１００の第２の端部１１４の外側表面上に配設さ
れる。
【０２１６】
　ここで図６９を参照すると、雄型コネクタ１００は、シリンジ５０とねじ込み式に係合
され得る。シュラウド５４は、雄型コネクタ１００の第２の端部１１４と係合して、雄型
コネクタ１００をシリンジ５０に連結することができる。シリンジ５０のリザーバ６０は
、雄型コネクタ１００の通路１５６と流体連通状態で置かれ得る
【０２１７】
　図７０に移ると、図６９に例示する係合が、断面図で示されている。シリンジ５０は、
シュラウド５４と第１のキャップ部品１３２の雄ねじ１３６の間の係合によって雄型コネ
クタ１００にねじ込み式に係合される。シリンジ５０のルアー先端部５６は、第１のキャ
ップ部品１３２に挿入される。シリンジのリザーバ６０は、雄型コネクタ１００の通路１
５６と流体連通することができる。流体は、弁部材１１６を通り、雄型コネクタ１００の
ルアー先端部１２２に向かって進むことができる。例示する実施形態では、流体は、雄型
コネクタ１００が閉構成にあるために雄型コネクタ１００を出ることはできない。
【０２１８】
　図７１を参照すれば、雄型コネクタ１００は、シリンジ５０とシース７０を備えた針組
立体６３の間に示されている。図６８のもののようなシリンジ５０は、雄型コネクタ５２
、プランジャ５８、リザーバ６０、および便利な指アンカー６２を備えることができる。
コネクタ５２は、雌ねじ型シュラウド５４およびシリンジルアー先端部５６をさらに備え
ることができる。針組立体６３は、係合端部上に隆起したタブ６４を備えたハウジング６
６と、針６８とを備えることができる。
【０２１９】
　図７２を参照すると、雄型コネクタ１００は、シリンジ５０および針組立体６３の両方
とねじ込み式に係合されて示されている。雄型コネクタ１００の第１のキャップ部品１３
２の雄ねじ１３６は、シリンジ５０のねじ込み式シュラウド５４と係合することができる
。したがって、シリンジ５０上のルアー先端部５６は、雄型コネクタ１００のルアーレシ
ーバ１５８内に挿入することができる。同様に、針組立体６３上の隆起したタブ６４は、
雄型コネクタ１００のシュラウド１２４の雌ねじ１２６と係合することができる。雄型コ
ネクタ１００のルアー先端部１２２は、針シースのハウジング６６内に挿入することがで
きる。
【０２２０】
　図７３には、図７２に示す係合が、断面図で例示されている。雄型コネクタ１００は、
シリンジ５０およびシース７０を備えた針によって係合される。シリンジ５０は、雄型コ
ネクタ１００の第１のキャップ部品１３２の雄ねじ１３６とねじ込み式に係合される。針
組立体６３は、雄型コネクタ１００のシュラウド１２４の雌ねじ１２６とねじ込み式に係
合される。
【０２２１】
　雄型コネクタ１００は、針組立体６３と係合される。針組立体６３のハウジング６６は
、１つの端部近くに隆起したタブ６４を有する。隆起したタブ６４は、雄型コネクタ１０
０のシュラウド１２４の雌ねじ１２６とねじ込み式に係合することができる。ルアー先端
部１２２が針組立体６３のハウジング６６内に前進するとき、ハウジング６６のタブ６４
は、弁部材１１６の支柱１５０に接触することができる。針組立体６３が雄型コネクタ１
００と完全に係合されたとき、弁部材１１６は、閉鎖端部１４４をルアー先端部１２２か
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ら分離する距離、つまり流体が弁部材１１６のポート１６２から流出するのを可能にする
のに十分な距離だけ変位される。流体は、次いで、雄型コネクタ１００の第１の端部１１
２から流出して、針組立体６３のハウジング６６に入ることができる。中空針６８は、流
体がハウジング６６内から針６８の先端部の外に流れることを可能にすることができる。
この段階では、シリンジ５０は、針６８の遠位先端部と流体連通することができる。図６
９および図７０に先に例示したように、いくつかの実施形態では、雄型コネクタ１００は
、部品が雄型コネクタ１００の第１の端部１１２と係合されることなく閉構成になり得る
。図７１～図７３に例示する部品は針組立体６３であるが、流体の流れを可能にし、雌型
ルアー係合部分を有するものなどの他の部品を使用することもできる。
【０２２２】
　現在、いくつかの潜在的に有害な薬剤は、封止されたバイアルで配給される。薬剤は、
針を挿入し、薬剤をシリンジ内に引き入れることによってバイアルから移動される。針は
、次いで、バイアルから引き出され、薬剤が投与され得る。しかし、シリンジ内に引き入
れるために針を薬剤に挿入することにより、薬剤は針の外側に配設され、それによって、
不意に皮膚と接触状態なり、害を及ぼす恐れがある。いくつかの実施形態では、バイアル
を貫通システムに貫通させるバイアルアダプタが使用され得る。そのようなバイアルアダ
プタでは、薬剤は、その機構を通って引き出され、バイアルからその機構を引き出す追加
のステップ無しに、シリンジまたは注射のための他の医療デバイスに直接進む。そのよう
なバイアルアダプタが使用される場合でも、薬剤を引き出しその後薬剤を注射するために
使用される雄型端部上に、または雄型端部から結合解除された後のバイアルアダプタ上に
、見えない薬剤が残る可能性が依然として存在する。
【０２２３】
　本明細書において開示するタイプの閉鎖可能な医療用コネクタでは、針を備えたシリン
ジからの薬剤の流出は、所望の施与中を除いて抑えられる。たとえば、いくつかの実施形
態では、雄型コネクタを備えたシリンジは、出荷用の梱包されるときに、たとえその梱包
が真空式に封止される場合でも薬剤を漏出させない。梱包が開かれると、雄型コネクタは
ＶＩチューブの雌型コネクタと係合され、たとえば薬剤は、連結部が係合されたときのみ
投薬され得る。薬剤の流れがシリンジから係合されたコネクタを通ってＩＶチューブに入
った後、雄型コネクタは、雌型コネクタから係合解除され得る。いくつかの実施形態では
、コネクタは、係合解除時に閉じ、余分な流れがコネクタを流通することを防止すること
ができる。コネクタの嵌合端部は薬剤から隔離することができ、それにより、コネクタが
係合解除された後、残留薬剤は嵌合端部上に移動しない。
【０２２４】
　図７４～図７７は、雄型コネクタ３１００および雌型コネクタ３４００を備えるコネク
タシステム３０００の別の実施形態を例示している。図７４～図７７内の部品に対するい
くつかの参照番号は、コネクタシステム１０００、および対応する雄型コネクタ１１００
および雌型コネクタ１４００に関して先に説明したものと同じまたはこれに類似する（た
とえば雄型コネクタ３１００に対して雄型コネクタ１１００）。部品は、先に説明した部
品と機能が同じになり得る、または機能が類似することを理解されたい。図７４～図７７
のコネクタシステム３０００は、図３３～図５２のコネクタシステム１０００に対する特
定の変更形態を示している。本明細書において開示するすべての実施形態と同じように、
１つまたは複数の実施形態において例示しまたは説明する任意の機能、ステップ、または
構造は、必要に応じた適応を伴って、１つまたは複数の他の実施形態の任意の機能、ステ
ップ、または構造と共に使用され、代用され、または置き換えられ得る。
【０２２５】
　いくつかの実施形態では、雄型コネクタ３１００は、第１の端部３１１２および第２の
端部３１１４を有する。雄型コネクタ３１００は、チューブ部材３１８７を有することが
できる。チューブ部材３１８７は、閉鎖端部３１４４および開放端部３１４９を有するこ
とができる。いくつかの実施形態では、チューブ部材３１８７の両方の端部は閉じられる
。いくつかの実施形態では、第１の端部上の流路を選択的に閉じるための他の手段を備え
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たものなどでは、チューブ部材３１８７の両方の端部は開かれ得る。チューブ部材３１８
７は、略円筒状の形状、内部断面、外部断面、および軸方向中心線を有することができる
。いくつかの実施形態では、チューブ部材３１８７の軸方向長さに沿って１つまたは複数
の先細にされたおよび／または広げられた部分が存在する。いくつかの実施形態では、チ
ューブ部材３１８７は、ほぼ矩形の角柱形状、略三角柱形状、略長円形状、略六角柱形状
、またはチャネルに適した任意の他の形状を有する。チューブ部材３１８７は、チューブ
部材３１８７の閉鎖端部３１４４と開放端部３１４９の間を延びる内部通路３１５６を含
むことができる。いくつかの実施形態では、内部通路３１５６は、１つまたは複数のポー
ト３１６２において閉鎖端部３１４４近くで終端することができる。１つまたは複数のポ
ート３１６２は、内部通路３１５６からチューブ部材３１８７の壁を通って延びることが
できる。いくつかの実施形態では、内部通路３１５６は、導管１１９４と流体連通する。
【０２２６】
　いくつかの実施形態では、雄型コネクタ３１００はスリーブ部材３１６３を有する。ス
リーブ部材３１６３は、略円筒状の形状、内部断面、外部断面、および軸方向中心線を有
することができる。いくつかの実施形態では、スリーブ部材３１６３は、チューブ部材３
１８７とほぼ同軸とすることができる。いくつかの実施形態では、スリーブ部材３１６３
は、その軸方向長さに沿って１つまたは複数の広げられたおよび／または先細にされたセ
クションを含むことができる。スリーブ部材３１６３の断面内部は、チューブ部材３１８
７の断面外部とほぼ同じ形状またはこれに類似する形状とすることができる。
【０２２７】
　図７４に例示するように、スリーブ部材３１６３は、チューブ部材３１８７の閉鎖端部
に概ね隣接する第１のスリーブ部分３１６５と、チューブ部材の閉鎖端部から離間された
および／またはポート３１６２と反対側のチューブ部材３１８７の端部に概ね隣接する第
２のスリーブ部分３１６４とを含むことができる。いくつかの実施形態では、第１のスリ
ーブ部分３１６５は、接着剤、超音波溶接、溶剤接合、または接着の何らかの他の適切な
手段によって第２のスリーブ部分３１６４に連結する。第１のスリーブ部分３１６５は、
プラスチックまたは何らかの他の剛性または半剛性ポリマー材料から構築され得る。いく
つかの実施形態では、第２のスリーブ部分３１６４は、ゴム、シリコーン、または何らか
の他の弾性、可撓性、または半可撓性の材料などの、第１のスリーブ部分３１６５より硬
度が小さい、または剛性が小さい材料から構築され得る。いくつかの実施形態では、第１
のスリーブ部分３１６５は、可撓性または半可撓性の材料から構築される。いくつかの実
施形態では、第２のスリーブ部分３１６４は、剛性または半剛性の材料から構築される。
いくつかの実施形態では、第１のスリーブ部分３１６５および第２のスリーブ部分３１６
４の両方は、可撓性材料または剛性材料から構築される。第１のスリーブ部分３１６５は
、雄型コネクタ３１００の第１の端部３１１２の近くに嵌合表面３１７６を有することが
できる。いくつかの実施形態では、チューブ部材３１８７は、第１のスリーブ部分３１６
５の嵌合表面３１７６に概ね隣接する嵌合表面３１４６を有する。
【０２２８】
　第１のスリーブ部分３１６５は、その内壁に（たとえばスリーブ部分３１６３の軸方向
中心線に向かって）１つまたは複数の溝を含むことができる。いくつかの実施形態では、
少なくとも１つの溝は、図７４に例示するように、スリーブ部分３１６３が閉位置にある
とき、チューブ部材３１８７の閉鎖端部３１４４近くに位置することができる。封止部材
３１１９は、溝内に少なくとも部分的に収容され得る。いくつかの実施形態では、封止部
材３１１９は、チューブ部材３１８７の外側（たとえばチューブ部材３１８７の軸方向中
心線から外方の）表面に接触することができる。いくつかの実施形態では、封止部材３１
１９とチューブ部材３１８７の間の接触は、チューブ部材３１８７周りに環状シールを作
り出すことができる。シールは、スリーブ部分３１６３が閉位置にあるとき、流体が雄型
コネクタ３１００の嵌合表面３１４６、３１７６と接触することを阻止することができる
。いくつかの実施形態では、封止部材３１１９は、チューブ部材３１８７の閉鎖端部３１
４４近くのチューブ部材３１８７の外側表面内の溝内に少なくとも部分的に位置すること
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ができる。
【０２２９】
　いくつかの実施形態では、第２のスリーブ部分３１６４はフランジ３１８９を含む。フ
ランジ３１８９は、雄型ハウジング３１２３内の長穴３１３５と係合するように構成され
得る。いくつかの実施形態では、フランジ３１８９と長穴３１３５の間の係合は、スリー
ブ部材３１６３が雄型ハウジング３１２３から軸方向に分離することを阻止することがで
きる。いくつかの実施形態では、雄型コネクタ３１００の第１の端部３１１２から離間さ
れて置かれたスリーブ部材３１６３の部分は、接着剤、スナップ嵌合、溶剤接合、超音波
溶接、または何らかの他の適切な取り付け手段によって雄型ハウジング３１２３に取り付
けられる。
【０２３０】
　いくつかの実施形態では、雌型コネクタ３４００は、弾性または可撓性の弁部材３４１
６、雌型ハウジング３４４０、およびキャップ部品３４２０を含む。例示する例では、弁
部材３４１６内の、またはこれを支持する、内部スパイク、ポート、または他の剛性部材
は存在しない。図７５に例示するように、雌型コネクタ３４００は、第１の端部３４０２
と、第１の端部３４０２から離間されたまたはこれとは反対側にある第２の端部３４０４
とを有することができる。弁部材３４１６は、（たとえば図７７に例示するような）開構
成と（たとえば図７５に例示するような）閉構成との間を移行するように構成され得る。
いくつかの実施形態では、弁部材３４１６は、ゴム、シリコーン、または何らかの他の可
撓性または半可撓性材料から構築される。いくつかの実施形態では、弁部材３４１６と雌
型ハウジング３４４０の内壁の間の空間は、流れチャンバ３４２８をもたらす。
【０２３１】
　例示するように、弁部材３４１６の外面とハウジング３４４０の内面との間の距離また
は空間は、雄型コネクタと雌型コネクタ３１００、３４００の間の連結部近くの領域内に
高流量の耐流体性が小さい通路をもたらすのに十分な大きさとすることができる。いくつ
かの実施形態では、弁部材３４１６の外面とハウジング３４４０の内面との間の空間は、
雌型コネクタ３４００内のデッドスペースをほぼ解消する、または少ししか生み出さない
のに十分な小ささとすることができる（たとえば、その閉鎖端部近くの弁部材３４１６の
断面幅より小さいもしくはかなり小さい、または第２の端部３４０４近くの流体通路３４
１８の内面の断面幅より小さいもしくはかなり小さい）。いくつかの実施形態では、弁部
材３４１６の外面と内面の間の空間は、雌型コネクタ３４００内の内部流体体積が、概ね
中性流のコネクタを生み出すために開位置および閉位置の両方にあるときに概ね同じであ
るように調整されまたは構成され得る。本明細書におけるすべての他の開示と同じように
、この全体的に中性流の特徴は、本明細書における任意の他の実施形態で使用され得るよ
うに企図される。
【０２３２】
　弁部材３４１６は、縦長部分３４１９を含むことができる。縦長部分３４１９は、ほぼ
円筒状の形状、軸方向中心線、断面の内側および／または断面の外側を有することができ
る。いくつかの実施形態では、縦長部分３４１９の断面の外側は、略矩形、略三角形、略
長円形状、略六角形、任意の他の適切な形状またはその任意の組み合わせである。いくつ
かの実施形態では、縦長部分３４１９の断面の形状は、縦長部分３４１９の軸方向中心線
に沿って変化する。雌型ハウジング３４４０は、雌型コネクタ３４０２の第１の端部３４
０２に隣接する開口部３４０９を有することができる。開口部３４０９は、内部断面を有
することができる。開口部３４０９の断面の内側は、弁部材３４１６の縦長部分３４１９
の断面の外側にほぼ合致するまたは対応するようにサイズ設定されおよび／または形成さ
れ得る。いくつかのそのような実施形態では、縦長部分３４１９の断面の外側と開口部３
４０９の断面の内側との間の接触は、かなりの流体密封性のシールを作り出す。そのよう
なシールは、弁部材３４１６が閉構成にあるときに、流体が、開口部３４０９を介して流
れチャンバ３４２８と雌型ハウジング３４４０の外部との間を進むことを阻止することが
できる。
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【０２３３】
　弁部材３４１６は、弾性とすることができ、かつ／または撓むおよび／または膨張する
部分３４１５を含むことができる。いくつかの実施形態では、部分３４１５は、ほぼ円筒
状の形状、軸方向中心線、断面の内側および／または断面の外側を有する。いくつかの実
施形態では、部分３４１５は、その軸方向長さに沿って１つまたは複数の広げられたおよ
び／または先細にされた部分を含む。部分３４１５は、軸方向および／または径方向－接
線方向の開口部によって部分３４１５内で２つまたはそれ以上の領域に分割され得る。た
とえば、部分３４１５は、部分３４１５上に２本または複数本の「脚部」を形成する２つ
またはそれ以上の軸方向空間を有することができる。いくつかの実施形態では、部分３４
１５は、開口部または空間を有さない。いくつかの実施形態では、弁部材３４１６は、縦
長部分３４１９と部分３４１５の間に移行部分３４１２を含む。移行部分３４１２は、弁
部材３４１６の全体硬度に影響を与えるように構成され得る。たとえば、移行部分３４１
２は、以下で詳細に説明するように、縦長部分３４１９が部分３４１５に向かって押し出
されたときに弁部材３４１６の座屈点または領域を作り出すように形成され得る。
【０２３４】
　いくつかの実施形態では、部分３４１５はフランジ３４１７を含むことができる。フラ
ンジ３４１７は、雌型ハウジング３４４０内のチャネル３４４５と係合するように構成さ
れ得る。いくつかの実施形態では、フランジ３４１７とチャネル３４４５の間の係合は、
弁部材３４１６が、雌型ハウジング３４４０から外方に雌型ハウジング３４４０の第１の
端部に向かって軸方向に移動することを阻止する。いくつかの実施形態では、雌型ハウジ
ング３４４０は、先細にされた部分３４０７を含む。先細にされた部分３４０７は、弁部
材３４１６が開構成から閉構成に移行するときに縦長部分３４１９を開口部３４０９に向
かって誘導することを助けることができる。
【０２３５】
　いくつかの実施形態では、雌型コネクタ３４００は１つまたは複数の導管または開口部
３４８８を含むことができる。導管または開口部３４８８は、流れチャンバ３４２８と流
体連通することができる。いくつかの実施形態では、導管は、雌型コネクタ３４００内の
通路１４１８と流体連通する。いくつかの実施形態では、導管または開口部３４８８は、
流れチャンバ３４２８および通路１４１８の両方と流体連通する。導管または開口部３４
８８は、雌型ハウジング３４４０を通って、キャップ部品３４２０を通って、雌型ハウジ
ング３４４０およびキャップ部品３４２０の両方を通って、または雌型ハウジング３４４
０またはキャップ部品３４２０のいずれも通らずに延びることができる。
【０２３６】
　雌型コネクタ３４００の第１の端部３４０２は、１つまたは複数の位置合わせ構造を含
むことができる。いくつかの実施形態では、１つまたは複数の位置合わせ構造は、突起部
、空洞、へこみ、または他の表面特徴を含むことができる。たとえば、弁部材３４１６は
へこみ３４９０を含むことができる。へこみ３４９０は、雄型コネクタ３１００の第１の
端部３１１２上の位置合わせ構造と解放可能に係合するようにサイズ設定され形成され得
る。いくつかの実施形態では、へこみ３４９０は、雄型コネクタ３１００のチューブ部材
３１８７上の突起部３１４７と解放可能に係合するようにサイズ設定され形成される。さ
らには、弁部材３４１６は、へこみ３４９０の概ね近位に嵌合表面３４８６を含むことが
できる。
【０２３７】
　いくつかの実施形態では、雌型ハウジング３４４０は、１つまたは複数のへこみ３４９
０ａを含む。１つまたは複数のへこみ３４９０ａは、第１のスリーブ部分３１６５上の１
つまたは複数の突起部３１４７ａと解放可能に係合するように構成され得る。いくつかの
実施形態では、雌型ハウジングは、第１のスリーブ部分３１６５上の環状突起部と解放可
能に係合するように構成された環状へこみを含む。雌型ハウジング３４４０は、弁部材３
４１６の嵌合表面３４８６に概ね隣接する嵌合表面３４６６を含むことができる。
【０２３８】
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　図７６～図７７に例示するように、雌型コネクタ３４００および雄型コネクタ３１００
は、互いに嵌合され得る。いくつかの実施形態では、そのような嵌合は、弁部材３４１６
を開構成に移行させることができる。チューブ部材３１８７の少なくとも一部分は、雌型
コネクタ３４００内に前進し、弁部材３４１６の縦長部分３４１９を雌型コネクタ３４０
０の第２の端部３４０４に向かって押し出すことができる。縦長部分３４１９の先端部上
のへこみ３４９０とチューブ部材３１８７上の突起部３１４７との間の係合は、縦長部分
３４１９が、雌型コネクタ３４００の第２の端部３４０４に向かって押されるときの径方
向の移動または傾斜（たとえば雌型コネクタ３４００の軸方向中心線に対する傾斜）を阻
止することを助けることができる。
【０２３９】
　縦長部分を第２の端部３４０４に向かって押すことにより、弁部材３４１６の移行部分
３４１２を座屈させることができる。いくつかの実施形態では、移行部分３４１２および
／または部分３４１５の座屈は、縦長部分３４１９を閉構成に付勢させることができる反
ばね力を作り出すことができる。たとえば、雌型コネクタ３４００および雄型コネクタ３
１００が離脱される（たとえば互いから引き離される）とき、移行部分３４１２およびま
たは部分３４１５は、弁部材３４１６が閉構成に戻るまで、縦長部分３４１９にチューブ
部材３１８７との接触を維持させることができる。いくつかの実施形態では、雌型ハウジ
ング３４４０は、雌型コネクタ３４００および雄型コネクタ３１００が連結解除されると
き、チューブ部材３１８７の外側側部表面および弁部材３４１６の縦長部分３４１９を拭
って乾燥させるように構成される。いくつかの実施形態では、雌型コネクタ３４００は、
狭小縁、または径方向に拘束するＯリングなどの拭う表面を含んで、コネクタ内またはコ
ネクタの外側の１つまたは複数の側部表面を拭い取り、そこから流体を除去することがで
きる。
【０２４０】
　いくつかの実施形態では、雌型コネクタ３４００は、雌型コネクタ３４００の内部と雌
型コネクタ３４００の外部との間に流体連通を作り出すベント３４３０を含むことができ
る。ベント３４３０は、縦長部分３４１９が雌型コネクタ３４００の第２の端部３４０４
に向かって押されたとき、雌型コネクタ３４００内の圧力上昇を防止することを助けるこ
とができる。いくつかの実施形態では、例示するように、ベントの一部分は、弁部材３４
１６の一部分によって少なくとも部分的に封入されまたは全体的に取り囲まれた内部空間
と流体連通する、ハウジング上の場所に位置することができる。
【０２４１】
　雌型コネクタ３４００および雄型コネクタ３１００の嵌合は、雌型ハウジング３４４０
の嵌合表面３４６６を第１のスリーブ部分３１６５の嵌合表面３１７６と接触状態にさせ
ることができる。雌型ハウジング３４４０は、第１のスリーブ部分３１６５を雄型コネク
タ３１００の第２の端部３１１４に向かって押すことができる。第１のスリーブ部分３１
６５を雄型コネクタ３１００の第２の端部３１１４に向かって押すことにより、第２のス
リーブ部分３１６４を座屈させることができる。いくつかの実施形態では、第２のスリー
ブ部分３１６４の座屈は、第２のスリーブ部分３１６４内に、第１のスリーブ部分３１６
５を雄型コネクタ３１００の第１の端部３１１２に向かって付勢させることができるばね
力を作り出すことができる。そのような付勢力は、雄型コネクタ３１００および雌型コネ
クタ３４００が連結解除されるときに第１のスリーブ部分３１６５が閉位置に戻ることを
確実にするのに役立つことができる。
【０２４２】
　いくつかの実施形態では、雌型コネクタの第１の端部３４０２が雄型コネクタの第２の
端部３１１４に向かって移動するとき、チューブ部材３１８７の閉鎖端部３１４４近くの
１つまたは複数のポート３１６２が、第１のスリーブ部分３１６５から引き下げられる。
１つまたは複数のポート３１６２を第１のスリーブ部分３１６５から引き下げることによ
り、ルアーレシーバ１１５８と雌型コネクタ３４００内の流れチャンバ３４２８との間に
流体連通が作り出され得る。流れチャンバ３４２８内の流体は、１つまたは複数の導管ま
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たは開口部３４８８および流体通路３４１８を流通することができる。いくつかの実施形
態では、雌型コネクタ３４００と雄型コネクタ３１００の嵌合により、ルアーレシーバ１
１５８と流体通路３４１８の間に流体連通が作り出され得る。図７７に例示する例に示す
ように、全開構成の雄型コネクタと雌型コネクタの間の中央嵌合インターフェースは、い
くつかの実施形態では、雌型コネクタ内かつ雄型コネクタのスリーブ部分３１６３の外側
に配置され得る。
【０２４３】
　図７８～図８０は、雄型コネクタ３１００および雌型コネクタ４４００を備えるコネク
タシステム４０００の別の実施形態を例示している。図７８～図８０内の部品に対するい
くつかの参照番号は、コネクタシステム３０００、および対応する雄型コネクタ３１００
および雌型コネクタ３４００に関して先に説明したものと同じまたはこれに類似する（た
とえば雌型コネクタ３４００に対して雌型コネクタ４４００）。部品は、先に説明した部
品と機能が同じになり得る、または機能が類似することを理解されたい。図７８～図８０
のコネクタシステム４０００は、図７４～図７７のコネクタシステム３０００に対する特
定の変更形態を示している。
【０２４４】
　図７８に示すように、雌型コネクタ４４００は、雌型ハウジング４４００、キャップ部
品４４２０、および弁部材４４１６を含むことができる。いくつかの実施形態では、雌型
コネクタは、第１の端部４４０２および第２の端部４４０４を有する。雌型ハウジング４
４００の内壁と弁部材４４１６の外面との間の空間は、チャンバ４４２８を画定すること
ができる。いくつかの実施形態では、キャップ部品４４２０は、第２の端部４４０４から
キャップ部品４４２０を通り第１の端部４４０２に向かって延びる、キャップ部品４４２
０を通る通路４４１８を含む。いくつかの実施形態では、弁部材４４１６は、（図８０に
示すような）開構成と（図７８に示すような）閉構成の間を移行するように構成される。
弁部材４４１６は、縦長部分３４１９と同じ特性の多くまたはすべてを備えた縦長部分４
４１９を含むことができる。いくつかの実施形態では、弁部材４４１６は、膨張部分４４
１５を含む。部分４４１５は、１つまたは複数のポート４４８８を含むことができる。ポ
ート４４８８は、略円形の形状、略矩形、略三角形、または任意の他の適切な形状とする
ことができる。いくつかの実施形態では、ポート４４８８は、弁部材４４１６の閉構成か
ら開構成への移行時に開く開口部（たとえばスリットまたは溝）である。ポート４４８８
は、チャンバ４４２８と通路４４１８の間に流体連通をもたらすことができる。
【０２４５】
　いくつかの実施形態では、雌型コネクタ４４００は、雌型コネクタ３４００のものと同
じように雄型コネクタ３１００と嵌合する。したがって、雌型コネクタ４４００および雌
型コネクタ３４００の同じ部品のパフォーマンスは、類似するまたは同じとすることがで
きる。チューブ部材３１８７が雌型コネクタ４４００のチャンバ４４２８内に入ることに
より、縦長部分４４１９が、雌型コネクタ４４００の第２の端部４４０４に向かって押さ
れ得る。縦長部分４４１９を雌型コネクタ４４００の第２の端部４４０４に向かって移動
させることにより、弁部材４４１６の移行部分４４１２を座屈させることができる。いく
つかの実施形態では、雌型コネクタ４４００の第２の端部４４０４に向かう縦長部分４４
１９の移動は、弁部材４４１６の膨張部分４４１５を座屈させ、圧縮させ、または別の形
で移動させることができる。膨張部分４４１５を移動させることで、膨張部分上の１つま
たは複数のポート４４８８が開かれ得る。いくつかの実施形態では、１つまたは複数のポ
ート４４８８は、膨張部分４４１５が圧縮されるとき、および膨張部分４４１５が圧縮解
除されるときは開いている。１つまたは複数のポート４４８８が開くことにより、チャン
バ４４２８と通路４４１８の間に流体連通が作り出され得る。いくつかの実施形態では、
図８０に例示するように、雌型コネクタ４４００と雄型コネクタ３４００の間の嵌合によ
り、ルアーレシーバ１１５８と流体通路４４１８の間に流体連通が作り出され得る。いく
つかの実施形態では、流体が中に流れる弁部材４４１６内の領域は、コネクタが閉状態に
移動するときに負の流入力または負の圧力がコネクタに入るのをほぼ解消するのに十分な
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小ささでありまたは十分に座屈可能とすることができる。
【０２４６】
　図８１～図８４は、雄型コネクタ５１００および雌型コネクタ５４００を備えるコネク
タシステム５０００の別の実施形態を例示している。図８１～図８４内の部品に対するい
くつかの参照番号は、コネクタシステム２０、および対応する雄型コネクタ１００および
雌型コネクタ４００に関して先に説明したものと同じまたはこれに類似する（たとえば雌
型コネクタ４００に対して雌型コネクタ５４００）。コネクタシステム５０００の部品ま
たは部分は、先に説明した部品または部分と機能が同じになり得る、または機能が類似す
ることを理解されたい。図８１～図８４のコネクタシステム５０００は、図１～図３２の
コネクタシステム２０に対する特定の変更形態を示している。
【０２４７】
　図８１に例示するように、雄型コネクタ５１００は、第１の端部５１１２および第２の
端部５１１４を有することができる。雄型コネクタ５１００は、第１の端部５１１２の概
ね近位の雄型ハウジング５１２３と、第２の端部５１１４の概ね近位のキャップ部品５１
３２とを含むことができる。キャップ部品５１３２は、接着剤、超音波溶接、溶剤接合、
任意の他の適切な接着方法、またはその組み合わせによって雄型ハウジング５１２３に取
り付けられ得る。いくつかの実施形態では、雄型コネクタ５１００の第２の端部５１１４
は、雄ねじ５１３６を備えた雌型ルアー連結部を含む。いくつかの実施形態では、第２の
端部５１１４はルアーレシーバ５１５８を含む。
【０２４８】
　いくつかの実施形態では、雄型コネクタ５１００の第１の端部５１１２は、雄型ルアー
先端部５１２２を含む。雄型ハウジング５１２３は、雄型ルアー先端部５１２２を取り囲
むシュラウド５１２４を含むことができる。シュラウド５１２４は雌ねじ５１２６を有す
ることができる。雄型ルアー先端部５１２２および／またはシュラウド５１２４は、雄型
ハウジング５１２３と一体的とすることができる。いくつかの実施形態では、雄型ルアー
先端部３１２２および／またはシュラウド５１２４は、雄型ハウジング５１２３から取り
外し可能である。雌ねじ５１２６およびルアー先端部５１２２は、雄型コネクタ向けのＡ
ＮＳＩ仕様に準拠する雄型ルアー係合部を形成することができる。いくつかの実施形態で
は、雌ねじ５１２６および／またはルアー先端部５１２２は、非規格である雄型ルアー係
合部を形成する（たとえば、雄型コネクタ向けのＡＮＳＩ仕様に準拠しない）。いくつか
の実施形態では、規格との非準拠性は、雄型コネクタ５１００と、同じタイプの医療流体
を送達することにおいて使用されるようには設計されていない他のコネクタとの偶発的な
連結の可能性を低減するのを助けることができる（たとえば、潜在的にリスクが高い医療
流体は、非規格連結を用いて送達され得る）。これは、より高リスクの流体をコネクタか
ら偶発的に注入する、またはコネクタの外部端部上により高リスクの残留液体が堆積する
リスクを低減することができ、それによって患者および／または医療提供者をコネクタシ
ステム５０００と併用される危険なおよび／または毒性の物質にさらすリスクを低減する
。本明細書において開示するすべての特徴と同じように、非規格（たとえば非ＡＮＳＩ準
拠）形状は、それだけに限定されないが、コネクタシステム２０、１０００、３０００、
４０００、５０００、６０００、７０００、８０００および９０００を含む、本明細書に
おいて開示する任意の他の実施形態において使用され得る。
【０２４９】
　弁部材５１１６は、雄型ハウジング５１２３内および／またはキャップ部品５１３２内
に収容され得る。いくつかの実施形態では、弁部材５１１６は、閉鎖端部５１４４および
開放端部５１４５を有する。いくつかの実施形態では、弁部材５１１６の両方の端部は閉
じられる。いくつかの実施形態では、弁部材５１１６の両方の端部は開かれる。いくつか
の実施形態では、弁部材５１１６は、軸方向中心線、断面の内側、および断面の外側を有
することができる。弁部材５１１６は、（たとえば図８４に例示するような）開構成と（
たとえば図８１、図８３に例示するような）閉構成との間を移行するように構成され得る
。
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【０２５０】
　弁部材５１１６は、通路５１５６を含むことができる。通路５１５６は、弁部材５１１
６の両方の端部を通って延びることができる。いくつかの実施形態では、通路５１５６は
、弁部材５１１６の開放端部５１４５上の開口部から弁部材５１１６の閉鎖端部５１４４
近くの１つまたは複数のポート５１６２まで延びる。雄型コネクタ５１００は、雄型ルア
ー先端部５１２２の（弁部材５１１６の軸方向中心線に向かう）内面内の溝と係合するよ
うに構成された封止部材５１１９を含むことができる。封止部材５１１９は、可撓性また
は半可撓性のＯリング、または流体シールをもたらすための何らかの他の適切な部品とす
ることができる。いくつかの実施形態では、封止部材５１１９は、図８１に例示するよう
に、弁部材５１１６が閉位置にあるとき、弁部材５１１６の断面の外側周りに流体シール
を作り出す。弁部材５１１６は、段付き部分５１４９を含むことができる。いくつかの実
施形態では、段付き部分５１４９は、弁部材５１１６上に、弁部材５１１６の断面の外側
が低減する軸方向場所を画定する。弁部材５１１６の低減された断面の外側は、弁部材５
１１６の断面の外側と雄型ルアー先端部５１２２の内面との間に環状チャンバ５１６３を
画定することができる。環状チャンバ５１６３は、段付き部分５１４９と封止部材５１１
９の間で軸方向に境界付けられ得る。
【０２５１】
　いくつかの実施形態では、弁部材５１１６は、１つまたは複数の支柱５１５０を含むこ
とができる。支柱５１５０は、弁５１１６に取り付けられた別個の部分とすることができ
る。いくつかの実施形態では、支柱５１５０および弁５１１６は、単一構造部を形成する
。支柱５１５０および／または弁部材５１１６は、１つまたは複数の位置合わせ機構を含
むことができる。位置合わせ機構は、突起部、へこみ、チャネル、または任意の他の適切
な機構または機構の組み合わせとすることができる。たとえば、弁部材５１１６はへこみ
５１４７を含むことができる。さらに、支柱５１５０は、１つまたは複数の突起部５１４
７ａを含むことができる。いくつかの実施形態では、弁部材５１１６は、へこみ５１４７
に概ね隣接する嵌合表面５１４６を含むことができる。さらに、いくつかの実施形態では
、封止部材５１１９は、弁部材５１１６の嵌合表面５１４６に概ね隣接する嵌合表面５１
７６を含む。
【０２５２】
　いくつかの実施形態では、雄型コネクタ５１００は、弾性部材５１１８を含むことがで
きる。弾性部材５１１８は、雄型ハウジング５１２３内および／またはキャップ部品５１
３２内に収容され得る。いくつかの実施形態では、弾性部材５１１８は、ゴム、シリコー
ン、何らかの他の可撓性／半可撓性材料、またはその何らかの組み合わせから構築される
。弾性部材５１１８は、たとえば弾性部材を雄型ハウジング５１２３および／またはキャ
ップ部品５１３２に連結することを可能にするように構成された、たとえばフランジ５１
１５などの連結機構を含むことができる。フランジ５１１５は、たとえば、雄型ハウジン
グ５１２３および／またはキャップ部品５１３２の内壁内に形成された溝５１６９などの
受け入れ機構内に嵌合するように構成され得る。フランジ５１１５と溝５１６９の間の係
合は、フランジ５１１５に近い弾性部材５１１８の一部分が軸方向に移動することを阻止
することができる。
【０２５３】
　いくつかの実施形態では、弾性部材５１１８は、フランジ５１１５から雄型コネクタ５
１００の第１の端部５１１２に向かって軸方向に延びる第１の部分５１１３を含む。いく
つかの実施形態では、弾性部材５１１８は、フランジ５１１５から雄型コネクタ５１００
の第２の端部５１１４に向かって軸方向に延びる第２の部分５１１７を含む。第１の部分
および／または第２の部分５１１７は、略円筒状の形状を有することができる。いくつか
の実施形態では、第１の部分５１１３および／または第２の部分５１１７は、可撓性また
は半可撓性材料の部分によって一緒に連結された一連のＯリングから構築される。いくつ
かの実施形態では、第１の部分５１１３および／または第２の部分５１１７は、その軸方
向長さに沿って均一な厚さを有する可撓性および／または半可撓性材料の一部分から構築
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される。いくつかの実施形態では、第１の部分５１１３および／または第２の部分５１１
７の厚さは、第１の部分５１１３および／または第２の部分５１１７の軸方向長さに沿っ
て変化する。
【０２５４】
　いくつかの実施形態では、弁部材５１１６は、１つまたは複数の保持リッジ５１４２を
含む。１つまたは複数の保持リッジ５１４２は、弾性部材５１１８の第１の部分５１１３
の軸方向端部の径方向の移動を阻止するように構成され得る。いくつかの実施形態では、
弁部材５１１６の開放端部５１４５は、キャップ部品５１３２内に延びることができる。
いくつかの実施形態では、弾性部材５１１８の第２の部分５１１７は、弁部材５１１６の
開放端部５１４５の周りにぴったりと、緊密に、または密接に嵌合するように構成され得
る。いくつかの実施形態では、フランジ５１１５から最も遠い第２の部分５１１７の端部
は、弁部材５１１６の開放端部５１４５周りに封止された障壁を形成することができる。
【０２５５】
　いくつかの実施形態では、フランジ５１１５から最も遠い弾性部材５１１８の第２の部
分５１１７の端部は、可撓性、弾性、または膨張の部分５１１１を有することができる。
部分５１１１は、ルアーレシーバ５１５８を満たし、雄型コネクタ５１００の第２の端部
５１１４をほぼ封止するように構成され得る。いくつかの実施形態では、部分５１１１は
弁を含む。弁は、たとえば、１つまたは複数のスリット、１つまたは複数の小さい開口、
またはそれらの任意の組み合わせを含むことができる。いくつかの実施形態では、部分５
１１１内の弁は通常閉じられる。いくつかの実施形態では、部分５１１１内の弁は通常開
かれており、部分５１１１と受け入れられたルアー５１５８の間の係合によって付勢され
て閉じられる。いくつかの実施形態では、部分５１１１は、弁部材５１１６の開放端部５
１４５が部分５１１１内の弁を通過することを可能にするように構成され得る。いくつか
の構成によれば、部分５１１１は、雄型コネクタ５１００の第２の端部５１４４と全体的
に同一平面になり、本質的には完全にこれを満たす。いくつかの実施形態では、部分５１
１１は、雄型コネクタ５１００の第２の端部５１４４を超えて延びる。いくつかの実施形
態では、部分５１１１は拭き取り可能である。
【０２５６】
　図８２に例示するように、雌型コネクタ５４００は、第１の端部５４０２および第２の
端部５４０４を有することができる。いくつかの実施形態では、雌型コネクタは、雌型ハ
ウジング５４４０およびキャップ部品５４８１を含む。キャップ部品５４８１は、スナッ
プ嵌合、接着剤、超音波溶接、溶剤接合、他の適切な接着方法、またはその任意の組み合
わせによって雌型ハウジング５４４０に連結され得る。キャップ部品５４８１は、雌型コ
ネクタ５４００の第２の端部５４０４上に雄型ルアー係合部５４８５を含むことができる
。いくつかの実施形態では、キャップ部品５４８１は、雌型コネクタ５４００の第２の端
部から雌型ハウジング５４４０の内部に延びる流体通路５４１８を含む。雌型ハウジング
５４４０は、雌型コネクタ５４００の第１の端部５４０２上に雌型ルアー結合部分５４４
６を含むことができる。さらに、雌型ルアー結合部分５４４６は、位置合わせ部分を含む
ことができる。位置合わせ部分は、１つまたは複数のへこみ５４９０ａとすることができ
る。へこみ５４９０ａは、図８３に例示するように、支柱５１５０上の１つまたは複数の
突起部５１４７ａと解放可能に係合されるように構成され得る。
【０２５７】
　いくつかの実施形態では、雌型コネクタ５４００は、可撓性チューブ部材５４８７を含
む。可撓性チューブ部材５４８７は、略円筒状の形状、断面の内側、断面の外側、軸方向
中心線、１つまたは複数の広げられた部分および／または１つまたは複数の先細にされた
部分を有することができる。チューブ部材５４８７は、雌型ハウジング５４４０内および
／またはキャップ部品５４８１内に収容され得る。チューブ部材５４８７は、閉鎖端部お
よび開放端部を有することができる。いくつかの実施形態では、閉鎖端部は、雌型コネク
タ５４００の第１の端部５４０２に概ね隣接している。チューブ部材５４８７の閉鎖端部
は、位置合わせ部材を含むことができる。いくつかの実施形態では、チューブ部材５４８
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７上の位置合わせ部材は、突起部５４９０である。突起部５４９０は、雄型コネクタ５１
００の弁部材５１１６上のへこみ５１４７と解放可能に係合されるように構成され得る。
いくつかの実施形態では、チューブ部材５４８７の両方の端部は閉じられる。いくつかの
実施形態では、チューブ部材は、膨張部分５４８９を含む。膨張部分５４８９は、チュー
ブ部材５４８７の全体硬度に影響を与えるように構成され得る。たとえば、膨張部分５４
８９の幅は、チューブ部材５４８７の閉鎖端部を軸方向に変位させるのに必要とされる力
の量に影響を与えることができる。
【０２５８】
　いくつかの実施形態では、チューブ部材５４８７は、流体導管５４８０を画定すること
ができる。流体導管５４８０は、チューブ部材５４８７の開放端部からチューブ部材５４
８７の閉鎖端部まで延びることができる。いくつかの実施形態では、チューブ部材５４８
７は、チューブ部材５４８７の閉鎖端部に隣接する１つまたは複数のポート５４８８を含
む。流体導管５４８０は、チューブ部材の開放端部から１つまたは複数のポート５４８８
まで延びることができる。流体導管５４８０は、流体通路５４１８と流体連通することが
できる。いくつかの実施形態では、チューブ部材５４８７は、たとえばフランジ５４８３
などの１つまたは複数の係合部分を含む。フランジ５４８３は、キャップ部品５４８１内
および／または雌型ハウジング５４４０内の受け入れ部分と係合するように構成され得る
。受け入れ部分は、たとえば、キャップ部品５４８１内の長穴５４４３とすることができ
る。フランジ５４８３と長穴５４４３の間の係合は、チューブ部材５４８７が雌型コネク
タ５４００から出てくことを阻止することができる。いくつかの実施形態では、フランジ
５４８３と長穴５４４３の間の係合は、チューブ部材５４８７の開放端部を安定させるこ
とを助け、チューブ部材５４８７の開放端部が、雌型コネクタ５４００の第１の端部５４
０２に向かって移動することを阻止することを助ける。
【０２５９】
　いくつかの実施形態では、雌型コネクタ５４００は、圧縮可能なシール要素５４６０を
含むことができる。圧縮可能なシール要素５４６０は、封止部分５４６２および圧縮可能
な部分５４６４を含むことができる。いくつかの実施形態では、シール要素５４６０は、
プラスチックまたは何らかの他の剛性および／または半剛性ポリマーから構築される。い
くつかの実施形態では、シール要素５４６０は、ゴム、シリコーン、何らかの他の可撓性
または半可撓性材料、またはその何らかの組み合わせから構築される。封止部分５４６２
は、略円筒状の形状、断面の内側、および断面の外側を有することができる。封止部分５
４６２の断面の内側は、チューブ部材５４８７の断面の外側とほぼ同じとすることができ
る。いくつかの実施形態では、封止部分５４６２の断面の内側は、雌型コネクタ５４００
の第１の端部５４０２の近くではチューブ部材５４８７の断面の外側とほぼ同じである。
いくつかの実施形態では、チューブ部材５４８７の閉鎖端部と封止部分５４６２の間の係
合は、１つまたは複数のポート５４８８をほぼ封止することができる。
【０２６０】
　いくつかの実施形態では、圧縮可能な部分５４６４は、圧縮ばねである。いくつかの実
施形態では、圧縮可能な部分５４６４は、中実の圧縮可能なチューブ（たとえばゴムチュ
ーブ）、編組された圧縮可能なチューブ、または任意の他の適切な圧縮可能な幾何学的形
状および材料である。封止部分５４６２は、たとえば環状リッジ５４６７などの保持機構
を含むことができる。いくつかの実施形態では、雌型ハウジング５４４０の内壁５４４９
および環状リッジ５４６７は、圧縮可能な部分５４６４の径方向の移動を阻止することが
できる。いくつかの実施形態では、キャップ部品５４８１は、たとえば環状リッジ５４７
７などの保持機構を含むことができる。環状リッジ５４７７および内壁５４４９は、圧縮
可能な部分５４６４の径方向の移動を阻止することができる。いくつかの実施形態では、
封止部分５４６３は、たとえば肩部などの停止部５４６８を含むことができる。停止部５
４６８は、雌型ハウジング５４４０と係合することができ、雌型コネクタ５４００の第１
の端部５４０２に向かう封止部分５４６２の移動を限定することができる。
【０２６１】
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　図８３～図８４に例示するように、雌型コネクタ５４００は、雄型コネクタ５１００と
嵌合するように構成され得る。図８３に例示するように、雄型コネクタ５１００は、雄型
ルアー先端部５１２２が、支柱５１５０が雌型ルアー結合部分５４４６と接触する前に圧
縮可能なシール要素５４６０の封止部分５４６２と接触するように構成され得る。いくつ
かの構成では、雄型ルアー先端部５１２２の少なくとも一部分は、雌型コネクタ５４００
内に前進することができる。雄型ルアー先端部５１２２を雌型コネクタ５４００内に前進
させることにより、圧縮シール要素５４６０を雌型コネクタ５４００の第２の端部５４０
４に向かって移動させることができる。
【０２６２】
　雌型コネクタ５４００が雄型コネクタ５１００と嵌合されるとき、弁部材５１１６の閉
鎖端部５１４４のへこみ５１４７は、可撓性チューブ部材５４８７の閉鎖端部上の突起部
５４９０と係合することができる。いくつかの実施形態では、弁部材５１１６の閉鎖端部
５１４４は、雄型コネクタ５１００が雌型コネクタ５４００と嵌合されるときに雌型コネ
クタ５４００内に前進することができる。たとえば、弁部材５１１６の閉鎖端部５１４４
は、雄型ルアー先端部５１２２が雌型コネクタに入るのと同じ速さで雌型コネクタに入る
ことができ、その後支柱５１５０が、雌型ルアー結合部分５４４６と接触する。弁部材５
１１６の閉鎖端部５１４４を雌型コネクタ内に移動させることにより、可撓性チューブ部
材５４８７の膨張部分５４８９を圧縮させることができる。膨張部分５４８９の圧縮は、
膨張部分５４８９内に、可撓性チューブ部材５４８７の閉鎖端部を雌型コネクタ５４００
の第１の端部５４０２に向かって付勢させることができるばね力を作り出すことができる
。いくつかの実施形態では、膨張部分５４８９の付勢力は、弁部材５１１６の閉鎖端部５
１４４のへこみ５１４７が、雄型ルアー先端部５１２２が雌型コネクタ５４００の第２の
端部５４０４に向かって前進されるときに可撓性チューブ部材５４８７の閉鎖端部上の突
起部５４９０と係合されたままであることを確実にすることを助けることができる。可撓
性チューブ部材５４８７の閉鎖端部と弁部材５１１６の閉鎖端部５１４４との間のそのよ
うな継続した係合は、流体が弁部材５１１６および可撓性チューブ部材５４８７それぞれ
の嵌合表面５１７６、５４６６に接触することを阻止することができる。
【０２６３】
　いくつかの実施形態では、可撓性チューブ部材５４８７の圧縮ばね定数は、弾性部材５
１１８の第１の部分５１１３の圧縮ばね定数より小さい。たとえば、弁部材５１１６を雄
型コネクタの第２の端部５１１４に向かって押し出すのに必要とされる軸方向力（たとえ
ば、弁部材５１１６の軸方向中心線に対して略平行な力）の量は、可撓性チューブ部材５
４８７の閉鎖端部を雌型コネクタ５４００の第２の端部５４０４に向かって押し出すのに
必要とされる軸方向力より大きくなることができる。
【０２６４】
　いくつかの実施形態では、雄型ルアー先端部５１２２および弁部材５１１６は、支柱５
１５０の１つまたは複数の突起部５１４７ａが、雌型ルアー結合部分５４４６上の１つま
たは複数のへこみ５４９０ａと係合するまで、雌型コネクタ５４００の第２の端部に向か
って、シール要素５４６０および可撓性チューブ部材５４８７の閉鎖端部それぞれを押し
出す。１つまたは複数の突起部５１４７ａと１つまたは複数のへこみ５４９０ａの間の係
合時、弁部材５１１６は、雌型コネクタ５４００の第２の端部５４０４に向かってさらに
移動することが阻止され得る。しかし、雄型ルアー先端部５１２２は、引き続いて雌型コ
ネクタ５４００内に前進し、圧縮可能なシール要素５４６０を雌型コネクタ５４００の第
２の端部５４０４に向かって押し出すことができる。雄型ルアー先端部５１２２および圧
縮可能なシール要素５４６０を、可撓性チューブ部材５４８７に対して第２の端部５４０
４に向かってさらに前進させることにより、可撓性チューブ部材５４８７の閉鎖端部を雄
型ルアー先端部５１２２内側の環状チャンバ５１６３内に少なくとも部分的に移動さるこ
とができる。
【０２６５】
　いくつかの実施形態では、雄型ルアー先端部５１２２を雌型コネクタ５４００内にさら
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に前進させることにより、雄型ハウジング５１２３を、弁部材５１１６の閉鎖端部５１４
４に対して、雌型コネクタ５４００の第２の端部５４０４に向かって移動させることがで
きる。雄型ハウジング５１２３を弁部材５１１６に対して雌型ハウジング５０４４の第２
の端部５４０４に向かって移動させることにより、弾性部材５１１８の第１の部分５１１
３を圧縮させることができる。第１の部分５１１３の圧縮は、弁部材５１１６を雄型コネ
クタ５１００の第１の端部５１１２に向かって付勢させることができるばね力を作り出す
ことができる。そのような付勢力は、弁部材５１１６の閉鎖端部５１４４のへこみ５１４
７が、雄型ルアー先端部５１２２が雌型コネクタ５４００の第２の端部５４０４に向かっ
て前進されるとき、可撓性チューブ部材５４８７の閉鎖端部上の突起部５４９０と係合さ
れたままになることを確実にすることを助けることができる。
【０２６６】
　いくつかの実施形態では、封止部材５１１９は、雄型ルアー先端部５１２２が弁部材５
１１６に対して雌型コネクタ５４００の第２の端部５４０４に向かって前進するときに弁
部材５１１６の１つまたは複数のポート５１６２から引き下げられ、したがって、１つま
たは複数のポート５１６２を介して通路５１５６と環状チャンバ５１６３の間の流体連通
を作り出す。さらに、いくつかの実施形態では、可撓性チューブ部材５４８７の閉鎖端部
が環状チャンバ５１６３内に入ることにより、圧縮可能なシール要素５４６０の封止部分
５４６２が、１つまたは複数のポート５４８８から引き下げられ得る。１つまたは複数ポ
ート５４８８が環状チャンバ５１６３内に入ることにより、流体導管５４８０と環状チャ
ンバ５１６３の間に流体連通が作り出され得る。
【０２６７】
　いくつかの構成によれば、支柱５１５０が雌型ルアー結合部分５４４６と接触した後に
雄型コネクタ５１００を雌型コネクタ５４００に向かって移動させることにより、弁部材
５１１６の開放端部５１４５を、キャップ部品５１３２に対して、雄型コネクタ５４００
の第２の端部５１４４に向かって移動させることができる。いくつかの実施形態では、弁
部材５１１６は、開放端部５１４５が、雄型コネクタ５１００が雌型コネクタ５４００に
完全に連結されたとき（たとえば、雄型コネクタ５１００の雌ねじ５１２６が雌型ルアー
結合部分５４４６と完全に係合されたとき）に雄型コネクタ５１００の第２の端部５１４
４を通過するような軸方向長さを有する。いくつかの実施形態では、弁部材５１１６の開
放端部５１４５は、雄型コネクタ５１００および雌型コネクタ５４００が完全に互いに連
結されたときに弾性部材５１１８の部分５１１１上の弁を通過する。
【０２６８】
　図８４に例示するように、弁部材５１１６は、雄型コネクタ５１００が雌型コネクタ５
４００と完全に係合されたときに開放端部５１４５が雄型コネクタ５１００内に留まるよ
うな軸方向長さを有することができる。いくつかの実施形態では、弾性部材５１１８は、
雄型ルアー先端部５０５２のルアーレシーバ５１５８内への前進時、部分５１１１上の弁
は開かれ、部分５１１１は、弁部材５１１６の開放端部５１４５から引き下げられるよう
に構成される。いくつかの実施形態では、雄型ルアー先端部５０５２の内部は、通路５１
５６、１つまたは複数のポート５１６２、環状チャンバ５１６３、および１つまたは複数
のポート５４８８および流体導管５４８０を介して雌型コネクタ５４００の流体通路５４
１８と流体連通させられ、図８４に例示するように、このとき雄型コネクタ５１００およ
び雌型コネクタ５４００は完全に連結され、雄型ルアー先端部５０５２はルアーレシーバ
５１５８内に前進される。
【０２６９】
　いくつかの実施形態では、部分５１１１を弁部材５１１６の開放端部５１４５から引き
下げることにより、弾性部材５１１８の第２の部分５１１７が圧縮され得る。第２の部分
５１１７の圧縮は、第２の部分５１１７内にばね力を作り出すことができる。そのような
ばね力は、部分５１１１を第２の端部５１１４に向かって付勢させることができ、それに
より、部分５１１１は、雄型ルアー先端部５０５２の雄型コネクタ５１００からの取り外
し時に雄型コネクタ５１００の第２の端部５１１４に戻るようになる。部分５１１１を雄
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型コネクタ５１００の第２の端部５１１４に戻すことにより、部分５１１１上の弁を閉じ
ることができる。
【０２７０】
　図８５～図８７は、雄型コネクタ６１００および雌型コネクタ５４００を備えるコネク
タシステム６０００の別の実施形態を例示している。図８５～図８７内の部品に対するい
くつかの参照番号は、コネクタシステム５０００、および対応する雄型コネクタ５１００
および雌型コネクタ５４００に関して先に説明したものと同じまたはこれに類似する（た
とえば、雄型コネクタ５１００に対して雄型コネクタ６１００）。コネクタシステム６０
００の部品または部分は、先に説明した部品または部分と機能が同じになり得る、または
機能が類似することを理解されたい。図８５～図８７のコネクタシステム６０００は、図
８１～図８４のコネクタシステム５０００に対する特定の変更形態を示している。
【０２７１】
　いくつかの実施形態では、雄型コネクタ６１００は、弾性部材６１１８を含むことがで
きる。弾性部材６１１８は、たとえば環状フランジ６１１５などの連結機構を含むことが
できる。フランジ６１１５は、たとえば長穴６１６９などの受け入れ機構内に嵌合される
ように構成され得る。いくつかの実施形態では、長穴６１６９は、雄型ハウジング６１２
３の内壁上の２つの環状リッジによって形成され得る。いくつかの実施形態では、長穴６
１６９は、雄型ハウジング６１２３の内壁内に切り込まれた長穴とすることができる。い
くつかの実施形態では、受け入れ機構は、保持タブ２１７１、２１７３に類似する、一連
の同軸のリッジ部分とすることができる。雄型コネクタ６１００は、Ｃａｒｅｆｕｓｉｏ
ｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎによって販売されるＴｅｘｉｕｍ（登録商標）閉鎖雄型ルア
ーコネクタの特定の態様を表すが、いくつかの追加および変更を有する。雄型コネクタ６
１００は、この例では、雌型コネクタ５４００と共に使用されて示されているが、本明細
書において開示する任意の雌型コネクタ、またはその任意の部品も、雄型コネクタ６１０
０と共に使用され得る。
【０２７２】
　いくつかの実施形態では、弾性部材６１１８は、端部部分６１１１を含む。いくつかの
実施形態では、雄型コネクタ６１００は、弁部材６１１６を含む。弁部材６１１６は、開
放端部６１４５および閉鎖端部６１４４を有することができる。いくつかの実施形態では
、端部部分６１１１は、弁部材６１１６の開放端部６１５４周りにぴったりと、緊密にま
たはぴったりと嵌合するように構成される。端部部分６１１１は、弁を含むことができる
。弁は、たとえば、１つまたは複数のスリット、１つまたは複数の小さい開口、またはそ
の任意の組み合わせとすることができる。いくつかの実施形態では、弁は通常閉じられる
。端部部分６１１１および弁は、弁部材６１１６の開放端部６１４５が弁を通過すること
を可能にするように構成され得る。
【０２７３】
　図８７に例示するように、弁部材６１１６は、弁部材６１１６の開放端部６１４５が、
雄型コネクタ６１００および雌型コネクタ５４００が完全に連結されたとき（たとえば雌
ねじ６１６２が雌型コネクタ５４００の雌型ルアー結合部分５４４６と完全に結合すると
き）に弾性部材６１１８に対して雄型コネクタ６１００の第２の端部６１１４に向かって
前進するように構成され得る。弁部材６１１６の開放端部６１４５を前進させることによ
り、開放端部６１４５は端部部分６１１１上の弁を開き、そこを通過することができる。
いくつかの構成では、ルアーレシーバ６１５８は、図８７に例示するように、流体通路５
１５８と流体連通させられ得る。いくつかの実施形態では、弁部材６１１６の開放端部６
１４５を雄型コネクタ６１００の第１の端部６１１２に向かって戻すことにより、開放端
部６１４５を端部部分６１１１上の弁を通って戻すことができる。そのようないくつかの
実施形態では、端部部分６１１１上の弁は、開放端部６１４５が、雄型コネクタ６１００
の第１の端部６１１２に向かって弁を通って戻るときに閉位置に戻ることができる。
【０２７４】
　図８８～図８９は、雄型コネクタ７１００および雌型コネクタ２４００を備えるコネク
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タシステム７０００の別の実施形態を例示している。図８８～図８９内の部品に対するい
くつかの参照番号は、コネクタシステム２０００、および対応する雄型コネクタ２１００
および雌型コネクタ２４００に関して先に説明したものと同じまたはこれに類似する（た
とえば雄型コネクタ７１００に対して雄型コネクタ２１００）。コネクタシステム７００
０の部品または部分は、先に説明した部品または部分と機能が同じになり得る、または機
能が類似することを理解されたい。図８８～図８９のコネクタシステム７０００は、図５
３～図６５のコネクタシステム２０００に対する特定の変更形態を示している。
【０２７５】
　雄型コネクタ７１００は、第１の端部７１１２および第２の端部７１１４を有すること
ができる。雄型コネクタ７１００は、キャップ部品７１３２および雄型ハウジング７１２
３を含むことができる。キャップ部品７１３２は、接着剤、超音波溶接、溶剤接合、スナ
ップ嵌合、他の適切な接着の機構または手段、またはその何らかの組み合わせによって雄
型ハウジング７１２３に固定され得る。雄型コネクタ７１００の第２の端部７１１４は、
雌型ルアー係合部を含むことができる。雌型ルアー係合部は、雄ねじ７１３６を含むこと
ができる。いくつかの実施形態では、雌型ルアー係合部は、ルアー受け入れポート７１５
８を含む。ルアー受け入れポート７１５８は、断面の内側を含むことができる。雄型コネ
クタ７１００は、受け入れポート７１５８を選択的に封止する１つまたは複数の閉塞機構
を含むことができる。いくつかの実施形態では、閉塞機構は、封止構成と開構成の間を移
行することができる。
【０２７６】
　いくつかの実施形態では、閉塞機構は、弾性シール７１８５とすることができる。弾性
シール７１８５は、雄型コネクタ７１００の第２の端部７１１４に隣接する封止部分７１
１１を含むことができる。封止部分７１１１は、ルアー受け入れポート７１５８の断面の
内側をほぼ満たすことができる。いくつかの実施形態では、封止部分７１１１は、弁を含
むことができる。弁は、たとえば１つまたは複数のスリット、１つまたは複数のピン穴、
またはその任意の組み合わせとすることができる。いくつかの実施形態では、封止部分７
１１１内の弁は通常閉じられる。いくつかの実施形態では、封止部分７１１１内の弁は、
通常開かれ、封止部分７１１１とルアー受け入れポート７１５８の間の係合によって付勢
されて閉じられる。弾性シール７１８５は、（たとえば図８９に例示するように、封止部
分７１１１内の弁が開かれる）開構成と、（たとえば図８８に例示するように、封止部分
７１１１内の弁が閉じられる）閉構成との間を移行するように構成され得る。
【０２７７】
　いくつかの実施形態では、弾性シール７１８５は、抑止部分７１１５を含む。抑止部分
７１１５は、環状突起部、１つまたは複数の径方向突起部、環状フランジ、または任意の
他の適切な機構または機構の組み合わせとすることができる。いくつかの実施形態では、
抑止部分７１１５は、キャップ部品７１２３上の保持機構７１６９と係合されるように構
成される。保持機構７１６９は、先細にされた部分、内方向に突出する機構（たとえばフ
ランジまたは一連のフランジ部分）、または弾性シール７１８５の抑止部分７１１５を保
持するのに適した任意の機構とすることができる。いくつかの実施形態では、抑止部分７
１１５と保持機構７１６９の間の係合は、弾性シール７１８５がキャップ部品７１３２か
ら出ることを阻止する。いくつかの実施形態では、抑止部分７１１５と保持機構７１６９
の間の係合は、弾性シール７８１５が閉構成にあるときに封止部分７１１１を固定された
軸方向位置に維持することを助ける。
【０２７８】
　いくつかの実施形態では、雄型コネクタ７１００は、チャネル部材７１５７を含む。チ
ャネル部材７１５７は、弾性シール７１８５内に少なくとも部分的に含まれ得る。いくつ
かの実施形態では、チャネル部材７１５７は、チャネル部材７１５７をキャップ部品７１
３２に連結するように構成された連結部分７１６８を含むことができる。いくつかの実施
形態では、連結部分７１６８は、キャップ部品７１３２上の係合機構７１６７と係合する
ように構成された環状突出部である。係合機構は、環状溝とすることができる。いくつか
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の実施形態では、チャネル部材７１５７は、スナップ嵌合、接着剤、溶剤接合、超音波溶
接、他の適切な接着手段、またはその任意の組み合わせによってキャップ部品７１３２に
連結され得る。いくつかの実施形態では、チャネル部材７１５７は、スナップ嵌合、接着
剤、溶剤接合、超音波溶接、他の適切な接着手段、またはその任意の組み合わせによって
雄型ハウジング７１２３に固着され得る。
【０２７９】
　チャネル部材７１５７は、導管７１９４を画定することができる。導管７１９４は、チ
ャネル部材７１５７を通って延びることができる。いくつかの実施形態では、チャネル部
材７１５７は、閉鎖端部７１４５および開放端部を有する。チャネル部材７１５７は、閉
鎖端部７１４５に隣接する１つまたは複数のポート７１６３を有することができる。いく
つかの実施形態では、導管７１９４は、チャネル部材７１５７の開放端部から１つまたは
複数のポート７１６３まで延びる。いくつかの実施形態では、導管７１９４は、雄型ハウ
ジング７１２３内の通路７１５６と流体連通する。いくつかの実施形態では、弾性シール
７１８５は、弾性部材７１８５が閉構成にあるときに、流体が導管７１９４内から１つま
たは複数のポート７１６３を通って出ることを阻止するように構成される。
【０２８０】
　雄型コネクタ７１００の第１の端部７１１２は、雄型コネクタ２１００と同じまたは類
似するやり方で雌型コネクタ２４００の第１の端部２４０２と嵌合するように構成され得
る。いくつかの実施形態では、ルアー受け入れポート７１５８は、雄型ルアー先端部７０
５２を受け入れるように構成され得る。弾性シール７１８５の封止部分７１１１は、雄型
ルアー先端部７０５２がルアー受け入れポート７１５８内に前進されるとき、チャネル部
材７１５７の閉鎖端部７１４５の近くで１つまたは複数のポート７１６３から引き下げる
ように構成され得る。封止部分を１つまたは複数のポートから引き下げることにより、弾
性シール７１８５内にばね力が作り出され得る。そのようなばね力は、封止部分７１１１
を雄型コネクタ７１００の第２の端部７１１４に向かって付勢させることができ、それに
より、弾性シール７１８５は、雄型ルアー先端部７０５２を雄型コネクタ７１００から引
き下げたときに閉構成に戻るようになる。さらに、封止部分７１１１を１つまたは複数の
ポート７１６３から引き下げることにより、図８９に例示するように、雄型コネクタ７１
００が雌型コネクタ２４００と完全に嵌合されたときに、雄型ルアー先端部７０５２の内
部を雌型コネクタ２４００の流体通路１４１８と流体連通させることができる。
【０２８１】
　図８８内に例示するものに類似するまたはこれと同一の第２の端部７１１４（たとえば
、弾性シール７１８５およびチャネル部材７１５７を含む第２の端部）は、本明細書にお
いて開示する雄型コネクタ１００、１１００、２１００、３１００、５１００、６１００
、８１００、９１００の任意のものと組み合わせて使用され得る。例示する例の、または
改変されたコネクタシステム７０００は、複数の開口部（たとえば１つは雄型および１つ
は雌型）において封止されたコネクタを提供することができる。
【０２８２】
　図９０～図９３は、雄型コネクタ８１００および雌型コネクタ８４００を備えるコネク
タシステム８０００の別の実施形態を例示している。図９０～図９３内の部品に対するい
くつかの参照番号は、コネクタシステム２０００、および対応する雄型コネクタ２１００
および雌型コネクタ２４００に関して先に説明したものと同じまたはこれに類似する（た
とえば、雄型コネクタ９１００に対して雄型コネクタ２１００）。コネクタシステム８０
００の部品または部分は、先に説明した部品または部分と機能が同じになり得る、または
機能が類似することを理解されたい。図９０～図９３のコネクタシステム８０００は、図
５３～図６５のコネクタシステム２０００に対する特定の変更形態を示している。
【０２８３】
　図９０に例示するように、雄型コネクタ８１００は、第１の端部８１１２および第２の
端部８１１４を有することができる。雄型コネクタ８１００は、第１のキャップ部品８１
３２および第２のキャップ部品８１３４を含むことができる。第１のキャップ部品８１３
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２は、第２の端部８１１４の近くにあることができ、接着剤、超音波溶接、溶剤接合、ス
ナップ嵌合、他の適切な接着の機構または手段、またはその何らかの組み合わせによって
第２のキャップ部品８１３４と連結することができる。いくつかの実施形態では、第１の
キャップ部品８１３２および第２のキャップ部品８１３４は、単一構造部を形成する。雄
型コネクタ８１００は、接着剤、超音波溶接、溶剤接合、スナップ嵌合、他の適切な接着
の機構または手段、またはその何らかの組み合わせによって第２のキャップ部品８１３４
に連結するように構成された雄型ハウジング８１２３を含むことができる。雄型ハウジン
グ８１２３は、シュラウド２１２４を含むことができる。いくつかの実施形態では、雄型
コネクタ８１００は、たとえばフック２１２７を備えた１つまたは複数のタブ２１２５な
どの１つまたは複数の結合要素を有する。
【０２８４】
　いくつかの実施形態では、雄型コネクタ８１００は、雄型ルアー先端部８１２２を含む
。雄型ルアー先端部８１２２は、接着剤、超音波溶接、溶剤接合、スナップ嵌合、他の適
切な接着の機構または手段、またはその何らかの組み合わせによって第２の先端部部品８
１２２ｂに連結された第１の先端部部品８１２２ａを有することができる。いくつかの実
施形態では、第１の先端部部品８１２２ａおよび第２の先端部部品８１２２ｂは、単一構
造部を形成する。雄型ルアー先端部８１２２は、いくつかの実施形態では、シュラウド２
１２４内に収容され得る。いくつかの実施形態では、雄型ルアー先端部８１２２は、シュ
ラウド２１２４の外側を、雄型コネクタ８１００の第１の端部８１１２に向かって延びる
。
【０２８５】
　いくつかの構成では、雄型コネクタ８１１０は、弁部材８１１６を含むことができる。
弁部材８１１６は、略円筒状の形状、軸方向中心線、軸方向長さ、断面の内側および／ま
たは断面の外側を有することができる。いくつかの実施形態では、弁部材８１１６は、（
たとえば図９０に例示するような）閉構成と（たとえば図９３に例示するような）開構成
の間を移行するように構成される。弁部材８１１６は、雄型ルアー先端部８１２２内に少
なくとも部分的に収容され得る。弁部材８１１６は、閉鎖端部および開放端部を有するこ
とができる。いくつかの実施形態では、弁部材８１１６の開放端部は、雄型コネクタ８１
００の第２の端部８１１４に最も近くの弁部材８１１６の端部上にある。いくつかの実施
形態では、弁部材は２つの閉鎖端部を有する。いくつかの実施形態では、弁部材は２つの
開放端部を有する。いくつかの実施形態では、図９０に例示するように、弁部材８１１６
の閉鎖端部は、嵌合表面８１４６を有する。嵌合表面８１４６は、雌型コネクタ８４００
上の嵌合表面８４８６と緊密で、耐流体性のインターフェースを形成するように結合され
るようにサイズ設定され形成され得る。たとえば、嵌合表面８１４６は、たとえば、１つ
または複数の突起部またはへこみなどの１つまたは複数の位置合わせ機構を含むことがで
きる。いくつかの実施形態では、嵌合表面８１４６は、非平面形状（たとえば凸形状、凹
形状、または複数の凸形および凹形を備えた形状）を有しており、この非平面形状は、雌
型コネクタ８４００上の嵌合表面８４８６上の別の非平面形状に概ね合致する、適合する
、または対応するように構成される。いくつかの実施形態では、合致する、適合する、ま
たは対応する表面８１４６、８４８６のいずれかまたは両方は、コネクタが閉じられたと
きに周囲環境に露出される弁部材の外側の、先行する、移動可能なまたは穿孔可能な表面
にわたって全体的に延びることができる。
【０２８６】
　弁部材８１１６は、流体通路８１５６を含むことができる。弁部材８１１６は、弁部材
８１１６の閉鎖端部の近くに１つまたは複数のポート８１６２を含むことができる。いく
つかの実施形態では、流体通路８１５６は、１つまたは複数のポート８１６２と弁部材８
１１６の開放端部の間を延びる。いくつかの変形形態では、雄型ルアー先端部８１２２は
、ルアー先端部シール８１１９を含むことができる。ルアー先端部シール８１１９は、弁
部材８１１６の断面の外側の周りに嵌合するようにサイズ設定され得る。いくつかの実施
形態では、ルアー先端部シール８１１９は、可撓性のＯリング、または流体密封性シール
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をもたらすのに適切な何らかの他の部品である。弁部材８１１６は、封止部材８１２０を
含むことができる。封止部材は、可撓性のＯリング、または流体密封性シールをもたらす
のに適切な何らかの他の部品とすることができる。封止部材８１２０は、弁部材８１１６
の断面の外側上の表面機構と係合するように構成され得る。たとえば、弁部材８１１６の
外面は、環状溝８１６９を含むことができる。封止部材８１２０は、環状溝８１６９と係
合するようにサイズ設定され得る。いくつかの実施形態では、封止部材８１２０は、ほぼ
流体密封性のシールを作り出すために、雄型ルアー先端部８１２２の内部断面と係合する
ように構成される。いくつかの実施形態では、封止部材８１２０と雄型ルアー先端部８１
２２の断面の内側との間の係合は、流体が両軸方向に封止部材８１２０を過ぎて漏出する
ことを阻止することができる。
【０２８７】
　雄型ルアー先端部８１２２の断面の内側、弁部材８１１６の断面の外側、ルアー先端部
シール８１１９、および封止部材８１２０内の空間（たとえば図９０に例示する環状空間
８１６３）は、弁部材８１１６が開構成にあるときに流体通路８１５６と雌型コネクタ８
４００の間の流体連通を容易にすることができる。いくつかの実施形態では、環状空間８
１６３の容積は、弁部材８１１６が軸方向に並進されるときに変化することができる。封
止部材８１２０は、弁部材８１１６が軸方向に移動されるときに雄型ルアー先端部８１２
２の断面の内側表面を拭うように構成され得る。いくつかの実施形態では、ルアー先端部
シール８１１９は、弁部材８１１６が閉構成にあるときに、流体が環状空間８１６３から
雄型ルアー先端部８１２２の外部に漏出することを阻止する。
【０２８８】
　いくつかの実施形態では、雄型コネクタ８１００は、プランジャ８１７０を含む。プラ
ンジャ８１７０は、略円筒状の形状、断面の内側、断面の外側、軸方向中心線、および軸
方向長さを有することができる。いくつかの実施形態では、プランジャ８１７０は、導管
８１９４を含む。導管８１９４は、プランジャ８１７０の軸方向長さを通って延びること
ができる。いくつかの実施形態では、流体通路８１５６は、弁部材８１１６の断面の内側
によって画定された断面を有する。弁部材８１１６の断面の内側は、プランジャ８１７０
の断面の外側と概ね適合するように構成され得る。いくつかの実施形態では、プランジャ
８１７０は、たとえばＯリング８１６０などのシールを含むことができる。Ｏリング８１
６０は、プランジャ８１７０の断面の外側上の表面機構と係合するように構成され得る。
たとえば、Ｏリング８１６０は、環状溝８１６９と係合するように構成され得る。いくつ
かの実施形態では、Ｏリング８１６０は、ほぼ流体密封性のシールを作り出すために、弁
部材８１１６の内部断面と係合するように構成される。Ｏリング８１６０は、流体が弁部
材８１１６の開放端部を通って導管８１９４を迂回することを阻止するように構成され得
る。
【０２８９】
　雄型コネクタ８１００は、弾性または可撓性の閉鎖部材８１１８を含むことができる。
いくつかの実施形態では、弾性部材８１１８は、弁部材８１１６の断面の外側の周りに嵌
合するように構成された可撓性ジャケットとすることができる。弾性部材８１１８は、第
１のアンカー部分８１１３を含むことができる。第１のアンカー部分８１１３は、第１の
先端部部品８１２２ａおよび／または第２の先端部部品８１２２ｂ内の空洞８１６７と係
合するように構成され得る。いくつかの実施形態では、弾性部材８１１８は、第２のアン
カー部分８１１７を含むことができる。第２のアンカー部分８１１７は、弁部材８１１６
上の肩部８１７１と係合するように構成された環状リングとすることができる。いくつか
の実施形態では、弾性部材８１１８は、反発部分８１１５を含む。反発部分８１１５は、
第１のアンカー部分８１１３におよび／または第２のアンカー部分８１１７に取り付けら
れ得る。
【０２９０】
　雌型コネクタ８４００は、雌型コネクタ２４００とほぼ同じまたはこれに類似すること
ができる。雌型コネクタ８４００は、第１の端部８４０２および第２の端部８４０４を有
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することができる。いくつかの実施形態では、雌型コネクタ８４００は、雌型コネクタ８
４００の第１の端部８４０２に概ね隣接する雌型ハウジング８４４０を含む。雌型ハウジ
ング８４４０は、略円筒状の形状、断面の内側、断面の外側、軸方向中心線、および軸方
向長さを有することができる。いくつかの実施形態では、雌型ハウジング８４４０は、雌
型コネクタ８４００の第１の端部８４０２の近くにチャネル８４４４を含む。いくつかの
実施形態では、チャネル８４４４は環状である。いくつかの実施形態では、チャネル８４
４４は、複数の半環状チャネル部分を含む。
【０２９１】
　いくつかの実施形態では、雌型コネクタ８４００は、流体導管部分８４８０を含む。流
体導管部分８４８０は、雌型コネクタ８４００の第２の端部８４０４の近くで雌型ハウジ
ング８４４０に連結するように構成され得る。いくつかの実施形態では、流体導管部分８
４８０および雌型ハウジング８４４０は、単一構造部を形成することができる。流体導管
部分８４８０は、略円筒状の形状、断面の内側、断面の外側、軸方向中心線、および軸方
向長さを有するチューブ８４８７を含むことができる。いくつかの実施形態では、チュー
ブ８４８７は、その軸方向長さに沿って、１つまたは複数の先細にされた、広げられた、
および／または段付けされた部分を有する。いくつかの構成では、チューブ８４８７の軸
方向長さは、雌型ハウジング８４４０の軸方向長さと大体同じとすることができる。いく
つかの実施形態では、チューブ８４８７の軸方向長さは、雌型ハウジング８４４０の軸方
向長さの約７５％より大きいもしくはこれと等しい、および／または雌型ハウジング８４
４０の軸方向長さの約１２５％より小さいもしくはこれと等しい。いくつかの実施形態で
は、チューブ８４８７の軸方向長さは、大体、雌型ハウジング８４４０の軸方向長さの少
なくとも約８５％である。例示するように、チューブ８４８７の軸方向長さは、雌型ハウ
ジング８４４０の軸方向長さより長くなることができる。いくつかの実施形態では、チュ
ーブ８４８７は、雌型コネクタ８４００の第１の端部８４０２の近くに嵌合表面８４８６
を有する。嵌合表面８４８６は、１つまたは複数の係合機構を含むことができる。たとえ
ば、嵌合表面は、雄型コネクタ８１００の第１の端部８１１２上の１つまたは複数の突起
部および／またはへこみと係合するように構成された１つまたは複数の突起部および／ま
たはへこみを有することができる。いくつかの実施形態では、嵌合表面８４８６は、嵌合
表面８１４６の凸形状に対応する凹形状を有する。
【０２９２】
　チューブ８４８７は、雌型ハウジング８４４０の第１の端部８４０２の近くに１つまた
は複数のポート８４８８を含むことができる。いくつかの実施形態では、チューブ８４８
７および／または流体導管部分８４８０は、流体通路８４１８を画定することができる。
流体通路８４１８は、１つまたは複数のポート８４８８から雌型コネクタ８４００の第２
の端部８４０４まで延びることができる。
【０２９３】
　雌型コネクタ８４００は、シール要素８４６０を含むことができる。シール要素は、略
円筒状の形状、断面の内側、断面の外側、軸方向中心線、および軸方向長さを有すること
ができる。いくつかの実施形態では、シール要素８４６０の軸方向長さは、雌型ハウジン
グ８４４０の軸方向長さと大体同じである。シール要素８４６０は、（たとえば図９３に
例示するような）開構成と、（たとえば図９１に例示するような）閉構成の間を移行する
ように構成され得る。いくつかの実施形態では、シール要素８４６０は、雌型ハウジング
８４４０内に少なくとも部分的に配置されるように構成される。シール要素８４６０は、
雌型ハウジング８４４０と係合し、シール要素８４６０を雌型ハウジング８４４０内に保
持するように構成された肩部８４６８を含むことができる。シール要素８４６０は、雌型
コネクタ８４００の第１の端部８４０２の近くに封止部分８４６２を含むことができる。
封止部分８４６２の断面の内側のサイズおよび／または形状は、チューブ８４８７の断面
の外側のサイズおよび／または形状と合致する、または概ね対応するように構成され得る
。いくつかの実施形態では、封止部分８４６２は、シール要素１４６０が閉構成にあると
きに流体が１つまたは複数のポート８４８８を流通することを阻止するように構成される
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。
【０２９４】
　いくつかの実施形態では、例示するように、チューブ８４８７の断面の外側の幅または
外径は、非常に大きくすることができる。たとえば、図示するように、雌型コネクタ８４
００が閉じられるときに露出される（または封止要素８４６０内にある）チューブ８４８
７の近位嵌合表面８４８６の領域は、封止要素８４６０の近位端部８４６６の外側周囲内
にあり、かつこれによって境界付けられた領域の大部分またはほぼ大部分を含むことがで
きる。いくつかの実施形態では、例示するように、チューブ８４８７の近位嵌合表面８４
８６の断面幅は、雌型コネクタ８４００が閉じられたときに露出される（または封止要素
８４６０内にある）チューブ８４８７の近位嵌合表面８４８６の断面幅は、雌型コネクタ
内の近位開口部の約半分、または半分近くとすることができる。図示するように、チュー
ブ８４８７の近位嵌合表面８４８６の断面幅は、雌型コネクタの遠位雄型先端部の内径お
よび／または外径と同じサイズとするまたはこれより大きくなることができる。例示する
ように、いくつかの実施形態では、その近位端部、または閉位置にあるハウジングの首部
内に配置された領域内のチューブ８４８７の外径（または断面幅）と、ハウジング上の近
位開口部の内径（または断面幅）との間の相違は、近位端部にあるまたはその近くの封止
要素８４６０の壁の厚さと大体同じであり、またはこれよりわずかに大きい。いくつかの
実施形態では、チューブ８４８７の断面の外側は、雌型コネクタ８４００の第１の端部８
４０２では、雌型ハウジング８４４０の断面の外側のサイズの約１０％より大きくもしく
はこれと等しく、および／または雌型ハウジング８４４０の断面の外側のサイズの約６０
％より小さくもしくはこれと等しくすることができる。いくつかの実施形態では、チュー
ブ８４８７の断面の外側は、雌型コネクタ８４００の第１の端部８４０２では、雌型ハウ
ジング８４４０の断面の外側のサイズの少なくとも凡そ約３０％大きい。チューブ８４８
７の断面の外側は、封止部分８４６２の断面の外側のサイズの約２０％より大きくもしく
はこれと等しく、および／または封止部分８４６２の断面の外側のサイズの約８０％より
小さくもしくはこれと等しくすることができる。いくつかの実施形態では、チューブ８４
８７の断面の外側は、封止部分８４６２の断面の外側のサイズの約５５％またはこれより
大きい。チューブ８４８７、雌型ハウジング８４４０、および封止部分８４６２の断面の
外側の相対サイズの数多くのバリエーションが可能である。いくつかの実施形態では、雌
型コネクタ８４００の第１の端部８４０２にあるチューブ８４８７の断面の外側は、雄型
コネクタ８１００の第１の端部８１１２にある弁部材８１１６の断面の外側とほぼ同一に
なるように構成される。いくつかの実施形態では、雌型コネクタの第１の端部８４０２に
ある雌型ハウジング８４４０の断面の内側は、雄型コネクタ８１００の第１の端部８１１
２にある雄型ルアー先端部８１２２の断面の外側より大きくなるように構成される。
【０２９５】
　図９２および図９３に例示するように、雌型コネクタ８４００および雄型コネクタ８１
００は、互いに嵌合するように構成され得る。いくつかの実施形態では、雄型ルアー先端
部８１２２を雌型ハウジング８４４０内に前進させることにより、シール要素８４６０の
封止部分８４６２が、１つまたは複数のポート８４８８に対して、雌型コネクタ８４００
の第２の端部８４０４に向かって押し出され得る。封止部分８４６２を１つまたは複数の
ポート８４８８から引き下げることにより、流体通路８４１８と環状空間８１６３間に流
体連通が作り出され得る。いくつかの実施形態では、雄型ルアー先端部８１２２を雌型ハ
ウジング８４４０内に前進させることにより、チューブ８４８７を雄型ルアー先端部８１
２２内に前進させることができる。チューブ８４８７を雄型ルアー先端部８１２２内に前
進させることにより、弁部材８１１６は、雄型ルアー先端部８１２２に対して、雄型コネ
クタ８１００の第２の端部８１１４に向かって押し出され得る。いくつかのそのような実
施形態では、封止部材８１２０は、雄型ルアー先端部８１２２に対して、雄型コネクタ８
１００の第２の端部８１１４に向かって移動する。封止部材８１２０のそのような移動は
、環状空間８１６３の軸方向長さを増大させることができる。いくつかの実施形態では、
雄型コネクタ８１００と雌型コネクタ８４００を完全に係合させることにより（たとえば
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図９３に例示するような、フック２１２７とチャネル８４４４の間の係合）、導管８１９
４と流体通路８４１８の間の、１つまたは複数のポート８４８８、１つまたは複数のポー
ト８１６２、および環状空間８１６３を介する流体連通が容易にされ得る。
【０２９６】
　いくつかの実施形態では、反発部分８１１５は、弁部材８１１６が雄型コネクタ８１０
０の第２の端部８１１４に向かって押し出されたときに伸張するように構成され得る。い
くつかの実施形態では、反発部分８１１５の伸張は、反発部分８１１５に、戻り力を部材
８１１６上に及ぼさせることができる。いくつかのそのような実施形態では、反発部分８
１１５の戻り力は、チューブ８４８７または他の押し出しの供給源が雄型ルアー先端部８
１２２から引き下げられるときに、弁部材８１１６を雄型コネクタ８１００の第１の端部
８１１２に向かって移動させることができる。弁部材８１１６を第１の端部８１１２に向
かってそのように移動させることにより、弁部材８１１６は閉構成に戻され得る。いくつ
かの実施形態では、反発部分８１１５の戻り力は、チューブ部材８４８７が雄型ルアー先
端部８１２２内に前進され、またはそこから引き下げられるとき、互いに接触したままで
あることを確実にすることを助けることができる。そのような接触は、弁部材８１１６が
開構成にあるときに流体が嵌合表面８４８６、８１８６に接触することを阻止するのに役
立つことができる。
【０２９７】
　図９４～図９６は、雄型コネクタ９１００および雌型コネクタ８４００を備えるコネク
タシステム９０００の別の実施形態を例示している。図９４～図９６内の部品に対するい
くつかの参照番号は、コネクタシステム８０００および対応する雄型コネクタ８１００お
よび雌型コネクタ８４００に関して先に説明したものと同じまたは類似している（たとえ
ば、雄型コネクタ９１００に対して雄型コネクタ８１００）。コネクタシステム９０００
の部品または部分は、先に説明した部品または部分と機能が同じになり得る、または機能
が類似することを理解されたい。図９４～図９６のコネクタシステム９０００は、図９０
～図９３のコネクタシステム８０００に対する特定の変更形態を示している。
【０２９８】
　雄型コネクタ９１００は、雄型コネクタ８１００にかなり類似することができる。いく
つかの実施形態では、雄型コネクタ９１００は、雄型ルアー先端部９１２２内に少なくと
も部分的に収容され得る弁部材９１１６を含む。いくつかの実施形態では、弁部材９１１
６は、第１の弁部分９１１６ａおよび第２の弁部分９１１６ｂを含む。いくつかの実施形
態では、第１の弁部分９１１６ａおよび第２の弁部分９１１６ｂは、接着剤、超音波溶接
、溶剤接合、スナップ嵌合、他の適切な接着の機構または手段、またはその何らかの組み
合わせによって互いに連結される。いくつかの実施形態では、第１の弁部分９１１６ａお
よび第２の弁部分９１１６ｂは、単一構造部を形成する。同様に、いくつかの実施形態で
は、雄型ルアー先端部９１２２は、第１の先端部部分９１２２ａおよび第２の先端部部分
９１２２ｂを含む。いくつかの実施形態では、第１の先端部部分９１２２ａおよび第２の
先端部部分９１２２ｂは、接着剤、超音波溶接、溶剤接合、スナップ嵌合、他の適切な接
着の機構もしくは手段、またはその何らかの組み合わせによって互いに連結される。いく
つかの実施形態では、第１の先端部部分９１２２ａおよび第２の先端部部分９１２２ｂは
、単一構造部を形成する。弁部材９１１６は、たとえば環状フランジ９１４９などの安定
化機構を含むことができる。環状フランジ９１４９が、雄型ルアー先端部９１２２の内壁
と係合するように構成され得る。いくつかの実施形態では、そのような係合は、弁部材９
１１６が雄型ルアー先端部９１２２内で軸を外して傾斜すること阻止することを助けるこ
とができる。
【０２９９】
　いくつかの実施形態では、雄型コネクタ９１００は、弾性部材９１１８を含むことがで
きる。弾性部材９１１８は、第１のアンカー部分９１１３を含むことができる。いくつか
の実施形態では、第１のアンカー部分９１１３は、第１の先端部部分９１２２ａ内の空洞
９１６７と、第２の先端部部分９１２２ｂ内の空洞と係合するように構成され、それによ
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り、アンカー部分９１１３は、ハウジングの少なくとも２つの部分の間に、それらによっ
て所定位置に配置される。第１のアンカー部分９１１３は、第１のアンカー部分９１１３
が雄型ルアー先端部９１２２内に設置されたときに、弾性部材９１１８が雄型ルアー先端
部９１２２から係合解除することを阻止するように構成され得る。弾性部材９１１８は、
第２のアンカー部分９１１７を含むことができる。いくつかの実施形態では、第１および
第２のアンカー部分９１１３、９１１７は、弾性部材９１１８の周りを全体的に延びる全
体的に連続的なリングまたはリッジの部分を含む。反発部分９１１５はまた、いくつかの
実施形態では、流体シールとしても機能することができる。いくつかの実施形態では、第
２のアンカー部分９１１７は、第１の弁部分９１１６ａ内の長穴または空洞９１７１と、
および／または第２の弁部分９１１６ｂ内の長穴または空洞と係合するように構成される
。第２のアンカー部分９１１７は、第２のアンカー部分９１１７が弁部材９１１６内に設
置されたとき、弾性部材９１１８が弁部材９１１６から係合解除することを阻止するよう
に構成され得る。
【０３００】
　弾性部材９１１８は、第１のアンカー部分９１１３を第２のアンカー部分９１１７に連
結する反発部分９１１５を含むことができる。いくつかの実施形態では、第１および第２
のアンカー部分９１１３、９１１７ならびに反発部分９１１５は各々、環状形状を有する
。いくつかの実施形態では、複数の第１および第２のアンカー部分９１１３、９１１７お
よび／または複数の反発部分９１１５が、使用され得る。
【０３０１】
　いくつかの実施形態では、反発部分９１１５は、上記で説明した反発部分８１１５と同
じまたは類似するやり方で機能するように構成される。たとえば、反発部分９１１５は、
図９６に例示するように、弁部材９１１６が雄型コネクタ９１００の第２の端部９１１４
に向かって押しされたときに伸張するように構成され得る。いくつかの実施形態では、反
発部分９１１５の伸張により、反発部分９１１５は戻り力を弁部材９１１６上に及ぼすこ
とができる。いくつかのそのような実施形態では、反発部分９１１５の戻り力は、押し出
しの供給源が雄型ルアー先端部９１２２から引き下げられるときに弁部材９１１６を雄型
コネクタ９１００の第１の端部９１１２に向かって移動させることができる。
【０３０２】
　図に示すおよび／または説明する実施形態の、距離、部品の割合などの本文で明示的に
説明されなかった実施形態のいかなる特徴もまた、本開示の一部を形成するよう意図され
る。加えて、本発明は、さまざまな実施形態、特徴、態様および例の文脈で開示されてき
たが、本発明が、詳細に開示した実施形態を超えて、本発明の他の代替的実施形態および
／または用途、ならびにその明確な改変形態および等価物まで及ぶことが、当業者によっ
て理解されるであろう。したがって、開示した実施形態のさまざまな特徴および態様は、
開示した本発明のさまざまな形態を実行するために互いに組み合わされ、または代用され
得ることを理解されたい。たとえば、また限定することなく、ＡＮＳＩ準拠および／また
はＡＮＳＩ非準拠の連結構造は、開示したコネクタシステムと、コネクタと、副部品との
間の連結を可能にするために使用され得る。さらに、本明細書において開示した部品の任
意の部品または組み合わせは、医療用コネクタの他の構造または構成に使用され得る。し
たがって、本明細書において開示した本発明の範囲は、上記で説明した特定の開示した実
施形態によって限定されてはならず、特許請求の範囲を適正に読み取ることによってのみ
決定されなければならないことが意図される。
【符号の説明】
【０３０３】
　２０　コネクタシステム
　５０　シリンジ
　６３　針組立体
　１００　雄型コネクタ
　１１２　第１の端部
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　１１４　第２の端部
　１１６　弁部材
　１１８　弾性部材
　１１９　ルアー先端部シール
　１２０　封止部材
　１２２　雄型ルアー先端部
　１２３　雄型ハウジング
　１２４　シュラウド
　１２８　嵌合表面
　１３０　端部キャップ
　１３２　第１のキャップ部品
　１３４　第２のキャップ部品
　１４４　閉鎖端部
　１４６、１４８　嵌合表面
　１４７　空洞
　１４８　溝
　１５０　支柱
　１５４　チャンバ
　１５６　流体通路
　１５８　ルアーレシーバ
　１６２　ポート
　１７０　プランジャ
　１７２　固定リング
　１７４　第１のリング
　１７６　嵌合表面
　１９４　導管
　４００　雌型コネクタ
　４０２　第１の端部
　４０４　第２の端部
　４０８　嵌合側部
　４１０　シール要素
　４１２　内部空洞
　４１８　流体通路
　４４０　雌型ハウジング
　４４６　結合部分
　４６０　シール要素
　４６２　封止部分
　４６３　第２の部分
　４６４　座屈部分
　４６６　嵌合表面
　４６６　シール要素の嵌合表面
　４８０　流体導管
　４８５　雄型ルアー係合部
　４８６　嵌合表面
　４８７　チューブ
　４８８　ポート
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