
JP 6321635 B2 2018.5.9

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　容器胴体（１）と、前記容器胴体（１）の内部で滑動係合した栓（２）とを備える、前
記容器胴体（１）の開口を通して流体（３）を吐出するための医療用注入装置であって、
　前記流体（３）と接触する前記栓（２）の少なくとも遠位部分（２０）は熱可塑性ポリ
オレフィンで作られており、
　前記栓（２）は、それぞれの周囲溝（２１０、２１０’）の中に維持された少なくとも
２つのＯリング（４、４’）をさらに備え、
　前記Ｏリングの間の距離は、栓（２）の前記直径に少なくとも等しく、
　医療用注入装置において、
　前記少なくとも１つの周囲溝は、軸方向に幅ｗを有し延びる側壁と、前記側壁から半径
方向に高さｈを有し伸びる２つの平行な横方向の壁とを備えるＵ字型の断面を有し、前記
少なくとも１つの周囲溝の前記高さｈは、前記少なくとも１つの周囲溝の前記幅ｗより小
さく、
　前記少なくとも２つのＯリング（４、４’）はブチル型ゴムで作られており、
　前記栓（２）の前記周囲溝（２１０、２１０’）の断面は、それぞれのＯリング（４）
が、前記栓（２）と前記容器胴体（１）の内壁（１０）との間の前記それぞれの周囲溝（
２１０）内で係合させられたときに、前記Ｏリング（４）を軸方向と半径方向の両方に圧
縮するように設計され、
　前記栓（２）の周囲溝（２１０、２１０’）の３つの壁および容器胴体（１）の内壁が
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前記Ｏリング上に圧縮力を発揮し、その結果、これらの４つの境界面でＯリング（４）が
平らになる
　ことを特徴とする医療用注入装置。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのＯリング（４、４’）の前記軸方向の圧縮は少なくとも１４．４
％であり、前記半径方向の圧縮は少なくとも２０％であることを特徴とする請求項１に記
載の装置。
【請求項３】
　レスト時の前記少なくとも１つのＯリング（４）の直径（φ）は、対応するそれぞれの
前記少なくとも１つの周囲溝（２１０）の幅（ｗ）よりも大きいことを特徴とする請求項
１または２に記載の装置。
【請求項４】
　前記少なくとも１つのＯリング（４）の材料はブロモブチルであることを特徴とする請
求項１乃至３のいずれか１項に記載の装置。
【請求項５】
　前記Ｏリングは、異なる直径を有する円形断面を有することを特徴とする請求項１乃至
４のいずれか１項に記載の装置。
【請求項６】
　遠位Ｏリングの直径は近位Ｏリングの直径よりも大きいことを特徴とする請求項５に記
載の装置。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの周囲溝（２１０、２１０’）は、軸方向に延びる側壁（２１０ａ
）と、前記側壁（２１０ａ）から半径方向に延びる２つの平行な横方向の壁（２１０ｂ、
２１０ｃ）とを備えるＵ字形の断面を有し、前記少なくとも１つの周囲溝（２１０、２１
０’）は、前記容器胴体（１）とともに、前記少なくとも１つのＯリングのための、長方
形断面を有するＯリングハウジングを形成することを特徴とする請求項１乃至６のいずれ
か１項に記載の装置。
【請求項８】
　前記少なくとも１つのＯリングの直径は１．６０ｍｍであり、前記少なくとも１つの周
囲溝（２１０、２１０’）は、１．８５ｍｍ以下の幅（ｗ）および０．８６ｍｍ以上の高
さ（ｈ）によって画定されるＵ字形の断面を有することを特徴とする請求項７に記載の装
置。
【請求項９】
　前記少なくとも１つの周囲溝（２１０、２１０’）は、１．６０ｍｍから１．８０ｍｍ
の間に備えられる幅（ｗ）および０．９５ｍｍ以上の高さ（ｈ）によって画定されるＵ字
形の断面を有することを特徴とする請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記Ｏリング（４、４’）ハウジングの深さ（ｄ）は、前記Ｏリング（４、４’）ハウ
ジングの幅（ｗ）よりも小さいことを特徴とする請求項７に記載の装置。
【請求項１１】
　予め充填可能な注入装置からなることを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか１項に
記載の装置。
【請求項１２】
　インスリンが予め充填されていることを特徴とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つのＯリング（４、４’）および／または前記容器胴体（１）の前記
内壁（１０）の少なくとも部分は、潤滑層でコーティングされていることを特徴とする請
求項１乃至１２のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１４】
　前記潤滑層は、アクリル酸エステルベースのシリコーン、ビニルベースのシリコーンお
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よびポリジメチルシロキサンの混合物を備えるゲルであることを特徴とする請求項１３に
記載の装置。
【請求項１５】
　患者に流体（３）を送達するためのポンプ（５）であって、
　前記流体（３）を含む請求項１乃至１４のいずれか１項に記載の注入装置を受け取るハ
ウジング（５０）と、
　前記注入装置の前記栓（２）の近位部分に接続されるように前記ハウジング内に配列さ
れたプランジャロッド（５１）と、
　前記注入装置の遠位開口から前記流体（３）を吐出するように前記プランジャロッド（
５１）を駆動するモータ（５２）と
　を備えることを特徴とするポンプ（５）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療用注入装置およびそのような装置を包含するポンプに関する。
【背景技術】
【０００２】
　容器胴体の内部で滑動係合した密封栓を備える医療用容器は、注入によって患者に薬物
を送達する目的に広く使用されている。
【０００３】
　注入装置は通常、注入される薬物を受け取ることが意図されたこのような容器と、注入
時にそれから薬物を吐出するように容器の胴体の内部で栓を移動させることが意図された
プランジャロッド（plunger rod）とを備える。
【０００４】
　注入される薬物を、使い捨ての空の注入装置を使用してバイアルから抜き取るか、また
は予め充填された使い捨ての注入装置を使用するかのいずれかが必要である。
【０００５】
　予め充填された注入装置の方がしばしば好ましい。それらの方が便利で安全でかつ効率
的であり、それらは、注入の準備中の交差汚染の危険を低減させることができるためであ
る。
【０００６】
　薬物を投与するために、注射器、カートリッジおよび自動注入器を包含する多くの異な
るタイプの注入装置が設計された。
【０００７】
　糖尿病の場合のインスリンなどの薬物を患者にとってより快適な方法で送達しまたは投
薬するために使用される輸液ポンプは知られている。
【０００８】
　このようなポンプは、処方された薬物を含む注入装置と関連輸液セットとを受け取るよ
うに適合されたポンプハウジングを備える。
【０００９】
　それらは通常、プランジャロッドに接続された小さな駆動モータであり、患者に薬物を
投与するために容器内にある栓をモータ駆動で前進させるための駆動モータを包含する。
【００１０】
　連続的にまたは定期的な間隔で駆動モータを操作して、精密に制御された正確な薬物の
送達を長い期間にわたって得るために、プログラム可能な制御手段が提供されることがで
きる。
【００１１】
　この枠組みでは通常、栓が低速の運動を有し、与えられた期間のうちに短い距離だけ変
位させられる。
【００１２】
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　結果として、間欠的な変位を防ぐために、容器胴体の内部の栓の滑らかな滑動を保証す
ることが必要である。
【００１３】
　特に、「スティックスリップ効果」として知られている現象が防がれなければならない
。それは、薬物の不正確な用量の患者への送達につながり得るためである。
【００１４】
　栓の滑動性能を改良するため、容器胴体の内壁上および／または栓上に潤滑コーティン
グが塗布されることがある。
【００１５】
　一方で、栓は、容器からの薬物の漏れを防ぎ、容器の外部からの薬物の汚染を防ぐため
に、容器胴体に対する良好な密封を提供する必要がある。
【００１６】
　伝統的な注入装置は、ガラスまたはプラスチックで作られた容器と、エラストマー材料
で作られた栓とを備える。
【００１７】
　エラストマーの軟らかさのため、栓自体が、容器胴体に対する密封を保証することがで
きる。
【００１８】
　しかしながら、この柔らかさが、不正確な用量送達の原因となることもある。
【００１９】
　実際、プランジャロッドを介して栓に押し作用力が加えられると、栓は、最初に、それ
自体の圧縮によってその作用力を吸収することがあり、その後にようやく滑動を開始する
ことがある。
【００２０】
　そのような場合には、患者に送達される用量が、プランジャロッドの変位から予想され
る用量とは異なる。
【００２１】
　さらに、いくつかの場合には、注入装置の容器胴体内に含まれる薬物とのそれらの不適
合性のため、ゴム材料、軟質材量などが適切でないことがある。
【００２２】
　したがって、より適合性の高い材料が選ばれることがある。
【００２３】
　したがって、上で述べられたさまざまな理由から、堅い材料、例えばポリエチレンなど
を、栓に対して選択することが好ましいことがある。
【００２４】
　実際、この種の材料の栓は、プランジャロッドの押し作用力下で変形しにくく、したが
って用量送達の正確さ（accuracy）を改良することを可能にすることがある。
【００２５】
　そのような場合には、栓と容器胴体の間の密封を保証するために、栓の周囲に少なくと
も１つの密封リングを提供する必要がある。そのような堅い材料は通常、容器胴体内に含
まれる薬物の漏れにつながるためである。
【００２６】
　特許文献１は、容器と堅いポリエチレン栓とを備え、この堅いポリエチレン栓が、エラ
ストマー、例えばゴムまたはシリコーンで作られた少なくとも１つのＯリングを有し、こ
の少なくとも１つのＯリングが栓の溝の中に維持された、医療用注入装置を開示している
。
【００２７】
　図１は、容器胴体１の内部で滑動係合するために２つの周囲溝２１、２１’および２つ
のＯリング４、４’を有し、容器胴体１の内壁１０が潤滑層でコーティングされた、例え
ばシリコーンを含有しない潤滑材でコーティングされた、このような栓２の略断面図を示
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す。
【００２８】
　しかしながら、この装置はいくつかの限界を提示し得る。
【００２９】
　第１に、塗布された潤滑コーティングは、薬物３中に放出される可能性がある小滴を形
成する。
【００３０】
　実際、薬物中の粒子の存在について強い懸念が存在する。それらは薬物の効率を変化さ
せる可能性があるためである。
【００３１】
　したがって、粒子の放出、特に潤滑コーティングからの粒子の放出を制限することが望
まれる。
【００３２】
　さらに、それらの固有の特性のため、シリコーンＯリングは、水分および空気に対して
ある透過性を示し、注入装置の効率的な密封もまたは良好な薬物隔離も提供しない。
【００３３】
　加えて、ポンプロッド変位下では栓の前後移動が起こることが知られており、このこと
はしばしば、注入装置の反応性（reactivity）および患者に送達される用量の正確さにと
って害となり得る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００３４】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００９／０３２６４５８号明細書
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００３５】
　したがって、本発明の目的は、知られている装置の欠点を克服する医療用注入装置を提
供することにある。
【００３６】
　このような改良された医療用注入装置はさらに、特に輸液ポンプを使用するときに、患
者に送達される薬物のより正確な用量につながる。
【００３７】
　特に、本発明の医療用注入装置は、容器胴体の内部の栓のより効率的な滑動を可能にし
、同時に、改良された密封を提供し、したがって薬物漏れおよび薬物汚染を防ぐ。
【００３８】
　最後に、本発明の医療用注入装置の材料は装置内へ含まれる薬物に適合し、長期間であ
っても薬物の特性を変化させない。
【００３９】
　本発明の一実施形態は、容器胴体と、容器胴体の内部で滑動係合した栓とを備える、前
記容器胴体の開口を通して流体を吐出するための医療用注入装置であって、
　流体と接触する栓の少なくとも遠位部分は熱可塑性ポリオレフィンで作られており、
　栓は、少なくとも１つの周囲溝の中に維持された少なくとも１つのＯリングをさらに備
える
　医療用注入装置である。
【００４０】
　前記医療用注入装置は、
　前記少なくとも１つの周囲溝は、軸方向に幅ｗを有し延びる側壁と、前記側壁から半径
方向に高さｈを有し伸びる２つの平行な横方向の壁とを備えるＵ字型の断面を有し、前記
少なくとも１つの周囲溝の前記高さｈは、前記少なくとも１つの周囲溝の前記幅ｗより小
さく、
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　前記少なくとも１つのＯリングはブチル型ゴムで作られており、
　栓の前記少なくとも１つの周囲溝の断面は、前記少なくとも１つのＯリングが、栓と容
器胴体の内壁との間の周囲溝内で係合させられたときに、前記少なくとも１つのＯリング
を軸方向と半径方向の両方に圧縮するように設計され、
　前記栓（２）の周囲溝（２１０、２１０’）の３つの壁および容器胴体（１）の内壁が
少なくとも１つのＯリング上に圧縮力を発揮し、その結果、これらの４つの境界面でＯリ
ング（４）が平らになる
　ことを特徴とする。
【００４１】
　本出願において、構成要素の遠位端または装置の遠位端は、使用者の手から遠い方の端
を意味すると理解されなければならず、近位端は、使用者の手に近い方の端を意味すると
理解されなければならない。特に、本出願において、容器が例えば、輸液ポンプ用の予め
充填されたカートリッジとして使用されることが意図されているとき、遠位端は、容器の
上面に近い方の端（すなわちセプタム（septum）で密封される開口が提供された容器の端
）を意味すると理解されなければならず、近位端は、容器の底面に近い方の端であると理
解されなければならない。
【００４２】
　要素の断面は、容器胴体の縦軸を通過する平面に従ってその要素をまっすぐに切ること
によって露出させられた前記要素の形状を意味すると理解されなければならない。要素が
円形断面を有するとき、前記要素の直径は前記円の直径であると画定される。
【００４３】
　本発明の実施形態によれば、前記少なくとも１つのＯリングの軸方向の圧縮は少なくと
も１４．４％であると有利であり、半径方向の圧縮は少なくとも２０％であることが好ま
しい。
【００４４】
　レスト時の前記少なくとも１つのＯリングの直径は、栓の対応するそれぞれの少なくと
も１つの周囲溝の幅よりも大きい。
【００４５】
　好ましい実施形態において、前記少なくとも１つのＯリングの材料はブロモブチルであ
る。
【００４６】
　栓は、栓の２つの対応する周囲溝の中に維持された少なくとも２つのＯリングを備える
ことが好ましい。
【００４７】
　そのような場合、前記２つのＯリング間の距離は、少なくとも栓の直径に等しいことが
好ましい。
【００４８】
　前記Ｏリングは、異なる直径を有する円形断面を有することができる。
【００４９】
　そのような場合、遠位Ｏリングの直径は近位Ｏリングの直径よりも大きいことが好まし
い。
【００５０】
　前記少なくとも１つの周囲溝は、軸方向に延びる側壁と、側壁から半径方向に延びる２
つの平行な横方向の壁とを備えるＵ字形の断面を有し、前記少なくとも１つの周囲溝は、
容器胴体とともに、前記少なくとも１つのＯリングのための、長方形断面を有するＯリン
グハウジングを形成すると有利である。
【００５１】
　前記Ｏリングハウジングの深さは、その幅よりも小さいことが好ましい。
【００５２】
　実施形態によれば、前記少なくとも１つのＯリングの直径は１．６０ｍｍであり、前記
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少なくとも１つの周囲溝は、１．８５ｍｍ以下の幅および０．８６ｍｍ以上の高さによっ
て画定されるＵ字形の断面を有する。前記少なくとも１つの周囲溝は、１．６０ｍｍから
１．８０ｍｍの間に備えられる幅および０．９５ｍｍ以上の高さによって画定されるＵ字
形の断面を有することが好ましい。
【００５３】
　本発明の実施形態によれば、この装置は、予め充填可能な注入装置からなる。
【００５４】
　例えば、前記装置には、インスリンが予め充填されていてもよい。
【００５５】
　本発明の実施形態によれば、前記少なくとも１つのＯリングおよび／または容器胴体の
内壁の少なくとも部分は、潤滑層でコーティングされている。
【００５６】
　前記潤滑層は、アクリル酸エステルベースのシリコーン、ビニルベースのシリコーンお
よびポリジメチルシロキサンの混合物を備えるゲルであると有利である。
【００５７】
　本発明の別の実施形態は、患者に流体を送達するためのポンプであって、
　－　前記流体を含む上に記載された注入装置を受け取るハウジングと、
　－　前記注入装置の栓の近位部分に接続されるように前記ハウジング内に配列されたプ
ランジャロッドと、
　－　注入装置の遠位開口から流体を吐出するように前記プランジャロッドを駆動するモ
ータと
　を備えるポンプである。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
　本発明の他の特徴および利点は、添付図面に関する続く詳細な説明から明らかになる。
【図１】先行技術の栓の容器胴体内への滑動係合の略断面図である。
【図２】本発明の実施形態に基づく栓の容器胴体の内部での滑動係合の略断面図である。
【図３】本発明の実施形態に基づく医療用注入装置の分解図である。
【図４Ａ】本発明の実施形態に基づく栓の溝の内部での密封の比較用略断面図、および知
られている注入装置の栓の溝の内部での密封の比較用略断面図である。
【図４Ｂ】本発明の実施形態に基づく栓の溝の内部での密封の比較用略断面図、および知
られている注入装置の栓の溝の内部での密封の比較用略断面図である。
【図５】与えられたＯリングに対する、本発明の実施形態に基づく栓（５ａ）および知ら
れている注入装置の栓（５ｂ）の略断面図である。
【図６】注入装置を包含する本発明の実施形態に基づくポンプの略図である。
【発明を実施するための形態】
【００５９】
　図３は、本発明の実施形態に基づく医療用注入装置を示す。
【００６０】
　容器胴体１は、ガラス製またはプラスチック製、特に環状ポリオレフィン製であること
ができる。
【００６１】
　容器胴体１は、セプタム１１によって密封されている。
【００６２】
　栓２は、図２に示されているように、容器胴体１の内部で軸方向Ｘに沿って滑動係合し
ている。
【００６３】
　図２上で見られることができるように、栓２は、薬物の用量送達のための栓の起動のた
めにプランジャロッド（図示せず）と協働するように設計された中心開口を有する円筒シ
ェル（cylindrical shell）の全体形を有する。
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【００６４】
　プランジャロッドと栓２の間のこの協働は、接着、ねじ留め、スナッピング（snapping
）など適当な手段によって得られることができる。
【００６５】
　栓２は、容器胴体１内に含まれる製薬薬物と接触することが意図された遠位部分２０を
有し、遠位部分２０は、それを通して溶液が吐出されなければならない容器胴体１の遠位
開口に面する。
【００６６】
　示された実施形態では、遠位部分２０が円錐形状を有するが、それは平らであることが
でき、または他の適当な形状を有することができる。
【００６７】
　栓２は、単一の材料で作られていてもよく、またはいくつかの材料（例えばプラスチッ
クおよびエラストマー）の混合物から作られていてもよい。
【００６８】
　栓２は、薬物送達の正確さを増大させるために栓２にある剛性を提供する堅い材料で作
られた堅い部分、特に熱可塑性ポリオレフィンで作られた堅い部分を有することが好まし
い。
【００６９】
　実際、ゴム栓とは反対に、このような堅い材料で作られた栓２は、プランジャロッドが
起動されたときに変形されない。
【００７０】
　本発明の好ましい実施形態によれば、少なくとも、製薬薬物と接触する栓２の遠位部分
２０が環状ポリオレフィンで作られる。
【００７１】
　このような材料が有利なのは、これが、薬物中に要素を放出しないため、長期間であっ
ても、例えばインスリンなどの薬物に適合するからでもある。
【００７２】
　栓２は、ポリプロピレンで作られることもできるが、その場合には、栓２から注入され
る薬物中への要素の抽出を防ぐために、それが、その表面に塗布された保護コーティング
を有することが望ましいであろう。
【００７３】
　さらに、容器胴体１に対する栓２の好適な密封を保証するため、栓２と容器胴体１の境
界面に、少なくとも１つのＯリング４または４’が提供される。
【００７４】
　このようなＯリングは、円形断面を有するリング形状を有する。
【００７５】
　他の形状の密封リングに比べて、Ｏリングは、栓上に装着するのがより容易であるとい
う利点を有する。
【００７６】
　加えて、Ｏリングは、胴の内壁との漸進的な接触を提供するという利点も有し、このこ
とは、良好な滑動に好都合な漸進的な接触圧力プロフィールを提供する。
【００７７】
　より正確には、Ｏリング４または４’は、容器胴体１内に栓２が置かれる前に栓２上に
配置される。
【００７８】
　そのために、栓２の周囲壁に、少なくとも１つの周囲溝２１０または２１０’が提供さ
れる。
【００７９】
　周囲溝２１０または２１０’は、Ｏリング４または４’を維持し、保管中および栓２が
動いているときの容器胴体１の内容物の漏れを防ぐように、寸法および位置が決められる
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。
【００８０】
　図２および３に示されているように、栓２と容器胴体１の境界面に、すなわち周囲溝２
１０および２１０’の中に、少なくとも２つのＯリング４、４’が提供される。
【００８１】
　Ｏリング４、４’の対が好ましい。それは、栓２のより大きな安定性を可能にし、した
がって本発明の好ましい実施形態を構成するためである。
【００８２】
　Ｏリング４、４’はそれぞれ、周囲溝２１０、２１０’によって形成される空洞の特定
の幾何形状によって、栓２の対応するそれぞれの周囲溝２１０、２１０’の中に維持され
る。
【００８３】
　本発明の好ましい実施形態では、Ｏリング４と４’が全く同じであり、対応する周囲溝
２０１　２０１’も全く同じだが、別の実施形態では、Ｏリングが、異なる直径を有する
円形断面を有することができ、周囲溝を形成する空洞の幾何形状が、対応するＯリングを
適正に受け取るように適合される。
【００８４】
　Ｏリング４または４’に対する栓２の回転を防止するため、２つのＯリング４、４’間
の距離は少なくとも栓２の直径に等しいことが好ましい。
【００８５】
　本発明の好ましい実施形態によれば、Ｏリング４または４’はブチル型ゴムで作られる
。例えば、Ｏリング４または４’は、例えばＥｘｘｏｎ（商標）によってＢｒｏｍｏｂｕ
ｔｙｌ　Ｒｕｂｂｅｒ　Ｇｒａｄｅ　２２４４の名称で販売されているブロモブチルゴム
などのブロモブチルで作られる。
【００８６】
　この材料は、４３±７ｄＮ．ｍの最大トルク（ＭＨ）および１６±４．５ｄＮ．ｍの最
小トルク（ＭＬ）を有することが知られている。
【００８７】
　最大トルクは一般に、デュロメータ硬さ（durometer hardness）および／またはモジュ
ラス（modulus）と相関する。
【００８８】
　さらに、医療用装置を密封するために古典的に使用されている材料であるシリコーンと
比べると、ブチル型ゴムは、水分および空気に対する透過性がより小さく、より良好な障
壁特性を提示するという利点を有する。
【００８９】
　例えば、ブロモブチルゴムは、その表面において、インスリンに含まれる防腐薬および
抗菌構成要素の低い吸収を与えるため、選択に価する材料である。
【００９０】
　上で述べられたとおり、少なくとも１つのＯリング４または４’は、少なくとも１つの
対応するそれぞれの周囲溝２１０または２１０’の中での適正な位置決めによって、栓２
上に維持される。
【００９１】
　これらの周囲溝２１０または２１０’は、容器胴体１の壁に沿って栓２が滑動している
ときのＯリング４または４’の振る舞いに影響を与えるため、それらの形状および寸法は
重要なパラメータである。
【００９２】
　図４Ａに示されているとおり、周囲溝２１０または２１０’はＵ字形の断面を有するこ
とが好ましい。すなわち、軸方向に（すなわち軸Ｘおよび容器胴体１の内壁１０に対して
平行に）延びる側壁２１０ａと、側壁２１０ａから容器胴体１の内壁１０に向かって半径
方向に（すなわち側壁２１０ａに対して垂直に）延びる２つの平行な横方向の壁２１０ｂ
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、２１０ｃとを有することが好ましい。
【００９３】
　Ｕ字形の周囲溝は、容器胴体１の壁と協働して、壁２１０ａ、２１０ｂ、２１０ｃおよ
び容器胴体１の内壁１０によって画定される、実質的に長方形の断面を有する密封された
ハウジングを形成する。
【００９４】
　このＯリングハウジングは、図５（ａ）の左側に、ハッチングされた長方形として示さ
れている。
【００９５】
　容器胴体１に対する密封は栓２自体によっては保証されないため、栓２と容器胴体１の
間にきついはめあいは存在しない。すなわち、横方向の壁２１０ｂ、２１０ｃは容器胴体
１の壁と接触していない。
【００９６】
　栓２と容器胴体１の間の間隔は、Ｏリング４または４’によって局所的に埋められる。
【００９７】
　既存の医療用注入装置では、Ｏリング４が、Ｏリング４の円形断面に実質的に外接する
断面を有する周囲溝の中に維持される（図４Ｂ参照）。
【００９８】
　この種の周囲溝は、Ｏリング４上に重大な圧縮を発揮しないため適切ではなく、一方、
本発明に基づく医療用注入装置では、Ｏリングハウジングの長方形断面が、Ｏリング４の
半径方向と軸方向の両方の圧縮を提供する。
【００９９】
　言い換えると、栓２の周囲溝２１０の３つの壁および容器胴体１の内壁１０がＯリング
４上に圧縮力を発揮し、その結果、図４Ａに示されているように、これらの４つの境界面
でＯリング４が平らになる。
【０１００】
　したがって、Ｏリング４は、栓２の周囲溝２１０の中により良好に維持される。
【０１０１】
　さらに、周囲溝２１０、２１０’の断面は、ある幅（ｗで表されている）およびある高
さ（ｈで表されている）によって画定される（図５（ａ）参照）。
【０１０２】
　Ｏリング４の円形の形状のため、Ｏリング４は主として、周囲溝２１０、２１０’を画
定する壁の中心部分と接触することに留意すべきである。
【０１０３】
　特に、周囲溝２１０、２１０’の断面の境界を定める長方形のコーナは、実際上、Ｏリ
ング４と接触することが意図されていないデッドゾーン（dead zone）に対応する。
【０１０４】
　そのため、添付図面の周囲溝２１０、２１０’は、長方形の形を有する断面を有するよ
うに表されてはいるが、周囲溝は、本発明の範囲を逸脱することなく、軸方向の側壁２１
０ａと横方向のそれぞれの壁２１０ｂ、２１０ｃとの間に、丸められたコーナを有するこ
とができる。
【０１０５】
　この点に関して、幅ｗは、横方向の壁２１０ｂのＯリング４と接触した部分と横方向の
壁２１０ｃのＯリング４と接触した部分との間の距離であると理解されなければならず、
高さｈは、軸方向の壁２１０ａのＯリングと接触した部分と栓２の外表面との間の距離を
意味する。
【０１０６】
　幅ｗについて考えると、それは、Ｏリング４の振る舞いを制御するように、すなわち一
方で周囲溝２１０の中へのＯリング４の遊びを防ぎ、他方で不適切に大きい圧縮を防ぐよ
うに、非常に賢明に選択されなければならない。
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【０１０７】
　実際、幅ｗは、Ｏリング４の軸方向の圧縮に対して影響を有し、したがって、主として
半径方向の圧縮によって駆動されるその全体的な圧縮を妨害しないように制御されている
必要がある。
【０１０８】
　加えて、周囲溝２１０、２１０’の断面の高さｈは、幅ｗとともに、栓２が容器胴体１
の内部で移動しているときまたはそれがレスト時であるときの周囲溝２１０、２１０’の
中へのＯリング４の良好な位置決めの必須のパラメータであるため、その寸法決めも重要
である。
【０１０９】
　実際、制御されていない高さｈは、Ｏリング４の不良な圧縮プロフィールにつながるで
あろう。例えば、高さｈが、Ｏリングの直径に比べて小さすぎる場合、Ｏリング４は、容
器胴体１の内壁１０と栓２の外表面との間の残された空間によって形成された隙間の中に
押し出される傾向を示すであろう。
【０１１０】
　その上、周囲溝２１０、２１０’の断面は、栓２の溝外径ｇによっても画定され（図５
（ａ）参照）、溝外径ｇは、Ｏリング４の圧縮を制御すること、したがって栓２の締付け
のきつさ（tightness）を制御することを可能にする。
【０１１１】
　実際、栓２の溝外径ｇの良好な寸法決めは、Ｏリング４の好適な締付けを可能にする。
【０１１２】
　溝外径ｇが大きすぎる場合、それは、容器胴体１の内壁１０と接触し、潜在的な滑動問
題をはらむ、容器胴体１の内部の栓２の不良な機能につながるであろう。
【０１１３】
　一般的に言って、栓２の良好な機能は、上で詳細に述べられた栓２の周囲溝２１０、２
１０’の断面の寸法の組合せおよびＯリング４の材料特性の組合せに起因する。
【０１１４】
　別の言い方をすれば、Ｏリング４の全体的な圧縮は、ブチル型ゴムＯリング４の材料特
性によってかなりの影響を受け、この材料特性は、Ｏリング４の高い安定性に組み合わさ
れた、周囲溝２１０、２１０’の断面内への良好な変形を得ることを可能にする。結果と
して、Ｏリング４と周囲溝２１０の間のはめあいが好適になるため、用量送達の不正確さ
はかなり低減される。
【０１１５】
　Ｏリング４の直径の寸法決めおよび栓２の周囲溝の断面の寸法決めは、Ｏリング４の材
料、特にその硬さに依存する。
【０１１６】
　例えば、レスト時のＯリングの直径が１．６０ｍｍである場合、対応する周囲溝は、１
．８５ｍｍ以下、好ましくは１．６０ｍｍから１．８０ｍｍの間に備えられる幅ｗと、０
．８６ｍｍ以上、好ましくは０．９５ｍｍ以上の高さｈとによって画定されるＵ字形の断
面を有する。
【０１１７】
　Ｏリング４、４’が、異なる直径を有する円形断面を有する場合には、より大きな直径
を有する遠位Ｏリングおよびより小さな直径を有する近位Ｏリングを有することが好まし
い。
【０１１８】
　上で述べられたとおり、ブチル型ゴムは、シリコーンよりも硬いため、Ｏリング４に対
して概して好ましい材料である。
【０１１９】
　下表１は、知られている注入装置（図１、４Ｂおよび５（ｂ）に示されている）で得ら
れる軸方向および半径方向の圧縮と、本発明の実施形態に基づく装置（図２、４Ａおよび
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５（ａ）に示されている）で得られる軸方向および半径方向の圧縮との比較を示す。
【０１２０】
【表１】

【０１２１】
　図５（ａ）および５（ｂ）を参照すると、半径方向の圧縮は、
　－　レスト状態（rest state）にあるＯリング４の直径φと、容器胴体１の内壁１０と
栓２の周囲溝２１０の側壁２１０ａとの間の距離ｄ（距離ｄはＯリングハウジングの深さ
と呼ばれる）の差と、
　－　レスト状態にあるＯリング４の直径φと
　の比と画定される。
【０１２２】
　軸方向の圧縮は、
　－　上で計算される半径方向の圧縮により楕円形になったＯリング４の高さ（すなわち
軸方向Ｘの寸法）と、周囲溝２１０の幅（ｗ）、すなわち横方向の壁２１０ｂと２１０ｃ
の間の距離の差と、
　－　楕円形のＯリング４の高さと
　の比と画定される。
【０１２３】
　知られている装置の場合には、栓２の周囲溝２１がＯリング４上に軸方向の圧縮力を発
揮しないようである。
【０１２４】
　結果として、栓２の滑動が開始されたとき、プランジャロッドによって発揮された力は
最初に、Ｏリング４に対して栓２を移動させるために使用され、Ｏリング４は、第２のス
テップとしてようやく、栓２とともに上方へ移動する。
【０１２５】
　そのため、知られている装置を使用した場合、送達される用量は意図された用量よりも
小さい。
【０１２６】
　反対に、本発明に基づく装置を使用した場合、周囲溝２１０の適正な形状のおかげで、
Ｏリング４は、半径方向と軸方向の両方にかなり圧縮される。
【０１２７】
　したがって、栓２の滑動が開始されたとき、プランジャロッドによって発揮された力は
、栓２とそれぞれのＯリング４、４’の両方を同時に変位させるために直ちに使用される
。
【０１２８】
　さらに、Ｏリングは、ブチル型ゴムなどの硬い材料製であるため、Ｏリングは、プラン
ジャロッドによって加えられた力によって引き起こされる変形をより受けにくく、したが
って、それは、シリコーン製のＯリングよりも安定であり続ける。
【０１２９】
　周囲溝の内部のＯリングのこの最適化された圧縮の更なる効果は、栓の作動後にＯリン
グがねじれそうにないことである。
【０１３０】
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　下表２は、知られている装置（図１および５（ｂ）に示されている）および本発明の実
施形態に基づく装置（図２および５（ａ）に示されている）で得られた送達の正確率（ac
curacy rate）を示す。
【０１３１】
　正確率は、送達されるべきであった理論上の用量と実際に送達された測定された用量の
差と画定される。
【０１３２】
　正確率は、さまざまな送達条件に対して与えられている。すなわち、
　－　ｍｇ／ｍｌで測定された、インスリンの送達された濃度単位に対応する用量単位（
１または複数）。１単位＝３．４ｍｇ／ｍｌであることが分かっている。このようなデー
タは、送達されたインスリンのボーラス、すなわち散発性の瞬時送達に対応する。または
、
　－　１時間当たりの用量単位。このようなデータは、１日中送達されるインスリンの連
続送達を意味する基礎送達に対応する。
【０１３３】
　反応性は、連続した均質な送達流量を意味する薬物送達の直線性（linearity）に到達
するために栓によって費やされた時間である。
【０１３４】
　栓の反応性は、２つのシリコーンＯリングおよびシリコーン処理された栓を備える知ら
れている装置と、シリコーン処理された２つのＯリングおよび栓を備える本発明の実施形
態に基づく装置との間で結果を比較することによって調査された。
【０１３５】
　下に示されているように、本発明に基づく装置は、知られている装置よりも改良された
栓反応性を有し、このことは、送達された用量の正確さがより正確であることを意味する
。
【０１３６】
【表２】

【０１３７】
　別の実施形態では、Ｏリングおよび／または容器胴体の内壁の少なくとも部分が、シリ
コーン層などの潤滑層でコーティングされることができる。
【０１３８】
　さらに別の実施形態では、容器胴体の内壁および／またはＯリングが潤滑層でコーティ
ングされた後に、架橋、例えば潤滑層にゲル構造を提供する照射によって実行される架橋
にかけられる。
【０１３９】
　例えば、このような種類の潤滑材は、非反応性シリコーンと反応性シリコーンの混合物
を備えることができる。
【０１４０】
　－　「反応性シリコーン」は、少なくとも１つの反応性官能基、すなわち通常の照射（
例えばガンマ照射またはＵＶ照射）条件下で重合する官能基、を備えるシリコーンポリマ
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ーを意味する。反応性官能基は通常、照射下で切れ、別の官能基と結合してポリマーを生
成することができる少なくとも１つの化学結合を備える。
【０１４１】
　－　「非反応性」シリコーンは、非反応性官能基、すなわち通常の照射条件下で重合し
ない官能基だけを備え、上で画定された反応性官能基を備えないシリコーンポリマーを意
味する。例えば、本発明の意味の範囲内において、線状アルキル鎖は非反応性官能基であ
るとみなされる。
【０１４２】
　一方で、非反応性シリコーンは、２５°Ｃで１２５００ｃＳｔの粘度を有するポリ（ジ
メチルシロキサン）にあると有利であり、その量は、潤滑組成物の総重量の８０から９０
重量％の間に備えられる。
【０１４３】
　他方で、反応性シリコーンは、ビニルベースのシリコーンとアクリル酸エステルベース
のシリコーンの混合物を備えると有利であり、ビニルベースのシリコーンの量は８から１
５重量％の間に備えられ、アクリル酸エステルベースのシリコーンの量は２から５重量％
の間に備えられる。
【０１４４】
　潤滑組成物中のビニルベースのシリコーンの量が１０重量％であり、潤滑組成物中のア
クリル酸エステルベースのシリコーンの量が３重量％であるとより好ましい。
【０１４５】
　好ましい潤滑組成物では、ビニルベースのシリコーンが、トリメチルシリル末端ビニル
メチルシロキサン－ジメチルシロキサンコポリマーを備え、アクリル酸エステルベースの
シリコーンが、トリメチルシリル末端アクリルオキシプロピルメチルシロキサン－ジメチ
ルシロキサンコポリマーを備える。
【０１４６】
　上で述べられた照射は、潤滑層を架橋させる効果を有し、潤滑層は、以下の特性を有す
るゲルになる。
【０１４７】
　－　２５から５５重量％の間に備えられるゲルフラクション（gel fraction）、
　－　２５°Ｃで０．１ｒａｄ／ｓの剪断速度に対する５００から２０００Ｐａ．ｓの間
に備えられる剪断粘度、および
　－　２５°Ｃで０．１ｒａｄ／ｓの剪断速度に対する２０°から４０°の間に備えられ
る位相角。
【０１４８】
　この照射は、ガンマ照射、例えばコバルト６０源によって実施されるガンマ照射である
ことが好ましい。
【０１４９】
　そのゲル構造のため、潤滑層は、製薬溶液中に放出される粒子の非常に低い比率を提供
する。
【０１５０】
　このようにすると、照射された潤滑層がシリコーン層またはシリコーンを含む混合物で
あるときに、溶液中へのシリコーン小滴の放出が最小限に抑えられ、または防がれる。
【０１５１】
　この潤滑層の照射処理が必要とされることがあるのは、ゲル構造を有する層が栓の滑動
特性を改良することが示されているだけでなく、滅菌処理に関するＯリングの安定性が増
大させられることも示されているためである。
【０１５２】
　この処理は、（１２から２４か月の間の保管時間中を含有する）時間とともに、これら
のＯリングの安定性を強化することも実証されている。
【０１５３】



(15) JP 6321635 B2 2018.5.9

10

20

　図６は、患者に流体を送達する注入ポンプの例５を示す。この流体は、本発明の実施形
態に基づく注入装置の容器胴体１に含まれている。
【０１５４】
　注入装置には、患者に投与される流体が充填されている。
【０１５５】
　注入装置は、使用される準備ができている予め充填された容器であることが好ましく、
または、ポンプ５の内部に差し込まれる前にバイアルから手動で充填される容器であるこ
とができる。
【０１５６】
　ポンプ５の構造はそれ自体が知られており、したがって本明細書では詳細に記載されな
い。
【０１５７】
　ポンプ５は、上に記載された注入装置を受け取るハウジング５０を備える。
【０１５８】
　ポンプのハウジング５０内への注入装置の装填は、プランジャロッド５１に接続された
栓２０の近位部分を介して実行される。
【０１５９】
　プランジャロッド５１は、モータ５２により、注入装置の遠位開口に向かって、この開
口を通して流体の与えられた用量を吐出するように、駆動される。
【０１６０】
　ハウジングは、表示装置５４と、ポンプ５を制御する複数のボタン５３とを備えると有
利である。
【０１６１】
　上では、例として与えられた実施形態に関して本発明が記載された。当然ながら、それ
は、これらの実施形態だけに限定されず、添付された特許請求の範囲によってカバーされ
る他の全ての実施形態に及ぶ。
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