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(57)【要約】
　ペン針のような皮下注射針用の多斜面の先端形状であ
る。近位斜面は第１の傾斜角度で形成され、一対の中間
ベベルは第２の傾斜角度で形成され、及び一対の遠位斜
面は第３の傾斜角で形成され、回転角を異ならせる。第
２の傾斜角度は、近位斜面と中間斜面との交差点に著し
い頂点を画定するために、第１の傾斜角度と実質的に異
なる。少なくとも１つの滑らかな遷移部は、典型的には
、隣接する斜面の間、斜面と針の外面の間、及び／又は
斜面と針の内腔との間に設けられる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　近位端と、遠位端と、前記近位端と前記遠位端との間に延在する長手方向軸線と、前記
長手方向軸線に沿って軸方向に延びる細長い内腔と、前記遠位端にある多斜面の先とを有
するカニューレを備え、
　前記多斜面の先は、近位斜面、一対の中間斜面、及び一対の遠位斜面を含み、前記近位
斜面は、前記長手方向軸線に対して第１の傾斜角度で形成され、前記一対の中間斜面は、
前記長手方向軸線に対して第２の傾斜角度で形成され、前記一対の遠位斜面は、第３の傾
斜角度が形成され、垂直軸線に対して回転角度を異ならせ、前記第２の傾斜角度は、その
間に顕著な頂点を画定するために、第１の傾斜角度とは実質的に異なる、
　針。
【請求項２】
　少なくとも１つの滑らかな横方向の遷移ゾーンは、前記近位斜面、前記中間斜面、及び
前記遠位斜面の少なくとも２つの隣接する斜面の間に形成される、
　請求項１に記載の針。
【請求項３】
　少なくとも１つの滑らかな周辺の遷移ゾーンが、前記近位斜面、前記中間斜面、及び前
記遠位斜面と前記内腔を画定する針の内面との間、前記近位斜面、前記中間斜面、及び前
記遠位斜面と前記針の外面との間、又はその両方に形成される、
　請求項１に記載の針。
【請求項４】
　少なくとも１度の差は、前記第１の傾斜角度と前記第２の傾斜角度との間にもたらされ
る、
　請求項１に記載の針。
【請求項５】
　少なくとも２度の差は、前記第１の傾斜角度と前記第２の傾斜角度との間にもたらされ
る、
　請求項１に記載の針。
【請求項６】
　少なくとも１０％の角度差は、前記第１の傾斜角度と前記第２の傾斜角度との間にもた
らされる、
　請求項１に記載の針。
【請求項７】
　少なくとも２０％の角度差は、前記第１の傾斜角度と前記第２の傾斜角度との間にもた
らされる、
　請求項１に記載の針。
【請求項８】
　前記近位斜面は、連続的な平坦面を形成する、
　請求項１に記載の針。
【請求項９】
　前記多斜面の先は、前記内腔と連通する細長い遠位開口部を形成し、
　前記近位斜面は、前記多斜面の先の最近位部分から、前記多斜面の先の対向する細長い
側部に沿って連続的に長手方向に延びる、
　請求項８に記載の針。
【請求項１０】
　前記多斜面の先は、軸方向の全長を有し、前記近位斜面は、前記多斜面の先の前記軸方
向の全長の少なくとも半分である軸方向の長さを有する、
　請求項９に記載の針。
【請求項１１】
　前記針が取り付けられたハブと組み合わせて、注射器ペンと交換可能な使用のためのペ
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ン針を形成する、
　請求項１に記載の針。
【請求項１２】
　前記注射器ペンと組み合わせる、
　請求項１１に記載の針。
【請求項１３】
　近位端と、遠位端と、前記近位端と前記遠位端との間に延在する長手方向軸線と、前記
長手方向軸線に沿って軸方向に延びる細長い内腔と、前記遠位端にある多斜面の先とを有
するカニューレを備え、
　前記多斜面の先は、近位斜面、一対の中間斜面、及び一対の遠位斜面を含み、前記近位
斜面は、前記長手方向軸線に対して第１の傾斜角度で形成され、前記一対の中間斜面は、
前記長手方向軸線に対して第２の傾斜角度で形成され、前記一対の遠位斜面は、第３の傾
斜角度が形成され、垂直軸線に対して回転角度を異ならせ、前記第２の傾斜角度は、その
間に顕著な頂点を画定するために、前記第１の傾斜角度とは実質的に異なり、
　少なくとも２度の差は、前記第１の傾斜角度と前記第２の傾斜角度との間にもたらされ
、少なくとも２０％の角度差は、前記第１の傾斜角度と前記第２の傾斜角度との間にもた
らされ、
　それぞれの滑らかな横方向の遷移ゾーンは、前記近位斜面と前記中間斜面の各々との間
、及び前記中間斜面と前記遠位斜面の各々との間に形成され、
　前記多斜面の先は、前記内腔と連通する細長い遠位開口部を形成し、前記近位斜面は、
前記多斜面の先の最近位部分から、前記多斜面の先の対向する細長い側部に沿って連続的
に延びる連続的な平坦面を形成する、
　針。
【請求項１４】
　少なくとも１つの滑らかな周辺の遷移ゾーンは、前記近位斜面、前記中間斜面、及び前
記遠位斜面と、前記内腔を画定する前記カニューレの内面との間、前記近位斜面、前記中
間斜面、及び前記遠位斜面と前記カニューレの外面との間、又はその両方に形成される、
　請求項１３に記載の針。
【請求項１５】
　前記多斜面の先は、軸方向の全長を有し、
　前記近位斜面は、前記多斜面の先の前記軸方向の全長の少なくとも半分である軸方向の
長さを有する、
　請求項１３に記載の針。
【請求項１６】
　ペン針を形成するために前記針が取り付けられたハブと組み合わせ、前記ペン針が交換
可能な使用にするために注射器ペンと組み合わせる、
　請求項１３に記載の針。
【請求項１７】
　請求項１の前記針における前記多斜面の先端を形成する方法であって、
　前記第１の傾斜角度で前記近位斜面を形成するために、針用ブランクを研削するステッ
プと、
　第２の傾斜角で一対の中間斜面を形成するために、前記針用ブランクを研削するステッ
プであって、前記第１の傾斜角度及び前記第２の傾斜角度は実質的に等しくないステップ
と、
　前記近位斜面及び前記中間斜面からオフセットした第１の回転角度で第１の遠位斜面を
形成するために、前記針用ブランクを研削するステップと、
　前記第１の回転角度からオフセットすると共に、前記近位斜面及び前記中間斜面からオ
フセットした第２の回転角度で第２の遠位ベベルを形成するために、前記針用ブランクを
研削するステップと、
　含む方法。
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【請求項１８】
　少なくとも２つの前記近位斜面、前記中間斜面、及び前記遠位斜面の間に滑らかな遷移
ゾーンを形成するステップをさらに含む、
　請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記滑らかな遷移ゾーンは、ビードブラストによって形成される、請求項１７に記載の
方法。
【請求項２０】
　少なくとも近位斜面と、それに前記隣接する一対の遠位斜面と、前記近位斜面と１つの
隣接する遠位斜面との間に形成された少なくとも１つの滑らかな遷移部と、を有する多斜
面の先を備え、前記滑らかな遷移部は、ビードブラストによって平滑化される、
　針。
【請求項２１】
　鋭利な多斜面の先端を備え、前記多斜面の先端は、少なくとも１つの近位斜面及び少な
くとも１つの遠位斜面を備え、前記近位斜面及び前記遠位斜面は、第１の回転方向で形成
され、傾斜角度を異ならせ、前記多斜面の先端は、前記遠位斜面に対して異なる第２の回
転方向に形成された後方斜面をさらに備える、
　針。
【請求項２２】
　前記後方斜面と前記遠位斜面は、前縁を画定するために交差する、
　請求項２１に記載の針。
【請求項２３】
　前記第１の回転方向と前記第２の回転方向は、約１８０°プラス又はマイナスの回転オ
フセットによって互いにオフセットされる、
　請求項２１に記載の針。
【請求項２４】
　前記回転オフセットは非ゼロであり、前記後方斜面と前記遠位斜面との前記交差点にお
ける前縁は、前記針の長手方向軸線に対して斜めに傾けられる、
　請求項２３に記載の針。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、２０１４年１２月１１日に出願された米国仮特許出願第６２／０９０，５４
８号及び２０１５年４月２１日に出願された米国仮特許出願第６２／１５０，６９７号の
利益を主張するものであり、全体の参照により本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　本発明は、医療用皮下注射針の分野に関し、特に、例えばインスリン又は他の薬剤の送
達のために注射ペンで使用されるペン針のような針のために改良された先端形状に関する
ものである。
【背景技術】
【０００３】
　様々な形態の皮下注射針が、ヒト又は動物の患者の皮膚を通して、血液採取のために、
及び他の医学的や研究目的のために、注射可能な薬剤を体内に送達するために使用される
。例えば、ペン針は、糖尿病管理用のインスリンのような薬剤の投与のために医療提供者
及び患者によって一般的に使用されている。
【０００４】
　ペン針は、典型的には、その中に埋め込まれた中空針を有するプラスチックハブを含む
。針の一端は、患者の皮膚を貫通する注射用の尖った先端を有し、他端は、注射ペンによ
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って送達される薬剤を受けるように構成される。針を使用後に取り外し、その後に注射ペ
ンを使用するために新しい針と交換可能となるように、ペン針のハブは、典型的には、注
射ペンへの取外し可能な取り付けのためのねじ式又はスナップ式の接続部を含む。
【０００５】
　皮下注射針の鋭利な注入先又は先端形状は、その機能に影響を及ぼし、及び／又はユー
ザの嗜好に影響を及ぼす可能性がある。例えば、様々な先端形状は、注射中に皮膚を貫通
するために多かれ少なかれ力を必要とするかもしれず、及び／又は、様々なユーザは、様
々な先端形状を有する針による様々な痛みのレベル又は様々な触覚反応を感じるかもしれ
ない。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明は、例えば、薬剤の送達、血液サンプリング、又は他の医療若しくは研究の用途
において使用される皮下注射針若しくはカニューレのために、改良された先端形状に関す
る。例示的な形態では、本発明は、例えば糖尿病管理用のインスリンの投与等において、
注射ペンと組み合わせて使用されるペン針のために改良された先端形状に関する。
【０００７】
　１つの態様では、本発明は、針シャフトの長手方向軸線に対して第１の傾斜角度で形成
された近位斜面と、長手方向軸線に対して異なる第２の傾斜角度で形成された一対の中間
斜面と、針シャフトの長手方向軸線に対して、及び／又は針軸の長手方向軸線に対して異
なる回転角度で、及び／又は針の長手方向軸線にほぼ直交する垂直軸線に対して第３の傾
斜角で形成された一対の遠位斜面と、を有する多斜面の針の先端形状に関する。好ましく
は、回転オフセットは、近位斜面と中間斜面との相互間に設けられておらず、実質的に異
なる第１及び第２の傾斜角度は、近位斜面と中間斜面の交点に著しい頂点又はピークを画
定する。
【０００８】
　任意には、１つ以上のアール形状である遷移部は、斜面間の角度オフセット間、少なく
とも１つの斜面と針の内腔との間、及び／又は、少なくとも１つの斜面と針の外面との間
において、より滑らかな遷移部を設けるために、隣接した斜面の交差点に形成されている
。
【０００９】
　別の態様では、本発明は、針シャフト又はカニューレと多斜面の先とを含む多斜面のペ
ン針に関する。好ましくは、隣接する表面の特徴の間にエッジ又は切れ目を形成する明確
な遷移又は交差が存在しないように、少なくとも１つのアール形状の遷移部は、隣接する
斜面の間、少なくとも１つの斜面及び内腔の間、及び／又は、少なくとも１つの斜面とカ
ニューレの外面との間に形成されている。
【００１０】
　さらに別の態様では、本発明は、多斜面のペン針の先端を形成する方法であって、近位
端から遠位端まで長手方向軸線に沿って延びる中空の針又はカニューレを設けるステップ
であって、針は、長手方向軸線に沿ってそれを通って延びる内腔を含むステップと、固定
具内に針の近位端を固定するステップであって、遠位端は、概してそれとの係合されてい
ないステップと、長手方向軸線に対して第１の傾斜角で針を位置決めするステップと、近
位斜面を形成するために遠位端を研削するステップと、針を長手方向軸線に対して第２の
傾斜角度に位置決めするステップと、一対の中間斜面を形成するために遠位端を研削する
ステップであって、中間斜面は概して近位斜面に隣接するステップと、針を長手方向軸線
に対して第３の傾斜角度に位置決めするステップと、長手方向軸線の周りで針を垂直軸線
に対して第１の回転角度まで回転させるステップであって、垂直軸線は、概して長手方向
軸線に対して横方向であるステップと、第１の遠位斜面を形成するために遠位端を研削す
るステップと、針を長手方向軸線の周りで垂直軸線に対して第２の回転角度まで回転させ
るステップであって、第２の回転角度は、第１の回転角度に概して反対であるステップと
、第２の遠位斜面を形成するために遠位端を研削するステップと、少なくとも２つの斜面
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の間、少なくとも１つの斜面と内腔との間、及び少なくとも１つの斜面と針の外面との間
に滑らかでアール形状である遷移部を形成するステップと、を含む。
【００１１】
　さらに別の態様では、本発明は、隣接した斜面との間、少なくとも１つの斜面と内腔と
の間、及び／又は、少なくとも１つの斜面と針の外面との間において、多斜面の先及び少
なくとも１つの滑らかでアール形状である遷移部を含む、多斜面のペン針に関する。針は
、概して、長手方向軸線に沿って近位端から遠位端に延び、それを通って延びる細長い内
腔を含む。多斜面の先は、針の端部の少なくとも１つの近位に形成され、少なくとも近位
斜面及び一対の遠位斜面を含む。近位斜面は、長手方向軸線に対して第１の傾斜角度で形
成され、一対の遠位斜面は、長手方向軸線及び／又は長手方向軸線に対して横方向に位置
する垂直軸線に対して、第２の傾斜角及び対応する回転角の両方で概して対照的に形成さ
れている。異なる第１及び第２の傾斜角は、傾斜の交差点の頂点又はピークをもたらし、
任意には斜面間により滑らかな遷移部を設けるために、円形状又はアール形状であり得る
。
【００１２】
　本発明のこれら及び他の態様、特徴、並びに利点は、本明細書の図面及び詳細な説明が
参照して理解され、添付の特許請求の範囲で特に指摘された様々な要素及び組み合わせに
よって実現されるだろう。前述の一般的な説明と、以下の図面の簡単な説明や例示的な実
施形態の詳細な説明の両方は、本発明の例示的な実施形態を説明するものであり、請求項
の範囲として本発明を限定するものではないことを理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の例示的な実施形態に係るペン針の遠位端の斜視図である。
【図２】図１のペン針の斜視図であり、針ハブから分離された保護キャップ又はカバー、
及び露出された針の尖った先端が示されている。
【図３】図１のペン針の針先端部分の斜視図であり、本発明の例示的な実施形態に係る針
の先端形状を示す。
【図４】図３の針先端部分の詳細図であり、斜面と内腔の内面との間、及び斜面と針の外
縁との間の滑らかなアール形状である遷移部を示す。
【図５】図３の針先端部分の更に詳細且つ異なる斜視図である。
【図６Ａ】図３の針先端部分の側面図であり、近位斜面及び中間斜面の傾斜角度を示す。
【図６Ｂ】図６Ａの針先端部分の側面斜視図であり、遠位斜面の傾斜角度を示す。
【図７】図６Ａの針先端部分の７－７線による部分断面図であり、遠位斜面の回転角度を
示す。
【図８】図３の針先端部分の平面図である。
【図９】本発明の別の例示的な実施形態に係る針の先端の斜視図である。
【図１０】図９の針先端部分の斜視図であり、斜面と内腔の内面との間、及び斜面と針の
外縁との間の滑らかなアール形状である遷移部を示す。
【図１１】図９の針先端部分の詳細図である。
【図１２Ａ】図９の針先端部分の側面図であり、近位斜面の傾斜角度を示す。
【図１２Ｂ】図１２Ａの針先端部分の側面斜視図であり、遠位斜面の傾斜角度を示す、
【図１３】図１２Ａの針先端部分の１３－１３線による部分断面図であり、遠位斜面の回
転角度を示す。
【図１４】図９の針先端部分の平面図である。
【図１５Ａ】本発明の別の例示的な実施形態に係るペン針の遠位端の斜視図である。
【図１５Ｂ】図１５Ａのペン針の斜視組立図であり、針ハブから分離された保護キャップ
又はカバー、及び露出された針の尖った先端が示されている。
【図１６Ａ】本発明のさらなる例示的な実施形態に係る多斜面の針の先端形状を有する、
図１５Ａに係るペン針のアセンブリに使用するための針の平面図、側面図、側面斜視図、
及び端面図をそれぞれ示す。
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【図１６Ｂ】本発明のさらなる例示的な実施形態に係る多斜面の針の先端形状を有する、
図１５Ａに係るペン針のアセンブリに使用するための針の平面図、側面図、側面斜視図、
及び端面図をそれぞれ示す。
【図１６Ｃ】本発明のさらなる例示的な実施形態に係る多斜面の針の先端形状を有する、
図１５Ａに係るペン針のアセンブリに使用するための針の平面図、側面図、側面斜視図、
及び端面図をそれぞれ示す。
【図１６Ｄ】本発明のさらなる例示的な実施形態に係る多斜面の針の先端形状を有する、
図１５Ａに係るペン針のアセンブリに使用するための針の平面図、側面図、側面斜視図、
及び端面図をそれぞれ示す。
【図１７Ａ】本発明の例示的な実施形態に係る多斜面の針の先端形状を有する、針の詳細
な斜視図及び平面図を示す。
【図１７Ｂ】本発明の例示的な実施形態に係る多斜面の針の先端形状を有する、針の詳細
な斜視図及び平面図を示す。
【図１８Ａ】本発明の例示的な実施形態に係る多斜面の針の先端形状を有する、針の詳細
な側面図及び平面図を示す。
【図１８Ｂ】本発明の例示的な実施形態に係る多斜面の針の先端形状を有する、針の詳細
な側面図及び平面図を示す。
【図１９Ａ】本発明の例示的な実施形態に係る多斜面の針の先端形状を有する、別の針の
詳細な側面図及び平面図を示す。
【図１９Ｂ】本発明の例示的な実施形態に係る多斜面の針の先端形状を有する、別の針の
詳細な側面図及び平面図を示す。
【図２０】本発明の例示的な実施形態に係る多斜面の針の先端形状を有する、別の針の詳
細な平面図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明は、本開示の一部を形成する添付の図面と併せて例示的な実施形態の以下の詳細
な説明を参照することにより、より容易に理解され得る。本発明は、本明細書に記載され
た及び／又は示された特定の装置、方法、条件、又はパラメータに限定されず、本明細書
で使用される用語は、特定の実施形態を単なる例として説明するためのものであり、特許
請求する発明を限定するものではないことを理解されたい。本明細書で特定されたすべて
の特許及び他の刊行物は、本明細書に完全に記載されているかのように参照により組み込
まれる。
【００１５】
　また、文脈上明確に別段の指示が行われている場合を除いて、添付の特許請求の範囲を
含む明細書で使用される単数形「ａ」、「ａｎ」、及び「ｔｈｅ」は複数を含み、特定の
数値への言及は少なくともその特定の値を含む。範囲は、本明細書では、「約」１つの特
定の値、及び／又は「約」又は「およそ」の別の特定の値から表現されてもよい。そのよ
うな範囲が表される場合、別の実施形態は、１つの特定の値及び／又は他の特定の値を含
む。同様に、値が近似値として表現される場合、先行する「約」の使用によって、特定の
値が別の実施形態を形成すると理解されるだろう。
【００１６】
　ここで、図面を参照すると、いくつかの図にわたって同様の参照番号が対応する部分を
表しており、図１は、例示的な形態のペン針Ｐを示す。図２は、鋭利な針の先端Ｎを露出
させるために、ハブＨから取り外された針ガードＧ及びカバーＣを備えるペン針Ｐを示す
。いくつかの例示的な形態では、針ガードＧ及び／又はカバーＣは、色付けされている。
【００１７】
　図３から図８は、本発明の例示的な実施形態による針１０の鋭利な先又は先端形状を示
す。例示的な形態では、針１０は、図１及び図２に示すようなペン針Ｐの針Ｎ、標準皮下
注射器の針、又は注射若しくは他の医療若しくは研究用途のための様々な他の装置の針を
含むことができる。針１０は、概して、近位端１６から遠位端２０まで長手方向軸線Ａに
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沿ってそこを通って延びる流体運搬ダクト又は内腔１４を画定する管又はカニューレ１２
を備える。典型的な実施形態では、カニューレ１２及び内腔１４の両方（すなわち、カニ
ューレの内壁面及び外壁面）は、カニューレ１２の長さに沿って実質的に連続的な壁の厚
さを画定するために、概して円筒形であり、互いに同心又は同軸に配置される。針１０の
近位端１６及び／又は内側部分は、ペン針のハブ、シリンジアセンブリのバレル、又は別
のデバイス若しくは固定具に取り付けるために構成されている。遠位端２０は、好ましく
は、例えば本明細書で詳述するように、複数の斜面を含む多斜面の先２２を含む。ペン針
の先端形状の形態を採用する実施形態に関して本明細書では概して説明されているが、ま
た、本発明の先端形状は、例えば皮下注射針、ランセット、及びカテーテルなどの様々な
他のアイテムに関連して使用するように適合可能である。
【００１８】
　多斜面の先２２は、概して軸方向の長さＬ（図８参照）によって特徴付けられ、その複
数の斜面は、概して内腔１４の外縁２６の周り／沿って形成される。複数の斜面は、内腔
１４の遠位開口部に連続的に近接しており、又は内腔の縁から所定距離だけ離間され得る
。図３－図８の実施形態では、多斜面の先２２は、近位斜面３０、中間斜面３２ａ、３２
ｂ、及び一対の遠位斜面３４ａ、３４ｂを備える。図示の実施形態では、一対の中間斜面
３２ａ、３２ｂ及び一対の遠位斜面３４ａ、３４ｂは、近位斜面３０に対して対称的に形
成されているが、別の実施形態では、傾斜形状は非対称であり得る。
【００１９】
　選択的に、アール形状、円形状、又はその他の滑らかな遷移ゾーンは、斜面の間（一般
に軸方向）、斜面と内腔との間（一般に半径方向）、及び／又は斜面とカニューレ１２の
外縁との間に形成される。例えば、図４及び図５に示すように、第１の滑らかな遷移部４
０ａは、遠位斜面３４ａ、３４ｂの間に設けられ、長手方向の頂点３６に集まる。第２の
滑らかな遷移部４０ｂは、遠位斜面３４ａと中間斜面３２ａとの間に設けられ、第３の滑
らかな遷移部４０ｃは、遠位斜面３４ｂと中間斜面３２ｂとの間に設けられ、第４の滑ら
かな遷移部４０ｄは、中間斜面３２ａと近位斜面３０の一部との間に設けられ、及び、第
５の滑らかな遷移部４０ｅは、中間斜面３２ｂと近位斜面３０の一部との間に設けられて
いる。また、例示的な実施形態では、滑らかな遷移部４２は、内腔１４の外縁２６に沿っ
て配置された斜面の各々と内腔１４の内面１５との間に設けられており（例えば、傾斜面
から内腔への遷移部）、滑らかな遷移部４４は、斜面の各々の交差点とカニューレ１２の
外面又は外縁との間に設けられている。例示的な形態では、滑らかな遷移部は、概して、
約Ｒ０．０００１－Ｒ０．０３５ミリメートル、例えば約０．０２ミリメートルの曲率半
径Ｒを備える。好ましくは、表面間の遷移部が滑らかとなるように、滑らかな遷移部は、
斜面と針の先端の他の表面との間の鋭利なエッジ又は明確に画定された交差点を避ける。
滑らかな遷移部は、例えば、針の表面をビードブラスト、研削、研磨、コーティング、又
は他の方法で処理することによって形成され得る。
【００２０】
　図６Ａ、図６Ｂ、及び図７は、多斜面の先２２のさらなる詳細を示す。図６Ａに示すよ
うに、近位斜面３０は、第１の傾斜角度３０ａで形成され、中間斜面３２ａ、３２ｂは実
質的に異なる（すなわち実質的に等しい）第２の傾斜角度３２ａで形成され、角度３０ａ
及び３２ａは画定される針軸の長手方向軸線Ａに対して相対的に移動可能である。近位斜
面３０及び中間斜面３２ｂは、好ましくは、同じ回転角度（すなわち、長手方向軸線Ａの
周りに回転オフセットがない）で形成される。第１の傾斜角度３０ａは、例えば軸線Ａに
対して約７．３－７．７度であり得るもので、第２の傾斜角度３２ａは、例えば軸線Ａに
対して約９．３－９．７度の間であり得るもので、したがって、約２度（すなわち、角度
３０ａ及び３２ａにおける約２０％－２５％の相対差）の角度オフセット又は差を画定す
る。別の実施形態では、第１の傾斜角度３０ａは、例えば約６．０－９．０度であり、第
２の傾斜角度３２ａは、例えば約８．０－１１．０度である。さらに他の実施形態では、
第１の傾斜角度３２ａは、約８度であり、第２の傾斜角度３２ａは、約１０度であり、約
２度の差（すなわち約２２％の差）をもたらす。好ましくは、第１の傾斜角度３０ａと第
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２の傾斜角度３２ａとの間の角度オフセット又は差は、少なくとも約１．０－２．０度以
上、又は少なくとも約１０－２０％差以上である。このように実質的に等しくない第１及
び第２の傾斜角度３０ａ及び３２ａを設けることは、近似斜面３０と中間斜面３２ａ、３
２ｂとの交差点に円形状又は滑らかな遷移部４０ｄ及び４０ｅの近傍に顕著な頂点又はピ
ークをもたらす。
【００２１】
　図６Ｂを参照すると、遠位斜面３４ａ、３４ｂは、長手方向軸線Ａに対して例えば約１
８－１９度の間の第３の傾斜角度３４ａで形成される。別の実施形態では、第３の傾斜角
度３４ａは、長手方向軸線Ａに対して約１７－２０度であり、すなわち例えば約２２．２
－２２．３度の間である。好ましくは、遠位斜面３４ａ、３４ｂを形成する前に、ペン針
１０は、近位及び中間斜面３０、３２ａ、３２ｂに対して実質的に異なる回転角度（同様
に傾斜角度で）で遠位斜面３４ａ、３４ｂを形成するために、長手方向軸線Ａを中心とし
て時計回り方向及び反時計回り方向にそれぞれ回転される。図７に示すように、第１の遠
位斜面３４ａと第２の遠位斜面３４ｂ（回転角度３４βとして示す）との間の針１０の全
体の回転は、垂直軸線Ｂに対して約１３０度である。このように、第１の遠位斜面３４ａ
を形成するために、針は、長手方向軸線Ａを中心として約６５度の回転角度で時計方向に
回転され、傾斜角度３４ａで傾けられる。同様に、第２の遠位斜面３４ｂを形成するため
に、針１０は、傾斜角度３４ａを維持しながら、（６５度の時計回りの位置から）反時計
回り方向に約１３０度で長手方向軸線Ａを中心に反時計回り方向に回転される。したがっ
て、例示的な形態では、遠位斜面３４ａ、３４ｂを形成するための回転角度は、概して、
長手方向軸線Ａの周りを時計回り及び反時計回りの両方向に約６５度回転させることによ
ってもたらされる。任意には、回転角度は、時計回り及び反時計回りに約５５－７５度の
間であり得る。
【００２２】
　斜面間の滑らかな遷移部は、垂直軸線Ｂと滑らかな遷移部４０ｄ、４０ｅとの間に角度
３０βが画定され、垂直軸線Ｂと滑らかな遷移部４０ｂ、４０ｃとの間に角度３２βが設
けられるように構成され得る。例示的な実施形態では、角度３０βは約９０度であり、角
度３２βは約７３度である。好ましくは、近位斜面３０と中間斜面３２ａ、３２ｂとの間
の回転角度は厳密に（又は少なくとも実質的に）ゼロであるので、角度３０βは概してほ
ぼ９０度のままであろう。そして、針１０は、遠位斜面３４ａ、３４ｂを形成する前に時
計回り及び反時計回りの方向に回転するので、角度３２βは、概して垂直軸線Ｂに対して
約６０度から約８０度の間であるだろう。
【００２３】
　図８を参照すると、例示的な実施形態では、多斜面の表面２２の軸方向の全長Ｌは、約
１．３－１．４５ミリメートルの間である。さらなる例示的な実施形態では、長さＬは、
約１．３２－１．４２ミリメートルの間である。さらなる例示的な実施形態では、長さＬ
は、約１．２０－１．６０ミリメートルの間である。例示的な実施形態では、近位斜面３
０の長さ３０Ｌは、約０．８００－０．９００ミリメートルの間であり、中間斜面３２ａ
、３２ｂの長さ３２Ｌは、約０．２００－０．２５０ミリメートルの間であり、遠位斜面
３４ａ－ｂの長さ３４Ｌは、約０．３２０－０．４５０ミリメートルの間である。さらな
る例示的な実施形態では、近位斜面３０の長さ３０Ｌは、約０．８１０－０．８８０ミリ
メートルの間であり、中間斜面３２ａ、３２ｂの長さ３２Ｌは、約０．２２９－０．２３
６ミリメートルの間であり、遠位斜面３４ａ－ｂの長さ３４Ｌは、約０．３６０－０．４
００ミリメートルの間である。さらなる例示的な実施形態では、近位斜面３０の長さ３０
Ｌは、約０．６００－１．０５０ミリメートルの間であり、中間斜面３２ａ、３２ｂの長
さ３２Ｌは、約０．１１０‐０．３５０ミリメートルの間であり、遠位斜面３４ａ－ｂの
長さ３４Ｌは、約０．２００－０．６２０ミリメートルの間である。例示的な実施形態で
は、近位斜面３０の長さ３０Ｌ１（近位斜面３０の山と谷との間で測定される）は、約０
．３５０－０．３９０ミリメートルの間である。さらなる例示的実施形態では、長さ３０
Ｌ１は、約０．３５５－０．３３８ミリメートルの間である。さらなる例示的な実施形態
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では、長さ３０Ｌ１は、約０．３２５－０．４００ミリメートルの間である。例えば、典
型的な実施形態では、多斜面の先は、内腔と連通する細長い遠位開口部を形成し、近位斜
面は、多斜面の先の最近位部分から多斜面の先の対向する細長い側部に沿って連続的に延
び、多斜面の先は、軸方向の全長を有し、近位斜面は、多斜面の先の軸方向の全長の少な
くとも半分である軸方向の長さを有する。
【００２４】
　図８に示すように、また、近位、中間、及び遠位斜面３０、３２ａ－ｂ、３４ａ－ｂは
、それぞれのアーク長３０ＡＬ、３２ＡＬ、及び３４ＡＬによって画定され得る。アーク
長は、概して、斜面の内縁に沿って、内腔１４の外縁２６に沿って、隣接する斜面の間の
遷移部の間に画定される。一例の形態では、近位斜面３０のアーク長３０ＡＬは、約０．
９３０－１．０５０ミリメートルの間であり、中間斜面３２ａ－３２ｂのアーク長３２Ａ
Ｌは約０．２２０－０．２５５ミリメートルの間であり、遠位斜面３４ａ－ｂのアーク長
３４ＡＬは、約０．１７５－０．２４５ミリメートルの間である。別の例示的な形態では
、近位斜面３０のアーク長３０ＡＬは、約０．９４４－１．０３４ミリメートルの間であ
り、中間斜面３２ａ－ｂのアーク長３２ＡＬは約０．２３２－０．２４０ミリメートルの
間であり、遠位斜面３４ａ－ｂのアーク長３４ＡＬは、約０．２０３－０．２１３ミリメ
ートルの間である。別の例示的な形態では、近位斜面３０のアーク長３０ＡＬは、約０．
６５０－１．５５０ミリメートルの間であり得、中間斜面３２ａ－ｂのアーク長３２ＡＬ
は、約０．１５０－０．３５０ミリメートルの間であり得、遠位斜面３４ａ－ｂのアーク
長３４ＡＬは、約０．１００－０．３１５ミリメートルの間であり得る。
【００２５】
　本発明のペン針１０は、例えば延伸、成形、又は他の製造工程などの、ステンレス鋼な
どの鋼材から形成され得る。例示的な形態では、針１０は、外径ＯＤ及び内径ＩＤを有す
る。外径ＯＤは、カニューレ１２の外周面にわたって測定され、内径ＩＤは、内腔１４の
内面１５にわたって測定される。例示的な形態では、針１０の外径ＯＤは、概して、約０
．１７７０－０．３４６０ミリメートルの間、すなわち例えば約２９ゲージから約３４ゲ
ージであり、内径は、約０．０５５０－０．２２６０ミリメートルの間である。さらなる
実施形態では、外径ＯＤは、約０．１７７８－０．３４３０ミリメートルの間であり、内
径ＩＤは、約０．０５７８－０．２２３０ミリメートルの間である。さらなる実施形態で
は、外径ＯＤは約０．１７００－０．３３５ｍｍの間であり得、内径ＩＤは約０．０５０
０～０．２３００ｍｍの間であり得る。例示的な形態では、ペン針は、全長で約４－２５
ミリメートルである。以下のチャートは、本発明の例示的な実施形態に係るいくつかのゲ
ージ針の例示的な寸法を示す。
【表１】

【００２６】
　例示的な形態では、本発明の針１０は、概して、自動工程において一度に約５０－１０
００針の間で量産される。典型的には、アーム又は他の連接構造体は、針用ブランクを保
持するための固定装置のシステムを備え、それらの各々は、針１０をもたらす針の先端を
形成するためにそれぞれ数回研削される。例示的な形態では、多斜面の先端の斜面は、円
盤状の砥石又はベルトによって研削される。例示的な形態では、固定具を保持するアーム
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は、グラインダが針の各々に多斜面を連続して又は同時に提供できるように、グラインダ
に近接して配置される。好ましくは、針が遠位斜面３４ａ－ｂを形成するために回転され
得るように、固定システムは、それの回転を提供する。傾斜角度に対する調整は、アーム
の角運動及び／又はアームに対する各固定具の傾斜角度の角度変化によってもたらされ得
る。
【００２７】
　例示的な製造方法では、針用ブランクの端部は、研削される前に平坦な端面から始まり
得る。次いで、針用ブランクは、長手方向軸線Ａに対して傾斜角度３０ａに配置され、グ
ラインダは、近位斜面３０を形成する。同じ回転角度のままの間において、針用ブランク
の傾斜角度は、長手方向軸線Ａに対して傾斜角度３２ａに変更される。グラインダは、中
間斜面３２ａ、３２ｂを形成する。残りの遠位斜面３４ａ－３４ｂが形成されるが、これ
は針用ブランクの傾斜角度及び回転角度に対する調整を必要とする。例示的な形態では、
針は、傾斜角度３４ａに調整され、次に時計回りの方向に約３４β、例えば垂直軸線Ｂか
ら時計回り方向に３４βの限界まで回転される。グラインダは、第１の遠位斜面３４ａを
形成する。次いで、針は、回転角度３４βの全長にわたって反時計方向に回転され、グラ
インダは、第２の遠位斜面３４ｂを形成する。あるいは、斜面を形成するための製造工程
及び／又はステップの順序は、変更することができる。
【００２８】
　針１０の先端に斜面が形成された後に、斜面と隣接する表面との間の任意のエッジ、交
点、又は遷移部が、アール形状、円形状、又は滑らかとなるように、針は、好ましくはビ
ードブラスト工程を経て、非常に小さなガラスビーズが多斜面の先に投影される。１つの
形態では、ガラスビーズの投影は、多斜面の先２２の特定の部分に必ずしも集中されるわ
けではなく、代わりに、概して長手方向軸線Ａにほぼ垂直な方向に先２２に投影される。
例示的な形態では、ガラスビーズの噴射は、装置によって制御され、針１０の延長部にほ
ぼ平行な方向（それらの間の任意の角度を含む）からほぼ垂直な方向に調整され得る。一
例の形態によれば、ガラスビーズの噴射角度は、針１０の延長部に対して（例えば、それ
と平行になる）約３０度になるように構成されている。そして、針１０は、アルカリ浴、
超音波洗浄工程、酸浴、電解研磨工程、洗浄工程、及びパッシベーション工程を経る。好
ましくは、これらの工程は、針が研磨され、滑らかであり、バリがなく、腐食に対して耐
性が低いことを保証する。任意には、針を処理した後に（例えば、電解研磨、清掃、及び
不動態化）、針は、品質基準が満たされていることを確実にするために視覚又は機械検査
工程を受ける。概して、検査工程は、針及びその多斜面の先を、目標仕様を有する十分な
針のサンプル又は画像と比較することを含む。例えば、いくつかの例示的な形態では、針
１０は測定され、測定値は、針の２次元寸法のプリントと比較される。針が目標仕様の指
定された範囲又は公差内にある場合には、針は、検査に合格し、ペン針、シリンジ、又は
他の品目を形成するために組み立てられ、さらに運搬のために処理され、及び／又は包装
される。
【００２９】
　図９－図１４は、本発明の別の例示的な実施形態に係るペン針１１０を示す。ペン針１
１０は、多くの態様において、上述したペン針１０と実質的に類似しているが、上述の５
つの斜面の先端形状ではなく３つの斜面の先端形状を備える。ペン針１１０は、近位斜面
１３０及び一対の遠位斜面１３４ａ、１３４ｂを備える。ペン針１１０は、概して、そこ
を通って延びる内腔１１４を有する細長いカニューレ１１２を備え、それは長手方向軸線
Ａに沿って近位端１１６から遠位端１２０まで延びる。
【００３０】
　円形状、アール形状、又はそれ以外の滑らかな遷移部は、斜面と内腔との間、及び／又
は斜面とカニューレ１１２の外縁との間に任意に設けられる。例えば、図１０－１１に示
すように、第１の滑らかな遷移部１４０ａは、長手方向の頂点１３６で集まる遠位斜面１
３４ａ、１３４ｂの間に設けられる。第２の滑らかな遷移部１４０ｂは、遠位斜面１３４
ａと近位斜面１３０の一部との間に設けられ、第３の滑らかな遷移部１４０ｃは、遠位斜
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面１３４ｂと近位斜面１３０の一部との間に設けられる。滑らかな遷移部１４２は、内腔
１１４の周囲１２６に沿って配置された斜面の各々と内腔１１４の内面１１５（例えば、
内腔の遷移部に対する斜面）との間に任意に設けられ、滑らかな遷移部１４４は、各斜面
の交差点とカニューレ１１２の外面又は外周との間に設けられる。
【００３１】
　図１２Ａ、図１２ｂ、及び図１３は、多斜面の先１２２のより詳細を示す。図１２Ａの
図示の実施形態では、近位斜面１３０は、長手方向軸線Ａに対して画定された第１の傾斜
角度１３０ａで形成される。例えば、１つの例示的な実施形態では、第１の傾斜角度１３
０ａは、軸に対して約７．３－７．７度の間である。別の実施形態では、第１の傾斜角度
１３０ａは、約６．０－９．０度の間である。図１２Ｂの図示された実施形態では、遠位
斜面１３４ａ、１３４ｂは、長手方向軸線Ａに対して第２の傾斜角度１３４ａ、例えば約
１８．０－１９．０度の間で形成される。別の実施形態では、第２の傾斜角度１３４ａは
、約１８．３－１８．９度の間である。任意には、第２の傾斜角度１３４ａは、長手方向
軸線Ａに対して約１７．０－２０度の間である。好ましくは、遠位斜面１３４ａ、１３４
ｂを形成する前に、遠位斜面１３４ａ、１３４ｂが近位斜面１３０に対して実質的に異な
る回転角度で（上述したような異なる傾斜角で）形成されるように、ペン針１１０は、そ
れぞれ時計回り及び反時計回りの両方向で長手方向軸線Ａの周りにそれぞれ回転される。
図１３に示すように、第１の遠位斜面１３４ａと第２の遠位斜面１３４ｂ（回転角１３４
βとして示される）との間の針１１０の全回転は、垂直軸線Ｂに対して約１３０度である
。このように、第１の遠位斜面１３４ａを形成するために、針は、長手方向軸線Ａを中心
に約６５度時計方向に回転され、傾斜角度１３４ａで傾けられる。同様に、第２の遠位斜
面１３４ｂを形成するために、針１１０は、傾斜角度１３４ａを維持しながら、反時計方
向に約１３０度反時計回り方向（６５度の時計回りの位置）で長手方向軸線Ａを中心に回
転される。したがって、例示的な形態では、遠位斜面１３４ａ、１３４ｂを形成するため
の回転角度は、概して、長手方向軸線Ａを中心に時計回り及び反時計回りの両方向に針１
１０を約６５度回転させることによってもたらされる。任意には、回転角は、時計回り及
び反時計回り方向に約５５－７５度の間であり得る。
【００３２】
　図示したように、斜面間の滑らかな遷移部は、角度１３０βが垂直軸線Ｂと滑らかな遷
移部１４０ｂ、１４０ｃとの間に画定されるように構成され得る。例示的な形態では、角
度１３０βは、約７３度である。遠位斜面１３４ａ、１３４ｂを形成する前に針１１０を
時計回り及び反時計回りに回転させるので、角度１３０βは、概して垂直軸線Ｂに対して
約６０度から約８５度の間であるだろう。
【００３３】
　図１４に示すように、例示的な実施形態では、多斜面の面１２２の長さＬは、約１．３
０－１．４５ｍｍの間である。さらなる例示的な実施形態では、長さＬは約１．３２－１
．４２ミリメートルの間である。さらなる実施形態では、長さＬは、約１．２２０－１．
６６ミリメートルの間であり得る。例示的な実施形態では、近位斜面１３０の長さ１３０
Ｌは、約０．８００－０．９００ミリメートルの間であり、遠位斜面１３４ａ－ｂの長さ
１３４Ｌは、約０．３２０－０．４５０ミリメートルの間である。さらなる例示的な実施
形態では、近位斜面３０の長さ１３０Ｌは、約０．８１０－０．８８０ミリメートルの間
であり、遠位斜面３４ａ－ｂの長さ１３４Ｌは、約０．３６０－０．４００ミリメートル
の間である。さらなる例示的な実施形態では、近位斜面１３０の長さ１３０Ｌは、約０．
６００－１．０５０ミリメートルの間であり、遠位斜面１３４ａ－ｂの長さ１３４Ｌは、
約０．２００－０．６２０ミリメートルの間である。例示的な実施形態では、近位斜面３
０の長さ１３０Ｌ１（近位斜面１３０の山と谷との間で測定される）は、概して、約０．
３５０－０．３９０ミリメートルの間である。さらなる例示的な実施形態では、長さ１３
０Ｌ１は、約０．３５５－０．３３８ミリメートルの間である。さらに別の実施形態では
、長さ１３０Ｌ１は、約０．３２５－０．４００ミリメートルの間である。
【００３４】
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　近位及び遠位斜面１３０、１３４ａ－ｂは、それぞれのアール長１３０ＡＬ、１３４Ａ
Ｌによって画定され得る。アール長は、概して、斜面間の遷移部の間に、内腔１１４の外
縁１２６の周りの斜面の内縁に沿って画定される。一例の形態では、近位斜面１３０のア
ール長１３０ＡＬは、約０．９３０－１．０５０ミリメートルの間であり、遠位斜面１３
４ａ－ｂのアール長１３４ＡＬは、約０．１７５－０．２４５ミリメートルの間である。
例示的な形態では、近位斜面１３０のアール長１３０ＡＬは、約０．９４４－１．０３４
ミリメートルの間であり、遠位斜面１３４ａ－ｂのアール長１３４ＡＬは、約０．２０３
－０．２１３ミリメートルの間である。さらなる例では、近位斜面１３０のアール長１３
０ＡＬは、約０．６５０－１．５５０ミリメートルの間であり、遠位斜面１３４ａ－ｂの
アール長１３４ＡＬは、約０．１００－０．３１５ミリメートルの間である。
【００３５】
　例示的な実施形態では、針１１０の外径ＯＤは、概して約０．１７７０－０．３４６０
ミリメートルの間であり、すなわち、例えば約２９ゲージから約３４ゲージの間であり、
内径は、約０．０５５０－０．２２６０ミリメートルの間である。さらなる例示的な実施
形態では、外径ＯＤは、約０．１７７８－０．３３８３０ミリメートルの間であり、内径
ＩＤは、約０．０５７８－０．２２３０ミリメートルの間である。さらに他の例示的な実
施形態では、外径ＯＤは、約０．１７００－０．３５００ミリメートルの間であり得、内
径ＩＤは、約０．０５００－０．２３００ミリメートルの間であり得る。例示的な形態で
は、ペン針は、全長で約４－２５ミリメートルである。上記のグラフ（段落［００４７］
参照）は、本発明の例示的な実施形態に係るいくつかのゲージ針の例示的な寸法を示す。
【００３６】
　図１５Ａ－２０は、本発明のさらなる実施形態に係るペン針及び針の先端形状の追加特
徴及び実施形態を示す。例示的な形態では、ペン針２１０は、ハブ２１４に取り付けられ
た針用カニューレ２１２、シールド２１６、及び容器又はカバー２１８を備える。針２１
２は、多斜面の先２２２を含む遠位端２２０を有する。多斜面の先２２２は、近位斜面２
３０、中間斜面２３２、１つ以上の遠位斜面２３４、及び後方斜面２３６を含む複数の斜
面を備える。例示的な実施形態では、近位斜面２３０、中間斜面２３２、及び遠位斜面２
３４は、上記の実施形態の各々の斜面と実質的に同様に構成され得る。さらなる例示的な
実施形態では、１つ以上の近位斜面２３０、中間斜面２３２、及び遠位斜面２３４は、互
いに対して異なる傾斜角で、及び／又は互いに対して回転角度で形成される。
【００３７】
　後方斜面２３６は、近位斜面２３０、中間斜面２３２、及び遠位斜面２３４から針カニ
ューレ２１２の回転方向反対側又は面上に（すなわち、カニューレの軸線Ｃの周りで約１
８０°の回転方向で）形成されることが好ましい。後方斜面２３６は、好ましくは、先２
２２の先端に鋭利な前縁２４０を画定するのに十分な深さまでカニューレ２１２の壁厚に
研削され、後方斜面の平面が遠位斜面２３４の平面と交差してチゼルの先端形状を画定す
る。任意には、後方斜面２３６は、（カニューレの軸線Ｃに対して）斜めに傾斜した前縁
２４０を形成するために、遠位斜面２３４に対してわずかに角度的にオフセットした（１
８０°から）回転配向で形成される。図１６ｃに示される実施形態では、後方斜面は、遠
位斜面２３４から約１５２°の回転オフセットで研削される。代替の実施形態では、回転
オフセットは、カニューレの軸Ｃに対して前縁２４０の角度を変化させるために、例えば
＋／－４５°、＋／－３０°、＋／－１５°、＋／－５°、及び／又は厳密な１８０°か
らの他のオフセットの範囲内にされ得る。あるいは、後方斜面２３６は、カニューレの軸
Ｃに対して直角又は横方向の前縁を形成するために、遠位斜面２３４から回転オフセット
して１８０°に形成され得る。針２１０は、本発明の範囲内の例示的な実施形態において
、様々な異なる斜面形状及び先端構成だけでなく、様々な異なるゲージ、長さ、針形状等
で上述したものと同様の方法で形成され得る。
【００３８】
　本発明は、好ましい例示的な実施形態を参照して説明されてきたが、当業者であれば、
以下の特許請求の範囲によって画定されるように、様々な修正、追加、及び削除が本発明
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の範囲内であることが理解されるであろう。
　

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６Ａ】 【図６Ｂ】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２Ａ】

【図１２Ｂ】 【図１３】
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【図１４】 【図１５Ａ】

【図１５Ｂ】

【図１６Ａ】 【図１６Ｂ】
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【図１６Ｃ】 【図１６Ｄ】

【図１７Ａ】

【図１７Ｂ】 【図１８Ａ】
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【図１８Ｂ】 【図１９Ａ】

【図１９Ｂ】 【図２０】
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