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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駆動機構（１１）を収容するための薬物送達デバイス（１０）のハウジング部材で、
　駆動機構（１１）は、薬物送達デバイスにより投与される医薬品を含むカートリッジ（
１６）のピストン（２０）と相互作用するように操作可能であり、
　ハウジング部材は、駆動機構（１１）のピストンロッド（２４）と操作可能に係合する
、少なくとも一つの半径方向内側に伸び実質的に円筒形のハウジング部材と一体的に形成
されるフランジ部分（１６）を含んでなり、
　フランジ部分（１６）は、軸方向に移動可能なピストンロッド（２４）を受け入れるよ
うに適合された貫通口（３０）を含み、貫通口（３０）は、ピストンロッド（２４）の外
部ネジ山と係合する内部ネジ山（３２）を含んでなる、該ハウジング部材であって、
　フランジ部分（１６）は少なくとも部分的な、リップル構造（２８）又はリップル表面
によって、少なくとも部分的に構造的に強化され、
　リップル構造（２８）又はリップル表面は、半径方向に伸び、そして隣接して相互連結
された補強セグメント（３６）により形成され、円周方向に隣接して配置されたセグメン
ト（３６）は、軸方向に千鳥状にされていることを特徴とする、
上記ハウジング部材。
【請求項２】
　円周方向のフランジ部分（１６）が、少なくとも部分的に波形構造を含んでなる、請求
項１に記載のハウジング部材。
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【請求項３】
　フランジ部分（１６）が、実質的に半径方向に伸びる補強リブを含んでなる、請求項１
または２に記載のハウジング部材。
【請求項４】
　ハウジング部材が、射出成形された部材として製造される、請求項１～３のいずれか１
項に記載のハウジング部材。
【請求項５】
　フランジ部分（１６）が、内部環状部分（３４）及び外部環状部分（２８）を含み、こ
こで、少なくとも外部環状部材（２８）が構造的に強化されたリップル構造又はリップル
表面を含んでなる、請求項１～４のいずれか１項に記載のハウジング部材。
【請求項６】
　－医薬品を含むカートリッジ（１８）を受けるためのカートリッジホルダ（１２）；
　－カートリッジ（１８）のピストン（２０）と操作可能に係合するピストンロッド（２
４）を有する駆動機構；
を含む、医薬品の所定の用量を投与するための薬物送達デバイスであって、
　－請求項１～５のいずれか１項に記載のハウジング部材によって特徴付けられる、薬物
送達デバイス。
【請求項７】
　更に、注射可能な薬剤で満たされたカートリッジを含んでなる、請求項６に記載の薬物
送達デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薬物送達デバイスに、そして特に、多重用量カートリッジから医薬品の注射
により投与するために提供する種類のペン型注射器に関する。特に、本発明は、使用者が
用量を設定し、そして自己投与できるそのようなペン型注射器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　使用者が操作する薬物送達デバイスは、当該分野においては公知である。それらは、一
般的に、正規の医学的訓練を受けていない人々、即ち、患者が、ヘパリン又はインスリン
などの医薬品の正確な、所定の用量を投与する必要があるような環境に適用可能である。
特に、そのようなデバイスは短期間又は長期間の規則的又は不規則的な基準で投与する適
用を有している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　これらの要望に用立てるために、そのようなデバイスは、多くの要求事項を実現する必
要がある。まず第一に、デバイスは、構造上強固である必要があり、しかも取扱いの観点
より使用するに容易であり、そしてその操作、及び必要な用量又は薬剤の送達についての
使用者の理解のために容易である必要がある。用量の設定は容易で、そしてはっきりして
いる必要がある。デバイスが縮小可能（reducible）よりむしろ使い捨て可能である場合
には、デバイスは製造するnoに安価であり、そして廃棄が容易であるべきである。その上
、デバイスはリサイクルに好適であるべきである。これらの要求事項を合致させるために
、デバイスを組み立てるに必要な部材数、及びデバイスが作られる素材タイプの数は、最
小に維持する必要がある。
【０００４】
　特に、用量を投与する目的のため、そのような薬物送達デバイスの駆動機構は、医薬品
を含むカートリッジ内に摺動可能に配置されたピストン上に、軸方向に向いた推力（thru
st）をかけるように適合される。かけられた推力又は圧力に基づき、ピストンは遠位方向
に移動し、それにより、医薬品の十分に定義された用量をカートリッジから放出する。
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【０００５】
　薬物送達デバイスが軽量で、製造でのコスト効率が良いことが必要なので、その駆動機
構の部材ばかりでなく、その大半の部材、特に、ハウジングは、射出成形されたプラスチ
ック部材として製造される。一般的に、用量の投与工程中に、薬物送達デバイスの少なく
とも幾つかの部材は、少なくとも若干の弾性変形にさらされる。
【０００６】
　更に、外部に適用された、又は内部に発生した機械力により、機械的歪み、及び張力が
、用量の投与工程中に蓄積されるかもしれない。歪み、及び／又は、張力、並びに、単一
又は多重部材の弾性変形は、用量の投与後に、また、薬物送達デバイスに残量しているか
もしれない。実際、機械的変形及び機械的張力、及び／又は、歪みが、流体移動通路にお
けるカートリッジに連結する、例えば、注射ニードル又はカニューレの先端で観察される
いわゆる液滴の成長を引き起こすことが判明した。薬物送達デバイスの緩和プロセスに基
づき、又は振動若しくは衝撃誘導の運動に基づき、機械的応力、張力及び弾性変形は、例
えば、部材固有の緩和又は部材間の振動に基づき、減衰し、そして消失することが、更に
、想定される。
【０００７】
　弾性変形、及び／又は、機械的歪み、及び／又は、張力のこの必然的な消失は、順に、
ピストンのカートリッジ内への更なる移動に導き、それは、結果として、不必要な液滴の
成長を引き起こすことになる。
【０００８】
　液滴の生成を低下させる一つの手法は、用量を投与中に、特に、機械的応力に曝される
薬物送達デバイスの部材の寸法を増大させることを含む。しかし、薬物送達デバイスの部
材を、単に幾何学的寸法を増大させることにより機械的に安定化することでは、また、薬
物送達デバイスのハウジングの外側で視認できる、例えば、ひけマークのサイズが増大し
、そして薬物送達デバイスのハウジングの視覚的な及び触覚的な印象が悪化するかもしれ
ない。そのようなひけマークは、射出成形後に、常に、特別の収縮プロセスにかけられる
ことになるプラスチック材料の射出成形による必然的な結果である。
【０００９】
　従って、本発明の目的は、機械的及び弾性的変形が起こり難い薬物送達デバイスを提供
することである。医薬品の事前に決定された用量を投与した後、液滴の発生及び蓄積を低
下させることが更なる目的である。更に、本発明は、魅力的な外観を有する薬物送達デバ
イスを提供することを目的とする。また、薬物送達デバイスは、製造するに安価であり、
そして機械的に安定で、強固であるべきである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、駆動機構を収容し、そして受けるために適合される薬物送達デバイスのハウ
ジング部材を提供する。駆動機構は、順に、薬物送達デバイスにより投与される医薬品を
含むカートリッジのピストンと相互作用ために操作可能である。特に、駆動機構は、軸方
向に移動可能なピストンロッドを含み、ピストンに対して遠位方向に向いた推力に負荷さ
せる目的のためピストンの近位端面に対して隣接するように適合し、医薬品の所定の用量
の必要な投与をもたらすことになる。
【００１１】
　少なくとも部分的に円筒状の幾何学的形状であるハウジング部材は、少なくとも一つの
半径方向の内側に伸びるフランジ部分を含む。該フランジ部分は、駆動機構のピストンロ
ッドと操作可能に係合する。一般的に、上記フランジ部分は、駆動機構の軸方向に移動可
能なピストンロッドのための軸方向、及び／又は、半径方向に誘導する手段として機能す
る。特に、フランジ部分は、少なくとも部分的に、構造的に強化され、又は補強される。
この方式で、ハウジング部材の剛性、強度、及び全体の安定性及び全薬物送達デバイスの
それは、都合よく強化できる。そのような構造的に補強され、又は構造的に強化されたフ
ランジ部分により、ハウジング部材は、用量の投与作業中、さもないと発生するかもしれ
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ない機械的、及び／又は、弾性的変形を起こり難くなるかもしれない。
【００１２】
　少なくとも部分的に構造的に強化されたフランジ部分により、薬物送達デバイス及びそ
の駆動機構における弾性変形、及び／又は、機械的張力、及び／又は、歪みの蓄積は、都
合よく低下させることができる。更に、構造的に強化された、又は補強されたハウジング
部材による、後投与を与える残留した弾性変形及び機械的張力のみでは、液滴の発生に与
える影響は少ないかもしれない。
【００１３】
　本発明の第一の好ましい実施態様によると、フランジ部分は、軸方向に移動可能なピス
トンロッドを受け入れるように適合された貫通口を含む。半径方向の内側に伸びる、又は
突出するフランジ部分の該貫通口は、ピストンロッドの直径に合致し、そして対応する。
この方式において、ハウジング部材のフランジ部分は、軸方向に移動可能なピストンロッ
ドのための軸方向に、及び半径方向に誘導する手段として機能する。
【００１４】
　本発明の別の好ましい実施態様によると、フランジ部分は、少なくとも部分的に、リッ
プル構造、及び／又は、リップル表面を含む。起伏のあるリップル構造又は表面により、
フランジ部分それ自身は、構造的に補強され、強化され、そして安定化される。
【００１５】
　更に好ましい実施態様において、円周方向におけるフランジ部分は、波形構造（corrug
ated structure）を含む。フランジ部分の波形又はリップル形状又は構造を使用すること
により、構造状の補強及び強化は、そのようなフランジ部分の肉厚を必ずしも増加させる
ことなく達成できる。
【００１６】
　尚、別の実施態様において、フランジ部分は、フランジ部分の内側及び外側端部の間で
半径方向に実質的に伸びる補強リブを含み、ここで、フランジの外側端部は、ハウジング
部材の内側に面する側壁に隣接する。
【００１７】
　本発明の更に好ましい実施態様によると、フランジ部分のリップル構造は、半径方向に
伸び、そして、補強したリブのように隣接して相互連結し、補強したセグメントにより形
成される。円周状に隣接したセグメントは、一般的に、軸方向に千鳥状にされ、それは隣
接して配置された補強セグメントが交互に変化することを意味する。
【００１８】
　更なる好ましい実施態様において、フランジ部分は、実質的に円筒状のハウジング部材
と一緒に一体的に形成される。特に、フランジ部分の構造的に強化され、又は構造的に補
強された部分は、ハウジング部材の円筒壁と一緒に一体的に形成される。この方式におい
て、フランジ部分の構造的に補強された効果は、また、前記ハウジング部材の対応する構
造的な補強及び構造的な強化に転移し得る。
【００１９】
　更なる好ましい実施態様において、ハウジング部材は、射出成形された部材として製造
される。特に、射出成形により、円筒形状のハウジング部材及びそのフランジ部分は、相
互に組み立てる必要はない。また、フランジ部分のリップル、波形又は千鳥状の構造は、
単に、対応して形成された射出成形用金型を使用することにより得ることができる。
【００２０】
　別の実施態様において、フランジ部分は、内部環状部分及び外部環状部分を含む。外部
環状部分はハウジング部材の内部側壁に当接する（abut against）。一般的に、外部環状
部分は、構造的に強化された、若しくは補強されたリップル構造、又は対応するリップル
表面を含む。
【００２１】
　更なる好ましい実施態様において、フランジ部分で画成された貫通口は、ピストンロッ
ドの外部ネジ山に係合する内部ネジ山を含む。この方式において、ピストンロッド及びハ
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ウジング部材及びそのフランジ部分は、それぞれ、ネジ山係合される。ピストンロッドの
フランジ部分に対する、及びハウジング部材に対する回転運動により、ピストンロッドは
、対応する軸方向の移動を経験する。
【００２２】
　別の実施態様において、フランジ部分の貫通口は非円形状の幾何学的形状を含み、及び
／又は、少なくとも一つの半径方向の凹部、又は、少なくとも一つの半径方向の突起部を
含む。そのようなデザインにより、貫通口は、例えば、非円形の幾何学形状に対応する形
状のピストンロッドと係合するように適合される。
【００２３】
　更に、ピストンロッドは、フランジの貫通口の構造に合致するために、その外周上で対
応する半径方向の突起部又は凹部を含むことができる。半径方向の突起部及び凹部により
、及び／又は、非円形の幾何学的形状により、ピストンロッド及びハウジング部材は、キ
ー係合される。キー係合により、ピストンロッド及びハウジング部材の互いに回転可能な
運動は、本質的にブロックされ、少なくとも部分的に構造的に強化された、又は補強され
たフランジ部分は、また、ピストンロッド及びハウジング部材の構造的に強化され、及び
補強された回転係合を提供するように適合できる。
【００２４】
　更なる独立した態様において、本発明は、また、医薬品の所定の用量を投与するための
薬物送達デバイスに関する。薬物送達デバイスは、カートリッジを受けるためカートリッ
ジホルダを含み、ここで、カートリッジは医薬品で満たされるように適合される。薬物送
達デバイスは、更に、医薬品の所定の量を放出し、そして投与するために、カートリッジ
のピストンと操作可能に係合されるピストンロッドを有する駆動機構を含む。
【００２５】
　更に、薬物送達デバイスは、上記で説明したハウジング部材を含み、それは、本発明の
精神に基づき、順次、少なくとも部分的に構造的に強化されたフランジ部分を含む。
【００２６】
　更なる実施態様によると、薬物送達デバイスは、注射方式で投与される医薬品又は薬剤
で事前に満たされたカートリッジを含む。それ故、薬物送達デバイスは、医薬品を消費し
た後、捨てるよう意図された使い捨てデバイスとして設計できる。しかし、本発明は、決
して使い捨てデバイスに限定されず、普遍的に再使用可能デバイスを実現することができ
、ここで、空のカートリッジは代替される。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　様々な改変及び変更は、本発明の精神及び範囲から離れることなく本発明に対して実施
できることは当業者には明白であろう。更に、添付の特許請求範囲で使用されるいかなる
参照表示も、本発明の範囲を限定するものと考えるべきではないことは注意すべきである
。
【００２８】
　限定なしで、本発明は、好ましい実施態様に関連して、及び図面を参照して、以下によ
り詳細に説明される：
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明による薬物送達デバイスの横断面図を示す。
【図２】カートリッジから見られるハウジング部材の透視図を示す。
【００３０】
　図１で示す薬物送達デバイス１０は、薬物送達デバイス１０の左側の遠位側でカートリ
ッジホルダ１２を含み、そして更に、図１において薬物送達デバイス１０の右側の近位側
で配置されているハウジング部材１４を含む。カートリッジホルダ１２が、投与される医
薬品で満たされたカートリッジ１８を受けるように適合されるが、ハウジング部材１４は
、更に図示されていない駆動機構１１用のハウジングとして働く。



(6) JP 5728013 B2 2015.6.3

10

20

30

40

【００３１】
　駆動機構１１の特別の機能及び操作に関係なく、圧力ピース２２と係合したピストンロ
ッド２４は、カートリッジ１８のピストン２０と操作可能に係合する。用量を投与中、ピ
ストンロッド２４は遠位方向に移動し、その結果、推力をピストン２０へかける。実質的
に、ピストン２０は、遠位方向に動き、そして医薬品の所定の量を放出する。カートリッ
ジホルダ１２及びハウジング部材１４は、連結部２６により、相互に連結される。連結部
２６は、ネジ山、又はクリップ係合などの、確動的な、又は、摩擦で固定された相互連結
手段を含む。
【００３２】
　ハウジング部材１４は、更に、図２で示す半径方向の内側に伸びるフランジ部分１６を
含む。フランジ部分１６は、ピストンロッド２４を受け入れるために中央に位置する貫通
口３０を含む。また、図２で示すフランジ部分１６は、更に、内部環状部分３４並びに外
部環状部分２８を含み、ここで、外部環状部分２８は、図２で示すリップル構造又はリッ
プル表面により、少なくとも部分的には、構造的に補強され、又は強化される。
【００３３】
　図２で示す通り、外部環状部分２８は、一連の半径方向に伸びる補強セグメント３６を
含み、ここで、円周方向に隣接して配置されたセグメントは軸方向で千鳥状となる。この
方式において、フランジ部分１６の外部環状部分２８は、円周方向で波形構造を含む。
【００３４】
　リップルで、波形で、及びその結果、構造的に強化され、及び補強されたフランジ部分
１６を用いることにより、ハウジング部材全体は、用量の投与中で、弾性変形、及び機械
的張力、及び／又は、歪みの保存が起こり難くなる。また、構造的に強化された構造又は
幾何学的形状を有するフランジ部分を提供することにより、フランジ部分１６の軸方向の
全壁厚は、適度なレベルに維持でき、それは、さもないとハウジング部材１４の外形で形
成される、ひけマークの発達に対抗するために有益である。
【００３５】
　フランジ部分１６並びに円筒形状のハウジング部材１４は、好ましくは、一般的なプラ
スチックスの射出成形プロセスで製造されるので、フランジ部分の軸方向の寸法が増大す
ると、ハウジング部材１４の外形で軸方向に、内側に向かうひけマークの形成が生じる。
ハウジング部材１４を構造的に強化する代替法を提供することにより、本発明は、ひけマ
ークのような不都合な発生を相殺する。
【００３６】
　参照番号リスト：
　１０：薬物送達デバイス；
　１１：駆動機構；
　１２：カートリッジホルダ；
　１４：ハウジング；
　１６：フランジ部分；
　１８：カートリッジ；
　２０：ピストン；
　２２：圧力ピース；
　２４：ピストンロッド；
　２６：連結部；
　２８：外部環状部分；
　３０：貫通口；
　３２：内部ネジ山；
　３４：内部環状部分；
　３６：補強セグメント；
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