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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】低コストで製造することが出来るカートリッジ
式使い捨て注射器を提供する。
【解決手段】バレル手段と針カニューレ手段と、バレル
手段内に配置される針保持部を有する針保持手段と、針
保持手段をバレル手段内に保持する保持リング手段と、
バレル手段の後端内部に配置され、その前後を封止する
針先シールとプランジャシールを有し、薬液を収容する
カートリッジ手段と、その後端が前方への押圧力を受け
、その前端がプランジャシールと接触して押圧力をプラ
ンジャシールに与え、カートリッジ手段を押し進んで針
保持手段と接触させて、カートリッジ手段を動かさずに
プランジャシールを針先シールへ押し進んで薬液を射出
させた後、押圧力を与えると、保持リング手段を針保持
部から外すプランジャ手段と、その付勢力で針保持手段
及びその後側にあるカートリッジ手段を後方に移動させ
て針カニューレ手段をバレル手段内に収容させる付勢手
段とを備える。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　その中空管状体の軸線に沿って前後延伸してバレル筒が形成され、該バレル筒の前端部
は肩部を経て径小な針ニップルにされるバレル手段と、
　同じく前記軸線に沿って芯部に孔が通っている針に形成され、その前端が尖った針先端
として使用できるように前記バレル前端外へ延伸し、その後端が針後端として前記バレル
前端の内部空間内に位置するよう把持されている針カニューレ手段と、
　前記軸線上に形成されて前記針カニューレ手段をバレル前端の内部空間に把持する針保
持部を有する針保持手段と、
　前記バレル手段の後端部に取り外し自在に保持され、前記針保持部とすり合うことによ
って、注射過程において前記針保持部の前記軸線方向に沿って後退移動ができないように
前記針保持部を保持することが出来、そして前方への押圧力を受けると前記針保持部から
外れて前記針保持部が後退移動できるように配置構成されている保持リング手段と、
　中空筒状をして前記軸線に沿って前後延伸し、前、後端にそれぞれ開口を有するカート
リッジ筒と、前記カートリッジ筒の前端の開口を封止する針先シールと、前記カートリッ
ジ筒の後端の開口を封止し且つ前方への押圧力を受けると前記針先シールへ移動可能に取
付けられているプランジャシールとを有し、薬液を前記針先シールとプランジャシールと
の間のカートリッジ筒内部に充填することができると共に、前記軸線に沿って摺動可能に
前記バレル後端内部に配置され、前記針先シールが前記針カニューレの前記針後端と接続
するようになると前記カートリッジ筒内部の薬液が前記針カニューレの針先端から射出で
きるカートリッジ手段と、
　前記軸線に沿って前後延伸し、前記カートリッジ手段の後側に配置され、その後端が操
作端として前方への押圧力を受けると、その前端が押圧端として前記カートリッジ手段の
プランジャシールの後端と接触し、且つ前記操作端より受けられた押圧力を前記プランジ
ャシールに与え続けると、前記カートリッジ手段のカートリッジ筒を動かさずに前記プラ
ンジャシールを前記針先シールへ押し進んで前記プランジャシールと前記針先シールの間
に定義されるチャンバーの容積を圧縮して該カートリッジ筒内部の薬液を前記針カニュー
レの針先端から射出させ、前記プランジャシールが前記針先シールと接触して更に前記プ
ランジャシールに前方へ押圧し続けると、その押圧力が前記針先シールを通って前記保持
リング手段へ伝わり、前記保持リング手段を前へ押して前記針保持部から外れることがで
きるプランジャ手段と、
　前記バレル前端内部に圧縮配置されて前記保持リング手段が前記針保持部から外れると
、その付勢力で前記針保持手段及びその後側にある前記カートリッジ手段を後方に押すこ
とによって、前記針カニューレ手段の針先端を前記バレル手段内に引き込むことができる
付勢手段とを備えることを特徴とするカートリッジ式使い捨て注射器。
【請求項２】
　前記プランジャ手段は、
　前記軸線に沿って前後延伸し、その前端が前記押圧端とされている第１のプランジャと
、
　前記第１のプランジャをその管内に収容できるように前記軸線に沿って前後延伸して前
端に開口を有し、その後端が前記操作端とされ、その外径が前記カートリッジ筒の内径よ
り小さい管状に形成され、その前端部と前記第１のプランジャの後端部と接触する把持力
によって、注射過程において前記第１のプランジャの後端部の管内への更なる移動ができ
ないように前記第１のプランジャの後端部を保持することが出来、そして前方への押圧力
が該把持力を上回ると第１のプランジャがその管内に移動して中に差し込まれる第２のプ
ランジャとを有し、
　且つ前記第1のプランジャの後端部と前記第２のプランジャの前端部との把持力は、前
記プランジャシールと前記カートリッジ筒との把持力、前記バレル手段の後端部と前記保
持リングとの把持力、及び前記針保持部と前記保持力との把持力よりも強く、前記保持リ
ング手段が前記針保持部から外れるまで前記第1のプランジャの前記第２のプランジャの
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管内への移動ができないように構成されたことを特徴とする請求項１に記載のカートリッ
ジ式使い捨て注射器。
【請求項３】
　前記第２のプランジャにはその前端部の外周面から張り出したフランジが形成され、
　そして前記カートリッジ筒の内周面には、前記プランジャシールが前記針先シールと接
触するまで押されると該フランジと当接して前記プランジャ手段の更なる前方への相対移
動することができなくなるように縮径して形成された後環状肩部が形成されることによっ
て、前記プランジャ手段から前記カートリッジ手段全体に与える押圧力を強くすることを
特徴とする請求項２に記載のカートリッジ式使い捨て注射器。
【請求項４】
　前記後環状肩部は前記プランジャシールの更なる後方への相対移動をも止めることがで
きるように形成されることを特徴とする請求項３に記載のカートリッジ式使い捨て注射器
。
【請求項５】
　前記バレル筒の後端部の開口縁に臨む内周面にリング溝が形成されており、前記第２の
プランジャは、前記針カニューレ手段の針先端が前記バレル手段内に引き込むまで前方へ
押されきると、前記操作端が前記リング溝によって、後方へ移動できないように阻止され
るように構成されること特徴とする請求項２に記載のカートリッジ式使い捨て注射器。
【請求項６】
　前記第1のプランジャの後端部と前記第２のプランジャの前端部には、
　前記第１のプランジャの後端部を前記第２のプランジャの管内への更なる移動ができな
いように止めるための環状突起及び環状溝がそれぞれ形成されていることを特徴とする請
求項２に記載のカートリッジ式使い捨て注射器。
【請求項７】
　前記針カニューレ手段は前記針保持手段に固定されると共に、前記針後端が前記針保持
手段を貫通して後方へ延伸し、プランジャ手段からのの押圧力により後方から前側へ移動
してくる前記カートリッジ手段の針先シールと接続して刺し通すことができるように構成
されることを特徴とする請求項１に記載のカートリッジ式使い捨て注射器。
【請求項８】
　前記針先シールの前記針保持手段に臨む一面には、前記針保持手段の針保持部に対応し
て前記付勢手段の付勢力によって後方に移動しようとする該針保持部の後端部を受け入れ
て収容できる筒状の針保持手段収容部が凹陥形成されていることを特徴とする請求項７に
記載のカートリッジ式使い捨て注射器。
【請求項９】
　前記針先シールには、前記カートリッジ筒の径方向に張り出して前記カートリッジ筒の
前端を覆うことによって前記カートリッジ筒の前端開口における前記チャンバーの水密を
確実にする環状フランジが設けられていることを特徴とする請求項７に記載のカートリッ
ジ式使い捨て注射器。
【請求項１０】
　前記バレル筒の後端部は、前記バレル筒の前端部と一体に形成すると共に、前記バレル
筒の前端部から後方へ向けて前記針保持手段及び前記保持リング手段を収容する前結合筒
と、前記前結合筒と結合して前記カートリッジ手段及び前記プランジャ手段を収容する後
結合筒とを設けてなることを特徴とする請求項７に記載のカートリッジ式使い捨て注射器
。
【請求項１１】
　前記前結合筒に取付けられて前記針カニューレ手段の針後端を保護する前部キャップと
、前記後結合筒に取付けられて前記カートリッジ手段を保護する後部キャップとを更に有
することを特徴とする請求項１０に記載のカートリッジ式使い捨て注射器。
【請求項１２】
　前記カートリッジ手段は、前記針先シールの前記針保持手段に臨む一面から前記軸線方
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向に沿って前方へ延伸して前記針カニューレ手段の針後端を受け入れて前記針カニューレ
手段と前記チャンバーを接続させる管状の針ホールダーを更に有していることを特徴とす
る請求項１に記載のカートリッジ式使い捨て注射器。
【請求項１３】
　キャップとして前方から前記バレル筒を入れ子状に囲んで前記針カニューレ手段を保護
する取り外し自在な針先プロテクターと、該針先プロテクター内に詰められ、該針先プロ
テクターより保護される針カニューレ手段に嵌めることによって、その針先端を保護でき
る弾性パッドとを更に有していることを特徴とする請求項１２に記載のカートリッジ式使
い捨て注射器。
【請求項１４】
　前記バレル手段の前記後端部と前記前端部の間には、その内径が前記後端部の内径から
前記カニューレ手段を囲む程度まで収束するように先細に形成されている前環状肩部を更
に有していることを特徴とする請求項１に記載のカートリッジ式使い捨て注射器。
【請求項１５】
　前記針保持手段は、前記前端内部に臨むように配置される前接合端面と、該前接合端面
とは逆向側にあって、前記針先シールの前面に臨んで前記針カニューレの針後端を確実に
保持して該針後端の前記針先シールの前面お接続する通路を確保する後設置端面とを有し
ていることを特徴とする請求項１４に記載のカートリッジ式使い捨て注射器。
【請求項１６】
　前記針保持手段は、前記前接合端面から前記前端内部に延伸し、前記内周面とは径方向
に挿入クリアランスを開けて離間する管状座を有し、
　前記挿入クリアランスは前記付勢手段の後端を受け入れることによって該付勢手段の付
勢力を前記前接合端面に作用させることを特徴とする請求項１５に記載のカートリッジ式
使い捨て注射器。
【請求項１７】
　前記管状座は前記前端内部を通過して前記バレル前端に接触していることを特徴とする
請求項１６に記載のカートリッジ式使い捨て注射器。
【請求項１８】
　前記前接合端面を前記前環状肩部から離間するように配置することによって、前記付勢
手段の後端部側面を露出させることを特徴とする請求項１７に記載のカートリッジ式使い
捨て注射器。
【請求項１９】
　前記バレル手段は、前記前接合端面と前記前環状肩部の間に介在すると共に、前記付勢
手段の露出している後端部側面を囲み、且つ前記前環状肩部と一体に形成される管状スペ
ーサを更に有していることを特徴とする請求項１８に記載のカートリッジ式使い捨て注射
器。
【請求項２０】
　前記針保持手段は、前記前環状肩部から前記軸線方向に離間し,中心から径方向へ外側
に延伸して前記針保持部と合流する環状階段面と、
　前記環状階段面と前記前環状肩部の間に、互いに等間隔に配置されて前記環状階段面を
前記前環状肩部から支持する複数のフィンスペーサとを更に有していることを特徴とする
請求項１６に記載のカートリッジ式使い捨て注射器。
【請求項２１】
　前記カートリッジ筒の前端面の隣りに配置され、前記軸線方向に沿って前方へ延伸する
キースロットを有し、前記針保持手段は後方へ延伸して前記キースロット内に挿入して定
位できるように構成されるキーを有していることを特徴とする請求項１に記載のカートリ
ッジ式使い捨て注射器。
【請求項２２】
　その両端がそれぞれ前記軸線を囲むように形成され、前記バレル手段の前端部に摺動可
能に取り付けられている後取付端及び前記針カニューレ手段の針先端が患者の皮膚に刺し
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こむ前に患者の皮膚と接触し、前記針カニューレ手段の針先端が患者の皮膚に刺し込む動
作と共に、前記後取付端の摺動によって後退する前接触端として構成される接触管を有す
る管状接触手段を更に有していることを特徴とする請求項１に記載のカートリッジ式使い
捨て注射器。
【請求項２３】
　前記管状接触手段は、更に前記接触管の前進／後退と共に伸／縮するばねをさらに有し
ていることを特徴とする請求項２２に記載のカートリッジ式使い捨て注射器。
【請求項２４】
　前記バレル手段は、前記後端部から前記軸線に沿って前方へ延伸し、前記前端部から放
射線方向上に離間して前記管状接触手段を受け入れて収容すると共に、前記後取付端の摺
動を案内することができるように構成される摺動チャンネルを定義する前管状部を更に有
しており、該注射器は更に前記前管状部を覆って前記針カニューレ手段を保護することが
出来、且つ取り外せる針プロテクターを備えていることを特徴とする請求項２２に記載の
カートリッジ式使い捨て注射器。
【請求項２５】
　更に前記バレル手段の後端部との間の把持力により前記バレル手段の後端部の所定位置
から前方への更なる移動ができないように入れ子状に取り付けられ、前記プランジャ手段
を保護し、且つ取り外せるプランジャプロテクターを更に有していることを特徴とする請
求項１に記載のカートリッジ式使い捨て注射器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は使い捨て注射器に関し、特に、カートリッジ式の使い捨て注射器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　米国特許第６,２２１,０５５号公報では、図１～図３に示す従来注射器の一例を開示し
た。図示のように、この注射器９は、その筒体の前後両端部がそれぞれ針カニューレ９４
が取り付けられている注射端部９１２と薬液が充填されている筒体カートリッジ９６及び
プランジャ９７を摺動可能に装入する為の操作端部９１１とに形成されているバレル９１
と、バレル９１の筒内前端部に保持された保持リング９２によってバレル９１の前端部に
把持固定される針座９３及びその前側の先端が患者の皮膚に刺しこまれて注射する為の双
頭針カニューレ９４と、その前後両端がそれぞれバレル９１及び針座９３に当接して圧縮
されるバネ９５と、中空に形成されてその前後両端がそれぞれ弾性変形可能なシール９６
２及びプランジャ９７の前端に配置されているシール９６３によって水密に封止されてい
るカートリッジ９６と、前端にシール９６３がすり合わせ嵌合していてカートリッジ９６
内に挿入できる内筒部９７１及びカートリッジ９６とバレル９１の間の同心円状隙間に挿
入し、保持リング９２を前端へ向けて押し、針座９３を抜くことができる外筒部９７２を
有するプランジャ９７とを備えてなる。
【０００３】
　この注射器９を使用して注射するとき、まずは薬液が充填されているカートリッジ９６
及びプランジャ９７をバレル９１の操作端部９１１にある開口から挿入して図１に示す状
態にする。カートリッジ９６の前端部にあるシール９６２は針カニューレ９４の後側の先
端により刺し通され、カートリッジ９６内に充填されている薬液は針カニューレ９４の前
側の先端から射出することができる。
【０００４】
　続いて、針カニューレ９４の前側の先端を患者の皮膚に刺し込み、そして図１に示す状
態から、プランジャ９７を前方へ押し進み、カートリッジ９６内に充填されている薬液を
全部針カニューレ９４を通して患者の皮膚内に注射して図２に示す状態にする。
【０００５】
　次いで、針カニューレ９４を患者の皮膚内から抜き取り、プランジャ９７を更に前方へ
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押し込むと、図２に示す状態から、カートリッジ９６とバレル９１の間にある隙間に挿入
しているプランジャ９７の外筒部９７２の前端は保持リング９２を針座９３から前方へ押
し、保持リング９２が抜かれた針座９３はバネ９５の後方への回復力を受けて、後方へ移
動すると共に、プランジャ９７の内筒部９７１の前端に保持されているシール９６３を内
筒部９７１の前端から押しはなして内筒部９７１の後方へ押し込む。バレル９１の前方へ
延伸していた針カニューレ９４も針座９３の後退移動すると共に、図３に示すようにバレ
ル９１内に引き込まれて収容される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記のように、該従来の使い捨て注射器は予め薬液が充填されたカートリッジを利用す
ることによって注射前に薬液を充填する手間を省こうとしているが、カートリッジ９６が
バレル９１内に設置されると、その前端のシール９６２はすぐ双頭針カニューレ９４の後
側先端により貫通されて使用可能状態になるので、結局カートリッジ９６をバレル９１内
に設置する動作は注射の直前に行われなくてはならず、使用面においてなおも利便性が欠
け、患者に対して素早く注射を終える事が出来ない。
【０００７】
　更に、該従来の使い捨て注射器において、針カニューレ９４をバレル９１内に引き込む
ためには、プランジャ９７の内筒部９７１の前端に保持されていたシール９６３を内筒部
９７１の前端から奥へ押し込む必要があり、それを達成するため、バネ９５が内筒部９７
１の前端とシール９６３の間の把持力に勝るほど強い弾性回復力を針座９３に作用する必
要がある。一方、注射が完了する前、針座９３を固定するためバネ９５を圧縮しつづける
必要があり、それを可能にするのはバレル９１の前端部及び針座９３両方にすり合わせ嵌
合されている保持リング９２である。即ち、保持リング９２とバレル９１の前端部及び針
座９３両方の間の把持力は、バネ９５の回復力に打ち勝つ必要がある。
【０００８】
　このように、「保持リング９２を保持する把持力＞バネ９５の回復力＞シール９６３を
保持する把持力」という関係が正しく設定されなければ、該従来の使い捨て注射器は正常
に作動することが出来ない。ゆえに該従来の使い捨て注射器の製造面においても難点があ
り、低コストで製造することが出来ない。
【０００９】
　本発明は、上記使用面及び製造面両方における問題点を解決するカートリッジ式使い捨
て注射器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明は、その中空管状体の軸線に沿って前後延伸してバ
レルが形成され、該バレルの前端部は肩部を経て径小な針ニップルにされるバレル手段と
、同じく前記軸線に沿って芯部に孔が通っている針に形成され、その前端が尖った針先端
として使用できるように前記バレル前端外へ延伸し、その後端が針後端として前記バレル
前端の内部空間内に位置するよう把持されている針カニューレ手段と、前記軸線上に形成
されて前記針カニューレ手段をバレル前端の内部空間に把持する針保持部を有する針保持
手段と、前記バレル手段の後端部に取り外し自在に保持され、前記針保持部とすり合うこ
とによって、注射過程において前記針保持部の前記軸線方向に沿って後退移動ができない
ように前記針保持部を保持することが出来、そして前方への押圧力を受けると前記針保持
部から外れて前記針保持部が後退移動できるように配置構成されている保持リング手段と
、中空筒状をして前記軸線に沿って前後延伸し、前、後端にそれぞれ開口を有するカート
リッジ筒と、前記カートリッジ筒の前端の開口を封止する針先シールと、前記カートリッ
ジ筒の後端の開口を封止し且つ前方への押圧力を受けると前記針先シールへ移動可能に取
付けられているプランジャシールとを有し、薬液を前記針先シールとプランジャシールと
の間のカートリッジ筒内部に充填することができると共に、前記軸線に沿って摺動可能に
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前記バレル後端内部に配置され、前記針先シールが前記針カニューレの前記針後端と接続
するようになると前記カートリッジ筒内部の薬液が前記針カニューレの針先端から射出で
きるカートリッジ手段と、前記軸線に沿って前後延伸し、前記カートリッジ手段の後側に
配置され、その後端が操作端として前方への押圧力を受けると、その前端が押圧端として
前記カートリッジ手段のプランジャシールの後端と接触し、且つ前記操作端より受けられ
た押圧力を前記プランジャシールに与え続けると、前記カートリッジ手段のカートリッジ
筒を動かさずに前記プランジャシールを前記針先シールへ押し進んで前記プランジャシー
ルと前記針先シールの間に定義されるチャンバーの容積を圧縮して該カートリッジ筒内部
の薬液を前記針カニューレの針先端から射出させ、前記プランジャシールが前記針先シー
ルと接触して更に前記プランジャシールに前方へ押圧し続けると、その押圧力が前記針先
シールを通って前記保持リング手段へ伝わり、前記保持リング手段を前へ押して前記針保
持部から外れることができるプランジャ手段と、前記バレル前端内部に圧縮配置されて前
記保持リング手段が前記針保持部から外れると、その付勢力で前記針保持手段及びその後
側にある前記カートリッジ手段を後方に押すことによって、前記針カニューレ手段の針先
端を前記バレル手段内に引き込むことができる付勢手段とを備えることを特徴とするカー
トリッジ式使い捨て注射器を提供する。
【００１１】
　上記カートリッジ式使い捨て注射器において、前記プランジャ手段は、前記軸線に沿っ
て前後延伸し、その前端が前記押圧端とされている第１のプランジャと、前記第１のプラ
ンジャをその管内に収容できるように前記軸線に沿って前後延伸して前端に開口を有し、
その後端が前記操作端とされ、その外径が前記カートリッジ筒の内径より小さい管状に形
成され、その前端部と前記第１のプランジャの後端部と接触する把持力によって、注射過
程において前記第１のプランジャの後端部の管内への更なる移動ができないように前記第
１のプランジャの後端部を保持することが出来、そして前方への押圧力が該把持力を上回
ると第１のプランジャがその管内に移動して中に差し込まれる第２のプランジャとを有し
、且つ前記第1のプランジャの後端部と前記第２のプランジャの前端部との把持力は、前
記プランジャシールと前記カートリッジ筒との把持力、前記バレル手段の後端部と前記保
持リングとの把持力、及び前記針保持部と前記保持力との把持力よりも強く、前記保持リ
ング手段が前記針保持部から外れるまで前記第1のプランジャの前記第２のプランジャの
管内への移動ができないように構成されたことを特徴とすることが好ましい。
【００１２】
　更に、上記カートリッジ式使い捨て注射器において、前記第２のプランジャにはその前
端部の外周面から張り出したフランジが形成され、そして前記カートリッジ筒の内周面に
は、前記プランジャシールが前記針先シールと接触するまで押されると該フランジと当接
して前記プランジャ手段の更なる前方への相対移動することができなくなるように縮径し
て形成された後環状肩部が形成されることによって、前記プランジャ手段から前記カート
リッジ手段全体に与える押圧力を強くすることが好ましい。
【００１３】
　また、上記カートリッジ式使い捨て注射器において、前記後環状肩部は前記プランジャ
シールの更なる後方への相対移動をも止めることができるように形成されることが好まし
い。
【００１４】
　更に、上記カートリッジ式使い捨て注射器において、前記バレル筒の後端部の開口縁に
臨む内周面にリング溝が形成されており、前記第２のプランジャは、前記針カニューレ手
段の針先端が前記バレル手段内に引き込むまで前方へ押されきると、前記操作端が前記リ
ング溝によって、後方へ移動できないように阻止されるように構成されることが好ましい
。
【００１５】
　更に、上記カートリッジ式使い捨て注射器において、前記第1のプランジャの後端部と
前記第２のプランジャの前端部には、前記第１のプランジャの後端部を前記第２のプラン
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ジャの管内への更なる移動ができないように止めるための環状突起及び環状溝がそれぞれ
形成されるように構成することが好ましい。
【００１６】
　また、上記カートリッジ式使い捨て注射器において、前記針カニューレ手段は前記針保
持手段に固定されると共に、前記針後端が前記針保持手段を貫通して後方へ延伸し、前記
プランじゃ手段からの押圧力により後方から前側へ移動してくる前記カートリッジ手段の
針先シールと接続して刺し通すことができるように構成されることが好ましい。
【００１７】
　更に、上記カートリッジ式使い捨て注射器において、前記針先シールの前記針保持手段
に臨む一面には、前記針保持手段の針保持部に対応して前記付勢手段の付勢力によって後
方に移動しようとする該針保持部の後端部を受け入れて収容できる筒状の針保持手段収容
部が凹陥形成されるように構成することができる。
【００１８】
　更に、上記カートリッジ式使い捨て注射器において、前記針先シールには、前記カート
リッジ筒の径方向に張り出して前記カートリッジ筒の前端を覆うことによって前記カート
リッジ筒の前端開口における前記チャンバーの水密を確実にする環状フランジを設けるよ
うに構成することもできる。
【００１９】
　更に、上記カートリッジ式使い捨て注射器において、前記バレル筒の後端部は、前記バ
レル筒の前端部と一体に形成すると共に、前記バレル筒の前端部から後方へ向けて前記針
保持手段及び前記保持リング手段を収容する前結合筒と、前記前結合筒と結合して前記カ
ートリッジ手段及び前記プランジャ手段を収容する後結合筒とを設けてなるように構成す
ることもできる。
【００２０】
　また、上記カートリッジ式使い捨て注射器において、前記前結合筒に取付けられて前記
針カニューレ手段の針後端を保護する前部キャップと、前記後結合筒に取付けられて前記
カートリッジ手段を保護する後部キャップとを更に有するように構成することもできる。
【００２１】
　また、上記カートリッジ式使い捨て注射器において、前記カートリッジ手段は、前記針
先シールの前記針保持手段に臨む一面から前記軸線方向に沿って前方へ延伸して前記針カ
ニューレ手段の針後端を受け入れて前記針カニューレ手段と前記チャンバーを接続させる
管状の針ホールダーを更に有するように構成されることもできる。
【００２２】
　更に、上記カートリッジ式使い捨て注射器において、キャップとして前方から前記バレ
ル筒を入れ子状に囲んで前記針カニューレ手段を保護する取り外し自在な針先プロテクタ
ーと、該針先プロテクター内に詰められ、該針先プロテクターより保護される針カニュー
レ手段に嵌めることによって、その針先端を保護できる弾性パッドとを更に有するように
構成することもできる。
【００２３】
　また、上記カートリッジ式使い捨て注射器において、前記バレル手段の前記後端部と前
記前端部の間には、その内径が前記後端部の内径から前記カニューレ手段を囲む程度まで
収束するように先細に形成されている前環状肩部を更に有するように構成されることが好
ましい。
【００２４】
　また、上記カートリッジ式使い捨て注射器において、前記針保持手段は、前記前端内部
に臨むように配置される前接合端面と、該前接合端面とは逆向側にあって、前記針先シー
ルの前面に臨んで前記針カニューレの針後端を確実に保持して該針後端の前記針先シール
の前面と接続する通路を確保する後設置端面とを有するように構成することができる。
【００２５】
　また、上記カートリッジ式使い捨て注射器において、前記針保持手段は、前記前接合端
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面から前記前端内部に延伸し、前記内周面とは径方向に挿入クリアランスを開けて離間す
る管状座を有し、前記挿入クリアランスは前記付勢手段の後端を受け入れることによって
該付勢手段の付勢力を前記前接合端面に作用させるように構成することができる。
【００２６】
　また、上記カートリッジ式使い捨て注射器において、前記管状座は前記前端内部を通過
して前記バレル前端に接触するように構成することもできる。
【００２７】
　更に、上記カートリッジ式使い捨て注射器において、前記前接合端面を前記前環状肩部
から離間するように配置することによって、前記付勢手段の後端部側面を露出させるよう
に構成することもできる。
【００２８】
　また、上記カートリッジ式使い捨て注射器において、前記バレル手段は、前記前接合端
面と前記前環状肩部の間に介在すると共に、前記付勢手段の露出している後端を囲み、且
つ前記前環状肩部と一体に形成される管状スペーサを更に有するように構成することもで
きる。
【００２９】
　また、上記カートリッジ式使い捨て注射器において、前記針保持手段は、前記前環状肩
部から前記軸線方向に離間し,中心から径方向へ外側に延伸して前記針保持部と合流する
環状階段面と、前記環状階段面と前記前環状肩部の間に、互いに等間隔に配置されて前記
環状階段面を前記前環状肩部から支持する複数のフィンスペーサとを更に有するように構
成することもできる。
【００３０】
　更に、前記カートリッジ手段は、前記カートリッジ筒の前端面の隣りに配置され、前記
軸線方向に沿って前方へ延伸するキースロットを有し、前記針保持手段は後方へ延伸して
前記キースロット内に挿入して定位できるように構成されるキーを有するように構成する
こともできる。
【００３１】
　また、上記カートリッジ式使い捨て注射器において、その両端がそれぞれ前記軸線を囲
むように形成され、前記バレル手段の前端部に摺動可能に取り付けられている後取付端及
び前記針カニューレ手段の針先端が患者の皮膚に刺しこむ前に患者の皮膚と接触し、前記
針カニューレ手段の針先端が患者の皮膚に刺し込む動作と共に、前記後取付端の摺動によ
って後退する前接触端として構成される接触管を有する管状接触手段を更に有することが
好ましい。
【００３２】
　更に、上記カートリッジ式使い捨て注射器において、前記管状接触手段は、更に前記接
触管の前進／後退と共に伸／縮するばねをさらに有することが更に好ましい。
【００３３】
　また、上記カートリッジ式使い捨て注射器において、前記バレル手段は、前記後端部か
ら前記軸線に沿って前方へ延伸し、前記前端部から放射線方向上に離間して前記管状接触
手段を受け入れて収容すると共に、前記後取付端の摺動を案内することができるように構
成される摺動チャンネルを定義する前管状部を更に有しており、該注射器は更に前記前管
状部を覆って前記針カニューレ手段を保護することが出来、且つ取り外せる針プロテクタ
ーを備えることが好ましい。
【００３４】
　また、上記カートリッジ式使い捨て注射器において、更に前記バレル手段の後端部との
間の把持力により前記バレル手段の後端部の所定位置から前方への更なる移動ができない
ように入れ子状に取り付けられ、前記プランジャ手段を保護し、且つ取り外せるプランジ
ャプロテクターを更に有するように構成されることが好ましい。
【発明の効果】
【００３５】
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　上記構成によれば、まず、本発明においてカートリッジ手段の薬液を収容するチャンバ
ーは、カートリッジ手段の針先シールが針カニューレ手段の針後端と接続しなければ連通
しないように構成されたので、カートリッジ手段を予めバレル手段内に装入しても、カー
トリッジ手段の針先シールさえ針カニューレ手段の針後端と接続しなければ使用待ち状態
にならないため、注射直前のカートリッジ手段をバレル手段内に設置する動作を省くこと
ができるので、患者と対面して素早く注射を終える事が出来る使用面においてより利便性
を有するカートリッジ式使い捨て注射器を提供することができる。
【００３６】
　また、本発明はプランジャ手段が前方へ押される注射行程において、カートリッジ手段
のカートリッジ筒内部に収容されていた薬液が全て押し出されてカートリッジ手段のプラ
ンジャシールの前端が針先シールの後端に接触した後、カートリッジ手段をプランジャ手
段と共に前方へ押し進んで保持リング手段の針保持手段及びバレル手段との保持関係を解
除することができ、それからプランジャ手段の前端の位置さえ後方へ戻れることができば
、付勢手段の回復力にとって針保持手段を後方へ移動させ、バレル手段の前側に露出して
いた針カニューレ手段の針先端をバレル手段内に収容することができる。
【００３７】
　本発明はプランジャ手段第１のプランジャと該第１のプランジャを収容できる第２のプ
ランジャとからなる伸縮可能の構成にした上、プランジャ手段が前方へ押される注射行程
において付勢手段の後端の把持（保持リング手段による針保持手段の保持）が解除された
後、第１と第２のプランジャの間の密着すり合わせ関係を解除して、プランジャ手段の前
端（第２のプランジャの前端）の位置が後方へ戻れることによって、プランジャ手段が前
方へ押される注射行程だけで薬液を針カニューレ手段の先端から押し出す注射操作及び針
カニューレ手段をバレル手段内に引き込む格納操作を一つの動作で完了することができる
カートリッジ式使い捨て注射器を提供することができる。
【００３８】
　上記従来の使い捨て注射器と比べて、本発明のカートリッジ式使い捨て注射器が注射操
作及び格納操作をワンタッチで完了するためには、付勢手段（バネ）の付勢力を用いてど
こかの密着すり合わせ関係を解除する必要がなく、プランジャ手段が前方へ押される注射
行程が完了する時点で針保持手段及びカートリッジ手段の後退移動通路はすでにクリアさ
れているので、付勢手段の付勢力が弱くても確実に針保持手段を後方へ移動して針カニュ
ーレ手段をバレル手段内に収縮させることができる。
【００３９】
　また、本発明のカートリッジ式使い捨て注射器において、針保持手段のすり合わせ嵌合
が解除される前に第１、第２のプランジャの間の把持が先に解除される誤作動を防止する
ためには、針保持手段の把持（保持リング手段の針保持手段及びバレル手段の間の嵌合保
持）を第１、第２のプランジャの間の嵌合保持より弱く構成して、針保持手段の嵌合保持
が先に解除されることを確保する必要があるが、前記の通り、付勢手段の付勢力が弱くて
も確実に役割を果たせるので、付勢手段の付勢力を抑える保持リング手段の針保持手段及
びバレル手段の間の嵌合保持もさほど強く構成する必要もない。従って第１、第２のプラ
ンジャの間を針保持手段の嵌合保持より強く構成することが簡単であり、針保持手段の嵌
合保持と第１、第２のプランジャの間の嵌合保持とを解除するプランジャ手段を前方へ押
す注射行程を完了することも簡単である。
【００４０】
　即ち、上記従来の使い捨て注射器には、「保持リングを保持する把持力＞バネの回復力
＞シールを保持する把持力」という関係を正しく設定する必要があることと比べて、本発
明のカートリッジ式使い捨て注射器には「付勢手段（バネ）の回復力＞保持リング手段を
保持する把持力＞第１、第２のプランジャの間の把持力」という関係を正しく設定する必
要もあるが、付勢手段の回復力を弱く設定すれば「付勢手段（バネ）の回復力＞保持リン
グ手段を保持する把持力」という関係を満足するのは簡単であり、「保持リング手段を保
持する把持力＞第１、第２のプランジャの間の把持力」も、それらの把持力を生み出す例
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えば突起部と凹陥溝などの形成サイズなど設計事項レベルの調整だけで簡単に満足できる
。
【００４１】
　従って、本発明は低コストで製造することが出来る製造面にも優れたカートリッジ式使
い捨て注射器を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４２】
　以下は図面を参照しながら本発明の各実施形態について順番に説明する。ちなみに、各
実施形態の説明において、すでに説明済みの構成は省かれており、そして、形状や位置に
多少の違いがあっても、構成や役割がほぼ同じの部分には同じ符号がつけられている。
【００４３】
　図４～図１０に示すのは本発明のカートリッジ式使い捨て注射器の第１の実施形態であ
る。まず、図４は組み立て前の分解断面図であり、図５は組み立てた使用前の状態を示す
断面図であり、図６は針カニューレ周辺の構成を詳しく示す要部断面図である。
【００４４】
　図４、図５に示すように、該カートリッジ式使い捨て注射器は、主にバレル手段１と、
針カニューレ手段２３と、針保持手段２２と、保持リング手段２１と、付勢手段２４と、
針先プロテクター２５と、カートリッジ手段３と、プランジャ手段４と、プランジャプロ
テクター５とを備えてなる。
【００４５】
　バレル手段１は、その中空管状体の軸線に沿って前後延伸してバレル筒１２が形成され
、該バレル筒１２の前端部１２４は肩部１２５を経て径小な針ニップルにされ、後端部１
２３は後端１２１の開口縁に臨む内周面にリング溝１２６を有すように形成されている。
【００４６】
　即ち、バレル筒１２には、バレル前端１２２に寄る一部が細く形成されてなる前端部１
２４と、バレル後端１２１に寄る一部が前端部１２４より太く且つ長く形成されてなる後
端部１２３と、後端部１２３と前端部１２４の間に介在し、後端部１２３と前端部１２４
とを繋ぐよう、収束するように先細く形成される前環状肩部１２５とを有している。
【００４７】
　また、前端部１２４により囲まれる空間は前端内部１１ａとされ、後端部１２３により
囲まれる空間は後端内部１１ｂとされている。その他、後端部１２３の外周面には、注射
するとき指を当てるための指当てフランジ１５が形成されている。
【００４８】
　本実施形態において、前環状肩部１２５の内周面には、放射線状に配置される複数のフ
ィン１４がそれぞれバレル手段１の軸線に向けて突起するように形成され、前端部１２４
の内周面から後方へ突起するように形成される管状の内周縁１４１を外側から囲んで支持
している。更に、バレル筒１２の後端近くの内周面には、リング溝１２６が形成されてお
り、リング溝１２６の前側には、バレル筒１２の内周面から内側へ突起する第1の環状突
起１２７が形成されている。また、バレル筒１２の後端部１２３の前環状肩部１２５の近
くには、バレル筒１２の内周面から内側へ突起する第２の環状突起１２８が形成されてい
る。
【００４９】
　針カニューレ手段２３は、同じくバレル手段１の軸線に沿って芯部に孔が通っている針
に形成され、その前端が尖った針先端２３２として使用できるようにバレル筒１２の前端
１２２外へ延伸し、その後端が針後端２３１としてバレル前端の内部空間１１ａ内に位置
するよう把持されている。
【００５０】
　針保持手段２２は、図６に示すように、バレル手段１の軸線上に形成されて針カニュー
レ手段２３をバレル前端の内部空間１１ａに把持する針保持部２２２し、第２の環状突起
１２８よりやや前の位置に配置されている。そして、該針保持部２２２は、後方に臨み前
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記針カニューレ手段２３の針後端２３１が其処から後方へ延伸する後設置端面２２５と、
後設置端面２２５の反対側（前側）にある前接合端面 ２２３と、管状に形成されて前接
合端面 ２２３から前方の前端内部１１ａへ、前端内部１１ａを囲むバレル筒１２の前端
部１２４の内周縁１４１との間に、付勢手段２４の後端２４２が進入して前接合端面 ２
２３に当接出来る挿入クリアランスを開けるように延伸する管状座 ２２６と、針保持部
２２２から外側へ放射状に延伸して針保持部２２２と合流すると共に、各フィン１４から
離間する環状階段面２２７と、環状階段面２２７と各フィン１４の間に介在し、且つ互い
に等間隔に配置されて環状階段面２２７を支持する複数のフィンスペーサ２２１とを有し
ている。
【００５１】
　付勢手段２４は前端内部１１ａ内に配置され、後端２４２は管状座 ２２６とバレル筒
１２の前端部１２４の内周縁１４１との間にある挿入クリアランスに進入してして前接合
端面 ２２３に当接し、前端は、バレル前端１２２の後面に当接する。
【００５２】
　保持リング手段２１は、バレル手段１の後端部１２３に取り外し自在に保持され、針保
持部２２とすり合い接触の把持力によって、注射過程において針保持部２２の軸線方向に
沿って後退移動ができないように針保持部２２２を保持することが出来、そして前方への
押圧力を受けると針保持部２２２から外れて針保持部２２２の後退移動できるように配置
構成されている。これによって、保持リング手段２１のバレル手段１及び針保持手段２２
との間の把持力による保持関係が外力（後方から前方への押圧力）によって解除されない
限り、針保持手段２２及び保持リング手段２１により保持されている針カニューレ２３は
バレル手段１に対して相対移動が出来ず、針カニューレ２３の針先端２３２はバレル手段
１の前方に露出する状態に維持される。
【００５３】
　カートリッジ手段３は、中空筒状をしてバレル手段１の軸線に沿って前後延伸し、前、
後端にそれぞれ開口を有するカートリッジ筒３２と、カートリッジ筒３２の前端の開口を
封止する針先シール３５と、カートリッジ筒３２の後端の開口を封止し且つ前方への押圧
力を受けると針先シール３５へ移動可能に取付けられているプランジャシール３４とを有
し、薬液を針先シール３５とプランジャシール３４との間のカートリッジ筒３２内部のチ
ャンバー３１に充填することができると共に、バレル手段１の軸線に沿って摺動可能にバ
レル後端内部１１ｂに配置され、その摺動によって針保持手段２２に接近して針先シール
３５が針カニューレ２３の針後端２３１と接続するようになると、カートリッジ筒３２内
部チャンバー３１に充填されている薬液が針カニューレ２３の針先端２３２から射出でき
るようになる。また、針先シール３５は、それ自身に形成される凹陥溝３５２とカートリ
ッジ筒３２の前端近くに形成される突起部３２４との嵌合関係によってカートリッジ筒３
２の前端部に固定されている。一方、プランジャシール３４も、それ自身に形成される凹
陥溝３４１とカートリッジ筒３２の後端近くに形成される突起部３２３との嵌合関係によ
ってカートリッジ筒３２の前端部に保持されているが、プランジャシール３４が後方から
前方への押圧力を受けて凹陥溝３４１と突起部３２３との嵌合関係が解除されると、プラ
ンジャシール３４はその押圧力によって針先シール３５へ押され、チャンバー３１の容積
も段々小さくなるように構成されている。
【００５４】
　また、針先シール３５の前端には、保持リング手段２１と針保持手段２２との保持関係
を解除するための凹凸部３５４が形成されている。保持リング手段２１後端の形状に対応
する凸部３５４ａは保持リング手段２１を前方に押すことが出来、そして針保持手段２２
後端の形状に対応する凹部３５４ｂは、保持リング手段２１が前方に押された後、針保持
手段２２の後端に当接することができる。
　更に、カートリッジ筒３２の内周面には、プランジャシール３４のカートリッジ筒３２
に対する更なる後退移動を止めるように縮径して形成された後環状肩部３３が形成される
ている。
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【００５５】
　プランジャ手段４は、バレル手段１の軸線に沿って前後延伸し、カートリッジ手段３の
後側に配置され、その後端が操作端４２として前方への押圧力を受けると、その前端が押
圧端４３２としてカートリッジ手段３のプランジャシール３４の後端に挿入して係合して
いる第1のプランジャ４３と、バレル１の軸線に沿って前後延伸して前端に開口を有する
管状体に形成され、第１のプランジャ４３がその管内に移動して中に差し込まれることが
でき、そしてその外径がカートリッジ筒３２の内径より小さく形成されててカートリッジ
筒３２内に挿入でき、且つその後端が操作端４２とされて操作端周縁４２１を有するよう
に張り出して形成される第２のプランジャ４１とからなり、更に、第１のプランジャ４３
と第２のプランジャ４１は、第１のプランジャ４３に形成される環状溝４３１と、環状溝
４３１に対応して嵌めこむことができるように第２のプランジャ４１に形成される環状突
起４１１との嵌合によって結合されている。この第１のプランジャ４３と第２のプランジ
ャ４１の環状溝４３１と環状突起４１１との嵌合関係は、該使い捨て注射器の注射行程が
完了し、そして保持リング手段２１のバレル手段１及び針保持手段２２との保持関係が解
除されるまで、第１のプランジャ４３と第２のプランジャ４１の相対関係を保持してプラ
ンジャ手段４全体のバレル１の軸線上の長さを保つことができるように構成されている。
更に、図８に示すように、第２のプランジャ４１の外周面には、プランジャシール３４が
針先シール３５と接触するまで押し込まれる状態において、カートリッジ３のカートリッ
ジ筒３２の後端に形成される後環状肩部３３に当接してプランジャ手段の更なる前方への
相対移動を止めることによって、プランジャ手段４からカートリッジ手段３全体に与える
押圧力を強くすることができるよう、第２のプランジャ４１の前端部の外周面から張り出
して形成されたフランジ４１２が形成されている。
【００５６】
　その他、針先プロテクター２５は、針カニューレ手段２３を囲んで保護し、そして使用
（注射）前に取り外せ可能にバレル筒１２の後端部１２３の外周面に取り付けられている
。プランジャプロテクター５は、プランジャ手段４が間違って押されないよう、プランジ
ャ手段４のバレル手段１の後端から露出する部分を囲んで保護すると共に、プランジャ手
段４のバレル手段１に対する相対移動を止めるよう、バレル手段１のバレル後端１２１に
当接できる階段部５２と、その後端部内周面に設けられてプランジャ手段４の操作端４２
にある操作端周縁４２１と係合させる結合突起５３とを有し、そして使用（注射）前に取
り外せ可能にバレル筒１２の後端部１２３の外周面に取り付けられてるように構成されて
いる。
【００５７】
　続いて、図５～図１０に参照して、上記構成によるこの第1の実施形態のカートリッジ
式使い捨て注射器の使用方法について詳しく説明する。まず、この実施形態のカートリッ
ジ式使い捨て注射器の使用前の状態は図５に示すように、チャンバー３１内に注射用の薬
液が充填されているカートリッジ手段３はバレル手段１の後端内部１１ｂ内に収容されて
おり、そしてプランジャ手段４については、第１のプランジャ４３の前端である押圧端４
３２が後方からプランジャシール３４に挿入して係合すると共に、バレル手段１の後端１
２１にある開口から後方へ延伸する。
【００５８】
　この図５に示す構成において、バレル手段１の後端内部１１ｂ内に配置されているカー
トリッジ手段３が、プランジャ手段４の後端にある操作端４２に形成されている操作端周
縁４２１により伝わってきた後方から前方への押圧力を受けると、まずはその押圧力に従
って前方に配置される保持リング手段２１に当接するまでバレル手段１の軸線に沿って前
進し、そして図７に示すように、保持リング手段２１に当接する位置に到達すると、針先
シール３５は針カニューレ手段２３の後端である針後端２３１により刺し通され、これに
よってチャンバー３１は針カニューレ手段２３と連通することになり、チャンバー３１内
に収容されている注射用薬液は針カニューレ手段２３を経由して針カニューレ手段２３の
針先端２３２から射出可能になる。
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【００５９】
　この図７に示す構成から、カートリッジ手段３が引き続けてプランジャ手段４による後
方から前方への押圧力を受けると、プランジャシール３４が有する凹陥溝３４１と突起部
３２３との嵌合関係は解除され、プランジャシール３４はその押圧力によって針先シール
３５へ押され、図８に示す状態になるまで、チャンバー３１の容積も段々小さくなって中
に収容されている注射用薬液を針カニューレ手段２３の針先端２３２から射出して注射を
実行する。
【００６０】
　更に、この図８に示す構成から、カートリッジ手段３のプランジャシール３４が引き続
けてプランジャ手段４による後方から前方への押圧力を受けると、その押圧力はプランジ
ャシール３４及び針先シール３５を経由して、針先シール３５の前端にある凹凸部３５４
が当接する保持リング手段２１に伝わり、保持リング手段２１のバレル手段１の内周面及
び針保持手段２２との保持関係を解除して前方にあるフィン１４の後端に当接するまで押
し進み、そして更に引き続けてプランジャ手段４の操作端４２の操作端周縁４２１をバレ
ル手段１の後端１２１にあるリング溝１２６と係合するまで押し進むと、前方にある保持
リング手段２１が更に前へ移動することが出来ないので、プランジャ手段４を構成する第
１のプランジャ４３と第２のプランジャ４１の環状溝４３１と環状突起４１１の嵌合関係
は解除されて図９に示す状態になる。また、プランジャ手段４の操作端周縁４２１がバレ
ル手段１のリング溝１２６と係合すると、プランジャ手段４の操作端周縁４２１はリング
溝１２６によって後方へ移動できないように制限される。
【００６１】
　この図９に示す状態において、針保持手段２２は保持リング手段２１との保持関係はす
でに解除されて可動状態となり、そして第１のプランジャ４３の第２のプランジャ４１と
の嵌合関係も解除されて可動状態となり、その上、カートリッジ手段３のカートリッジ筒
３２の内径は第２のプランジャ４１の外径より広くて第２のプランジャ４１をその内部に
収容できるので、付勢手段２４の後端２４２の後退移動を抑える力が全てなくなり、付勢
手段２４の後端２４２はその回復力を用いて針保持手段２２及びその後方にあるカートリ
ッジ手段３を後方へ押していて図１０に示すように、プランジャ手段４の第１のプランジ
ャ４３が第２のプランジャ４１の管内に収容され、第２のプランジャ４１も更にカートリ
ッジ手段３のカートリッジ筒３２の管内に収容されてバレル手段１の後端内部１１ｂの後
端よりの部分に位置するようになり、バレル手段１の前方へ露出して延伸していた針カニ
ューレ手段２３もバレル手段１の後端内部１１ｂの前端よりの部分及び前端内部１１ａ内
収容されるようになる。
【００６２】
　続いて、図１１は本発明のカートリッジ式使い捨て注射器の第２の実施形態の構成を示
している。この第２の実施形態は第１の実施形態とほぼ類似する構成を有しながら、更に
カートリッジ筒３２の前端にある開口におけるチャンバー３１の水密をより確実にするた
め、カートリッジ手段３が有する針先シール３５から外側へ放射状に張り出してカートリ
ッジ筒３２の前端面３２２を覆う環状フランジ３５３と、カートリッジ筒３２の後端にあ
る開口におけるチャンバー３１の水密を確実にするため、カートリッジ筒３２の後端面３
２１を覆うことができるよう、カートリッジ手段３が有するプランジャシール３４とカー
トリッジ筒３２との間に介在するよう配置される環状バリア３６と、保持リング手段２１
が針先シール３５の凹凸部３５４に押圧される時において、針保持手段２２が針先シール
３５の凹凸部３５４により押圧される保持リング手段２１が共に前方へ移動しないように
支持して保持リング手段２１と針保持手段２２の密着すり合わせ関係を解除し易くするた
め、バリア手段１が有する前環状肩部１２５の内周縁１４１から後方へ延伸し、図１１に
示す使用前の状態において針保持手段２２の環状階段面２２７に当接するスリーブ１３と
が設けられている。
【００６３】
　続いて、図１２～図１４は本発明のカートリッジ式使い捨て注射器の第３の実施形態の
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構成を示している。この第３の実施形態は第１の実施形態とほぼ類似する構成を有しなが
ら、バレル手段１の前端部１２４に、針カニューレ手段２３の針先端２３２が患者の皮膚
に刺しこむ前に、患者の皮膚と接触して、カニューレ手段２３の針先端２３２により刺さ
れる患者の痛覚を紛らわすための管状接触手段１６が更に設けられている。
　詳しく説明すると、バレル手段１には、後端部１２３から軸線に沿って前方へ延伸し、
前端部１２４から放射線方向上に離間して摺動チャンネル１２０を定義する前管状部１２
９が形成されており、そして管状接触手段１６は、バレル手段１の軸線を囲むと共に、前
後両端がそれぞれ針カニューレ手段２３の針先端２３２の前方に位置して針カニューレ手
段２３の針先端２３２より先に患者の皮膚に接触できる前接触端１６１と、バレル手段１
の前端部１２４に摺動可能に且つ取り付けられることができる後取付端１６２とに形成さ
れて前管状部１２９により案内されて摺動チャンネル１２０内に摺動可能の接触管を有す
るように構成されている。
【００６４】
　この構成によって、注射行程において、管状接触手段１６の前接触端１６１は針カニュ
ーレ手段２３の針先端２３２より先に患者の皮膚に接触してカニューレ手段２３の針先端
２３２により刺される患者の痛覚を紛らわし、そしてカニューレ手段２３の針先端２３２
が患者の皮膚に刺し込んでいく時、図１３に示すように注射の邪魔にならないように前管
状部１２９の案内に従って摺動チャンネル１２０内に後退して、最後は図１４に示すよう
に、バレル手段１の前端部１２４に取り付けられて収容される。
【００６５】
　続いて、図１５は本発明のカートリッジ式使い捨て注射器の第４の実施形態の構成を示
している。この第４の実施形態は第３の実施形態と同じく、針カニューレ手段２３の針先
端２３２が患者の皮膚に刺す前に、患者の皮膚と接触して、カニューレ手段２３の針先端
２３２により刺される患者の痛覚を紛らわすための管状接触手段１６が設けられている上
、バレル手段１の軸線に沿って摺動チャンネル１２０内配置されると共に、その前後両端
がそれぞれ管状接触手段１６の後取付端１６２とバレル手段１の前端部１２４とに当接し
て管状接触手段１６の接触管の前進／後退と共に伸／縮するばね１７を備えている。
【００６６】
　続いて、図１６は本発明のカートリッジ式使い捨て注射器の第５の実施形態の構成を示
している。この第５の実施形態は第４の実施形態と類似する構成を有する上、更に第２の
実施形態が有するカートリッジ筒３２の前端にある開口におけるチャンバー３１の水密を
より確実にするため、カートリッジ手段３が有する針先シール３５から外側へ放射状に張
り出してカートリッジ筒３２の前端面３２２を覆う環状フランジ３５３と、カートリッジ
筒３２の後端にある開口におけるチャンバー３１の水密を確実にするため、カートリッジ
筒３２の後端面３２１を覆うことができるよう、カートリッジ手段３が有するプランジャ
シール３４とカートリッジ筒３２との間に介在するよう配置される環状バリア３６とを備
えている。
【００６７】
　続いて、図１７は本発明のカートリッジ式使い捨て注射器の第６の実施形態の構成を示
している。この第６の実施形態は第４の実施形態と類似する構成を有する上、針保持手段
２２の管状座２２６は前端内部１１ａを貫通するように前方へ延伸してバレル前端１２２
にするように構成されている。そして、バレル手段１は付勢手段２４の露出している後端
２４２の側面を囲み、且つ前環状肩部１２５と一体的に形成されて後方へ延伸する管状ス
ペーサ１８を更に有し、針保持手段２２の前接合端面２２３に対する付勢手段２４の後端
２４２の当接関係をより確実にして付勢手段２４の針保持手段２２を後方へ押し込む回復
力の誤作動を防止することができる。
【００６８】
　続いて、図１８は本発明のカートリッジ式使い捨て注射器の第７の実施形態の構成を示
している。この第７の実施形態は第６の実施形態と類似する構成を有する上、更にカート
リッジ手段３の構成を第２の実施形態と同じとし、そして針保持手段２２の前接合端面２
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２３は前環状肩部１２５が有するフィン１４と離間するように配置されて付勢手段２４の
後端２４２を露出させる。この構成によって、管状スペーサ１８を省くことができるよう
になって、より大型の付勢手段２４を用いて針保持手段２２を後方へ押し込む回復力を強
くすることができる。
【００６９】
　続いて、図１９と図２０は本発明のカートリッジ式使い捨て注射器の第８の実施形態の
構成を示している。この第８の実施形態は第３の実施形態と類似する構成を有する上、カ
ートリッジ手段３は、カートリッジ筒の前端面３２２の隣りに配置され、バレル手段１の
軸線方向に沿って前方へ延伸するキースロット３７と、針保持手段２２は後方へ延伸し、
バレル手段１の軸線方向に沿って移動してくるカートリッジ手段３のキースロット３７内
に挿入して定位できるように形成されるキー２２４と更にを有するように構成されている
。このキー２２４がキースロット３７に挿入できる構成により、カートリッジ手段３が前
進して保持リング手段２１と針保持手段２２の保持関係を解除させる動作、そして、その
後針保持手段２２が付勢手段２４の回復力によってカートリッジ手段３を後方へ押し込む
動作は、両方ともスムーズに行われるようになる。更に、キー２２４はキースロット３７
に対応する位置に配置されないとキースロット３７に挿入できないので、本実施形態のカ
ートリッジ式使い捨て注射器を搬送するなど、注射をしないときはキー２２４とキースロ
ット３７を対応しないようにし、そして注射前プランジャ手段４の操作端４２からプラン
ジャ手段４及びプランジャ手段４の前端が挿入しているカートリッジ手段３を回してキー
２２４がキースロット３７に挿入できる対応位置にしてから注射を行うことによって、針
カニューレ手段２３の針後端２３１が不必要にカートリッジ手段３の針先シール３５に刺
し込んでしまう意外を避けることができる。
【００７０】
　続いて、図２１は本発明のカートリッジ式使い捨て注射器の第９の実施形態の構成を示
している。この第９の実施形態は第８の実施形態と類似する構成を有するが、バレル手段
１は第１の実施形態と同じように形成されている。
【００７１】
　続いて、図２２と図２３は本発明のカートリッジ式使い捨て注射器の第１０の実施形態
の構成を示している。この第１０の実施形態は第１の実施形態と類似する構成を有するが
、この実施形態においてバレル手段１は結合／取外し可能の２つの部分に分けられている
。
【００７２】
　即ち、バレル手段１のバレル筒１２の後端部１２３は、バレル筒の前端部１２４と一体
的に形成されると共に、バレル筒１２の前端部１２４から後方へ延伸して針保持手段２２
及び保持リング手段２１を収容する前結合筒１２３ａと、前結合筒１２３と結合／取外し
可能に構成され、カートリッジ手段３及びプランジャ手段４を収容する後結合筒１２３ｂ
との２つの部分に分けられている。そして、この実施形態では、バレル手段１が図２２に
示すように分解される時、針カニューレ手段２３の針後端２３１と、カートリッジ手段３
の針先シール３５が露出しないように保護するため、前結合筒１２３ａに取付けられて針
カニューレ手段２３の針後端２３１を保護する前部キャップ６と、後結合筒１２３ｂに取
付けられてカートリッジ手段３を保護する後部キャップ７とを更に備えている。
【００７３】
　続いて、図２４は本発明のカートリッジ式使い捨て注射器の第１１の実施形態の構成を
示している。この第１１の実施形態は第１０の実施形態と類似する構成を有するが、針保
持手段２２とカートリッジ手段３は第９の実施形態と同じようにキー２２４とキースロッ
ト３７が形成されている。
【００７４】
　続いて、図２５は本発明のカートリッジ式使い捨て注射器の第１２の実施形態の構成を
示している。この第１２の実施形態は第１０の実施形態と類似する構成を有するが、第４
の実施形態と同じように構成されるバレル手段１の前端部１２４と、管状接触手段１６と
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、ばね１７とを有している。
【００７５】
　続いて、図２６、図２７は本発明のカートリッジ式使い捨て注射器の第１３の実施形態
の構成を示している。この第１３の実施形態は第１の実施形態と類似する構成を有するが
、この実施形態において、カートリッジ手段３の針先シール３２５はカートリッジ筒３２
と一体的に形成され、そして針先シール３２５の針保持手段２２に臨むメイチング端面３
２６からバレル手段１の軸線方向に沿って前方へ延伸して針保持手段２２の替わりに針カ
ニューレ手段２３の針後端２３１を受け入れて保持して針カニューレ手段２３とチャンバ
ー３１を接続させる管状の針ホールダー３２７と、針ホールダー３２７を囲むようにメイ
チング端面３２６からからバレル手段１の軸線方向に沿って前方へ延伸するキースロット
３７とを更に有している。また、針保持手段２２にはキースロット３７に対応し、針保持
部２２２から後方へ延伸してキースロット３７に挿入できるキー２２４を有している。更
に、キャップとして前方からバレル筒１２を入れ子状に囲んで針カニューレ手段２３を保
護する取り外し自在な針先プロテクター２５内の前端部には、針カニューレ手段２３に嵌
めることによって、その針先端２３２を保護すると共に、カートリッジ手段３のチャンバ
ー３１内に充填されている注射用薬液が針先端２３２から漏らさないよう、針先端２３２
に嵌めることによって、針先端２３２を封止する弾性パッド２６を有している。
【００７６】
　続いて、図２８は本発明のカートリッジ式使い捨て注射器の第１４の実施形態の構成を
示している。この第１４の実施形態は第１３の実施形態と類似する構成を有するが、この
実施形態において、バレル手段１と管状接触手段１６は、第３の実施形態と同じように構
成されている。
【産業上の利用可能性】
【００７７】
　上記各実施形態の説明によると、本発明のカートリッジ式使い捨て注射器において、カ
ートリッジ手段３がバレル手段１内に設置された後、針カニューレ手段２３の針後端２３
１を保持することができ、そして注射が完了して保持リング手段２１と針保持手段２２の
密着すり合わせ関係が解除された後、針保持手段２２はカートリッジ手段３の針先シール
３５（または３２５）と結合するので、付勢手段２４による回復力を用いて針保持手段２
２とカートリッジ手段３を一斉にバレル手段１のバレル後端へ押し込んで針カニューレ手
段２３をバレル手段１内に引き込んで収容することができる。
【００７８】
　また、カートリッジ手段３を予めバレル手段１内に設置しておき、そして患者に対面し
て注射を行う前に必要な操作はほぼ針先プロテクター２５やプランジャプロテクター５を
取り外すことだけになっているので、より便利に且つ素早く注射することができる。
【００７９】
　更に、保持リング手段２１と針保持手段２２の密着すり合わせ関係と、プランジャ手段
４における第１のプランジャ４３と第２のプランジャ４１の密着すり合わせ関係とは、プ
ランジャ手段４を針カニューレ手段２３側へ押し込む注射行程が完了した後、引き続きに
押し込む力が加われることによって順番に解除されるので、注射行程と針カニューレ手段
２３をバレル手段１内に引き込む操作とは素早く、連続に、簡単に、且つスムーズに行う
ことができる。
【００８０】
　更にまた、針カニューレ手段２３をバレル手段１内に引き込む操作において、プランジ
ャ手段４の操作端周縁４２１はリング溝１２６と係合によって後方へ移動できないように
制限されるので、再利用を防ぐことができる。
【００８１】
　従って、本発明は低コストで製造することが出来る製造面にも優れたカートリッジ式使
い捨て注射器を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００８２】
【図１】従来の使い捨て注射器の使用前の状態を示す断面図。
【図２】従来の使い捨て注射器の注射完了の状態を示す断面図。
【図３】従来の使い捨て注射器の針カニューレがバレル内に収容される状態を示す断面図
。
【図４】本発明のカートリッジ式使い捨て注射器の第１の実施形態の分解断面図。
【図５】本発明のカートリッジ式使い捨て注射器の第１の実施形態の使用前の状態を示す
断面図。
【図６】本発明のカートリッジ式使い捨て注射器の第１の実施形態の針カニューレ周辺の
構成を詳しく示す要部断面図。
【図７】本発明のカートリッジ式使い捨て注射器の第１の実施形態の使用待ち状態を示す
断面図。
【図８】本発明のカートリッジ式使い捨て注射器の第１の実施形態の注射完了の状態を示
す断面図。
【図９】本発明のカートリッジ式使い捨て注射器の第１の実施形態の針カニューレ手段を
バレル手段内に収容される直前の状態を示す断面図。
【図１０】本発明のカートリッジ式使い捨て注射器の第１の実施形態の針カニューレ手段
をバレル手段内に収容された後の状態を示す断面図。
【図１１】本発明のカートリッジ式使い捨て注射器の第２の実施形態の使用前の状態を示
す断面図。
【図１２】本発明のカートリッジ式使い捨て注射器の第３の実施形態の使用前の状態を示
す断面図。
【図１３】本発明のカートリッジ式使い捨て注射器の第３の実施形態の管状接触手段が摺
動する様子を示す断面図。
【図１４】本発明のカートリッジ式使い捨て注射器の第３の実施形態の針カニューレ手段
をバレル手段内に収容された後の状態を示す断面図。
【図１５】本発明のカートリッジ式使い捨て注射器の第４の実施形態の使用前の状態を示
す断面図。
【図１６】本発明のカートリッジ式使い捨て注射器の第５の実施形態の使用前の状態を示
す断面図。
【図１７】本発明のカートリッジ式使い捨て注射器の第６の実施形態の使用前の状態を示
す断面図。
【図１８】本発明のカートリッジ式使い捨て注射器の第７の実施形態の使用前の状態を示
す断面図。
【図１９】本発明のカートリッジ式使い捨て注射器の第８の実施形態の使用前の状態を示
す断面図。
【図２０】本発明のカートリッジ式使い捨て注射器の第８の実施形態の針カニューレ手段
をバレル手段内に収容された後の状態を示す断面図。
【図２１】本発明のカートリッジ式使い捨て注射器の第９の実施形態の使用前の状態を示
す断面図。
【図２２】本発明のカートリッジ式使い捨て注射器の第１０の実施形態のバレル手段１が
２つの部分に分離される状態を示す断面図。
【図２３】本発明のカートリッジ式使い捨て注射器の第１０の実施形態の使用前の状態を
示す断面図。
【図２４】本発明のカートリッジ式使い捨て注射器の第１１の実施形態の使用前の状態を
示す断面図。
【図２５】本発明のカートリッジ式使い捨て注射器の第１２の実施形態の使用前の状態を
示す断面図。
【図２６】本発明のカートリッジ式使い捨て注射器の第１３の実施形態の使用前の状態を
示す断面図。
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【図２７】本発明のカートリッジ式使い捨て注射器の第１３の実施形態の針カニューレ手
段をバレル手段内に収容された後の状態を示す断面図。
【図２８】本発明のカートリッジ式使い捨て注射器の第１４の実施形態の使用前の状態を
示す断面図。
【符号の説明】
【００８３】
　１　　バレル手段
　１１ａ　　前端内部
　１１ｂ　　後端内部
　１２　　バレル筒
　１２０　　摺動チャンネル
　１２１　　バレル後端
　１２２　　バレル前端
　１２３　　バレル筒の後端部
　１２３ａ　　前結合筒
　１２３ｂ　　後結合筒
　１２４　　バレル筒の前端部
　１２５　　前環状肩部
　１２６　　リング溝
　１２７　　第１の環状突起
　１２８　　第２の環状突起
　１２９　　前管状部
　１３　　スリーブ
　１４　　フィン
　１４１　　内周縁
　１５　　指当てフランジ
　１６　　管状接触手段
　１６１　　前接触端
　１６２　　後取付端
　１７　　ばね
　２１　　保持リング手段
　２２　　針保持手段
　２２１　　フィンスペーサ
　２２２　　針保持部
　２２３　　前接合端面
　２２４　　キー
　２２５　　後設置端面
　２２６　　管状座
　２２７　　環状階段面
　２３　　針カニューレ手段
　２３１　　針後端
　２３２　　針先端
　２４　　付勢手段
　２４　　付勢手段
　２４１　　付勢手段の前端
　２４２　　付勢手段の後端
　２５　　針先プロテクター
　３　　カートリッジ手段
　３１　　チャンバー
　３２　　カートリッジ筒
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　３２１　　カートリッジ筒の後端面
　３２２　　カートリッジ筒の前端面
　３２３　　突起部（プランジャシール）
　３２４　　突起部（針先シール）
　３２５　　針先シール
　３２６　　メイチング端面
　３２７　　針ホールダー
　３３　　後環状肩部
　３４　　プランジャシール
　３４１　　凹陥溝（プランジャシール）
　３５　　針先シール
　３５２　　凹陥溝（針先シール）
　３５３　　環状フランジ
　３５４　　凹凸部
　３５４ａ　　凸部
　３５４ｂ　　凹部
　３６　　環状バリア
　３７　　キースロット
　４　　プランジャ手段
　４１　　第２のプランジャ
　４１１　　環状突起（第２のプランジャ）
　４１２　　フランジ
　４２　　操作端
　４２１　　操作端周縁
　４３　　第１のプランジャ
　４３１　　環状溝（第１のプランジャ）
　４３２　　押圧端
　５　　プランジャプロテクター
　５３　　結合突起
　６　　前部キャップ
　７　　後部キャップ
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