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(57)【要約】
　二重チャンバシリンジは、開口端、内部排出口が形成
された閉口端及び内側ボディでシールされて摺動可能な
内側プランジャを有する内側円筒体を備えている。そし
て、外側円筒体は内側円筒体を取り囲み、開口端、外部
排出口が形成された閉口端及び外側ボディと内側ボディ
との間をシールされて摺動可能な外側プランジャを有し
、内部排出口は外部排出口の中に延びていて、外部排出
口は内側ボディが外部排出口を通じて内側ボディ及び外
側ボディの外部と流体連通している。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開口端、内側排出口が形成された閉口端、及び内側ボディの内部でシールされて摺動可
能な内側プランジャを有する円筒形内側ボディと、
　前記円筒形内側ボディを取り囲み、かつ、開口端、外側排出口が形成された閉口端、及
び内側ボディとの間をシールされて摺動可能な外側プランジャを有する、円筒形外側ボデ
ィとからなり、
　内側ボディが、内側及び外側ボディの外側と、外側排出口を通じて流体連通するように
、前記内側排出口は、前記外側排出口の中に延びている二重チャンバシリンジ。
【請求項２】
　内側ボディと外側ボディとの間隔を維持するために、内側ボディの開口した後方端と外
側ボディの開口した後方端との間に組み込まれたバッカープレートをさらに備える請求項
１に記載のシリンジ。
【請求項３】
　内側ボディの外側で内側ボディの開口端の中を通って内側プランジャから延びるラムを
さらに備える請求項１に記載のシリンジ。
【請求項４】
　外側ボディの外側で前記バッカープレートのアパーチャーの中を通って外側プランジャ
から延びるラムをさらに備える請求項２に記載のシリンジ。
【請求項５】
　内側ボディの外側で内側ボディの開口端の中を通って内側プランジャから延びるラムを
さらに備える請求項４に記載のシリンジ。
【請求項６】
　第１電動駆動部と第２電動駆動部を有し、前記第１駆動部は内側プランジャに連結する
ラムと係合し、前記第２駆動部は外側プランジャに連結するラムと係合し、前記両駆動部
は、流体注入のために前記内側及び外側プランジャを独立駆動する請求項５に記載のシリ
ンジとともに使用する注入器。
【請求項７】
　被検者と接続された流体チューブにシリンジを接続し、
　前記シリンジの外側チャンバ及び内側チャンバの中に収容された流体を被検者の中へ注
入し、ここで前記両チャンバの流体を連続的に、置換可能に、又は同時に注入することか
らなる請求項５に記載のシリンジとともに使用する方法。
【請求項８】
　内側ラムと、
　前記内側ラムに駆動可能に連結された第１電動駆動部と、
　前記内側ラムを環状に取り巻く円筒形部分からなる外側ラムと、
　前記外側ラムに駆動可能に連結された第２電動駆動部と、
　内側プランジャがある内側ハウジング及び外側プランジャがある外側ハウジングを有す
るシリンジの組み付け用ハウジングとからなり、前記内側ラムは前記内側プランジャを駆
動するように係合可能で、前記外側ラムは、前記外側プランジャを駆動するように係合可
能である二重チャンバシリンジ用注入器。
【請求項９】
　前記内側ラムが歯型軌道を備え、前記第１電動駆動部が前記歯と噛み合うギアを備える
請求項８に記載の注入器。
【請求項１０】
　前記外側ラムが歯型軌道を備え、前記第２電動駆動部が前記歯と噛み合うギアを備える
請求項８に記載の注入器。
【請求項１１】
　前記内側ラムがネジ山付き従動子を備え、かつ前記第１電動駆動部が、前記第１電動駆
動部によって回転可能で、かつ前記従動子と係合するネジを備える請求項８に記載の注入
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器。
【請求項１２】
　前記外側ラムがネジ山付き従動子を備え、かつ前記第２電動駆動部が、前記第２電動駆
動部によって回転可能で、かつ前記従動子と係合するネジを備える請求項８に記載の注入
器。
【請求項１３】
　開口部を規定するほぼ円筒形の延長部を有する第１端であって、前記開口部がＩＳＯ標
準に適合しないシリンジ先端と係合するネジ付き内面を有する第１端と、
　開口部を規定する第２端であって、前記開口部は、前記開口部から外側に延びるオスの
ルアーコネクターと、前記オスのルアーコネクターを取り囲み、ネジ付内面を有するほぼ
円筒形の拡張部とを備え、前記オスのルアーコネクター及び円筒形部分がＩＳＯ標準に適
合する第２端とからなり、
　前記第１端の開口部と前記オスのルアーコネクターとの間に延びるチャンネルを規定し
、ＩＳＯ標準に適合しないシリンジ先端をＩＳＯ標準のチューブコネクターに適合させる
シリンジ先端用アダプタ。
【請求項１４】
　前記第１端の前記円筒形拡張部が、前記第２端の前記円筒形拡張部よりも直径が大きい
請求項１３に記載のアダプタ。
【請求項１５】
　前記第１端の前記円筒形拡張部、前記第２端の前記円筒形延長部及び前記オスのルアー
コネクターはほぼ同軸にある請求項１３に記載のアダプタ。
【請求項１６】
　前記アダプタが硬質プラスチックで製造されている請求項１３に記載のアダプタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は注入器による造影剤注入のための二重チャンバシリンジに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　シリンジは通常、患者へ注入する流体を保持するための医療用途で使用される。造影剤
を使用する医療用イメージングのような用途においては、シリンジは出力注入器と係合し
ている。出力注入器はシリンジプランジャを駆動し、医療処置に対して必要とされる希望
流速及び／又は圧力で流体を注入する。
【０００３】
　しばしば、多数の液体が例えば、ＣＴや血管造影法、超音波又は他の医療用イメージン
グのような処置において注入される。そこでは、医療用イメージングの造影剤の注入が生
理食塩水の注入の前、及び／又は生理食塩水の注入の後に行われる。類似の多数の液体注
入もまた、核医学又は他の利用において登場するかもしれない。
【０００４】
　そのような利用に対しては、しばしば、デュアルヘッド注入器が利用されている。デュ
アルヘッド注入器は、２つのシリンジと、この２つのシリンジのそれぞれのプランジャを
駆動するインジェクタ駆動部を有する。しかしながら、このアプローチは、様々な困難を
引き起こす。例えば、デュアルシリンジを管理し、２つのシリンジの間に延びる接続配管
から空気を取り除くという複雑さが加わることである。
【０００５】
　多数から成るチャンバを有し、単シリンジから２つの液体の選択的注入ができる単シリ
ンジに対する様々な提案がなされている。しかしながら、これらの様々な提案は、典型的
なイメージング処置に必要とされるような柔軟性のあるやり方においては、簡単に使用さ
れるものではない。例えば、多くの二重チャンバシリンジはプランジャ又は他の分割物に
よって、シリンジの長さに沿って分離されたチャンバを利用する。そのようなシリンジは
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、シリンジの中の２つの流体が選択的に注入されない、又は制御可能なやり方で混合され
ないかもしれない難点を有する。なぜならば、患者に到達するためには、一方の流体が他
方の流体を収容するチャンバを通って流れていかなければならないからである。
【０００６】
　２つのチャンバを同軸上に配置した、すなわち、第二チャンバが第一チャンバを環状に
包囲した二重チャンバシリンジがいくつか提案されている。この構造は、チャンバからの
流体の動き及び流れにより独立して注入できるという有利な点を有する。しかしながら、
これらの公知構造においては、外部及び内部チャンバがシリンジボディの内部で連結点を
有する。このことは、前段落で記したものと同じ問題を引き起こす。すなわち、流体が選
択的に注入されない、又は混合されないかもしれない。なぜならば、チャンバの連結点で
は流体の混合が常にあるからである。従って、本発明により流体を選択的かつ独立して、
被検者に注入、又は注入前にシリンジチャンバの外側で混合できるようになる。
【発明の開示】
【０００７】
　本発明は従来技術のこれらの問題を回避する二重チャンバシリンジに対するものである
。二重チャンバシリンジは、開口端、内部排出口が形成された閉口端、及び内側ボディで
シールされて摺動可能な内側プランジャを有する内側円筒体を備えている。そして、外側
円筒体は内側円筒体を取り囲み、開口端、外部排出口が形成された閉口端及び外側ボディ
と内側ボディとの間をシールされて摺動可能な外側プランジャを有し、内部排出口は外部
排出口の中に延びていて、外部排出口は内側ボディが外部排出口を通じて内側ボディ及び
外側ボディの外部と流体連通している。
【０００８】
　シリンジの具体的な実施形態においては、シリンジは、内側ボディと外側ボディとの間
隔を維持するために、内側ボディの開口した後方端と外側ボディの開口した後方端との間
に組み込まれたバッカープレートを有している。ラム（又はプッシュロッド）は、内側ボ
ディの外側で内側ボディの開口端の中を通って内側プランジャから延びていて、ラム（又
はプッシュロッド）は、外側ボディの外側でバッカープレートのアパーチャーの中を通っ
て外側プランジャから延びている。このようにして、注入のために内側及び外側プランジ
ャが選択的に動くことができるようにしている。
【０００９】
　上述のシリンジとともに使用する注入器は、第１電動駆動部と第２電動駆動部を有し、
前記第１駆動部は内側プランジャに連結するラムと係合し、前記第２駆動部は外側プラン
ジャに連結するラムと係合し、前記両駆動部は、流体注入のために内側及び外側プランジ
ャを独立駆動する。
【００１０】
　本発明のこれら及び他の目的は、次に示す図の詳細な説明からより容易に明白になるだ
ろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　背景技術の欄に記したように、流体を選択的かつ独立して患者に注入又は注入前にシリ
ンジチャンバの外側で混合できる二重チャンバシリンジに対する要求がある。図１Ａ及び
３に示すように、本発明の二重チャンバシリンジ１０は外側ボディ１１を有している。そ
の内側又は内壁１４は外側チャンバ１５の外側周壁を備えている。シリンジ１０は、外側
ボディ１１の円錐形状の前端又はノズル端２５から延びるノズル２０を有している。
【００１２】
　外側ボディ１１の内側に内側ボディ３０が位置している。内側ボディ３０の外壁３１は
外側チャンバ１５の内側周壁を規定しており、内側ボディの内壁３３は内側チャンバ３２
を円周方向に取り囲んでいる。内側ボディ３０の前端４０は円錐部分２７及びノズル３５
を有している。ノズルは内側ボディ３０の円錐部分２７の頂点から外側へ延びている。図
３に示すように、内側ボディ３０は均一に間隔があいた４つの突起又はツメ４５ａ－ｄを
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有している。突起又はツメは円錐部分２７のベース部２９から円周方向に延びている。円
錐部分２７のベース部２９はボディ３０から延び、前方チャンバ５０を規定している。前
方チャンバは図１Ａの外側チャンバ１５と連続している。突起４５ａ－ｄは、超音波結合
、レーザー結合などのような当業者に公知の方法によって外側ボディ１１の円錐形状の前
端２５の内面１６に結合している。内側ボディ３０のノズル３５は外側ボディ１１のノズ
ル２０の開口部５５の中へ挿入可能な大きさである。ノズル３５の直径は第１通路６０が
内側ボディ３０のノズル３５の外側表面とノズル２０の内面２１との間に規定されるよう
に十分小さい。第１通路には外側チャンバ１５から流体を流すことができる。ノズル３５
は内側チャンバ３２から流体の流出ができる第２の通路又は開口部５６を有している。
【００１３】
　先端キャップ１２０ａをノズル２０及び３５の上に挿入してもよい。図１Ａに示される
ように、キャップ１２０ａはノズル２０が挿入される円形凹部又はスロット１２１ａと、
ノズル３５が挿入される円筒形凹穴又は空洞１２２ａとを有していてもよい。
【００１４】
　図１Ｂに示されるような別の実施形態では、外側ノズル２０を取り囲む円錐形前端２５
から延びる円筒形突起部１９がある。先端キャップ１２０ｂは突起部１９が挿入される円
形凹部又はスロット１２１ｂと、内側ノズル３５及び外側ノズル２０の両方が挿入される
円筒バレル形凹部１２２ｂとを有している。図１Ｃに示される実施形態では、突起部１９
ｃの内面もネジ山２３を有していてもよい。先端キャップ１２０ｃは、図１Ｂについて述
べたような突起部１９及びノズル１１と３５とに係合する円形凹部又はスロット１２１ｃ
と円筒形凹穴又は空洞１２２ｃとを有している。スロット１２１ｃはネジ山２３と螺合す
るネジ山を有するか、又はネジ山をつけずに外側ノズル２０の干渉によってはめ込むよう
にしてもよい。本発明の全ての実施形態のシリンジ先端２０は、ＩＳＯ標準に記載のルア
ーテーパ（leur taper)規格に適合する。
【００１５】
　他の実施形態では、ノズル２０は、図１Ａ及び１Ｄに示されるように、任意に一つ以上
の外側ネジ山２４を有するか又は図１Ｃに示されるような内側ネジ山２３を有していても
よい。外側ネジ山２４はメスのルアーロック（Leur lock)と係合し、内側ネジ山２３はオ
スのルアーロック（ルアーロックは示されていない）のネジ山と係合してもよい。ルアー
ロックは流体の注入のために患者に接続される流体ラインの部分である。図１Ｄに示され
るシリンジ１０ｂは、図１Ａでのシリンジ１０の拡大透視図である。図１Ｄにアダプタ１
２５も示されている。アダプタは、図１Ｅに示されるようにシリンジ１０ｂと接続するこ
とができる。アダプタ１２５により、ＩＳＯ標準とは合致しない大きなシリンジの先端を
ＩＳＯ標準と合致する小さなメスのルアーロックと接続することができる。アダプタ１２
５は硬質のプラスチックでできていて、アダプタの一端にある円筒形延長部の中に、内側
ネジ山１２６を有している。内側ネジ山は、ノズル２０の外側ネジ山２４と螺合する。ア
ダプタ１２５はまた、その第２端にある円筒形延長部の内部に内側ネジ山２３aと、シリ
ンジ１０ｂをメスのルアーロックと接続することができるオスのルアーコネクター先端又
はノズル端３６aとを有している。円筒形延長部及びルアーコネクターは同軸にある。図
１Ｅに示されるように、アダプタ１２５がノズル２０と接続されると、第１通路６０は、
第３通路１２９の中へとつながっている。第３通路は、アダプタ１２５及びノズル２０の
接続をすると形成される。第２通路５６は、第４通路又はアダプタ１２５の開口部５７の
中へとつながっている。接続するこれらの通路又は開口部により、流体を外側チャンバ１
５及び内側チャンバ３２からルアーロック接続までアダプタ１２５の第４通路５７を通じ
て流すことができる。
【００１６】
　外側ボディ１１の後方端６５は、図１Ａに示されるように、半径方向で外側に延びるフ
ランジ６６を有している。フランジ６６は、バッカープレート７０，７０ａの前面６９に
テーパ付隆起部６８又はギザギザ部によって形成された円形凹部６７に嵌合している。図
１Ｆに示されるような他の実施形態では、バッカープレートアセンブリ７０は２つのグリ
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ップ端７４ａ，７４ｂを有している。２つのグリップ端は、外側ボディ１１のフランジ６
７を固定している。
【００１７】
　図３を参照すると、バッカープレートアッセンブリ７０は、お互い反対側で、円形の開
口部又はアパーチャー７２から一定の距離に位置している２つの半月状の、すなわち三日
月形開口部７１ａ，７１ｂを有している。円形の開口部又はアパーチャーは内側の帯又は
内側環状リング１１５の厚さによって規定されている。アパーチャー７２は内側環状リン
グ１１５の内面によって形成されている。環状リング１１５はブリッジ部材７３ａ，７３
ｂによって外側ディスク７４と完全に連結されている。当業者に公知の溶接、接着又は他
の手段によって、バッカープレート７０，７０ａの内側リング１１５と内側円筒体３０の
端５７とが結合されている。バッカープレート７０，７０ａの外側ディスク７４及び外側
円筒体１１のフランジ６６はまた、同軸の位置に内側及び外側円筒体を保持するように結
合している。さらに、図１Ａ及び１Ｆのバッカープレートシリンジアッセンブリ１３０は
、内側ゴムプランジャ先端３０が引き戻されるときに、内側円筒体が外側円筒体から離れ
落ちるのを防止する。
【００１８】
　外側チャンバの内側には、摺動可能で円環形状のゴムピストン７５がある。そのピスト
ンは外側ボディ１１の内壁１４の表面と接触し、内側ボディ３０の外壁３１の表面と接触
している。シリンジ１０が駆動メカニズム１０５に装着されると、プッシュロッド７６は
、少なくとも２つ以上のフック又は固定突起７９ａ，ｂを、フック又は突起に一致する、
ゴムピストン７５の後方の壁８０での係合のためのスロットの中に挿入することによって
、ゴムピストン７５と係合し、プッシュロッド７６をピストン７５に固定する。さらに、
内側チャンバのプッシュロッド８１の円筒形延長部９３は、その表面に２つ以上の固定用
突起９０を有している。その突起は、凹部９４の内壁９６にある、突起に一致するスロッ
トと係合し、プッシュロッド８１をピストン９１に固定する。別の実施形態では、円筒形
延長部９３の壁９７は、ピストン９１（ネジ山は示されていない）凹部９４の壁にネジ山
を有していて、ネジ固定メカニズムを形成している。ロッド８１をピストン９１に固定す
るのに、そのメカニズムを使用してもよい。
【００１９】
　図１Ｇ，３Ａ，７Ａ及び７Ｂを参照すると、先行する図に示される二重チャンバシリン
ジのもう一つの実施形態では、もう一つの外側ピストンが、そのピストンの後方の表面を
形成する硬質プラスチックコア８０’の上にゴム製カバー７５’で形成されている。外側
プッシュロッド７６’の前面にあるフック又は固定突起７９ａ’，７９ｂ’と係合するフ
ック７７が、硬質プラスチックバッカープレート／後方の表面８０’に、一体に形成され
ている。さらに、もう一つの内側ピストンは、硬質プラスチックバッカープレート９９の
上にゴム製カバー９１’で形成されている。バッカープレート９９は、ゴム製カバー９１
’の後方側にある凹部９４’の内側ネジ山又は他の係合機構と係合している。バッカープ
レート９９は、内側プッシュロッド８１’の外側の端にあるＴ型フック９０’と係合する
ためのフック９２を有している。図１Ｇの実施形態の他の特徴は以前に述べたものと類似
であり、同様の参照数字が同様の特徴のものに使用されている。
【００２０】
　図７Ｃはバッカープレート８０’のフック７７及びバッカープレート９９のフック９２
とフック７９ａ’と７９ｂ’及びプッシュロッド８１’のＴ型フックの係合を示す。シリ
ンジ１０及びプッシュロッド７６’と８１’が相対的に図７Ｃに示されるように向いてい
ると、特に、フック７７はフック７９ａ’と７９ｂ’の中へと連結し、フック９２は、Ｔ
型フック９０’と結合する。図７Ｄに示されるようなある実施形態では、シリンジ１０は
図７Ｃに示される位置から９０度回転して差し込まれ、その後、図７Ｄの矢印で示される
ように図７Ｃに示されるような係合する位置まで回転する。図７Ｅに示されるもう一つの
実施形態では、プッシュロッド７６’及び８１’は図７Ｃに示される位置から９０度回転
し、シリンジが差し込まれる。一旦シリンジが差し込まれると、プッシュロッド７６’及
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び８１’は、図７Ｃに示されるように係合する位置まで、図７Ｅの矢印に示されるように
回転する。
【００２１】
　図１Ａ及び３を参照すると、逆止弁４７（図１Ａには示されていない）からなるバルブ
アッセンブリ４６が内側チャンバの内部にある。バルブアッセンブリはダックビル弁及び
適切な位置でバルブ４７を固定するバルブプレート４８のように一般に、公知である。バ
ルブプレート４８は、図１Ａに見られるような円錐部分２７の位置で結合している。
【００２２】
　同軸プランジャシステム１００の外側チャンバプッシュロッド７６は、内側チャンバプ
ッシュロッド８１の挿入、通行及び摺動ができるほど十分に大きな直径を有する空洞円筒
である。プッシュロッド７６は円筒壁８３に沿って、対向する長手方向の２つのスロット
８２ａ，８２ｂを有している。そのスロットはプッシュロッドの前方部分から後方へプッ
シュロッドの長さに従って延び、プッシュロッドの後方部分から一定の距離の部分で終了
する。スロット８２ａ，８２ｂは、プッシュロッド７６を分岐させ、プッシュロッドの二
等分が、バッカープレート７０のアパーチャー７１ａ，７１ｂの中を通り抜けている。図
４の駆動メカニズム１０５では、プッシュロッド７６は、歯型軌道７７を有している。そ
の歯型軌道は、ロッド７６の後方部分に従う長さだけ延びている。歯７７はインジェクタ
ー駆動部１１０のギアメカニズム７８と係合し、プッシュロッド７６を動かし、ピストン
７５を前方又は後方へ摺動させる。プッシュロッド７６及びピストン７５は以前に述べた
ように係合している。プッシュロッド７６及び８１はまた、当業者に公知の別の駆動方法
によって操作してもよい。
【００２３】
　同軸プランジャシステム１００の内側チャンバプッシュロッド８１は、挿入されるぐら
いの小さな直径の円筒状であり、外側チャンバプッシュロッド７６の内側で摺動可能な機
構部分を有するものである。プッシュロッド８１はプッシュロッドの前端から延びている
、平滑な表面の円筒形延長部９３を有している。内側チャンバ３２の内部で摺動可能なゴ
ムピストン９１が、以前に述べられたように、プッシュロッドの後方端にある凹部９４に
よってプッシュロッド８１の延長部９３と係合する。歯型軌道９５は、プッシュロッド８
１の後方端に従う長さだけ延びている。歯９５は、インジェクター駆動部１１２のギアメ
カニズム９８と係合し、プッシュロッド８１を前方又は後方へ摺動させる。
【００２４】
　インジェクター駆動部１１０と１１２のギア７８と９８は、独立して制御される。プッ
シュロッド９０及び７６の機構部分の速さは、維持する必要がある注入条件によって異な
っていてもよい。ある実施形態では、駆動メカニズム１０５は固定突起８６ａ，８６ｂを
有している。それらの突起は、シリンジ１０がねじれたり回転したりする動きの中で、駆
動メカニズム１０５と一緒になると、バッカープレートアッセンブリ１３０，１３０ａと
係合する。
【００２５】
　図４Ａは、図４に示されるものと別のやり方で類似の注入器の実施形態によるもう一つ
の内側プッシュロッド８１’及び外側プッシュロッド７６’の使用を示す。
【００２６】
　図６は、駆動プッシュロッドのもう一つの実施形態を示す。そのプッシュロッドはこの
中で示されるいかなる実施形態のプッシュロッドとでも、共に使用してもよい。この実施
形態では、インジェクター駆動部１１０’及び１１２’はスクリューシャフト１１４及び
１１６それぞれと連結されている。従動子１１５及び１１７はネジでスクリューシャフト
１１４及び１１６に係合していて、プッシュロッド７６’及び８１’それぞれと連結され
ている。この実施形態では、駆動部１１０’と１１２’の回転により、スクリューシャフ
ト１１４と１１６の回転及びプッシュロッド７６’と８１’と一緒になった従動子１１５
及び１１７の直動が引き起こされる。
【００２７】
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　二重チャンバシリンジ１０は使い捨てであり、中程度又は低い圧力にのみ持ちこたえる
壁を有している。圧力ジャケットはこの二重チャンバシリンジアッセンブリの使用では必
要とされていない。内側３０及び外側チャンバ１１のボディは独立して（通常約３５０ｐ
ｓｉまで）高圧に持ちこたえる。一般に、高圧を必要とする造影剤（高粘性）が内側シリ
ンジに充填され、低圧を必要とする生理食塩水が外側チャンバに充填される。外側ボディ
１１または注射外筒の圧力抵抗は内側ボディ３０又は注射外筒の圧力抵抗よりも低い。な
ぜならば、同じ材質又は厚さで外側ボディの方が、直径がより大きいからである。内側チ
ャンバ３２の壁３３は拡張及び圧縮圧力の両方ともに持ちこたえる。内側ボディ３０と外
側ボディ１１の両方の壁の厚さは、変更してもよいし、シリンジの大きさと同様、使用さ
れる薬液及び操作圧力によって選択されるだろう。説明されたように、内側及び外側チャ
ンバの容積はそれぞれおよそ１００ｍｌであるが、他の容積もあり得る。例えば、それぞ
れのチャンバに対して５０ｍｌ又は２００ｍｌである。
【００２８】
　シリンジ１０には工場で予め流体を充填していてもよいし、あるいは医療サービス提供
場所において、充填してもよい。工場で予め充填することにより、シリンジの内側及び外
側チャンバに、特別な医療用途に対して望まれるような様々な容積まで充填してもよい。
工場で予め、充填を実行し、外側及び内側ボディ１１，３０をピストン９１，７５無しで
一緒に組み立て、先端キャップによってノズル２０，３５でシールをしてもよい。この手
順では、内側ボディ３０は、充填工具によって適切な位置で支えられ、内側ボディ３０と
外側ボディ１１との間の空洞に充填され、その後プランジャ７５は空洞の中に挿入される
。その後、内側ボディ３０に充填され、プランジャ９１は内側ボディ３０に挿入される。
その後、プランジャ７５，９１は挿入され、バッカープレート７０は内側注射外筒の端５
７及び外側注射外筒のフランジ６６に固定され、予め充填されたシリンジは仕上がる。図
３Ａに示される本発明の実施形態が、中身が空のままで組み立てられ、その後に、プラン
ジャ７５’，９１’を引き抜き、ノズル２０を通じて流体を２つのチャンバのそれぞれの
中にくみ上げ、図３Ａに示されるものと類似のプッシュロッドを有する充填工具を使用し
て予め充填してもよいということは高く評価されるであろう。もう一つの案としては、図
３Ａに示される本発明の実施形態が、中身が空のままで売られて、注入操作の前に患者の
ベッドサイドで充填されてもよい。
【００２９】
　二重チャンバシリンジを診断試薬（例えば、Ｘ線、磁気共鳴、光学などの試薬）、治療
薬、生理食塩水及びそれらの組み合わせからなる流体試薬を投与するのに使用してもよい
。両方のシリンジが同じ試薬を有していてもよいし、あるいは、おのおののチャンバが他
のものと異なった試薬を有していてもよい。そのような組み合わせは２つの診断試薬、一
つの診断試薬／治療薬の組み合わせ、２つの治療薬、一つの診断試薬／生理食塩水の組み
合わせ及び一つの治療薬／生理食塩水の組み合わせに限定されたり、されなかったりする
。試薬をおのおののチャンバから連続的なやり方で注入してもよい。すなわち、第１の試
薬が一方のチャンバから注入され、その後他方の試薬が他方のチャンバから注入される。
試薬もまた、もう一つの、又は互換性のあるやり方でチャンバから注入してもよい。すな
わち、一方のチャンバから第１の量のある試薬が注入され、その後他方のチャンバから第
２の量の別の試薬が注入される。この手順は必要なだけ繰り返される。試薬もまた、同時
に、チャンバから注入してもよい。すなわち、試薬は同じ時間に注入される。両方のチャ
ンバからの注入速度は、当業者に公知の被検者に使用される診断または治療手順に依存し
て独立して変更してもよい。注入メカニズムは以前に述べられたような駆動メカニズムで
あってもよいし、出力注入器、手動操作の装置又は他の装置に適合してもよい。手動操作
の装置は、二重チャンバシリンジのピストンを動かすための内側及び外側プッシュロッド
を有している。他の装置は、ピストンを動かし、被検者又は患者の中に流体を注入するこ
とができる。
【００３０】
　手動操作のプッシュロッド装置の例を図５に示す。外側プッシュロッド７６の内部に内



(9) JP 2008-544821 A 2008.12.11

10

20

30

40

50

側プッシュロッド８１がある。両方のプッシュロッドは図４について述べられた同じもの
に対して以前に述べられたようにピストン９１，７５と係合している。プッシュロッド７
６，８１の端には、拡張部１０８，１０９があり、使用者はシリンジ１０のプッシュロッ
ドを手動で動かすことができる。拡張部１０８，１０９の形状は、円形であっても矩形で
あってもよいし、互いに対向する、平らかつ曲がった端又は使用者が二重チャンバシリン
ジ１０の内部でプッシュロッド７６，８１を動かすことができるような、当業者に公知の
他の形状を有していてもよい。
【００３１】
　図５Ａは、図５に示されるものとは別の面で類似である、手動操作のプッシュロッド装
置の実施形態とともに使用する、もう一つの内側プッシュロッド８１’及び外側プッシュ
ロッド７６’を示す。
【００３２】
　本発明は、それの例示的な実施形態の記述によって説明し、実施形態を相当詳しく説明
したが、そのような詳細に添付クレームの範囲を制限するか又はいかなる方法によっても
限定することを意図するものではない。追加の利点及び改良点が、当業者に直ちに出現す
るだろう。広い局面の本発明はそれ故に特定の詳細、代表的な装置、方法及び示されかつ
述べられた具体例に限定されない。その結果、出願人の一般的発明概念の範囲又は精神か
ら逸脱することのない範囲で、そのような詳細から逸脱してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１Ａ】二重チャンバシリンジ及び先端キャップの一つの実施形態における長手方向部
分の部分的概略図である。
【図１Ｂ】二重チャンバシリンジの別の実施形態における前端長手方向部分の概略図であ
る。
【図１Ｃ】ノズルに内側ネジ山がある二重チャンバシリンジの追加の実施形態における前
端長手方向部分の概略図である。
【図１Ｄ】二重チャンバシリンジ及びアダプタの前端長手方向部分の概略図である。
【図１Ｅ】ノズルに固定されたアダプタがある二重チャンバシリンジの前端長手方向部分
の概略図である。
【図１Ｆ】シリンジにはめ込まれたグリップ端を有するバックプレートの透視図である。
【図１Ｇ】二重チャンバシリンジ及び先端キャップのもう一つの実施形態における長手方
向部分の部分的概略図である。
【図２】バックプレートの後方部分の透視図である。
【図３】二重チャンバシリンジの斜視図である。
【図３Ａ】図１Ｇの二重チャンバシリンジの他の実施形態における斜視図である。
【図４】プッシュロッド及び駆動メカニズムを示す図である。
【図４Ａ】図１Ｇの二重チャンバシリンジの他の実施形態とともに使用されるプッシュロ
ッド及び駆動メカニズムを示す図である。
【図５】手動操作のプッシュロッド装置の図である。
【図５Ａ】図１Ｇの二重チャンバシリンジの他の実施形態とともに使用される手動操作の
プッシュロッド装置の図である。
【図６】プッシュロッド及び駆動メカニズムの他の実施形態を示す図である。
【図７Ａ】図１Ｇの二重チャンバシリンジの他の実施形態における外側ピストンの長手方
向部分である。
【図７Ｂ】図１Ｇの二重チャンバシリンジの他の実施形態における外側ピストンの斜視図
である。
【図７Ｃ】図１Ｇの二重チャンバシリンジの他の実施形態におけるピストンと図４Ａのプ
ッシュロッドとの係合の斜視図である。
【図７Ｄ】ピストンと図４Ａのプッシュロッドと係合するための、図１Ｇの二重チャンバ
シリンジの他の実施形態における回転を示す斜視図である。
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【図７Ｅ】図１Ｇの二重チャンバシリンジの他の実施形態のピストンと係合するための、
図４Ａのプッシュロッドの回転を示す斜視図である。
【符号の説明】
【００３４】
　１０　二重チャンバシリンジ
　１０ｂ　シリンジ
　１１　外側ボディ
　１４　内壁
　１５　外側チャンバ
　１６　内面
　１９　円筒形突起部
　１９ｃ　突起部
　２０　ノズル
　２１　内面
　２３　内側ネジ山
　２３a　内側ネジ山
　２４　外側ネジ山
　２５　ノズル端
　２７　円錐部分
　２９　ベース部
　３０　内側ボディ
　３１　外壁
　３２　内側チャンバ
　３３　内壁
　３５　ノズル
　３６a　ノズル端
　４０　前端
　４５ａ　ツメ
　４５ｂ　ツメ
　４５ｃ　ツメ
　４５ｄ　ツメ
　４６　バルブアッセンブリ
　４７　逆止弁
　４８　バルブプレート
　５０　前方チャンバ
　５５　開口部
　５６　第２通路
　５７　第４通路
　６０　第１通路
　６５　後方端
　６６　フランジ
　６７　円形凹部
　６８　テーパの隆線
　６９　前面
　７０　バッカープレート
　７０ａ　バッカープレート
　７１ａ　三日月形開口部
　７１ｂ　三日月形開口部
　７２　アパーチャー
　７３ａ　ブリッジ部材
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　７３ｂ　ブリッジ部材
　７４　外側ディスク
　７４ａ　グリップ端
　７４ｂ　グリップ端
　７５　プランジャ
　７５'　プランジャ
　７６　プッシュロッド
　７６'　外側プッシュロッド
　７７　フック
　７８　ギアメカニズム
　７９ａ　固定突起
　７９ｂ　固定突起
　７９ａ'　固定突起
　７９ｂ'　固定突起
　８０　後方の壁
　８０'　硬質プラスチックコア
　８１　内側チャンバのプッシュロッド
　８１'　内側プッシュロッド
　８２ａ　スロット
　８２ｂ　スロット
　８３　円筒壁
　８６ａ　固定突起
　８６ｂ　固定突起
　９０　固定用突起
　９０'　Ｔ型フック
　９１　プランジャ
　９１'　プランジャ
　９２　フック
　９３　円筒形延長部
　９４　凹部
　９４'　凹部
　９５　歯型軌道
　９６　内壁
　９７　壁
　９８　ギアメカニズム
　９９　硬質プラスチックバッカープレート
　１００　同軸プランジャシステム
　１０５　駆動メカニズム
　１０８　第１端の円筒形拡張部
　１０９　第２端の円筒形拡張部
　１１０　インジェクター駆動部
　１１０'　インジェクター駆動部
　１１２　インジェクター駆動部
　１１２'　インジェクター駆動部
　１１４　スクリューシャフト
　１１５　内側環状リング
　１１６　スクリューシャフト
　１１７　従動子
　１２０ａ　先端キャップ
　１２０ｂ　先端キャップ
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　１２０ｃ　先端キャップ
　１２１ａ　スロット
　１２１ｂ　スロット
　１２１ｃ　スロット
　１２２ａ　空洞
　１２２ｂ　凹部
　１２２ｃ　空洞
　１２５　アダプタ
　１２６　内側ネジ山
　１２９　第３通路
　１３０　バッカープレートシリンジアッセンブリ
　１３０ａ　バッカープレートアッセンブリ

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図１Ｄ】

【図１Ｅ】

【図１Ｆ】

【図１Ｇ】 【図２】
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【図３】 【図３Ａ】

【図４】

【図４Ａ】

【図５】

【図５Ａ】
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【図６】

【図７Ａ】

【図７Ｂ】

【図７Ｃ】 【図７Ｄ】
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【図７Ｅ】

【手続補正書】
【提出日】平成19年6月4日(2007.6.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　二重チャンバシリンジであって、
　開口端、内側排出口が形成された閉口端、及び内側ボディの内部でシールされて摺動可
能な内側プランジャを有する円筒形内側ボディと、
　前記内側ボディを取り囲み、かつ、開口端、外側排出口が形成された閉口端、及び内側
ボディとの間をシールされて摺動可能な外側プランジャを有する円筒形外側ボディとから
なり、
　内側ボディが、内側及び外側ボディの外側と、外側排出口を通じて流体連通するように
、前記内側排出口が、前記外側排出口の中に延びている二重チャンバシリンジと、
　前記二重チャンバシリンジが装着される電動注入器であって、
　内側及び外側プランジャを独立して駆動するように設計された第１及び第２電動駆動部
からなる電動注入器と、
　を備える医療流体注入器アッセンブリ。
【請求項２】
　内側ボディの開口した後方端と外側ボディの開口した後方端との間に組み込まれたバッ
カープレートをさらに備える請求項１に記載のアッセンブリ。
【請求項３】
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　外側ボディの外側で前記バッカープレートのアパーチャーの中を通って外側プランジャ
から延びるラムをさらに備える請求項２に記載のアッセンブリ。
【請求項４】
　内側ボディの外側で内側ボディの開口端の中を通って内側プランジャから延びるラムを
さらに備える、請求項１から３のいずれかに記載のアッセンブリ。
【請求項５】
　前記第１駆動部が、内側プランジャに連結するラムと係合するように設計されている請
求項１または２に記載のアッセンブリ。
【請求項６】
　前記第２駆動部が、外側プランジャに連結するラムと係合するように設計されている請
求項１、２または５に記載のアッセンブリ。
【請求項７】
　前記シリンジの外側チャンバ及び内側チャンバの中に収容された流体を被検者の中へ注
入するのに使用し、ここで前記両チャンバの流体を連続的に、置換可能に、又は同時に注
入する、請求項１から６のいずれかに記載のアッセンブリ。
【請求項８】
　内側ラムと、
　前記内側ラムに駆動可能に連結された第１電動駆動部と、
　前記内側ラムを環状に取り巻く円筒形部分からなる外側ラムと、
　前記外側ラムに駆動可能に連結された第２電動駆動部と、
　内側プランジャがある内側ハウジング及び外側プランジャがある外側ハウジングを有す
るシリンジの組み付け用ハウジングとからなり、前記内側ラムは前記内側プランジャを駆
動するように係合可能で、前記外側ラムは、前記外側プランジャを駆動するように係合可
能である二重チャンバシリンジ用注入器。
【請求項９】
　前記内側ラムが歯型軌道を備え、前記第１電動駆動部が前記歯と噛み合うギアを備える
請求項８に記載の注入器。
【請求項１０】
　前記外側ラムが歯型軌道を備え、前記第２電動駆動部が前記歯と噛み合うギアを備える
請求項８に記載の注入器。
【請求項１１】
　前記内側ラムがネジ山付き従動子を備え、かつ前記第１電動駆動部が、前記第１電動駆
動部によって回転可能で、かつ前記従動子と係合するネジを備える請求項８に記載の注入
器。
【請求項１２】
　前記外側ラムがネジ山付き従動子を備え、かつ前記第２電動駆動部が、前記第２電動駆
動部によって回転可能で、かつ前記従動子と係合するネジを備える請求項８に記載の注入
器。
【請求項１３】
　開口部を規定するほぼ円筒形の延長部を有する第１端であって、前記開口部がＩＳＯ標
準に適合しないシリンジ先端と係合するネジ付き内面を有する第１端と、
　開口部を規定する第２端であって、前記開口部は、前記開口部から外側に延びるオスの
ルアーコネクターと、前記オスのルアーコネクターを取り囲み、ネジ付内面を有するほぼ
円筒形の拡張部とを備え、前記オスのルアーコネクター及び円筒形部分がＩＳＯ標準に適
合する第２端とからなり、
　前記第１端の開口部と前記オスのルアーコネクターとの間に延びるチャンネルを規定し
、ＩＳＯ標準に適合しないシリンジ先端をＩＳＯ標準のチューブコネクターに適合させる
シリンジ先端用アダプタ。
【請求項１４】
　前記第１端の前記円筒形拡張部が、前記第２端の前記円筒形拡張部よりも直径が大きい
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請求項１３に記載のアダプタ。
【請求項１５】
　前記第１端の前記円筒形拡張部、前記第２端の前記円筒形延長部及び前記オスのルアー
コネクターはほぼ同軸にある請求項１３または１４に記載のアダプタ。
【請求項１６】
　前記アダプタが硬質プラスチックで製造されている請求項１３から１５のいずれかに記
載のアダプタ。
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