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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】容器間で液体を汚染なく移送することができる
ようにする方法、及びその方法を実施するために用いら
れる移送装置及びアダプタを提供する。
【解決手段】液体を汚染なく移送するとは、移送プロセ
スの間、液体、又は液体若しくは液体の気化物によって
汚染された空気が、周囲へまったく漏れず、同時に周囲
からの汚染物質が液体と接触することがまったくないこ
とを意味する。この方法の主な利点は、その簡単さに加
えて、移送手順の段階において、液体、又は液体若しく
は液体の気化物によって汚染された空気が、周囲へ漏れ
ることがまったくなく、同時に周囲からの汚染物質が液
体と接触することがまったくないことである。本発明は
特に、標準的なコネクタ・ポートを備えた任意の容器へ
、または容器から、有害薬剤を汚染なく移送する。
【選択図】図１２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体移送作業で使用するコネクタ部であって、前記コネクタ部が、中空の円筒形の外側
本体を含み、前記外側本体は、
　ａ．前記外側本体から径方向に突出し、開口で終端する遠位のショルダ部分であって、
流体移送構成要素の近位端が連結のために前記開口を通って挿入できる、遠位のショルダ
部分と、
　ｂ．中央部分を有する密閉された近位のキャップであって、前記中央部分は、液体移送
装置の遠位端に連結するために、そこから近位に突出する連結手段を含む、近位のキャッ
プと、
　ｃ．少なくとも１つの導管をその中に保持するために、前記密閉された近位のキャップ
の中央部分から前記外側本体の内部に突出する針ホルダであって、前記導管は、鋭い尖っ
た端部を含み、さらに孔を設けられ、前記流体移送作業中に液体が前記孔を通って移送さ
れる、針ホルダと、
　ｄ．前記外側本体の中空の内部で、往復移動可能な二重膜シール・アクチュエータであ
って、
　ｉ）円筒形のアクチュエータ・ケーシングと、
　ｉｉ）前記ケーシングの近位端を密封する近位の膜と、
　ｉｉｉ）前記ケーシングの遠位端を密封する遠位の膜であって、前記遠位の膜の一部分
が前記ケーシングから遠位に突出する、遠位の膜と、
　ｉｖ）少なくとも２つの弾性のアームであって、前記アームの近位端において前記ケー
シングの外側の中間部分に連結され、前記アームの遠位端において拡張要素を含む、弾性
のアームとを含む、二重膜シール・アクチュエータとを有する、コネクタ部。
【請求項２】
　前記二重膜シール・アクチュエータが、前記コネクタ部の円筒形の本体の遠位端にある
とき、前記弾性のアームの拡張要素が前記コネクタ部の円筒形の本体の前記遠位のショル
ダ部分に押し込まれ、それによって流体移送構成要素の近位端にある膜囲壁が前記コネク
タ部の遠位端にある開口に挿入でき、前記膜囲壁内の膜が前記二重膜シール・アクチュエ
ータのケーシングから遠位に突出する遠位の膜の一部分に接触するまで進めることができ
るようになっている、請求項１に記載されたコネクタ部。
【請求項３】
　前記遠位のショルダ部分の直径、及びアームの遠位端にある前記拡張要素の大きさが、
前記二重膜シール・アクチュエータ及び流体移送構成要素を互いに向かって押すための軸
線方向の力が加えられた場合、膜囲壁の側面が、アームの遠位端にある前記拡張要素が径
方向内側に移動するのを防止するようになっており、これにより、前記膜囲壁の側面が前
記拡張要素に対して近位に移動するまで、遠位のアクチュエータの膜が前記膜囲壁内の膜
に対して圧縮され、この時点で、前記拡張要素は、径方向内側に移動するための空間を有
し、前記二重膜シール・アクチュエータの遠位のショルダ部分から解除され、前記膜囲壁
の遠位の下側面に当接し、それによって、前記遠位のアクチュエータの膜が、固定され、
且つ圧縮された係合で、前記膜囲壁内の前記膜に対してロックされ、前記流体移送構成要
素からの前記アクチュエータの係脱を防止し、前記アクチュエータ及び前記連結された流
体移送構成要素が、前記コネクタ部の外側本体の中空の内部で往復可能に移動できるよう
な、直径及び大きさとなっている、請求項２に記載されたコネクタ部。
【請求項４】
　二重膜シール・アクチュエータが、前記コンダクタ部の円筒形の本体の遠位端にある場
合、前記少なくとも１つの導管の鋭い尖った端部が前記二重膜シール・アクチュエータの
近位の膜と遠位の膜との間に配置される、請求項１に記載されたコネクタ部。
【請求項５】
　前記アクチュエータ及び取り付けられた流体移送構成要素が前記コネクタ部の外側本体
の中空の内部で近位に移動できる距離、及び２つの導管の長さが、前記アクチュエータ及
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び前記取り付けられた流体移送構成要素が近位に移動した場合、前記少なくとも１つの導
管の鋭い尖った端部が前記アクチュエータの前記遠位の膜、及び前記膜囲壁内の膜を貫通
し、それによって、前記コネクタ部と前記流体移送構成要素との間の液体経路が確立され
るようになっており、前記アクチュエータ及び取り付けられた流体移送構成要素が前記コ
ネクタ部の前記外側本体の前記中空の内部で遠位に移動した場合、前記少なくとも１つの
導管の前記鋭い尖った端部が前記アクチュエータの前記遠位の膜、及び前記膜囲壁内の前
記膜を通って引き抜かれ、それによって、前記コネクタ部と前記流体移送構成要素との間
の前記液体経路が遮断されるような、距離及び長さとなっている、請求項３に記載された
コネクタ部。
【請求項６】
　固定された二重膜係合を行うために、請求項１のコネクタ部を流体移送構成要素に連結
する方法であって、
　ａ．前記コネクタ部の外側本体の前記遠位のショルダ部分の前記開口を前記流体移送構
成要素の近位端の付近に配置するステップと、
　ｂ．前記コネクタ部の外側本体を遠位に移動させることによって二重膜係合動作を開始
し、前記流体移送構成要素の近位端にある膜囲壁が前記コネクタ部の内部に受けられるま
で行うステップと、
　ｃ．前記アクチュエータの前記遠位の膜が前記流体移送構成要素の近位端で前記膜囲壁
内の膜に接触し、押し付けられるまで、前記外側本体を前記流体移送構成要素に対してさ
らに遠位に移動させるステップであって、このステップの間、前記二重膜シール・アクチ
ュエータに取り付けられたアームの遠位端にある前記拡張要素が、前記膜囲壁の側面によ
って前記コネクタ部の前記外側本体の前記遠位のショルダ部分に保持され、それによって
、前記アクチュエータが前記コネクタ部の前記外側本体内を近位に移動するのを防止する
、ステップと、
　ｄ．前記膜囲壁の前記側面が前記拡張要素を通過することができるようにするために、
前記アクチュエータの前記遠位の膜、及び前記第２の流体移送構成要素の近位端にある前
記膜囲壁内の前記膜が共に十分に圧縮されるまで、前記外側本体を前記流体移送構成要素
に対してさらに遠位に移動させるステップであって、それによって、前記アームが径方向
内側に移動できるようになり、それによって、前記遠位のアクチュエータの膜が、固定さ
れ、且つ圧縮された係合で、前記膜囲壁内の前記膜に対してロックされ、前記流体移送構
成要素から前記アクチュエータの係脱を防止し、前記アクチュエータ及び前記取り付けら
れた流体移送構成要素が、前記コネクタ部の外側本体の中空の内部で往復可能に移動でき
るようにし、前記アクチュエータ及び取り付けられた流体移送構成要素を前記コネクタ部
の前記外側本体の中空の内部で近位に移動させた場合、少なくとも１つの導管の鋭い尖っ
た端部が前記アクチュエータの遠位の膜、及び前記膜囲壁内の膜を貫通し、それによって
、前記コネクタ部と前記流体移送構成要素との間の液体経路を確立し、前記アクチュエー
タ及び取り付けられた流体移送構成要素を前記コネクタ部の前記外側本体の前記中空の内
部で遠位に移動させた場合、前記少なくとも１つの導管の前記鋭い尖った端部を前記アク
チュエータの前記遠位の膜、及び前記膜囲壁内の前記膜を通って引き抜き、それによって
、前記コネクタ部と前記流体移送構成要素の間の前記液体経路を遮断する、ステップとを
含む、コネクタ部を流体移送構成要素に連結する方法。
【請求項７】
　前記コネクタ部の構造が、ロック固定デバイス又は解除機構を設定する必要なしに、コ
ネクタ部及び流体移送構成要素が１回の軸線方向の動作によって連結され、１回の軸線方
向の動作によって係脱できるようにする、請求項６に記載された、コネクタ部を流体移送
構成要素に連結する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、流体移送デバイスの分野に関するものである。より詳細には、本発明は、容
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器間で有害薬剤を汚染なく移送するための装置及び方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　有害薬剤の調合及び投与に携わる医療及び薬理学関係者は、周囲に漏れる可能性のある
薬剤及びその気化物に曝される危険性に悩まされる。本明細書では、「有害薬剤」とは、
それと接触し、又はその気化物と接触すると健康の害を生じる可能性がある注入可能（ｉ
ｎｊｅｃｔａｂｌｅ）な材料を指す。例示的且つ限定的でないそのような薬剤の例には、
中でも、細胞毒素、抗ウイルス薬、薬物療法薬、抗生物質、及び、ハーセプチン、シスプ
ラチン、フルオロウラシル、ロイコボリン、タキソール、メタトロクサット（ｍｅｔａｔ
ｒｏｘａｔ）、ジェムザール、シクロホスファミド、サイトキサン、及びネオサールなど
の放射性医薬品、又は、液体、固体、若しくは気体状態でのそれらの組合せが含まれる。
【０００３】
　液状又は粉末状の有害薬剤は、バイアル内に収容され、一般に保護衣、口マスク、及び
層流安全キャビネット（ｌａｍｉｎａｒ　ｆｌｏｗ　ｓａｆｅｔｙ　ｃａｂｉｎｅｔ）を
備えた薬剤師によって、隔離された部屋に一般に準備される。カニューレが設けられた注
射器、即ち中空の針が、薬剤をバイアルから移送するために使用される。準備された後に
、有害薬剤が静脈内投与のための食塩水などの、非経口投与のためのバッグに収容された
溶液に加えられる。
【０００４】
　有害薬剤は毒性があるので、それに直接的に体が接触し、又は薬剤の気化物に微量に曝
されることでも、皮膚がん、白血病、肝障害、奇形、流産、早産などの健康上の災いを発
生させる危険性が大幅に増加する。そのように曝されることは、バイアル、瓶、注射器、
及び静脈内バッグなどの薬剤を収容する容器に、過剰な圧力が与えられる場合に起こる可
能性があり、その結果、有害薬剤によって汚染された流体又は空気が周囲に漏洩する。有
害薬剤に曝されることは、針の先端に残り、又はバイアル若しくは静脈内バッグシールに
残る薬剤溶液から生じ、又は針の先端が皮膚に誤って刺通することによっても生じる。
【０００５】
　いくつかの従来技術の液体移送デバイスは、有害薬剤の汚染のない移送を提供するため
のものである。
【０００６】
　例えば、ＷＯ２００５／０４１８４６は、流体容器のポートに挿入されるように構成さ
れた容器ポート・アダプタ、薬剤を収容するバイアルに連結されるように構成されたバイ
アル・アダプタ、及び注射器に取り付けられた注射器アダプタを備える薬剤混合システム
を開示する。注射器アダプタは、少なくとも１つの容器ポート・アダプタ及びバイアル・
アダプタに軸線方向の動作で流体連通され、機械的にロックされるようになされる。使用
者が注射器のプランジャーを引き戻すと、流体が注射器に直接的に流入し、流体を無菌の
まま保ち、使用者が流体に曝されないことを確実にする。注射器アダプタは、容器ポート
・アダプタ又はバイアル・アダプタの対応する隔壁に押されて、接触係合し、それによっ
て注射器の針が周囲環境に露出するのが防止されるので、容器ポート・アダプタ又はバイ
アル・アダプタに連結され、又はそれから切り離されるときも、使用者が流体に曝される
ことがない。注射器アダプタは、隔壁ハウジング、隔壁ハウジング内に配置された圧縮バ
ネ、ハウジング内に密封式に装着され、バネの中に軸線方向に延出する針を備える。隔壁
ハウジングは、針の先端を露出するために針に対して可動である。この薬剤移送システム
は、容器ポート・アダプタ、バイアル・アダプタ、及び注射器アダプタのうちの少なくと
も１つを大気に通気する膜の通気口及びフィルタを備える開放式のシステムである。それ
でもなお、フィルタを通した後に、微量の薬剤の気化物によって汚染された空気が周囲環
境に露出される。この薬剤混合システムの別の問題は、２つの隔壁がバネの付勢力によっ
て相互に接触係合して配置されることである。バネによって加えられた付勢力は、２つの
隔壁が接触して最初に配置された時に低く、隔壁が針によって突き通されると増加する。
したがって、２つの隔壁が最初に接触して配置されたときのシステムのどのような不意な
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動きも、２つの隔壁を互いに分離し、危険な薬剤を周囲に露出する危険性を生じやすい。
このシステムのさらなる問題は、バネが完全に圧縮されたときに固定デバイスが係合され
、固定デバイスを手動で係脱させる解除機構が必要であることである。さらに、この発明
のシステムは、薬剤の気化物によって汚染される可能性のある空気を周囲環境に通気する
通気フィルタを備える。
【０００７】
　２つの別個の隔壁を液体移送作業の前にロック係合させ、固定デバイス又は解除機構を
設定する必要なく前記作業に続いて分離させるコネクタを提供することが望ましい。
【０００８】
　ＷＯ０２／１１７９４、ＷＯ０３／０８６５２９、及びＵＳ６，７１５，５２０は、汚
染のない、即ち有害薬剤を収容する容器の内部から周囲の環境に気体が通過することのな
い、薬剤移送のための密閉システムの流体移送アセンブリを開示している。薬剤の瓶への
コネクタは、流体移送アセンブリでの流体移送ラインを確立するとき、所定の角度で薬剤
の瓶のクロージャを貫通する中空の針を有する。コネクタ・ロック部材及び膜が、流体伝
達デバイスと結合している二重膜バヨネットに含まれる。中空の針の中の気体チャネルが
、気体を瓶から可撓性の容器に移送し、圧力補償装置が構成され、その逆も行われる。流
体移送デバイスは、注射器及び連結ユニットを備える。連結ユニットは、注射器に連結す
るために構成された第１の部分、及び薬剤瓶コネクタに連結するように構成された第２の
部分を有する。第１の部分の中に摺動できる第２の部分が、第１の部分の開口部に滑動し
て入る移動止めによって上昇するのが防止され、そのロックされた位置は移動止めに連結
された外側に移動可能なハンドルによって解除される。薬剤が流体移送デバイスに受けら
れた後に、連結ユニットの注入針が、輸液バッグの入口ポートに連結された混合デバイス
の注入ポートの膜を貫通する。輸液ラインのスパイク部材が、漏洩を起こさずに混合デバ
イスの出口ポートの膜を突き通す。
【０００９】
　この流体移送アセンブリは、有害薬剤がそれによって移送される連結を確立するために
多数のステップを必要とし、それには、コネクタを薬剤の瓶に連結し、注射器に連結ユニ
ットを回転及びロックし、連結ユニットをコネクタ上に下げ、連結ユニットをコネクタに
回転及びロックし、連結ユニットのハンドルを外側に移動させ、連結ユニットの第１の部
分に第２の部分を引き戻すために流体移送アセンブリを押し付け、注射器を操作するステ
ップが含まれる。この流体移送アセンブリのさらなる問題は、バイアルから対応する体積
の薬剤を移動させるために所定の体積の空気を液体移送作業の前に可撓性の容器に注入す
る必要があるが、注入された空気の体積に依存する移送される薬剤の体積は液体移送作業
中には、医療従事者によって調整することができないことである。この流体移送アセンブ
リのさらなる問題は、作業前に注入される必要のある空気が周囲環境から取り込まれ、し
たがって汚染物質を周囲環境から薬剤に導入し、無菌性を侵す危険性を伴うことである。
また、シート材料から作製され、注射器の外に配置された可撓性の容器が刺通される可能
性があり、それによって汚染された空気を周囲環境に露出し、流体移送アセンブリを動作
不能にする危険性がある。さらに、薬剤の瓶のコネクタの鋭い中空の針は、それが薬剤の
瓶のクロージャを貫通するまで、露出したままになり薬剤師を危険な状態にする。したが
って、この流体移送アセンブリは、一般に「ニードルレス」と呼ばれる安全性のある製品
、即ち使用者に露出されない鋭い針を有する移送デバイスの群の中にあると見なすことが
できない。この流体移送アセンブリのさらなる問題は、作業者が連結の手順の間に１つ又
は複数のステップを行うことを忘れやすく、二重膜シールが確立されない危険な結果を招
く。したがって、危険な薬剤が、周囲の空気に露出され、又は注射器から放出されやすく
、それによって作業者及びその場に居合わせた人を危険にさらす。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】国際公開第２００５／０４１８４６号
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【特許文献２】国際公開第０２／１１７９４号
【特許文献３】国際公開第０３／０８６５２９号
【特許文献４】米国特許第６７１５５２０号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の目的は、有害薬剤、又は有害薬剤若しくは薬剤の気化物によって汚染された空
気の漏洩を防止し、周囲環境からの汚染物質が移送プロセス中に薬剤と接触するのを防止
するように構成された、密閉システムの流体移送アセンブリを提供することである。
【００１２】
　本発明の別の目的は、同じ体積の有害薬剤及び空気が、圧力を平準化する構成によって
流体移送アセンブリ内部で交換され、それによって使用者が有害薬剤に曝されることを防
止する、密閉システムの流体移送アセンブリを提供することである。
【００１３】
　本発明の別の目的は、流体移送作業の任意の段階においても、使用者に対して針の先端
などの鋭い物体を露出しない、流体移送アセンブリを提供することである。
【００１４】
　本発明のその他の目的及び利点は、説明が進むと明らかになる。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本明細書では、用語「交換」は、第１の流体が第１の容器から第２の容器に移送された
場合、等しい体積の第２の流体が第２の容器から第１の容器に移送されるように、２つの
容器の間において、異なる流体通路内で反対の方向に第１及び第２の流体を移送すること
を意味する。
【００１６】
　本明細書では、用語「液体を汚染なく移送する」とは、移送プロセスの間、液体、又は
液体若しくは液体の気化物によって汚染された空気が、周囲へまったく漏れず、同時に周
囲からの汚染物質が液体と接触することがまったくないことを意味する。
【００１７】
　「流体通路」は、前記注射器手段と前記容器との間の流路を意味し、前記注射器手段が
前記容器に連結された場合に相互に流体連通する、前記注射器手段及び前記容器のそれぞ
れからの少なくとも１つのセグメントを含む。
【００１８】
　「セグメント」は、流体が流れることができる１つ又は複数の壁によって密閉されたボ
リューム（ｖｏｌｕｍｅ）を意味する。
【００１９】
　本明細書では、「近位の」は、装置を操作する使用者により近い方向を意味する。
　本明細書では、「遠位の」は、装置を操作する使用者により遠い方向を意味する。
【００２０】
　本明細書では、「固定された二重係合手順」は、２つの流体移送構成要素の突き通し可
能な２つの膜がそれぞれ相互に係合され、遠位に向けられた力を加えている間は、前記２
つの膜の分離が防止される手順を意味する。
【００２１】
　本明細書では、流体移送構成要素は、例えば注射器、バイアル、輸液バッグ、様々なタ
イプのアダプタなどの任意の構成要素を意味し、液体の薬剤をある流体移送構成要素から
別の流体移送構成要素へ、又は患者へ、収容し、輸送し、移送するために用いられる。
【００２２】
　第１の態様では、本発明は、液体を汚染なく移送する方法であって、移送は、液体の体
積及び少なくとも等しい体積の気体を収容する第１の容器から、少なくとも容器内に移送
される液体の量に等しい体積の気体を収容する第２の容器へ行われる。本発明方法は、
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　ａ）流体移送装置を提供するステップであって、流体移送装置は、密閉容器と、気体チ
ャネルの第１セグメントと、液体チャネルの第１セグメントとを含み、密閉容器は、密閉
容器の内部を２つの別個の液密チャンバに分割する可動の内部仕切りを有し、液密チャン
バの容積が可変となっており、チャンバのうちの一方が気体チャンバであり、チャンバの
うちのもう一方が液体チャンバであり、気体チャネル及び液体チャネルの第１セグメント
の近位端が、気体チャンバ及び液体チャンバの内部とそれぞれ流体連通し、気体チャネル
及び液体チャネルの第１セグメントの遠位端が、密封手段によって密閉されている、ステ
ップと、
　ｂ）気体チャネルの第２セグメント、及び液体チャンバの第２セグメントを提供するス
テップであって、気体チャネル及び液体チャネルの第２セグメントの遠位端が、第１の容
器の内部と流体連通し、気体チャネル及び液体チャネルの第２セグメントの近位端が、密
封手段によって密閉されている、ステップと、
　ｃ）気体チャネル及び液体チャネルの第１セグメントの遠位端が、気体チャネル及び液
体チャネルの第１セグメントの遠位端において密封手段を貫通し、気体チャネル及び液体
チャネルの第２セグメントの近位端において密封手段を貫通し、気体チャネル及び液体チ
ャネルの第２セグメントの近位端に入るまで、気体チャネル及び液体チャネルの第１セグ
メントの遠位端を気体チャネル及び液体チャネルの第２セグメントの近位端の方向に押す
ステップであって、それによって第１の容器の内部と気体チャンバの内部との間の連続的
な気体チャネル、及び第１の容器の内部と液体チャンバの内部との間の別個の連続的な液
体チャネルを提供する、ステップと、
　ｄ）第１の容器内の気体の圧力と気体チャンバ内の気体の圧力との間、及び第１の容器
内の液体に働く圧力と液体チャンバ内の液体に働く圧力との間に平衡を確立するステップ
と、
　ｅ）液体チャンバの容積を増加させ、液体チャンバ内の圧力を瞬時に減少させ、同時に
気体チャンバの容積を減少させ、気体チャンバ内の気体の圧力を瞬時に増加させるために
、内部仕切りを第１の方向に移動するステップであって、内部仕切りを移動させることに
よって生じた圧力差により、液体を第１の容器から連続的な液体チャネルを通って液体チ
ャンバに流入させ、同時に等しい体積の気体を気体チャンバから連続的な空気チャネルを
通って第１の容器に流入させ、一方の方向への液体の流入、及び同時に起こる別の方向へ
の気体の流入が、内部仕切りの移動を止め、平衡が再確立されるまで続く、ステップと、
　ｆ）気体チャネル及び液体チャネルの第１セグメントの遠位端を、気体チャネル及び液
体チャネルの第２セグメントの近位端から引き抜くことによって、流体移送デバイスから
第１の容器を切り離すステップであって、気体チャネル及び液体チャネルの第２セグメン
トの近位端にある密封手段を通して引き抜くことによって、気体チャネル及び液体チャネ
ルの第２セグメントの端部を密閉し、気体チャネル及び液体チャネルの第１セグメントの
遠位端にある密封手段を通して引き抜くことによって、気体チャネル及び液体チャネルの
第１セグメントの端部を密閉する、ステップと、
　ｇ）気体チャネルの第３セグメント、及び液体チャネルの第３セグメントを提供するス
テップであって、気体チャネル及び液体チャネルの第３セグメントの遠位端が第２の容器
の内部と流体連通し、気体チャネル及び液体チャネルの第３のセグメントの近位端が密封
手段によって密閉されている、ステップと、
　ｈ）気体チャネル及び液体チャネルの第１セグメントの遠位端が、気体チャネル及び液
体チャネルの第１セグメントの遠位端において密封手段を貫通し、気体チャネル及び液体
チャネルの第３セグメントの近位端において密封手段を貫通し、気体チャネル及び液体チ
ャネルの第３セグメントの近位端に入るまで、気体チャネル及び液体チャネルの第１セグ
メントの遠位端を気体チャネル及び液体チャネルの第３セグメントの近位端の方向に押す
ステップであって、それによって、第２の容器の内部と気体チャンバの内部との間の連続
的な気体チャネル、及び第２の容器の内部と液体チャンバの内部との間の別個の連続的な
液体チャネルを提供する、ステップと、
　ｉ）第２の容器内の気体の圧力と気体チャンバ内の気体の圧力との間、及び第２の容器



(8) JP 2013-66748 A 2013.4.18

10

20

30

40

50

内の液体に働く圧力と液体チャンバ内の液体に働く圧力との間に平衡を確立するステップ
と、
　ｊ）液体チャンバの容積を減少させ、液体チャンバ内の圧力を瞬時に増加させ、同時に
気体チャンバの容積を増加させ、気体チャンバ内の気体の圧力を瞬時に減少させるために
、内部仕切りを第２の方向に移動するステップであって、内部仕切りを移動することによ
って生じた圧力差により、液体を液体チャンバから連続的な液体チャネルを通って第２の
容器に流入させ、同時に等しい体積の気体を第２の容器から連続的な空気チャネルを通っ
て気体チャンバに流入させ、一方の方向への液体の流入、及び同時に起こる別の方向への
気体の流入が、内部仕切りの移動を止め、平衡が再確立されるまで続く、ステップと、
　ｋ）気体チャネル及び液体チャネルの第１セグメントの遠位端を、気体チャネル及び液
体チャネルの第３セグメントの近位端から引き抜くことによって、流体移送デバイスから
第２の容器を切り離すステップであって、気体チャネル及び液体チャネルの第３セグメン
トの近位端にある密封手段を通して引き抜くことによって、気体チャネル及び液体チャネ
ルの第３セグメントの端部を密閉し、気体チャネル及び液体チャネルの第１セグメントの
遠位端にある密封手段を通して引き抜くことによって、気体チャネル及び液体チャネルの
第１セグメントの端部を密閉する、ステップとを含む。
【００２３】
　この方法は、流体移送デバイスと第１の容器との間を流れるすべての液体と気体が、流
体移送デバイスと第１の容器との間の連続的な液体チャネル及び気体チャネルが設けられ
る前に、流体移送デバイス又は第１の容器の中に存在し、流体移送デバイスと第２の容器
との間を流れるすべての液体と気体が、流体移送デバイスと第２の容器との間の連続的な
液体チャネル及び気体チャネルが設けられる前に、流体移送デバイス又は第２の容器の中
に存在することを特徴とする。
【００２４】
　第２の容器が移送される液体の体積に少なくとも等しい体積の気体を収容しない場合、
この方法は変更され、気体チャンバを、第２の容器の内部と流体連通させない。その代わ
りに、気体チャネルの第３セグメントの遠位端を一方向バルブに連結し、液体が液体チャ
ンバから第２の容器に流入するとき、フィルタを通された周囲からの空気が気体チャンバ
に流入できるようにする。
【００２５】
　本発明の方法が使用できる特定の用途は、有害薬剤を容器間で移送するためのものであ
る。
【００２６】
　別の態様では、本発明は第１の態様の方法を実施するための流体移送装置である。装置
は、注射器手段と、液体を中に貯蔵可能な容器に注射器手段を解除可能に連結する手段と
、注射器手段内の気体圧力を容器内の気体圧力と等しくすることができ、容器と注射器手
段との間において所望の体積の液体の交換ができるようになっている流体交換手段とを含
む。
【００２７】
　本発明の流体移送装置の１つの実施例は、
　　ａ）注射器のような近位部であって、
　　ｉ）円筒形の本体と、
　　ｉｉ）環状のスロートと、
　　ｉｉｉ）コネクタ部とスロートとの間で流体が通過するのを防止する分離要素と、
　　ｉｖ）円筒形の本体内で移動可能なピストンであって、ピストンは遠位の液体チャン
バと近位の気体チャンバとを画成し、液体チャンバ及び気体チャンバの容積が可変である
、ピストンとを含む、近位部と、
　ｂ）近位部のスロートの遠位端に固定して取り付けられたコネクタ部であって、コネク
タ部の遠位端が流体移送構成要素に連結可能であるように構成されているコネクタ部と、
　ｃ）分離要素を通過し、分離要素に固く取り付けられた液体導管であって、液体導管の
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遠位端がコネクタ部に始まり、液体導管の近位端が液体チャンバに終端する液体導管と、
　ｄ）分離要素を通過し、分離要素に固く取り付けられた気体導管であって、気体導管の
遠位端がコネクタ部に始まり、気体導管の近位端が気体チャンバに終端する気体導管と、
　ｅ）コネクタ部の遠位端に配置された膜であって、膜が液体導管及び空気導管の遠位端
を密閉し、周囲から分離する膜とを含む。
　流体移送構成要素のヘッド部が、コネクタ部の内部に入ることができ、コネクタ部の膜
が、流体移送構成要素のヘッド部に配置される膜によって接触された場合、近位に押され
るように、コネクタ部が構成されており、さらに膜を共に押すことによって、液体導管及
び空気導管の遠位端がコネクタ部の膜及びヘッド部の中央のシールを貫通するようになっ
ており、それによって液体チャンバの内部と流体移送構成要素の内部との間の液体導管を
介して開放された液体チャネル、及び空気チャンバの内部と流体移送構成要素の内部との
間の空気導管を介して別個の開放された空気チャネルが確立されることを特徴とする。
【００２８】
　流体移送構成要素のヘッド部が、コネクタ部の内部に入ることができ、コネクタ部の膜
が、流体移送構成要素のヘッド部に配置される膜によって接触された場合、近位に押され
るように、コネクタ部が構成される。さらに膜を共に押すことによって、液体導管及び空
気導管の遠位端がコネクタ部の膜及びヘッド部の中央のシールを貫通するようになってお
り、それによって液体チャンバの内部と流体移送構成要素の内部との間の液体導管を介し
て開放された液体チャネル、及び空気チャンバの内部と流体移送構成要素の内部との間の
空気導管を介して別個の開放された空気チャネルが確立される。
【００２９】
　本発明の装置の実施例では、コネクタ部が、スロートと一体に形成され、又はスロート
に連結され、流体移送構成要素のヘッド部を囲むように適切に寸法を決められた遠位カラ
ーと、遠位カラーに連結され、流体移送構成要素のヘッド部の遠位の縁部に解除可能に係
合するように構成されているロック要素とを含む。
【００３０】
　これらの実施例では、コネクタ部の遠位端に配置された膜が、円錐台形の形状を有する
変形可能な膜であり、膜が、膜の基部において分離要素に堅固に取り付けられ、遠位カラ
ーの遠位端に遠位に延出する。膜の変形を防止するために、安全手段を設けることができ
る。
【００３１】
　本発明の装置のこれらの実施例は、以下の、
　ａ）流体移送構成要素のヘッド部を遠位カラーの付近に配置するステップと、
　ｂ）ヘッド部に配置された膜がコネクタ部の変形可能な膜に接触するまで、ヘッド部及
び遠位カラーを軸線方向に共に移動して密接させるステップと、
　ｃ）ヘッド部及び遠位カラーを軸線方向に共に密接して移動させ続け、液体及び気体の
導管の遠位端が両方の膜を貫通するまで、コネクタ部内の変形可能な膜を圧縮するステッ
プと、
　ｄ）カラーに連結されたロック要素がヘッド部の遠位端に解除可能に係合するまで、ヘ
ッド部及び遠位カラーを軸線方向により近づけて移動させ続けるステップとを実行するこ
とによって、固定された二重膜係合を行うために流体移送構成要素に連結できる。
【００３２】
液体の移送構成要素に液体移送デバイスのコネクタ部を連結するための上述のステップは
、好ましくは、１つの軸線方向の動作を使用して実行できる。
【００３３】
　本発明の装置のその他の実施例では、コネクタ部が、中空の円筒形の外側本体を含む。
外側本体は、
　ａ．外側本体から径方向に突出し、開口で終端する遠位のショルダ部分であって、流体
移送構成要素の近位端が連結のために開口を通って挿入できる、遠位のショルダ部分と、
　ｂ．中央部分を有する密閉された近位のキャップであって、中央部分は、装置の注射器
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のような近位部の遠位端に連結するために、そこから近位に突出する連結手段を含む、近
位のキャップと、
　ｃ．２つの導管をその中に保持するために、密閉された近位のキャップの中央部分から
外側本体の内部に突出する針ホルダであって、導管は、鋭い尖った端部を含み、さらに孔
を設けられ、流体移送作業中に液体及び気体のそれぞれが孔を通って移送される、針ホル
ダと、
　ｄ．外側本体の中空の内部で、往復移動可能な二重膜シール・アクチュエータとを有す
る。
【００３４】
　二重膜シール・アクチュエータは、
　ａ．円筒形のアクチュエータ・ケーシングと、
　ｂ．ケーシングの近位端を密封する近位の膜と、
　ｃ．ケーシングの遠位端を密封する遠位の膜であって、遠位の膜の一部分がケーシング
から遠位に突出する、遠位の膜と、
ｄ．少なくとも２つの弾性のアームであって、アームの近位端においてケーシングの外側
の中間部分に連結され、アームの遠位端において拡張要素を含む、弾性のアームとを含む
。
【００３５】
　二重膜シール・アクチュエータが、コネクタ部の円筒形の本体の遠位端にあるとき、弾
性のアームの拡張要素がコネクタ部の円筒形の本体の遠位のショルダ部分に押し込まれ、
それによって流体移送構成要素の近位端にある膜囲壁がコネクタ部の遠位端にある開口に
挿入でき、膜囲壁内の膜が二重膜シール・アクチュエータのケーシングから遠位に突出す
る遠位の膜の一部分に接触するまで進めることができるようになっている。
【００３６】
　遠位のショルダ部分の直径、及びアームの遠位端にある拡張要素の大きさが、二重膜シ
ール・アクチュエータ及び流体移送構成要素を互いに向かって押すための軸線方向の力が
加えられた場合、膜囲壁の側面が、アームの遠位端にある拡張要素が径方向内側に移動す
るのを防止するような、直径及び大きさとなっている。これにより、膜囲壁の側面が拡張
要素に対して近位に移動するまで、遠位のアクチュエータの膜が膜囲壁内の膜に対して圧
縮され、この時点で、拡張要素は、径方向内側に移動するための空間を有し、二重膜シー
ル・アクチュエータの遠位のショルダ部分から解除され、膜囲壁の遠位の下側面に当接す
る。このようにして、遠位のアクチュエータの膜が、固定され、且つ圧縮された係合で、
膜囲壁内の膜に対してロックされ、流体移送構成要素からのアクチュエータの係脱を防止
し、アクチュエータ及び連結された流体移送構成要素が、コネクタ部の外側本体の中空の
内部で往復可能に移動できる。
【００３７】
　アクチュエータ及び取り付けられた流体移送構成要素がコネクタ部の外側本体の中空の
内部で近位に移動できる距離、及び２つの導管の長さが、アクチュエータ及び取り付けら
れた流体移送構成要素が近位に移動した場合、２つの導管の鋭い尖った端部がアクチュエ
ータの遠位の膜、及び膜囲壁内の膜を貫通し、それによって、コネクタ部と流体移送構成
要素との間の液体経路及び気体経路がそれぞれ確立されるような、距離及び長さとなって
いる。アクチュエータ及び取り付けられた流体移送構成要素がコネクタ部の外側本体の中
空の内部で遠位に移動した場合、２つの導管の鋭い尖った端部がアクチュエータの遠位の
膜、及び膜囲壁内の膜を通って引き抜かれ、それによって、コネクタ部と流体移送構成要
素との間の液体経路及び気体経路がそれぞれ遮断される。
【００３８】
二重膜シール・アクチュエータが、コンダクタ部の円筒形の本体の遠位端にある場合、２
つの導管の鋭い尖った端部が二重膜シール・アクチュエータの近位の膜と遠位の膜との間
に配置される。
【００３９】
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　直前に説明した、本発明の装置の実施例は、以下の、
　固定された二重膜係合を行うために、請求項１１の装置を流体移送構成要素に連結する
方法であって、
　ａ．コネクタ部の外側本体の遠位のショルダ部分の開口を流体移送構成要素の近位端の
付近に配置するステップと、
　ｂ．コネクタ部の外側本体を遠位に移動させることによって二重膜係合動作を開始し、
流体移送構成要素の近位端にある膜囲壁がコネクタ部の内部に受けられるまで行うステッ
プと、
　ｃ．アクチュエータの遠位の膜が流体移送構成要素の近位端で膜囲壁内の膜に接触し、
押し付けられるまで、外側本体を流体移送構成要素に対してさらに遠位に移動させるステ
ップであって、このステップの間、二重膜シール・アクチュエータに取り付けられたアー
ムの遠位端にある拡張要素が、膜囲壁の側面によってコネクタ部の外側本体の遠位のショ
ルダ部分に保持され、それによって、アクチュエータがコネクタ部の外側本体内を近位に
移動するのを防止する、ステップと、
　ｄ．膜囲壁の側面が拡張要素を通過することができるようにするために、アクチュエー
タの遠位の膜、及び第２の流体移送構成要素の近位端にある膜囲壁内の膜が共に十分に圧
縮されるまで、外側本体を流体移送構成要素に対してさらに遠位に移動させるステップで
あって、それによって、アームが径方向内側に移動できるようになり、それによって、遠
位のアクチュエータの膜が、固定され、且つ圧縮された係合で、膜囲壁内の膜に対してロ
ックされ、流体移送構成要素からアクチュエータの係脱を防止し、アクチュエータ及び取
り付けられた流体移送構成要素が、コネクタ部の外側本体の中空の内部で往復可能に移動
できるようにし、アクチュエータ及び取り付けられた流体移送構成要素をコネクタ部の外
側本体の中空の内部で近位に移動させた場合、２つの導管の鋭い尖った端部がアクチュエ
ータの遠位の膜、及び膜囲壁内の膜を貫通し、それによって、コネクタ部と流体移送構成
要素との間の別個の液体経路及び気体経路を確立し、アクチュエータ及び取り付けられた
流体移送構成要素をコネクタ部の外側本体の中空の内部で遠位に移動させた場合、２つの
導管の鋭い尖った端部をアクチュエータの遠位の膜、及び膜囲壁内の膜を通って引き抜き
、それによって、コネクタ部と流体移送構成要素の間の液体経路及び気体経路を遮断する
、ステップとを実行することによって、固定された二重膜係合を行うために流体移送構成
要素に連結できる。
【００４０】
　コネクタ部の構造が、ロック固定デバイス又は解除機構を設定する必要なしに、コネク
タ部及び流体移送構成要素が１回の軸線方向の動作によって連結され、１回の軸線方向の
動作によって係脱できるようにする。
【００４１】
　別の態様では、本発明は流体移送作業で使用するためのコネクタ部である。コネクタ部
が、中空の円筒形の外側本体を含み、外側本体は、
　ａ．外側本体から径方向に突出し、開口で終端する遠位のショルダ部分であって、流体
移送構成要素の近位端が連結のために開口を通って挿入できる、遠位のショルダ部分と、
　ｂ．中央部分を有する密閉された近位のキャップであって、中央部分は、液体移送装置
の遠位端に連結するために、そこから近位に突出する連結手段を含む、近位のキャップと
、
　ｃ．少なくとも１つの導管をその中に保持するために、密閉された近位のキャップの中
央部分から外側本体の内部に突出する針ホルダであって、導管は、鋭い尖った端部を含み
、さらに孔を設けられ、流体移送作業中に液体が孔を通って移送される、針ホルダと、
　ｄ．外側本体の中空の内部で、往復移動可能な二重膜シール・アクチュエータとを有す
る。
【００４２】
　二重膜シール・アクチュエータは、
　ａ．円筒形のアクチュエータ・ケーシングと、
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　ｂ．ケーシングの近位端を密封する近位の膜と、
　ｃ．ケーシングの遠位端を密封する遠位の膜であって、遠位の膜の一部分がケーシング
から遠位に突出する、遠位の膜と、
　ｄ．少なくとも２つの弾性のアームであって、アームの近位端においてケーシングの外
側の中間部分に連結され、アームの遠位端において拡張要素を含む、弾性のアームとを含
む。
【００４３】
　二重膜シール・アクチュエータが、コネクタ部の円筒形の本体の遠位端にあるとき、弾
性のアームの拡張要素がコネクタ部の円筒形の本体の遠位のショルダ部分に押し込まれ、
それによって流体移送構成要素の近位端にある膜囲壁がコネクタ部の遠位端にある開口に
挿入でき、膜囲壁内の膜が二重膜シール・アクチュエータのケーシングから遠位に突出す
る遠位の膜の一部分に接触するまで進めることができるようになっている。
【００４４】
　遠位のショルダ部分の直径、及びアームの遠位端にある拡張要素の大きさが、二重膜シ
ール・アクチュエータ及び流体移送構成要素を互いに向かって押すための軸線方向の力が
加えられた場合、膜囲壁の側面が、アームの遠位端にある拡張要素が径方向内側に移動す
るのを防止するような、直径及び大きさとなっている。これにより、膜囲壁の側面が拡張
要素に対して近位に移動するまで、遠位のアクチュエータの膜が膜囲壁内の膜に対して圧
縮される。この時点で、拡張要素は、径方向内側に移動するための空間を有し、二重膜シ
ール・アクチュエータの遠位のショルダ部分から解除され、膜囲壁の遠位の下側面に当接
する。このようにして、遠位のアクチュエータの膜が、固定され、且つ圧縮された係合で
、膜囲壁内の膜に対してロックされ、流体移送構成要素からのアクチュエータの係脱を防
止し、アクチュエータ及び連結された流体移送構成要素が、コネクタ部の外側本体の中空
の内部で往復可能に移動できる。
【００４５】
　アクチュエータ及び取り付けられた流体移送構成要素がコネクタ部の外側本体の中空の
内部で近位に移動できる距離、及び２つの導管の長さが、アクチュエータ及び取り付けら
れた流体移送構成要素が近位に移動した場合、２つの導管の鋭い尖った端部がアクチュエ
ータの遠位の膜、及び膜囲壁内の膜を貫通し、それによって、コネクタ部と流体移送構成
要素との間の液体経路及び気体経路がそれぞれ確立されるような、距離及び長さとなって
いる。アクチュエータ及び取り付けられた流体移送構成要素がコネクタ部の外側本体の中
空の内部で遠位に移動した場合、２つの導管の鋭い尖った端部がアクチュエータの遠位の
膜、及び膜囲壁内の膜を通って引き抜かれ、それによって、コネクタ部と流体移送構成要
素との間の液体経路及び気体経路がそれぞれ遮断される。
【００４６】
　二重膜シール・アクチュエータが、コンダクタ部の円筒形の本体の遠位端にある場合、
２つの導管の鋭い尖った端部が二重膜シール・アクチュエータの近位の膜と遠位の膜との
間に配置される。
【００４７】
　本発明のコネクタ部は、以下の、
　固定された二重膜係合を行うために、請求項１８のコネクタ部を流体移送構成要素に連
結する方法であって、
　ａ．コネクタ部の外側本体の遠位のショルダ部分の開口を流体移送構成要素の近位端の
付近に配置するステップと、
　ｂ．コネクタ部の外側本体を遠位に移動させることによって二重膜係合動作を開始し、
流体移送構成要素の近位端にある膜囲壁がコネクタ部の内部に受けられるまで行うステッ
プと、
　ｃ．アクチュエータの遠位の膜が流体移送構成要素の近位端で膜囲壁内の膜に接触し、
押し付けられるまで、外側本体を流体移送構成要素に対してさらに遠位に移動させるステ
ップであって、このステップの間、二重膜シール・アクチュエータに取り付けられたアー
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ムの遠位端にある拡張要素が、膜囲壁の側面によってコネクタ部の外側本体の遠位のショ
ルダ部分に保持され、それによって、アクチュエータがコネクタ部の外側本体内を近位に
移動するのを防止する、ステップと、
　ｄ．膜囲壁の側面が拡張要素を通過することができるようにするために、アクチュエー
タの遠位の膜、及び第２の流体移送構成要素の近位端にある膜囲壁内の膜が共に十分に圧
縮されるまで、外側本体を流体移送構成要素に対してさらに遠位に移動させるステップで
あって、それによって、アームが径方向内側に移動できるようになり、それによって、遠
位のアクチュエータの膜が、固定され、且つ圧縮された係合で、膜囲壁内の膜に対してロ
ックされ、流体移送構成要素からアクチュエータの係脱を防止し、アクチュエータ及び取
り付けられた流体移送構成要素が、コネクタ部の外側本体の中空の内部で往復可能に移動
できるようにし、アクチュエータ及び取り付けられた流体移送構成要素をコネクタ部の外
側本体の中空の内部で近位に移動させた場合、少なくとも１つの導管の鋭い尖った端部が
アクチュエータの遠位の膜、及び膜囲壁内の膜を貫通し、それによって、コネクタ部と流
体移送構成要素との間の液体経路を確立し、アクチュエータ及び取り付けられた流体移送
構成要素をコネクタ部の外側本体の中空の内部で遠位に移動させた場合、少なくとも１つ
の導管の鋭い尖った端部をアクチュエータの遠位の膜、及び膜囲壁内の膜を通って引き抜
き、それによって、コネクタ部と流体移送構成要素の間の液体経路を遮断する、ステップ
とを実行することによって、固定された二重膜係合を行うために流体移送構成要素に連結
できる。
【００４８】
　コネクタ部の構造が、ロック固定デバイス又は解除機構を設定する必要なしに、コネク
タ部及び流体移送構成要素が１回の軸線方向の動作によって連結され、１回の軸線方向の
動作によって係脱できるようにする。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明の一実施例による有害薬剤を移送する装置の側面からの斜視図である。
【図２】図１の装置の概略垂直断面図である。
【図３】中空のピストン・ロッドのピストンへの取り付けを強化するためのリブの斜視図
である。
【図４】薬剤のバイアルを有する図１の装置の解除可能な連結の垂直断面図での概略図で
ある。
【図５】汚染のない流体の交換の前の、液体移送デバイスと連結された逆さにされたバイ
アルの垂直断面図での概略図である。
【図６】図４の装置の液体チャンバへの有害薬剤の移送の概略図である。
【図７】図２の移送装置からＩＶバッグへの有害薬剤の移送の概略図である。
【図８】本発明の汚染のない薬剤移送装置の別の実施例の垂直断面である。
【図９】図８に示される装置の汚染のない薬剤移送装置の実施例のコネクタ部の断面図で
ある。
【図１０】Ａは図７に示される流体移送装置及びコネクタ部の断面図である。Ｂは流体移
送装置及びコネクタ部を通る空気及び流体の通路を示す、図１０Ａの断面の拡大図である
。Ｃは流体移送装置及びコネクタ部を通る空気及び流体の通路を示す、図１０Ａの断面の
拡大図である。Ｄは流体移送装置及びコネクタ部を通る空気及び流体の通路を示す、図１
０Ａの断面の拡大図である。
【図１１】コネクタ部が連結できるバイアル・アダプタの斜視図である。
【図１２】バイアル・アダプタの垂直断面図である。
【図１３】図８の装置を使用する固定された二重膜係合作業を示す垂直断面図である。
【図１４】図８の装置を使用する固定された二重膜係合作業を示す垂直断面図である。
【図１５】図８の装置を使用する固定された二重膜係合作業を示す垂直断面図である。
【図１６】図８の装置を使用する固定された二重膜係合作業を示す垂直断面図である。
【図１７Ａ】薬剤調合での最も一般的な用途を概略的に示す。
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【図１７Ｂ】薬剤調合での最も一般的な用途を概略的に示す。
【図１８】薬剤を静脈内（ＩＶ）バッグに移送し、そこから移送するための流体移送装置
と関連して使用されるスパイク・アダプタ、及びコネクタ部を示す断面図である。
【図１９】図１８に示されるスパイク・アダプタを使用して輸液バッグに取り付けられた
流体移送装置を示す断面図である。
【図２０】一方向吸気バルブを備えるスパイク・アダプタを示す断面図である。
【図２１】図２０に示されたスパイク・アダプタを使用して輸液バッグに取り付けられた
流体移送装置を示す断面図である。
【図２２】直接的に本発明の流体移送アセンブリから、直接的に患者の血流内に薬剤を移
送するためのアダプタを示す断面図である。
【図２３】図２２のアダプタに取り付けられた流体移送装置を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００５０】
　本発明は、容器間で液体の汚染のない移送ができるようにする方法、及びその方法を実
施するために用いられる移送装置及びアダプタの実施例を含むデバイスである。この方法
の主な利点は、その簡単さに加えて、移送手順の段階において、液体、又は液体若しくは
液体の気化物によって汚染された空気の周囲への漏れがまったくなく、同時に周囲からの
汚染物質が液体と接触するようになることがまったくないことである。
【００５１】
　この方法は、本明細書では、１つの容器から第２の容器に液体を移送するように述べら
れるが、移送は、いくつかの容器の間で行うことができることを理解されたい。例えば、
液体は第１の容器から引き出すことができ、次いでその一部分が５つの異なる容器に注入
され、それに続いて液体の一部分を容器のうちの１つから引き出すことができ、次いで実
質的に任意の順及び組合せ及び量で元の容器などに注入できる。
【００５２】
　本発明は特に、標準的なコネクタ・ポートを備えた任意の容器へ、及びその容器から、
有害薬剤の汚染のない移送を行うようになされた装置を提供することを対象としている。
【００５３】
　液体を汚染なく移送する方法であって、移送は、液体の体積及び少なくとも等しい体積
の気体を収容する第１の容器から、少なくとも容器内に移送される液体の量に等しい体積
の気体を収容する第２の容器へ行われる、本発明の方法は、以下の、
　ａ）流体移送装置を提供するステップであって、流体移送装置は、密閉容器と、気体チ
ャネルの第１セグメントと、液体チャネルの第１セグメントとを含み、密閉容器は、密閉
容器の内部を２つの別個の液密チャンバに分割する可動の内部仕切りを有し、液密チャン
バの容積が可変となっており、チャンバのうちの一方が気体チャンバであり、チャンバの
うちのもう一方が液体チャンバであり、気体チャネル及び液体チャネルの第１セグメント
の近位端が、気体チャンバ及び液体チャンバの内部とそれぞれ流体連通し、気体チャネル
及び液体チャネルの第１セグメントの遠位端が、密封手段によって密閉されている、ステ
ップと、
　ｂ）気体チャネルの第２セグメント、及び液体チャンバの第２セグメントを提供するス
テップであって、気体チャネル及び液体チャネルの第２セグメントの遠位端が、第１の容
器の内部と流体連通し、気体チャネル及び液体チャネルの第２セグメントの近位端が、密
封手段によって密閉されている、ステップと、
　ｃ）気体チャネル及び液体チャネルの第１セグメントの遠位端が、気体チャネル及び液
体チャネルの第１セグメントの遠位端において密封手段を貫通し、気体チャネル及び液体
チャネルの第２セグメントの近位端において密封手段を貫通し、気体チャネル及び液体チ
ャネルの第２セグメントの近位端に入るまで、気体チャネル及び液体チャネルの第１セグ
メントの遠位端を気体チャネル及び液体チャネルの第２セグメントの近位端の方向に押す
ステップであって、それによって第１の容器の内部と気体チャンバの内部との間の連続的
な気体チャネル、及び第１の容器の内部と液体チャンバの内部との間の別個の連続的な液
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体チャネルを提供する、ステップと、
　ｄ）第１の容器内の気体の圧力と気体チャンバ内の気体の圧力との間、及び第１の容器
内の液体に働く圧力と液体チャンバ内の液体に働く圧力との間に平衡を確立するステップ
と、
　ｅ）液体チャンバの容積を増加させ、液体チャンバ内の圧力を瞬時に減少させ、同時に
気体チャンバの容積を減少させ、気体チャンバ内の気体の圧力を瞬時に増加させるために
、内部仕切りを第１の方向に移動するステップであって、内部仕切りを移動させることに
よって生じた圧力差により、液体を第１の容器から連続的な液体チャネルを通って液体チ
ャンバに流入させ、同時に等しい体積の気体を気体チャンバから連続的な空気チャネルを
通って第１の容器に流入させ、一方の方向への液体の流入、及び同時に起こる別の方向へ
の気体の流入が、内部仕切りの移動を止め、平衡が再確立されるまで続く、ステップと、
　ｆ）気体チャネル及び液体チャネルの第１セグメントの遠位端を、気体チャネル及び液
体チャネルの第２セグメントの近位端から引き抜くことによって、流体移送デバイスから
第１の容器を切り離すステップであって、気体チャネル及び液体チャネルの第２セグメン
トの近位端にある密封手段を通して引き抜くことによって、気体チャネル及び液体チャネ
ルの第２セグメントの端部を密閉し、気体チャネル及び液体チャネルの第１セグメントの
遠位端にある密封手段を通して引き抜くことによって、気体チャネル及び液体チャネルの
第１セグメントの端部を密閉する、ステップと、
　ｇ）気体チャネルの第３セグメント、及び液体チャネルの第３セグメントを提供するス
テップであって、気体チャネル及び液体チャネルの第３セグメントの遠位端が第２の容器
の内部と流体連通し、気体チャネル及び液体チャネルの第３のセグメントの近位端が密封
手段によって密閉されている、ステップと、
　ｈ）気体チャネル及び液体チャネルの第１セグメントの遠位端が、気体チャネル及び液
体チャネルの第１セグメントの遠位端において密封手段を貫通し、気体チャネル及び液体
チャネルの第３セグメントの近位端において密封手段を貫通し、気体チャネル及び液体チ
ャネルの第３セグメントの近位端に入るまで、気体チャネル及び液体チャネルの第１セグ
メントの遠位端を気体チャネル及び液体チャネルの第３セグメントの近位端の方向に押す
ステップであって、それによって、第２の容器の内部と気体チャンバの内部との間の連続
的な気体チャネル、及び第２の容器の内部と液体チャンバの内部との間の別個の連続的な
液体チャネルを提供する、ステップと、
　ｉ）第２の容器内の気体の圧力と気体チャンバ内の気体の圧力との間、及び第２の容器
内の液体に働く圧力と液体チャンバ内の液体に働く圧力との間に平衡を確立するステップ
と、
　ｊ）液体チャンバの容積を減少させ、液体チャンバ内の圧力を瞬時に増加させ、同時に
気体チャンバの容積を増加させ、気体チャンバ内の気体の圧力を瞬時に減少させるために
、内部仕切りを第２の方向に移動するステップであって、内部仕切りを移動することによ
って生じた圧力差により、液体を液体チャンバから連続的な液体チャネルを通って第２の
容器に流入させ、同時に等しい体積の気体を第２の容器から連続的な空気チャネルを通っ
て気体チャンバに流入させ、一方の方向への液体の流入、及び同時に起こる別の方向への
気体の流入が、内部仕切りの移動を止め、平衡が再確立されるまで続く、ステップと、
　ｋ）気体チャネル及び液体チャネルの第１セグメントの遠位端を、気体チャネル及び液
体チャネルの第３セグメントの近位端から引き抜くことによって、流体移送デバイスから
第２の容器を切り離すステップであって、気体チャネル及び液体チャネルの第３セグメン
トの近位端にある密封手段を通して引き抜くことによって、気体チャネル及び液体チャネ
ルの第３セグメントの端部を密閉し、気体チャネル及び液体チャネルの第１セグメントの
遠位端にある密封手段を通して引き抜くことによって、気体チャネル及び液体チャネルの
第１セグメントの端部を密閉する、ステップとを含む。
【００５４】
　本発明方法を実施するために使用されるデバイスの例示的な実施例が、本明細書に下記
に述べられている。
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【００５５】
　図１は、本発明の一実施例による、周囲を汚染せずに有害薬剤を移送するための装置１
０の斜視図を示す。装置１０の近位部２７は、本質的に従来の注射器である。それは、所
望の体積の有害薬剤を、例えばバイアル１４又は静脈内（ＩＶ）バッグなどの、薬剤が収
容されている流体移送構成要素から引き出し、次いで別の流体移送構成要素に薬剤を移送
するように構成されている。
【００５６】
　移送装置１０のコネクタ部２５’は、適切にバイアル１４のヘッド部２０を囲むように
寸法を決められた一体の遠位カラー１８、カラー１８内にバイアル１４のヘッド部２０を
解除可能に係合するためのロック要素２２ａ及び２２ｂを含む。装置１０の近位部２７は
、シリンダ２４、シリンダ２４よりもかなり小さな直径を有し、シリンダ２４からカラー
１８に延出する環状のスロート２６、シリンダ２４の近位端に嵌合された環状のゴム・ス
トッパ２８、ストッパ２８を密封して通過する中空のピストン・ロッド３０、及び使用者
がそれによってピストン・ロッド３０をストッパ２８を通して上下に押したり引いたりす
ることができる近位のピストン・ロッド・キャップ３２を含む。カラー１８及びシリンダ
２４は、例えばプラスチックなどの剛体の材料から作製される。
【００５７】
　図２は、移送装置１０の概略断面図を示す。図示されるように、ピストン・ロッド３０
は、キャップ３２からピストン３４へ延出し、シリンダ２４の内壁に密封式に係合し、シ
リンダ２４に対して移動可能である。分離要素３６が、スロート２６の内側にあり、スロ
ート２６と一体に形成される。ピストン３４は、可変の体積の２つのチャンバを画成する
。それは、ピストン３４の遠位の面と分離要素３６の間の遠位の液体チャンバ３８、及び
ピストン３４の近位の面とストッパ２８の間の近位の空気チャンバ４０である。円錐台形
の形状を有する変形可能な膜４２が、その基部で分離要素３６に堅固に取り付けられ、カ
ラー１８の遠位端４４に遠位に延出する。膜４２は、完全に２つの導管４６及び４８を囲
み、変形されていない構成のときは、移送装置１０の内部を周囲から効果的に分離するよ
うに機能する。導管４６及び４８は、分離要素３６を通過し、分離要素３６に堅固に接着
される。カラー１８の遠位端４４から実質的に等しく間隔を置いて配置された導管４６及
び４８の遠位端４６ａ及び４８ａは、それぞれ、鋭く尖った端部を有する。細長い導管４
６は空気導管であり、中空のピストン・ロッド３０を貫通して延出する。ピストン・ロッ
ド３０は、遠位の孔５０と共に形成され、それによって導管４６を通って流れる空気が、
ピストン・ロッド３０の内部から孔５０を通って空気チャンバ４０に出ることが可能であ
る。導管４８は液体導管であり、それを通って有害薬剤の溶液がバイアル１４から移送装
置１０に流れることができ、その逆も可能である。導管４８は、導管４６よりもかなり短
く、液体チャンバ３８内で終端する。
【００５８】
　図３に示されるように、ピストン・ロッド３０は、ピストン３４と係合された、例えば
プラスチックから作製される環状のディスク５２によって、ピストン３４に取り付けるこ
とができる。複数の補強リブ５４が、ディスク５２の近位面に取り付けられ、中央のスリ
ーブ５６が各リブ５４に連結され、それによってピストン３４がシリンダ２４と密封結合
しながら、ピストン・ロッド３０がスリーブ５６を通過できる。図示されない空気導管は
、ピストン３４を通過し、ピストン・ロッド３０の内部に延出する。
【００５９】
　図４は、移送装置１０をバイアル１４のヘッド部２０に連結することを示す。ヘッド部
２０は、バイアル１４内に収容された有害薬剤６０が外側に漏洩するのを防止するための
、中央のシール５８（図１参照）を設けられている。
【００６０】
　連結する前に、移送装置１０及びバイアル１４を、近づくように移動させる。カラー１
８の外壁に連結されたロック要素２２ａ及び２２ｂを曲げ、バイアル１４のヘッド部２０
がカラー１８に入ることができるようにする。バイアル１４のヘッド部２０がカラー１８
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によって画成されたキャビティ内に導入され、膜４２の遠位端がバイアル１４のヘッド部
２０のシール５８に押し付けられる。ヘッド部２０を続けてカラー１８に押し込むと、円
錐形の膜４２がその基部に向かってつぶれ、導管４６及び４８が膜４２及びシール５８の
両方を貫通し、バイアル１４の内部、移送装置１０内の空気チャンバ４０、液体チャンバ
３８の間の流体連通が確立する。ヘッド部２０がカラー１８に強固に押し込まれると、ロ
ック要素２２ａ及び２２ｂのそれぞれ尖った端部６２ａ及び６２ｂが、ヘッド部２０の遠
位端６４に係合する。これにより、移送装置１０がヘッド部２０に堅固にロックされ、膜
４２がシール５８に強固に押し付けられて保持され、それによって移送装置及びバイアル
の内部の汚染を防止し、同時に、それらの中の流体が周囲に漏れるのを防止する。
【００６１】
　導管４６及び４８が、膜４２及びバイアル１４のシール５８を貫通すると、２つの交互
の流体通路が形成される。第１の通路は、バイアル１４、空気導管４６、及び空気チャン
バ４０の内部によって画成される空気の通路である。第２の通路は、バイアル１４、液体
導管４８、及び液体チャンバ３８の内部によって画成される液体の通路である。薬剤６０
によって占有されないバイアル１４の内部は、下記に説明するように、内部の近位部分を
どちらの流体が占有するかに応じて、空気用又は液体用の通路として交互に機能すること
ができる。２つの流体通路が移送装置１０及びバイアル１４の内部にあるので、それらの
間の液体移送作業には汚染がない。
【００６２】
　安全対策として、ロック要素２２ａ及び２２ｂの使用によって、固体のリング（図示さ
れない）を円錐形の膜４２の周りに嵌合して、移送装置１０の遠位端に取り付けることが
できる。ロック要素がリングと係合する場合、円錐形の膜４２の圧縮が防止される。した
がって、導管４６及び４８は膜４２を貫通することも防止され、それによって導管の端部
を周囲に露出し、使用者に害を与えることを回避する。固体のリングが取り外されると、
上記に説明したように、円錐形の膜４２を圧縮することが可能になり、移送装置１０をバ
イアル１４のヘッド部２０に連結することが可能になる。
【００６３】
　空気チャンバ４０内の空気、及びバイアル１４の内部空間６０に保持された空気又は任
意のその他の気体の最初の圧力は、大気圧よりもわずかに高く、又はわずかに低いことが
ある。空気チャンバ４０内の空気とバイアル１４の内部６６の気体との間に最初の圧力差
がある可能性があるが、膜４２及びシール５８が貫通されるとき、空気通路内の圧力が即
時に平衡を達成する。この段階の間、液体導管４８も、バイアル１４の内部６６の近位部
分を占有する空気と連通し、したがって移送装置の液体チャンバ３８も実質的に同じ均一
の圧力にある。
【００６４】
　図５に示されるように、連結された移送装置１０及びバイアル１６は、次いで逆さにさ
れ、液体の薬剤をバイアル１４から移送装置１０へ双方向に交換し、同時に空気を移送装
置１０からバイアル１４へ双方向に交換することを可能にする。バイアル１４が逆さにさ
れるので、薬剤６０は、重力によって下降し、バイアル１４の近位部分を占有する。チャ
ンバ４０の空気圧は、実質的に薬剤６０に加わる圧力と等しいので、薬剤６０は空気導管
４６及び液体導管４８を通って流れるのが防止される。
【００６５】
　液体通路が図６に示される。ピストン・ロッド・キャップ３２が近位に移動されるとき
、液体チャンバ３８の体積が増加し、吸引によって液体の薬剤が引かれて、バイアル１４
から導管４８を通って移送装置１０内の液体チャンバ３８に入る。バイアル内の薬剤の全
部の量、又はその任意の所望の部分が、液体チャンバ３８に移送できる。ピストンが近位
に引かれて、液体をバイアル１４から移送するので、空気チャンバ４０の体積は同時に減
少し、チャンバ４０内の空気を導管４６を通してバイアル１４の内部６６に流す。バイア
ル１４に流入する空気は、送出された液体の体積をもつ。空気はピストンが移動を止める
まで、導管４６を通ってバイアルに流入し続け、空気チャンバ４０内及びバイアル１４の
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内部の圧力が再び平衡に達する。
【００６６】
　所望の量の薬剤が液体チャンバ３８に移送された後に、図４を再び参照して、ロック要
素２２ａ及び２２ｂがバイアル１４のヘッド部２０から解除される。次いで、移送装置１
０は別の軸線方向の動作、即ち軸線方向に離して引かれることによってバイアル１４から
分離される。バイアルを移送デバイスから分離するとき、導管４６及び４８はバイアル４
０のシール５８及び移送装置１０の遠位端の膜４２を通って引き抜かれる。これが起こる
とき、導管４６及び４８の遠位端４６ａ及び４８ａ（図２）はそれぞれ、シール５８によ
って拭われ清浄される。有害薬剤６０の残留するどのような小滴も、導管から除去され、
バイアル１４の内部のシール５８の内面に残り、したがって周囲の空気に露出されない。
膜４２は、同時に、図２に示される元の位置に戻り、それによって空気チャンバ４０内の
薬剤及び液体チャンバ３８内の薬剤と接触し汚染された空気を密封する。
【００６７】
　図７は、移送装置１０からＩＶバッグ７４への有害薬剤の移送を概略的に示す。アダプ
タ７０が、最初にＩＶバッグのポート７２に取り付けられる。ＩＶバッグには、ＩＶバッ
グからの液体の漏洩を防止するゴム・シール７６を設けることができる。アダプタ７０は
中央のボア７８を有し、その中にポート７２が挿入され、複数のフィン８０がボア軸を通
過する平面に配置される。アダプタ７０は、入口ポート７８の周りに装着され、フィン８
０がプレス嵌めによって入口ポート７２の外壁８２に接触する。アダプタ７０は、バイア
ル１４のヘッド部２０（図２）と実質的に同じ形状及び寸法を有するヘッド部８４にも設
けられる。
【００６８】
　ＩＶバッグがアダプタ７０の下になるように逆さにされる。この向きでは、ＩＶバッグ
内に保持された気体の媒体、例えば空気が液体の上にある。次いで、移送装置１０は、移
送装置１０の遠位端でカラー１８にアダプタ７０のヘッド部８４を押し込むことによって
アダプタ７０に連結される。アダプタ７０のヘッド部８４が、カラー１８によって画成さ
れたキャビティ内に導入され、膜４２の遠位端がＩＶバッグ７４のポート７２のネック内
のゴム・シール７６に押し付けられる。ヘッド部８４を続けてカラー１８に押し込むと、
円錐形の膜４２がその基部に向かってつぶれ、導管４６及び４８が膜４２及びシール５８
の両方を貫通し、ＩＶバッグ７４の内部、及び移送装置１０内の空気チャンバ４０、及び
液体チャンバ３８の間の流体連通が確立する。ヘッド部８４がカラー１８に強固に押し込
まれると、ロック要素２２ａ及び２２ｂの尖った端部が、ヘッド部８４の遠位端８６に係
合する。これにより、移送装置１０がアダプタ８４に堅固にロックされ、膜４２がシール
７６に強固に押し付けられて保持され、それによって移送装置及びＩＶバッグの内部の汚
染を防止し、同時に、それらの中の流体が周囲に漏れるのを防止する。移送装置１０がア
ダプタ７０に連結された後に、使用者は遠位の力をロッド・キャップ３２に加える。した
がって、ピストン３４は、分離要素３に向かって遠位に移動する。ピストンが移動すると
、移送装置１０の液体チャンバ３８に収容された有害薬剤がポート７２を通ってＩＶバッ
グに押し込まれる。同時に、液体の薬剤がＩＶバッグに移送されると、空気チャンバ４０
の体積は増加し、ＩＶバッグ内に保持された気体の媒体、例えば空気が、吸引によって空
気チャンバ４０に移送される。ピストンが移動を止め、空気チャンバ４０内及びＩＶバッ
グ内の圧力が平衡に達したとき、空気が導管４６を通って流れるのを止める。必要量の薬
剤がＩＶバッグ内に放出された後に、ロック要素２２ａ及び２２ｂの近位端がカラー１８
をアダプタ７０のヘッド部８４から解除するために内側に押される。移送装置１０が、ゆ
っくりと引かれてアダプタ７０から離れる。この分離が行われるとき、導管４６及び４８
がシール５１を通って引き戻され、シール５１はＩＶバッグ７４からの漏れ、及び膜４２
を通る漏れを防止するための流体バリアとして機能し続け、膜４２は円錐形状に戻り、液
体移送装置１０の内部を周囲から分離する。
【００６９】
　移送装置１０は、ＩＶバッグから液体を引き出すためにも使用できる。これを行うため
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に、カラー１８がアダプタ７０に連結された後に、ＩＶバッグは、移送装置１０の上にな
るように逆さにされる。次いで、ピストン・ロッド・キャップ３２を近位に移動させ、そ
れによって同時に所望の液体をＩＶバッグから液体チャンバ３８に移送し、空気チャンバ
４０からの空気をＩＶバッグの内部に移送する。
【００７０】
　別の実施例では、アダプタは、輸液セットの配管がそれに連結できるＩＶバッグのポー
トと同様の第２のポートを備え、移送装置１０がそれに対して連結できる、バイアル１４
のヘッド部２０（図２）と実質的に同じ形状及び寸法を有するポートを備える、ＩＶバッ
グのポート内のシールを突き通すための中空の二重のカニューレ・スパイク要素を備える
ことができる。
【００７１】
　図８は、本発明の汚染なく薬剤を移送する装置１０の別の実施例の垂直断面図である。
本発明のこの実施例では、装置１０の近位部２７は、上記に述べた第１の実施例の近位部
と同一である。
【００７２】
　図９に示されるように、コネクタ部２５は、近位のキャップ１１３から近位に突出し、
スロート２６を囲むカラー１２４によって近位部２７のスロート２６に連結される。スロ
ート２６及びカラー１２４は、製造時に単一の要素として共に形成され、又は例えば糊付
け又は溶接によって共に永久的に取り付けられ、又はネジ係合若しくはルアー・コネクタ
などの連結手段と共に形成される。コネクタ部は、圧縮可能であり、且つ往復可能な二重
膜シール・アクチュエータを含む。二重膜シール・アクチュエータは、第１の遠位の位置
に配置された場合、針が隠される通常の弛緩構成（ｒｅｌａｘｅｄ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａ
ｔｉｏｎ）をとり、近位に移動された場合、圧縮されて針を露出する。コネクタ部２５は
、別の流体移送構成要素に解除可能に連結されるように構成され、その構成要素は、薬剤
バイアル、静脈内バッグ、又は流体がそこを通り、流体移送構成要素間で移送される「流
体移送アセンブリ」を形成するための静脈内ラインなどの標準的なコネクタを備える任意
の流体容器であってもよい。
【００７３】
　図９に示されるように、コネクタ部２５は、円筒形の中空の外側本体１２８と、本体１
２８から径方向に突出し、流体移送構成要素の近位端が連結のためにそこを通して挿入さ
れる開口１２６で終端する遠位のショルダ部分１２９と、本体１２８の内部で往復移動可
能な二重膜シール・アクチュエータ１３０と、円筒形のアクチュエータ・ケーシング１３
７の中間の部分に、その近位端で連結された弾性のアーム１３３及び１３４と、コネクタ
部２５の内部１１９内に、その密閉された近位のキャップ１１３の中央部分から突出する
針ホルダ１１５に保持された固定式の空気導管４６及び液体導管４８とを備える。針ホル
ダ１１５は、外側本体１２８及び近位のキャップ１１３の一部分であり、そこに針が接着
される。
【００７４】
　導管４６及び４８は、針ホルダ１１５から遠位に延出し、アクチュエータ１３０の膜１
４２を突き通す。導管４６及び４８の遠位端はそれぞれ、鋭い尖った端部４６ａ及び４８
ａを有し、さらにそれぞれ孔１１１及び１１２を設けられ、流体移送作業中に流体がそこ
を通って移送される。空気導管４６の近位端は流体移送ユニット１０の内部の中を延出す
るが、液体導管４８の近位端は、液体導管が流体移送ユニット１０のスロート２６の内部
と流体連通するように、コネクタ部２５のキャップ１１３において、又はそこからわずか
に近位に終端する。
【００７５】
　本明細書で上記に説明されたように、流体は、同じ体積の有害薬剤及び空気が流体移送
アセンブリの内部で交換される圧力平衡構成によって移送される。流体移送ユニット１０
は、キャップ５２からピストン３４に延出する中空のピストン・ロッド３０を備え、バレ
ル２４の内壁に密封式に係合し、バレル２４に対して移動可能である。ピストン３４は、
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可変の体積の２つのチャンバを画成する。それは、ピストン３４とコネクタ部２５との間
の遠位の液体チャンバ３８、及びピストン３４とストッパ２８との間の近位の空気チャン
バ４０である。空気導管４６は、ピストン３４を通過し、中空のピストン・ロッド３０の
内部に延出する。導管４６を通って流れる空気は、ピストン・ロッド３０の内部に入り、
ピストン・ロッド３０の遠位端に形成された孔５０（図１０Ｃに示される）を通って空気
チャンバ４０を出る。空気導管４６よりもかなり短い導管４８は、薬剤の溶液が液体チャ
ンバ３８に流入できるように構成されている。
【００７６】
　二重膜シール・アクチュエータ１３０は、矩形断面を有する近位のディスク形状の膜１
４２、及びＴ字形断面を有する遠位の二重ディスク形状の膜１４３を含み、その膜１４３
は、矩形の近位部分１４４及び近位部分１４４に対して径方向内側に配置される遠位部分
１４７を有する。膜１４２及び１４３は、ケーシング１３７内に設置され、遠位部分１４
７はケーシング１３７から遠位に突出する。等しい長さのアーム１３３及び１３４が、伸
長され、実質的に長手方向に配置され、それぞれ連結点１６１’及び１６２’でケーシン
グ３７に取り付けられている。アーム３３及び３４は、それぞれ遠位の拡張要素１６１及
び１６２で終端する。弾性のアーム１３３及び１３４は、そうすることが妨げられない限
り、拡張要素１６１及び１６２の間の距離が、コネクタ部２５の直径よりも拡張されるよ
うに設計される。拡張要素１６１及び１６２は、アクチュエータ１３０が第１の遠位の位
置に配置された場合、ショルダ部分１２９内に受け入れられ、係合されるように構成され
る。アクチュエータ１３０が、この第１の位置にある場合、尖った端部４６ａ及び４８ａ
が膜１４２及び１４３の間に保持され、使用者が尖った端部にさらされ、負傷するのを防
止し、同時に導管４６及び４８の端部を周囲から密封し、それによって流体移送ユニット
１０の内部の汚染、及びユニット１０の内部の中に含まれる有害な薬剤の周囲への漏洩を
防止する。
【００７７】
　図１０Ａは、本発明の流体移送装置１０の断面図である。図１０Ｂ、図１０Ｃ、及び図
１０Ｄは、流体移送装置を通る空気及び流体の通路を示す、図１０Ａの断面Ｂ、Ｃ、及び
Ｄの拡大図である。１０Ｂを参照すると、液体導管４８がどのように近位のキャップ１１
３、移送装置１０の円筒形の壁２４のスロート部２６を通過し、遠位液体チャンバ３８の
内部に終端するかがわかる。図１０９Ｃでは、液体チャンバ３８の近位端がどのようにピ
ストン３４の遠位表面によって画成されているかがわかる。空気導管４６は、液体チャン
バ３８を通過し、図１０Ｃでは、ピストン３４、ディスク５２、及び補強リブ５４を通過
し、中空のピストン・ロッド３０の内部に入ることがわかる。導管４６は、デバイス１０
の円筒形部分２４の最上部付近で終端する。導管４６の遠位端で入る空気は、遠位端での
み出ることでき、そこでは、空気が中空のピストン・ロッド３０の内部に侵入する。図１
０Ｃでは、空気が近位の空気チャンバ４０に入ることができるようにする、ピストン・ロ
ッド３０の底部で、１つ又は複数の孔５０があることがわかる。図１０Ｂ及び１０Ｃでそ
れぞれわかるように、空気チャンバ４０の遠位端がピストン３４の近位の表面によって画
成され、その近位端はゴム・ストッパ２８の遠位の表面によって画成される。図１０Ａか
ら図１０Ｄで、例えば近位の方向にピストンが移動すると、液体チャンバ３８の体積が増
加し、空気チャンバ４０の体積が同じ量だけ減少することが理解できる。移送装置１０の
ゴム・ストッパ２８及びピストン３４、並びにコネクタ部２５の膜１４２及び１４３は、
ピストン・ロッド３０、空気導管４６、及び液体導管４８が、それぞれストッパ、ピスト
ン、又は膜によって密閉されたボリュームの内部を外側と分離する流体シールを維持しな
がら、それらを通って摺動できるようにする従来の自己密封タイプであることに留意され
たい。
【００７８】
　図１１及び図１２は、それぞれ、バイアル・アダプタ１６０の斜視図及び断面図を示す
。バイアル・アダプタ１６０は、コネクタ部２５を薬剤バイアル１４、又は適切な形状及
び寸法にされたポートを有する任意のその他の構成要素に連結するために使用される中間
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の連結である。バイアル・アダプタ１６０は、流体移送デバイスの第１の実施例と共に使
用することもできる。バイアル・アダプタを導入する主な理由のうちの１つには、市販の
薬剤バイアルの最上部を密封する膜５８の最上部の外表面が一般に円滑でないことがある
。したがって、バイアル・コネクタを使用して、薬剤を汚染なく移送するのに必要な、コ
ネクタ部２５の遠位端での膜１４３の遠位部分１４７と円滑なシール同士の接触を行う。
さらに、膜５８が一般的に作製される材料は特性が十分でなく、即ちそれが針によって突
き通される場合、数回刺通された後にくずれて（ｄｉｓｉｎｔｅｇｒａｔｅ）、漏れを起
こす。
【００７９】
　バイアル・アダプタ１６０は、環状の近位のキャップ１６８を設けられたカラー部１６
５、及びキャップ１６８から近位に突出する長手方向の延長部１６９を含む。長手方向の
延長部１６９は、バイアル・アダプタを使用する第２の理由である。それは、従来の薬剤
バイアルのネックよりもはるかに長く、したがって以下に説明するように、薬剤の移送が
できるようにするためにコネクタ部２５の遠位端で開口１２６に嵌入する。カラー部分１
６５は、バイアル１４のヘッド部２０への固定を促進するための、その内側の面の凸リッ
プ１６３と共に形成された複数の円周部のセグメント１６７から成る。長手方向の延長部
１６９は、延長部１６９の直径よりも大きな直径を有する膜囲壁１７１によって近位に終
端する。膜囲壁１７１は、近位の中央の開口１７２を有し、それによって、そこに保持さ
れる膜１７６がアクセス可能となる。
【００８０】
　膜１７６から遠位に延出する２つの長手方向のチャネル１７８及び１７９は、長手方向
の延長部１６９の内部に形成され、それぞれ導管４６及び４８を受け入れるように構成さ
れる。膜囲壁１７１には、スロットがあり、コネクタ部２５の、円筒形の中空の外側本体
１２８の内側には、稜部又はピンがある（スロットも稜部も図には示されない）。連結す
る間、稜部／ピンは、スロット内に入り、摺動しなければならず、任意のその他の方向に
対しては、稜部／ピンは、膜囲壁１７１に接触し、さらなる連結の動きを阻止する。稜部
／ピン及びスロットは、導管４６及び４８が常に、長手方向の延長部１６９内のそれらの
指定されたチャネルに入るように、それぞれの部分に配置される。長手方向の延長部１６
９はキャップ６８から遠位に突出するスパイク要素１７７によって遠位に終端する。スパ
イク要素７７は、それぞれチャネル１７８及び１７９と連通する開口１８８及び１８９に
よって形成される。
【００８１】
　バイアル１４は、中央の近位のシール５８を有し、シール５８は、収容された薬剤の外
側への漏洩を防止するように構成される。遠位の力がバイアル・アダプタ１６０に加えら
れるとき、スパイク要素がバイアル１４のシール５８を突き通して、チャネル１７８及び
１７９が薬剤バイアル１４の内部と連通できるようにする。これが起こるとき、カラー部
分１６５の円周部のセグメント１６７が、バイアル１４のヘッド部２０と確実に係合する
。バイアル１４の膜５８が突き通された後に、それはスパイク１７７の周りを密封し、バ
イアルの外へ薬剤が漏洩するのを防止する。同時に、チャネル１７８及び１７９の頂部が
膜１７６によって密封され、空気がバイアル１４の内部に入り、又は薬剤がそこから出る
のを防止する。
【００８２】
　図１３から図１６は、それぞれ、アクチュエータ３０によって可能となる、固定された
二重膜係合手順を示す。図示されるように、アクチュエータ１３０の遠位の膜１４３は、
バイアル・アダプタ１６０の膜１７６と固定係合されるが、固定係合作業は、任意のその
他の適切な流体移送構成要素と共に実行できることを理解されたい。手順は、以下のよう
に実行される。ステップ１－バイアル・アダプタ１６０の膜囲壁１７１がコネクタ部２５
の遠位開口１２６の近くに配置される。ステップ２－二重膜係合手順が、コネクタ部２５
の遠位に移動する本体１２８によって開始され、バイアル・アダプタ１６０の膜囲壁１７
１及び延長部１６９がコネクタ部２５の内部１１９の遠位端に入るまで行われる。ステッ
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プ３－アクチュエータ３０の膜１４３がバイアル・アダプタ１６０の固定膜１７６に接触
し、本体１２８のさらなる遠位の移動によって押し付けられる。膜が互いに強固に押し付
けられた後に、拡張要素１６１及び１６２がショルダ部分１２９から解除される。この段
階では、膜１４３及び１７６は、拡張要素１６１及び１６２によって互いに押し付けられ
て保持され、アクチュエータ１３０が、相対的な近位の移動によりバイアル・コネクタ１
６０から係脱することが防止される。ステップ４－導管４６及び４８の先端が膜１４３及
び１７６を突き通し、バイアル１４の内部と流体連通するまで、本体１２８のさらなる遠
位の移動により、アクチュエータ１３０が本体１２８に対して近位に移動する。これらの
４つのステップは、コネクタ部２５がバイアル・アダプタ１６０に対して遠位に移動され
るとき、１つの連続的な軸線方向の動作によって行われ、それらのステップは、コネクタ
部２５を固定して保持しバイアル・アダプタ１６０を遠位に移動することによってバイア
ル・アダプタ１６０からコネクタ部２５を分離するために、逆に行うことができる。手順
は４つの別個のステップを含むものとして本明細書に説明されるが、これは手順を説明す
るのを容易にするために過ぎないことを重要な点として強調しておきたい。実際には、本
発明を使用した固定された二重膜係合（及び係脱）手順は、単一の円滑な軸線方向の移動
を使用して実行されることが理解されよう。
【００８３】
　流体移送装置１０が取り付けられるコネクタ部２５を、バイアル１４が取り付けられる
バイアル・アダプタ１６０に連結する手順の第１のステップは、図１３に示される。図１
３に示される段階では、二重膜シール・アクチュエータ１３０は、その第１の、コネクタ
部２５の遠位端で遠位の位置にあり、バイアル・アダプタ１６０の膜囲壁１７１の近くに
移動させられる。図１３に示される、流体移送装置１０、コネクタ部２５、バイアル・ア
ダプタ１６０、及びバイアル１４のすべての要素は、図９及び図１２を参照して上記に説
明されている。
【００８４】
　図１４は、固定された二重膜係合手順の第２のステップを示す。自然な傾向により可撓
性アーム１３３及び１３４が拡張された部分を側方に外側に向かって押し、拡張要素１６
１及び１６２がショルダ部分１２９に保持されるとき、膜囲壁１７１の直径は、拡張要素
１６１及び１６２との間の間隔よりも小さい。これによって、膜囲壁１７１が１１９の内
部に難なく進入することができる。コネクタ部２５がバイアル・アダプタ１６０の方向に
押されると、拡張要素１６１及び１６２がショルダ部分１２９に保持され、膜囲壁１７１
の側面によって内側に移動するのが防止される。ショルダ１２９の上方の表面１３１及び
１３２は、それぞれアーム１３３及び１３４の遠位部分と接触し、それらがコネクタ部２
５の本体１２８に対して近位に移動するのを防止する。
【００８５】
　図１５は、固定された二重膜係合手順の第３のステップを示す。コネクタ部２５がさら
に遠位に移動すると、Ｔ字型膜１４３の遠位の膜部分１４７が、膜囲壁１７１の中央の開
口１７２（図１１）に入る。遠位の膜部分１４７は、バイアル・アダプタの膜１７６に接
触し、濃い領域１９４によって概略的に表されるように、２つの膜は、互いに対して圧縮
される。膜が共に押し付けられている間、アクチュエータ１３０がコネクタ２５の本体１
２８へ上昇して入れるようになることが、拡張要素１６１及び１６２によって防止される
。拡張要素１６１及び１６２は、バイアル・アダプタ６０の膜囲壁１７１の外側表面によ
って、コネクタ２５の本体２８の壁の遠位のショルダ部分１２９から出ることが防止され
る。コネクタ部２５及びバイアル・アダプタ１６０を共に押すためにより大きな力が加え
られると、膜の圧縮量が増加して、膜囲壁１７１の側面が拡張要素６１及び６２を過ぎて
移動するまで、長手方向の延長部１６９及び膜囲壁１７１が移動して１１９のさらに内部
に入る。拡張要素１６１及び１６２は、もはや膜囲壁によって阻止されなくなった後に、
径方向内側に移動でき、ショルダ部分１２９から解除され、膜囲壁１７１の遠位の下側面
１８１に当接する。この段階で、２つの膜１４３及び１４７が固定結合及び圧縮結合の状
態で互いにロックされる。
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【００８６】
　図１６は、固定された二重膜係合手順の第４のステップを示す。拡張要素１６１及び１
６２は、コネクタ部２５のショルダ部分１２９から解除され、コネクタ部の本体１２８の
内壁によって側方に外側に移動するのが防止される。これによって、バイアル・アダプタ
の膜囲壁１７１が、二重シール・アクチュエータ１３０に固定して取り付けてられて維持
される。コネクタ部２５がバイアル・アダプタ１６０に対してさらに遠位に移動すると、
二重膜シール・アクチュエータ１３０及び取り付けられたバイアル・コネクタ１６０がコ
ネクタ部２５の内部１１９において近位に移動する。導管４６及び４８はコネクタ部２５
の近位端で針ホルダ１１５に固く固定されるので、二重膜シール・アクチュエータ１３０
が近位に移動すると、導管４６及び４８の尖った遠位端４６ａ及び４８ａが、バイアル・
コネクタ１６０内の長手方向のチャネル１７８及び１７９に入るまで、ダイアフラム１４
３及び１７６を貫通して漸進的に押し出される。バイアル・コネクタ１６０がバイアル１
４に予め連結されているので、スパイク１７７はバイアル１４の最上部で膜１６５を貫通
し、したがってこの時点で２つの独立の流体通路がそれぞれ、バイアル１４の内部、遠位
の液体チャンバ３８、流体移送装置１０内の近位の空気チャンバ４０の間で確立される。
【００８７】
　図１６に示されるように、拡張要素１６１及び１６２の近位の内部表面が膜囲壁１７１
の平らな下側面に係合し、外側に移動することが防止される。したがって、膜囲壁１７１
が通常の取り扱いの下でコネクタ部から不意に係脱することが防止される。しかし、バイ
アル・アダプタが固定位置に保持されている間、流体移送装置に比較的大きな規模の垂直
の力が加えられると、本明細書で下記に説明されるように、バイアル・アダプタが二重膜
シール・アクチュエータから係脱する可能性がある。
【００８８】
　図１７Ａ及び１７Ｂは、薬剤調合での２つの最も一般的な適用を概略的に示す。図１７
Ａは、バイアルに液体を注入することを示し、図１７Ｂは、液体をバイアルから引き出す
ことを示す。図１７Ｂでは、空気チャンバ４０から空気導管を通ってバイアルに入る空気
によって生成された気泡が示される。一般的な用途では、薬剤を患者に投与するプロセス
の第１の段階は、病院の薬局で行われる。第１のステップでは、薬剤師は、例えば蒸留水
などの希釈液（溶媒）を含むバイアル１４に予め連結されたバイアル・アダプタ１６０に
装置１０のコネクタ部２５を連結するために、本明細書で上述された、固定された二重膜
係合手順を使用する。この段階では、ピストン３４はその最も遠位の位置にあり、液体チ
ャンバ３８は空である。次に、移送装置１０は、図１７Ｂに示されるように保持され、薬
剤師は、流体移送装置１０の流体チャンバ３８を測定された量の希釈液で満たす。次いで
、第１のバイアルが、液体移送装置１０から切り離され、粉末又は濃縮液の形の薬剤を含
む第２のバイアルが取り付けられる。この段階では、装置１０の液体チャンバ３８は、希
釈液で満たされ、バイアル１４の内部は、粉末又は液体の薬剤で部分的に満たされる。次
いで、装置は、図１７Ａに示されるように底部でバイアルによって垂直に保持される。次
いで、薬剤師はピストン・ロッド・キャップ３２を押し下げて、ピストン３４を遠位に押
しやり、液体を液体チャンバ３８から押し出し、導管４８及びチャネル１７９（図１６を
参照されたい）を通してバイアル１４内に入れる。同時に、液体チャンバ３８の体積が、
ピストンを遠位に移動することにより減少すると、空気チャンバ４０の体積が増加する。
これにより、空気チャンバ内に一時的な負圧状態が形成され、したがってバイアル１４内
の空気（又は不活性ガス）がチャネル１７８及び導管４６を通って空気チャンバ４０に吸
い込まれる。さらに、同時に、液体がバイアルに加えられると、バイアル内の空気に使用
可能な体積が減少し、一時的な正圧状態を形成し、したがって空気がバイアル１４からチ
ャネル１７８及び導管４６を通って、前述したように一時的な負圧状態にある空気チャン
バ４０内に押しやられる。すべての液体がバイアルに加えられた後に、薬剤を完全に溶解
するために、装置が徹底的に振り混ぜられる。この後、薬剤師は図１７Ｂに示されるよう
に、装置を逆さにし、ピストン・ロッド・キャップを近位方向に引き、必要量の薬剤をバ
イアルから引き出し、移送ユニット１０の液体チャンバ３８に入れる。同時に液体チャン
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バを満たし、空気チャンバを空にするための液体及び空気の流れは、図１７Ａに説明され
るものと反対の方向になっている。
【００８９】
　移送装置１０が必要量の薬剤で満たされた後に、薬剤師は装置１０のコネクタ部からバ
イアル・アダプタを係脱し、専用のアダプタを通して輸液バッグ内に薬剤を注入し、又は
専用のアダプタを通して患者に薬剤を投与する区域に移送ユニットを送る。流体移送装置
１０のコネクタ部２５からバイアル・アダプタ１６０を係脱するために、４段階の固定さ
れた二重膜係合手順が逆順で連続的に行われる。即ち、バイアル・アダプタ１６０及びコ
ネクタ部２５が堅固に把持され、軸線方向の力がそれらを反対方向に引くために加えられ
る。これにより、アクチュエータ１３０がコネクタ部２５の内部１１９内で遠位に移動さ
れる。拡張要素１６１及び１６２の外側表面はコネクタ部の本体１２８の内壁表面と接触
しているので、二重膜シール・アクチュエータ１３０及びバイアル・アダプタ１６０は、
コネクタ部２５の遠位端に向かって共に移動する。導管４６及び４８は、コネクタ部の本
体１２８の近位端で針ホルダ１１５に堅固に取り付けられている。したがって、シール・
アクチュエータ１３０が本体１２８内で遠位に移動すると、導管４６及び４８の遠位端４
６ａ及び４８ａは、それらが膜１４３と１３０の間の元の位置に戻るまで、ダイアフラム
１４３及び１７６を通って漸進的に引き戻される。アクチュエータ１３０がコネクタ部２
５の内部１１９の遠位端に達すると、弾性のアーム１３３及び１３４が自然な傾向によっ
てショルダ部分１２９内で拡張部分を側方に外側に向かって押し、拡張要素１６１及び１
６２は外側に移動する。このようにして、バイアル・アダプタ１６０の膜囲壁１７１が二
重膜シール・アクチュエータ１３０から分離される。
【００９０】
　図１８は、静脈内（ＩＶ）バッグへ、及び静脈内（ＩＶ）バッグから薬剤を移送するた
めの流体移送装置１０と共に使用されるスパイク・アダプタ２００を示す断面図である。
スパイク・アダプタ２００は、近位端のスパイク要素１７７、及び遠位端で輸液セットを
連結するためのスパイク・ポートへの標準的な「ツイスト・オフ」端部２０４で終端する
本体２００を備える。実質的に長手方向の延長部１６９が本体２０２に直角になっている
。長手方向の延長部１６９の端部には膜囲壁１７１及び膜１７６がある。これらの要素は
、スパイク要素１７７の先端から膜１７６への２つの別個のチャネル１７８及び１７９の
存在を含む図１１のバイアル・アダプタ６０に対して上記に説明されたものとまったく同
様である。
【００９１】
　図１９は、図１８に示されたスパイク・アダプタを使用する輸液バッグ２０６に取り付
けられた流体移送装置１０を示す断面図である。上述のシナリオで続けると、スパイク要
素１７７が輸液バッグ２０６のスパイク・ポート２０８に挿入される。薬剤コネクタ部で
満たされた流体移送装置１０は、本明細書で上述した、固定された二重膜係合手順を使用
してスパイク・アダプタ２００に連結されている。バッグは、その中の液体が下にあり、
液体の上にあるバッグの一部分、即ち空気（又は不活性ガス）によって占有されたバッグ
のボリュームが上方にあり、スパイク要素１７７の先端がこの空気の中に配置され、それ
によって囲まれているように吊り下げられる。次いで、移送装置１０内のピストンは遠位
の方向に押され、移送装置１０内の液体チャンバ３８から薬剤を押し出し、コネクタ部２
５内の液体導管４８及びスパイク・アダプタ２００内の液体チャネル１７９を通って、輸
液バッグ２０６に入れる。同時に、輸液バッグの内部からの空気が、スパイク・アダプタ
２００内及び空気導管４６の液体チャネル１７８を通って、移送装置１０内の空気チャン
バ４０内に引かれる。薬剤が輸液バッグに移送された後に、本明細書で上述したように、
コネクタ部２５がスパイク・アダプタ２００から係脱され、ツイスト・オフ端部２０４が
捩じ切られ、輸液バッグ２０６が輸液配管セットに連結され、薬剤が通常の様式で患者に
投与される。
【００９２】
　スパイク・アダプタ２００は、バイアルから薬剤を引くための上述したものと同じ様式
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で、ＩＶバッグから液体を引くためにも使用される。この場合には、ＩＶバッグはスパイ
ク要素１７７が液体の底部に配置され、その液体によって囲まれるように吊り下げられる
。そのような液体は一般に、粉末の薬剤をバイアル内で溶解する（戻す）ための希釈液と
して使用される。アダプタ２００を通して液体を輸液バッグに注入するには、空気／液体
の交換を可能にするために、バッグ内に注入された液体と少なくとも同じ体積の空気の存
在を必要とすることに留意されたい。そのような量の空気の存在は、すべての市販のバッ
グに関して既定のものではなく、したがって薬剤師によって必要な空気を予め満たすこと
ができる。液体が（バイアル内で希釈する粉末の薬剤に関して）バッグから最初に引き出
される場合、空気チャンバ４０からの空気がバッグに注入され、このようにしてＩＶバッ
グへの液体の次の注入に必要な空気を提供する。バッグ・アダプタ２００は、液体の引き
出し、及び十分な体積の気体を収容するＩＶバッグに液体を注入するのに適しているが、
ＩＶバッグが十分な体積の気体を収容していない場合には、本明細書で下記に述べる薬剤
注入アダプタ２１０がより良い選択である。
【００９３】
　図２０は、一方向吸気バルブ２１２を備えるスパイク・アダプタ２１０を示す断面図で
ある。図２１は、図２０に示されたスパイク・アダプタを使用する輸液バッグに取り付け
られた流体移送装置を示す断面図である。スパイク・アダプタ２１０の構成要素のほとん
どは、図１８及び図１９に示されるスパイク・アダプタ２００の構成要素と同じである。
一方向バルブ２１２に加えて、２つのスパイク・アダプタの間のその他の大きな違いは、
スパイク・アダプタ２１０では空気チャネル１７８がスパイク要素１７７の先端からダイ
アフラム１７６に連続していないことである。チャネルは、空気がＩＶバッグの内部と移
送装置１０内の空気チャンバ４０との間を通過できないように遮断されている。スパイク
・アダプタ２１０では、チャネル１７８’が、長手方向の延長部１６９に設けられている
。空気導管４６の先端は、ダイアフラム１７６を貫通するとき、チャネル１７８’の近位
端に入る。空気は、一方向バルブから開口２１８を通ってチャネル１７８’に入る。一方
向バルブ２１２の動作は、図２０から容易に理解される。バルブの内側には、半球形状の
ゴム・キャップ２１４がある。キャップの中央が、アダプタのフレームに取り付けられ、
円周部が平らなシート２２０に着座する。液体が液体チャンバ３８からＩＶバッグ２０６
に注入されるとき、移送装置１０内の空気チャンバ４０の体積が増加し、空気の一時的な
負圧状態を形成する。流体移送装置側の負圧により、キャップ２１４がシート２２０を「
持ち上げ」、周囲の空気を一方向バルブ２１２を通して吸入し、空気を穴２１８を通して
チャネル１７８’に入ることができるようにする。負圧がない場合、又は流体移送装置の
側に正圧がある場合、キャップ２１４が、シート２２０の上に押し下げられ、バルブ２１
２を通る空気の流れを遮断する。アダプタ２１０は、バッグ／液体／空気の位置に無関係
にバッグへの液体の注入を可能にし、ＩＶバッグ内の空気存在をまったく必要としない。
しかし、液体をＩＶバッグから引くために装置１０内の空気チャンバの体積が低下し、そ
れによって正圧を形成し、バルブ２１２を閉鎖するので、液体をアダプタ２１０を使用し
てＩＶバッグから引き出すことができない。アダプタ２１０を使用する間、空気を移送装
置１０に吸入することができるが、空気又は薬剤又は気化物が移送装置１０から漏れる可
能性がまったくなく、それは、これが起こるためには、移送装置の空気チャンバの内部の
圧力は、バルブ２１２の反対側の圧力よりも高くなっている必要があるからであり、した
がって一方向バルブが通常の密閉された構成になることに留意されたい。無菌状態を確か
にし、細菌が流体移送装置に進入するのを防止するために、標準的な０．２２ミクロンの
フィルタ２１６が設けられ、チャネル１７８’内に入る開口２１８を覆う。薬剤が輸液バ
ッグに移送された後に、本明細書で上述したように、コネクタ部２５がスパイク・アダプ
タ２１０から係脱され、ツイスト・オフ端部２０４が捩じ切られ、輸液バッグ２０６が輸
液配管セットに連結され、薬剤が通常の様式で患者に投与される。
【００９４】
　図２２は、患者の血流に直接的に導く輸液配管、配管システム、容器、止めコックなど
の、ポートとして標準的なルアー・コネクタを備える任意の流体受け器に、本発明の流体
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移送アセンブリ１０から直接的に薬剤を移送するためのアダプタ２２２を示す断面図であ
る。アダプタ２２２は、液体の注入の間に液体チャンバから排出される液体の体積を置き
換えるのに要する必要体積の空気を移送装置１０の空気チャンバ４０に提供するための一
方向吸気バルブ２１２を備える。図２３は、コネクタ部２５を介してアダプタ２２２に取
り付けられた流体移送装置１０を示す断面図である。アダプタ２２２は、スパイク要素１
７７、本体２０２、及びねじ切り端部２０４が、任意のルアー・コネクタ・ポートに直接
的に連結されるようになされた標準的なルアー・コネクタ２２２に置き換えられたことを
除いて、本質的に図２０に示されたスパイク・アダプタ２１０と同じである。
【００９５】
　流体移送装置１０の動作及び使用、特に様々なアダプタを伴ったその使用の詳細な説明
が図８に示された実施例に関連するが、これらの様々なアダプタは、図１に示された装置
１０の実施例の連結部に取り付けることもでき、流体を同様の様式で移送するために使用
されることに留意されたい。
【００９６】
　本発明のいくつかの実施例を例として説明したが、本発明は多くの変更、変形、及び改
造によって実施することができ、本発明の趣旨から逸脱せずに、又は特許請求の範囲の範
囲を超えることなく、当業者の範囲内にある多くの等価物又は別の解決策を使用すること
によって実施することができることが明らかである。
 

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７Ａ】 【図１７Ｂ】
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【図１８】 【図１９】

【図２０】 【図２１】
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【図２２】 【図２３】
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