
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
物質又は薬物を分配するための一回量ディスポーザブルディスペンサーであって、
形成された少なくとも二つの孔を有するトレー、
前記孔の一つは分配すべき物質又は薬物をそこに受取り、収容し、他の孔は該物質又は薬
物を付着するためのアプリケータを収容してなり、
物質又は薬物は収容するための前記孔及びアプリケータを収容する前記他の孔を覆うため
の前記トレーに連結している薄いシートのカバー、
前記アプリケータを収容する孔の一つの端部は、前記物質又は薬物収容孔から所定の距離
を有しており、前記アプリケータを収容する孔の他端部に開口を有しており、
アプリケータ端部と連結した細長い柄を有する前記アプリケータであって、前記アプリケ
ータ端部は前記アプリケータ収容孔に設けられており、前記連結した細長い柄は、前記ア
プリケータ収納孔の端部開口を通って延設し、前記トレーの端部を越えて外側に延びてお
り、
前記アプリケータは、前記トレーから前記薄いシートのカバーを取り外すことなく、前記
開口端部を通って前記トレーから取り外すことが容易にできるように構成されていること
、
を、包含することを特徴とする一回量ディスポーザブルディスペンサー。
【請求項２】
前記物質又は薬物収納孔は圧搾可能であり、アプリケータ孔からアプリケータが取り除か

10

20

JP 3877764 B2 2007.2.7



れる前に、前記トレーから前記薄いシートカバーが取り除かれることなく、前記物質又は
薬物孔の中の物質又は薬物が該物質又は薬物孔から前記アプリケータの端部上に搾り出さ
れることを特徴とする請求項１記載の一回量ディスポーザブルディスペンサー。
【請求項３】
前記開口端部を通って前記アプリケータが除去されることを防ぐために、前記開口端部に
隣接して保持手段が設けられていることを特徴とする請求項２記載の一回量ディスポーザ
ブルディスペンサー。
【請求項４】
前記物質又は薬物孔と前記アプリケータ孔の間に通路ができるような前記薄いシートカバ
ーと前記トレーの間に設けられたチャンネルであって、上記物質又薬物孔が圧搾されて、
物質又は薬物がその通路と前記アプリケータ孔内のアプリケータ端部上を通って流れるよ
うに形成されていることを特徴とする請求項２記載の一回量ディスポーザブルディスペン
サー。
【請求項５】
多重物質用一回量ディスポーザブルディスペンサーであって、
トレー要素と相補的なカバー要素、
前記トレー要素内に形成された少なくとも２個の物質孔
前記トレー要素内に形成され、前記物質孔の各々を限定する孔シーリング環、
前記トレー要素に形成された開口を有するアプリケータ孔、
前記アプリケータ孔内に設けられたアプリケータ端部と
前記アプリケータ孔の端部を通過して延設するように設けられた連結された細長い柄を有
するアプリケータ、
前記アプリケータ端部を前記アプリケータ孔内に保持するために前記アプリケータ孔内に
付随した保持手段、
前記カバー要素を前記トレー要素に連結するヒンジ、
前記物質孔の各々に関して前記カバー要素内に形成された相補的シーリング環、前記相補
的シーリング環は、前記物質孔内に位置する物質をシールするために前記トレー内に形成
された前記対応孔シーリング環と組み合わせるのに適しているとともに、多重物質を一緒
に混合することができるように、前記要素の一つの上に形成された混合領域、
を包含していることを特徴とする多重物質用一回量ディスポーザブルディスペンサー。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は一般にアプリケータによって投与される薬物の分配のためのパッケージングに関
し、より詳細にはディスポーザブルで使い易い患者一人分用量のアプリケータ付き投薬デ
ィスペンサー又はパッケージに関する。
【０００２】
【従来の技術】
多くの用途において、特に医療及び歯科職業では、アプリケータによって少量の物質を供
給することがしばしば必要である。供給される物質にしばしば専用のアプリケータを付随
しなければならない。これは、供給されるべき物質の特徴又は単独患者に物質又は薬物を
供給した後に、複数患者の間で交差汚染を防止するため残部を廃棄するという希望及び必
要性の結果である。現在、医療職業では、例えば、ブラシ、スパチュラ又はコットンスワ
ブのようなディスポーザブルアプリケータと組み合わせて薬物を含むかさばる容器を用い
ることが一般的である。これらの用途では、アプリケータは各使用後に廃棄されるがかさ
ばる容器が汚染され、それ故、使用不能になる可能性又は検出されないとしても、健康の
危険性を有する可能性がある。更に、多くの場合アプリケータが使用される。従って、汚
染されているかどうかを判定することは困難である。又、アプリケータが購入され、供給
されるべき薬物又は物質とは別々に貯蔵されていることがある。
【０００３】
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例えば、一回使用アプリケータは１９９１年３月２６日にＤｉｓｉｃｋｏに発行された“
ディスポーザブルデンタルブラシ”なる名称の米国特許第５００１８０３号に開示されて
いる。この特許には、１端部に剛毛のふさが付いた細長い柄を有する種々なデンタル物質
を塗布するためのディスポーザブル伝達ブラシが開示される。更に、物質及び薬物を保持
し、分配を助ける種々なトレーも知られる。このようなトレーの１つは１９９２年４月２
１日にＤｉｓｉｃｋｏに発行された“デンタルボンド液体とシーラントトレー”なる名称
の米国特許第５１０６２９７号に開示されている。この特許にはデンタル物質の瓶を保持
するための凹みと、混合のために用いられる複数個の特徴的な形状の孔とを有するデンタ
ルトレーが開示される。別々にばらで供給されるトレー上の大量の物質又は薬物を、別々
にばらで供給されるアプリケータによって混合して分配する一般的な実施は、往々にして
困難性を伴い厄介である。かさばる容器の開放時にトレー並びにアプリケータを配置する
ために若干の時間が必要である。必要な要素の１つがしばしば見当たらないか又は入手さ
れないことがある。それ故、ひと度開始した処置を迅速に完了することができない。この
ことは特に、特定の時間を必要とする物質又は薬物の適用において不利である。
【０００４】
例えば、このことは感光性であるか、又はひと度開始したならば停止することができない
化学反応を開始した物質又は薬物に該当する。薬物の供給における使用しやすさに寄与し
ているこのような系の１つは、１９９３年８月３１日にＨａｙｎｅｅに発行された“別々
に区分されたヒュームドシリカと過酸化水素とを有するデンタルブリーチ系と使用方法”
なる名称の米国特許５２４０４１５号に開示されている。この特許に開示された発明は薬
物の使い易さに寄与するが、これは比較的大きいパッケージング系を構成し、この系は開
放し難く使いにくい。それ故、より開放しやすく且つ、使いやすく、製造に費用がかから
ず且つ、廃棄物が少なく、取扱いが容易であるところの異なるパッケージング概念が必要
とされる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、例えば、ブラシ、スワブ、スパチュラ等のような、アプリケータを必要とする
物資又は薬物を貯蔵し、分配し、塗布するための患者一人分用量パッケージである薬物孔
とアプリケータ孔とを有するトレーが形成される。アプリケータ孔は、予定の使用及び特
定の処置での薬物の施用の前に、薬物孔内の薬物との接触を阻止するように形成される。
アプリケータ孔はアプリケータを孔内の適所に維持するために孔内に形成された保持手段
を有する。アプリケータ孔はアプリケータよりも短く、アプリケータの一部がアプリケー
タ孔とトレーの一つの縁とを越えて突出するのを可能にする。カバーがトレー、薬物及び
アプリケータ孔を覆って、トレー中に含まれるアプリケータと薬物の汚染を防止する。
【０００６】
従って、使いやすい且つ開放しやすい、便利な患者一人分用量（Ｓｉｎｇｌｅｐａｔｉｅ
ｎｔ　ｄｏｓｅ）パッケージを提供することが、本発明の目的である。
【０００７】
使用前の貯蔵中の長期間暴露による薬物とアプリケータとの考えられる汚染を防止するこ
とが、本発明の他の目的である。
【０００８】
一回量パッケージが開放しやすいことが、本発明の利点である。
【０００９】
アプリケータ付の一回量パッケージがその製造に最少量のパッケージング材料を必要とす
ることが、本発明の他の利点である。
【００１０】
アプリケータの一部がトレーと添付カバーとを越えて突出することが本発明の特徴である
。
【００１１】
便利な使いやすいパッケージ内の患者一人分用量にディスポーザブルアプリケータが便利
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に付随することが、本発明の他の特徴である。
【００１２】
上記のその他の目的、利点及び特徴は、以下のより詳細な説明を考慮するならば容易に明
らかになるであろう。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
本発明は上記目的を達成するために提案されたものであり、請求項１記載の発明は、物質
又は薬物を分配するための一回量ディスポーザブルディスペンサーであって、形成された
少なくとも二つの孔を有するトレー、前記孔の一つは分配すべき物質又は薬物をそこに受
取り、収容し、他の孔は該物質又は薬物を付着するためのアプリケータを収容してなり、
物質又は薬物は収容するための前記孔及びアプリケータを収容する前記他の孔を覆うため
の前記トレーに連結している薄いシートのカバー、前記アプリケータを収容する孔の一つ
の端部は、前記物質又は薬物収容孔から所定の距離を有しており、前記アプリケータを収
容する孔の他端部に開口を有しており、アプリケータ端部と連結した細長い柄を有する前
記アプリケータであって、前記アプリケータ端部は前記アプリケータ収容孔に設けられて
おり、前記連結した細長い柄は、前記アプリケータ収納孔の端部開口を通って延設し、前
記トレーの端部を越えて外側に延びており、
前記アプリケータは、前記トレーから前記薄いシートのカバーを取り外すことなく、前記
開口端部を通って前記トレーから取り外すことが容易にできるように構成されていること
、を、包含することを特徴とする一回量ディスポーザブルディスペンサー、
及び、請求項２記載の発明は、前記物質又は薬物収納孔は圧搾可能であり、アプリケータ
孔からアプリケータが取り除かれる前に、前記トレーから前記薄いシートカバーが取り除
かれることなく、前記物質又は薬物孔の中の物質又は薬物が該物質又は薬物孔から前記ア
プリケータの端部上に搾り出されることを特徴とする請求項１記載の一回量ディスポーザ
ブルディスペンサー、
及び、請求項３記載の発明は、前記開口端部を通って前記アプリケータが除去されること
を防ぐために、前記開口端部に隣接して保持手段が設けられていることを特徴とする請求
項２記載の一回量ディスポーザブルディスペンサー、
及び、請求項４記載の発明は、前記物質又は薬物孔と前記アプリケータ孔の間に通路がで
きるような前記薄いシートカバーと前記トレーの間に設けられたチャンネルであって、上
記物質又薬物孔が圧搾されて、物質又は薬物がその通路と前記アプリケータ孔内のアプリ
ケータ端部上を通って流れるように形成されていることを特徴とする請求項２記載の一回
量ディスポーザブルディスペンサー、
及び、請求項５記載の発明は、多重物質用一回量ディスポーザブルディスペンサーであっ
て、トレー要素と相補的なカバー要素、
前記トレー要素内に形成された少なくとも２個の物質孔
前記トレー要素内に形成され、前記物質孔の各々を限定する孔シーリング環、
前記トレー要素に形成された開口を有するアプリケータ孔、
前記アプリケータ孔内に設けられたアプリケータ端部と
前記アプリケータ孔の端部を通過して延設するように設けられた連結された細長い柄を有
するアプリケータ、
前記アプリケータ端部を前記アプリケータ孔内に保持するために前記アプリケータ孔内に
付随する保持手段、
前記カバー要素を前記トレー要素に連結するヒンジ、
前記物質孔の各々に関して前記カバー要素内に形成された相補的シーリング環、前記相補
的シーリング環は、前記物質孔内に位置する物質をシールするために前記トレー内に形成
された前記対応孔シーリング環と組み合わせるのに適しているとともに、多重物質を一緒
に混合することができるように、前記要素の一つの上に形成された混合領域、
を包含していることを特徴とする多重物質用一回量ディスポーザブルディスペンサーを提
供するものである。
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【００１４】
【発明の実施の形態】
【実施例】
図１は本発明の一実施態様を示す。トレー１０はそれに形成された物質又は薬物孔１２と
アプリケータ孔１４とを有する。トレー１０は、それに物質又は薬物孔１２とアプリケー
タ孔１４とを形成するために真空成形されたプラスチック材料から製造されることができ
る。アプリケータ孔内にはリテイナー（ｒｅｔａｉｎｅｒ）１６とシール１８とが形成さ
れる。リテイナー１６とシール１８とはアプリケータ孔１４中に所定の距離だけ伸びる突
起である。アプリケータ孔１４はアプリケータの一部を受容するために適する。アプリケ
ータはスパチュラ、コットンスワブ、スポンジスワブ等から成る。この実施態様では、ア
プリケータはブラシ２０として説明される。ブラシ２０はそれに波型（ｃｒｉｍｐ）２２
と剛毛２１とを有する。ブラシ２０はＤｉｓｉｃｋｏに１９９１年３月２６日に発行され
た“ディスポーザブルデンタルブラシ”なる名称の米国特許第５００１８０３号に開示さ
れた構成に類似した構成を有するブラシである。
【００１５】
前記特許は本明細書に援用される。アプリケータブラシ２０のブラシ部分は孔１４内に嵌
合し、ブラシアプリケータ柄２０Ａの大部分はトレー１０から突出する。リテイナー１６
はアプリケータブラシ２０上に波形２２に対応して形成される。このことはアプリケータ
ブラシ２０がアプリケータ１４から偶発的に外れるのを防止するのに役立つ。図示するよ
うに、アプリケータ又はブラシ２０のかなりの部分がアプリケータ孔１４の開口又は縁を
越えて突出する。しかし、幾つかの用途では、握りやすくするためにアプリケータブラシ
２０の大部分をアプリケータ孔１４の開口を越えて突出するように形成することを可とす
る。アプリケータ孔１４の端部のシール１８は汚染物がアプリケータ１４の開口から侵入
するのを防止するのに役立つ。薬物２４は薬物孔１２に配置される。薬物孔１２に配置さ
れる薬物２４の量は単独患者に対して特定の処置を行なうために充分な量であり、物質又
は薬物２４の作用時間を考慮することができる。薬物２４とアプリケータ又はブラシ２０
とをそれらのそれぞれの孔に挿入した後に、トレー１０の頂部平面２８にカバー２６を接
着する。
【００１６】
カバー２６は薄いフレキシブルなシート状物質であり、好ましくは完全の透明な又は軽度
に不透明なプラスチック材料から製造される。これは接着剤又はヒートシーリングによっ
て、接着されることができる。カバーの接着剤による付着又はヒートシーリングは薬物２
４、ブラシ又はアプリケータのアプリケータ部分をトレー内にシールし、またアプリケー
タ又はブラシ２０をアプリケータ孔１４内に保持するためにも役立つ。
【００１７】
図２は組み立てた形の本発明を示す。組み立てた後に、患者一人分用量又は単位用量パッ
ケージ３０が形成される。カバー２６はトレー１０の上面全体に及ぶ。アプリケータブラ
シ２０の柄部分はアプリケータ孔１４に開口又は縁を越えて突出するが、突出していない
部分はアプリケータ孔内に固定保持される。アプリケータ又はブラシ２０はパッケージ全
体を握るための柄としても役立つ。アプリケータ孔１４は越えるアプリケータ又はブラシ
の突出部は、トレー１０の上面に接着されるカバー２６を除去するためにも役立つ。即ち
、カバー２６を上方に押し上げるためにアプリケータ柄２０Ａを用いることができる。こ
のことは、さもないと多くの医療処置中に必要とされるゴム手袋が、トレー１０の上面か
らのカバー２６の分離を非常に困難にするので特に有利である。
【００１８】
図３は、この実施態様において、薬物孔１２とアプリケータ孔１４との間に連続シール３
２が形成されていることを示す。このことは、薬物が薬物孔１２中に確実に含有されて、
カバー２６が除去されるまでアプリケータ又はブラシ２０と偶発的に接触することがない
ことを保証する。
【００１９】
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図４はトレー１０内に形成されたアプリケータ孔１４をさらに明確に示す。アプリケータ
孔１４はリップ１３を有し、リップ１３は突起１６と１８との間の孔１４の長軸方向の上
縁に沿って内側に張り出し、そして、アプリケータ孔１４内にアプリケータ又はブラシ２
０を確実に固定する。アプリケータ孔１４の側面は可撓性であり、そのため、リップ１３
を越えてアプリケータ又はブラシ２０をアプリケータ孔１４内へ上面開放面より押し込む
ことを可能にする。リップ１３の間の間隔はアプリケータ又はブラシ２０の直径よりも小
さい。又、カバー２６の材料は薄く、且つ、可撓性であり、用いるシーリングプロセスに
よっては該カバー２６は下方に圧し下げられ、アプリケータ又はブラシ２０の上面に接触
して、アプリケータ又はブラシ２０をアプリケータ孔１４内に保持し、そして、該アプリ
ケータ又はブラシ２０を汚染からシーリングするのに役立つ。これは弱真空と組み合わせ
てヒートシーリングを用いる場合である。
【００２０】
図５は、容易に折れやすい結合部３４によって壊れやすく一緒に結合した連続ストリップ
又は複数個の連続パッケージ３０として形成された複数個の患者一人分用量又は単位用量
パッケージ３０の形状の本発明を示す。個々の患者一人分用量又は単位用量パッケージ３
０はその使用に際し、容易に折り取ることができる結合部３４によって接続されて形成さ
れる。図５に説明した本発明の特徴は、特定の処置が同じ又は異なる物質の連続的塗布を
必要とする場合に特に適用可能であり、この場合に所定の処置のために数回の施用又は異
なる物質が便利に一緒に供給される。更に、トレー１０から突出したアプリケータ又はブ
ラシ２０の部分を利用して、アプリケータ又はブラシ２０に巻きを施し、之によって施用
又は物質の順序を正確に確認することができる。
【００２１】
図６～９は、本発明の他の実施態様を示す。図６は、それに形成された薬物孔１１２とア
プリケータ孔１１４とを有するトレー１１０を示す。アプリケータ孔１１４内には、リテ
イナー１１６が存在する。リテイナー１１６はアプリケータスワブ１２０を保持するため
に役立つ。アプリケータスワブ１２０はその一端部にコットンスワブ１２１を有する。こ
の実施態様では、コットンスワブ１２１はアプリケータスワブ１２０をアプリケータ孔１
１４内に保持するために寄与する。アプリケータスワブ１２０の他方の端部はアプリケー
タ孔１１４の開口又は縁を越えて突出する。トレー１１０内には、サポートリブ１３６も
形成される。サポートリブ１３６はトレー１１０に剛性を加え、トレー１１０の形成にさ
らに薄いストック材料の使用を可能にする。サポートリブ１３６はカバー１２６に付着す
る上面の面積を減ずる。このことは、カバー１２６の除去を助ける。薬物１２４は薬物孔
１１２に配置される。カバー１２６はサポートリブ１３６を除いてトレー１１０の上面全
体に接着される。上述したようにカバー１２６は薄い可撓性のシート状材料であるので、
トレー１１０の上面に接着剤によって付着されるか又は熱によってシールされることがで
きる。説明のためにのみ、図６に示すカバー１２６は一部切断されている。詳しくは、カ
バー１２６は暴露部分１２５と凹んだリブ１３６の一部とを除いてトレーの頂部平面全体
を覆って接着されている。前記暴露部分１２５はカバー１２６の除去を容易にする。アプ
リケータスワブ１２０を上方に押し上げ、カバー１２６の除去を容易にしながらトレー１
１０の暴露部分１２５によって掴むことができる。図７～８はこの実施の形態の構成をさ
らに明確に示す断面図である。図９は上述したような、折り取りやすい結合部１３４によ
って連結した複数個の患者一人分用量又は単位用量パッケージ１３０を示す。
【００２２】
図１０～１２は本発明の更に他の実施態様を示す。この実施態様では、トレー２１０はそ
れに形成された薬物孔２１２とアプリケータ孔２１４を有する。アプリケータ孔２１４内
には、リテイナー２１６が形成される。リテイナー２１６はアプリケータ孔２１４を外部
汚染物質からシールするためにも役立つ。その一端部にコットンスワブ２２１を有するア
プリケータスワブ２２０がアプリケータ孔２１４内に入れられる。又、アプリケータスワ
ブ２２０の一部はアプリケータ孔２１４の開口又は縁を越えて突出する。薬物２２４は薬
物孔２１２内に配置される。トレー２１０の上面に沿って接着剤２２８が配置されるがこ
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の接着剤２２８は薬物孔２１２のアプリケータ孔２１４との間の区分２２９には存在しな
い。接着剤を含まない区分２２９は薬物孔２１２とアプリケータ孔２１４との間にチャン
ネルを形成する。図１１と１２は接着剤を含まない区分２２９を示している。薬物孔２１
２とアプリケータ孔２１４との間の細い幅上に接着剤が存在しないので、薬物孔２１２を
図１２に示すようにその個所のカバー２２６を圧搾して、薬物２２４を無接着剤の区分２
２９に通過させて、アプリケータ孔２１４中及びアプリケータスワブ２２０のコットンス
ワブ２２１上に達せさせることができる。次に、アプリケータスワブ２２０を薬物施用の
ために取り出す。
【００２３】
図１３はやや変更した実施態様を示し、この実施態様では薬物孔２１２’は図１０～１２
に説明した構造とやや異なる構造を有する。図１３では、薬物孔２１２’は先細り段階状
又はベローズ構造を有し、この構造は圧搾時の薬物孔２１２’の崩壊を容易にする。段階
状構造は複数個の実質的に同心孔から形成され、各隣接孔はやや小さい円周又は周囲を有
する。
【００２４】
図１４～１５は、患者一人分用量又は単位用量パッケージに用いられるパッケージング材
料をさらに最小に減じた本発明の他の実施態様を示す。図１４は長方形末端部分３１０”
を有する円形先端部分３１０’を示す。円形先端部分３１０’はその中に形成されたアプ
リケータ孔３１４を有する。アプリケータ孔３１４は、アプリケータ孔３１４内で内側に
突出するリテイナー３１６を有する。リテイナー３１６はアプリケータ孔３１４内を外部
汚染物からシールするためにも役立つ。リテイナー３１６はアプリケータ又はブラシ３２
０の長さの１／２より長いかなりの部分がアプリケータ孔３１４の開口又は縁を越えて突
出する。円形先端部分３１０’と長方形末端部分３１０”との上面３２３はシーリング面
を形成する。
【００２５】
図１４Ａは本発明の他の実施態様を説明する。この実施態様は、リテイナー３１６’を内
側方向でなく外側方向に突出することを除いて図１４に示した実施態様に類似する。リテ
イナー３１６’の外側形状は、ブラシ３２０を９０°回転すると、波形の３２２の幅広い
外周の外側形状に適合する。アプリケータブラシ３２０上のアプリケータブラシ波形３２
２の幅広い外周は、アプリケータ孔３１４の外側幅よりも幅広い。斯くして、アプリケー
タブラシ３２０はアプリケータ孔３１４内に固定維持され、カバーを平面３２３に付着さ
せた後はアプリケータ孔３１４から容易に引張り出されることはできない。拡大されたリ
テイナー３１６’はパッケージの組立て時にアプリケータ孔３１４への挿入を、アプリケ
ータブラシ３２０の長軸に沿って実質的に任意の角度回転させることによって可能とする
。
【００２６】
図１５は、アプリケータブラシ３２０の部分を押し上げながら上面３２３上に貼付したカ
バー３２６を除去している状態を示す。カバー３２６は薄い可撓性シート状材料からせ製
造され、前述したように上面全体３２３に沿ってシールする。同図に示すようにアプリケ
ータ孔３１４の開口又は縁を越えて突出するアプリケータブラシ３２０の部分は掴まれや
すく、カバー３２６の一部を押し上げて必要時のカバー３２６の容易な除去を促進するた
めに用いられる。本発明のカバーの容易な除去というこの特徴は、特に多くの医療用途に
おいてゴム手袋を用いる場合に重要であり、さもないと、ゴム手袋が平面３２３からのカ
バー３２６の分離を非常に困難にする。カバーを除去すると、薬物３２４は容易にかつ便
利に施用され、使用後にパッケージ全体とアプリケータとは容易に廃棄されることができ
る。
【００２７】
図１６～１７は本発明の他の実施態様を説明する。この実施態様は特定の処置で２種類以
上の物質の混合を必要とする処置に特に適用可能である。多くの処置は化学的に相互作用
する２種類の混合を必要とする。この形式では、トレー４１０はそれに形成された少なく
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とも２個の薬物孔４１２とアプリケータ孔４１４とを有する。この幅広いフラット部分４
２１はスパチュラアプリケータ４２０の柄部分の直径よりも大きいサイズを有する。アプ
リケータ孔４１４の閉じた末端部分４１６はスパチュラの柄部分を受容するアプリケータ
孔の残りの長さの部分の深さより大きい深さを有する。スパチュラアプリケータ４２０の
幅広いスパチュラ部分４２１はこの深い閉じた末端部分４１６内に嵌合し、パッケージ又
はトレー４１０内にスパチュラアプリケータ４２０を保持するための手段を形成する。ト
レー４１０内には薬物孔４１２が設けられ、その周縁に雌型のシーリング環又は溝４４８
も形成される。トレー４１０はヒンジ止めされるカバー４２６を備える。カバー４２６は
一体式の可撓性リビングヒンジ又はウエブ４５４によって取り付けられる。カバー４２６
内には、雄型の又は突起するシーリング環４５０が形成される。ヒンジ止めされたカバー
４２６の閉じた状態で雄型シーリング環４５０は、雌型シーリング環又は溝４４８に嵌合
してインターロックするように配置される。カバー４２６上には混合領域４５２も配置さ
れる。混合領域４５２はトレー部分４１０上の二つの薬物孔４１２，４１２間に任意に配
置されることができる。
【００２８】
図１８～２０は本発明の他の実施態様を説明する。トレー５１０はそれに形成された少な
くとも２個の薬物孔５１２と少なくとも２個のアプリケータ孔５１４とを有する。各アプ
リケータ孔５１４内にはリテイナー５１６が形成される。リテイナー５１６はアプリケー
タ孔内にアプリケータ又はブラシ５２０を保持するためにアプリケータ孔５１４の内方向
に突設されている。図１４Ａに示した実施の形態に関して記載したように、このリテイナ
ーも図示しないが、アプリケータ孔５１４の幅よりも幅広い。各薬物孔５１２近傍には雌
型ロッキングタブ（ｌｏｃｋｉｎｇ　ｔａｂ）５５８が隣接する。２個のカバー５２６が
一体式ヒンジ又はウエブ５５４によってトレー５１０に取り付けられる。各カバー５２６
内には、閉じた状態でその対応薬物孔をシールするために雄型シーリング環又は突起５５
０が形成される。雄型シーリング環又は突起５５９は、閉じた状態でトレー５１０内に形
成される対応の雌型シーリング環又は溝５４８に係合するのに適する。各カバー５２６に
は雄型ロッキングタブ５５６が設けられている。カバー５２６の雄型ロッキングタブ５５
６は、閉じた状態でトレーの雌型ロッキングタブ５５８に係合するのに適する。
【００２９】
本発明のこの実施態様は薬物の２部施用（ｔｗｏｐａｒｔ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ）を
必要とする処置に特に好適である。この実施態様では、アプリケータブラシ５２０は各薬
物孔５１２に付随するように配置されている。更に、薬物の一部は感光性であり、逐次施
用される必要がある。この実施態様は、必要に応じて独立的に開閉可能であり、第２部の
処置のために必要な薬物を開放又は露出せずに、一部の処置のための薬物の施用を可能す
るカバー５２６が設けられている。
【００３０】
図２１と２１Ａは本発明の更に他の実施態様を示す。この形式ではトレー６１０はプラス
チックのシートから真空成形され、その周囲に境界を限定する側壁６１２が形成される。
本発明のこの形式では、上面又は平面６１１は間隔をおいて配置された孔６１３と６１４
を形成する少なくとも２個の凹みを備え、これらの凹みは適当な薬物又はデンタル物質を
受容するのに適する。医療的又はデンタル用途又は処置ではしばしば２部薬物又は物質が
必要である。例えば、歯科医術では多くの化学的硬化物質が種々な歯科処置をおこなうた
めに用いられ、これらの物質は使用直前まで別々に維持されなければならない。図２１の
トレーディスペンサーはこのような物質を単位分配するために特に適する。このような各
物質を孔６１３と６１４に入れる物質量は単位量又は一回量を処方するために充分である
。上面又は平面６１１には、図１８に関して記述したように、例えばブラシ、スパチュラ
等のような、適当なアプリケータ６１７を受容するように配置された細長い凹み６１５と
６１６も形成される。本発明のこの形式では孔６１３，６１４及びこれらに含有される物
質と、各アプリケータ６１７の施用先端又は末端６１７Ａを包含する細長い凹みが形成さ
れているトレー６１０上面を被覆するために該トレーの上面にプラスチックフィルム６１

10

20

30

40

50

(8) JP 3877764 B2 2007.2.7



８が接着剤で接着される。被覆フィルム６１８が孔６１３，６１４に含有される物質の性
質及び／又は特徴に依存して、透明又は不透明にされることは理解されるであろう。図２
１，２１Ａのトレーディスペンサー６１０を用いるために、使用者は孔内の物質と付随ア
プリケータとを暴露するには被覆フィルム６１８を除去さえすればよい。
【００３１】
図２２は図２１に示したディスペンサートレーの変形に関する。この形式ではディスペン
サートレー７１０は図２１と同様に真空成形であるが、この場合には１個のみのアプリケ
ータ７１７が必要であるのでトレーが多少小さい。孔７１３と７１４の間には、混合領域
７１９が形成される。必要な場合には、混合領域７１９に鋸歯状面又は粗面を付与するこ
ともできる。アプリケータ７１７はトレー７１０の長さに沿って伸びる細長い凹み７１５
内に挿入される。物質孔７１３，７１４に入れ、アプリケータ７１７を前記凹み７１５内
に配置したならばトレー７１０をプラスチックフィルム又はシートによって被覆して、前
述したように接着剤で固定する。
【００３２】
図２３は、図１４又は１５に関して述べたように、複数個のディスペンサートレーが前方
ウエブ３２５によって一体的に連結したディスペンサートレーを示す。１つのトレーを他
のトレーから分離しやすいように、ウエブ３２４と３２５が折り取りやすく形成されてい
ることは理解されるであろう。この形式では、個々のトレーがウエブ３２４と３２５によ
って鎖状に連結し、トレーをクラスター又はグループとして販売することを可能にする。
【００３３】
図２４は、図１４又は１４Ａに説明するように単独ウエブ３２４によってのみ一体的に連
結したトレーを示す。
【００３４】
図２５は本発明の更に他の実施態様を説明する。本発明のこの形式は図１４，１４Ａ又は
１５に関して説明した形式に類似し、アプリケータ８２０がフランジ８２２を有するよう
に変更されている。凹み又はアプリケータ孔８１４もアプリケータ８２０のフランジ８２
２を収容するための凹み部分８１６を形成するように変更される。この配置は、アプリケ
ータ８２０が偶発的に又は不注意によってディスペンサートレー８１０から引張りだされ
るのをフランジ８２２が予防するような配置である。他の全ての点において、図２５のデ
ィスペンサートレーは前述したトレーと同様である。
【００３５】
従って、各薬物に付随して専用のアプリケータを有し、且つ、使いやすく、開放しやすい
患者一人分用量又は単位用量パッケージを提供することにおいて、本発明が明らかに少量
の物質の施用しやすさを安全にかつ便利に促進するものであることが容易に理解されるは
ずである。
【００３６】
本発明を、使用後に容易に廃棄されうるような、専用のアプリケータ付きの一回量薬物パ
ッケージとしての使用に関して特に効果的である。しかし、本発明が非医療的な又は産業
的な用途をも有することができることは理解されるであろう。又、上記パッケージは、消
費者が種々な種類の製品を検査又は試行するのを可能にするサンプラーとしても使用可能
である。薬物が液体、ゲル、粉末又はこれらの任意の組合わせでありうることも理解され
るであろう。
【００３７】
本発明を種々な実施態様に関して説明したが、本発明の要旨及び範囲から逸脱せずに種々
な変更をなされる可能性がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の１実施態様の分解組み立て透視図である。
【図２】図１に説明した実施態様の組み立て済み透視図である。
【図３】図２のライン３－３に沿った断面図である。
【図４】図２のライン４－４に沿った断面図である。
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【図５】図１の実施態様の複数個の連結一回パッケージの平面図である。
【図６】本発明の他の実施態様を説明する、一部切断した平面図である。
【図７】図６のライン７－７に沿った断面図である。
【図８】図６のライン８－８に沿った断面図である。
【図９】図６の実施態様の複数個の連結一回パッケージを説明する透視平面図である。
【図１０】本発明の他の実施態様の分解組み立て図である。
【図１１】図１０に示した実施態様を説明する断面図である。
【図１２】使用中の図１０の実施態様を説明する断面図である。
【図１３】図１０に示した形式の本発明の他の実施態様を説明する断面図。
【図１４】本発明の他の実施態様を説明する平面図である。
【図１４Ａ】本発明の他の実施態様を説明する平面図である。
【図１５】図１４に示した実施態様の作用を説明する立面図である。
【図１６】本発明の他の実施態様を説明する平面図である。
【図１７】図６のライン７－７に沿った断面図である。
【図１８】図６のライン８－８に沿った断面図である。
【図１９】図６の実施態様の複数個の連結一回パッケージを説明する透視平面図である。
【図２０】本発明の他の実施態様の分解組み立て図である。
【図２１】図１０に示した実施態様を説明する断面図である。
【図２１Ａ】使用中の図１０の実施態様を説明する断面図である。
【図２２】図１０に示した形式の本発明の他の実施態様を説明する断面図。
【図２３】本発明の他の実施態様を説明する平面図である。
【図２４】本発明の他の実施態様を説明する平面図である。
【図２５】本発明の他の実施態様を説明する平面図である。
【符号の説明】
１０　　　　　　トレー
１２，２１２’　薬物孔
１４　　　　　　アプリケータ孔
１６　　　　　　リテイナー
１８　　　　　　シール
２０　　　　　　アプリケータ
２４　　　　　　薬物
２６　　　　　　カバー
２２９　　　　　無接着剤の区分
１２５　　　　　暴露部分
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ４ Ａ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】
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【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

【 図 ２ １ Ａ 】

【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】

【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】
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