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(57)【要約】
　注射器送出開口を通って高粘性材料を分配する注射器
送出システム（１００）。該システム（１００）は、送
出開口（１０４）を有する注射器バレル（１０２）、送
出開口（１０４）を通って粘性材料を選択的に分配する
ために注射器バレルにねじ係合するねじ切りされたシャ
フト（１０８）を含むプランジャ（１０６）、及びプラ
ンジャ（１０６）と把持伝達状態にあるプランジャ把持
部材（１１０）を含んでいる。１つの実施態様によれば
、鞘（１１２）の下にプランジャ（１０６）を隠すよう
にプランジャのねじ切りされたシャフト（１０８）を覆
う鞘（１１２）が含まれ得る。鞘（１１２）は、ねじ切
りされたシャフト（１０８）に対して、異物による入場
または汚染を防止するようなシールされた環境を提供す
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　注射器の開口を通って粘性材料を分配する注射器送出システムであって、
　送出開口を有する注射器バレルと、
　送出開口を通して粘性材料を選択的に分配するために、前記注射器バレルとねじ係合す
るねじ切りされたシャフトを含むプランジャと、
　異物による汚染を防止するように前記プランジャの前記ねじ切りされたシャフトをシー
ルする手段を含む、前記プランジャと把持伝達状態にあるプランジャ把持部材と、
　を備えていることを特徴とする注射器送出システム。
【請求項２】
　前記プランジャの前記ねじ切りされたシャフトをシールする前記手段は、鞘の下に前記
プランジャを遮蔽するように前記プランジャの前記ねじ切りされたシャフトを覆う鞘を備
えていることを特徴とする請求項１に記載の注射器送出システム。
【請求項３】
　前記注射器バレルまたは前記鞘のうちの少なくとも１つは、使用者が、使用中、前記鞘
をより容易に把持し、前記注射器バレルを回転させることを可能とするように、断面楕円
形であることを特徴とする請求項２に記載の注射器送出システム。
【請求項４】
　前記鞘が楕円形であることを特徴とする請求項３に記載の注射器送出システム。
【請求項５】
　前記注射器バレルが楕円形であることを特徴とする請求項３に記載の注射器送出システ
ム。
【請求項６】
　前記鞘は、前記注射器バレルに対して拡大されていることを特徴とする請求項２に記載
の注射器送出システム。
【請求項７】
　前記注射器バレル及び／または前記鞘は、１またはそれ以上の把持可能な材料で形成さ
れる把持部分を備えていることを特徴とする請求項２に記載の注射器送出システム。
【請求項８】
　前記注射器バレルは、前記プランジャの前記ねじ切りされたシャフトにねじ係合するね
じ切りされたナットを含んでいることを特徴とする請求項１に記載の注射器送出システム
。
【請求項９】
　キャップをさらに備えていることを特徴とする請求項１に記載の注射器送出システム。
【請求項１０】
　前記キャップは、押し上げ式のキャップを備えていることを特徴とする請求項９に記載
の注射器送出システム。
【請求項１１】
　前記プランジャ把持部材の前記鞘は、少なくとも１つのレベル指示器用窓をさらに備え
ていることを特徴とする請求項２に記載の注射器送出システム。
【請求項１２】
　前記ねじ切りされたシャフトは、前記鞘の内面に形成される少なくとも１つの溝内を進
む少なくとも１つのレベル指示器用タブを含み、前記少なくとも１つの溝は、前記レベル
指示器用窓に対向していることを特徴とする請求項１１に記載の注射器送出システム。
【請求項１３】
　前記プランジャは、前記鞘の内面に形成される少なくとも１つの溝内を進む少なくとも
１つの掴みタブを備え、前記プランジャ把持部材は、前記プランジャ把持部材の内面に形
成されている前記溝内を進む前記少なくとも１つのレベル指示器用タブと前記少なくとも
１つの掴みタブを介して、前記プランジャと把持伝達状態にあることを特徴とする請求項
１２に記載の注射器送出システム。
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【請求項１４】
　前記鞘及び前記注射器バレルは、硬化させる光の波長の伝送を遮断する材料からなるこ
とを特徴とする請求項２に記載の注射器送出システム。
【請求項１５】
　粘性材料が注射器バレルを通って押されると、該粘性材料の分離した区画を定めるため
に、前記注射器バレルの末端部に複数の交差している平面的な翼板をさらに備えているこ
とを特徴とする請求項１に記載の注射器送出システム。
【請求項１６】
　前記交差している平面的な翼板は、硬化させる光の波長の伝送を遮断する材料からなる
ことを特徴とする請求項１５に記載の注射器送出システム。
【請求項１７】
　前記交差している平面的な翼板は、粘性材料に比較して本質的に目立たないように、分
配されている粘性材料と色において充分に類似している材料からなることを特徴とする請
求項１５に記載の注射器送出システム。
【請求項１８】
　注射器の開口を通って粘性材料を分配する注射器送出システムであって、
　送出開口を有する注射器バレルと、
　送出開口を通して粘性材料を選択的に分配するために、前記注射器バレルとねじ係合す
るねじ切りされたシャフトを含むプランジャと、
　鞘の下に前記プランジャを遮蔽するように前記プランジャの前記ねじ切りされたシャフ
トを覆う鞘を含む、前記プランジャと把持伝達状態にあるプランジャ把持部材と、
　を備え、
　前記鞘は、異物による入場または汚染を防止するように、前記ねじ切りされたシャフト
に対してシールされた環境を提供することを特徴とする注射器送出システム。
【請求項１９】
　　　送出開口を有する注射器バレルと、
　　　送出開口を通して粘性材料を選択的に分配するために、前記注射器バレルとねじ係
合するねじ切りされたシャフトを含むプランジャと、
　　　鞘の下に前記プランジャを隠すように前記プランジャの前記ねじ切りされたシャフ
トを覆う鞘を含む、前記プランジャと把持伝達状態にあるプランジャ把持部材と、
　を備え、
　　　前記鞘は、異物による入場または汚染を防止するように、前記ねじ切りされたシャ
フトに対してシールされた環境を提供する
　注射器送出システムを用意し、
　前記注射器送出システムの送出開口を通して粘性材料を選択的に分配するように、前記
注射器創出システムの注射器バレルを操作し、
　注射器送出システムの注射器バレル及び鞘をきれいにすることを特徴とする注射器送出
システムを使用する方法。
【請求項２０】
　前記注射器バレル及び前記鞘は、濡れナプキンできれいにされることを特徴とする請求
項１９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、材料を貯蔵し、そこから材料を分配するために使用される注射器システムに
関する。より詳細には、本発明は、高粘性で柔軟な光活性化歯科材料を供給する歯科用注
射器システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　削り取りや腐食による歯の美容及び／または機能増強は、一般的な歯科処置である。典
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型的には、歯科医は、削り取られた、あるいは、欠けている領域を塞ぐために、合成樹脂
ベースの光活性化歯科材料を歯に付けるだろう。歯科材料が、歯の自然の色にぴったり合
う場合、修復の仕事はほとんどなく、仮にあったとしても、目に見えて分かる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　典型的には、歯科材料は、貯蔵され、複合材料を徐々に押し出すように構成されている
注射器から分配される。複合材料は、高粘性であるので、多くの場合、両手を使用せずに
現在の注射器を操作することは、とても難しい。
【０００４】
　さらに、注射器内のほんのわずかな量の歯科材料が各患者に対して使用されるので、患
者から患者へ二次感染の恐れがある。さらに、現在の注射器は、患者間の効果的なクリー
ニング（effective cleaning）を難しくし得るたくさんの亀裂を含んでいる。
【０００５】
　したがって、患者間でより効率的にクリーニングされるデザインを有する高粘性材料（
例えば、歯科材料）を分配する注射器送出システムを提供することは、技術的に有利であ
る。片手のみで容易に操作され得る注射器送出システムを提供することは、さらに有利が
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、高粘性材料を注射器送出開口を通して分配する注射器送出システムに向けら
れている。該システムは、送出開口を有する注射器バレル、送出開口を通して粘性材料を
選択的に分配するために注射器バレルにねじ係合するねじ切りされたシャフトを含むプラ
ンジャ、及び異物による汚染を防止するためにプランジャのねじ切りされたシャフトをシ
ールする手段を含むプランジャと把持伝達状態にある（in griping communication with
）プランジャ把持部材を含んでいる。１つの実施態様によれば、シールする手段は、プラ
ンジャを鞘（a sheath）の下に隠すように、プランジャのねじ切りされたシャフトを覆う
鞘を備え得る。鞘は、ねじ切りされたシャフトに対し、異物による入場または汚染を防止
するような、シールされた環境を提供する。
【０００７】
　１つの実施態様によれば、少なくとも１つの注射器バレルまたは鞘は、使用者が使用中
より容易に鞘を把持し、バレルを回転させることができるように断面楕円形である。
【０００８】
　鞘は、場合によっては、注射器バレルに対して拡大され得る。拡大された鞘は、また、
使用者が使用中より容易に鞘を把持し、バレルを回転させることを可能とする。
【０００９】
　容易な把持及び片手での使用をさらに容易にするために、注射器バレル及び／または鞘
は、把持可能な材料から形成される１またはそれ以上の把持部分を含んでもよい。
【００１０】
　注射器送出システムは、送出開口を選択的に覆うキャップをさらに含み得る。１つの例
において、キャップは、押し上げ式のキャップ（a flip-top cap）を備え得る。
【００１１】
　１つの実施態様によれば、プランジャ把持部材の鞘は、それを通してレベル指示器が目
に見える窓を含んでいる。レベル指示器は、プランジャのねじ切りされたシャフトの一部
として形成されるタブを備え得る。レベル指示器のタブは、レベル指示器用窓を通して目
に見えるように、鞘の内面に形成される溝内を進み得る。溝は、レベル指示器用窓の反対
側に配置されてもよい（例えば、溝は、使用者が窓を通してレベル指示器用タブを見るこ
とができるレベル指示器用窓の近くの鞘の内面に形成される）。レベル指示器の位置は、
分配される複合材料またはその他の高粘性材料のレベルに依存する。例えば、システムが
一杯であるとき、レベル指示器のタブは、鞘の内面内に形成されている溝の基端部に位置
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し得る。システム内の材料が分配されるにつれ、レベル指示器のタブは、空の位置に向か
って溝内を進み得る。
【００１２】
　１つの実施態様によれば、鞘及び／または注射器バレルは、光硬化型歯科材料またはそ
の他の硬化型材料の早すぎる硬化を防止するように硬化させる光の波長の伝送を遮断する
材料で形成され得る。
【００１３】
　注射器送出システムは、送出開口において粘性材料の分離した区画を定めるように、注
射器バレルの末端送出端に、複数の交差した平面的な翼板をさらに含み得る。そのような
実施態様は、使用者が望ましい量の材料をより容易に分配することを可能にする。１つの
実施態様によれば、交差した平面的な翼板は、硬化させる光の波長の伝送を遮断する材料
を含んでいてもよい。交差した平面的な翼板は、粘性材料に比べて本質的に目立たないよ
うに、分配されている粘性材料に充分類似している材料を含んでいることが好ましい。そ
のような実施態様は、分配された材料に付着する平面から取り除かれる材料の粒が目立つ
または最後の硬化した材料に注意をそらすことを防止する。
【００１４】
　本発明のこれらの及びその他の利点や特徴は、以下の記載及び追記されるクレームから
さらに十分明白になるだろう。あるいは、それらは、以下に述べる発明の実施により学び
得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明の上記した及びその他の利点や特徴をさらに明確にするために、本発明のより詳
細な説明が追記される図面に示されるその具体的な実施態様を参照することで表現される
だろう。これらの図面は、本発明の典型的な実施態様を単に図示しているにすぎず、した
がって、本発明の範囲を限定すると考えられるべきではない。本発明は、添付している図
面を使用することによりさらに具体的に且つ詳細に記載され、説明されるだろう。
【００１６】
Ｉ．概要
　さて、本発明の好ましい実施態様を示す図を特定して参照することで、本発明の詳細な
説明がなされるであろう。同じ構造は、同じ参照番号が与えられていることが理解される
だろう。
【００１７】
　本発明は、概ね、粘性材料を注射器の開口を通して分配する注射器送出システムに関す
る。注射器送出システムは、送出開口を有する注射器バレル、送出開央を通して粘性材料
を選択的に分配するために、注射器バレルのねじ係合するねじ切りされたシャフトを含ん
でいるプランジャ、及び異物による汚染を防止するように、プランジャのねじ切りされた
シャフトをシールする手段を含むプランジャと把持伝達状態にあるプランジャ把持部材を
含んでいる。１つの実施態様によれば、シールする手段は、鞘の下にプランジャを隠すよ
うに、プランジャのねじ切りされたシャフトを覆う鞘を備え得る。該鞘は、ねじ切りされ
たシャフトに対し、異物による入場または汚染を防止するような、シールされた環境を提
供する。
【００１８】
ＩＩ．代表的な注射器送出システム
　図１Ａ及び１Ｂは、それぞれ、注射器送出システム１００の分解組立図及び組み立てら
れたシステムの断面図を示している。注射器送出システム１００は、送出開口１０４を有
する注射器バレル１０２、ねじ切りされたシャフト１０８を含んでいるプランジャ１０６
を含んでいる。ねじ切りされたシャフトは、それ自身ねじ係合し、注射器バレル１０２の
一部を形成し得るねじ切りされたナット１０３に、使用者が送出開口１０４を通して粘性
材料を選択的に分配することを可能とするように、ねじ係合している。
【００１９】
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　注射器送出システム１００は、プランジャ把持部材１１０をさらに含んでいる。プラン
ジャ把持部材１１０は、プランジャ１０６のレベル指示器用タブ１２０及び掴み用タブ１
２１及びプランジャ把持部材１１０の内面に形成されている収容溝を介してプランジャ１
０６と把持伝達状態にある。レベル指示器用タブ１２０と結合する溝１２３は、図１Ｂに
見られる。プランジャ把持部材１１０の内面に形成されるもう一対の溝（不図示）が、掴
み用タブ１２１と結合している。プランジャ把持部材１１０は、プランジャ１０６及びね
じ切りされたシャフト１０８を鞘１１２の下に遮蔽するように、プランジャ１０６のねじ
切りされたシャフト１０８を覆う鞘１１２を含んでいる。鞘１１２は、異物による入場ま
たは汚染を防止するようなシールされた環境を、ねじ切りされたシャフト１０８に対して
提供する。
【００２０】
　恐らく図２において最も良く理解されるように、注射器バレル１０２及び／または鞘１
１２のうちの少なくとも１つは、断面楕円形であってもよい。注射器バレル１０２または
鞘１１２のどちらかが楕円形断面を有することは、使用者が、使用中、特に、片手のみで
注射器送出システム１００を操作中、鞘１１２をより容易に掴み、注射器バレル１０２を
回転させることを可能とする。図２に示される実施態様は、楕円形の鞘１１２及び円筒状
注射器バレル１０２を含んでいる。
【００２１】
　図２に示されるように、鞘１１２は、注射器バレル１０２に対して拡大され得る。その
ような構成もまた、使用者が、使用中、特に、片手のみで注射器送出システム１００を操
作中、鞘１１２をより容易に掴み、注射器バレル１０２を回転させることを可能とする。
【００２２】
　把持や回転をさらに助けるために、注射器バレル１０２は、１またはそれ以上の把持可
能な材料で形成される把持部分を随意に含み得る。１つの実施態様によれば、注射器バレ
ル１０２の全外面が把持可能な材料で形成され得る。１つの実施態様によれば、把持可能
な材料は、熱可塑性エラストマーを含み得る。示されるように、注射器送出システム１０
０は、キャップ１１４をさらに含み得る。図２は、その他の適切なキャップが使用され得
るけれども、押し上げ式キャップのようなキャップ１１４を示している。
【００２３】
　１つの実施態様によれば、注射器送出システム１００は、レベル指示器用窓１１８を含
み得る。レベル指示器用窓１１８は、鞘１１２の一部として形成され得る。窓１１８は、
使用者がレベル指示器用タブ１２０の位置を見て確認することができるように、適切な半
透明または透明な材料で形成され得る。１つの実施態様によれば、注射器バレル１０２内
の材料のレベルは、レベル指示器用タブ１２０が窓１１８の基端部近くにあるとき、満杯
であるとして指示され得る。注射器バレル１０２内の材料が分配されるにつれ、タブ１２
０は、窓１１８の末端部に向かって徐々に進む。
【００２４】
　１つの実施態様によれば、鞘１１２及び・または注射器バレル１０２は、降下させる光
の波長の伝送を遮断する材料を含み得る。１つのそのような実施態様によれば、鞘１１２
及び注射器バレル１０２は、不透明であり得る。
【００２５】
　１つの実施態様によれば、注射器送出システム１００は、注射器バレル１０２の末端部
に複数の交差している平面的な翼板１２２をさらに含んでいる。交差している平面的な翼
板１２２は、材料が注射器バレル１０２を通って押され、送出開口１０４を通って出て行
くとき、粘性材料１２４の分離した区画を定めている。交差している平面的な翼板１２２
は、適切な材料を含み得る。１つの実施態様によれば、平面的な翼板１２２は、降下させ
る光の波長の伝送を遮断する材料からなる。さらに別の実施態様によれば、平面的な翼板
１２２は、分配される粘性材料１２４に比較して本質的に目立たないように、粘性材料に
充分類似した色である材料からなる。そのような実施態様は、粘性材料１２４とともに取
り除かれ得る平面的な翼板の材料の粒子が硬化した材料（例えば、修復歯）内で目立つこ
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とを妨げる。
【００２６】
　１つの実施多様によれば、注射器送出システム１００は、プランジャ把持部材１１０と
注射器バレル１０２との間に運動用シール１２６を含み得る。そのような運動用シール１
２６は、適切な柔軟材料（例えば、熱可塑性エラストマー）から形成され得る。運動用シ
ール１２６は、歯科用材料またはその他の高粘性材料の送出中、注射器バレル１０２がプ
ランジャ把持部材１１０に対して回転されるとき、異物による入場または汚染を防止する
ように、プランジャ把持部材１１０と注射器バレル１０２との間で緊密なシールを形成す
る。
【００２７】
　図３Ａは、別の注射器送出システム２００を示している。注射器送出システム２００は
、送出開口２０４を有する注射器バレル２０２、送出開口２０４を通して粘性材料を選択
的に分配するために注射器バレル２０２にねじ係合するねじ切りされたシャフト（見えな
い）を含むプランジャを含んでいる。注射器送出システム２００は、円筒状の鞘２１２を
含むプランジャ把持部材２１０をさらに含んでいる。鞘２１２は、異物による入場または
汚染を防止するように、（鞘２１２の下に隠れている）ねじ切りされたシャフトに対して
シールされた環境を提供する。プランジャ把持部材２１０の鞘２１２は、円筒状であると
して示されており、他方、注射器バレル２０２は、断面楕円形であるとして示されている
。
【００２８】
　図３Ｂは、注射器送出システムのさらに別の実施態様を示している。該注射器送出シス
テムにおいては、鞘及び注射器バレル両方とも円筒状である。注射器送出システム３００
は、送出開口３０４を有する注射器バレル３０２、送出開口３０４を通って粘性材料を選
択的に分配するために、注射器バレル３０２にねじ係合するねじ切りされたシャフト（見
えない）を含むプランジャ、及び鞘３１２を含むプランジャ把持部材３１０を含んでいる
。鞘３１２は、鞘３１２の下にプランジャ及びねじ切りされたシャフトを隠すように、ね
じ切りされたシャフト及びプランジャ（見えない）を覆っている。鞘３１２は、異物によ
る入場または汚染を防止するように、ねじ切りされたシャフトに対してシールされた環境
を提供する。
【００２９】
　断面楕円形及び／または円筒形の注射器バレル及び／または鞘を含むいろいろな実施態
様が示されたけれども、鞘及び／または注射器バレルは、所望されるどのような形状であ
ってもよいことが理解されるべきである。
【００３０】
ＩＩＩ．代表的な使用方法
　図４は、送出開口１０４を通って粘性材料１２４を分配するために注射器送出システム
１００を使用する方法を示している。歯科用器具１３０が、使用に際し、粘性材料の楔形
部分または部分を取り外すのに使用され得る。一旦、所望の量の材料が取り外されると、
注射器送出システム１００は、きれいにされ得る。
【００３１】
　図５は、注射器送出システム１００を消毒し、きれいにし、殺菌するのに使用される濡
れナプキンで拭いてきれいにされている注射器送出システム１００を示している。平滑で
閉じている鞘１１２は、簡単にまた効果的にきれいになる。注射器送出システム１００の
鞘がプランジャ及びねじ切りされたシャフトを完全に覆っているので、異物は、注射器送
出システム１００、特に、ねじ切りされたシャフトの小さな裂け目に入り込み、これを汚
染することができない。
【００３２】
　本発明は、その精神または本質的な特徴から逸脱することなくその他の特定の形態に具
現化され得る。記載された実施態様は、すべての点で、例示としてのみであって、限定さ
れるものではないと考慮されるべきである。したがって、本発明の範囲は、上記記載より
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はむしろ添付されたクレームにより示されるものである。該クレームの意義及びクレーム
と同意義の範囲内にある全ての変更は、本発明の範囲内に入ることになる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１Ａ】本発明の代表的な注射器送出システムの分解組立図である。
【図１Ｂ】図１Ａの組み立てられた注射器送出システムの断面図である。
【図２】組み立てられた構造体である図１Ａの注射器送出システムの斜視図である。
【図３Ａ】円筒状鞘及び楕円形のバレルを有する別の注射器送出システムの斜視図である
。
【図３Ｂ】円筒状の鞘及び円筒状のバレルを有する別の注射器送出システムの斜視図であ
る。
【図４】望ましい量の製品が代表的な注射器創出システムの末端送出端から分配されてい
る状態を示すクローズアップされた部分斜視図である。
【図５】図２の注射器送出システムが滅菌のために拭いてきれいにされている状態を示す
斜視図である。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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