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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】シリンジの１回使用の後、針を引き込み、針が
刺すことを防止する。
【解決手段】１回使用の引き込み式シリンジ１０は、ハ
ンドル３８とプランジャ４０を有し、ハンドルはプラン
ジャとして、またハンドルが前の注入完了位置を越えて
前進したときに引き込み機構を始動する。ポジティブな
ロック構造６６は、ハンドルが後方に引き出されて可変
流体室を充填すること、及びハンドルが１回前方に移動
して可変流体室を空にすることを許すが、針保持筒及び
／又はハンドルの後方移動を規制し、シリンジを再使用
できなくする。ポジティブなロック構造は、シリンジバ
レル内のストッパであり、前進し、２つの部分に分離可
能なハンドルを有するとき、針保持筒の直径方向に膨ら
んだ箇所がロック機構を通過することを許す。ハンドル
部は１回使用後は、単に分離し、バレルによって保護さ
れている針保持筒又は針を引き出すことなく、シリンジ
から取り外されるだけである。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
１回使用後はシリンジバレルから取り外しできない作動ハンドルを有する１回使用の引き
込み可能なシリンジに於いて、
　前端及び後端開口を有する長く延びた中空のシリンジバレル(12)と、
シリンジバレル(12)の前端に位置する引き込み構造内に引き込み可能に取り付けられ、後
方に引き込むように付勢された引き込み可能な針(18)と、
　スライド時にバレルの内面に密接するピストンを有する前端部と、後端にハンドルへの
親指の力が加わるキャップを有する後端部とを具えたシリンジバレル(12)内を可動なハン
ドル(38)と、
　ハンドルの前端部にて、引き込まれた針(18)を受け入れる針保持筒(40)を具え、
シリンジバレル内に位置して、ハンドルの後方移動を規制し、１回使用後はシリンジバレ
ルから取り外されることを防ぐロック構造とを具え、
それによって使用後の引き込まれた針(18)は、シリンジバレル内の針保持筒(40)に安全に
収納され、プランジャの操作又は引き出しによっては、取り外せないシリンジ。
【請求項２】
  ハンドル(38)は、ロック構造を具え、該ロック構造はハンドル後部近傍の第１位置から
、ハンドル前部により近い第２位置までの一方向のみ移動可能であり、ロック構造は、第
１位置の前方に移動した後は、積極的にシリンジバレルに係合し、針保持筒(40)の後方へ
の移動を規制する様に構成されている、請求項１に記載の１回使用引込み式シリンジ。
【請求項３】
  針保持筒(40)は、ロック構造の第２位置の直ぐ前に位置する、請求項２に記載の１回使
用引込み式シリンジ。
【請求項４】
針(18)は、注入のためにプランジャが十分に押された後に、プランジャ後部にて、キャッ
プに親指圧力が及ぼされることによって引き込まれる、請求項３に記載の１回使用引込み
式シリンジ。
【請求項５】
  ハンドル(38)の後端部は、複数の階段状の鋸歯を有し、ロック構造は、階段状の鋸歯に
対し内向きに傾いたタブを有するクリップを具え、階段状の鋸歯は、クリップの後方移動
を規制する一方、クリップの前進を許し、クリップはシリンジバレルに係合してハンドル
の引き出しを防ぐ少なくとも１つの外向きに傾いた尖点を有する、請求項３に記載の１回
使用引込み式シリンジ。
【請求項６】
  クリップはハンドル(38)の後端部上にて、階段状の鋸歯の全部ではなく一部を囲む、請
求項５に記載の１回使用引込み式シリンジ。
【請求項７】
シリンジバレル内に位置してハンドルの後方移動を規制するロック構造は、バレルに対し
て固定位置に取り付けられた構造を構成する、請求項１に記載の１回使用引込み式シリン
ジ。
【請求項８】
  前記構造は、バレルの後部開口の内側に位置する、請求項７に記載の１回使用引込み式
シリンジ。
【請求項９】
  ハンドル(38)は、ハンドル(38)を前に押すための親指キャップ(70)を具え、プランジャ
を十分に押圧することにより針(18)の引き込みを開始したときに、親指キャップ(70)はバ
レルの後部開口に密に受け入れられる、請求項８に記載の１回使用引込み式シリンジ。
【請求項１０】
  バレルに対し固定位置にてバレルの後部開口内側に取り付けられた前記構造は、前に傾
いた１又は２以上の尖点を有するバネクリップであり、バレル内に流体を引き入れるため
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にハンドル(38)を最初に引き込み、バレルに対する最初の前位置からハンドル(38)が後方
に引かれることを許す間は、尖点は、ハンドル(38)に接することがないようにハンドル(3
8)近傍のスライディングカラーによって保護されて、プランジャが押圧されて注入する際
に、スライディングカラーは、バネクリップとの接触から外れて前進し、直ぐにバネクリ
ップはハンドル(38)に係合して、引き出しを阻止する、請求項８に記載の１回使用引込み
式シリンジ。
【請求項１１】
  ハンドル(38)の後端部には、複数の階段状の鋸歯があり、該鋸歯の上にハンドル(38)に
よって運ばれたスライディングカラーが位置し、スライディングカラーは、プランジャハ
ンドルがカラーに対して後方に動くことを許す傾斜面を有し、スライディングカラーは、
傾斜面がハンドルの鋸歯の１つに係合することにより、ハンドル(38)とともに前進する、
請求項１０に記載の１回使用引込み式シリンジ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、流体用の医療機器に関するものであって、特に注入がされた後は再使用でき
ない引込み可能な針を具えたシリンジに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＡＩＤＳ及び他の感染性疾病の脅威、及び健康管理供給者が感染患者へ針を使用するこ
とによって被る偶発的な針を刺す危険が避けられないことにより、この数年、シリンジの
技術は急速に進化した。延びた針を有する使用済みシリンジは、医療関係者、衛生従業員
、及び廃棄関連業者に危険を与える。従来技術は引き込み式の針を具えた多数のシリンジ
及び他の医療機器を開示しており、普通はバレル内、又はシリンジバレル内の針受け室内
に引き込まれる。最新の引き込みシリンジは、我々の米国特許5,385,551号、5,578,011号
、5,632,733号、6,015,438号、6,090,077号であり、これら全てを引用を持って本願の一
部とする。前述の特許に開示されたシリンジは、注入が終了しようとしている時に、プラ
ンジャハンドル上を引き続いて押すことにより、自動的に引き込まれるものであり、健康
管理従事者が汚染された針に晒されることがないように、片手によるシリンジの操作及び
引き込みを提案している。
　これらの機器のプランジャの自動的な引き込みは、針が患者から外される前に生じる。
これらの引き込み可能なシリンジは、高度の信頼性と動作の再現性を具え、低コストで大
量生産に適している。それらは、多数の異なるサイズのバレル、異なるサイズの針、及び
異なる用途に於いて、部品の自動生産及び自動組立に適している。
【０００３】
　上記のシリンジ及び他の引き込み可能なシリンジは、針を刺す問題を解消し、又は十分
に少なくしているが、如何なる状況でも再使用できない１回使用シリンジの必要性を表明
している者もいる。全てでなくとも大部分の引き込み可能なシリンジは、注入がされた後
に、針の引き込みを開始する動作を使用者に要求する。これは、使用者が１回使用後に針
の引き込みを怠ると、引き込み可能なシリンジが再使用可能であることを残している。引
き込み不可能なシリンジの場合、シリンジの最初の使用後はプランジャハンドルを機械的
にロックする種々の装置を用いて、この問題を解決することが提案されてきた。しかし、
これらの装置は引き込み可能な針を有さない。従って、プランジャは２回目の引き出しは
できないから、シリンジは再使用できないが、針が刺す可能性を残した状態で針は露出状
態を保つ。プランジャハンドルをロックするが引き込まないシリンジの例は、Freeらの米
国特許5,000,737号「１回使用使い捨てのシリンジ」、Allisonらの米国特許5,205,825号
「プラスチックシリンジの再使用を防ぐ挿入可能な要素」、Kosinskiの米国特許4,973,31
0号「１回使用シリンジ」、Kosinskiの米国特許4,961,728号「誤使用を防ぐ特徴を有する
１回使用シリンジ」、Shonfeldらの米国特許5,531,691号「１回使用のシリンジアセンブ
リー」、及びShonfeldらの米国特許5,562,623号「バネクリップロック及びプランジャを
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含む１回使用のシリンジアセンブリー」である。これらの特許の開示は、引用を持って本
願の一部とする。
【０００４】
　上記の１回使用シリンジは、１回注入後は再使用できない、しかし、汚染された針は未
だ延びており、覆われるか、取り除かれるか、さもなくばシリンジが安全に放棄される前
に処分されなければならない。このようにして、使用後はシリンジバレル内に引っ込む針
を具え、針が引っ込もうと引っ込まなかろうと、再使用できない改善された１回使用のシ
リンジへのニーズがある。
【発明の開示】
【０００５】
発明の要旨
　本発明は、針保持筒(40)を動かすハンドルを有する１回使用の引き込み式シリンジであ
り、ハンドルはシリンジバレルから取り外すことができない。引き込み式の特徴は、注入
がされた後に、露出した針に関係する危険を未然に防ぐことである。ポジティブなロック
構造は、シリンジが当に１回使用のシリンジであって、再使用できないことを確実にする
。種々の実施例に於いて、ハンドル部と針保持筒(40)とを具える可動部分は、シリンジを
流体にて充填するハンドルの１回の後方移動及びシリンジから流体を放出するハンドルの
１回の前方移動の後は、後方への移動を規制され、シリンジ内に収納される。
　本発明は、１回使用後はシリンジを引き込むとされている引込み式シリンジであれば、
作業者は引込み機構を働かせることを選択し、又はそれを忘れて、そのため２回目の使用
ができるように残しておくという危険をなくするのに役立つ。
　針を露出したままにすることは起こり得ない、なぜならロック構造は、針保持筒(40)の
取り外しを阻止することにより、針保持筒(40)が取り外されることを阻止するからである
。針保持筒(40)は、引き込み機構が作動しようと、作動しまいと、及び針が引き込まれよ
うと、引き込まれまいと、バレルに保持される。これは、本発明の利点は、バレルの前端
に針が固定される引き込み式でないシリンジにも適用できることを意味し、これはここに
開示された本発明の他の特徴であると考えられる。引き込み式でないシリンジについては
、本発明は同様に働き、バレルからハンドル(プランジャ)が引き出されることを制限し、
又は阻止する。ハンドルが２回目に引き戻されることができなければ、シリンジは流体に
て再充填され得ない。
【０００６】
　前端及び開口した後端を有する長く延びた中空のシリンジバレルは、シリンジバレルの
前端に位置する引き込み構造内に引き込み可能に取り付けられ、後方軸方向に引き込むよ
うに付勢されている引き込み可能な針を有するのが好ましい。針保持筒(40)に取り付けら
れるハンドルを具える可動部分は、バレル内にて通常のシリンジプランジャの機能を果た
す。針保持筒(40)の前端部は、スライド時にバレルの内面に密接するように取り付けられ
たピストンを有する。可動部分は、バレルの後部開口から延びるハンドルによって動かさ
れる。ハンドル部の後端部は、ハンドルに親指の力を加える為のキャップを有する。針保
持筒(40)は、開き可能な封止開口を前に有して、患者への注入中に流体が放出した後に、
プランジャを前に動かすことにより引き込み機構が作動したときに、引き込まれた針を針
保持筒(40)内に受け入れる。針の針保持筒(40)内への引き込みは、注入完了後にハンドル
の動きに対応して引き込み構造に対して針保持筒(40)を前に動かすことにより開始する。
【０００７】
　ポジティブなロック構造は、シリンジバレル内に位置して、針保持筒(40)の後方への移
動を規制し、１回使用後にシリンジバレルから針保持筒(40)が取り外されることを阻止す
る。ポジティブなロック構造は、可動部分が後方へ１回、及び前方へ１回、そして前方へ
最大量移動するのに影響を与えないのに適しているが、その後の針保持筒(40)の後方への
移動は制限されて、針保持筒(40)をシリンジバレル内に維持する。
【０００８】
　第１実施例に於いては、ポジティブなロック構造は、バレル内の固定位置に固定される
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。ロック構造は、第１ストッパを構成するバレル半径方向のくびれを具え、一方、針保持
筒(40)は第２ストッパを構成する半径方向に膨らんだ部分を有し、ハンドルを押すことに
より、第２ストッパは第１ストッパを通って前に押し付けられる、しかし、第２ストッパ
はハンドルを引くことにより生じる後方への動きには抵抗する。更に、第１実施例は、針
保持筒(40)に取り外し可能に取り付けられ、第１ストッパを通って第２ストッパを後方に
押し付けるのに要する力よりも小さな分離力にて針保持筒(40)から分離できるハンドル部
を有する。ハンドルは、分離部分を壊すことなく、該分離部分を取り外すことにより針保
持筒(40)から分離できるのが好ましい。
【０００９】
　更に、第１実施例は、前端部に留めを有するのが好ましく、留めは第２ストッパが第１
ストッパを通過して動く前に、ハンドルを押すことにより第１ストッパを通って前に押し
付けられる。第２ストッパが第１ストッパを通って前進しない限り、ハンドルは引き出さ
れてシリンジを充填する。針保持筒(40)の前端部上の留めは、可動部分の後方への移動量
を制限して、シリンジの最大充填量を定める。留めは第１ストッパに接する。しかし、プ
ランジャが押圧されて注入されるときに、針保持筒(40)の後部の第２ストッパ、又は針保
持筒(40)上の幾つかの中間位置は、第１ストッパを通って動き、それによってハンドルが
後方に引かれたときに、２つのハンドル部分が分離するとの前述した限定された特徴を付
与する。バレル内の第１ストッパを越えて、ハンドルが全ての留めとともに一旦前に押さ
れると、シリンジは空になり、ハンドルを更に前に動かすと、引き込み機構が作動する。
【００１０】
　本発明の第２実施例は、長く延びた中空のシリンジバレルを具え、シリンジバレルの前
端部に位置する引き込み構造内にて引き込み可能に取り付けられ、引き込むために後方に
付勢された引き込み可能な針を有する。シリンジバレル内には可動ハンドルがあり、該可
動ハンドルはスライド時にバレル内面に密接するピストンを有する前端部と、ハンドルへ
親指の力を加える為のキャップを後部に有する後端部と、ハンドルの前端部内にて引き込
み可能な針を受け入れる針保持筒(40)を具える。第２実施例に於いて、ポジティブなロッ
ク構造は、尚、シリンジバレル内に位置する。ロック構造は、ハンドルの後方への移動を
制限し、１回使用後にシリンジバレルからハンドルが取り外されることを阻止する。しか
し、第２実施例にあっては、ロック構造はバレルに対して移動する。
【００１１】
　ハンドルは、ロック構造を運び、該ロック構造はハンドルの後部近傍の第１位置から、
ハンドルの前部に一層近い第２位置へ一方向にのみ移動可能である。ロック構造は、第１
位置の前に動かされた後に、シリンジバレルに積極的に係合し、針保持筒(40)の後方への
移動を制限するのに適している。針保持筒(40)は、ロック構造の第２位置の直ぐ前に位置
するのが好ましい。ハンドルは、複数の階段状の鋸歯を有するのが好ましく、ポジティブ
なロック構造は、階段状の鋸歯に対して内向きに傾いたタブを有するクリップであるのが
好ましく、鋸歯はクリップが後方に移動するのを阻止する一方、クリップがハンドル上を
前方に動くことを許す。
　クリップは外向きに傾いた少なくとも１つの尖点を有し、該尖点はシリンジバレルに係
合して、ハンドルが引き出されることを阻止する。尖点は単にハンドルの表面に沿ってス
ライドする、なぜなら尖点は後方に傾いているが、尖点をバレル内面に埋め込ませるハン
ドルの後方移動を阻止するからである。クリップは、半円形よりも稍延びた形状をしてい
るバレルの後端部の階段状の鋸歯の全てではないが、一部を囲むのが好ましい。
【００１２】
　本発明の第３実施例は、ポジティブなロック構造が異なることを除き、第１及び第２実
施例のシリンジの他の全ての特徴を含む。第３実施例にあっては、ハンドルの後方移動を
規制する為のポジティブなロック構造は、シリンジバレル内に位置して、バレルに対して
固定位置にある。もっと詳しく述べると、該ロック構造はバレルの後部開口の内側に配置
されている。バレルに対して固定位置にあるバレルの後部開口の内側に取り付けられたロ
ック構造は、バネクリップであるのが好ましく、該バネクリップは１又は２以上の傾いた
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尖点を有し、該尖点は、バレルに流体を引き入れるべくハンドルが最初に移動する間に、
ハンドルによって運ばれるスライディングカラーによってハンドルに接しないように保護
される。これにより、バネクリップの尖点をハンドルに係合させることなく、バレルに対
する最初の前位置からハンドルを後方に１回引くことができる。プランジャが前方に押圧
されると、スライディングカラーはバネクリップの尖点との接触を離れて、前に動き、直
ぐにバネクリップはハンドルに係合してハンドルの引き出しを阻止する。
　第３実施例に於いて、ハンドルの後端部は、第２実施例と同様の、複数の階段状の鋸歯
を有し、その上にハンドルによって運ばれるスライディングカラーがある。スライディン
グカラーは傾斜面を有し、該傾斜面はプランジャハンドルがカラーに対して後方に移動す
ることを許すが、カラーは階段状の鋸歯の縁を捉える留めを有し、留めは鋸歯をハンドル
とともに前進させ、バネクリップから離れさせる。ハンドルが前進する際には、バネクリ
ップは邪魔することなく、単に鋸歯に乗るが、ハンドルが後方に動くと直ぐに、歯はハン
ドルに埋まり、ハンドルの如何なる後方移動も止める。針保持筒(40)の後部上の停止面は
、ハンドルが最大量まで引き戻された後に、カラーに接してハンドルの更なる引き出しを
阻止する。カラーはバレル内で捉えられる。
【００１３】
　シリンジの前方の引き込み構造内に取り付けられた引き込み可能な針と組み合わせたと
きに、本発明は最も効果的であるが、本発明は本来１回使用の問題に関し、故に引き込み
可能に取り付けられた針を具えたシリンジと同様に、針が固定されたシリンジにも適用可
能である。
【００１４】
本発明の詳細な記載
　以下の記載では、同様の部品は同じ符号にて言及される。図示される部品は、現実には
、円形又は円筒状であることが好ましい。
【００１５】
　第１実施例の１回使用の引き込み可能なシリンジは、米国特許5,632,733号の図１－図
３に開示された引き込み可能シリンジを修正したものと関連して、図１－図７に開示され
ている。好ましい引き込み可能シリンジの詳細は、ここでの従来技術の背景に挙げられた
他の引用例と同様に、上記引用例内に見ることができるが、その主たる特性は、本発明に
関連してここで簡潔に記載する。本発明は、シリンジが最初の使用後、引き込まれなくと
も再使用を防ぐプランジャハンドルの積極的なロックを提供する。本発明が特殊な引き込
み装置又は構造に限定されず、他の引き込み可能な針を設けた装置、特に注入完了後、プ
ランジャハンドルを前方に押すことによって作動する装置にも用いられることが理解され
るだろう。
　針を後方に引き、プランジャの開口内に引き込む多数の装置がある。例えば、Toftの米
国特許5,407,436号、又はPressly,Srの米国特許5,713,952号は、本発明を用いて改善され
るかもしれない。後者の場合、プランジャハンドルは２度目の使用を阻止する特徴を有し
ているが、それはシリンジが実際に引き込まれたときのみ機能する。
【００１６】
　本発明の１回使用の引き込み可能シリンジは、図１の符号(10)によって概ね示される。
シリンジ(10)は、前端部(14)と後端部(16)を有する細長い中空のシリンジバレル(12)を具
える。引き込み可能な針(18)は、引き込み構造(20)内に引き込み可能に取り付けられ、該
構造は前部に肩を有する細長い針ホルダ(22)を具え、該ホルダは、前部が前端部(14)の前
面開口に当たって前方への動きが阻止される。針ホルダの小さな部分は、図１のバレルを
越えて前方に延びることが示されている。分離可能な保持部材(26)は、環状の構造であっ
て、針ホルダ(22)の拡大頭部(30)のあるインターフェイス(28)に沿って分離可能で摩擦を
持って係合する。インターフェイスは、引き込み方向に向けられている。保持部材(26)は
針ホルダ(20)の頭部(30)と一緒に、前端部(14)の内壁(32)に圧入されるのが好ましく、該
圧入箇所でそれらは圧縮バネ(34)にて加えられる引き込み力に抗して保持される。バネ(3
4)は一端部が前端部(34)の出張り上に位置し、及び後端部が取り外し可能な保持部材(26)
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を押すことなく、針ホルダ(22)の頭部(30)の下側を押す。針(18)は、粘着剤(36)によって
針ホルダ(22)に固定される。
【００１７】
　シリンジは、可動部品によって作動され、該可動部品は係合接続(42)によって針保持筒
(40)に取り外し可能に取り付けられるハンドル(38)を具え、係合接続(42)はハンドル(38)
の前端部(44)を針保持筒(40)の後端にパチンと嵌めて(snup fit)構成するのが好ましい。
ハンドル(38)は、図２に示されるように、ガイド条(78)と親指キャップ(70)を具えたコア
(76)を有するのが好ましい。指グリップ(80)は親指キャップ(70)と関連して作動し、片手
での操作を可能にする。図７に示されるように、ハンドル(38)の前部(44)は溝(46)を有し
、該溝は針保持筒(40)の後端部で１又は複数の突起(48)と取り外し可能に結合して、係合
接続(42)を構成する。針保持筒(40)からハンドル部(38)を外すのに必要な力の総量は、針
保持筒を引いてバレル内のストッパ(stop)を通過するのに必要な力より小さい。ハンドル
は針保持筒から分離して、針保持筒をバレル内に残す。
【００１８】
　可動部品(38)(40)は、バレル(12)内を往復する為に取り付けられた可動プランジャとし
て一緒に作動し、スライド時にバレル(12)内面に密接するピストンシールを具える。針保
持筒(40)は、ピストンシール(52)がその上に取り付けられた前端部(50)を有する。シール
(52)はスライド時にバレル(12)の内面(54)に密接し、それによって針保持筒(40)の前端部
(50)の下方に、可変の流体室(56)を造る。針保持筒は、取り外し可能なプラグ部材、又は
他のシール(60)によって塞がれる開口を前端部に有しており、プラグ部材又は他のシール
は、開口内に摩擦係合によって保持されるのが好ましい。
【００１９】
　針保持筒(40)は、引き込まれた針及び取り外し可能なプラグ部材(60)を保持する保持空
間(58)を有し、プラグ部材はスライドして室(58)の開口を塞ぐ。前端部(50)の前端には、
突端(62)を有し、該突端は保持部材(26)に接して保持部材(26)を頭部(30)から前端部(14)
内の頭部(30)の下方にある空間(64)内へ動かすのに役立つ。これは、図４に示すように、
”注入完了位置”からハンドル(可動部品)を押圧することにより、自動的になされる。図
４の可動部品の位置から、ハンドルを更に押圧すると、リング状の保持部材が取り外され
、プラグ部材(60)が取り外され、それによって図６に示すように、保持空間(58)を開き、
針(18)を解放して空間(58)内へ引き込ませる。
　これまで記載されてきた構造は、針刺しを防ぎ、容易に再使用できない針引き込みシリ
ンジを提供する。なぜなら引き込み後は、部品は互いにバラバラになり、親指キャップは
バレル(12)の後部(16)の開口内に密に受け入れられるからである。
　本発明は、シリンジが引き込まれる構造の場合は、更になお、針又は他の部品に近づく
ことを不可能にし、シリンジが引き込まれない構造の場合には、再充填されることを防ぐ
。
【００２０】
　シリンジバレル(12)の内面(54)の最も重要なのは、ポジティブなロック構造(66)を配備
したことであり、ロック構造は１又は複数の半径方向内向きに突出したくびれ(constrict
ion)を具え、針保持筒(40)が後方へ動くことを規制し、１回使用後に針保持筒がシリンジ
バレルから除去されることを防ぐように造られている。
　針保持筒(40)は、拡大後端(68)を有してシリンジバレル内側のポジティブなロック構造
(66)と協働するのが好ましい。その隙間は、親指キャップ(70)上の親指の力により、針保
持筒がロック構造(66)を通り過ぎて強制的に前に押されるようになる程度の隙間である。
しかし、一旦シリンジハンドル(38)(40)が前に押されて、針保持筒(40)の後端(68)がくび
れ(66)を通ると、この横切り動作を逆方向に如何に試みても、それはできない、なぜなら
図５及び図７に示すように、ハンドル部(38)は針保持筒(40)から分離するからである。
【００２１】
　図１は、充填待機位置にあるシリンジの位置を示している。ハンドル(38)(40)は押圧さ
れて、針保持筒の後端を、第１ストッパ(66)と呼ばれるであろう箇所、即ちバレル内側の
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固定位置にてバレル直径のくびれを具える箇所に接するまで押し込み移動させる。針保持
筒(40)の後端(68)には、著しい力が加わらない限り、第１ストッパと協働して可動部分の
更なる前進を規制する、第２ストッパと呼ばれる箇所を具えるのが好ましい。第２ストッ
パは図１に示されるように、針保持筒の後部にて最も適切な位置にて円筒状の針保持筒が
直径方向に膨らんだものであるのが好ましい。しかし、直径方向に膨らんだ箇所は、寸法
的な要求によって、針保持筒の後端から前方に動かすことができる。
　針保持筒にて直径方向に膨らんだ箇所が異なる位置にある理由は、充填ストロークを変
えて、異なる投薬量に応じて異なる充填量とする為である。第１及び第２ストッパ(66)(6
8)は、ポジティブなロック構造を構成する。充填待機位置にある可変の流体室(56)はむし
ろ大きく見えるけれども、それはシリンジ最大量に対する比較的小さな部分でしかなく、
１cc又は１／２ccのシリンジに対しては、絶対的に(absolute terms)非常に小さい。
　図から判るように、ストッパ(66)の位置、針保持筒(40)及びバレル(12)の長さ、直径に
より、充填量が決定される。針保持筒(40)は、針(18)全体を受け入れる大きさに作られ、
位置決めされ、尖った先端は引き込みの後には、露出しない。
【００２２】
　図３は、充填工程の次のステップを示し、それによって針保持筒(40)上の前端の留め(7
2)が第１ストッパ(66)で留まるまで、ユーザはシリンジハンドルを自由に後方に引くこと
ができる。これによってユーザは、シリンジが注入流体が十分に充填されたことを示す触
感を感じる。
【００２３】
　図４は、シリンジ動作の次の工程を示し、該工程では針は患者(図示せず)の中に挿入さ
れ、プランジャは注入完了位置にまで押圧される。ここで、針保持筒(40)の前端部は、突
端(62)が前進することにより、プラグ部材(60)を針保持筒(40)の開口から除去し始め、引
き込み構造(20)の針ホルダ(22)のヘッド(30)から保持部材(26)を滑らせて、離し始めるこ
とができるような位置にある。これは、親指キャップ(70)がバレル(12)の拡大後端(16)内
の開口(74)内に密に受け入れられるまで、親指キャップ(70)を押すことにより達成される
。図６の針引き込み位置になり、該位置では引き込み可能な針は、プラグ部材と一緒に針
保持筒内に引き込まれる。親指キャップ(70)は開口(74)内に受け入れられる。この位置に
て、針は安全に引き込まれ、ハンドルはきちんとシリンジバレルの後部開口に押し込まれ
て、再使用を防ぐ。
【００２４】
　しかし、図４の位置に達した後に、ユーザがシリンジを引き込むことを拒絶すれば、図
６に進まず、むしろ図５に進む。図５は、ハンドル部(38)を引くことにより可動部品を除
去しようとしても、針保持筒(40)の後部に位置することが好ましい第２ストッパ(68)が、
単に第１ストッパ(66)に接するにすぎない結果になることを示しており、第１ストッパ(6
6)からそれ以上進めない。ハンドル部(38)は、係合接続(42)を解除しても、単に針保持筒
(40)から離れるだけであり、シリンジ内の内部部品に触れることはできない。ハンドル(3
8)の前部(44)の溝(46)は、突起(68)から離れる。解除中に部品の僅かな歪みが発生するか
も知れない。図４及び図５に示すように、ハンドル部(38)がバレル内の後部に再度挿入さ
れたとしても、可変室内には、シリンジを再使用するには不十分な充填容積しか形成され
ていない。
【００２５】
　図５Ａは、図５に示す破断線間に於ける、図５の中間部の拡大図である。ここで、留め
(72)はより詳細に示され、前端部(50)上の環状の歯形をした半径方向の突起であるのが好
ましい。針保持筒(40)の後端部(68)は、第１ストッパ(66)に当たる縁を有する、直径方向
に膨らんだ表面(82)を有している。爪突起(48)が針保持筒(40)の後端に示されており、こ
れは除去されたハンドル部(38)の図５に示す溝(46)に嵌まる。
　図５Ｂは、第１ストッパ(66)がバレル(12)の内部直径の周りで連続したくびれとなって
いることを示す断面図である。図５Ｃは、第１ストッパ(66)が複数の膨らんだ領域、又は
半径方向内向きに突出した部分であって、針保持筒(40)の後端(68)に接してロックする位
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置にあることを示しており、このようにして、針保持筒(40)がハンドル(38)によって除去
されることを防止している。同様に、ストッパ(66)が繋がっているなら、第２のストッパ
(68)を構成する針保持筒(40)の後端は、繋がっていなくともよい。一方又は他方は連続的
であるべきであり、針保持筒(40)をどの角度に向けても、ハンドルによってバレルから針
保持筒が引き出されることはなあいようにすべきである。
【００２６】
　図５Ｄは、針保持筒(40)の後端が図５Ｄの直線状の後端部(68')のように変更され得る
ことを示し、ストッパ(66)にて生じるように、くびれ内の開口を通って嵌合する大きさに
作られる。或いは、針保持筒(40)の外側の直径方向の膨らみ部(69)を軸方向に異なった位
置に形成して、それに対してポジティブなストッパ(66)が働く当り部にしてもよい。
　直径方向の膨らみ部(69)は、第１ストッパ(66)と協働して針保持筒の後方への動きを規
制する第２ストッパと考えられ得る。膨らみ部(69)は、親指キャップ(70)に加えられた力
に応じて前方に動くときに、くびれの開口を通って押しつけられる点で、以前の図面の針
保持筒(40)の拡大された後端部(68)とまさに同様な作動をする。ユーザがその後、ハンド
ルを後方に引いたとき、直径方向の膨らみ部(69)は、くびれ(66)に接して、針保持筒(40)
からハンドル(38)を分離するのに要する力よりも大きな引く力を要求する。
　これが単にバレルに対してハンドルの別の動きを付与する他の方法であり、これは特定
のシリンジのストロークを設定して、所望の投与量を供給するのに有用である。
【００２７】
　図８－図１４は、以前の図面に開示された好ましい引き込み機構を有する１回使用の引
き込み可能なシリンジの第２実施例を示し、同じ符号が付される。これまでの開示からの
変更箇所は、ダッシュを用いて示される。第２実施例のシリンジは、概ね符号(10')で示
される。引き込み可能なシリンジ(10')は、第１実施例の引き込み可能に取り付けられた
針(18)及び引き込み構造と全く同じものを有している。第１実施例とは異なるシリンジバ
レル(12')を有しており、それは同じポジティブなロック構造は有さず、拡大された後端
部(16)は有さない。シリンジバレル(12')は、前端部(14)及び後部開口(84)を有している
。可動ハンドルは、シリンジバレル(12')内に往復可能に取り付けられ、シリンジバレル
はハンドル部(38')に取り付けられた針保持筒(40')を具える。可動ハンドルの前端部(50)
は、既に述べた第１実施例と同じピストンシール(52)及びスライド可能に取り外されるプ
ラグ部材(60)を含む。可動ハンドルの後端部は、キャップ部材(86)を有し、キャップ部材
は親指の力をハンドルに加える為の親指キャップをハンドルの後端部に具えている。針保
持筒(40')はハンドル部(38')に取り付けられ、又は製造の為のみであるが、取り外し可能
に取り付けられる。可動部材のこれら２つの部分が別々に製造されたなら、それらは溶接
、接着、又は他の永久的な固定法のような方法で結合され、或いは好ましくは１つの可動
ハンドルとして成形される。
【００２８】
　第２実施例は、図９に示すように、ポジティブなロック構造が金属クリップ(88)である
ことが好ましい点で、第１実施例と異なる。クリップ(88)は、本体(94)上にタブ(90)及び
１又は２以上の対のロック歯(92)を有する。タブ(90)は僅かに内向きに曲がっていて、こ
れは針保持筒(40')の後方で可動部品のハンドル部に沿って延びている複数の階段状の鋸
歯(96)と協働している。
【００２９】
　図８は、第２実施例の１回使用の引き込み可能シリンジのスタート位置を示している。
スタート位置に於いて、可動ハンドルはシリンジ本体内で十分前方に押されて、引き込み
を起こすことなく、引き込み機構(20)に軽く接する。これは作業者が針ホルダ頭部(30)に
対してプラグ部材(60)を接触させる作業者の触感によって容易になされる。ポジティブな
ロック構造(88)は、ハンドル部(38')によって運ばれ、図８に示す第１位置(98)から第２
位置(100)に移動可能である。これはシリンジバレルに対して可動ハンドルを後方に引く
簡単な措置によってなされる。クリップ(88)を具えるポジティブなロック構造は、ハンド
ルの後部近傍の第１位置から、ハンドルの前部により近い第２位置へ一方向にのみ移動可
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能である。ロック歯(92)の尖点は、クリップをハンドルとともに後方に動かそうとすれば
、バレル(12')の内面(102)に係合するように設計されている。ロック歯(92)の尖点は後方
を向けているから、クリップがバレル内で前進すると、尖点は内面(102)に沿って自由に
スライドする。ハンドルがクリップ(88)に対して後方に動くと、タブ(90)は鋸歯(96)の縁
を越え、ハンドルが後方に引かれると、階段状の鋸歯は単にクリップに対してスライドし
、クリップは図８に示す第１位置(98)から図１０の第２位置(100)に位置することができ
る。図１０は、流体の最大量が針(18)を通って流体室(56)内に引かれた後の、クリップ(8
8)に対するハンドルの位置を示している。針保持筒(40')はクリップ(88)の第２位置の直
ぐ前に位置する。このようにして、クリップがロック構造を構成することが判る。
【００３０】
　図１１は、全ての流体が可変流体室(56)から放出された後の、注入完了位置に於ける可
動ハンドルの位置を示している。内向きに曲がったクリップ(88)のタブ(90)が、鋸歯(96)
の縁を掴み、可動ハンドル(38')(40')とともに前方に動くのが判るだろう。後方に傾いた
ロック歯(92)の尖点は、可動ハンドルの前進を邪魔することなく、単にシリンジバレル(1
2')の内面に沿ってスライドする。
【００３１】
　図１２は、第２実施例のシリンジ(10')が、単に親指キャップ(86)を押して、可動ハン
ドルを図１１の注入完了位置から図１２の引き込まれた位置に移動させるだけで、どのよ
うにして針を抜かせるかを示している。保持リング(26)は、突端(62)によって針ホルダ(2
2)の頭部(30)から空間(64)中へ除去され、プラグ部材が針保持筒(40')の前端部から除去
されると、バネ(34)によりバネ付勢された針ホルダと針は、後方に移動して、室内に引き
込まれ、そこで保持されることが判るだろう。突端点を含む針全体がバレル(12')内に引
き込まれるように、部品のサイズが決定される。これまで記載されてきたことは、バレル
の内側に位置するロック構造であり、該ロック構造は可動ハンドルの後方移動及び前方移
動に何の影響も与えない。
　しかし、ポジティブなロック構造のクリップ(88)は、図１２に示す第２位置に配置され
ている。針保持筒の後方へ向かういかなる逆移動も、クリップ(88)によって制限される、
なぜならスライド可能なロック歯(92)の尖点はバレル(12')の内面内に掘り込むように位
置し、それによって、クリップ(88)のボトムが針保持筒(40')の後端(104)と接することに
より、ハンドルの後方移動を規制する。クリップが後方に動くことができず、針保持筒(4
0')の後方移動を阻止しているから、ハンドルは１回使用の後にシリンジから除去できな
いことが判るだろう。図１１と図１２のクリップの位置を比較することにより、シリンジ
が引き込まれるか、引き込まれないかに関係なく、可動ハンドルは依然として除去できな
いことが判る。従って、ハンドルは１回使用の後に、シリンジ内に積極的にロックされる
。従来技術の背景で述べられたShonfeldその他による米国特許5,531,691号、及び米国特
許5,562,623号にて説明されているように、充填量は、ハンドル部(38')に対するクリップ
(88)の初期位置に基づいて調整されることは明らかである。
【００３２】
　図１３及び図１４は、夫々図１１及び図１２に対応している。シリンジ(10'')は図１１
及び図１２のシリンジ(10')とは、ハンドル(38'')が取り外し可能接続(106)によって、針
保持筒(40'')に取り外し可能に接続される点のみ異なる。針保持筒(40'')の後端部は、環
状溝であることが好ましい溝(108)を有し、ハンドル部(38'')の前端は、好ましくは環状
の半径方向の突出部(110)を有し、突出部はハンドル部(38'')の前端部に固定された隆起
領域の形をして、溝(108)に嵌合する。取り外し可能接続(106)は、ハンドル部(38'')及び
針保持筒(40'')を具える可動部分を、２つの部分構造にし、該２つの部分構造は成形及び
組立を容易にし、他の取り外し可能な部分が標準サイズのままであっても、部分の１つを
交換することができる。例えば、ハンドル部を長く又は短くでき、同じ針保持筒とともに
用いることができ、又は標準的なハンドル部(38'')を用いていても、針保持筒の長さを変
えることができる。針保持筒を変える理由の１つは、異なる長さの針を使用することであ
る。それはまた、最大投与量を変える為に、ストロークを変えるもう１つの方法である。
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バレルの長さは変えられる、しかし、バレルの長さは重要ではない、なぜならクリップ(8
8)は、図８－図１２について前述したように、正確に同様に作動し、最初の注入がされた
後に、ハンドル(38'')及び針保持筒(40'')が引き出されることを規制するからである。ハ
ンドルは引き込み機構(20)が作動しても、しなくても、引き出されることが規制される。
【００３３】
　図１５－図１９は、シリンジ(11)に言及する本発明の第３実施例を示している。シリン
ジ(11)は、以下に列挙する幾つかの例外をも具えた図１－図７の引き込まれるシリンジで
あるのが好ましい。図１５－図１９に示されない部分は、針保持筒の後端に至るまでは、
第１実施例のそれらと同様であると考えられる。バレル(12)の後端部(112)は、図１６に
示すバネクリップ構造(114)を受け入れるべく変更されている。
　バレルは指グリップ(80)の後ろに拡大後端を有し、第１実施例の後端(16)に酷似してい
る。バレルは尚、ハンドル(116)の後部に親指キャップ(70)を受け容れる開口(74)を有し
ているが、開口(74)の直ぐ前に締付け突合せ面(118)を有している。突合せ面(118)はバレ
ル(12)の拡大後端部(112)の周りに溝(120)を形成し、バネクリップ(114)は溝内でバレル
に対する固定位置に受け入れられている。示されるように、バネクリップ(114)はバレル
の内側に位置する構造を具え、シリンジの１回使用の後で、針保持筒が後方に更に動くこ
とを規制する。
【００３４】
　ハンドル(116)は、針保持筒(122)(図１７)の後ろに延び、第２実施例の階段状の鋸歯(9
6)に近似した複数の階段状の鋸歯(124)によって、長手方向に沿って鋸状になっている(se
rrated)。カラー(126)の形をしたスライドする部分は、ハンドル(116)によって運ばれる
。カラー(126)はどの階段状の鋸歯(124)をも捕捉するのに適した留め(128)を含む。それ
は、環状部分又は分断した環状部分で、カラーをハンドル上に取り付けるのに役立つ。親
指キャップ(70)は、カラーがハンドル(116)上のシャフトに取り付けられた後に、所定位
置に取り付けられて固定され、即ちハンドルは２つの部分となる。
【００３５】
　バネクリップ(114)は、環状の本体(132)、及び環状の本体を軽く押圧して、当り面(118
)を通って溝(120)内に挿入されることを許すギャップ(134)を有するのが好ましい。バネ
クリップ(114)は、図１５に示されるように、スライディングカラー(126)の後端部によっ
て最初はハンドルから離れている複数のバネ歯(136)を有する。これがハンドルの初期位
置であり、図１又は図８の開始位置に対応している。バレル(12)内の僅かなくびれ(138)
により、ハンドル(116)が図１７の位置に引き戻されたときに、カラー(126)が後方に移動
することが阻止される。それによって、図３のように、流体を可変流体室(116)(図示せず
)内に引き込む。鋸歯及び留めは図示のために、図面にて稍誇張しているが、ハンドルが
難なく図１７の注入待機位置に引き戻されることを許す。これはハンドル(116)及び針保
持筒(122)の最初の引き込みを表している。針保持筒(122)の後端は、図１７に示すように
、ハンドルが一杯に引き込まれたときに、カラー(126)に対向する(come up)停止面(140)
を有する。カラー(126)はなお、バネ歯(136)が図１７のハンドルに接しないように維持し
ている。
【００３６】
　図１８は、シリンジ(11)のハンドル(116)が、キャップ(70)上に親指の力が加わったこ
とに応じて前進を開始するときに、図１７の位置から図１８の位置及び最終的には図１９
の位置まで、なにが起こるかを示す。起こるのは、スライド部分の留め(128)又はカラー(
126)が階段状の鋸歯(124)上の縁(130)を捕らえ、バネクリップ(114)から前進することで
ある。これにより、ハンドル(116)が前進する際に、バネ歯(136)は、階段状の鋸歯(124)
を乗り越えることができる。これは図１９の位置に達するまで続く。
【００３７】
　図１９は、注入完了位置を示しており、他の部分は図４又は図１３の位置に対応してい
る。図１に似た針保持筒(50)の前端部は、シリンジの前にある引き込み機構(20)に達し、
流体は針(18)を通って放出される。バネ歯は、ハンドル(116)の後部に位置する溝(142)内
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にある。しかし、なお階段状の鋸歯(124)に対してバネ歯(136)は鋭角をなし、図１８の位
置又は図１５及び図１９の位置間のどの位置からも、ハンドル(116)を引くことができな
いと理解されるべきである、なぜならバネ歯は、何れかの階段状の鋸歯に埋まり、ハンド
ルをバレル内に詰め込む(jam)からである。従って、バネクリップ(114)は、バレルの内側
に位置し、可動部分と係合するポジティブなロック構造を固定位置に配備し、該バネクリ
ップは、可動部分(ハンドル及び針保持筒)が前方移動の最大限度にまで、後方一方向及び
前方一方向に移動するのに影響を与えない、しかし、針保持筒の更なる後方への動きは制
限されて、針保持筒をシリンジバレル内に保つ、なぜならハンドルは２回引き戻すことは
できないからである。
【００３８】
　最終的に、図１９に示す注入完了位置の後に、図１９の位置から親指キャップ(70)を最
後に前方に押すと、図６、図１２及び図１４に示すように、ハンドルの動きによって引き
込み可能部分が引き込み動作をする。針は針保持筒(122)に引き込まれて、バレル内に収
納される。このようにして、引き込まれたプランジャ及び引き込み機構は、３つの実施例
全てについて同じであり、針保持筒の後方移動を規制すべく配備された異なるポジティブ
なロック機構を具えている。
【００３９】
　最良の実施形態では、部品は従来とおりの注入成形可能なプラスチック、通常はポリプ
ロピレンから作られる。ピストンシールは従来からのものであり、クリップは金属である
のが好ましい。
【００４０】
　本発明の実施例を図面とともに説明したが、本発明はこれらの明確な実施例に限定され
ず、種々の変更及び修正が本発明の思想の範囲から離れることなく、当業者によって達成
されることが理解されるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】針保持筒及び充填待機位置にて示される分離可能なハンドルを有する本発明の第
１実施例の縦断面図である。
【図２】第１実施例のハンドル及び親指キャップの図１の線２－２に沿った断面図である
。
【図３】図１の第１実施例の縦断面図であり、プランジャが最大充填位置にて停止するま
で引き戻されている。
【図４】ハンドルが注入位置の端部にまで押圧された後の前記図面のシリンジの縦断面図
である。
【図５】前記図面のシリンジの縦断面図であり、引き込みを開始せずに、ハンドルが図４
の位置から図５の位置へ引き戻されたときのハンドル解除状態を示す。
【図５Ａ】図５に示す第１実施例の中間部分の拡大縦断面図であり、引き込みが生じる前
の図５の位置にある針保持筒及びプランジャシールを示す。
【図５Ｂ】図５の線５Ｂ－５Ｂに沿うバレル内のストッパを示す。
【図５Ｃ】図５Ｂのストッパの別の形であり、ストッパは１又は２以上の半径方向の一組
の突起である。
【図５Ｄ】図５Ｂ及び図５Ｃのストッパの別の位置であり、シリンジのストロークを設定
するのに役立つ。
【図６】前記図面のシリンジの縦断面図であり、針が針保持筒内に引き込まれ、親指キャ
ップがシリンジバレル後部の開口内に捕らえられた状態で、ハンドルは前進完了位置にあ
る。
【図７】図６の縦断面図であり、針が引き込まれた後にハンドルが引き戻されたときに、
ハンドルがどのように図６のシリンジ内の針保持筒から分離するかを示している。
【図８】本発明の第２実施例の縦断面図であり、引き込み可能に取り付けられた針、針保
持筒、複数の階段状の鋸歯を有する階段状のハンドル、及びハンドル後部近傍の第１位置
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【図９】図８－図１４に示すクリップの例示的な仕様の斜視図である。
【図１０】図８のシリンジの縦断面図であり、ハンドルは引き戻されて流体をシリンジ内
に引き込み、それによってクリップをハンドル前部へ一層近い第２位置に動かす。
【図１１】図８及び図１０の１回使用の引き込み可能なシリンジの縦断面図であり、ハン
ドルは十分前に押されて、注入を完了する。
【図１２】図１１のシリンジの縦断面図であり、ハンドルは十分な注入位置を越えた最大
限度まで前に押されて、針を針保持筒に引き込む。
【図１３】本発明の第２実施例の別の構造の縦断面図であり、ハンドルは第１実施例と同
様に、プランジャが注入完了位置にある状態で、針保持筒の後部に分離可能に取り付けら
れる。
【図１４】図１３のシリンジであり、プランジャは図１３の位置から更に前に押されて、
針を針保持筒内に引き込む。
【図１５】本発明の第３実施例の縦断面図であり、前記図面と同じ引き込み可能な針及び
針保持筒を有するが、ハンドルが一度引き戻されて、シリンジを充填することを許す異な
るポジティブロック構造を示している。
【図１６】図１５のバネクリップの斜視図であり、好ましい複数のバネ尖点を示す。
【図１７】図１０の実施例の位置に対応した位置にまでハンドルが引き戻された後の、図
１５の第３実施例の縦断面図である。
【図１８】注入中にハンドルが前進すると、どのようにして、直ちにバネクリップが解放
されてハンドルと係合し、それによって、ハンドルの著しい後方移動を防ぐかを示す縦断
面図である。
【図１９】ハンドルが前方に押されて注入完了位置に達した後の図１８に示す第３実施例
のシリンジの縦断面図である。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図５Ａ】
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【図５Ｂ】

【図５Ｃ】

【図５Ｄ】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】

【図１９】
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