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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】異なる構成の輸液ポンプとラインセットに遭遇
したときにこれらに適合し、最大限に使いやすく、その
一方で機能性も維持するような容器の設計、構成および
実現方法を提供する。
【解決手段】容器１０４と直線的押し込み式コネクタ１
００のアセンブリが、容器と、標準ルアラインセットか
カスタムルアラインセットの一方を、単純な直線的押し
込み動作によって、あらゆる構成の輸液ポンプ装置１０
に連結する。好ましくは拡張スリーブ１０２を握ること
によって行われる１回の単純な直線的押し込み動作によ
って、容器がポンプの容器収容部１４に設置、固定され
、１回の単純な直線的引張動作によって解放され、外れ
る。連結、ポンプの係合またはポンプの機能のために回
転による方位決めは不要であり、チューブセット１１０
を引っ張っても、拡張スリーブがチューブセットまたは
ルア継手１０８への張力によって固定位置から動かない
ため、タンクは釈放されない。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　輸液ポンプとともに使用するための容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリであ
って、
　輸液ポンプの開口部の中にスライド可能に受けられるように構成され、近位端と遠位端
を含む容器であって、前記近位端は撓み性要素と少なくとも１つの戻り止めを有して、前
記容器を前記輸液ポンプの開口部の中の少なくとも１つの溝によって方向付けるような容
器と、
　前記容器の前記近位端とスライド可能に係合し、前記輸液ポンプの開口部に当たるよう
に前記容器の前記撓み性要素を撓ませる第一の位置と、前記容器の前記撓み性要素の前記
撓みを前記輸液ポンプから解除させ、それによって前記輸液ポンプの開口部から前記容器
を釈放する第二の位置との間でスライド可能に移動するように構成された拡張スリーブと
、
を備えることを特徴とする容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリ。
【請求項２】
　前記容器は、チューブセットコネクタを受けるための継手をさらに備え、前記チューブ
セットコネクタは疎水性膜を有することを特徴とする請求項１に記載の容器と直線的押し
込み式コネクタのアセンブリ。
【請求項３】
　前記容器は、
　アダプタを受けるための継手をさらに備え、前記アダプタはチューブセットコネクタを
受けるように構成され、
　前記アダプタと前記拡張スリーブの少なくとも一方は、疎水性膜を有することを特徴と
する請求項１に記載の容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリ。
【請求項４】
　前記アダプタは隔壁をさらに備え、前記隔壁は、前記チューブセットコネクタに連結さ
れると開くように構成されることを特徴とする請求項３に記載の容器と直線的押し込み式
コネクタのアセンブリ。
【請求項５】
　前記撓み性要素は、
　前記容器の一端に固定されたアームを備え、
　前記アームは、第一の表面に傾斜接触面を有し、前記傾斜接触面は前記拡張スリーブと
スライド可能に接触するように構成され、
　前記アームは、第二の表面に係合面を有し、前記係合面は、前記輸液ポンプの開口部の
表面と接触して、それによって前記容器を前記輸液ポンプの開口部に固定するように構成
されていることを特徴とする請求項１に記載の容器と直線的押し込み式コネクタのアセン
ブリ。
【請求項６】
　前記撓み性要素は、
　前記容器の中の開口部の中の、前記容器と前記拡張スリーブの間に捕捉される小片を備
え、
　前記小片は第一の表面上に傾斜接触面を有し、前記傾斜面は前記拡張スリーブとスライ
ド可能に接触するように構成され、
　前記小片は第二の表面上に係合面を有し、前記係合面は前記輸液ポンプの開口部の表面
と接触して、それによって前記容器を前記輸液ポンプの開口部に固定するように構成され
ていることを特徴とする請求項１に記載の容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリ
。
【請求項７】
　前記係合面は、バー型部材、支柱型部材、２本支柱型部材および斜面型部材のうちの少
なくとも１つを備えることを特徴とする請求項５または６に記載の容器と直線的押し込み
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式コネクタのアセンブリ。
【請求項８】
　前記拡張スリーブはガイドをさらに備え、前記ガイドは、前記輸液ポンプの外面に沿っ
て延びるように構成された、少なくとも１つの面を有することを特徴とする請求項１に記
載の容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリ。
【請求項９】
　前記拡張スリーブは、外径上に配置された指示手段を備え、前記指示手段は、前記拡張
スリーブが前記第一の位置にあるときには隠れ、前記指示手段は、前記拡張スリーブが前
記第二の位置にあるときには露出することを特徴とする請求項１に記載の容器と直線的押
し込み式コネクタのアセンブリ。
【請求項１０】
　前記容器は剛性材料を有して構成され、
　前記拡張スリーブを受けるために前記容器に連結された上側スリーブは柔軟材料からな
ることを特徴とする請求項１に記載の容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリ。
【請求項１１】
　前記拡張スリーブは密閉部品を備えることを特徴とする請求項１に記載の容器と直線的
押し込み式コネクタのアセンブリ。
【請求項１２】
　前記容器とともに使用するためのアダプタであって、前記容器は前記アダプタを受ける
ための継手を備え、前記アダプタは、
　チューブセットコネクタを受けるように構成された近位端と、前記容器に連結されるよ
うに構成された遠位端と、
　前記遠位端の隔壁であって、前記チューブセットコネクタと連結されたときに開放する
ように構成されている隔壁と、
を備えることを特徴とするアダプタ。
【請求項１３】
　容器と輸液ポンプとともに使用する直線的押し込みコネクタであって、
　大きな近位端と撓み性の遠位端および、前記近位端と前記遠位端の間の開口部を有する
コネクタ本体を備え、
　前記大きい近位端は把握面を有し、前記遠位端は傾斜接触面を有し、
　前記遠位端は、容器に釈放可能に連結されるように構成され、前記近位端はチューブセ
ットコネクタを受けるように構成され、前記チューブセットコネクタは、前記本体の前記
近位端と前記遠位端の間の前記開口部を介して前記容器と連結でき、
　前記容器は、前記輸液ポンプの容器収容開口部の中に配置され、前記直線的押し込みコ
ネクタは、前記容器と係合し、前記コネクタ本体の前記撓み性遠位端を前記輸液ポンプの
開口部に押し付けるように撓ませて、前記容器を前記輸液ポンプの開口部の中に固定する
第一の位置と、前記容器の係合を外し、前記コネクタ本体の前記撓み性遠位端の前記撓み
を前記輸液ポンプの開口部から解除して、前記容器を前記輸液ポンプの開口部から釈放す
る第二の位置との間でスライド可能に移動するように構成されていることを特徴とする、
直線的押し込みコネクタ。
【請求項１４】
　直線的動作によって容器を輸液ポンプに釈放可能に固定する方法であって、
　容器を、近位端と遠位端を有する輸液ポンプの開口部であって、前記近位端が撓み性要
素を有するような開口部の中に挿入するステップと、
　拡張スリーブを前記容器の前記近位端に、前記容器の前記撓み性要素を前記輸液ポンプ
の開口部に押し付けるように撓ませて、前記容器を前記輸液ポンプの開口部に固定する第
一の位置と、前記容器の前記撓み性要素の前記撓みを前記輸液ポンプの開口部から解除し
て、前記容器を前記輸液ポンプの開口部から釈放する第二の位置の間でスライド可能に係
合させるステップと、
を含むことを特徴とする方法。
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【請求項１５】
　前記容器にチューブセットコネクタを連結するステップであって、前記チューブセット
コネクタが疎水性膜を有するようなステップと、
　前記容器にアダプタを連結するステップであって、前記アダプタはチューブセットコネ
クタを受けるように構成され、前記アダプタと前記拡張スリーブの少なくとも一方は疎水
性膜を有するようなステップと、
のうちの少なくとも一方のステップをさらに含むことを特徴とする請求項１４に記載の直
線的動作によって容器を輸液ポンプに釈放可能に固定する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本願は、チャールズ・ワングらの“Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｒｅｓｅｒｖｏｉｒ　Ｗｉｔｈ
　Ｐｕｓｈ-Ｏｎ　Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ　Ｆｅａｔｕｒｅｓ　ａｎｄ／ｏｒ　Ａｔｔａｃ
ｈｍｅｎｔｓ　Ｔｈｅｒｅｆｏｒ”と題する、２０１０年７月３１日出願の米国仮特許出
願第６１／３６９，７０６号の３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１１９（ｃ）に基づく利益と、チャー
ルズ・ワングらの“Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｒｅｓｅｒｖｏｉｒ　Ｗｉｔｈ　Ｐｕｓｈ－Ｏｎ
　Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ　Ｆｅａｔｕｒｅｓ　ａｎｄ／ｏｒ　Ａｔｔａｃｈｍｅｎｔｓ　Ｔ
ｈｅｒｅｆｏｒ”と題する、２０１１年７月２５日出願の正式な米国特許出願第１３／１
９０，４００号の３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１２０に基づく利益を主張する。
【０００２】
　本発明は一般に、輸液システムの構成部品と要素に関し、これには、単純な直線的押し
込み動作によって容器とラインセットをどのような構成の輸液ポンプにも連結できる、押
し込み式コネクタ・容器アセンブリが含まれる。
【背景技術】
【０００３】
　糖尿病患者等を含めた多くの人々が何らかの形の輸液療法を利用しており、たとえば血
糖値を厳密に管理するために、毎日インシュリン注入が行われる。インシュリン注入療法
のための日常的治療としては、現在、主として２種類の方式が採用されている。１日頻回
注射療法、すなわちＭＤＩ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｄａｉｌｙ　Ｉｎｊｅｃｔｉｏｎｓ）と
呼ばれる第一の方式は、シリンジとインシュリンペンを使用する。これらの機器は使いや
すく、比較的低コストであるが、注射の都度、一般には１日に３から４回、針を穿刺する
必要がある。第二の方式は輸液ポンプ療法であり、約４年ごとにインシュリンポンプを購
入する必要がある。ポンプの初期費用は高額であるが、使用者の観点から見ると、ポンプ
を使用したことのある患者の圧倒的多数が、生涯、ポンプを使用し続けるほうを選ぶ。こ
れは、輸液ポンプはシリンジとペンより複雑であるものの、インシュリンの持続的注入、
正確な用量調整および計画可能な送達スケジュールという利点を有するからである。
【０００４】
　しかしながら、１つまたはいくつかの理由により、患者は、異なる構成の輸液ポンプ、
容器およびラインセットを必要とする状況に遭遇することがあり、その場合、構成の違い
によって用量や計画可能な送達スケジュールが好ましくない影響を受けるのではないかと
心配になることがある。これに加え、多くの現行のシステムと方法は、使用者個人の能力
に不相応な行為や動動を必要とする。
【０００５】
　たとえば、第一の従来のシステムと方法では、容器とラインセットを輸液ポンプに連結
するために、２つの別々の係合／分離動作が必要となる。係合させるには、使用者はまず
、容器をポンプの容器収容部の中にスライドさせて入れ、または押し込み、次に、別体の
螺合式スリーブを十分なトルクで回転させ、スリーブを所定の位置に螺合させ、締める。
分離するには、使用者はまず、別体の螺合式スリーブの螺合部を緩め、次に、容器をポン
プの容器収容部から引き出す。この第二の動作での人的要因は直観的にわかりやすいもの
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ではなく、容器からライン連結部の螺合部を外してしまう傾向がある。把握地点、すなわ
ちルアコネクタだけに反時計回り方向の回転運動を加えると、ルアの螺合部が外れ、その
結果、インシュリンが容器の上面に漏れ、容器を収容部から引き出す際に、漏出したイン
シュリンがポンプの容器収容部の中に入り込む可能性が発生する。また、このような機器
には一般に、少なくとも１つまたはいくつかの密閉用Ｏリングが設置され、このようなＯ
リングによって大きな圧縮力が必要となる可能性がある。さらにまた、上記の方法でルア
から外れてしまうと、外れた容器をポンプの容器収容部から引き出す際に容器を把握する
箇所がほとんどない。
【０００６】
　上記のようなシステムと方法に発生しうる、もうひとつの不具合は、ルアコネクタから
ラインを分離させることであり、この場合もやはり、ラインからインシュリンが漏出する
。また、上記のシステムと方法の多くにおいて、別体の螺合式スリーブに適正な程度まで
トルクが加えられたときに音として聞こえるようなフィードバックがなく、また、使用中
に別体の螺合式スリーブが外れた、すなわち、ある程度まで螺合部が緩くなったことを示
す視覚的な指示手段がない。
【０００７】
　このようなシステムと方法において、容器をポンプの容器収容部に設置して、ラインセ
ット連結部を完全に係合させるために、使用者は多くの、直感的にわかりにくい動作を加
えなければならず、別体の螺合式スリーブは定期的な交換が必要となる消耗構成部品と同
類である。しかしながら、使用者が必ずしもスリーブの交換時期を知ることができるとは
かぎらず、スリーブを交換しなかった結果、摩耗したエラストマからの汚染物がポンプの
容器収容部の中に入り込んだり、別体の螺合式スリーブを適正に係合させて、捻ることが
できなくなったりする可能性がある。さらにまた、別体の螺合式スリーブは、容器、ライ
ンセットまたはポンプのいずれの一体的部分でもないため、紛失し、またはつけ間違える
恐れもある。
【０００８】
　さらに別のシステムと方法では、容器、コネクタおよびポンプの容器収容部の間の空間
を密閉するために使用されるＯリングを、ポンプの容器収容部の中に設置することができ
、使用者は、正しい動作のために、これを定期的に交換する必要がある。しかしながら、
Ｏリングを外す行為は、あまり器用でない使用者にとっては難しいかもしれず、Ｏリング
の外し方が不適正であると、Ｏリングの汚染物がポンプの容器収容部の中に入り込むか、
Ｏリングを外すための道具によっては、ポンプの容器収容部の中にＯリングを保持するＯ
リング用の溝に傷がつく可能性がある。いずれは、この損傷が容量調整やポンプの性能に
影響を及ぼしうる。さらに、使用者が気づかないうちにＯリングが損耗し、Ｏリングの微
粒子がポンプの容器収容部の中に入るか、あるいはＯリングの密閉能力が失われ、汚染物
がポンプの容器収容部に入り込む原因となる。
【０００９】
　さらにまた、上記のような従来の輸液ポンプに使用される連結機能部と手順には、１つ
またはそれ以上の二条ねじ、戻り止め溝および一条ねじ等がある。したがって、このよう
なシステムでは、容器を輸液ポンプに連結するのに、ある程度の位相整列が必要となる。
たとえば「同相」であるとは、機能部間の回転（角度）またはデカルト（ｘ，ｙ）関係が
個々のポンプで同じであること、すなわち、個々のポンプで、ねじ山が戻り止め溝から同
じ角度増分で開始することを意味する。したがって、このようなシステムの多くの構成部
品には互換性がない。
【００１０】
　したがって、容器とポンプを連結するための人的要因が改善され、現在市販されている
すべての輸液ポンプに容易に係合させることのできる容器とコネクタを提供するような、
輸液ポンプ管理のシステムと方法が必要とされている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１１】
　本発明の目的は、上記およびその他の問題と困難を実質的に解消し、異なる構成の輸液
ポンプとラインセットに遭遇したときにこれらに適合し、最大限に使いやすく、その一方
で機能性も維持するような容器の設計、構成および実現方法を提供することである。
【００１２】
　本発明の別の目的は、異なる構成の輸液ポンプ、コネクタおよび容器に遭遇したときに
これらに適合し、最大限に使いやすく、その一方で機能性も維持するようなラインセット
の設計、構成および実現方法を提供することである。
【００１３】
　本発明のまた別の方法は、異なる構成の輸液ポンプ、容器およびラインセットに遭遇し
たときにこれらに適合し、最大限に使いやすく、その一方で機能性も維持するような直線
的押し込み式コネクタ設計、構成および実現方法を提供することである。
【００１４】
　本発明のさらに別の目的は、異なる構成の輸液ポンプ、コネクタおよび容器に遭遇した
ときにこれらに適合し、最大限に使いやすく、その一方で機能性も維持するような容器の
設計、構成および実現方法を提供することである。
【００１５】
　本発明の他の目的は、単純な直線的押し込み動作だけで、いかなる構成の輸液ポンプ本
体にも容器を釈放可能に固定するような、直線的押し込み式コネクタの設計、構成および
実現方法を提供することである。
【００１６】
　本発明の別の目的は、標準ルア継手を、あらゆる種類の輸液ポンプ本体構造の中に釈放
可能に固定された容器に連結できるようにする、直線的押し込み式コネクタの設計、構成
および実現方法を提供することである。
【００１７】
　本発明のまた別の目的は、カスタムルア継手を、あらゆる種類の輸液ポンプ本体構造の
中に釈放可能に固定された容器に連結できるようにし、標準ルア継手を容器に連結できな
いようにする、直線的押し込み式コネクタの設計、構成および実現方法を提供することで
ある。
【００１８】
　本発明のさらに別の目的は、容器と連結されたときに空気の侵入と排出を可能にする疎
水性膜をその中に有するカスタムルア継手と、容器に連結された標準ルア継手と使用する
ための、空気の侵入と排出を可能にする親水性膜をその中に有するアダプタを提供するこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　上記およびその他の目的は、容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリを提供する
ことによって略実現され、これは、容器および、標準ルアラインセットとカスタムルアラ
インセットのいずれかを、単純な直線的押し込み動作によってあらゆる構成の輸液ポンプ
構成に連結するものであり、押し込み式コネクタアセンブリは、ラインセットと容器を輸
液ポンプに固定するように提供され、構成される。好ましくは、拡張スリーブを把握する
ことによって行われる１回の単純な直線的押し込み動作により、容器はポンプの容器収容
部に設置され、そこに固定され（すなわち、容器はｘ，ｙおよびｚ軸の上に位置付けられ
）、また、１回の単純な直線的引張動作により、容器はポンプの容器収容部から釈放され
、取り外される。適正な連結、ポンプの係合またはポンプの機能に、回転による方位決め
は必要でなく、チューブセットを引っ張っても、チューブセットが通る拡張スリーブがチ
ューブセットまたはルア継手にかかる張力によって固定位置から移動しないため、容器は
釈放されない。
【００２０】
　そのために、本発明の例示的実施形態には、一体的係合機能部を有する容器と、容器が
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インシュリンポンプの容器収容開口部に設置されると、容器の一部の中でスライドし、一
体的係合用機能部の１つまたはそれ以上をインシュリンポンプの容器収容開口部の、それ
と嵌り合う、またはその他の接触面機能部の中に固定する移動可能な拡張スリーブの１つ
またはそれ以上が含まれる。本発明の例示的実施形態には、その中に疎水性膜を有するア
ダプタを提供することによって、容器に標準ルアコネクタを連結するか、その中に疎水性
膜を有する標準外ルアコネクタを容器に連結して、ポンプから離れた場所でインシュリン
治療を提供するシステムと方法がさらに含まれる。
【００２１】
　本発明の実施形態のさまざまな目的、利点および新規な特徴は、以下の詳細な説明を、
添付の図面に関連付けて読むと、より分かりやすい。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の１つまたはそれ以上の例示的要素に連結できる輸液ポンプの斜視図であ
る。
【図２】本発明の一実施形態による、ラインセットを、一体的疎水性膜を有するカスタム
ルアコネクタとともに図１の輸液ポンプに連結するための、容器と直線的押し込み式コネ
クタのアセンブリの第一の例示的実施形態の分解図である。
【図３】本発明の一実施形態による、図１の輸液ポンプと連結するための、組立後の状態
の、容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリの第一の実施形態の拡大断面図である
。
【図４Ａ】本発明の一実施形態による、容器の例示的支柱型係合機構の拡大図である。
【図４Ｂ】本発明の一実施形態による、容器の例示的三角形型係合機構の拡大図である。
【図４Ｃ】本発明の一実施形態による、容器の例示的パッド型係合機構の拡大図である。
【図５】本発明の一実施形態による、図１の輸液ポンプに挿入された、組立後の状態の容
器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリの第一の実施形態の拡大断面図である。
【図６】図５を９０度回転させた拡大断面図である。
【図７】本発明の一実施形態による、ラインセットを標準ルアコネクタとともに図１の輸
液ポンプに連結させるための、拡張スリーブの中に組み込まれた疎水性膜を有する容器と
直線的押し込み式コネクタのアセンブリの第二の例示的実施形態の分解図である。
【図８】本発明の一実施形態による、図１の輸液ポンプと連結するための、容器と直線的
押し込み式コネクタのアセンブリの第二の実施形態の分解断面図である。
【図９】本発明の一実施形態による、図１の輸液ポンプの中に挿入された、組立後の状態
の容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリの第二の実施形態の斜視図である。
【図１０】本発明の一実施形態による、図１の輸液ポンプの中に挿入された、組立後の状
態の容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリの第二の実施形態の拡大断面図である
。
【図１１】本発明の第三の実施形態による拡張スリーブの例示的使用者把持面の拡大図で
ある。
【図１２】別の例示的形状の拡張スリーブ把握面と、本発明の一実施形態による不完全嵌
合位置指示手段を示す、容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリの第三の実施形態
の拡大断面図である。
【図１３】別の例示的形状の拡張スリーブ把握面と、本発明の一実施形態による不完全嵌
合位置指示手段を示す、容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリの第三の実施形態
の拡大図である。
【図１４】別の例示的形状の拡張スリーブ把握面と、本発明の一実施形態による不完全嵌
合位置指示手段を示す、容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリの第三の実施形態
の拡大図である。
【図１５】別の例示的形状の拡張スリーブ把握面と、本発明の一実施形態による不完全嵌
合位置指示手段を示す、容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリの第三の実施形態
の拡大図である。
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【図１６】本発明の一実施形態による、ラインセットを図１の輸液ポンプに連結するため
の、位置合わせガイドと容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリの第四の例示的実
施形態の分解図である。
【図１７】本発明の一実施形態による、図１の輸液ポンプの中に挿入された、位置合わせ
ガイドと容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリの第四の実施形態の拡大断面図で
ある。
【図１８】本発明の一実施形態による、図１の輸液ポンプの中に挿入された、位置合わせ
ガイドと容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリの第四の実施形態の図である。
【図１９】本発明の一実施形態による、ラインセットを図１の輸液ポンプに連結するため
の、「アームレス」容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリの第五の例示的実施形
態の拡大分解図である。
【図２０】ラインセットを図１の輸液ポンプに連結するための、「アームレス」容器と直
線的押し込み式コネクタのアセンブリの第五の実施形態の拡大分解断面図である。
【図２１】本発明の一実施形態による、より詳細に示された図２０のフローティングタブ
の拡大図である。
【図２２】本発明の一実施形態による、ラインセットを図１の輸液ポンプに連結するため
の、組立後の状態の「アームレス」容器と直線的押し込みコネクタのアセンブリの第五の
実施形態の拡大図である。
【図２３】本発明の一実施形態による、ラインセットを図１の輸液ポンプに連結するため
の、組立後の状態の「アームレス」容器と直線的押し込みコネクタのアセンブリの第五の
実施形態の拡大断面図である。
【図２４】本発明の一実施形態による、ラインセットを図１の輸液ポンプに結合するため
の、上部すなわち押し込み部が第一の材料で作られ、残り、すなわちカートリッジ部が第
二の材料で作られる、容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリの第六の例示的実施
形態の分解図である。
【図２５】本発明の一実施形態による、ラインセットを図１の輸液ポンプに連結するため
の、容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリの第六の実施形態の分解断面図である
。
【図２６】本発明の一実施形態による、ラインセットを図１の輸液ポンプに連結するため
の、組立後の状態の容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリの第六の実施形態の図
である。
【図２７】本発明の一実施形態による、ラインセットを図１の輸液ポンプに連結するため
の、直線的押し込み式コネクタアセンブリの第七の例示的実施形態の、一体的切れ込み入
り隔壁を有するルアアダプタの拡大斜視図である。
【図２８】本発明の一実施形態による、ラインセットを図１の輸液ポンプに連結するため
の、押し込み式コネクタアセンブリの第七の実施形態の、一体的切れ込み入り隔壁を有す
るルアアダプタの拡大断面図である。
【図２９】本発明の一実施形態による、図１の輸液ポンプ内の、標準的隔壁を有する容器
と直線的押し込み式コネクタのアセンブリの第八の実施形態の拡大断面図である。
【図３０】本発明の一実施形態による、ラインセットを図１の輸液ポンプに連結するため
の、直線的押し込み式コネクタアセンブリの第九の例示的実施形態の斜視図である。
【図３１】本発明の一実施形態による、ラインセットを図１の輸液ポンプに連結するため
の、延ばし開かれるタイプの隔壁を有する押し込み式コネクタアセンブリの第九の実施形
態の断面図である。
【図３２】本発明の一実施形態による、ラインセットを図１の輸液ポンプに連結するため
の、ルア継手との組立後の開放状態で示された、押し込み式コネクタアセンブリの第九の
実施形態の断面斜位図である。
【図３３】本発明の一実施形態による、ラインセットを別の輸液ポンプに連結するための
、容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリの第十の例示的実施形態の分解図である
。
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【図３４】本発明の一実施形態による、ラインセットを別の輸液ポンプに連結するための
、容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリの第十の実施形態の分解断面図である。
【図３５】本発明の一実施形態による、別の輸液ポンプ内で不完全嵌合状態にある、組立
後の状態の容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリの第十の実施形態の断面図であ
る。
【図３６】本発明の実施形態による、別の輸液ポンプ内で完全嵌合状態にある、組立後の
容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリの第十の実施形態の断面図である。
【図３７】本発明の一実施形態による、他の輸液ポンプの連結機能部の断面図である。
【図３８】本発明の一実施形態による、ラインセットをＯリングのない他の輸液ポンプに
連結するための、容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリの第十一の例示的実施形
態の分解図である。
【図３９】本発明の一実施形態による、ラインセットをＯリングのある他の輸液ポンプに
連結するための、容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリの第十一の例示的実施形
態の分解断面図である。
【図４０】本発明の一実施形態による、Ｏリングのない他の輸液ポンプの中で不完全嵌合
位置にある、容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリの第十一の例示的実施形態の
拡大断面図である。
【図４１】本発明の一実施形態による、Ｏリングのない他の輸液ポンプの中で完全嵌合位
置にある、容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリの第十一の例示的実施形態の拡
大断面図である。
【図４２】本発明の一実施形態による、ラインセットを異なる係合角度で輸液ポンプに連
結するための、容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリの第十二の例示的実施形態
の分解断面図である。
【図４３】本発明の一実施形態による、ラインセットを異なる係合角度で輸液ポンプに連
結するための、容器と直線的押し込み式コネクタアセンブリの第十二の例示的実施形態の
拡大断面図である。
【図４４】本発明の一実施形態による、ラインセットを位置合わせ用キー溝のある輸液ポ
ンプに連結するための、容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリの第十三の例示的
実施形態の拡大斜視図である。
【図４５】本発明の一実施形態による、その中の例示的疎水性膜を示す、容器と直線的押
し込み式コネクタのアセンブリの第十三の例示的実施形態の拡大斜視図である。
【図４６】本発明の一実施形態による、拡張スリーブのフランジ上の例示的疎水性膜を示
す、拡張スリーブの上側拡大斜視図である。
【図４７】本発明の一実施形態による、拡張スリーブのフランジ上の例示的疎水性膜を示
す、拡張スリーブの底側拡大斜視図である。
【図４８】本発明の一実施形態による、その間の保持リング係合を示す、拡張スリーブと
容器の拡大断面図である。
【図４９】本発明の一実施形態による、ラインセットを、拡張スリーブ上に係合機能部を
有する輸液ポンプに連結するための、容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリの第
十四の例示的実施形態の拡大断面図である。
【図５０】本発明の一実施形態による、図４９の拡張スリーブの拡大図である。
【図５１】本発明の一実施形態による、図４９の容器の拡大図である。
【図５２】本発明の一実施形態による、充填済みの容器とコネクタのアセンブリの分解図
である。
【図５３】本発明の一実施形態による、使用のために準備された充満済みの容器とコネク
タのアセンブリの分解図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　図中、同様の参照番号は、類似の部品、構成部品および構造を指すものとする。
【００２４】
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　当業者にとっては当然のことながら、本願で開示される機器の例、改良および配置を実
現する方法は数多くある。図と以下の説明に示された実施例示的形態を参照するものの、
本願で開示される実施形態が本発明により包含されるさまざまな設計と実施形態のすべて
ではない。
【００２５】
　前述のように、容器とポンプを連結するための人的要因が改良され、現在市販されてい
る輸液ポンプのすべてに係合させることのできる容器とコネクタを提供する、輸液ポンプ
管理のためのシステムと方法が求められている。これらおよびその他の問題を実質的に解
決するために、単純で、直線的な押し込み動作により、いずれのタイプの輸液ポンプにも
固定できるような例示的な容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリが提供され、そ
の中に疎水性膜を有するアダプタを提供し、標準ルアコネクタを有する現在市販されてい
る製品の使用を可能にする。この例示的な容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリ
はまた、現在市販されている製品を標準ルアコネクタと使用できないようにする、標準外
またはカスタム／特殊ルアライン連結部を有するラインセットを使用できるように設計す
ることもできる。
【００２６】
　本発明の実施形態において、好ましくは、拡張スリーブを把持することによって行われ
る、１回の直線的押し込み動作によって、容器がポンプの容器収容部の中に設置され、そ
こに固定され（すなわち、容器はｘ，ｙおよびｚ軸上に位置付けられ）、１回の直線的引
張動作によって、容器がポンプの容器収容部から釈放され、取り外される。適正な連結、
ポンプの係合またはポンプの機能にとって、回転による方位決めは必要なく、チューブセ
ットを引っ張っても、チューブセットが通る拡張スリーブがチューブセットまたはルア継
手にかかる張力によって固定位置から移動しないため、容器は釈放されない。
【００２７】
　例示的な容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリは、現在市販されているどの輸
液ポンプにも挿入できるように構成することができ、さらに、輸液ポンプの容器収容開口
部の中のねじ山、戻り止めおよび／またはその他どのような機械的連結手段とも係合し、
またはその他固定されるように構成でき、その結果、容器とラインセットを現在市販され
ている輸液ポンプのいずれとも確実に連結できる。このような例示的な容器と直線的押し
込み式コネクタのアセンブリには、その中で上記のように係合および使用するための多数
の機能部を設けることができ、これにはたとえば、容器と直線的押し込み式拡張スリーブ
を設けて、単純な直線的動作だけで輸液ポンプの容器収容開口部の中に容器を固定させる
ようにすることや、ラインセットの取付と使用を可能にする適当な位置、たとえばカスタ
ムルアコネクタの中、または標準ルアコネクタの使用を可能にする拡張スリーブもしくは
アダプタの中に疎水性膜を設けることが含まれる。
【００２８】
　本発明のこのような例示的実施形態において、容器と直線的押し込み式コネクタのアセ
ンブリの取付方法は、使用者の単純な直線的運動によって実行でき、従来のシステムと方
法に伴う、容器とコネクタの挿入と取り外しのために、捻ってロックする動作を行う必要
がなくなる。容器をポンプに押し込む同じ動作により、容器はポンプの中にロックされる
。現在市販されている容器と異なり、本発明の例示的実施形態では、容器をポンプの中に
ロックする際に捻る必要がない。
【００２９】
　すなわち、本発明の例示的実施形態において、使用者は単純に容器を輸液ポンプの容器
収容開口部と位置合わせし、直線的運動だけで容器を輸液ポンプの容器収容開口部の中に
スライドさせ、容器の１つまたはそれ以上の戻り止めを輸液ポンプの開口部の陥凹部と係
合させることができる。使用者は次に、拡張スリーブ継手を容器および／または輸液ポン
プの容器収容開口部の中にスライドさせ、前進させ、係合させ、または嵌合させ、容器の
１つまたはそれ以上の拡張ラッチまたはロッキング用機能部が輸液ポンプの容器収容開口
部のねじ山またはこれと同様の機能部、またはその他の内面と係合して、直線方向への外
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れや移動が抑制されるようにすることができる。次に、ラインセットを標準ルア継手また
はカスタムルア継手のいずれかと一緒に、拡張スリーブからアクセス可能な容器の端に取
り付けることができる。標準ルア継手の場合、容器と標準ルア継手の間にアダプタを設け
て、圧力平衡化に必要な疎水性膜を提供する。カスタムルア継手の場合、疎水性膜をカス
タムルア継手または拡張スリーブに設けることができる。
【００３０】
　本発明の例示的実施形態において、疎水性膜をカスタムルア継手、アダプタおよび拡張
スリーブのうちの１つまたはそれ以上の中に設けることができる。カスタムルア継手の場
合、疎水性膜はカスタムルア継手のフランジまたはその他の本体要素に配置することがで
きる。アダプタの場合、疎水性膜はアダプタのフランジの本体要素に配置することができ
る。拡張スリーブの場合、疎水性膜は拡張スリーブのフランジ、拡張スリーブの側壁、ま
たは拡張スリーブのその他の本体要素に配置することができる。いずれの場合も、圧力平
衡化のために開口部が設けられ、それを少なくとも部分的に包囲する平坦な面があり、そ
こに疎水性膜が固定される。疎水性膜は好ましくは開口部のカバーとして設けられ、圧力
平衡化のために空気を侵入させ、排出するための経路となる。このような例示的な機能部
は形成がしやすく、疎水性膜は紫外線硬化型接着剤またはエポキシを用いた熱かしめまた
は熱接着により所定の位置に取り付けることができる。例示的な疎水性膜は、ポリテトラ
フルオロエチレン（ＰＴＦＥ）または延伸ポリテトラフルオロエチレン（ｅＰＴＦＥ）材
料からなるが、これらに限定されない。
【００３１】
　以下に説明する本願の機器の例示的実施形態は、容器と容器コネクタのアセンブリおよ
び、ルアとラインセットの構造および実現方法の領域における多数の機能部と要素が示さ
れ、これらによって、構成の異なる輸液ポンプ、コネクタおよびラインセットに遭遇した
場合にも容器をこれらに適合させ、１回の直線的な押し込みおよび引張動作によって、取
り外しと取付のための回転ステップを不要にすることによって最大限に使いやすくし、そ
の一方で、望ましい形態と機能を維持することが可能となる。例示的な輸液ポンプが図１
に示されており、これが、以下に詳細に説明する本発明の実施形態への導入役となる。
【００３２】
　図１は、以下の機能部を含む例示的輸液ポンプ１０を示す。図１（ａ）は、輸液ポンプ
１０の斜視図であり、図１（ｂ）は、輸液ポンプ１０の容器収容開口部をより詳細に示す
拡大図である。図１に示されるように、例示的輸液ポンプ１０は、本体１２と、容器を設
置できる容器収容開口部１４を有することができる。従来のシステムと方法では、使用者
が容器を容器収容開口部１４の中にスライドさせ、その後、別体の螺合式スリーブを十分
なトルクで回転させて螺合させ、ねじ山を合致させて容器を固定する。これを取り外すに
は、使用者は別体の螺合式スリーブの螺合部を緩め、その後、ポンプの容器収容部から容
器を引き出す必要がある。
【００３３】
　しかしながら、多くの輸液ポンプは、容器の受け方と固定の仕方が異なるように構成さ
れ、異なる螺合式スリーブを使用する。すなわち、多くの場合、容器とチューブセットが
、その使用者の輸液ポンプに合わずに、使用できないかもしれない。以下の説明において
、容器アセンブリ、拡張スリーブおよびラインセットの多数の例示的実施形態について詳
しく述べ、これらは例示的輸液ポンプ１０またはこれと同様のその他どのような機器とも
使用できる。その際、例示的容器アセンブリ、拡張スリーブおよびラインセットの構成ま
たはその変化形や複合形を使用して、異なる構成の輸液ポンプ、容器およびラインセット
に遭遇した場合にもそれが問題とならないようにすることができる。
【００３４】
　輸液ポンプ１０は、容器を受け、収容するための少なくとも１つの容器収容開口部１４
を有し、容器の内容物が取り付けられたチューブセットを介して使用者に送達されるよう
になっている。当業者の間で周知のように、輸液ポンプ１０は、薬剤送達を使用者が設定
し、管理するための、いくつの機能部を有していてもよいが、ここでは、明瞭にするため
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に、輸液ポンプ１０のそのような追加の詳細部分は省略する。図の例示的実施形態におい
て、容器収容開口部１４は略円筒形で、その深さと直径は、その中に容器を受け、保管す
るのに十分であり、入口地点またはその付近には、容器の突起と係合して、たとえば、い
ったん所定の位置に設置された容器が回転移動できなくなるようにするスロットまたはく
ぼみ１６および１８がある。容器収容開口部１４は、回転させて容器または容器コネクタ
の螺合式要素を受け、これと係合して、これらの要素を容器収容開口部１４の中に固定す
る螺合式要素２０をさらに備えることができる。また、容器収容開口部１４は、Ｏリング
ポンプ密閉部品、Ｏリング接触面および何らかの目的のために役立つが、以下に説明する
例示的実施形態によって使用可能な雌溝のうちの１つまたはそれ以上をさらに備えること
ができる。
【００３５】
　多数のさまざまな輸液ポンプとともに使用できる、より単純化され、人間工学的に望ま
しい容器とコネクタを提供するために、本発明の例示的実施形態は、容器の少なくとも１
つの屈折可能なラッチと、嵌め込み成形された(over-molded)密閉部品を有する拡張スリ
ーブを備える容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリを提供し、このアセンブリは
、単純な直線的押し込み動作で輸液ポンプ１０の容器収容開口部１４の中に挿入すること
ができる。したがって、本願で説明する機器の基本的機能部は、一体の上方スリーブと移
動可能な係合機能部（すなわちラッチ、アーム、ウィング、要素等）を有する容器と、拡
張スリーブと、拡張スリーブに嵌め込み成形された密閉部品を含んでいてもよい。連結部
の代替手段の基本的機能部は、アダプタと標準ルアコネクタとのラインセット連結部と、
カスタムルアコネクタとのラインセット連結部を含んでいてもよい。
【００３６】
　本発明の例示的実施形態において、直線的押し込み式コネクタアセンブリが提供され、
その中で、カム、テーパ付スリーブ、拡張スリーブまたはその他の機械的要素を軸方向に
前進させることにより、少なくとも１つの構成部品が半径方向に拡張することを利用して
、輸液ポンプの容器収容開口部１４の中のねじ山または同様の機能部、または単純に内壁
表面と係合し、これに固定され、容器と直線的押し込み式コネクタが直線方向に外れたり
、移動したりするのを抑止する。このようなコネクタアセンブリの設置は、単純な直線的
押し込み式動作で行われるように構成され、これは、取付に必要な動作を単純化し、不要
とし、また１つにまとめるために、人間工学およびその他の人的要因の面を考慮した設計
原理から生まれたものである。さらに、１つまたはそれ以上の密閉部品を、このような直
線的押し込み式コネクタアセンブリの中に嵌め込み成形することによって、コネクタアセ
ンブリの部品数が減る。
【００３７】
　本発明の例示的実施形態の１つまたはそれ以上において、容器には、一端に開口部が設
けられ、そこで拡張スリーブをスライド可能に受け、これを使って、容器の少なくとも１
つの撓み性ラッチを撓ませることができる。拡張スリーブは、容器収容開口部の中の２つ
の位置の間でスライド可能である。第一の、不完全嵌合位置では、容器の１つまたはそれ
以上の拡張ラッチまたはロッキング機能部が拡張せず、容器を容易に挿入し、また取り外
すことができ、第二の、完全嵌合位置では、拡張スリーブの移動によって押された容器の
拡張ラッチまたはロッキング機能部が外側に広がり、輸液ポンプの容器収容開口部の中の
ねじ山または同様の機能部と係合し、固定して、直線方向に外れたり、移動したりするの
を抑止する。容器の戻り止めは、輸液ポンプの容器収容開口部のスロットまたはくぼみと
係合し、これに固定され、回転運動を抑止するために設けることができる。
【００３８】
　拡張スリーブの把握面により、拡張スリーブを１回握り、単純な直線的動作で、挿入と
ロッキングの行為と、ロック解除と取り外しの行為をなすことができる。このような拡張
スリーブ上のカムまたは係合の形状もまた、好ましくは、拡張スリーブに特定の引張力が
加えられないかぎり、外れることに抵抗するように設計される。チューブセットに引張力
が加えられても、何の効果もない。すなわち、ロッキング機能部は、拡張スリーブでしか
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有効化または無効化できない。輸液セットチューブが強く引っ張られた力が容器に伝えら
れても無害である。カムまたは係合の形状はまた、拡張スリーブが一方向または両方向に
最後まで進められたときに、聴覚的および／または触覚的な「カチッ」またはその他の音
や視覚的指示手段を提供するように設計される。
【００３９】
　拡張スリーブの移動によって押されると容器収容開口部と係合するように構成された、
容器の拡張ラッチまたはロッキング機能部は、接触面が１つだけで、それに対応する容器
の雄ねじ、雌ねじまたはその他の溝と係合する単純な突出セグメントとすることができ、
すなわち、セグメントの断面は三角形とすることができる。本発明のさらに別の例示的実
施形態では、容器部品の拡張ラッチまたはロッキング機能部は、例示的な１本の支柱によ
る(single post)係合機能部、２本の支柱による係合機能部または、パッド形式の係合機
能部とすることができ、これは、いったん固定されたコネクタアセンブリが外れるのを抑
止し、それぞれ、少なくとも螺合式連結によって提供される程度まで容器の外れを防止し
、係合させ、または取り外すために捻る動作が不要となる。
【００４０】
　図２と図３および図５と図６は、本発明の一実施形態による、ラインセットを、一体の
疎水性膜を有するカスタムルアとともに図１の輸液ポンプに連結するための、容器と直線
的押し込み式コネクタのアセンブリの第一の例示的実施形態１００の図である。以下に詳
細に示すように、本発明のこの例示的実施形態は、アダプタまたは拡張スリーブに疎水性
膜を設けることによって、標準ルアコネクタと使用するように構成できる。本発明のこの
例示的実施形態はまた、疎水性膜を有するカスタムルアコネクタとともに使用するように
構成し、たとえばコネクタを標準ルアコネクタが使用できないような寸法にすることによ
って、標準ルアコネクタと使用されるのを防止することができる。第一の例示的実施形態
は、疎水性膜を有するカスタムルアコネクタと使用するように構成され、たとえばコネク
タを標準ルアコネクタが使用できないような寸法にすることによって、標準ルアコネクタ
と使用されるのが防止される。
【００４１】
　第一の例示的実施形態において、容器１０４は、スライド可能に容器収容開口部１４の
中に挿入され、容器１０４のプランジャ１０６が輸液ポンプ１０の動作を通じて駆動され
るように構成される。このような動作は当業者の間でよく知られており、容器１０４の内
容物を排出させるためのプランジャ１０６の駆動についての説明は、明瞭を期し、割愛す
る。容器１０４の戻り止め１２４と１２６は、輸液ポンプの容器収容開口部の中のスロッ
トまたはくぼみ１６と１８と係合し、これを固定し、回転運動を抑止するように提供され
る。
【００４２】
　容器１０４が容器収容開口部１４の中の所定の位置に設置されると、拡張スリーブ１０
２は、容器１０４のアクセス可能な端部にある開口部の中に挿入でき、または事前に容器
１０４のその端部に組み付けて、後に詳細に説明するように単純に嵌合させることができ
、それにより、単純な直線的押し込み動作で、容器１０４と拡張スリーブ１０２を輸液ポ
ンプ１０の容器収容開口部１４の中に固定できる。拡張スリーブ１０２は、容器１０４の
開口部の中で、２つの位置の間でスライド可能である。第一の、不完全嵌合位置では、容
器１０４の１つまたはそれ以上の拡張ラッチまたはロッキング機能部１３０と１３２は拡
張しておらず、容器１０４を容易に挿入し、また取り外すことができ、第二の、完全嵌合
位置では、容器１０４の拡張ラッチまたはロッキング機能部１３０と１３２が拡張スリー
ブ１０２の運動によって押されて外側に拡張し、輸液ポンプの容器収容開口部１４の中の
ねじ山または同様の機能部と係合し、これを固定し、直線方向に外れたり、移動したりす
るのを抑止する。
【００４３】
　この時点で、使用に備えて、チューブセット１１０のカスタムルアコネクタ１０８を容
器１０４に取り付けることができる。本発明のまた別の例示的実施形態では、使用に備え
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て、アダプタとチューブセットの標準ルアコネクタを容器１０４に取り付けることができ
る。
【００４４】
　図３にさらに詳細に示される本発明の第一の例示的実施形態において、容器１０４は、
第一の端にプランジャ１０６を、第二の端にカスタムルア１０８を受けるための連結手段
を有し、カスタムルア１０８の周辺で拡張スリーブ１０２をスライド可能に受ける。具体
的には、容器１０４の第二の端は、当業者の間で周知の雄ルアロック１１２を有する。雄
ルアロック１１２は、内側突起１１６を取り囲む、内側にねじ山を有する外周１１４と、
雌ルア継手を受け、これを固定するのに十分な大きさの中間空間１１８を有する。ねじ山
１２０は、外周１１４の内面に設けられ、ルア継手を固定する。本発明のさらに別の実施
形態において、ねじ山１２０および／または外周１１４はなくてもよい。
【００４５】
　容器は外側リング１２２をさらに備え、外側リング１２２とルアロック１１２の外周１
１４の間に設けられた空間の中に拡張スリーブ１０２がスライド可能に受けられる。外側
リング１２２は、好ましくは、容器１０４の一部として、同じ材料で形成され、それによ
って製造が単純化され、構成部品数が減る。
【００４６】
　外側リング１２２の端に、１つまたはそれ以上の戻り止め１２４および１２６を設ける
ことができ、これらは外側リング１２２から若干の距離だけ延びて、図１に示される開口
部１６および１８のような、容器収容開口部１４にこれらと同様の形状に設けられた１つ
またはそれ以上の開口部と係合する役割を果たす。その際、戻り止め１２４および１２６
と開口部との係合によって、いったん所定の位置に設置された容器１０４が、回転して外
れたり、移動したりするのが抑止される。
【００４７】
　外側リング１２２は小径部１２８をさらに有し、それによって、それぞれ撓み性アーム
１３４と１３６の外面に設置される、容器の１つまたはそれ以上の拡張ラッチまたはロッ
キング機能部１３０と１３２のための空間ができる。その際、機能部１３０と１３２は、
弛緩し、撓んでいない状態にあるとき、容器１０４の残りの部分と略同じ直径である。こ
れによって、容器１０４はポンプの容器収容開口部の中に容易に設置することができる。
しかしながら、機能部１３０と１３２は、詳しくは以下に詳細に述べるように、拡張スリ
ーブ１０２によって外側に撓むと、容器収容開口部１４の中のいずれかの接触面、たとえ
ばねじ山付表面によって提供される接触面と係合し、撓みが解除されるまで、機能部１３
０と１３２および撓み性アーム１３４と１３６を介して容器１０４を固定する。以下によ
り詳しく述べるように、このような撓みは、容器１０４の外側リング１２２の中に拡張ス
リーブ１０２をスライド可能に嵌合させることによって提供される。
【００４８】
　具体的には、機能部１３０と１３２は撓み性アーム１３４と１３６の上に配置され、ア
ーム１３４と１３６は容器１０４の外側リング１２２から延びて、機能部１３０と１３２
の反対側に１つまたはそれ以上の傾斜面１３８と１４０をさらに有する。傾斜面１３８と
１４０は、拡張スリーブ１０２のスライド可能な挿入部と係合するように構成され、それ
によって、嵌合させる際に拡張スリーブ１０２がスライド可能に動かされることを利用し
て、外側リング１２２の撓み性アーム１３４と１３６が外側に撓み、これによって機能部
１３０と１３２は外側に押されて、輸液ポンプ１０の開口部１４の中のいずれかの接触面
、たとえば雄ねじ表面または雌ねじ表面によって提供される面等と係合して、容器１０４
を輸液ポンプ１０の開口部１４の接触面に固定し、容器がいったん所定の位置に設置され
ると、撓みが解除されるまで、容器１０４が直線方向に外れたり、移動したりすることが
抑止される。
【００４９】
　図３に示される例示的実施形態において、機能部１３０と１３２は、撓み性アーム１３
４と１３６の上に設置され、容器の開口部１４の中の、たとえばねじ山等の表面と係合し
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て、これを固定する単純なセグメントからなる。本発明のさらに別の例示的実施形態にお
いて、１本の支柱または２本の支柱による係合機能部、またはパッドまたは三角形の機能
部を、撓み性アーム１３４と１３６の上に、またさらには撓み性アームの代わりに設置し
て、容器の開口部の、たとえばねじ山等の表面と係合し、これと結合するようにすること
ができる。図４Ａは、別の容器１０５のこのような２本の支柱による係合機能部の例１３
１と１３３を示し、図４Ｂは、別の容器１０７の三角形の係合機構の例１３５を示し、図
４Ｃは、別の撓み性アーム１３９のパッド型係合機構の例１３７を示しており、その他の
機能部は前述の容器１０４に関して説明したとおりで、容器の外れを抑止する。
【００５０】
　本発明のまた別の例示的実施形態において、１本の支柱による係合機能部を使用するこ
とができ、または、嵌り合う雄ねじまたは雌ねじと係合し、これを固定する接触面を１つ
だけ有するセグメントを設けることができる。本発明のさらに別の例示的実施形態におい
て、係合機能部は、雄ねじまたは雌ねじの両端と係合し／それを束縛する、複数の捕捉型
（すなわち、Ｕ字形、Ｖ字形またはこれらと同様の形状の）係合機能部として設けること
ができる。その際、複数の拡張ラッチを設けることができる。本発明のさらにまた別の例
示的実施形態において、係合機能部は、ポンプの容器収容部の、いずれかの雄ねじまたは
雌ねじに隣接する、またはそのようなねじ山のない平坦な側壁を把握するように構成され
た弾性パッドとして設けることができる。さらに、以下により詳しく説明するように、係
合機能部１３７は、容器と輸液ポンプの開口部の間で捕捉されるが、拡張スリーブによっ
て係合可能で、略前述の方法で機能する「アームレス」部品１３９として設けることがで
きる。
【００５１】
　１つまたはそれ以上の弾性パッドを使用する場合、そのような弾性パッドを既存のねじ
山があるかもしれない箇所と同じ場所またはその付近に設置し、それによってパッドのエ
ラストマが雄ねじまたは雌ねじの中に広がるようにすることによって、より大きな係合／
外れ力を得ることができる。エラストマは、雄ねじまたは雌ねじと重複する四角、丸また
はその他の形状のパッドとすることができ、パッドの一部が雄ねじまたは雌ねじと係合す
る。
【００５２】
　図３を参照すると、戻り止め１２４と１２６は、図１に示される開口部１６と１８等、
容器収容開口部１４の中の１つまたはそれ以上の同様の形状の開口部と係合するように機
能し、その際、戻り止め１２４と１２６と開口部との係合によって、容器１０４が回転し
て外れたり、または移動したりすることが抑止される。いったんこのように固定されると
、容器を回転させるためには、要素１２４と１２６を破壊または切断する必要があるであ
ろう。実際、要素１２４と１２６は回転に関して容器を束縛する。拡張ラッチまたはロッ
キング機能部１３０と１３２は、容器をｚ軸上に束縛し、すなわち、容器はポンプの収容
部から引き出すことができず、または外れることがありえない。回転に関する束縛とｚ軸
での束縛の両方の組み合わせによって、容器は輸液ポンプの容器収容部に設置され、そこ
にロックされる。
【００５３】
　嵌合させるときの、拡張スリーブ１０２のスライド可能な移動によって、拡張スリーブ
１０２の突出リング１４８が傾斜面１３８と１４０に押し付けられて接触し、外側リング
１２２の撓み性アーム１３４と１３６が外側に撓み、それによって機能部１３０と１３２
は外側に押されて、輸液ポンプ１０の開口部１４の中の雄ねじまたは雌ねじ面等の、いず
れかの接触面と係合し、容器１０４を固定する。撓ませるために、拡張スリーブ１０２に
は、使用者が把握するように構成された第一の外周１４２が設けられる。第一の外周１４
２は、直径が一定の略円形であり、第一の外周１４２の外面は、平滑でも、または使用者
が把握しやすいようにざらつきがあってもよい。変更された拡張スリーブが描かれた図１
１に示されている本発明のまた別の例示的実施形態において、使用者が把持できる拡張ス
リーブ１５０の外周は、扁平で一定の直径であり、ざらついた表面を有して、使用者にと
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って把握しやすい。図１２から図１５に示される本発明のさらに別の実施形態において、
第一の外周はさらに使用者にとって把持しやすいように、代替手段として、へこんだ形状
であってもよい。さらに、図１１に示される例示的実施形態は、拡張スリーブ１５０の把
持部の直径の上に疎水性膜を配置する例を示す。この場合、疎水性膜により覆われた開口
部１５１によって、圧力平衡化のために空気の侵入と排出を可能にする通路が提供される
。このような例示的機能部は成形が容易であり、疎水性膜は紫外線硬化型接着剤／エポキ
シを用いた熱かしめまたは熱接着によって取り付けることができる。例示的な疎水性膜は
、ＰＴＦＥまたはｅＰＴＦＥ材料からなるが、これらに限定されない。
【００５４】
　図３を参照すると、拡張スリーブ１０２には第二の外周セグメント１４４も設けられ、
これは、容器１０４の外側リング１２２の中にスライド可能に進入し、戻り止め１２４と
１２６が容器収容開口部１４の中の１つまたはそれ以上の、これらと同様の形状の開口部
１６と１８を係合状態でしっかりと保持し、いったん所定の位置に設置された容器１０４
が回転して外れたり、または移動したりするのを抑止するように構成される。拡張スリー
ブ１０２にはまたさらに、第三の外周セグメント１４６が設けられ、その端部に、容器１
０４の外側リング１２２の中にスライド可能に進入し、傾斜面１３８と１４０と接触する
ように構成された、傾斜した突出リング１４８があり、それによって外側リング１２２の
撓み性アーム１３４と１３６が外側に撓み、その結果、拡張ラッチまたはロッキング機能
部１３０と１３２が外側に押されて、いずれかの接触面、たとえば容器収容開口部１４の
中のねじ表面等と係合し、容器１０４を輸液ポンプの中の接触面と結合し、いったん所定
の位置に設置された容器１０４は、撓みが解除されるまで、直線方向に外れたり、または
移動したりすることが抑止される。
【００５５】
　傾斜する突出リング１４８と傾斜面１３８と１４０の接触面には、十分な角度でテーパ
を付けて、挿入と撓みが容易となり、拡張スリーブ１０２が容器１０４の外側リング１２
２から完全に外れるのが防止されるようにすることができる。以下により詳しく説明する
ように、容器１０４には、拡張スリーブ１０２と係合し、これを保持する内部リップまた
はリング状機能部を設けることができる。
【００５６】
　本発明の例示的実施形態の少なくとも１つにおいて、最高３つの密閉部品を設置して、
ポンプの容器収容部の中に汚染物質が侵入しないように密閉状態とすることができる。第
一の密閉部品は、ポンプの容器収容部または開口部のＯリングとして提供でき、これは、
容器の外径（ＯＤ）に対して圧縮するように構成され、第二の密閉部品は、拡張スリーブ
のＯＤと容器の上側部分の内径（ＩＤ）の間に設置することができ、第三の密閉部品は、
拡張スリーブのＩＤとカスタムルアコネクタのフランジ機能部のＯＤの間に設置すること
ができる。そのために、本発明の例示的実施形態の少なくとも１つは、第一の密閉部品の
ためにポンプの中に設置されたＯリング、たとえば、図５に示されるＯリング１６２、第
二の密閉部品のために拡張スリーブのＩＤの中に設置されたＯリング、たとえば図５に示
されるＯリング１６８、および第三の密閉部品のために拡張スリーブの開口部に設置され
たＯリング、たとえば図５に示されるＯリング１６４を含む。
【００５７】
　例示的拡張スリーブ１０２にはまた、表面上のエラストマと嵌め込み成形して、第一、
第二および第三の密閉部品を提供することができる。本発明の少なくとも１つの別の例示
的実施形態には標準ルアコネクタが組み込まれ、このルアコネクタの中には、拡張スリー
ブの上の嵌め込み形成された内側密閉部品が設置されて、容器の上のルア連結部の外壁に
対する密閉手段となる。
【００５８】
　図５に示されるように、チューブセット１１０のカスタムルアコネクタ１０８は、使用
に備えて、拡張スリーブ１０２の開放した内径を通って、容器１０４のルアロックを使っ
て取り付けることができ、疎水性膜１６０と密閉フランジ１５４を有する。カスタムルア
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コネクタ１０８の標準的なテーパ付機能部は、容器１４０を密閉し、これとロッキング係
合し、疎水性膜１６０は、後述のように、フランジ１５４の中に位置付けることができる
。この場合、カスタムルアコネクタ１０８は、第一の端１５２、第二の端１５６および、
そこから延びて拡張スリーブ１０２の開口部を密閉するフランジ１５４を有する。
【００５９】
　しかしながら、当業者の間で周知のように。輸液ポンプの容器収容部の内部の圧力と周
囲圧力を平衡化するために、空気の進入と排出が必要である。本発明の例示的実施形態に
おいて、疎水性膜１６０が拡張スリーブ１０２、カスタムルアコネクタ１０８、または次
の実施形態にも示されるように、アダプタのうちの１つまたはそれ以上に組み込まれる。
たとえば、疎水性膜は、拡張スリーブ１０２の側壁またはフランジ、カスタムルアコネク
タ１０８のフランジ、または標準ルアコネクタを使用できるようにするアダプタのフラン
ジに組み込むことができる。疎水性膜は、第一の例示的実施形態の場合、カスタムルアコ
ネクタ、すなわちラインセットコネクタに組み込むことができ、以下に説明する第二の例
示的実施形態の場合、アダプタまたは拡張スリーブに組み込むことができる。
【００６０】
　図５と図６に示される第一の例示的実施形態において、疎水性膜１６０は、拡張スリー
ブ１０２またはカスタムルアコネクタ１０８に設けられる。たとえば、疎水性膜１６０は
、拡張スリーブ１０２の側壁またはフランジ（すなわち、円周方向の側壁に隣接する平坦
な表面）のいずれかに位置付けることができる。疎水性膜はまた、カスタムルアコネクタ
１０８のフランジ（すなわち、平坦な表面）１５４に位置付けることもできる。例示的な
疎水性膜は、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）または延伸ポリテトラフルオロエ
チレン（ｅＰＴＦＥ）の材料からなるが、これらに限定されない。１つまたはそれ以上の
開口部が設けられ、疎水性膜によって覆われることによって空気の侵入と排出を可能にし
て、輸液ポンプの容器収容部の内部の圧力と周辺圧力を平衡化し、その一方で、汚染物、
流体およびその他の好ましくない物質がシステムに入り込むのを防止する。
【００６１】
　さらに、カスタムルアコネクタ１０８のフランジ１５４の直径は、所定の位置に設置さ
れた拡張スリーブ１０２の開口部を略密閉するように構成される。これには、図５に示さ
れるように、拡張スリーブ１０２の開口部の内径に、嵌め込み形成によって密閉部品、す
なわちＯリング１６４を設けることが役立つ。
【００６２】
　カスタムルアコネクタ１０８の第二の端１５６は、容器１０４のルア連結部１１２のね
じ山１２０と係合する係合タブ１５８を有する。疎水性膜１６０はカスタムルアコネクタ
１０８の中に配置され、空気の侵入と排出を可能にして、輸液ポンプの容器収容部の内部
の圧力と周辺圧力を平衡化し、その一方で、汚染物、流体またはその他の望ましくない材
料がシステムに入り込むのを防止する。さらに、カスタムルアコネクタ１０８のフランジ
１５４は、拡張スリーブ１０２のＩＤとカスタムルアコネクタ１０８のフランジ１５４の
ＯＤの間の密閉表面となる。さらに、本発明の例示的実施形態において、拡張スリーブ１
０２の長さ、幅、高さ、直径またはその他の寸法は、一定の高さを有する標準ルアコネク
タの使用を防止して、カスタムルアコネクタ１０８しか使用できないように構成すること
ができる。
【００６３】
　上記の第一の例示的実施形態と異なり、第二の例示的実施形態は、アダプタまたは拡張
スリーブ内に疎水性膜を提供することによって、標準ルアコネクタとともに使用するよう
に構成される。その際、第二の例示的実施形態は、標準ルア継手の使用を可能にするアダ
プタ３０６を備える。しかしながら、疎水性膜をアダプタ３０６または拡張スリーブ３０
２等、他の場所に設置しなければならず、これは、標準ルア継手３０８にそのような疎水
性膜がないからである。前述のように、輸液ポンプの容器収容部の内部の圧力と周辺圧力
を平衡化するために、空気を侵入させ、排出することが必要である。
【００６４】
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　図７から図１０は、本発明の一実施形態による、ラインセットを標準ルアコネクタとと
もに、ただし一体の疎水性膜を有するアダプタと拡張スリーブを使用して、図１の輸液ポ
ンプに連結するための、容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリの第二の例示的実
施形態３００を示す。図の第二の例示的実施形態において、容器３０４は容器収容開口部
１４の中にスライド可能に挿入され、容器３０４のプランジャが輸液ポンプ１０の動作を
通じて駆動されることができるように構成される。容器３０４の戻り止め３２４と３２６
は、容器収容開口部の溝と係合するように設けられ、アーム３３４と３３６は、外側に変
位可能で、容器収容開口部１４の内壁と係合する。
【００６５】
　所定の位置にあると、拡張スリーブ３０２は容器３０４のアクセス可能な端の開口部の
中に挿入することができるか、あるいは容器３０４の端に事前に組み付けて、前述のよう
に単純に嵌合させることができ、それによって、容器３０４は単純な直線的押し込み動作
で輸液ポンプ１０の容器収容開口部１４の中に固定される。例示的な第二の実施形態の機
能と特徴は、第一の例示的実施形態に関して前述したものと略同じであり、それに拡張ス
リーブ３０２の中の疎水性膜と、第一の実施形態のカスタムルア継手の代わりに標準ルア
継手３０８の使用を可能にするアダプタ３０６が追加されている。具体的には、アダプタ
３０６が容器３０４に取り付けられ、使用に備えては、チューブセット３１０の標準ルア
コネクタ３０８をアダプタ３０６に取り付けることができる。
【００６６】
　図１０に示されるように、アダプタ３０６は、標準ルアコネクタ３０８を受ける第一の
端３４２を備える。アダプタ３０６の残りの要素には、内側バレル３４４と外側ねじ山付
バレル３４６および、そこから延びて、拡張スリーブ３０２のアセンブリ開口部を密閉す
るフランジ３４８が含まれる。第二の端は、バレル３５０と、容器３０４のルア連結部の
ねじ山と係合する係合タブ３５２を有する。アダプタ３０６のねじ山とルアコネクタ３０
８は、同じ固定方向に構成されており、それによって、係合がまず最も緩い連結部を固定
するが、各係合は、１回の回転動作で固定されるようになっている。さらに、本発明の例
示的実施形態において、拡張スリーブ３０２の長さ、幅、高さ、直径またはその他の寸法
は、決まった高さの標準ルアコネクタを容器３０４と直接は使用できず、アダプタ３０６
の使用が必要となるように構成することができる。
【００６７】
　第二の例示的実施形態において、疎水性膜をアダプタ３０６または拡張スリーブ３０２
の中に設置することができる。図７から図１０に示される例示的実施形態は、疎水性膜を
アダプタ３０６または拡張スリーブ３０２の把握部の直径の上に疎水性膜を配置する例を
示している。この場合、疎水性膜により覆われた開口部３５６は、圧力平衡化のための空
気の侵入と排出の経路となる。平坦な表面を拡張スリーブ３０２の把握部の直径の内面の
開口部３５６の周囲に設置することができ、その上に、疎水性膜が取り付けられる。前述
のように、このような例示的機能部は成形が容易であり、疎水性膜は、紫外線硬化型接着
剤／エポキシを用いた熱かしめまたは熱接着によって取り付けることができる。例示的疎
水性膜は、ＰＴＦＥまたはｅＰＴＦＥ材料で構成されるが、これらに限定されない。疎水
性膜は、輸液ポンプの容器収容部の内部の圧力と周辺圧力を平衡化するために空気の侵入
と排出を可能にし、その一方で汚染物、流体またはその他の好ましくない物質がシステム
内に入り込むのを防止するために設けられる。
【００６８】
　さらに、アダプタ３０６は、拡張スリーブ３０２の上の嵌め込み成形による内側密閉部
品、すなわちＯリング３５８がアダプタ３０６のフランジ３４８の外壁に対して密着する
ように構成される。アダプタ３０６のフランジの直径は、所定の位置に設置されると、拡
張スリーブ３０２の開口部を略密閉するように構成される。これを助けるために、図１０
に示されるように、拡張スリーブ３０２の開口部のＩＤに、嵌め込み成形による密閉部品
材またはＯリング３５８を設置することができる。さらにまた、以下により詳しく説明す
るように、警告または異常表示リング３６０が拡張スリーブ３０２のＯＤの上に示される
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。
【００６９】
　容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリの上記の第一の例示的実施形態では、一
体の疎水性膜を有するカスタムルアコネクタを使用する。容器と直線的押し込み式コネク
タのアセンブリの第二の例示的実施形態では、アダプタと、一体の疎水性膜を有する拡張
スリーブおよび、標準ルアコネクタが使用される。さらに、第一と第二の例示的実施形態
において、容器は、撓み性のアームとセグメントを有し、拡張スリーブが嵌合されると、
容器収容開口部の中の表面、たとえばねじ山と係合し、これを固定する。本発明のまた別
の例示的実施形態において、撓み性アームは、容器の「アームレス」の実施形態に置き換
えることができる。
【００７０】
　図１１から図１５は、ラインセットを図１の輸液ポンプに連結するための、容器と直線
的押し込み式コネクタのアセンブリの第三の例示的実施形態の図である。図１１に示され
る例示的実施形態は、上述の例示的実施形態と略同じであるが、設置されている拡張スリ
ーブ１５０が、使用者にとって把握しやすいように、ざらついた表面の外周を有するよう
に描かれている。図１２に示される例示的実施形態は、上述の例示的実施形態と略同じで
あるが、設置されている拡張スリーブ４０２が、使用者にとって把握しやすいように、へ
こんだ形状に形成された第一の外周４０４を有するように描かれている。図１３から図１
５に示される例示的実施形態もまた、上述の例示的実施形態と略同じであるが、設置され
ている拡張スリーブ４０３は、同じく使用者にとって把握しやすいように、ラッパ形に構
成された第一の外周を有するように描かれている。
【００７１】
　さらに、第三の実施形態は、いずれの例示的実施形態にも利用できる異常表示リング指
示手段４０６の例を示しており、これは、通常は容器収容開口部の中に係合される、拡張
スリーブの一部の周囲に露出した状態のままとなっている。その際、異常表示リング指示
手段４０６は、拡張スリーブが完全に嵌合していない、すなわち、容器が固定されていな
いときに、これを示すように設置することができる。拡張スリーブが完全に嵌合すると、
異常表示リング指示手段４０６は容器用開口部の中に隠れる。本発明の例示的実施形態に
おいて、異常表示リング指示手段は、帯、マークまたはＯリングで、赤または橙色等の明
るい色とすることができるが、これらに限定されない。
【００７２】
　図１３から図１５は第三の実施形態のその他の図面であって、異常表示リング支持手段
またはマークが、容器がまずポンプの容器収容部の中に設置され、拡張スリーブ４０２が
前進されていない時の位置にある嵌合していない拡張スリープ４０３と、拡張スリーブ４
０２が奥まで前進され／嵌合しているときの位置、および拡張スリーブ４０２が、たとえ
ば嵌合が不完全であるか、または部分的に外れたときなど、部分的に嵌合しているときの
位置を示している図である。例示的な、目に見える異常検出機能部は、拡張スリーブが動
き、容器とポンプの容器収容部の間の係合が緩んでしまう場合等の異常な状態を示すため
に設置される。目に見える、目立つ（すなわち、明るい赤、蛍光または対照的な）リング
４０６またはマークは、拡張スリーブの中に組み込み、拡張スリーブの、拡張スリーブの
進み方が不完全であると異常検出リング４０６が露出されるような位置に設置することが
できる。以下により詳しく説明するような一体のガイドまたはその他の小片が本発明の例
示的実施形態に設置される場合、ガイドは、透明または不透明な材料またはプラスチック
で成形することができ、または、その中に窓またはスペースを設けて、使用者から拡張ス
リーブの上に異常検出リングまたはマークが見えるようにすることができる。本発明のま
たは別の例示的実施形態において、一体のガイドは、その上に、ポンプの容器収容部周辺
の上側外面に対応する線またはマークであってもよい。したがって、完全に係合したこと
、または完全な係合状態のままであることを確認するために、使用者は単に、一体のガイ
ドを見て、線またはマークと上面が一致しているか否かを確かめればよい。
【００７３】
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　本発明の上記またはその他の例示的実施形態において、一体のガイドは、容器と直線的
押し込み式コネクタのアセンブリがポンプの容器収容部に係合したときに、アセンブリの
所望の位置合わせを目的として設計し、設置することができる。図１６は、本発明の一実
施形態による、ラインセットを図１の輸液ポンプ１に連結するための、このような位置合
わせ用ガイドと容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリの第四の例示的実施形態の
分解図であり、図１７と図１８は、図１の輸液ポンプに挿入された第四の実施形態の図で
ある。
【００７４】
　この例示的実施形態において、拡張スリーブ４８０は、容器を挿入するための一体のガ
イドを提供するようにさらに構成される。拡張スリーブは、好ましくは容器によって保持
されるため、第四の実施形態の一体のガイド４８０は、容器の挿入中、輸液ポンプ１０の
上面と側面に関して、容器の方位を決定するように構成される。そのために、一体のガイ
ド４８０は、平坦な上面４８２と、輸液ポンプ１０の側面に沿ってスライドする側壁部４
８４を有する。一体のガイド４８０にはタブ４８６が設けられ、輸液ポンプ１０の側面の
戻り止め用開口部４８８を釈放可能に捕捉し、これによって、一体のガイド４８０は輸液
ポンプ１０に固定される。さらに、図１７により詳しく示されているように、ガイド４８
０は、輸液ポンプ１０の反対の側面に沿ってスライドする第二の側壁部材４９４を有して
いてもよく、また、開口部１４と係合し、ガイド４８０が完全に嵌合したときに、下側の
輪郭を提供するリリーフ４９６と４９８を備えていてもよい。拡張スリーブの残りの要素
と機能は、略上述のとおりである。
【００７５】
　図１９と図２０は、本発明の一実施形態による、ラインセットを図１の輸液ポンプに連
結するための、「アームレス」の容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリの第五の
例示的実施形態６００の分解図である。図の例示的実施形態において、容器６０２には、
戻り止め６１６と６１８を有する開放端６０４と拡張スリーブ６０６が、上述の例示的実
施形態と同様の方法で提供される。
【００７６】
　しかしながら、この場合、容器収容開口部１４の内面と係合するための機能部は、容器
の柔軟アームの上に配置されず、小片６０８と６１０として提供され、これらは、容器６
０２と拡張スリーブ６０６の間に捕捉されうる。小片６０８と６１０は、拡張スリーブ６
０６の表面に配置され、小片を前進させる「トラック」と、容器６０２の上の、小片を引
き戻すための「トラック」の間に捕捉されるように構成される。このような位置に捕捉さ
れると、拡張スリーブ６０６が嵌合し、それによって小片６０８と６１０は容器内の開口
部６１２と６１４を介して外側に変位し、小片６０８と６１０は容器収容開口部の内側形
状に対して固定され、それによって容器６０２が輸液ポンプの収容部に固定される。
【００７７】
　図２１により詳しく示されているように、小片６０８と６１０の各々は、外面にそれぞ
れ部材６２２と６２４および、反対面に傾斜部６２６と６２８を有する。傾斜部の下部に
は平坦な面６３０と６３２があり、傾斜部の上部には肩部と、反対の傾斜部６３４と６３
６がある。
【００７８】
　図２２と図２３は、組立後の状態の「アームレス」の容器と直線的押し込み式コネクタ
のアセンブリの第五の実施形態の図である。小片６０８と６１０は、容器６０２の開口部
６１２と６１４の中に配置され、拡張スリーブ６０６を容器６０２の中に挿入することに
よって、開口部６１２と６１４から外側に押される。このように外側に押されると、小片
６０８と６１０は、略実施形態１から５に関して先に説明したとおりに動作する。
【００７９】
　図１９から図２３に示される例示的実施形態は、疎水性膜を拡張スリーブ６０６の把握
部の直径の上に位置付ける別の例を示している。この場合、疎水性部材で覆われた開口部
６２０は、空気の侵入と排出のための通路となり、拡張スリーブ６０６の内面に平坦な表
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面が設置され、その上に疎水性膜が取り付けられる。前述のように、このような例示的機
能部は成形が容易であり、疎水性膜は紫外線硬化型接着剤／エポキシを用いた熱かしめま
たは熱接着によって取り付けることができる。例示的疎水性膜は、ＰＴＦＥまたはｅＰＴ
ＦＥ材料からなるが、これらに限定されない。
【００８０】
　本発明のさらに別の例示的実施形態において、材料の１つまたはそれ以上を、所望の特
性を持たせるように選択することができ、材料の組み合わせにより、所望の結果を得るこ
とができる。たとえば、本発明のある例示的実施形態においては、２つの部分からなる容
器を使用することができ、その場合、容器は環状オレフィン重合体（ＣＯＰ）、環状オレ
フィン共重合体（ＣＯＣ）材料またはＣＣＰ（Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｃｌｅａｒ　Ｐｏｌｙｍ
ｅｒ）と称する、Ｂｅｃｔｏｎ　ａｎｄ　Ｄｉｃｋｉｎｓｏｎ　Ｃｏ．により登録され、
米国食品医薬品局にＤＭＦ第１６３６８号として登録された材料からなっていてもよく、
さらに、一体のＣＣＰ、ＣＯＰまたはＣＯＣルアコネクタに、柔軟なポリプロピレン製上
側スリーブを組み合わせ、たとえば、上側スリーブの移動可能なラッチまたはアームが破
断せずに撓むようにしたものを含んでいてもよい。このような結果を得るために、例示的
実施形態は、ポリプロピレン（ＰＰ）製の上側スリーブとＣＣＰ、ＣＯＰまたはＣＯＣ製
のカートリッジまたは残りの部分との複合的な容器設計を有していてもよい。
【００８１】
　図２４と図２５は、本発明の一実施形態による、上部は第一の材料で作製され、残りま
たはカートリッジの部分は第二の材料で作製される、ラインセットを図１の輸液ポンプに
結合するための容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリの第六の例示的実施形態の
分解図である。具体的には、２つの部分からなる容器７００を使用でき、その中で、容器
７０２はＣＣＰ、ＣＯＰまたはＣＯＣ材料からなり、さらに、一体のＣＣＰ、ＣＯＰまた
はＣＯＣのルアコネクタ７０４を有し、これに容器の上部にスナップ式に取り付けられ、
またはその他の方法で設置された上側スリープ７０６が組み合わされており、スリーブは
柔軟なポリプロピレンまたはその他の柔軟な重合体から作製されて、たとえば上側スリー
ブ７０６の上の移動可能なラッチまたはアーム７０８は破断せずに撓むことが可能となる
。このような結果を得るために、例示的実施形態は、ＰＰ製の上側スリーブ７０６とＣＣ
Ｐ、ＣＯＰまたはＣＯＣ製のカートリッジ７０２と７０４および／または拡張スリーブ７
１０との複合的容器設計を有していてもよい。このような要素は、完全体としての容器と
直線的押し込み式コネクタのアセンブリになるように組み立てられ、略上述のとおりに機
能する。たとえば、図２６は、組立後の状態の容器と直線的押し込み式コネクタのアセン
ブリの第六の実施形態の図である。
【００８２】
　図２４から図２６に示される例示的実施形態は、拡張スリーブ７１０の把握部直径の上
に疎水性膜を位置づける、別の例を示している。この場合、疎水性膜によって覆われた開
口部７１２は、空気の侵入と排出のための経路となり、拡張スリーブ７１０の内面に平坦
な面が設けられ、その上に疎水性膜が取り付けられる。前述のように、このような例示的
機能部は成形が容易であり、疎水性膜は、紫外線硬化型接着剤／エポキシを用いた熱かし
めまたは熱接着によって取り付けることができる。例示的疎水性膜はＰＴＦＥまたはｅＰ
ＴＦＥ材料からなるが、これらに限定されない。
【００８３】
　本発明のさらにまた別の例示的実施形態において、容器とコネクタのアセンブリの中に
隔壁アダプタを組み込み、使用者によるセットアップ中の容器からの漏出を防止すること
に役立てることができる。このような例示的実施形態において、標準的隔壁または切れ込
み入り、伸縮可能またはその他の事前穿刺隔壁等の隔壁を使用することができる。切れ込
み入り、伸縮可能またはその他の事前穿刺された隔壁によって、それと嵌り合う構成部品
の中のカニューレで隔壁を穿刺する必要をなくすことができる。このような隔壁は、コネ
クタアセンブリを容器に取り付ける際に、引き延ばして開けることができる。しかしなが
ら、希望に応じて、隔壁は、雄ルアまたは、ラインセットのルアコネクタまたはその他の
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ラインセットの構成部品に連結された平滑末端(blunt)カニューレによって穿刺し、また
は開けることができる。
【００８４】
　たとえば、図２７と図２８は、本発明の一実施形態による、ラインセットを図１の輸液
ポンプに連結するための、直線的押し込み式コネクタアセンブリの第七の実施形態の切れ
込み入り隔壁の図である。第七の実施形態において、隔壁はアダプタに組み込むことがで
き、この場合、隔壁の開口部は、後に使用するために事前に作られ、容器の充填等、それ
以前の作業中に作られ、または何らかの鋭利部を設けて穿刺されることによって、ライン
セットへの流体経路としてもよい。
【００８５】
　図２７と図２８の切れ込み入りコネクタアダプタ８００は、カスタムルアコネクタを受
けるための第一の端８０２を有し、そこに疎水性膜が設けられ、切れ込み入り、開放型、
またはその他事前穿刺された隔壁８１４が第一の端８０２に固定され、または成形されて
、カスタムルアコネクタを受ける。たとえば、図２８に示されるように、隔壁８１４は円
筒形プラグであってもよく、その中で、隔壁８１４とこれに対応するコネクタアダプタ８
００の空洞の間で締まり嵌めによって保持される。コネクタアセンブリ８００の残りの要
素は、内側バレル８０４と外側ねじ山付バレル８０６および、そこから延び、拡張スリー
ブの開口部を密閉するフランジ８０８を含む。図２７と図２８に示される例示的実施形態
に関して、疎水性膜は、この実施形態とともに使用される拡張スリーブの側壁、拡張スリ
ーブのフランジまたは、アダプタ８００のフランジ８０８に配置することができる。切れ
込み入り隔壁コネクタアダプタ８００の第二の端は、バレル８１０と、容器のルア連結部
と係合するための係合タブ８１２を含む。
【００８６】
　標準的隔壁が使用され、穿刺が必要な場合、カスタムルア継手を使って隔壁を穿刺する
ことができる。図２９は、本発明の一実施形態による、ラインセットを図１の輸液ポンプ
に連結するための、標準的または従来の隔壁を有する、容器と直線的押し込み式コネクタ
のアセンブリの第八の実施形態の図である。輸液ポンプ１０は、容器８５２、拡張スリー
ブ８５４、従来の隔壁コネクタアダプタ８５６、およびカスタムルア継手８５８を受ける
ように設けられている。この場合、従来の隔壁８６０は、組立中にカスタムルア継手８５
８を受けるためのコネクタアダプタ８５６の中に設けられる。
【００８７】
　図２９示されるように、隔壁８６０は、雄ルア継手または、ラインセットのルアコネク
タまたは他のラインセットコンポーネントのいずれかに連結された平滑先端カニューレ８
６２によって開けることができる。図２９に示される例示的実施形態に関して、疎水性膜
は、その実施形態とともに使用される拡張スリーブ８５４の側壁、拡張スリーブ８５４の
フランジまたは、アダプタ８５６のフランジに設置することができる。アダプタ８５６は
、拡張スリーブ８５４の内径で密閉部品８６８と接触するときに、拡張スリーブ８５４の
開口部を閉じるのに十分な直径を有するフランジ８６６を有する。切れ込み入りコネクタ
アダプタ８５６の第二の端には、前述のように、バレルと、容器のルア連結部と係合する
係合タブがある。
【００８８】
　この場合、疎水性膜は、拡張スリーブ８５４の把握部直径の上に設置することができる
。疎水性膜で覆われた開口部は、外径から周辺溝（図示せず）に延びて、空気の侵入と排
出のための経路を提供するように設けることができ、拡張スリーブ８５４の内面には平坦
な表面を設置することができ、その上に疎水性膜が取り付けられる。このような例示的機
能部は成形が容易であり、疎水性膜は、紫外線硬化型接着剤／エポキシを用いた熱かしめ
または熱接着によって取り付けることができる。例示的疎水性膜は、ＰＴＦＥまたはｅＰ
ＴＦＥ材料からなるが、これらに限定されない。
【００８９】
　図３０から図３２は、本発明の一実施形態による、ラインセットを図１の輸液ポンプを
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連結するための、延ばし開かれるタイプの(stretch-open)隔壁を有する、直線的押し込み
式コネクタアダプタの第九の例示的実施形態８７０の図である。伸ばし開かれるタイプの
隔壁を有するコネクタアダプタ８７０は、ルアコネクタを受けるための第一の端８７２を
有する。具体的には、事前穿刺された伸縮可能な隔壁８８４は、ルアコネクタを受ける第
一の端８７２に固定され、またはその上に成形される。隔壁８８４は、少なくとも柔軟な
戻り止め８８８と固定用戻り止め８９０をさらに有する。以下により詳しく述べるように
、固定用戻り止め８９０を使って、隔壁８８４をアダプタ８７０の端に固定することがで
き、柔軟な戻り止め８８８を使って、ルアコネクタと接触させ、開口部を密閉し、この接
触を通じて、隔壁８８４の開口部を延ばし開く。コネクタアダプタ８７０の残りの要素は
、内側バレル８７４と外側ねじ山付バレル８７６および、そこから延びて、コネクタアセ
ンブリの開口部を密閉するフランジ８７８を含む。図３０から図３２に示される例示的実
施形態に関して、疎水性膜は、その実施形態とともに使用される拡張スリーブの側壁、隔
壁スリーブのフランジまたは、アダプタ８７０のフランジ８７８に配置することができる
。アダプタ８７０の第二の端には、バレル８８０と、容器のルア連結部と係合する係合タ
ブ８８２がある。
【００９０】
　図３２は、ルア継手と組み立てられた、延ばし開かれるタイプの隔壁を有する直線的押
し込み式コネクタアセンブリの第九の実施形態の断面図である。図３２に示されるように
、ルア継手８８６との係合によって、隔壁８８４が引っ張られると、それによって隔壁８
８４の中央に開口部８９２ができ、これは、それ以外の時には閉じたままである。隔壁８
８４の柔軟な戻り止め８８８は、使用中、ルアコネクタ８８６と接触し、アダプタ８７０
とルアコネクタの間のすべての開口部を密閉し、この接触によって隔壁８８４の開口部８
９２が延ばし開かれるため、ルアコネクタにカニューレが不要となる。
【００９１】
　図３３は、本発明の一実施形態による、ラインセットを他の輸液ポンプに連結するため
の、容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリの第十の例示的実施形態の分解図であ
る。図３４は分解断面図であり、図３５と図３６は、組立後の状態で、輸液ポンプの中で
完全に嵌合していない容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリの断面図である。輸
液ポンプには、取り外し可能なＯリングを設けても、または単に、例示的な容器とコネク
タのアセンブリを固定できる、容器収容開口部の中のＯリング用空間を設けてもよい。Ｏ
リングの密閉部品またはその機能は、拡張スリーブのフランジの外面に位置付けられた密
閉部品に置き換えることができる。
【００９２】
　図３３に示されるように、容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリ９００は、輸
液ポンプ９０２とともに使用するための拡張スリーブ９０６と容器９０８および、その中
の少なくとも１つの容器収容開口部９０４を有する。図３７により詳しく示されているよ
うに、輸液ポンプ９０２の容器収容開口部９０４は、Ｏリング接触面９１０と環状溝９１
２を有する。例示的Ｏリング接触面９１０は、容器の内側領域と同じ直径である。しかし
ながら、この例示的実施形態において、容器の拡張ラッチまたはロッキング機能部９２２
と９２４は、拡張スリーブ９０６によって輸液ポンプ９０２の開口部９０４の環状溝９１
２の中に押し込まれ、前述のように、輸液ポンプ９０２の開口部９０４の側壁またはねじ
山に単純に当たるだけではない。残りの点に関しては、前述と同様の方法で、容器９０８
を開口部９０４の中に挿入することができ、その後、拡張スリーブ９０６が進められ、拡
張スリーブ９０６が容器９０８の中で嵌合すると、アーム９１４と９１６は拡張スリーブ
９０６の部材９１８と９２０と接触し、それによってアーム９１４と９１６は外側に撓み
、その結果、機能部９２２と９２４は、輸液ポンプ９０２の開口部９０４の環状溝９１２
の中に押し込まれる。
【００９３】
　異常指示手段９２６を拡張スリーブ９０６に設置することができ、これは略前述の通り
に機能し、密閉部品９２８と９３０は、容器ＯＤの上と拡張スリーブのＩＤにそれぞれ設
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置することができる。本発明のまた別の例示的実施形態において、追加の密閉部品（図示
せず）を拡張スリーブと容器の間に設置することができる（たとえば、図４１の実施形態
の密閉部品１０４２参照）。このような追加の密閉部品は、密閉部品９２８と同様に嵌め
込み成形することができる。
【００９４】
　図３６は、組立後の状態で、輸液ポンプの中に嵌合した容器と直線的押し込み式コネク
タのアセンブリの第十の実施形態の断面図である。図３６に示されるように、嵌合した拡
張スリーブ９０６は、容器の拡張ラッチまたはロッキング機能部９２２と９２４を輸液ポ
ンプ９０２の開口部９０４の環状溝９１２のなかに変位させ、そこに容器を固定する。疎
水性膜９３２を拡張スリーブ９０６の把握部直径の上に設置して、標準ルア継手を使用で
きるようにすることができる。疎水性膜によって覆われた開口部は、圧力平衡化のための
空気の侵入と排出を可能にするために設けることができ、疎水性膜は、紫外線硬化型接着
剤／エポキシを用いた熱かしめまたは熱接着によって取り付けることができる。例示的疎
水性膜９３２は、ＰＴＦＥまたはｅＰＴＦＥ材料からなるが、これらに限定されない。
【００９５】
　第十の実施形態において、容器９０８のＯリング、すなわち密閉部品９２８は、好まし
くは、ポンプの容器収容部の最も高い地点に配置され、インシュリンの漏出または微粒子
の侵入による汚染を最小限にする。さらに、Ｏリング、すなわち密閉部品９２８は容器９
０８の上に位置付けられるため、使用するたびに容易に交換することができる。さらに、
前述のように、好ましくは拡張スリーブを把握することによって行われる１回の直線的な
押し込み動作で、容器をポンプの容器収容部の中に設置し、（すなわち、容器をｘ，ｙお
よびｚ軸の上に位置付け）、１回の単純な直線的な引張動作によって、容器をポンプの容
器収容部から釈放し、取り外す。適正な連結、ポンプの係合またはポンプの機能のために
回転による方位決めは必要なく、チューブセットを引っ張っても、チューブセットが通る
拡張スリーブがチューブセットまたはルア継手の張力によって固定位置から動かないため
、容器は釈放されない。
【００９６】
　またさらに、アセンブリが適正にポンプに連結されると、耳で聞こえる「カチッ」とい
う音および／または触覚的に認識可能な「パチン」という感覚が発生し、また、上記の警
告リングまたは機能部の１つまたはそれ以上は、アセンブリが正しくポンプに連結されて
いないと、拡張スリーブの基底部周辺で見える状態となる。
【００９７】
　またさらに、前述のように、環状溝９１２が輸液ポンプの容器収容部の中に設けられ、
ポンプの容器収容部の直径周囲全体（すなわち、３６０度）にわたる場合、環状溝を、本
発明の例示的実施形態のための係合機能部とすることができる。その際、一体のガイドは
必要ないかもしれず、それは、容器の、２つの嵌り合う拡張ラッチまたはロッキング機能
部が拡張してポンプの容器収容部の環状溝の中に入ると、コネクタはｘ，ｙおよびｚ軸上
に配置され、そこロックされるからである。したがって、本願で説明するコネクタの基本
的な特徴は、一体の上側スリーブと移動可能な係合機能部（すなわち、ラッチ、アーム、
ウィング、要素等）を有する要素と、拡張スリーブと、拡張スリーブの上に嵌め込み成形
された密閉部品とを含んでいてもよい。連結の代替手段における基本的な機能部は、アダ
プタと標準ルアコネクタとのラインセット連結部と、カスタムルアコネクタとのラインセ
ット連結部を含んでいてもよい。
【００９８】
　図３８から図４１は、本発明の一実施形態による、ラインセットを、Ｏリングのない別
の輸液ポンプに連結するための、容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリの第十一
の例示的実施形態の図である。第十一の例示的実施形態は、本発明の一実施形態による、
カスタムルアコネクタ１０１０を有するラインセットを、Ｏリングはないが、おそらくは
Ｏリングのためのスペースを有する輸液ポンプに連結するための、容器と直線的押し込み
式コネクタのアセンブリ１０００を含む。図の第十一の例示的実施形態において、容器１
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００６は、容器収容開口部１００４の中にスライド可能に挿入されるように構成され、こ
れによって、容器のプランジャは、輸液ポンプ１００２の動作を通じて駆動されることが
可能である。所定の位置において、拡張スリーブ１００８は、容器１００６のアクセス可
能な端の開口部の中に挿入しても、容器１００６の端に事前に組み付けて、前述のように
単純に嵌合させてもよく、それによって、単純な直線的押し込み動作で容器１００６を輸
液ポンプ１００２の容器収容開口部１００４に固定できる。
【００９９】
　容器１００６の戻り止め１０１２と１０１４は、容器収容開口部１００４の溝または開
口部が設けられていればそれらと係合し、回転運動を抑止するために設けられていてもよ
く、アーム１０１６と１０１８は外側に変位して、容器収容開口部１００４の少なくとも
Ｏリング溝１０２０と係合するように構成される。例示的な第十一の実施形態の機能と機
能部は、略第一の例示的実施形態に関して説明したとおりであるが、アーム１０１６と１
０１８が異なる方法で設置される。図４０と図４１に示されるように、アーム１０１６と
１０１８は、前述の実施形態とは逆方向に、開口部１００４に向かって戻るように延び、
Ｕ字形開口部を作り、その中に拡張スリーブ１００８が入る。具体的には、拡張スリーブ
１００８のテーパ付リング１０２２が設けられて、このＵ字形開口部の中に向けられ、そ
れによって、アーム１０１６と１０１８を外側に変位させる。その際、アーム１０１６と
１０１８の拡張ラッチまたはロッキング機能部１０２４と１０２６は、少なくとも空のＯ
リング用溝１０２０の中に押し込まれる。
【０１００】
　さらに、拡張スリーブ１００８は、容器１００６によって、各構成部品の係合端の、嵌
り合う環状リングによって保持される。たとえば、図４０に示されるように、拡張スリー
ブ１００８は環状リング１０２２を有し、これは容器１００４の環状リング１０２３と接
触して、拡張スリーブ１００８が環状リング１０２３から完全に外れるのを防止するよう
に構成される。すなわち、この、またはその他の例示的実施形態において、拡張スリーブ
は、このような戻り止めの使用を通じて、容器によってスライド可能に捕捉されるように
することができる。
【０１０１】
　図４１に示されるように、次にカスタムルアコネクタ１０１０を取り付けることができ
る。そのために、コネクタ１０１０は、第一の端１０３０と、第二の端１０３４と、フラ
ンジ１０３２と要素１０３６を有する。部材１０３６は、容器の端の中に押し込まれると
、図４１に示されるように、固定用要素をさらに外側に押す。前述のように、疎水性膜は
、１つまたはそれ以上の疎水性膜で覆われた開口部（図示せず）によって、拡張スリーブ
１００８の把握部直径に設置することができる。このような例示的機能部は成形が容易で
あり、疎水性膜は、紫外線硬化型接着剤／エポキシを用いた熱かしめまたは熱接着によっ
て取り付けることができる。例示的疎水性膜はＰＴＦＥまたはｅＰＴＦＥ材料からなるが
、これらに限定されない。このような疎水性膜は、輸液ポンプの容器収容部の内部の圧力
と周囲圧力を平衡化させるために空気を侵入させ、排出させるために設けられる。さらに
、フランジ１０３２は、拡張スリーブ１００８のＩＤ周辺でＯリング１０４０と係合する
ことによって、拡張スリーブ１００８の開口部を密閉するのに十分な直径を有し、拡張ス
リーブ１００８は、拡張スリーブ１００８と輸液ポンプ１００２の間の接触面上にＯリン
グ１０４２を有する。
【０１０２】
　前述のように、拡張スリーブ１００８と容器１００６のアーム１０１６と１０１８の間
の係合は、アームとその上の要素を容器収容開口部の内壁または環状溝に、容器をそこに
固定するのに十分に押し付けるように構成される。この係合角度は、所望の結果となるよ
うに変化させることができる。図４２は、本発明の一実施形態による、ラインセットを輸
液ポンプに異なる係合角度で連結するための、容器と直線的押し込み式コネクタのアセン
ブリの第十二の例示的実施形態の分解断面図である。
【０１０３】
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　図４２に示される例示的実施形態において、コネクタアセンブリ１１００は、容器１１
０２、容器端１１０４および拡張スリーブ１１０６を含む。容器１１０２のアーム１１０
８と１１１０は内壁に傾斜部を有し、これらは拡張スリーブ１１０６の起伏のある端１１
２を、先述の例示的実施形態よりはるかに円滑に、およびまたはそれより大きな変位量と
なるような角度で係合させ、それによって、アーム１１０８と１１１０の変位が大きくな
るように構成される。このような係合は、アームと、輸液ポンプの容器収容開口部の間の
固定力をより大きくすることができるが、使用者が拡張スリーブ１１０６を嵌合させ、取
り外すのに、より大きな力が必要となる可能性がある。図４３は、容器収容開口部１１１
４の中で完全に嵌合した時の、容器１１０２と拡張スリーブ１１０６の間の係合を示す拡
大断面図である。
【０１０４】
　本発明のまた別の例示的実施形態において、少なくとも拡張スリーブと容器の位置合わ
せは、１つまたはそれ以上の要素の位置合わせ用尾根状部を設けることによって、支援さ
れうる。図４４は、本発明の一実施形態による、ラインセットを、位置合わせ用尾根状部
を有する輸液ポンプに連結するための、容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリの
第十三の例示的実施形態の拡大斜視図である。
【０１０５】
　図の例示的実施形態において、拡張スリーブ１１５０には、たとえば１８０度離れてい
てもよく、容器１１５２の１つまたは２つの突起１１５８と１１６０と係合する１つまた
は２つのスロット１１５４と１１５６が設けられている。その際、そのようにしない場合
より高い程度の位置合わせを実現できる。さらに、図４５に示されるように、疎水性膜１
１６２は、拡張スリーブ１１５０の把握部直径に設けることができる。例示的な疎水性膜
は、ＰＴＦＥまたはｅＰＴＦＥ材料からなるが、これに限定されない。このような疎水性
膜は、輸液ポンプの容器収容部の内部の圧力と周辺圧力の平衡化のための空気の侵入と排
出を可能にし、その一方で、汚染物、流体およびその他の望ましくない物質がシステム内
に入り込むことを防止するために提供される。
【０１０６】
　前述のように、拡張スリーブのいずれが把握部直径とフランジを含んでいてもよく、希
望に応じて、把握部直径とフランジの一方またはそれ以上に、疎水性膜を設置することが
できる。図４６と図４７に示されるように、拡張スリーブ１１６０は、第一の直径１１６
２と第二の直径１１６６を有していてもよく、それによって、その間にフランジ１１６４
ができる。さらに、例示的疎水性膜１１６８は、適用された膜を示す図４６の上面図とし
て、および開口部１１７０が見える図４７の底面図に示されているようなフランジの開口
部の上方に設置することができる。前述のように、疎水性膜は、紫外線硬化型接着剤／エ
ポキシを用いた熱かしめまたは熱接着によって拡張スリーブに取り付けることができる。
例示的疎水性膜は、ＰＴＦＥまたはｅＰＴＦＥ材料からなるが、これらに限定されない。
このような疎水性膜は、輸液ポンプの容器収容部の内部の圧力と周辺圧力を平衡化するた
めの空気の侵入と排出を可能にし、その一方で、汚染物、流体およびその他望ましくない
物質がシステム内に入り込むことわ防止するために設けられる。
【０１０７】
　前述のように、拡張スリーブには、容器のアームおよび拡張ラッチまたはロッキング機
能部を係合させ、また、拡張スリーブを保持するために容器に設置された環状リングを容
器に係合させる環状リングを設けることができる。このような例示的実施形態は、図４８
により詳しく示されている。図４８において、容器１２０２は、拡張スリーブ１２０４を
、１２０６と１２０８として示される容器１２０２の環状リングが１２１０と１２１２と
して示される拡張スリーブの環状リングとの係合を通じて、拡張スリーブ１２０４がそれ
以上引き戻されない地点まで受けられているように示されている。その際、拡張スリーブ
１２０４は、容器１２０２によって、各構成部品の係合端の、嵌り合う環状リングで保持
される。保持用機能部は、延長スリーブ１２０４が完全に容器から分離することを防止す
る。
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【０１０８】
　図４９から図５１は、ラインセットを図１の輸液ポンプに連結するための、拡張スリー
ブが撓み性要素と構成材料からなる、容器と直線的押し込み式コネクタのアセンブリの第
十四の例示的実施形態を示す。図４９に示される実施形態において、拡張スリーブ１３０
０は、輸液ポンプの開口部１３０４に挿入された容器１３０２で使用するために設置され
る。容器１３０２は、前述のように、アダプタまたはカスタムルア継手１３０８と連結す
るためのラインセットコネクタアセンブリ１３０６を含む。しかしながら、第十四の例示
的実施形態において、撓み性部材には、拡張スリーブ１３００が設けられ、これによって
容器の材料の選択を簡略化できる。
【０１０９】
　具体的には、拡張スリーブ１３００の遠位端は、１つまたはそれ以上の撓み性アーム１
３１０と１３１２を備える。各アームの端に、傾斜面１３１８と１３２０が設けられ、容
器１３０２の肩部と接触する。嵌合させるときの拡張スリーブ１３００のスライド動作に
よって、拡張スリーブ１３００のアーム１３１０と１３１２は傾斜面に接触するように押
し付けられ、撓み性アーム１３１０と１３１２は外側に撓み、それによって機能部１３１
４と１３１６は外側に向かい、いずれかの接触面、たとえば輸液ポンプの開口部１３０４
の中の雄ねじまたは雌ねじ表面によって提供される面と係合して、容器１３０２を固定す
る。さらに、図４９に示される例示的実施形態は、拡張スリーブ１３００の把握部直径の
上に疎水性膜を位置づける例を示す。こ場合、疎水性膜によって覆われる開口部１３３０
は、圧力平衡化のための空気の侵入と排出の経路となる。このような例示的機能部は形成
しやすく、疎水性膜は、紫外線硬化型接着剤／エポキシを用いた熱かしめまたは熱接着に
よって取り付けることができる。例示的疎水膜は、ＰＴＦＥまたはｅＰＴＦＥからなるが
、これらに限定されない。
【０１１０】
　拡張スリーブ１３００の遠位端にはさらに、撓みアーム１３１０と１３１２の１つまた
はそれ以上の開口部１３２２と１３２４があり、拡張スリーブを容器に固定する。開口部
１３２２と１３２４は、容器１３０２の戻り止め１３２６と１３２８を捕捉するように構
成されるが、開口部は、拡張スリーブ１３００が傾斜面と係合し、容器を固定するのに障
害なく十分に移動するのに十分な幅である。
【０１１１】
　図５０は拡張スリーブの拡大断面図であり、図５１は、図４９の容器の拡大断面図であ
る。図５０に示されるように、撓み性アーム１３１０と１３１２はさらに、容器１３０２
の戻り止め１３２６と１３２８を、開口部１３２２と１３２４の中で捕捉点まで受けるス
ロット１３３２と１３３４をさらに有する。前述のように、これによって、容器全体をＣ
ＣＰ、ＣＯＰまたはＣＯＣ材料によって構成でき、拡張スリーブ１３００の全体を柔軟ポ
リプロピレンまたはその他の柔軟重合体で構成することができる。
【０１１２】
　これらの各種の実施形態において、直線的押し込み式コネクタは、従来のシステムにお
ける単独係合機能部のように、時間がたつと振動、衝撃またはその他の外的影響によって
緩む傾向のあるねじ山と係合する。しかしながら、直線的押し込み式コネクタの中に第二
の係合機能部を取り入れることにより、これは、容器の拡張ラッチまたはロッキング機能
部をポンプの容器収容部の雄ねじまたは雌ねじの中に広げて入れる際と同じ直線的動作で
連結され、容器の係合をロックし、一般的に螺合部を外す回転動作では切断することがで
きない。反対に、直線的引張動作でしか拡張スリーブの係合を外し、容器を釈放すること
ができず、係合を外す力は、拡張スリーブのカム表面と容器の拡張ラッチまたはロッキン
グ機能部の角度係合を変更することによって、制御できる
【０１１３】
　標準ルア継手またはカスタムルア継手のいずれかを有するラインセットは、すると、拡
張スリーブからアクセス可能な容器の端に取り付けることができる。標準ルア継手の場合
、アダプタは、容器と標準ルア継手の間に設置され、圧力平衡化に必要な疎水性膜を提供
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する。カスタムルア継手の場合、疎水性膜はカスタムルア継手または拡張スリーブの中に
設置することができる。当業者の間で周知のように、輸液ポンプの容器収容部の内部の圧
力と周辺圧力を平衡化するために、空気の侵入と排出が必要である。従来のシステムと方
法において、疎水性膜は、ラインセットコネクタの中に組み込まれるか、単体の容器の中
に組み込まれる。前述の本発明の例示的実施形態において、疎水性膜はカスタムルアコネ
クタに組み込むか、ラインセットコネクタ、拡張スリーブまたはアダプタの１つまたはそ
れ以上の中に組み込むことができる。
【０１１４】
　さらに、前述のように、従来のシステムと方法は、ポンプと係合し、すなわち、容器と
コネクタのアセンブリを、容器とコネクタのアセンブリの前方動作、すなわち押す動作と
、容器とコネクタのアセンブリの回転動作の組み合わせを利用して、ポンプ容器の中にロ
ックする。本発明の実施形態において、１回の直線的押し込み動作により、容器または拡
張スリーブの中に形成された雄の戻り止め機能部がポンプの容器収容部の上方リップにあ
る戻り止めスロットと係合し、拡張スリーブの上の小片は、ねじ山、環状溝または単純に
ポンプの容器収容部の側壁と係合する。容器は拡張スリーブの運動によって固定されるた
め、チューブとチューブセットに張力がかかっても容器は釈放されない。容器は、拡張ス
リーブを逆に直線的に引っ張る動作によって釈放される。
【０１１５】
　その際、上述の本発明の例示的実施形態は、好ましくは拡張スリーブへの１つの把握位
置を使って、直線的に押し、引っ張る動作のみで容器を輸液ポンプに係合させ、ロックす
るように動作し、すなわち、ロッキング機能部をポンプの雄ねじまたは雌ねじの中に係合
させるために、回転動作は不要である。容器本体のＯＤは、ポンプの容器収容部の中のい
ずれのＯリングとも接触せず、したがって、容器本体をポンプの容器収容部の中へと進め
る際、抵抗を受けない。
【０１１６】
　連結機能部の、容器の上のＯＤは、好ましくは、容器本体のＯＤより大きく、若干程度
の抵抗が、容器の上側部分がポンプの開口部と係合するときに発生する。容器とコネクタ
のアセンブリがポンプの容器収容部の中に奥まで進められるとき、ポンプにより回転方向
の位置合わせが必要であれば、これは容器の戻り止めを容器の開口部の入口に配置された
開口部の中に嵌合させることによって行われる。戻り止めを適正に嵌合させるために、使
用者は、視覚的に戻り止めと開口部を位置合わせすることができ、最終的に位置合わせさ
れると、戻り止めが前進し、開口部の底部と接触したときに、使用者に対して触覚による
フィードバック信号が提供される。
【０１１７】
　本発明のさらに別の例示的実施形態において、容器の位置合わせは、拡張スリーブの把
握用特徴部に２つまたはそれ以上の対向する平坦な面を提供することによって容易に行わ
れる。このような表面は、輸液ポンプの外側平坦表面と位置合わせすることができる。さ
らにまた、ガイドを拡張スリーブの中に組み込むことができ、容器が輸液ポンプの容器開
口部の中へと進められる際に、容器が正しい方位に自動的に位置合わせされるように構成
できる。
【０１１８】
　前述の本発明の例示的実施形態の１つまたはそれ以上は、ルア継手を使って、ラインセ
ットを容器に連結する。さらに、例示的ルア継手の１つまたはいくつかは、ルアねじ山と
、ルア連結部の一部である密閉テーパ部と係合させるために、部分的に回転させる必要が
ありうる。しかしながら、このような回転は、容器とコネクタのアセンブリを輸液ポンプ
に組み立てるためには必要ない。
【０１１９】
　当業者の間で周知のように、このようなシステムの容器は使用者によって充填でき、使
用時にこのような充填を可能にするように構成された多数の機能部を設けることができる
。従来のシステムと方法は、充填用にカニューレが必要な容器と、ラインセットの中のカ
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ニューレを含む。これと反対に、上述の本発明の例示的実施形態の１つまたはそれ以上は
、ルア継手と容器を利用して、針アセンブリとプランジャによって容器の充填を行えるよ
うになっている。
【０１２０】
　容器を充填するための例示的なシステムと方法を図５２と図５３に示す。図５２と図５
３は、最初に充填され、その後輸液ポンプと使用するように準備される、容器とコネクタ
のアセンブリの分解図である。図５２と図５３において、容器１４０２、拡張スリーブ１
４０４およびストッパ１４０６が示され、略前述のように動作する。ストッパ１４０６は
螺合式で、プランジャの螺合端１４０８との係合を介して、プランジャ１４１０を取り外
し可能に受ける。反対の端に、ルアコネクタ１４１２を使って充填カニューレ１４１４を
取り付けることができ、出荷用シールド１４１６を設けることができる。したがって、使
用者は、容器１４０２、拡張スリーブ１４１４、ストッパ１４０６、プランジャ１４１０
、充填カニューレ１４１４および出荷用シールド１４１６が組み立てられ、パッケージに
入れられた、本発明の例示的実施形態を受けることができる。
【０１２１】
　使用者は、パッケージからアセンブリを取り出すと、シールド１４１６を外し、インシ
ュリン供給源から容器１４０２を充填することができる。その際、本発明の例示的実施形
態は、従来のシステムと方法に見られるような一体の容器隔壁を必要としない。使用者は
、インシュリンを容器１４０２の中に引き込んだ後、充填カニューレ１４１４とプランジ
ャ１４１０を取り外し、容器１４０２と拡張スリーブ１４０４を前述のように単純な直線
的押し込み動作を使用して、ポンプの容器収容部の中に設置することができる。容器がポ
ンプの容器収容部の中に挿入され、拡張スリーブが押し込まれると、容器のロッキングア
ームが外側に押され、容器を輸液ポンプの開口部のねじ山にロックし、それによって、容
器は１回の単純な動作で挿入され、ロックされる。使用者はその後、アダプタ１４１８と
ラインセットルアコネクタ１４２０を容器１４０２に連結でき、またはカスタムルアコネ
クタを容器に連結して、システムをラインセットの端にプライムすることができる。する
と、システムは動作可能な状態となる。輸液が完了したか、またはその他の理由で取り外
しが必要となった場合は、チューブセットコネクタを取り外すことができ、拡張スリーブ
を単純な直線的引張動作によって引っ張ると、容器のロッキングアームが引き戻って容器
のロックが解除され、ロックは１回の動作で輸液ポンプから外れる。容器はまた、希望に
応じて、チューブセットコネクタを取り外さない方法で、ロックを解除し、取り外すこと
もできる。
【０１２２】
　本発明のさらに別の例示的実施形態において、隔壁は、容器とコネクタのアセンブリの
中に組み込み、使用者による設定手順中に、容器からの漏出を防止するのに役立つ。この
ような例示的実施形態において、切れ込み入り隔壁等の隔壁を使うことができ、これによ
ってもまた、隔壁を穿刺するための、これと嵌り合う構成部品のカニューレが不要となる
。このような切れ込み入り隔壁は、コネクタが容器に取り付けられる際に押し開かれる。
他の従来のシステムと方法と異なり、容器とコネクタのアセンブリによれば、このような
隔壁と組み合わせることによって、使用者は充填済みの容器を輸液ポンプに取り付けてか
ら、ラインセットを連結することができる。
【０１２３】
　上述の本発明の例示的実施形態により提供されるまた別の改良は、関係する人的要因に
関する改良を含む。たとえば、従来のシステムと方法では、使用者は、ラインセットを容
器に取り付け、容器とコネクタを輸液ポンプに挿入し、容器とコネクタを回転させて、そ
の中のねじ山を、戻り止めが輸液ポンプ本体の溝にひっかかる位置に係合させて、容器を
所定の場所にロックする必要がある。
【０１２４】
　しかしながら、上述の本発明の例示的実施形態によって、使用者は、容器の充填を行っ
た後に、単純にラインセットコネクタを容器の上の、これと嵌り合う連結部に取り付け、
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それから拡張スリーブを把握しながら行う１回の直線的押し込み動作によって、容器とコ
ネクタのアセンブリをポンプの容器収容部の中にスライドさせ、Ｏリング密閉部品を係合
させ、係合機能部を拡張させて、これと嵌り合うポンプの容器収容部の機能部の中にロッ
クすることができる。拡張スリーブにガイドを取り入れることにより、コネクタアセンブ
リと輸液ポンプの容器収容部の間の位置合わせを確認するための認知手段を排除できる。
その際、ガイドによって、容器とコネクタのアセンブリをポンプの容器収容部の中へと進
めるときに、容器とコネクタのアセンブリは自動的に正しい方位に位置合わせされること
が可能となる。
【０１２５】
　さらにまた、上述の本発明の例示的実施形態において、容器とコネクタのアセンブリは
、１回の直線的引張動作で取り外せる。フィードバックは、拡張スリーブのカム表面が容
器の上側部分のカム表面を通過すると発生する、「カチッ」という音または感覚によって
得られ、それにより、使用者は容器とコネクタのアセンブリがポンプに完全に、適正に係
合したことを確認できる。
【０１２６】
　本発明の例示的実施形態によって提供される聴覚および触覚によるフィードバックに加
え、たとえば容器とポンプの容器収容部との係合の緩み等を特定するために、視覚的な異
常検出機能部を設けることができる。そのためには、視覚的に目立つ（すなわち、明るい
赤、蛍光またはコントラストのはっきりとした）リングまたはマークを拡張スリーブの中
に取り入れ、拡張スリーブが奥まで進められていないと異常検出リングが露出するように
、拡張スリーブ上に配置することができる。これに対して、従来のシステムと方法では、
螺合部の外れが発生したか否かを判断するための明白な異常検出が行われず、使用者は知
らず知らずに、頻繁にラインセットの機能部と輸液ポンプとの位置合わせをチェックして
、変化を確かめることになり、その変化はコネクタがいずれかの程度まで緩んだ、または
その螺合部が外れたことを示す場合もあれば、示さない場合もある。
【０１２７】
　前述のように、容器とコネクタのアセンブリは、直線的動作で輸液ポンプの容器収容部
から取り外すことができる。具体的には、使用者は単純な直線的引張動作によって拡張ス
リーブを引き戻し、容器の中のラッチ機能部を、これと噛み合い、または接触するポンプ
の容器収容部の機能部から外すことができ、その結果、容器をポンプの容器収容部から取
り出すことができる。これに対して、従来のシステムと方法では、使用者はラインセット
コネクタを握り、大きな力で回転させて開口部の上部の戻り止めの係合を克服し、さらに
もっと回転させて、コネクタと輸液ポンプの容器収容部の間の螺合式係合を解除する必要
がある。この時点で初めて、使用者は容器を取り外すことができる。前述のように、使用
者はしばしば、容器連結部ではなく、ルア連結部を回転させてしまうことがあり、これが
ラインセットの外れと、ポンプの容器収容開口部への漏れの原因となりうる。
【０１２８】
　最後に、上述の本発明の例示的実施形態の１つまたはそれ以上においては、容器の密閉
部品を利用して、準備中および使用中の漏れが防止される。たとえば、上述の本発明の例
示的実施形態の１つまたはそれ以上において、カスタムルアコネクタまたは標準ルアコネ
クタを用いてラインセットを連結する。その際、ルアコネクタの少なくともテーパのつい
たスリーブは、容器とラインセットの間の液密密閉部品となる。これに対して、いくつか
の従来のシステムと方法によれば、容器アセンブリの中の隔壁とカニューレを利用して、
流体をラインセットの中に流す。そのためて、さまざまな理由で漏れが発生しうる。
【０１２９】
　上記の実施形態と利点は例にすぎず、本発明の範囲を限定するものと解釈すべきではな
い。各種の改良、代案および変化形は当業者にとって明らかであり、本発明の範囲内に含
まれるものとする。
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