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(57)【要約】
　本明細書で開示されているいくつかの実施形態は、選
択的に閉鎖可能な雄端部を有する医療用コネクタに関す
るものである。実施形態は、雌コネクタ、または雌先端
部を有する医療用具と連結した後に開くように構成され
る。いくつかの実施形態は、コネクタが開放位置から閉
鎖位置へ、または閉鎖位置から開放位置へ移動するとき
にサイズを変えるように構成された内部空洞を備える。
いくつかの実施形態では、コネクタは、コネクタが閉じ
るときに雄端部から流体をコネクタの他端に向けて引き
込むように構成される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医療用コネクタであって、
　第１の端部および第２の端部を有する実質的に剛性のある筐体であって、前記第１の端
部および前記第２の端部が選択的に閉鎖可能な流体通路によって連結され、筐体前記第１
の端部は、内表面を有する中空の雄ルアー、第１の開放端部、および第２の基部端を備え
る、筐体筐体と、
　実質的に前記筐体内に支持されており、前記コネクタが閉鎖位置にあるときに前記雄ル
アーの前記先端で前記筐体の前記第１の端部に隣接する開口部を選択的に密封するように
構成されている第１のバルブ部材と、
　前記筐体内に、かつ前記雄ルアーの外側に配置される内部ブラダー部材であって、前記
ブラダー部材は内部空洞を画成し、前記第１のバルブ部材に流体的に結合され、前記ブラ
ダー部材の前記内部空洞はコネクタの閉鎖位置において第１の容積を、前記コネクタが開
放位置にあるときに第１の容積より小さい第２の容積を有する、内部ブラダー部材と、
を備えることを特著とする医療用コネクタ。
【請求項２】
　剛性のある前記筐体は、前記雄ルアーの基部から側方に延出し、作動アームが前記雄ル
アーの前記基部に隣接する前記筐体を貫通して延出し、前記作動アームの第１の端部は医
療用具の対応する雌端部と係合するように構成され、前記作動アームの第２の端部は、前
記ブラダー部材の少なくとも一部と係合するように構成されることを特徴とする請求項１
に記載の医療用コネクタ。
【請求項３】
　複数の作動アームをさらに備え、前記作動アームはリングによって連結されることを特
徴とする請求項２に記載の医療用コネクタ。
【請求項４】
　前記ブラダー部材は、実質的に卵形の内部空洞を形成するために前記コネクタの長軸に
対して凹形になっている壁部分を備えることを特徴とする請求項１に記載の医療用コネク
タ。
【請求項５】
　前記ブラダー部材は、波形の壁部分を含むことを特徴とする請求項１に記載の医療用コ
ネクタ。
【請求項６】
　前記バルブ部材の少なくとも一部および前記ブラダー部材の少なくとも一部が、一体に
形成されることを特徴とする請求項１に記載の医療用コネクタ。
【請求項７】
　前記バルブ部材と前記雄ルアーの内表面との間に環状リングをさらに備えることを特徴
とする請求項１に記載の医療用コネクタ。
【請求項８】
　前記環状リングは、前記バルブ部材と一体に形成され、前記リングは前記雄ルアーの内
表面と摺動係合することを特徴とする請求項７に記載の医療用コネクタ。
【請求項９】
　前記雄ルアーの前記内表面は、環状チャネルを備え、前記環状リングは前記環状チャネ
ル内に嵌め込まれ、前記バルブ部材の前記外表面と摺動係合することを特徴とする請求項
７に記載の医療用コネクタ。
【請求項１０】
　医療用コネクタを選択的に閉鎖する方法であって、
　筐体内で弾性ブラダー部材を支持するステップであって、前記筐体は第１の端部および
第２の端部を有し、前記第１の端部および前記第２の端部は選択的に閉鎖可能な流体通路
によって連結され、前記第１の端部は内表面のある中空の雄ルアーを有するステップと、
　前記コネクタの開放位置と前記コネクタの閉鎖位置との間で前記筐体内において少なく
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とも部分的に支持されているバルブ部材を移動するステップであって、それにより、前記
閉鎖位置では液体が前記流体通路を通って流れるのを前記バルブ部材が実質的に阻止し、
前記開放位置では液体が前記流体通路を通って流れるのを前記バルブ部材が許すようにす
るステップと、
　前記コネクタの閉鎖位置において第１の容積を有する第１の構成と前記コネクタの開放
位置において第２の容積を有する第２の構成との間で前記ブラダー部材を移動するステッ
プであって、前記第２の容積は前記第１の容積より小さい、ステップと、
を含み、
　前記ブラダー部材は、中を貫通する開口部および前記流体通路と連通する内側チャンバ
を有し、
　前記ブラダー部材は、前記雄ルアーの外側に位置するように前記筐体内で支持されてい
ることを特徴とする方法。
【請求項１１】
　前記コネクタの開放位置と前記コネクタの閉鎖位置との間で前記バルブ部材を移動する
ステップと、前記第１の構成と前記第２の構成との間で前記ブラダー部材を移動するステ
ップと、は、前記医療用コネクタを医療用具の対応する雌端部に係合する、または前記医
療用コネクタを前記医療用具の対応する前記雌端部から係脱するステップを含むことを特
徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１の構成と前記第２の構成との間で前記ブラダー部材を移動するステップは、第
１の位置と第２の位置との間で少なくとも１つの作動アームを移動するステップを含み、
前記少なくとも１つの作動アームは、医療用具の対応する雌端部と係合するように構成さ
れ、前記ブラダー部材の少なくとも一部分と係合するように構成された第２の端部を有す
ることを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１の位置と前記第２の位置との間で前記少なくとも１つの作動アームを移動する
ステップは、前記医療用コネクタを医療用具の対応する雌端部に係合するか、または前記
医療用コネクタを前記医療用具の対応する前記雌端部から係脱するステップを含むことを
特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ブラダー部材は、波形の壁部分を含むことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、２００８年１２月１９日に出願した米国仮特許出願第６１／１３９，５１４
号（名称「ＭＥＤＩＣＡＬ　ＣＯＮＮＥＣＴＯＲ　ＷＩＴＨ　ＣＬＯＳＥＡＢＬＥ　ＬＵ
ＥＲ　ＣＯＮＮＥＣＴＯＲ」）の優先権を主張するものである。
【０００２】
　本出願は、２００８年１２月１９日に出願した米国仮特許出願第６１／１３９，５１４
号（名称「ＭＥＤＩＣＡＬ　ＣＯＮＮＥＣＴＯＲ　ＷＩＴＨ　ＣＬＯＳＥＡＢＬＥ　ＬＵ
ＥＲ　ＣＯＮＮＥＣＴＯＲ」）および１９９７年１１月１１日に発行した米国特許第５，
６８５，８６６号（名称「ＭＥＤＩＣＡＬ　ＶＡＬＶＥ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＯＦ　
ＵＳＥ」）の開示全体を、本明細書に完全に記載されているかのように、参照によって援
用する。
【０００３】
　実施形態は、一般に流体がそこを通って流れる医療用コネクタに関し、特に雄ルアーを
備える医療用コネクタに関する。
【背景技術】
【０００４】



(4) JP 2012-512726 A 2012.6.7

10

20

30

40

50

　コネクタ、バルブ、および配管のシステムが、流体を患者に移送し、患者から移送する
ことを容易にするために、病院およびその他の医療環境で日常的に使用されている。様々
な構成要素が係合および係脱される場合に、そのようなシステムを無菌に保ち、流体の漏
れを防止することは、しばしば困難である。いぜんとして、それらの雄および／または雌
の端部のところで密封する改良されたコネクタが求められている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　閉鎖可能な雄ルアーを備える医療用コネクタの様々な実施形態が開示される。さらなる
実施形態を形成するために本明細書に開示された様々な実施形態の特徴を組み合わせるこ
とが企図される。そのような組合せは、本開示の範囲内にある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　例示しているいくつかの実施形態では、雄ルアーコネクタは第１および第２の端部を備
えるメイン筐体を有することができる。筐体の第２の端部は、雄ルアーおよび雄ルアーの
少なくとも一部分を囲むシュラウドを備えることができる。シュラウドは、その内壁に配
置されたねじ山を有することができる。流体経路を備える環状のバルブ部材が筐体内に配
設されうる。バルブ部材はその第１の端部に先端を有するものとしてよい。先端付近の領
域において、１つまたは複数の流体穴が、それらを通る流体経路を構成するようにバルブ
部材上に位置決めされる。先端は雄ルアーの第１の端部の領域、またはその付近の領域内
で雄ルアーの内壁に対してぴったりと当接するように構成されうる。バルブ部材は、第１
の端部に向かって方向付けられうる１つまたは複数のストラットを有することもできる。
ストラットは筐体の一部分を貫通して軸方向に延出し、第１の端部に向かうストラットの
端部は、筐体の第１の端部の雄ルアーとシュラウドの間の空間内に配置されうる。１本の
医療用配管がコネクタに連結されうる。配管の端部が、接着、摩擦嵌め、溶接、または何
らかの他の手段によってバルブ部材の第２の端部に取り付けることができる。例えば金属
および／またはエラストマー材料から形成される弾性部材は、筐体内に配置され、バルブ
部材を閉鎖位置に向かって付勢することができる。
【０００７】
　閉鎖された状態または位置において、バルブ部材の先端は、押されて雄ルアーの第１の
端部の内壁の一部分と密接して接触し、管状のバルブ部材を通る医療用配管からの流体の
流れが一般的に阻止されうる。流体は一般に雄ルアーの第１の端部の開口を通って漏洩す
る可能性がなく、それは、そのような開口がバルブ部材の先端によって遮断されうるから
である。
【０００８】
　バルブ部材を筐体から移動または変位するために力が加えられた場合に、弾性部材は圧
縮され、バルブ部材の先端が開放位置に向かって変位されうる。この変位力は、雄ルアー
を別の医療用具の雌端部に連結する動作により自動的に印加することができる。雌コネク
タの前進端部が雄ルアーコネクタの筐体の第１の端部のねじ山を進んでいくと、雌コネク
タは、バルブ部材のストラットと接触し、それに対して第２の端部に向かって方向付けら
れた力を働かせる。この力は、弾性部材によって働かされた第１の端部に向かって方向付
けられた付勢力に対して、第２の端部に向かってバルブ部材を移動させる。この開放され
た状態で、流体は両側の穴を通り、バルブ部材の先端の周囲を流れ、バルブ部材の先端と
雄ルアーの第１の端部の内壁の間の間隙を通ってコネクタを出ることができる。いくつか
の実施形態では、バルブ部材は、雄および雌コネクタが接合されたとき、バルブ部材が流
体導管（例えば雌コネクタ内に配置された内側の導管）に接触する場合、第２の端部の方
向に自動的に前進されうる。
【０００９】
　例えば筐体の第１の端部から雌コネクタを脱着することによって分離力が除去されると
、弾性部材が再び筐体およびバルブ部材をともに引くことができる。これによって、バル
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ブ部材の第１の端部が雄ルアーの第１の端部付近の領域内で内壁の一部分に対して密接し
て当接し、バルブからの流体の流出を阻止する。
【００１０】
　いくつかの実施形態では、第１の端部および第２の端部を有する実質的に剛性のある筐
体を含む医療用コネクタを構成し、第１の端部および第２の端部は、選択的に閉鎖可能な
流体通路によって連結される。第１の端部は、内表面のある中空の雄ルアー、第１の開放
端部、および第２の基部端を備えることができる。コネクタは、筐体内に実質的に支持さ
れている、コネクタが閉鎖位置にあるときに雄ルアーの先端のところで筐体の第１の端部
に隣接する開口部を選択的に密封するように構成されている第１のバルブ部材と、筐体の
中に配置され、雄ルアーの外側にある、内部空洞を画成し、第１のバルブ部材に流体的に
結合されている内部ブラダー部材（bladder member）であって、ブラダー部材の内部空洞
がコネクタ閉鎖位置では第１の容積、およびコネクタが開放位置にあるときには第１の容
積より大きい第２の容積を有する、内部ブラダー部材とをさらに備えることができる。
【００１１】
　いくつかの実施形態では、剛性のある筐体は雄ルアーの基部から側方に延出し、作動ア
ームが雄ルアーの基部に隣接する筐体を貫通して延出することができ、作動アームの第１
の端部は医療用具の対応する雌端部と係合するように構成され、作動アームの第２の端部
はブラダー部材の少なくとも一部と係合するように構成される。いくつかの実施形態では
、複数の作動アーム（activation arms）があり、これら複数の作動アームは、リングに
よって連結されうる。いくつかの実施形態では、コネクタのブラダー部材は、実質的に卵
形の内部空洞を形成するためにコネクタの長軸に対して凹形になっている壁部分を備える
ことができる。いくつかの実施形態では、ブラダー部材は、波形の壁部分を含む。いくつ
かの実施形態では、ブラダー部材の少なくとも一部およびバルブ部材の少なくとも一部は
、一体に形成される。
【００１２】
　いくつかの実施形態では、コネクタは、バルブ部材と雄ルアーの内表面との間に環状リ
ングを備える。環状リングは、バルブ部材と一体に形成され、コネクタの閉鎖位置と開放
位置の両方の間で雄ルアーの内表面と摺動係合したままにできる。あるいは、雄ルアーの
内表面は環状チャネルを備えており、環状リングを凹んでいる前記環状チャネル内に嵌め
込み、バルブ部材の外表面と摺動係合させることができる。
【００１３】
　いくつかの実施形態では、第２の端部は、軸方向にそれを貫通する開口部を有する雌コ
ネクタ部を有することができる。内部ブラダー部材は、それが雌コネクタの外側にあり、
雌コネクタ部分に隣接する筐体の端壁の間および医療用コネクタの雄ルアーのコネクタ部
分内に配置されているバルブ部材の間にあるように筐体内に配置することができる。ブラ
ダー部材は内部空洞を画成し、バルブ部材および雌コネクタ部分に流体的に結合されうる
。ブラダー部材の内部空洞はコネクタ閉鎖位置では第１の容積、およびコネクタが開放位
置にあるときには第１の容積より大きい第２の容積を有することができる。
【００１４】
　突起が雌部分（例えば、筐体の端壁）から突き出ることがあり、これは、ブラダー部材
内に形成された開口部内に延出するように構成することができる。突起はブラダー部材の
開口部の周を形成する環状の壁を受け入れるように構成された環状の凹みをそこに有する
ことができる。ブラダー部材の開口部と突起は、ブラダー部材が突起、およびしたがって
、筐体の端壁によって密封可能に支持されるように突起とブラダー部材との間に一般的に
液体または気体による密封シールを形成するように構成することができる。
【００１５】
　同様に、突起がバルブ基部から突き出ることがあり、これは、ブラダー部材内に形成さ
れた第２の開口部内に延出するように構成することができる。突起はブラダー部材の第２
の開口部の周を形成する環状の壁を受け入れるように構成された環状の凹みをそこに有す
ることができる。ブラダー部材の第２の開口部と突起は、ブラダー部材が突起、およびし
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たがって、バルブ基部によって密封可能に支持されるように突起とブラダー部材との間に
一般的に液体または気体による密封シールを形成するように構成することができる。いく
つかの実施形態では、１つまたは複数の作動アームがバルブ基部によって支持されうる。
作動アームはバルブ基部と一定に形成されうるか、または他の何らかの方法でバルブ基部
に取り付けられるか、またはバルブ基部によって支持されうる。
【００１６】
　いくつかの実施形態では、剛性のある筐体、筐体内に支持されているバルブ部材、およ
び第１の端部を有する閉鎖可能な雄ルアーを構成する。第１の端部は、とりわけ、雄ルア
ー先端とすることができる。バルブ部材は、第１の端部に形成されている開口部内に延出
し、第１の位置または閉鎖位置（液体がバルブ部材および先端を通って流れることが実質
的に阻止される）と第２の位置または開放位置（液体がバルブ部材および先端を通って流
れることが許される）との間で移動することができる。バルブ部材は、バルブ部材の一部
分、限定することなく、バルブ基部からの配管部材突起などに直接力をかけることによっ
て第１の位置と第２の位置との間で移動可能なように構成されうる。
【００１７】
　いくつかの実施形態では、閉鎖可能な雄ルアーは、限定されることなく、医療用コネク
タの第１の端部に向かってバルブ部材のバルブ基部から突き出ているストラットまたは作
動アームをさらに備えることができる。ストラットは、バルブストラットに加えられる軸
力がバルブ基部に伝達され、バルブ部材を変位するように構成されうる。これらのストラ
ットは、雌コネクタが螺合可能なように、または他の何らかの形で前進して閉鎖可能な雄
ルアーと係合するときに閉鎖可能な雄ルアーと係合している雌コネクタの近位端に係合す
るように構成されうる。バルブ管は、バルブ基部によって支持されるか、またはバルブ基
部に取り付けられ、組み立てられた構成で、バルブ管が雄ルアー先端内に形成されている
開口部内に延出するようにバルブ基部から突き出ることができる。
【００１８】
　いくつかの実施形態では、一般的に液体不浸透性の弾性材料から形成された隔壁部材は
筐体内に支持されうる。隔壁部材は、一般的に平面形状または一般的に平行な、一対の平
面状表面を有することができる。隔壁部材は、限定はしないが、一般的に環状の、円盤形
状を有することもできる。隔壁部材は、隔壁部材の外周が筐体によって密封可能に支持さ
れるように配置することができる。隔壁部材の外周を支持するために環状の凹みを筐体内
に形成することができる。あるいは、２つの筐体部分のそれぞれの部分の間に隔壁部材の
外周を配置することもできる。隔壁部材内に開口部を形成することができ、この開口部は
隔壁部材がバルブ部材に密封可能に固定されうるようにバルブ基部の後部を受け入れる構
成をとる。いくつかの実施形態では、バルブ基部から延出する突起は、隔壁部材の開口部
内に受け入れることができる。この突起は、隔壁部材内に形成されている開口部を受け入
れ、支持するように構成された凹みを画成しうる。
【００１９】
　隔壁部材は、バルブ部材に力を加えてバルブ部材を閉鎖位置に向かって付勢するように
配置することができる。例えば、限定することなく、隔壁部材は、ルアー先端の内面に当
接して密封可能に閉鎖するようにバルブ基部から突き出ている管部材を付勢することがで
きる。いくつかの実施形態では、隔壁部材は、バルブ部材が閉鎖位置にあるときに隔壁が
その弛緩状態から部分的にたわみ、隔壁がバルブ部材にかける付勢力を強めるようにルア
ーコネクタ内に配置することができる。
【００２０】
　隔壁部材は、実質的に流体密封された空洞またはチャンバを筐体内に形成するように筐
体内に仕切りを形成することができる。隔壁部材は、バルブ部材が閉鎖位置にあるときの
空洞内の容積がバルブ部材が開放位置にあるときの空洞内の容積より小さくなるように構
成されうる。この構成では、空洞内の容積は、バルブ部材が開放位置から閉鎖位置に移動
したときに増大し、これにより、バルブ部材が閉じるときに雄ルアー先端内の開口部を通
って流れるか、またはその開口部から滴り出る可能性のある流体または医薬品の量を低減
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できる吸引力が、そのような流体を空洞内に引き戻すことで生じる。
【００２１】
　いくつかの実施形態では、バルブ部材は、バルブストラットが管もしくはバルブ基部に
直接取り付けられ、これによりバルブストラットを変位させるバルブストラットに加えら
れた軸力が管および／またはバルブ基部を変位させることに加えて隔壁部材の少なくとも
一部も変位させるように構成することができる。いくつかの実施形態では、バルブストラ
ットは、バルブ基部もしくは管に比べて独立して移動するようにバルブ基部もしくは管か
ら隔たっているものとすることができる。この構成において、ストラットは、雌コネクタ
が筐体の第１の端部と係合することでストラットが変位したときにそれぞれ軸力を隔壁の
少なくとも一部に加えることができ、これにより隔壁がたわむ。隔壁がたわむとともに、
バルブ部材は、隔壁をバルブ基部に固定することができるため、開放位置に向かって移動
することができる。
【００２２】
　いくつかの実施形態では、ブラダー部材は、一般的に円筒状または管状の形状をとるこ
とができ、ブラダー部材を軸方向に通る開口部が筐体の雌コネクタ部分内に形成されてい
る開口部および雄ルアー先端内に形成されている開口部と一般的に同軸に整列するように
筐体内に配置することができる。ブラダー部材は、筐体の雌コネクタ部分に隣接する端壁
表面によって密封可能に支持されるか、またはその端壁表面に当接して配置される１つの
端面を有するものとしてよい。同様に、ブラダー部材の第２の端面は、バルブ部材のバル
ブ基部によって密封可能に支持されるか、またはそのバルブ基部に当接して配置され、一
般的にブラダー部材の管状壁、筐体の端壁、およびバルブ部材を境界とするチャンバまた
は空洞を画成することができる。筐体の端壁を貫通して形成される開口部とバルブ部材内
に形成される開口部は、チャンバと連通しうる。ルアーコネクタが閉鎖位置にあるときの
チャンバ内の容積は、ルアーコネクタが開放位置にあるときのチャンバ内の容積に比べて
大きいものとしてよい。バルブ部材が閉鎖位置から開放位置に移動するときのチャンバの
容積の増加により、減圧が生じて、流体がルアー先端または管からチャンバ内に、または
チャンバに向かって引き戻されうる。
【００２３】
　いくつかの実施形態では、医療用コネクタを選択的に閉鎖する方法を提供し、この方法
は筐体内に弾性ブラダー部材を支持するステップと、コネクタの開放位置とコネクタの閉
鎖位置との間で筐体内において少なくとも部分的に支持されているバルブ部材を移動し、
閉鎖位置では液体が流体通路を通って流れるのをバルブ部材が実質的に阻止し、開放位置
では液体が流体通路を通って流れるのをバルブ部材が許すようにするステップと、コネク
タの閉鎖位置において第１の容積を有する第１の構成とコネクタの開放位置において第２
の容積を有する第２の構成との間でブラダー部材を移動するステップとを含む。第２の容
積は、限定はしないが、第１の容積より大きくてもよい。
【００２４】
　筐体は、第１の端部および第２の端部を有し、前記第１の端部および前記第２の端部は
選択的に閉鎖可能な流体通路によって連結され、前記第１の端部は内表面のある中空の雄
ルアーを有するものとしてよい。いくつかの実施形態では、ブラダー部材は、波形の壁部
分を有することができる。いくつかの実施形態では、ブラダー部材は、中を貫通する開口
部および流体通路と連通する内側チャンバを有することができる。さらに、ブラダー部材
は、限定はしないが、雄ルアーの外側にあるように筐体内で支持されうる。
【００２５】
　いくつかの実施形態では上述の方法を提供するが、ただし、コネクタの開放位置とコネ
クタの閉鎖位置との間でバルブ部材を移動するステップおよび第１の構成と第２の構成と
の間でブラダー部材を移動するステップは、医療用コネクタを医療用具の対応する雌端部
に係合する、または医療用コネクタを医療用具の対応する雌端部から係脱するステップを
含むことができる。いくつかの実施形態では、第１の構成と第２の構成との間でブラダー
部材を移動するステップは、第１の位置と第２の位置との間で少なくとも１つの作動アー
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ムを移動するステップを含むことができ、少なくとも１つの作動アームは医療用具の対応
する雌端部と係合するように構成され、ブラダー部材の少なくとも１つの部分と係合する
ように構成されたそれの第２の端部を有する。第１の位置と第２の位置との間で少なくと
も１つの作動アームを移動するステップは、医療用コネクタを医療用具の対応する雌端部
に係合する、または医療用コネクタを医療用具の対応する雌端部から係脱するステップを
含むことができる。
【００２６】
　前述の実施形態、ならびに閉鎖可能な雄ルアーを備えるその他のコネクタに関する別の
実施形態に関するその他の特徴および構成も本明細書に開示される。そのような実施形態
は一般に、対応する雌コネクタと連結したとき自動的に開くことができる、コネクタの雄
ルアーを通る流体の流れを可能にし、または阻止する手段を含む。そのような実施形態は
、雄ルアーコネクタの雌部分が雄ルアーコネクタまたは注射器などの他の構成要素の対応
する雄ルアー部分と結合できるようにする特徴および構成も含む。
【００２７】
　次に、以下の図を参照しつつ、いくつかの実施形態について詳しく説明する。これらの
図面は、例示の目的で提供されるに過ぎず、これらの実施形態は図に示された主題に限定
されない。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１Ａ】吊り下がる重力供給式のＩＶバッグから流体を受けるように構成された配管に
取り付けられた雄ルアーコネクタの実施形態の斜視図である。この図およびその他の図で
は、いくつかの詳細部を見やすくするために、コネクタおよび取り付けられた配管の相対
的な寸法はその他の対象部と比較して増加される。
【図１Ｂ】患者に挿入された配管に取り付けられた、雌コネクタの一例に連結された図１
Ａの雄ルアーコネクタの一実施形態を示す斜視図である。
【図２Ａ】図１Ａに示されているルアーコネクタの実施形態の外側の側面図である。
【図２Ｂ】閉鎖位置での図１Ａに示されているルアーコネクタの実施形態の断面図である
。
【図２Ｃ】開放位置での図１Ａに示されているルアーコネクタの実施形態の断面図である
。
【図２Ｄ】図２Ｂの曲線２Ｄ－２Ｄによって画成される、図２Ｃに示されているルアーコ
ネクタの実施形態の一部の拡大断面図である。
【図２Ｅ】閉鎖位置でのルアーコネクタの別の実施形態の断面図である。
【図２Ｆ】開放位置での図２Ｅに示されているルアーコネクタの実施形態の断面図である
。
【図２Ｇ】閉鎖位置でのルアーコネクタの別の実施形態の断面図である。
【図２Ｈ】開放位置での図２Ｇに示されているルアーコネクタの実施形態の断面図である
。
【図２Ｉ】閉鎖位置でのルアーコネクタの別の実施形態の断面図である。
【図２Ｊ】開放位置での図２Ｉに示されているルアーコネクタの実施形態の断面図である
。
【図３】密封部材の一実施形態の拡大斜視図である。
【図４Ａ】閉鎖位置でのルアーコネクタの別の実施形態の断面図である。
【図４Ｂ】開放位置での図４Ａに示されているルアーコネクタの実施形態の断面図である
。
【図４Ｃ】閉鎖位置でのルアーコネクタの別の実施形態の断面図である。
【図４Ｄ】開放位置での図４Ｃに示されているルアーコネクタの実施形態の断面図である
。
【図５Ａ】閉鎖位置でのルアーコネクタの別の実施形態の断面図である。
【図５Ｂ】開放位置での図５Ａに示されているルアーコネクタの実施形態の断面図である



(9) JP 2012-512726 A 2012.6.7

10

20

30

40

50

。
【図５Ｃ】閉鎖位置でのルアーコネクタの別の実施形態の断面図である。
【図５Ｄ】開放位置での図５Ｃに示されているルアーコネクタの実施形態の断面図である
。
【図６Ａ】閉鎖位置でのルアーコネクタの別の実施形態の断面図である。
【図６Ｂ】開放位置での図６Ａに示されているルアーコネクタの実施形態の断面図である
。
【図６Ｃ】閉鎖位置でのルアーコネクタの別の実施形態の断面図である。
【図６Ｄ】開放位置での図６Ｃに示されているルアーコネクタの実施形態の断面図である
。
【図７Ａ】ルアーコネクタの別の実施形態の側面図である。
【図７Ｂ】閉鎖位置での図７Ａに示されているルアーコネクタの実施形態の断面図である
。
【図７Ｃ】開放位置での図７Ａに示されているルアーコネクタの実施形態の断面図である
。
【図７Ｄ】閉鎖位置でのルアーコネクタの別の実施形態の断面図である。
【図７Ｅ】開放位置での図７Ｄに示されているルアーコネクタの実施形態の断面図である
。
【図７Ｆ】閉鎖位置でのルアーコネクタの別の実施形態の断面図である。
【図７Ｇ】開放位置での図７Ｆに示されているルアーコネクタの実施形態の断面図である
。
【図８Ａ】閉鎖位置でのルアーコネクタの別の実施形態の断面図である。
【図８Ｂ】開放位置での図８Ａに示されているルアーコネクタの実施形態の断面図である
。
【図８Ｃ】閉鎖位置でのルアーコネクタの別の実施形態の断面図である。
【図８Ｄ】開放位置での図８Ｃに示されているルアーコネクタの実施形態の断面図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　いくつかの実施形態では、雄ルアーは、雄ルアーが対応する雌ルアーを手動で開放され
、またはそれと係合された場合に流体の流れを可能にしながら、流体が雄ルアーから漏洩
し、またはそこに進入するのを防止かつ／または阻止するように機能する閉鎖機構を備え
る。本明細書では、「閉鎖された」または「密封された」などの用語は、流体の流れに対
する障害または障壁として理解すべきである。これらの用語は、すべての環境で完全な流
体閉鎖部を行う特定の構造または構成を必要とするように理解すべきではない。
【００３０】
　化学療法中に使用される薬物を含むいくつかの薬物は、いくつかの用途で患者に有害で
ある可能性がある。例えば、皮膚への露出は、場合によっては化学的火傷を生じるおそれ
がある。エアロゾル化された形のいくつかの薬物を吸入すると有害である可能性がある。
したがって、薬物の汚染を抑制することが強く望まれる。
【００３１】
　現在では、いくつかの有害な可能性のある薬物が密封されたバイアルで配給されている
。薬物は針を挿入し、薬物を注射器に引き込むことによりバイアルから取り出すことがで
きる。次いで、針をバイアルから引き出し、薬物を投与することができる。しかし、注射
器に引き込むために針を薬物に挿入すると、針は、針の外側に付いた薬物の残留物ととも
に引き出されうる。この薬物は、意図せずに皮膚と接触し、害を及ぼすおそれがある。あ
るいは、引き出し機構を有する、バイアルを貫通するバイアルアダプタが使用される場合
、薬物は機構によって引かれ、バイアルから機構を引き出す別のステップを行わずに、注
入のために注射器に直接的に通される。しかし、そのようなバイアルアダプタが使用され
ても、薬物の注入に使用される注射器の端部、バイアルが切り離された後の機構、または
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注射器が切り離されたのちの機構に潜在的な薬物がまだ残っている可能性がある。
【００３２】
　図１Ａは、吊り下がる重力供給式のＩＶバッグから流体を受けるように構成された配管
に取り付けられた、使用例における雄ルアーコネクタの実施形態の斜視図である。図１Ａ
では、閉鎖可能な雄ルアーコネクタ１０の実施形態が閉鎖位置で示される。ルアーコネク
タ１０は、ポールスタンド１１から吊り下がる流体で満たされた重力供給式ＩＶバッグ９
に取り付けることができる。バッグ９の底部には、配管１３の一区間を取り付けることが
できる。配管１３の反対側の端部は、ルアーコネクタ１０の第２の端部または遠位端１４
に連結できる。ルアーコネクタ１０の第１の端部または近位端１２の内側の閉鎖機構は、
ルアーコネクタ１０が閉鎖された構成を維持する限り、バッグ９内に収容された流体が配
管１３を通って流れ、ルアーコネクタ１０から漏出するのを防止することができる。
【００３３】
　図１Ａに示されているＩＶ送達システムは、患者と流体的に連通するように容易に準備
することができる。ほとんどの状況で、配管１３は、ＩＶバッグ９に最初に連結された場
合に空気で満たされている。配管１３のもう一方の端部が図１Ａに示されるように、閉鎖
されたコネクタに連結できる場合、空気は漏洩することができず、流体はＩＶバッグ９か
ら配管１３に入ることができない。いくつかの実施形態では、ルアーコネクタ１０は、す
べての空気がルアー１０を通って排出され、ＩＶバッグ９内の流体が配管１３およびコネ
クタ１０を満たすまで開放位置にあるように操作できる。この手順は、「プライミング」
として知られる。流体ラインおよびコネクタが適切にプライミングされた直後に、医療提
供者はルアーコネクタ１０を操作して、閉鎖位置にし、ルアーコネクタ１０を通る流体の
流れを停止することができる。
【００３４】
　図１Ｂは、患者に挿入された配管に取り付けられた、雌コネクタの一例に連結された図
１Ａの雄ルアーコネクタの一実施形態を示す斜視図である。次に、図１Ｂを参照すると、
カテーテル１７が患者の腕１５に挿入されている。カテーテル１７は腕１５の皮膚を貫通
し、患者の血流と流体的に連結されうる。カテーテル１７は、雌医療用コネクタ２１に取
り付けられた１本の医療配管１９にも連結されうる。図１Ｂに示された雌医療用コネクタ
２１の例は、カリフォルニア州サンクレメンテ所在のＩＣＵ　Ｍｅｄｉｃａｌ，　Ｉｎｃ
．社によって製造されたＣｌａｖｅ（登録商標）コネクタの一バージョンである。このタ
イプのコネクタの様々な実施形態が米国特許第５，６８５，８６６号に示され、説明され
、それは本明細書に参照によってその全体が援用される。本明細書に開示された多くの雄
ルアーの実施形態が、その他のタイプの雌コネクタとともに使用できることが企図される
。配管１９、カテーテル１７、および雌コネクタ２１が、標準的な手順を使用して流体に
よって予めプライミングされていた。ルアーコネクタ１０は、上述したようにプライミン
グされ、雌コネクタ２１と係合されうる。下記により詳細に説明されるように、雄コネク
タ１０および雌コネクタ２１が係合されたとき、流体がＩＶバッグ９から患者に流入する
ことができる。雄コネクタ１０および雌コネクタ２１が係脱された場合、流体がもう一度
雄コネクタ１０の第１の端部１２から流出するのを防止される。一般に、流体は雌コネク
タ２１の開口から流出するのも防止されうる。
【００３５】
図１Ａ～１Ｂに示された実施形態が、下記により詳細に説明されている。本明細書に開示
されたその他の実施形態のそれぞれは、例示された流体システムにおいて、およびその様
々な修正形態および変形形態において使用することができる。さらに、コネクタの様々な
実施形態が、広範なさらなる医療流体システムで使用できることが企図される。例えば、
開示されたコネクタは、血液、尿、またはインスリンなどの体液、ならびに化学療法で使
用される流体などのナリシングフルードおよび／または治療液を移送するために使用する
こともできる。開示されたコネクタは、流体移送システムの他の様々な構成要素を相互連
結するのにも使用できる。
【００３６】
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　次に、図２Ａ～２Ｃを参照すると、図１Ａ～１Ｂの閉鎖可能な雄ルアー１０の一実施形
態がより詳細に示されている。図２Ａは、ルアーコネクタ１０の外側の側面図である。図
２Ｂは、流体がルアーコネクタ１０を通って流れることが一般に阻止されるように閉鎖位
置にあるルアーコネクタ１０の断面図である。ルアーコネクタ１０が閉鎖位置にあるとき
に、流体はルアーコネクタ１０を通って流れることがバルブ部材２０によって著しく阻止
されうる。一般に、バルブ部材２０は、システム圧力下の流体がコネクタ２０を通って流
れるのを阻止するように構成されうる。図２Ｂは、開放位置にあるバルブ部材２０を示す
、ルアーコネクタ１０の実施形態の断面図である。開放位置では、バルブ部材２０は、ル
アーコネクタ１０を通る流体の流れを著しく阻止しないように配置されうる。
【００３７】
　図２Ａに例示されているように、組み立てられたルアーコネクタ１０のいくつかの実施
形態は、筐体２２、ルアーコネクタ１０の第２の端部１４の近くに配置されるポート２４
、ルアーコネクタ１０の第１の端部１２の近くに配置されるルアー先端２６、ルアー先端
２６の少なくとも一部を囲むシュラウド２８、筐体２２内に支持される隔壁３０、および
筐体２２内にも支持される上述のバルブ部材２０を備えることができる。いくつかの実施
形態では、隔壁３０は、一般的に流体不浸透性の適当な弾力性を持つ材料から形成され、
バルブ部材２０と別々に、または一体に形成されうる。隔壁３０は、一般的に内部空洞３
３を画成することができる。
【００３８】
　例示された実施形態では、バルブ部材２０は、コネクタ１０の第１の端部１２に向かっ
てバルブ基部３４から突き出る管３２を備え、１つまたは複数のバルブアームまたはスト
ラット３６もバルブ基部３４から突き出て、バルブ基部３４によって支持されうる。いく
つかの実施形態では、組み立てられた構成において、バルブストラット３６は、先端２６
の側部にそって先端２６に隣接するように配置することができる。ルアーコネクタ１０が
閉鎖位置にあるときに、バルブ管３２の少なくとも遠位部分３２ａの外表面は、流体がル
アー先端２６の遠位端２６ａ内に形成された開口部３８を通って流れることが一般的に阻
止されるようにルアー先端２６の少なくとも遠位部分２６ａの内表面に当接して密封閉鎖
されうる。
【００３９】
　一般に、ルアー先端２６は、様々な標準的医療用具と併用しやすくなるように医療用コ
ネクタのＡＮＳＩ規格に対応している。いくつかの実施形態では、ルアー先端２６の遠位
先端部分２６ａ内の開口部３８の直径は、約０．４ｍｍから約１．８ｍｍまで、約０．５
ｍｍから約１．５ｍｍまで、および約０．５から約１．０ｍｍまでの範囲内あるものとす
ることができる。列挙した範囲内または範囲外の他の直径も使用することができる。それ
に加えて、上で説明されているように、バルブ部材２０の第２の端部は、ルアー先端２６
の遠位端部２６ａの開口部３８内の空間を適宜占有するように寸法を決めることができる
。
【００４０】
　例示されている実施形態では、管３２は、ルアー先端２６内において軸方向に平行移動
するように摺動可能であるものとすることができる。さらに、バルブストラット３６は、
バルブ基部３４によって片持ち梁配置（cantilevered disposition）で支持され、筐体２
２の内壁４２を通して形成された開口部４０内を摺動するように構成されうる。内壁４２
を貫通する開口部４０の個数は、バルブ基部３４によって支持されるバルブストラット３
６の個数に等しいものとしてよい。バルブ管３２の外面とルアー先端２６の内面との間に
環状の密封部材４４を配置し、流体がチャンバ４６内に流れ込むのを阻止することができ
る。例示された実施形態では、チャンバ４６は、筐体２２の端壁２２ａ、筐体２２の側壁
２２ｂ（円筒形状とすることができる）、および筐体２２上に形成された内壁４２によっ
て一般的に閉じ込められる隔壁３０によって一般的に画成される内部空洞３３の外側の空
間である。
【００４１】
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　例示された実施形態では、隔壁３０は、筐体２２の端壁２２ａによって、筐体２２の側
壁２２ｂ（円筒形状とすることができる）によって側方で、およびバルブ部材２０によっ
て、ルアーコネクタ１０の第２の端部１４の近くに支持されうる。例示された実施形態で
は、隔壁３０は、流体が通過できる、一対の一般的に対向する開口部４８ａ、４８ｂを備
えることができる。隔壁３０内に形成された第１の開口部４８ａは、筐体２２の端壁２２
ａ上に形成された突起５０によって密封可能に支持されうる。隔壁３０内に形成された第
２の開口部４８ｂは、バルブ部材３４上に形成された突起５２によって密封可能に支持さ
れうる。第１および第２の開口部４８ａ、４８ｂは、流体がチャンバ４６内の中へ漏れる
のを一般的に阻止できるように突起５０、５２によって支持されうる。
【００４２】
　いくつかの実施形態では、隔壁３０は弾力性があり、図２Ｂに例示されているように、
膨張位置に向かって付勢され、これにより、バルブ部材２０に力をかけ、バルブ部材２０
を閉鎖位置に向かって付勢することができる。さらに、隔壁３０は、バルブ部材２０が（
図２ＢにおいてＶ１で表される）閉鎖位置にある場合の隔壁３０内の空洞３３の容積が、
バルブ部材２０が（図２ＣにおいてＶ２で表される）開放位置にある場合の隔壁３０内の
空洞３３の容積よりも小さいように構成できる。したがって、隔壁３０内の空洞３３の容
積は、バルブ部材２０が閉鎖位置から開放位置に移動すると減少し、バルブ部材２０が開
放位置から閉鎖位置に移動すると増大しうる。バルブ部材２０が閉鎖位置に移動するとと
もに隔壁３０内の空洞３３の容積を増大することにより、隔壁３０は、バルブ部材２０が
閉じている最中に開口部３８を通って流れるか、または開口部３８から滴り出る可能性の
ある流体もしくは医薬品の量を低減する吸引力を、そのような流体を隔壁３０に向かって
引き戻すことで発生させることができる。
【００４３】
　いくつかの実施形態では、バルブ２０、バルブ基部３４、バルブストラット３６、およ
び突起５２は、一体に形成することができる。いくつかの実施形態では、バルブ管３２、
バルブ基部３４、バルブストラット３６、および突起５２を含む、バルブ部材２０の特徴
のうちの任意の特徴を、個別に形成し、その後の製造ステップにおいて接着するか、また
は他の何らかの方法で接合して１つにすることができる。いくつかの実施形態では、端壁
２２ａは筐体２２の少なくとも側壁２２ｂと一体に形成できる。いくつかの実施形態では
、端壁２２ａは、少なくとも側壁２２ｂと比較して別々に形成され、その後の製造ステッ
プにおいて、好ましくはバルブ部材２０、隔壁３０、およびシールなどの他の構成要素が
筐体内に適切に配置された後に、筐体２２に接合されるか、または接着されうる。
【００４４】
　いくつかの実施形態では、筐体２２は、一般的に、コネクタ１０の第２の端部１４から
延出し、ルアーコネクタ１０の軸方向中心を通りうる通路５４を持つ管状構造とすること
ができる。その結果、いくつかの実施形態では、ルアーコネクタ１０が、図２Ｃに例示さ
れているように、開放状態または位置にある場合に、通路５４により、流体を第２の端部
１４から流してポート２４、隔壁３０、管３２に通し、ルアーコネクタ１０の第１の端部
１２に配置されているルアー先端２６内の開口部３８から外へ出すことができる。ルアー
コネクタ１０の第２の端部１４の近くで、ポート２４および対応する流体通路５４の区画
が、その中に挿入された標準的な直径の医療配管の区画を収容するようにサイズが決めら
れ、構成されうる。いくつかの実施形態では、ポート２４は、医療バルブのＡＮＳＩ規格
に対応する標準雄ルアーを受け入れるように構成される。
【００４５】
　いくつかの実施形態では、第２の端部１４からルアー先端２６の遠位端までの筐体２２
（または本明細書で説明されている任意の筐体）の長さは、約０．７５インチとすること
ができる。しかし、筐体２２は、他の多くのサイズをとりうる。いくつかの実施形態では
、第２の端部１４からルアー先端２６の遠位端までの筐体２２（または本明細書で説明さ
れている任意の筐体）の長さは、約０．５インチから約０．７５インチまでの範囲、また
は約０．７５インチから約１．０インチまでの範囲、または約１．０インチから約１．２
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５インチ以上までの範囲、またはこれらの範囲内の任意から、または任意の値までの範囲
とすることができる。したがって、筐体２２は、第２の端部１４からルアー先端２６の遠
位端まで約１．５０インチ以下とすることができ、これによりコネクタの重量および嵩を
最小にすることができる。しかし、筐体２２は、特定の用途に関して任意の適切な長さを
有することができる。
【００４６】
　シュラウド２８は、コネクタ１０を別の医療用具に取り外し可能な様式で確実に取り付
けるのを助ける内壁の雌ねじ５６を有することができる。その他の実施形態では、シュラ
ウド２８は、急速解除機構およびその他の手段を含む解除可能な連結を提供するための他
の構造または材料を含むことができる。例示されているように、筐体２２およびシュラウ
ド２８は、使用者が指でシュラウド２８および筐体２２をしっかりと把持し、捻るのを補
助するための複数の突起５８または他の好適な特徴を外表面に画成し、これにより、ルア
ーコネクタ１０を捻ったときに使用者が把持しているルアーコネクタ１０が滑るのを阻止
することができる。他の実施形態（図示せず）では、筐体２２またはシュラウド２８は、
その代わりに、またはそれに加えて、指がコネクタ１０から滑って離れるのを防止するの
を助けるためのさらなる支持材となる上方にテーパを付けられた側壁を有する、またはコ
ネクタ１０に関して指が滑るのを実質的に防止する他の特徴または材料を有する凹みを画
成することができる。突起５８は、使用者の指が、コネクタ１０の両側に配置された場合
に、使用中のコネクタ１０の向きに無関係に凹みに受けられやすくなるように、実質的に
筐体２０またはシュラウド２８の外表面全体の周りに延出するようにできる。
【００４７】
　図２Ａ～２Ｃを参照すると、先端２６がテーパ付きの外壁を有することができることが
わかる。先端２６の直径は、基部３４から先端２６の遠位端部分２６ａに向かって次第に
小さくなるものとしてよい。上で説明されているように、先端２６は、ルアー先端２６の
遠位端部分２６ａに配置された開口部３８を画成しうる。内壁４２であってもよい、ルア
ー先端２６の基部において、内部空洞６０（図２Ｂを参照のこと）は、ルアーコネクタ１
０の流体通路５４および開口部３８と連通し、これにより、ルアーコネクタ１０全体を通
る流体流路を形成することができる。いくつかの実施形態では、流体通路という用語は、
ルアーコネクタを通る流体流路全体を指すものとすることができる。本明細書で説明され
ているルアーコネクタのどれかに関して、ルアー先端およびエンドキャップ（つまり、雄
端部と雌端部）の寸法は、ＡＮＳＩ規格などの適用可能な規格に適合するか、および／ま
たは規定に準拠するようにすることができる。
【００４８】
　図２Ｄは、図２Ｂの曲線２Ｄ－２Ｄによって画成される、ルアーコネクタ１０の一部の
拡大断面図である。図２Ｄに示されているように、ルアー先端２６の内壁は、ルアー先端
２６によって囲まれた流体通路５４の軸に向かって径方向内側に延出する狭窄部分６２を
備え、これにより流体通路５４は狭窄部分６２に隣接する領域においてよりもルアー先端
２６の遠位端部分２６ａにおいてより狭くなる。例示されている実施形態では、狭窄部分
６２は、一般的に円筒形状の表面６２ａおよび一般的に傾斜している、またはテーパが付
いている表面６２ｂを画成することができる。いくつかの実施形態では、例示された実施
形態のように、狭窄部分６２は、管３２の遠位端部分３２ａ上の同様の傾斜またはテーパ
の付いている表面と一致するように構成されうる第２の傾斜またはテーパが付いている表
面６２ｃをさらに画成することができる。
【００４９】
　図２Ｄに例示されているように、いくつかの実施形態では、管３２の遠位端部分３２ａ
は、ルアー先端２６の狭窄部分６２のサイズおよび形状を補完し密封可能な閉鎖機構を画
成するようなサイズおよび構成をとりうる。閉鎖機構は、雄ルアー１０が雌コネクタと係
合しないときなどに、外部環境との流体的な連通から、閉鎖可能な雄ルアー１０を貫通し
て延出する流体通路を閉鎖するように適合されうる。特に、いくつかの実施形態では、管
３２の遠位端部３２ａは、一般的に円筒形状の傾斜を付けた表面６２ａを補完するサイズ
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および構成をとりうる。いくつかの実施形態では、管３２は、一般的に傾斜を付けた表面
６２ｂおよび狭窄部分６２の第２の傾斜を付けた表面６２ｃを補完するようにさらに構成
されうる。狭窄部分６２の内径は、管３２の遠位端部分３２ａがそれに対して当接する場
合に、コネクタ１０を通る流体の流れを一般的に遮断および／または阻止できるくらい狭
いものとすることができる。したがって、管３２の遠位端部分３２ａがルアー先端２６の
内面に当接するときに、雄ルアー１０の第１の端部１２に、または第１の端部１２の近く
に閉鎖部が形成されうる。さらに、管３２の遠位端部分３２ａは、管３２を形成するため
に使用されるのと異なる材料から作られるか、またはそのような材料によって覆うことが
できる。例えば、いくつかの実施形態では、遠位端部分３２ａは、管３２の遠位端部分３
２ａとルアー先端２６との間の密封特性をよくするように管３２を形成するために使用さ
れる材料と比較してより軟らかい、より可鍛性のある、または変形可能な材料で覆うこと
ができる。
【００５０】
　本明細書で説明されているルアーコネクタはどれも、上述の狭窄部分６２の特徴を備え
るように構成されうる。最後に、通路５４と流体的に連通することができる遠位部分内の
開口部６４は、製造しやすくするために、またはバルブ部材２０が開放位置にあるときに
流体をルアーコネクタ１０に通して最も効果的に導くのに適したサイズまたは形状のもの
とすることができる。例えば、穴５２は、（例えば一方の端部が狭く、もう一方の端部が
より広い）涙滴形によって形成でき、それによって製造の射出成形工程を促進することが
できる。さらに、いくつかの実施形態では、バルブ部材２０が流体経路なしに製作でき、
ルアーコネクタ１０の第１と第２の端部の間に流体を運ぶための手段としてではなく、バ
ルブ部材２０の周りに流れる流体用の遮断プランジャとして機能する。
【００５１】
　いくつかの実施形態では、筐体２２は半分にわけて形成することができ、これらのそれ
ぞれは限定はしないが、図２Ｂの平面状区画表面を画成する表面２２ｃなどの、平面状の
連結表面を画成する。この構成では、筐体２２の端部２２ａは、筐体の残り部分と比較し
て別のステップで形成され、その後、上述の一体となる２つの部分が接着されるか、また
は他の何らかの形で連結されて１つになった後に筐体に接着されるか、または他の何らか
の形で連結されうる。
【００５２】
　例示された実施形態の筐体２２、または本明細書で説明されている実施形態の筐体は、
多数の異なる材料または材料の組合せから製作できる。いくつかの実施形態では、筐体２
２、または本明細書で説明されている筐体はポリカーボネートまたはその他のポリマー材
料などの比較的剛性の材料から製作できる。この実施形態の筐体２２および／もしくはバ
ルブ部材２０、または本明細書で説明されている実施形態の筐体および／もしくはバルブ
部材、またはこの実施形態もしくは他の実施形態の構成要素は、Ｂａｙｅｒ　Ｍａｋｒｏ
ｌｏｎまたは任意の他の好適な材料などの医療グレードの疎水性の材料でも製作できる。
【００５３】
　いくつかの実施形態では、上述のように、隔壁３０は、隔壁３０が圧縮されて開放位置
にされ、元の閉鎖位置に弾力的に復帰できるような弾性材料を含むことができる。いくつ
かの実施形態では、隔壁３０は、少なくともルアーコネクタ１０を通る医薬品または流体
に応じて非ゴムシリコーンまたは他の好適な材料から形成されうる。さらに、いくつかの
実施形態では、隔壁３０は、流体が中に浸透してチャンバ４６内に入るのを一般的に阻止
するように一般的に流体不浸透性であるものとすることができる。バルブ部材２０または
本明細書で開示されているバルブ部材は、筐体２２と同様に、筐体２２を形成するために
使用される材料を含む、多数の異なる材料または異なる材料の組合せから製作することが
できる。そのような材料の例には、ポリカーボネートまたはその他のポリマー材料が含ま
れる。いくつかの用途では、例えば、半剛性またはより柔軟性のある材料が、バルブ部材
２０、より具体的には、管３２の遠位端部分３２ａに使用することに関して望ましいと思
われる。
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【００５４】
　バルブ部材２０の長さは、筐体２２の長さよりも短くてもよい。限定はしないがバルブ
部材２０を含む、本明細書で説明されているバルブアセンブリは、射出成形により製造す
ることができる。最後に、例示された実施形態のバルブ部材２０は、図２Ｂ～２Ｃに示さ
れるように構成されうるけれども、多くの他の構成も可能である。
【００５５】
　いくつかの実施形態では、図２Ａ～２Ｃに例示されている実施形態のように、１つまた
は複数の突起もしくは突起したタブ６６（限定はしないが、ねじ山など）をポート２４の
外面２４ａ上に形成することで、バルブ部材２０の第２の端部１４で医療用具（図示せず
）を取り外し可能に取り付ける作業がしやすくなる。したがって、いくつかの実施形態で
は、外面２４ａは、突起、突起したタブ、またはその上に形成された他の特徴を除き、円
筒形とすることができる。いくつかの実施形態では、ポート２４の内面２４ｂは、円錐状
とすることができ、これにより、内面２４ｂの直径はルアーコネクタ１０の第２の端部１
４に隣接する内面２４ｂの部分で最大となりうる。内面２４ｂの内側のテーパは、典型的
な雄ルアーのテーパと相補的になり、密接に嵌ることができる。そのような内側のテーパ
は、医療用注射器に関する規格などのＡＮＳＩ規格および／または規定に準拠することが
できる。
【００５６】
　同様に、ルアー先端２６の外面２６ｂも、医療用注射器に関する規格などのＡＮＳＩ規
格および／または規定に準拠するようにテーパを付けることができる。いくつかの実施形
態では、ルアー先端２６の内面２６ｃおよび管３２の外面３２ｂは、いずれもまっすぐな
ものとすることができるか、またはテーパを付けることもできる。ルアー先端２６の内面
２６ｃおよび管３２の外面３２ｂにテーパを付けることで、ルアー先端２６内の管３２の
間の内部空洞６０内に流れ込み、捕捉される流体の量を最小限度に抑えるのに役立つが、
それは、ルアー先端２６のテーパ付き内面２６ｃと管３２の外面３２ｂとの間の距離が閉
鎖位置に向かう管３２の移動とともに減少するからである。これらの構成では、管３２と
ルアー先端部２６との間の効果的な密封を、これらの間の間隙の距離が増大するとしても
行えるように密封部材４４を構成することができる。
【００５７】
　図２Ａ～２Ｄに示されているように、閉鎖可能なルアーコネクタ１０は、ルアーコネク
タ１０の第２の端部１４のところに雌の嵌め合い端部を、ルアーコネクタ１０の第１の端
部１２のところに雄のルアー嵌め合い端部を有することができる。図１Ｂの閉鎖可能な雌
コネクタ２１（上で参照されている）、ならびに同様の外部構造を有するその他の標準的
な雌コネクタが雌および雄の端部の両方も有することができる。多くの実施形態では、そ
のような雌コネクタは、シールまたはその他の流体バリアを利用して雌端部上の流体の流
れを阻止することができるが、典型的には雄端部上では流体の流れを阻止しない。本明細
書で例示され、本明細書で説明されている閉鎖可能な雄ルアーコネクタの多くの実施形態
では、雌端部に示されたシールまたはその他の流体バリアがない場合がある。しかし、本
明細書に開示された任意の閉鎖可能な雄ルアーコネクタの雌端部は、閉鎖可能な雌端部を
備えるように構成できる。例えば、雌コネクタ２１、または任意の他の標準的な雌コネク
タによる選択的な流体インピーダンスに関する構造は、両端での流体の流れを選択的に密
封または阻止するコネクタを提供するために、本明細書に開示された閉鎖可能な、任意の
雄ルアーコネクタの雌端部内に含めることができる。このタイプの閉鎖可能な雌および雄
の端部を備えるいくつかの実施形態では、参照によりその全体が本明細書に援用されてい
る、米国特許第５，６８５，８６６号、名称「Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｖａｌｖｅ　ａｎｄ　Ｍ
ｅｔｈｏｄ　ｏｆ　Ｕｓｅ」に示されるように、弾性密封要素が雌開口、またはその付近
に配置されることが有利である可能性がある。密封要素をこの様式で配置することにより
、拭い取り動作による消毒で使用する前に雌開口を洗浄し、密封要素、および／または密
封要素と密封要素に隣接するコネクタの筐体との間の領域の細片、細菌、殺菌剤、または
その他の不要な物質の有害な蓄積物を排除することが可能になる。
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【００５８】
　次に、図２Ｂおよび２Ｃを再び参照しつつ、密封部材４４についてさらに詳しく説明す
る。いくつかの実施形態では、密封部材４４は、図２Ｂおよび２Ｃに例示されているよう
に、環状の断面を画成することができる。それに加えて、いくつかの実施形態では、ルア
ーコネクタ１０は、代替的密封材料４４’が上述の環状の密封部材の代わりに使用できる
ように構成されうる。図３は、代替的密封部材４４’の拡大斜視図である。図３を参照す
ると、密封部材４４’は、実質的に円筒形であり、その中心を軸方向に通って延出するボ
ア６８を有することができることがわかる。いくつかの実施形態では、密封部材４４’は
、正反対の位置で円筒形の部分の側壁から延出する一対の全体的に矩形の突起７０をさら
に備えることができる。他の実施形態では、突起７０は、異なる形状および／または位置
を有することができ、所望の位置における密封部材４４’の位置決めおよび／または整列
を補助することができる。いくつかの実施形態では、密封部材４４’は、より大きな直径
のいずれかの端部にある２つのリング７４によって囲まれた、全体的により小さな直径の
中間部分７２を有することもできる。密封部材４４または４４’は、任意の数の異なる材
料から製作できる。いくつかの実施形態では、密封部材４４または４４’は、シリコーン
ベースの変形可能な材料から作製できる。シリコーンベースの変形可能な材料は、プラス
チックおよびその他の剛性のポリマー材料を有する流体密封の閉鎖部を形成できるものの
うちの１つである。
【００５９】
　したがって、図２Ｂに示されているように、筐体２２、バルブ部材２０、および密封部
材４４は、組み立てられた構成をとっており、閉鎖機構が管３２の遠位部分３２ａとルア
ー先端２６の内側との間に閉鎖係合を形成する。それに加えて、密封部材４４がバルブ部
材２０とルアー先端２６の内面２６ｃとの間で閉鎖係合の状態にある。この構成では、閉
鎖位置において、通路５４を取って流れる流体は、管３２の遠位部分３２ａに隣接する開
口部６４を通って流れることができるものとしてよい。この位置では、開口部６４は、内
部空洞６０と連通するが、外部の環境とは連通しえない。上で述べたように、管３２の外
面および２６の内面を、空洞６０が最小になるように構成すると都合がよい。
【００６０】
　図２Ｃは、流体がルアーコネクタ１０を通って流れることが一般に許されるように開放
位置にあるルアーコネクタ１０の断面図である。ルアーコネクタ１０を通る流体の流れは
、図２Ｃの矢印で表されている。筐体２２、バルブ部材２０、および密封部材４４は、組
み立てられた構成で例示されている。図示されているように、バルブ部材２０は、雌コネ
クタ７６を挿入することによって開放位置に移動されている。こうして、図２Ｃは、例示
している雌コネクタ７６を挿入することによってバルブ部材２０が開かれているルアーコ
ネクタ１０の一実施形態の断面を示している。次に、図２Ｃに示されている実施形態を参
照しつつ、例示している雌コネクタ７６の構造についてさらに詳しく説明する。雌コネク
タ７６は、流体通路８０が貫通する細長い本体７８を備えることができ、雌コネクタ７６
はその遠位端付近に先端８２を有することができる。いくつかの実施形態では、雌コネク
タ７６の先端８２は、その外表面に配置された径方向に延出する表面８４を有するものと
してよい。雌コネクタ７６は、雌コネクタ７６内に流体導管を有することができる。流体
導管は、本明細書に開示されたコネクタ１０と適合性のあるすべての雌コネクタに含まれ
、または必要とされるわけではない。雌コネクタ７６の近位の内表面８６にそって、流体
通路８０は、流体通路８０の直径が遠位の方向に減少するようにテーパを付けられること
ができる。
【００６１】
　図２Ｂに示されているように、また上で説明されているように、バルブ部材２０のスト
ラット３６は、筐体２２の内壁４２内の開口部４０を貫通して延出し、これにより、閉鎖
位置において、ストラット３６の端部は内壁４２を超えてコネクタ１０の第１の端部１２
に向かって延出する。これらのストラット３６は、雌コネクタ７６が前進して閉鎖可能な
雄ルアー１０と係合すると雌コネクタ７６の近位端８４に係合するように構成されうる。
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図２Ｃに示されているように、雄ルアー１０と雌コネクタ７６を係合するために、雌コネ
クタ７６の１つまたは複数の径方向に延出する表面８４を雄ルアー１０の雌ねじ５６にね
じ込むことができる。図２Ｃに示されるように、雌ルアーコネクタ７６の内表面８６のテ
ーパが先端２６の対応するテーパを付けられた外表面２６ｂに隣接して配置されるまで、
２つのルアー１０、７６を螺合させることができる。
【００６２】
　雄ルアーコネクタ１０および雌コネクタ７６は互いに移動して、螺合し、雌コネクタ７
６の先端の近位端８４がバルブ部材２０のストラット３６に接触することができる。雄ル
アーコネクタ１０および雌コネクタ７６は、さらに移動して螺合し、ストラット３６およ
びそれによってバルブ部材２０が、雌コネクタ７６によって雄コネクタ１０の第２の端部
の方へ移動することができる。こうして、遠位端部分３２ａは、雄ルアーコネクタ１０お
よび雌コネクタ７６がさらに移動して螺合すると先端２６の内側の遠位端部分２６ａから
雄コネクタ１０の第２の端部１４の方向に移動することができる。先端２６および管３２
がお互いから離れると、管３２とルアー先端２６との間に空間または間隙が形成され、こ
れにより、流体が開口部３８を通過して、雌コネクタ７６の流体通路８０内に入ることが
できるようになり、またその逆も可能である。
【００６３】
　雌コネクタ７６のいくつかの代替的実施形態とともに使用される場合、雌コネクタ７６
の筐体がストラット３６に接触し、それにより雄コネクタ１０が開く前に、雌コネクタ７
６の内側の流体導管が管３２の遠位端部分３２ａに接触しうる。いくつかの実施形態では
、雌コネクタ７６の先端の内表面８６が雄ルアー１０の先端２６の外表面と閉鎖係合を形
成するまで、閉鎖部はそのまま維持され、雄ルアー１０の通路５４内の流体が外部の環境
に露出することが抑止されうる。
【００６４】
　いくつかの実施形態では、バルブ部材２０が筐体２２に相対的に移動すると、弾性隔壁
３０は圧縮し、これにより隔壁３０はバルブ部材２０に付勢力をかけて閉鎖位置に動かす
か、または隔壁３０はバルブ部材２０にかけられた付勢力を増大するようにできる。隔壁
３０からの付勢力は、筐体２２の雌ねじ５６に接触している雌コネクタ７６の径方向に延
出する表面８４による抵抗を受けうる。しかし、雌コネクタ７６が雄ルアー１０から引き
出されると、隔壁３０は、バルブ部材２０の密封部分をルアー先端２６内の閉鎖位置に戻
すことができる。
【００６５】
　筐体２２とバルブ部材２０の間の相対的な移動にも関わらず、密封部材４４は、管３２
の外表面とルアー先端２６の内表面との間に流体バリアを維持することができる。いくつ
かの実施形態では、密封部材４４が一般的に矩形の突起７０を備える場合、密封部材４４
の位置は突起７０によって維持できる。いくつかの実施形態では、密封部材４４は、突起
７０の外表面をルアー先端２６の内表面に接着することによって配置できる。いくつかの
実施形態では、密封部材４４は、シール４４の外表面をルアー先端２６の内表面に、また
はバルブ管３２の外表面に接着することによって配置できる。密封部材４４の位置を固定
する他の好適な手段も使用することができる。
【００６６】
　図２Ｃに示されているように、開放構成において、雌コネクタ７６の流体通路８０は、
バルブ部材２０の通路５４と連通することができ、これにより、流体をいずれかの方向で
通路５４および雌コネクタ７６の流体通路８０に通して流すことができる。流体は、これ
により、ルアーコネクタ１０に取り付けることができる配管（図示せず）または他のコネ
クタもしくは導管から、筐体２２の通路５４内に流れ込み、１つまたは複数の開口部６４
を通ってルアー先端２６内の内部空洞６０に入り、ルアー先端２６内の内部空洞６０から
外に出てルアー先端２６の遠位端部分２６ａのところの開口部３８を通り、雌コネクタ７
６の流体通路８０内に入ることができ、またその逆も可能である。流体密封の閉鎖部は、
先端２６の外面の対応するテーパと、雌コネクタ７６の内表面８６の間に形成することも
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できる。
【００６７】
　上で説明されているように、バルブ部材２０が開くと、これにより隔壁３０が圧縮され
、隔壁３０の空洞３３内に収容することができる流体の量も、それに応じて減少しうる。
いくつかの実施形態では、隔壁３０が圧縮されている間（隔壁３０内の流体の量を減らし
うる）、隔壁３０内の流体は隔壁３０の圧縮によって圧力増大に曝されうる。雌コネクタ
７６が完全に連結されている状態で、隔壁３０内の空洞３３の容積は、Ｖ２まで減らせる
。Ｖ１は、Ｖ２よりも大きく、いくつかの実施形態では、Ｖ１とＶ２との容積の差は、一
般的に、雌ルアーから切り離された後に雄ルアーの外側に残ると予想される、滴りなどの
、残留流体の容積に対応するものとしてよい。
【００６８】
　逆に、いくつかの実施形態では、雌コネクタ７６がルアーコネクタ１０から取り外され
ると、バルブ部材２０は閉鎖位置に向けて戻すことができ、これにより、隔壁３０の空洞
３３内の容積が膨張して閉鎖位置の容積Ｖ１に戻る。隔壁３０の内部容積の膨張により、
隔壁３０内に発生する圧力もしくは吸引力が下がる可能性がある。このように圧力または
吸引力が低下することで、空洞３３によってルアー管２６内の通路６０内にある、または
管３２ａの端部の外面上にある流体の少なくとも一部が隔壁３０内に引き戻されうる。吸
引または引き戻しは、雌コネクタ７６が取り外されているときに流体が開口部３８から外
へ滴り出るのを阻止できるという点で有利である。いくつかの実施形態では、ルアーコネ
クタ１０は、雌コネクタ７６が取り外されているときに１つまたは複数の液滴が開口部３
８から外へ滴り出るのを実質的に阻止することなどによって、有害な、または腐食性のあ
る流体もしくは医薬品の流れを制御するために使用できる。
【００６９】
　次に、図２Ｅ～２Ｆを参照しつつ、閉鎖可能なルアーコネクタ１０’の他の実施形態に
ついて説明する。いくつかの実施形態では、ルアーコネクタ１０’は、本明細書で開示さ
れている他のルアーコネクタのうちのどれかのルアーコネクタの構成要素、特徴、材料、
サイズ、幾何学的形状、詳細、または構成のうちのどれかを含むことができる。図２Ｅは
、閉鎖位置でのルアーコネクタ１０’の断面図である。上述のように、ルアーコネクタ１
０’のバルブ部材２０’が閉鎖位置にあるときに、流体はルアーコネクタ１０’を通って
流れることが一般的に阻止される。図２Ｆは、ルアーコネクタ１０’の長手方向中心を通
る線にそって切り取ったルアーコネクタ１０’の実施形態の断面図であり、雌コネクタ７
６がルアーコネクタ１０’と係合することによりバルブ部材２０’が開放位置にあること
を示している。ルアーコネクタ１０’を通る流体の流れは、図２Ｆの矢印で表されている
。上述のように、ルアーコネクタ１０’のバルブ部材２０’が開放位置にあるときに、流
体はルアーコネクタ１０’を通って流れることが一般的に許されうる。
【００７０】
いくつかの実施形態では、ルアーコネクタ１０’は、上述のルアーコネクタ１０と同じで
あるか、または類似のものであるが、ただし、以下に示す、および／または以下で説明す
るいくつかの相違点がある。したがって、いくつかの実施形態では、ルアーコネクタ１０
’は、上述のルアーコネクタ１０と比較して同じか、または類似の様式で動作しうる。例
示された実施形態では、バルブ部材２０’は、コネクタ１０’の第１の端部１２’に向か
ってバルブ基部３４’から突き出る管３２’、およびバルブストラット３６’に加えられ
る軸力が一般的にバルブ基部３４’に一般的に直接伝えられるようにバルブ基部３４’に
よって支持される１つまたは複数のアームもしくはストラット３６’を備えることができ
る。図２Ｅに示されているように、また上で説明されているように、バルブ部材２０’の
ストラット３６’は、筐体２２’の内壁４２’内の開口部４０’を貫通して延出し、これ
により、閉鎖位置において、ストラット３６の端部は内壁４２を超えてコネクタ１０’の
第１の端部１２’に向かって延出しうる。例示された実施形態では、環状シール４５’に
よって、バルブストラット３６’が通過する開口部４０’のそれぞれが密封されうる。
【００７１】
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　これらのストラット３６’は、雌コネクタ７６が前進して閉鎖可能な雄ルアー１０’と
係合すると雌コネクタ７６の近位端８４に係合するように構成されうる。図２Ｆに示され
ているように、雄ルアー１０’と雌コネクタ７６を係合するために、雌コネクタ７６の１
つまたは複数の径方向に延出する表面８４を雄ルアー１０’の内側ねじ５６’にねじ込む
ことができる。組み立てられた構成では、バルブストラット３６’は、先端２６’に隣接
するように配置することができる。例示された実施形態では、管３２’、バルブ基部３４
’、およびバルブストラット３６’は、一体部材となるように一体に形成されうる。しか
し、いくつかの実施形態では、管３２’、バルブ基部３４’、およびバルブストラット３
６’は、別々に形成され、接着剤による貼り合わせ、融合、接着、または他の何らかの方
法による取り付けで一体にし、図２Ｅおよび２Ｆに例示されているバルブ部材２０’を形
成することができる。上述のバルブストラットと同様に、バルブストラット３６’は、適
当な剛性を有し、図２Ｆに例示されているように、雌コネクタ７６がルアーコネクタ１０
’に螺合するとストラット３６’が隔壁部材３０’に向かって軸方向に押し下げられ、こ
れにより隔壁３０’がルアーコネクタ１０’の第２の端部１４’に向かってたわむように
構成されうる。
【００７２】
　いくつかの実施形態では、例示された実施形態と同様に、一対の一般的に平面状の表面
を画成し、外円周とその中心を通る開口部を有するように隔壁３０’を形成することがで
きる。例示された実施形態では、隔壁３０’の外側部分３０ａ’（一般的に球状とするこ
とができる）は、筐体２２’の側壁２２ｂ’の内面に密封可能に固定することができる。
いくつかの実施形態では、例示された実施形態の場合のように、筐体２２’は、隔壁３０
’がその所望の位置から移動するのを阻止するように隔壁３０’の外側部分３０ａ’を支
持するか、または固定する環状の凹みを画成することができる。同様に、例示された実施
形態では、隔壁３０’の内側部分３０ｂ’は、バルブ基部３４’の後部３４ａ’の外面に
密封可能に固定することができる。いくつかの実施形態では、例示された実施形態の場合
のように、バルブ基部３４’の後部３４ａ’は、隔壁３０’の内側部分３４ｂ’を支持す
るか、または固定して隔壁３０’がその所望の位置から移動するのを阻止するように構成
された環状の凹みを画成することができる。
【００７３】
　いくつかの実施形態では、例示された実施形態の場合のように、隔壁３０’は、弾力性
を有し、図２Ｅに例示されているように、弛緩した平面形状に向かって付勢されうる。隔
壁３０’は、バルブ部材２０’に力を加えてバルブ部材２０’を閉鎖位置に向かって付勢
するように配置することができる。特に、例示された実施形態では、隔壁３０’は、ルア
ー先端２６’の内面に当接して密封可能に閉鎖するように管部材３２’を付勢することが
できる。いくつかの実施形態では、隔壁３０’は、バルブ部材２０’が閉鎖位置にあると
きに隔壁３０’がその弛緩状態から部分的にたわみ、隔壁３０’がバルブ部材２０’にか
ける付勢力を強めるようにルアーコネクタ１０’内に配置することができる。
【００７４】
　図２Ｅおよび２Ｆに示されているように、コネクタ２０’の内側部分は、２つの部分、
つまり、内部空洞３３’とチャンバ４６’とに分割することができる。隔壁３０’は、バ
ルブ部材２０’が閉鎖位置にあるときの空洞３３’内の容積（例えば、図２ＥにおいてＶ
１によって表されている）がバルブ部材２０’が開放位置にあるときの空洞３３’内の容
積（図２ＦにおいてＶ２によって表されている）より小さくなるように構成されうる。こ
の構成では、空洞３３’内の容積は、バルブ部材２０’が開放位置から閉鎖位置に移動し
たときに増大し、これにより、バルブ部材２０’が閉じるときに開口部３８’を通って流
れるか、またはその開口部３８’から滴り出る可能性のある流体または医薬品の量を低減
できる吸引力が、そのような流体を空洞３３’内に引き戻すことで生じる。
【００７５】
　説明されているように、いくつかの実施形態では、バルブ部材２０’は、バルブストラ
ット３６’を管３２’またはバルブ基部３４’のいずれかに直接取り付けてバルブストラ
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ット３６’に加えられる軸力が管３２’またはバルブ基部３４’にも一般的に加えられる
ように構成されうる。
【００７６】
　しかし、他の実施形態では、図２Ｇおよび２Ｈに例示されているルアーコネクタ１０’
’の実施形態の場合のように、管３２’’およびバルブ基部３４’’は一体に形成するこ
とができるが、ストラット３６’’は別々に形成され、管３２’’およびバルブ基部３４
’’に相対的に独立して移動可能である。図２Ｇおよび２Ｈに例示されている実施形態で
は、ストラット３６’’は、上述のように雌コネクタ７６がシュラウド２８’’内に挿入
されたことからストラット３６’’が変位したときにそれぞれ軸力を隔壁３０’’の少な
くとも一部に加えることができ、これにより隔壁３０’’がたわむ。この構成において、
隔壁３０’’がたわむとともに、バルブ部材２０’’は、隔壁３０’’をバルブ基部３４
’’に固定することができるため、開放位置に向かって移動することができる。
【００７７】
　次に、図２Ｉ～２Ｊを参照しつつ、閉鎖可能なルアーコネクタ１０’’’のいくつかの
実施形態について説明する。いくつかの実施形態では、ルアーコネクタ１０’’’は、本
明細書で開示されている他のルアーコネクタのうちのどれかのルアーコネクタの構成要素
、特徴、材料、サイズ、幾何学的形状、詳細、または構成のうちのどれかを含むことがで
きる。図２Ｉは、閉鎖位置でのルアーコネクタ１０’’’の断面図である。上述のように
、ルアーコネクタ１０’’’のバルブ部材２０’’’が閉鎖位置にあるときに、流体はル
アーコネクタ１０’’’を通って流れることが一般的に阻止される。図２Ｊは、雌コネク
タ７６がルアーコネクタと係合することにより開放位置にあるルアーコネクタ１０’’’
の実施形態の断面図である。ルアーコネクタ１０’’’を通る流体の流れは、図２Ｊの矢
印で表されている。上述のように、ルアーコネクタ１０’’’のバルブ部材２０’’’が
開放位置にあるときに、流体はルアーコネクタ１０’’’を通って流れることが一般的に
許されうる。
【００７８】
　いくつかの実施形態では、ルアーコネクタ１０’’’は、上述のルアーコネクタ１０と
同じであるか、または類似のものであるが、ただし、以下に示す、および／または以下で
説明するいくつかのバージョンにいくつかの相違点がある。したがって、いくつかの実施
形態では、ルアーコネクタ１０’’’は、上述のルアーコネクタ１０と比較して同じか、
または類似の様式で動作しうる。バルブ部材２０’は、１つまたは複数のバルブアームま
たはストラット３６’’’（そのうちの２つが図示されている）を備えることができ、そ
れぞれが筐体２２’’’の内壁４２’内の開口部４０’’’を貫通し、コネクタ１０’’
’の第１の端部１２’’’に向かって延出することができる。例示された実施形態では、
２つまたはそれ以上の環状シール４５’’’が開口部４０’’’を密封することができる
。これらのストラット３６’’’は、雌コネクタ７６が前進して閉鎖可能な雄ルアー１０
’’’と係合すると雌コネクタ７６の近位端８４に係合するように構成されうる。図２Ｊ
に示されているように、雄ルアー１０’’’と雌コネクタ７６を係合するために、雌コネ
クタ７６の１つまたは複数の径方向に延出する表面８４をルアーコネクタ１０’’’の雌
ねじ５６’’’にねじ込むことができる。
【００７９】
　ルアーコネクタ１０’’’は、いくつかの実施形態において一般的に円形の周を持つ平
面状とすることができる弾性隔壁３０’’’を備えることもできる。いくつかの実施形態
では、例示された実施形態の場合のように、隔壁３０’’’の外周部分は筐体２２’’’
によって支持されうるが、隔壁３０’’’の真ん中部分は、一般的に未支持にすることが
できる。いくつかの実施形態では、隔壁３０’’’は、バルブ部材２０’’’が閉鎖位置
にあるときに隔壁３０’’’の真ん中部分がルアー先端２６’’’の後部または後側部分
２６ｂ’’’と密封可能に接触するように筐体２２’’’内に配置することができる。図
２Ｉおよび２Ｊを参照すると、隔壁３０’’’は、特にバルブ部材２０’’’が開放位置
にあるときに、流体を通路５４’’’に通して流し、隔壁３０’’’に通して流すことが
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できる、その隔壁を貫通する２つまたはそれ以上の開口部３１’’’を備えることができ
ることがわかる。いくつかの実施形態では、開口部３１’’’は、隔壁３０’’’がルア
ー先端２６’’’の後部２６ｂ’’’と接触する位置から径方向外向きとすることができ
る位置で隔壁３０’’’上に配置されうる。この実施形態では、ルアー先端２６’’’は
、ルアーコネクタ１０’’’が開放位置から閉鎖位置に変えられたときでも、筐体２２’
’’に関して静止しているものとすることができる。したがって、この構成では、バルブ
部材２０’’’が閉鎖位置にある場合、隔壁３０’’’とルアー先端２６’’’の後部２
６ｂ’’’との間に形成されるシールによって隔壁３０’’’内の開口部３１’’’を通
って流れる流体が内部空洞３３’’’からルアー先端２６’’’の内側部分に流れ込むの
を阻止することができる。
【００８０】
　バルブストラット３６’’’は、適当な剛性を有し、図２Ｊに例示されているように、
雌コネクタ７６がルアーコネクタ１０’’’に螺合するとストラット３６’’’が隔壁３
０’’’に向かって軸方向に変位し、これにより隔壁３０’’’がルアーコネクタ１０’
’’の第２の端部１４’’’に向かってたわむように構成されうる。隔壁３０’’’が、
ストラット３６’’’によって変位された場合、通路５４’’’および開口部３１’’’
を通過する流体は、次いで、弾性材料３０’’’とルアー先端２６’’’の後部２６ｂ’
’’との間を流れ、開口部３８’’’を通って外に出ることができる。
【００８１】
　いくつかの実施形態では、例示された実施形態の場合のように、隔壁３０’’’は、弾
力性を有し、図２Ｉに例示されているように、平面形状に向かって付勢され、これにより
、バルブストラット３６’’’を閉鎖位置に付勢し、ルアー先端２６’’’の後部２６ｂ
’’’に当接して隔壁３０’’’を密封するのに十分な力をルアー先端２６’’’の後部
２６ｂ’’’に加えることができる。いくつかの実施形態では、隔壁３０’’’は、バル
ブ部材２０’’’が閉鎖位置にあるときに隔壁３０’’’がその弛緩状態から部分的にた
わみ、隔壁３０’’’がバルブストラット３６’’’およびルアー先端２６’’’の後部
２６ｂ’’’にかけるスプリング力を強めるようにルアーコネクタ１０’’’内に配置す
ることができる。
【００８２】
　次に、図４Ａ～４Ｂを参照しつつ、閉鎖可能なルアーコネクタ１１０のいくつかの実施
形態について説明する。いくつかの実施形態では、ルアーコネクタ１１０は、本明細書で
開示されている他のルアーコネクタのうちのどれかのルアーコネクタの構成要素、特徴、
材料、サイズ、幾何学的形状、詳細、または構成のうちのどれかを含むことができる。図
４Ａは、閉鎖位置でのルアーコネクタ１１０の断面図である。上述のように、ルアーコネ
クタ１１０のバルブ部材１２０が閉鎖位置にあるときに、流体はルアーコネクタ１１０を
通って流れることが一般的に阻止される。図４Ｂは、雌コネクタ７６がルアーコネクタと
係合することにより開放位置にあるルアーコネクタ１１０の実施形態の断面図である。ル
アーコネクタ１１０を通る流体の流れは、図４Ｂの矢印で表されている。上述のように、
ルアーコネクタ１１０のバルブ部材１２０が開放位置にあるときに、流体はルアーコネク
タ１１０を通って流れることが一般的に許されうる。本明細書で説明されているルアーコ
ネクタの実施形態と同様に、バルブ部材によって筐体内に形成される１つまたは複数のシ
ールは、通常動作条件の下で流体流に対し一般的に十分に耐えられる。
【００８３】
　図４Ａに例示されているように、組み立てられたルアーコネクタ１１０のいくつかの実
施形態は、筐体１２２、ルアーコネクタ１１０の第２の端部１１４の近くに配置されるポ
ート１２４、ルアーコネクタ１１０の第１の端部１１２の近くに配置されるルアー先端１
２６、ルアー先端１２６の少なくとも一部を囲むシュラウド１２８、ブラダー部材１３０
、および上述のバルブ部材１２０を備えることができる。ブラダー部材１３０は、一般的
に流体不浸透性の、好適な弾性材料から形成され、内部空洞１３３を画成することができ
る。いくつかの実施形態では、ブラダー部材１３０は、コネクタ１１０が閉鎖位置にある
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ときにコネクタ１１０の長軸にそって切り取ったブラダー部材１３０の断面が実質的に卵
形であり、ブラダー部材１３０の長軸がコネクタ１１０の長軸に対して実質的に垂直にな
るような卵形とすることができる。いくつかの実施形態では、ブラダー部材１３０の壁部
分は、実質的に卵形の内部空洞を形成するためにコネクタの長軸に対して凹形になってい
る。いくつかの実施形態では、空洞は、実質的に円形である。コネクタ１１０の第１の端
部１１２に向かって管１３２のリバウンドバイアス（rebound bias）を高めるか、または
調節するために他の壁形状も組み込むことができる。
【００８４】
　例示されているように、ブラダー部材１３０およびバルブ部材１２０は、筐体１２２内
に配設されうる。バルブ部材１２０は、ルアー先端１２６の内面内に配置された管１３２
および１つまたは複数のバルブストラット１３６（２つが図示されている）を備えること
ができ、これらはブラダー部材１３０と係合することで連通しているものとしてよい。い
くつかの実施形態では、組み立てられた構成において、バルブストラット１３６は、先端
１２６の側部にそって先端１２６に隣接するように配置することができる。いくつかの実
施形態では、バルブストラット１３６のそれぞれは、ルアーコネクタ１１０の第２の端部
１１４に最も近い位置にあるバルブストラット１３６の端部で平面状基部１３６ａを画成
することができる。
【００８５】
　いくつかの実施形態では、バルブ部材１２０は、ただ１つのバルブストラット１３６、
または２つ、３つ、もしくはそれ以上のバルブストラット１３６を備えることができる。
ルアーコネクタ１１０が閉鎖位置にあるときに、バルブ管１３２の少なくとも遠位部分１
３２ａの外表面は、流体がルアー先端１２６の遠位端１２６ａ内に形成された開口部１３
８を通って流れることが一般的に阻止されるようにルアー先端１２６の遠位部分１２６ａ
の内表面に当接して密封閉鎖されうる。いくつかの実施形態では、バルブストラット１３
６のそれぞれの基部１３６ａは、管１３２の周りに環状のリングを形成するように相互接
続することができる。したがって、いくつかの実施形態では、バルブストラット１３６の
それぞれは、基部１３６ａによって相互接続されうる。しかし、いくつかの実施形態では
、バルブストラット１３６のそれぞれは、ブラダー部材１３０に関して、また筐体１２０
内で支持されうる他のバルブストラット１３６がもしあればそれに関して、独立して平行
移動するように独立したものとすることができる。したがって、いくつかの実施形態では
、バルブストラット１３６がそれぞれ独立して移動可能である場合、基部１３６ａは、他
のバルブストラット１３６の基部１３６ａから切り離すことができる。いくつかの実施形
態では、バルブストラット１３６がそれぞれ独立して移動可能である場合、基部１３６ａ
は、円形、正方形、三角形、卵形、アーチ形、または他の好適な形状を画成することがで
きる。
【００８６】
　上述のように、例示された実施形態では、管１３２は、ルアー先端１２６内において軸
方向に平行移動するように摺動可能に支持されうる。さらに、バルブストラット１３６は
、筐体１２２の内壁１４２を通して形成された開口部１４０内を摺動するように構成され
うる。内壁１４２を貫通する開口部１４０の個数は、筐体１２２内に支持されうるバルブ
ストラット１３６の個数に等しいものとしてよい。バルブ管１３２の外面とルアー先端１
２６の内面との間に環状の密封部材１４４を配置し、通常使用時に流体がチャンバ１４６
内に流れ込むのを阻止することができる。例示された実施形態では、チャンバ１４６は、
筐体１２２の端壁１２２ａ、筐体１２２の側壁１２２ｂ（円筒形状とすることができる）
、および筐体１２２上に形成された内壁１４２によって一般的に閉じ込められる空間であ
る。チャンバ１４６は、一般的にブラダー部材１３０の周りに延出し、一般的にコネクタ
１１０を通って流れる流体から絶縁される。密封部材１４４は、本明細書で説明されてい
る任意の他のシールの構成の材料、幾何学的形状、サイズ、または他の詳細のどれかを含
むことができる。いくつかの実施形態では、密封部材１４４は、バルブ管１３２と同じ材
料から形成することができ、またバルブ管１３２と一体に形成することができる。いくつ
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かの実施形態では、密封部材１４４は、バルブ管１３２と比較して異なる材料から形成す
ることができる。いくつかの実施形態では、密封材料１４４は、バルブ管１３２と別に形
成し、バルブ管１３２またはルアー先端１２６の内面のいずれかの所望の軸方向位置に配
置することができる。したがって、いくつかの実施形態では、ルアー先端１２６またはバ
ルブ管１３２のいずれかの内面は、密封部材１４４を所望の位置に固定するためのチャネ
ルまたは凹みなどの特徴を備えることができる。いくつかの実施形態では、端壁１２２ａ
は筐体１２２の少なくとも側壁１２２ｂと一体に形成できる。いくつかの実施形態では、
端壁１２２ａは少なくとも側壁１２２ｂと比較して別々に形成され、その後の製造ステッ
プでそれに接着されるか、または取り付けられうる。
【００８７】
　例示された実施形態では、ブラダー部材１３０は、突起１２３（環状とすることができ
る）によって一端で、筐体１２２の側壁１２２ｂ（円筒形状とすることができる）によっ
て側方で、およびバルブストラット１３６の基部１３６ａによって他端で支持されうる。
いくつかの実施形態では、他の構成要素と同様に、筐体から突起１２３を省き、ブラダー
部材が突起１２３の代わりに筐体１２２の端部１２２ａによって支持されるようにできる
。例示された実施形態では、突起１２３は、ブラダー部材１３０の容積を増大することな
く筐体１２２の長さを効果的に増やせるように形成することができる。筐体１２２の長さ
を増やし、使用者または開業医のためにより長い把持表面を形成することが望ましいと思
われる。したがって、筐体１２２が突起１２３を含まない、またはより短い突起１２３を
含む上述の実施形態などのいくつかの実施形態では、筐体１２２の長さは、図４Ａに例示
されている長さよりも短くてもよい。いくつかの実施形態では、突起１２３と側壁１２２
ｂとの径方向厚さの比は、約２対１から約１０対１までの範囲とすることができる。いく
つかの実施形態では、この比は約７対１である。
【００８８】
　例示された実施形態では、ブラダー部材１３０は、流体が通過できる、一対の対向する
開口部１４８ａ、１４８ｂを備えることができる。いくつかの実施形態では、ブラダー部
材１３０は弾力性があり、図４Ａに例示されているように、膨張位置に向かって付勢され
、これにより、バルブ部材１２０に力をかけ、バルブ部材１２０を閉鎖位置に向かって付
勢することができる。特に、例示された実施形態では、ブラダー部材１３０は、ルアー先
端１２６の内面に当接して密封可能に閉鎖するように管部材１３２を付勢することができ
る。さらに、ブラダー部材１３０は、バルブ部材１２０が（図４ＡにおいてＶ１で表され
る）閉鎖位置にある場合のブラダー部材１３０の内部空洞１３３内の容積が、バルブ部材
１２０が（図４ＢにおいてＶ２で表される）開放位置にある場合のブラダー部材１３０内
の空洞１３３の容積よりも大きいように構成できる。したがって、ブラダー部材１３０内
の空洞１３３の容積は、バルブ部材１２０が閉鎖位置から開放位置に移動すると減少し、
バルブ部材１２０が開放位置から閉鎖位置に移動すると増大しうる。バルブ部材１２０が
閉鎖位置に移動するとともにブラダー部材１３０内の空洞１３３の容積を増大することに
より、ブラダー部材１３０は、バルブ部材１２０が閉じている最中に開口部１３８を通っ
て流れるか、または開口部１３８から滴り出る可能性のある流体もしくは医薬品の量を低
減できる吸引力を、そのような流体をブラダー部材１３０に向かって引き戻すことで発生
させることができる。
【００８９】
　例示された実施形態では、ルアーコネクタ１１０は、ルアーコネクタ１１０の第２の端
部１１４のところのポート１２４の内面内に配置された管１５０を備えることができる。
例示された実施形態では、管１５０は、ブラダー部材１３０およびルアーコネクタ１１０
の第１の端部１１２のところの管１３２と一体に形成されうる。それに加えて、ルアーコ
ネクタ１１０は、流体もしくは医薬品がポート１２４からチャンバ１４６内に進入するの
を阻止するように構成された密封部材１５２（環状のものとしてよい）を備えることがで
きる。密封部材１５２は、本明細書で説明されている任意の他のシールの構成の材料、幾
何学的形状、サイズ、または他の詳細のどれかを含むことができる。いくつかの実施形態



(24) JP 2012-512726 A 2012.6.7

10

20

30

40

50

では、密封部材１５２は、管１５０の外面とポート１２４の内面との間に配置され、これ
により、管１５０とポート１２４との間に一般的に流体密封のシールを形成することがで
きる。いくつかの実施形態では、密封部材１５２は、管１５０と同じ材料から形成するこ
とができ、また管１５０と一体に形成することができる。いくつかの実施形態では、密封
材料１５２は、管１５０と別に形成し、管１５０またはポート１２４の内面のいずれかの
所望の軸方向位置に配置することができる。したがって、いくつかの実施形態では、ポー
ト１２４または管１５０のいずれかの内面は、密封部材１５２を所望の位置に固定される
よう付勢するためのチャネルまたは凹みなどの特徴を備えることができる。
【００９０】
　いくつかの実施形態では、例示された実施形態の場合のように、ブラダー部材１３０、
管１３２、密封部材１４４、および密封部材１５２中の管１５０はすべて、同じ材料から
一体に形成することができる。しかし、いくつかの実施形態では、これらの構成要素はど
れも、別々に形成され、上で説明されているような所望の位置で、または他の好適な様式
で、支持されうる。筐体１２２は、一般的に、ルアーコネクタ１１０の軸方向中心を通っ
てコネクタ１１０の第２の端部１１４から延出しうる通路１５４を持つ管状構造とするこ
とができる。いくつかの実施形態では、ルアーコネクタ１１０が、図４Ｂに例示されてい
るように、開放構成である場合に、通路１５４により、流体を第２の端部１１４から流し
てポート１２４、管１５０、ブラダー部材１３０、管１３２に通し、ルアーコネクタ１１
０の第１の端部１１２に配置されているルアー先端１２６内の開口部１３８から外へ出す
ことができる。図４Ａおよび４Ｂを参照すると、ルアーコネクタ１１０の第２の端部１１
４の近くで、ポート１２４および対応する流体通路１５４の区画が、その中に挿入された
標準的な直径の医療配管の区画を収容できる十分な広さを有するものとしてよいことがわ
かる。筐体１２２（または本明細書で説明されている任意の筐体）の長さ、直径、または
他の特徴は、本明細書で説明されている他の筐体と同じであるものとしてよい。コネクタ
の他の実施形態と同様に、ポート１２４は、ＡＮＳＩ規格などの適用可能な規格および／
または規定に準拠するように成すことができる。
【００９１】
　それに加えて、シュラウド１２８は、上述のように、または望むとおりに、ルアーコネ
クタ１１０を他の医療用具にしっかりと、または取り外し可能に取り付けるようなサイズ
および構成とすることができる。さらに、筐体１２２、先端１２６、ブラダー部材１３０
、またはルアーコネクタ１１０の他の構成要素もしくは特徴は、本明細書で開示されてい
る他の任意の先端部材に関して説明されている材料、形状、特徴、サイズ、または他の構
成もしくは詳細のうちのどれかを含むものとしてよい。他の実施形態と同様に、ルアー先
端１２６は、ＡＮＳＩ規格などの適用可能な規格および／または規定に準拠するようにな
すことができる。
【００９２】
　図４Ｂを参照すると、雄ルアーコネクタ１１０および雌コネクタ７６は互いに向かって
移動して、螺合し、雌コネクタ７６の先端の近位端８４がバルブ部材１２０のストラット
１３６に接触することがわかる。雄ルアーコネクタ１１０および雌コネクタ７６が、さら
に移動して螺合すると、ストラット１３６は雌コネクタ７６によって雄コネクタ１１０の
第２の端部１１４の方へ移動することができ、これにより、バルブ部材１２０が筐体１２
２に対して相対的に変位する。こうして、管１３２の遠位端部分１３２ａは、雄ルアーコ
ネクタ１１０および雌コネクタ７６がさらに移動して螺合すると先端１２６の内側の遠位
端部分１２６ａから雄コネクタ１１０の第２の端部１１４の方向に移動することができる
。これら２つの表面がお互いから離れると、管１３２とルアー先端１２６との間に間隙が
形成され、これにより、流体が開口部１３８を通過して、雌コネクタ７６の流体通路８０
内に入ることができるようになり、またその逆も可能である。
【００９３】
　いくつかの実施形態では、バルブ部材１２０が筐体１２２に相対的に移動すると、ブラ
ダー部材１３０は圧縮し、これによりブラダー部材１３０はバルブ部材１２０に力をかけ
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てバルブ部材１２０を閉鎖位置の方へ付勢する。ブラダー部材１３０からの付勢力は、筐
体１２２の雌ねじ１５６に接触している雌コネクタ７６の径方向に延出する表面７８によ
る抵抗を受けうる。しかし、雌コネクタ７６が雄ルアー１１０から引き出されると、ブラ
ダー部材１３０は、バルブ部材１２０の密封部分をルアー先端１２６内の閉鎖位置に戻す
ことができる。
【００９４】
　図４Ｂに示されているように、開放構成において、雌コネクタ７６の流体通路８０は、
バルブ部材１２０の通路１５４と連通することができ、これにより、流体をいずれかの方
向で通路１５４および雌コネクタ７６の流体通路８０に通して流すことができる。流体は
、これにより、雄ルアー１１０に取り付けることができる配管（図示せず）または他のコ
ネクタもしくは導管から、バルブ部材１２０の通路１５４内に流れ込み、１つまたは複数
の開口部６４を通ってルアー先端１２６内の内部空洞６０に入り、ルアー先端１２６内の
内部空洞６０から外に出てルアー先端１２６の遠位端部分１２６ａのところの開口部１３
８を通り、雌コネクタ７６の流体通路８０内に入ることができ、またその逆も可能である
。流体密封の閉鎖部は、先端１２６の外面の対応するテーパと、雌コネクタ７６の内表面
８６の間に形成することもできる。
【００９５】
　上で説明されているように、バルブ部材１２０が開くと、これによりブラダー部材１３
０が圧縮され、ブラダー部材１３０の空洞１３３内に収容することができる流体の量も、
それに応じて減少する。いくつかの実施形態では、ブラダー部材１３０が圧縮されている
間に定陽圧源の圧力をルアーコネクタ１１０の第２の端部１１４のところの通路１５４に
印加することができ（これにより、ブラダー部材１３０の空洞１３３内の流体の容積が減
少する）、ブラダー部材１３０内の流体は、ブラダー部材１３０の圧縮により増大した圧
力に曝されうる。いくつかの実施形態では、この増大した圧力により、ブラダー部材１３
０内の流体が通路１５４を通ってルアーコネクタ１１０の第１の端部１１２に向かって増
大した速度で、ブラダー部材１３０内の圧力が平衡するまで流れ続ける。
【００９６】
　逆に、いくつかの実施形態では、雌コネクタ７６がルアーコネクタ１１０から取り外さ
れると、バルブ部材１２０は閉鎖位置に向けて戻すことができ、これにより、ブラダー部
材１３０内の空洞１３３内の容積が容積Ｖ２から容積Ｖ１に遷移して戻る。ブラダー部材
１３０の内部容積の膨張により、ブラダー部材１３０内に発生する圧力もしくは吸引力が
下がる、実際には真空状態になる可能性がある。このように圧力または吸引力が低下する
ことで、ブラダー部材１３０によって第１の端部１１２の近くの通路１５４内にある流体
、および先端１３２ａの外表面上の流体の少なくとも一部がブラダー部材１３０に向けて
引き戻されうる。いくつかの実施形態では、ルアーコネクタ１１０を使用して、有害な、
もしくは腐食性のある流体もしくは医薬品の流れを制御することができる。これらの状況
において、雌コネクタ７６を取り外してから開口部１３８から液滴がわずかであっても滴
り出るのを阻止することは、特に有益であると思われる。
【００９７】
　次に、図４Ｃ～４Ｄを参照しつつ、閉鎖可能なルアーコネクタ１１０’のいくつかの実
施形態についてさらに詳しく説明する。いくつかの実施形態では、ルアーコネクタ１１０
’は、本明細書で開示されている他のルアーコネクタのうちのどれかのルアーコネクタの
構成要素、特徴、材料、サイズ、幾何学的形状、詳細、または構成のうちのどれかを含む
ことができる。図４Ｃは、閉鎖位置でのルアーコネクタ１１０’の断面図である。上述の
ように、ルアーコネクタ１１０’の流体のバルブ部材１２０’が閉鎖位置にあるときに、
流体はルアーコネクタ１１０’を通って流れることが一般的に阻止される。図４Ｄは、雌
コネクタ７６’がルアーコネクタと係合することにより開放位置にあるルアーコネクタ１
１０’の実施形態の断面図である。ルアーコネクタ１１０’を通る流体または医薬品の流
れは、図４Ｄの矢印で表されている。上述のように、ルアーコネクタ１１０’のバルブ部
材１２０’が開放位置にあるときに、流体はルアーコネクタ１１０’を通って流れること
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が一般的に許されうる。本明細書で説明されているルアーコネクタの実施形態と同様に、
バルブ部材によって筐体内に形成される１つまたは複数のシールは、医療用バルブの通常
動作条件の下で流体流に対し一般的に十分に耐えられる。
【００９８】
　いくつかの実施形態では、ルアーコネクタ１１０’は、上述のルアーコネクタ１１０’
と同じであるか、または類似のものであるが、ただし、以下に示す、および／または以下
で説明するいくつかのバージョンにいくつかの相違点がある。第１に、いくつかの実施形
態では、例示された実施形態の場合と同様に、バルブ部材１２０’は、ルアーコネクタ１
１０に関して上で説明されているようにアクチュエータまたはストラット１３６を使用せ
ずに、閉鎖位置（図４Ｃに例示されているような）から開放位置（図４Ｄに例示されてい
るような）へ移動することができる。図４Ｄを参照すると、ルアーコネクタ１１０’は、
閉鎖可能な雌コネクタ７６’と螺合することができることがわかる。雌コネクタ７６’の
閉鎖可能な雌コネクタ先端８２’は、例示されているようにコネクタ１１０’、７６’と
係合するようにルアーコネクタ１１０’のシュラウド１２８’の内面に形成された内側ね
じ１５６’と係合することができるその外表面に配置された径方向に延出する表面８４’
を有するものとしてよい。例示された係合において、雌コネクタ７６’の流体導管７９’
は、ルアーコネクタ１１０’の第２の端部１１４’の方へ管１３２’を変位することによ
ってルアー先端１２６’の開口部１３８’内を前進して通ることができる。管１３２’は
、管１３２’が変位したときにブラダー部材１３０’を圧縮し（図４Ｄに例示されている
ように）、雌コネクタ７６’がルアーコネクタ１１０’から係脱されたときにルアー先端
１２６’内のその閉鎖位置に戻るように（図４Ｃに例示されているように）構成されうる
。ブラダー部材１３０’が圧縮されると、ブラダー部材１３０’の空洞１３３’内の容積
が減少し、これにより管１３２’に力が加えられ管１３２’をルアー先端１２６’内の閉
鎖位置に戻すことができるが（図４Ｃに例示されているように）、そのときに、雌コネク
タ７６’がルアーコネクタ１１０’から係脱される。
【００９９】
　さらに、例示されているように、雌コネクタ７６’の流体導管７９’がルアー先端１２
６’内の開口部１３８’内を前進して通ると、流体導管７９’を囲む圧縮可能な密封要素
７７’が圧縮され、これにより、その中を通して流体導管７９’が突き出るようにできる
。コネクタ１１０’、７６’と係合しているときに加えられる力は、密封要素７７’を圧
縮して流体導管７９’内の１つまたは複数の開口部８１’を十分露出させることができる
。密封要素７７’が圧縮されると、流体通路８３’が、ルアー先端１３２’の内部空洞と
流体的に連通することができる。図４Ｄからわかるように、前部分１２６ａ’の前面は、
密封部材７７’の前面と接触し、それとの一般的に流体密封のシールを形成し、維持する
ことができる。圧縮された密封要素７７’は、流体がルアー先端１３２’を越えて閉鎖可
能な雌コネクタ７６’の内側に流入するのを阻止できる。この構成では、流体は、ルアー
コネクタ１１０’の第２の端部１１４’から、少なくとも流体通路１５４’、ブラダー部
材１３０’、管１３２’、管１３２’内の１つまたは複数の開口部１６４’、ルアー先端
１２６’内の開口部１３８’を通り、雌コネクタ７６’内の１つまたは複数の開口部８１
’を通り、流体通路８３’を通って流れることができる。したがって、係合位置において
、流体導管７９’は、圧縮可能な密封要素７７’を通って、雌コネクタ７６’の流体通路
８３’がルアーコネクタ１１０’の流体通路１５４’と流体的に連通する十分な長さだけ
突き出ることができる。いくつかの実施形態では、ルアーコネクタ１１０’は、図４Ｄに
例示されているタイプの雌コネクタが使用されている場合であっても、バルブ１２０’を
開閉できるように上述のようなストラット（図示せず）を備えることもできる。
【０１００】
　次に、図５Ａ～５Ｂを参照しつつ、閉鎖可能なルアーコネクタ２１０のいくつかの実施
形態について説明する。いくつかの実施形態では、ルアーコネクタ２１０は、本明細書で
開示されている他のルアーコネクタのうちのどれかのルアーコネクタの構成要素、特徴、
材料、サイズ、幾何学的形状、詳細、または構成のうちのどれかを含むことができる。図
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５Ａは、流体がルアーコネクタ２１０を通って流れることが一般に阻止されるように閉鎖
位置にあるルアーコネクタ２１０の断面図である。図５Ｂは、雌コネクタ７６がルアーコ
ネクタと係合することにより生じうる、開放位置にあるルアーコネクタ２１０の実施形態
の断面図である。ルアーコネクタ２１０を通る流体または医薬品の流れは、図５Ｂの矢印
で表されている。上述のように、ルアーコネクタ２１０のバルブ部材２２０が開放位置に
あるときに、流体はルアーコネクタ２１０を通って流れることが一般的に許されうる。
【０１０１】
　いくつかの実施形態では、ルアーコネクタ２１０は、上述のルアーコネクタ１１０と同
じであるか、または類似のものであるが、ただし、以下に示す、および／または以下で説
明するいくつかのバージョンにいくつかの相違点がある。したがって、いくつかの実施形
態では、ルアーコネクタ２１０は、上述のルアーコネクタ１１０と比較して同じか、また
は類似の様式で動作しうる。いくつかの実施形態では、例示された実施形態の場合と同様
に、コネクタ２１０は、雄ルアー２２６の内表面を一般的に補完するように構成されてい
る管２３２を備えるバルブ部材２２０を具備することができる。管２３２の少なくとも一
部は、本明細書で開示されている他の実施形態において説明されているように雄ルアー２
２６の内表面を係合するように構成される。
【０１０２】
　ブラダー部材２３０は、一般的に内部空洞２３３を取り囲む。ブラダー部材２３０の壁
２３０ｂは、波形の形状を画成することができ、これはブラダー部材２３０の側部２３０
ｂ内に複数の内向きと外向きの折り目を有することができる。いくつかの実施形態では、
波形のブラダー部材２３０の複数の内向きおよび外向きの折り目があることで、雌コネク
タ７６をルアーコネクタ２１０にねじ込むときにブラダー部材２３０の圧縮をしやすくす
ることができる。本明細書で開示されている他のコネクタと同様に、空洞２３３の容積は
、コネクタ２１０が開放位置へ移動し、閉鎖位置から移動するときに変化しうる。特に、
空洞２３３は、好ましくは、コネクタ２１０が閉鎖位置にあるときの第１の大きな容積Ｖ
１からコネクタ２１０が開放位置にあるときの第２のより小さな容積Ｖ２に変化するよう
に構成される。ブラダー部材２３０の内部容積の膨張により、ブラダー部材２３０内に発
生する圧力もしくは吸引力が下がる、実際には真空状態になる可能性がある。このように
圧力または吸引力が低下することで、ブラダー部材２３０によって第１の端部２１２の近
くの通路２５４内にある流体、および管２３２の先端２３２ａの外表面上の流体の少なく
とも一部がブラダー部材２３０に向けて引き戻されうる。
【０１０３】
　それに加えて、いくつかの実施形態では、ベローズ２３０の後部２３０ａを筐体２２２
の後部２２２ａに対して密封し、ルアーコネクタ２１０を通過する流体または医薬品がベ
ローズ２３０の後部２３０ａと筐体２２２の端部２２２ａとの間で筐体２２２内のチャン
バ２４６内に漏出するのを阻止することができる。それに加えて、管２３２の端部２３２
ａ、さらにはルアー先端２２６の端部２２６ａの相補形の合わせ面は、図５Ａおよび５Ｂ
に例示されているように、本明細書で開示されているルアーコネクタの他の部分と比較し
て別の形状およびサイズを画成することができる。図５Ａおよび５Ｂに例示されているル
アーコネクタ２１０の形状、サイズ、特徴、または他の態様は、本明細書で開示されてい
る任意のルアーコネクタによって実装されうる。
【０１０４】
　次に、図５Ｃ～５Ｄを参照しつつ、閉鎖可能なルアーコネクタ２１０’のいくつかの実
施形態について説明する。いくつかの実施形態では、ルアーコネクタ２１０’は、本明細
書で開示されている他のルアーコネクタのうちのどれかのルアーコネクタの構成要素、特
徴、材料、サイズ、幾何学的形状、詳細、または構成のうちのどれかを含むことができる
。図５Ｃは、流体がルアーコネクタ２１０’を通って流れることが一般に阻止されるよう
に閉鎖位置にあるルアーコネクタ２１０’の断面図である。図５Ｄは、雌コネクタ７６’
がルアーコネクタと係合することにより開放位置にあるルアーコネクタ２１０’の実施形
態の断面図である。ルアーコネクタ２１０’を通る流体または医薬品の流れは、図５Ｄの
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矢印で表されている。上述のように、ルアーコネクタ２１０’のバルブ部材２２０’が開
放位置にあるときに、流体はルアーコネクタ２１０’を通って流れることが一般的に許さ
れうる。
【０１０５】
　いくつかの実施形態では、ルアーコネクタ２１０’は、上述のルアーコネクタ２１０’
と同じであるか、または類似のものであるが、ただし、以下に示す、および／または以下
で説明するいくつかのバージョンにいくつかの相違点がある。いくつかの実施形態では、
例示された実施形態の場合と同様に、バルブ部材２２０’は、ルアーコネクタ２１０に関
して上で説明されているようにアクチュエータまたはストラット２３６を使用せずに、閉
鎖位置（図５Ｃに例示されているような）から開放位置（図５Ｄに例示されているような
）へ移動することができる。図５Ｄを参照すると、ルアーコネクタ２１０’は、閉鎖可能
な雌コネクタ７６’と螺合することができることがわかる。雌コネクタ７６’の閉鎖可能
な雌コネクタ先端８２’は、例示されているようにコネクタ２１０’、７６’と係合する
ようにルアーコネクタ２１０’のシュラウド２２８’の内面に形成された雌ねじと係合す
ることができるその外表面に配置された径方向に延出する表面８４’を有するものとして
よい。例示された係合において、雌コネクタ７６’の流体導管７９’は、ルアーコネクタ
２１０’の第２の端部２１４’の方へ管２３２’を変位することによってルアー先端２２
６’の開口部２３８’内を前進して通ることができる。管２３２’は、図５Ｄに例示され
ているように管２３２’が変位したときにブラダー部材２３０’を圧縮し、雌コネクタ７
６’がルアーコネクタ２１０’から係脱されたときにルアー先端２２６’内のその閉鎖位
置に戻るように（図５Ｃに例示されているように）構成されうる。ブラダー部材２３０’
が圧縮されると、ブラダー部材２３０’内の空洞２３３’内の容積が減少し、これにより
管２３２’に力が加えられ管２３２’をルアー先端２２６’内の閉鎖位置に戻すことがで
きるが（図５Ｃに例示されているように）、そのときに、雌コネクタ７６’がルアーコネ
クタ２１０’から係脱されうる。容積が変化すると、その結果、本明細書で開示されてい
る他の実施形態に関連して説明されているように、真空に似た効果を発生し、これにより
、流体が第１の端部２１２’からブラダー部材２３０’へと引かれる可能性がある。
【０１０６】
　さらに、例示されているように、雌コネクタ７６’の流体導管７９’がルアー先端２２
６’内の開口部２３８’内を前進して通ると、流体導管７９’を囲む圧縮可能な密封要素
７７’が圧縮され、これにより、その中を通して流体導管７９’が突き出るようにできる
。コネクタ２１０’、７６’と係合しているときに加えられる力は、密封要素７７’を圧
縮して流体導管７９’内の１つまたは複数の開口部８１’を十分露出させることができる
。密封要素７７’が圧縮されると、流体通路８３’が、ルアー先端２３２’の内部空洞と
流体的に連通することができる。図５Ｄからわかるように、前部分２２６ａ’の前面は、
密封部材７７’の前面と接触し、それとの一般的に流体密封のシールを形成し、維持する
ことができる。圧縮された密封要素７７’は、流体がルアー先端２３２’を越えて閉鎖可
能な雌コネクタ７６’の内側に流入するのを阻止できる。この構成では、流体は、ルアー
コネクタ２１０’の第２の端部２１４’から、少なくとも流体通路２５４’、ブラダー部
材２３０’、管２３２’、管２３２’内の１つまたは複数の開口部２６４’、ルアー先端
２２６’内の開口部２３８’を通り、雌コネクタ７６’内の１つまたは複数の開口部８１
’を通り、流体通路８３’を通って流れることができる。したがって、係合位置において
、流体導管７９’は、圧縮可能な密封要素７７’を通って、雌コネクタ７６’の流体通路
８３’がルアーコネクタ２１０’の流体通路２５４’と流体的に連通できる十分な長さだ
け突き出ることができる。いくつかの実施形態では、ルアーコネクタ２１０’は、図５Ｄ
に例示されているタイプの雌コネクタが使用されている場合であっても、バルブ２２０’
を開閉できるように上述のようなストラット（図示せず）を備えることもできる。
【０１０７】
　次に、図６Ａ～６Ｂを参照しつつ、閉鎖可能なルアーコネクタ３１０のいくつかの実施
形態について説明する。いくつかの実施形態では、ルアーコネクタ３１０は、本明細書で
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開示されている他のルアーコネクタのうちのどれかのルアーコネクタの構成要素、特徴、
材料、サイズ、幾何学的形状、詳細、または構成のうちのどれかを含むことができる。図
６Ａは、流体がルアーコネクタ３１０を通って流れることが一般に阻止されるように閉鎖
位置にあるルアーコネクタ３１０の断面図である。図６Ｂは、雌コネクタ７６がルアーコ
ネクタと係合することにより開放位置にあるルアーコネクタ３１０の実施形態の断面図で
ある。ルアーコネクタ３１０を通る流体または医薬品の流れは、図６Ｂの矢印で表されて
いる。上述のように、ルアーコネクタ３１０のバルブ部材３２０が開放位置にあるときに
、流体はルアーコネクタ３１０を通って流れることが一般的に許されうる。
【０１０８】
　いくつかの実施形態では、ルアーコネクタ３１０は、上述のルアーコネクタ１１０と同
じであるか、または類似のものであるが、ただし、以下に示す、および／または以下で説
明するいくつかのバージョンにいくつかの相違点がある。したがって、いくつかの実施形
態では、ルアーコネクタ３１０は、上述のルアーコネクタ１１０と比較して同じか、また
は類似の様式で動作しうる。いくつかの実施形態では、ブラダー部材３３０、管３３２、
およびバルブストラット３３６は、一体に形成することができる。いくつかの実施形態で
は、ブラダー部材３３０、管３３２、およびバルブストラット３３６はすべて、シリコー
ンなどの弾性ゴム材料などの同じ材料から形成されるか、またはそれぞれ、異なる材料か
ら形成され、好適な様式で接着、接着剤による貼り合わせ、融合、または他の何らかの方
法による取り付けで一体にすることができる。上述のバルブストラットと同様に、バルブ
ストラット３３６は、適当な剛性を有し、雌コネクタ７６がルアーコネクタ３１０に螺合
するとストラット３３６がブラダー部材３３０に向かって軸方向に押し下げられ、これに
よりブラダー部材３３０が圧縮されるように他の何らかの方法で構成されうる。それに加
えて、いくつかの実施形態では、ブラダー部材３３０は、上記の図５Ａおよび５Ｂに例示
されているように、ベローズ型形状を画成することができる。いくつかの実施形態では、
ブラダー部材３３０は、好ましくは、第１の端部３１２からコネクタの第２の端部３１４
の方へ流体の吸引を行わせるためにバルブ部材３２０が開放位置から閉鎖位置に移動する
と容積が増大する内部空洞３３３を画成する。
【０１０９】
　いくつかの実施形態では、ベローズ３３０の後部３３０ａは、筐体３２２の後部３２２
ａに対しブラダー部材３３０の後部３３０ａを密封してルアーコネクタ３１０を通過する
流体もしくは医薬品が動作中に筐体３２２内のチャンバ３４６内に漏出するのを阻止する
ように構成できる密封部材３５２を画成することができる。いくつかの実施形態では、密
封部材３５２は、環状の形状を画成することができ、ブラダー部材３３０と筐体３２２の
後部３２２ａとの間に配置されうる。いくつかの実施形態では、密封部材３５２はブラダ
ー部材３３０と一体に形成することができる。それに加えて、管３３２の端部３３２ａ、
さらにはルアー先端３２６の端部３２６ａの相補形のあわせ面は、図６Ａおよび６Ｂに例
示されているように、本明細書で開示されているルアーコネクタの他の部分と比較して別
の形状およびサイズを画成することができる。図６Ａおよび６Ｂに例示されているルアー
コネクタ３１０の形状、サイズ、特徴、または他の態様は、本明細書で開示されている任
意のルアーコネクタに実装されうる。
【０１１０】
　次に、図６Ｃ～６Ｄを参照しつつ、閉鎖可能なルアーコネクタ３１０’のいくつかの実
施形態についてさらに詳しく説明する。いくつかの実施形態では、ルアーコネクタ３１０
’は、本明細書で開示されている他のルアーコネクタのうちのどれかのルアーコネクタの
構成要素、特徴、材料、サイズ、幾何学的形状、詳細、または構成のうちのどれかを含む
ことができる。図６Ｃは、流体がルアーコネクタ３１０’を通って流れることが一般に阻
止されるように閉鎖位置にあるルアーコネクタ３１０’の断面図である。図６Ｄは、雌コ
ネクタ７６’がルアーコネクタと係合することにより開放位置にあるルアーコネクタ３１
０’の実施形態の断面図である。ルアーコネクタ３１０’を通る流体または医薬品の流れ
は、図６Ｄの矢印で表されている。上述のように、ルアーコネクタ３１０’のバルブ部材
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３２０’が開放位置にあるときに、流体はルアーコネクタ３１０’を通って流れることが
一般的に許されうる。
【０１１１】
　いくつかの実施形態では、ルアーコネクタ３１０’は、上述のルアーコネクタ３１０と
同じであるか、または類似のものであるが、ただし、以下に示す、および／または以下で
説明するいくつかのバージョンにいくつかの相違点がある。いくつかの実施形態では、例
示された実施形態の場合と同様に、バルブ部材３２０’は、ルアーコネクタ３１０に関し
て上で説明されているようにアクチュエータまたはストラット３３６を使用せずに、閉鎖
位置（図６Ｃに例示されているような）から開放位置（図６Ｄに例示されているような）
へ移動することができる。図６Ｄを参照すると、ルアーコネクタ３１０’は、閉鎖可能な
雌コネクタ７６’と螺合することができることがわかる。雌コネクタ７６’の閉鎖可能な
雌コネクタ先端８２’は、例示されているようにコネクタ３１０’、７６’と係合するよ
うにルアーコネクタ３１０’のシュラウド３２８’の内面に形成された雌ねじと係合する
ことができるその外表面に配置された径方向に延出する表面８４’を有するものとしてよ
い。例示された係合において、雌コネクタ７６’の流体導管７９’は、ルアーコネクタ３
１０’の第２の端部３１４’の方へ管３３２’を変位することによってルアー先端３２６
’の開口部３３８’内を前進して通ることができる。管３３２’は、管３３２’が図６Ｄ
に例示されているように変位されたときにブラダー部材３３０’を圧縮するように構成さ
れうる。ブラダー部材３３０’が圧縮されると、ブラダー部材３３０’内の空洞３３３’
内の容積が減少し、これにより管３３２’に力が加えられ管３３２’をルアー先端３２６
’内の閉鎖位置に戻すことができるが（図６Ｃに例示されているように）、そのときに、
雌コネクタ７６’がルアーコネクタ３１０’から係脱される。それに加えて、いくつかの
実施形態では、ブラダー部材３３０’の空洞３３３’内の容積は、バルブ部材３２０’が
閉鎖位置に戻ると増大し、これにより、吸引力が発生し、ルアー先端３２６’の内側から
過剰な流体をブラダー部材３３０’内に引き込むことができる。
【０１１２】
　さらに、例示されているように、雌コネクタ７６’の流体導管７９’がルアー先端３２
６’内の開口部３３８’内を前進して通ると、流体導管７９’を囲む圧縮可能な密封要素
７７’が圧縮され、これにより、その中を通して流体導管７９’が突き出るようにできる
。コネクタ３１０’、７６’と係合するように加えられる力は、密封要素７７’を圧縮し
て流体導管７９’内の１つまたは複数の開口部８１’を十分露出させることができる。密
封要素７７’が圧縮されると、流体通路８３’が、ルアー先端３３２’の内部空洞と流体
的に連通することができる。図６Ｄからわかるように、前部分３２６ａ’の前面は、密封
部材７７’の前面と接触し、それとの一般的に流体密封のシールを形成し、維持すること
ができる。圧縮された密封要素７７’は、流体がルアー先端３３２’を越えて閉鎖可能な
雌コネクタ７６’の内側に流入するのを阻止できる。この構成では、流体は、ルアーコネ
クタ３１０’の第２の端部３１４’から、少なくとも流体通路３５４’、ブラダー部材３
３０’、管３３２’、管３３２’内の１つまたは複数の開口部３６４’、ルアー先端３２
６’内の開口部３３８’を通り、雌コネクタ７６’内の１つまたは複数の開口部８１’を
通り、流体通路８３’を通って流れることができる。したがって、係合位置において、流
体導管７９’は、圧縮可能な密封要素７７’を通って、雌コネクタ７６’の流体通路８３
’がルアーコネクタ３１０’の流体通路３５４’と流体的に連通する十分な長さだけ突き
出ることができる。いくつかの実施形態では、ルアーコネクタ３１０’は、図６Ｄに例示
されているタイプの雌コネクタが使用されている場合であっても、バルブ３２０’を開閉
できるように上述のようなストラット（図示せず）を備えることもできる。
【０１１３】
　次に、図７Ａ～７Ｃを参照しつつ、閉鎖可能なルアーコネクタ４１０のいくつかの実施
形態について説明する。いくつかの実施形態では、ルアーコネクタ４１０は、本明細書で
開示されている他のルアーコネクタのうちのどれかのルアーコネクタの構成要素、特徴、
材料、サイズ、幾何学的形状、詳細、または構成のうちのどれかを含むことができる。他
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のルアーコネクタまたは本明細書で開示されている他のデバイスに似た構成要素または特
徴の詳細および説明は、制限または省略することができる。
【０１１４】
　図７Ａは、ルアーコネクタ４１０の実施形態の外側の側面図である。図７Ｂは、流体が
ルアーコネクタ４１０を通って流れることが一般に阻止されるように閉鎖位置にあるルア
ーコネクタ４１０の断面図である。図７Ｂは、ルアーコネクタ４１０を通って流体が流れ
るのを許すように構成された開放位置にあるバルブ部材４２０を示す、ルアーコネクタ４
１０の実施形態の断面図である。
【０１１５】
　図７Ａに例示されているように、組み立てられたルアーコネクタ４１０のいくつかの実
施形態は、筐体４２２、ルアーコネクタ４１０の第２の端部または遠位端４１４の近くに
配置されるポート４２４、ルアーコネクタ４１０の第１の端部または近位端４１２の近く
に配置されるルアー先端４２６、ルアー先端４２６の少なくとも一部を囲むシュラウド４
２８、筐体４２２内に支持される弾性バネ部材４３０、および筐体４２２内にも支持され
る上述のバルブ部材４２０を備えることができる。いくつかの実施形態では、バネ部材４
３０は、螺旋形状とすることができ、ステンレス鋼、バネ合金、もしくは他の好適な金属
材料から、または螺旋形状の、または中身の詰まった、中空の、もしくは穴のあいた円筒
の形状の好適なプラスチックまたはゴム材料から形成することができる。
【０１１６】
　例示された実施形態では、バルブ部材４２０は、コネクタ４１０の第１の端部４１２に
向かってバルブ基部４３４から突き出る管４３２およびバルブ基部４３４から突き出るこ
とができるバルブストラット４３６を備えることができる。いくつかの実施形態では、組
み立てられた構成において、ルアーコネクタ４１０は複数のバルブストラット４３６を備
え、それぞれ先端４２６の両側にそって先端４２６に隣接するように配置することができ
る。ルアーコネクタ４１０が閉鎖位置にあるときに、バルブ管４３２の遠位部分４３２ａ
の外表面は、流体がルアー先端４２６の遠位端４２６ａ内に形成された開口部４３８を通
って流れることが一般的に阻止されるようにルアー先端４２６の遠位部分４２６ａの内表
面に当接して密封閉鎖されうる。
【０１１７】
　例示された実施形態では、管４３２は、ルアー先端４２６内において軸方向に平行移動
するように摺動可能に支持されうる。さらに、バルブ基部４３４によって片持ち梁配置で
支持されうるバルブストラット４３６は、筐体４２２の内壁４４２を通して形成された開
口部４４０内を摺動するように構成されうる。内壁４４２を貫通する開口部４４０の個数
は、バルブ基部４３４によって支持されうるバルブストラット４３６の個数に等しいもの
としてよい。密封部材４４４（環状の形状を画成することができる）は、ルアーコネクタ
４１０の動作時に（つまり、バルブ部材４２０が開放位置と閉鎖位置との間で移動すると
きに）管４３２の外面とルアー先端４２６の内面との間にシールを形成するように管４３
２の外面の周りに配置することができる。いくつかの実施形態では、密封部材４４４は、
ルアー先端４２６と一体に形成されうるか、または別々に形成されて、ルアー先端４２６
に融合されるか、接着されるか、もしくは他の何らかの方法で取り付けられるか、または
ルアー先端４２６によって支持されうる。いくつかの実施形態では、密封部材４４４は、
管４３２と一体に形成されうるか、または別々に形成されて、管４３２に融合されるか、
接着されるか、もしくは他の何らかの方法で取り付けられるか、または管４３２によって
支持されうる。
【０１１８】
　それに加えて、環状の密封部材４４５をバルブストラット４３６のそれぞれの外面の周
りに配置し、バルブストラット４３６のそれぞれと内壁４４２内の開口部４４０のそれぞ
れとの間にシールを形成し、流体が１つまたは複数の開口部４４０を通ってチャンバ４４
６内に流れ込むのを阻止することができる。例示された実施形態では、チャンバ４３３は
、筐体４２２の端壁４２２ａ、筐体４２２の側壁４２２ｂ（円筒形状とすることができる



(32) JP 2012-512726 A 2012.6.7

10

20

30

40

50

）、および筐体４２２内に形成された内壁４４２によって一般的に閉じ込められる空間で
ある。ルアーコネクタ４１０のいくつかの実施形態は、バルブ基部４３４の外面４３４ａ
（円筒形状とすることができる）の周りにいくつかの実施形態では環状であってもよい密
封部材４４７を備えることができる。いくつかの実施形態では、ルアーコネクタ４１０は
、バルブ基部４３４に相対的に一定の位置に留まりバルブ部材４２０が開放位置と閉鎖位
置との間を移動するときに密封部材４４７がバルブ基部４３４とともに移動するように構
成することができる。
【０１１９】
　例示された実施形態では、バネ部材４３０は、筐体４２２の端壁４２２ａによってルア
ーコネクタ４１０の第２の端部４１４の近くに、またバルブ基部４３４によって他端のと
ころで支持されうる。バネ部材４３０は、流体もしくは医薬品が通過できるその中心を通
る軸方向開口部を備えることができる。それに加えて、いくつかの実施形態では、流体は
バネ部材４３０のコイルの間を通過することができる。バネ部材４３０は弾力性があり、
図７Ｂに例示されているように、膨張位置に向かって付勢され、これにより、バルブ部材
４２０に力をかけ、バルブ部材４２０を閉鎖位置に向かって付勢することができる。いく
つかの実施形態では、バルブ部材４２０が筐体４２２に相対的に移動すると、好ましくは
弾力性のあるバネ部材４３０は圧縮し、これによりバネ部材４３０はバルブ部材４２０に
力をかけてバルブ部材４２０を閉鎖位置の方へ付勢することができる。バネ部材４３０か
らの付勢力は、雌コネクタ７６がルアーコネクタ４１０に螺合することで抵抗を受けうる
。しかし、雌コネクタ７６が雄ルアー４１０から引き出されると、バネ部材４３０は、バ
ルブ部材４２０の密封部分をルアー先端４２６内の閉鎖位置に戻すことができる。
【０１２０】
　いくつかの実施形態では、ルアーコネクタ４１０は、バルブ部材４２０が（図７Ｂにお
いてＶ１で表される）閉鎖位置にある場合の密封部材４４７、バルブ基部４４３、および
筐体の端壁４２２ａの間のチャンバ４３３内の容積が、バルブ部材４２０が（図７Ｃにお
いてＶ２で表される）開放位置にある場合の密封部材４４７、バルブ基部４３４、および
端壁４２２ａの間のチャンバ４３３内の容積より大きくなることができるように構成され
うる。これらの実施形態では、密封部材４４７は、筐体４２２の側壁４２２ｂの内面の一
部分にそってバルブ基部４３４とともに移動することができる。いくつかの実施形態では
、筐体４２２の側壁４２２ｂは、一般的に円筒形の形状を画成しうる。したがって、これ
らの実施形態では、上述のチャンバ４３３の一部分の中の容積は、バルブ部材４２０が開
放位置から閉鎖位置に移動したときに増大し、これにより、バルブ部材４２０が閉じると
きに開口部４３８を通って流れるか、またはその開口部４３８から滴り出る可能性のある
流体もしくは医薬品の量を低減できる吸引力を発生するか、または滴る流体を開口部４３
８内に引き戻すことができる。
【０１２１】
　いくつかの実施形態では、バルブ管４３２、バルブ基部４３４、およびバルブストラッ
ト４３６を含む、バルブ部材４２０の特徴のうちの任意の特徴は、一体に形成されるか、
または他の実施形態では、別々に形成され、その後の製造ステップにおいて接着するか、
または他の何らかの方法で接合して１つにすることができる。いくつかの実施形態では、
端壁４２２ａは筐体４２２の少なくとも側壁４２２ｂと一体に形成できる。いくつかの実
施形態では、端壁４２２ａは少なくとも側壁４２２ｂと比較して別々に形成され、その後
の製造ステップでそれに結合されるか、または接着されうる。
【０１２２】
　筐体４２２は、一般的に、ルアーコネクタ４１０の軸方向中心を通ってコネクタ４１０
の第２の端部４１４から延出しうる通路４５４を持つ管状構造とすることができる。した
がって、いくつかの実施形態では、ルアーコネクタ４１０が、図７Ｃに例示されているよ
うに、開放構成である場合に、通路４５４により、流体を第２の端部４１４から流してポ
ート４２４、バネ部材４３０、管４３２に通し、ルアーコネクタ４１０の第１の端部４１
２に配置されているルアー先端４２６内の開口部４３８から外へ出すことができる。図７
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Ｂおよび７Ｃを参照すると、ルアーコネクタ４１０の第２の端部４１４の近くで、ポート
４２４および対応する流体通路４５４の区画が、その中に挿入された標準的な直径の医療
配管の区画または標準的な雄ルアー先端を収容するように適合されうることがわかる。
【０１２３】
　図７Ｃは、流体がルアーコネクタ４１０を通って流れることが一般に許されるような開
放位置にあるルアーコネクタ４１０の断面図である。ルアーコネクタ４１０を通る流体ま
たは医薬品の流れは、図７Ｃの矢印で表されている。図７Ｃを参照すると、バルブ部材４
２０が、好ましくは、雌コネクタ７６を挿入することによって開放位置に移動されている
ことがわかる。図７Ｃに示されているように、また上で説明されているように、バルブ部
材４２０のストラット４３６は、筐体４２２の内壁４４２内の開口部４４０を貫通して延
出し、これにより、閉鎖位置において、ストラット４３６の端部は内壁４４２を超えてコ
ネクタ４１０の第１の端部４１２に向かって延出する。上で説明されている他のルアーコ
ネクタの場合と同様に、ストラット４３６は、雌コネクタ７６が前進して閉鎖可能な雄ル
アー４１０と係合すると雌コネクタ７６の近位端８４に係合するように構成されうる。こ
うして、図７Ｃは、上述のストラットを備える他のルアーコネクタと類似の様式で例示し
ている雌コネクタ７６を挿入することによってバルブ部材４２０が開かれているルアーコ
ネクタ４１０の一実施形態の断面を示している。
【０１２４】
　図７Ｃに示されているように、２つのコネクタ４１０、７６は、雌ルアーコネクタ７６
の内表面８６のテーパが先端４２６の対応してテーパが付けられている外表面４２６ｂに
隣接して配置されるか、または当接するまで、または２つのルアー４１０、７６が密封係
合し、バルブ部材４２０が開放位置に移動される（上で説明されているような、または同
様の構成のルアーコネクタまたはバルブ部材に関連する）まで、互いに対して螺合するこ
とができる。他の実施形態では、先端４２６の第２の端部が雌コネクタ７６の対応する表
面（図示せず）と閉鎖部を形成するまで、２つのルアー４１０、７６を螺合することがで
きる。
【０１２５】
　それに加えて、雌コネクタ７６のいくつかの代替的実施形態とともに使用される場合、
雌コネクタ７６の筐体がストラット４３６（もしあれば）に接触し、それにより雄コネク
タ４１０が開く前に、雌コネクタ７６の内側の流体導管が管４３２の遠位端部分４３２ａ
に接触しうる。いくつかの実施形態では、雌コネクタ７６の先端の内表面８６がルアーコ
ネクタ４１０の先端４２６の外表面と閉鎖係合を形成するまで、閉鎖部はそのまま維持さ
れ、ルアーコネクタ４１０の通路４５４内の流体が外部の環境に露出することが抑止され
うる。
【０１２６】
　次に、図７Ｄ～７Ｅを参照しつつ、閉鎖可能なルアーコネクタ４１０’のいくつかの実
施形態についてさらに詳しく説明する。いくつかの実施形態では、ルアーコネクタ４１０
’は、本明細書で開示されている他のルアーコネクタのうちのどれかのルアーコネクタの
構成要素、特徴、材料、サイズ、幾何学的形状、詳細、または構成のうちのどれかを含む
ことができる。特に、例示された実施形態では、ルアーコネクタ４１０’は、バネ部材４
３０およびルアーコネクタ４１０の密封部材４４７を除き上述のルアーコネクタ４１０と
同じ特徴を有するように形成され、構成されうるが、次にこれについて説明する。
【０１２７】
　図７Ｄを参照すると、密封部材４４７’をバルブ基部４３４’の好ましくは一般的に平
面状の表面と端壁４２２ａ’の好ましくは一般的に平面状の内表面との間に配置できるこ
とがわかる。いくつかの実施形態では、端壁４２２ａ’の内表面内のバルブ基部４３４’
は、密封部材４４７’を支持する凹みまたは他の特徴を画成することができる。それに加
えて、いくつかの実施形態では、密封部材４４７’は、バルブ基部４３４’または端壁４
２２ａ’の内表面のいずれかに接着剤を使って、または他の好適な方法で、固定されうる
。図７Ｄおよび７Ｅに例示されているように、密封部材４４７’は、通路４５４’を通っ
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て流れている流体が密封部材４４７’の外側の空洞４４６’内に漏出するのを阻止する一
般的に流体密封のシールを形成することができる。それに加えて、上述のルアーコネクタ
の他の実施形態と同様に、ルアーコネクタ４１０’は、バルブ部材４２０’が閉鎖位置に
移動するときにルアー先端４２６内の１つまたは複数の開口部４６４から流体を密封部材
４４７’内に引き込むように圧力または吸引力を下げる構成をとることができる。
【０１２８】
　特に、上述の他のルアーコネクタと同様に、ルアーコネクタ４１０’が（図７Ｄにおい
てＶ１’で表される）閉鎖位置にある場合の密封部材４４７’内に一般的に形成される空
洞４３３’の容積は、ルアーコネクタ４１０’が（図７ＤにおいてＶ２’で表される）開
放位置にある場合の密封部材４４７’の空洞４３３’内の容積よりも大きいものとするこ
とができる。バルブ部材４２０’が閉鎖位置から開放位置に移動するときの密封部材４４
７’内の空洞４３３’の容積の増加により、減圧が生じて、流体がルアー先端４２６’ま
たは管４３２’から通路４５４’内に引き戻されうる。
【０１２９】
　それに加えて、いくつかの実施形態では、密封部材４４７’が圧縮されるときに（つま
り、バルブ部材４２０’が閉鎖位置から開放位置に移動されるときに）バルブ基部４３４
’に張力を加える、限定はしないが、シリコーン、ゴム、または他の好適な材料などの弾
性材料から密封部材４４７’を形成することができる。これらの実施形態では、密封部材
４４７’が引き起こす張力は、バルブ部材４２０’を閉鎖位置に向けて付勢することがで
きるので、別のバネ部材を必要としない。しかし、いくつかの実施形態では、ルアーコネ
クタ４１０’は、密封部材４４７’および、上述のバネ部材と同様の、軸方向バネ部材の
両方を備えることができる。さらに、いくつかの実施形態では、好適な金属もしくは他の
好適な材料からなる軸方向バネ部材は、密封部材４４７’と一体に形成されうる。
【０１３０】
　次に、図７Ｆ～７Ｇを参照しつつ、閉鎖可能なルアーコネクタ４１０’’のいくつかの
実施形態についてさらに詳しく説明する。いくつかの実施形態では、ルアーコネクタ４１
０’’は、本明細書で開示されている他のルアーコネクタのうちのどれかのルアーコネク
タの構成要素、特徴、材料、サイズ、幾何学的形状、詳細、または構成のうちのどれかを
含むことができる。例えば、例示された実施形態では、ルアーコネクタ４１０’’は、ル
アーコネクタ４１０と同じ特徴を有するように形成され構成されうるが、ただし、以下で
説明するようにいくつかのバージョンにいくつかの相違点がある。バルブ部材４２０’’
は、ルアーコネクタ４１０に関して上で説明されているように流体流路がバルブ部材の内
側の開口部を通るのではなくバルブ部材４２０’’の周りに形成されように構成すること
ができる。したがって、ルアーコネクタ４１０’’は、さもなければ流体流路を遮ること
になる、バルブ部材４２０’’を囲む密封部材を有しないように形成することができる。
【０１３１】
　それに加えて、例示された実施形態では、ルアーコネクタ４１０’’は、バルブ部材４
２０’’が閉鎖位置に移動するとルアー先端４２６’’の端部のところの開口部４３８’
’を通して漏れが生じるのを一般的に阻止するように構成することができる。特に、ルア
ーコネクタ４１０’’は、真空部材４５０’’を備えることができ、これはバルブ部材４
２０’’が閉鎖位置に向かって移動しているときにチャンバ４３３’’への低圧力源を形
成するように構成できる。
【０１３２】
　次に、図８Ａ～８Ｂを参照しつつ、閉鎖可能なルアーコネクタ５１０のいくつかの実施
形態について説明する。いくつかの実施形態では、ルアーコネクタ５１０は、本明細書で
開示されている他のルアーコネクタのうちのどれかのルアーコネクタの構成要素、特徴、
材料、サイズ、幾何学的形状、詳細、または構成のうちのどれかを含むことができる。他
のルアーコネクタまたは本明細書で開示されている他のデバイスに似た構成要素または特
徴の詳細および説明は、制限または省略することができる。
【０１３３】
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　図８Ａは、流体がルアーコネクタ５１０を通って流れることが一般に阻止されるように
閉鎖位置にあるルアーコネクタ５１０の断面図である。図８Ｂは、開放位置でのルアーコ
ネクタ５１０の断面図である。ルアーコネクタ５１０を通る流体または医薬品の流れは、
図８Ｂの矢印で表されている。開放位置では、バルブ部材５２０は、コネクタ５１０を通
るチャネルを開くことによりルアーコネクタ５１０を通る流体の流れを円滑にするように
適合されうる。
【０１３４】
　図８Ａに例示されているように、組み立てられたルアーコネクタ５１０のいくつかの実
施形態は、筐体５２２、ルアーコネクタ５１０の第２の端部５１４の近くに配置されるポ
ート５２４、ルアーコネクタ５１０の第１の端部５１２の近くに配置されるルアー先端５
２６、ルアー先端５２６の少なくとも一部を囲むシュラウド５２８、筐体５２２内に支持
される弾性バネ部材５３０、および筐体５２２内にも支持される上述のバルブ部材５２０
を備えることができる。いくつかの実施形態では、バネ部材５３０は、螺旋形状とするこ
とができ、ステンレス鋼、バネ合金、もしくは他の好適な金属材料から形成することがで
きる。いくつかの実施形態では、バネ部材５３０は、好適なプラスチックまたはゴム材料
から形成することができ、また螺旋形状で、または中身の詰まった、中空の円筒の形状で
形成することができる。いくつかの実施形態では、例示された実施形態の場合のように、
バルブ基部５３４および筐体５２２の端部５２２ａは、バネ部材５３０の端部に対し側方
の支持を施してバネ部材５３０の端部が横方向に移動するのを阻止するように構成されう
る。特に、バルブ基部５３４および筐体５２２の端部５２２ａは、バネ部材５３０の端部
を囲むことができる突起５２３を画成することができる。他の実施形態では、バルブ基部
５３４および端部５２２ａは、バネ部材５３０の端部を適宜固定するために、限定はしな
いが、凹み、チャネル、接着剤、または他の好適な材料もしくは特徴などの他の特徴を備
えることができる。
【０１３５】
　例示された実施形態では、バルブ部材５２０は、コネクタ５１０の第１の端部５１２に
向かってバルブ基部５３４から突き出る管５３２およびバルブ基部５３４から突き出るこ
ともできるバルブストラット５３６を備えることができる。いくつかの実施形態では、組
み立てられた構成において、ルアーコネクタ５１０は複数のバルブストラット５３６を備
え、それぞれ先端５２６の両側にそって先端５２６に隣接するように配置することができ
る。ルアーコネクタ５１０のバルブ部材５２０が閉鎖位置にあるときに、バルブ管５３２
の遠位部分５３２ａの外表面は、流体がルアー先端５２６の遠位部分５２６ａ内に形成さ
れた開口部５３８を通って流れることが一般的に阻止されうるようにルアー先端５２６の
少なくとも遠位部分５２６ａの内表面に当接して密封閉鎖されうる。いくつかの実施形態
では、管５３２の端部５３２ａは、管５３２に適しているような、または本明細書で開示
されている他の管に関して上で説明されているような、サイズ、幾何学的形状、１つまた
は複数の材料、または他の特徴もしくは詳細を含むことができる。
【０１３６】
　例示された実施形態では、管５３２は、筐体５２２の内壁５４２内の開口部５３９内で
軸方向に平行移動するように、さらにはルアー先端５２６内において軸方向に平行移動す
るように摺動可能に支持されうる。さらに、バルブストラット５３６は、バルブ基部５３
４によって片持ち梁配置で支持され、筐体５２２の内壁５４２を通して形成された開口部
５４０内を摺動するように構成されうる。いくつかの実施形態では、ルアーコネクタ５１
０は、バルブストラット５３６と開口部５４０との間にシールを備え、これにより、流体
がチャンバ５４６内に漏出するのを阻止することができる。内壁５４２を貫通する開口部
５４０の個数は、バルブ基部５３４によって支持されうるバルブストラット５３６の個数
に等しいものとしてよい。
【０１３７】
　密封部材５４４（一般的に環状の形状としてよい）は、ルアーコネクタ５１０の動作時
に（つまり、バルブ部材５２０が開放位置と閉鎖位置との間で移動するときに）管５３２
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が中を通って軸方向に摺動するときに開口部５３９を密封するように管５３２の外面の周
りに配置されうる。いくつかの実施形態では、密封部材５４４は、ルアー先端５２６と一
体に形成されうるか、または別々に形成されて、ルアー先端５２６に融合されるか、接着
されるか、もしくは他の何らかの方法で取り付けられるか、またはルアー先端５２６によ
って支持されうる。いくつかの実施形態では、密封部材５４４は、筐体５２２の内壁５４
２と一体に形成されうるか、または別々に形成されて、筐体５２２の内壁５４２に融合さ
れるか、接着されるか、もしくは他の何らかの方法で取り付けられるか、または筐体５２
２の内壁５４２によって支持されうる。
【０１３８】
　例示された実施形態では、バネ部材５３０は、筐体５２２の端壁５２２ａによってルア
ーコネクタ５１０の第２の端部５１４の近くに、またバルブ基部５３４によって他端のと
ころで支持されうる。バネ部材５３０は弾力性があり、図８Ａに例示されているように、
膨張位置に向かって付勢され、これにより、バルブ部材５２０に力をかけ、バルブ部材５
２０を閉鎖位置に向かって付勢することができる。いくつかの実施形態では、バルブ部材
５２０が筐体５２２に相対的に移動すると、バネ部材５３０は圧縮し、これによりバルブ
部材５２０に加えられる力が増大する。バネ部材５３０からの付勢力は、雌コネクタ７６
がルアーコネクタ５１０に螺合することで抵抗を受けうる。しかし、雌コネクタ７６がル
アーコネクタ５１０から引き出されると、バネ部材５３０は、バルブ部材５２０の密封部
分をルアー先端５２６内の閉鎖位置に戻すことができる。
【０１３９】
　いくつかの実施形態では、バルブ管５３２、バルブ基部５３４、およびバルブストラッ
ト５３６を含む、バルブ部材５２０の特徴のうちの任意の特徴は、一体に形成されるか、
または他の実施形態では、別々に形成され、その後の製造ステップにおいて接着するか、
または他の何らかの方法で接合して１つにすることができる。いくつかの実施形態では、
端壁５２２ａは筐体５２２の少なくとも側壁５２２ｂと一体に形成できる。いくつかの実
施形態では、端壁５２２ａは少なくとも側壁５２２ｂと比較して別々に形成され、その後
の製造ステップでそれに結合されるか、または接着されうる。
【０１４０】
　筐体５２２は、一般的に、コネクタ５１０の第２の端部５１４から延出しうる通路５５
４を持つ管状構造とすることができる。図８Ａおよび８Ｂを参照すると、流体通路５５４
はバルブ基部５３４およびバネ部材５３０を配置できるチャンバ５４６の周りに、ルアー
コネクタ５１０を通って流れる流体または医薬品を導くことができることがわかる。通路
５５４は、空洞５３３を画成する。いくつかの実施形態では、流体通路５５４をチャンバ
５４６の周りに引き回すことで通路５５４内の空洞５３３の容積を減らし、これによりル
アーコネクタ５１０の流体容積効率を高めることができる、つまり、バルブ部材５２０が
閉鎖されたときにルアーコネクタ５１０内に捕らえられる流体の量を減らすことができる
。そこで、いくつかの実施形態では、ルアーコネクタ５１０が、図８Ｂに例示されている
ように、開放構成である場合に、通路５５４により、流体を第２の端部５１４から流して
通路５５４に通し、ルアー先端５２６内の開口部５３８から外へ出すことができる。図８
Ｂに示されているように、開放構成において、雌コネクタ７６の流体通路８０は、バルブ
部材５２０の通路５５４と連通することができ、これにより、流体をいずれかの方向で通
路５５４および雌コネクタ７６の流体通路８０に通して流すことができる。
【０１４１】
図８Ｂを参照すると、本明細書で開示されているいくつかの他のルアーコネクタと同様に
、バルブ部材５２０が、好ましくは、雌コネクタ７６を挿入することによって開放位置に
移動されていることがわかる。図８Ｂに示されているように、バルブ部材５２０のストラ
ット５３６は、筐体５２２の内壁５４２内の開口部５４０を貫通して延出し、これにより
、閉鎖位置において、ストラット５３６の端部は内壁５４２を超えてコネクタ５１０の第
１の端部５１２に向かって延出する。
【０１４２】
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　図８Ｂに示されているように、２つのコネクタ５１０、７６は、雌ルアーコネクタ７６
の内表面８６のテーパが先端５２６の対応してテーパが付けられている外表面５２６ｂに
隣接して配置されるか、または当接するまで、または２つのルアー５１０、７６が密封係
合し、バルブ部材５２０が開放位置に移動される（上で説明されているような、または同
様の構成のルアーコネクタまたはバルブ部材に関連する）まで、互いに対して螺合するこ
とができる。いくつかの実施形態では、先端５２６の第２の端部が雌コネクタ７６の対応
する表面（図示せず）と閉鎖部を形成するまで、２つのルアー５１０、７６を螺合するこ
とができる。
【０１４３】
　それに加えて、雌コネクタ７６のいくつかの代替的実施形態とともに使用される場合、
雌コネクタ７６の筐体がストラット５３２（もしあれば）に接触し、それにより雄コネク
タ５１０が開く前に、雌コネクタ７６の内側の流体導管が管５３２の遠位端部分５３２ａ
に接触しうる。いくつかの実施形態では、雌コネクタ７６の先端の内表面８６がルアーコ
ネクタ５１０の先端５２６の外表面と閉鎖係合を形成するまで、閉鎖部はそのまま維持さ
れ、ルアーコネクタ５１０の通路５５４内の流体が外部の環境に露出することが阻止され
る。
【０１４４】
　図８Ｃおよび８Ｄを参照しつつ、ルアーコネクタ５１０の他の構成について説明する。
図８Ｃおよび８Ｄを参照すると、ルアーコネクタ５１０’は、本明細書で開示されている
他のルアーコネクタのうちのどれかのルアーコネクタの構成要素、特徴、材料、サイズ、
幾何学的形状、詳細、または構成のうちのどれかを含むことができることがわかる。例え
ば、ルアーコネクタ５１０’は、ルアーコネクタ５１０’のポート５２４’が筐体５２２
’の側壁５２２ｂ’から突き出るように配置されるように構成されうる。例示された実施
形態では、ルアーコネクタ５１０’は、いくつかの違いはあるが上述のルアーコネクタ５
１０と同じまたは類似の特徴を有するように形成され構成されうる。ルアーコネクタ５１
０’は、ルアーコネクタ５１０’のポート５２４’が筐体５２２’の側壁５２２ｂ’から
突き出るように配置されるように構成されうる。
【０１４５】
　したがって、ルアーコネクタ５１０’は、ポート５２４’に流れ込む流体通路５５４’
がルアー先端５２６’内の流体流路に比較して約９０度の角度で配向されうるように構成
されうる。図８Ｃおよび８Ｄに例示されているような、この配置構成を用いることで、ル
アーコネクタ５１０’をポート５２４’のところで、またはルアーコネクタ５１０’の第
１の端部５１２’のところで複数のコネクタに取り付けることが容易になると思われる。
通路５５４’は、コネクタ５１０’の流体空洞５３３’をさらに画成しうる。
【０１４６】
　それに加えて、いくつかの実施形態では、バネ部材５３０’およびバルブ基部部材５３
４’を配置することができるチャンバ５４６’は、開放位置を画成することができ（例示
された実施形態の場合のように）、これにより、バネ部材５３０’、およびバルブ部材５
２０’の一部にアクセスすることができる。それに加えて、いくつかの実施形態では、ル
アーコネクタ５１０’は、バルブストラット５３６’のそれぞれと内壁５４２’内の開口
部５４０’のそれぞれとの間にシールを形成し、潜在的にチャンバ５４６’に流れ、ルア
ーコネクタ５１０’を使用する患者または開業医と接触するおそれがある流体が１つまた
は複数の開口部５４０’を通ってチャンバ５４６’内に流れ込むのを阻止するようにバル
ブストラット５３６’のそれぞれの外面の周りに配置できる環状の密封部材５４５’を備
えることができる。
【０１４７】
　この文で明確には説明されていない、距離、構成要素の比率などの、図に示されおよび
／または説明された実施形態の任意の特徴も本開示の一部分を形成することが意図される
。それに加えて、様々な実施形態、特徴、態様、および例の文脈で開示されてきたが、本
開示は具体的に開示された実施形態を超えて、その他の代替の実施形態および／または発
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明の用途、ならびにその明らかな修正形態および等価物に拡大することが、当業者によっ
て理解されるであろう。したがって、開示された実施形態の様々な特徴および態様が、開
示の様々な形態を行うために、互いに結び付けられ、または代わりに用いられることがで
きることを理解すべきである。したがって、本開示の範囲は、上記に説明した特定の開示
された実施形態によって限定されるべきではないことが意図される。
【符号の説明】
【０１４８】
　　９　重力供給式ＩＶバッグ
　　１０　雄ルアーコネクタ
　　１０’　ルアーコネクタ
　　１０’’　ルアーコネクタ
　　１０’’’　ルアーコネクタ
　　１１　ポールスタンド
　　１２　第１の端部または近位端
　　１２’　第１の端部
　　１３　配管
　　１４　第２の端部または遠位端
　　１４’　第２の端部
　　１４’’’　第２の端部
　　１５　患者の腕
　　１７　カテーテル
　　１９　医療配管
　　２０　バルブ部材
　　２０’　バルブ部材
　　２０’’　バルブ部材
　　２０’’’　バルブ部材
　　２１　雌医療用コネクタ
　　２２　筐体
　　２２’　筐体
　　２２’’’　筐体
　　２２ｂ’　側壁
　　２４　ポート
　　２４ａ　外面
　　２４ｂ　内面
　　２６　ルアー先端
　　２６’　先端
　　２６’’’　先端
　　２６ａ　遠位端
　　２６ｂ　外面
　　２６ｂ’’’　後部または後側部分
　　２６ｃ　内面
　　２８　シュラウド
　　２８’’　シュラウド
　　３０　隔壁
　　３０’　隔壁
　　３０’’　隔壁
　　３０’’’　隔壁
　　３０ａ’　外側部分
　　３０ｂ’　内側部分
　　３１’’’　開口部
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　　３２　バルブ管
　　３２’　管
　　３２’’　管
　　３２ａ　遠位部分
　　３２ｂ　外面
　　３３　内部空洞
　　３３’　内部空洞
　　３３’’’　内部空洞
　　３４　バルブ基部
　　３４’　バルブ基部
　　３４’’　バルブ基部
　　３４ａ’　後部
　　３６　バルブアームまたはストラット
　　３６’　バルブストラット
　　３６’’　ストラット
　　３６’’’　ストラット
　　３８　開口部
　　３８’　開口部
　　３８’’’　開口部
　　４０　開口部
　　４０’　開口部
　　４０’’’　開口部
　　４２　内壁
　　４２’　内壁
　　４４　密封部材
　　４４’　密封部材
　　４５’　環状シール
　　４５’’’　環状シール
　　４６　チャンバ
　　４６’　チャンバ
　　４８ａ、４８ｂ　開口部
　　５０　突起
　　５２　突起
　　５４　通路
　　５４’’’　通路
　　５６　雌ねじ
　　５６’　雌ねじ
　　５６’’’　雌ねじ
　　６０　内部空洞
　　６２　狭窄部分
　　６２ａ　傾斜を付けた表面
　　６２ｂ　傾斜を付けた表面
　　６２ｃ　第２の傾斜を付けた表面
　　６４　開口部
　　６６　突起もしくは突起したタブ
　　６８　ボア
　　７０　一対の全体的に矩形の突起
　　７２　中間部分
　　７６　雌コネクタ
　　７６’　雌コネクタ
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　　７７’　密封要素
　　７９’　流体導管
　　８０　流体通路
　　８１’　開口部
　　８２　先端
　　８２’　雌コネクタ先端
　　８３’　流体通路
　　８４　表面
　　８４’　表面
　　８６　内表面
　　１１０　ルアーコネクタ
　　１１０’　ルアーコネクタ
　　１１２　第１の端部
　　１１４　第２の端部
　　１１４’　第２の端部
　　１２０　バルブ部材
　　１２０’　バルブ部材
　　１２２　筐体
　　１２２ａ　端壁
　　１２２ｂ　側壁
　　１２３　突起
　　１２４　ポート
　　１２６　ルアー先端
　　１２６’　ルアー先端
　　１２６ａ　遠位端
　　１２６ａ’　前部分
　　１２８　シュラウド
　　１２８’　シュラウド
　　１３０　ブラダー部材
　　１３０’　ブラダー部材
　　１３２　管
　　１３２’　管
　　１３２ａ　遠位部分
　　１３３　空洞
　　１３３’　空洞
　　１３６　バルブストラット
　　１３６ａ　平面状基部
　　１３８　開口部
　　１３８’　開口部
　　１４０　開口部
　　１４２　内壁
　　１４４　環状の密封部材
　　１４６　チャンバ
　　１４８ａ、１４８ｂ　開口部
　　１５０　管
　　１５２　密封部材
　　１５４　通路
　　１５４’　流体通路
　　１５６’　雌ねじ
　　１６４’　開口部
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　　２１０　ルアーコネクタ
　　２１０’　ルアーコネクタ
　　２１２　第１の端部
　　２１２’　第１の端部
　　２１４’　第２の端部
　　２２０　バルブ部材
　　２２０’　バルブ部材
　　２２２　筐体
　　２２２ａ　後部
　　２２６　雄ルアー
　　２２６’　ルアー先端
　　２２６ａ’　前部分
　　２２８’　シュラウド
　　２３０　ブラダー部材
　　２３０　ベローズ
　　２３０’　ブラダー部材
　　２３０ａ　後部
　　２３０ｂ　壁
　　２３２　管
　　２３２’　管
　　２３２ａ　先端
　　２３３　内部空洞
　　２３３’　空洞
　　２３６　ストラット
　　２３８’　開口部
　　２４６　チャンバ
　　２５４　通路
　　２５４’　流体通路
　　２６４’　開口部
　　３１０　ルアーコネクタ
　　３１０’　ルアーコネクタ
　　３１２　第１の端部
　　３１４　第２の端部
　　３１４’　第２の端部
　　３２０　バルブ部材
　　３２０’　バルブ部材
　　３２２　筐体
　　３２２ａ　後部
　　３２６　ルアー先端
　　３２６’　ルアー先端
　　３２６ａ　端部
　　３２６ａ’　前部分
　　３２８’　シュラウド
　　３３０　ブラダー部材
　　３３０’　ブラダー部材
　　３３０ａ　後部
　　３３２　管
　　３３２’　管
　　３３２ａ　端部
　　３３３　空洞
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　　３３３’　空洞
　　３３６　バルブストラット
　　３３８’　開口部
　　３４６　チャンバ
　　３５２　密封部材
　　３５４’　流体通路
　　３６４’　開口部
　　４１０　ルアーコネクタ
　　４１０’　ルアーコネクタ
　　４１０’’　ルアーコネクタ
　　４１２　第１の端部または近位端
　　４１４　第２の端部または遠位端
　　４２０　バルブ部材
　　４２０’　バルブ部材
　　４２０’’　バルブ部材
　　４２２　筐体
　　４２２ａ　端壁
　　４２２ａ’　端壁
　　４２２ｂ　側壁
　　４２４　ポート
　　４２６　ルアー先端
　　４２６’　ルアー先端
　　４２６’’　ルアー先端
　　４２６ａ　遠位部分
　　４２６ｂ　外表面
　　４２８　シュラウド
　　４３０　弾性バネ部材
　　４３２　管
　　４３２’　管
　　４３２ａ　遠位部分
　　４３３　チャンバ
　　４３３’　空洞
　　４３４　バルブ基部
　　４３４’　バルブ基部
　　４３４ａ　外面
　　４３６　バルブストラット
　　４３８　開口部
　　４３８’’　開口部
　　４２２　筐体
　　４４０　開口部
　　４４２　内壁
　　４４４　密封部材
　　４４５　密封部材
　　４４６　チャンバ
　　４４６’　空洞
　　４４７　密封部材
　　４４７’　密封部材
　　４５０’’　真空部材
　　４５４　通路
　　４５４’　通路
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　　４６４　開口部
　　５１０　ルアーコネクタ
　　５１０’　ルアーコネクタ
　　５１２　第１の端部
　　５１２’　第１の端部
　　５１４　第２の端部
　　５２０　バルブ部材
　　５２０’　バルブ部材
　　５２２　筐体
　　５２２’　筐体
　　５２２ａ　端部
　　５２２ｂ　側壁
　　５２２ｂ’　側壁
　　５２４　ポート
　　５２４’　ポート
　　５２６　ルアー先端
　　５２６ａ　遠位端
　　５２６ｂ　外表面
　　５２８　シュラウド
　　５３０　弾性バネ部材
　　５３０’　バネ部材
　　５３２　バルブ管
　　５３２ａ　遠位部分
　　５３３　空洞
　　５３３’　流体空洞
　　５３４　バルブ基部
　　５３４’　バルブ基部部材
　　５３６　バルブストラット
　　５３６’　バルブストラット
　　５３８　開口部
　　５３９　開口部
　　５４０　開口部
　　５４０’　開口部
　　５４２　内壁
　　５４２’　内壁
　　５４４　密封部材
　　５４５’　密封部材
　　５４６　チャンバ
　　５４６’　チャンバ
　　５５４　通路
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【図７Ｃ】
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【図７Ｆ】
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【図８Ｄ】

【手続補正書】
【提出日】平成23年8月18日(2011.8.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医療用コネクタであって、
　第１の端部および第２の端部を有する実質的に剛性のある筐体であって、前記第１の端
部および前記第２の端部が選択的に閉鎖可能な流体通路によって連結され、筐体前記第１
の端部は、内表面を有する中空の雄ルアー、第１の開放端部、および第２の基部端を備え
る、筐体筐体と、
　実質的に前記筐体内に支持されており、前記コネクタが閉鎖位置にあるときに前記雄ル
アーの前記先端で前記筐体の前記第１の端部に隣接する開口部を選択的に密封するように
構成されている第１のバルブ部材と、
　前記筐体内に、かつ前記雄ルアーの外側に配置される内部ブラダー部材であって、前記
ブラダー部材は内部空洞を画成し、前記第１のバルブ部材に流体的に結合され、前記ブラ
ダー部材の前記内部空洞はコネクタの閉鎖位置において第１の容積を、前記コネクタが開
放位置にあるときに第１の容積より小さい第２の容積を有する、内部ブラダー部材と、
を備えることを特著とする医療用コネクタ。
【請求項２】
　剛性のある前記筐体は、前記雄ルアーの基部から側方に延出し、作動アームが前記雄ル
アーの前記基部に隣接する前記筐体を貫通して延出し、前記作動アームの第１の端部は医
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療用具の対応する雌端部と係合するように構成され、前記作動アームの第２の端部は、前
記ブラダー部材の少なくとも一部と係合するように構成されることを特徴とする請求項１
に記載の医療用コネクタ。
【請求項３】
　複数の作動アームをさらに備え、前記作動アームはリングによって連結されることを特
徴とする請求項１または２に記載の医療用コネクタ。
【請求項４】
　前記ブラダー部材は、実質的に卵形の内部空洞を形成するために前記コネクタの長軸に
対して凹形になっている壁部分を備えることを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に
記載の医療用コネクタ。
【請求項５】
　前記ブラダー部材は、波形の壁部分を含むことを特徴とする請求項１～４のいずれか一
項に記載の医療用コネクタ。
【請求項６】
　前記バルブ部材の少なくとも一部および前記ブラダー部材の少なくとも一部が、一体に
形成されることを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の医療用コネクタ。
【請求項７】
　前記バルブ部材と前記雄ルアーの内表面との間に環状リングをさらに備えることを特徴
とする請求項１～６にいずれか一項に記載の医療用コネクタ。
【請求項８】
　前記環状リングは、前記バルブ部材と一体に形成され、前記リングは前記雄ルアーの内
表面と摺動係合することを特徴とする請求項７に記載の医療用コネクタ。
【請求項９】
　前記雄ルアーの前記内表面は、環状チャネルを備え、前記環状リングは前記環状チャネ
ル内に嵌め込まれ、前記バルブ部材の前記外表面と摺動係合することを特徴とする請求項
７に記載の医療用コネクタ。
【請求項１０】
　医療用コネクタを選択的に閉鎖する方法であって、
　筐体内で弾性ブラダー部材を支持するステップであって、前記筐体は第１の端部および
第２の端部を有し、前記第１の端部および前記第２の端部は選択的に閉鎖可能な流体通路
によって連結され、前記第１の端部は内表面のある中空の雄ルアーを有するステップと、
　前記コネクタの開放位置と前記コネクタの閉鎖位置との間で前記筐体内において少なく
とも部分的に支持されているバルブ部材を移動するステップであって、それにより、前記
閉鎖位置では液体が前記流体通路を通って流れるのを前記バルブ部材が実質的に阻止し、
前記開放位置では液体が前記流体通路を通って流れるのを前記バルブ部材が許すようにす
るステップと、
　前記コネクタの閉鎖位置において第１の容積を有する第１の構成と前記コネクタの開放
位置において第２の容積を有する第２の構成との間で前記ブラダー部材を移動するステッ
プであって、前記第２の容積は前記第１の容積より小さい、ステップと、
を含み、
　前記ブラダー部材は、中を貫通する開口部および前記流体通路と連通する内側チャンバ
を有し、
　前記ブラダー部材は、前記雄ルアーの外側に位置するように前記筐体内で支持されてい
ることを特徴とする方法。
【請求項１１】
　前記コネクタの開放位置と前記コネクタの閉鎖位置との間で前記バルブ部材を移動する
ステップと、前記第１の構成と前記第２の構成との間で前記ブラダー部材を移動するステ
ップと、は、前記医療用コネクタを医療用具の対応する雌端部に係合する、または前記医
療用コネクタを前記医療用具の対応する前記雌端部から係脱するステップを含むことを特
徴とする請求項１０に記載の方法。
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【請求項１２】
　前記第１の構成と前記第２の構成との間で前記ブラダー部材を移動するステップは、第
１の位置と第２の位置との間で少なくとも１つの作動アームを移動するステップを含み、
前記少なくとも１つの作動アームは、医療用具の対応する雌端部と係合するように構成さ
れ、前記ブラダー部材の少なくとも一部分と係合するように構成された第２の端部を有す
ることを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１の位置と前記第２の位置との間で前記少なくとも１つの作動アームを移動する
ステップは、前記医療用コネクタを医療用具の対応する雌端部に係合するか、または前記
医療用コネクタを前記医療用具の対応する前記雌端部から係脱するステップを含むことを
特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ブラダー部材は、波形の壁部分を含むことを特徴とする請求項１０～１３のいずれ
か一項に記載の方法。
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