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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　接触面を有する雌型ルア弁と接続される雄型ルアにおいて、
　前端と後端とを有するハウジングであって、前記ハウジング内に位置され、前端と後端
とを有している第一の管状部材が該ハウジング内に配置され、該第一の管状部材が管状導
管を規定しているハウジングと、
　前端と後端とが前記第一の管状部材と共軸線関係に配置されている弾性部材であって、
圧縮された後退位置と伸長位置との間で移動可能である弾性部材と、
　前記弾性部材の前端に配置され、そのような移動の間雄型ルアを開放可能に閉鎖する弁
部材と、
　前記管状導管内に固定された内部プラグとを含み、
　前記雄型ルアが前記雌型ルア中へ挿入されると、その雌型ルアの接触面が前記弾性部材
を圧縮された後退位置まで移動させて、前記雄型ルアの前端を開放させるとともに、前記
弾性部材の内周面のランドを前記内部プラグの外周面との接触から外して、前記雌型ルア
から流入して前記雄型ルアを通過する液体が前記内部プラグの周りを通って前記管状導管
内を貫通する全体的に軸線方向の流路を流れうるようにし、また、前記雄型ルアが閉鎖さ
れると、前記内部プラグの外周面が、前記弾性部材のランドと接触して、前記液体の逆流
を阻止するようになっていることを特徴とする雄型ルア。
【請求項２】
　前記ハウジングが全体的に円筒形であって、内部室を画成しており、その面において雌
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型ルアの接続装置にある相手側のねじと係合するねじを含むことを特徴とする請求項１に
記載の雄型ルア。
【請求項３】
　双方の後端が相互に対して、かつハウジングの一部と接触しながら、弾性部材が第一の
管状部材の内側に配置され、そのため前記第一の管状部材が前記弾性部材の後端が移動し
ないよう固定することを特徴とする請求項１に記載の雄型ルア。
【請求項４】
　前記第一の管状部材もまた、弾性部材の圧縮および非圧縮の間該弾性部材の移動を案内
する手段を含むことを特徴とする請求項３に記載の雄型ルア。
【請求項５】
　前記第一の管状部材が剛性の成形材料から構成されていることを特徴とする請求項１に
記載の雄型ルア。
【請求項６】
　前記弾性部材と弁部材とが一体形成されていることを特徴とする請求項１に記載の雄型
ルア。
【請求項７】
　前記弾性部材と弁部材とが弾性材料からつくられていることを特徴とする請求項６に記
載の雄型ルア。
【請求項８】
　前記第一の管状部材が前記弾性部材の内方に配置され、圧縮あるいは非圧縮とされると
き前記弾性部材の移動を案内するよう作用することを特徴とする請求項１１に記載の雄型
ルア。
【請求項９】
　第二の管状部材を更に含み、前記弾性部材が双方の後端を相互に対して、かつハウジン
グの一部に対して接触させて前記第二の管状部材の内方に配置され、そのため前記第二の
管状部材が前記弾性部材の後端を移動しないよう固定することを特徴とする請求項１に記
載の雄型ルア。
【請求項１０】
　ルア間で係合している間雌型ルアの接触面との接触に応答する弾性部材を更に含み、前
記応答は弾性部材が圧縮し、雄型ルアを開放させ前記ルアの間で、かつそれらを貫通して
流体が流れうるようにすることであることを特徴とする請求項１に記載の雄型ルア。
【請求項１１】
　前記弾性部材が応答する接触面は雌型ルア内のポストを含むことを特徴とする請求項１
０に記載の雄型ルア。
【請求項１２】
　前記弾性部材が応答する接触面は雌型ルアの前面を含むことを特徴とする請求項１０に
記載の雄型ルア。
【請求項１３】
　前記弾性部材が応答する接触面は雌型ルアの内面を含むことを特徴とする請求項１０に
記載の雄型ルア。
【請求項１４】
　前記応答が更に、前記ルアが外れると前記弾性部材を非圧縮とすることによって雄型ル
アを閉鎖し、流体が雄型ルアを貫流しないようにすることからなることを特徴とする請求
項１０に記載の雄型ルア。
【請求項１５】
　前記弾性部材が閉鎖可能な弁をその端部において含み、前記弾性部材は前記雌型ルアと
係合すると変形して弁を開放し、前記雌型ルアから外れると弾性部材の変形が反転して前
記弁を閉鎖することを特徴とする請求項１に記載の雄型ルア。
【請求項１６】
　圧縮あるいは非圧縮とされると雄型ルア内で軸線方向に移動する弾性部材と、弾性部材
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の軸線方向移動を案内するよう前記弾性部材あるいは弁部材と一体化された被案内手段と
協働する、弁部材の弾性部材の外側にある案内手段とを更に含むことを特徴とする請求項
１に記載の雄型ルア。
【請求項１７】
　第一の管状部材と管状の外壁との間で前記第一の管状部材に摺動可能に装着され、前記
案内手段を捕えているスリーブを更に含むことを特徴とする請求項１６に記載の雄型ルア
。
【請求項１８】
　前記ハウジングがルアを相互に解放可能に固定するために雌型ルアと解放可能に係合す
る固定手段を前端の近傍で含むことを特徴とする請求項１に記載の雄型ルア。
【請求項１９】
　前記第一の管状部材が前端の近傍で、ルアを相互に解放可能に固定するために雌型ルア
と解放可能に係合する固定手段を含むことを特徴とする請求項１に記載の雄型ルア。
【請求項２０】
　前記弾性部材がルアを相互に解放可能に固定するために雌型ルアと解放可能に係合する
固定手段を前端の近傍で含むことを特徴とする請求項１に記載の雄型ルア。
【請求項２１】
　後端からハウジング内を共軸線関係で延在し、管状の外壁の前端を越えて外方に突出す
る第一の管状部材であって、前記第一の直径よりも小さい第二の直径と、少なくとも１個
の軸線方向に延在するスロットと弁座を有する前端とを有する第一の管状部材を更に含む
ことを特徴とする請求項１に記載の雄型ルア。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、雄型ルア（ｌｕｅｒ）を貫通する流路を開放するために雌型ルアの弁に取り
付ける雄型ルアの接続装置（ｍａｌｅ　ｌｕｅｒ　ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ　ｄｅｖｉｃｅ）
の改良に関する。一旦、前記ルアの係合が達成されると、これらのルア弁は医療用液体の
流れの投与に使用するべく病院内で静脈内（ＩＶ）装置に対して接続するために使用され
る。
【背景技術】
【０００２】
　ルア装置は、ＩＶ装置に接続された管材料に対して雄型および雌型接続装置部分を相互
に接続したいような各種の医療用に特に使用されている。最も一般的なタイプのＩＶ流体
交換は、ＩＶ装置に取り付けられた対応する受入れ装置に受け入れられるように構成され
たノズルを装嵌した注射器を使用している。前記受入れ装置は患者の静脈中へ延在してい
るＩＶ装置中に挿入された配管中へ流体を導く中空の管状カニューレすなわちポスト（ｐ
ｏｓｔ）を有していることが多い。
【０００３】
　典型的なルア接続は雌型ルア接続装置中へ挿入される雄型ルア接続装置を利用している
。雄型ルア接続装置は雌型ルア接続装置の対応するねじにねじ込まれ、流体が接続部から
逃げたり、あるいは漏洩することなくそれらの間で通過しうるように前記２個のルア接続
装置を係合させる。これらの接続装置は緩んだり、あるいは外れるようになるため、これ
らの管内を通過している流体が漏洩しうる可能性が常に存在する。例えば、化学療法に使
用されるもののような危険な薬品を使用する場合、流体の漏洩の可能性は危険な問題とな
りうる。さらに、接続装置が係合したときに流体が漏洩しないとしても、一旦これらが係
合を解除されると、接続装置の先端に残留する流体の残留量は依然として有害でありうる
。この量は接続装置から漏洩する量より少ないかもしれないが、依然としてそれに露出さ
れたいずれかの人に対して害を与えるに十分著しいものでありうる。
【０００４】
　従って、ルアが相互に係合すると、その中に含まれた流体材料を安全に保持するルア接
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続装置に対する要求がある。また、接続装置の係合が外されたとき、その使用者がルアの
先端面に残留している有害な医薬から保護されるように、雄型―雌型ルアの接続部におい
て雄型ルア接続装置を密封する（ｓｅａｌｓ　ｏｆｆ）ルア接続装置に対する要求もある
。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的はＩＶあるいはその他の流体用接続部に対して接続するために雌型ルア弁
と係合する新規および改良された雄型ルア接続装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一局面によれば、典型的にはコアロッドすなわちカニューレである中央のポス
トを有するか、あるいは有さなくてもよい、対応する雌型ルア弁との接続を達成するため
の雄型ルア接続装置が提供される。雄型ルア接続装置はハウジングと、内側室と、弾性部
材と、弁部材とを含む。ハウジングは外側管状部分と、内側管状部分と、第一と第二の首
部分とを有し、弁部材は前記内側管状部分の前端を密封する先端部を有している。前記弾
性部材は弾力的に移動可能で、ハウジングの内側管状部分内を延在する。
【０００７】
　雄型ルアは対応する雌型ルア中へ挿入され、これら２個のルアが係合する。雌型ルアが
雄型ルアに係合すると、雌型ルアの、雌型ルア内のコアロッドすなわちカニューレ、ある
いは雌型ルア構造の一部の端面でよい、接触部材が先ず雄型ルアの先端に対して押圧され
る。前記先端は次いで移動し、第一の首部分において弁部材を変形させる。更に係合は弁
部材を移動させ続けて、第二の首部分において弾性部材を変形させる。一旦ルアが完全に
係合した位置にくると、流体がルアの間を流れ、入口ポートを介して雌型ルアへ出入りす
ることができる。所望されれば、雄型ルア弁はハウジング要素内に含める必要はない。代
わりに、内蔵式としてもよく、あるいは更に当該技術分野の専門家には雄型ルアはその他
の密閉体内に含めてよいことが認められる。
【０００８】
　本発明の別の局面によれば、弾性部材と、内側室と、弁部材とを含む雄型ルア接続装置
が提供される。この例は、弁部材が弾性部材と一体形成されているか、あるいは弾性部材
と当接しうる点を除いて前の例と同様に機能する。前記弾性部材は弾性材料で形成するか
、あるいは多種材料から形成されたばねとしうる。次に、内側室は一体形成の部材によっ
て密封される。適当な雌型ルア弁が雄型ルアと係合すると、この２個のルアの間で液体が
流れうるようにするために一体形成の部材が変形する。希望に応じて、この例は代替的に
ハウジングを含めてもよい。
【０００９】
　雌型ルアが内部コアロッドすなわちカニューレを含む場合、雌型ルアは雄型ルアにおい
て弾性部材を押し戻し、雄型ルアの弁部分を開放して接続されたルアの間で、それらを流
体が貫流しうるようにする接触部材として作用する。別の例においては、カニューレある
いはコアロッドを含まない雌型ルアと協働しうる雄型ルアが説明されている。このルアは
ハウジングと、第一の管状部材と、弾性部材と、弁部材と、任意であるが摺動可能なスリ
ーブ部材とを含む。前記ハウジングは外側の管状壁と、前記ハウジング内を共軸関係で延
在する第一の管状部材とを有している。第一の管状部材は少なくとも１個の軸線方向に延
在するスロットと、弁座を有する前端とを有している。弁部材は弁座と密封係合するよう
に弾性部材の端部に位置している。弾性部材は軸線方向のスロットを通して半径方向外方
に延在している少なくとも１個の案内部分を有している。スリーブ部材がある場合、該ス
リーブはそれが前記案内部材を捕捉するように第一の管状部材と管状外壁の上に摺動可能
に装着される。他の例においては、弾性部材は雄型ルア構造に沿って自動的に案内される
か、あるいは軸線方向に延在したスロットによって案内されうる。雌型ルアが雄型ルアと
係合すると、雌型ルアのハウジングはスリーブと係合し、それを後方に雄型ルアのハウジ
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ング中へ滑り込ませる。このことによって弾性部材と弁部材とを後退位置へ後方に押圧し
、液体がこの２個のルアの間で流れうるようにする。この例においても、ハウジング要素
はなくてもよい。代わりに、雄型ルア弁は内蔵式とするか、あるいはその他のタイプの密
封体内に含めさせてもよい。
【００１０】
　本明細書で説明している本発明の形態は多くの理由から有利なものである。雄型ルアが
適当な雌型ルア弁と結合されたり、あるいは外されると、雄型ルアの接続装置は有害の可
能性のある流体に使用者が曝されないよう保護するために密封される。雄型ルアの端部に
含まれる弁は、ルアの露出された面に残留する流体の量が確実に最小となるように自動的
に閉鎖される。このような利点によって、例えば化学療法に使用されるもののような有害
な医薬がルアに残留しないよう保証するよう助勢する。また、例えば血液のような体液は
疾病の可能性のある血液に露出されるのを最小となるようにするためにルアには残留しな
い。ルアにある割れ目（ｃｒｅｖｉｃｅｓ）は最小であり、先端部材は概ね面一であるの
で、弁の構成によって手作業による拭去（スワッビング：ｓｗａｂｂｉｎｇ）あるいは片
側拭去を可能とする。更に、一例において、雄型ルアの形態は、雄型ルアと雌型ルアとが
外されると、ルアの先端において真空作用を発生させるという別の利点を提供する。この
先端での真空作用の特徴はいずれかの面における残留流体を最小にし、従ってあらゆる形
での露出を最小にする。
【００１１】
　本発明は同じ部材を同じ参照数字で指示している添付図面と関連して検討すると、本発
明の実施例についての以下の詳細説明からより良好に理解される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　図１はルア装具（ｌｕｅｒ　ｆｉｔｔｉｎｇ）の雄型ルアと雌型ルアとの接続のための
２個の構成要素の側面図である。ルア装具は既存のフラッシュトップ雌型ルア弁（ｆｌｕ
ｓｈ　ｔｏｐ　ｆｅｍａｌｅ　ｌｕｅｒ　ｖａｌｖｅ）を有する雌型ルアと係合するよう
に意図される雄型ルア１０から構成されている。雌型ルア２４は特定のタイプに限定され
るわけではないが、典型的なルアが本明細書で示されている。ここに示されている雌型ル
アは弁が閉鎖するタイプのものである。この雌型ルア２４はカニューレすなわちポスト２
６を備えたハウジング要素２８を含む。ハウジング２８の前端の外面には雌型ルア２４を
雄型ルア１０に対して係合できるようにするねじ３０がある。本実施例においては、雄型
ルア１０はハウジング要素１２から構成されている。ハウジング１２の内壁は雌型ルアの
接続装置の相手側ねじ３０と係合するねじ３２を含む。ハウジング１２は、第一の首部分
３６と第二の首部分３８とを有し（図２参照）、前方に突出している小径の内側管状部分
１６を有している。前記内側管状部分は前方開口３３（図２参照）を備えた内側室１３を
画成している。弁部材１８は弾性部材すなわちばね１４によって開口３３を密封する伸長
位置へ弾圧されている。ばね１４は前記室１３の遠位端と弁部材１８との間で作用する。
（本明細書で使用する「遠位」という用語は雄型ルアの後端であり、「近位」とは前端で
ある。すなわち、図１および図２で示すように図面における左端と右端である）。弁部材
１８は弾性部分２０と前方先端部材２２とを含む。図１は２個のルア１０，２４を非係合
位置で示している。カニューレすなわちポストを含まないその他のタイプの雌型ルア弁も
ある。例えば、レインシング（Ｌｅｉｎｓｉｎｇ）による米国特許第５，６７６，３４６
号（Ｕ．Ｓ．ＰＡＴ．Ｎｏ．５，６７６，３４６）およびバーシュミット（Ｗｅｒｓｃｈ
ｍｉｄｔ）による米国特許第５，７８２，８１６号（Ｕ．Ｓ．ＰＡＴ．Ｎｏ．５，７８２
，８１６）がこれらのタイプのルア弁を示している。
【００１３】
　図２から図５までは相互に係合するようになる際の雄型ルア１０と雌型ルア２４とを示
している。図２はそれらが完全に非係合状態である２個のルア１０，２４を示す。カニュ
ーレすなわちポスト２６は前記２個のルアの間で流体が出入りするための開口４０を有し
うる。その他の導管系（図示せず）も可能であって、使用してよい。カニューレすなわち
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ポスト２６はスリーブ３４内の室において装着されている。このスリーブ３４はゴムある
いはその他のいずれか適当な弾性材料からつくることができ、弁部材の停止部材として作
用する。スリーブ３４は、図２に示すルアの非係合位置においては密封閉鎖されている前
端開口３５を有している。雄型ルアは前端が第一の首部分３６と該第一の首部分から後方
に離隔した第二の首部分３８とを有している。図３は雌型ルア２４中へ挿入され始めてい
る雄型ルア１０を示す。一旦ねじ３０，３２が係合し始めると、開口３５が強制的にカニ
ューレ２６の端を越えて開口されるまで、ハウジング１２の前端３３がスリーブ３４を押
し返す。次いで、カニューレすなわちポスト２６は弁部材１８の先端と接触して、それを
後方へ押し始め、そのためカニューレすなわちポスト２６が弁要素の前方部分２２を移動
させる。この移動によって第一の首部分３６の密封面をその座から分離させ始める。先端
部材２２が押し戻され始めると、第二の弾性部分２０が変形し、弁要素の空洞１９を圧縮
する。このことによって第一の首部分３６を密封から解放し、空洞１９内に入っていた液
体を移動させる。この移動した液体は一時的に雌型ルア弁２４中へ流入する。このような
圧力が加えられるにつれて、弁部材は圧縮され、更に内方に室１３中へ押し込まれる。
【００１４】
　図４は雌型ルア２４と雄型ルア１０とが更に係合し合った場合のルア部材の位置を示す
。カニューレすなわちポスト２６は先端部材２２を更に押圧し、第一の弾性部材１４を変
形させ始め、そのため第二の首部分３８の密封が解放される。この時点で、カニューレす
なわちポストは雄型ルアの真空区画２１中へ更に挿入されることによって、図４において
矢印で示されるようにより多くの液体が移動させられる。カニューレすなわちポスト２６
の開口４０が流体を雌型ルアに出入りできるようにする。この移動した液体は、作動が逆
転した場合に補充される容量分をつくり出す。
【００１５】
　雄型ルア弁１０が雌型ルア弁２４から外されると、前記２個の弁が接続されていた間に
移動された液体の容積が元の位置に復元され、そのため相対真空状態を形成する。雌型ル
ア２４が雄型ルア１０から取り外されると、第二の首部分３８によって形成されている主
シール部がその座と接触する。このことによって真空区画２１を上流側の液体から遮断す
る。カニューレすなわちポスト２６が後退すると、弾性部分２０がその変形されていない
自然の形状に戻るにつれて空洞１９が復元される。このような復元が行われるにつれて、
液体が空洞１９中へ吸引される。第二の首部分３８は閉鎖されているので、この液体は雄
型ルア１０と雌型ルア２４との間の境界から吸出される。この吸出作用は、カニューレす
なわちポスト２６が後退するにつれて必然的に置き換わるカニューレすなわちポスト２６
に対応する容量分だけ高められる。形成された相対真空は第一の首部分３６の密封面が再
びその座と接触するまで真空区画中へ液体を吸引させようとする。
【００１６】
　図５は弁部材４２に一体的に接続されているばね１４が形成されていることのみを除い
て前述したものと同じタイプの二段式弁（ｄｕａｌ　ｓｔａｇｅ　ｖａｌｖｅ）を示して
いる。ハウジング１２は内側スリーブ１６を含み、前記内側スリーブ１６の内側には内部
室１３が位置している。本実施例の作用は、ばね１４が弁部材４２に一体的に接続されて
いる弾性材あるいはその他のタイプの材料から構成しうる点を除いて前述した実施例と同
じである。
【００１７】
　図６および図７は本発明の別の実施例による雄型ルアを示している。本装置は一体の弾
性部材を備えた単段式ルア弁である。本実施例において、雄型ルアは雌型ルア３０にある
相手側のねじと係合するようにハウジングの内壁にねじ３２を備えたハウジング１２を有
している。内部室１３は弾性部材と先端とが一体形成されている弁部材４２によって密封
されている。従って、この新規な弁部材４２は個別の弾性部材を含むのではなくてむしろ
全ての部材が１個の部材として形成されている点を除いて前述の実施例と同様に作用する
。本実施例は、一旦雌型ルアが弁部材４２と係合すると、前記弁部材４２が前述したよう
に数個の諸々の部材としてではなく１個の部材として移動するという点で単段式であるル
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ア弁を示している。図７は、雌型ルア２４と係合し、流体が流れうるようにしている図６
に示すルアを示している。一旦２個のルア１０，２４が係合すると、雌型ルア２４のカニ
ューレすなわちポスト２６が弁部材４２を変形させ、カニューレすなわちポスト２６の開
口４０を介して、かつ弁部材４２の後端にある開口４４も介して流体が流れうるようにす
る。
【００１８】
　図８は本発明の別の実施例を示す。本実施例において、雄型ルアのハウジング１２は先
の実施例と類似である。更に、内側スリーブ１６内に弾性部材すなわちばね１４が含まれ
ている。しかしながら、本実施例においては、弾性部材の端に含まれている弁は球（ｂａ
ｌｌ）４６として示されている。この球は、例えば弾性材料のような各種タイプの材料か
らつくることができる。更に、前記室１３の前端の開口は典型的にはボール弁（ｂａｌｌ
　ｖａｌｖｅ）４６を収容する部分的に球形の座４７とされている。当該技術分野の専門
家には、弾性部材すなわちばね１４の端部に含まれた弁は種々の形状としうることが認め
られる。しかしながら、雄型ルア１０の先端の形状は雌型ルア２４の先端の形状に対応す
るものとする必要がある。
【００１９】
　図９と図１０とは、修正された雄型ルアが先の実施例の雌型ルア２４に解放可能に固定
可能である、本発明の更に別の実施例による修正された接続装置を示している。修正され
た雄型ルアは、円筒形の外壁５２と、後端５３から円筒形のハウジング中へ突出し、該ハ
ウジングの長さの部分に沿って延在している内側の管状支持体５４とを備えたハウジング
を含む。外壁５２は雌型ルアのねじ３０と係合する内側ねじ３２と、ハウジングの後端５
３から延在し、ハウジングの前端から突出している内側支持体５４よりも大きな直径とを
有している。弾性スリーブすなわちブラダー（ｂｌａｄｄｅｒ）部材５６が後端において
管状部材５５と支持体５４との間で固定され、管状部材５５内で前端の開口５７まで前方
に突出している。ブラダー部材５６は前端開口５８を有しており、該開口は、図９に示す
伸長した非接続位置にあると管状部材５５の内方にテーパのついた端部分によって密封閉
鎖されている。前記ブラダー部材５６の前端部分５８は図９に示す位置において雄型ルア
の端部開口５７を密封する弁として作用する。
【００２０】
　雄型ルアの管状部材５５はハウジングの円筒形内壁５２よりも直径が小さく、該部材５
５と内壁５２との間に環状の空隙を残す。この環状空隙において、摺動スリーブ６０が管
状部材５５の上を摺動可能に装着されている。前記スリーブ６０は直径方向に対向した開
口６２を有しており、管状部材５５は対向する細長く、軸線方向に延在するスロット６４
を有している。内側ブラダー部材すなわちスリーブ部材５６にある反対方向に向いた被案
内部分（例えば、タブ、ウイングあるいはフィン）は前記スロット６４を通して開口６２
中へ半径方向外方に突出している。このように、スリーブが図９に示す完全に伸長した位
置にあると、摺動スリーブを図示位置へ前方に引っ張る。ブラダー部材５６の波形の部分
６６はブラダー部材５６の前端と摺動スリーブ６０とを伸長位置へ弾圧するばねとして作
用する。
【００２１】
　図１０は雄型ルア５０に接続された雌型ルア２４を示す。雌型ルアのハウジングの前端
が雄型ルアのハウジングの円筒形壁の中へねじこまれるにつれて、それは摺動スリーブ６
０の前端６７と係合し、該スリーブを、従ってブラダー部材５６を後方へ弾圧し、ブラダ
ー部材の前端部分を移動させて管状部材５５の前端の開口との密封係合関係から外す。こ
のため、前端開口５８は図示のように弾力的に開放される。同時に、管状部材５５の前端
は雌型ルアにおいてスリーブ３４を後方に押圧し、そのためカニューレ２６の端部を通過
し、カニューレは管状部材の開放した前端中へ延在する。このことによって、流体が内側
の管状支持体、ブラダー部材５６の開放端部５８およびカニューレ２６の開口４０を介し
て２個のルアを貫流できるようにする。ルアが外されると、ブラダー部材５６の圧縮され
た波形部分６６が前端部分を弾圧して、管状部材５５の前端との密封係合関係に戻し、流
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体の漏洩を阻止する。
【００２２】
　図１１は、弾性スリーブすなわちブラダー部材５６が波形部分を有しておらず、代わり
に別個のばね部材６８を有していること以外は代替的な摺動作動の弁を示している、図９
と同様の図面である。ばね部材６８は、例えば金属あるいは弾性材料からつくられたもの
のような、いずれかのタイプのものでよい。この雄型ルアの作用は同じであって、単にば
ね部材６８が先の実施例の波形部材に代わっただけである。
【００２３】
　図１２はカニューレすなわちポストを有していない雌型ルア弁に使用する代替的な弁を
示す、図１０と同様の図面である。ハウジング２８の前端の外面が雄型ルア弁の摺動スリ
ーブ６０の前端６７と係合し、圧縮する。雌型ルア弁のハウジング２８の前端が更に摺動
スリーブ６０を移動させ続けるにつれて、ブラダー部材５６が後方へ移動を続け、該ブラ
ダー部材の前端部分を移動させて管状部材５５のとの密封係合関係から外す。このことに
よって前端開口５８が弾力的に開放できるようにする。このため、流体が内側管状支持体
、ブラダー部材５６の開放端５８を介して２個のルアを貫流できるようにする。一旦ルア
が外されると、前述した密封係合が再び発生する。
【００２４】
　図１３はハウジング要素を含まない雄型ルア弁を示す。この図面は、雄型ルア弁がハウ
ジング要素内に含まれてはおらず、代わりに自立型としうる点を除いて図２と同様である
。しかしながら、雄型ルア弁の作用は、雌型ルアのハウジングとの係合が雄型ルアのハウ
ジングに対しては行われないことのみを除いて図２について説明したものと同じである。
【００２５】
　図１４と図１５とは摺動スリーブ６０を含まない雄型ルア１００の実施例を示す。ルア
のハウジング１０２は管状の突出導管１１８を有し、その導管の上に弾性スリーブすなわ
ち弾性部材１０６が位置している。前記弾性部材１０６の基部１１４はハウジング１０２
の内端壁１１２に対して当接しており、管状の突出部材１０４の内端によって適所に固定
されている。弾性部材１０６は、前記部材１０４の管状部分にあるスロット１１０にそれ
ぞれ配置されている１個以上の横方向に突出したフィン１０８を有している。雄型ルアが
閉鎖されると（図１４）、弾性部材１０６の先端１１６にある開口が閉鎖され、雄型ルア
１００の開放端１２０を密封する。接触面１２６を有するが、中央のコアロッドすなわち
カニューレを何ら有していない雌型ルア１２８と雄型ルアが係合すると（図１５）、前記
面１２６はフィン１２８と係合し、雄型ルアが雌型ルア中へ移動することによって、１０
８′で示されているようにフィン１０８がスロット１１０内で案内されて該フィンを矢印
１０７で示すようにハウジング１０２中へ後方に移動させ、１０６’で示されるように弾
性部材のベローズ部分を圧縮させる。このことによって、１１６′に示すように先端を開
放させ、流体が開口１２０を通して、それぞれ導管１１８およびハウジング１０２の流路
１２４および１２２中へ流入できるようにする。周方向突起１３２はＯリングシールとし
て作用し、ルアが係合すると、弾性部材１０６の突出した前縁部１３０は前記部材１０４
の傾斜した内面１３４と係合し、密封すなわち「ストッパ（ｓｔｏｐｐｅｒ）」効果を提
供し、Ｏリングによる密封領域には流体の流れがなく、乾燥状態に保つようにする。
【００２６】
　多数の図面を判りやすくするために、雌型ルア１２８自体は示されておらず、雄型ルア
１００の構成要素の動きのみが示されている。そのような動きは、（限定的ではないが）
例えば図２，図３，図１２および図１５のような他の図面に示されている態様で雄型／雌
型ルアが係合した結果のものであることが理解される。同様に、それらを通して流体が流
れている間雄型および雌型ルアをそれらの係合位置に保持するためのねじあるいはその他
の固定装置も判りやすくするために全ての図面において示されていないが、それらは（限
定的でないが）図２，図３，図４，図１０および図１２に示されているように存在してい
ることが理解される。
【００２７】
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　図１６と図１７とは、図１４および図１５に示すものと同様であるが、流路１４８が内
部プラグ１３８を通過するようにして内部プラグ１３８が導管１１８内に存在している実
施例を示す。これらの流路は導管１１８の壁に形成するか、あるいはプラグ１３８を導管
１１８に接続されている離隔された支持体（図示せず）に装着するか、あるいはその他の
いずれか都合のよい方法で形成することができる。プラグ１３８の周面１４２は、雄型ル
アが閉鎖されると（図１６）、１４０で示すように弾性部材１０６の内面において半径方
向のランド１４４と接触する。雄型ルアが雌型ルアへ入ると、接触面１２６はフィン１０
８と接触し、図１７において１０８′で示すようにフィンを後方へ押圧し、１０６′で示
すように弾性部材を圧縮し、ランド１４４を固定されたプラグ１３８の面１４２との接触
から外す。弾性部材の圧縮はまた、１１６′で示すように弾性部材の先端１１６を開放さ
せる。矢印１４６で示すように、開口１２０を通して、導管１２４中へ、そしてプラグ１
３８の周りで流路１４８を貫流する流体の流れも達成される。ランド１４４の軸線方向位
置と幅とは、何時プラグ縁部１４２との接触が行われたり、あるいは喪失されるか、従っ
て何時ルアが開閉するかを決定し、また流体の逆流を阻止、あるいは最小化するべく真空
作用を提供するよう変更することができる。
【００２８】
　図１８から図２１までは、雌型ルア１２８と係合すると、その結果雌型ルアの接触面１
２６が図２１に示すように、弾性部材１０６の外面１５２と直接接触するルアの内面とな
る「軟質（ソフト）」雄型ルア１００の実施例を示している。図１８において、２個の任
意要素、すなわち肩１５０と、例えば１０８のようなフィンで、雌型ルアの接触面と係合
しうる周方向のフランジである突出構造としうる突起１０９とが示されている。肩１５０
はハウジング１０２の部分１０２′内での連続した半径方向の肩としてもよく、あるいは
前記部分１０２′内で半径方向に整合した離隔突起から構成することができる。（前記部
分１０２′は図１８および図１９において個別のものであるが、ハウジング１０２の残り
の部分に取り付けられた部材として示されているが、ハウジング１０２の残りの部分と一
体としてもよい。）肩１５０は、雌型ルア１２８の接触面１２６と係合し、２個のルアの
相対移動を停止させ、従って雄型および雌型ルアが係合しうる深さを制限する制限装置と
して作用する。突起１０９は、弾性部材１０６の面１５２に対する接触面１２６との係合
を分担することによって弾性部材１０６の圧縮を助勢しうる。前記部材１０６の先端領域
１１６は図１８と図１９とに示すように厚くされ、雌型ルアの係合首部中へ若干拡張する
ようにし、更なる密封作用をつくりだすことができる。
【００２９】
　図２０と図２１において、任意の長くされたハウジング１０２を有し、そのため部材１
０６の面１５２が面１２６と接触して係合することによって雄型および雌型ルアが完全に
係合するようにする軟質の雄型ルア１００が示されている。剛性の導管１１８の上で部材
１０６がこのように係合したり、圧縮することによって先端１１６を開放させ、端部１２
０を通して流体が流れるようにしうる。
【００３０】
　別の実施例が図２２から図２７までに示されている。図２２と図２３の実施例において
は、弁部材４２と作用が同様である内部プラグ１５４が示されている。プラグ１５４は弾
性部材１０６の半径方向のポケット１５６中へ挿入される一体のフィンすなわち半径方向
のフランジ１５８を有している。雌型ルアと係合することによって雌型ルアの接触面が、
それぞれ１０６′、１５６′および１５８′で示すように弾性部材１０６、そのポケット
１５６およびフィンすなわちフランジ１５８を後方へ押圧し、このようにしてプラグ１５
４のプラグヘッド１６０を１６０′で示す位置まで後退させ、端部１２０を開放して導管
１２４中へ流体を流す。
【００３１】
　図２４から図２７まではその先端１１６"においてスリット１６２を有する形状付きの
弾性部材１０６ａを示す。雌型ルア１２８と接触すると、雌型ルアの接触面１２６と弾性
部材１０６ａの外面１５２とが摩擦接触することによって弾性部材１０６ａを図に示すよ
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うに変形させ、１６２′で示すようにスリット１６２を開放させ、流体が導管１２４中へ
流入しうるようにする。
【００３２】
　前述した雄型ルアの各種実施例は雄型および雌型ルアが外されると、雄型ルアにおける
端部開口を自動的に密封し、作業者が接続装置を通して流れる潜在的に危険な流体と接触
するようになる危険性を低減する。
【００３３】
　本発明の若干の代表的な実施例を例示のみとして前述してきたが、当該技術分野の専門
家には、特許請求の範囲によって画定される本発明の範囲から逸脱することなく開示した
実施例に対して修正が可能であることが理解される。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】ルア装具の雄型ルアと雌型ルアとの接続のための２個の構成要素の側面図である
。
【図２】図１の線２－２に沿って見た拡大断面図である。
【図３】構成要素が部分的に係合した状態の図２と同様の図面である。
【図４】構成要素が完全に係合した状態の図３と同様の図面である。
【図５】代替的な一体形成のばね部材を示す、図２の一部と同様の図面である。
【図６】代替的な単段弁を示す、図５と同様の図面である。
【図７】開放した弁を示す、図６と同様の図面である。
【図８】球型弁を示す図５と同様の図面である。
【図９】代替的な摺動作動弁を示す断面図である。
【図１０】開放した弁を示す図９と同様の図面である。
【図１１】代替的な摺動作動弁を示す図９と同様の図面である。
【図１２】カニューレすなわちポストを有していない雌型ルアの弁に使用する代替的な弁
を示す図１０と同様の図面である。
【図１３】ハウジング要素を含まない雄型ルアの弁の図面である。
【図１４】スリーブを含まない雄型ルアを示し、かつコアロッドすなわちカニューレを有
していない雌型ルアと接触している間の雄型ルアの閉鎖位置（図１４）から開放位置（図
１５）までの移動を示す図１１と同様の図面である。
【図１５】スリーブを含まない雄型ルアを示し、かつコアロッドすなわちカニューレを有
していない雌型ルアと接触している間の雄型ルアの閉鎖位置（図１４）から開放位置（図
１５）までの移動を示す図１１と同様の図面である。
【図１６】弾性部材の内部の中央密封部材を有する雄型ルアを示し、コアロッドすなわち
カニューレを有していない雌型ルアと接触している間の雄型ルアの閉鎖位置（図１６）か
ら開放位置（図１７）までの移動を示す図１４および図１５と同様の図面である。
【図１７】弾性部材の内部の中央密封部材を有する雄型ルアを示し、コアロッドすなわち
カニューレを有していない雌型ルアと接触している間の雄型ルアの閉鎖位置（図１６）か
ら開放位置（図１７）までの移動を示す図１４および図１５と同様の図面である。
【図１８】周辺フランジ部が、（コアロッドすなわちカニューレを有していない）雌型ル
アの接触面と接触すると後方へ弾圧され前記弾性部材を後退させて開放させる、弾性部材
に組み込まれている雄型ルアを示す、図１１と同様の図面である。
【図１９】（コアロッドすなわちカニューレを有していない）雌型ルアの接触面と接触す
ると弾性部材が後方へ弾圧され後退して開放するように十分な摩擦接続を提供する滑らか
な外側接触面を備えた弾性部材を有している雄型ルアの外観と作動とを示す。
【図２０】（コアロッドすなわちカニューレを有していない）雌型ルアの接触面と接触す
ると弾性部材が後方へ弾圧され後退して開放するように十分な摩擦接続を提供する滑らか
な外側接触面を備えた弾性部材を有している雄型ルアのと作動とを示す。
【図２１】（コアロッドすなわちカニューレを有していない）雌型ルアの接触面と接触す
ると弾性部材が後方へ弾圧され後退して開放するように十分な摩擦接続を提供する滑らか
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な外側接触面を備えた弾性部材を有している雄型ルアの外観と作動とを示す。
【図２２】弾性部材の内側にあって、該弾性部材の壁の中へ突出し該壁を外方へ広げて雄
型ルアのハウジングにあるガイド中へあるいはそれを貫通して延在させる半径方向延在部
分を有する中央の密封部材を有する雄型ルアで、前記ガイドがコアロッドすなわちカニュ
ーレを有していない雌型ルアの接触面と係合し、そのような係合によって弾性部材を後退
させて開放し、ルアの間でかつそれらを貫通して流体が流れうるようにする雄型ルアを示
す、図１６および図１７と同様の図面である。
【図２３】弾性部材の内側にあって、該弾性部材の壁の中へ突出し該壁を外方へ広げて雄
型ルアのハウジングにあるガイド中へあるいはそれを貫通して延在させる半径方向延在部
分を有する中央の密封部材を有する雄型ルアで、前記ガイドがコアロッドすなわちカニュ
ーレを有していない雌型ルアの接触面と係合し、そのような係合によって弾性部材を後退
させて開放し、ルアの間でかつそれらを貫通して流体が流れうるようにする雄型ルアを示
す、図１６および図１７と同様の図面である。
【図２４】先端がスリット状開口を備え、僅かに丸くふくらんだ形状であり、前記スリッ
トが全体的に円錐形の接触くぼみを備えた雌型ルアの内面と接触している間圧縮され開放
するような雄型ルアの弾性部材の別の実施例を示す側面図（図２４および図２６）と端面
図（図２５と図２７）である。
【図２５】先端がスリット状開口を備え、僅かに丸くふくらんだ形状であり、前記スリッ
トが全体的に円錐形の接触くぼみを備えた雌型ルアの内面と接触している間圧縮され開放
するような雄型ルアの弾性部材の別の実施例を示す側面図（図２４および図２６）と端面
図（図２５と図２７）である。
【図２６】先端がスリット状開口を備え、僅かに丸くふくらんだ形状であり、前記スリッ
トが全体的に円錐形の接触くぼみを備えた雌型ルアの内面と接触している間圧縮され開放
するような雄型ルアの弾性部材の別の実施例を示す側面図（図２４および図２６）と端面
図（図２５と図２７）である。
【図２７】先端がスリット状開口を備え、僅かに丸くふくらんだ形状であり、前記スリッ
トが全体的に円錐形の接触くぼみを備えた雌型ルアの内面と接触している間圧縮され開放
するような雄型ルアの弾性部材の別の実施例を示す側面図（図２４および図２６）と端面
図（図２５と図２７）である。
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