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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インフュージョンアセンブリであって、
　中央を貫通する貫通ボアを持ち上部に円形部分を持つハブ、
　前記ハブから下方に延び前記貫通ボアに流体連通するインフュージョンカニューレ、
　前記貫通ボアに一列に位置されたセプタム、および
　前記ハブの円形部分に対する取付けのために円形をなす取付面を有したハウジングを備
え、
　前記ハウジングは、該ハウジングが前記ハブに結合されたときに、該ハウジングから延
びて前記取付面の中央において下方へ向き前記セプタムを通って前記ハブの貫通ボア内に
延びるニードルと、注入される流体を受け入れるために該ニードルに流体連通するチュー
ブとを備え、
　前記ハウジングの取付面は、前記ハウジングが前記ハブに結合されたときに、前記ニー
ドルから前記インフュージョンカニューレへの持続的インフュージョンを許容しつつ、前
記ハブに対して前記ハウジングを回転可能に結合するスナップフィットを伴った面とされ
ている
　ことを特徴とするインフュージョンアセンブリ。
【請求項２】
　ハブは上部が円形である、請求項１記載のアセンブリ。
【請求項３】
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　ハブはその周りに周縁的に延在するリップを備える、請求項２記載のアセンブリ。
【請求項４】
　さらにウィングを備え、およびウィングの下側面が接着剤層を備える、請求項１記載の
アセンブリ。
【請求項５】
　ウィングはさらにホールを備え、およびウィングにおけるホールは階段状ホールであり
、およびハブはウィングにおける階段状ホールに適合する階段状の外側寸法を持つ、請求
項４記載のアセンブリ。
【請求項６】
　階段状ホールおよびハブの双方は円形であり、およびハブは階段状の外径を持つ、請求
項５記載のアセンブリ。
【請求項７】
　さらに、ハブの貫通ボアにおいて位置されるガイドを備える、請求項１記載のアセンブ
リ。
【請求項８】
　ガイドは漏斗形である、請求項７記載のアセンブリ。
【請求項９】
　インフュージョンカニューレはガイドに取り付けられる、請求項７記載のアセンブリ。
【請求項１０】
　さらにカバーを備え、カバーはハブに取り付けられ、およびハウジングはハブにカバー
とのかみ合いによって取り付き、およびカバーの上部は円形である、請求項１記載のアセ
ンブリ。
【請求項１１】
　カバー上の内側取付面は、カバー内面周りに周縁的に延在するリセスを備える、請求項
１０記載のアセンブリ。
【請求項１２】
　カバーは外側取付面をさらに備える、請求項１０記載のアセンブリ。
【請求項１３】
　カバー上の外側取付面が、その周りに周縁的に延在するリップを備える、請求項１２記
載のアセンブリ。
【請求項１４】
　さらに、ハブの貫通ボアにおいて位置されるガイドを備え、セプタムは、カバーをハブ
に取り付けときに、ガイドおよびカバーの間に保持される、請求項１３記載のアセンブリ
。
【請求項１５】
　さらに、貫通ボア、セプタムおよびインフュージョンカニューレを貫通する、除去可能
な挿入ニードルを備え、挿入ニードルの遠位末端はインフュージョンカニューレの遠位末
端から下方に延びる、請求項１記載のアセンブリ。
【請求項１６】
　ハウジングは、カバーの上部上の外側取付面に結合するように適合された取付面を持つ
、請求項１記載のアセンブリ。
【請求項１７】
　ハウジング上の取付面は、ハウジングの内面周りに周縁的に延在するリセスを備える、
請求項１６記載のアセンブリ。
【請求項１８】
　ハウジングは半径方向のボアを持つ、請求項１記載のアセンブリ。
【請求項１９】
　ニードルは、カーブし、かつハウジングにおける半径方向のボアを少なくとも部分的に
通り、ニードルの第１端部は、ハウジングをハブに取り付けたときにハブにおける貫通ボ
ア内を下方に延びるように位置される、請求項１８記載のアセンブリ。
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【請求項２０】
　チューブは、回転可能なハウジングの半径方向ボア内に受容される、請求項１９記載の
アセンブリ。
【請求項２１】
　ニードルの第２端部はチューブ内に受容される、請求項２０記載のアセンブリ。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　本発明は、３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．セクション１１９に基づく、２００１年３月４日出願の出
願番号６０／２７３，４９０および２，００１年６月１９日出願の出願番号６０／２９９
、８４２の、米国暫定特許出願に対する優先の利益を要求する。
【０００２】
　種々の態様において、本発明はインフュージョンハブアセンブリを提供する。
このアセンブリは、貫通ホールを有するウィング；前記ウィングの貫通ホールに受容され
るハブ、そして前記ハブはこれを貫通するボア、および取付面を有する前記円形ハブの上
部を有する；前記ウィングから下方に離れて延びるカニューレ、前記インフュージョンカ
ニューレは前記ハブを貫通するボアに流体連通する；貫通するボアを有し、前記ハブの上
部上に取付面に結合するように調整された内取付面を有するカバー、；および前記カバー
を貫通する前記ボアに一列に配置されたセプタムを有する。
【０００３】
　種々の態様において、前記ハブの上部は円形であり、周囲に延びる取付面を持っている
。種々の態様において、この取付面は周囲に延びるリップを有する。
【０００４】
　本発明のインフュージョンハブアセンブリはボアを有するカバーを具え、患者の皮膚上
にアセンブリのウィングを最初に配置する際、皮下に延びるインフュージョンカニューレ
と共に、このボアを通って挿入ニードルが配置される。種々の態様において、前記カバー
はセプタムを保持して患者への経路を有利にシールする（挿入ニードルが貫通していない
場合）。
【０００５】
　種々の態様において、カバーの寸法はインフュージョンハブを覆ってスナップフィット
するようにする。種々の態様では、カバーは中央ボアを持っており、アセンブリが皮下に
配置される場合にインフュージョンニードルがこのボアを通る。
【０００６】
　その後、新規な回転可能インフュージョンハウジングをカバーの頂部に取り付ける。種
々の態様では、回転可能ハウジングは、カバーの上部の外側取付面に結合するように調整
された取付面を持っている。したがって、種々の態様では、回転可能ハウジングもカバー
を覆ってスナップフィットするように寸法決めされる。カバーはインフュージョンハブを
覆って順にスナップフィットされる。
【０００７】
　種々の観点では、カバーおよび回転可能ハウジング両方の上の取付面は、それらの周囲
に周縁的に延びるリセスを有する。これらのリセスはインフュージョンハブおよびカバー
の上部から延びるリップにそれぞれ結合する。種々の観点では、インフュージョンハブお
よび回転可能ハウジングは、回転可能ハウジングが自由に回転でき、かつ依然、患者に皮
下的に薬剤（または他の所望の流体物質）を連続注入できるように円形である。
【０００８】
　種々の態様において、回転可能ハウジングは、ハウジング内の半径方向ボアを少なくと
も部分的に通るカーブしたニードルを有し、このカーブしたニードルの先端は、回転可能
ハウジングをカバーに取り付けた場合、カバーおよびハブ内のボアへ下方に向かって位置
する。さらに、インフュージョンチューブはカーブしたニードルに流体連通して回転可能
ハウジングの半径方向ボアに受容される。
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【０００９】
自由に回転でき、なお患者へ皮下的に連続的注入を提供する、回転可能インフュージョン
ハウジングを有する利点は、（１）インフュージョンチューブのよじれを回避し、（２）
患者へインフュージョンハウジングをテープ止めする必要を回避し、これにより、（３）
患者の体の異なる位置にインフュージョンポンプ（これは流体をインフュージョンチュー
ブに供給する）を位置させることが可能になる。
【００１０】
　本発明の別の観点では、本発明はインフュージョンコネクタセットを提供する。このセ
ットは、基部コネクタ、この基部コネクタに受容されるセプタム、先端コネクタ、先端コ
ネクタに受容されるセプタム、および基部コネクタおよび先端コネクタを一緒に連結した
場合、基部コネクタおよび先端コネクタの両セプタムを貫通するフランジニードルを有す
る。
【００１１】
　しかし、本発明で「基部」および「先端」コネクタに対してなされた参照部分は単に例
示であることが理解されるであろう。したがって、その代りに、フランジニードルは、基
部コネクタ内より寧ろ先端コネクタ内で種々の位置に移動することができる。したがって
、本発明は「第１」および「第２」コネクタを参照する。種々の態様では、「第１」コネ
クタは「基部」コネクタであり、「第２」コネクタは「先端」コネクタである。代替的な
態様では、コネクタは「第１」コネクタが「先端」コネクタであり、「第２」コネクタが
「基部」コネクタであるように逆になる。
【００１２】
　種々の態様では、フランジニードルは先端コネクタのスロット内をスライド移動可能で
ある。種々の観点では、フランジニードルに保持される位置に動くことができる。
【００１３】
　したがって、基部および先端コネクタを一緒に固定した場合、ニードルはこれを通る流
体通路を提供する。先端コネクタを基部コネクタから外している場合、先端コネクタ内の
セプタムは封止されるであろう（フランジニードルは基部コネクタ内に保持され、これに
よりもはや先端コネクタ内のセプタムに接触しないからである）。
【００１４】
　種々の態様では、フランジニードルのフランジは、オペレータがフランジをつかんでフ
ランジ針を先端コネクタ内のスロットに沿って動かすことができるように先端コネクタ内
のスロットを通って突き出る。このようにして、フランジニードルを、ニードルが基部コ
ネクタ内のセプタムをもはや貫通しない位置に便利に動かすことができる。したがって、
基部コネクタのセプタムは自己封止され、インフュージョンチューブを介して配送される
物質に対して汚染または暴露を防止する。
【００１５】
　互いから容易に非連結にできる、（両コネクタを通る流体通路を封止するそれぞれのセ
プタムを具えた）基部および先端コネクタを有する利点は、異なるインフュージョンライ
ン間を容易に切替できることである。
【００１６】
　それ自体のセプタムを具える先端コネクタを提供するさらに別の利点は、患者が基部お
よび先端コネクタを手動で連結を外すことができ、そして先端コネクタのセプタムを介し
て患者に（別の薬剤または物質を含む）シリンジ注入することである。
【００１７】
　種々の態様では、インフュージョンコネクタセットは、基部コネクタの先端に取り付け
られたリテイナをさらに有する。種々の態様では、このリテイナは、フランジニードルの
動きを、基部コネクタ内で上下動を保持するように、基部コネクタのスロットの先端を閉
じる。
【００１８】
　種々の態様では、基部および先端コネクタは、一方のコネクタが他方に挿入され、イン
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ターロック位置に回転するように、寸法決めされる。このことは、コネクタの一方がそこ
から延びる少なくとも１つのツメを具え、コネクタの他方がその中に少なくとも１つのリ
セスを具えることにより達成される。この少なくとも１つのリセスは、基部および先端コ
ネクタを一緒に連結した場合、そのなかに少なくとも１つのツメを受容するように寸法決
めされる。種々の態様では、少なくとも１つのツメを有するコネクタは基部コネクタであ
り、少なくとも１つのスロットを有するコネクタは先端コネクタである。
【００１９】
　添付の図面と共に以下の詳細な態様の説明を読むことによって当業者には本発明の他の
特徴および利点がなお明らかになるであろう。
　図１～６は本発明のインフュージョンハブアセンブリを示す。図７～１５は本発明のイ
ンフュージョンコネクタセットを示す。
【００２０】
　先ず、図１～６を参照する。インフュージョンハブアセンブリ１０を提供する。大きい
ウィングまたはパッチ１２はそれを貫通するホール１３を有する。ウィング１２は患者の
皮膚表面に配置される。種々の態様において、ウィング１２の下側は接着面を持ち、患者
の皮膚に固定される。代替的態様において、ウィング１２は患者の皮膚に直接テープ留め
される。
【００２１】
　図１に示すように、アセンブリ１０はウィング１２、ハブ１４およびカバー１８を有す
る。種々の観点において、ハブ１４の全部かまたは少なくとも上部は円形である。ハブ１
４は、ウィング１２の円形ホール１３内に受容される。種々の態様において、図示するよ
うに、ホール１３は直径が段階的であり、円形ハブ１４も、ハブ１４がホール１３に固定
するように段階的な直径を持っている。円形ハブ１４は垂直に貫通する中央ボアを持つ。
ニードルガイド１６は、図示のとおり、円形ハブ１４を貫通するボア内に位置する。ニー
ドルガイド１６は漏斗形でもよく、金属製でもよい。
【００２２】
　種々の観点において、円形ハブ１４の上部には取付面があり、この上にカバー１８をス
ナップフィットできる。例えば、種々の観点で、円形ハブ１４はその周囲に少なくとも部
分的に周縁に延びるリップ１５を有する。種々の態様では、カバー１８はその周囲に少な
くとも部分的に周縁に延びる内部溝１９を有する。種々の態様において、カバー１８は円
形ハブ１４の上部にかぶせて容易にスナップフィットできるように可撓性材料製である。
【００２３】
図示のように、セプタム２０を提供する。セプタム２０はカバー１８で保持してもよい（
カバー１８をハブ１４から除去するとき、セプタム２０も除去されるように）。図示のよ
うに、セプタム２０は、カバー１８をハブ１４にかぶせて配置される場合、ニードルガイ
ド１６内に受容されるように、配置される。セプタム２０は、自己封止弾性材料のプラグ
から作ることができる。
【００２４】
　インフュージョンカニューレ２２はウィング１２から下方に延びる。したがって、イン
フュージョンカニューレ２２は、ウィング１２を患者の皮膚に載置した場合、皮下に位置
される。このようにして、インフュージョンカニューレ２２は患者に薬剤を皮下的に注入
するために使用される。種々の態様において、インフュージョンカニューレ２２の近接端
部は円形ハブ１４の下方部内に受容されて配置され、ニードルガイド１６の端部周りに受
け取られる。しかし、図示のように、本発明では、このように限定するものではない。ウ
ィング１２から下方に延びるように、インフュージョンカニューレ２２を取り付けるため
の多くの他の装置をも本発明の範囲内に含む。
【００２５】
　次に、図２を参照する。インフュージョンカニューレ２２が皮下的に配置されるように
アセンブリ１０を配置するための種々の処置をも提供する。特に、インフュージョンニー
ドル３０（これはハンドル３２により支持される）は、保護カバー１８および円形ハブ１
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４の中央ボアを貫通して挿入される。このように、ニードル３０がセプタム２０を貫通し
て、下方に延び、インフュージョンカニューレ２２の底部先端部から突き出る。図２に示
すように、ニードル３０をインフュージョンカニューレ２２から挿入する場合、オペレー
タは、ウィング１２を患者の皮膚に接触させて押し下げ、インフュージョンカニューレ２
２が皮下に挿入されるように、ハンドル３２に対して簡単に下方に押圧する。
【００２６】
　ウィング１２を患者の皮膚に載置し、インフュージョンカニューレ２２を皮下に配置し
てアセンブリ１０を配置した後（即ち、図２に示すように）、オペレータはハンドル３２
を上方に引き上げることにより、簡単にニードル３０を除去する。ニードル３０を最初に
除去する場合、セプタム２０は自己封止して、大気からカニューレ２２を通って、患者の
皮下の皮下経路に汚染物が侵入することを確実に防止する。
【００２７】
　ニードル３０を除去した後、以下のように、回転可能なインフュージョンハウジング４
０により置き換えられる。
【００２８】
　図３に示すように、その後、回転可能なハウジング４０をカバー１８にかぶせて取り付
ける。回転可能ハウジング４０は、カバー１８をかぶせてスナップフィットできるように
可撓性材料製である（カバー１８をハブ１４にかぶせて固定する方法と類似している）。
特に、回転可能ハウジング４０も、周囲に少なくとも部分的に周縁に延びる内側溝４１の
ような内側取付面を有する。
【００２９】
カバー１８のリップ１７周囲に少なくとも部分的に周縁に延びる内側溝４１の利点は、ハ
ウジング４０が円形ハウジング１４に対して回転可能であることである。したがって、図
４および５に示すように、ハウジング４０は方向Ｒに自由に回転できる。
【００３０】
図３に戻る。インフュージョンチューブ５０を使用して薬剤（または他の所望の物質）を
患者に皮下的に分配する。チューブ５０はハウジング４０内の半径方向に延びるボア４２
に受け取られる。カーブしたニードル４４はチューブ５０の端部に取り付けられ、下方を
向いたその先端部が直接ハブ１４のボア内のニードルガイド１６内に受け取られるように
配置される。カーブしたニードル４４の先端は回転可能ハウジング４０の中央から下方を
向き、カバー１８およびハブ１４を貫通して中央ボア内に位置されるので、ハウジング４
０はその中央軸周りにＲ方向に自由に回転できる。一方、薬剤または他の所望の物質はチ
ューブ５０を介して注入される。
【００３１】
図６は、本発明装置の分解図を示す。ここにおいて、（ｉ）導入ニードル３０、または（
ｉｉ）回転可能ハウジング４０およびインフュージョンチューブ５０、のいずれかをカバ
ー１８に取り付けてセプタム２０を介してハブ１４に通す。図示のように、種々の態様に
おいて、カニューレを保護し、使用前にカニューレが汚染しないように、任意的な除去可
能保護シリンダ２３をインフュージョンカニューレ２２にかぶせて受け取ることができる
。
【００３２】
　図７～１５に移る。インフュージョンコネクタセットをも提供する。種々の観点におい
て、コネクタアセンブリ１００は基部コネクタ１１０および先端コネクタ１２０を有する
。ユーザの嗜好に応じてコネクタ１１０は先端コネクタの代りになることができ、コネク
タ１２０は基部コネクタの代りになり得ることが理解される。示すように、アセンブリ１
００を使用してインフュージョンチューブ５０に沿った取り外し可能な結合リンク中間路
を提供する。しかし、コネクタアセンブリ１００（図７～１５）をインフュージョンハブ
アセンブリ１０（図１～６）に接触して使用できるが、これは必要ないことがわかる。寧
ろ、コネクタアセンブリ１００およびインフュージョンハブアセンブリ１０のおのおのは
別々に使用される。したがって、図１～６の符号「５０」は図７～１５における符号「５
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０」のチューブと同じであっても異なっていてもよい。
【００３３】
　図７は、一緒に結合された基部コネクタ１２０および先端コネクタ１１０を示す。図８
は互いに非結合の、基部コネクタ１２０および先端コネクタ１１０を示す。説明通りに、
本発明のコネクタセットは、先端コネクタおよび基部コネクタを一緒に結合した場合、流
体はアセンブリを通って自由に流れる装置を提供する。基部および先端コネクタはもはや
固定されず、あるいは一緒に結合されない場合に、本発明は、基部または先端コネクタの
いずれかを通る流路に汚染物が入ることを防止する新規な自己封止装置を提供する。特に
、説明通り、自己封止セプタムが基部および先端コネクタのおのおのに配置される。さら
に、基部コネクタが、基部ニードルにおけるセプタムが、望む通りに自己封止されるよう
に動くことができるフランジニードルアセンブリを支持する。
【００３４】
図１０を参照する。基部コネクタ１１０は、その中に受容されるセプタムハウジング１１
１を有する。自己封止セプタム１１２はセプタムハウジング１１１により適所に保持され
る。そして、フランジ１１４およびニードル１１３を有するフランジニードルアセンブリ
はその中に受容される。説明通りに、フランジ１１４は、基部コネクタ１１０のスロット
１１５を上下動できる（これにより、異なる位置にニードル１１３が動く）。その後、リ
テイナ１１６がフランジニードルアセンブリ１１３／１１４を覆って受容される。リテイ
ナ１１６はフランジ１１４がスロット１１５から外れることを防止する。このようにして
、ニードル１１３は何時も基部コネクタ１１０内に支持される。
【００３５】
図１１を参照する。先端コネクタ１２０はその中にセプタムハウジング１２１を有する。
自己封止セプタム１２２はセプタムハウジング１２１により適所に保持される。
【００３６】
一緒にアセンブリされた場合、図７に示すように（および図１２および１３に示すように
）、ニードル１１３はセプタム１１１および１２１の両方を貫通して、チューブ５０を介
した流れを可能とする。
【００３７】
　コネクタを互いに非接続にする場合（即ち、先端コネクタ１２０を基部コネクタ１１０
から取り外す場合）、ニードル１１３（基部コネクタ１１０内に保持される）はもはや先
端コネクタ１２０内の先端部セプタム１２１を貫通しない。したがって、先端部セプタム
１２１は、患者への皮下経路（すなわち、先端コネクタ１２０、チューブ５０および回転
可能ハウジング４０を介する患者への経路）が封止されるように、自己封止する。しかし
、ユーザが望む場合には、異なるまたは付加的な薬剤（または他の物質）を患者へ皮下的
に導入できるように、先端コネクタ１２０の先端部セプタム１２１を通って別の注射針を
挿入できる。
【００３８】
　本発明では、基部コネクタ１１０の基部セプタム１１１を封止する新規な装置をも提供
する。図９（および図１４および１５）を参照する。もはや基部セプタム１１１を貫通し
ない位置にニードル１１３を動かすように、フランジ１１４をスロット１１５に沿って先
端方向に動かす。
【００３９】
　種々の態様において、オペレータがフランジ１１４をつかんで、リテイナ１１６に対し
て適所にスライド可能にするために（ニードル１１３がもはやセプタム１１１を突き刺さ
ないように）、フランジ１１４は基部コネクタ１１０の対向両側部のスロット１１５を介
して僅かに突き出ている。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】図１は、本発明のインフュージョンハブアセンブリの縦断面図である。
【図２】図２は、貫通する挿入ニードルを有する、図１に類似した縦断面図である。
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【図３】図３は、挿入ニードルを除去して、回転可能なインフュージョンハウジングによ
り置き換えた、図１および図２に類似した縦断面図である。
【図４】図４は、組み立てたインフュージョンハブアセンブリの斜視図である。
【図５】図５は、組み立てたインフュージョンハブアセンブリの側面図である。
【図６】図６は、本発明のインフュージョンハブアセンブリの分解斜視図であり、カバー
を貫通する挿入ニードルの、およびカバーにかぶさる回転可能なインフュージョンハウジ
ングフィットの、交互的位置を示す。
【図７】図７は、本発明のインフュージョンコネクタセットの斜視図である。
【図８】図８は、図７に類似した斜視部であり、互いに非結合の基部コネクタおよび先端
コネクタを示す。
【図９】図９は、基部セプタムを貫通しないようにフランジニードルを動かした、図８に
類似した図である。
【図１０】図１０は、基部コネクタアセンブリの分解斜視図である。
【図１１】図１１は、先端コネクタセンブリの分解斜視図である。
【図１２】図１２は、図７に相当する断面図である。（図１３における線１２－１２に沿
った断面図に相当する。）
【図１３】図１３は、図１２に相当する側面図である。（フランジニードルを支持するフ
ランジが動くスロットを示す。）
【図１４】図１４は、先端コネクタを非結合にし、除去し、フランジニードルがスロット
中を、基部コネクタのセプタムを貫通しないように、動かした後の、図１２の装置の基部
コネクタの断面図である。（図１５の線１４－１４に沿った断面図に相当する）
【図１５】図１５は図１４に相当する側面図である。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図１０】 【図１１】
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【図１４】 【図１５】



(12) JP 4387105 B2 2009.12.16

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  ジョエル　エス　ダグラス
            アメリカ合衆国　カリフォルニア州　９４０２２　ロス　アルトス　ヒルズ　ラ　ロマ　ドライヴ
            　２５２８５
(72)発明者  ロバート　ヒューゴ
            アメリカ合衆国　カリフォルニア州　９５０２０　ギルロイ　セント　アンドルーズ　サークル　
            １９２３
(72)発明者  シンシア　ジャーン
            アメリカ合衆国　カリフォルニア州　９５０７０　サラトガ　ベルウッド　ドライヴ　１９３６１

    審査官  宮崎　敏長

(56)参考文献  米国特許第０６０１７３２８（ＵＳ，Ａ）
              米国特許第０４７５５１７３（ＵＳ，Ａ）
              国際公開第９９／０４４６５５（ＷＯ，Ａ２）
              米国特許第０５１７６６６２（ＵＳ，Ａ）
              国際公開第９８／０５８６９３（ＷＯ，Ａ１）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              A61M   5/00       - A61M   5/52
              A61M  25/00       - A61M  25/18


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

