
JP 5478607 B2 2014.4.23

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薬剤レセプタクル；
　以下を含む投与機構；
　薬剤送達のために遠位方向に可動のピストン桿（１７）、
　薬剤送達のためにピストン桿（１７）を遠位方向に動かすための駆動デバイス（１９）
、
　送達すべき薬剤の投与量を設定するための投与量設定部材、及び
　薬剤レセプタクル中に含有されている薬剤の量を超える薬剤の投与量を設定することを
防止する投与量制限部材（２８）、及び
　投与機構の少なくとも部分を収容するハウジング（３）；
を含む薬剤送達デバイス（１）であって、
　投与量制限部材（２８）は、投与量設定中、ピストン桿（１７）に対して近位方向で軸
方向の動きのために設計され、そして投与量制限部材（２８）は、第一の停止部材（３５
）を含み、ピストン桿（１７）は第二の停止部材（３６）を含み、ここで第一及び第二の
停止部材（３５、３６）が引っ掛かるときに、第一及び第二の停止部材（３５、３６）が
ピストン桿（１７）に対して投与量制限部材（２８）の近位方向への軸方向の動きを停止
し、それによって、送達すべき薬剤の設定投与量を増加させるための投与量設定部材の動
きを制限し、ここで第一及び第二の停止部材（３５、３６）が引っ掛かるときにのみ、投
与量制限部材（２８）及びピストン桿（１７）が直接的に相互作用することを特徴とする
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薬剤送達デバイス（１）。
【請求項２】
　投与量制限部材（２８）が投与量設定部材と係合され、投与量制限部材（２８）の軸方
向の動きが止められるとき、投与量制限部材（２８）が送達すべき薬剤の設定投与量を増
加させるための投与量設定部材の動きを停止させることを特徴とする、請求項１に記載の
薬剤送達デバイス。
【請求項３】
　投与量設定部材を投与量増加方向に動かすことによって、送達すべき薬剤の設定投与量
を増加させるとき、投与量設定中、投与量制限部材（２８）がハウジング（３）に対して
及びピストン桿（１７）に対して近位方向に動かされるように、そして
　薬剤送達中、投与量制限部材（２８）がハウジング（３）に対して遠位方向に動かされ
るように、
投与量制限部材（２８）が投与量設定部材と連結されるか、又は係合されることを特徴と
する、請求項１又は２に記載の薬剤送達デバイス。
【請求項４】
　投与量制限部材（２８）が、投与量設定部材の内部ねじ山と係合されるか、又は投与量
設定部材のねじ山が付いたインサート（５３、７４）と係合されることを特徴とする、請
求項３に記載の薬剤送達デバイス。
【請求項５】
　投与量設定部材が、ハウジング（３）とねじ係合され、そのためにより高投与量の設定
中は、ハウジング（３）に対して近位に回転して動き、設定投与量の減少中は、ハウジン
グ（３）に対して遠位に回転して動き、そして投与量送達中は、ハウジング（３）に対し
て遠位に回転し動く投与量ダイアルスリーブ（２７）であることを特徴とする、請求項１
～４の何れか１項に記載の薬剤送達デバイス。
【請求項６】
　投与量制限部材（２８）が、投与量設定部材と、又は投与量設定部材のインサート（５
３、７４）とねじ係合される本質的にチューブ状のスリーブを含むことを特徴とする、請
求項１～５の何れか１項に記載の薬剤送達デバイス。
【請求項７】
　投与量制限部材（２８）が開口部（３８）を含み、ここでピストン桿（１７）が開口部
（３８）を通して延び、ここで第一の停止部材（３５）が開口部（３８）を取り囲む表面
として備わっていることを特徴とする、請求項１～６の何れか１項に記載の薬剤送達デバ
イス。
【請求項８】
　第一の停止部材（３５）が投与量制限部材（２８）の内部フランジ（３７）の隣接表面
であることを特徴とする、請求項１～７の何れか１項に記載の薬剤送達デバイス。
【請求項９】
　第二の停止部材（３６）が、ピストン桿（１７）から半径方向に延びる突起（５８）で
あり、ピストン桿（１７）上の突起（５８）の軸位置が、投薬すべき薬剤の全量に関連し
ていることを特徴とする、請求項１～８の何れか１項に記載の薬剤送達デバイス。
【請求項１０】
　第二の停止部材（３６）がピストン桿（１７）上のねじ山（１６）の端部であることを
特徴とする、請求項１～９の何れか１項に記載の薬剤送達デバイス。
【請求項１１】
　ピストン桿（１７）が、投与量制限部材（２８）の軸方向の動きに影響を及ぼさない第
一のねじ山領域（１５）、及び第二のねじ山領域（１６）の二つのねじ山領域（１５、１
６）を含み、ここで、第二のねじ山領域中のねじ山（１６）の一端が第二の停止部材（３
６）を形成することを特徴とする、請求項１～１０の何れか１項に記載の薬剤送達デバイ
ス。
【請求項１２】
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　投与量制限部材（２８）は、ハウジング（３）に対して軸方向に動くことが可能とされ
、そして回転することが防止されることを特徴とする、請求項１～１１の何れか１項に記
載の薬剤送達デバイス。
【請求項１３】
　投与量制限部材（２８）が、ハウジング（３）にスプラインされ、そしてそれによって
、ハウジング（３）に対して回転が妨げられることを特徴とする、請求項１２に記載の薬
剤送達デバイス。
【請求項１４】
　ピストン桿（１７）が二つのねじ山領域を含み、ここで二つのねじ山領域が反対向きに
配列されているねじ山（１５、１６）を有することを特徴とする、請求項１～１３の何れ
か１項に記載の薬剤送達デバイス。
【請求項１５】
　ピストン桿（１７）と係合され、そして投与量設定部材と解放可能に係合する駆動デバ
イス（１９）を更に含む、請求項１～１４の何れか１項に記載の薬剤送達デバイス。
【請求項１６】
　ピストン桿（１７）が二つのねじ山領域を含み、二つのねじ山領域が反対向きに配列さ
れたねじ山（１５、１６）を有し、ここで駆動デバイス（１９）とのねじ係合のために第
二のねじ山領域（１６）が備わっていることを特徴とする、請求項１５に記載の薬剤送達
デバイス。
【請求項１７】
　駆動デバイス（１９）を投与量設定部材と解放可能に連結させるために備わっている、
投与量設定部材及び駆動デバイス（１９）の間に位置するクラッチ手段（２４）を更に含
み、ここで投与量設定部材及び駆動デバイス（１９）が連結されるときに、両者がハウジ
ング（３）に対して回転可能とされ、そして投与量設定部材及び駆動デバイス（１９）が
分離されるときに、ハウジング（３）に対して投与量設定部材の回転は許容されるが、ハ
ウジング（３）に対して駆動デバイス（１９）の回転は許容されず、遠位方向のピストン
桿（１７）に力が伝達されるように駆動デバイス（１９）の軸方向の動きは許容される、
請求項１～１６の何れか１項に記載の薬剤送達デバイス。
【請求項１８】
　投与量制限部材（２８）が、ピストン桿（１７）、駆動デバイス（１９）及びクラッチ
手段（２４）を取り囲み、そして投与量設定部材によって取り囲まれるチューブ状の部分
を含むことを特徴とする、請求項１～１７の何れか１項に記載の薬剤送達デバイス。
【請求項１９】
　投与機構が、投与量設定部材をハウジング（３）でロックするための少なくとも一つの
ロック部材（６４）を含み、それによって、投与量増加方向への、ハウジング（３）に対
する投与量設定部材の回転が妨げられ、投与量制限部材（２８）の第一の停止部材（３５
）がピストン桿（１７）の第二の停止部材（３６）を捕らえるとき、及び投与量増加方向
に投与量設定部材に力がかかるとき、ロック部材（６４）を始動させることを特徴とする
、請求項１～１８の何れか１項に記載の薬剤送達デバイス。
【請求項２０】
　投与量設定部材と直接的に相互作用し又はそれに連結される、及び／又は投与量設定部
材のインサート（５３、７４）と直接的に相互作用し又はそれに連結される、少なくとも
一つのロック部材（６４）を含み、このインサート（５３、７４）が投与量制限部材（２
８）と係合状態にあり、そして投与量設定部材に対する動きのために設計されている、請
求項１９に記載の薬剤送達デバイス。
【請求項２１】
　別の部分であり、そして旋回軸を介して投与量設定部材に連結される、少なくとも一つ
のロック部材（６４）を含む、請求項２０に記載の薬剤送達デバイス。
【請求項２２】
　投与量設定部材のインサート（５３、７４）であって、第一及び第二の停止部材（３５
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、３６）が隣接するときに、投与量設定部材がインサート（５３、７４）に対して投与量
増加方向への動きを行うことが許容され、それによって少なくとも一つのロック部材（６
４）及びハウジング（３）の少なくとも一つのロック形体（６６）が係合に移る、上記イ
ンサートを特徴とする請求項１９～２１の何れか１項に記載の薬剤送達デバイス。
【請求項２３】
　インサート（５３、７４）が、投与量制限部材（２８）とねじ係合される、ねじ付けら
れたインサートであることを特徴とする、請求項２２に記載の薬剤送達デバイス。
【請求項２４】
　少なくとも一つのロック部材（６４）は、始動されるとき、少なくとも一つの傾斜部形
体（６５）によって外に旋回され、それによってハウジング（３）の少なくとも一つのロ
ック形体（６６）で係合することを特徴とする、請求項１９～２３の何れか１項に記載の
薬剤送達デバイス。
【請求項２５】
　投与量設定部材のインサート（５３、７４）が少なくとも一つの傾斜部形体（６５）を
含み、投与量設定部材がインサート（５３、７４）に対して投与量増加方向に回転運動を
行うことが許容され、それによって少なくとも一つの傾斜部形体（６５）を少なくとも一
つのロック部材（６４）に沿って動かし、それによってロック部材（６４）を外に旋回し
てハウジング（３）の少なくとも一つのロック形体（６６）を係合することを特徴とする
、請求項２４に記載の薬剤送達デバイス。
【請求項２６】
　少なくとも一つのロック部材（６４）又はハウジング（３）の少なくとも　一つのロッ
ク形体（６６）がバイアス手段（６３、７６）によって第一の作動停止位置に保持される
ことを特徴とする、請求項１９又は２５に記載の薬剤送達デバイス。
【請求項２７】
　投与量設定部材のインサート（５３、７４）の統合部分である、少なくとも一つのロッ
ク部材（６４）を含み、ロック部材（６４）は投与量設定部材の開口部を通して延び、投
与量設定部材はインサートに対して投与量増加方向に回転運動を行うことを可能とされ、
それによって開口部の端部をロック部材（６４）に抗して動かし、それによってロック部
材（６４）を外に旋回してハウジング（３）のロック形体（６６）と係合させる、請求項
１９～２６の何れか１項に記載の薬剤送達デバイス。
【請求項２８】
　少なくとも一つのロック部材（６４）は、ロック部材（６４）が始動されるとき、ハウ
ジング（３）中の溝又はスプライン（６６）と係合され、それによって、投与量増加方向
のハウジング（３）に対する投与量設定部材の動きを防止することを特徴とする、請求項
１９～２７の何れか１項に記載の薬剤送達デバイス。
【請求項２９】
　少なくとも一つのロック部材（６４）は、ロック部材（６４）が始動されるとき、ハウ
ジング（３）の少なくとも一つのフック形体内にフックされるフックであり、それによっ
て、投与量増加方向のハウジング（３）に対する投与量設定部材の動きを防止することを
特徴とする、請求項１９～２８の何れか１項に記載の薬剤送達デバイス。
【請求項３０】
　ハウジング（３）のロック形体（６６）を係合するための少なくとも一つの歯（７３）
を含むロック部材（６４）を有し、ここで投与量増加方向でのハウジング（３）に対する
ロック形体（６６）の動きが防止されるように、ロック部材（６４）が投与量設定部材に
連結されるか又はそれと直接相互作用し、そしてロック形体（６６）がハウジング（３）
又はハウジング（３）のインサートに連結されるか又はそれと直接相互作用し、それによ
って、ロック部材（６４）及びロック形体（６６）が係合されるときに、投与量増加方向
へのハウジング（３）に対する投与量設定部材の動きを防止する、請求項１９～２９の何
れか１項に記載の薬剤送達デバイス。
【請求項３１】
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　ロック部材（６４）が投与量ダイアルスリーブ（２７）に連結される歯が付いた第一の
リング（６８）であり、そしてロック形体（６６）は歯が付いた第二のリング（６９）で
あり、歯が付いた第二のリング（６９）がハウジング（３）に対する回転を防止され、そ
れによって、二つの歯が付いたリング（６８、６９）が係合されるときに、ハウジング（
３）に対する投与量ダイアルスリーブ（２７）の回転が防止されることを特徴とする、請
求項３０に記載の薬剤送達デバイス。
【請求項３２】
　投与量ダイアルスリーブ（２７）が、投与量制限部材（２８）と係合されるねじ山が付
いたインサート（５３、７４）を有し、第一及び第二の停止部材（３５、３６）が引っ掛
かり、更なる力がそして投与量増加方向に投与量ダイアルスリーブ（２７）にかかるとき
に、歯が付いた第二のリング（６９）はねじ山が付いたインサート（５３、７４）に対す
る軸方向の動きを妨げられ、そしてねじ山が付いたインサート（５３、７４）が投与量ダ
イアルスリーブ（２７）に対する軸方向の動きのために備わっていて、それによって歯が
付いた第一及び第二のリング（６８、６９）が係合に移されることを特徴とする、請求項
３１に記載の薬剤送達デバイス。
【請求項３３】
　ロック部材（６４）が始動されるまで、係脱されたロック部材（６４）及びロック形体
（６６）を維持するために、バイアス手段（６３、７６）がロック部材（６４）及びハウ
ジング（３）のロック形体（６６）の間に位置することを特徴とする、請求項１９～３２
の何れか１項に記載の薬剤送達デバイス。
【請求項３４】
　薬剤を含有するカートリッジ（６）を更に含み、カートリッジ（６）が、薬剤送達のた
めにピストン桿（１７）によって遠位方向に動かされるピストン（７）を含み、ここで投
与量制限部材（２８）が、カートリッジ（６）に残存した薬剤の量を超える薬剤の投与量
の設定を防止するために備わっていることを特徴とする、請求項１～３３の何れか１項に
記載の薬剤送達デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薬剤送達デバイス、そのデバイスの使用、及びそのデバイスの製造又は組み
立ての方法に関する。本発明は特に、そのような薬剤送達デバイス、特にペン型注射器、
好ましくは反復投与薬剤カートリッジからの医薬品の投与量設定及び投与を可能にする投
与量設定部材及び駆動デバイスを有する、薬剤送達デバイスでの使用に適する投与機構に
関する。特に、本発明は、使用者が反復投与のカートリッジから送達すべき薬剤の投与量
を設定し、そして投薬し得るそのような薬剤送達デバイスに関する。最も好ましくは、薬
剤送達デバイスは、薬剤が完全に投与されたときに交換できる反復投与の薬剤カートリッ
ジを含む。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は更に、薬剤送達デバイスのための投与機構、そして特に、本質的に薬剤送達デ
バイスの薬剤レセプタクル中に含有される薬剤の全量である、薬剤レセプタクルから投薬
されるべき薬剤の最大量を超える薬剤の投与量の設定を防ぐ投与量制限部材を有する投与
量設定制限機構を含む投与機構に関する。最も好ましくは、使用者が薬剤レセプタクル中
に残存している含有量を超える投与量を設定しようと試みるときに、送達されるべき薬剤
の設定投与量を増すための投与量設定部材の動きを制限するために、投与量制限部材は薬
剤送達デバイスのピストン桿の停止部材と相互作用する（例えば、動いて隣接する）。
【０００３】
　そのような薬剤送達デバイスは、正式な医療訓練を受けていない人々、例えば、患者に
よって規則的な注射が行われる用途を有する。これは、自己治療によってそのような人々
が自身の糖尿病の効果的な管理を実施することできる、糖尿病を患っている人々の間では
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増々一般的になっている。
【０００４】
　このような事情のため、この種の薬剤送達デバイスに対する多くの要求事項が設定され
る。本デバイスは構造において堅牢であり、しかも、部品（parts）の操作、使用者によ
るその操作の理解及び薬剤の要求される投与量の送達に関して、使用するのが容易でなけ
ればならない。投与量設定は容易かつ明瞭でなければならない。糖尿病を患っている人々
の場合において、多くの使用者は肉体的に虚弱であり、そして視力も損なっているであろ
うし、投与機構が低い投薬力しか必要でない駆動デバイスを有すること、及び薬剤送達デ
バイスが読み易い投与量設定表示を有することが求められるであろう。
【０００５】
　環境的及び経済的な理由の結果として、この種の薬剤送達デバイスは、全ての薬剤が送
達された後で、デバイスの一部のみ、通常は薬剤カートリッジのみが廃棄されることを可
能ならしめるよう開発されている。これによって、薬剤送達デバイス内に新しいカートリ
ッジが取り付けられるときに又は挿入されるときに、使用者が駆動機構の如何なる部材（
component）にも直接触れる必要がなく、それによって、例えば、汚染を通した駆動機構
への損傷の可能性を減少させるよう、駆動機能のリセットが容易かつ明瞭であることが必
要な薬剤送達デバイスに対する追加の要求事項がもたらされる。
【０００６】
　送達されるべき可変の投与量を設定するための手段を有する反復投与の薬剤送達デバイ
スの更なる要求事項は、薬剤レセプタクル（例えば、薬剤カートリッジ）中に残存してい
るものよりも大きなサイズを有する薬剤の投与量を設定することを当人が試みようとして
いるかどうかを使用者に示すことである。使用者は更に、設定投与量が薬剤レセプタクル
中に残された薬剤の量を超えていたために、実際にはそうではないのに、設定投与量が完
全に注射されたと使用者が思い込むという潜在的に危険な状況を避けるために、薬剤送達
デバイスのカートリッジ中に残された薬剤の量を超える投与量を設定することを防がれる
べきである。
【０００７】
　使用者に操作される薬剤送達デバイスは医療分野ではよく知られている。更に、特別な
内容物終了指示機構（end-of-content mehcanism）を有する幾つかの薬剤送達デバイスも
当技術分野において周知である。
【０００８】
　特許文献１は、注射デバイスのカートリッジ中に残された液体の量を超える投与量が設
定されることを防ぐ制限機構を開示している。特許文献２は、トラック、及びトラックフ
ォロワを含む注射デバイスであって、このトラック追跡デバイスが、投与量を設定すると
きにトラック追跡デバイスがトラック中に沿って動かされ、そして合計された設定投与量
が受器中の液体の初期の量に等しいときに、トラックの最終壁に係合し、それによって使
用者が受器の残っている含有量よりも多い投与量を設定することを防ぐ注射デバイスを述
べている。特許文献３も、注射デバイスにおける受器中の薬剤の量を超える投与量の設定
を防ぐための機構に向けたものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】ＥＰ　１２５０１６７　Ｂ１公報
【特許文献２】ＷＯ　２００６／１２８７９４　Ａ２公報
【特許文献３】ＷＯ　２００７／０１７０５２　Ａ１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　当技術分野において周知のこれらの投与量設定制限機構の全ては、例えば、それらが、
空の受器が満杯の受器によって交換された後に薬剤送達デバイスのリセットを許さない又
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は少なくとも妨げないという欠点を有している。そのようなデバイスをリセットするため
に、ピストン桿及び制限機構が、大きな抵抗を克服する必要もなく、そして使用者にとっ
てのできるだけ最小の努力で動かされ得て、それらの最初の位置に戻されることが必要で
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の目的は、周知の薬剤送達デバイスの不利な点を避けることであり、特に、代替
の投与量設定制限機構、最も好ましくは、薬剤カートリッジが交換されるときに再使用す
るため、それを用いて薬剤送達デバイスがリセットできる、薬剤送達デバイスにおいて使
用するための柔軟なリセット機構内に統合できる内容物終了指示機構を供することである
。
【００１２】
　本発明の別の目的は、特に、ハウジングで投与量設定部材をロックすることによって、
薬剤送達デバイスの薬剤レセプタクル中に残された薬剤の量に対応して投与量設定を確実
に制限し、それによってハウジングに対して投与量増加方向での投与量設定部材の更なる
動きを防ぐ投与量設定制限機構を供することである。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に記載の薬剤送達デバイスは、周知の薬剤送達デバイスに対して、価値ある技術
的代替法を供する。本発明に記載の薬剤送達デバイスは、例えば、特に、投与量制限部材
が薬剤レセプタクル中に残された薬剤の量と直接的に関連付けられるピストン桿との直接
的な相互作用によって、薬剤レセプタクルから投薬されるべき薬剤の最大量に対応した投
与量の設定を、投与量設定制限機構が確実にかつ正確に制限されるという利点を有する。
本発明の別の利点は、新しいカートリッジが取り付けられるときに、使用者が如何なる投
与機構の部分にも触れることなく、特に、投与量設定制限機構の如何なる部材、例えば、
投与量制限部材にも触れることなく、ピストン桿がデバイス本体内に駆動されて戻ること
ができるという点である。本発明に記載の薬剤送達デバイスは更に、デバイスのリセット
中に、カートリッジの栓上に圧力をほとんどかけずに、従って投与量の最初の設定及び投
薬の前にカートリッジ内の薬剤に圧力をかけずに、薬剤カートリッジを容易に交換できる
という利点を供する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明によると、
　薬剤レセプタクル；
　以下を含む投与機構；
　薬剤送達のために遠位方向に可動のピストン桿、
　薬剤送達のためにピストン桿を遠位方向に動かすための駆動デバイス、
　送達すべき薬剤の投与量を設定するための投与量設定部材、及び
　薬剤レセプタクル中に含有されている薬剤の量を超える薬剤の投与量を設定することを
防止する投与量制限部材、及び
　投与機構の少なくとも部分を収容するハウジング；
を含む薬剤送達デバイスが供される。
【００１５】
　投与量制限部材は、投与量設定中、ピストン桿に対して近位方向で軸方向の動きのため
に設計され、そして投与量制限部材は、第一の停止部材を含み、ピストン桿は第二の停止
部材を含み、ここで第一及び第二の停止部材が引っ掛かるときに、第一及び第二の停止部
材はピストン桿に対して投与量制限部材の近位方向への軸方向の動きを停止し、それによ
って、送達すべき薬剤の設定投与量を増加させるための投与量設定部材の動きを制限し、
ここで第一及び第二の停止部材が引っ掛かるときにのみ、投与量制限部材及びピストン桿
は直接的に相互作用する。
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【００１６】
　従って、投与量制限部材及びピストン桿は、薬剤レセプタクル内の薬剤の量が十分であ
る限り、薬剤送達デバイスの正常な使用（投与量設定及び投与量送達）中に直接的に相互
作用しない。使用者が薬剤レセプタクル中に残された薬剤の量を超える投与量を設定しよ
うと試みるときにのみ、投与量制限部材の第一及び第二の停止部材及びピストン桿の各々
が引っ掛かり（例えば、係合し又は隣接する）、その結果、投与量制限部材及びピストン
桿の直接相互作用が起こる。デバイスの「最終投与状況」のこの一つの場合においてのみ
、投与量制限部材及びピストン桿のこの相互作用は、デバイスのリセット（例えば、新し
いカートリッジをデバイス中に挿入するときに、ピストン桿を動かしてその最初の位置に
戻す）中にも投与量制限部材及びピストン桿の間の相互作用がないという利点を有する。
従って、投与量制限部材は薬剤送達デバイスのリセットを防ぐことも妨げることもしない
。
【００１７】
　本発明の好ましい実施態様によると、投与量制限部材は投与量設定部材と係合され、投
与量制限部材の軸方向の動きが止められるとき、投与量制限部材が投与量設定部材の投与
量増加の動きを停止する。直接係合は、投与量設定部材の投与量増加の動きを投与量制限
部材が直接的に、及びデバイスの他の部材を介して間接的に停止できるという利点を有す
る。好ましくは、投与量制限部材はねじ山又はスプラインを用いて投与量設定部材と係合
されている。
【００１８】
　代替方法として、そして別の好ましい実施態様によると、投与量制限部材は、例えば投
与量設定部材に対して動くことが防がれる、又は投与量設定部材に対して制限された動き
（例えば、制限された軸方向の動き及び／又は回転運動）のために供される投与量設定部
材のインサートと係合できる。好ましくは、投与量制限部材は、ねじ山又はスプラインを
用いて投与量設定部材のインサートと係合される。
【００１９】
　本発明の好ましい実施態様によると、投与量制限部材は投与量設定部材と以下のように
連結されるか又は係合される：
　・送達すべき薬剤の設定投与量を増加させるとき、投与量設定中、投与量制限部材がハ
ウジングに対して及びピストン桿に対して近位方向に動かされるように、そして
　・薬剤送達中、投与量制限部材がハウジングに対して遠位方向に動かされるように。
【００２０】
　投与量制限部材は、投与量設定部材の内部ねじ山を介して投与量設定部材と係合される
か又は投与量設定部材のねじ山が付いたインサートと係合できる。
【００２１】
　好ましくは、投与量設定部材は、ハウジングとねじ係合され、そのためにより高投与量
の設定中は、ハウジングに対して近位に回転して動き、設定投与量の減少中は、ハウジン
グに対して遠位に回転して動き、そして投与量送達中は、ハウジングに対して遠位に回転
し動く投与量ダイアルスリーブである。
【００２２】
　投与量制限部材は、好ましくは、投与量制限部材が、投与量設定部材と、又は投与量設
定部材のインサートとねじ係合され、そしてそれは最も好ましくは、投与量設定部材又は
投与量設定部材のインサートとねじ係合される、本質的にチューブ状のスリーブを含む。
【００２３】
　好ましくは、投与量制限部材は、そこでピストン桿が開口部を通して延び、そして第一
の停止部材が開口部を取り囲む表面として備わっている開口部を含む。最も好ましくは、
投与量制限部材は開口部を有する内部フランジを含み、ここでピストン桿は開口部を通し
て延び、そしてここで内部フランジは第一の停止部材を含む。第一の停止部材は、好まし
くは、投与量制限部材の内部フランジの隣接表面である。第一の停止部材がピストン桿の
第二の停止部材を捕えない限り、（フランジの開口部内の／それを通る）ピストン桿及び
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投与量制限部材の相対的な軸方向の動きが、ピストン桿及び投与量制限部材の相互作用な
しで許される。
【００２４】
　本発明の幾つかの実施態様において、第一の停止部材は一組の歯又はフランジの隣接表
面を含むことができる。
【００２５】
　幾つかの実施態様において、第二の停止部材は、ピストン桿から半径方向に延びる突起
であり、ピストン桿上の突起の軸位置は、薬剤レセプタクルから投薬すべき薬剤の全量に
関連している。突起は、例えば、外部リム又は取っ手であり得る。それは好ましくは、薬
剤レセプタクル中に含有される薬剤の量を超える投与量の設定が試みられるときに、それ
が投与量制限部材の隣接表面（例えば、内部フランジ）を捕捉し、それによって、ピスト
ン桿に対して近位方向への投与量制限部材の軸方向の動きを停止するように設計されてい
る。
【００２６】
　本発明の特に有利な実施態様によると、第二の停止部材はピストン桿上のねじ山の端部
である。好ましくは、ピストン桿は、投与量制限部材の軸方向の動きに影響を及ぼさない
第一のねじ山領域、及び第二のねじ山領域の二つのねじ山領域を含み、ここで、第二のね
じ山領域中のねじ山の一端が第二の停止部材を形成する。この実施態様において、第二の
ねじ山の断面は、好ましくは、第一のねじ山の断面より大きく、ここで第一のねじ山はピ
ストン桿の相互作用なしで投与量制限部材の開口部を通過するが、投与量制限部材及び第
二のねじ山は開口部を通過せず、開口部の周辺端部と隣接する。最も好ましくは、ピスト
ン桿は二つのねじ山領域を含み、ここで二つのねじ山領域は反対向きに配列されるねじ山
を有する。
【００２７】
　本発明の好ましい実施態様によると、投与量制限部材はハウジングに対して軸方向に動
くことが可能であり、そして回転することが防止される。好ましくは、投与量制限部材は
ハウジングにスプラインされ、そしてそれによって、ハウジングに対して回転が妨げられ
る。好ましくは、投与量制限部材はハウジングに対して回転できず、そしてピストン桿は
投与量送達中にハウジングに対して及び投与量制限部材に対して回転する。
【００２８】
　好ましくは、投与量制限部材は、投与量設定の前及び投与量送達の後でハウジングに対
して同じ位置に置かれ、最も好ましくは、より高い投与量の設定中に軸方向に一方向に、
そしてより低い投与量の設定中に、及び／又は投与量送達中に別の方向に動く。好ましく
は、投与量設定中の最初の位置から投与量設定位置までの、ハウジングに対して一方向へ
の投与量制限部材の軸方向の走行距離、及び投与量送達中の設定投与量位置から最初の位
置までの、ハウジングに対して他の方向への投与量制限部材の軸方向の走行距離は本質的
に等しい。本発明の特に有利な実施態様によると、投与量制限部材及びピストン桿は、薬
剤送達中に遠位方向に本質的に等しい距離を走行する。
【００２９】
　幾つかの実施態様において、本発明に記載の薬剤送達デバイスは更に、ピストン桿と係
合され、そして投与量設定部材と解放可能なように係合される駆動デバイスを含む。好ま
しくは、ピストン桿は二つのねじ山領域を含み、二つのねじ山領域は反対向きに配列され
たねじ山を有し、ここで駆動デバイス、好ましくは、駆動スリーブとのねじ山での係合の
ために第二のねじ山領域が供される。第一のねじ山領域は、例えば、ハウジングに回転で
きないように取り付けられる又はその統合物であるナット手段を用いたねじ山での係合の
ために備えることができる。駆動デバイス及び投与量設定部材（例えば、駆動スリーブ及
び投与量ダイアルスリーブ）の間の解放可能な係合は、例えば、クラッチ機構を用いて達
成できる。
【００３０】
　幾つかの実施態様において、本発明に記載の薬剤送達デバイスは更に、



(10) JP 5478607 B2 2014.4.23

10

20

30

40

50

　駆動デバイスを投与量設定部材と解放可能に連結させるために備わっている、投与量設
定部材及び駆動デバイスの間（好ましくは、投与量ダイアルスリーブ及び駆動スリーブの
間）に位置するクラッチ手段を含み、ここで投与量設定部材及び駆動デバイスが連結され
るときに、両者がハウジングに対して回転可能とされ、そして投与量設定部材及び駆動デ
バイスが分離されるときに、ハウジングに対して投与量設定部材の回転が許容されるが、
ハウジングに対して駆動デバイスの回転は許容されず、遠位方向のピストン桿に力が伝達
されるように駆動デバイスの軸方向の動きは許容される。投与量設定部材及び駆動デバイ
スの連結が外されるときに、ハウジングに対して駆動デバイスの回転が、例えば、ハウジ
ングに対して回転できない薬剤送達デバイスの別の部材と係合している駆動デバイスによ
って防がれることができる。
【００３１】
　本発明に記載の薬剤送達デバイスは、例えば、投与量制限部材が、ピストン桿、駆動デ
バイス及びクラッチ手段を取り囲み、そして投与量設定部材によって取り囲まれるチュー
ブ状の部分を含むように設計できる。
【００３２】
　本発明の好ましい実施態様によると、投与機構は、投与量設定部材をハウジングでロッ
クするための少なくとも一つのロック部材を含み、それによって、投与量増加方向への、
ハウジングに対する投与量設定部材の回転が妨げられ、投与量制限部材の第一の停止部材
がピストン桿の第二の停止部材を捕らえるとき、及び投与量増加方向に投与量設定部材に
力（例えば、トルク）がかかるとき、ロック部材を始動させる。二つの停止部材が引っ掛
かると、近位方向での投与量制限部材の軸方向の動きが停止する結果となり、そのため投
与量制限部材が投与量設定部材の投与量を増加する動きを停止する。使用者によって投与
量設定部材に及ぼされる如何なる更なる力／トルクも、少なくとも一つのロック部材に伝
えられ、そして少なくとも一つのロック部材を、その中でそれがハウジングで投与量設定
部材をロックするロック位置へと動かす。このロック作用は、投与量設定部材が投与量を
増加する更なる動きを防ぐための追加の形態である（投与量設定部材は投与量制限部材に
よって及びロック部材によって停止される）。
【００３３】
　好ましくは、ロック部材は投与量設定部材のインサート（好ましくは、ねじ山が付けら
れたインサート）と直接的に相互作用し又はそれに連結される（つまり、取り付けられ、
係合され又はその統合部材である）、このインサートは投与量制限部材と係合（好ましく
は、ねじ係合された）状態にあり、そして投与量設定部材に対して（好ましくは、制限さ
れて）動く（つまり、軸方向の動き及び／又は回転運動）ために設計される。これは、イ
ンサート及び投与量設定部材が互いに対して動き得るが、好ましくは、第一及び第二の停
止部材が引っ掛かる前に、互いに対してある位置において（例えば、バイアス手段によっ
て）保持されることを意味する。二つの停止部材が隣接する（それによって、近位方向で
の投与量制限部材の更なる軸方向の動きが防がれる）ときに、投与量増加方向に使用者に
よって投与量設定部材に及ぼされる更なる力／トルクが、好ましくは、インサートに伝え
られ、それによってそれがロック部材を作動するようにインサートを動かす。投与量設定
部材は、第一及び第二の停止部材が隣接するときに、例えば、インサートに対して投与量
増加方向への動き（好ましくは、小さな動きのみ）を行うことが可能であり、それによっ
てハウジングの少なくとも一つのロック部材及び少なくとも一つのロック形体を動かして
係合させる。
【００３４】
　薬剤送達デバイスは、例えば、投与量設定部材に連結される、又はそれに連結される（
例えば、取り付けられ、係合され又はその統合部材である）少なくとも一つのロック部材
を含み得る。一つ又は複数のロック部材は、例えば旋回軸を介して投与量設定部材と各々
連結される別の部分であってよい。
【００３５】
　好ましくは、ハウジングの少なくとも一つのロック部材及び少なくとも一つのロック形
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体は、バイアス手段によって第一作動停止位置に保持される。幾つかの実施態様において
、少なくとも一つのロック部材は、始動されるとき、少なくとも一つの傾斜部形体によっ
て外に旋回され、それによってハウジングの少なくとも一つのロック形体で係合する。例
えば、投与量設定部材のインサートは少なくとも一つの傾斜部形体を含み、そして少なく
とも一つのロック部材は旋回軸を介して投与量設定部材に連結される。投与量設定部材は
、それを通ってインサートの少なくとも一つのロック部材及び少なくとも一つの傾斜部形
体が相互作用できる少なくとも一つのロック部材と隣接する少なくとも一つの開口部を有
する。投与量設定部材は、内容物終了指示機構が始動されるときに（例えば、第一及び第
二の停止部材が隣接して、投与量制限部材がインサートの更なる動きを停止するときに）
、インサートに対して投与量増加方向で回転運動を実行し、そして使用者は投与量増加方
向に、更なる力／トルクを投与量設定部材に及ぼし、それによってインサートに対して投
与量設定部材及び従ってインサートの少なくとも一つの傾斜部形体に亘って（好ましくは
、バイアス手段の力に抗して）少なくとも一つのロック部材を動かし、それによってロッ
ク部材が外側に旋回してハウジングの少なくとも一つのロック形体を係合する。少なくと
も一つのロック部材は、好ましくは、傾斜部形体が（それもまた傾斜部の形状であってよ
い）ロック部材の突起に沿って滑る故に、傾斜部形体によって動かされてロック形体と係
合される。
【００３６】
　ロック部材は、設定投与量が減じられると直ぐに及び／又は使用者が投与量を増加する
方向にもはや力／トルクを投与量設定部材に及ぼさないときに（例えば、設定投与量が投
薬されるときに）、好ましくは、自動的に（例えば、バイアス手段の力によって）ハウジ
ングのロック形体から係脱される。好ましくは、内容物終了指示機構が作動されない限り
、その（作動停止された）最初の位置にロック部材を保持するバイアス手段が供される。
最も好ましくは、それによって、例えば、インサートの傾斜部形体の上り勾配に抗してロ
ック部材を押すことによって、内容物終了指示機構が作動されない限り、バイアス手段も
インサートが投与量設定部材に対して動かされる（例えば、回転される）（及びその逆）
ことを防ぐ。
【００３７】
　あるいは、ロック部材は投与量設定部材のインサートの統合部分であり、ここでロック
部材は投与量設定部材における開口部を通して（半径方向に）延びる。ロック部材は、例
えば、柔軟なポリマー材料のような柔軟な材料で作成できる。内容物終了指示機構が作動
されるときに（例えば、第一及び第二の停止部材が隣接するときに）、そして使用者が投
与量増加方向に投与量設定部材に力を及ぼすときに、インサートに対して投与量増加方向
に投与量設定部材が回転運動を行うことが可能になり、それによってロック部材を開口部
の端部に抗して動かし、それによってロック部材を外に旋回してハウジングのロック形体
と係合させる。
【００３８】
　本発明の好ましい実施態様によると、少なくとも一つのロック部材は、ロック部材が始
動されるときに、ハウジング中の溝又はスプラインと係合され、それによって、投与量増
加方向にハウジングに対する投与量設定部材の動きを防止する。
【００３９】
　一つの実施態様によると、少なくとも一つのロック部材は、ロック部材が始動されると
きに、ハウジングの少なくとも一つのフック形態内にフックされるフックであり、それに
よって、投与量増加方向でのハウジングに対して投与量設定部材の動きを防止する。
【００４０】
　幾つかの実施態様において、ロック部材は、ハウジングのロック形体を係合するための
少なくとも一つの歯、好ましくは、複数の歯、例えば、歯好ましくは、複数の歯を有する
部材を含む。投与量増加方向でのハウジングに対するロック形体の動き（つまり、回転運
動及び／又は軸方向の動き、好ましくは、回転運動）が防止されるように、ロック形体は
ハウジング又はハウジングのインサートに連結されるか（つまり、取り付けられる、係合
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される又はその統合部材である）又はそれと直接相互作用する。従って、ロック部材及び
ロック形体が係合されるときに、例えば、ロック部材の歯及び投与量制限部材の歯が係合
されるときに、投与量増加方向へのハウジングに対するロック部材の動き（つまり、回転
運動及び／又は軸方向の動き、好ましくは、回転運動）を防止する、それによって、投与
量増加方向でのハウジングに対する投与量設定部材の更なる動き（つまり、回転運動及び
／又は軸方向の動き、好ましくは、回転運動）を防止する。
【００４１】
　この実施態様によると、ロック部材が始動されるまで（例えば、投与量制限部材の第一
の停止部材がピストン桿の第二の停止部材と隣接するとき、及び更なる力又はトルクが、
投与量増加方向で投与量設定部材に及ぼされるとき）、係脱されたロック部材及びロック
形体を、好ましくは、係脱されたロック部材の歯及びロック形体の歯を維持するために、
バイアス手段は、好ましくはロック部材及びロック形体の間に位置する。
【００４２】
　本発明の好ましい実施態様によると、ロック部材は、投与量ダイアルスリーブに連結さ
れた、歯が付いた第一のリングであり、そしてロック形体は、歯が付いた第二のリングで
あり、ここで歯が付けられた第二のリングはハウジングに対する回転を防止され、それに
よって、二つの歯が付いたリングが係合されるときに、ハウジングに対する投与量ダイア
ルスリーブの回転を防止する。
【００４３】
　投与量スリーブ機構は、好ましくは、投与量制限部材と係合されるねじ山が付いたイン
サートを有し、ここで歯が付けられた第二のリングはねじ山が付けられたインサートに対
して軸方向に動くことを防がれ、ねじ山が付けられたインサートは、第一及び第二の停止
部材が引っ掛かるときに、更なる力がそして投与量増加方向に投与量ダイアルスリーブに
かかるときに、投与量ダイアルスリーブに対する軸方向の動きのために備わっていて、そ
れによって、歯が付けられた第一及び第二のリングが係合に移される。
【００４４】
　本発明の好ましい実施態様によると、薬剤送達デバイスは更に、薬剤を含有するカート
リッジを含み、ここでカートリッジは、薬剤送達のためにピストン桿によって遠位方向に
動かされるピストンを含み、ここでカートリッジから投薬されるべき薬剤の最大量を超え
る薬剤の投与量が設定されることを防ぐために、投与量制限部材及び／又は少なくとも一
つのロック部材が供される。
【００４５】
　本発明は以下を含む薬剤送達デバイスに更に関する：
　薬剤レセプタクル（例えば液体薬剤で満たされたカートリッジ）；
　以下を含む投与機構；
　送達すべき薬剤の投与量を設定するための投与量設定部材、及び
　薬剤レセプタクルから送達されるべき薬剤の最大量を超える薬剤の投与量を設定するこ
とを防止する投与量設定制限部材（内容物終了指示機構）、及び　
　投与機構の少なくとも部分を収容するハウジング、
　ここで、投与量設定制限機構は、ハウジングで投与量設定部材をロックするための少な
くとも一つのロック部材を含み、それによって、投与量増加方向でハウジングに対して投
与量設定部材の動きを防ぐ。
【００４６】
　本発明のこの変形例の少なくとも一つのロック部材は例えば、投与量設定中に、薬剤送
達デバイスの二つの部材（例えば、上述の通りの二つの停止部材又はトラック追跡デバイ
ス(track follower）及び端部壁）が動かされて隣接される又は係合されるときに、そし
て次に使用者が更なる力を投与量設定部材に及ぼしてそれを投与量増加方向に更に動かす
ときに作動できる。この力は、好ましくは、その中でロック部材が薬剤送達デバイスのハ
ウジングで投与量設定部材をロックする、ロック状態に作動されてそしてもたらされるた
めにロック部材に伝えられ、それによって、投与量増加方向へのハウジングに対して投与
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量設定部材の動きを防ぐ（好ましくは、回転を防ぐ）。
【００４７】
　ロック状態において、少なくとも一つのロック部材は、例えば、薬剤送達デバイスの取
り囲むハウジングと（好ましくは、ハウジングのロック形体と）、又はハウジングに対し
て投与量増加方向に動くことが許されないデバイスの別の部材と半径方向に係合できる。
あるいは、少なくとも一つのロック部材は、ロック状態において、例えば、ロック部材が
ハウジングのロック形体と軸方向に係合されるときに、ハウジングに対して投与量増加方
向に動くことを防がれてよく（例えば、回転が許されない）、ここでロック部材は、好ま
しくは、
　・投与量設定部材と直接的に係合され又は
　・投与量設定部材の統合部分であり又は
　・投与量設定部材と係合される別の部材と係合される。
【００４８】
　本発明のこの実施態様に記載の少なくとも一つのロック部材は、好ましくは、上述のロ
ック部材と同様に設計される。
【００４９】
　ハウジングのロック形体は、例えば、
　・ハウジングと直接的に係合され又は
　・ハウジングの統合部分であり又は
　・ハウジングと係合される別の部材と係合できる。
【００５０】
　一つの好ましい実施態様によると、ハウジングのロック形体は投与量設定部材の動き得
るインサートと更に係合され、ここでロック形体はインサートに対して軸方向に動くこと
を防がれる。
【００５１】
　本発明に記載の用語「薬剤送達デバイス」は、医薬品の投与量、好ましくは、例えば、
インスリン、成長ホルモン、低分子量ヘパリン、それらの類似体及びそれらの誘導体など
の複数の選択された投与量を投薬するように設計された、単回投与又は反復投与の、使い
捨て又は再使用可能なデバイスを意味するものとする。該デバイスは、例えば、コンパク
ト又はペン型のような如何なる形のものでもあり得る。投与量送達は、機械的（場合によ
り手動の）投与機構又は電気的投与機構又は電子－機械的投与機構又はばねのような貯蔵
エネルギー的投与機構等を通して供され得る。投与量選択は手動機構又は電子的機構又は
電子－機械的機構を通して供され得る。また、該デバイスは、血糖レベルなどの生理学的
性質等を監視するために設計された部材を含み得る。更に、該デバイスは、針を含み得て
又は針無しでもあり得る。好ましくは、用語「薬剤送達デバイス」は、患者のような正式
な医学的訓練を受けていない人々による規則的なの使用のために設計された、機械的及び
手動の投与量選択及び投与量送達機構を有する、再利用可能な反復投与のペン型デバイス
を意味するものとする。好ましくは、薬剤送達デバイスは注射器型のものである。最も好
ましくは、薬剤送達デバイスは液体薬剤を送達するために設計される。
【００５２】
　本発明に記載の用語「投与量設定制限機構」又は「内容物終了指示機構」は、好ましく
は、薬剤送達デバイスの薬剤レセプタクルから投薬されるべき薬剤の最大量を超える投与
量の設定を防ぐために設計された如何なる一つ及び／又は複数の部材及び／又は組立品を
も意味するものとする。最も好ましくは、本発明に記載の用語「投与量設定制限機構」又
は「内容物終了指示機構」は、投与量が設定されるときに、薬剤レセプタクル中に残され
た薬剤の量を超える投与量を設定することを防ぐために設計された如何なる一つ及び／又
は複数の部材及び／又は組立品をも好ましくは意味するものとする。
【００５３】
　本発明との関連で、用語「薬剤レセプタクル」は、好ましくは、薬剤を含有するカート
リッジ又はカートリッジ組立品、最も好ましくは、薬剤を含有するカートリッジを受ける
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ためのカートリッジホルダーを意味するものとする。更に、用語「薬剤レセプタクル」、
「カートリッジ」及び「カートリッジ組立品」は、本発明のからみで互換的である。これ
は、用語「薬剤レセプタクル」の使用によって、用語「カートリッジ」又は「カートリッ
ジ組立品」の如何なる意味も含まれること及びその逆も意味する。
【００５４】
　本発明に記載の用語「カートリッジホルダー」は、薬剤送達デバイスによって送達され
る薬剤を含有する薬剤カートリッジを収容するために設計された如何なる一つ及び／又は
複数の部材をも意味するものとする。該カートリッジホルダーは、例えば円筒状及び／又
はチューブ状の如何なる形のものでもあり得る。一般に、カートリッジホルダーは円筒チ
ューブ状の又は非チューブ状の形の単一又は複数部分の部材であり得る。それは、例えば
透明材料製のような、当業者に公知の如何なる適切な材料製でもあり得る。更に、カート
リッジホルダー又はカートリッジホルダーのインサートは、好ましくは、例えば、らせん
ねじ山又は部分ねじ山又はバヨネット（bayonet）等の係合手段を、カートリッジホルダ
ーの遠位端及び／又は近位端の外表面上及び／又は内表面上に供され、又はハウジング、
ハウジングのインサート及び／又は針組立物の外表面上及び／又は内表面上に位置してい
る対応する係合手段と係合するために設計されたインサートを備えている。好ましい実施
態様において、カートリッジホルダーは、その近位端に位置する外部ねじ山を有する単一
のチューブ状設計のものである。
【００５５】
　本発明に記載の用語「ハウジング」は、好ましくは、らせんねじ山、スプライン、又は
当業者に公知の如何なる他の適切な手段のような係合手段を有する如何なる外部ハウジン
グ（「ハウジング」、「本体」、「殻」）又は内部ハウジング（「インサート」、「内部
本体」）をも意味するものとする。ハウジングは、薬剤送達デバイス又はその全ての機構
の安全で、正確で、かつ気持ちがいい取り扱いを可能ならしめるよう設計され得る。通常
、それは液体、ほこり、汚れなどの汚染物への暴露を制限することよって、収容、固定、
誘導及び／又は保護を行うために、薬剤送達デバイスの如何なる内部部材（例えば、投与
機構、カートリッジ、プランジャー、ピストン桿）とも係合するよう設計されている。一
般に、ハウジングはチューブ状又は非チューブ状の形の単一又は複数部分の部材であり得
る。外部ハウジングは、そこから医薬品の多数の投与量が投薬され得るカートリッジの収
容にも役立ち得る。
【００５６】
　本発明に記載の用語「停止部材」又は「停止手段」は、少なくとも一方向での、いかな
る１つ又は複数の部材の軸方向の動き及び／又は回転運動を防ぐために設計された、薬剤
送達デバイスの如何なる１つ又は複数の形態及び／又は１つ又は複数の部材をも意味する
ものとする。本発明の好ましい実施態様において、用語「停止部材」は、この部材が垂直
形態と隣接するときに、一方向での、部材の軸方向の動きを防ぐために設計された、薬剤
送達デバイスの遠位－近位軸に垂直な如何なる形態（特に、薬剤送達デバイスの遠位－近
位軸に垂直な如何なる平面形態）をも意味するものとする。本発明の他の好ましい実施態
様において、用語「停止部材は、部材の隣接部材が半径方向又は回転方向の停止形体と隣
接するときに、一つの回転方向での、部材の回転運動を防ぐために設計された、半径方向
又は回転方向の停止部を供する如何なる形態をも意味するものとする。
【００５７】
　本発明に記載の用語「投与量制限部材」は、好ましくは、薬剤レセプタクル中に残され
た薬剤の量を超える投与量を設定することを防ぐ投与機構の部材（「端部停止部」）を意
味するものとする。好ましくは、投与量制限部材は、ハウジングに対して回転に抗して固
定されるが軸方向の動きは可能で、そして最終投与量が設定されたときに投与機構の少な
くとも一つの部材の回転及び／又は軸方向の動きを防ぎ、それによってカートリッジ中に
残された薬剤の量を超える投与量を設定することを防ぐ部材である。更に、「投与量制限
部材」は好ましくは、投与機構の投与量ダイアルスリーブ又は投与機構の投与量ダイアル
スリーブのインサートの内部らせんねじ山と係合するように設計された、外側表面上のら
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せんねじ山を有するものとする。好ましくは、ハウジングとねじ山で係合するための該投
与量ダイアルスリーブの外部らせんねじ山のリードは、該投与量制限部材のねじ山で係合
するための投与量ダイアルスリーブの内部らせんねじ山のリードより大きい。
【００５８】
　本発明に記載の用語「係合」は、例えばスプライン、ねじ山又はメッシュ付き歯の連結
、好ましくは、部材のねじ山のインターロック（ねじ山での係合）を用いた、投与機構／
薬剤送達デバイスの二つ又はそれ以上の部材のインターロックを意味するものとする。
【００５９】
　本発明に記載の用語「係合手段」は、好ましくは、薬剤送達デバイスの二つ又はそれ以
上の部材、例えば、完全又は部分ねじ山、溝、ねじ山及び／又は溝と噛み合う係合部材、
又はバヨネットロックを形成する手段を係合するために使用できる当業者に公知の如何な
る手段をも意味するものとする。
【００６０】
　本発明に記載の用語「係脱」は、投与機構／薬剤送達デバイスの二つ又はそれ以上の部
材のインターロックを解くことを意味するものとする。一例によると、本発明に記載の用
語「係脱」は、バイアス手段の力の下で、投与機構／薬剤送達デバイスの二つ又はそれ以
上の部材のインターロックを解くことを意味するものとする。二つの部材は、デバイスの
使用者の力、例えば患者が薬剤レセプタクルをハウジングからねじ戻すことによって係脱
することができる。
【００６１】
　本発明に記載の用語「直接的に相互作用すること」又は「直接的な相互作用」は、一つ
の部材から他の部材に負荷／力の伝達をリードする薬剤送達デバイスの二つの部材の如何
なる直接的な相互作用をも意味するものとする。用語「直接的に相互作用すること」は特
に、他の部材の動き（軸方向の動き及び／又は回転運動）を駆動する一つの部材のような
、又は他の部材の動き（軸方向の動き及び／又は回転運動）を停止する又は防ぐ一つの部
材のような、二つの部材の相互作用を含む。そのような直接的な相互作用は、二つの部材
の係合又は少なくとも隣接を必要とする。しかしながら、もし、一つの部材のみが別の部
材に沿って動くなら、この二つの部材の間の単なる接触は、本発明の関連で二つの部材間
の直接的な相互作用を引き起こすものとは解釈されない。
【００６２】
　本発明に記載の用語「バイアス手段」は、好ましくは、１つ及び／又は複数の部材を確
実に無理やり一つにするため（例えば、係合する）又は無理やり離す（例えば、係脱する
）ために、１つ又は複数の部材の上に力を作用させるために供される如何なる部材をも意
味するものとする。好ましくは、バイアス手段は、当業者に公知の如何なる適切な柔軟な
エネルギー貯蔵材料（例えば、金属、ゴム又はプラスチック）でも製造され得て、そして
如何なる適切な形態、例えば、ばねをも取り得る。
【００６３】
　本発明に記載の用語「遠位端」は、デバイスの投薬端に最も遠いデバイスの端又はデバ
イスの部材を意味するものとする。好ましくは、針組立品が本発明の薬剤送達デバイスの
遠位端で供され、その針は、薬剤送達のために患者の皮膚内に挿入できる。従って、遠位
方向は近位端から遠位端に向かう方向である。
【００６４】
　本発明に記載の用語「近位端」は、デバイスの投薬端から最も離れたデバイスの端又は
デバイスの部材を意味するものとする。好ましくは、ボタンが本発明の薬剤送達デバイス
の近位端で供され、それは、薬剤送達のために押される。従って、近位方向は遠位端から
近位端に向かう方向である。
【００６５】
　本発明に記載の用語「投与量増加方向」は、好ましくは、設定投与量が増やされるとき
の、ハウジングに対して投与量設定部材の動きの方向を意味するものとする。この動きは
投与量設定部材の軸方向の動き及び／又は回転運動であり得る。好ましくは、この動きは
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近位方向での軸方向の動きであり、最も好ましくは、一つの回転方向（時計周り又は反時
計回り）への回転運動と組み合わされた近位方向での軸方向の動きである。後者の場合、
投与量増加方向での投与量設定部材の動きは、近位方向での動きを停止することによって
及び／又は回転方向での動きを停止することによって制限できる。投与量増加方向で使用
者によって投与量設定部材にかけられる力は、例えば、もし投与量設定部材をハウジング
から外へ巻くことによって投与量が増やされるのであれば、ハウジングに対して投与量設
定部材に及ぼされるトルクであってよい。
【００６６】
　本発明に記載の用語「投与機構」は、投薬されるべき投与量を使用者が選択すること及
び／又は設定すること、及び／又は薬剤の投与量を投薬するために必要な力を供すること
及び／又は伝えることを可能にために設計された、如何なる１つ又は複数の部材及び／又
は組立品をも意味するものとする。該投与機構は機械的及び／又は電子－機械的及び／又
は電子的な部材から構成され得る。また、投与機構はデバイスのハウジングによって収容
され得て及び／又はそれと係合され得て又は独立した組立品であり得る。本発明の投与機
構は、薬剤送達のために遠位方向にピストン桿を動かすためのピストン桿及び駆動デバイ
スを含む。好ましくは、本発明の投与機構は駆動スリーブ及び投与量ダイアルスリーブを
含む。より好ましくは、本発明の投与機構は駆動スリーブ、投与量ダイアルスリーブ、ク
ラッチ手段、投与量ダイアルグリップ及びボタン手段を含む。
【００６７】
　本発明に記載の用語「ピストン桿」は、薬剤を、好ましくは、注射できる製品をカート
リッジから排出する／投薬する目的で、薬剤送達デバイスを通して／薬剤送達デバイスの
内で（好ましくは、遠位端に向かって）、好ましくは、駆動スリーブからカートリッジの
ピストンに、軸方向の動きを平行移動するために設計された、ハウジングを通して／ハウ
ジング内で操作するために適合された部材を意味するものとする。該ピストン桿は柔軟で
あってもそうでなくてもよい。それは単純な桿、リードねじ、ラックアンドピニオンシス
テムの一部、ウオーム歯車システムの一部であり得る。「ピストン桿」は更に、円形又は
非円形の断面を有する部材を意味するものとする。それは当業者に公知の如何なる適切な
材料ででも作られ得る。
【００６８】
　好ましい実施態様において、ピストン桿は少なくとも二つ、より好ましくは、二つの外
部及び／又は内部らせんねじ山（ねじ山セクション）を含む。本発明に記載のピストン桿
の別の好ましい実施態様において、第一のらせんねじ山（第一のねじ山セクション）は該
ピストン桿の遠位端に位置して、そして第二のらせんねじ山（第二のねじ山セクション）
は該ピストン桿の近位端に位置して、それによって、ねじ山セクションの該ねじ山は反対
の配列を有する。別の好ましい実施態様において、本発明のピストン桿は、遠位端及び近
位端で同じリード及び同じピッチを持つねじ山を有する少なくとも二つのねじ山セクショ
ンを含む。本発明の更に別の好ましい実施態様において、ピストン桿の第二のらせんねじ
山のリード及びピッチは、第一のらせんねじ山のリード及びピッチよりも大きいものとす
る。更に好ましくは、該第一及び第二のらせんねじ山のらせんねじ山のリードの比は１：
１，０１から１：２０の範囲、更により好ましくは、１：１，１から１：１０の範囲、最
も好ましくは、１：２，３である。好ましくは、該ねじ山の一つ（第二のねじ山セクショ
ンのねじ山）は、駆動スリーブと係合するために設計されている。好ましくは、該ねじ山
の別のもの（第一のねじ山セクションのねじ山）はリセット部材と係合するために、より
好ましくは、ナット手段と係合するために設計されている。本発明の最も好ましい実施態
様によると、より小さなリードを持つねじ山を有するピストン桿の第一の外部ねじ山セク
ションは、ナット手段の内部ねじ山と係合するために設計され、そしてより大きなリード
を持つねじ山を有するピストン桿の第二の外部ねじ山セクションは、駆動スリーブの内部
ねじ山と係合するために設計されている。本発明の更に好ましい実施態様において、ピス
トン桿は端部停止部の近位での軸方向の動きを制限するために設計された停止部材を備え
ている。停止部材は、例えば、ピストン桿の外部ねじ山の一つのはじまりであり得る。
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【００６９】
　本発明に記載の用語「投与量設定部材」及び「投与量ダイアルスリーブ」は、好ましく
は、送達される薬剤の投与量を選択し／ダイアルするために直接的に又は間接的に使用さ
れる薬剤送達デバイスの部材を意味するものとする。追加的に又は代替法として、「投与
量設定部材」及び投与量ダイアルスリーブは、投薬できる製品（薬剤）の選択された投与
量を表示するために設計されている。これは例えば、スリーブ又はオドメーターなどの外
部表面上に印刷された印、符号、数字などの使用によって達成し得る。最も好ましくは、
投与量設定部材又は投与量ダイアルスリーブはレーザー印刷を用いて印を付けられる。本
発明の好ましい実施態様において、投与量設定部材、特に、投与量ダイアルスリーブは、
以下のどれかを有する本質的に円形状の断面の本質的にチューブ状の部材である：
　・内部及び外部ねじ山の両方、又は
　・内部ねじ山、又は
　・外部ねじ山。
【００７０】
　好ましくは、投与量設定部材、特に投与量ダイアルスリーブは、ハウジングの内部ねじ
山又はハウジングのインサートと係合するための外部ねじ山を含む。好ましくは、本発明
に記載の投与量設定部材、特に、投与量ダイアルスリーブは駆動スリーブの内部ねじ山の
リードに類似の、好ましくは、同じリードを有する外部らせんねじ山を含む。本発明のよ
り具体的な実施態様において、投与量設定部材又は投与量ダイアルスリーブは、ハウジン
グ内又はハウジングのインサート内に備わった対応する複数の半径方向の停止部と隣接す
るために適合される複数の半径方向に延びる部材を備えている。これらの半径方向の停止
手段は好ましくは、投与量が設定されるときに、ハウジングから外への投与量設定部材又
は投与量ダイアルスリーブの更なる巻き戻しを停止するために、及び／又は投与量が投薬
されているときの、ハウジング内への投与量設定部材又は投与量ダイアルスリーブの更な
る巻き込みを停止するために備わっている。
【００７１】
　本発明に記載の用語「駆動デバイス」は、好ましくは、薬剤の投与量を投薬するために
力をピストン桿に伝えるために設計された如何なる１つ又は複数の部材／又は組立品を意
味するものとする。該駆動デバイスは機械的及び／又は電気－機械的及び／又は電子的な
部材で構成され得る。駆動デバイスはハウジングによって収容され得て及び／又はハウジ
ングと係合され得るか又は独立した組立品であり得る。好ましくは、本発明の駆動デバイ
スは駆動スリーブを含む。より好ましくは、本発明の駆動デバイスは駆動スリーブ、クラ
ッチ手段及びボタン手段を含む。
【００７２】
　本発明に記載の用語「駆動スリーブ」は、好ましくは、薬剤送達のためにピストン桿を
遠位方向に直接的に又は間接的に駆動するための、最も好ましくは、ピストン桿を直接的
に駆動するための如何なる部材をも意味するものとする。本発明の好ましい実施態様によ
ると、駆動スリーブは本質的に円形状の断面の本質的にチューブ状の部材である。好まし
い実施態様において、駆動スリーブはピストン桿と係合されている。好ましくは、駆動ス
リーブは、ピストン桿の外部ねじ山と係合するための内部ねじ山を含む。駆動スリーブは
、更に好ましくは、投与量ダイアルスリーブに、最も好ましくは、クラッチ手段によって
解放可能なように連結されている。
【００７３】
　本発明に記載の用語「ロック部材」は、好ましくは、その中でそれが（それらが）第一
の作動停止状態から、ハウジングのロック形体、又はハウジングと統合された、係合され
た、又は連結された如何なる部材のロック形体と係合される第二の作動状態に持ってくる
ことができる投与量設定部材（又は、投与量設定部材のインサート）と統合された、係合
された、又は連結された如何なる一つ又は複数の部材をも意味するものとする。ロック部
材は例えば、第一の位置から、その中でロック部材を係合する第二の位置にロック形体が
動かされることによって、又はその逆に、第一の位置から、その中でそれがロック部材を
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係合する第二の位置に動かされることによって作動できる。この作動された状態において
、ロック部材は間接的に又は好ましくは、直接的に投与量設定部材をハウジングでロック
し、それによってハウジングに対して投与量設定部材の投与量を増す動き（好ましくは、
投与量を増やす回転）を防ぐ。好ましくは、ロック部材は、第一の作動停止された状態か
ら第二の作動された状態に及びその逆に、軸の周りに回転できる部材（例えば、指又はフ
ック）である。あるいは、ロック部材は、例えば、少なくとも一つの歯、好ましくは、複
数の歯を有する、そして投与量設定部材に対して第一の位置（作動停止された状態）から
第二の位置（作動された状態）へ及びその逆に軸方向に動き得るハウジングの形態（好ま
しくは、少なくとも一つの歯又は歯の形状をした凹部、好ましくは、複数の歯を有するリ
ング）によって係合できる投与量設定部材（又は投与量設定部材のインサート）と統合さ
れた、係合された、又はそれに連結された部材であってよい。
【００７４】
　本発明に記載の用語「ロック形体」は、好ましくは、ハウジングに対して投与量増加方
向で動くことを防がれ、そして投与量設定部材（又は投与量設定部材のインサート）と統
合され、係合され、又は連結され、それによってハウジングに対して投与量設定部材の投
与量を増す動き（好ましくは、投与量を増す回転）を防ぐロック部材によって係合できる
ハウジングに統合された、係合された、又はそれに連結された如何なる一つの又は複数の
部材をも意味するものとする。好ましくは、ロック形体はハウジングの内側表面上の、又
はハウジングのインサートの内側表面上の少なくとも一つの突起。溝、スプライン、フッ
ク、歯などである。
【００７５】
　本発明に記載の用語「ねじ山」又は「らせんねじ山」は、好ましくは、部材間の連続し
た自由な回転及び軸方向の動きを可能にするために設計された、本質的に三角形又は四角
形又は丸い断面を有する、薬剤送達デバイスの部材の内部及び／又は外部表面上に位置し
た完全な又は部分的なねじ山、例えば、円筒状のらせんリブ／溝を意味するものとする。
場合によりねじ山は更に、オーバーホールできないため、一方向へのある部材の回転又は
軸方向の動きを防ぐために設計され得る。
【００７６】
　本発明に記載の用語「リード」は、好ましくは、一回の完全な回転においてナットが進
むであろう軸方向の距離を意味するものとする；好ましくは、「リード」は、それを通し
て投与機構のらせんねじ山、つまり、投与量ダイアルスリーブ、駆動スリーブ、ピストン
桿などを有する部材が一回転中に進む軸方向の距離を意味するものとする。従って、リー
ドは、当該部材のねじ山のピッチの関数である。
【００７７】
　本発明に記載の用語「ピッチ」は、好ましくは、らせんねじ山の軸と平行に測定された
、らせんねじ山上の連続した等高線の間の距離を意味するものとする。
【００７８】
　本発明の一つの態様は、医薬品を投薬するための、好ましくは、インスリン、成長ホル
モン、低分子量ヘパリン、それらの類似体及びそれらの誘導体から成るグループから選ば
れる活性成分を含む医薬製剤（例えば、溶液、懸濁液など）を投薬するための、本発明に
記載の薬剤送達デバイスを供する。
【００７９】
　本発明に記載の薬剤送達デバイスは、ペン型デバイス及び／又は注射器－型デバイスで
あってよい。薬剤送達デバイスは針を含んでよく、又は針無のデバイスであってもよい。
【００８０】
　本発明は更に、上記実施態様の一つに記載の薬剤送達デバイスを製造する又は組み立て
る方法に関する。この方法は好ましくは、投与機構内に設置されている、上述の投与量制
限部材を供する工程を含む。
【００８１】
　本発明によると、医薬品を投薬するための薬剤送達デバイスの、上記実施態様の一つに
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記載の薬剤送達デバイスの使用も供される。この使用は、好ましくは、インスリン、成長
ホルモン、低分子量ヘパリン、それらの類似体及びそれらの誘導体から成るグループから
選ばれる活性成分を含む医薬製剤（例えば、溶液、懸濁液など）を投薬することを含む。
【００８２】
　何らの限定もなしに、以下に図面を参照して本発明をより詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１ａ】三つの異なる状態における、本発明に記載の薬剤送達デバイスの一つの実施態
様の断面図を示す。
【図１ｂ】三つの異なる状態における、本発明に記載の薬剤送達デバイスの一つの実施態
様の断面図を示す。
【図１ｃ】三つの異なる状態における、本発明に記載の薬剤送達デバイスの一つの実施態
様の断面図を示す。
【図１ｄ】より高い投与量の設定を防止するために、投与量制限部材及びピストン桿が相
互作用する状態における、図１ａから１ｃに記載の薬剤送達デバイスを示す。
【図１ｅ】より高い投与量の設定を防止するために、投与量制限部材及びピストン桿が相
互作用する状態における、図１ａから１ｃに記載の薬剤送達デバイスを示す。
【図２ａ】少なくとも一つのロック部材を含む、本発明に記載の薬剤送達デバイスの切り
抜きを概略的に示す図である。
【図２ｂ】少なくとも一つのロック部材を含む、本発明に記載の薬剤送達デバイスの切り
抜きを概略的に示す図である。
【図３】ロック部材を含む、本発明に記載の薬剤送達デバイスの別の実施態様の切り抜き
断面図を示す。
【００８４】
　最初に図１ａから１ｃを参照すると、３つの異なる位置における、本発明に記載の薬剤
送達デバイスが示されてある。
【００８５】
　薬剤送達デバイス１はカートリッジホルダー２及び（外部）ハウジング３を含む。好ま
しくは、ハウジング３はラッカー塗りされている。ハウジング３の遠位端は、ハウジング
に動かないように取り付けられるインサート３Ａを備えている。インサート３Ａは、カー
トリッジホルダー２の第一の係合手段５と係合するための第二の係合手段４を備えている
。カートリッジホルダー２の近位端は、インサート３Ａの第二の係合手段４と係合するた
めの第一の係合手段５を備えている。
【００８６】
　医薬品の何回かの投与量が投薬され得る、薬剤で満たされたカートリッジ６がカートリ
ッジホルダー２中に備えられている。ピストン７はカートリッジ６中に保持されている。
【００８７】
　除去できるキャップ（図示されていない）はカートリッジホルダー２の遠位端上に取り
外しできるように保持できる。好ましくは、本キャップは、キャップ上にパチンと付けら
れるクリップを含む。本キャップもまた、ラッカー塗りできる。
【００８８】
　カートリッジホルダー２の遠位端は、薬剤をカートリッジ６から投薬して、注射するこ
とを可能にするために適切な針組立品（図示されていない）と係合するためのらせんねじ
山、バイヨネット等のような適した係合手段８を備えている。
【００８９】
　図１ａから１ｅに記載の薬剤送達デバイス１は、薬剤送達のために遠位方向に可動のピ
ストン桿１７を含む投与機構を含む。ピストン桿１７は略円形の断面のものである。押さ
え１８は、ピストン桿１７の遠位端に位置している。押さえ１８は、好ましくは、ピスト
ン桿１７の遠位端の周りに一緒にパチンと付けられる二つの分かれた部材からできている
。押さえ１８は、カートリッジ６内のピストン７の近位面に隣接して配置されている。ピ
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ストン桿１７は、駆動デバイスによって遠位方向に可動であり、それによって薬剤送達の
ためにピストン７を押して、カートリッジ６内を遠位方向に軸方向に動かす。第一のねじ
山１５はピストン桿１７の遠位端に形成される（第一のねじ山セクション１５）。第二の
ねじ山１６はピストン桿１７の近位端に形成される（第二のねじ山セクション１６）。第
一のねじ山１５及び第二のねじ山１６は反対向きに配列されている。好ましくは、第一及
び第二のねじ山１５、１６の少なくとも一つは多条ねじ（multi-start thread）であり、
最も好ましくは、両者は二段条ねじ（two-start threads）である。
【００９０】
　駆動デバイスは、ピストン桿１７の周りに延びる駆動スリーブ１９を含む。駆動スリー
ブ１９は略円筒形である。駆動スリーブ１９は半径方向に延びるフランジ２０を遠位端に
備えている。らせん溝（ねじ山）２１は駆動スリーブ１９の内部表面に沿って延びる。ピ
ストン桿１７の第二のねじ山１６は駆動スリーブ１９のらせん溝２１内で動作するよう適
合されている。
【００９１】
　ショルダー２２Ａ及び延長部２２Ｂは駆動スリーブ１９の近位端に形成される。延長部
２２Ｂは駆動スリーブ１９の残りの部分と比べてより小さい内径及び外形を有する。延長
部２２Ｂの近位端は、半径方向外側に向いたフランジ２３を備えている。
【００９２】
　クラッチ２４は、駆動スリーブ１９及び投与量制限部材２８の間の、駆動スリーブ１９
の周りに配置されている（以下に記述）。クラッチ２４は駆動スリーブ１９の近位端に隣
接して位置している。クラッチ２４は略円筒形であり、そして周辺に向かう一連の鋸歯２
９を遠位端で備わっている。各鋸歯は縦方向に向かう表面及び傾斜した表面を含む。クラ
ッチ２４の近位端に向かって、半径方向内側に向かうフランジ３０が設けてある。クラッ
チ２４のフランジ３０は、駆動スリーブ１９のショルダー２２Ａと、延長部２２Ｂの半径
方向外側に向いたフランジ２３との間に配置されている。クラッチ２４の近位端は複数の
鋸歯３１を備えている。クラッチ２４は、クラッチ２４及び駆動スリーブ１９間の回転を
防ぐために、スプライン（図示されていない）によって駆動スリーブ１９に鍵をかけられ
ている。クラッチ２４は、投与量ダイアルスリーブ２７の内部表面上の複数のスプライン
と係合する複数の可撓性アーム３２（図示されていない）を備えている（以下に記述）。
【００９３】
　クラッチ板２５及びバイアス手段２６はクラッチ２４の遠位端及び駆動スリーブ１９の
半径方向に延びるフランジ２０の近位面の間に位置している。図示した実施態様において
、バイアス手段２６はばねである。クラッチ板２５の近位面は、周辺に向かう一連の鋸歯
３３を備えている。クラッチ板２５はハウジング３に対して回転に抗して固定されている
。クラッチ板２５の鋸歯３３は、投与量設定中にクラッチ２４の遠位端で鋸歯２９と相互
作用する（以下に記述）。
【００９４】
　投与機構は更に、カートリッジ６に含有されている薬剤の量を超える薬剤の投与量の設
定を防止する投与量制限部材２８を含む。投与量制限部材２８は駆動スリーブ１９及び投
与量ダイアルスリーブ２７の間で、駆動スリーブ１９の周囲に配置されている。投与量制
限部材２８はハウジング３に対する回転に抗して固定され、そしてハウジング３に対して
軸方向には自由に動く。投与量制限部材２８の遠位端で、半径方向に延びているフランジ
３４は、ハウジング３の内部表面上のスプライン形体（図示されていない）と係合するよ
うに設計されて備わっている。図示した実施態様において、投与量制限部材２８の外部表
面は、投与量制限部材２８の全長に延びるらせん溝（ねじ山）を備えている。らせん溝（
ねじ山）は投与量ダイアルスリーブ２７のねじ込みインサート５３と係合される。投与量
制限部材２８の内部表面は多くのスプライン形体（図示されていない）を備えている。ク
ラッチ板２５はこれらのスプライン形体と係合され、そしてそれによってハウジング３に
対して回転に抗して固定される。
【００９５】
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　投与量ダイアルスリーブ２７はクラッチ２４及びハウジング３の間に備わっている。ら
せん溝（ねじ山）４１は投与量ダイアルスリーブ２７の外部表面の周囲に備わっている。
ハウジング３は、投与量ダイアルスリーブ２７のらせん溝（ねじ山）４１中に着座するよ
うに適合されたらせんリブ（ねじ山）４２を備えている。図示した実施態様において、ら
せんリブ（ねじ山）４２はインサート４３の内部表面上に形成される。ねじ込みインサー
ト４３はハウジング３に対して回転及び軸方向の動きに抗して固定されている。らせんリ
ブ４２はインサート４３の内部表面の単掃引（single sweep）にわたって延びている。投
与量ダイアルスリーブ２７の近位端は、半径方向に延びた幾つかの部材４５の形状をした
内側に向くフランジを備えている。
【００９６】
　ハウジング３は、投与量ダイアルスリーブ２７の外部表面の一部が見える窓４０（図示
されていない）を更に備えている。ダイアルし得る投与量の可視指示が投与量ダイアルス
リーブ２７の外部表面上に備わっている。窓４０は、便利には、見られるべく現在ダイア
ルされた投与量の可視指示を見ることのみを可能にする。窓は、拡大レンズとして作用す
ることによって、見られるべく現在ダイアルされた投与量の拡大された視的表示をそれが
許すよう設計されてよい。好ましくは、窓４０は透明ポリマーで満たされる。最も好まし
くは、窓４０は、二成分射出成形によって作られたハウジング３のインサートの部分であ
り、ここで黒っぽいポリマーを有するセクションが透明ポリマーを有するセクションを囲
む。本インサートは動かないように、例えば接着テープを用いてハウジングに固定される
。
【００９７】
　ハウジング３のねじ込みインサート４３は一連の半径方向の停止形体５５、５６（図示
されていない）を備えている。投与量ダイアルスリーブ２７の遠位端は、最大投与量が設
定されているときに、投与量ダイアルスリーブ２７がハウジング３から外へ更に巻かれる
ことを防ぐために、インサート４３の停止形体５６に隣接する複数の停止形体４４（図示
されていない）を備えている（例えば、８０国際単位のインスリン）。
【００９８】
　投与量ダイアルグリップ４６は投与量ダイアルスリーブ２７の近位端の外部表面の周囲
に配置されている。投与量ダイアルグリップ４６の外径は、好ましくはハウジング３の外
径に対応する。投与量ダイアルグリップ４６は、その間の動きを防ぐため、投与量ダイア
ル２７に対して固定される。投与量ダイアルグリップ４６は中央開口部４７を備えている
。投与量ダイアルグリップ４６の近位端に位置する環状凹部４８は開口部４７の周りに広
がる。
【００９９】
　ボタン４９が、薬剤送達デバイス１の近位端に備わっている。本発明の図示した実施態
様において、ボタン４９は幹状部５０を有する略「Ｔ」形断面のものである。ボタン４９
は、好ましくはハウジング３に対して自由に回転する。好ましくは、ボタン４９は、投与
量送達中にボタン及び投与量ダイアルグリップ４６の間の摩擦を低減するために、摩擦低
減材料（例えば、摩擦改善ポリマー材料）でできたワッシャー（図示されていない）を含
む。ボタン４９の幹状部５０は投与量ダイアルグリップ４６中の中央開口部４７通して及
び駆動スリーブ１９の延長部２２Ｂの内径を通して延びている。ボタン４９の幹状部５０
は、駆動スリーブ１９及びクラッチ２４の限定された軸方向の動きのため保持される。図
示した実施態様において、ボタン４９の頭部５１は略円形である。スカート５２は頭部５
１の外周から垂下する。スカート５２は投与量ダイアルグリップ４６の環状凹部４８中に
着座するよう適合される。
【０１００】
　投与量ダイアルスリーブ２７の遠位端で内表面はらせんねじ山（図示されていない）を
備えている。図示した実施態様において、投与量ダイアルスリーブ２７のらせんねじ山は
ねじ込みインサート５３の内部表面上に備わっている。本インサート５３は、投与量ダイ
アルスリーブ２７の遠位端に固定された端部キャップ５４によって投与量ダイアルスリー
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ブ２７内に保持される。端部キャップ５４は投与量ダイアルスリーブ２７に対して回転及
び軸方向の動きの両方に抗して固定されている。投与量制限部材２８のらせん溝（ねじ山
）は投与量ダイアルスリーブ２７のねじ込みインサート５３と係合される。
【０１０１】
　薬剤送達デバイス１は、リセット部材であり、遠位表面及びねじ込み円形開口部１３上
の面歯１２を有するナット手段１１を含む。ピストン桿の第一のねじ山１５は、ナット手
段１１のねじ込み円形開口部１３を通して延び、そしてそれをねじ込み係合される。ナッ
ト手段はハウジング３に対して遠位及び／又は近位方向に、例えばハウジング３内のウェ
ブ５７によって近位方向に、軸方向の動きを妨げられている。ウェブ５７は、別の部材で
あってもよく、又はハウジング３の部分として形成されてもよい。図１ａ～１ｃで示され
るデバイスにおいて、ナット手段１１は操作状態にあり、ここでナット手段１１はロック
手段９によってハウジング３に対して回転するのを防止されていて、従ってピストン桿１
７の投与量設定中及び投与量送達中の近位への動きを妨げられている。
【０１０２】
　図示した実施態様において、薬剤送達デバイス１は更にロック手段９を備えている。ロ
ック手段９はハウジング３に対して回転運動に抗して固定されているが、ロック手段９は
、ハウジング３がカートリッジホルダー２と係合されるとき又は係脱されるとき、ハウジ
ング３に対して限られた軸方向への動きは自由である。ロック手段９は、ナット手段１１
の面歯１２と係合するための一連の面歯１０を近位表面上に備えている。ばねの形態のバ
イアス手段１４は、ハウジング内のロック手段９の近位面及びウエブ５７の間に備わって
いる。
【０１０３】
　図１ａから１ｃに示された実施態様において、カートリッジホルダー２（薬剤レセプタ
クル）は傾斜部（ramp）７１を有する作動手段７０を含み、ここでカートリッジホルダー
２がハウジング３と連結されるときに、傾斜部７１の傾斜した表面がロック手段９の傾斜
した表面７２と相互作用する（図２ａから２ｃ及び３に関して後述）。この相互作用によ
って、ロック手段９は、ナット手段１１との係合に移る。それによって作動手段７０はナ
ット手段１１を操作状態に至らせる。
【０１０４】
　従って、カートリッジホルダー２（薬剤レセプタクル）がハウジング３の遠位端と係合
されるとき、リセット部材１１は操作状態にあり、そしてカートリッジホルダー２（薬剤
レセプタクル）がハウジング３の遠位端から係脱されるとき、リセット部材１１はリセッ
ト状態にある。
【０１０５】
　操作状態において、リセット部材１１はハウジング３に対して回転するのを防止され、
ピストン桿１７が近位方向に動くのを防止され、そしてリセット状態において、リセット
部材１１はハウジング３に対して回転が可能とされ、第二の回転方向にピストン桿１７を
回転させピストン桿１７を近位方向に動かすことによって薬剤送達デバイスがリセット可
能となる。
【０１０６】
　本発明に従って薬剤送達デバイス１の操作をここで述べる。
【０１０７】
　投与量をダイアルするために、使用者は投与量ダイアルグリップ４６を回転させ、それ
によって投与量ダイアルスリーブ２７を回転させる。投与量ダイアル中、クラッチ２４は
クラッチ２４の近位端で鋸歯３１を介してクラッチ２４と係合される。クラッチ２４が、
回転する投与量ダイアルスリーブ２７と係合されるにつれて、クラッチ２４及び駆動スリ
ーブ１９のスプライン係合のため、クラッチ２４及び駆動スリーブ１９は、投与量ダイア
ルスリーブ２７と共に回転する。
【０１０８】
　ダイアルされている投与量の可聴の及び／又は触知できるフィードバックがクラッチ板
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２５及びクラッチ２４によって与えられている。このフィードバックは、ハウジング３に
対してクラッチ２４の回転運動中、クラッチ板２５の鋸歯３３の上を摺動するクラッチ２
４の鋸歯２９によって与えられる。投与量ダイアル中、クラッチ板２５はバイアス手段２
６によってデバイスの近位端に向かって軸方向に押され、かくしてクラッチ板２５及びク
ラッチ２４の鋸歯２９及び３３は確実に接触を維持する。ハウジング３に対して回転に抗
して固定されている端部停止部２８の内部表面上のスプライン形体によって、クラッチ板
２５が回転に抗して固定されるので、投与量設定中、クラッチ２４がクラッチ板２５に対
して回転する。鋸歯２９及び３３のプロファイル、好ましくは三角形のため、クラッチ２
４が回転するにつれて、クラッチ２４の鋸歯２９がクラッチ板２５の鋸歯３３の上を摺動
可能である。好ましくは、クラッチ２４の鋸歯２９及びクラッチ板２５の鋸歯３３の角度
間隙の比は、各々の歯のピッチが従来の単位投与量等に対応するほどである。
【０１０９】
　ねじ山４１、４２を介してそれがハウジング３（のインサート４３）とその係合のため
、投薬すべき投与量を増加するとき、投与量ダイアルスリーブ２７を、ハウジング３から
外側に巻く（近位方向への回転運動及び軸方向の動き）。投与量ダイアルスリーブ２７の
らせん溝４１及び駆動スリーブ１９の内部ねじ山２１は同じリードを有する。これによっ
て投与量ダイアルスリーブ２７がハウジング３から延びて、そして駆動スリーブ１９が同
じ速度で近位方向にピストン桿１７の第二のねじ山１６に沿って登ることが可能になる（
ハウジング３に対して及びピストン桿１７に対して近位方向への回転運動及び軸方向の動
き）。
【０１１０】
　移動の限界点で、投与量ダイアルスリーブ２７上の半径方向の停止部（図示されていな
い）が、更なる動きを防止するために、ハウジング３のインサート４３上に備わっている
停止形体５６と係合する。投与量設定中は、ピストン桿１７上の第一及び第二のねじ山１
５、１６が反対向きである故に、ピストン桿１７の回転は防止され、第一のねじ山１５が
ナット手段１１と係合し、そして第二のねじ山１６が駆動スリーブ１９と係合される。
【０１１１】
　投与量設定中投与量ダイアルスリーブ２７が近位方向へ回転し、動くときに、ハウジン
グ３に対して回転するのを防止されている投与量制限部材２８は、好ましくはスプライン
形体（図示されていない）によって、ハウジング３の近位端に向かって軸方向に動く。カ
ートリッジ６から最大に投薬できる投与量が設定されると、半径方向に延びるフランジ３
４が、ピストン桿１７上に形成される半径方向の停止手段６０（突起２８）と隣接し、投
与量制限部材２８が近位で更に軸方向に動くのを防止し、かつ投与量ダイアルスリーブ２
７及び駆動スリーブ１９の両者がより大きな投与量設定のための方向に更に回転するのを
防止する。この投与量制限機構を、図１ｄ及び１ｅを参照して以下に更に詳細に説明する
。
【０１１２】
　万一、使用者が所望の投与量を超えてうかつにダイアルしても、薬剤送達デバイスはカ
ートリッジ６から医薬品を投薬することなくダイアルすべき投与量に下げさせる。投与量
ダイアルグリップ４６がこの目的のために逆回転される。このことによってシステムが逆
に作動することになる。投与量ダイアルスリーブ２７、クラッチ手段２４及び駆動デバイ
ス１９は逆方向にいっしょに回転する。クラッチ２４の逆回転によってクラッチ２４の鋸
歯２９及び３３並びにクラッチ板２５が互いに乗り上げて、ダイアルされた投与量の削減
に対応するつめを創出する。好ましくは、鋸歯２９及び３３は、各々の鋸歯の周辺範囲（
circumferetial extent）が単位投与量に対応するように配列される。
【０１１３】
　図１ａは、第一の投与量が設定される前の状態における薬剤送達デバイスを示す。図１
ｂは投与量が設定されている状態における図１ａに記載の薬剤送達デバイス１を示す。投
与量ダイアルスリーブ２７はハウジング３から近位に延びている。
【０１１４】
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　所望の投与量がダイアルされていると、次に使用者はボタン４９を押し下げることによ
ってこの投与量を投薬することができる。これによってクラッチ２４が投与量ダイアルス
リーブ２７に対してデバイスの遠位端に向かって軸方向に移動し、それによってクラッチ
２４が投与量ダイアルスリーブ２７から分離する。しかしながら、クラッチ２４は駆動ス
リーブ１９に対する回転で鍵をかけられた（keyed）ままである。従ってクラッチ２４の
分離は、投与量ダイアルスリーブ２７及び駆動スリーブ１９の分離をもたらす。投与量ダ
イアルスリーブ２７及び関連する投与量ダイアルグリップ４６は、回転が自由であり投与
量ダイアルスリーブ２７のらせん溝４１中に位置するインサート４３のらせんリブ４２に
よって誘導される。投与量送達中に、投与量ダイアルスリーブ２７が遠位方向にハウジン
グ３内に巻き戻される。可聴の及び／又は触知できるフィードバック又は投薬された投与
量が、クラッチ手段２４に対する投与量ダイアルスリーブ２７の回転運動故に、クラッチ
手段２４の可撓性アーム及び投与量ダイアルスリーブ２７の内部スプラインによって与え
られる。
【０１１５】
　使用者がボタン４９を押すと、クラッチ２４のハウジング３に対して回転なしでの遠位
方向への軸方向の動きが更に生じる。クラッチ２４の軸方向の動きによって、バイアス手
段２６の力に抗して、クラッチ板２５が駆動スリーブ１９上のショルダーに隣接するまで
遠位方向へ動き、そしてクラッチ２４及びクラッチ板２５の間の相対的回転を防止し、そ
うして投与量送達中ハウジング３に対してクラッチ２４及び駆動スリーブ１９の回転を防
止するように、クラッチ２４及びクラッチ板２５が係合される。ハウジング３に対してク
ラッチ板２５の回転を防止するために、クラッチ板２５が端部停止部２８にスプラインさ
れるので、クラッチ板２５、クラッチ２４及び駆動スリーブ１９がいっしょに遠位に移動
するが回転はしない。
【０１１６】
　クラッチ２４の軸方向の動きによって駆動スリーブ１９が遠位方向で軸方向に移動する
。駆動スリーブ１９の遠位での長手の軸方向の動きは（駆動スリーブ１９の内部ねじ山２
１及びピストン桿１７の第二のねじ山１６によって）更にピストン桿１７（第一のねじ山
セクション１５）を回転させ、そしてナット手段１１中の開口部１３を通して巻き、それ
によってカートリッジ６中のピストン１７を前進させる。
【０１１７】
　ダイアルされた投与量が一旦投薬されると、投与量ダイアルスリーブ２７はハウジング
３のインサート４３上に位置している停止形体５５と係合する投与量ダイアルグリップ４
６から延びる複数の回転停止形体（図示されていない）によって、更に回転するのが防止
される。図示した実施態様において、回転停止形体は投与量ダイアルグリップ４６から軸
方向に延び、そして傾斜した端部表面を有する。このゼロ位置は、回転停止形体（図示さ
れていない）の軸方向に延びる端部の一つの、インサート４３上の対応する停止形体５５
との隣接によって定められる。
【０１１８】
　投与量送達中の投与量ダイアルスリーブ２７の回転運動によって、投与量制限部材２８
が遠位方向で軸方向に動かされハウジング３内のその最初の位置へと戻される。
【０１１９】
　図１ｃは、投与量が投薬されてしまった後の図１ａ及び１ｂに記載の薬剤送達デバイス
を示す。カートリッジ６中のピストン桿１７及びピストン７は遠位方向に前進している。
投与量ダイアルスリーブ２７及び投与量制限部材２８は、ハウジング３に対してそれらの
元の位置にある。
【０１２０】
　最後の投与量が投薬されたとき、使用済みのカートリッジ６を除去し、そして廃棄でき
る。カートリッジ６を除去するために、第一及び第二の係合手段５、４を係脱することに
よって、カートリッジホルダー２がハウジング３から係脱される。一旦、カートリッジホ
ルダー２がハウジング３から係脱されると、使用済みのカートリッジ６をカートリッジホ
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ルダー２から除去でき、そして新しいカートリッジ６をカートリッジホルダー２中に置く
ことができる。
【０１２１】
　薬剤送達デバイス１を再使用するには、ピストン桿１７を近位にその最初の位置に動か
すことによってそれをリセットしなければならない。ナット手段１１が操作状態にある限
り、ピストン桿１７の近位への動きは防止される。従って、ナット手段１１は、そこでピ
ストン桿１７が近位方向に動くことができるように、ハウジング３に対して回転を可能に
するリセット状態にされる必要がある。
【０１２２】
　カートリッジホルダー２のハウジジング３からの係脱は、バイアス手段１４の力の下で
、ロック手段９のナット手段１１からの係脱を引き起こす。その場合、ロック手段９はナ
ット手段１１の回転をもはや防止しない。このようにナット手段１１はもはや操作状態に
なく、リセット状態にある。これによってナット手段１１が自由に回転することが可能に
なり、従ってピストン桿１７が近位方向に巻き戻される。
【０１２３】
　ハウジング３にカートリッジ６を含有するカートリッジホルダー２を取り付けるために
、ピストン桿１７を近位方向で軸方向に移動させなければならない。この近位への動きは
、カートリッジ６を備えたカートリッジホルダー２が使用者によってハウジング３に向か
って動かされるときに、ピストン桿１７の端部に隣接し、そしてハウジング３に対して近
位に動かされるカートリッジ６のピストン７によって引き起こされ得る。あるいは、使用
者はピストン桿１７を近位方向に、例えば指を用いて押してもよく、この場合カートリッ
ジ６を備えたカートリッジホルダー２をハウジング３に取り付けてもよい。ナット手段１
１（これはピストン桿１７とねじ係合される）がリセット状態においてハウジング３に対
して自由に回転するため、ピストン桿１７は自由に回転してロック手段９及びナット手段
１１が係合するまで近位に並進（translate）する。ピストン桿１７の押さえ１８に抗し
て押される新しいカートリッジ６のピストン７によるピストン桿１７の押し戻しは、デバ
イスがリセットされるときに、ピストン桿１７の押さえ１８が既にカートリッジ６のピス
トン７に隣接しているという利点を有する。従って、ピストン桿１７の（カートリッジ６
から空気を除去するためのプライミングの動き（priming movement）は非常に小さいもの
であってよく、そのためプライミングによる薬剤の損失は最小に保たれる。投与量制限部
材２８はピストン桿１７のリセットに影響を及ぼさない。
【０１２４】
　このようにして、本発明に記載の薬剤送達デバイス１の投与機構が図１ａに示されてい
る通り、ゼロ（又は、送達される投与量がない状態）にリセットされる。
【０１２５】
　図１ｄ及び１ｅは、投与量制限部材２８及びピストン桿１７が、より高い投与量の設定
を防止するために相互作用する状態における、図１ａから１ｃに記載の薬剤送達デバイス
を示す。
【０１２６】
　投与量制限部材２８は、より高い投与量の設定中のピストン桿１７に対して近位方向へ
の軸方向の動きのために、そして投与量送達中の遠位方向へのピストン桿１７といっしょ
の軸方向の動きのために設計されている。投与量制限部材２８は、ハウジング３に対して
軸方向に動くことが可能とされ、そして回転を妨げられる。それはハウジング３にスプラ
インされ、そしてそれによってハウジング３に対する回転が防止される。ピストン桿１７
は、投与量送達中、ハウジングに対して及び投与量制限部材２８に対して回転する。
【０１２７】
　投与量制限部材２８は第一の停止部材３５を含み、そしてピストン桿１７は第二の停止
部材３６を含み、第一及び第二の停止部材３５、３６は、第一及び第二の停止部材３５、
３６が引っ掛かるときに、ピストン桿１７に対する投与量制限部材２８の近位方向への軸
方向の動きを停止し、それによって、送達すべき薬剤の設定投与量を増加させるために投
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与量ダイアルスリーブ２７の動きを制限する。投与量制限部材２８は、投与量制限部材２
８の軸方向の動きが止められるときに、投与量ダイアルスリーブ２７の投与量を増加させ
る動きを停止するために備わっている。第一及び第二の停止部材３５、３６が引っ掛かる
ときに、投与量制限部材２８及びピストン桿１７のみが、直接的に相互作用する。
【０１２８】
　従って、投与量制限部材２８及びピストン桿１７は、カートリッジ６内の薬剤の量が十
分である限り、薬剤送達デバイスの正常な使用（投与量設定及び投与量送達）中に直接的
に相互作用しない。それらは、投与量設定中は互いに沿って動かされるだけである。使用
者がカートリッジ６に残された薬剤の量を超える投与量の設定を試みるときにのみ、投与
量制限部材２８の第一及び第二の停止部材３５、３６及びピストン桿１７の各々が引っ掛
かり（例えば、係合し又は隣接し）、投与量制限部材２８及びピストン桿１７の直接的な
相互作用を生じる結果となる。デバイスの「最後の投与状況」のこの一つの場合のみの、
ピストン桿１７及び投与量制限部材２８の相互作用は、また、デバイスのリセット中（つ
まり、新しいカートリッジ６をデバイス内に挿入するときに、ピストン桿１７を動かして
その元の位置に戻すとき）、投与量制限部材２８及びピストン桿１７の間には相互作用が
全くないという利点を有する。従って、投与量制限部材２８は薬剤送達デバイスのリセッ
トを妨げたり又は止めたりしない。
【０１２９】
　投与量ダイアルスリーブ２７はハウジング３とねじ係合され、従ってより高い投与量の
設定中、ハウジング３に対して近位に回転して動き、設定投与量を減少中、ハウジング３
に対して遠位に回転して動き、そして投与量送達中、ハウジング３に対して遠位に回転し
て動く。
【０１３０】
　投与量制限部材２８は、投与量ダイアルスリーブ２７のねじ山が付いたインサート５３
を介して投与量ダイアルスリーブ２７と連結される。投与量制限部材２８は、投与量ダイ
アルスリーブ２７のインサート５３とねじ係合される本質的にチューブ状のスリーブを含
む。
【０１３１】
　ねじ山が付いたインサート５３は、投与量ダイアルスリーブ２７の遠位端に固定された
端部キャップ５４によって投与量ダイアルスリーブ２７に対して軸方向の動きに抗して固
定される。端部キャップ５４は投与量ダイアルスリーブ２７に対して回転運動及び軸方向
の動きの両方に抗して固定される。投与量制限部材２８のインサート５３とのねじ係合並
びに投与量制限部材２８のハウジング３に対して投与量制限部材２８の軸方向の動きのみ
を許容するハウジング３とのスプライン係合は以下の効果を有する：
　・送達すべき薬剤の設定投与量を増加させるときに、投与量設定中、投与量制限部材２
８は、ハウジング３に対して及びピストン桿１７に対して近位方向に（回転なしで）動か
されること、及び
　・薬剤送達中、投与量制限部材２８は、ハウジングに対して遠位方向に（回転なしで）
動かされること。
【０１３２】
　従って投与量制限部材２８（及びその第一の停止部材３５）は、好ましくは投与量の設
定中、ピストン桿１７（及びその第二の停止部材３６）に対してその位置を変え、そして
投与量の投薬中その相対的な位置を保持する。
【０１３３】
　投与量ダイアルスリーブ２７及びハウジング３の間のねじ山のリードは、インサート５
３及び投与量制限部材２８の間のねじ山のリードより大きい。従って、投与量ダイアルス
リーブ２７が（投与量の設定中及び投与量の投薬中に）前進する距離は、投与量制限部材
２８が同じ時間で前進する距離よりも大きい。投与量制限部材がピストン桿１７に沿って
近位に前進できる最大距離は、好ましくは、薬剤送達デバイスの薬剤レセプタクルから投
薬されるべき薬剤の残量に関連する第一及び第二の停止部材３５、３６の軸方向の距離に
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よって制限される。
【０１３４】
　投与量制限部材２８は、開口部３８を取り囲む内部フランジ３７を含み、ここでピスト
ン桿１７は開口部３８を通って延び、そしてここで内部フランジ３７は第一の停止部材３
５（内部フランジ３７の隣接表面３９）を含む。第一の停止部材３５がピストン桿１７の
第二の停止部材３６を捕えない限り、（フランジ３７の開口部３８を通る）ピストン桿１
７及び投与量制限部材２８の相対的な軸方向の動きが、ピストン桿１７及び投与量制限部
材２８の相互作用なしで許容される。
【０１３５】
　第二の停止部材３６は、ピストン桿１７から半径方向に延びる突起５８であり、ここで
ピストン桿１７上の突起５８の軸位置が、投薬すべき薬剤の全量に関連付している。カー
トリッジ６中に含有される薬剤の量を超える投与量の設定を試みるときに、それが投与量
制限部材２８の内部フランジ３７を捕えるようにそれは設計され、それによってピストン
桿１７に対して近位方向への投与量制限部材２８の軸方向の動きを停止させる。ピストン
桿１７は、（カートリッジ保持具２がハウジング３から係脱されそしてピストン桿１７が
動かされてその最初の位置に戻ることができるときの、薬剤送達デバイスのリセット中を
除き）いつも近位への動きを妨げられる。
【０１３６】
　第二の停止部材を形成する突起５８は、ピストン桿１７上のねじ山の端部である。ピス
トン桿１７は、投与量制限部材２８の軸方向の動きに影響を及ぼさない第一のねじ山領域
１５、及び第二のねじ山領域１６という二つのねじ山１５、１６を含み、ここで第二のね
じ山領域１６中のねじ山の一つの端部が第二の停止部材３６を形成する。この実施態様に
おいて、第二のねじ山１６の断面は、第一のねじ山１５の断面より大きく、第一のねじ山
１５は、ピストン桿１７との相互作用なしで投与量制限部材２８の開口部３８を通過し、
一方、投与量制限部材ピストン桿及び第二のねじ山１６は開口部３８を通過しないが開口
部３８の取り囲む端部（隣接表面３９）と隣接する。
【０１３７】
　投与量制限部材２８は、投与量設定の前及び投与量送達の後でハウジング３に対して同
じ位置に置かれる。それは、より高い投与量の設定中、一方向に軸方向で動き、そしてよ
り低い投与量の設定中及び／又は投与量送達中、他の方向に動く。投与量設定中最初の位
置から投与量設定位置までの、ハウジング３に対する一方向への投与量制限部材２８の軸
方向の移動距離、及び投与量送達中設定投与量位置から最初の位置までの、ハウジング３
に対する他の方向への投与量制限部材２８の軸方向の移動距離は、本質的に同じで、そし
て投与量制限部材２８及びピストン桿１７は、薬剤送達中に遠位方向に本質的に同じ距離
を移動する。
【０１３８】
　図１ｄは、最後の投与量が設定されそして投与量制限部材２８がより高い投与量の設定
を防止する状態における薬剤送達デバイス１を示す。図１ｂと同様に、この最後の投与量
のダイアリングは、駆動デバイス１９がピストン桿１７を近位に巻き上げ、投与量ダイア
ルスリーブ２７はハウジング３の外側へ近位に巻かれ、そして投与量制限部材２８もハウ
ジング３に対して近位方向に動かされる結果を生じる。従って、投与量制限部材２８はピ
ストン桿１７に対して近位で動く。投与量ダイアル中の、ピストン桿１７に沿った軸の近
位方向への投与量制限部材２８の動きは第一及び第二の停止部材３６、３６の隣接におい
て終わる。ピストン桿１７の第二のねじ山１５の遠位端によって形成される突起５８上の
内部フランジ３７のこの隣接によって、近位方向への投与量制限部材２８の更なる軸方向
の動きが停止され、そしてそれによって、ハウジング３の近位端から外側への投与量ダイ
アルスリーブ２７の更なる巻き取りが停止され、そして従ってより大きな投与量の設定が
防止される。しかしながら、この状態において、設定投与量を減少させるために投与量制
限部材２８は投与量減少方向になお動かすことができる（ハウジング３内に遠位に巻き戻
される）。投与量制限部材２８及び投与量ダイアルスリーブ２７の間のねじ係合（示され
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た実施態様においては、投与量制限部材２８の投与量ダイアルスリーブ２７のねじ山が付
いたインサート５３とのねじ係合）故に、投与量増加方向への投与量ダイアルスリーブ２
７の更なる動きは投与量制限部材２８によって停止される（その軸方向の動きは隣接する
停止部材３５、３６によって停止される）。
【０１３９】
　この最後の投与量が送達された後、薬剤送達デバイスは図１ｅにおいて示された通りの
状態にある。投与量制限部材２８は遠位に動いてその最初の位置に戻っている。ピストン
桿１７は薬剤送達のために同時に遠位に（投与量制限部材２８と本質的に同じ距離）動い
ている。従って、第一及び第二の停止部材３５、３６はそれらが隣接した状態に留まって
おり、そしてそれ故近位方向への投与量制限部材２８の軸方向の動きをなお防止し、そし
てそれによってハウジング３に対する投与量ダイアルスリーブ２７の投与量を増す動きを
なお防止する。従って、薬剤送達デバイスが図１ｅにおいて示された通りのこの内容物終
了の位置にあるときに、投薬すべき別の投与量を設定することができない。カートリッジ
６は交換されなければならないし、そして薬剤送達デバイス１は、薬剤送達のために再び
デバイスを使用するためにリセットされなければならない。
【０１４０】
　図２ａ及び２ｂは少なくとも一つのロック部材を含む、本発明に従う薬剤送達デバイス
の一実施態様の概略切り抜き断面図を示す。この送達デバイスは、例えば、図１ａから１
ｅにおいて示されるように設計できる。
【０１４１】
　切り抜き図は投与量ダイアルスリーブ２７のインサート５３、バイアス手段６３及びハ
ウジング３を示す。
【０１４２】
　薬剤送達デバイスは更に、ハウジング３で投与量ダイアルスリーブ２７をロックするた
めの少なくとも一つの（好ましくは、二つ、三つ又は四つの）ロック部材６４を含み、そ
れによって、投与量増加方向へのハウジング３に対する投与量ダイアルスリーブ２７の回
転を妨げ、例えば投与量制限部材２８（図示されていない）の第一の停止部材３５（図示
されていない）がピストン桿１７（図示されていない）の第二の停止部材３６（図示され
ていない）を捕えるときに、そして更なるトルクが投与量増加方向に投与量ダイアルスリ
ーブ２７にかけられるときに、ロック部材６４が始動される。二つの停止部材３５、３６
が引っ掛かる結果、（図１ａから１ｅにおいて示されている実施態様に関連して上述され
た通り）近位方向への投与量制限部材２７の軸方向の動きが停止されることになり、従っ
て投与量制限部材２８が投与量ダイアルスリーブ２７の投与量増加方向への動きを停止す
る。使用者によって投与量ダイアルスリーブ２７にかけられる如何なる更なる力／トルク
も、少なくとも一つのロック部材６４に伝達され、そしてそれがハウジング３で投与量ダ
イアルスリーブ２７をロックするロック位置へと少なくとも一つのロック部材６４を移す
。このロック作動は投与量ダイアルスリーブ２７の、更に投与量を増す動きを防止するた
めの追加の特徴である（投与量ダイアルスリーブ２７が投与量制限部材２７及びロック部
材６４によって停止される）。しかしながら、それはまたこの目的のための唯一の特徴と
して与えることもできる。
【０１４３】
　図２ａ及び２ｂにおいて示された薬剤送達デバイスは、投与量ダイアルスリーブ２７に
連結されるロック部材６４を含む。ロック部材６４は、旋回軸を介して各々投与量ダイア
ルスリーブ２７に連結される別の指である。ロック部材６４は、それらが作動されないか
ぎり、バイアス手段６３によって第一の作動停止位置（図２ａにおいて示されるように）
に保持される。ロック部材６４が始動されるとき（図２ｂにおいて示されるように）に、
それらは傾斜部形体６５によって各々外側に旋回され、それによってロック部材６４はハ
ウジング３の少なくとも一つのロック形体６６に係合される。図２ａ及び２ｂにおいて示
された実施態様において、ねじ山が付いたインサート５３は傾斜部形体６５を含み、ここ
でインサート５３は投与量ダイアルスリーブ２７内に位置している。投与量ダイアルスリ
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ーブ２７は、第一及び第二の停止部材３５、３６が隣接し、そして使用者が投与量増加方
向に投与量ダイアルスリーブ２７上に力をかけるときに、インサート５３に対して投与量
増加方向６７に、ある角度回りの回転運動を実行することを可能とし、それによってイン
サート５３に対して投与量ダイアルスリーブ２７を回転させる。この相対的な回転運動に
よって、少なくとも一つのロック部材６４がインサート５３の少なくとも一つの傾斜部形
体６５の上を動かされ（それは、例えば、インサート５３に係合される投与量制限部材２
８によって、投与量ダイアルスリーブ２７の回転運動に追従することを妨げる）、それに
よってロック部材６４が外側に旋回され、そしてハウジング３の少なくとも一つのロック
形体６６が係合される。図２ａ及び２ｂにおいて示された実施態様において、ハウジング
３のロック形体６６は、ハウジング３の内部表面に沿って軸方向に走る、そして鋸歯の形
をした断面を有する多くのスプラインである。
【０１４４】
　図２ａ及び２ｂのロック機構の機能は、図１ａ及び１ｅにおいて示した通りの、本発明
に従う薬剤送達デバイスの実施態様との関連で描写されている。しかしながら、そのよう
なロック機構は、停止手段及び投与量制限部材によること以外に、薬剤送達デバイスにお
ける他の手段によって作動できる。従って薬剤送達デバイスは以下を含むことができる：
カートリッジ（図示されていない）；
　以下を含む投与機構；
　送達すべき薬剤の投与量を設定するための投与量ダイアルスリーブ２７、及び
　カートリッジから送達すべき薬剤の最大量を超える薬剤の投与量を設定　することを防
止する投与量設定制限部材、及び
　投与機構の少なくとも部分を収容するハウジング３、
　ここで、投与量設定制限機構は、投与量ダイアルスリーブ２７をハウジング３でロック
するための少なくとも一つのロック部材６４を含み、それによって、投与量増加方向６７
へのハウジング３に対する投与量ダイアルスリーブ２７の動きを防止する。本発明の少な
くとも一つのロック部材６４は、例えば投与量設定中に薬剤送達デバイスの二つの部材（
図示されていない）が隣接又は係合に移されるときに、そして次いで投与量増加方向６７
にそれを更に動かすために、使用者が投与量ダイアルスリーブ２７に力をかけるときに、
始動され得る。この力は、始動されそしてロック部材６４が薬剤送達デバイスのハウジン
グ３で投与量ダイアルスリーブ２７をロックするロック状態にもたらされるように、ロッ
ク部材６４に伝達され、それによって投与量を増す方向６７でのハウジング３に対して投
与量ダイアルスリーブ２７の動きを防止する（好ましくは、回転を防止する）。
【０１４５】
　図３はロック部材を含む、本発明に従う薬剤送達デバイスの別の実施態様の切り抜き部
を示す。
【０１４６】
　薬剤送達デバイスは、クラッチリング６８であるロック部材６４を含む。クラッチリン
グ６８は投与量ダイアルスリーブ２７に連結されるか又は該スリーブ２７の統合された部
分である。好ましくは、クラッチリング６８はレーザー溶接によって投与量ダイアルスリ
ーブに連結される。従って、それは投与量ダイアルスリーブ２７の各々の動き（軸方向及
び回転）に追随する。
【０１４７】
　クラッチリング６８は、近位方向に向いている一組の歯７３を備えたリングを有する歯
が付いたリングである。
【０１４８】
　薬剤送達デバイスは更に、ロックリング６９であるロック形体６６を含む。ロックリン
グ６９はハウジング３にスプラインされ、従ってハウジング３に対する回転を妨げられ、
一方、ロックリング６９の軸方向の動きが許容される。ロックリング６９は、遠位方向に
向いている歯７８を備えた歯が付いたリングである。
【０１４９】
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　インサート７４は投与量ダイアルスリーブ２７内に備わっている。インサート７４は、
例えばスプラインによって、回転できないように投与量ダイアルスリーブ２７に取り付け
られている。インサートは、以下に述べられるように、投与量ダイアルスリーブ２７に対
して一定の距離を軸方向に動くことができる。インサート７４は、インサート７４がロッ
クリング６９に対する回転が可能とされるが、ロックリング６９に対する軸方向への動き
が防止されるように、ロックリング６９に係合される係合形態７５を持っている。従って
、ロックリング６９はインサート７４の軸方向の動きに追随する。
【０１５０】
　更に、インサート７４は投与量制限部材２８（ねじ山７７）とねじ係合される。投与量
制限部材はハウジング３に対して回転せずに軸方向にのみ動くことができる。ハウジング
３に対するインサート７４の回転運動によって、インサート７４と投与量制限部材２８の
間のねじ係合故に、ハウジング３に対して投与量制限部材２８が軸方向に動かされる。
【０１５１】
　クラッチリング６８は、投与量ダイアルスリーブ２７をハウジング３でロックするため
のロック部材６４として備わっており、それによって、投与量増加方向へのハウジング３
に対する投与量ダイアルスリーブ２７の更なる回転を妨げ、ここで、投与量制限部材２８
の第一の停止部材３５がピストン桿１７の第二の停止部材３６を捕えるときに、そして投
与量増加方向への投与量ダイアルスリーブ２７に更なる力（トルク）がかけられるときに
、ロック部材６４が始動される。二つの停止部材３５、３６が引っ掛かる結果、近位方向
への投与量制限部材２８の軸方向の動きが停止されることになり、そしてそのように投与
量制限部材２８が投与量ダイアルスリーブ２７の投与量増加の動きを停止する。使用者に
よって投与量ダイアルスリーブ２７にかけられる如何なる更なる力／トルクも、少なくと
も一つのロック部材６４に伝達され、そしてそれが少なくとも一つのロック部材６４をイ
ンサート７４に対して動かし、そしてそれがロック形体６６を係合するロック位置へとロ
ック形体６６を動かし、そしてそれによって、投与量ダイアルスリーブ２７をハウジング
３でロックする。
【０１５２】
　インサート７４及び投与量ダイアルスリーブ２７は、第一及び第二の停止部材３５、３
６が引っ掛かるまで互いに対して軸方向に動きことができるが、バイアス手段７６によっ
て互いに対して一定の軸位置に保持される。そのときまで、ロック部材６４はバイアス手
段７６によって第一の作動停止位置に保持される。二つの停止部材３５、３６が隣接する
ときに（それによって、ハウジング３に対する近位方向への投与量制限部材２８及びロッ
ク形体６６の更なる軸方向の動きを妨げる）、使用者によって投与量増加方向に投与量ダ
イアルスリーブ２７にかけられる更なる力／トルクは、投与量制限部材２８に、インサー
ト７４及びロック形体６６をハウジング３に対して一定の軸位置で保持させる結果を生み
、一方で、ロック形体がロック部材６４を始動させるように、インサート７４及びロック
形体６６に対して投与量ダイアルスリーブ２７が近位方向に動かされる。ロック部材６４
は、ロック部材６４（クラッチリング６８）及びロック形体６６（ロックリング６９）を
係合に移す（歯７３、７８が係合される）ことによって始動される。
【０１５３】
　このロックされた状態において、ロック部材６４のハウジング３に対する投与量増加方
向への動き（つまり、回転運動及び軸方向の動き）が防止され、ロック部材６４及びロッ
ク形体６６が係合され、それによって、投与量増加方向へのハウジング３に対する投与量
ダイアルスリーブ２７の更なる動き（つまり、回転運動及び軸方向の動き）を防止する。
【０１５４】
　ロック部材６４は、設定投与量が低減されるや否や、及び／又は使用者が投与量を増す
方向に力／トルクを投与量ダイアルスリーブ２７にかけない限り（例えば、設定投与量が
投薬されるときに）、自動的に（バイアス手段７６の力によって）ハウジング３のロック
形体６６から係脱される。
【０１５５】
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　この実施態様において、バイアス手段７６は、ロック部材６４が始動（例えば、投与量
制限部材２８の第一の停止部材３５がピストン桿１７の第二の停止部材３６と隣接すると
き、及び投与量増加方向で投与量設定部材２７に力又はトルクがかけられるとき）される
まで、ロック部材６４、及びロック形体６６を係脱した状態に、好ましくはロック部材６
４の歯７３及びロック形体６６の歯７８のロック形体６６の係脱した状態に保持するため
に、好ましくはロック部材６４及びロック形体６６の間に位置している。
【符号の説明】
【０１５６】
１　薬剤送達デバイス
２　カートリッジ保持具
３　ハウジング
３Ａ　ハウジングのインサート
４　第二の係合手段
５　第一の係合手段
６　カートリッジ
７　ピストン
８　係合手段
９　ロック手段
１０　ロック手段の面歯
１１　リセット部材／ナット手段
１２　ナット手段の面歯
１３　ナット手段の開口部
１４　バイアス手段
１５　ピストン桿の第一のねじ山
１６　ピストン桿の第二のねじ山
１７　ピストン桿
１８　押さえ
１９　駆動スリーブ
２０　駆動スリーブのフランジ
２１ 駆動スリーブの内部ねじ山
２２Ａ　肩
２２Ｂ　延長部
２３　フランジ
２４　クラッチ
２５　クラッチ板
２６　バイアス手段
２７　投与量ダイアルスリーブ
２８　投与量制限部材
２９　クラッチの遠位端での鋸歯
３０　クラッチのフランジ
３１　クラッチの近位端での鋸歯
３２　可撓性アーム
３３　クラッチ板の鋸歯
３４　投与量制限部材の遠位端でのフランジ
３５　投与量制限部材の第一の停止部材
３６　ピストン桿の第二の停止部材
３７　投与量制限部材の内部フランジ
３８　内部フランジの開口部
３９　内部フランジの隣接表面
４０　窓
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４１　投与量ダイアルグリップの外部らせんねじ山
４２　インサートのらせんねじ山
４３　ハウジングのインサート
４４　投与量ダイアルグリップ上の停止形体
４５　半径方向に延びる部材
４６　投与量ダイアルグリップ
４７　投与量ダイアルグリップの中央開口部
４８　投与量ダイアルグリップの環状凹部
４９　ボタン
５０　ボタンの幹状部
５１　ボタンの頭部
５２　ボタンのスカート
５３　投与量ダイアルスリーブのねじ山が付いたインサート
５４　端部キャップ
５５　インサート４３上の停止形体
５６　インサート４３上の停止形体
５７　ウエブ
５８　ピストン桿の突起
６０　ピストン桿上の半径方向の停止部材
６３　バイアス手段
６４　ロック部材
６５　傾斜部形体
６６　ハウジングロック形体
６７　投与量増加方向
６８　クラッチリング
６９　ロックリング
７３　クラッチリングの歯
７４　インサート
７５　インサートの係合形体
７６　バイアス手段
７７　投与量制限部材及びインサートの間のねじ山
７８　ロックリングの歯
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