
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

圧縮操作によっ 部の薬液を排出できる一次タンク（２
５）と、

一次タンク（２５）からの薬液を内部に貯溜できる二次タンク（３０）

前記一次タンク（２５）を圧縮操作したときに一次タンク（
２５）内の薬液を二次タンク（３０）へ供給するタンク連結部（３３）と、前記二次タン
ク（３０）から一次タンク（２５）へ薬液が戻るのを規制する逆止弁機構（１９）（９１
）と

前記二次タンク（３０）が拡大したときに反発力を蓄えて
該反発力を当該二次タンク（３０）に対して継続的に付加可能にした押出原動手段（５７

有していることを特徴とするボウラス投与装置。
【請求項２】
前記押出原動手段は、二次タンク（３０）の形成素材に弾性材を用いることで構成されて
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薬液供給器（９）とカテーテルなどの接続具（１２）の間に設けられるボウラス投与装置
において、
　前記薬液供給器（９）に接続される流入口部（２）を具備する一次側器体（３）と、流
出口部（４）を具備する二次側器体（５）と、これら両器体（３，５）を連結する中間器
体（６）とを有し、
　前記一次側器体（３）には、 て内

前記圧縮操作をワンショット的に行う可動体（１５）を備え、　前記二次側器体
（５）には、前記
を備え、
　前記中間器体（６）には、

を備え、
　前記二次タンク（３０）は、

）を



いることを特徴とする 記載のボウラス投与装置。
【請求項３】
薬液供給器（９）とカテーテルなどの接続具（１２）の間に設けられるボウラス投与装置
において、
前記薬液供給器（９）内の薬液の一部を貯留可能とした薬液タンク部（８７）と、この薬
液タンク部（８７）内で進退自在に保持されると共に、移動により前記貯留された薬液を
排出するピストン部（６３）と、
前記ピストン部（６３）を薬液排出方向に付勢する反発力発生部（６５）と、
前記反発力発生部（６５）に反発力を付与すべくワンショット的押動操作可能で

操作部材（６０）とを有し、
この操作部材（６０）のワンショット的押動操作 により、前記反発力発生部材
（６５）に反発力が付与され、該反発力により前記ピストン部（６３）が押圧されて、前
記薬液タンク部（８７）に貯留された薬液を継続的に流出可能にしてあることを特徴とす
るボウラス投与装置。
【請求項４】

継続的に排出可能にしてあることを特徴とす
るボウラス投与装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、患者へ薬液を投与する場合等に用いるボウラス投与装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、この種、ボウラス投与装置としては、特公平５－３７０７２号公報、特表平３－５
０５５３８号公報等に記載されたものが知られている。
これらのボウラス投与装置は、所定時間をかけて継続的に薬液を送出可能にしたバルーン
型やシリンジ型等の薬液供給器と、患者とを繋ぐチューブの途中に接続して用いるもので
あって、原理的には、本体ケース内に設けられた薬液チューブに対し、これをバネ力によ
って押し潰して常時閉にする釦部が設けられており、この釦部をバネ力に抗して押し操作
したときだけ、薬液チューブを通液可能にさせるというものであった。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
このボウラス投与装置では、上記したように薬液を供給する間中、医師や看護人又は患者
自身等が釦部を押し続けなければならないものであり、その投与操作が面倒であるという
問題があった。特に、薬液が鎮痛剤のようなものであって、患者が不快感や痛みを感じた
ときに自らの判断で投与を行う場合では、釦部を押し続けるといった作業自体が不快感な
いし痛みの中で行わねばならないため、患者の負担は非常に重いものになる。
【０００４】
一方、このボウラス投与装置と患者とを繋ぐチューブには、途中にフィルターやカテーテ
ル等、管路抵抗となる各種の器具類が設けられている場合が多々あり、このために薬液の
投与に時間を要し、ボウラス投与装置において釦部を押し続ける時間も長くなりがちであ
り、このことも、上記の各種不都合を助長するものである。例えば、一例を挙げれば、３
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請求項１

、且つ、
当該押動位置で固定可能な

と固定操作

薬液供給器（９）とカテーテルなどの接続具（１２）の間に設けられるボウラス投与装置
において、
　前記薬液供給器（９）内の薬液の一部を貯留可能とし且つ該貯留した薬液をワンショッ
ト的押動操作により排出可能とした一次タンク（２５）と、
　前記一次タンク（２５）のワンショット的押動操作により排出された薬液を貯留する二
次タンク（３０）とを有し、
　前記二次タンク（３０）は、薬液を貯留する蛇腹構造体（５０）と、該蛇腹構造体（５
０）を圧縮する弾性体（５５）とを有し、前記蛇腹構造体（５０）に収容された薬液を前
記弾性体（５５）により押圧することにより



ｍｌの薬液を投与するのに３分もの時間がかかる場合もある。
【０００５】
本発明は、かかる実情に鑑み、ワンショット的な操作だけで所定量の継続的な薬液投与が
可能になるようにして、ボウラス投与操作の面倒さを解消することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明では、上記目的を達成するために、次の技術的手段を講じた。
すなわち、本発明のボウラス投与装置は、ワンショット的な圧縮方向の操作をしたときに
、この操作力に対する反発力（復元力）を徐々に解放させる作用を持たせ、これにより、
予め暫時的に貯留させた所定量の薬液を、患者側へ向けて継続的に流出可能にする機構を
備えることを基本的技術思想としている。
【０００７】
かかる技術思想を具現化するボウラス投与装置の構造としては、

圧縮操作によって内部の薬液を排出でき
る一次タンクと、

一次タンクからの薬液を内部に貯溜できる二次タンク
前記一次タンクを圧縮操作したときに一次タンク内の薬液を二次タンクへ供給するタン

ク連結部と、前記二次タンクから一次タンクへ薬液が戻るのを規制する逆止弁機構と
前記二次タンクが拡大したときに反発力を蓄えて該反発力を当該

二次タンクに対して継続的に付加可能にした押出原動手 有するものを採用することが
できる。
【０００８】
この場合、当初、一次タンク及び二次タンクは共に収縮状態にあり、この状態から、適宜
の薬液供給器によって一次タンクへ所定量の薬液が供給されると一次タンクは拡大する。
そこで、一次タンクを圧縮操作すると、一次タンク内の薬液が二次タンクへ移送され、一
次タンクと交替して二次タンクが拡大する。
そして、この二次タンクが拡大するときには、押出原動手段が、その拡大作用に対する反
発力を蓄えるようになり、この反発力を二次タンクに対して徐々に付加させるようになる
。従って、この二次タンクは徐々に圧縮されてゆき、内部の薬液が患者側へと押し出され
ることになる。
【０００９】
押出原動手段としては、二次タンクに対してバネ等の弾性体を当接させることによって構
成することも可能であるが、二次タンクの形成素材に弾性材を用いる（即ち、二次タンク
をゴム袋状等とする）ことで、この二次タンクと一体的に構成することも可能である。
一方、本発明に係るボウラス投与装置の別の構成例としては、薬液供給器とカテーテルな
どの接続具の間に設けられるボウラス投与装置において、前記薬液供給器内の薬液の一部
を貯留可能とした薬液タンク部と、この薬液タンク部内で進退自在に保持されると共に、
移動により前記貯留された薬液を排出するピストン部と、前記ピストン部を薬液排出方向
に付勢する反発力発生部と、前記反発力発生部に反発力を付与すべくワンショット的押動
操作可能で 操作部材とを有し、この操作部材のワンシ
ョット的押動操作 により、前記反発力発生部材に反発力が付与され、該反発力
により前記ピストン部が押圧されて、前記薬液タンク部に貯留された薬液を継続的に流出
可能にしたものとすることができる。
【００１０】
この構成では、適宜の薬液供給器によって薬液タンク部へ所定量の薬液が供給されると、
この薬液タンク部内でピストン部が押し出される。そこで、上記の状態から薬液タンク部
へ向けて近接移動させるべく操作部材を操作すると、ピストン部には、上記操作部材から
反発力発生部を介して薬液タンク部へ向けた押出圧が付加されるようになる。
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薬液供給器とカテーテル
などの接続具の間に設けられるボウラス投与装置において、前記薬液供給器に接続される
流入口部を具備する一次側器体と、流出口部を具備する二次側器体と、これら両器体を連
結する中間器体とを有し、前記一次側器体には、

前記圧縮操作をワンショット的に行う可動体を備え、前記二次側器体に
は、前記 を備え、前記中間器体には
、

を備
え、前記二次タンクは、

段を

、且つ、当該押動位置で固定可能な
と固定操作



【００１１】
上記の適宜操作部材は、薬液ピストン部へ向けた所定の近接移動をさせたときに、この近
接状態を自己保持可能になっており、これにより反発力発生部には、ピストン部へ押出圧
を付加する状態が所定時間にわたって保持され、これが継続的なものとされる。このよう
にして、薬液タンク部内の薬液が患者側へと押し出されることになる。

【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、図面に基づいて本発明の実施の形態を説明する。
図１及び図２は、本発明に係るボウラス投与装置１の第１実施形態を示している。
このボウラス投与装置１は、流入口部２を具備する一次側器体３と、流出口部４を具備す
る二次側器体５と、これら両器体３，５を連結する中間器体６とを有している。
【００１３】
このボウラス投与装置１は、図３に一例を示すように、一次側器体３の流入口部２にチュ
ーブ８を介して適宜の薬液供給器９を接続し、二次側器体５の流出口部４にチューブ１０
を介してフィルタや流量制御器等の中間器具１１及びカテーテル等の接続具１２等を接続
するようにする。
一次側器体３は、一端部に上記流入口部２が設けられ他端部が開放した筒状の器部本体１
４と、この器部本体１４の開放側端部へ装入された可動体１５とを有している。
【００１４】
器部本体１４には、側壁の中間部に中継出口部１６が設けられている。
可動体１５は、器部本体１４内に挿入されて摺動自在になるプランジャ部１８と、このプ
ランジャ部１８の先端側に内蔵された逆止弁部１９と、プランジャ部１８の他端側に設け
られた操作キャップ部２０とを有している。
器部本体１４内でのプランジャ部１８の摺動ストロークは、器部本体１４の開放側端部と
操作キャップ部２０との軸方向の係合構造によって規制されている。
【００１５】
プランジャ部１８には、その先端面から上記逆止弁部１９を介して外周面へと抜ける連絡
路２２が設けられており、この連絡路２２における外周面側の開口部分は、プランジャ部
１８が摺動することによって中継出口部１６を横切るような位置付けとなっている。また
、プランジャ部１８の外周面には、中継出口部１６に面する摺動ストローク領域を区画可
能なようにＯリング２３，２４が設けられている。
【００１６】
なお、上記逆止弁部１９は、プランジャ部１８の先端面側から外周面側へ向けた流れだけ
を許容する向きに設けられている。
従って、この一次側器体３に対し、流入口部２から薬液を供給すると、器部本体１４から
可動体１５が押し出される向きに移動し、このとき器部本体１４内には、プランジャ部１
８より先方に一次タンク２５（図１参照）が形成されることになる。
【００１７】
そして、この状態で例えば流入口部２を塞ぐ等した後、可動体１５の操作キャップ部２０
を押圧操作すれば、一次タンク２５内の薬液を、プランジャ部１８内の連絡路２２及び中
継出口部１６を介して器外へ流出させることができる。
一方、二次側器体５は、ゴムや軟質樹脂等の弾性材によってホース状に形成され、膨張・
収縮が可能にされたバルーン部２７と、このバルーン部２７の両端部に設けられた接続管
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　さらに、本発明に係るボウラス投与装置の別の構成例としては、薬液供給器とカテーテ
ルなどの接続具の間に設けられるボウラス投与装置において、前記薬液供給器内の薬液の
一部を貯留可能とし且つ該貯留した薬液をワンショット的押動操作により排出可能とした
一次タンクと、前記一次タンクのワンショット的押動操作により排出された薬液を貯留す
る二次タンクとを有し、前記二次タンクは、薬液を貯留する蛇腹構造体と、該蛇腹構造体
を圧縮する弾性体とを有し、前記蛇腹構造体に収容された薬液を前記弾性体により押圧す
ることによ連続的に排出するように構成することができる。



２８，２９とを有している。
【００１８】
従って、この二次側器体５に対し、一方の接続管２９を塞ぐ等したうえで他方の接続管２
８から薬液を供給した場合、バルーン部２７は球体状に膨らみ、その内部には二次タンク
３０（図２参照）が形成されることになる。
また、このバルーン部２７には、膨張作用に抗してこれを収縮させようとする反発力（弾
性復元力）が生じるが、この反発力を具備することにより、二次タンク３０内の薬液を流
出させようとする押出原動手段が構成されるものである。
【００１９】
このような一次側器体３と二次側器体５とを連結する中間器体６は、一次タンク２５から
二次タンク３０への薬液流れを誘導するタンク連結部３３と、このタンク連結部３３に対
して設けられた通路開閉部３４とを有している。
なお、本第１実施形態では、タンク連結部３３が、上記した二次側器体５における一方の
接続管２８と互いに一体的に形成されたものとしてある。
【００２０】
通路開閉部３４は、軸方向２か所にＯリング３６を具備した栓体３７を、タンク連結部３
３に対する接続管２８の連通部分へ目掛けて差し込んだもので、栓体３７の差込量の違い
（先端側Ｏリング３６の停止位置）によって上記連通部分を閉鎖したり（図１参照）、又
は栓体３７の外周面まわりを利用した連通状態にしたり（図２参照）する。
【００２１】
なお、栓体３７は、上記連通部分を閉鎖した状態がバネ４０によって付勢保持され、この
状態から差し込んだ連通状態の位置付けは、Ｏリング３６の摺動抵抗等によって保持され
る構造としてある。
このような構成を有した第１実施形態のボウラス投与装置１において、当初、一次タンク
２５及び二次タンク３０が空であり、共に収縮している状態で、図３に示したようにチュ
ーブ８，１０を用いて薬液供給器９、中間器具１１、接続具１２等との接続を行う。
【００２２】
そして、図１に示すように通路開閉部３４が閉状態であることを確認したうえで、薬液供
給器９を操作し、一次タンク２５へ所定量の薬液を供給する。従って、一次タンク２５が
薬液で充満されて拡大状態（可動体１５が押し出された状態）となり、これによって準備
が整ったことになる。
次に、図２に示すように通路開閉部３４を開放させ、可動体１５の操作キャップ部２０を
押し込んで、拡大した一次タンク２５を圧縮操作する。これにより、一次タンク２５内の
薬液はタンク連結部３３を介して二次タンク３０内へ移送され、今度は、バルーン部２７
の膨張を伴って二次タンク３０が拡大する。
【００２３】
このとき、二次タンク３０（バルーン部２７）と一体形成された押出原動手段が二次タン
ク３０を収縮させようとする反発力（弾性復元力）を蓄えて、これを二次タンク３０へ継
続的に付加することになるため、この二次タンク３０内の薬液は、その後、患者等へ向け
て継続的に押し出されるようになる。
図４及び図５は、本発明に係るボウラス投与装置１の第２実施形態を示している。
【００２４】
この第２実施形態でも、基本的な構成は上記した第１実施形態と同様であって、流入口部
２を具備する一次側器体３と、流出口部４を具備する二次側器体５と、これら両器体３，
５を連結する中間器体６とを有している。
ただ、この第２実施形態において、一次側器体３は、ピストン構造ではなく蛇腹構造体５
０を備えたものとなっており、この蛇腹構造体５０が伸長したとき（図４参照）にその内
部に一次タンク２５が形成されるようになっている。
【００２５】
また、二次側器体５においても、バルーン構造ではなく蛇腹構造体５１を備えたものとな
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っており、この蛇腹構造体５１が伸長したとき（図５参照）にその内部に二次タンク３０
が形成されるようになっている。
また更に、この二次タンク３０を形成する蛇腹構造体５１は、一次側器体３、二次側器体
５及び中間器体６を相互連結状態のまま取り囲むように形成された本体ケーシング５２の
タンクケーシング部５３内に収納されており、このタンクケーシング部５３内には、コイ
ルスプリング等の弾性体５５により、圧下盤５６を介して外圧的な圧縮作用を生じさせる
押出原動手段５７が設けられている。
【００２６】
すなわち、蛇腹構造体５１の伸長に伴って二次タンク３０が拡大した場合には、弾性体５
５がこれに反発しつつ圧縮力を蓄えることになる。このように、本第２実施形態において
、この押出原動手段５７は、二次タンク３０（蛇腹構造体５１）とは別体構成となってい
るものである。
このように、この第２実施形態は、幾つかの点で、第１実施形態と相違している。
【００２７】
この第２実施形態には、その他の細部にわたる構造においても第１実施形態との違いがあ
るものの、基本的に、その使用例や動作状況等を異ならせるほどのものではないため、こ
こでの詳説は省略する。
図６乃至図８は、本発明に係るボウラス投与装置１の第３実施形態を示している。
【００２８】
この第３実施形態のボウラス投与装置１は、直径の異なる有底円筒状をした一対の器部半
体６０，６１が、互いに開放端同士を対向させて嵌合され、径小側の器部半体６１内にピ
ストン部６３が収納され、径大側の器部半体６０内に反発力発生部６５が収納されたもの
である。
径小側の器部半体６１には、その外周面に周溝６７及び縦溝６８とを組み合わせた鉤状の
レール溝６９が凹設されており、径大側の器部半体６０には、このレール溝６９に嵌まる
係合片７０が突設されている。
【００２９】
従って、これら両器部半体６０，６１は、係合片７０を周溝６７に沿って移動させる範囲
で相対回動可能であると共に、係合片７０を縦溝６８に沿って移動させる範囲で相対伸縮
可能になっている。
このうち、径大側の器部半体６０が径小側の器部半体６１に対して収縮動作を行うときに
、この径大側器部半体６０が、操作部材として機能することになる（従って以下では、こ
の径大側器部半体６０を「操作部材６０」と言い、また径小側器部半体６１を、単に「器
部半体６１」と言い換えるものとする）。
【００３０】
なお、器部半体６１の縦溝６８には、操作部材６０の収縮に伴って係合片７０を移動させ
たときに、この係合片７０と係合可能になるストッパ突起７１が設けられており、これに
より器部半体６１と操作部材６０との相互収縮状態を手放しのまま保持可能になっている
。
器部半体６１には、その底部に流入口部７２及び流出口部７３が設けられており、それぞ
れに、所定向きの逆止弁７４，７５を具備したチューブ７６，７７との接続を可能にして
いる。
【００３１】
ピストン部６３は、器部半体６１内で水密状態を保持しつつ軸方向に進退自在となってい
る。このピストン部６３には、連結軸８０を介して操作部材６０内に収納された伝動盤８
１が連結されている。この伝動盤８１は、操作部材６０内でガタツキなく進退自在になっ
ている。
なお、伝動盤８１及び操作部材６０の適所には空気抜き孔８３，８４が設けられており、
両者の相対的進退が円滑に行われるようになっている。
【００３２】
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反発力発生部６５は、コイルスプリング等により構成されており、器部半体６１と操作部
材６０とが相互伸長状態（図７参照）にあるときにも伝動盤８１に当接して、ピストン部
６３に器部半体６１内へ向けた押圧付勢力を伝えるようになっている。
このような構成を有した第３実施形態のボウラス投与装置１において、当初、図６及び図
７に示すように器部半体６１の周溝６７内へ操作部材６０の係合片７０を移動させてある
状態で、流入口部７２から薬液を供給する。
【００３３】
なお、流出口部７３へ接続したチューブ７７には、コック（図示略）等を接続して止栓状
態にできるものとし、現段階ではこのコックを止栓しておくものとする。
このようにすることで、図８に示すように器部半体６１内では、薬液によってピストン部
６３が押し退けられ、ここに薬液タンク部８７が拡大形成され、準備が整ったことになる
。
【００３４】
次に、上記したコック（図示略）を開栓すると共に、器部半体６１と操作部材６０とを、
レール溝６９に対する係合片７０の移動方向に合わせて相対回動及び相対縮退（近接移動
）させ、係合片７０をストッパ突起７１へ係合させる。
このとき反発力発生部６５では、伝動盤８１に対する反発力を蓄えるようになり、従って
この伝動盤８１を介して、ピストン部６３により薬液タンク部８７を収縮させる作用を継
続的に付加する状態になる。
【００３５】
そのため、この薬液タンク部８７内の薬液は、その後、患者等へ向けて継続的に押し出さ
れることになる。
図９及び図１０は、本発明に係るボウラス投与装置１の第４実施形態を示している。この
第４実施形態が、上記第３実施形態と異なるところは、反発力発生部６５として、コイル
スプリングではなく空気圧を利用した構成となっていることろにある。
【００３６】
すなわち、操作部材６０及び伝動盤８１に空気抜き孔等は設けられておらず、伝動盤８１
は、操作部材６０内で気密的に進退可能になっている。
従って、器部半体６１と操作部材６０とを、レール溝６９に対する係合片７０の移動方向
に合わせて相対回動及び相対縮退（近接移動）させ、係合片７０をストッパ突起７１へ係
合させた場合には、それまで操作部材６０と伝動盤８１との間に閉じ込められていた空気
（図９参照）が圧縮され（図１０参照）、これによって内圧上昇が起こり、もって伝動盤
８１に押圧力が作用するようになっている。
【００３７】
その他の構成及び作用については、上記第３実施形態と同じである。
図１１及び図１２は、本発明に係るボウラス投与装置１の第５実施形態を示している。こ
の第５実施形態のボウラス投与装置１は、図１２に示すように、一次側器体３、二次側器
体５及び中間器体６のすべてが一つのケーシング９０内に収納されており、この点で前記
第１及び第２実施形態の投与装置１よりも全体がコンパクトになっている点で有利である
。
【００３８】
すなわち、この実施形態では、縦向きに配置された一次側器体３の円筒状の器部本体１４
がケーシング９０の左側部分に寄せて収納され、その器部本体１４の下端に中継出口部１
６を介して円筒状のタンク連結部３３が横向きに一体に接続され、このタンク連結部３３
の中途部に上向きに突出した接続管２８に二次タンク３０としてのバルーン部２７が接続
されている。
【００３９】
しかして、器部本体１４がケーシング９０の左側に配置され、タンク連結部３３はケーシ
ング９０の右側でかつ下部よりに配置され、バルーン部２７がケーシング９０の右側でか
つ上部よりに配置されており、これによって、器部本体１４タンク連結部３３及びバルー
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ン部２７の三者をケーシング９０内にコンパクトに収納するようにしている。
【００４０】
タンク連結部３３は、器部本体１４の下部の中継出口部１６から拡径しており、その拡径
部分内の左側よりに厚肉の円形ゴム栓よりなる移動弁体９１を備えている。また、タンク
連結部３３の拡径部分の右側開口端には、流出口部４を構成する接続管２９が接続された
栓体９２がＯリングよりなるシールリング９３を介して施蓋されている。
【００４１】
移動弁体９１は、タンク連結部３３の軸方向に移動自在に収納され、タンク連結部３３の
内周径よりも若干小さい外径に形成されているとともに、タンク連結部３３の段差面３３
Ａからバルーン部２７の接続管２８までの距離とほぼ等しい軸方向長さに形成されている
。
このため、中継出口部１６から液体が圧入されると、移動弁体９１がタンク連結部３３の
段差面３３Ａから離れてバルーン部２７に液体が流入するが、その反対に、バルーン部２
７から流出する液体は、移動弁体９１がタンク連結部３３の段差面３３Ａに当接してシー
ルすることにより中継出口部１６側へは戻らないようになっている。
【００４２】
しかして、この場合の移動弁体９１は、液体がタンク連結部３３内をバルーン２７側へ流
れるのは許容するが、中継出口部１６側へ流れるのを規制する逆止弁機能を備えている。
ケーシング９０の上面には、器部本体１４の上端開口部が突出する開口部９４が形成され
、この開口部９４に、ケーシング９０内に細菌が入るのを防止するための蛇腹構造よりな
るカバー部材９５が設けられている。すなわち、このカバー部材９５は、その底部が器部
本体１４内に出退自在に挿通された可動体１５の上面に当接するように被せられ、その下
端開放部がケーシング９０の開口部９４に固着されている。
【００４３】
この第５実施形態においても、流入口部２に液体を圧送すると移動体１５が上方へ突出し
て器部本体１４内に一次タンク２５が形成される（図１２の状態）。そこで、移動体１５
を押動すると一次タンク２５内の液体が中継出口１６及びタンク連結部３３を介してバル
ーン部２７よりなる二次タンク３０に移送され、その後は、二次タンク３０の弾性復元力
により同タンク３０内の液体が接続管２９（流出口部４）から患者側へ徐々に供給される
ことになる。
【００４４】
なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、細部にわたる構成、部材形状、
構造等の適宜変更が可能である。
【００４５】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、ワンショット的な圧縮方向の操作だけで、この操
作力に対する反発力により予め暫時的に貯留させた所定量の薬液が患者側へ向けて継続的
に流出されるので、ボウラス投与装置を押し続けなくても一定量の薬液の投与が可能とな
り、医師や看護人又は患者自身等の面倒を省くことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るボウラス投与装置の第１実施形態を示す正面断面図である。
【図２】図１からの動作状態を示す正面断面図である。
【図３】第１実施形態の使用例を示す図である。
【図４】本発明に係るボウラス投与装置の第２実施形態を示す正面断面図である。
【図５】図４からの動作状態を示す正面断面図である。
【図６】本発明に係るボウラス投与装置の第３実施形態を示す正面図である。
【図７】図６のＡ矢視位置に対応する側断面図である。
【図８】図７からの動作状態を図６のＢ矢視位置に対応して示す側断面図である。
【図９】本発明に係るボウラス投与装置の第４実施形態を図７と比較し易く描いた側断面
図である。
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【図１０】図９からの動作状態を図８と比較し易く描いた側断面図である。
【図１１】本発明に係るボウラス投与装置の第５実施形態を示す正面断面図である。
【図１２】図１１からの動作状態を示す正面断面図である。
【符号の説明】
１　　ボウラス投与装置
２５　　一次タンク
３０　　二次タンク
３３　　タンク連結部
３４　　通路開閉部
５７　　押出原動手段
６３　　ピストン部
６５　　反発力発生部
８７　　薬液タンク部
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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