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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　引込み針注射器であって、
　基端と末端を有する、液体を保持するための注射器胴部と、
　前記胴部内に配設されたプランジャロッドであって、プランジャ先端とその中のチャン
バを有し、前記チャンバが前記プランジャ先端によって封止された開端を有し、前記プラ
ンジャロッドが軸を画定する、プランジャロッドと、
　前記胴部の前記末端に取り付けられた針アセンブリであって、内側ハブと外側ハブとス
プリングを有する針アセンブリとを備え、
　前記内側ハブが、壊れ易い部分とそれに固定して取り付けられた液体が注入される突刺
し部材と当該突き刺し部材と連通する液体流路とを有し、前記スプリングが前記突刺し部
材を覆って配設され、前記内側ハブが前記外側ハブの内部に係合されて前記スプリングの
圧縮を行い、
　さらに、前記チャンバの前記開端に隣接した、前記開端を通る前記チャンバ中への前記
突刺し部材の通路を提供するための切断手段を備え、前記プランジャロッドを前記軸に沿
って完全に押し下げ、前記プランジャロッドに末端方向の軸力を加えたとき、前記プラン
ジャ先端との係合により前記内側ハブの前記壊れ易い部分が壊れて、次いで、前記プラン
ジャ先端が取り除かれ、それによって前記スプリングが前記突刺し部材を動かして前記チ
ャンバに入らせるようになっていることを特徴とする引込み針注射器。
【請求項２】
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　前記針アセンブリが、前記胴部の前記端に取り外し可能に取り付けられることを特徴と
する、請求項１に記載の引込み針注射器。
【請求項３】
　前記プランジャ先端が前記胴部の前記末端内の容積を占めることにより、注射後の前記
胴部内の流体が最小になることを特徴とする、請求項１に記載の引込み針注射器。
【請求項４】
　前記突刺し部材が鋭利な末端を有することを特徴とする、請求項１に記載の引込み針注
射器。
【請求項５】
　さらに、前記プランジャロッドに取り付けられ前記プランジャ先端の周りに配設された
ストッパを備え、前記プランジャ先端は、前記プランジャ先端が取り除かれるときに前記
ストッパによって実質上妨害されないようにされていることを特徴とする、請求項１に記
載の引込み針注射器。
【請求項６】
　前記切断手段が、胴部の前記末端内の切断リングであることを特徴とする、請求項１に
記載の引込み針注射器。
【請求項７】
　前記切断リングが、片刃のブレードを有することを特徴とする、請求項６に記載の引込
み針注射器。
【請求項８】
　前記切断手段が、前記プランジャ先端の周囲の壊れ易い部分であることを特徴とする、
請求項１に記載の引込み針注射器。
【請求項９】
　さらに、前記注射器胴部の前記基端にあるスナップ嵌め部を備え、前記プランジャロッ
ドが完全に押し下げられたとき、前記嵌め部が、前記胴部内で前記プランジャロッドをロ
ックするようになっていることを特徴とする、請求項１に記載の引込み針注射器。
【請求項１０】
　前記内側ハブが外径を有し、前記外側ハブが内径を有し、前記内側ハブの前記外径と前
記外側ハブの前記内径が、前記内側ハブと前記外側ハブとの間で永久的圧入をもたらすよ
うに寸法設定され、前記プランジャロッドが完全に押し下げられると、前記内側ハブの前
記壊れ易い部分が前記突刺し部材の引込みを許し、前記プランジャ先端が前記切断手段に
よって取り除かれたとき、前記突刺し部材が前記チャンバに入るようになっていることを
特徴とする、請求項１に記載の引込み針注射器。
【請求項１１】
　前記内側ハブの前記壊れ易い部分が前記プランジャ先端よりも壊すのに要する力が小さ
く、従って前記プランジャロッドが完全に押し下げられ、前記プランジャ先端が前記切断
手段によって取り除かれたとき、前記プランジャ先端が前記内側ハブの前記壊れ易い部分
を壊すようになっていることを特徴とする、請求項１に記載の引込み針注射器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（発明の分野）
本発明は一般に安全な鋭利機構を備えた医療装置に関する。さらに詳細には、本発明は、
プランジャロッドと針ハブを破壊し、針をプランジャロッド内に引込めることにより、注
射器の安全かつ容易な処分が可能で再使用できない引込み針機構を有する医療用注射器に
関する。
【０００２】
（発明の背景）
皮下注射器を使って、例えば流体状の薬品を患者に配分することはよく知られている。従
来の皮下注射器は一般に対向する基端と末端を有する注射器胴部を含んでいる。円筒形チ
ャンバ壁部が両端の間を延び、流体を受けるチャンバを画成する。従来の注射器胴部の基
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端は実質上開いており、プランジャを滑動液密係合で受け入れている。従来の注射器胴部
の末端は、チャンバと連通する通路を含んでいる。針カニューレは従来の注射器胴部の末
端に、針カニューレの管腔がこの通路および注射器胴部のチャンバと連通するように装着
される。プランジャが基端方向に動くと、流体が針カニューレの管腔を通ってチャンバ内
に引き込まれる。プランジャが基端から末端への方向に動くと、流体がチャンバから針カ
ニューレの管腔を通って押し出される。
【０００３】
近年、安全かつ容易に処分でき再利用不能な医療用注射器を実現するためにかなりの努力
が払われてきた。こうした注射器のうちには、引込み可能な針安全機構を有するものがあ
る。しかし、それらの機構は幾分複雑で使い難く、製造コストが高くなり、一方、製造工
程の効率を下げる可能性がある。例えば、あるタイプの引込み可能な針安全注射器は、係
合したと感じ、クリック音が聞こえるまで使用者がプランジャを胴部内に完全に押し込む
必要がある。次いで、使用者は胴部の末端にある安全クリップを開く。次いで、プランジ
ャを完全に引込める。これによって針は、注射器胴部内に戻る。次いで、プランジャが外
され、開いた胴部内に挿入され、安全に処分できるように針を注射器内に封入する。
【０００４】
もう１つの設計は、前方に押して回転させるプランジャを組み込んだものである。一体成
形されたスプリングが針ハブ内にロックする。次いで、プランジャロッドが後方に引かれ
、スプリングの張力が解除されてハブと針を側方に角度付け、それによって注射器を使え
なくする。
【０００５】
もう１つの引込み式安全注射器は、プランジャ、胴部、エラストマー製ピストン、ハブお
よび針を備えている。この設計では、使用済みの針を使用後に注射器胴部内部に引っ込め
、自動的にそれを横に傾けることができる。胴部と針ハブ上に共形のルアーロックがあり
、これを使って針ハブを胴部内で係合、且つ、係合解除させることができる。ハブの内周
の投げ矢形クリートがプランジャ先端の相補形クリートと選択的に係合する。針の引込み
が望まれるまで、プランジャを自由に前後に動かすことができる。望まれるときは、プラ
ンジャは前方へニードルハブ内に押し込まれ、反時計回りに回転され、プランジャをカム
動作によってハブ内に挿入し、両者をロックする。このカム動作でプランジャ先端の一体
成形されたスプリングが同時に圧縮される。さらに回転を続けると、ハブが係合解除され
、結合された構成部品が解除されて後方に引かれる。次いで、後方に出るのを防止する胴
部上のタブによって停止されるまで、プランジャが引込まれる。針が胴部の口を通過する
とき、圧縮されたスプリングが解除され、針を胴部側壁へ偏位させる。胴部前壁によって
針が保持されかつブロックされて、使用済みの針を備え安全になった注射器を処分するま
で、胴部内に入れたまま安全に保管することが可能になる。
【０００６】
引込み可能な針注射器のこれらの提案された構造はそれぞれいくつかの欠点を有する。そ
の多くは複雑な作動部品を含み、安全機構を働かせるために複雑な手順を必要とする。こ
うした機構は幾分複雑な上に、多数の構成部品による構成のために製造コストも高くなり
、製造工程における効率が下がる。
【０００７】
従って、当技術分野において、注射器の安全かつ容易な処分を可能にし、再使用を防止す
る必要がある。この装置は、様々な標準の針を充填のために使用できるものでなければな
らない。
【０００８】
（発明の概要）
注射器の安全かつ容易な処分が可能で再使用が防止され、一方、最小の構成部品を有する
医療用引込み針注射器は、注射器胴部とプランジャロッドと針アセンブリを備える。針ア
センブリは、注射器胴部の末端に取り付ける。針アセンブリは、内側ハブと外側ハブとス
プリングとを備える。内側ハブは壊れ易い部分と固定して取り付けられた突刺し部材を含
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む。突刺し部材を覆ってスプリングが配設される。内側ハブは外側ハブの内部に係合して
、スプリングを圧縮する。
【０００９】
プランジャロッドはプランジャ先端とチャンバを含む。チャンバは閉端と開端を有する。
開端はプランジャ先端で封止される。プランジャロッドとチャンバとプランジャ先端はす
べて一体部品である。
【００１０】
チャンバの開端に隣接して、プランジャ先端を通ってチャンバ内に通路を設けるための切
断手段がある。プランジャロッドを完全に押し下げ、末端方向へ向けられた軸力を加える
と、内側ハブの壊れ易い部分が壊れ、プランジャ先端が切断手段によって取り除かれ、そ
れによってスプリングが突刺し部材を動かしてチャンバ内に入れる。
【００１１】
プランジャ先端が取り除かれるとき、ストッパによって実質上妨害されないように、スト
ッパがプランジャに取り付けられ、プランジャの周りに配設されている。
【００１２】
切断手段は、注射器胴部の末端に埋め込んだ切断リングとすることができる。切断リング
は片刃のブレードを有する。別の実施形態では切断手段はプランジャ先端の周囲の壊れ易
い部分である。
【００１３】
内側ハブの壊れ易い部分は、プランジャ先端よりも壊すのに要する力が小さく、従ってプ
ランジャを完全に押し下げ、プランジャ先端を切断手段によって取り除いたとき、プラン
ジャ先端が内側ハブの壊れ易い部分を壊す。
【００１４】
切断手段がプランジャ先端の周囲の壊れ易い部分である実施形態では、プランジャは完全
に押し下げられたとき、プランジャ先端の周囲の壊れ易い部分によってプランジャ先端が
取り除かれる。プランジャロッドが完全に押し下げられ、内側ハブの壊れ易い部分がプラ
ンジャ先端によって壊されたとき、突刺し部材はスプリングの力によってチャンバに入る
ことができる。
【００１５】
切断手段が切断リングである実施形態では、プランジャが完全に押し下げられたとき、プ
ランジャ先端が切断リングの作用によって取り除かれる。従って、プランジャロッドが完
全に押し下げられ、内側ハブの壊れ易い部分がプランジャ先端によって壊されたとき、突
刺し部材はスプリングの力によってチャンバに入ることができる。
【００１６】
どちらの実施形態でも、内側ハブと外側ハブは、内側ハブの外径と外側ハブの内径が両方
の構成部品間で永久的圧入をもたらすように寸法設定される。内側ハブの壊れ易い部分は
、プランジャロッドが完全に押し下げられ、プランジャ先端が切断手段によって取り除か
れたとき、突刺し部材をチャンバ内に入れることができる。
【００１７】
プランジャロッドが完全に押し下げられたとき、注射器胴部の基端でのスナップ嵌めによ
り、プランジャロッドは胴部によってロックされる。従って、本発明は再使用を防止する
。
【００１８】
（詳細な説明）
本発明は多くの異なる形態によって満たされるが、この開示は本発明の原理を例示するも
のと見なすべきことを了解の上で、本発明の好ましい実施形態を図面に示し本明細書に詳
しく説明する。これは、本発明の範囲を例示した実施形態のみに限定するものではない。
本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲およびその均等物によって計られる。
【００１９】
図面に注目するに、図１ないし図９は、本発明の引込み針注射器１８を示す。図１および



(5) JP 4698838 B2 2011.6.8

10

20

30

40

50

２には、液体を保持するための注射器胴部２０が示されている。この液体は、薬品、食塩
水、フラッシュ液、あるいは医療目的で使用される他の任意の種類の注射可能な液体であ
ってもよい。胴部は基端２２と末端２４を有する。胴部内にプランジャロッド２６が配設
され、プランジャ先端２８を有する。プランジャロッドはまた、その内部にチャンバ３０
を有する。チャンバは閉端３２と開端３４を有する。開端はプランジャ先端によって封止
されることが好ましい。好ましくは、プランジャロッドは、ロッドとプランジャ先端とチ
ャンバとを備える一体品として成形される。プランジャ先端は、プランジャ先端、チャン
バおよびプランジャロッドが一体形成されたプランジャロッド内に空気または液体が入る
のを防止するため、耐密封止されてもよい。プランジャロッドを封止すると、胴部内でプ
ランジャが液体を引き出し且つ注入するために、正圧または負圧を生み出すことが可能に
なる。一旦、このプランジャ先端が破壊されると、胴部内で液体を引き出し且つ注入する
ための正圧または負圧が毀損され、注射器は使用できなくなる。プランジャロッドはまた
、図３および５に示す軸「Ａ」を定めている。
【００２０】
胴部末端に針アセンブリ３６が取り付けられる。針アセンブリは当業者に公知のいくつか
の方法で取り付けることができる。こうした取付け方法には、それだけに限らないが、熱
溶接、熱ステーキング、接着剤による結合、超音波溶接、鋳型内組付け技法、圧入、スナ
ップ嵌めがある。針アセンブリを胴部の末端に取外し可能に取り付けることが好ましい。
針アセンブリは内側ハブ３８、外側ハブ４０、およびスプリング４２を含む。内側ハブは
壊れ易い部分４４と固定して取り付けられた突刺し部材４６を有する。スプリングが突刺
し部材を覆って配設されている。好ましくは、突刺し部材は鋭利な末端６２を有し、針カ
ニューレ６４である。しかし、図８および９に示すような静脈内注射ポート用の鈍端カニ
ューレ８０の場合のように鈍いものでもよい。突刺し部材はまた、液体を注入できるもの
なら末端において他のどのような種類のポイントでもよい。内側ハブは外側ハブの内部で
係合して、スプリングを圧縮させる。胴部は、ＩＳＯ規格５９４－１および５９４－２の
ルアーロック嵌め８４を使用することが好ましく、針アセンブリは取外し可能に取り付け
られるので、本発明は引込み式カニューレを有さない種々の標準的な針に使用できる。こ
のため、最終使用者は、注射のために針アセンブリを取り付ける前に、大型の標準針を使
って薬剤容器またはその他の容器から注射器に充填することができる。針アセンブリはま
た、広範囲の寸法の注射器および針に合わせて設計することができる。従って、本発明の
引込み針注射器では、引込み式カニューレを有さない様々な標準の針の使用が可能である
。
【００２１】
切断手段も引込み針注射器に含まれる。切断手段はチャンバの開端に隣接している。切断
手段はプランジャロッドが軸「Ａ」に沿って完全に押し下げられたとき、プランジャ先端
を押し退けることにより、チャンバ内への通路をもたらす。本発明の１つの利点は、突刺
し部材を引き込めるために注射ストロークと同じ作用線に沿ったプランジャロッドの力を
増加させるだけでよいことである。針アセンブリを働かせて、突刺し部材がチャンバに入
ることができるようにするのに、片手の末端方向への軸力を使って軸「Ａ」に沿ったプラ
ンジャロッドの力を増加させるだけでよい。この起動技法により、ある種の医療状況では
重要な安全な片手注射が可能になる。プランジャロッドが完全に押し下げられると、内側
ハブの壊れ易い部分が壊れ、突刺し部材の固定が解除されて引き込み可能になり、プラン
ジャ先端が切断手段によって取り除かれて、突刺し部材がチャンバに入れるようになる。
突刺し部材は、圧縮されていないスプリングの力によって、またはプランジャ先端の第１
破壊点８６のより大きな直径によってチャンバ内に維持される。
【００２２】
この引込み針注射器は、プランジャ先端よりも壊すのに要する力が小さい内側ハブの壊れ
易い部分を有し、プランジャロッドが完全に押し下げられ、プランジャ先端が切断手段に
よって取り除かれたとき、プランジャ先端が内側ハブの壊れ易い部分を壊すようにするこ
とが好ましい。プランジャ先端が取り除かれると、プランジャロッドによって生じる流体
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を引き出すまたは注入するための正圧または負圧が破れるので、注射器は再使用できなく
なる。内側ハブの壊れ易い部分が壊れたとき、スプリングが突刺し部材を動かすまたは引
っ込めることができるために、針アセンブリが再使用できないことが好ましい。プランジ
ャ先端が切断手段によって取り除かれるとき、突刺し部材がプランジャロッド内のチャン
バに入ることができることが好ましい。従って突刺し部材を引っ込めるのに、注射ストロ
ーク軸「Ａ」と同じ作用線に沿ってプランジャロッドの力を増加させるだけでよい。
【００２３】
この引込み針注射器はまた、プランジャ先端が胴部の末端内部の全容積を占めるので、無
駄になる液体または薬品の量が最小限に抑えられる。一般に、従来技術の注射器では、注
射器の連結部と針ハブの間にデッドスペースが生じる。本発明の利点は、プランジャロッ
ド上のプランジャ先端をこのデッドスペース中に延長させ、それによって胴部内部の全容
積を占めさせることによって、この容積を減らし、注射後に無駄になる液体または薬品の
量を最小限に抑えることができることである。透析に関係するエリスロプイエチン、フィ
ルグラスチン、あるいは新規の提案された組換え生物製剤など高価な薬品を使用するとき
は、特に、この無駄を最小限に抑えることが重要である。
【００２４】
一般に、この引込み針注射器は鋭利な末端を有する突刺し部材を有する。この実施形態の
突刺し部材は針カニューレ６４であるが、必ずしも鋭利な末端を有している必要はない。
図８および９に示すように針アセンブリ内で鈍端カニューレ８０を使用する場合がそうで
ある。
【００２５】
この引込み針注射器の注射器胴部は通常熱可塑性材料でできている。こうした材料として
は、それだけに限らないが、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリエチレ
ンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリカーボネート、ポリエステル、お
よび種々の重合体混合物がある。
【００２６】
この引込み針注射器はまた、追加の要素であるストッパ４８を備えることができる。これ
は、プランジャ先端が取り除かれるとき、プランジャ先端が好ましくは実質上ストッパに
よって妨害されないように、プランジャロッドに取り付けられ、プランジャ先端の周りに
配設される。このストッパにより、薬品は注射器胴部の基端から末端へ移動することがで
きる。ただし、このような機能のためにストッパは必ずしも必要ではない。プランジャロ
ッドがストッパなしで設けられ、注射ストロークで流体を基端から末端へ移動させる場合
がそうである。この実施形態では、プランジャロッドと注射器胴部は、プランジャロッド
を動かす際に正圧および負圧が生じるように寸法設定される。
【００２７】
切断手段は様々な実施形態がある。切断手段は、図６に示すように、プランジャ先端の周
囲の壊れ易い部分６０であることが好ましい。図６および７に示すように、この引込み針
注射器では、突刺し部材がチャンバに入ることができる。プランジャロッドを軸「Ａ」に
沿って完全に押し下げ、軸「Ａ」に沿ってプランジャロッドに末端方向の軸力を加えたと
き、内側ハブの壊れ易い部分が壊れ、プランジャ先端はプランジャ先端の周囲の壊れ易い
部分によって取り除かれる。従って、内側ハブに固定して取り付けられた突刺し部材は、
プランジャロッドのチャンバに入ることができる。この内側ハブの壊れ易い部分はプラン
ジャ先端の周囲の壊れ易い部分より壊すのに要する力が小さく、従ってプランジャロッド
が完全に押し下げられるとき、プランジャ先端が内側ハブの壊れ易い部分を壊す。プラン
ジャ先端の周囲の壊れ易い部分は、胴部の末端にぶつかったとき壊れることが好ましい。
この場合、プランジャ先端は完全に押し下げられ、軸「Ａ」に沿って基端から末端の方向
にさらに力がかかったとき、内側ハブの壊れ易い部分を壊すことになる。同じ軸「Ａ」に
沿って、プランジャ先端は胴部の末端にぶつかり、それがプランジャ先端のの壊れ易い部
分を壊し、それによって突刺し部材がチャンバに入れるようになる。突刺し部材は圧縮さ
れたスプリングの力でチャンバに入る。プランジャ先端の周囲の壊れ易い部分はまた、内
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側ハブの壊れ易い部分と同時に壊すことによって起動することができる。しかし、内側ハ
ブの壊れ易い部分が完全には壊れない可能性があるので、これは好ましくない。プランジ
ャ先端の周囲の壊れ易い部分を起動するもう１つの方法では、内側ハブの壊れ易い部分が
壊れた後に、プランジャ先端が取り除かれるまで、プランジャロッドに加えられている力
が十分に圧縮されているスプリングにより反作用される。一旦、プランジャ先端が取り除
かれると、それからのみ、スプリングは突刺し部材をプランジャチャンバ内に移動させる
。これらすべての実施形態で、本発明の最終使用者は注射と同じ軸に沿って同じ方向にプ
ランジャロッドを押し下げながら、内側ハブとプランジャ先端を壊すのに必要なすべての
力を供給する。
【００２８】
図６および７にはまた、内径５２と外径５４を有する内側ハブが示されている。外側ハブ
もまた、内径５６と外径５８とを有する。内側ハブの外径と外側ハブの内径とは、内側ハ
ブと外側ハブとの間に永久的な圧入の界面６８がもたらされるように寸法設定される。内
側ハブの壊れ易い部分により、プランジャロッドが軸「Ａ」に沿って完全に押し下げられ
たとき、突刺し部材が引込み可能となり、プランジャ先端が切断手段によって取り除かれ
たとき、突刺し手段がチャンバに入る。
【００２９】
切断手段は、プランジャ先端の周囲の壊れ易い部分とすることも、図８および９に示すよ
うに、胴部の末端に埋め込まれた切断リング７６とすることもできる。好ましい実施形態
では、切断手段はプランジャ先端の周囲の壊れ易い部分である。外側ハブと内側ハブとの
間での永久的圧入が好ましい。しかしながら、この２つの構成部品を連結する方法には、
それだけに限らないが、熱溶接、高波溶接、スナップ嵌め、接着剤による接着、多層成形
など多くの方法がある。一旦、この２つの構成部品が連結されると、スプリングは圧縮さ
れる。内側ハブに固定的に取り付けられた突刺し手段は、内側ハブの壊れ易い部分が壊さ
れたときにだけ引込まれ得る。突刺し手段は、プランジャ先端が切断手段によって取り除
かれたときにだけチャンバに入り、従って安全に処分され得る。
【００３０】
切断手段のもう１つの実施形態は、図８および９に示すような切断リングを含む。この代
替実施形態では、切断リングは胴部の末端に埋め込まれる。切断リングを注射器胴部の内
部に埋め込む方法はいくつかある。この代替実施形態を実施する方法のいくつかは、熱溶
接、接着剤による接着、高波溶接、摩擦嵌め、および当業者に公知の他の方法によって、
切断リングを注射器胴部の末端内部に保持するものである。この代替実施形態は、切断リ
ングを注射器胴部の末端内部にインサート成形することによって行うことが好ましい。こ
の成形技術を用いると、切断リングを注射器胴部の末端に、外れる心配なしに埋め込むこ
とができる。加えて、この技術は、組立て工程を排除して、引込み針注射器の組立ておよ
び生産の効率を高める。切断リングは、図８および９に示すように、片刃ブレード７８を
有することが好ましい。
【００３１】
切断リング７６は次のように機能する。プランジャロッドを軸「Ａ」に沿って完全に押し
下げ、軸「Ａ」に沿ってプランジャロッドに片手で末端方向の軸力を加えると、内側ハブ
の壊れ易い部分がプランジャ先端によって壊れ、従って突刺し部材の固定が解除される。
プランジャロッドに前と同じ方向にさらに末端方向の軸力を加えると、胴部の末端に埋め
込まれた切断リングによって、プランジャ先端が取り除かれる。そうすると、内側ハブに
固定して取り付けられている突刺し部材がスプリングの解除力によってチャンバ内に入る
。
【００３２】
この代替実施形態では、内側ハブの壊れ易い部分はプランジャ先端よりも壊すのに要する
力が小さく、従ってプランジャロッドが完全に押し下げられたとき、プランジャ先端が内
側ハブの壊れ易い部分を壊し突刺し部材の固定を解除することになる。プランジャロッド
をさらに押し下げると、プランジャ先端は切断リングによって取り除かれる。内側ハブに
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固定して取り付けられた突刺し部材はスプリングの力でチャンバに入る。このスプリング
の作用がプランジャ先端を押し退けるのをも助ける。ただし、プランジャ先端を押し退け
るのを助けるのにスプリングの力は必要でない。
【００３３】
図３、４および５を注目するに、注射器胴部の基端側にスナップ嵌め部５０が示されてい
る。プランジャロッドが完全に押し下げられたとき、この嵌め部は、胴部によるプランジ
ャロッドのロック封入をもたらす。この特徴は、再使用の防止にも役立つが、プランジャ
ロッドの標準サムプレス８５の使用を含む。このように、嵌め部は胴部内だけにあり、標
準のプランジャロッドのサムプレスに対する特別な幾何形状または寸法の変更も含まない
。標準のプランジャロッドのサムプレスを使用することにより、製造の効率が上がる。こ
のスナップ嵌め部は、食付き角αとヘッド幅βを有する。このスナップ嵌め部はまた厚さ
「ｔ」と長さ「Ｌ」も有する。このスナップ嵌め部は、胴部内でプランジャロッドを永久
的にロックするための迅速かつ容易で経済的な方法を提供する。好ましくは、スナップ嵌
め部は一定厚さではなくテーパ形の厚さ「ｔ」を有する。何故ならば、その方が応力がよ
り均一に分布されるからである。本発明の胴部内でプランジャロッドの封入を実現できる
異なる実施形態がいくつかある。これらの実施形態のあるものは、捻りスナップジョイン
ト、環状スナップジョイントおよび他のカンチレバースナップジョイントを含んでいる。
【００３４】
捻りスナップジョイントの場合、偏位はカンチレバースナップジョイントの場合のように
たわみ負荷の結果ではなく、支点の捻れ変形によるものである。ねじれ棒はせん断を受け
る。環状スナップジョイントでは、スナップジョイントの寸法に依存して、ジョイントは
脱着可能または分離不能である。ただし、環状スナップジョイントでは、分離不能型の設
計は製造が複雑なので避けるべきである。好ましいスナップジョイントは、図３、４およ
び５に示すようなスナップ嵌め用のカンチレバー型スナップジョイントである。スナップ
ジョイントの大部分は基本的に簡単なカンチレバースナップであり、方形または形状がよ
り複雑な断面のものでよい。厚さ「ｔ」または長さ「Ｌ」が根元からフックに向けてテー
パ形になっているスナップ嵌めの設計が好ましい。このように、任意の点における負荷担
持断面は局所負荷に対してより適切な関係である。従って、材料上の最大ひずみを低減す
ることができ、必要な材料が少なくなる。フック端部の寸法が根元の値の半分となるよう
にカンチレバーの厚さ「ｔ」を線形に減少させることにより、良好な結果が得られている
。あるいは、フィンガの幅を基部の幅の１／４にする。応力の集中を避けるために、この
領域に特別の注意を払わなければならない。上述の全てのスナップ嵌め設計で、対合部品
の一方が実質上剛性のままであると仮定する。２つの構成部品の剛性がほぼ等しい場合、
各部分に半分の偏位が割り当てられる。
【００３５】
本発明の引込み針注射器でスナップ嵌めを行うことにより、プランジャロッドを胴部だけ
で容易に封入することができ、それによって注射器の再使用が防止され、安全かつ容易な
処分が可能になる。プランジャロッドと針アセンブリの破壊によっても再使用の機会は小
さくなる。針アセンブリが起動された後は、薬品を引き上げるまたは注射するために胴部
内に正圧または負圧を生じることは不可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の側面図である。
【図２】　本発明の分解透視図である。
【図３】　図１の注射器の線３－３に沿った断面図である。
【図４】　図３の拡大図である。
【図５】　プランジャロッドを完全に押し下げた状態の本発明の断面図である。
【図６】　切断手段がプランジャ先端の周囲の壊れ易い部分である本発明の拡大断面図で
ある。
【図７】　図６の切断手段の機能を示す拡大断面図である。
【図８】　切断手段が切断リングである、本発明の拡大断面図である。
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【図９】　図８の切断手段の機能を示す、本発明の拡大断面図である。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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