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(57)【要約】
第１の薬剤の使用者設定可能用量、及び第２の薬剤の
使用者設定不可用量を、単一用量セッタ、及び単一投薬
インターフェースを通じて送達するためのシステム。薬
物送達システムは、薬物送達デバイス（１００）、及び
薬用モジュール（１０４）を含む。薬物送達デバイスは
、第１の薬剤を入れている、一次リザーバに、操作可能
に連結された、単一用量セッタを含む。薬用モジュール
は、（ｉ）第２の薬剤を保持している折りたたみ可能機
能、及び、（ｉｉ）出力針を有する、単一投薬インター
フェースを含む。さらになお、薬物送達デバイス、及び
薬用モジュールは、薬用モジュールの、薬物送達デバイ
スへの取り付けの後、単一用量セッタが、折りたたみ可
能機能に機械的にリンクされるように、各々、構成され
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ハウジング、液体用のリザーバ（１１８，２１８，５１８）、及び用量ボタン（１１，
１１２）を含んでなる薬物送達デバイス（１０２，２０２，５０２）に取り付け可能な薬
用モジュール（１０４，２０４）であって、
薬物送達デバイスのリザーバ（１１８，２１８，５１８）内の液体と流体連通を確立す
るように構成された、第１の針（１３０，２３０）；
液体を投薬するように構成された、第２の針（１３２，２３２）；
第１の針（１３０，２３０）と第２の針（１３２，２３２）の間に、流体連通して配置
され、薬剤（１３６，２３６，５３６）を保持するための折りたたみ可能機能（１３４，

10

２３４、５３４）；
を含んでなり、
ここで、薬用モジュール（１０４，２０４）が、薬物送達デバイス（１０２，２０２，
５０２）に取り付けられた後、第１の針（１３０，２３０）が薬物送達デバイスのリザー
バ（１１８，２１８，５１８）と流体連通し、
ここで、投薬中、折りたたみ可能機能（１３４，２３４、５３４）の圧縮が可能にされ
る、
上記薬用モジュール。
【請求項２】
請求項１に記載の薬用モジュールであって、用量ボタン（１１，１１２）の所定の変位
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まで、折りたたみ可能機能（１３４，２３４、５３４）の圧縮を防止するように構成され
る、バイアス機能（１２６，２２６，５２６）を加え、
ここで、バイアス機能（１２６，２２６，５２６）は、薬用モジュール及び薬物送達デ
バイスのいずれか１つの一部であり、
ここで、該バイアス機能（１２６，２２６，５２６）は、力で予め負荷され、そして
ここで、投薬中、バイアス機能（１２６，２２６，５２６）の予荷重が、用量ボタン（
１２）の所定変位のところで、超克されて折りたたみ可能機能（１３４，２３４、５３４
）の圧縮を可能にする、上記薬用モジュール。
【請求項３】
第１の薬剤（１２０，２２０、５２０）の使用者設定可能用量、及び第２の薬剤（１３
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６，２３６，５３６）の使用者設定不可用量を、単一用量セッタ（１１０）、及び単一投
薬インターフェースを通じて送達するための、薬物送達システム（１００，２００，５０
０）であって、
第１の薬剤（１２０，２２０、５２０）を含む、薬剤の一次リザーバ（１１８，２１８
，５１８）に操作可能に連結された、単一用量セッタ（１１０）の周りに配置された外側
ハウジング（１０６，５０６）；
薬剤の一次リザーバ（１１８，２１８，５１８）に、操作可能に連結された、用量ボタ
ン（１１２、１１２）；
外側ハウジング（１０６，５０６）に対して、軸方向に可動なプッシュ・ロッド（１０
８）；及び
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薬物送達デバイス（１０２，２０２，５０２）に取り付け可能な、請求項１又は請求項
２に記載の薬用モジュール；
を含んでなり、
ここで、薬物送達システム（１００，２００，５００）が、プッシュ・ロッド（１０８
）を軸方向にバイアスするように整えられた力で予め負荷されたバイアス機能（１２６，
５２６）を含み、
ここで、バイアス機能（１２６，２２６，５２６）は、薬用モジュールが薬物送達デバ
イスに取り付けられたとき、プッシュ・ロッド（１０８）に操作可能に連結される、
上記薬物送達システム。
【請求項４】
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請求項３に記載の薬物送達システム（１００，２００，５００）であって、
ここで、プッシュ・ロッド（１０８）が、遠位端（１４４）及び近位端（１４８）を含
み、そして
ここで、用量ボタン（１１２、２１２）の所定の軸方向変位のところで、（ｉ）用量セ
ッタ（１１０）が、プッシュ・ロッド（１０８）の近位端（１４８）に接触し、（ｉｉ）
プッシュ・ロッド（１０８）の遠位端（１４４）が、折りたたみ可能機能（１３４，２３
４、５３４）に接触する、
上記薬物送達システム。
【請求項５】
請求項３又は請求項４に記載の薬物送達システム（１００，２００，５００）であって
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、
ここで、取り付け後、プッシュ・ロッド（１０８）の遠位端（１４４）が、一次リザー
バ（１１８，２１８，５１８）の遠位端と折りたたみ可能機能（１３４，２３４、５３４
）の近位端との間に配置される、
上記薬物送達システム。
【請求項６】
請求項３〜５のいずれかに記載の薬物送達システム（１００，２００，５００）であっ
て、
ここで、取り付け後、プッシュ・ロッド（１０８）の遠位端（１４４）が折りたたみ可
能機能（１３４，２３４、５３４）の近位端（１４６，２４６，５４６）に接触する、
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上記薬物送達システム。
【請求項７】
請求項３〜６のいずれかに記載の薬物送達システム（１００，２００，５００）であっ
て、
ここで、薬物送達システム（１００，２００，５００）は、プッシュ・ロッド（１０８
）が折りたたみ可能機能（１３４，２３４、５３４）を圧縮した後、プッシュ・ロッド（
１０８）が投薬前位置に戻ることを可能にするように構成される、
上記薬物送達システム。
【請求項８】
請求項７に記載の薬物送達システム（１００，２００，５００）であって、
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ここで、用量セッタ（１１０）は、プッシュ・ロッド（１０８）が折りたたみ可能機能
（１３４，２３４、５３４）を圧縮した後、プッシュ・ロッド（１０８）が投薬前位置に
戻ることを可能にするように構成されたくぼみを含む、上記薬物送達システム。
【請求項９】
請求項８に記載の薬物送達システム（１００，２００，５００）であって、
ここで、バイアス機能（１２６，２２６，５２６）が、プッシュ・ロッド（１０８）を
強制的に投薬前位置に戻す、
上記薬物送達システム。
【請求項１０】
請求項３〜９のいずれかに記載の薬物送達システム（１００，２００，５００）であっ
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て、
ここで、折りたたみ可能機能（１３４，２３４，５３４）が、薬用モジュール（１０４
，２０４）の下部遠位内面（１５８，２５８，５５８）に隣接する、
上記薬物送達システム。
【請求項１１】
請求項３〜１０のいずれかに記載の薬物送達システム（１００，２００，５００）であ
って、
ここで、投薬中、用量ボタン（１１２，２１２）の所定変位のところで、用量ボタン（
１１２，２１２）がプッシュ・ロッド（１０８）を強制的に軸方向、遠位方向に動かし、
ここで、プッシュ・ロッド（１０８）の軸方向運動が、折りたたみ可能機能（１３４，
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２３４、５３４）を圧縮し、そして
ここで、折りたたみ可能機能（１３４，２３４，５３４）の圧縮が、折りたたみ可能機
能（１３４，２３４，５３４）内の薬剤の残量の少なくともいくらかを、第２の針（１３
２，２３２）から外に押し出す、
上記薬物送達システム。
【請求項１２】
第１の薬剤（１２０，２２０，５２０）の使用者設定可能用量、及び第２の薬剤（１３
６，２３６，５３６）の使用者設定不可用量を、単一用量セッタ（１１０）、及び単一投
薬インターフェースを通じて送達するための薬物送達システム（１００，２００，５００
）であって、
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（ｉ）第１の薬剤（１２０，２２０，５２０）を含む薬剤の一次リザーバ（１１８，２
１８，５１８）に、操作可能に連結された単一用量セッタ（１１０）を含むハウジング；
薬剤の一次リザーバ（１１８，２１８，５１８）に、操作可能に連結された、用量ボタ
ン（１１２、１１２）；
を含む、薬物送達デバイス（１０２，２０２，５０２）；及び
（ｉｉ）薬物送達デバイス（１０２，２０２，５０２）を保持する外側シュラウド（２
０６）（ここで、薬物送達デバイス（１０２，２０２，５０２）が、外側シュラウド（２
０６）に対して、軸方向に可動であり、予め負荷されたバイアス機能（２２６）でバイア
スされる）；
（ｉｉｉ）薬物送達デバイス（１０２，２０２，５０２）に取り付け可能な、請求項１
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又は請求項２に記載の薬用モジュールを含んでなり、
ここで、バイアス機能（１２６，２２６，５２６）は、取り付けられた状態にあるとき
、外側シュラウド（２０６）の遠位内面、及び薬物送達デバイス（１０２，２０２，５０
２）の遠位外面に、操作可能に連結される、
上記薬物送達システム。
【請求項１３】
請求項１２に記載の薬物送達システム（１００，２００，５００）であって、
ここで、投薬後、バイアス機能（１２６，２２６，５２６）が、薬物送達デバイス（１
０２，２０２，５０２）を投薬前位置に押し込む、
上記薬物送達システム。
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【請求項１４】
請求項１２又は請求項１３に記載の薬物送達システム（１００，２００，５００）であ
って、
ここで、バイアス機能（１２６，２２６，５２６）に予め負荷された力に超克するのに
必要な第１の力が、投薬中用量ボタン（１１２、２１２）を軸方向に変位させるために必
要な第２の力より小さい、
上記薬物送達システム。
【請求項１５】
請求項１２〜１４のいずれかに記載の薬物送達システム（１００，２００，５００）で
あって、
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ここで、投薬中、用量ボタン（１１２，２１２）の所定変位のところで、薬物送達デバ
イス（１０２，２０２，５０２）が、バイアス機能（１２６，２２６，５２６）の予め負
荷された力に超克し、外側シュラウド（２０６）を通って、軸方向に動き、
ここで、薬物送達デバイス（１０２，２０２，５０２）の軸方向運動が、折りたたみ可
能機能（１３４，２３４、５３４）を圧縮し、
ここで、折りたたみ可能機能（１３４，２３４，５３４）の圧縮が、折りたたみ可能機
能（１３４，２３４、５３４）内の残量の少なくともいくらかを、第２の針（１３２，２
３２）から外に押し出す、
上記薬物送達システム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
この本発明の特許出願は、単一用量設定メカニズム、及び、単一投薬インターフェース
を有する薬物送達システムを使用して、少なくとも２つの薬剤を、別々のリザーバから、
送達する医療デバイスと方法に関わる。使用者によって始められた、単独の送達手順は、
第２の薬剤の、非使用者が設定可能な用量、及び、第１の薬剤の可変設定用量を患者に送
達させる。製剤は、各々が独自の（単独の薬剤複合物）、又は、あらかじめ混合された（
共同処方された複数の薬剤）薬剤を入れている、２つ、またはそれ以上のリザーバ、コン
テナ、又は、パッケージに入れられて、利用可能である。具体的には、この出願は、二次
医薬品を入れている、折りたたみ可能機能を有する、薬物送達システムに関係し、ここで
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、折りたたみ可能機能は、薬物投薬プロセスの間に、圧縮される。
【０００２】
ある種の病状は、１つ、又は、それ以上の、異なった医薬品を使用する処置を必要とす
る。いくつかの薬物複合物は、最適な治療量を送達するため、お互いの特定の関係におい
て、送達される必要がある。ここに提案のデバイスと方法は、単独の処方では不可能では
なく、また、限定されるものではないが、安定性、治療効果の低下、及び、毒性などの理
由により、組合せ治療が望ましい場合に、特に有効である。
【０００３】
例えば、症例によっては、持続型インスリン、及び、プログルカゴン遺伝子の転写産物
から由来された、グルカゴン様ペプチド−１（ＧＬＰ−１）により、糖尿病患者を治療す
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ることが、効果的であるかもしれない。ＧＬＰ−１は、体内に含まれており、消化管ホル
モンとして、小腸のＬ細胞から分泌される。ＧＬＰ−１は、それ（及び、それの誘導体）
を、糖尿病の潜在的治療としての、徹底した調査の課題とする、いくつかの生理学的特性
を有する。
【０００４】
２つの、活性医薬品、又は、「薬剤」を同時に送達するときにおこり得る、多数の潜在
的問題がある。２つの、活性薬剤は、製剤の、長期の、品質を保持する保管の間に、互い
に作用しあう可能性がある。それゆえ、活性成分を分離して保管し、送達、例えば、注射
、針なし注射、ポンプ、又は、吸入、に際して、組み合わせることは、都合がよい。しか
し、使用者が、高い信頼性で、繰り返し、及び、安全に実行するためには、２つの薬剤を
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組み合わせるプロセスは、簡易で、使い易い必要がある。
【０００５】
さらなる問題は、組合せ療法を作り上げる、各活性薬剤の量、及び／又は、割合は、各
使用者に対して、又は、かれらの治療の種々の段階に対して変える必要があるかもしれな
いことである。例えば、１つ、又は、それ以上の、活性薬剤は、患者を、徐々に、「維持
」量に導くため、用量設定期間を必要とする可能性がある。さらなる例は、もし、１つの
活性薬剤が、調整が可能でない、固定用量を要求したとして、一方、他のものが患者の症
状、又は、身体状況に応じて、変えられる場合である。この潜在的問題は、これらの事前
混合の処方が、医療従事者、又は、使用者によって変えることが出来ない、活性成分の固
定された割合を有する場合があるので、複数の薬剤の事前の混合処方が、好適でない可能
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性があることを意味する。
【０００６】
多くの使用者が、１つより多くの薬物送達システムを使用しなければならないことに対
処出来ない、又は、必要な用量組合せの必要な、精度高い計算をすることが出来ないので
、複数の薬物複合成分治療が必要な場合に、別の問題が生じる。
【０００７】
これは、器用さに欠けている、又は、計算能力が劣る、使用者の場合、特に、当てはま
る。投薬後の薬物送達デバイス内に残った、目減り量によって、別の問題が発生する。例
えば、多量の不足量により、大量の、「未使用」、又は、「廃棄医薬品」がもたらされる
可能性がある。
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【０００８】
その結果、使用者が実施するのに明快な、及び、投薬後の薬物送達デバイス内に残った
、目減り量を制限する、又は、最小にする、単独の注射、又は、送達ステップで、２つ、
又は、それ以上の医薬品の送達のための、デバイス、及び、方法を提供する必要がある。
本明細書に提案された、デバイス、及び、方法は、２つ、又は、それ以上の活性薬剤のた
めの、分離した保管コンテナを提供することにより、上述の問題点を克服する。具体的に
は、本明細書に提案された、デバイス、及び、方法は、第２の薬剤を入れている、折りた
たみ可能機能、又は、コンテナを提供する。使用者は、１つの医薬品の用量を設定する（
即ち、使用者設定可能用量）。第２の薬剤の用量は、独立して制御され、それゆえ、使用
者設定可能用量の量に影響されない（即ち、非使用者設定可能）。薬剤は、次に、単独の
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送達手順の間に患者に送達される。都合がよいことに、折りたたみ可能機能、又は、コン
テナは、薬物送達の間に圧縮され、この圧縮は、折りたたみ可能なコンテナを含んでなる
、薬用モジュール内の、投薬後の薬物送達デバイス内に残った、目減り量を減少、又は、
最小にするのに役立つ。
【０００９】
提案されたデバイス、及び、方法は、１つ、又は、双方の医薬品の量を変更する機会を
も与える。例えば、注射デバイスの特性を変えることにより（例えば、使用者が変更可能
な用量をダイヤルする、又は、デバイスの「固定」用量を変える）、１つの流体量を変更
することが出来る。様々な容積、及び／又は、濃度の第２の活性薬剤を入れている、各変
位を有する、種々の二次薬物を入れているパッケージを製造することにより、第２の流体
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量を変えることが出来る。使用者、又は、医療従事者は、個別の治療計画のために、最も
適切な二次パーケーッジの、又は、一連の異なったパッケージのシリーズ、若しくは、組
み合わせを、次に選択する。提案された薬用モジュールは、医薬品の非使用者が設定可能
な用量を保管する、内蔵リザーバを含む。
【００１０】
これらの効果は、本発明についての、以下の詳細な記述により、明確になるであろう。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１１】
本明細書に提案された、デバイス、及び、方法により、単独の薬物送達システム内の、
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反復薬物複合物の複雑な組み合わせが可能となる。提案された、システム、及び、方法に
より、使用者は、１つの単一用量設定メカニズムと単一投薬インターフェースを通じて、
少なくとも２つの薬剤を投薬可能である。この単一用量セッタは、１つの医薬品の単一用
量が設定され、単一投薬インターフェースを通じて投薬されるとき、所定の組み合わせの
個々の薬物複合物が送達されるように、システムの用量メカニズムを制御する。さらにな
お、本明細書に提案された、デバイス、及び、方法は、薬物送達システムの薬用モジュー
ル内の、医薬品コンテナ内部に投薬後残された不足量を最小にする。
【００１２】
個々の薬物複合物間の治療の関連性を明確にすることにより、提案された、薬物送達シ
ステム、及び、送達方法は、患者がシステムを使用するときはいつでも、患者が、正しい
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用量組み合わせを計算し、設定しなければならない、反復入力に関連した、特有の危険性
なしに、複数用量複合物デバイスから、患者／使用者が最適な治療の組み合わせ用量を確
実に受けることに役立つ。医薬品は、流れることが可能であり、それの形状を変えようと
する力が作用したとき、一定の速度で、形状を変える、液体、又は、ガス、又は、粉体の
ような、本明細書に定義された、流体であってよい。代わりに、１つ、又は、双方の医薬
品は、別の流体医薬品と共に、運ばれ、流動化され、さもなければ、投薬される、固体で
あってよい。
【００１３】
単一入力と関連の所定治療プロファイルが、彼らがシステムを使用するときはいつでも
、かれらが、かれらの処方された用量を計算する必要性を無くし、単一入力が、組み合わ
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せ複合物の設定と投薬を、大幅にやり易くしているので、出願者の提案コンセプトは、器
用さに欠けている、又は、計算能力が劣る、使用者にとって、特に有効である。
【００１４】
好ましい実施態様において、反復用量の、使用者が選択可能な薬物送達デバイス内に入
れられる、インスリンのような、優れた薬物複合物を、二次医薬品の単一用量を入れる、
単独使用の、使用者が置換可能な、薬用モジュール、及び、単一投薬インターフェースと
ともに、使用することが出来る。一次薬物送達デバイスに結合されたとき、一次複合物が
投薬されると、二次複合物は、作動／送達される。本出願は、具体的に、インスリンにつ
いて述べているが、インスリン類似体、若しくは、インスリン誘導体、及び、ＧＬＰ−１
、又は、２つの考えられる薬物組み合わせとしてのＧＬＰ−１類似体、鎮痛剤、ホルモン
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、ベータ作用薬、若しくは、コルチコステロイドなどの、他の薬物、若しくは、薬物の組
み合わせ、又は、上述の薬物のいずれかの組み合わせを、我々の提案の方法とシステムで
使用することができる。
【００１５】
我々の提案の方法とシステムの目的のため、術語「インスリン」は、ヒトインスリン、
又は、ヒトインスリン類似体、若しくは、誘導体を含んでいる、インスリン、インスリン
類似体、インスリン誘導体、又は、それらの組み合わせを意味する。
【００１６】
インスリン類似体の例は、限定されることなく、
Ｇｌｙ（Ａ２１），Ａｒｇ（Ｂ３１），Ａｒｇ（Ｂ３２）ヒトインスリン；Ｌｙｓ（Ｂ
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３），Ｇｌｕ（Ｂ２９）ヒトインスリン；Ｌｙｓ（Ｂ２８），Ｐｒｏ（Ｂ２９）ヒトイン
スリン；Ａｓｐ（Ｂ２８）ヒトインスリン；ヒトインスリン，ここで位置Ｂ２８のプロラ
インはＡｓｐ，Ｌｙｓ，Ｌｅｕ，Ｖａｌ、又は、Ａｌａによって置換され、及び、ここで
、位置Ｂ２９において、ＬｙｓはＰｒｏによって置換されてよく；Ａｌａ（Ｂ２６）ヒト
インスリン；Ｄｅｓ（Ｂ２８−Ｂ３０）ヒトインスリン；Ｄｅｓ（Ｂ２７）ヒトインスリ
ン、又は、Ｄｅｓ（Ｂ３０）ヒトインスリンである。
【００１７】
インスリン誘導体の例は、限定されることなく、Ｂ２９−Ｎ−ミリストイル−ｄｅｓ（
Ｂ３０）ヒトインスリン；Ｂ２９−Ｎ−パルミトイル−ｄｅｓ（Ｂ３０）ヒトインスリン
；Ｂ２９−Ｎ−ミリストイルヒトインスリン；Ｂ２９−Ｎ−パルミトイルヒトインスリン
；Ｂ２８−Ｎ−ミリストイル
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ＬｙｓＢ２８ＰｒｏＢ２９ヒトインスリン；Ｂ２８−Ｎ−

パルミトイル−ＬｙｓＢ２８ＰｒｏＢ２９ヒトインスリン；Ｂ３０−Ｎ−ミリストイル−
ＴｈｒＢ２９ＬｙｓＢ３０ヒトインスリン；Ｂ３０−Ｎ−パルミトイル−ＴｈｒＢ２９Ｌ
ｙｓＢ３０ヒトインスリン；Ｂ２９−Ｎ−（Ｎ−パルミトイル−γ−グルタミル）−ｄｅ
ｓ（Ｂ３０）ヒトインスリン；Ｂ２９−Ｎ−（Ｎ−リトコリル−γ−グルタミル）−ｄｅ
ｓ（Ｂ３０）ヒトインスリン；Ｂ２９−Ｎ−（ω−カルボキシヘプタデカノイル）−ｄｅ
ｓ（Ｂ３０）ヒトインスリン、及び、Ｂ２９−Ｎ−（ω−カルボキシヘプタデカノイル）
ヒトインスリンである。
【００１８】
本明細書に使用されているように、術語「ＧＬＰ−１」は、エクセナチド（エキセンジ
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ン−４（１−３９）、Ｈ−Ｈｉｓ−Ｇｌｙ−Ｇｌｕ−Ｇｌｙ−Ｔｈｒ−Ｐｈｅ−Ｔｈｒ−
Ｓｅｒ−Ａｓｐ−Ｌｅｕ−Ｓｅｒ−Ｌｙｓ−Ｇｌｎ−Ｍｅｔ−Ｇｌｕ−Ｇｌｕ−Ｇｌｕ−
Ａｌａ−Ｖａｌ−Ａｒｇ−Ｌｅｕ−Ｐｈｅ−Ｉｌｅ−Ｇｌｕ−Ｔｒｐ−Ｌｅｕ−Ｌｙｓ−
Ａｓｎ−Ｇｌｙ−Ｇｌｙ−Ｐｒｏ−Ｓｅｒ−Ｓｅｒ−Ｇｌｙ−Ａｌａ−Ｐｒｏ−Ｐｒｏ−
Ｐｒｏ−Ｓｅｒ−ＮＨ2配列のペプチド）、エキセンジン−３、リラグルチド、又は、Ａ
ＶＥ００１０

（Ｈ−Ｈｉｓ−Ｇｌｙ−Ｇｌｕ−Ｇｌｙ−Ｔｈｒ−Ｐｈｅ−Ｔｈｒ−Ｓｅ

ｒ−Ａｓｐ−Ｌｅｕ−Ｓｅｒ−Ｌｙｓ−Ｇｌｎ−Ｍｅｔ−Ｇｌｕ−Ｇｌｕ−Ｇｌｕ−Ａｌ
ａ−Ｖａｌ−Ａｒｇ−Ｌｅｕ−Ｐｈｅ−Ｉｌｅ−Ｇｌｕ−Ｔｒｐ−Ｌｅｕ−Ｌｙｓ−Ａｓ
ｎ−Ｇｌｙ−Ｇｌｙ−Ｐｒｏ−Ｓｅｒ−Ｓｅｒ−Ｇｌｙ−Ａｌａ−Ｐｒｏ−Ｐｒｏ−Ｓｅ
ｒ−Ｌｙｓ−Ｌｙｓ−Ｌｙｓ−Ｌｙｓ−Ｌｙｓ−Ｌｙｓ−ＮＨ２）を含む、ＧＬＰ−１，
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ＧＬＰ−１類似体、又は、それらの混合物を意味する。
【００１９】
ベータ・アゴニストの例は、限定されることなく、サルブタモール、レボサルブタモー
ル、テルブタリン、ピルブテロール、プロカレロール、メテプロテレノール、フェノテロ
ール、ビトルテロール・メシレート、サルメテロール、ホルモテロール、バンブテロール
、クレンブテロール、インダカテロールである。
【００２０】
ホルモンは、例えば、ゴナドトロピン（ホリトロピン、ルトロピン、コリオンゴナドト
ロピン、メノトロピン）、ソマトロピン（ソマトロピン）、デスモプレッシン、テルリプ
レッシン、ゴナドレリン、トリプトレリン、ロイプロレリン、ブセレリン、ナファレリン

10

、ゴセレリンなどの、脳下垂体ホルモン、又は、視床下部ホルモン、又は、規制活性ペプ
チド、及び、それらのアンタゴニストである。
【００２１】
例によると、単一用量セッタ、及び、単一投薬インターフェースを通じて、第１の薬剤
の使用者が設定可能な用量、及び、第２の薬剤の非使用者が設定可能な用量を送達するた
めの薬物送達システムが提供される。薬物送達システムは、薬物送達デバイス、及び、薬
物送達デバイスに取り付け可能な、薬用モジュールを含む。薬物送達デバイスは、第１の
薬剤を含んでいる、医薬品の一次リザーバに操作可能に連結された、単一用量セッタの周
りに配置された、外側ハウジングを含む。薬物送達デバイスは、さらになお、医薬品の一
次リザーバに操作可能に連結された、用量ボタン、外側ハウジングに対して、軸方向に可
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動なプッシュ・ロッド、及び、プッシュ・ロッドに操作可能に連結された、バイアス機構
を含む。
【００２２】
薬用モジュールは、第１の針、第２の針、及び、第２の薬剤を入れている、折りたたみ
可能機能、又は、コンテナを含み、ここで、第１の針、及び、第２の針は、折りたたみ可
能機能と流体連通し、薬用モジュールは、薬物送達デバイスに取り付けられるように構成
されている。
【００２３】
薬用モジュールが、薬物送達デバイスに取り付けられた後、第１の針は、一次薬物リザ
ーバと流体連通する。さらになお、投薬中、（ｉ）用量ボタンの軸方向変位によって、第

30

１の薬剤が、リザーバから、折りたたみ可能機能内に、第１の針を通って、強制的に流れ
、（ｉｉ）用量ボタンの軸方向変位によって、折りたたみ可能機能内の医薬品が、第２の
針から、強制的に流れ、（ｉｉｉ）用量ボタンの所定の軸方向変位のところで、用量ボタ
ンは、強制的に、プッシュ・ロッドをバイアス機能の予荷重に勝たせ、軸方向、遠位方向
に動かす。プッシュ・ロッドの軸方向の運動は、折りたたみ可能機能を圧縮し、折りたた
み可能機能の圧縮は、折りたたみ可能機能内の医薬品の残量のいくらかを、第２の針から
外に押し出す。折りたたみ可能機能を含んでなる、他の薬物送達システムも同様に可能で
ある。
【００２４】
別の例によると、薬用モジュールは、第１の針と第２の針との間に位置する、折りたた
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み可能機能を含む。
【００２５】
別の実施態様によると、単一投薬インターフェースを使用して、第１の薬剤の使用者が
設定可能な用量、及び、第２の薬剤の非使用者が設定可能な用量を投薬する方法が提供さ
れる。その方法は、薬用モジュールを薬物送達デバイスに取り付けるステップを含む。薬
物送達デバイスは、第１の薬剤を入れている、一次リザーバに操作可能に連結された、単
独一用量セッタを含む。さらになお、薬用モジュールは、（ｉ）第２の薬剤を入れている
折りたたみ可能機能、及び、（ｉｉ）出力針を有する単一投薬インターフェースを含む。
薬物送達デバイス、及び、薬用モジュールは、薬用モジュールを薬物送達デバイスに取り
付けた後、単一用量セッタが折りたたみ可能機能に機械的にリンクされるように、それぞ
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れ、構成される。方法は、さらになお、薬物送達デバイスの単一用量セッタを使用して、
一次薬物リザーバ内に入れられた、第１の薬剤の用量を設定するステップを含む。なおそ
の上、方法は、第１の薬剤の用量を、一次薬物リザーバから、折りたたみ可能機能へ送り
出すように、単一用量セッタの用量ボタンを作動するステップを含む。しかも、なおその
上、方法は、折りたたみ可能機能内の医薬品を出力針から流し、機械的にリンクされてい
る用量セッタが、折りたたみ可能機能を強制的に圧縮し、これにより、折りたたみ可能機
能内の医薬品の残量の、少なくともある量を、出力針から強制的に出すステップを含む。
【００２６】
出願者の提案コンセプトによる薬用モジュールを、適切な、互換性のあるインターフェ
ースを備えた、どんなシステムとでも使用するために、設計することが出来る。しかし、
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適切でない薬用モジュールを、適合しないデバイスに取り付けることを防ぐ、専用の、又
は、コード化された機構を通じて、それの使用を１つの、独自の一次薬物送達デバイス（
又は、デバイス群）に限る様な方法で、モジュールを設計することは、好ましいかもしれ
ない。
【００２７】
ある状況においては、薬用モジュールが、１つの薬物送達デバイスに専用とし、一方、
デバイスに標準的薬物投薬インターフェースの取り付けを可能にすることを、確かにする
ことは、好都合である可能性がある。これは、使用者が、モジュールが取り付けられたと
き、組み合わせ療法を実行することを可能とし、しかし、限定されるものではないが、用
量分割、又は、一次複合物の補給などの状況において、標準薬物投薬インターフェースを
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通じて、独立しての、一次複合物の送達をも可能にする。
【００２８】
出願者の方法とシステムの、特別な利点は、方法とシステムが、使用後の薬用モジュー
ル内に残った、目減り量（使用前のモジュール内の医薬品の固定された用量に関して）を
、制限、又は、最小にするのに役立つことである。従って、出願者提案の方法とシステム
は、投薬後、薬用モジュール内に残ることにより廃棄される可能性がある医薬品量を制限
するのに役立つ。
【００２９】
好ましい実施態様において、一次薬物送達デバイスは、１回より多くの回数使用され、
それゆえ、複数回使用デバイスである。かかるデバイスは、一次薬物複合物の、交換可能
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なリザーバを有しても、有していなくてもよいが、しかし、出願者の提案コンセプトは、
双方の計画に、同様に、応用可能である。
【００３０】
既に標準薬物送達デバイスを使用している患者に、１回限りの特別の薬物として処方さ
れてよい、一連の種々の薬用モジュールを、様々な条件のために、有することも、可能で
ある。
【００３１】
患者が、以前使用された薬用モジュールを再使用しようとするならば、一次薬物送達デ
バイスへの再取り付けを防止する、又は、代替の手段によって、針を通じての、後続の投
薬を防止、又は、阻止する、機構があってよい。例えば、このモジュールは、患者が薬用
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モジュールから用量を送達後、作動される、ロック用針ガードを含んでよい。患者に警告
する他の手段は、以下のいくつか（又は、すべて）を含んでよい。
ひとたび、モジュールが使用、又は、除去されたら、一次薬物送達デバイスへの、薬用
モジュールの再取り付けの物理的防止。
ひとたび、それが使用されたら、薬物投薬インターフェースを通じて、後続の流体流れ
の物理的／水力的防止。
一次薬物送達デバイスの用量セッタ、及び／又は、用量ボタンを物理的にロックするこ
と。
視覚的警告（例えば、ひとたび挿入、及び／又は、流体流れが生じたら、モジュール上
の指示窓内に色、及び／又は、警告の文／兆候での変化）。
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触知性フィードバック（使用の後、モジュール・ハブの外側表面上に、触知性機構の有
無）
【００３２】
さらなる提案の特性は、双方の医薬品が、１つの注射針によって、及び、１つの注射ス
テップで送達されることである。これは、２つの別の注射を施すのに比べて、使用者のス
テップ減少という点で、使用者に好都合な利点を提供する。この好都合な利点は、特に、
注射を不快に思っている、又は、計算能力、又は、器用さが劣っている使用者に、処方さ
れた療法による服薬遵守の改善をもたらすことにもなる。
【００３３】
本発明のさらなる独立した態様は、ハウジング、流体のためのリザーバ、及び、用量ボ
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タンを含んでなる、薬物送達デバイスに、取り付け可能な薬用モジュールに関わる。薬用
モジュールは、第１の針、第２の針、及び、医薬品を入れるための折りたたみ可能機能を
含み、ここで、第１の針と第２の針は、折りたたみ可能機能と、流体連通している。
【００３４】
薬用モジュールは、さらになお、力で予め負荷されたバイアス機能を含み、ここで、薬
用モジュールが、薬物送達デバイスに取り付けられた後、
（ｉ）第１の針は、薬物送達デバイスのリザーバと流体連通していて
（ｉｉ）バイアス機能は、用量ボタンの所定の変位までの、折りたたみ可能機能の圧縮
を防止するように構成される。
【００３５】
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投薬中、折りたたみ可能機能の圧縮を可能にするため、用量ボタン（１２）の所定の変
位で、バイアス機能の予荷重は、超克されてよい。さらにその上、投薬中、
（ｉ）第１の薬剤は、リザーバから、第１の針を経て、折りたたみ可能機能内に流れて
よく、
（ｉｉ）用量ボタンの変位は、折りたたみ可能機能内の医薬品を、強制的に、第２の針
から流し出してよく、及び、
（ｉｉｉ）用量ボタンの所定の変位で、バイアス機能の予荷重は、折りたたみ可能機能
の圧縮を可能にするように、超克され、
ここで、折りたたみ可能機能の圧縮は、折りたたみ可能機能内の医薬品の残量の、少な
くとも、いくらかを、第２の針から、強制的に出す。
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【００３６】
代わりに、薬用モジュールは、ハウジング、流体のためのリザーバ、及び、用量ボタン
を含んでなる、薬物送達デバイスに、取り付け可能である。薬用モジュールは、第１の針
、第２の針、及び、医薬品を入れている折りたたみ可能機能を含み、ここで、第１の針と
第２の針は、折りたたみ可能機能と、流体連通している。第１の針は、薬物送達デバイス
内の液体と流体連通を成立させるように、構成されてよく、第２の針は、液体を投薬する
ため、構成されてよく、折りたたみ可能機能は、第１の針と第２の針との間に、及び、第
１の針と第２の針と流体連通するように、配置されてよい。薬用モジュールが薬物送達デ
バイスに取り付けられた後、第１の針は、薬物送達デバイスのリザーバと流体連通してい
る。投薬中、折りたたみ可能機能は圧縮されてよい。

40

【００３７】
バイアス機能は、用量ボタンの所定の変位まで、折りたたみ可能機能の圧縮を防止する
ように構成される。バイアス機能は、薬用モジュール、及び、薬物送達デバイスのいずれ
か１つの部分であってよい。バイアス機能は、力で予め負荷されてよい。投薬中、バイア
ス機能に予荷重は、折りたたみ可能機能の圧縮を可能にするため、用量ボタンの、所定の
変位で、超克されてよい。
【００３８】
さらにその上、投薬中、
（ｉ）第１の薬剤は、リザーバから、第１の針を経て、折りたたみ可能機能内に流れて
よく、
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（ｉｉ）用量ボタンの変位は、折りたたみ可能機能内の医薬品を、強制的に、第２の針
から流し出してよく、及び、
（ｉｉｉ）用量ボタンの所定の変位で、バイアス機能の予荷重は、折りたたみ可能機能
の圧縮を可能にするように、超克されてよく、ここで、折りたたみ可能機能の圧縮は、折
りたたみ可能機能内の医薬品の残量の、少なくとも、いくらかを、第２の針から、強制的
に出す。
【００３９】
本明細書に開示された、本発明のさらなる独立した態様は、単一用量セッタ、及び、単
独一投薬インターフェースを通じて、第１の薬剤の使用者が設定可能な用量、及び、第２
の薬剤の非使用者が設定可能な用量を送達するための、薬物送達デバイスに関わる。
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薬物送達システムは、第１の薬剤を含んでいる、医薬品の一次リザーバに操作可能に連結
された、単一用量セッタの周りに配列された、外側ハウジングを含んでなる、薬物送達デ
バイス、医薬品の一次リザーバに、操作可能に連結された用量ボタン、及び、外側ハウジ
ングに対して、軸方向に可動なプッシュ・ロッドを含む。薬物送達システムは、さらにな
お、薬物送達デバイスに取り付け可能である、本明細書に開示されているような、薬用モ
ジュールを含み、ここで、薬用モジュールが薬物送達デバイスに取り付けられたとき、薬
用モジュールのバイアス機能は、薬物送達デバイスのプッシュ・ロッドに操作可能に連結
される。
【００４０】
投薬中、所定の、用量ボタンの変位で、用量ボタンは、プッシュ・ロッドを、強制的に
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、遠位方向に動かし、ここで、プッシュ・ロッドの軸方向運動は、折りたたみ可能機能を
圧縮し、ここで、折りたたみ可能機能の圧縮は、折りたたみ可能機能内の医薬品の残量の
、少なくとも、いくらかを、第２の針から強制的に出す。
【００４１】
本発明のさらなる独立した態様は、単一用量セッタ、及び、薬物送達デバイス、及び、
薬用モジュールを含んでなる、単一投薬インターフェースを通じて、第１の薬剤の使用者
が設定可能な用量、並びに、第２の薬剤の非使用者が設定可能な用量を送達するための、
別の薬物送達システムに関わる。かかるシステムの薬物送達デバイスは、第１の薬剤を含
んでいる、医薬品の一次リザーバに操作可能に連結された、単一用量セッタを含んでいる
ハウジング、医薬品の一次リザーバに、操作可能に連結された用量ボタン、及び、外側シ
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ュラウドを含む。
【００４２】
外側シュラウドは、薬物送達デバイスを保持し、薬物送達デバイスは、外側シュラウド
に対して、軸方向に可動である。かかる薬物送達システムの薬用モジュールは、本発明の
開示によって、力で予め負荷されたバイアス機能を含んでおり、薬物送達デバイスに取り
付け可能である。バイアス機能は、外側シュラウドの遠位、内面に、及び、取り付けられ
たときは、薬物送達デバイスの遠位、外側表面に、操作可能に連結される。
【００４３】
投薬中、
（ｉ）用量ボタンの軸方向変位は、第１の薬剤を、強制的に、第１の針を経て、一次リ
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ザーバから、折りたたみ可能機能内に流してよく、
（ｉｉ）用量ボタンの変位は、折りたたみ可能機能内の医薬品を、強制的に、第２の針
から流し出してよく、
（ｉｉｉ）用量ボタンの所定の軸方向変位で、薬物送達デバイスは、バイアス機能の予
荷重に打ち勝ち、外側シュラウドを通じて、軸方向に動き、
ここで、薬物送達デバイスの軸方向運動が折りたたみ可能機能を圧縮する。
【００４４】
折りたたみ可能機能の圧縮は、折りたたみ可能機能内の医薬品の残量の、少なくとも、
いくらかを、第２の針から、強制的に出してよい。なおその上、投薬中、用量ボタンの所
定の変位で、薬物送達デバイスは、バイアス機能の予荷重に打ち勝ち、外側シュラウドを
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通じて、軸方向に動いてよく、ここで、薬物送達デバイスの軸方向運動が折りたたみ可能
機能を圧縮してよく、ここで、折りたたみ可能機能の圧縮は、折りたたみ可能機能内の医
薬品の残量の、少なくとも、いくらかを、第２の針から、強制的に出してよい。
【００４５】
本発明のさらなる独立した態様は、単一用量セッタ、及び、薬物送達デバイス、及び、
薬用モジュールを含んでなる、単一投薬インターフェースを通じて、第１の薬剤の使用者
が設定可能な用量、及び、第２の薬剤の非使用者が設定可能な用量を送達するための薬物
送達システムに関わる。システムは、さらになお、折りたたみ可能機能の圧縮を防止する
ように構成された、バイアス機能を含む。薬用モジュールが、薬物送達デバイスに取り付
けられたとき、バイアス機能は、薬物送達デバイスの用量ボタンの所定の変位まで、折り
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たたみ可能機能の圧縮を防止してよい。バイアス機能は、あらかじめ力が加えられてよい
。バイアス機能は、薬物送達デバイス、薬用モジュール、又は、追加部品、例えば、薬物
送達デバイスに取り付けられた外側シュラウド、の一部であってよい。
【００４６】
本発明の種々の態様の、これらの効果は、添付図面を適切に参照し、詳細の記述を理解
することにより、当業者には明白になるであろう。
【００４７】
例示の実施態様は、下記図面を参照して、本明細書に記述されている。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
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【図１】図１Ａ〜１Ｃは、例示の薬物送達システムの透視図を示す。
【図２】例示の薬物送達デバイスに取り付けられた例示の薬用モジュールの断面図を示す
。
【図３】例示の薬物送達システムの透視図を示す。
【図４】例示の薬物送達デバイスに取り付けられた、例示の薬用モジュールの断面図を示
す。
【図５】例示の薬物送達デバイスに取り付けられた、さらに別の、例示の薬用モジュール
の断面図を示す。
【図６】例となる薬物送達デバイスを示す。
【発明を実施するための形態】

30

【００４９】
出願者の提案コンセプトは、１つの医薬品の、非使用者が設定可能な用量、及び、二次
医薬品の使用者が設定可能な用量を、単一投薬インターフェースを使用して、投薬するた
めのシステム、及び、方法である。有益なことに、出願者の提案コンセプトは、提案され
た薬物送達システムの薬用モジュール内に残された、不足量を最小にする、又は、制限す
るのに役立つ（出願者のシステムの薬物モジュール内の二次医薬品の初期体積（使用前の
）に対して）。
【００５０】
図１Ａ〜Ｃは、出願者の提案コンセプトの実施態様に従った、例となる薬物送達システ
ム１００を示す。薬物送達システム１００は、第１の薬剤の使用者が設定可能な用量の、
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及び、第２の薬剤の非使用者が設定可能な用量を、単一用量セッタ、及び、投薬インター
フェースを通じて、送達するように操作可能である。一般的に、薬物送達システム１００
は、薬物送達デバイス１０２と薬用モジュール１０４を含む。
【００５１】
薬物送達デバイス１０２は、外側ハウジング１０６、プッシュ・ロッド１０８、及び、
単一用量セッタ１１０を含む。プッシュ・ロッド１０８は、一般的に、外側ハウジング１
０６によって包みこまれている。明確にするために、プッシュ・ロッド１０８の大部分が
、分解図でない図では、隠れているので、図１Ａは、薬物送達システム１００の部分的分
解図を示す。以下により詳しく記述されるように、プッシュ・ロッド１０８は、投薬メカ
ニズム（即ち、用量セッタ１１０）を、薬用モジュール１０４内のたたみこみ可能機構に
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、機械的にリンクするのに役立つ。
【００５２】
用量セッタ１１０は、用量ボタン１１２、及び、用量ダイヤル１１４を含む。用量セッ
タ１１０は、カートリッジ・ホルダ１１６内のように、薬物送達システム１００内に保管
される、医薬品の一次リザーバに、操作可能であるように連結されてよい。
【００５３】
カートリッジ・ホルダ１１６は、図２に示すように、第１の薬剤１２０の一次リザーバ
１１８を保持してよい。図１Ａ〜Ｃに示された、この例において、単一用量セッタ１１０
は、内側ハウジング１２４により囲まれている。この内側ハウジングは、図６に示された
、標準的薬物送達デバイス３００のような、標準的薬物送達デバイスの外側ハウジングで
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あってもよい。この例によると、外側ハウジング１０６とプッシュ・ロッド１０８は、代
表的薬物送達デバイスの上に組み立てられてよい。この組立ては、様々なステージで行わ
れてよい。例えば、この組立ては、製造プロセスの間に行って良い。代わりに、この組立
ては、訓練を受けた医療従事者によって、又は、さらに言うなら、薬物送達システムの使
用者によって、行われてよい。しかし、当然のことながら、薬物送達システム１００は、
外側ハウジング１０６によって囲まれた、標準的薬物送達デバイスを含む必要はない。む
しろ、システム１００は、単独のスタンドアロン・ユニットとして製造されてよい。
【００５４】
同様に、薬用モジュール（１０４、２０４）は、第１の針（１３０，２３０）、第２の
針（１３２，２３２）、医薬品（１３６，２３６、５３６）を入れている、折りたたみ可
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能機能（１３４、２３４、５３４）を含んでなるスタンドアロンデバイスであってよく、
ここで、第１の針（１３０，２３０）、及び、第２の針（１３２，２３２）は、折りたた
み可能機能（１３４、２３４、５３４）で、流体連通している。
【００５５】
薬用モジュール（１０４，２０４）が、薬物送達デバイス（１０２、２０２，５０２）
にとりつけられた後、
(ｉ) 第１の針（１３０，２３０）は、薬物送達デバイスのリザーバ（１１８，２１８
，５１８）と流体連通し、（ｉｉ）バイアス機能（１２６，２２６、５２６）は、薬物送
達デバイス（１０２，２０２、５０２）が、折りたたみ可能機能（１３４、２３４、５３
４）を実質的に圧縮するのを防ぐため、薬物送達デバイス（１０２、２０２，５０２）を
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バイアスする。
【００５６】
投薬中、(ｉ)用量ボタン（１１２，２１２）の軸方向変位は、第１の薬剤（１２０，２
２０、５２０）を、一次リザーバ（１１８、２１８、５１８）から、第１の針（１３０，
２３０）を経て、折りたたみ可能機能（１３４、２３４、５３４）内に、強制的に流し、
(ｉｉ) 用量ボタン（１１２，２１２）の軸方向変位は、折りたたみ可能機能（１３４、
２３４、５３４）内の医薬品を、第２の針（１３２，２３２）から、強制的に流し、及び
、(ｉｉｉ) 用量ボタン（１１２，２１２）の事前設定された、軸方向変位で、薬物送達
デバイス（１０２、２０２，５０２）は、バイアス機能（１２６，２２６、５２６）の予
荷重に打ち勝ち、外側シュラウド（２０６）を通じて、軸方向に動き、
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ここで、薬物送達デバイス（１０２、２０２，５０２）の軸方向運動は、折りたたみ可
能機能（１３４、２３４、５３４）の圧縮を可能にし、
ここで、折りたたみ可能な機能（１３４、２３４、５３４）の圧縮は、折りたたみ可能
機能（１３４、２３４、５３４）内に残っている医薬品の、かなりの量を、第２の針（１
３２，２３２）から、強制的に押し出す。
【００５７】
薬物送達システム１００を組み立てたとき、プッシュ・ロッド１０８は、外側ハウジン
グ１０６に対して、軸方向に可動である。プッシュ・ロッドのボディ１２２は、外側ハウ
ジング１０６のボディ、及び／又は、内側ハウジング１２４のボディと、大体合致するよ
うに、好ましくは、構成される。
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【００５８】
システム１００は、さらになお、プッシュ・ロッドに操作可能に連結された、バイアス
機能を含む。例えば、図２に示すように、システム１００は、プッシュ・ロッド１０８に
、操作可能に連結された、ばね１２６を含んでよい。当然のことであるが、しかしながら
、他の種類のバイアス機能も同様に考えられる。
【００５９】
バイアス機能１２６は、プッシュ・ロッド１０８を軸方向にバイアスするのに役立つ。
取り付け、及び、薬物の投薬中の、バイアス機能１２６の操作について、以下により詳し
く記述する。
【００６０】
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図１Ｂに示すように、薬用モジュール１０４は、薬物送達デバイス１０２に取り付けら
れてよい。一般的に、薬用モジュール１０４は、第１の針１３０、第２の針１３２、第２
の薬剤１３６を保持する、折りたたみ可能機能１３４を含む。その例において、折りたた
み可能機能１３４内に位置する第２の薬剤１３６は、ＧＬＰ−１を含み、及び、一次の薬
物送達デバイス１０２内に位置する、第１の薬剤１２０は、インスリンを含む。しかし、
医薬品の他の例、及び、医薬品の組み合わせも同様に可能である。
【００６１】
針は、モジュール１０４とデバイスが取り付けられたとき、薬物送達デバイス１０２の
リザーバと係合、又は、連絡するので、第１の針１３０は、本明細書において、「係合針
」として、呼ばれてよい。さらになお、第２の針は、薬物送達システム１００の使用者の

20

注射部位などの、注射部位内に医薬品を実質的に注射するために使用されてよいので、第
２の針１３２は、本明細書にて、「出力針」と呼ばれてよい。さらになお、出願者の提案
コンセプトの実施態様において、薬用モジュールは、お互いに流体連通をしている、係合
針部分と出力針部分を含む、単独の、両頭の針を含んでよい。即ち、単独の、両頭の針は
、図１〜２に対して、上述された、第１と第２の両方の針を含んでよい。この例において
、両頭針は、針に、折りたたみ可能機能１３４をと流体連通を可能にする、少なくとも１
つのサイド穴（side hole）を有してよい。
【００６２】
薬用モジュール１０４は、図２により詳細に描かれている。図２に示すように、第１の
針１３０と第２の針１３２は、折りたたみ可能機能１３４と、流体連通している。それゆ
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えに、第１と第２の針１３０，１３２は、お互いに流体連通している。加えて、第１と第
２の針１３０，１３２は、好ましくは、薬用モジュール１０４内に固定される。例えば、
針１３０，１３２は、それぞれの針ハブ１４１ａ、１４１ｂ内に固定されてもよい。これ
らのハブ１４１ａ，ｂは、折りたたみ可能機能１３４の上部、及び、下部表面を形成する
。折りたたみ可能機能１３４は、一方向（軸方向）に折りたたまれるので、頂部、及び、
底部表面１４１ａ，ｂは、針１３０，１３２がそれらに固定されるように、剛体であって
よい。針１３０，１３２は、接着、オーバーモールド（overmoulding）、溶接（音響的、
又は、摩擦）、又は、他の同様なプロセスによって、固定されてよい。
【００６３】
加えて、折りたたみ可能機能１３４は、折りたたまれる、折りたたみ部分は、剛体でな

40

い形状であり、それゆえ、圧縮の間、容積が軸方向に減少可能であるように、いくつかの
部品から成っていてよい。かかる設計の１つの効果は、２つの針を正確に、固定し、位置
づけることが可能な、２つの端部を剛体要素にすることが出来ることである。
【００６４】
薬用モジュール１０４は、取り付け手段１３８をも含む。取り付け手段１３８は、薬物
送達デバイス１０２の、取り付け手段１４０のような、薬物送達デバイスの対応する取り
付け手段に取り付けられるように、構成される。
【００６５】
さらになお、実施態様において、薬用モジュール１０４は、針カバ、又は、針ガード（
図示されていない）をも含む。針カバは、カバを、薬用モジュール１０４のボディに除去
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可能に取り付けることを可能にする、結合機構（例えば、スナップばめ機構）を有してよ
い。患者が体験する可能性がある、針の不安を減らすように、針カバ、又は、針ガードは
、第２の針１３２を実質的に隠すことが可能である。針を隠す上、針カバ、又は、針ガー
ドは、不注意による、針の突き刺しを防ぐことにも役立つ。針ガードは、薬物モジュール
の第２の針１３２が、ひとたび、皮膚に注射され、除去されると、針ガードが、第２の針
を覆う位置にロックされるようであってもよい。この安全な位置により、不注意による、
針の突き刺しが防がれるだけでなく、使用者が、謝って、又は、故意に、デバイスを２度
使用するのをも、都合よく防ぐ。これにより、それらが受けていないときに、第２の薬剤
１３６の固定用量を、それらが受けていると思い、デバイスを２度使用することを防ぐ。
【００６６】

10

図２は、モジュール１０４が、薬物送達デバイス１０２に取り付けられた後、投薬プロ
セスの前の、薬用モジュール１０４を示す。薬物送達デバイス１０２への、薬用モジュー
ル１０４の取り付けにより、係合針１３０の、薬物送達デバイス１０２の薬物カートリッ
ジ、又は、リザーバ１１８の隔膜１４２への貫入がもたらされる。ひとたび、係合針１３
２が、カートリッジ１１８の隔膜１４２を通過すると、第１の薬剤１２０と、第２の薬剤
１３６を入れている、折りたたみ可能機能１３４との間の流体連通が作り出される。
【００６７】
上述のように、プッシュ・ロッド１０８は、図１〜２に示すように、薬物送達システム
１００の内部に包み込まれてよい。薬物送達デバイス１０２のばね１２６は、外側ハウジ
ング１０６とプッシュ・ロッド１０８の端部１４４との間にある。ばね１２６は、カート

20

リッジ１１８を収容している内側ハウジング１２４の端部と接触をするように、プッシュ
・ロッド１０８を縦方向にバイアスする。
【００６８】
モジュール１０４が、デバイス１０２に取り付けられると、プッシュ・ロッドの下側面
（即ち、遠位端）１４４が、折りたたみ可能機能１３４の頂部表面１４６と接触する。プ
ッシュ・ロッドの遠位端１４４は、リザーバ１１８の遠位端と折りたたみ可能機能の近位
端との間に配列される。
【００６９】
プッシュ・ロッド１０８の対向する端部１４８は、図１に示すように、用量ダイヤル・
アジャスタの端部ストップ上に突き出る。プッシュ・ロッド１０８は、以下により詳しく
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述べられる、薬物投薬中、折りたたみ可能機能が圧縮される寸法に等しく、用量ダイヤル
１１４の端部ストップ上に、好ましくは、突き出る。しかし、種々の、代替の例において
は、用量ダイヤル１１４は、おおよそ、望ましい圧縮の寸法だけ、端部ストップ上に突き
出てよい。
【００７０】
モジュール１０４が、デバイス１０２に取り付けられた後、使用者は、第１の薬剤１２
０の、使用者が設定可能な用量を設定することが可能である。薬物送達デバイス１０２の
用量は、通常の方法で（例えば、用量ダイヤル１１４で、一次薬剤１２０の適切な単位数
をダイヤルすることにより）、設定することが可能である。実施態様において、使用者が
、ダイヤルされた用量の単位数（例えば、２０〜８０単位）の表示を見ることが出来るよ

40

うに、外側ハウジング、及び、プッシュ・ロッドは、各々、それぞれの窓１６０，１６２
を含む。
【００７１】
第１の薬剤１２０、と第２の薬剤１３６の投薬を、次に、薬物送達デバイス１０２の投
薬メカニズム１１０の作動を経て、実現することが可能である。一般的に、投薬中、用量
ボタン１１２の軸方向変位は、第１の薬剤１２０を、第１の針１３０を経て、リザーバ１
１８から、折りたたみ可能機能１３４内へ、強制的に流す。さらになお、用量ボタン１１
２の軸方向変位は、折りたたみ可能機能１３４内の医薬品を、出力針１３２から、強制的
に流す。この折りたたみ可能機能１３４内の医薬品は、第１の薬剤１２０と第２の薬剤１
３６の混合物であってよい。なおその上、用量ボタン１１２の所定の軸方向変位で、用量

50

(16)

JP 2013‑542790 A 2013.11.28

ボタンは、プッシュ・ロッド１０８を、
（ｉ）バイアス機能１２６の予荷重に打ち勝たせ、及び、
（ｉｉ）遠位軸方向１５２に、強制的に、動かす。
【００７２】
プッシュ・ロッド１０８の軸方向変位は、折りたたみ可能機能１３４を圧縮する。この
折りたたみ可能機能１３４の圧縮は、折りたたみ可能機能内の医薬品の、少なくともいく
らかの残量を、第２の針１３２から、強制的に押し出す。医薬品の残量は、第１の薬剤１
２０と第２の薬剤１３６の少なくとも１つを含み、これは、圧縮時に、折りたたみ可能機
能１３４内に、何の医薬品が残っているかによって決まる。
【００７３】

10

具体的には、投薬中、薬物送達デバイス１０２の投薬メカニズム１１０を押し下げるこ
とは、第１の薬剤１２０が、
（ｉ）カートリッジ１１８から、折りたたみ可能機能１３４内に流れる、及び、（ｉｉ
）その後、出力針１３２を通じて、投薬される、
をもたらす。
【００７４】
好ましくは、実質的に、投薬ストロークの最後に近い、投薬ストロークの間、所定の軸
方向変位で、用量ダイヤル１１４の下部表面１５０は、プッシュ・ロッドの頂部表面１４
８に接触し、用量ダイヤル１１４と用量ボタン１１２と共に、プッシュ・ロッド１０８の
軸方向、下向きの動きを引き起こす。プッシュ・ロッドは、軸方向、下向きに、１５２の
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方向に変位されるので、プッシュ・ロッドの下部表面１４４は、折りたたみ可能機能１３
４を圧縮する。
【００７５】
折りたたみ可能機能１３４の下部表面１５６は、薬用モジュールのケース（casework)
１５８によって、抑えられている。このようにして、折りたたみ可能機能１３４は、遠位
内面１５８によって、抑制されるので、プッシュ・ロッド１０８によって加えられた力は
いずれも、折りたたみ可能機能１３４を圧縮する。
【００７６】
プッシュ・ロッドの遠位端１４４は、好ましくは、折りたたみ可能機能の近位端に対し
て、実質的に、一様な量の力を加えることが可能である、形状である。例えば、図１、及
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び、２に示すように、遠位端１４４は、円形リング形状であってよい。しかし、他の形状
も同様に可能であり、遠位端は、実質的に一様に折りたたみ可能機能を圧縮するように、
設計される必要はない。さらになお、折りたたみ可能機能１３４は、好ましくは、軸方向
に圧縮するように、構成され、一方、一般的に、半径方向には同じ拡がりを保つ。折りた
たみ可能機能１３４のジグザグ端部１５９により、かかる軸方向圧縮が可能となる。
【００７７】
折りたたみ可能機能１３４の圧縮により、折りたたみ可能機能内部の医薬品残量の、出
力針１３２を通じての投薬と、ばね１２６の、１５２の方向の圧縮が、もたらされる。実
際に、第１の薬剤１２０と第２の薬剤１３６は、投薬中に、互いに混合することが出来る
。従って、医薬品の残量は、おそらく、第１と第２の薬剤の混合物であろう。しかし、当
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然のことながら、ある例においては、医薬品が、実質的に、順次（即ち、第２の薬剤が、
少しだけ混合して、又は、混合なしで、第１の薬剤の前に送達される）送達されることが
あり得るかもしれない。それゆえ、かかる例においては、医薬品の残量は、最初の医薬品
のみを含む可能性がある。
【００７８】
用量ダイヤル１１４と用量ボタン１１２が、十分に押し下げられたとき、折りたたみ可
能機能の内部体積は減少し、それゆえ、薬用モジュール１０４内に存在する、残医薬品の
不足量を最小にする。例えば、圧縮された折りたたみ可能機能の内部体積は、ゼロミリリ
ッタ（ｍｌ）、又は、実質的に、ゼロｍｌに実質的に、近い可能性がある。しかし、当然
のことながら、投薬後の内部体積は、投薬前の内部体積より、小さな、どんな体積であっ
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てもよい。投薬後の内部体積の他の例は、投薬前内部体積の1/4、又は、1/2を含んでいる
。
【００７９】
使用者が、第１の薬剤１２０を投薬終了した後、使用者は、出力針１３２を、注射部位
から除去してよい。次に、除去された薬用モジュール１０４は廃棄されてよい。薬物送達
デバイス１０２が、いまだに、いくらかの第１の薬剤１２０を保持しているとすれば、必
要によって、薬物送達デバイス１０２を、患者は再使用してよい。例えば、新しい薬用モ
ジュールを、薬物送達デバイス取り付けてよい。
【００８０】
出願者の提案コンセプトの実施態様において、システム１００は、折りたたみ可能機能

10

１３４を圧縮した後、プッシュ・ロッド１０８が投薬前の位置に戻ることが可能となるよ
うに、構成されている。例えば、用量ボタン１１２が十分に押し下がる直前に、薬物送達
デバイス１０２の用量ダイヤル１１４内に、窪みが備えられてよい。これにより、ばね１
２６の動きにより、プッシュ・ロッド１０８は投薬前の位置に戻ることが可能となる。こ
の例示の配置において、用量ダイヤル・スリーブが、プッシュ・ロッドを押し付けるのを
可能にするのは、プッシュ・ロッド１０８に対しての、薬物送達デバイス１０２の用量ダ
イヤル・スリーブ１１４の回転位置である。単に１つの例として、用量ダイヤルが、２０
単位マークから５単位用量投薬マークまで、プッシュ・ロッドと係合するならば、この「
期間（window）」は、

折りたたみ可能機能１３４の完全な、軸方向圧縮が達成される時

である。ひとたび、５単位マークを過ぎると、プッシュ・ロッド１０８は、用量ダイヤル
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の下側にあるくぼみにはまる。これにより、プッシュ・ロッド１０８は、次のモジュール
の取り付け前に、それの開始時の軸方向位置に戻ることが可能となる。
【００８１】
次の用量をダイヤルすると、用量ダイヤル１１４は、用量を設定するとき、プッシュ・
ロッドを通り過ぎて行くが、投薬中に、再びそれをつかみ上げる。このように、プッシュ
・ロッドは、薬用モジュール１０４が薬物送達デバイス１０２に取り付けられる前、及び
／又は、投薬プロセスが始まる前に、プッシュ・ロッド１０８があった軸方向の点に戻る
。それゆえ、この機構の１つの利点は、それが、プッシュ・ロッド１０８をリセットし、
新しい薬用モジュールを、新しい薬用モジュールの折りたたみ可能機能の圧縮を引き起こ
すことなく、薬物送達デバイス１０２に取り付けることを可能にすることである。
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【００８２】
上述のように、種々の例において、用量ダイヤルは、折りたたみ可能機能１３４の圧縮
の、おおよそ、望ましい寸法だけ、端部ストップ上に突き出てよい。例えば、取り付けら
れたとき、プッシュ・ロッドは、折りたたみ可能機能とまだ接触していない（例えば、Ｙ
ミリメータ（ｍｍ）離れている）。それゆえ、折りたたみ可能機能をＸｍｍ折りたたむた
め、プッシュ・ロッドは、Ｘ＋Ｙｍｍ突き出ていてよい。従って、プッシュ・ロッドがＸ
＋Ｙｍｍ変位されるとき、プッシュ・ロッドは、折りたたみ可能機能をＸｍｍ圧縮する。
さらに別の例においては、プッシュ・ロッドは、全然突き出ていない。例として、用量ダ
イヤル１１４は、用量ダイヤルが、端部ストップに届く前に、プッシュ・ロッドを軸方向
に動かす役目をする、突起を含んでよい。端部ストップは、さらになお、突起を受けるく
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ぼみを含んでよい。
【００８３】
出願者の提案コンセプトのある例において、薬用モジュールは、使用後に、それの折り
たたまれた状態に、折りたたみ可能機能１３４を保持する、機構を含んでよい。例えば、
図２に示すように、折りたたみ可能機能１３４は、さらになお、保持メンバ１３７を含ん
でよい。この図示された例において、保持メンバ１３７は、お互いに、一般的に縦方向に
並んでいる、第1のクリップ１３９ａ、及び、第２のクリップ１３９ｂを含んでよい。か
かる保持具配置において、その機構が折りたたまれ、近くに位置する第１の壁１４１ａが
、第２の壁に向かって、遠位方向に動くとき、それらが軸方向にもはや離れていかないよ
うに、第１のクリップ１３９ａは、第２のクリップ１３９ｂと係合する。ある点を超えて
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、ひとたび折りたたまれたら、それらがその状態に留まるように、締まりばめ、双方向コ
ンポーネントなどの、種々の他の解決策がある。代わりの例においては、折りたたみ可能
機能は、力が加わると圧縮するが、それの圧縮前の形状に戻るには、しばらくの時間が（
例えば、１時間、１日、１週間など）かかる、変形機構であってもよい。例えば、これは
、空気封じ込め（air containment）、及び、低速放出弁の様な、減衰システムを使用し
て、達成することが出来る。
【００８４】
折りたたみ可能機能をそれの折りたたまれた状態に保持することは、様々な理由で好都
合であってよい。例えば、薬用モジュール１０４が、ひとたび、薬物送達デバイス１０２
から除去されると、使用者は、使用済と未使用の薬用モジュールとの間を識別する、視覚

10

手段を有してよい。薬用モジュールのボディは、折りたたみ可能機能を示す、透明な窓（
示されていない）を含んでよい。従って、使用者は、折りたたみ可能機能が圧縮されてい
るか、又は、いないかを視覚的に検知することにより、薬用モジュールが使用されている
か、又は、使用されていないかを、視覚的に検知可能であってよい。さらになお、折りた
たみ可能機能がおおむね透明であれば、使用者は、折りたたみ可能機能に、いくらかの医
薬品が入っているかどうかを、決定可能であってよい。
【００８５】
加えて、折りたたみ可能機能を、それの折りたたまれた状態に保持することは、投薬ス
トロークの最後に、「サック・バック（suck‑back）」の危険性を減らすことも可能であ
る。即ち、折りたたみ可能機能が、用量送達の開始での緩められている状態から推移し、

20

次に薬物送達の最後に圧縮されるとき、折りたたみ可能機能は、それに作用する力（即ち
、プッシュ・ロッド１０８）が除去されるとすぐに、それの、初めの緩められている状態
に戻ろうとする傾向がある。
【００８６】
もし、それが、バイアス力の除去の後、それの緩められている状態へ戻り始めると、投
薬された流体を吸い戻す可能性がある。なお、その上、保持メンバは、投薬ストロークの
完了を示す、可聴式／触知性フィードバックを提供するため、使用されてもよい。これは
、使用者に、投薬プロセスが完了し、注射部位から、針が、支障なく除去される時を示す
ので、好都合であってよい。
【００８７】

30

出願者の提案コンセプトの代替の実施態様が、図３〜４に示されている。この薬物送達
システム２００は、いくつかの点において、薬物送達システム１００と類似していて、従
って、同等の詳しさでは記述されない。しかし、当然のことながら、システム１００に対
しての、上述の、多くの可能性、及び、変更を、同様に、システム２００に適用すること
が可能である。システム１００と同様に、システム２００は、二次医薬品を保持している
折りたたみ可能機能を含む薬物送達システムであり、ここで、折りたたみ可能機能１３４
は、投薬すると圧縮され、従って、都合よく、不足量を制限、又は、最小にする。さらに
なお、薬物送達システム２００の用量セッタは、折りたたみ可能機能に、機械的にリンク
されている。しかし、システム２００、及び、システム２００の別の実施態様における、
折りたたみ可能機能の圧縮の配置は、図１〜２に対して、議論された実施態様とは、幾分

40

異なっている。この違いが、図３〜４に示され、以下により詳細に記述される。
【００８８】
出願者の提案コンセプトの、この代替の実施態様において、薬物送達デバイス２０２（
これは、図５に示された、標準的薬物送達デバイス３００と同じ、又は、同様であってよ
い）は、外側シュラウド２０６内に収められている。薬物送達デバイス２０２は、外側シ
ュラウド２０６に対して、軸方向に可動であり、図３に示すように、投薬前に外側シュラ
ウド２０６から、それが突き出るように、あらかじめ力が加えられたばね要素２２６のよ
うな、あらかじめ力が加えられたバイアス機能でバイアスされる。薬用モジュール２０４
は、図４に示すように、薬用モジュール２０４内に位置する、係合針２３０の、薬物送達
デバイス２０２のリザーバ、又は、カートリッジ２１８の隔膜２４２への貫通をもたらす
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、外側シュラウド２０６に取り付けられている。針２３０は、折りたたみ可能機能２３４
の頂部表面に取り付けられてよい。
【００８９】
係合針２３０が、ひとたび、カートリッジ２１８の隔膜２４２を通り過ぎると、第１の
薬剤２２０と折りたたみ可能機能２３４との流体連通が作られる。この例において、折り
たたみ可能機能の頂部表面２４６は、カートリッジの下部表面２４５と接触するようにな
る。折りたたみ可能機能２３４は、薬用モジュール２０４デバイス内に位置し、第２の薬
剤２３６の固定用量を入れている。
【００９０】
モジュール２０４が、外側シュラウド２０６に取り付けられた後、使用者は、第１の薬

10

剤２２０の使用者設定可能な用量を設定してよい。薬物送達デバイス２０２の用量は、通
常の方法で（例えば、用量ダイヤル２１４で、一次薬剤２２０の適切な単位数をダイヤル
することにより）、設定されてよい。第１の薬剤２２０と第２の薬剤２３６の投薬は、薬
物送達デバイス２０２の用量メカニズムの作動によって、次に、達成されてよい。
【００９１】
一般的に、投薬中、用量ボタン２１２の軸方向変位は、第１の薬剤２２０を、第１の針
２３０を経て、リザーバから、折りたたみ可能機能２３４内に、強制的に流す。さらにな
お、用量ボタン２１２の軸方向変位は、折りたたみ可能機能内の医薬品を、出力針２３２
から、強制的に流す。なおその上、用量ボタン２１２の事前に設定された軸方向変位で、
薬物送達デバイス２０２は、バイアス機能２２６の予荷重に打ち勝ち、外側シュラウド２

20

０６を通って、軸方向に動く。薬物送達デバイス２０２の軸方向の動きは、折りたたみ可
能機能２３４を圧縮する。折りたたみ可能機能２３４の圧縮は、折りたたみ可能機能２３
４内の医薬品の、少なくとも、いくらかの残量を、第２の針２３６から、強制的に流す。
【００９２】
具体的には、投薬中、用量ボタン２１２と用量ダイヤル２１４を押し下げることが、第
１の薬剤２２０の可変用量が、カートリッジから、薬用モジュール２０４の折りたたみ可
能機能２３４内への流れ始めるのをもたらす。医薬品は、次に、出力針２３２を通って、
投薬される（折りたたみ可能機能２３４が膨らむことが出来ないので）。上述のように、
医薬品は、おそらく、第１と第２の薬剤２２０，２３６の混合物である。第１の薬剤２２
０の可変用量の投薬の最後に、用量ダイヤル２１４は、薬物送達デバイス２０２内に位置

30

している端部ストップ２５４に接触する。ばね要素２２６の予荷重に打ち勝つに十分な、
続いて、使用者が、投薬メカニズムに付加した力は、外側シュラウド２０６に対して、薬
物送達デバイス２０２の、軸方向の変位を引き起こす。
【００９３】
薬物送達デバイス２０２が変位されるとき、カートリッジの下側面２４５が折りたたみ
可能機能２３４を圧縮する。上の例と同様に、折りたたみ可能機能２３４の下側面２５６
が、薬用モジュール２０４のケース２５８によって、抑えられてよい。折りたたみ可能機
能２３４の圧縮は、折りたたみ可能機能内部にある、医薬品の残量の、出力針２３２を通
っての投薬をもたらす。使用者による投薬力が放出されると、ばね要素２２６は、薬物送
達デバイス２０２を、それの投薬前の軸方向位置に戻る。

40

【００９４】
使用者が医薬品の投薬を終了した後、使用者は、出力針２３２を注射部位から除去して
よい。次に、除去された薬用モジュール２０４は廃棄されてよい。薬物送達デバイス２０
２が、依然として、いくらかの第１の薬剤２２０を保持しているならば、薬物送達デバイ
ス２０２は、必要により、再使用されてよい。
【００９５】
この代替の実施態様の例において、薬物送達システム２００は、
（ｉ）ばね要素２２６を圧縮し、
（ｉｉ）出力針２３２を通って、折りたたみ可能機能２３４内の医薬品を排出するのに
必要な力は、薬物送達デバイス２０２の投薬メカニズム２１４を前進させる力より小さい
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ように、配置されてもよい。かかる配置において、投薬動作が、第１の薬剤２２０を、一
次リザーバ２１８から、出力針２３２へ、強制的に流す前に、折りたたみ可能機能２３４
が折りたたまれるので、第２の薬剤２３６の固定された用量が、最初に送達される。用量
が薬物送達デバイスから投薬された時点で、彼らが投薬ストロークを、不注意で停止する
ならば（即ち、折りたたみ可能機能２３４が圧縮される前に）、双方の医薬品の全用量を
受けないという、それが患者の危険性を減らす可能性があるので、この配置は有益である
。
【００９６】
出願者の提案コンセプトによる、さらに別の代替の実施態様において、薬物送達システ
ムは、それの根本近くに、サイド・コア穴（Side core hole）を有する、標準的針アセン

10

ブリを含んでよい。この薬物送達システムは、薬物送達システム１００と２００に、多く
の点から、類似していて、従って、同じ様に詳細には記述しない。しかし、明白なことで
あるが、システム１００と２００に関しての、上述の多くの可能性、及び、変更が、この
システムにも、同様に適用してよい。システム１００とシステム２００に類似して、この
代替の実施態様は、二次の医薬品を入れている、折りたたみ可能機能を含む、薬物送達シ
ステムを含み、ここで折りたたみ可能機能２３４は、投薬すると、圧縮され、従って、都
合よく、不足量を制限、又は、最小にする。
【００９７】
さらになお、用量セッタは、機械的に、折りたたみ可能機能にリンクされている。しか
し、このシステム、及び、折りたたみ可能機能の圧縮の配置は、幾分、異なっている。こ
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れらの違いは、図５に示されており、以下により詳細に記述される。
【００９８】
図５は、同様の参照番号によって指定された同様の機構を有する、図２、及び、４に示
された、薬用モジュールと同様な機構を有する、薬用モジュールの、さらに別の、代替実
施態様を示す。図５に示すように、薬用モジュール５０４は、薬物送達デバイス５０２に
取り付けられてよい。しかし、図２、及び、４に示された薬用モジュールとは異なり、薬
用モジュール５０４は、単独の、両頭針５３０を含む。この薬用モジュールは、さらにな
お、第２の薬剤５３６を保持している、折りたたみ可能機能５３４を含む。例において、
折りたたみ可能機能５３４内に位置する第２の薬剤５３６は、ＧＬＰ−１を含み、及び、
一次薬物送達デバイス５０２内に位置する、第１の薬剤５２０は、インスリンを含む。し
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かし、医薬品、及び、医薬品の組み合わせの他の例が同様に考えられる。この例において
、両頭の針５３０は、針が折りたたみ可能機能５３４と流体連通にあることを可能にする
、少なくとも１つの、サイド穴５３１を含む。好ましくは、１つの配置において、両頭の
針５３０の近位端には、折りたたみ部分からの流体が、薬物送達デバイスのカートリッジ
内に、流れるのを防ぐ、一方向バルブが備えられている。
【００９９】
用量が投与されるべきであるとき、プッシュ・ロッドは、コンテナを押し、次に、コン
テナを折りたたむ。折りたたみ可能機能５３４が、一方向（軸方向）に折りたたまれるの
で、この動作は、第２の薬剤５３６を、両頭の針５３０の遠位端から押し出す。頂部、及
び、底部表面５４１ａ〜ｂは、針５３０が、それらに固定されるように、剛体であってよ
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い。折りたたみ可能機能５３４の完全な折りたたみによって、それゆえ、針５３０のサイ
ド穴５３１がブロックされる。この穴５３０がブロックされることにより、さらに第２の
薬剤５３６がさらに流れることは出来ない。それゆえ、この状況において、一次薬剤５２
０のみが、用量投薬の残りの間、次に投与され得る。
【０１００】
本明細書に開示された薬用モジュールは、外側スリーブにそれの挿入をする前に、図６
に示された薬物送達デバイス３００のような、薬物送達システムに取り付けられてよい。
この代替の実施態様において、スリーブは、医薬品で満たされた、既に取り付けられた折
りたたみ可能機能を含む、交換可能な端部キャップを有してよい。挿入すると、標準針は
、サイド・コア穴が、そこに入れられた、医薬品と流体連通するように、折りたたみ可能
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機能の上部、及び、下部表面をつき通してよい。
【０１０１】
この事例において、折りたたみ可能機能を圧縮する軸方向力は、複数回使用デバイスか
ら投薬するための力より小さいように、システムは配置されることが好ましいことを除い
て、図３〜４に関して、上述された代替の実施態様に記述されたように、投薬は広範囲に
行われる。このように、医薬品の固定された用量の投薬中、折りたたみ可能機能の最終の
圧縮は、針内のサイド・コア穴をブロックするように働く。次に、このデバイスから投薬
が行われるとき、これは、複数回使用デバイスから、針を通って、流体を強制的に、直接
流す。
【０１０２】

10

出願者の提案コンセプトは、単独の、投薬インターフェースを使用して、第１の薬剤の
、使用者が設定可能な用量、及び、第２の薬剤の使用者が設定不可能な用量を投薬するた
めの方法をも、含む。その方法は、薬用モジュールを、薬物送達デバイスに取り付けるス
テップを含む。薬物送達デバイスは、第１の薬剤を入れている一次リザーバに、操作可能
に連結された、単一用量セッタを含む。
さらになお、薬用モジュールは、
（ｉ）第２の薬剤を保持している折りたたみ可能機能、及び、
（ｉｉ）出力針を有する単一投薬インターフェースを含む。
【０１０３】
薬物送達デバイス、及び、薬用モジュールは、単一用量セッタが、薬用モジュールの、
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薬物送達デバイスへの取り付け後、折りたたみ可能機能に機械的にリンクされるように、
各々が構成される。
【０１０４】
方法は、さらになお、薬物送達デバイスの単一用量セッタを使用して、一次薬物リザー
バ内に入れられた、第１の薬剤の用量を設定するステップを含む。なおその上、方法は、
一次薬物リザーバからの第１の薬剤の用量の、折りたたみ可能機能内に、及び／又は、を
通っての流れを引き起こすため、単一用量セッタの用量ボタンを作動させるステップを含
む。さらになおその上、方法は、折りたたみ可能機能内の第１と第２の薬剤を針から強制
的に流し、機械的にリンクされた、用量セッタが、折りたたみ可能機能を強制的に圧縮し
、これにより、折りたたみ可能機能内の医薬品の残量の、少なくとも、一部を、出力針か
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ら押し出すステップを含む。
【０１０５】
出願者の提案コンセプトによる、薬物送達システムの多数の例が、既に説明された。上
述のように、出願者の提案コンセプトによる薬物送達システムは、薬物送達システムの不
足量を、都合よく、制限、又は、最小にする。出願者の提案コンセプトによる、薬用モジ
ュールの折りたたみ可能機能は、投薬前の体積より、小さな投薬後の体積を有するので、
投薬後、薬用モジュール内にある可能性がある不足量は減らされる。
【０１０６】
都合が良いことに、薬用モジュール内の不足量を制限することは、使用後、薬用モジュ
ール内に残されることにより、廃棄される医薬品の量を減らすのに役立つ。さらになお、
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薬用モジュール内の不足量を制限することは、一次送達デバイス上のダイヤルされた用量
（即ち、用量セッタ上で、患者に示されているもの）が、単独使用の薬用モジュール内の
不足量に適応するために、埋め合わせる必要の程度を減らすのに役立つ。
【０１０７】
出願者の提案コンセプトの所定の実施態様の、付加的利益は（例えば、標準薬物送達デ
バイスが外側ハウジングに結合されたとき）、薬物送達デバイスに取り付けられるべき、
薬用モジュールのために必要な、より大きな直径の意味することは、標準注射針は、薬物
送達デバイスと共に、注意不足で、又は、故意に使用することは出来ないことであり、こ
の逆も、真であることである（即ち、折りたたみ可能機能を含む薬用モジュール）。これ
は、所定の薬物送達デバイスと共に、正しい薬用モジュールのみが使用されるということ
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を確かにするのに、都合良く役立つ。
【０１０８】
本明細書に記述された、例となる薬物送達システムにおいて、薬物送達システムの投薬
メカニズムは、軸方向駆動投薬メカニズムである。しかし、当然のことながら、出願者の
提案コンセプトによる、他の種類の投薬メカニズムを有する、薬物送達システムも、また
、可能である。
【０１０９】
上述の実施態様の薬用モジュール間の結合、又は、取り付けは、特有の薬用モジュール
が、適合する薬物送達デバイスにのみ取り付け可能であることを確かにする、コネクタ、
ストップ、スプライン、リブ、溝、及び、同類の設計機構などの、追加の機構（示されて

10

いない）を含んでよい。かかる追加の機構は、適合しない注射デバイスに、不適切な薬用
モジューを挿入することを防止する。
【０１１０】
薬用モジュールの形状は、流体リザーバを画成するために、又は、薬用モジュール内の
医薬品の、個別の、自給式リザーバを含有するために、及び、１つ、又は、それ以上の針
カヌーラを取り付けるために、適切な、円筒体、又は、他の幾何学的形態であってよい。
薬用モジュールは、ガラス、又は、薬物との接触に適した、他の材料から製造すること出
来る。
【０１１１】
統合出力針は、皮下、又は、筋肉内注射に適した、いかなる針カヌーラであってよい。
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好ましくは、薬用モジュールは、無菌を保つようにシールされている、スタンドアロン、
及び、別個のデバイスとして、薬物製造者によって提供される。薬用モジュールが、使用
者により、薬物送達デバイスに提示される、又は、取り付けられるとき、モジュールの無
菌シールは、自動的に、例えば、切る、引き裂く、又は、はがすことにより、開けられる
ように、好ましくは設計される。
【０１１２】
出願者の薬用モジュールは、複数回使用の注射デバイスとともに、好ましくは、ペン型
反復用量注射デバイスとともに、操作するように、設計されてもよい。注射デバイスは、
再使用可能な、又は、使い捨てのデバイスであってよい。使い捨てデバイスは、製造者が
、医薬品をあらかじめ充填して、製造者から入手され、最初の医薬品が使い尽くされた後
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は、新しい医薬品で再充填されることが出来ない、注射デバイスを意味する。
【０１１３】
デバイスは、固定用量、又は、設定可能用量の、及び、好ましくは、反復用量のデバイ
スであってよいが、しかし、ある場合には、単一用量の、使い捨てデバイスを使用するこ
とが都合が良い可能性がある。
【０１１４】
通常の薬物送達デバイスは、医薬品のカートリッジ、又は、他のリザーバを含む。この
カートリッジは、通常、円筒形であり、たいてい、ガラスで製造される。カートリッジは
、一端をゴム栓で、一方の端をゴム隔膜でシールされる。薬物送達ペンは、反復注射を送
達するように設計される。送達メカニズムは、通常、使用者の手の動作で力が与えられる
が、しかし、注射メカニズムは、ばね、圧縮ガス、又は、電気エネルギなどの、他の手段
によって、力が与えられてもよい。
【０１１５】
本発明の例示の実施態様が説明された。しかし、当業者は、請求項によって明確にされ
ている、本発明の真の範囲と精神を逸脱することなしに、これらの実施態様に、変更と修
正がなされてよいことを理解するであろう。
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【手続補正書】
【提出日】平成25年2月13日(2013.2.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
ハウジング、液体用リザーバ（１１８，２１８，５１８）、及び用量ボタン（１１，１
１２）を含んでなる薬物送達デバイス（１０２，２０２，５０２）に取り付け可能な薬用
モジュール（１０４，２０４）であって、
薬用モジュール（１０４，２０４）が薬物送達デバイス（１０２，２０２，５０２）に
取り付けられた後、薬物送達デバイスのリザーバ（１１８，２１８，５１８）内の液体と
流体連通を確立するように構成された、近位、第１の針（１３０，２３０）；
液体を投薬するように構成された、遠位第２の針（１３２、２３２）；
第１の針（１３０，２３０）と第２の針（１３２，２３２）の間に、流体連通するよう
に配置され、薬剤（１３６，２３６，５３６）を保持する、折りたたみ可能なコンテナ（
１３４，２３４，５３４）；
を含んでなり、
ここで、コンテナ（１３４，２３４、５３４）が、投薬中、コンテナ（１３４，２３４
、５３４）の圧縮が可能にされて、コンテナ（１３４，２３４、５３４）内の薬剤の残量
の少なくともいくらかを、第２の針（１３２、２３２）から外に押し出すように構成され
る、
上記薬用モジュール。
【請求項２】
用量ボタン（１１，１１２）の所定の変位まで、コンテナ（１３４，２３４，５３４）
の圧縮を防止するように構成される、バイアス機能（１２６，２２６，５２６）を含んで
なる、請求項１に記載の薬用モジュールであって、
ここで、上記バイアス機能（１２６，２２６，５２６）は、力で予め負荷され、そして
ここで、投薬中、コンテナ（１３４，２３４、５３４）の圧縮を可能にする、用量ボタ
ン（１２）の所定変位のところでバイアス機能（１２６，２２６，５２６）の予荷重が、
超克される、
上記薬用モジュール。
【請求項３】
第１の薬剤（１２０，２２０，５２０）の使用者設定可能用量、及び第２の薬剤（１３
６，２３６，５３６）の使用者設定不可用量を、単一用量セッタ（１１０）、及び単一投
薬インターフェースを通じて送達するための、薬物送達システム（１００，２００，５０
０）であって、
第１の薬剤（１２０，２２０，５２０）を含む、薬剤の一次リザーバ（１１８，２１８
，５１８）に操作可能に連結された、単一用量セッタ（１１０）の周りに配置された外側
ハウジング（１０６，５０６）；
薬剤の一次リザーバ（１１８，２１８，５１８）に、操作可能に連結された、用量ボタ
ン（１１２、１１２）；
外側ハウジング（１０６，５０６）に対して、軸方向に可動なプッシュ・ロッド（１０
８）；及び
薬物送達デバイス（１０２，２０２，５０２）に取り付け可能な、請求項１に記載の薬
用モジュール；
を含んでなり、
ここで、薬物送達システム（１００，２００，５００）が、プッシュ・ロッド（１０８
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）を軸方向にバイアスするように整えられた力で予め負荷されたバイアス機構（１２６，
５２６）を含み、
ここで、バイアス機構（１２６，５２６）は、薬用モジュールと薬物送達デバイスのい
ずれか１つの部分であり、
ここで、バイアス機構（１２６，２２６，５２６）は、薬用モジュールが薬物送達デバ
イスに取り付けられたとき、プッシュ・ロッド（１０８）に操作可能に連結される、
上記薬物送達システム。
【請求項４】
請求項３に記載の薬物送達システム（１００，２００，５００）であって、
ここで、プッシュ・ロッド（１０８）が、遠位端（１４４）及び近位端（１４８）を含
み、そして
ここで、用量ボタン（１１２、２１２）の所定の軸方向変位のところで、（ｉ）用量セ
ッタ（１１０）が、プッシュ・ロッド（１０８）の近位端（１４８）に接触し、（ｉｉ）
プッシュ・ロッド（１０８）の遠位端（１４４）が、コンテナ（１３４，２３４、５３４
）に接触する、
上記薬物送達システム。
【請求項５】
請求項３又は請求項４に記載の薬物送達システム（１００，２００，５００）であって
、
ここで、取り付け後、プッシュ・ロッド（１０８）の遠位端（１４４）が、一次リザー
バ（１１８，２１８，５１８）の遠位端とコンテナ（１３４，２３４、５３４）の近位端
との間に配置される、
上記薬物送達システム。
【請求項６】
請求項３〜５のいずれかに記載の薬物送達システム（１００，２００，５００）であっ
て、
ここで、取り付け後、プッシュ・ロッド（１０８）の遠位端（１４４）がコンテナ（１
３４，２３４、５３４）の近位端（１４６，２４６，５４６）に接触する、
上記薬物送達システム。
【請求項７】
請求項３〜６のいずれかに記載の薬物送達システム（１００，２００，５００）であっ
て、
ここで、薬物送達システム（１００，２００，５００）は、プッシュ・ロッド（１０８
）がコンテナ（１３４，２３４、５３４）を圧縮した後、プッシュ・ロッド（１０８）が
投薬前位置に戻ることを可能にするように構成される、
上記薬物送達システム。
【請求項８】
請求項７に記載の薬物送達システム（１００，２００，５００）であって、
ここで、用量セッタ（１１０）は、プッシュ・ロッド（１０８）がコンテナ（１３４，
２３４、５３４）を圧縮した後、プッシュ・ロッド（１０８）が投薬前位置に戻ることを
可能にするように構成されたくぼみを含む、上記薬物送達システム。
【請求項９】
請求項８に記載の薬物送達システム（１００，２００，５００）であって、
ここで、バイアス機能（１２６、２２６、５２６）が、プッシュ・ロッド（１０８）を
強制的に投薬前位置に戻す、
上記薬物送達システム。
【請求項１０】
請求項３〜９のいずれかに記載の薬物送達システム（１００，２００，５００）であっ
て、
ここで、コンテナ（１３４，２３４、５３４）が、薬用モジュール（１０４，２０４）
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の下部遠位内面（１５８，２５８，５５８）に隣接する、
上記薬物送達システム。
【請求項１１】
請求項３〜１０のいずれかに記載の薬物送達システム（１００，２００，５００）であ
って、
ここで、投薬中、用量ボタン（１１２，２１２）の所定変位のところで、用量ボタン（
１１２，２１２）がプッシュ・ロッド（１０８）を強制的に軸方向、遠位方向に動かし、
ここで、プッシュ・ロッド（１０８）の軸方向運動が、コンテナ（１３４，２３４、５
３４）を圧縮し、そして
ここで、コンテナ（１３４，２３４、５３４）の圧縮が、折りたたみ可能機能（１３４
，２３４、５３４）内の薬剤の残量の少なくともいくらかを、第２の針（１３２，２３２
）から外に押し出す、
上記薬物送達システム。
【請求項１２】
第１の薬剤（１２０，２２０，５２０）の使用者設定可能用量、及び第２の薬剤（１３
６，２３６，５３６）の使用者設定不可用量を、単一用量セッタ（１１０）、及び単一投
薬インターフェースを通じて送達するための薬物送達システム（１００，２００，５００
）であって、
（ｉ）第１の薬剤（１２０，２２０，５２０）を含む、薬剤の一次リザーバ（１１８，
２１８，５１８）に、操作可能に連結された単一用量セッタ（１１０）を含むハウジング
；
薬剤の一次リザーバ（１１８，２１８，５１８）に、操作可能に連結された、用量ボタ
ン（１１２、１１２）；
を含む、薬物送達デバイス（１００，２００，５００）；及び
（ｉｉ）薬物送達デバイス（１０２，２０２，５０２）を保持する外側シュラウド（２
０６）（ここで、薬物送達デバイス（１０２，２０２，５０２）が、外側シュラウド（２
０６）に対して、軸方向に可動であり、予め負荷されたバイアス機能（２２６）でバイア
スされる）；
（ｉｉｉ）薬物送達デバイス（１０２，２０２，５０２）に取り付け可能な、請求項１
に記載の薬用モジュール；
を含んでなり、
ここで、薬物送達システム（１００，２００，５００）が、外側シュラウド（２０６）
を軸方向にバイアスするように配置された力が、予め負荷されたバイアス機能（１２６，
５２６）を含み、
ここで、バイアス機能（１２６，２２６，５２６）は、取り付けられた状態にあるとき
、外側シュラウド（２０６）の遠位内面、及び薬物送達デバイス（１０２，２０２，５０
２）の遠位外面に、操作可能に連結される、
上記薬物送達デバイス（１０２，２０２，５０２）。
【請求項１３】
請求項１２に記載の薬物送達システム（１００，２００，５００）であって、
ここで、投薬後、バイアス機構（１２６，２２６，５２６）が、薬物送達デバイス（１
０２，２０２，５０２）を投薬前位置に押し込む、
上記薬物送達システム。
【請求項１４】
請求項１２又は請求項１３に記載の薬物送達システム（１００，２００，５００）であ
って、
ここで、バイアス機能（１２６，２２６，５２６）に予め負荷された力に超克するのに
必要な第１の力が、投薬中用量ボタン（１１２，２１２）を軸方向に変位させるために必
要な第２の力より小さい、
上記薬物送達システム。
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【請求項１５】
請求項１２〜１４のいずれかに記載の薬物送達システム（１００，２００，５００）で
あって、
ここで、投薬中、用量ボタン（１１２、２１２）の所定変位のところで、薬物送達デバ
イス（１０２，２０２，５０２）が、バイアス機能（１２６，２２６，５２６）の予め負
荷された力に超克し、外側シュラウド（２０６）を通って軸方向に動き、
ここで、薬物送達デバイス（１０２，２０２，５０２）の軸方向運動が、コンテナ（１
３４，２３４、５３４）を圧縮し、
ここで、コンテナ（１３４，２３４、５３４）の圧縮が、コンテナ（１３４，２３４、
５３４）内の残量の少なくともいくらかを、第２の針（１３２，２３２）から外に押し出
す、
上記薬物送達システム。
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