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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　指掛け部を有するシリンジと、当該シリンジ内に押し込み可能なプランジャとを備える
定量シリンジ型噴出器において、
　プランジャは、ピストンを保持するピストン保持部と、使用者が押圧するプランジャ操
作部と、ピストン保持部とプランジャ操作部を一体に連結する変形及び復元が可能な弾性
部と、当該弾性部を挟んで配置されるとともにピストン保持部とプランジャ操作部を一体
に連結する複数のアーム部を有し、
　当該アーム部は、先端側アームと、当該先端側アームに一体に連結される後端側アーム
と、当該先端側アーム及び後端側アームの連結部に形成された屈曲部を有し、当該屈曲部
に、シリンジの後端に係止される係止部を設けるとともに、
　先端側アームに、プランジャ操作部からの押圧によってシリンジの後端開口部から進入
してピストン保持部と屈曲部との間に内向きの撓み変形を生じさせる摺動突起を設け、前
記弾性部の復元力によって、先端側アームの屈曲部側の撓み変形を、摺動突起を基点に復
元させることで、係止部の係止を解除するものであることを特徴とする定量シリンジ型噴
出器。
【請求項２】
　請求項１において、先端側アームの屈曲部側連結基部と後端側アームの屈曲部側連結基
部とを屈曲部に向かうに従って外向きに湾曲させたことを特徴とする定量シリンジ型噴出
器。
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【請求項３】
　請求項１又は２において、後端側アームのプランジャ操作部側連結基部に、後端側アー
ムを外向きに開かせる屈曲部を形成したことを特徴とする定量シリンジ型噴出器。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１項において、シリンジの先端部に噴霧ノズルを設けたこと
を特徴とする定量シリンジ型噴出器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フランジ部を有するシリンジと、当該シリンジ内に押し込み可能なプランジ
ャとを備える定量シリンジ型噴出器であって、プランジャの押し込みを段階的に行うため
の技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　シリンジ型噴出器には、例えば、シリンジ内にプランジャを押し込んで薬液などの内容
物を取り出すものがある（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平７－２１３６１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来のシリンジ型噴出器は、シリンジ内にプランジャを押し込むにすぎ
ないため、内容物を小分けして噴出することが困難であった。
【０００５】
　本発明の目的とするところは、内容物を小分けして噴出することができる、新規な定量
シリンジ型噴出器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、指掛け部を有するシリンジと、当該シリンジ内に押し込み可能なプランジャ
とを備える定量シリンジ型噴出器において、
　プランジャは、ピストンを保持するピストン保持部と、使用者が押圧するプランジャ操
作部と、ピストン保持部とプランジャ操作部を一体に連結する変形及び復元が可能な弾性
部と、当該弾性部を挟んで配置されるとともにピストン保持部とプランジャ操作部を一体
に連結する複数のアーム部を有し、
　当該アーム部は、先端側アームと、当該先端側アームに一体に連結される後端側アーム
と、当該先端側アーム及び後端側アームの連結部に形成された屈曲部を有し、当該屈曲部
に、シリンジの後端に係止される係止部を設けるとともに、
　先端側アームに、プランジャ操作部からの押圧によってシリンジの後端開口部から進入
してピストン保持部と屈曲部との間に内向きの撓み変形を生じさせる摺動突起を設け、前
記弾性部の復元力によって、先端側アームの屈曲部側の撓み変形を、摺動突起を基点に復
元させることで、係止部の係止を解除するものであることを特徴とするものである。
【０００７】
　本発明では、先端側アームの屈曲部側連結基部と後端側アームの屈曲部側連結基部とを
屈曲部に向かうに従って外向きに湾曲させることができる。また、後端側アームのプラン
ジャ操作部側連結基部に、後端側アームを外向きに開かせる屈曲部を形成することもでき
る。さらに本発明によれば、シリンジの先端部には、噴霧ノズルを設けることができる。
【発明の効果】
【０００８】
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　本発明では、プランジャ操作部を使用してプランジャを押し込むと、ピストン保持部と
プランジャ操作部を一体に連結するアーム部では、その先端側アームに設けた摺動突起が
シリンジの後端開口部から進入して当該シリンジの内周面を摺動する。このとき、先端側
アームと後端側アームとの連結部に形成された屈曲部は、ピストン保持部とプランジャ操
作部を一体に連結する弾性部によってほとんど変形することなく、アーム部全体としての
屈曲は抑制される。このように、アーム部が屈曲することなく、シリンジの内周面を摺動
すると、当該先端側アームには、シリンジに保持されたピストン保持部と、プランジャ操
作部からの押圧力が加わる屈曲部との間で、摺動突起を起点にした撓み変形が生じる。こ
のため、先端側アームに設けた摺動突起が邪魔になることなく、当該先端側アームと後端
側アームとの連結部に形成された係止部がシリンジの後端に係止されるまで、１回目の噴
出が可能になる。
【０００９】
　次いで、プランジャ操作部に対する押し込みを緩めると、ピストン保持部とプランジャ
操作部を繋ぐ弾性部の復元力によって、アーム部の状態も、プランジャ操作部からの押圧
力が負荷されていない初期状態に復帰する。このとき、先端側アームのうち、ピストン保
持部側は摺動突起を起点に内側に変形したままであるから、先端側アームの屈曲部側は、
摺動突起を起点に内側に変形したピストン保持部側と整列するように斜め内向きに復元す
る。このため、屈曲部に連なる係止部も屈曲部側のアームに追従するように斜め内向きに
変位することで、当該係止部の係止が解除される。これにより、再びプランジャを押し込
めば、２回目の噴出が可能になる。
【００１０】
　従って、本発明によれば、内容物を小分けして取り出すことができる。加えて、本発明
では、プランジャ操作部からの押し込みを緩めるだけで、２回目の噴出が可能になるため
、２回目の噴出を行うときに持ち替える必要がない。このため、使用者は、内容物の小分
けを片手操作で行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の第一の実施形態である点鼻薬噴霧器であって、その操作前の初期状態を
一部断面で示す側面図である。
【図２】同実施形態にあって、同形態に係る、プランジャを模式的に示した斜視図である
。
【図３】同実施形態にあって、１回目の噴出が完了した状態を一部断面で示す側面図であ
る。
【図４】同実施形態にあって、２回目の噴出を開始するためにプランジャの押し込みを緩
めた状態を一部断面で示す側面図である。
【図５】同実施形態にあって、２回目の噴出が完了した状態を一部断面で示す側面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して、本発明の一実施形態である点鼻薬噴霧器１０を詳細に説明する
。
【００１３】
　図１中、符号１１は、内容物としての点鼻薬Ｃを充填可能な定量シリンジである。シリ
ンジ１１は、中空の胴部１１ａを有し、この胴部１１ａには、肩部１１ｂを介して先端部
１１ｃが一体に繋がる。先端部１１ｃは、胴部１１ａよりも小径としてなる。また、胴部
１１ａには、先端部１１ｃと対向する後端部に、指掛け部１１ｄが一体に設けられている
。指掛け部１１ｄの後端は、シリンジ１１の後端１１ｅを一致するように形成されている
。
【００１４】
　符号１２は、シリンジ１１内に収納されるプランジャである。図２には、プランジャ１
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２を模式的に示す。図中、符号１３は、ピストンＰを保持するピストン保持部である。ピ
ストン保持部１３は、図示のように、ピストンＰを保持固定する固定部１３ａと、断面十
字形に組み合わせた縦長の４枚のプレート部分１３ｂ（図中、符号は１つのみに例示）と
、ディスク部１３ｃとを一体に設けてなる。ピストンＰは、例えば、ゴムなどの弾性材料
からなり、シリンジ胴部１１ａの内周面１１ｆに摺動可能に保持されている。符号１４は
、使用者が押圧するプランジャ操作部である。本形態では、指掛け部１１ｄと同径のディ
スク形状を有する。
【００１５】
　符号１５は、ピストン保持部１３とプランジャ操作部１４との間に配置される弾性部で
ある。弾性部１５は、ピストン保持部１３とプランジャ操作部１４との間に支持部１６を
介して一体に連結されている。本形態では、弾性部１５は、図示のように、Ｓ字形をして
いる。これにより、弾性部１５は、支持部１６を通して伝えられた負荷に応じて変形及び
復元することができる。また、弾性部１５には、互いに向かい合う接触面にそれぞれ、ス
トッパＳが設けられている。ストッパＳは、互いに接触することで、変形量を制限する。
【００１６】
　符号１７は、ピストン保持部１３とプランジャ操作部１４を一体に連結するアーム部で
ある。アーム部１７は、弾性部１５を挟んで対向する位置に配置される。アーム部１７は
、ピストン保持部１３から後方に向かって伸びる変形及び復元が可能な先端側アーム１７
ａと、プランジャ操作部１４から前方に向かって伸びる後端側アーム１７ｂとを有する。
先端側アーム１７ａと後端側アーム１７ｂは一体に連結される。
【００１７】
　先端側アーム１７ａと後端側アーム１７ｂとの連結部には、屈曲部１８が形成されてい
る。屈曲部１８は、薄肉部として形成されている。屈曲部１８は、先端側アーム１７ａ及
び後端側アーム１７ｂを外向きに押し開くことができる。
【００１８】
　先端側アーム１７ａには、摺動突起１９が一体に設けられている。摺動突起１９は、先
端に向かって先細りに傾斜する傾斜面１９ａを有する。これにより、摺動突起１９は、シ
リンジ１１の後端開口部Ａ１（図１参照）から進入させ易くすることができる。
【００１９】
　本形態では、先端側アーム１７ａは、軸線Ｏに沿って伸びるほぼ平板状に形成されてい
る。先端側アーム１７ａは、屈曲部１８側の連結基部１７ａ1が屈曲部１８に向かうに従
って外向きに湾曲している。後端側アーム１７ｂも、屈曲部１８側の連結基部１７ｂ1が
屈曲部１８に向かうに従って外向きに湾曲している。屈曲部１８には、シリンジ１１の後
端１１ｅに係止される係止部２０が設けられている。本形態では、係止部２０は、屈曲部
１８の外側に形成された平面として構成されている。
【００２０】
　また、本形態では、後端側アーム１７ｂは、プランジャ操作部１４側の連結基部１７ｂ

2は、プランジャ操作部１４及び支持部１６とともに、連結部２１によって一体に形成さ
れている。加えて、連結基部１７ｂ2には、屈曲部２２が形成されている。屈曲部２２は
、後端側アーム１７ｂを外向きに開かせ易くする。本形態では、屈曲部２２は、連結基部
１７ｂ2の外周面に形成された薄肉部としてなる。
【００２１】
　図示のように、シリンジ１１とピストンＰとの間には空間Ｒ１が形成されている。空間
Ｒ１には、点鼻薬Ｃが充填される。空間Ｒ１に充填された点鼻薬Ｃは、プランジャ１２の
押し込みによって、先端部１１ｃに形成した貫通孔Ａ２に圧送される。シリンジ先端部１
１ｃには、ノズル２３が装着されている。ノズル２３は、噴霧チップ２４を内蔵し、貫通
孔Ａ２を通って圧送された点鼻薬Ｃを噴出孔Ａ３より噴霧させることができる。
【００２２】
　ここで、本実施形態の使用方法を説明する。
【００２３】
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　使用者は先ず、図１に示す状態で、人差し指と中指を指掛け部１１ｄに掛けてプランジ
ャ操作部１４を親指で押さえてノズル２３を一方の鼻の穴に挿入した後、プランジャ１２
をシリンジ１１内にプランジャ操作部１４を通して押し込む。すると、アーム部１７では
、その先端側アーム１７ａに設けた摺動突起１９がシリンジ１１の後端開口部Ａ１から進
入して、シリンジ１１の内周面１１ｆを摺動する。このとき、アーム部１７に形成された
屈曲部１８は、支持部１６を通して付勢された弾性部１５によってほとんど変形すること
がない。このため、プランジャ操作部１４を通してプランジャ１２を押し込んでも、アー
ム部１７全体としての屈曲は抑制される。
【００２４】
　加えて、先端側アーム１７ａに設けた摺動突起１９は、上述のとおり、傾斜面１９ａを
有することから、シリンジ１１の後端開口部Ａ１から容易に進入させることができる。
【００２５】
　このように、アーム部１７が屈曲することなく、シリンジ１１の内周面１１ｆを摺動す
ると、先端側アーム１７ａには、図３に示すように、シリンジ１１に保持されたピストン
保持部１３と、プランジャ操作部１４からの押圧力が加わる屈曲部１８との間で、摺動突
起１９を起点にした内向きの撓み変形が生じる。このため、プランジャ１２は、摺動突起
１９が邪魔になることなく、シリンジ１１内に押し込むことができる。また、その押し込
みは、同図に示すように、アーム部１７に設けた係止部２０がシリンジ１１の後端１１ｅ
に接触して係止されるまで行うことができる。これにより、係止部２０がシリンジ１１の
後端１１ｅに係止されるまで、噴出孔Ａ３から点鼻薬Ｃを鼻の穴に一定量噴出することが
できる。
【００２６】
　係止部２０がシリンジ１１の後端１１ｅに係止されると、プランジャ１２を押し込むこ
とができなくなるので、図３に示すように、空間Ｒ２に点鼻薬Ｃを残した状態で１回目の
噴霧は終了する。なお、空間Ｒ２の容量は、使用目的に応じて適宜選択できるが、例えば
、空間Ｒ１の容量の半分とする。
【００２７】
　次いで、プランジャ操作部１４に対する押し込みを緩めると、図４に示すように、アー
ム部１７の状態も、弾性部１５の復元力によって、プランジャ操作部１４からの押圧力が
負荷されていない初期状態に復帰する。このとき、先端側アーム１７ａのうち、ピストン
保持部側の部分１７ａ2は、摺動突起１９を起点に内側に変形したままであるから、先端
側アーム１７ａの屈曲部側の部分１７ａ3は、同図に示すように、摺動突起１９を起点に
内側に変形したピストン保持部側の部分１７ａ2と整列するように斜め内向きに復元する
。このため、屈曲部１８に連なる係止部２０も屈曲部側の部分１７ａ3に追従するように
斜め内向きに変位することで、当該係止部２０の係止が解除される。これにより、プラン
ジャ操作部１４からの押し込みを緩めてアーム部１７を初期状態に復帰させた後、他方の
鼻の穴にノズル２３を挿入して、再びプランジャ操作部１４を押し込めば、図５に示すよ
うに、噴出孔Ａ３から空間Ｒ２内に残った点鼻薬Ｃを２回目として鼻の穴に噴出すること
ができる。
【００２８】
　上述のように、本実施形態によれば、点鼻薬Ｃを小分けして噴霧することができる。加
えて、本実施形態では、プランジャ操作部１４からの押し込みを緩めると、２回目の噴出
が可能になるため、２回目の噴出を行うときに持ち替える必要がない。このため、使用者
は、点鼻薬Ｃの小分けを片手操作で行うことができる。
【００２９】
　上述したところは、本発明の様々な実施形態であるが、本発明に従えば、様々な変更が
可能となる。例えば、アーム部１７は、少なくとも２箇所以上に設けることができるが、
アーム部１７を２箇所に設ければ、良好な操作が実現できる。上述の実施形態では、シリ
ンジ型噴出器を噴霧器として説明したが、本発明に従えば、泡として噴出させ、または、
通常の液体として噴出させるなど、内容物を様々な形態で噴出させることができる。
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【産業上の利用可能性】
【００３０】
　本発明は、指掛け部を有するシリンジと、当該シリンジ内に押し込み可能なプランジャ
とを備える定量シリンジ型噴出器であれば、様々な形態のものに採用することができる。
内容物も、点鼻薬に限定されることなく、様々なものを採用することができる。
【符号の説明】
【００３１】
　１０　　点鼻薬噴霧器（シリンジ型噴出器）
　１１　　シリンジ
　１１ａ　胴部
　１１ｂ　肩部
　１１ｃ　先端部
　１１ｄ　指掛け部
　１１ｅ　後端
　１２　　プランジャ
　１３　　ピストン保持部
　１４　　プランジャ操作部
　１５　　弾性部
　１６　　支持部
　１７　　アーム部
　１７ａ　先端側アーム
　１７ａ1 屈曲部側の連結基部
　１７ｂ　後端側アーム
　１７ｂ1 屈曲部側の連結基部
　１８　　屈曲部
　１９　　摺動突起
　２０　　係止部
　２１　　連結部
　２２　　屈曲部
　２３　　ノズル
　２４　　噴霧チップ
　Ａ１　後端開口部
　Ａ２　空間貫通孔
　Ａ３　ノズル噴出孔
　Ｃ　　点鼻薬（内容物）
　Ｐ　　ピストン
　Ｒ　　充填空間
　Ｓ　　ストッパ
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