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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薬物送達デバイス（１）であって：
　遠位端および近位端を含むハウジング（４）と、
　薬物（１６）の少なくとも１回分の用量を含むように適合および配置されたカートリッ
ジ（３）、ならびにカートリッジ（３）内に可動配置され、該デバイス（１）の初期状態
でカートリッジ（３）に対して近位端の位置に配置される栓（５）と、
　薬物（１６）の用量を送達するためにカートリッジ（３）に対して遠位方向に栓（５）
を動かすように適合および配置されたピストン・ロッド（９）と、
　ハウジング（４）に対して可動である作動部材（１４）と、
　ハウジング（４）内に取り付けられるばね部材（１５）を備え、
　作動部材（１４）は、第１の位置と第２の位置との間を可動であり、第１の位置から第
２の位置へ変位される作動部材（１４）の運動は、ピストン・ロッド（９）に伝達され、
　ばね部材（１５）は、作動部材（１４）上へ力を及ぼして作動部材（１４）を第１の位
置から第２の位置へ動かし、それによって、用量送達動作が完了した後にピストン・ロッ
ド（９）が栓（５）に対して近位方向へ後退距離（Ｄ）だけ動かされるように動作可能な
機構を備え、ここで、初期状態で、ピストン・ロッド（９）の遠位端と栓（５）の近位端
との間の距離はゼロより大きく、初期状態のピストン・ロッド（９）と栓（５）との間の
距離は、後退距離（Ｄ）によって画成される、上記デバイス（１）。
【請求項２】
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　後退距離（Ｄ）は、初期状態のピストン・ロッド（９）の遠位端と栓（５）の近位端と
の間の距離以上である、
請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　作動部材（１４）は、第２の位置と、用量設定動作が完了した後に作動部材（１４）が
位置する第３の位置との間をさらに可動であり、第３の位置は、第２の位置よりハウジン
グ（４）に対して近位側へ配置される、
請求項１に記載のデバイス。
【請求項４】
　後退距離（Ｄ）は、０．１～１．０ｍｍの範囲内である、
請求項１～３のいずれか１項に記載のデバイス。
【請求項５】
　後退距離（Ｄ）は、ピストン・ロッド（９）が用量送達動作中に遠位側へ動かされる距
離より小さい、
請求項１～４のいずれか１項に記載のデバイス。
【請求項６】
　ピストン・ロッド（９）は、ピストン・ロッド（９）の軸方向の寸法を変動させること
ができるように構成される、
　請求項１～５のいずれか１項に記載のデバイス。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項に記載された薬物送達デバイス（１）を組み立てる方法で
あって：
　Ａ）薬物（１６）の少なくとも１回分の用量を保持するカートリッジ（３）を備え、カ
ートリッジ（３）内に栓（５）が可動配置されるカートリッジ・ユニットを準備する工程
と、
　Ｂ）ピストン・ロッド（９）と、起動状態から停止状態に切り替わるときにピストン・
ロッド（９）を後退距離（Ｄ）だけ動かすように構成される機構とを備えるとともに、前
記カートリッジ・ユニットに連結可能な駆動ユニットを準備する工程と、
　Ｃ）前記機構を起動状態に切り替える工程と、
　Ｄ）前記カートリッジ・ユニット上の所定の基準点に対する栓（５）の近位端の位置を
測定する工程と、
　Ｅ）前記駆動ユニット上の所定の基準点に対するピストン・ロッド（９）の遠位端の位
置を測定する工程と、
　Ｆ）工程Ｄ）および工程Ｅ）で実行した測定の結果から、カートリッジ・ホルダとハウ
ジング（４）とが連結されたときのピストン・ロッド（９）の遠位端と栓（５）の近位端
との相対的な位置を示す情報を導出する工程と、
　Ｇ）ピストン・ロッド（９）が後退距離（Ｄ）だけ変位されるように、前記機構を停止
状態にする工程と、
　Ｈ）前記機構が停止状態にされたときにピストン・ロッド（９）と栓（５）とが互いか
ら初期距離をあけて配置されるように、前記カートリッジ・ユニットと前記駆動ユニット
とを互いに連結する工程とを含む上記方法。
【請求項８】
　情報を導出する工程は、測定の結果から、前記カートリッジ・ユニットと前記駆動ユニ
ットとの連結に対する連結位置を、前記カートリッジ・ユニットが、連結位置の連結によ
って連結された場合に前記機構が停止状態にされるとピストン・ロッド（９）と栓（５）
が互いから初期距離をあけて配置されるように判定することを含む、
請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記連結は溶接である、
請求項７または請求項８に記載の方法。
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【請求項１０】
　情報を導出する工程は、測定の結果から、前記カートリッジ・ユニットおよび前記駆動
ユニット上に設けられた連結手段によって前記カートリッジ・ユニットと前記駆動ユニッ
トとが連結された場合の栓（５）の近位端とピストン・ロッド（９）の遠位端との相対的
な位置を判定することを含む、
請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　栓（５）の近位端とピストン・ロッド（９）の遠位端との相対的な位置が栓（５）の近
位端とピストン・ロッド（９）の遠位端との所定の相対的な位置に対応するかどうかを確
かめる工程をさらに含む、
請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　相対的な位置が所定の相対的な位置に対応しない場合、相対的な位置が所定の相対的な
位置に対応するようにピストン・ロッド（９）の軸方向の寸法を修正する、
請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　所定の相対的な位置は、デバイス（１）が組み立てられ、前記機構が起動されたとき、
栓（５）の近位端とピストン・ロッド（９）の遠位端との間の初期距離がゼロに等しく、
またはゼロよりわずかに大きくなるように選択される、
請求項１１または請求項１２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、薬物送達デバイス、および薬物送達デバイスを組み立てる方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　薬物送達デバイス内では、しばしば薬物の複数回分の用量を含むカートリッジ内の栓が
ピストン・ロッドによって変位される。それによって、薬物の１回分の用量がカートリッ
ジから排出される。
【０００３】
　薬物送達デバイスは、たとえば特許文献１に記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】ＷＯ２００８／０５８６６６Ａ１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本開示の目的は、改善された薬物送達デバイスの提供を容易にすることである。さらに
、本開示の目的は、改善された薬物送達デバイスを組み立てる方法を提供することである
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この目的は、独立請求項の主題によって達成することができる。有利な実施形態および
改良形態は、従属請求項の主題である。
【０００７】
　一態様は、薬物送達デバイスのためのアセンブリに関する。このアセンブリは、ハウジ
ングを備えることができる。ハウジングは、遠位端および近位端を含むことができる。ア
センブリは、カートリッジをさらに備えることができる。カートリッジは、薬物の少なく
とも１回分の用量、好ましくは薬物の複数回分の用量を含むように適合および配置するこ
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とができる。カートリッジ内には、栓を可動配置することができる。デバイスの初期状態
で、栓は、カートリッジに対して近位端の位置に配置することができる。カートリッジは
、初期状態で、完全に充填されているものとすることができ、たとえば、薬物はまだカー
トリッジから投薬されていない。デバイスの初期状態は、カートリッジからの薬物の第１
の用量を設定および投薬する前の状態とすることができる。初期状態は、製造業者から供
給されたままのデバイスの状態とすることができる。アセンブリは、ピストン・ロッドを
さらに備える。ピストン・ロッドは、薬物の用量を送達するためにカートリッジに対して
遠位方向に栓を動かすように適合および配置することができる。アセンブリは、機構を備
えることができる。前記機構は、特に用量送達動作が完了した後にピストン・ロッドが栓
に対して近位方向または栓から離れる方向へ後退距離だけ動かされ、好ましくは自動的に
動かされるように動作可能とすることができる。それによって、栓にかかるピストン・ロ
ッドの圧力を低減させることができる。初期状態で、ピストン・ロッドの遠位端と栓の近
位端との間の距離は、ゼロより大きくすることができる。初期状態のピストン・ロッドと
栓との間の距離は、後退距離によって画成することができる。
【０００８】
　この機構により、用量送達動作が完了した後、ピストン・ロッドは栓から後退距離をあ
けて確実に位置する。したがって、液滴を生じうる栓にかかる圧力を低減させることがで
き、またはさらに回避することができる。特に、変形した栓は、用量送達動作が完了した
後に近位方向に弛緩させることができる。このようにして、カートリッジからの薬物が誤
って無駄になりうる遠位方向の制御されていない栓の弛緩を回避することができる。
【０００９】
　この機構は、初期状態でピストン・ロッドと栓とが所定の初期距離だけ分離されるよう
にさらに構成することができる。所定の初期距離は、後退距離に等しくすることができ、
または後退距離より小さくすることができる。特に、機構は、初期状態のピストン・ロッ
ドと栓との間の所定の初期距離を、後退距離の値に依存する事前定義された初期値になる
ように画成することができる。事前定義された初期値は、０．１ｍｍ～１．０ｍｍの範囲
内とすることができる。事前定義された初期値は、たとえば０．２ｍｍとすることができ
る。デバイスからの第１の用量を設定および投薬する前に栓から所定の距離をあけてピス
トン・ロッドを配置するための使用者の調整またはプライミング工程を不要にすることが
できる。このようにして、不十分な服薬を防止することができる。特に、使用者が必要な
プライミング工程を飛ばして、代わりにプライミング体積を注射した場合、この結果、服
薬が著しく不十分になるはずである。プライミング工程を不要にすることによって、この
不十分な服薬を防止することができ、したがって用量の精度を増大させることができる。
さらに、これにより、経験の浅い使用者による誤った動作のリスクを低減させ、したがっ
て薬物の無駄を低減させるのに役立つことができる。また、すべての用量の前にプライミ
ング工程を実施する傾向のある一部の用心深すぎる使用者は、薬物の第１の用量を無駄に
するだけではなく、カートリッジを不必要に空にするはずであり、その結果、デバイスは
、必要な回数の用量を送達することができなくなる。プライミング工程を不要にすること
で、これらの問題をすべて回避するのに役立つことができる。
【００１０】
　ピストン・ロッドと栓との間に距離がある初期状態では、カートリッジは加圧されない
。したがって、カートリッジに針が取り付けられた場合、カートリッジ内の圧力のために
薬物の液滴が針から出てくることはない。一部の薬物は、使用者の皮膚に接触した場合、
使用者にとって有害なことがある。初期状態でピストン・ロッドと栓との間に距離をあけ
ることによって、液滴のために薬物に皮膚を露出させるリスクを低減させることができ、
またはさらに回避することができる。
【００１１】
　さらなる態様は、薬物送達デバイスを組み立てる方法に関する。このデバイスは、上述
のデバイスとすることができる。第１の工程で、カートリッジ・ユニットを設けることが
できる。カートリッジ・ユニットは、カートリッジ・ホルダを備えることができる。カー
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トリッジ・ユニットは、カートリッジを備えることができる。カートリッジは、カートリ
ッジ・ホルダ内で保持することができる。カートリッジは、薬物の少なくとも１回分の用
量、好ましくは薬物の複数回分の用量を保持することができる。カートリッジ内には、栓
を可動配置することができる。好ましくは、栓は、カートリッジに対して近位端の位置に
配置される。特に、カートリッジは、完全に充填された状態とすることができる。次の工
程で、駆動ユニットを設けることができる。駆動ユニットは、カートリッジ・ユニットに
解放可能または解放不能に連結可能とすることができる。駆動ユニットは、ピストン・ロ
ッドを備えることができる。駆動ユニットは、機構をさらに備えることができる。この機
構は、機構が起動状態から停止状態に切り替わるときにピストン・ロッドを後退距離だけ
動かすように構成することができる。次の工程で、機構を起動することができる。次の工
程で、特に機構が起動されたとき、カートリッジ・ユニット上の所定の基準点、たとえば
カートリッジが中に保持されるカートリッジ・ホルダ上のマークに対する栓の近位端の位
置を測定することができる。次の工程で、駆動ユニット上の所定の基準点、たとえばハウ
ジング上のマークに対するピストン・ロッドの遠位端の位置を測定することができる。次
の工程で、前の測定の結果から、ピストン・ロッドの遠位端と栓の近位端との相対的な位
置を示す情報を導出することができる。次の工程で、ピストン・ロッドが後退距離だけ変
位されるように、機構を停止状態にすることができる。次の工程で、機構が停止状態にさ
れたときにピストン・ロッドと栓とが互いから初期距離をあけて配置されるように、カー
トリッジ・ユニットと駆動ユニットとを互いに連結することができる。
【００１２】
　一実施形態では、情報を導出する工程は、測定の結果から、カートリッジ・ユニットと
駆動ユニットとの連結に対する連結位置を、これらのユニットが連結位置で連結された場
合に機構が停止状態にされるとピストン・ロッドと栓とが互いから初期距離をあけて配置
されるように判定することを含む。この場合、カートリッジ・ユニットと駆動ユニットと
は、溶接によって互いに連結可能とすることができる。それによって、カートリッジ・ユ
ニットと駆動ユニットとを互いに連結するための可変の相対的な位置に、カートリッジ・
ユニットと駆動ユニットとを入れることができる。特に、カートリッジ・ユニットと駆動
ユニットとはいずれも、カートリッジ・ユニットと駆動ユニットとを互いに連結するため
のそれぞれのユニットに対する固定の位置を有する連結手段を備えなくてもよい。
【００１３】
　さらなる実施形態によれば、情報を導出する工程は、測定の結果から、カートリッジ・
ユニットおよび駆動ユニット上に設けられた連結手段によってカートリッジ・ユニットと
駆動ユニットとが連結された場合の栓の近位端とピストン・ロッドの遠位端との相対的な
位置を判定することを含む。この実施形態では、カートリッジ・ユニットと駆動ユニット
とは、スナップ嵌め連結またはねじ山によって互いに連結可能とすることができる。この
場合、カートリッジ・ユニットと駆動ユニットとは各々、カートリッジ・ユニットを駆動
ユニットに連結するためのそれぞれのユニットに対する固定の位置を有する連結手段を備
えることができる。カートリッジ・ユニットの連結手段は、たとえばピンを含むことがで
きる。駆動ユニットの連結手段は、たとえば凹みを含むことができる。別法として、カー
トリッジ・ユニットと駆動ユニットとの間にスナップ嵌め連結を確立するために、カート
リッジ・ユニットは凹みを備えることができ、駆動ユニットはピンを備えることができる
。別法として、カートリッジ・ユニットはねじ山を備えることができ、駆動ユニットは相
手側のねじ山を備えることができる。
【００１４】
　前述の機構は、機構が起動状態にあり、デバイスが完全に組み立てられたとき、ピスト
ン・ロッドの遠位端がピストンの近位端に当接するように、または近位端に対して距離を
あけて配置されるように構成することができる。この機構は、機構が起動状態にあるとき
、ピストン・ロッドによって栓が変形もしくは圧縮されないように、または栓がほんのわ
ずかしか圧縮されないように構成することができる。機構は、液滴の生成を防止するため
に、機構が起動状態にあるとき、栓とピストン・ロッドとの相互の当接を、ピストン・ロ
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ッドが実質的な圧力または推力をまだ栓に印加しないような当接とすることができるよう
に構成することができる。液滴は、カートリッジ内の薬物が加圧され、針ユニットがカー
トリッジ・ユニットに連結され、それによってカートリッジ・ユニットと環境との間に流
動的連通が確立された場合に生じることがある。
【００１５】
　機構が起動状態にあるとき、たとえばすべての構成要素がハウジングに対して遠位側へ
押されるため、駆動ユニットの要素間の遊びを最小まで低減させることができる。したが
って、測定中にすべての構成要素が明確に画成または付勢された位置を含むため、測定は
信頼性が非常に高くなる。したがって、組立てが完了した後の構成要素の相対的な位置も
また、明確に画成される。さらに、組立てプロセス中にピストン・ロッドと栓との間の初
期距離を非常に精密に調整できるため、使用者が動作させるプライミング工程を不要にす
ることができる。
【００１６】
　デバイスが完全に組み立てられて初期状態にあり、機構が停止状態にあるときは、ピス
トン・ロッドと栓との間に当接がなくてもよい。特に、栓とピストン・ロッドとは、互い
から所定の初期距離をあけて配置することができる。所定の初期距離は、後退距離以下に
することができる。所定の初期距離をあけてピストン・ロッドを配置することによって、
栓とピストン・ロッドとが互いに対して所定の位置に確実に位置するようにし、したがっ
て第１の用量の設定および後の用量の投薬工程で、事前定義された量の薬物が確実に投薬
されるようにするために使用者が実行するプライミング工程を不要にすることができる。
デバイスの用量の精度を増大させることができる。
【００１７】
　好ましい実施形態によれば：
　－　遠位端および近位端を含むハウジングと、
　－　薬物の少なくとも１回分の用量を含むように適合および配置されたカートリッジ、
ならびにカートリッジ内に可動配置され、デバイスの初期状態でカートリッジに対して近
位端の位置に配置される栓と、
　－　薬物の用量を送達するためにカートリッジに対して遠位方向に栓を動かすように適
合および配置されたピストン・ロッドと
　を備える薬物送達デバイスが提供される。
【００１８】
　デバイスは、用量送達動作が完了した後にピストン・ロッドが栓に対して近位方向へ後
退距離だけ動かされるように動作可能な機構をさらに備え、初期状態で、ピストン・ロッ
ドの遠位端と栓の近位端との間の距離はゼロより大きく、初期状態のピストン・ロッドと
栓との間の距離は後退距離によって画成される。
【００１９】
　好ましい実施形態によれば、薬物送達デバイスを組み立てる方法が提供され、この方法
は：
　Ａ）薬物の少なくとも１回分の用量を保持するカートリッジを備え、カートリッジ内に
栓が可動配置されるカートリッジ・ユニットを設ける工程と、
　Ｂ）カートリッジ・ユニットに連結可能であり、ピストン・ロッドおよび機構を備える
駆動ユニットを設ける工程であって、ここで、機構は、機構が起動状態から停止状態に切
り替わるときにピストン・ロッドを後退距離だけ動かすように構成される、上記設ける工
程と、
　Ｃ）機構を起動する工程と、
　Ｄ）カートリッジ・ユニット上の所定の基準点に対する栓の近位端の位置を測定する工
程と、
　Ｅ）駆動ユニット上の所定の基準点に対するピストン・ロッドの遠位端の位置を測定す
る工程と、
　Ｆ）工程Ｄ）および工程Ｅ）で実行した測定の結果から、ピストン・ロッドの遠位端と
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栓の近位端との相対的な位置を示す情報を導出する工程と、
　Ｇ）ピストン・ロッドが後退距離だけ変位されるように、機構を停止状態にする工程と
、
　Ｈ）機構が停止状態にされたときにピストン・ロッドと栓とが互いから初期距離をあけ
て配置されるように、カートリッジ・ユニットと駆動ユニットとを互いに連結する工程と
を含む。
【００２０】
　起動された機構を用いることによって、デバイスの可動の構成要素間の遊びを取り除く
ことができる。したがって、非常に信頼性の高い測定を有効にすることができ、その結果
、使用者が実施しなければならないプライミング工程のない用量の精度が高いデバイスが
得られる。
【００２１】
　当然ながら、異なる態様および実施形態に関連して上述した特徴は、互いに組み合わせ
ることができ、また後述する特徴と組み合わせることができる。
【００２２】
　さらなる特徴および改良形態は、添付の図と併せて例示的な実施形態の以下の説明から
明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】薬物送達デバイスの概略的な断面側面図である。
【図２】用量設定動作が実行された後の図１の薬物送達デバイスの概略的な断面側面図で
ある。
【図３】組立て中の図１の薬物送達デバイスの概略的な断面側面図である。
【図４】組立てが完了した後の図３の薬物送達デバイスの概略図である。
【図５】図４の薬物送達デバイスを組み立てた概略的な斜視側面図である。
【図６】Ａ～Ｃは、異なる動作状態にある図１の薬物送達デバイスの部材の概略的な断面
側面図である。
【図７Ａ】図１の薬物送達デバイスの部材の概略的な斜視側面図である。
【図７Ｂ】図１の薬物送達デバイスの部材の概略的な斜視側面図である。
【図７Ｃ】図７Ａおよび図７Ｂに示す薬物送達デバイスの部材の概略的な断面側面図であ
る。
【図７Ｄ】図７Ａ～７Ｃに示す薬物送達デバイスの部材の概略的な底面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　これらの図では、同様の要素、同じ種類の要素、および同一の働きをする要素に同じ参
照番号を提供することができる。
【００２５】
　図１および図２に、薬物送達デバイス１を示す。薬物送達デバイス１は、ハウジング４
を備える。薬物送達デバイス１およびハウジング４は、遠位端および近位端を有する。遠
位端を矢印１７で示す。近位端を矢印１８で示す。「遠位端」という用語は、薬物送達デ
バイス１またはその構成要素のうち、薬物送達デバイス１の投薬端の最も近くに配置され
、または配置されるべき端を指す。「近位端」という用語は、デバイス１またはその構成
要素のうち、デバイス１の投薬端から最も遠くに配置され、または配置されるべき端を指
す。遠位端と近位端とは、軸の方向に互いから隔置される。軸は、デバイス１の長手方向
軸とすることができる。
【００２６】
　薬物送達デバイス１は、カートリッジ・ホルダ２を備える。薬物送達デバイス１は、カ
ートリッジ３を備える。カートリッジ３は、カートリッジ・ホルダ２内に保持される。カ
ートリッジ・ホルダ２は、カートリッジ３の位置を機械的に安定させる。カートリッジ・
ホルダ２は、たとえばねじ係合、溶接、またはスナップ嵌めによって、ハウジング４に連
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結可能である。カートリッジ・ホルダ２とハウジング４とは、解放不能に互いに連結され
る。たとえばデバイス１が使用されていないとき、デバイス１、特にカートリッジ・ホル
ダ２またはカートリッジ３を環境の影響から保護するために、薬物送達デバイス１にキャ
ップ６を固定することができる。
【００２７】
　カートリッジ３は、薬物１６、好ましくは薬物１６の複数回分の用量を含む。本明細書
で使用する用語「薬物」は、少なくとも１つの薬学的に活性な化合物を含む医薬製剤を意
味し、
　ここで、一実施形態において、薬学的に活性な化合物は、最大１５００Ｄａまでの分子
量を有し、および／または、ペプチド、タンパク質、多糖類、ワクチン、ＤＮＡ、ＲＮＡ
、酵素、抗体もしくはそのフラグメント、ホルモンもしくはオリゴヌクレオチド、または
上述の薬学的に活性な化合物の混合物であり、
　ここで、さらなる実施形態において、薬学的に活性な化合物は、糖尿病、または糖尿病
性網膜症などの糖尿病関連の合併症、深部静脈血栓塞栓症または肺血栓塞栓症などの血栓
塞栓症、急性冠症候群（ＡＣＳ）、狭心症、心筋梗塞、がん、黄斑変性症、炎症、枯草熱
、アテローム性動脈硬化症および／または関節リウマチの処置および／または予防に有用
であり、
　ここで、さらなる実施形態において、薬学的に活性な化合物は、糖尿病または糖尿病性
網膜症などの糖尿病に関連する合併症の処置および／または予防のための少なくとも１つ
のペプチドを含み、
　ここで、さらなる実施形態において、薬学的に活性な化合物は、少なくとも１つのヒト
インスリンもしくはヒトインスリン類似体もしくは誘導体、グルカゴン様ペプチド（ＧＬ
Ｐ－１）もしくはその類似体もしくは誘導体、またはエキセンジン－３もしくはエキセン
ジン－４もしくはエキセンジン－３もしくはエキセンジン－４の類似体もしくは誘導体を
含む。
【００２８】
　インスリン類似体は、たとえば、Ｇｌｙ（Ａ２１），Ａｒｇ（Ｂ３１），Ａｒｇ（Ｂ３
２）ヒトインスリン；Ｌｙｓ（Ｂ３），Ｇｌｕ（Ｂ２９）ヒトインスリン；Ｌｙｓ（Ｂ２
８），Ｐｒｏ（Ｂ２９）ヒトインスリン；Ａｓｐ（Ｂ２８）ヒトインスリン；Ｂ２８位に
おけるプロリンがＡｓｐ、Ｌｙｓ、Ｌｅｕ、Ｖａｌ、またはＡｌａで置き換えられており
、Ｂ２９位において、ＬｙｓがＰｒｏで置き換えられていてもよいヒトインスリン；Ａｌ
ａ（Ｂ２６）ヒトインスリン；Ｄｅｓ（Ｂ２８－Ｂ３０）ヒトインスリン；Ｄｅｓ（Ｂ２
７）ヒトインスリン、およびＤｅｓ（Ｂ３０）ヒトインスリンである。
【００２９】
　インスリン誘導体は、たとえば、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ＬｙｓＢ２８ＰｒｏＢ２９ヒトインスリン；Ｂ２８－Ｎ－パルミトイル－Ｌ
ｙｓＢ２８ＰｒｏＢ２９ヒトインスリン；Ｂ３０－Ｎ－ミリストイル－ＴｈｒＢ２９Ｌｙ
ｓＢ３０ヒトインスリン；Ｂ３０－Ｎ－パルミトイル－ＴｈｒＢ２９ＬｙｓＢ３０ヒトイ
ンスリン；Ｂ２９－Ｎ－（Ｎ－パルミトイル－Ｙ－グルタミル）－ｄｅｓ（Ｂ３０）ヒト
インスリン；Ｂ２９－Ｎ－（Ｎ－リトコリル－Ｙ－グルタミル）－ｄｅｓ（Ｂ３０）ヒト
インスリン；Ｂ２９－Ｎ－（ω－カルボキシヘプタデカノイル）－ｄｅｓ（Ｂ３０）ヒト
インスリン、および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。
【００３０】
　エキセンジン－４は、たとえば、Ｈ－Ｈｉｓ－Ｇｌｙ－Ｇｌｕ－Ｇｌｙ－Ｔｈｒ－Ｐｈ
ｅ－Ｔｈｒ－Ｓｅｒ－Ａｓｐ－Ｌｅｕ－Ｓｅｒ－Ｌｙｓ－Ｇｌｎ－Ｍｅｔ－Ｇｌｕ－Ｇｌ
ｕ－Ｇｌｕ－Ａｌａ－Ｖａｌ－Ａｒｇ－Ｌｅｕ－Ｐｈｅ－Ｉｌｅ－Ｇｌｕ－Ｔｒｐ－Ｌｅ
ｕ－Ｌｙｓ－Ａｓｎ－Ｇｌｙ－Ｇｌｙ－Ｐｒｏ－Ｓｅｒ－Ｓｅｒ－Ｇｌｙ－Ａｌａ－Ｐｒ
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ｏ－Ｐｒｏ－Ｐｒｏ－Ｓｅｒ－ＮＨ２配列のペプチドであるエキセンジン－４（１－３９
）を意味する。
【００３１】
　エキセンジン－４誘導体は、たとえば、以下のリストの化合物：
　Ｈ－（Ｌｙｓ）４－ｄｅｓＰｒｏ３６，ｄｅｓＰｒｏ３７エキセンジン－４（１－３９
）－ＮＨ２、
　Ｈ－（Ｌｙｓ）５－ｄｅｓＰｒｏ３６，ｄｅｓＰｒｏ３７エキセンジン－４（１－３９
）－ＮＨ２、
　ｄｅｓＰｒｏ３６エキセンジン－４（１－３９）、
　ｄｅｓＰｒｏ３６［Ａｓｐ２８］エキセンジン－４（１－３９）、
　ｄｅｓＰｒｏ３６［ＩｓｏＡｓｐ２８］エキセンジン－４（１－３９）、
　ｄｅｓＰｒｏ３６［Ｍｅｔ（Ｏ）１４，Ａｓｐ２８］エキセンジン－４（１－３９）、
　ｄｅｓＰｒｏ３６［Ｍｅｔ（Ｏ）１４，ＩｓｏＡｓｐ２８］エキセンジン－（１－３９
）、
　ｄｅｓＰｒｏ３６［Ｔｒｐ（Ｏ２）２５，Ａｓｐ２８］エキセンジン－４（１－３９）
、
　ｄｅｓＰｒｏ３６［Ｔｒｐ（Ｏ２）２５，ＩｓｏＡｓｐ２８］エキセンジン－４（１－
３９）、
　ｄｅｓＰｒｏ３６［Ｍｅｔ（Ｏ）１４，Ｔｒｐ（Ｏ２）２５，Ａｓｐ２８］エキセンジ
ン－４（１－３９）、
　ｄｅｓＰｒｏ３６［Ｍｅｔ（Ｏ）１４Ｔｒｐ（Ｏ２）２５，ＩｓｏＡｓｐ２８］エキセ
ンジン－４（１－３９）；または
　ｄｅｓＰｒｏ３６［Ａｓｐ２８］エキセンジン－４（１－３９）、
　ｄｅｓＰｒｏ３６［ＩｓｏＡｓｐ２８］エキセンジン－４（１－３９）、
　ｄｅｓＰｒｏ３６［Ｍｅｔ（Ｏ）１４，Ａｓｐ２８］エキセンジン－４（１－３９）、
　ｄｅｓＰｒｏ３６［Ｍｅｔ（Ｏ）１４，ＩｓｏＡｓｐ２８］エキセンジン－（１－３９
）、
　ｄｅｓＰｒｏ３６［Ｔｒｐ（Ｏ２）２５，Ａｓｐ２８］エキセンジン－４（１－３９）
、
　ｄｅｓＰｒｏ３６［Ｔｒｐ（Ｏ２）２５，ＩｓｏＡｓｐ２８］エキセンジン－４（１－
３９）、
　ｄｅｓＰｒｏ３６［Ｍｅｔ（Ｏ）１４，Ｔｒｐ（Ｏ２）２５，Ａｓｐ２８］エキセンジ
ン－４（１－３９）、
　ｄｅｓＰｒｏ３６［Ｍｅｔ（Ｏ）１４，Ｔｒｐ（Ｏ２）２５，ＩｓｏＡｓｐ２８］エキ
センジン－４（１－３９）、
（ここで、基－Ｌｙｓ６－ＮＨ２が、エキセンジン－４誘導体のＣ－末端に結合していて
もよい）；
【００３２】
　または、以下の配列のエキセンジン－４誘導体：
　ｄｅｓＰｒｏ３６エキセンジン－４（１－３９）－Ｌｙｓ６－ＮＨ２（ＡＶＥ００１０
）、
　Ｈ－（Ｌｙｓ）６－ｄｅｓＰｒｏ３６［Ａｓｐ２８］エキセンジン－４（１－３９）－
Ｌｙｓ６－ＮＨ２、
　ｄｅｓＡｓｐ２８Ｐｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８エキセンジン－４（１－３９）
－ＮＨ２、
　Ｈ－（Ｌｙｓ）６－ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３８［Ａｓｐ２８］エキセンジン－４（
１－３９）－ＮＨ２、
　Ｈ－Ａｓｎ－（Ｇｌｕ）５ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ａｓｐ２８］
エキセンジン－４（１－３９）－ＮＨ２、
　ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ａｓｐ２８］エキセンジン－４（１－３
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９）－（Ｌｙｓ）６－ＮＨ２、
　Ｈ－（Ｌｙｓ）６－ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ａｓｐ２８］エキセ
ンジン－４（１－３９）－（Ｌｙｓ）６－ＮＨ２、
　Ｈ－Ａｓｎ－（Ｇｌｕ）５－ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ａｓｐ２８
］エキセンジン－４（１－３９）－（Ｌｙｓ）６－ＮＨ２、
　Ｈ－（Ｌｙｓ）６－ｄｅｓＰｒｏ３６［Ｔｒｐ（Ｏ２）２５，Ａｓｐ２８］エキセンジ
ン－４（１－３９）－Ｌｙｓ６－ＮＨ２、
　Ｈ－ｄｅｓＡｓｐ２８Ｐｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｔｒｐ（Ｏ２）２５］エ
キセンジン－４（１－３９）－ＮＨ２、
　Ｈ－（Ｌｙｓ）６－ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｔｒｐ（Ｏ２）２５
，Ａｓｐ２８］エキセンジン－４（１－３９）－ＮＨ２、
　Ｈ－Ａｓｎ－（Ｇｌｕ）５－ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｔｒｐ（Ｏ
２）２５，Ａｓｐ２８］エキセンジン－４（１－３９）－ＮＨ２、
　ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｔｒｐ（Ｏ２）２５，Ａｓｐ２８］エキ
センジン－４（１－３９）－（Ｌｙｓ）６－ＮＨ２、
　Ｈ－（Ｌｙｓ）６－ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｔｒｐ（Ｏ２）２５
，Ａｓｐ２８］エキセンジン－４（１－３９）－（Ｌｙｓ）６－ＮＨ２、
　Ｈ－Ａｓｎ－（Ｇｌｕ）５－ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｔｒｐ（Ｏ
２）２５，Ａｓｐ２８］エキセンジン－４（１－３９）－（Ｌｙｓ）６－ＮＨ２、
　Ｈ－（Ｌｙｓ）６－ｄｅｓＰｒｏ３６［Ｍｅｔ（Ｏ）１４，Ａｓｐ２８］エキセンジン
－４（１－３９）－Ｌｙｓ６－ＮＨ２、
　ｄｅｓＭｅｔ（Ｏ）１４，Ａｓｐ２８Ｐｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８エキセンジ
ン－４（１－３９）－ＮＨ２、
　Ｈ－（Ｌｙｓ）６－ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｍｅｔ（Ｏ）１４，
Ａｓｐ２８］エキセンジン－４（１－３９）－ＮＨ２、
　Ｈ－Ａｓｎ－（Ｇｌｕ）５－ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｍｅｔ（Ｏ
）１４，Ａｓｐ２８］エキセンジン－４（１－３９）－ＮＨ２；
　ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｍｅｔ（Ｏ）１４，Ａｓｐ２８］エキセ
ンジン－４（１－３９）－（Ｌｙｓ）６－ＮＨ２、
　Ｈ－（Ｌｙｓ）６－ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｍｅｔ（Ｏ）１４，
Ａｓｐ２８］エキセンジン－４（１－３９）－（Ｌｙｓ）６－ＮＨ２、
　Ｈ－Ａｓｎ－（Ｇｌｕ）５ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｍｅｔ（Ｏ）
１４，Ａｓｐ２８］エキセンジン－４（１－３９）－（Ｌｙｓ）６－ＮＨ２、
　Ｈ－Ｌｙｓ６－ｄｅｓＰｒｏ３６［Ｍｅｔ（Ｏ）１４，Ｔｒｐ（Ｏ２）２５，Ａｓｐ２
８］エキセンジン－４（１－３９）－Ｌｙｓ６－ＮＨ２、
　Ｈ－ｄｅｓＡｓｐ２８，Ｐｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｍｅｔ（Ｏ）１４，Ｔ
ｒｐ（Ｏ２）２５］エキセンジン－４（１－３９）－ＮＨ２、
　Ｈ－（Ｌｙｓ）６－ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｍｅｔ（Ｏ）１４，
Ａｓｐ２８］エキセンジン－４（１－３９）－ＮＨ２、
　Ｈ－Ａｓｎ－（Ｇｌｕ）５－ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｍｅｔ（Ｏ
）１４，Ｔｒｐ（Ｏ２）２５，Ａｓｐ２８］エキセンジン－４（１－３９）－ＮＨ２、
　ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｍｅｔ（Ｏ）１４，Ｔｒｐ（Ｏ２）２５
，Ａｓｐ２８］エキセンジン－４（１－３９）－（Ｌｙｓ）６－ＮＨ２、
　Ｈ－（Ｌｙｓ）６－ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｍｅｔ（Ｏ）１４，
Ｔｒｐ（Ｏ２）２５，Ａｓｐ２８］エキセンジン－４（Ｓ１－３９）－（Ｌｙｓ）６－Ｎ
Ｈ２、
　Ｈ－Ａｓｎ－（Ｇｌｕ）５－ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｍｅｔ（Ｏ
）１４，Ｔｒｐ（Ｏ２）２５，Ａｓｐ２８］エキセンジン－４（１－３９）－（Ｌｙｓ）
６－ＮＨ２；
または前述のいずれか１つのエキセンジン－４誘導体の薬学的に許容される塩もしくは溶
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媒和化合物
から選択される。
【００３３】
　ホルモンは、たとえば、ゴナドトロピン（フォリトロピン、ルトロピン、コリオゴナド
トロピン、メノトロピン）、ソマトロピン（ソマトロピン）、デスモプレシン、テルリプ
レシン、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、
ゴセレリンなどの、Ｒｏｔｅ　Ｌｉｓｔｅ、２００８年版、５０章に列挙されている脳下
垂体ホルモンまたは視床下部ホルモンまたは調節性活性ペプチドおよびそれらのアンタゴ
ニストである。
【００３４】
　多糖類としては、たとえば、グルコサミノグリカン、ヒアルロン酸、ヘパリン、低分子
量ヘパリン、もしくは超低分子量ヘパリン、またはそれらの誘導体、または上述の多糖類
の硫酸化形態、たとえば、ポリ硫酸化形態、および／または、薬学的に許容されるそれら
の塩がある。ポリ硫酸化低分子量ヘパリンの薬学的に許容される塩の例としては、エノキ
サパリンナトリウムがある。
【００３５】
　抗体は、基本構造を共有する免疫グロブリンとしても知られている球状血漿タンパク質
（約１５０ｋＤａ）である。これらは、アミノ酸残基に付加された糖鎖を有するので、糖
タンパク質である。各アンチハウジングの基本的な機能単位は免疫グロブリン（Ｉｇ）単
量体（１つのＩｇ単位のみを含む）であり、分泌型抗体はまた、ＩｇＡなどの２つのＩｇ
単位を有する二量体、硬骨魚のＩｇＭのような４つのＩｇ単位を有する四量体、または哺
乳動物のＩｇＭのように５つのＩｇ単位を有する五量体でもあり得る。
【００３６】
　Ｉｇ単量体は、４つのポリペプチド鎖、すなわち、システイン残基間のジスルフィド結
合によって結合された２つの同一の重鎖および２本の同一の軽鎖から構成される「Ｙ」字
型の分子である。それぞれの重鎖は約４４０アミノ酸長であり、それぞれの軽鎖は約２２
０アミノ酸長である。重鎖および軽鎖はそれぞれ、これらの折り畳み構造を安定化させる
鎖内ジスルフィド結合を含む。それぞれの鎖は、Ｉｇドメインと呼ばれる構造ドメインか
ら構成される。これらのドメインは約７０～１１０個のアミノ酸を含み、そのサイズおよ
び機能に基づいて異なるカテゴリー（たとえば、可変すなわちＶ、および定常すなわちＣ
）に分類される。これらは、２つのβシートが、保存されたシステインと他の荷電アミノ
酸との間の相互作用によって一緒に保持される「サンドイッチ」形状を作り出す特徴的な
免疫グロブリン折り畳み構造を有する。
【００３７】
　α、δ、ε、γおよびμで表される５種類の哺乳類Ｉｇ重鎖が存在する。存在する重鎖
の種類によりアンチハウジングのアイソタイプが定義され、これらの鎖はそれぞれ、Ｉｇ
Ａ、ＩｇＤ、ＩｇＥ、ＩｇＧおよびＩｇＭ抗体中に見出される。
【００３８】
　異なる重鎖はサイズおよび組成が異なり、αおよびγは約４５０個のアミノ酸を含み、
δは約５００個のアミノ酸を含み、μおよびεは約５５０個のアミノ酸を有する。各重鎖
は、２つの領域、すなわち定常領域（ＣＨ）と可変領域（ＶＨ）を有する。１つの種にお
いて、定常領域は、同じアイソタイプのすべての抗体で本質的に同一であるが、異なるア
イソタイプの抗体では異なる。重鎖γ、α、およびδは、３つのタンデム型のＩｇドメイ
ンと、可撓性を加えるためのヒンジ領域とから構成される定常領域を有し、重鎖μおよび
εは、４つの免疫グロブリン・ドメインから構成される定常領域を有する。重鎖の可変領
域は、異なるＢ細胞によって産生された抗体では異なるが、単一Ｂ細胞またはＢ細胞クロ
ーンによって産生された抗体すべてについては同じである。各重鎖の可変領域は、約１１
０アミノ酸長であり、単一のＩｇドメインから構成される。
【００３９】
　哺乳類では、λおよびкで表される２種類の免疫グロブリン軽鎖がある。軽鎖は２つの
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連続するドメイン、すなわち１つの定常ドメイン（ＣＬ）および１つの可変ドメイン（Ｖ
Ｌ）を有する。軽鎖のおおよその長さは、２１１～２１７個のアミノ酸である。各アンチ
ハウジングは、常に同一である２本の軽鎖を有し、哺乳類の各アンチハウジングにつき、
軽鎖кまたはλの１つのタイプのみが存在する。
【００４０】
　すべての抗体の一般的な構造は非常に類似しているが、所与のアンチハウジングの固有
の特性は、上記で詳述したように、可変（Ｖ）領域によって決定される。より具体的には
、各軽鎖（ＶＬ）について３つおよび重鎖（ＨＶ）に３つの可変ループが、抗原との結合
、すなわちその抗原特異性に関与する。これらのループは、相補性決定領域（ＣＤＲ）と
呼ばれる。ＶＨドメインおよびＶＬドメインの両方からのＣＤＲが抗原結合部位に寄与す
るので、最終的な抗原特異性を決定するのは重鎖と軽鎖の組合せであり、どちらか単独で
はない。
【００４１】
　「アンチハウジングフラグメント」は、上記で定義した少なくとも１つの抗原結合フラ
グメントを含み、そのフラグメントが由来する完全アンチハウジングと本質的に同じ機能
および特異性を示す。パパインによる限定的なタンパク質消化は、Ｉｇプロトタイプを３
つのフラグメントに切断する。１つの完全なＬ鎖および約半分のＨ鎖をそれぞれが含む２
つの同一のアミノ末端フラグメントが、抗原結合フラグメント（Ｆａｂ）である。サイズ
が同等であるが、鎖間ジスルフィド結合を有する両方の重鎖の半分の位置でカルボキシル
末端を含む第３のフラグメントは、結晶可能なフラグメント（Ｆｃ）である。Ｆｃは、炭
水化物、相補結合部位、およびＦｃＲ結合部位を含む。限定的なペプシン消化により、Ｆ
ａｂ片とＨ－Ｈ鎖間ジスルフィド結合を含むヒンジ領域の両方を含む単一のＦ（ａｂ’）
２フラグメントが得られる。Ｆ（ａｂ’）２は、抗原結合に対して二価である。Ｆ（ａｂ
’）２のジスルフィド結合は、Ｆａｂ’を得るために切断することができる。さらに、重
鎖および軽鎖の可変領域は、縮合して単鎖可変フラグメント（ｓｃＦｖ）を形成すること
もできる。
【００４２】
　薬学的に許容される塩は、たとえば、酸付加塩および塩基性塩である。酸付加塩として
は、たとえば、ＨＣｌまたはＨＢｒ塩がある。塩基性塩は、たとえば、アルカリまたはア
ルカリ土類金属、たとえば、Ｎａ＋、またはＫ＋、またはＣａ２＋から選択されるカチオ
ン、または、アンモニウムイオンＮ＋（Ｒ１）（Ｒ２）（Ｒ３）（Ｒ４）（式中、Ｒ１～
Ｒ４は互いに独立に：水素、場合により置換されたＣ１～Ｃ６アルキル基、場合により置
換されたＣ２～Ｃ６アルケニル基、場合により置換されたＣ６～Ｃ１０アリール基、また
は場合により置換されたＣ６～Ｃ１０ヘテロアリール基を意味する）を有する塩である。
薬学的に許容される塩のさらなる例は、「Ｒｅｍｉｎｇｔｏｎ’ｓ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕ
ｔｉｃａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ」１７版、Ａｌｆｏｎｓｏ　Ｒ．Ｇｅｎｎａｒｏ（編）、
Ｍａｒｋ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　Ｃｏｍｐａｎｙ、Ｅａｓｔｏｎ、Ｐａ．、Ｕ．Ｓ．Ａ
．、１９８５およびＥｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙに記載されている。
【００４３】
　薬学的に許容される溶媒和物は、たとえば、水和物である。
【００４４】
　カートリッジ３内では、栓５が摺動可能に保持される。栓５は、カートリッジ３を近位
側へ封止する。栓５がカートリッジ３に対して遠位方向に動くことで、カートリッジ３か
ら薬物１６が投薬される。デバイス１の初期状態、すなわち第１の用量を設定および投薬
する前に製造業者から供給されたままの状態で、栓５は、カートリッジ３に対して近位端
の位置に配置される。カートリッジ３は、初期状態で、完全に充填されているものとする
ことができ、たとえば、薬物１６はまだカートリッジ３から投薬されていない。
【００４５】
　薬物送達デバイス１は、ペン型のデバイス、特にペン型の注射器とすることができる。
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デバイス１は、薬物１６の固定の用量、すなわち使用者によって変動させることができな
い用量を投薬するように構成されることが好ましい。デバイス１は再利用可能なデバイス
であり、これは、特にリセット動作中、カートリッジ３を交換カートリッジに置き換える
ことができ、それによって交換カートリッジから複数回分の用量を投薬できることを意味
する。別法として、デバイス１は、使い捨てのデバイス１とすることができ、これは、カ
ートリッジ３はカートリッジ・ホルダ２に解放不能に連結されることを意味する。
【００４６】
　デバイス１は、駆動機構７Ａ、７Ｂ、１３、１４を備える。駆動機構は、薬物１６の用
量を設定および投薬するために使用される。駆動機構の詳細は、前述の特許文献１を参照
されたい。
【００４７】
　デバイス１は、ピストン・ロッド９を備える。ピストン・ロッド９は、デバイス１のハ
ウジング４を通って動作するように構成される。
【００４８】
　デバイス１の一実施形態（図１、図２、および図７Ａ～７Ｄ参照）では、ピストン・ロ
ッド９の長さを変動させることができる。これは、調整部材１０を用いることによって達
成することができる。調整部材１０は、ピストン・ロッド９の一部とすることができる。
調整部材１０は、ピストン・ロッド９上に変位可能に配置することができる。調整部材１
０は、ピストン・ロッド９の遠位端に配置することができる。調整部材１０は、ピストン
・ロッド９に連結することができ、デバイス１の最終の組立て前にピストン・ロッド９の
長さを拡大または低減させるために、好ましくはピストン・ロッドの長手方向軸に沿って
、たとえば軸方向に、ピストン・ロッド９に対して変位させることができる。これについ
ては、より詳細に後に説明する。代替実施形態では、ピストン・ロッド９の長さは固定で
ある（図５の実施形態参照）。
【００４９】
　ピストン・ロッド９の長さが可変である実施形態では、調整部材１０は、ピストン・ロ
ッド９の遠位端部に相互に連結され、栓５の方を向く。したがって、少なくとも１つの調
整部材１０は、ピストン・ロッド９と栓５との間に配置されるべきである。したがって、
調整部材１０は、たとえば製造および／または組立て公差のために起こりうるピストン・
ロッド９と栓５との相互の距離および／または相対的な位置の変動を補償するための一種
のインターフェース部材として働く。ピストン・ロッド９は、少なくとも１つのインター
ロック手段をさらに備えることができる。インターロック手段は、調整部材１０および／
またはピストン・ロッド９と相互作用して、調整部材１０とピストン・ロッド９とを互い
に任意の相対的な位置で定位置に相互にロックするように適合される。特に、ピストン・
ロッド９に対する調整部材１０の軸方向の位置は、好ましくは前記製造および組立て公差
を除去するように、連続して修正することができる。調整部材１０がピストン・ロッド９
に対して公差除去構成で位置した後、ピストン・ロッド９に対する調整部材１０の相対的
な位置は、少なくとも１つのインターロック手段を用いることによって、恒久的または解
放可能にロックすることができる。公差除去手順中、たとえば後述する組立てプロセス中
、調整部材１０とピストン・ロッド９とは、互いに対して相互に変位可能である。言い換
えれば、調整部材１０とピストン・ロッド９とは、軸方向に嵌め込み式にシフト可能とす
ることができる。公差除去構成が達成された後、調整部材１０とピストン・ロッド９とは
、栓５を遠位方向に変位させるのに必要なそれぞれの推力または力をピストン・ロッド９
が栓５に伝達することが有効になるように、相互にインターロックすることができる。ピ
ストン・ロッド９と、ピストン・ロッド９に変位可能に取り付けられまたは連結された調
整部材１０とを有することによって、特に公差を除去する目的で、ピストン・ロッド９の
全体的な軸方向の寸法および延長が可変になる。
【００５０】
　別の好ましい実施形態（図７Ａ～７Ｃ参照）では、調整部材１０とピストン・ロッド９
とは、ピストン・ロッド９と調整部材１０とを互いに対して軸方向に変位させるようにね
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じで係合される。調整部材１０とピストン・ロッドと９は、調整部材の内側のねじ山２３
（図７Ｃ参照）とピストン・ロッドの外側のねじ山１２（図７Ａおよび図７Ｃ参照）との
機械的な協調によって、ねじで係合される。ねじ山は、自動ロック式であることが好まし
い。調整部材１０とピストン・ロッド９とのねじ係合を用いることによって、ピストン・
ロッド９の全体的な軸方向の寸法を連続して修正することができる。ここで、インターロ
ック手段は、ピストン・ロッド９と調整部材１０との自動式の相対的な回転を抑制するよ
うにさらに適合される。したがって、インターロック手段は、調整部材１０がピストン・
ロッド９に対して自律的に回転するのを防止し、また逆も同様である。ねじ係合を用いる
ことによって、軸方向に誘導される力および推力を、たとえば駆動機構からピストン・ロ
ッド９を介して調整部材１０へ伝達することができ、最終的に栓５へ伝達することができ
る。
【００５１】
　インターロック手段は、ピストン・ロッド９と調整部材１０との自動式の相対的な回転
を抑制するように設計されるため、インターロック手段自体は、栓５を遠位方向に変位さ
せるのに必要なそれらの比較的大きい軸方向の力またはそれぞれの推力に耐える必要はな
い。
【００５２】
　さらに好ましい態様（図７Ｃ参照）では、調整部材１０は、ねじ付きのレセプタクルを
備え、このレセプタクルは、ピストン・ロッド９の対応するねじ付きの遠位ソケット部分
を受け入れるように適合される。
【００５３】
　代替実施形態（明示せず）では、ピストン・ロッド９は、遠位端部にねじ付きのレセプ
タクルを備え、このレセプタクルは、調整部材１０の対応するねじ付きの近位ソケット部
分を受け入れるように適合される。したがって、ピストン・ロッド９と調整部材１０との
ねじ係合は通常、いずれの方法でも実施することができる。
【００５４】
　別の好ましい態様（図７Ｄ参照）では、インターロック手段は、調整部材１０またはピ
ストン・ロッド９の波形の表面部分２５に係合するように適合された少なくとも１つの弾
性的に付勢された舌状部材２４を備える。好ましくは、インターロック手段は、調整部材
１０またはピストン・ロッド９のレセプタクルの側壁に押込み式に係合することができる
。さらに、インターロック手段は、ソケット部分を含む部材または構成要素上に配置され
ることが好ましい。
【００５５】
　別の好ましい実施形態では、舌状部材２４は、ソケット部分に対して横方向にずれて配
置される。軸方向に突出するソケット部分は通常、ピストン・ロッドの長手方向軸に対し
て垂直に延びるピストン・ロッド９の横断面に対して、調整部材１０の中心に配置される
。ここで、弾性的に付勢された舌状部材２４は、ソケット部分に対して横方向または径方
向にずれて配置および変位される。したがって、ソケット部分と舌状部材２４との相互の
配置は、レセプタクルの側壁区間を受け入れるように適合された間隙が間に形成されるよ
うな配置である。
【００５６】
　さらに好ましい実施形態では、レセプタクルの径方向に内方に向いている側壁区間は、
ねじ付きであり、それに対応するねじ付きのソケット部分とのねじ係合を提供する。外方
を向いている側面におけるレセプタクルの側壁区間は、好ましくは波形であり、またはリ
ブ付きの構造を含み、この構造を用いることによって、レセプタクルと舌状部材との一種
の押込みまたは摩擦による係合を確立して、ソケット部分に対するレセプタクルの自動式
の相対的な回転を抑制することができることができる。
【００５７】
　代替実施形態では、レセプタクルの外方を向いている側壁区間は、ねじ付きであり、前
記レセプタクルの内方を向いている側壁区間は波形であり、またはリブ付きの表面構造を
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含むことも考えられる。そのような実施形態では、弾性的に付勢された舌状部材は、調整
部材１０とピストン・ロッド９とのねじ係合に対して径方向に内方に配置されることが好
ましい。
【００５８】
　弾性的に付勢された舌状部材と波形の表面との相互の係合および相互作用は、一種のス
ナップイン機能を提供する。長手方向に延びるリブまたは波形の全体的な数およびねじ山
のピッチに応じて、１ミリメートル未満の範囲内、好ましくは１／１０ｍｍまたはさらに
１／１００ｍｍの範囲内で、ピストン・ロッドおよび調整部材１０の微調整を達成するこ
とができる。
【００５９】
　さらに好ましい実施形態（明示せず）では、レセプタクルのねじ付きで波形の側壁区間
は、互いに対して軸方向に少なくとも部分的にずれて配置される。さらに、前記壁区間の
波形またはリブは、レセプタクルおよびソケット部分の相互に対応するねじ山の全体的な
軸方向の延長に実質上対応する軸方向の延長を含む。
【００６０】
　さらなる実施形態（明示せず）によれば、ピストン・ロッド９は、ピストン・ロッド９
に配置された少なくとも２つの舌状部材を備え、これらの舌状部材は、ピストン・ロッド
の遠位端部に対して近位方向へ軸方向に変位される。ここで、好ましくは横断面内で互い
に対向して配置される舌状部材は、カップ状のレセプタクルを備える調整部材１０の近位
端の波形またはリブ付きの外側側壁区間に係合するように適合された径方向に内方を指す
ラグ部分を含む。
【００６１】
　さらなる態様（図１および図２参照）では、調整部材１０は、薬物送達デバイス１が初
期状態にある場合に栓５の近位端部の方を向く接触面を遠位端部に含むものとする。接触
または当接面は、略平面の形状であり、好ましくは横断面内を延び、したがってピストン
・ロッドの軸方向または長手方向の延長に対して垂直に延びる。好ましくは、調整部材１
０のカップ状のレセプタクルの遠位側を向いている外面は、接触面として働く。
【００６２】
　以下、ピストン・ロッド９と栓５との当接とは、調整部材１０が栓５に当接することを
意味することができる。
【００６３】
　ピストン・ロッド９、調整部材１０、および／またはインターロック手段の前述の実施
形態の結果、調整可能な長さを有するピストン・ロッドを使用して、後述する製造公差を
補償することができる。さらにすでに上述したように、デバイス１の代替実施形態では、
ピストン・ロッド９の長さを固定とすることもできる。この場合、前述の実施形態を不要
にすることができ、カートリッジ・ホルダ２とハウジング４との間の連結の位置を調整す
ることによって、公差を補償することができる。公差を除去する結果、カートリッジ・ホ
ルダ２とハウジング４との連結が完了した後、薬物の第１の用量がカートリッジ３から投
薬される前に、栓５に対するピストン・ロッド９の初期位置が画成される。
【００６４】
　デバイス１は、機構、特に後退機構を備える。この機構は、ばね部材１５、たとえば螺
旋コイルばねを含む。ばね部材１５は、ハウジング４内で軸方向に固定される。ばね部材
１５は、ハウジング内で柔軟に取り付けられる。ばね部材１５は、軸方向に可撓性を有す
る。ばね部材１５は、ハウジング４、駆動機構の部材７Ａ、またはハウジングの挿入部と
一体形成される。後退機構を用いることによって、ピストン・ロッド９は、より詳細に後
に説明する用量送達動作が実行された後、後退距離Ｄだけ近位側へ動かされる。後退距離
Ｄは、１．０ｍｍ未満とすることができる。好ましくは、後退距離Ｄは、０．５ｍｍ未満
である。後退距離Ｄは、０．１ｍｍより大きくすることができる。後退距離Ｄは、たとえ
ば０．３ｍｍになることが好ましい。
【００６５】
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　デバイスの初期状態で、ピストン・ロッド９の近位端は、栓５の近位端から所定の初期
距離をあけて配置される。所定の初期距離は、後退距離Ｄ以下である。特に、所定の初期
距離は、後退距離Ｄによって画成することができる。これについては、デバイス１の組立
てプロセスに関連して説明する。所定の初期距離は、たとえば０．２ｍｍになる。したが
って、デバイス１の初期状態で、ピストン・ロッド９と栓５とは、互いに対して所定の初
期位置に配置される。ピストン・ロッド９と栓５とを所定の相対的な位置に配置するため
の使用者が動作させる工程、たとえばプライミング工程は不要である。
【００６６】
　デバイス１は、作動部材１４を備える。作動部材１４は、少なくとも部分的にデバイス
１のハウジング４内に配置される。作動部材１４は、用量ボタンを備えることができる。
作動部材１４は、駆動部材を備えることができる。作動部材１４は、ハウジング４に対し
て変位可能である。作動部材１４は、ハウジング４に対して第１の位置（図６Ａ参照）に
位置することができる。第１の位置は、ハウジング４に対する作動部材１４の最も遠位の
位置とすることができる。別法として、作動部材１４は、ハウジング４に対する第２の位
置（図６Ｂ参照）に位置することができる。作動部材１４の第２の位置は、後退または初
期位置とすることができる。別法として、作動部材１４は、ハウジング４に対する第３の
位置（図６Ｃ参照）に位置することができる。第３の位置は、ハウジング４に対する作動
部材１４の最も近位の位置とすることができる。第２の位置は、第１の位置よりハウジン
グ４に対して近位に配置される。第３の位置は、第２の位置よりハウジング４に対して近
位側へ配置される。
【００６７】
　作動部材１４は、用量送達動作が完全に完了した後、第１の位置に位置する（図１参照
）。作動部材１４が第１の位置にあるとき、機構が起動される。作動部材１４は、用量設
定動作が開始する前に、たとえば初期状態で、第２の位置に位置する（図２参照）。作動
部材１４が第２の位置にあるとき、機構は停止状態にされる。用量設定動作が完了した後
、作動部材１４は第３の位置に位置する。作動部材１４が第３の位置にあるとき、機構は
停止状態にされる。
【００６８】
　作動部材１４は、デバイス１の機構を起動するために、第２または第３の位置から第１
の位置へ可動である。作動部材１４は、薬物１６の設定された用量を送達するために、第
３の位置から第１の位置へ可動である。第３の位置から第１の位置への作動部材１４の運
動は、作動部材１４とピストン・ロッド９との機械的な協調によって、ピストン・ロッド
９へ伝達される。
【００６９】
　作動部材１４は、デバイス１の機構を停止状態にするために、第１の位置、すなわち最
も遠位の位置から、第２の位置、すなわち後退または初期位置へ可動である。第１の位置
から第２の位置へ変位される作動部材１４の運動は、ピストン・ロッド９へ伝達され、ピ
ストン・ロッド９を後退距離Ｄだけ変位させる。これについては、より詳細に後に説明す
る。
【００７０】
　作動部材１４は、薬物１６の用量を設定するために、第２の位置から第３の位置へさら
に可動である。第２の位置から第３の位置へ変位される作動部材１４の運動は、ハウジン
グ４とピストン・ロッド９との機械的な協調によってピストン・ロッド９へ伝達されない
ようになっている。
【００７１】
　後退機構の動作について、デバイス１の組立ておよび動作に関連して以下に説明する。
【００７２】
　デバイス１を組み立てるために、以下の工程が実行される。これらの工程は、以下に示
す順序で実行することができるが、必ずしも必須ではない。後述する工程は、ピストン・
ロッドの長さが調整可能である場合に当てはまることに留意されたい。以下、これを実施
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形態「Ａ」と呼ぶ。調整可能な長さを有するピストン・ロッド９を必要とすることなく、
ハウジング４とカートリッジ・ホルダ２との間の連結の位置を変更して公差を補償できる
場合を、以下、実施形態「Ｂ」と呼び、後に説明する。
【００７３】
　Ａ．１）第１の工程で、カートリッジ３を含むカートリッジ・ホルダ２が設けられる。
カートリッジ３は、完全に充填された状態である。特に、栓５は、カートリッジ３に対し
て近位端の位置に配置される。
【００７４】
　Ａ．２）第２の工程で、ハウジング４が設けられ、ハウジング４内に作動部材１４、ば
ね部材１５、およびピストン・ロッド９が保持される。作動部材１４は第２の位置にあり
、したがって機構は停止状態にされる。特に、ばね１５は弛緩状態にある。ハウジング４
は、まだカートリッジ・ホルダ２に連結されていない。
【００７５】
　Ａ．３）次の工程で、前述の後退機構が起動される。これは、作動部材１４を第２の位
置から第１の位置へ遠位側に動かすことによって達成される。作動部材１４が遠位側へ動
かされる距離は、たとえば０．６ｍｍになる。この距離は、０．１ｍｍより大きくするこ
とができる。この距離は、２．０ｍｍより小さくすることができる。作動部材１４は、ば
ね部材１５によって提供される近位側へ誘導される力に逆らって動かされる。したがって
、作動部材１４が遠位側へ動かされたとき、ばね部材１５は付勢される。作動部材１４が
第１の位置へ動かされるとき、ピストン・ロッド９は同様に遠位側へ動かされる。ピスト
ン・ロッド９は、たとえば、作動部材１４が遠位側へ動かされる距離の２分の１だけ遠位
側へ動かされる。ピストン・ロッド９は、たとえば０．３ｍｍだけ遠位側へ動かされる。
したがって、デバイス１の機械的な利点は２：１になる（特許文献１の「ラック・アンド
・ピニオン」の実施形態参照）。作動部材１４が第１の位置に位置したとき、後退機構は
完全に起動される。
【００７６】
　Ａ．４）次の工程で、カートリッジ・ユニット上の所定の基準点に対する栓５の近位端
の位置が測定される。基準点は、たとえばカートリッジ３またはカートリッジ・ホルダ２
上に位置することができる（図３参照）。
【００７７】
　Ａ．５）次の工程で、ハウジング４上の所定の基準点１９に対するピストン・ロッド９
の遠位端の位置が測定される（図３参照）。
【００７８】
　Ａ．６）次の工程で、前の２つの工程（工程Ａ．４）および工程Ａ．５））で実行され
た測定の結果から、たとえばカートリッジ・ホルダ２およびハウジング４の知られている
信頼性の高い寸法、測定された値、ならびにカートリッジ・ホルダ２およびハウジング４
上のマークの位置に基づいて、機構が起動された状態でカートリッジ・ホルダ２とハウジ
ング４とが連結されたときに栓５の近位端とピストン・ロッド９の遠位端とが有するはず
の相対的な位置が計算される。この相対的な位置は、機構が起動され、デバイス１が完全
に組み立てられたとき、ピストン・ロッド９によって栓５が圧縮されない、またはほんの
わずかしか圧縮されないような位置であることが好ましい。相対的な位置は、機構が起動
され、デバイス１が完全に組み立てられたとき、栓５とピストン・ロッド９とがちょうど
互いに当接し、または栓５とピストン・ロッド９との間にわずかな距離しかないような位
置であることが好ましい。
【００７９】
　Ａ．７）次の工程で、機構は停止状態にされる。これは、作動部材１４を解放すること
によって達成される。解放された後、近位側へ誘導される力がばね部材１５によって作動
部材１４上へ及ぼされるため、作動部材１４は第１の位置から第２の位置へ自動的に動か
される。第１の位置から第２の位置への作動部材１４の運動はピストン・ロッド９へ伝達
され、その結果、ピストン・ロッド９は後退距離Ｄだけ変位される。ピストン・ロッド９
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は、たとえば０．３ｍｍの後退距離Ｄだけ変位される。作動部材１４が第２の位置にきた
とき、機構は完全に停止状態にされる。
【００８０】
　Ａ．８）次の工程で、工程Ａ．６）で計算した相対的な位置が所定の相対的な位置に対
応するかどうかが確かめられる。所定の相対的な位置は、機構が起動され、デバイス１が
完全に組み立てられたとき、ピストン・ロッド９によって栓５が圧縮されないように、ま
たはほんのわずかしか圧縮されないように選択することができる。したがって、所定の相
対的な位置は、液滴の生成を防止するために、栓５とピストン・ロッド９との相互の当接
が、ピストン・ロッド９が実質的な圧力または推力をまだ栓５に印加しないような当接に
なるように選択されるべきである。
【００８１】
　Ａ．９）工程Ａ．６）で計算した相対的な位置が所定の相対的な位置に対応しない場合
（工程８）参照）、上述のように、ピストン・ロッド９の長さを変動させることができる
。
【００８２】
　工程Ａ．６）で計算した相対的な位置が、機構が起動され、デバイス１が最終的に組み
立てられたときに、ピストン・ロッド９の遠位端と栓５の近位端との間に間隙が生じるは
ずの位置である場合、ピストン・ロッド９の長さは、調整部材１０をピストン・ロッド９
に対して遠位方向に螺着することによって拡大される。そうでない場合、不十分な服薬が
行われる可能性があり、使用者にとって重大な、またはさらには致命的な結果が生じる可
能性がある。
【００８３】
　一方、工程Ａ．６）で計算した相対的な位置が、デバイス１が組み立てられたときに栓
５の近位端とピストン・ロッド９の遠位端との間の距離が小さくなりすぎる位置である場
合、ピストン・ロッド９は栓５を強く圧縮するはずである。これは、薬物１６の液滴また
はさらには過剰な服薬を招く可能性がある。したがって、この場合、ピストン・ロッド９
の長さは、調整部材１０をピストン・ロッド９に対して近位方向に螺着することによって
低減される。
【００８４】
　ピストン・ロッド９の長さを調整した後、工程Ａ．３）～Ａ．８）が繰り返される。こ
のときもまた、工程Ａ．６）で計算した相対的な位置が所定の相対的な位置に対応しない
場合、工程Ａ．８）がもう一度繰り返される。
【００８５】
　Ａ．１０）工程Ａ．８）、場合により工程Ａ．９）を実行した後、工程Ａ．６）で計算
した相対的な位置が所定の相対的な位置に対応する場合、カートリッジ・ホルダ２とハウ
ジング４とが互いの方へ動かされ（図４の矢印２１）、互いに連結される（図４参照）。
それによって、カートリッジ・ホルダ２とハウジング４とは、カートリッジ・ホルダ２と
ハウジング４との互いに対するねじ込みまたはスナップ嵌めによって、解放不能に連結さ
れる。それによって、連結手段、たとえば２つの嵌合するねじ山または２つの嵌合するス
ナップ嵌め要素が、ハウジング４およびカートリッジ・ホルダ２に対して固定の位置に配
置される。
【００８６】
　以下、実施形態「Ｂ」によるデバイス１を組み立てる工程について説明する。実施形態
「Ｂ」で、ピストン・ロッド９の長さは固定とすることができ、ピストン・ロッド９を使
用して公差を補償することができない。
【００８７】
　工程Ｂ．１）～Ｂ．５）に関しては、工程Ａ．１）～Ａ．５）を参照されたい。工程Ａ
．１）～Ａ．５）は、ピストン・ロッド９の長さが調整可能でない場合にも当てはまる。
【００８８】
　Ｂ．６）次の工程で、工程Ｂ．４）および工程Ｂ．５）で実行した測定の結果から、た
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とえばカートリッジ・ホルダ２およびハウジング４の知られている信頼性の高い寸法、測
定された値、ならびにカートリッジ・ホルダ２およびハウジング４上のマークの位置に基
づいて、カートリッジ・ホルダ２とハウジング４との連結の連結位置が判定される。それ
によって、連結位置は、ハウジング４とカートリッジ・ホルダ２とが連結位置で連結され
た場合、機構が停止状態にされたときにピストン・ロッド９と栓５とが互いから所定の初
期距離をあけて配置されるように選択される。特に、工程Ｂ．４）および工程Ｂ．５）で
実行した測定から、デバイス１が完全に組み立てられたときにカートリッジ・ホルダ２と
ハウジング４とのどの連結位置が栓５とピストン・ロッド９との間の初期距離を達成する
べきかが計算される。この距離は、機構が起動され、デバイス１が完全に組み立てられた
とき、ピストン・ロッド９によって栓５が圧縮されない、またはほんのわずかしか圧縮さ
れないような距離であることが好ましい。ピストン・ロッド９と栓５との間の距離は、機
構が起動されたとき、ゼロ以上とすることができる。この距離は、機構が起動され、デバ
イス１が完全に組み立てられたとき、栓５とピストン・ロッド９とがちょうど互いに当接
し、または栓５とピストン・ロッド９との間にわずかな距離しかないような距離であるこ
とが好ましい。
【００８９】
　Ｂ．７）次の工程で、機構は停止状態にされる。工程Ｂ．７）に関しては、工程Ａ．７
）を参照されたい。工程Ａ．７）は、ピストン・ロッド９の長さが必ずしも調整可能でな
い実施形態にも当てはまる。
【００９０】
　Ｂ．８）次の工程で、カートリッジ・ホルダ２とハウジング４とは、互いの方へ動かさ
れ、互いに連結される。それによって、カートリッジ・ホルダ２とハウジング４とは、た
とえば図５に示す溶接によって解放不能に連結される。カートリッジ・ホルダ２とハウジ
ング４とは、たとえばレーザによって互いに溶接される。カートリッジ・ホルダ２とハウ
ジング４とは、たとえば溶接面２２（図５）を介して互いに溶接される。これには、カー
トリッジ・ホルダ２とハウジング４とを互いに連結したときにカートリッジ・ホルダ２と
ハウジング４とを可変の相対的な位置に入れることができるという利点がある。したがっ
て、ピストン・ロッド９と栓５とを可変の相対的な初期位置に入れることができる。特に
、カートリッジ・ホルダ２とハウジング４とを互いに溶接することによって、ピストン・
ロッド９と栓５との間の可変の所定の初期距離を確立することができる。これは、ハウジ
ング４およびカートリッジ・ホルダ２の外面上の様々な個所に溶接面２２を適用できるた
めに可能である。したがって、この場合、ピストン・ロッド９の長さの調整は不要である
。
【００９１】
　カートリッジ・ホルダ２とハウジング４とが連結されたとき、特に実施形態「Ａ」に対
して工程Ａ．１０）、または実施形態「Ｂ」に対して工程Ｂ．８）を実行した後、デバイ
ス１は完全に組み立てられる。ここで、デバイス１は前述の初期状態にある。ピストン・
ロッド９の遠位端と栓５の近位端との間の初期距離は、ゼロより大きい。初期距離は、作
動部材１４が組立てプロセス中に第１の位置から第２の位置へ動かされたときにピストン
・ロッド９が近位側へ動かされた後退距離Ｄによって画成される。初期状態の距離は、後
退距離Ｄに対応することができる。
【００９２】
　デバイス１は、初期状態で使用者へ供給される。デバイス１を動作させるには、以下の
工程が実行される：
　薬物１６の用量を設定するために、使用者は、作動部材１４を第２の位置から第３の位
置へ動かす（図２参照）。ピストン・ロッド９は、ハウジング４との機械的な協調によっ
て定位置で保持される。ピストン・ロッド９は、栓５から所定の初期距離をあけて配置さ
れ、この初期距離は、図２の後退距離に対応する。
【００９３】
　用量を送達するために、使用者は、作動部材１４を第３の位置から第１の位置へ動かす
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達される。作動部材１４が遠位側へ動かされたとき、ばね部材１５が付勢され、したがっ
て機構が起動される。作動部材１４が第１の位置にきたとき、機構は起動される。作動部
材１４が第１の位置にきたとき、用量送達動作が完了される。この状態を、図１に示す。
【００９４】
　ここで使用者は、作動部材１４を解放する。作動部材１４は、ばね部材１５によって第
１の位置から第２の位置へ自動的に動かされる。それによって、機構は停止状態にされる
。作動部材１４が第２の位置へ動かされたとき、ピストン・ロッド９は、後退距離Ｄだけ
近位側へ動かされる。後退距離Ｄは、用量送達動作中、すなわち作動部材１４が第３の位
置から第１の位置へ動かされるときにピストン・ロッド９が遠位側へ動かされる距離より
小さい。後退距離Ｄは、ピストン・ロッド９が用量送達動作中に遠位側へ動かされる距離
の３０％未満になることが好ましい。ここで、デバイス１は、薬物１６のさらなる用量を
設定および投薬する準備ができている。
【符号の説明】
【００９５】
　１　薬物送達デバイス
　２　カートリッジ・ホルダ
　３　カートリッジ
　４　ハウジング
　５　栓
　６　キャップ
　７Ａ　挿入部
　７Ｂ　駆動機構
　９　ピストン・ロッド
　１０　調整部材
　１１　支承面
　１２　ねじ山
　１３　駆動機構
　１４　作動部材
　１５　ばね部材
　１６　薬物
　１７　遠位端
　１８　近位端
　１９　基準点
　２０　距離
　２２　溶接面
　Ｄ　後退距離
　２３　内側のねじ山
　２４　舌状部材
　２５　表面部分
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