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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　注射器ペン針用の非注入端の受動的安全システムであって、
a) 注入端と非注入端を備える針と、
b) ハブと、
c) 前記ハブ内に位置付けられ、前記ハブに対して同軸的に移動、および前記針を固定す
る針キャリアと、
d) 前記キャリアに対するシールドの軸方向の移動を許容する前記キャリア上の対応要素
に係合する移動要素を有するシールドであって、前記移動要素が針の注入端をカバーする
位置で前記シールドをロックするために前記キャリアのロック要素に係合するシールドと
、
e) 前記針の注入端に向けて前記キャリアから離れる方向にシールドを付勢するシールド
復帰バネと、
f) 前記針の注入端に向かう方向に前記ハブから離れる方向に前記キャリアを付勢するキ
ャリア起動バネと、
g) 前記針キャリア上の複数の係合要素と、を備え、
　前記ハブの半径方向の側壁の対応する貫通穴又は凹部は、前記係合要素に解放可能に係
合し、カートリッジがハブに設置された際に、前記係合要素は、前記貫通穴または凹部か
ら外れるが、前記針キャリアは、前記カートリッジの隔壁への前記針の非注入端の貫通に
よって適所に保持される、ことを特徴とする安全システム。
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【請求項２】
　前記カートリッジは、前記カートリッジを回転させることによって前記ハブ上のねじ接
続部に設置されることを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記カートリッジが装着される際に、前記針キャリアも回転する、請求項２に記載のシ
ステム。
【請求項４】
　解放可能に前記ハブに前記針キャリアを取り付ける、前記針キャリアの対応する要素に
係合する前記ハブのロックダウン要素をさらに備え、前記シールドは、前記針キャリアを
前記ハブから解放するために、ロックダウン要素と相互作用する、請求項１に記載のシス
テム。
【請求項５】
　注射後、および、前記カートリッジが前記ハブから除去された後、前記針キャリアは、
前記針を、前記注入端に向けて前記ハブ内に移動させ、前記針キャリアは、前記針の非注
入端を安全に遮蔽するために、前記針をハブ内に有効に格納する、ことを特徴とする請求
項４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記ロックダウン要素は、前記ハブにおいて軸方向に延びる複数のタブを有し、前記ハ
ブの半径方向側の内側は、前記針キャリアの貫通穴と係合し、前記タブが前記シールドと
相互作用する際に屈曲して、前記針キャリアを解放する、ことを特徴とする請求項４に記
載のシステム。
【請求項７】
　前記複数の軸方向に延びるタブは、３つのタブで構成されている、ことを特徴とする請
求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記シールドの先端は、前記針の非注入端に向かう方向において、その最大移動位置に
達したときに内向きにタブを押すように形成されている、ことを特徴とする請求項６に記
載のシステム。
【請求項９】
　前記カートリッジは、バイアルであることを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記移動要素は、前記シールドのベース上に配置されたボタンを備える、ことを特徴と
する請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　注入中に、前記ボタンは、前記針キャリア上の軸線方向トラックと軸線方向リターント
ラックに係合する、ことを特徴とする請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記ボタンは、周方向において、前記軸線方向トラックから前記軸線方向リターントラ
ックに向けて移動する、ことを特徴とする請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
周方向移動の距離が1mm未満である、ことを特徴とする請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　周方向移動の距離は、0.100ミリメートルから0.250ミリメートルの範囲である、ことを
特徴とする請求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記針キャリアは、ロック要素をさらに含み、前記移動要素は、ロック要素に係合して
、注射後、前記針の注入端を覆う位置に前記シールドをロックする、ことを特徴とする請
求項１に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記移動要素は、前記シールドのベースに位置するボタンを含み、前記ロック要素は、
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前記ボタンに係合する戻り止めである、ことを特徴とする請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　シールドインサートをさらに有し、前記シールドインサートは、前記シールドに装着さ
れ、前記シールドに対して可動であり、注射中に患者の皮膚に押し当てたとき、前記シー
ルドの回転が許容される一方で、前記シールドインサートは静止したままである、ことを
特徴とする請求項１に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ペン針を使用する患者および／または医療専門家を不測の針刺しから保護す
るための、注射器ペン針と関連する受動的安全システムに関する。本発明に係るペン針は
、安全のために機器に引き込まれるペン針における針の非注入端に提供される。
【背景技術】
【０００２】
　汚染された針からの不測の針刺し傷は、Ｂ型及びＣ型肝炎並びにＨＩＶを発生させるウ
イルスを含む血液由来病原菌からの感染のリスクに医療労働者をさらす。疾病管理・予防
センターによると、これらの事故の圧倒的大多数を受ける看護師を含めて、米国の医療従
事者は１年毎に約６００，０００人が血液の汚染を経験する。
【０００３】
　米国で選択される注射器具が注射器である一方で、ペン針への需要は急速に成長してい
る。自己注射注射ペン機器の利用は、使い捨て注射器に比べてこれらの機器の相対的な利
便性、携帯性、および使いやすさのため、増加している。 また、ペン針は、病院／診療
所において、ヒト成長ホルモンや骨粗鬆症医薬品などのようなある種の薬として、より一
般的になっており、ペン針形式だけで利用可能となっている。
【０００４】
　医療従事者は、注射を患者に施した後に、ペン針機器から針ハブを取り外し、廃棄処理
する間に針刺し傷を受ける。針は、一般に、カートリッジの医薬品の汚染を最小化し、針
再生使用を防止するために、各注射の後に取り外される。針の取り外しは、一般的には、
それに供給された外保護カバーを用いて、針の注入端（ここでは、「患者端」としても参
照される）を再シールドを必要とする。針の患者端による損傷は、一般的に、この時起こ
るけれども、それらは、また、ペン針のペンからの取り外しの間に、露出した針の非患者
端のにより生じる可能性もある。針刺し損傷の問題に全体的に対処するために、針の両端
に安全機能を備えるペン針を有することが望ましい。
【０００５】
　本出願の譲受人に与えられた特許である特許文献１は、ペン針および安全シールドシス
テムを教示し、その安全シールドは、普通、使用に先立って針カニューレを取り囲んでお
り、注射の間の安全シールドの後退を許容し、そして、自動的に伸長させ、伸長し取り囲
まれた位置で使用後のシールドをロックする。ペン針は、ペン注射器上の、シールドおよ
び針カニューレの組立、およびハブの組立の間、シールドの後退を防止する。
【０００６】
　特許文献２は、医療用の注射器具へ搭載するために針がその上に設置された円筒形のハ
ウジングを有する安全針アセンブリを開示する。シールドは、シールドが針の端部をカバ
ーする末端位置と針が露出される先端位置の間での移動のために、ハウジングに対して伸
縮自在に移動可能となっている。ハウジングの内部に配置されたバネは、末端部の方向に
シールドを付勢する。機器におけるロック要素は、ハウジングの中に、外側に向いたロッ
ク突出部を備えている。ロック要素は、バネとシールドとの間に提供された別部品であり
、使用中ハウジングに対してシールドと共に同時に縦方向に動かされ、ロック要素上の突
出部が、シールドが末端部の位置にある第１の位置から、シールドが先端部の位置にある
第２の位置、ロック突出部がハウジングの内側面に備わるブロック面によりブロックされ
る第３の位置へガイドされる、シールドのさらなる移動を逆行不可能に阻止する。
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【０００７】
【特許文献１】米国特許６，９８６，７６０号
【特許文献２】米国特許６，８５５，１２９号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　針がハブに固定して取り付けられた先行技術と対比すると、本発明では、針がハブに対
して可動で、従って、注射が打たれた後に、ハブ内の安全な位置に引き込まれる。従って
、本発明は、針の非患者端における安全機構の必要性に対応する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一の観点において、注射器ペン針用の非注入端の受動的安全システムは、a) 
注入端と非注入端を備える針と；b) ハブと；c) 前記ハブ内に位置付けられ、前記ハブに
対して同軸的に移動、および前記針をしっかりと固定する針キャリアと；d) 前記キャリ
アに対するシールドの軸方向の移動を許容する前記キャリア上の対応要素に係合する移動
要素を有するシールドであって、前記移動要素が針の注入端をカバーする位置で前記シー
ルドをロックするためにキャリアのロック要素に係合するシールドと；e) 前記針の注入
端に向けてキャリアから離れる方向にシールドを付勢するシールド復帰バネと；f) 前記
針の注入端に向かう方向に前記ハブから離れる方向にキャリアを付勢するキャリア起動バ
ネと；を備える。この機器は、注射後に、キャリアが、針を注入端に向けてそしてハブの
中へ移動させ、針の非注入端を安全にシールドするために、ハブ内に針を効果的に格納す
るように組み立てられる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、ハブ、キャリア、およびシールドを示す、注射器ペン針の断面図である
。
【図２】図２は、線２-２に沿って見た図１に示した機器の断面詳細図であって、シール
ドとキャリアの間の係合メカニズムを示している。
【図３】図３は、完全ロック外側位置の患者端のシールド、およびハブに引き込まれた針
の非患者端と共に図１のシステムを示している。
【図４】図４は、線４-４に沿って見た図１に示した機器の詳細断面図であって、シール
ドとキャリアの間の係合メカニズムを示している。
【図５】図５は、キャリアをハブから解放するためのメカニズムを示す詳細図である。
【図６】図６は、リリース位置のハブからキャリアを解放するためのメカニズムを示す詳
細図である。
【図７】図７は、シールドインサートを備えるシールドを示している。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明に係る安全シールドシステムは、注射を打つと、針がニードルに引き込まれ、針
の非注入端のシールドが自動的にされるので、「受動的」である。すなわち、ユーザーが
実行する処置は、針をシールドするために特に必要ではない。
【００１２】
　ここに使われるように、特定の要素が注射に関係するかどうかに関わらず、「注入端」
および「非注入端」という用語は、機器の方向に言及している。従って、（例示としての
みの）ハブとシールドは、注入端と非注入端を有する。注入端は、注射を打つために患者
の身体に対して普通に押される機器の端部に向かっており、非注入端は機器の逆の端部で
ある。
【００１３】
　ペン針は、一般に広いというより長い。縦方向の軸線上の移動は、ここでは、「軸方向
」の動きとして参照される。直交方向は、「半径」方向であり、要素が縦方向軸線の回り
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でねじられる時に通る方向は、「円周」方向である。ここで使われるように、針の先端部
がシールドの端部壁を越えて、あるいは、ハブ内の凹部を越えて延在しないときには、針
の先端はシールドまたはハブの開口に非常に近く、眺めにさらされているにも関わらず、
針の注射器または非注入端が「カバーされる」。
【００１４】
　図１は、パッケージから取り外され、使用する用意ができている状態の本発明に係る引
き込み受動的安全シールドシステムの実施形態を図解している。システムはハブ１０を含
む。このハブは、凹部１０１を介したペン注射器（図示せず）に取り付けられ、キャリア
２０、シールド３０、および針４０を含む他の構成要素を収容している。ハブ１０は、非
注入端にペン注射器を受容するための凹部１０１と、ペン注射器内の薬剤への針４０の通
過を許容するための開口５０とを有する。「ペン注射器」（時々「カートリッジ」として
も参照される。）という用語は、文脈で必要な場合には、カートリッジ・ハウジング、あ
るいは、封入された薬剤ガラスびんを共にもつハウジングを意味することもある。針４０
は、キャリア２０に安全に設置され、ハブ１０に位置付けられる。キャリア／針アセンブ
リは、以下に説明するように、ハブに対して可動である。
【００１５】
　構成材料は、特定的ではない。ハブ、シールド、針キャリアのような構造的要素は、一
般的には、射出成形部品であり、一方、針とバネは、一般的には、金属である。
【００１６】
　図１において、シールド３０は、伸長位置にあり、針の端部をカバーする。  使用中、
シールド３０は、注射を可能にするためにハブに押し込まれ、機器が患者の皮膚に対して
押されるとバネ５２を圧縮し、針を患者の組織に露出させる。バネは、注射後に、シール
ドが針４０の注入端をカバーするように、力をシールドに及ぼす。キャリア２０は、針４
０を適所にしっかりと保持し、注射後までハブに固定され、キャリアがハブ１０から解放
され（以下で説明されるように）、針４０と共に、注入端に向けてハブ１０の本体の中へ
移動する時には、ペン注射器をユーザーが取り外す前に、ハブ１０の針４０を効果的に格
納する。このことは、機器の非注入端で発生する可能性のある不測の針一刺しを防止する
。
【００１７】
　注射の初期の段階において、シールド３０は、キャリアに対してシールドの軸方向の動
きを許容するキャリアの対応要素に係合するシールド上の移動要素と共に、キャリア２０
に対して軸方向に移動する。例えば、シールドは、図２の詳細に示すように、キャリアの
対応するトラック１３０及び９０に係合する、シールドのベース上のボタン７０を備える
。注射中にシールド３０が押圧されると、ボタン７０は、対応トラック１３０内を移動し
、完全移動位置で、一以上のボタンが復帰トラック９０の中へ案内される。シールドが完
全に伸長した時には、シールドロックアウト戻り止め１５０はボタン７０を捕らえて、シ
ールドを適所にロックする。ボタン７０は、好適には、シールド３０のベースのまわりに
等距離間隔で配置され、例えば３つのボタンが互いに１２０°離れて配置される。
【００１８】
　図示された実施形態において、ハブ上の要素は、キャリアの対応要素と係合し、キャリ
アをハブに解放可能にロックする。この文脈での“解放可能に”は、機器の正常な操作を
通じて、針キャリアがハブ内を軸方向に移動可能になることを意味する。例えば、ハブの
３軸方向に延びるタブ１１０は、ハブの半径方向の側壁の内側にあり、キャリアの貫通穴
１１２の対応エッジと係合可能であり、シールドが注射の初期段階の間にハブに向けて軸
方向に移動する間、キャリアを適所に固定する。その後、図４と図５に示すように、シー
ルドの最先端１９０は、タブ１１０を内側に押圧するように形づくられ、シールドがその
完全移動位置に到達する時にキャリアを解放する。バネ６０の力は、シールドキャリアを
注入端に向けて押しやり、ハブ内に針を引き込む。
【００１９】
　付加的に、あるいは、代替として、解放可能にキャリアをハブへロックするために、半
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は、必要ないけれども、ねじ接続部の中へカートリッジを回転させることにより、針キャ
リアも回転させる）、キャリアを解放する方法等で、対応要素と係合することも可能であ
る。従って、キャリアは、適所に針の貫通力によりカートリッジ／ガラスびんの隔壁に保
持された、その初期状態において、アンロックされる。この機構は、上記した軸方向に延
びるロックダウンタブ１１０が存在しない場合、あるいは、追加のロックダウン機構とし
てタブと共に利用できる。
【００２０】
　注射の間、シールドのボタン７０がキャリア２０の軸方向のトラック１３０からトラッ
ク９０に向けて円周方向に移動する時には、シールドは少量の回転しか必要としない。円
周方向の移動距離は、１mm未満、好適には、０.１００mmから０.２５０mmまでの範囲とい
うように非常に小さくてもよいが、それにもかかわらず、ユーザーに知覚可能である。シ
ールドインサート２１０の利用により、あらゆる不快感が回避できる。図５に示すように
、シールドインサート２１０は、シールドに付属し、シールドに対して可動である。注射
中に患者の皮膚に対して押圧されると、シールドインサートは、シールドが回転する間静
止している。
【００２１】
　本発明は、両端（注入／非注入）の注射針構成を組み込んだ注射器具に適用でき、薬剤
（または、他の物質）を肉体の空間（または、他の場所）の中へ供給し、両端受動的安全
機構を有することは、ユーザー（自己注射または医療従事者）を不測の針刺し、及び、生
物学的有害物質、または、他の危険な液状物質への露出から保護するためには、有利であ
る。好適な実施形態から取得され上述載された例は、以下の請求項により定義される発明
を限定することを意図していない。
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