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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　選択的に開放したり閉鎖したりすることが可能な医療用の雄ルアーコネクタであって、
　剛性の管状の雄ルアー部材及び雌ネジを有するシュラウドを備える剛性のハウジングと
、
　回転阻止段階と、実質的に自由に回転する段階とを含む剛性の管状の雌部材であって、
前記回転阻止段階において、前記雌部材は、前記剛性のハウジングに対する回転が少なく
とも一方向において阻止され、前記実質的に自由に回転する段階において、前記雌部材は
、前記雌部材に接続された医療用器具が前記医療用の雄ルアーコネクタから外れることを
阻止又は防止するために、前記剛性のハウジングに対する実質的に自由な回転が許容され
る、雌部材と、
　前記ハウジング内に配置されたバルブ部材であって、テーパーが付いた第１の端部と、
内部の流体通路と、少なくとも１つの軸方向に移動可能なストラットと、前記バルブ部材
の側面に位置する少なくとも１つのポートと、を備えるバルブ部材であって、前記バルブ
部材の前記第１の端部が、閉鎖位置と開放位置との間で軸方向に移動可能であり、前記閉
鎖位置において、前記バルブ部材の前記第１の端部が前記剛性の管状の雄ルアー部材の内
側に位置し、前記医療用の雄ルアーコネクタを通過する流体の流れが阻止され、前記開放
位置において、前記医療用の雄ルアーコネクタを通過する流体の流れが許容され、
　前記少なくとも１つの軸方向に移動可能なストラットが、前記シュラウドと前記雄ルア
ー部材との間に位置すると共に、前記バルブ部材の前記第１の端部を前記開放位置まで移



(2) JP 6462253 B2 2019.1.30

10

20

30

40

50

動させるように構成されている、バルブ部材と、
　（ｉ）前記バルブ部材に連結された一部分と、（ｉｉ）前記剛性のハウジングに接触し
たリングと、を備える弾性部材と、を備え、前記弾性部材の一部分が、前記バルブ部材が
前記閉鎖位置にあるときよりも前記バルブ部材が前記開放位置にあるときに、伸長して前
記雌部材へ向かう方向へ更に延び、前記弾性部材が、前記バルブ部材を前記閉鎖位置に向
けて付勢する、医療用の雄ルアーコネクタ。
【請求項２】
　前記弾性部材が前記バルブ部材から分離可能である、請求項１に記載の医療用の雄ルア
ーコネクタ。
【請求項３】
　前記バルブ部材が剛性である、請求項１に記載の医療用の雄ルアーコネクタ。
【請求項４】
　前記回転阻止段階が、剪断または切断するように構成された１つ又は複数のタブによっ
てもたらされる、請求項１に記載の医療用の雄ルアーコネクタ。
【請求項５】
　前記バルブ部材が、前記バルブ部材の前記第１の端部が軸方向に移動したときに軸方向
に移動するように構成された第２の端部を備える、請求項１に記載の医療用の雄ルアーコ
ネクタ。
【請求項６】
　前記管状の雌部材が、前記回転阻止段階と前記自由に回転する段階との間の移行におい
て軸方向に移動しない、請求項１に記載の医療用の雄ルアーコネクタ。
【請求項７】
　前記閉鎖位置における前記バルブ部材の前記第１の端部が、前記雄ルアー部材の第１の
端部と同一平面上にある、請求項１に記載の医療用の雄ルアーコネクタ。
【請求項８】
　前記バルブ部材の前記第１の端部が、前記開放位置及び前記閉鎖位置の両方において閉
じられる、請求項７に記載の医療用の雄ルアーコネクタ。
【請求項９】
　前記少なくとも１つの軸方向に移動可能なストラットが前記バルブ部材と一体になって
いる、請求項１に記載の医療用の雄ルアーコネクタ。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの軸方向に移動可能なストラット及び前記バルブ部材が同一材料か
らなる、請求項１に記載の医療用の雄ルアーコネクタ。
【請求項１１】
　前記バルブ部材に連結された前記弾性部材の前記一部分が、前記バルブ部材の周りに延
びるリングである、請求項１に記載の医療用の雄ルアーコネクタ。
【請求項１２】
　前記弾性部材が、前記バルブ部材から分離して形成される、請求項１１に記載の医療用
の雄ルアーコネクタ。
【請求項１３】
　前記弾性部材が、組み立て中に前記バルブ部材に連結される、請求項１２に記載の医療
用の雄ルアーコネクタ。
【請求項１４】
　前記弾性部材のうちの、伸長して前記雌部材へ向かう方向へ更に延びる前記一部分が、
細長い伸縮性部材である、請求項１に記載の医療用の雄ルアーコネクタ。
【請求項１５】
　前記弾性部材のうちの、伸長して前記雌部材へ向かう方向へ更に延びる前記一部分が、
前記ハウジングの外に少なくとも部分的に位置する、請求項１に記載の医療用の雄ルアー
コネクタ。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
関連出願
　本出願は、２００７年５月１６日に出願された米国仮特許出願第６０／９３８４２８号
、２００７年１０月９日に出願された米国仮特許出願第６０／９７８６９７号、２００８
年４月３日に出願された米国仮特許出願第６１／０４２０１６号に関連し、その優先権を
主張し、その仮特許出願でない２００８年５月８日に出願の米国特許出願第１２／１１７
５６８号の継続出願であり、それぞれは、本明細書にその全体が参照として援用される。
本出願は、２００５年７月６日に出願の米国仮特許出願第６０／６９６８９４号、２００
５年８月１１日に出願の米国仮特許出願第６０／７０７３１９号、および２００６年５月
３日に出願の米国特許出願第１１／４１７６０４号、２００６年７月６日に出願の米国特
許出願第１１／４８２１７６号も参照としてその全体を援用する。
【０００２】
　これらの発明は、一般に流体がそこを通って流れる医療用コネクタに関し、特に雄ルア
ーを備える医療用コネクタに関する。
【背景技術】
【０００３】
　コネクタ、バルブ、および配管のシステムが、流体を患者に移送し、患者から移送する
ことを容易にするために、病院およびその他の医療環境で日常的に使用されている。様々
な構成要素が係合および係合解除される場合に、そのようなシステムを無菌に保ち、流体
の漏れを防止することは、しばしば困難である。
【０００４】
　細菌、細片、および流体の漏洩に対するバリアを維持するために、しばしば雌コネクタ
には、接合端部に隔壁、可撓性シール、またはその他の障害物などの閉鎖部が設けられて
いる。雄ルアーコネクタが雌コネクタと係合された場合、雌コネクタの閉鎖部が一時的に
開放し、突き通され、または移動されて、流体が２つのコネクタ間で流れることが可能に
なる。雄コネクタは一般に、雌コネクタの閉鎖部を開放し、突き通し、または移動するた
めに針またはルアーを使用する。
【０００５】
　多くのシステムでは、雌コネクタのみが、係合された場合に外部の環境から自動的に遮
断される。雄ルアーコネクタは、一般に、自動閉鎖機構を設けられていない。雄ルアーコ
ネクタは、流体の流動を止め、細菌や破片の進入を阻止するため、カップなどの追加の構
成要素を使用することがある。そのような閉鎖機構は自動式ではない（または全く使用さ
れない）ので、雄ルアーコネクタは密封されないままになり、流体が外に滴下する場合が
ある。これにより、流体移送システムの内側および外側を非衛生な状態にする危険が増加
する可能性がある。さらに、特定の化学療法などのいくつかの医療的な用途では、配管お
よびコネクタ内の流体は、放出されると有害である可能性がある。
【０００６】
　さらに、病院およびその他の医療環境における煩雑な環境では、医療提供者はしばしば
片手で複数の医療用具を素早く操作しなければならず、それによって雄ルアーキャップを
取り出し、雄コネクタを係合解除した際に即時にそれを取り付けることが難しくなる。さ
らに、雄ルアーコネクタは、しばしばＩＶバッグなどの重力供給式の流体供給源の下流側
端部で使用されている。コネクタおよび配管がそのような供給源に最初に連結されたとき
、コネクタおよび配管は一般的に空であり（すなわち空気が充填されており）、予め流体
でプライミングした(prime)後に、コネクタおよび配管が患者に連結できるようにしなけ
ればならない。プライミング手順の間、流体は配管の上流側端部から下流側端部の雄ルア
ーコネクタに向かって流動できるようになる。流体が配管を通って流れると、配管内の空
気は、下流側端部の雄コネクタを通って周囲環境へ漏洩する。流体自体も、雄コネクタに
到達した後に漏洩し、流出するおそれがある。雄ルアーコネクタは通常はプライミング後
に自動的に閉鎖しないので、雄コネクタが移動して雌コネクタと急激に嵌合されたとき、
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雄ルアーはしばしば少量の流体を外に滴下させる。このような理由で、雄ルアーは一般的
に滴下する流体を収容するために、プライミング手順の終わりにシンクまたはトラッシュ
カンの上に保持される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許第５６８５８６６号明細書
【特許文献２】米国特許第６４２８５２０号明細書
【特許文献３】米国特許第６２４５０４８号明細書
【特許文献４】米国特許第６６９５８１７号明細書
【特許文献５】米国特許第６７５８８３３号明細書
【特許文献６】米国特許第６５９９２７３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　プライミングおよびその他の手順の間に滴下することを最小限に抑え、またはそれを無
くし、細菌またはその他の細片に対して流体移送システムのバリアを向上するために、雌
コネクタと係合された場合に自動的に開放し、そのようなコネクタから係合解除された場
合に自動的に閉鎖する、閉鎖可能な雄ルアーコネクタが求められている。また、雄ルアー
コネクタの雌部分を雄コネクタまたは注射器などの他の医療デバイスの対応する雄連結部
分に連結できるようにするが、雄ルアーコネクタの雌部分が連結された構成要素の対応す
る雄ルアー部分から切り離される機能を抑止し、またはそれを実質的に阻止する、ロック
装置またはその他の装置を有する雌コネクタを備える閉鎖可能な雄ルアーコネクタが求め
られている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　閉鎖可能な雄ルアーを備える医療用コネクタの様々な実施形態が開示される。さらなる
実施形態を形成するために本明細書に開示された様々な実施形態の特徴を組み合わせるこ
とを意図している。そのような組合せは、本開示の範囲内にある。
【００１０】
　例示された実施形態では、雄ルアーコネクタは第１および第２の端部を備えるメインハ
ウジングを有する。ハウジングの第２の端部は、雄ルアーおよび雄ルアーの少なくとも一
部分を囲むシュラウドを備える。シュラウドは、その内壁に配置されたネジ山を有する。
ハウジング内には、流体経路を備える環状のバルブ部材が配置される。バルブ部材は、そ
の第２の端部に先端を有する。先端付近の領域には、１対の流体穴がバルブ部材の反対側
に配置される。先端は、雄ルアーの第２の端部の領域、またはその付近の領域内で雄ルア
ーの内壁に対してぴったりと当接するように構成される。バルブ部材は第２の端部に向か
って向けられた１対のストラットも有する。ストラットは、ハウジングの一部分を貫通し
て軸方向に延出し、第２の端部に向かうストラットの端部は、ハウジングの第２の端部の
雄ルアーとシュラウドの間の空間内に配置される。１本の医療用配管がコネクタに連結さ
れる。配管の端部が、接着、溶接、または何らかの他の手段によってバルブ部材の第１の
端部に取り付けられている。弾性のエラストマ材料が、ハウジングの外側の中間区画領域
から、ハウジング内のバルブ部材の第１の端部の領域またはその付近の領域に延出する。
【００１１】
　実質的に閉鎖した状態では、弾性部材はハウジングおよび管状のバルブ部材を共に、そ
のそれぞれの軸に沿って引くように構成される。この状態では、バルブ部材の先端は、押
されて雄ルアーの第２の端部の内壁の一部分と密接して接触され、管状のバルブ部材を通
る医療用配管からの流体の流動が阻止される。流体は一般に雄ルアーの第２の端部の開口
を通って漏洩する可能性がなく、それは、そのような開口がバルブ部材の先端によって遮
断されているからである。
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【００１２】
　バルブ部材をハウジングから分離するために力が加えられると、弾性部材は伸長し、バ
ルブ部材の先端が雄ルアーの第２の端部から第１の端部の方向に移動する。この分離力は
、たとえばハウジングの外壁を２本の指で把持し、バルブ部材の第１の端部に接着された
配管を別の２本の指で把持し、次いで指を反対方向に移動させることによって、手動で加
えてもよい。分離力は、異なる手動の動作によって自動的に加えてもよい。たとえば、雄
ルアーを別の医療用具の雌端部に連結する動作によって、バルブ部材をハウジングから自
動的に分離することができる。雌コネクタの前進端部が雄ルアーコネクタのハウジングの
第２の端部のネジ山を進んでいくと、雌コネクタは、バルブ部材のストラットと接触し、
それに対して第１の端部に向けて方向付けられた力を働かせる。この力は、弾性部材によ
って働かされた第２の端部に向けて方向付けられた付勢力に対して、第１の端部に向けて
バルブ部材を移動させる。この開放状態で、流体は両側の穴を通ってバルブ部材の先端の
周囲を流れ、バルブ部材の先端と雄ルアーの第２の端部の内壁との間の間隙を通ってコネ
クタを出ることができる。いくつかの実施形態では、バルブ部材は、雄および雌コネクタ
が共に合わせられたとき、バルブ部材が流体導管（たとえば雌コネクタ内に配置されたス
パイク）に接触する場合、第１の端部の方向に自動的に前進される。
【００１３】
　たとえばハウジングおよび配管の手動の把持を緩めることによって、またはハウジング
の第２の端部から雌コネクタを脱着することによって分離力が除去されると、弾性部材が
再びハウジングおよびバルブ部材を共に引く。これによって、バルブ部材の第２の端部が
雄ルアーの第２の端部付近の領域内で内壁の一部分に対して密接して当接し、バルブから
の流体の流出を阻止する。
【００１４】
　雄ルアーコネクタの雌部分を連結された構成要素の対応する雄ルアー部分から切り離さ
れるのを防止する一実施形態が、本明細書に説明される。要するに、限定的ではないが、
ルアーコネクタのこの実施形態は、第１の端部および第２の端部を有する剛性のハウジン
グを備えることができる。さらに、ハウジングは、第１の端部の剛性の管状の雄部分、第
２の端部にロック装置を備える剛性の管状の雌部分、およびそれを貫通する長手方向の開
口をさらに備えることができる。雄部分は、雌コネクタと係合可能であるように構成され
る。雌部分は、雄コネクタと係合可能であるように構成される。ロック装置は、雌部分が
雄コネクタの雌ネジに螺合可能に係合することができ、ルアーコネクタが雄コネクタに対
して第２の方向に回転するのを実質的に防止するように構成できるように、ルアーコネク
タが雄コネクタに対して第１の方向に実質的に回転できるように構成される。
【００１５】
　雄ルアーコネクタの雌部分を連結された構成要素の対応する雄連結部分から切り離され
るのを防止できる別の実施形態が、本明細書に説明される。要するに、限定的ではないが
、ルアーコネクタのこの実施形態は、第１の端部および第２の端部を有する剛性のハウジ
ングを備えることができる。さらに、ハウジングは、第１の端部の剛性の管状の雄部分、
第２の端部に離脱装置を備える剛性の管状の雌部分、およびそれを貫通する長手方向の開
口をさらに備えることができる。雄部分は、雌コネクタと係合可能であるように構成でき
る。雌部分は、雄コネクタと係合可能であるように構成できる。離脱装置は、連結された
構成要素の対応する雄コネクタ部分がルアーコネクタの雌部分から取り外されるのを実質
的に防止できる。
【００１６】
　より詳細には、限定的ではないが、離脱装置は、連結された構成要素の雄コネクタ部分
がルアーコネクタの雌部分と実質的に完全に螺合式に係合されるまで、連結された構成要
素のネジ山を付けられた雄コネクタ部分が、第１の、締結方向にルアーコネクタのネジ山
が形成された雌部分に対して回転できるように構成できる。さらに、限定的ではないが、
離脱装置は、連結された構成要素の雄コネクタ部分がルアーコネクタの雌部分と実質的に
完全に係合した後に、連結された構成要素の雄コネクタ部分が第２の緩め方向にルアーコ
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ネクタの雌部分に対して回転するのを防止するように構成でき、したがって、連結された
構成要素がルアーコネクタから容易に切り離されるのを防止する。
【００１７】
　いくつかの実施形態では、これは以下のように達成される。以下でより詳細に説明され
るように、ルアーコネクタの雌部分はメインハウジング本体と雌コネクタの間の端部キャ
ップを備えることができる。端部キャップは、第１の端部キャップ構成要素、および第２
の端部キャップ構成要素を備えることができる。第２の端部キャップ構成要素は、ハウジ
ング部材によって支持することができ、第１の端部キャップ構成要素は第２の端部キャッ
プ構成要素によって支持することができ、第２の端部キャップ構成要素の内側に部分的に
配置できる。ルアーコネクタの第１の端部キャップ構成要素は、第２の端部キャップ構成
要素の内面から径方向内側に突出する相補形のタブと係合することができる、その外面か
ら径方向外側に突出する１以上のタブを備えることができる。第１の状態では、タブの係
合により、ルアーコネクタの第１の端部キャップ構成要素が第２の端部キャップ構成要素
内で自由に回転するのが防止できる。ルアーコネクタの第１の端部キャップ構成要素から
外側に突出するタブは、所定のレベルのトルクがルアーコネクタの第１の端部キャップ構
成要素に加えられた場合に、剪断または切断されるように構成でき、それはいくつかの実
施形態では、連結された構成要素の雄のルアー部分がルアーコネクタの第１の端部キャッ
プ構成要素と実質的に完全に螺合可能に係合する場合に行うことができる。ルアーコネク
タの第１の端部キャップ構成要素のタブが剪断または切断された後に、ルアーコネクタの
第１の端部キャップ構成要素は次いで、連結された構成要素の雄部分が第１の端部キャッ
プ構成要素に対して回転できないように、第２の端部キャップ構成要素内で実質的に自由
に回転できる。すなわち、連結された構成要素の雄部分がルアーコネクタに対して回転さ
れると、連結された構成要素の雄部分が第１の端部キャップ構成要素、したがってルアー
コネクタから切り離されるのを実質的に防止するように、第１の端部キャップ構成要素が
連結された構成要素の雄部分と同時に回転できる。
【００１８】
　いくつかの実施形態では、医療用具をコネクタと係合する方法が提供されており、当該
方法は、医療用具の第１の端部をコネクタの第１の端部と連結するステップを備える。コ
ネクタは医療用具の第１の端部に螺合式に係合するように構成された第１の端部を備える
剛性のハウジングを備えることができる。第１の端部は、少なくとも１つの係合面を備え
る第１の部分、および第１の部分と同軸に整列され、少なくとも１つの係合面を備える第
２の部分を備えることができる。第１および第２部分は、第１のロックされた構成に構成
でき、第１および第２の部分のそれぞれの係合面が協働して、第１および第２の部分が相
対的に回転するのを防止または阻止し、また第２の実質的に阻止されない位置になるよう
に構成でき、第１および第２の部分が相対的に回転できる。方法は、医療用具およびコネ
クタが実質的に完全に螺合式に係合された点に達するまで、医療用具の第１の端部をコネ
クタの第１の端部を過ぎて螺合式に進めるように、コネクタに対して医療用具を捻じるス
テップをさらに含む。医療用具を実質的に完全に螺合可能に係合された点を越えて前進方
向にコネクタに対して医療用具をさらに捻じることによって、第１および第２の部分の協
働する係合面が係合解除し、第１の部分がコネクタから医療用具を係合解除させずに第２
の部分に対して回転することができるようになる。
【００１９】
　前述の実施形態、ならびに閉鎖可能な雄ルアーを備えるその他のコネクタに関する別の
実施形態に関するその他の特徴および構成も本明細書に開示される。そのような実施形態
は一般に、好ましくは対応する雌コネクタと連結するとき自動的に、コネクタの雄ルアー
を通る流体の流動を可能にし、または阻止する手段を含む。そのような実施形態は、雄ル
アーコネクタの雌部分が、別のコネクタ、または注射器などの医療デバイスの対応する雄
コネクタ部分と連結できるようにし、一方で雄ルアーコネクタの雌部分が連結された構成
要素の対応する雄コネクタ部分から切り離されるのを抑止し、またはそれを実質的に阻止
する特徴および構成も含むことができる。
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【００２０】
　次に以下の図面を参照して、本発明のいくつかの実施形態を詳細に論じる。これらの図
面は、例示の目的で提供されるに過ぎず、本発明は図に示された対象に限定されない。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１Ａ】吊り下がる重力供給式のＩＶバッグから流体を受けるように構成された配管に
取り付けられた雄ルアーコネクタの実施形態の斜視図を示す。この図およびその他の図で
は、いくつかの詳細部を見やすくするために、コネクタおよび取り付けられた配管の相対
的な寸法はその他の対象部と比較して増加される。
【図１Ｂ】伸長された、実質的に開放された状態における図１Ａのコネクタの斜視図を示
す。
【図１Ｃ】患者に挿入された配管に取り付けられた、例示の雌コネクタに連結された図１
Ａのコネクタの実施形態の斜視図を示す。
【図２】閉鎖可能な雄ルアーコネクタの実施形態の斜視図を示す。
【図３】図２のコネクタのハウジング部分の斜視図を示す。
【図４Ａ】図２のコネクタのバルブ部材部分の斜視図を示す。
【図４Ｂ】図２のコネクタのバルブ部材部分の別の実施形態の斜視図を示す。
【図４Ｃ】図４Ｂのコネクタのバルブ部材部分の実施形態の断面図を示す。
【図５】図２のコネクタの弾性部材の斜視図を示す。
【図６】図２のコネクタの密封部分の斜視図を示す。密封部分の相対的な寸法は、見やす
くするためにその他の図面に示されたコネクタの構成要素と比較して増加される。
【図７】図２のコネクタのいくつかの構成要素の部分的に組み立てた構成での斜視図を示
す。図５のハウジング部分は図７には示されない。
【図８】別の医療用具の雌部分に隣接した図２のコネクタの断面図を示す。この段階では
、流体は図２のコネクタを通って阻止される。
【図９】図８の医療用具と係合した、図２のコネクタの断面図を示す。流体は係合された
コネクタを通って流れる。
【図１０】閉鎖可能な雌ルアーコネクタを備える別の医療用具に隣接した図２のコネクタ
の断面図を示す。この段階では、流体は図２の雌ルアーコネクタによって阻止される。
【図１１】係合した後の図１０のコネクタの断面図を示す。流体は、係合されたコネクタ
を通って流れている。
【図１２】雄ルアー先端を備える注射器に隣接する、図２のコネクタの斜視図を示す。こ
の段階では、流体はコネクタによって阻止される。
【図１３】係合した後の図１２の構成要素の斜視図を示す。この段階では、流体はコネク
タによってまだ阻止されている。
【図１４】図１３の注射器のコネクタおよび雄ルアー先端の断面図を示す。
【図１５】その第１の端部が雄ルアー先端を備える注射器に隣接して配置され、その第２
の端部が雌ルアー取り付け部分を備える皮下針に隣接して配置された、閉鎖可能な雄ルア
ーコネクタの斜視図を示す。
【図１６】係合状態の図１５の構成要素の斜視図を示す。この段階では、流体はコネクタ
を通って流れることができる。
【図１７】コネクタ、注射器の雄ルアー先端、および図１６の皮下針の断面図である。こ
の段階では、流体はコネクタを通って流れることができる。
【図１８Ａ】閉鎖可能な雄ルアーコネクタの別の実施形態の斜視図である。
【図１８Ｂ】図１８Ａのコネクタの断面図である。
【図１８Ｃ】図１８Ａのコネクタの断面図の詳細である。
【図１９】雄ルアー先端を備える注射器に隣接して配置された図１８Ａのコネクタの斜視
図である。
【図２０】係合状態の図１９の構成要素の斜視図である。
【図２１】雄ルアー先端を備える注射器と係合された閉鎖可能な雄ルアーコネクタの別の
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実施形態の斜視図である。
【図２２Ａ】閉鎖可能な雄ルアーコネクタの別の実施形態の断面図である。
【図２２Ｂ】図２２Ａのコネクタの断面図の詳細である。
【図２３Ａ】シュラウドを備える閉鎖可能な雄ルアーコネクタの別の実施形態の側面図で
ある。
【図２３Ｂ】図２３Ａのコネクタの断面図である。
【図２３Ｃ】閉鎖可能な雌コネクタに隣接した、閉鎖可能な雄ルアーコネクタの実施形態
の斜視図である。この段階では、流体は雌ルアーコネクタによって阻止される。
【図２３Ｄ】係合状態の図２３Ｃの構成要素の斜視図である。
【図２４Ａ】閉鎖可能な雄ルアーコネクタの別の実施形態の斜視図である。
【図２４Ｂ】図２４Ａのコネクタの断面図である。
【図２５Ａ】シュラウドを備える閉鎖可能な雄ルアーコネクタの別の実施形態の側面図で
ある。
【図２５Ｂ】図２５Ａのコネクタの断面図である。
【図２６Ａ】可撓的に連結された雌ルアーコネクタを備える閉鎖可能な雄ルアーの別の実
施形態の斜視図である。
【図２６Ｂ】可撓的に連結された雌ルアーコネクタを備える閉鎖可能な雄ルアーの別の実
施形態の斜視図である。
【図２７】閉鎖可能な雄ルアーコネクタの別の実施形態の斜視図である。
【図２８】図２７のコネクタの断面図である。
【図２９】図２７のコネクタの別の断面図である。
【図３０】雄ルアー先端を備える注射器と係合した図２７のコネクタの断面図を示す。こ
の段階では、流体の流動は雄ルアーコネクタによって阻止される。
【図３１】雌ルアー取り付け部分を有する管と係合した図３０のコネクタおよび注射器の
断面図を示す。この段階では、流体の流動はこのアセンブリを通って流れることができる
。
【図３２】図３１のコネクタ、注射器、および管の別の断面図である。この段階では、コ
ネクタは閉鎖の過程にある。
【図３３】プライミングキャップの実施形態と係合する前の図２７のコネクタの斜視図で
ある。
【図３４】閉鎖可能な雄ルアーコネクタの別の実施形態の斜視図である。
【図３５】図３４のコネクタの断面図である。
【図３６】閉鎖可能な雄ルアーコネクタの別の実施形態の斜視図である。
【図３７】図３６のコネクタの断面図である。
【図３８】閉鎖可能な雄ルアーコネクタの別の実施形態の断面図である。
【図３９】雄ルアー先端を備える注射器と係合した図３８のコネクタの断面図を示す。こ
の段階では、流体の流動は雄ルアーコネクタによって阻止される。
【図３９Ａ】雌ルアー取り付け部分を有する管と係合した図３９のコネクタおよび注射器
の断面図を示す。この段階では、流体の流動はこのアセンブリを通って流れることができ
る。
【図４０】閉鎖可能な雄ルアーコネクタの別の実施形態の断面図である。
【図４１】閉鎖可能な雄ルアーコネクタの別の実施形態の断面図である。
【図４２】閉鎖位置での閉鎖可能な雄ルアーコネクタの別の実施形態の斜視図である。
【図４３】開放位置での図４２の閉鎖可能な雄ルアーコネクタの斜視図である。
【図４４】図４２の閉鎖可能な雄ルアーコネクタの断面図である。
【図４５】図４１の断平面に直交する平面に沿った、図４３の閉鎖可能な雄ルアーコネク
タの断面図である。
【図４６】線４６－４６に沿った、図４２の閉鎖可能な雄ルアーコネクタの切開き斜視図
である。
【図４７】図４２の閉鎖可能な雄ルアーコネクタのバルブ部材構成要素の斜視図である。
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【図４８】図４２の閉鎖可能な雄ルアーコネクタの雌コネクタ構成要素の斜視図である。
【図４９】閉鎖可能な雄ルアーコネクタの実施形態の構成要素の分解図である。
【図５０】閉鎖可能な雄ルアーコネクタの実施形態の構成要素の分解図である。
【図５１】不可逆の閉鎖可能な雄ルアーコネクタの構成要素の実施形態の係合配置の斜視
図である。
【図５２】線５２－５２に沿った図５１の実施形態の断面図である。
【図５３】不可逆の閉鎖可能な雄ルアーコネクタの構成要素の実施形態の側面図である。
【図５４】図５３の構成要素の側面図である。
【図５５】不可逆の閉鎖可能な雄ルアーの構成要素の実施形態の側面図である。
【図５６】図５５の構成要素の側面図である。
【図５７】閉鎖位置での閉鎖可能な雄ルアーコネクタの別の実施形態の斜視図である。
【図５８】線５８－５８に沿った、図５７の閉鎖可能な雄ルアーコネクタの断面図である
。
【図５９】図５７の閉鎖可能な雄ルアーコネクタの雌コネクタ構成要素の斜視図である。
【図６０】図５９に示された雌コネクタ構成要素の側面図である。
【図６１】図５９に示された雌コネクタ構成要素の正面図である。
【図６２】相手部品の雄連結部分に螺合可能に挿入された、図５９に示された雌コネクタ
構成要素の端部キャップ部分の拡大側面図である。
【図６３】閉鎖位置での閉鎖可能な雄ルアーコネクタの別の実施形態の斜視図である。
【図６４】閉鎖可能な雄ルアーコネクタのいくつかの内部の特徴を点線で示す、再び閉鎖
位置にある、図６３に示す閉鎖可能な雄ルアーコネクタの実施形態の側面図である。
【図６５】図６３に示された閉鎖可能な雄ルアーコネクタの実施形態の構成要素の分解図
である。
【図６６】図６３に示された閉鎖可能な雄ルアーコネクタの実施形態の雌端部の端面図で
ある。
【図６７】図６６の線６７－６７に沿った、図６３に示された閉鎖可能な雄ルアーコネク
タの実施形態の断面図である。
【図６８】図６７の曲線６８－６８に沿った、図６３に示された閉鎖可能な雄ルアーコネ
クタの実施形態の拡大断面図である。
【図６９】図６６の線６９－６９に沿った、図６３に示された閉鎖可能な雄ルアーコネク
タの実施形態の断面図である。
【図７０】図６９の曲線７０－７０に沿った、図６３に示された閉鎖可能な雄ルアーコネ
クタの実施形態の拡大断面図である。
【図７１】図６３に示された閉鎖可能な雄ルアーコネクタの実施形態の一部分の斜視図で
ある。
【図７２】図６３に示された閉鎖可能な雄ルアーコネクタの実施形態の一部分の斜視図で
ある。
【図７３】図６３に示された閉鎖可能な雄ルアーコネクタの一部分の斜視図である。
【図７４】図７３に示された構成要素の側面図である。
【図７５】図６３に示された閉鎖可能な雄ルアーコネクタの実施形態の一部分の斜視図で
ある。
【図７６】図７５に示された構成要素の端面図である。
【図７７】図７６の線７７－７７に沿った、図７５に示された構成要素の断面図である。
【図７８Ａ】図６３に示された閉鎖可能な雄ルアーコネクタの実施形態と螺合式に係合さ
れた連結された構成要素を例示する側面図である。
【図７８Ｂ】図６３に示された閉鎖可能な雄ルアーコネクタの実施形態と実質的に完全に
螺合式に係合された連結された構成要素を例示する側面図である。
【図７８Ｃ】閉鎖可能な雄ルアーコネクタの別の実施形態と実質的に完全に螺合式に係合
された連結された構成要素を例示する側面図である。
【図７９Ａ】閉鎖位置での雄ルアーコネクタの別の実施形態の断面図である。
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【図７９Ｂ】閉鎖位置での図７９Ａに示されたルアーコネクタの実施形態の断面図である
。
【図８０Ａ】閉鎖位置でのルアーコネクタの別の実施形態の断面図である。
【図８０Ｂ】開放位置での図８０Ａに示されたルアーコネクタの実施形態の断面図である
。
【図８１Ａ】閉鎖位置でのルアーコネクタの別の実施形態の断面図である。
【図８１Ｂ】開放位置での図８１Ａに示されたルアーコネクタの実施形態の断面図である
。
【図８２Ａ】閉鎖位置でのルアーコネクタの別の実施形態の断面図である。
【図８２Ｂ】開放位置での図８２Ａに示されたルアーコネクタの実施形態の断面図である
。
【図８３Ａ】閉鎖位置でのルアーコネクタの別の実施形態の断面図である。
【図８３Ｂ】開放位置での図８３Ａに示されたルアーコネクタの実施形態の断面図である
。
【図８４Ａ】閉鎖位置でのルアーコネクタの別の実施形態の断面図である。
【図８４Ｂ】開放位置での図８４Ａに示されたルアーコネクタの実施形態の断面図である
。
【図８５Ａ】閉鎖位置でのルアーコネクタの別の実施形態の断面図である。
【図８５Ｂ】開放位置での図８５Ａに示されたルアーコネクタの実施形態の断面図である
。
【図８６Ａ】閉鎖位置でのルアーコネクタの別の実施形態の断面図である。
【図８６Ｂ】開放位置での図８６Ａに示されたルアーコネクタの実施形態の断面図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　次に、開示のいくつかの特定の実施形態を対象として、以下の詳細な説明を行う。
【００２３】
　本明細書に説明された実施形態のいくつかの態様では、雄ルアーコネクタの第２の端部
を閉鎖するための様々な手段が示される。いくつかの実施形態では、これらの閉鎖機構は
、雄ルアーが対応する雌ルアーを手動で開放され、またはそれと係合された場合に流体の
流動を可能にしながら、流体が雄ルアーから漏洩し、またはそこに進入するのを防止かつ
／または阻止するように機能する。本明細書では、「閉鎖された」または「密封された」
などの用語は、流体の流動に対する障害またはバリアとして理解すべきである。これらの
用語は、全ての環境で完全な流体閉鎖部を行う特定の構造または構成を必要とするように
理解すべきではない。
【００２４】
　図１Ａには、閉鎖位置での閉鎖可能な雄ルアーコネクタ１０の実施形態が閉鎖位置で示
される。ルアーコネクタ１０は、ポールスタンド１１から吊り下がる流体で充填された重
力供給式ＩＶバッグ９に取り付けられている。バッグ９の底部には、配管１３の一区間が
取り付けられている。配管１３の反対側の端部が、ルアーコネクタ１０の第１の端部１２
に連結されている。ルアーコネクタ１０の第２の端部１４の内側にある閉鎖機構は、ルア
ーコネクタ１０が閉鎖構造を維持する限り、バッグ９内に収容された流体が配管１３を通
って流れてルアーコネクタ１０から漏出することを防止する。
【００２５】
　図１Ｂでは、コネクタ１０が開放位置で示されている。流体は、流出し、コネクタ１０
の第１の端部１２に入り、コネクタ１０の第２の端部１４から出ることができる。医療提
供者は、２本の指で閉鎖可能な雄ルアーコネクタ１０の第２の端部を把持し、他の２本の
指で配管１３を把持し、反対方向に指を穏やかに移動させることによって、雄ルアーコネ
クタ１０をこの構成に移行させることができる。
【００２６】
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　図１Ａおよび図１Ｂに示されたＩＶ送達システムは、患者と容易に流体連結する準備が
整っている。ほとんどの状況で、配管１３は、ＩＶバッグ９に最初に連結された場合に空
気で満たされている。配管１３のもう一方の端部が図１Ａに示すように、閉鎖されたコネ
クタに連結された場合、空気は漏洩できず、流体はＩＶバッグ９から配管１３に入れない
。したがって、ルアーコネクタ１０は、全ての空気がルアーコネクタ１０を通って排出さ
れ、ＩＶバッグ９内の流体が配管１３およびコネクタ１０を充填するまで、手動で開放位
置にされる。この手順は、「プライミング」として知られる。流体ラインおよびコネクタ
が適切にプライミングされた直後に、医療提供者はルアーコネクタ１０の第２の端部１４
および配管１３に加えられた反対方向の力を急速に緩めることができ、ルアーコネクタ１
０の閉鎖機構は、ルアーコネクタ１０を通る流体の流動を急速に停止することができる。
【００２７】
　次に、図１Ｃを参照すると、カテーテル１７が患者の腕１５に挿入されている。カテー
テル１７は腕１５の皮膚を貫通し、好ましくは患者の血流と流体的に連結されている。カ
テーテル１７は、雌医療用コネクタ２１に取り付けられた１本の医療配管１９にも連結さ
れている。図１Ｃに示された雌医療用コネクタ２１の例は、カリフォルニア州San Clemen
teのICU Medical, Inc.社によって製造されたClave（登録商標）コネクタのバージョンで
ある。このタイプのコネクタの様々な実施形態が米国特許第５６８５８６６号（特許文献
１）に示され、説明され、それは本明細書に参照によってその全体が援用される。本明細
書に開示された多くの雄ルアーの実施形態が、その他のタイプの雌コネクタと共に使用で
きることを意図している。配管１９、カテーテル１７、および雌コネクタ２１が、標準的
な手順を使用して流体によって予めプライミングされていた。ルアーコネクタ１０は、上
述したようにプライミングされ、雌コネクタ２１と係合される。以下でより詳細に説明さ
れるように、雄コネクタ１０および雌コネクタ２１が係合されたとき、流体がＩＶバッグ
９から患者に流入できる。雄コネクタ１０および雌コネクタ２１が係合解除された場合、
流体が再び雄コネクタ１０の第２の端部１４から流出するのを防止される。一般に、流体
は雌コネクタ２１の開口から流出するのも防止される。
【００２８】
　図１Ａ～図１Ｃに示された実施形態が、下記により詳細に説明されている。本明細書に
開示されたその他の各実施形態は、例示された流体システムにおいて、およびその様々な
修正形態および変形形態において使用することができる。さらに、本発明によるコネクタ
の様々な実施形態が、広範なさらなる医療流体システムで使用できることを意図している
。たとえば、開示されたコネクタは、血液、尿、またはインスリンなどの体液、ならびに
化学療法で使用される流体などのナリシングフルード(nourishing fluid)および／または
治療用流体を移送するために使用することもできる。開示されたコネクタは、流体移送シ
ステムの他の様々な構成要素を相互連結するのにも使用できる。
【００２９】
　次に、図２～図９を参照すると、図１Ａ～図１Ｃの閉鎖可能な雄ルアーがより詳細に示
されている。図２に示すように、組み立てられたルアーコネクタ１０が、ハウジング２３
、バルブ部材１６、弾性部材１８、およびシールリング２０（図２では見ることができな
い）という４つの部分を備える。これらの部分は、図３から図６に個別に示されており、
これらの図を参照してより詳細に論じられる。ルアーコネクタ１０は、より多い、または
より少ない部分から構築され、そのような部分は異なる構成に組み合わせることができる
。
【００３０】
　図３は、ルアーコネクタ１０のその他の部品から引き離された、コネクタ１０のハウジ
ング２３を示す。ハウジング２３は、コネクタ１０の第１の端部１２から延出し、上方ハ
ウジング３４、中間の部分３２、およびルアー先端２２を通って、ハウジング２３の第２
の端部１４に達する軸方向の軸方向通路２８を備える全体的に管状構造である。いくつか
の実施形態では、第１の端部１２からルアー先端２２への長さはおよそ１．２５インチ（
３１．７５ｍｍ）である。ハウジング２３は好ましくは、必ずしもそうである必要はない
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が、コネクタの重量および容積が最小限に抑えられるように、第１の端部１２から第２の
端部１４まで約１．５インチ（３８．１ｍｍ）以下である。ハウジング２３は、特定の用
途に関して任意の適切な長さを有することができる。ルアー先端２２は、シュラウド２４
によって囲まれた基部２５でハウジング２３の残部に連結する。ルアーコネクタ１０の第
２の端部に向かうルアー先端２２の端部２７は、シュラウドの縁部２９を越えてある程度
の距離に延出する。
【００３１】
　シュラウド２４は好ましくは、コネクタ１０が別の医療用具に取り外し可能な様式で堅
固に取り付けられるのを助ける内壁の雌ネジ２６を有する。その他の実施形態では、シュ
ラウド２４は、急速解除機構およびその他の手段を含む解除可能な連結を提供するための
他の構造または材料を含むことができる。シュラウド２４は、使用者が指でハウジング２
３のシュラウド２４をしっかりと把持して捻じるのを補助するために外表面に複数の窪み
３１を備える。窪み３１は、指がコネクタ１０から滑って離れるのを防止する、上方にテ
ーパが付された側壁３３を有する。各窪み３１のコネクタ１０の第１の端部に向かう１つ
の端部では、ハウジング２３の表面は窪み３１の表面とほぼ同一平面上にあり、各窪み３
１のコネクタ１０の第２の端部１４に向かう１つの端部では、ハウジング２３の表面が窪
み３１の表面から偏り、好ましくはその上にある。この構成により、指が、ハウジング２
３に沿ってコネクタ１０を把持しまたは捻じるための位置にコネクタ１０の第２の端部１
４に向かう方向に無理なく摺動できるようになる。指が所望の位置になった後に、窪み３
１のコネクタ１０の第２の端部１４に向かう一端にある、テーパが付された壁３３が、第
２の端部１４の方向に指がさらに移動することを阻止する。一連の窪み３１は、実質的に
シュラウドの外表面全体の周りに延出しており、使用者の指は、コネクタ１０の両側に配
置された場合、使用中のコネクタ１０の向きに無関係に窪み３１に収容されやすくなる。
【００３２】
　例示された実施形態では、先端２２は、テーパが付された外壁を有する。先端２２の直
径は、基部２５から第２の端部２７に向かって次第に小さくなる。先端２２は、その第２
の端部２７に穴を備える。ルアー先端２２の基部２５で、内側の穴３５（図８を参照され
たい）が、ルアーコネクタ１０の中間の部分３２の流体通路２８の領域に通じている。ル
アー先端の寸法は、ＡＮＳＩ規格などの適用可能な規格および／または規定に準拠するよ
うになすことができる。
【００３３】
　ルアー先端２２の内壁は、好ましくはルアー先端２２によって囲まれた流体通路２８の
軸に向かって径方向内側に延出するシェルフ３０を備え、流体通路２８を第２の端部２７
に隣接する領域においてよりも第２の端部２７でより狭くする。例示された実施形態では
、コネクタ１０の中心軸に向かって径方向内側に面するシェルフ３０の表面は、先端２２
の外表面のテーパと同様にテーパを付けられている（図８および図９を参照されたい）。
この構成では、シェルフ３０の内径は、第１の端部に向かう側面から第２の端部に向かう
シェルフ３０の側面への方向に狭くなっている。以下でより詳細に説明されるように、ル
アー先端２２のシェルフ３０は、バルブ部材１６の第２の端部がそれに対して当接する場
合に、コネクタ１０を通る流体の流動を遮断および／または阻止するのを助ける。
【００３４】
　ハウジング２３の中間の部分３２が、シュラウド２４と上方ハウジング３４の間にある
。図示のように、中間の部分３２は、シュラウド２４または上方ハウジング３４よりも小
さな外径を有する。中間の部分３２は、互いにハウジング２３の両側に配置された２つの
全体に矩形の開口３６も有する。コネクタ１０が組み立てられた場合に、中間の部分３２
は全体的に弾性部材１８の一部分によって覆われる（たとえば図２を参照されたい）。そ
の結果、中間の部分３２は、一般に使用中に指と接触しない。したがって、いくつかの実
施形態では、把持可能な表面は中間の部分３２に使用されない。したがって、中間の部分
３２は、ハウジング２３のその他のいずれの区間よりも小さな直径かつ円滑な表面を有す
る。
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【００３５】
　上方ハウジング３４は、全体的に、２つの間隙３８によって２つの壁区画４５ａ、４５
ｂ（図３に一方のみが示される）に分割されている。上方ハウジング３４は、シュラウド
２４の窪み３１と形状および機能が同様の一連の窪み３７を備える。上方ハウジング３４
は、間隙３８内に延出する１以上の突起４３も備えることができる。組み立てられた構成
で、突起４３は、壁区画４５ａ、４５ｂ内の間隙３８の間に弾性部材１８の一部分を保持
するのを助ける（図２を参照されたい）。いくつかの実施形態では、突起４３は、コネク
タの第１の端部に向かう端部でのより小さな厚さから、コネクタの第２の端部に向かう端
部でのより大きな厚さにテーパを付けられている。突起４３のテーパは、弾性部材１８の
部分を所望の位置および向きに挿入および保持することを助け、一方で使用中に弾性部材
１８を曲げることおよび捩ることを可能にする。突起４３は、コネクタ１０が突起４４の
組に接触することによってバルブ部材１６の第２の端部に向かって開放位置に移動される
とき、バルブ部材１６が第１の端部の方向に前進しすぎるのを防止することも助ける。突
起４３のテーパにより、バルブ部材１６の突起４４が、ハウジング２３の突起４３を過ぎ
てハウジング２３に組み付けられる間、第２の端部に向かって前進できるようになる。壁
区画のそれぞれのコネクタの第１の端部に向かうコーナ４７は、好ましくは使用中に指ま
たは弾性部材１８に引っ掛かり、擦り、またはその他の損傷もしくは刺激を防止するため
に丸みを付けられている。
【００３６】
　図３に示すように、上方ハウジング３４の外表面は下方のシェルフ３９を備え、シュラ
ウド２４の外表面は弾性部材１８の中央部分を組み立てられた構成でハウジング２３の周
りに保持するのを助けるように構成されたシェルフ４１を備える（図２を参照されたい）
。上方ハウジング３４のシェルフ３９は、弾性部材１８がコネクタの第１の端部の方向で
摺動することを防止するために、好ましくは実質的に水平である。シュラウド２４のシェ
ルフ４１は、コネクタ１０の製造中にハウジング２３の弾性部材１８の適切な配置を補助
するために、好ましくはテーパを付けられている（図８を参照されたい）。
【００３７】
　ハウジング２３は、任意の数の異なる材料から構築できる。いくつかの実施形態では、
ハウジング２３はポリカーボネートまたはその他のポリマー材料などの比較的剛性の材料
から構築できる。この実施形態のハウジング２３および／またはバルブ部材１６、あるい
はその他の実施形態の構成要素は、Bayer Makrolon（登録商標）または任意の他の適切な
材料などの疎水性の材料でも構築できる。
【００３８】
　次に図４Ａを参照すると、雄ルアーコネクタ１０のバルブ部材１６がコネクタ１０のそ
の他の構成要素から引き離されて示されている。いくつかの実施形態では、バルブ部材１
６は、追加の構造によって囲まれている、バルブ部材１６の第１の端部４８からその第２
の端部５６に延出する変化する直径の流体通路５２を備える。第１の端部４８の付近に、
バルブ部材１６および対応する流体通路５２の区画が、その中に挿入された標準的な直径
の医療配管の区画を収容するために比較的広くなっている。バルブ部材１６の中間付近に
、流体通路５２の一部分を囲む配管４０がバルブ部材１６の第１の端部付近の部分に取り
付けられている。配管は、配管４０の少なくとも一部分に沿って２つのほぼ平行なストラ
ット４２に隣接している。配管４０は、円形の断面またはその他の適切な断面を有するこ
とができる。ストラット４２は、好ましくは比較的薄く、ほぼ平面である。各ストラット
４２の第１の端部は、バルブ部材１６のほぼ中間の区画でバルブ部材１６に連結し、各ス
トラットの第２の端部は、バルブ部材１６の第２の端部５６に向かって延出する。バルブ
部材１６の第２の端部５６は、好ましくはストラットの端部よりも遠方に延出する。各ス
トラット４２の内壁と配管４０の外壁との間に、好ましくは開放された空間がある。
【００３９】
　バルブ部材１６の中間付近からその第１の端部４８に、流体通路５２はその外表面に沿
って突起４４を備えるより広い領域を備える。突起４４は、バルブ部材１６の本体の対向
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する側面に沿って長手方向に２つのチャネル４６（図４Ａに１つのみが示される）を形成
する。いくつかの実施形態では、ストラット４２は、図示のようにチャネル４６から円周
方向に間隔をあけて配置されている。
【００４０】
　バルブ部材１６および配管４０の第１の端部付近には、円周方向のチャネル５７がバル
ブ部材１６の本体の周囲に形成できる。突起したタブ４９がコネクタの第１の端部に向か
ってチャネル５７の縁部に沿って形成でき、バルブ部材１６の突起した中間部分がコネク
タの第２の端部に向かってチャネル５７の縁部を形成できる。いくつかの実施形態では、
突起したタブ４９は、バルブ部材１６の第１の端部の周囲に均一に延出せず、その代わり
に互いに正反対に間隔をあけて配置された２つのより大きな区間を有する。
【００４１】
　バルブ部材１６を構築するために必要な材料の量は、この部分の外側の層に作製された
陥凹部によって削減できる。配管４０は、それを貫通して配置された通路５２を有するこ
とができる。この通路５２は、バルブ部材１６の第１の端部の穴からバルブ部材１６の第
２の端部に実質的に隣接して配置された１対の穴５０（図４Ａに１つのみが示される）に
好ましくは延出する。例示された実施形態では、これらの穴５０は、全体的に矩形の形状
である。コネクタの第２の端部付近の配管４０の領域は、１つだけの穴、または２を越え
る穴によって形成することもでき、１以上の穴に関するその他の形状も使用することもで
きる。たとえば、穴５０は、（たとえば一方の端部が狭く、もう一方の端部がより広い）
涙滴形によって形成でき、それによって製造の射出成形工程を促進する。さらに、いくつ
かの実施形態では、バルブ部材１６が流体経路なしに構築でき、コネクタ１０の第１の端
部と第２の端部との間に流体を運ぶための手段でなく、バルブ部材１６の周りに流れる流
体用の遮断プランジャとして機能する。
【００４２】
　バルブ部材１６の配管４０は、その第２の端部に、フランジ区画５８を備える。フラン
ジ区画５８は、好ましくは、配管４０の隣接部分よりも径方向外側に延出する。いくつか
の実施形態では、フランジ区画５８は、配管４０の残部と同じ材料、または実質的に同じ
材料から形成できる。フランジ区画５８は、好ましくはバルブ部材１６の第１の端部から
配管４０の第２の端部に向かってテーパが付いている。いくつかの実施形態では、テーパ
は、５°の角度で形成され、ハウジング２３のシェルフ３０の径方向内側に面する表面の
テーパと実質的に同一のテーパを有する。その他の角度のテーパを使用することができ、
またはテーパを全く使用しないこともできる。
【００４３】
　図３のハウジング２３と同様のバルブ部材１６が、いくつかの異なる材料から構築する
ことができる。そのような材料の例には、ポリカーボネートまたはその他のポリマー材料
が含まれる。バルブ部材１６は、ハウジング２３とほぼ同じ長さであるか、それよりいく
ぶん短いことができる。たとえば、バルブ部材１６の長さは、ほぼ１インチ（２５．４ｍ
ｍ）であることができる。いくつかの実施形態では、バルブ部材１６は、ハウジング２３
の長さよりも実質的に短いことができる。バルブ部材１６は、ハウジング２３と同じ剛性
の材料から形成できる。いくつかの用途では、たとえば、半剛性またはより柔軟性のある
材料が、バルブ部材１６、より具体的には、配管４０の第２の端部に向かうフランジ区画
５８に使用することに関して望ましいことができる。
【００４４】
　バルブ部材１６は、射出成形によって製造できる。いくつかの実施形態では、少なくと
も２つのゲートを使用して、型全体にわたって溶融したプラスチックが分布することを促
進する。好ましくは、１つのゲートがコネクタの第１の端部に向かうストラット４２の端
部と、突起したタブ４９との間のバルブ部材１６の側面のうちの１つに配置され、別のゲ
ートが好ましくはバルブ部材１６の穴５０の付近に配置できる。ゲートの位置は固定され
ていないが、バルブ部材１６のその他の位置が、バルブ部材１６を射出成形する場合のゲ
ートに使用できる。この実施形態またはその他の実施形態のハウジング２３およびバルブ
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部材１６の両方を、同じ材料から構築することにより、コネクタ１０とその周囲環境の間
の熱膨張／収縮、または化学的相互作用により、コネクタ１０の性能を劣化させる可能性
が少なくなる。
【００４５】
　例示された実施形態のバルブ部材１６は図４Ａに示すように構成されるが、多くの他の
構成が可能である。いくつかの実施形態では、バルブ部材１６は、その外表面が比較的円
滑であることができ、通路５２を画成する配管４０を主に備えることができる。その他の
実施形態では、異なる数のストラット４２が、バルブ部材１６の側面に沿って配置できる
。
【００４６】
　図４Ｂに示す実施形態で理解できるように、バルブ部材１６の第１の端部付近の突起し
たタブ１５０は、注射器などの医療用具（図示されない）をバルブ部材１６の第１の端部
に取り外し可能に取り付けるために、ネジ山などの外側の係合面１５０も備えることがで
きる。
【００４７】
　図４Ｃに示す実施形態では、通路５２は、さらに内表面１８２に沿ってテーパを付ける
ことができる。通路５２のテーパにより、通路の幅が、バルブ部材１６の第１の端部１８
０でより大きな寸法になり、バルブ部材の第２の端部１８４に向かってより小さな寸法に
なるように縮小することになる。通路５２の内側のテーパは、雄ルアーのテーパと相補的
になり、密接に嵌合できる。そのような内側のテーパは、医療用注射器に関する規格など
のＡＮＳＩ規格および／または規定に準拠できる。例示された実施形態では、バルブ部材
１６の配管４０は図４Ａの実施形態におけるような、配管４０の壁を越えて径方向外側に
延出するフランジ区画５８がない。その代わりに、配管４０の壁は、第２の端部の領域で
径方向内側にテーパを付けられている。ルアー先端２２ａの第２の端部２７ａは、ルアー
先端２２ａの第２の端部２７ａの内側の表面に沿って流体が漏洩する可能性を低下させる
より小さな断面の第２の部分１７０を有することができる。ルアー先端２２ａの第２の端
部２７ａの付近に、より大きな断面領域１６０が、図４Ｃに示すように急激な階段式の移
行、あるいは次第にテーパを付けられた移行、またはその他の移行を使用するなどの多く
の異なる様式で、コネクタの第２の端部に向かって、より小さな断面部分１７０に移行す
ることができる。ルアー先端２２ａの第２の端部２７ａでの開口のいくつかの例としての
断面直径には、約０．５ｍｍ、０．７５ｍｍ、１．０ｍｍ、１．２５ｍｍ、１．５ｍｍ、
および１．７５ｍｍを含む、約２ｍｍ以下のものが含まれる。第２の端部２７ａ内の開口
の直径は、０．４ｍｍ～１．８ｍｍ、０．５ｍｍ～１．５ｍｍ、および０．５～１．０ｍ
ｍの範囲であることもできる。列挙した範囲内または範囲外の他の直径も使用することが
できる。さらに、バルブ部材１６の第２の端部は、全体的にルアー先端２２ａの第２の端
部２７ａの開口内の空間を適切に占有するように寸法を決めることができる。
【００４８】
　図４Ｂおよび図４Ｃに示すように、閉鎖可能な雄ルアーコネクタ１０は、第１の雌端部
１８０および雄ルアー端部１８４を有する。図１Ｃの閉鎖可能な雌コネクタ２１（上記に
参照された）、および図１０と図１１との雌コネクタ２１０（以下でより詳細に説明され
る）、ならびに同様の外部構造を有するその他の標準的な雌コネクタが雌および雄の端部
の両方も有する。多くの実施形態では、そのような雌コネクタは、雄端部でなく雌端部の
流体の流動を阻止するためのシールまたはその他の流体バリアを利用する。本明細書に示
された閉鎖可能な雄ルアーコネクタの多くの実施形態では、雌端部に示されたシールまた
はその他の流体バリアが全くない。しかし、本明細書に開示された任意の閉鎖可能な雄ル
アーコネクタの雌端部は、閉鎖可能な雌端部を備えるように構成できる。たとえば、雌コ
ネクタ２１もしくは２１０、または任意の他の標準的な雌コネクタによる選択的な流体妨
害部に関する構造は、両端での流体の流動を選択的に密封または阻止するコネクタを提供
するために、本明細書に開示された閉鎖可能な、任意の雄ルアーコネクタの雌端部内に含
めることができる。このタイプの閉鎖可能な雌および雄の端部を備えるいくつかの実施形
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態では、米国特許第５６８５８６６号（特許文献１）に示すように、弾性密封要素が雌開
口、またはその付近に配置されることが有利である可能性がある。密封要素をこの様式で
配置することにより、拭い取り動作による消毒で使用する前に雌開口を洗浄し、密封要素
、および／または密封要素と密封要素に隣接するコネクタのハウジングとの間の領域の細
片、細菌、殺菌剤、またはその他の不要な物質の有害な蓄積物を排除することが可能にな
る。
【００４９】
　次に図５に注目して、弾性部材１８をより詳細に論じる。例示された実施形態では、弾
性部材１８は、２つの伸縮性部材６４によって引き離された２つのリング６０、６２から
形成される。リング６０、６２および／または伸縮性部材６４は、伸長された場合に復元
力を働かせるように構成された変形可能な材料から作製できる。したがって、リング６０
、６２が反対方向に引かれた場合に、伸縮性部材６４は、リング６０、６２をその引き延
ばされない構成に復元するように機能する。
【００５０】
　伸縮性部材６４は、いくつかの伸縮性のある材料から構築できる。いくつかの実施形態
では、伸縮性部材６４は、シリコーンゴム伸縮性材料から作製できる。別の実施形態では
、伸縮性部材６４は、形状記憶材料から作製できる。別の実施形態では、伸縮性部材６４
および／または弾性部材１８は、復元力を働かせることができるバネまたはその他の構造
を備えることができる。
【００５１】
　リング６０、６２は、いくつかの材料から構築することもできる。いくつかの実施形態
では、リング６０、６２は、伸縮性部材６４を構成する同じ変形可能な伸縮性のある部材
から構築される。したがって、リング６０、６２は、それぞれのリング６０、６２が取り
付けられるハウジング２３の適切な部分の周りに延出する直径に伸長できる。リング６０
、６２の弾性は、各リング６０、６２をハウジング２３の定位置に効果的に保持するよう
に機能することができる。別の実施形態では、リング６０、６２は、剛性または半剛性の
材料から構築することができ、たとえば定位置に嵌合しまたは定位置から出ることができ
る半円を構成することができる。いくつかの実施形態では、弾性部材１８は、バルブ部材
１６またはハウジング２３と一体化できる。いくつかの実施形態では、その他の構造およ
び／または構成が、弾性部材１８とは異なる様式で、バルブ部材１６およびハウジング２
３を共に、選択的に押しやるために使用できる。
【００５２】
　次に、図６に注目して、密封部分２０をより詳細に説明する。いくつかの実施形態では
、密封部分２０が実質的に円筒形であり、それを貫通してボア６６が延出する。いくつか
の実施形態では、密封部分２０がさらに、正反対の位置で円筒形の部分の側壁から延出す
る１対の全体的に矩形である突起６８を備える。突起６８は、異なる形状および／または
位置をとることができる。密封部分２０は、より大きな直径によって、両端で２つのリン
グ６９によって囲まれた、全体的により小径の中間部分６７を有することもできる。
【００５３】
　密封部分２０は、任意の数の異なる材料から構築できる。いくつかの実施形態では、密
封部分２０は、シリコーンベースの変形可能な材料７０から作製できる。シリコーンベー
スの変形可能な材料は、プラスチックおよびその他の剛性のポリマー材料を有する流体密
閉鎖部を形成するものの中の１つである。密封部分２０は、弾性部材１８と同じ材料から
作製できる。
【００５４】
　図７には、一実施形態の雄ルアーコネクタ１０のいくつかの構成要素が示されている。
図示のように、ハウジング２３がなくなっている。バルブ部材１６、弾性部材１８、およ
び密封部分２０がそのそれぞれの組み立てられた位置で示されている。
【００５５】
　次に、雄ルアーコネクタ１０の様々な部分の間のいくつかの相互連結をより詳細に論じ
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る。図示のように、弾性部材１８のより小さなリング６２がバルブ部材１６の周縁部のチ
ャネル５７内に嵌合する。いくつかの実施形態では、より小さなリング６２が、バルブ部
材１６の第１の端部で突起したタブ４９よりも大きな内径を有するまで伸長できる。小さ
なリング６２は、円形のチャネル５７の周りの位置に前進された後に解放でき、図示のよ
うに円形のチャネル５７の周りに緊密に巻き付く。
【００５６】
　弾性部材１８のより大きなリング６０は、（図２に示すように）ハウジング２３の中間
部分３２の周りに延出し、小さなリング６２に対して上述したものと同様な様式で伸長さ
れ、配置できる。次いで、弾性部材１８の伸縮性部材６４は、弾性部材１８の小さなリン
グ６２と大きなリング６０の間に延出でき、好ましくはバルブ部材１６内のチャネル４６
に沿い、かつその中に延出できる。これらのチャネル内に配置された後に、伸縮性部材６
４は、事実上、チャネルの外壁に沿って突起４４によって捕捉される。図２で理解できる
ように、伸縮性部材６４は、ハウジング２３の上方ハウジング３４内の間隙３８に沿って
延出することもできる。間隙３８は、全体的に例示された実施形態でのチャネル４６の上
に配置される。それによって、弾性部材１８は、ハウジング２３とバルブ部材１６の間の
伸縮性のある連結を提供し、バルブ部材１６を引いてハウジング２３と係合させる。
【００５７】
　図７の弾性部材１８によって部分的に隠された密封部分２０は、好ましくは配管４０の
周りに緊密に嵌合し、バルブ部材１６のストラット４２の間に配置される。
【００５８】
　図８は、例示の雌コネクタ９２に隣接した本実施形態の雄ルアーの断面を示す。この断
面図では、ハウジング２３、バルブ部材１６、密封部分２０の間の相互連結および相互作
用が、より詳細に理解できる。バルブ部材１６は、ハウジング２３内に配置されるように
構成される。図示のように、バルブ部材１６の配管４０は、管腔２８内に、それを貫通し
て挿入できる。一方で、ストラット４２は、ハウジング２３の中間の部分３２を貫通して
長手方向に延出する、対応するスロットを通過するように構成される。組み立てられた構
成では、ストラット４２は２つの側面に沿って先端２２に隣接し、配管４０は少なくとも
部分的に先端２２内に収容される。突起４４は、ハウジング２３の上方ハウジング３４に
形成された間隙３８内に捕捉される。
【００５９】
　閉鎖機構５６は、好ましくは雄ルアーコネクタ１０が雌コネクタ９２と係合しないとき
は必ず、外部環境との流体連通から、閉鎖可能な雄ルアーコネクタ１０を貫通して延出す
る流体通路５４を閉鎖するようになされる。例示された実施形態では、流体通路５４は、
管腔２８ならびにバルブ部材１６の通路５２を備える。例示された実施形態の閉鎖機構５
６は、配管４０のフランジ区画５８および管腔２８の突起した部分３０の内側のテーパの
両方を備える。これらの２つの表面が接触するとき、それらは雄ルアーコネクタ１０の第
２の端部１４、またはその付近に閉鎖部を形成できる。
【００６０】
　配管４０の突起したフランジ区画５８の実質的に合致された内側のテーパを付けられた
表面、および管腔２８の突起した部分３０は、雌コネクタ９２の閉鎖部を形成することを
補助する。好ましくは、比較的に流体密の閉鎖部が形成される。突起した部分３０と５８
との間の係合は、いくつかの別の様式で形成することもできる。いくつかの実施形態では
、フランジ区画５８の材料、および管腔２８の突起した部分３０の材料は、互いに密接し
て嵌合するように構成され、流体密閉鎖部を形成するために十分に適合性のある材料から
作製されている。別の実施形態では、フランジ区画５８および／またはバルブ部材１６の
さらなる部分が、管腔２８の内面の輪郭により密接に追従する変形可能な材料から構築で
き、管腔２８はテーパを有する必要がない。いくつかの実施形態では、流体が雄ルアーコ
ネクタ１０内から漏洩するのを防止するように、密封部分２０が構成される。バルブ部材
１６がハウジング２３に係合する場合、密封部分２０がハウジング２３の中間の部分３２
と配管４０との間に配置される。流体が、ハウジング２３の管腔２８内を配管４０の外表
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面に沿って流れるとき、流体は、密封部分２０によって、より具体的には、密封部分２０
のいずれかの端部でリング６９によって、中間の部分３２を過ぎて流動することが防止さ
れる。
【００６１】
　密封部分２０は、好ましくはハウジング２３の中間の部分３２の開口３６内に嵌合する
ように構成された突起６８（図６を参照されたい）によってハウジング２３とバルブ部材
１６の間の定位置に保持される。突起６８は、密封部分２０を適切に位置合わせして維持
するのを助ける。
【００６２】
　図８に示された実施形態を参照すると、今度は、例示の雌コネクタ９２の構造がさらに
詳細に論じられる。雌コネクタ９２は、流体通路７４が貫通する細長い本体７２を備える
ことができ、雌コネクタ９２はその遠位端付近に先端７６を有することができる。いくつ
かの実施形態では、雌コネクタ９２の先端７６は、その外表面に配置された径方向に延出
する表面７８を有する。雌コネクタ９２は、雌コネクタ９２内に配置された流体導管を有
することができる。流体導管は、本明細書に開示されたコネクタ１０と適合性のある全て
の雌コネクタに含まれ、または必要とされるわけではない。雌コネクタ９２の近位の内表
面８０に沿って、好ましくは流体通路７４の直径が遠位の方向に縮小するようにテーパが
付されている。
【００６３】
　図８に示すように、ハウジング２３、バルブ部材１６、弾性部材１８、および密封部分
２０は、組み立てられた構成であり、閉鎖機構５６がフランジ区画５８と管腔２８の内側
との間に閉鎖係合(closing engagement)を形成する。さらに、密封部分２０がバルブ部材
１６とハウジング２３との間で閉鎖係合の状態にある。通路５２からの流体は、バルブ部
材１６の配管４０のウインドウ、すなわち穴５０を通って流動できる。この位置では、ウ
インドウ５０は、先端２２の内側と連通するが、外部の環境とは連通していない。管腔２
８は、その第２の端部で閉鎖機構５６によって閉鎖され、第１の端部で密封部分２０によ
って閉鎖される。
【００６４】
　図８に示すように、バルブ部材１６のストラット４２は、その端部がコネクタの第２の
端部に向かってシュラウド２４の端部付近の位置に延出するように、ハウジング２３内の
スロットを貫通して延出する。これらのストラット４２は、雌コネクタ９２が前進して閉
鎖可能な雄ルアーコネクタ１０と係合するとき雌コネクタ９２の近位端８４に係合するよ
うに構成される。
【００６５】
　図８では、雄および雌のルアーが、係合されない構成で示されている。雄ルアーコネク
タ１０と雌コネクタ９２を係合するために、雌コネクタ９２の径方向に延出する表面７８
が雄ルアーコネクタ１０の雌ネジ２６に螺合される。
【００６６】
　図９に示すように、雌コネクタ９２の内表面８０のテーパが先端２２の対応するテーパ
が付された外表面に隣接して配置されるまで、２つのルアーが互いに向かって螺合式に係
合することができる。別の実施形態では、先端２２の第２の端部が雌コネクタ９２の対応
する表面（図示されない）と閉鎖部を形成するまで、２つのルアーを螺合式に係合するこ
とができる。
【００６７】
　雄ルアーコネクタ１０および雌コネクタ９２は互いに移動して、螺合式に係合し、雌コ
ネクタ９２の先端の近位端８４がバルブ部材１６のストラット４２に接触する。雄ルアー
コネクタ１０および雌コネクタ９２は、さらに移動して螺合式に係合し、ストラット４２
およびそれによってバルブ部材１６が、雌コネクタ９２によって雄コネクタの第１の端部
の方向に移動し、バルブ部材１６をハウジング２３に対して移動する。したがって、フラ
ンジ区画５８は、雄コネクタの第１の端部に向かってハウジング２３の先端２２の第２の
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端部から移動する。これらの２つのテーパを付けられた表面が分離すると、バルブ部材１
６とハウジング２３の間に空間が形成され、流体が穴３０’を通過して、雌コネクタ９２
の流体通路７４に入ることができるようになり、その逆も可能である。雌コネクタ９２の
いくつかの実施形態と共に使用される場合、雌コネクタ９２のハウジングがストラット４
２に接触して雄コネクタ１０を開く前に、内側の流体導管がバルブ部材１６の第２の端部
に接触する。いくつかの実施形態では、雌コネクタ９２の先端の内表面８０が雄ルアーコ
ネクタ１０の先端２２の外表面と閉鎖係合を形成するまで、閉鎖部はそのまま維持される
。したがって、雄ルアーコネクタ１０の通路５４は、外部の環境と流体連通する必要がな
い。
【００６８】
　バルブ部材１６がハウジング２３に対して移動すると、弾性部材１８の伸縮性部材６４
（図９には示されない）が膨張し、復元力を働かせる。雌コネクタ９２が雄ルアーコネク
タ１０に係合している限り、この復元力が、ハウジング２３の雌ネジ２６に接触している
雌コネクタ９２の径方向に延出する表面７８によって抵抗を受けることができる。しかし
、雌コネクタ９２が雄ルアーコネクタ１０から引き出された場合、弾性部材１８は、バル
ブ部材１６のバルブ要素を管腔２８との閉鎖係合に戻す。
【００６９】
　ハウジング２３とバルブ部材１６との間における相対的な移動にも関わらず、密封部分
２０は、好ましくは、配管４０の外表面と管腔２８の内表面との間の流体バリアを維持す
る。いくつかの実施形態では、密封部分２０の位置は突起６８によって維持される。別の
実施形態では、密封部分２０は、変形可能な材料７０の外表面をハウジング２３の管腔２
８の内表面に貼り付けることによって配置できる。密封部分２０を固定するその他の手段
も使用することができる。
【００７０】
　図９に示すように、開放された構成では、雌コネクタ９２の流体通路７４はバルブ部材
１６の通路５２と流体連結できる。それによって流体は、雄ルアーコネクタ１０に取り付
けられた配管１３から流れ、バルブ部材１６の通路５２に入り、ウインドウ５０を通って
管腔２８に入り、先端２２の第２の端部の穴３０’を通って管腔２８から出て、雌コネク
タ９２の流体通路７４に入ることができ、その逆も可能である。流体は、密封部分２０に
よって、ハウジング２３とバルブ部材１６の間の間隙を通って雄ルアー１０から漏洩する
のを防止される。流体密閉鎖部は、ハウジング２３の先端２２の対応するテーパと、雌コ
ネクタ９２の内表面８０の間に形成することもできる。
【００７１】
　図１０に注目すると、コネクタ１０が閉鎖可能な雌ルアーコネクタ２１０に隣接して示
されている。ここに示された例示の実施形態では、閉鎖可能な雌ルアーコネクタ２１０は
、外側ハウジング２１３、空間２１２、流体通路２１８、１以上の穴２１５を有する流体
導管２１６、近位の面２１７を有する圧縮可能な密封要素２１４、および螺合式に係合す
る領域２１１を備える。閉鎖可能な雌コネクタ２１０は、その近位端が、雄コネクタ１０
の第２の端部１４に隣接して配置される。閉鎖可能な雌コネクタ２１０の螺合式に係合す
る領域２１１はＡＮＳＩ規格に準拠する寸法のようなルアーコネクタ用の標準的なルアー
コネクタに関する標準的な寸法に従うことができる。圧縮可能な密封要素２１４は、それ
に力が働いた場合に寸法が縮小できる水不透過性の弾性材料から構成することができる。
流体導管２１６は、密封要素２１４を圧縮するのに十分な力が閉鎖可能な雌コネクタ２１
０に働いた場合に変形に抵抗することが可能なポリカーボネートプラスチックなどの剛性
の材料から構成できる。
【００７２】
　流体通路２１８は流体導管２１６を閉鎖可能な雌コネクタ２１０の第２の端部２１９と
流体連通して配置できる。流体導管２１６内の少なくとも１つの穴２１５が、流体通路２
１８が圧縮可能な密封要素２１４とハウジング２１３の内壁との間の空間２１２、および
／またはハウジング２１３の外側と流体連通するのを防止するために圧縮可能な密封要素
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２１４によって密封できる。１以上の穴２１５は、流体が適切な流量で流体通路２１８と
空間２１２との間を通過できるように適切に十分に小さい寸法にすることができる。１以
上の穴２１５に関する１つのそのような寸法には、約１ｍｍの直径があるが、不規則な形
状およびその他の寸法を用いてもよい。少なくとも約１ｍｍ、またはおよそ１ｍｍ～３ｍ
ｍ、または約１ｍｍ未満の穴も使用してもよい。コネクタ１０は、流体を収容する配管１
３と係合できる。
【００７３】
　図１１を参照すると、コネクタ１０は、閉鎖可能な雌コネクタ２１０と螺合式に係合す
ることができる。閉鎖可能な雌コネクタ２１０のネジ山を付けられた領域２１１は、図示
のようにコネクタ１０、２１０に係合するために雄コネクタ１０の雌ネジ２６と係合でき
る。図示された係合では、ルアー先端２２が圧縮可能な密封要素２１４を圧縮することに
よって閉鎖可能な雌コネクタ２１０内に進入する。理解できるように、ルアー先端２２は
、圧縮可能な密封要素２１４の近位の面２１７で圧縮可能な密封要素２１４に接触する。
コネクタ１０、２１０に係合するため、およびネジ山を付けられた領域２６、２１１に係
合するために働かされる力は、流体導管２１６の穴２１５を露出するための密封要素２１
４を圧縮するのに十分である。密封要素２１４が圧縮されて、流体通路２１８が、ルアー
先端２２の内側空間と流体連通する。
【００７４】
　ルアー先端２２が閉鎖可能な雌コネクタ２１０にさらに進入すると、流体導管２１６が
雄コネクタの第２の端部に向かってバルブ部材１６の端部に接触する。バルブ部材１６は
、ルアー先端２２の接触および連続する前進によって雄コネクタの第１の端部に向かって
移動される。弾性部材１８は、バルブ部材１６の雄コネクタの第２の端部に向かう方向に
閉鎖する力を働かせる。その結果、雄コネクタの第２の端部に向かうバルブ部材１６の先
端は、係合の間一貫して流体導管２１６と概ね接触を維持する。バルブ部材が雄コネクタ
の第１の端部に向かう方向に移動されると、バルブ部材１６のフランジ区画５８は、ハウ
ジング２３の内表面から分離し、穴３０’がそこを貫通する。その結果、ウインドウ５０
が開放されて、閉鎖可能な雌コネクタ２１０と流体連通する。圧縮された密封要素２１４
は、流体がルアー先端２２を越えて閉鎖可能な雌コネクタ２１０の内側に流入するのを阻
止する。この構成では、流体は、雄コネクタの第２の端部に向かってバルブ部材１６の端
部で配管１３から流れ、ウインドウ５０を通って配管４０に流入し、管腔２８の内側に流
入し、ルアー先端２２の穴３０’から出て、閉鎖可能な雌コネクタ２１０の外側ハウジン
グ２１３の内側に流入し、流体導管２１６の穴２１５に流入し、流体導管２１６の内側の
流体通路２１８に流入できる。したがって、コネクタ２１０の第２の端部が、閉鎖可能な
雌コネクタ２１０の第２の端部２１９と流体連通して配置される。さらに、密封部分２０
は、好ましくは配管４０の外表面と管腔２８の内表面との間の流体バリアを維持し、閉鎖
可能な雌コネクタ２１０に向かう流体の流動を閉じ込める。コネクタの第２の端部に向か
うバルブ部材の表面が流体導管２１６などの雌コネクタ部材によって直接的に接触される
場合、ストラット４２は雌コネクタによって係合されない可能性がある。
【００７５】
　コネクタ１０、２１０は、螺合式に係合解除できる。係合解除している間、弾性部材１
８によって働かされた力は、バルブ部材１６の端部のフランジ区画５８をルアー先端２２
の内面に係合させるために、雄コネクタの第２の端部に向かって、バルブ部材１６を向け
ることによって、コネクタ１０をその予め係合した状態に戻すことができる。同様にして
、圧縮可能なシールがそこから構成される弾性材料は、閉鎖位置での形状に戻ることがで
き、近位の面２１７は、閉鎖可能な雌コネクタ２１０の近位先端を密封することができる
。
【００７６】
　次に、図１２を参照すると、コネクタ１０が注射器２５０と係合できる。図１２では、
注射器２５０およびコネクタ１０は、互いに隣接して配置される。注射器は、雄ルアーコ
ネクタ２５２、プランジャ２５８、リザーバ２６０、およびコンビニエントフィンガアン
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カー(convenient finger anchors)２６２を備えることができる。ルアーコネクタ２５２
は、さらに、雌ネジシュラウド２５４および注射器ルアー先端２５６を備える。コネクタ
１０の例示された実施形態では、ネジ山を付けられた表面１５０が、バルブ部材１６の第
１の端部の外表面に配置される。
【００７７】
　次に、図１３を参照すると、コネクタ１０が、注射器２５０と螺合式に係合することが
できる。シュラウド２５４は、コネクタ１０を注射器２５０に連結するためにコネクタの
第１の端部に向かってバルブ部材１６の端部と係合することができる。注射器２５０のリ
ザーバ２６０は、バルブ部材１６の内側で配管４０と流体連通して配置できる。
【００７８】
　図１４に注目すると、図１３に示された係合が断面図で示される。注射器２５０は、シ
ュラウド２５４とバルブ部材１６のネジ山を付けられた表面１５０の間の係合によってコ
ネクタ１０と螺合式に係合される。注射器２５０のルアー先端２５６は、バルブ部材１６
の配管４０に延出される。ここでは、リザーバ２６０内の流体と共に示す、注射器のリザ
ーバ２６０は、バルブ部材１６の内側と流体連通している。流体は、配管４０を通過でき
、コネクタ１０のルアー先端２２に向かう。例示された実施形態では、フランジ区画５８
が管腔２８の内表面と接触しているので、流体はコネクタ１０の雄ルアー先端２２から流
出できない。したがって、コネクタの第２の端部に向かうハウジング２３の先端の穴３０
’は、バルブ部材１６によって遮断されている。注射器２５０およびコネクタ１０が図１
２に示された段階から、図１４に示された段階に移行するために、バルブ部材１６は一時
的に開放して、空気を（下記により詳細に説明するように）放出する必要がある可能性が
ある。
【００７９】
　図１５を参照するとコネクタ１０が、注射器２５０とシースを備える皮下針２７０との
間に隣接して示される。注射器２５０は、図１２のものと同様に、雄ルアーコネクタ２５
２、プランジャ２５８、リザーバ２６０、およびコンビニエントフィンガアンカー２６２
を備えることができる。ルアーコネクタ２５２は、さらに、雌ネジシュラウド２５４およ
び注射器ルアー先端２５６を備える。シースを備える針２７０は、係合端および針２６８
の突起したタブ２６４を備えるハウジング２６６を備えることができる。
【００８０】
　図１６を参照すると、コネクタ１０が、注射器２５０およびシースを備える針２７０の
両方と螺合式に係合して示される。コネクタ１０のバルブ部材１６のネジ山を付けられた
表面１５０は、注射器２５０のネジ山を付けられたシュラウド２５４と係合できる。した
がって、ルアー先端２５６は、バルブ部材１６の配管４０内に突出できる。同様に、突起
したタブ２６４はコネクタ１０のシュラウド２４の雌ネジ２６と係合できる。コネクタ１
０のルアー先端２２は、針シースのハウジング２６６内に突出できる。
【００８１】
　図１７には、図１６に示された係合が断面図で示される。コネクタ１０は、注射器２５
０およびシースを備える針２７０によって係合される。注射器２５０は、コネクタ１０の
バルブ部材１６のネジ山を付けられた表面１５０と螺合式に係合できる。シースを備える
針２７０は、シュラウド２４の雌ネジ２６と螺合式に係合される。
【００８２】
　注射器２５０のルアー先端２５６は、バルブ部材１６の配管４０内に突出する。注射器
２５０のリザーバ２６０は、ルアー先端２５６を貫通してバルブ部材１６の配管４０と流
体連通している。
【００８３】
　コネクタ１０は、シースを備える針２７０によって係合される。シースを備える針２７
０のハウジング２６６は、その近位端付近に突起したタブ２６４を有する。突起したタブ
２６４はコネクタ１０のシュラウド２４の雌ネジ２６と螺合式に係合する。ルアー先端２
２がシースを備える針２７０のハウジング２６６に進入すると、ハウジング２６６の近位
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端がバルブ部材１６のストラット４２と接触できる。シースを備える針２７０がコネクタ
１０と完全に係合された場合、バルブ部材１６は、流体がバルブ部分１６の穴５０から流
出できるようにするのに十分にフランジ区画５８を管腔２８のテーパを付けられた内壁か
ら分離する距離を移動される。次いで流体は、ルアー先端２２の端部の穴３０’から流出
し、シースを備える針２７０のハウジング２６６に入ることができる。中空の針２６８は
、流体がハウジング２６６の中から針２６８の遠位端の外に流れることができるようにす
る。密封部分２０は、好ましくは配管４０の外表面と管腔２８の内表面の間に流体バリア
を維持し、管腔内に流体を閉じ込め、流動方向をルアー先端２２の穴３０’に向かう方向
に制限する。したがって、この段階で、注射器２５０は針２６８の遠位先端と流体連通し
ている。図１３および図１４に以前に示されたように、いくつかの実施形態では、コネク
タ１０がコネクタ１０の第２の端部１４と係合した構成要素なく、次第に流体が注射器２
５０から流出することができないようにする。図１５～図１７に示された構成要素は、シ
ースを備える針２７０であるが、流体の流動を可能にし、雌ルアー係合部分を備えるもの
など、他の構成要素も使用できる。
【００８４】
　図１８Ａは、閉鎖可能な雄ルアーの別の実施形態の斜視図を示す。回転可能なコネクタ
３００は、ハウジング３１０、内部通路３２２、および密封要素３３０から構成される。
ハウジングは、さらに、ルアー先端３１２、コネクタ３００の第１の端部にあるルアー受
け３１６、係合部分３１８、操作部分３２０、および突起した部分３４０から構成される
。密封要素３３０は、横断方向にその面３１４に沿って開口３５０を有することができる
。内部通路３２２は、ルアー受け３１６からルアー先端３１２に延出できる。ハウジング
３１０は、ポリカーボネートプラスチックなどの水不透過性材料から構成できる。ハウジ
ング３１０は、疎水性プラスチックから構成することもできる。ハウジング３１０の構築
に適した他の材料の例には、ガラス繊維入りのＧＥ社製Valox（登録商標）４２０または
ポリプロピレンである。用途に応じて、多くの他の材料も使用できる。
【００８５】
　図示されたハウジング３１０は、雄ルアーをその係合部分３１８で螺合式に係合するこ
とによってルアー受け３１６で雄ルアー先端を受けるように構成されている。受け３１６
は、ルアー受け用のＡＮＳＩ規格に準拠することができる。図示された操作部分３２０は
、ハウジング３１０の中心軸から径方向に延出する２つのタブを有する。操作部分３２０
は、使用者がコネクタ３００を把持し、回転させるのを補助するように構成される。
【００８６】
　図示されたハウジング３１０は、その第２の端部で閉鎖可能な雄ルアーを提供するよう
にも構築されている。第２の端部のルアー先端３１２は、雄ルアー先端用のＡＮＳＩ規格
に構築できる。ルアー先端は、突起した部分３４０でハウジング３１０の主要な本体に接
合する。突起した部分３４０は、ルアー先端３１２が、ルアー受け内にあまりにも前進し
すぎるのを阻止するように構築されている。ハウジング３１０は、突起した部分３４０の
後ろに凹み部３４２も有することができる。ルアー先端３１２は、コネクタの第２の端部
に向かって面３１４を有する密封要素３３０も有することができる。密封要素３３０は、
非限定的にシリコーンを含む、任意の水不透過性の弾性材料であることができる。シール
の構築用の材料の選択は、当分野の技術者によって達成することができる。ルアー先端３
１２は、それがその第２の端部に近づくとき突起した部分３４０からの方向により小さく
テーパを付けることができる。
【００８７】
　密封要素３３０は、任意の他の構成要素と係合する前に、コネクタの第２の端部に向か
う面３１４内の開口３５０を有することもできる。開口３５０は、ハウジング３１０の長
手方向軸に対して横断方向になったスリットであることができる。開口３５０は、面３１
４を横切って中心に配置することができ、または面３１４の別の位置に配置することがで
きる。密封要素３３０は、ルアー先端３１２の第２の端部全体を覆うことができ、または
その一部しか覆わない。密封要素３３０は、取付方法の中でもとりわけ、オーバーモール
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ディング法(overmolding process)によってハウジングに取り付けることができる。その
ようなオーバーモールディング法では、ハウジング３１０が第１のステップで射出成形に
よって形成でき、次いで第２のステップでハウジング３１０が型に再挿入され、（または
型の中に残り）、適切な寸法にされた成形ピン（図示されない）が第２の端部などのハウ
ジング３１０のより広い端部を通って挿入できる。次いでシリコーン材料は、型に射出さ
れ、密封要素３３０を形成することができる。別の実施形態では、密封要素３３０はハウ
ジング３１０内に糊付けされ、またはその他の様式で接着できる。
【００８８】
　図１８Ａに示された実施形態から理解できるように、密封要素３３０は、ルアー先端３
１２が別の構成要素と係合されない場合に、流体がハウジング３１０を通って流れるのを
阻止できる。したがって、雄ルアーコネクタを有する流体を収容する構成要素（図示され
ない）がルアー受け３１６に連結された場合、コネクタ３００がそのルアー先端３１２を
通る流体の流動を制御するのに使用できる。たとえば、注射器などの流体を収容する構成
要素が、コネクタ３００と係合された場合、流体は、内部通路３２２を通って流れること
により、コネクタ３００のハウジング３１０を満たすことが可能になるが、密封要素３３
０は実質的にルアー先端３１２から外に流体が流れることを実質的に阻止できる。流体が
入る前に、ハウジングの内側空間が空気または他の気体によって満たされた場合、コネク
タ３００は、流体が入ることができる前に、空気または他の気体を排出できるように開放
する必要がある。いくつかの実施形態では、下記に詳細に示すように、密封要素３３０の
内表面は、開口３５０の拡大に対して抵抗を増加させるようになすことができ、それによ
って流体（図示されない）が内部通路３２２から密封要素３３０に対して圧力を働かせる
場合に、流体が排出できるようになる。したがって、コネクタ３００のルアー先端３１２
に連結され別の構成要素を備えずに、コネクタ３００が流体を含む構成要素の雄ルアーに
取り付けられた場合に、コネクタ３００は流体を含む構成要素からの流体の流動を阻止す
る。
【００８９】
　いくつかの使用モードでは、ルアー先端３１２が、カリフォルニア州San ClementeのIC
U Medicalによって販売されるClave（登録商標）コネクタなどの適切な雌コネクタと接触
すると、通常は示された位置で閉じられている密封要素３３０の面３１４の開口３５０が
開放できる。この構成の例示された係合が、下記に詳細に論じられる。係合は、多くの他
の様式、およびClave（登録商標）コネクタ以外のコネクタを含む多くの他の構造によっ
て達成できる。
【００９０】
　図１８Ｂは、図１８Ａに示されたコネクタ３００の断面図が示される。コネクタ３００
は、ルアー受け３１６をルアー先端３１２に連結する内部通路３２２を有することができ
る。係合部分３１８は、雄ルアーコネクタの雌ネジを付けられたシュラウド（図１９を参
照のこと）受けるように構成できる。操作部分３２０は、図示のように内部通路３２２か
ら径方向に逸れて延出できる。密封要素３３０は、内部通路３２２の少なくとも一部分に
沿って延出でき、コネクタ３００の第２の端部の少なくとも一部分を横切って配置できる
。密封要素３３０は、ルアー先端３１２の端部を越えて延出できる。密封要素３３０は、
ルアー先端３１２の端部にハウジング３１０にほぼ等しい断面積を有することができる。
ルアー先端３１２および密封要素３３０が全体的に円形であるこれらの実施形態では、密
封要素３３０の外径は、ルアー先端３１２の外径と等しいことができる。密封要素３３０
は、円形に限定されず、（本明細書に開示された任意の他の構造でもなく）、その他の形
状が使用できる。別の実施形態では、密封要素３３０はコネクタ３００の第２の端部に向
かってハウジング３１０の端部を越えて延出しないが、ルアー先端３１２の内側寸法のも
のに等しい最大の外側寸法を有することができる。密封要素３３０は閉鎖部分３２４を有
することができる。閉鎖部分３２４は、コネクタ３００の密封要素３３０を通る流体の流
動を可能にすることができるが、全体的に密封要素３３０内の開口３５０を閉鎖するよう
に付勢されている。閉鎖部分３２４の構造は、以下でさらに詳述するように、ルアー先端
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３１２が別の構成要素と係合されない場合に、流体（図示されない）が開口３５０を出る
ことが可能になるのに抵抗するようになされうる。
【００９１】
　図１８Ｂに示された断面図の詳細である図１８Ｃで理解できるように、密封要素３３０
がコネクタ３００の第２の端部の面全体を構成することができる。別の実施形態では、密
封要素３３０は、ハウジング３００を越えて延出することができない。内部通路３２２は
、コネクタ３００の第２の端部のシールに延出できる。
【００９２】
　図１９は、注射器３６０に隣接するコネクタ３００の斜視図を示す。前述の説明と同様
に、注射器は、雄ルアーコネクタ３６２、流体リザーバ３７０、プランジャ３７４、およ
びフィンガアンカー３７２を備えることができる。標準的なルアーコネクタと係合するた
めに適切な寸法および形状のものであることができる、コネクタ３００のルアー受け３１
６は、注射器３６０のルアー先端３６４を受けるように配置される。注射器３６０のシュ
ラウド３６６の雌ネジ３６８は、係合部分３１８と螺合式に連結するように、適切に整列
される。このようにして、受け３１６は、ルアーコネクタ３６２に係合し、コネクタ３０
０を注射器３６０に連結できる。注射器３６０をコネクタ３００と係合する前に、リザー
バ３７０内の流体は、任意の物理的な成分によってルアー先端３６４を出るのを防止され
ていない。
【００９３】
　次に、図２０を参照すると、コネクタ３００の斜視図が図示の注射器３６０に螺合式に
連結される。コネクタ３００は、糊、接着剤、溶剤、超音波溶接、エポキシ、締まり嵌め
、機械的連結、および／または一体構造などの多くのその他の手段によって、注射器３６
０または他の医療用具に連結できる。受け３１６（図示されない）は、注射器３６０のル
アー先端３６４の少なくとも一部分を収容する。ルアー先端３６４は、少なくとも部分的
に内部通路３２２内に延出する。螺合式係合部分３１８は、注射器３６０のシュラウド３
６６の雌ネジ３６８と係合される。次いで、リザーバ３７０からの流体は、内部通路３２
２によってコネクタ３００のハウジング３１０内に自由に流れることができる。流体が入
る前に、ハウジングの内側空間が空気または他の気体によって満たされた場合、コネクタ
３００は、流体が入ることができる前に、空気または他の気体を排出できるように開放で
きる。いくつかの場合には、コネクタ３００のハウジング３１０は、空気などの気体で満
たすことができる。ハウジング３１０に流体が入る前に、流体が流動できる前に気体を排
出することを可能にするために、コネクタは開放する必要がある。密封要素３３０は、流
体がコネクタ３００を出ていくのを防止する。コネクタ３００のルアー先端３１２は、制
御された流体移送のために、コネクタ－注射器３００、３６０の組合せを他の構成要素に
連結するために使用できる。コネクタ３００は、コネクタのハウジング３１０が、注射器
の流体移送端部によって形成されるように、注射器３６０と一体に形成することもできる
（図示されない）。この、組合せコネクタ－注射器の使用中には、コネクタ３００の雄ル
アー先端３１２は、事実上、連結する目的で注射器のルアー先端３６４に取って代わるこ
とができる。
【００９４】
　化学療法薬物などのいくつかの薬物は、接触毒素(contact toxin)であり、皮膚への露
出を避けることが望ましい。そのような薬物は、図１５および１６に示すように、皮下針
を備える注射器内にしばしば貯蔵される。いくつかの条件の下では、閉鎖可能な雄ルアー
コネクタを使用することなしには、毒性の流体が注射器から流出することが可能であるお
それがある。予期しない流体の流動を回避するために、重力が注射器内に薬物を保持する
のを助けるように取り付けられた針を備える注射器を向けるなどの複数のステップがとら
れても、薬物は気体の状態で皮下針から蒸発し、徐々に漏れるおそれもある。閉鎖可能な
雄ルアーを注射器と皮下針の間に使用することは、液体および気体の状態の両方で、薬物
の流動が制御されなくなるのを阻止する。したがって、そのような毒性薬物への予期しな
い露出の危険が最小限に抑えられる。
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【００９５】
　次に、図２１を参照すると、閉鎖可能な雄ルアーコネクタ３００が、別の実施形態で示
され、雌ネジを付けられたシュラウド３８０がハウジング３１０に配置されている。シュ
ラウド３８０は、凹み部３４２（図１８Ａで見ることができる）のほぼ付近で、ハウジン
グ３１０を少なくとも部分的にまたは完全に取り囲む。いくつかの実施形態では、シュラ
ウド３８０は、コネクタ３００に取り付けられず、その代わりにコネクタ３００の長手方
向軸の周りで自由に回転できる。突起した部分３４０（図１８Ａで見ることができる）は
、コネクタ３００のルアー先端３１２に向かってシュラウド３８０の移動を阻止できる。
さらに、コネクタ３００の操作部分３２０は、ルアー受け３１６に向かうシュラウド３８
０の移動を阻止できる。シュラウド３８０は、ルアーコネクタに関するＡＮＳＩ仕様に適
合してネジ山を付けることができる。シュラウド３８０は、ルアー先端３１２がコネクタ
３００と他の構成要素（図示されない）の間の連結を形成するのを補助できる。
【００９６】
　次に、図２２Ａを参照すると、連続的にテーパを付けられた内部通路４０２を備える閉
鎖可能な雄ルアーコネクタ４００の断面が示される。ハウジング４０４のテーパを付けら
れた内部通路４０２は、多様な射出成形製造技術を可能にする。たとえば、テーパが、ル
アー受け４０６を備える端部でより広くなっている場合、成形ピンが内部通路４０２の壁
に対して密接して嵌るように、対応した様式でテーパを付けることができ、図１８Ｂに示
すシールよりも短いシール４０８を形成する。
【００９７】
　図２２Ｂを参照すると、例示された実施形態でのシール４０８は、図１８Ｂでの閉鎖部
分３２４のものと同様の閉鎖部分４１２を有する。さらに、シール４０８の内表面は、内
部通路４０２内の流体（図示されない）がシール４０８に対して圧力を働かせる場合に、
流体が開口４１０を出るのを可能にすることに対して抵抗を増加させるようになすことが
できる。閉鎖部分４１２の内表面は、傾斜表面を備えることができ、そのような流体が開
口４１０を押しつけ、より緊密に閉鎖させる。
【００９８】
　図２３Ａに注目すると、図２２Ａのコネクタ４００の別の実施形態の側面図が表示され
ている。雌ネジを付けられたシュラウド４２０は、ハウジング４０４の外表面の周りに配
置される。
【００９９】
　図２３Ｂで理解できるように、ハウジング４０４は、シュラウド４２０がルアー先端４
１６に向かって軸方向移動するのを阻止する突起した部分４２４を有することができる。
ハウジング４０４は、コネクタ４００の長手方向軸から径方向外側に延出する操作部分４
１８も有することもできる。ハウジング４０４は、ルアー受け４１４から密封要素４３０
に延出する内部通路４２８も有する。操作部分４１８は、コネクタ４００のルアー受け４
１４に向かうシュラウドの移動を阻止できる。操作部分は、コネクタ４００を回転させる
間に、使用者が自身の指を置くことができるための便利な場所であることもできる。さら
に、コネクタ４００の凹み部４２６もあることができる。凹み部４２６は、突起した部分
４２４または操作部分４１８の外径よりも小さな外径を有する、コネクタ４００の部分で
あることができる。シュラウド４２０は、その狭い部分が凹み部４２６の周りでコネクタ
４００を取り囲むように、コネクタ４００に配置することができる。シュラウド４２０は
、ハウジング４０４に固定しないようにすることができ、したがって自由に回転できる。
シュラウドの雌ネジ４２２は、ルアーコネクタのＡＮＳＩ規格に適合することができ、シ
ュラウドによってルアー先端４１６が別の構成要素（図示されない）の雌コネクタに係合
するのを補助する。
【０１００】
　図２３Ｃは、図２３Ｂの閉鎖可能な雄ルアーコネクタ４００をカリフォルニア州San Cl
ementeのICU Medical.社によって販売されるClave（登録商標）コネクタなどの適切な雌
コネクタ４５０の付近で示す。雌コネクタ４５０は、図１０に示すものと同様である。
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【０１０１】
　図２３Ｄは、雄ルアーコネクタ４００と雌コネクタ４５０の間の係合を示す。シュラウ
ド４２０の雌ネジは、雌コネクタ４５０のネジ山を付けられた領域４５１と係合できる。
雄ルアーコネクタ４００のルアー先端４１６は、圧縮可能なシール４５４を圧縮すること
によって雌コネクタ４５０に進入できる。コネクタ４００が前進すると、雌コネクタ４５
０の固定流体導管４５６が、雄コネクタ４００の密封要素４３０の開口４４８を貫通でき
る。流体導管４５６は、雄コネクタ４００内に十分遠くに進入できるので、穴４５５が雄
コネクタ４００の内部通路４２８に進入する。雌コネクタ４５０の穴４５５が雄コネクタ
の内部通路４２８内に配置された後に、流体が雄コネクタ４００のルアー受け４１４から
、コネクタ４００の内部通路４２８を通って、雌コネクタ４５０の流体導管４５６の穴４
５５に流れることができる。次いで、流体は穴４５５を通って流れ、雌コネクタ４５０の
流体導管４５８に入ることができる。したがって、２つが係合された場合、流体は雄コネ
クタ４００の第１の端部から雌コネクタ４５０の遠位端に流れることができる。コネクタ
４００、４５０が係合解除された場合、流体導管４５６は内部通路４２８から引き出され
、密封要素４３０が閉鎖し、それによって雄コネクタ４００を通る流体の流動を阻止する
。さらに、雌コネクタ４５０の圧縮可能なシール４５４がその元の位置に戻り、流体導管
４５６内の穴４５５を通る流動を阻止する。
【０１０２】
　次に、図２４Ａを参照すると、閉鎖可能な雄ルアーコネクタ５００が斜視図で示される
。コネクタ５００は、ハウジング５１０およびシール５１４を有する。ハウジングは、操
作部分５１２から構成される。この例示の実施形態では、操作部分５１２はウイング５１
６を備える。ウイング５１６は、使用者がコネクタ５００のハウジング５１０を把持し回
転させる個所を提供する。
【０１０３】
　次に、図２４Ｂを参照すると、図２４Ａのコネクタ５００が断面で示される。ウイング
５１６はコネクタ５００の長手方向軸から外側に、コネクタのルアー受け５１８に向かっ
て延出するものとして示される。ハウジング５１０の内側通路５２０は、図２２Ａのコネ
クタ４００の実施形態で説明されるような連続的なテーパを有する。
【０１０４】
　図２５Ａに注目すると、閉鎖可能な雄ルアーコネクタ６００の側面図が示される。コネ
クタ６００は、ハウジング６１０、密封要素６１４、およびシュラウド６２０を有する。
ハウジングは、内側通路６４０、ルアー先端６１２、および操作部分６１６を備える。操
作部分は、図２４Ａで説明されるように、２つのウイング６３０を備えるように構築でき
る。シュラウドは、雌ネジ６２２を有することができ、そのようなネジ山はルアーコネク
タに関するＡＮＳＩ仕様に準拠するように構築できる。密封要素６１４は、係合されない
場合に偏らされて閉じることができる。
【０１０５】
　次に、図２５Ｂを参照すると、図２５Ａからのコネクタ６００の断面図が示される。シ
ュラウド６２０は、ハウジング６１０の凹み部６５２でハウジング６１０を取り囲むこと
ができる。突起した部分６５０は、コネクタ６００の第２の端部の方向のシュラウド６２
０の動きを阻止でき、操作部分６１６は、コネクタ６００の第１の端部の方向のシュラウ
ドの動きを阻止できる。シュラウド６２０の雌ネジ６２２は、ルアー先端６１２と共に使
用された場合に他の構成要素（図示されない）に係合するために使用できる。連続的にテ
ーパを付けられた内側通路６４０が、図２２Ａについて述べたように、射出成形を補助す
る特徴を有する。
【０１０６】
　図２６Ａを参照すると、閉鎖可能な雄ルアーコネクタ７００および可撓的に連結された
雌ルアーコネクタ７５０を備える閉鎖可能な雄ルアーアセンブリ７２５の斜視図が表示さ
れる。閉鎖可能な雄ルアーコネクタ７００は、この適用で説明された任意の数の態様およ
び特徴を実装できる。雌ルアーコネクタ７５０が、標準的な雄ルアーコネクタ（図示され
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ない）を受けるようになされる。雌ルアーコネクタ７５０は、雄ルアーコネクタ７００に
隣接して配置され、それに可撓的に連結される。雌ルアーコネクタ７５０は、内側通路７
５２、ルアー受け７５４、および係合部分７５６を備える。内側通路７５２は、ルアー受
け７５４を閉鎖可能な雄ルアーコネクタ７００の内側通路と流体連通して配置する。閉鎖
可能な雄ルアーコネクタ７００は、可撓性のセグメント７６０を介して雌ルアーコネクタ
７５０に取り付けることができる。いくつかの実施形態では、そのようなセグメント７６
０は、弾性材料のアコーデオン様の(accordion-like)可撓性部分を備えることができる。
別の実施形態では、真っ直ぐな、可撓性材料を使用できる。別の実施形態では、可撓性の
外側セグメントおよび可撓性の管の両方が閉鎖可能な雄ルアーコネクタ７００を雌ルアー
コネクタ７５０と連結するために使用できる。
【０１０７】
　可撓性のセグメント７６０は、使用者が、閉鎖可能な雄ルアーコネクタ７００の姿勢と
は異なる姿勢で、アセンブリ７２５の雌ルアーコネクタ７５０を向けるのを可能にする。
例として、閉鎖可能な雄ルアーコネクタ７００は、注射器または他の構成要素（図示され
ない）と容易に連結するのを補助するために雌ルアーコネクタ７５０が腕から逸れた角度
にされている間、患者の腕に対して固定したままになることができる。閉鎖可能な雄ルア
ーコネクタ７００を雌ルアーコネクタ７５０に可撓的に連結することによって、雌ルアー
コネクタ７５０を移動させることによって発生したモーメントが、アセンブリ７２５の２
つの構成要素の間の点で受けられ、閉鎖可能な雄ルアーコネクタ７００に取り付けられた
別の構成要素（図示されない）に伝達される可能性が少なくなる。そのような構成要素に
は、連結部に角度を付けることで患者に害を与えることになるＩ．Ｖ．サイト(I.V.site)
が含まれる。さらに、モーメントは、管腔２８の内側から配管４０の先端を曲げおよび／
または取り除く可能性が少ない（たとえば、図２８を参照されたい）。
【０１０８】
　図２６Ｂは、閉鎖可能な雄ルアーコネクタ８２５および可撓的に連結された雌ルアーコ
ネクタ８５０を備える閉鎖可能な雄ルアーアセンブリ８００の別の実施形態を示す。コネ
クタ８２５、８５０、およびその構成要素は、図２６に示された実施形態と多くの点で同
様であり、上述の任意の数の態様および特徴を実装できる。閉鎖可能な雄ルアーコネクタ
８２５および雌ルアーコネクタ８５０は、連結部材８６０によって可撓的に連結される。
連結部材８６０は、コネクタ８２５、８５０を流体連通して配置する。ここに示された連
結部材８６０は、アコーデオン形状のプラスチック導管を備える。連結部材８６０は、閉
鎖可能な雄コネクタ８２５、および雌ルアーコネクタ８５０が異なる角度の向きで配置で
きるように構成される。例として、閉鎖可能な雄ルアーコネクタ８２５が固定したままに
され、雌ルアーコネクタ８５０が閉鎖可能な雄ルアーコネクタ８２５に対して角度をつけ
て配置できる。別の例では、雌ルアーコネクタ８５０が固定したままになることができ、
閉鎖可能な雄ルアーコネクタが雌ルアーコネクタ８５０に対して角度をつけて配置できる
。別の例では、閉鎖可能な雄ルアーコネクタ８２５および雌ルアーコネクタ８５０が、両
方とも角度をつけて配置できる。
【０１０９】
　図２７～３２は、雄端部９０２および雌端部９０４を備える閉鎖可能な雄ルアーコネク
タ９００の別の実施形態を示す。いくつかの態様では、コネクタ９００は、本明細書に開
示および例示された別の実施形態と構造および組立てが同様である。たとえば、コネクタ
９００は、外側ハウジング９０６、シュラウド９０８、弾性部材９１０、ならびに内側の
バルブ部材９１２、および内側の密封部分９１４を備えることができる。本明細書に開示
された各実施形態の説明、例示、および特徴の全ては、本明細書に開示された他の実施形
態に適用することができる。下記に説明されるように、コネクタ９００は、雄端部９０２
が閉鎖過程にある場合に、雄端部９０２から流体を滴下させる可能性が生じるのを防止し
、または最小限に抑えるのに効果的であることができる。
【０１１０】
　図２８および２９に示すように、バルブ部材９１２は、様々な断面積を有する内側流体
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通路９１６を有することができる。いくつかの実施形態では、バルブ部材９１２は、内側
通路を備えず、その代わりに流体がバルブ部材９１２の周りを流れる。図示のように、全
体的にハウジング９０６の雄端部９０２内に配置された、通路９１６の領域９１８の断面
積は比較的狭いものであることができ、全体的にコネクタ９００の中間に配置された通路
９１６の領域９２０の断面積は、より広く、図示のようにテーパを付けられた壁を有する
ことができ、雌端部９０４の近くに配置された通路９１６の領域９２２は、第２の領域９
２０よりもより大きな内側の体積を有することができ、通路９１６の領域９２４は、狭い
開口９２６によって領域９２２に連結でき、領域９２８は、領域９２４に連結できる。い
くつかの実施形態では、領域９２８は、狭い開口（図示されない）によって領域９２４に
連結できる。いくつかの実施形態では、コネクタ９００は、それを開放することを容易に
するための１以上のストラット９２１も備えることができる。
【０１１１】
　上記に論じたように、領域９２８およびハウジング９０６の雌端部９０４は、コネクタ
９００の雌端部９０４を流体の流動に対して選択的に開放または閉鎖することが可能にす
るために、コネクタ２１、２１０の閉鎖する雌端部の１以上の構成要素（および／または
その他のタイプの閉鎖雌コネクタからの任意の構成要素）を備えるように構成できる。
【０１１２】
　内側の導管９３２は、内側の流体通路９１６の領域９２４を部分的または完全に囲むこ
とができる。導管９３２は、基部９３４に固定することができ、基部９３４は、一方の側
で雌端部９０４に固定でき、もう一方の側で中間部分９３６に固定できる。例示された実
施形態では、基部９３４の外周部がハウジング９０６の外周部に延出するが、それは多く
の他の方式で構成することができる。中間部分９３６はハウジング９０６の残りの部分に
固定することができる。雄端部９０２から離れたバルブ部材の一方の端部には、内側の導
管９３８が流体通路９１６の領域９２２を囲むことができる。例示された実施形態では、
バルブ部材の内側の導管９３８は、領域９２４を囲む内側の導管９３２よりも断面積およ
び内側の体積がより大きい。密封要素９４０が、内側の導管９３２、９３８の間の相対的
な軸方向運動を可能にしながら、そのような境界面で通路９１６からの流体の漏れを防止
または最小限に抑えるために、内側の導管９３２、９３８の間の境界面の領域に配置でき
る。いくつかの実施形態では、内側の導管９３２、９３８は剛性であり、通常の動作条件
の下で撓み、または曲がることはない。いくつかの実施形態では、外側のハウジング部分
９０６、９０８、９３４、および９３６は、単一の連接するハウジングに成形される。別
の実施形態では、それらは、個別に成形され、その後で共に接合されて、ハウジングを形
成する。
【０１１３】
　図３０に示すように、コネクタ９００の雌端部９０４は注射器９４２などの別の医療用
具の雄部分９４４に連結できる。本明細書に開示された、この実施形態および他の全ての
実施形態では、任意の多様な他のタイプの医療用具は、開示されたコネクタに取り付ける
ことができる。図３０に示された構成では、コネクタ９００および注射器９４２は、化学
療法薬物などの流体で満たされている。流体は、一方の側ではバルブ部材９１２と雄端部
９０２の間の境界面によって阻止され、もう一方の側では医療用具９４２内の流体圧力ま
たは構造によって阻止されているので、通常の条件の下ではコネクタ９００から漏洩する
可能性はない。
【０１１４】
　図３１に示すように、コネクタ９００を（プラスチックＩＶ管の雌コネクタハウジング
９４６などの）別の医療用具に取り付けたとき、バルブ部材９１２が雄端部９０２から離
れるように押された場合に、内側の導管９３８が雌端部９０４の方向に移動し、内側の導
管９３２の少なくとも一部分に重なる。次いで流体は、コネクタ９００によって医療用具
９４２、９４６の間に流れることができるようになる。この第２の開放された構成または
位置では、領域９２２は第１の閉鎖された構成または位置にあった場合よりも小さい（図
３０を参照されたい）。もう一方で、領域９１８、９２０、および９２８は全体的にほぼ
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同じ寸法のままになる。バルブ部材９１２に内側の流路を備えないいくつかの実施形態を
含む、いくつかの実施形態では、コネクタ９００内の変化する体積の領域は、流体の流動
をバルブ部材９１２を通って流さずに、摺動係合で構造を重ねることよって実現できる。
たとえば、バルブ部材が堅固である場合、導管９３２に進入し、そこから引き出すことが
でき、適切な開口（たとえば導管９３２または基部９３４内の）により、流体がハウジン
グ９０６を通って雄端部９０２に流れるのを可能にすることができる。バルブ部材９１２
に内側の流路がないいくつかの実施形態を含む、いくつかの実施形態では、バルブ部材は
導管９３２の上に重ね合わせることができるスリーブを含むことができ、（たとえば導管
９３２または基部９３４における）適切な開口によって、流体がハウジング９０６を通っ
て雄端部９０２に流動可能にすることができる。
【０１１５】
　いくつかの実施形態では、コネクタ９００から医療用具９４６を切り離す際に、バルブ
部材９１２が弾性部材９１０の付勢力の下で雄端部に向かってハウジング９０６内で移動
するとき、雄端部９０２が自動的に閉鎖することができる。特定の環境では、流体通路内
でバルブ部材が移動することにより、雄端部内の小さな体積の流体を押して雄開口を通し
、コネクタの外に出す可能性があり、バルブの閉鎖により滴下が生じる。しかし、例示さ
れた実施形態では、そのような滴下は一般に防止され、または最小限に抑えられる。
【０１１６】
　図３２に示すように、医療用具９４６およびバルブ部材９１２が矢印９５０の方向に前
進すると、内側の導管９３２、９３８の間の重なりは減少でき、通路９１６の領域９２２
の体積は増加できる。領域９２２の体積は、結局は閉鎖した構成でのほぼ元の体積に戻る
（図３０を参照されたい）。雄ルアーの閉鎖中の領域９２２の拡張する体積により、流体
が通路９１６のいずれかの場所から押しやられて領域９２２内に移動させる。
【０１１７】
　いくつかの実施形態では、領域９２２内の拡大する空間は、領域９２２と注射器または
他の医療用具９４２との間の流体によって満たすことができず、それはそのような流体の
移動が（注射器内での図示されないステムシールなどの）医療用具９４２の構造によって
防止されるからである。さらに、図３２に示すもののようないくつかの実施形態では、領
域９２２と雌端部９０４の端部との間の開口９２６は、領域９２２、９２０と雄ルアー内
の流体通路９１６の残りの領域と間の開口９５２、９５４より実質的に小さい。この構成
では、雌端部９０４内でよりも雄端部９０２内で流体の抵抗がより少ない可能性がある。
いくつかの実施形態では、開口９２６の断面積は、開口９５４の断面積の半分未満である
。いくつかの実施形態では、開口９２６の断面積は、開口９５４の断面積の４分の１未満
である。いくつかの実施形態では、開口９２６の断面積は、開口９５４の断面積の５分の
１未満である。この構成により、流体が雌端部９０４ではなく、雄端部９０２から引き出
されてコネクタに入る可能性が大きくなる。
【０１１８】
　領域９２２の空間により、バルブ部材９１２と雄端部９０２の内壁の間の流体は、雄開
口から押出されるのではなく、領域９２２に向かってコネクタ９００の本体内に引き戻さ
れる。コネクタ９００が閉鎖されると、コネクタ９００の内側の増加する体積によって、
流体を排出することを可能にするのではなく、流体を開口９４８から引き入れる傾向が生
じる。例示された実施形態では、これは、部分的には開口９４８の断面積より実質的に大
きな領域９２２の断面積を提供することによって達成される。領域９２２の体積は、バル
ブ部材９１２が閉鎖位置に移動するとき開口９４８の体積が減少するよりも速く増加する
。いくつかの実施形態では、重なり合う内側の導管９３８、９３２の剛性の壁は長期間の
繰り返しの移動および最小限の摩耗による使用に耐えることができる。重なり合う内側の
導管９３８、９３２の壁は、一般に変形または脆弱化せず、そうでないと閉鎖中にコネク
タの内側に形成された空間の寸法に影響を与える可能性がある。さらに、重なり合う内側
の導管９３８、９３２の壁は、一般にコネクタ内の比較的高い流体圧力の下で隆起または
座屈せず、それらはほとんどの条件の下で一般にバルブ部材９１２がハウジング９０６の
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内側の空洞内で位置関係がずれる可能性を生じることない。
【０１１９】
　本明細書に開示された閉鎖可能な雄ルアーコネクタのいくつかの実施形態では、コネク
タが取り付けられた１以上の医療用具に空気を押し込まずに、コネクタを「プライミング
する」ことが困難である可能性があり、（すなわちコネクタの内側の空気を流体に置き換
える）ことが困難である可能性がある。そのような実施形態では、別々のプライミングキ
ャップをコネクタの雄端部に取り付けることができる。プライミングキャップは、多くの
異なる方式で構築できる。
【０１２０】
　図３３は、閉鎖可能な雄ルアーコネクタ９００と共に使用することができるプライミン
グキャップ９５６の一例を提供する。適切に構成されたプライミングキャップが、本明細
書に開示された雄ルアーコネクタの任意の実施形態と共に使用できる。いくつかの実施形
態では、プライミングキャップ９５６は、（バルブ部材９１２を押すための、図示されな
い剛性の内側の導管、またはシュラウド９０８の内側のストラットに当接するように構成
されたハウジング壁９６０を備える雌端部９６２などの）閉鎖可能な雄ルアーコネクタ９
００を開くための構造を含むことができ、流体が閉鎖可能な雄ルアーコネクタ９００の内
側から排出可能になる。プライミングキャップ９５６は、開放された雄ルアーコネクタ９
００からの流体が通る（図示されない）内側の流体通路も備えることができる。流体通路
は、出口ボア９６４に通じることができる。プライミングキャップ９５６は、排出する空
気を通過させることができるが液体を進ませないフィルタ９５８も備えることができる。
例示された実施形態では、フィルタ９５８は出口ボア９６４に配置される。したがって、
プライミングキャップ９５６を通って、出口ボア９６４の外へ、空気を雄ルアーコネクタ
９００から排出することができ、液体は全体的に雄ルアーコネクタ９００およびプライミ
ングキャップ９５６内部に残る。プライミングが完了すると、プライミングキャップ９５
６が取り外され、処分され、それによって自動的に閉鎖可能な雄ルアーコネクタ９００が
閉鎖し、別の医療用具を閉鎖可能な雄ルアーコネクタ９００に取り付けることができる。
プライミングキャップの多くのその他の構造および構成を使用することができる。
【０１２１】
　図３４～図３５は、雄端部９０２ａ、ハウジング９０６ａ、雌端部９０４ａ、および弾
性部材９１０ａ、ならびにストラット９２１ａを備える閉鎖可能な雄ルアーコネクタ９０
０ａの別の実施形態を示す。図３５に示すように、雄端部９０２ａの先端付近のバルブ部
材９１２ａの端部９１３ａは、雄端部９０２ａの先端の内側の側面に当接するように構成
された第２の表面９１７ａよりも大きな断面の表面積を有する第１の表面９１５ａを有す
ることができる。この構成は、雄端部９０２ａを通過する雄ルアーコネクタ９００ａから
の漏洩にさらに抵抗する境界面を形成するのを補助することができる。図３５の実施形態
では、内側の導管９３８ａの断面が、内側の導管９３２ａよりも小さくなっている。図２
７～図３２に示す実施形態でのように、導管９３２ａ、９３８ａの間の相対的な移動によ
り、領域９２２ａの体積の変化が生成される。弾性シール９４０ａは、導管９３２ａ、９
３８ａの間の境界面での流体の漏洩を防止し、または最小限に抑える。図示のように、閉
鎖可能な雄ルアーコネクタ９００ａが第１の閉鎖位置にある場合、領域９２２ａの体積は
、閉鎖可能な雄ルアーコネクタ９００ａが第２の開放位置にある場合よりも大きくなって
いる。内側通路９１６ａは、通路９１６ａが比較的一定の断面積を維持するように、真っ
直ぐな壁を有することができる。いくつかの実施形態では、通路９１６ａの壁は、テーパ
を含むことができる。多くの点で、閉鎖可能な雄ルアーコネクタ９００ａは、図２７～図
３２の閉鎖可能な雄ルアーコネクタ９００と同様な様式で機能する。
【０１２２】
　図３６～図３７は、雄端部９０２ｂ、ハウジング９０６ｂ、雌端部９０４ｂ、および弾
性部材９１０ｂを備える閉鎖可能な雄ルアーコネクタ９００ｂの別の実施形態を示す。こ
の実施形態は、雄ルアーコネクタ９００ｂを手動で開放し、閉鎖するためのアクチュエー
タ９２５ｂも備える。バネ、ボタン、レバー、およびその他の構造を使用するもの含む多
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くの異なるタイプの手動のアクチュエータを使用することができる。例示された実施形態
では、バルブ部材９１２ｂは、指によって接触され、雄端部９０２ｂまたは雌端部９０４
ｂに向かって前進できる少なくとも１つの側方の側面９２７ｂを備える。例示された実施
形態では、バルブ部材９１２ｂはシュラウド９０８ｂ内にストラット９２１ｂを備える。
したがって、側方の側面９２７ｂが雄端部９０２ｂに向かって移動された場合、雄ルアー
コネクタ９００ｂがその雄端部９０２ｂで別の医療用具に取り付けられない限り、雄ルア
ーコネクタ９００ｂが閉鎖できる。側方の側面９２７ｂが雌端部９０４ｂに向かって移動
された場合、別の医療用具がまだコネクタ９００ｂの雄端部９０２ｂに取り付けられてい
なくても、雄ルアーコネクタ９００ｂが開放できる。図３６に示すように、アクチュエー
タ９２５ｂの外表面が指の滑りをなくすために鋸歯状にされ、またはそうでなければ表面
模様を付けられ、特にコネクタ９００ｂの装着またはその他の移動の間に、コネクタ９０
０ｂの意図しない開放または閉鎖を回避するために、アクチュエータ９２５ｂの外表面が
ハウジング９０６ｂの外周部のわずかに下に配置できる。いくつかの実施形態では、バル
ブ部材９１２ｂはシュラウド９０８ｂ内にストラットを備えることができない。
【０１２３】
　アクチュエータ９２５ｂ、またはコネクタ９００ｂを手動で開放および閉鎖するための
いくつかの他の構造は、特に閉鎖可能な雄ルアーコネクタ９００ｂのプライミングの間の
いくつかの用途で特に有利であることができる。それは、コネクタ９００ｂが別の用具に
取り付けられる前にコネクタ９００ｂ内の空気が環境に排出される間コネクタ９００ｂが
開放できるようにする（そうでなければ排出される空気がそのような他の用具に押し込ま
れる）。プライミングキャップは、コネクタ９００ｂを開放および閉鎖するために手動の
手段が設けられた場合に、必要でなくなる可能性がある。
【０１２４】
　図３８～図３９Ａは、雄端部９０２ｃ、ハウジング９０６ｃ、雌端部９０４ｃ、および
弾性部材９１０ｃを備える閉鎖可能な雄ルアーコネクタ９００ｃの別の実施形態を示す。
この実施形態は、流体の流動を阻止または停止させる内部構造も備える。弾性の覆い９３
３ｃが、全体的に領域９２２ｃ内に配置される。覆い９３３ｃは、例示された実施形態で
は全体的に平坦な前方の表面９３５ｃ、スリット９３１ｃ、および側壁９３７ｃを含むこ
とができる。側壁９３７ｃは、覆い９３３ｃの軸方向の圧縮を容易にするように、波形を
つけることができる。側壁９３７ｃは、図示のように、密封要素９４０ｃに連結でき、ま
たは側壁９３７ｃは導管９３２ｃの前方端部９７１ｃに取り付けることができる。導管９
３２ｃは第２の導管９３９ｃと流体連通することができる。
【０１２５】
　図３９Ａに示すように、バルブ部材９１２ｃが雌端部９０４ｃに向かって移動された場
合に、バルブ部材９１２ｃの内側ショルダ９４１ｃが覆い９３３ｃの前方の表面９３５ｃ
と接触し、覆い９３３ｃを圧縮し、そうでなければ雌端部９０４ｃの方向に移動させる。
一方で、第２の導管９３９ｃは、全体的に固定されたままになり、覆い９３３ｃの前方の
表面９３５ｃのもう一方の側面に当接する。ショルダ９４１ｃおよび導管９３９ｃによっ
て覆い９３３ｃに働かされた対向する力により、覆いが曲がり、スリット９３１ｃが開放
し、コネクタ９００ｃを通る流体の流動を可能にする。覆い９３３ｃ（または別のタイプ
の内側流体阻止構造）を選択的に開放させることは、多くの他の様式および多くの他の構
成によって達成できる。コネクタ９００ｃ内で選択的に開放することにより、バルブ部材
９１２ｃの端部９１３ｃがコネクタ９００ｃの雄端部９０２ｃの開口９４８ｃに係合する
前に、領域９２２ｃの雌端部が閉鎖し、または実質的に閉鎖する。バルブ部材９１２ｃが
雄端部９０２ｃに向かって移動し続けるとき、一方の端部が閉鎖し、領域９２２ｃが拡張
して、増加する体積により流体を雄端部９０２ｃから領域９２２ｃ内に押しやられる。
【０１２６】
　図４０は、雄端部９０２ｄ、ハウジング９０６ｄ、雌端部９０４ｄ、および弾性部材９
１０ｄを備える閉鎖可能な雄ルアーコネクタ９００ｄの別の実施形態を示す。図３８～図
３９の実施形態と同様に、この実施形態は、雌端部９０４ｄとコネクタ９００ｄの内側空
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洞との間の流体の流動を阻止または停止するための内側の構造も備える。バルブ部材９１
２ｄの一方の端部では、流体チャンバ９６３ｄが、バルブ部材９１２ｄの通路９１６ｄ内
で流体連通して配置される。例示された実施形態の閉鎖位置では、流体チャンバ９６３ｄ
が領域９２２ｄに配置された穴９６５ｄ、および領域９２２ｄと雌端部９０４ｄの領域９
２８ｄの間の通路９３０ｄに配置された穴９６７ｄを有する。多くの環境では、流体の流
動は、流体チャンバ９６３ｄと通路９３０ｄの間の外周部の締まり嵌め(close periphera
l fit)により、雌端部９０４ｄとコネクタ９００ｄの内側の中への間で遮断または減少す
る。しかし、バルブ部材９１２ｄが雌端部９０４ｄに向かって前進され、流体チャンバ９
６３ｄの先端９６９ｄが通路９３０ｄの外および雌端部９０４ｄの方向に動いた場合、穴
９６７ｄが雌端部９０４ｄの領域９２８ｄに露出するようになる。これにより、雌端部９
０４ｄとコネクタ９００ｄの内側の間の流体連通が可能になる。バルブ部材９１２ｄがそ
の元の位置に戻った場合、流体チャンバ９６３ｄが領域９２２ｄ内のその位置に戻り、先
端９６９ｄが通路９３０ｄ内に配置され、再び雌端部９０４ｄとコネクタ９００ｄの内側
の間の流体の流動を防止または阻止する。バルブ部材９１２ｄがその元の閉鎖位置に戻る
と、雌端部９０４ｄとコネクタ９００ｄの内側の間の流体の流動は、穴９６７ｄが通路９
３０ｄ内に移動した直後に、好ましくはバルブ部材９１２ｄの端部９１３ｄがコネクタ９
００ｄの雄端部９０２ｄの開口９４８ｄに係合する前に、全体的に阻止される。コネクタ
９００ｄの雌端部９０４ｄの方向での領域９２２ｄ内の流体の流動が阻止されることによ
って、流体は好ましくは、雄端部９０２ｄから引かれ、拡張する領域９２２ｄ内に入る。
雌端部９０４ｄとコネクタ９００ｄの内側の間の流体の選択的な連通を達成するために、
多くのその他の構造および構成が使用できる。
【０１２７】
　図４１は、雄端部９０２ｅ、ハウジング９０６ｅ、雌端部９０４ｅ、および弾性部材９
１０ｅを備える閉鎖可能な雄ルアーコネクタ９００ｅの別の実施形態を示す。図３８～図
４０の実施形態と同様に、この実施形態は、雌端部９０４ｅとコネクタ９００ｅの内側空
洞との間の流体の流動を阻止または停止するための内側の構造も備える。バルブ部材９１
２ｅの一方の端部では、ポペット９６３ｅが、バルブ部材９１２ｅの通路９１６ｅ内で流
体連通して配置される。ポペット９６３ｅは、バルブ部材９１２ｅの外表面９６１ｅに係
合する第１の端部および第２の端部９６９ｅを備えることができる。あるいは、ポペット
９６３ｅは、バルブ部材９１２ｅと一体に形成できる。ポペット９６３ｅの壁は、一般に
剛性であり、一般に変形または脆弱化しない。さらに、ポペット９６３ｅの壁は、一般に
コネクタ内の比較的高い流体圧力の下で隆起または座屈せず、それらはほとんどの条件の
下で一般に第２の端部９６９ｅがコネクタ９００ｅの内側の空洞内で位置がずれる可能性
を生じることない。ポペット９６３ｅの多くの構成が可能である。たとえば、表面９６１
ｅ付近のポペット９６３ｅの壁は、それを通る流体の流動を容易にするための穴またはス
リットを備えることができる。壁は、表面９６１ｅから延出する脚部から形成でき、それ
を通る流体の流動を容易にするために脚部の間に仕切りを有する。いくつかの実施形態で
は、ポペット９６３ｅは３本の脚部を備える。いくつかの実施形態では、ポペット９６３
ｅは４本以上の脚部を備える。
【０１２８】
　例示された実施形態の閉鎖位置では、ポペット９６３ｅの第２の端部９６９ｅは、領域
９２２ｅと雌端部９０４ｅの領域９２８ｅの間の通路９３０ｅに配置される。多くの環境
では、流体の流動は、ポペット９６３ｅの第２の端部９６９ｅと通路９３０ｅの間の外周
部の締まり嵌めにより、コネクタ９００ｅの内側の中に雌端部９０４ｅの間で遮断または
減少する。しかし、バルブ部材９１２ｅが雌端部９０４ｅに向かって前進された場合、ポ
ペット９６３ｅの第２の端部９６９ｅの少なくとも一部分が通路９３０ｅの外および雌端
部９０４ｅの方向に動き、雌端部９０４ｅとコネクタ９００ｅの内側の間の流体連通を可
能にする。バルブ部材９１２ｅがその元の閉鎖位置に戻った場合、ポペット９６３ｅがお
およそ領域９２２ｅ内のその元の位置に戻り、第２の端部９６９ｅが通路９３０ｅ内に配
置され、再び雌端部９０４ｅとコネクタ９００ｅの内側の間の流体の流動を防止または阻
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止する。第２の端部９６９ｅは、コネクタ９００ｅの雄端部９０２ｅの方向に延出する、
１以上のフランジ（図示されない）を含むことができる。これらのフランジは、ポペット
９６３ｅの軸方向整列を維持するのを補助するために、コネクタ９００ｅが開放位置にあ
る場合、通路９３０ｅ内に少なくとも部分的に残る。バルブ部材９１２ｅがその元の閉鎖
位置に戻ると、雌端部９０４ｅとコネクタ９００ｅの内側の間の流体の流動は、第２の端
部９６９ｅが通路９３０ｅ内に移動した直後に、好ましくはバルブ部材９１２ｅの端部９
１３ｅがコネクタ９００ｅの雄端部９０２ｅの開口９４８ｅに係合する前に、全体的に阻
止される。コネクタ９００ｅの雌端部９０４ｅの方向での領域９２２ｅ内の流体の流動が
阻止されることによって、流体は好ましくは、雄端部９０２ｅから引かれ、拡張する領域
９２２ｅ内に入る。雌端部９０４ｅとコネクタ９００ｅの内側の間の流体の選択的な連通
を達成するために、多くのその他の構造および構成が使用できる。
【０１２９】
　図４２は、閉鎖可能な雄ルアーコネクタ１０００の別の実施形態を示す。例示された実
施形態に示すように、閉鎖可能な雄ルアーコネクタ１０００が第１の端部１０１２および
第２の端部１０１４を有することができる。第１の端部１０１２は、雄ルアー先端１０２
２およびバルブ部材１０１６（図４７により詳細に示す）を備えることができる。ルアー
先端１０２２およびバルブ部材１０１６はハウジング１０２３によって支持できる。バル
ブ部材１０１６は、弾性部材１０１８によってハウジング１０２３に連結できる。端部キ
ャップ１０３０が、閉鎖可能な雄ルアーコネクタ１０００の第２の端部１０１４の付近で
ハウジング１０２３に連結できる。端部キャップ１０３０は、雄ネジ１０３６を有するこ
とができる。図４２に示す、閉鎖可能な雄ルアーコネクタ１０００の実施形態は、閉鎖位
置にある。閉鎖位置では、バルブ部材１０１６は、コネクタ１０００を通る流体の流動を
阻止するために、雄ルアー先端１０２２と協働する。
【０１３０】
　図４２に示すように、ハウジング１０２３は、ルアー先端１０２２を囲むシュラウド１
０２４を有することができる。シュラウド１０２４は雌ネジ１０２６を有することができ
る。雌ネジ１０２６およびルアー先端１０２２は、雄ルアーコネクタ様のＡＮＳＩ仕様に
準拠する雄ルアー係合を形成することができる。端部キャップ１０３０は、雌ルアーコネ
クタに関するＡＮＳＩ規格に準拠するレセプタクル形を状有することができ、雄ルアーコ
ネクタを受けることができる。雄ネジ１０３６は、雄ルアーコネクタの対応する雌ネジに
螺合式に係合するように配置できる。
【０１３１】
　バルブ部材１０１６は、ハウジング１０２３によって少なくとも部分的に取り囲まれる
ことができる。図示のように、ハウジング１０２３は、バルブ部材１０１６の少なくとも
一部分を露出し、かつ／または弾性部材１０１８の少なくとも一部分がハウジング１０２
３の内側の中に通ることができるようにする、少なくとも１つの側面開口１０２５を有す
ることができる。いくつかの実施形態では、ハウジング１０２３は、コネクタ１０００の
側面で互いに対向して配置できる２つの側面開口１０２５を画成できる。いくつかの実施
形態では、側面開口１０２５は、ハウジング内の第２の端部１０１４の付近で増加した強
度を提供するために、ハウジング１０２３に沿って（図示のようなハウジング１０２３の
中央の領域などの）一部分のみ延出することができる。例示された実施形態では、弾性部
材１０１８は、ハウジング１０２３の側面開口付近で、バルブ部材１０１６と連結されて
いる。ハウジングの外部側壁１０２７には、起伏を付けることができる。たとえば、ハウ
ジングの外表面は、ハウジング１０２３の中央領域付近のより狭い部分、全体的に砂時計
形の外表面、または端部付近のより大きな断面部分を備えることができる。これらの形状
は、使用中にコネクタ１０００にある使用者の指を適切に配置する触感的な確認を提供し
、かつ／またはより快適な把持表面を提供することができる。いくつかの実施形態では、
１以上の外側の突起（図示されない）が、弾性部材１０１８に組み込まれて、コネクタ１
０００の表面のさらなる、またはより効果的な把持表面を提供する。
【０１３２】



(34) JP 6462253 B2 2019.1.30

10

20

30

40

50

　ハウジング１０２３は、コネクタ１０００の第１の端部１０１２の付近にルアー先端１
０２２を備えることができる。ルアー先端１０２２は、端部に穴１０２１を有することが
でき、それによって流体がハウジング１０２３内からルアー先端１０２２の外に流れるの
を可能にすることができる。バルブ部材１０１６は、バルブ閉鎖端１０４４を備えること
ができる。閉鎖端１０４４は、ルアー先端１０２２を通る流体の流動を阻止するために、
ルアー先端１０２２の内側に係合できる。いくつかの実施形態では、バルブ部材１０１６
とハウジング１０２３の間の締まり嵌めにより、流体がルアー先端１０２２から流出する
のを阻止する。いくつかの実施形態では、この締まり嵌めは、閉鎖端１０４４と穴１０２
１の間である。いくつかの実施形態では、バルブ部材１０１６が、ハウジング１０２３に
ルアー先端１０２２の付近で係合して、それを通る流体の流動を阻止するために、ハウジ
ング１０２３の第１の端部１０１２の付近に配置された弾性区間を備えることができる。
【０１３３】
　図４２に示されたコネクタ１０００の実施形態に示すように、コネクタ１０００が閉鎖
位置にある場合に、バルブ閉鎖面１０４６がルアー先端１０２２を横切って配置できる。
いくつかの実施形態では、バルブ閉鎖面１０４６は、コネクタ１０００が閉鎖位置にある
場合に、ルアー先端１０２２の外側の穴１０２１をさらに越えて延出できる。いくつかの
実施形態では、バルブ閉鎖面１０４６は、ルアー先端１０２２内で凹みを付けられている
。いくつかの実施形態では、バルブ閉鎖面１０４６は、実質的にルアー先端１０２２の端
部と同一平面上にある。いくつかの実施形態では、コネクタ１０００が第１または閉鎖位
置にある場合に、バルブ閉鎖面１０４６が拭き取り可能であるように構成される。
【０１３４】
　図４３に示すように、ルアーコネクタ１０００は、第２の位置または開放位置に操作で
きる。例示された実施形態の開放位置では、バルブ部材１０１６がルアー先端１０２２か
ら引き戻され、それによって先端１０２２の穴１０２１を開放する。下記により詳細に説
明されるように、コネクタ１０００が開放された場合、流体は第２の端部１０１４のルア
ーレセプタクルから流れ、コネクタ１０００の内側を通り、第１の端部１０１２のルアー
先端１０２２を出ることができる。閉鎖された場合、流体は、通常の動作条件の下でルア
ーコネクタ１０００を通過するのを阻止または遮断される。
【０１３５】
　弾性部材１０１８は、弾性変形する材料から構築できる。したがって、いくつかの実施
形態では、コネクタ１０００が開放位置に移動された場合、弾性部材１０１８によって、
ハウジング１０２３がバルブ部材１０１６に連結されたままになることができる。
【０１３６】
　図示された例では、ハウジング１０２３とバルブ部材１０１６の相対的な位置の変化に
より、弾性部材１０１８の少なくとも一部分が伸張することができる。したがって、弾性
部材１０１８は、ハウジング１０２３およびバルブ部材１０１６に、コネクタ１０００を
閉鎖状態に戻すために付勢された閉鎖力を働かせる。弾性部材１０１８が保持する張力の
量は、ハウジング１０２３とバルブ部材１０１６の離れた距離を変えることによって、お
よび／または異なる弾性的な特性を有する様々な材料から弾性部材１０１８を構成するこ
とによって調整できる。いくつかの実施形態では、コネクタ１０００は、予期しない、ま
たは意図しない開放を防止するために開放することが十分に困難なように構成される。い
くつかの実施形態では、コネクタを開放する困難さは、少なくとも部分的には弾性部材１
０１８が保持する張力によって制御される。
【０１３７】
　図４４は、閉鎖位置での閉鎖可能な雄ルアーの断面図を示す。理解できるように、流体
がルアー先端１０２２から外に通過するのを阻止するために、バルブ閉鎖端１０４４がル
アー先端１０２２の内側に押し付くことができる。バルブ部材１０１６は、少なくとも１
つのストラット１０５０を備えることができる。いくつかの実施形態では、ストラット１
０５０は、バルブ部材１０１６のほぼ中間から第１の端部１０１２に向かって延出できる
。コネクタ１０００は、図示のように２つのストラット１０５０を有することができ、ま
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たはコネクタ１０００は、望ましいようにより多くの、またはより少ないストラット１０
５０を有することができる。ストラット１０５０は、ルアー先端１０２２の周りにハウジ
ング１０２３内で配置できる。ストラット１０５０は、雌ネジ１０２６の内径の中に配置
でき、したがってルアー先端１０２２と係合するとき雌ルアーレセプタクルの少なくとも
一部分と連結するように配置される。
【０１３８】
　図４６に示すように、弾性部材１０１８は、第１のリング１０７４、および少なくとも
１つの固定用リング１０７２を有することができる。２つの固定用リング１０７２が示さ
れるが、コネクタ１０００の異なる実施形態では１以上の個数が使用される。第１のリン
グ１０７４が、第１の端部１０１２に向かってハウジング１０２３の外表面内の引っ込ん
だ溝１０４８に配置できる。弾性部材１０１８は、ハウジング１０２３とバルブ部材１０
１６の相対的な位置の変化によって弾性部材１０１８に力が働く場合、第１のリング１０
７４を定位置に保つために、ハウジング１０２３の周りで十分に緊密になることができる
。下記により詳細に述べられるように、固定用の１以上のリング１０７２は、異なるパタ
ーンでバルブ部材１０１６の周りに配置できる。
【０１３９】
　通路１０５６は、第１の端部１０１２の付近でバルブ部材１０１６の一部分を貫通して
延出できる。通路１０５６は、例示された実施形態に示すように、断面が円形であること
ができ、または通路１０５６は他の幾何学的な形状を有することができる。通路１０５６
は、第１の端部１０１２の付近に少なくとも１つのポート１０６２を有することができる
。例示された実施形態では、２つのポート１０６２が、バルブ部材１０１６の両側に配置
され、円形であるが、その他の位置および形状が使用できる。
【０１４０】
　図４４に示す実施形態では、コネクタ１０００が閉鎖位置にあり、バルブ部材１０１６
とハウジング１０２３の相対的な位置が通路１０５６とルアー受け１０５８の間に配置さ
れたチャンバを形成できる。チャンバ１０５４は、通路１０５６と流体連通することがで
きる。チャンバ１０５４は、図示のように通路１０５６よりも広くなっていることができ
る。いくつかの実施形態では、チャンバ１０５４は通路１０５６と同じ直径を有すること
ができ、いくつかの実施形態では、チャンバ１０５４は通路１０５６よりも小さな直径を
有することができる。チャンバ１０５４は、任意の他の適切な形状で、非円形の断面によ
って構成することもできる。チャンバ１０５４は、プランジャ１０７０によってハウジン
グ１０２３の第２の端部１０１４に向かって端部を制限することができる。
【０１４１】
　プランジャ１０７０は、バルブ部材１０１６に向かって延出する端部キャップ１０３０
の一部分であることができる。プランジャ１０７０は、それを貫通する導管１０９４を有
することができる。導管１０９４は、チャンバ１０５４をルアー受け１０５８と流体連通
して配置できる。プランジャ１０７０は、図示のようにチャンバ１０５４の一方の端部を
実質的に閉鎖するのに十分な外側の寸法を有することができる。例示された実施形態では
、プランジャ１０７０は、チャンバ１０５４の形状寸法に適合するために円形であるが、
他の幾何学的形状が適切なものとして使用できる。
【０１４２】
　プランジャ１０７０は実質的にチャンバ１０５４の一方の端部を密封するが、チャンバ
１０５４を形成するバルブ部材１０１６の壁に接触しない外側の寸法を有することができ
る。したがって、流体がプランジャ１０７０を通過して漏洩するのを阻止するために、Ｏ
リング１０６０がプランジャ１０７０の背後で溝１０６９に配置できる。Ｏリング１０６
０は、図示のように、バルブ部材１０１６の壁に接触することができ、流体がチャンバ１
０５４から流出するのを阻止する。いくつかの実施形態では、プランジャ１０７０は端部
キャップ１０３０の一部分である。端部キャップ１０３０は、音波溶接、接着、または連
結のための任意のその他の適切な方法によってハウジング１０２３と連結できる。例示さ
れた実施形態では、端部キャップ１０３０は音波溶接部１０３１によってハウジング１０
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２３に連結されている。そのような１つの溶接部１０３１は、図示のように、実質的に三
角形の形状を有するが、その他の形状も可能である。したがって、プランジャ１０７０は
、ハウジング１０２３に対して固定的な位置にあると見なすことができる。いくつかの実
施形態では、プランジャ１０７０はハウジング１０２３と一体に形成され、端部キャップ
１０３０は、音波溶接などによりハウジング１０２３に適切に取り付けられた別個の片で
ある。いくつかの実施形態では、端部キャップ１０３０はハウジング１０２３と一体に形
成される。
【０１４３】
　図４４に例示された実施形態に示すように、流体はルアー受け１０５８内を流れ、導管
１０９４に通過することができる。導管１０９４から、流体はチャンバ１０５４に流れ、
チャンバ１０５４から通路１０５６に入ることができる。例示された実施形態に示すよう
に、コネクタ１０００はその閉鎖位置にある場合、バルブ部材１０１６のバルブ閉鎖端１
０４４が、ルアー先端１０２２内の穴を密封でき、流体がルアー先端１０２２の端部から
外に流れるのを防止する。しかし一般に、流体はバルブ部材１０１６内のポート１０６２
を通って通路１０５６を出ることができる。流体は、ルアー先端１０２２の内側に残留す
ることができるが、シールリング１０２０によってバルブ部材１０１６の外側で第２の端
部１０１４に向かって逆流するのを防止できる。したがって、図示のようにコネクタ１０
００が閉鎖位置にある場合、流体がコネクタ１０００の第１の端部１０１２を出ることが
可能にならずに、全体的にルアー受け１０５８とルアー先端１０２２の内側との間で流体
連通することができる。
【０１４４】
　図４５は、開放位置でのコネクタ１０００の実施形態の図を示す。コネクタ１０００は
、雌ルアーコネクタ（図示されない）が、コネクタの第１の端部１０１２のルアー先端１
０２２と噛合った場合に、開放位置に変更できる。雌ルアーコネクタがコネクタ１０００
の第１の端部１０１２と係合された場合、雌ルアーコネクタの一部分が雌ネジ１０２６に
係合でき、ルアー先端１０２２を少なくとも部分的に取り囲むために前進できる。したが
って、雌ルアーコネクタが雌ネジ１０２６と係合した場合に、雌コネクタの一部分がスト
ラット１０５０と係合し、バルブ部材１０１６をハウジングの第２の端部１０１４に向か
って押すことができる。図４５に示す実施形態では、バルブ部材１０１６が第２の端部１
０１４に向かって配置され、その結果コネクタ１０００が開放状態になる。
【０１４５】
　いくつかの実施形態では、バルブ部材１０１６が、第２の端部１０１４に向かって移動
された場合、バルブ閉鎖端１０４４（図４４を参照）がルアー先端１０２２内の穴１０２
１からバルブ閉鎖面１０４６の除去を含み、ルアー先端１０２２から分離する。したがっ
て、流体はハウジング内からルアー先端１０２２内の穴から流出できる。シールリング１
０２０は、さらに流体がコネクタ１０００の第２の端部１０１４に向かって、ルアー先端
１０２２の内側を出るのを阻止できる。したがって、開放位置では、流体は、ルアー受け
１０５８から流れて、導管１０９４、チャンバ１０５４、通路１０５６、バルブ部材１０
１６内の１以上のポート１０６２を通り、ルアー先端１０２２の内側に入り、ルアー先端
１０２２の端部内の穴１０２１から出ることができる。
【０１４６】
　例示された実施形態で理解できるように、コネクタ１０００の第２の端部１０１４に向
かってストラットが移動されたとき、バルブ部材１０１６が端部キャップ１０３０に対し
てより近くに配置される。したがって、通路１０５６の終端を含むバルブ部材１０１６の
壁部分は、端部キャップ１０３０のプランジャ１０７０部分に対してより近くに配置され
る。したがって、チャンバ１０５４の体積は、コネクタ１０００が開放位置にある場合に
、低下させることができる。
【０１４７】
　したがって、コネクタ１０００が開放位置から閉鎖位置に変化している場合、チャンバ
１０５４の体積は、バルブ部材１０１６がコネクタ１０００の第１の端部１０１２に向か
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って移動すると増加する。チャンバ１０５４の体積が増加すると、バルブ部材１０１６の
バルブ閉鎖端１０４４がルアー先端１０２２の穴を密封するために、第１の端部１０１２
に向かって前進する。追加の流体が、ルアー受け１０５８を貫通してコネクタ１０００に
全く導入されない場合、チャンバ１０５４の体積が増加する場合に形成される負圧効果に
よって、ルアー先端１０２２内に存在する流体を、ポート１０６２を通し、通路１０５６
を通して、チャンバ１０５４に向かって引き戻すことができる。この場合、バルブ閉鎖端
１０４４が穴の中の定位置に移動するとき、流体はその代わりにチャンバ１０５４に引き
戻すことができるので、流体がルアー先端１０２２内の穴から出るのを阻止できる。いく
つかの実施形態では、バルブ閉鎖面１０４６、またはその付近の流体は、バルブ部材１０
１６がハウジング１０２３の第１の端部１０１２に向かって移動するとき閉鎖面１０４６
の表面に残るのではなく、コネクタ１０００の内側に移動するように促される。
【０１４８】
　しかし、追加の流体がさらにルアー受け１０５８を通してコネクタ１０００に導入され
る場合、追加の流体は、チャンバ１０５４へ前進し、ルアー先端１０２２を閉鎖するため
にバルブ部材１０１６が第１の端部１０１２に向かって移動するときそこに集まることが
できる。この場合、バルブ部材１０１６がルアー先端１０２２を密封するので、新たに導
入された流体からの圧力により、流体が押されてルアー先端１０２２から流出するのを阻
止できる。したがって、流体の流動は、雌コネクタがコネクタ１０００の第１の端部１０
１２と連結されている間、コネクタ１０００を通って可能になるが、雌コネクタが係合解
除されている間、および雌コネクタが切り離された後に阻止される。
【０１４９】
　以下でより詳細に示すように、特定の薬剤は、皮膚への接触を阻止することが望ましい
。コネクタ１０００は、雌ルアーコネクタまたはその他の連結から切り離された場合に、
コネクタ１０００内に流体を保持するのを有利に補助する。したがって、切り離しが行わ
れた場合に、ルアー先端１０２２を通って流体が出る可能性を低下させることにより、そ
れに対応して毒性の薬剤を使用者または患者の皮膚に曝す可能性が低下する。
【０１５０】
　図４６では、コネクタ１０００の切開図が、ハウジングの一部分が取り除かれて示され
ている。理解できるように、弾性部材１０１８は、ハウジング１０２３の溝１０４８に配
置された第１のリング１０７４を有することができる。弾性部材は、第２の端部１０１４
に向かって延出できる。バルブ部材１０１６は、上方のフランジ１０６４、下方のフラン
ジ１０６６、およびノッチフランジ１０６８のような図示のコネクタ内に実装された、外
側に延出する複数の突起を有することができる。弾性部材は、バルブ部材１０１６の周り
に配置され、１以上のフランジ１０６４、１０６６、および１０６８によって定位置に保
持された、２つの固定用リング１０７２を有することができる。
【０１５１】
　例示された実施形態に示すように、固定用リング１０７２が、ストラップ１０９６によ
って第１のリング１０７４に連結することができる。ストラップ１０９６は、バルブ部材
１０１６のノッチフランジ１０６８の間を貫通し、第１の端部１０１２と第２の端部１０
１４の間に全体的に延出できる。いくつかの実施形態では、固定用リング１０７２は、ノ
ッチフランジ１０６８、および下方のフランジ１０６６の１つの縁部によって定位置に保
持できる。固定用リング１０７２は、例示された実施形態に示すように、互いに交差して
、ストラップ１０９６から第２の端部１０１４に向かってさらに延出できる。いくつかの
実施形態では、分離ストラップ１０９６が、第１のリング１０７４を各固定用リング１０
７２に連結するために使用できる。第１のリング１０７４および分離ストラップ１０９６
を介して固定用リング１０７２を連結することによる固定用リング１０７２の分離は、特
に側面スロット１０２５が、コネクタ１０００の第２の端部１０１４の付近のハウジング
１０２３の端部への全ての間に延出することがない場合、コネクタ１０００の製造を促進
することができる。ストラップ１０９６から最も遠くにある固定用リング１０７２の部分
は、下方および上方のフランジ１０６４、１０６６により取り囲むことができ、図示のよ



(38) JP 6462253 B2 2019.1.30

10

20

30

40

50

うにそれをバルブ部材１０１６の周りの定位置に固定する。したがって、バルブ部材１０
１６が、上述したように雌コネクタと係合することによって第２の端部１０１４に向かっ
て移動された場合に、弾性部材１０１８は、バルブ部材１０１６に力を働かせることがで
き、それを第１の端部１０１２に向かって引く。例示された実施形態では、固定用リング
１０７２が重なり合って示されるが、より多くまたはより少ない固定用リング１０７２を
有する、あるいは異なった構造または配置にされた第１のリング１０７４が使用できる、
他のリングの配置または弾性部材の構成を含む多くの他の配置または構造が可能である。
上記に示したように、いくつかの実施形態では、固定用リング１０７２が互いに交差して
いる。２つの固定用リング１０７２がある場合、それらを互いに交差させることにより２
つの交差点１０７５が形成される。いくつかの実施形態では、固定用リング１０７２の一
方または両方の厚さが交差点１０７５で減少し、バルブ部材１０１６の周りで実質的に単
一の固定用リング１０７２を形成する。
【０１５２】
　図４７は、バルブ閉鎖端１０４４の端部でバルブ閉鎖面１０４６を備えるバルブ部材１
０１６の実施形態を示す。ポート１０６２は、バルブ閉鎖面１０４６の付近に、またはシ
ールリング１０２０の前の、面１０４６から実際上の距離を戻って配置できる（図４６を
参照されたい）。ポート１０６２は、図示のように円形であることができ、またはその他
の形状を有することができる。ストラット１０５０は、バルブ部材１０１６の第１の端部
１０１２に向かって延出して示される。１つ、２つ、またはそれ以上のストラット１０５
０があることができる。いくつかの実施形態では、コネクタ１０００はストラット１０５
０を備えない。そうではなく、コネクタ１０００は、雌コネクタとかみ合わせ係合に配置
された場合に、その他の様式で開放されるようになされる。たとえば、雌コネクタは、コ
ネクタ１０００を開放するためにバルブ閉鎖端１０４４に係合できる係合部材（図示され
ない）を備えることができ、または手動で作動されるスライダまたはボタンがコネクタ１
０００を開放するために適切に構成できる。
【０１５３】
　ノッチフランジ１０６８は、バルブ部材１０１６の主要本体からの２つの平行な突起か
ら構成でき、そうでなければ弾性部材１０１８と連結するように適切な寸法にされる。下
方のフランジ１０６６は、図示のようにノッチフランジ１０６８に垂直であることができ
る。下方のフランジ１０６６は、弾性部材１０１８と連結するために適切な、バルブ部材
１０１６の主要本体からより少なく、またはより多くの距離を延出する１つより多くの突
起も備えることができる。上方のフランジ１０６４は、下方のフランジ１０６６に平行で
あることができ、リング１０７２に係合するために固定用リング１０７２の少なくとも高
さの距離を離れ、リング１０７２がバルブ部材１０１６の異なる位置を取り囲むための圧
力の元で移動するのを阻止する。
【０１５４】
　図４８は、端部キャップ１０３０の実施形態を示す。端部キャップ１０３０は、ハウジ
ング１０２３の第２の端部１０１４を実質的に密封するように形状を決められ、構成され
た密封部分１０９８を有することができる。ルアー受け１０５８は、密封部分１０９８か
ら１つの方向に延出できる。ルアー受け１０５８は、ルアーデバイスに関するＡＮＳＩ規
格に準拠する、雄ルアー部分（図示されない）と連結するように適切な寸法にすることが
できる。ルアー受け１０５８は、図示のように、雄ルアー部分に係合するための雄ネジ１
０３６を有することができる。いくつかの実施形態では、突起したタブまたは他の突起が
、雄ルアー部分に係合するために使用できる。
【０１５５】
　いくつかの実施形態では、プランジャ１０７０が、密封部分１０９８から他の方向に延
出する部分の端部にある。プランジャ１０７０は、バルブ部材１０１６内でチャンバ１０
５４を実質的に密封するように寸法を決め、構成することができる。密封部分１０９８と
プランジャ１０７０の間の陥凹部またはスロット１０６９は、図示され、上述されるよう
にＯリング１０６０を収容するように寸法を決め、形状を決めることができる。
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【０１５６】
　図４９は、コネクタ１０００の実施形態の例の構成要素の分解図を示す。例示された実
施形態では、弾性部材１０１８が、重なり合う固定用リング１０７２と共に示される。端
部キャップ１０３０は、コネクタ１０００の第２の端部１０１４に向かって配置できる。
Ｏリング１０６０は、端部キャップ１０３０の部分の周りに配置でき、プランジャ１０７
０は、バルブ部材１０１６内に第２の端部１０１４から入って配置される。
【０１５７】
　弾性部材１０１８がハウジング１０２３およびバルブ部材１０１６の両方の周りに配置
され、それらを弾性的に共に連結する。シールリング１０２０が、バルブ部材１０１６の
バルブ閉鎖端１０４４の周り、およびハウジング１０２３の内側に配置される。シールリ
ング１０２０は、実質的にシールリング１０２０を定位置に固定するために、バルブ部材
１０１６またはハウジング１０２３の陥凹部に対応する１以上の突起１０１９を有するこ
とができる。例示された実施形態では、２つの突起１０１９が、ハウジング１０２３と連
結するために、シールリング１０２０から延出する。より多くまたはより少ない突起１０
１９が使用でき、またはシールリング１０２０がバルブ部材１０１６に固定するように構
成できる。
【０１５８】
　別の実施形態では、図５０に示すように、構成要素が前述の実施形態のものと同様に全
体的に番号を付けられるが、プライム（’）が対応する番号に付け加えられる。理解でき
るように、図示されたコネクタ１０００’は、弾性部材１０１８’を有し、固定用リング
１０７２’が重ならず、間隔をおいて設置されている。ストラップ１０９６’は、異なる
距離で第１のリング１０７４’から固定用リング１０７２’、１０７２’に延出する。し
たがって、第１のストラップ１０９６ａ’は、第２のストラップ１０９６ｂ’よりも短く
なっている。より短いストラップ１０９６ａ’は、第１の固定用リング１０７２ａ’に連
結され、コネクタ１０００’の第１の端部１０１２’、および第１のリング１０７４’に
より近く配置される。同様に、より長いストラップ１０９６’は、第２の固定用リング１
０７２ｂ’に対して第１のリング１０７４’から延出できる。
【０１５９】
　第１の固定用リング１０７２ａ’は、ノッチフランジ１０６８’と下方のフランジ１０
６６’の間に配置できる。第２の端部１０１４’に向かってより遠くに延出する固定用リ
ング１０７２ｂ’は、下方のフランジ１０６６’と上方のフランジ１０６４’の間に配置
できる。例示された実施形態での弾性部材１０１８’の構成は、前述の実施形態と同様な
様式で機能する。その他の構成も可能である。
【０１６０】
　上述したように、化学療法中に使用されるものを含むいくつかの薬物は、患者への特定
の形での露出において有害であるおそれがある。たとえば、皮膚への露出は、場合によっ
ては化学的火傷を生じるおそれがある。エアロゾル化された形のいくつかの薬物を吸入す
ると有害である。したがって、薬物の汚染を抑制することが強く望まれる。
【０１６１】
現在では、いくつかの有害な可能性のある薬物が密封されたバイアルで配給されている。
薬物は針を挿入し、薬物を注射器に引き込むことによりバイアルから移動される。次いで
、針はバイアルから引き出され、薬物を投与することができる。しかし、注射器に引き込
むために針を薬物に挿入することにより、薬物は針の外側に付着し、それによって意図せ
ずに皮膚と接触し、害を及ぼすおそれがある。あるいは、引き出し機構を有するバイアル
を貫通するインジェクタが使用できる。そのようなインジェクタでは、薬物は、機構によ
って引かれ、バイアルから機構を引き出す別のステップを行わずに、注入のために針に直
接的に通される。そのようなインジェクタが使用されても、バイアルが切り離された後の
機構、または薬物の注入に使用される針に潜在的な薬物がまだ残っている可能性がある。
【０１６２】
　さらに、いくつかの薬物は、薬物がその中に配置された注射器に針を取り付けることに
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より投与できる。係合された薬物を伴う注射器と針は、殺菌され、真空密封可能な容器に
投入される。次いで容器は、空にされ密封される。このタイプの装置は、容器を空にした
場合、注射器を介して薬物が引き出されることになるおそれがある。一方で密封された容
器では、薬物がエアロゾル化し、または構成要素の外表面を覆う可能性がある。
【０１６３】
　さらに、治療場所の周囲の大気圧が異なる場合、特に容器内の薬物の内側の圧力よりも
低い場合、制御されない薬物の噴霧が生じる可能性がある。たとえば、薬物を注射器に引
くために、周囲の大気圧よりも大きな内側の圧力を有するバイアルが針によって貫通され
た場合に、薬物が漏洩する可能性がある。あるいは、バイアルのシールが完全に閉鎖する
前に、バイアルから針が引き出された場合、薬物が漏洩する可能性がある。
【０１６４】
　閉鎖可能な雄ルアーとかみ合った注射器が全体的に、望ましい用途の間を除いて薬物の
流動を防止できる。たとえば、いくつかの実施形態では、連結された閉鎖可能な雄ルアー
を備える注射器は、包装が真空密封されていても、配達用に包装された場合に薬物を漏洩
させない。包装を開いた後に、たとえば、雄ルアーコネクタがＩＶ管の雌ルアーコネクタ
と係合することができ、薬物は連結が係合されたときにのみ分配される。注射器から係合
されたコネクタを通ってＩＶ管に流入した後で、雄ルアーコネクタが雌ルアーコネクタか
ら係合解除できる。上述したように、雄ルアーコネクタは係合解除時に閉鎖することがで
き、過剰な流動がコネクタを通るのを防止する。カリフォルニア州San ClementeのICU Me
dical社によって販売されるClave（登録商標）コネクタなどの閉鎖可能な雌ルアーコネク
タが使用される場合、同様に流動が雌コネクタから出るのを阻止する。
【０１６５】
　さらに、閉鎖可能な雄ルアーを備える注射器が、上述のように針と係合できる。したが
って、針を通る流動は、閉鎖可能な雄ルアーコネクタの適切な使用によって制御できる。
薬物は、一体に形成された、および／または永久的に取り付けられた、密封可能な雄ルア
ーを備える注射器内に配置することもできる。したがって、説明された危険な薬物を直接
的に露出することは、薬物が製造され収容される、高度に制御された環境に本質的に限定
される。そのような薬物は、使用のために分配される前に、閉鎖可能な雄ルアーコネクタ
を備える注射器に配置でき、薬物の使用中に薬物の意図しない露出の危険を最小限に抑え
る。
【０１６６】
　図５１は、コネクタの雌端部がその中に挿入された雄ルアーから容易に係合解除するの
を防止するための構造の例と共に、端部または端部キャップ１０３０”の実施形態を示す
。このタイプの構造は、例示された保持バーブ１０９０などの多くの異なる実施形態およ
び構成を有することができる。図５１に示す多くの構成要素は、それらを識別するために
ダブルプライム（”）が付けられているのを除いて、上記に説明された構成要素と全体的
に同様である。
【０１６７】
　例示された実施形態は、ルアー受け１０５８”を部分的に取り囲み、受け１０５８”を
貫通して部分的に延出する保持バーブ１０９０を示す。保持バーブ１０９０は、ワイヤの
一部分を通る部分的に円形の形状、角度を付けた区間１０９１、真っ直ぐな区間１０９３
、およびバーブ点１０９２を有するワイヤを備えることができる。バーブ１０９０の円形
の部分は、ルアー受け１０５８”の外径に一致することができ、それは、雄ネジ１０３６
”の少なくとも一部分に沿ったものであることができる。角度を付けた区間１０９１は、
例示された実施形態に示すように、円形の形状から真っ直ぐな区間１０９３へのバーブ１
０９０の移行部を備えることができる。例示された実施形態では、真っ直ぐな区間１０９
３は、ルアー受け１０５８”の堅固な壁の一部分を通過し、バーブ点１０９２に終端する
。いくつかの実施形態では、ルアー受け１０５８”は、受け１０５８”の壁から延出する
細長い構造を含み、必ずしも例示されたバーブ１０９０の他の構成要素を含まない。
【０１６８】
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　図５１～図５３、図５５に示すように、いくつかの実施形態では、バーブ点１０９２、
１０９２”’が傾斜したバーブ面１０９２ａ、１０９２ａ”’を備えることができる。図
５１に最も明白に示すように、いくつかの実施形態では、傾斜したバーブ面１０９２ａは
ルアー受け１０５８”の外表面に向かって面するように構成できる。反対に、図５２に最
も明白に示すように、いくつかの実施形態では、傾斜したバーブ面１０９２ａはルアー受
け１０５８”の外表面から逸れて面するように構成できる。同様に、図５５に最も明白に
示すように、いくつかの実施形態では、傾斜したバーブ面１０９２ａ”’は外側に（すな
わち、保持バーブ１０９０”’の部分的に円形の部分から逸れて）面するように構成でき
る。反対に、いくつかの実施形態では（図示されない）、傾斜したバーブ面１０９２ａ”
’は内側に（すなわち、保持バーブ１０９０”の部分的に円形の部分に向かって）面する
ように構成できる。いくつかの実施形態では、バーブ１０９０は、実質的にその軸の周り
に対称であり（たとえば、平坦な傾斜された表面がない）、またはバーブ１０９０は先端
のない平坦な丸みを付けられた端部を有する。
【０１６９】
　いくつかの実施形態では、バーブ１０９０は、それを貫通せずにルアー受け１０５８”
の周りに延出し続けることができる。いくつかの実施形態では、バーブ１０９０は、ルア
ー受け１０５８”の内壁を貫通して延出でき、ルアー受け１０５８”に導入される雄ルア
ーコネクタに接触できる可能性がある。例示された実施形態に円形の金属ワイヤが示され
るが、他の断面、あるいはプラスチックまたは金属シートなどの金属ワイヤ以外の他の材
料を有するワイヤも使用できる。
【０１７０】
　下記に説明されるように、バーブ点１０９２は、いくつかの形状を有することができ、
それぞれが必要な保持を行うのに十分である。バーブ点１０９２は、ルアー受け１０５８
”の外壁から延出でき、または図示のように、ワイヤがバーブ点１０９２を形成する前に
、真っ直ぐな区間１０９３がある距離の間連続することができる。
【０１７１】
　注射器１０８０が、ルアー受け１０５８”に隣接して示される。注射器は、注射器の雌
ネジ１０８４を有する注射器シュラウド１０８６を備えることができる。注射器シュラウ
ド１０８６、およびネジ１０８４は、全ての構成要素がルアーコネクタに関するＡＮＳＩ
規格に一般的に準拠して、注射器先端１０８２を部分的に囲むことができる。雄ネジ１０
３６”は、注射器シュラウド１０８６内表面の対応するネジ１０８４に係合するように構
成できる。ルアー受け１０５８”は、注射器先端１０８２を受けるように構成でき、それ
によってルアー連結を形成する。
【０１７２】
　図５２は、図５１の端部キャップ１０３０”の線５２－５２に沿った断面図である。図
示のように、バーブ１０９０は、ルアー受け１０５８”の周りに少なくとも部分的に延出
できる。例示された実施形態では、バーブ１０９０は、雄ネジ１０３６”に隣接して配置
される。バーブ１０９０は、真っ直ぐな区間１０９３を有する受け１０５８”を貫通して
延出する前に，ルアー受け１０５８”を部分的に取り囲むことができる。バーブ点１０９
２は、ルアー受け１０５８”、および雄ネジ１０３６”から逸れて外側に延出できる。い
くつかの実施形態では、バーブ点１０９２は、雄ネジ１０３６”によって画成された円形
の平面を越えて延出できる。いくつかの実施形態では、バーブ１０９０は、ルアー受け１
０５８”の外壁に正接する線と角度αをなす。いくつかの実施形態では、角度αは約５度
から約７５度の範囲内である。いくつかの実施形態では、角度αは約１０度から約３５度
の範囲内である。一般に、角度αは約９０度未満である。いくつかの実施形態では、角度
αは約１５度から約３０度の範囲内である。
【０１７３】
　注射器１０８０などの雄ルアーコネクタが、図示された端部キャップ１０３０”と連結
された場合、連結は、注射器１０８０およびルアー受け１０５８”を捻じり、雄ネジ１０
３６”に係合されることにより開始できる。係合が形成されると、バーブ点１０９２は、
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注射器のネジ１０８４によって案内された注射器シュラウド１０８６の内側に沿って摺動
するために図示のように角度を付けることができる。バーブ点１０９２は、係合の収まり
を強調するために図示のようにルアー受け１０５８”に対して正接する位置に配置できる
。さらに、点１０９２の角度は、ルアー受け１０５８”の湾曲の範囲を疑似するように整
列できる。
【０１７４】
　係合が終了し、連結が完了した後に、逆の捻じり動作を一般的に使用して、注射器をル
アー受けから切り離す。しかし、例示されたルアー受け１０５８”を使用して係合解除を
行おうとした場合、逆の捻じり動作により、バーブ点１０９２が注射器のシュラウド１０
８６の少なくとも一部分に当たり、その中に少なくとも埋め込まれるようになる。バーブ
点１０９２は、係合解除を行おうとした場合に、注射器シュラウド１０８６に交差するよ
うに角度をつけることができる。
【０１７５】
　バーブ点１０９２が注射器シュラウド１０８６を突き通すと、実質的に係合解除が継続
するのを阻止することができ、注射器１０８０およびコネクタ１０００を切り離すことが
さらに困難になる。こうした理由で、保持バーブ１０９０を備えるコネクタ１０００が注
射器または他の医療用デバイスに連結された後、デバイスのうちの少なくとも１つに増加
したトルクおよび／または構造的な損傷を与えずに、コネクタを切り離すことを困難また
は不可能にすることができる。
【０１７６】
　図５３および図５４は、鋭いバーブ点１０９２を有する保持バーブ１０９０の実施形態
を示す。図示のように、円形の形状は、バーブ点１０９２に終端する前に、角度を付けた
区間１０９１を通って真っ直ぐな区間１０９３へ移行する。真っ直ぐな区間１０９３は、
端部キャップ１０３０”に少なくとも部分的に埋め込むことができるが、他の構成を使用
できる。
【０１７７】
　例示された実施形態では、バーブ点１０９２は、長円形状にすることができ、かつ／ま
たはトゥルーポイント(true point)がない。たとえば、バーブ１０９０は、鋭く丸みをつ
けられた縁部、またはいくつかの他の適切な構造を有することができる。例示された実施
形態は、バーブ１０９０を角度を付けて切断することによって形成でき、図示の点１０９
２になる。
【０１７８】
　図５５および図５６は、トリプルプライム（”’）が付けられていることを除いて構成
要素の区間が実質的に同様である、保持バーブ１０９０”’の別の実施形態を示す。例示
された実施形態では、バーブ点面１０９５が、バーブ点１０９２”’の先端にある。点面
１０９５は、切り離しの間に医療デバイスを刺し通すためのバーブ１０９０の能力を向上
させるためにバーブ点１０９２”’の先端を切断することによって形成できる。あるいは
、点面１０９５は、バーブ１０９０”’が形成されるワイヤの端部に挿入する前に、切断
部がバーブ１０９０”’の直径を完全に横断する必要がないことを除いて、図５３および
図５４のバーブ点１０９２を形成する切断部と同様の切断部を作ることによって形成でき
る。いくつかの実施形態では、これにより平坦なバーブ点面１０９５を生成することがで
きる。
【０１７９】
　バーブ１０９０はルアーコネクタ１０００を別の医療デバイスにロックするように説明
されてきたが、医療デバイスの間の連結を逆にすることを困難または不可能にする多くの
他の方法も使用できる。たとえば、ルアー受け１０５８または他の構造に適切に形成され
た、１以上のバーブ点、隆起部、切り取り、および／または突起も使用できる。
【０１８０】
　さらに、保持バーブまたは他の取り外し阻止構造が、上記に説明した閉鎖可能な雄ルア
ーコネクタ１０００以外の他の医療デバイスに使用できる。バーブは、別のルアーコネク
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タに連結するようになされた部分を有する任意の適切な医療デバイスに取り付けることが
できる。任意の他の適切なデバイスが、取り外し阻止構造を含むように構成できる。たと
えば、以下の、２００２年８月６日に発行された米国特許第６４２８５２０号明細書（特
許文献２）、２００１年６月１２日に発行された米国特許第６２４５０４８号明細書（特
許文献３）、２００４年２月２４日に発行された米国特許第６６９５８１７号明細書（特
許文献４）、２００４年７月６日に発行された米国特許第６７５８８３３号明細書（特許
文献５）、２００３年７月２９日に発行された米国特許第６５９９２７３号明細書（特許
文献６）、２００６年７月２０日に発行された米国特許出願第２００６／０１６１１１５
号、および２００６年８月３日に発行された米国特許出願第２００６／０１７３４２０号
、および１００６年１０月２５日に発行された米国仮特許出願第６０／８５４５２４号の
米国特許出願および米国特許に開示された任意のデバイス、または同じまたは同様の範疇
の中の他のデバイスが取り外し阻止構造を含むように構成できる。取り外し阻止構造は、
コネクタが取り付けられる流体容器の内容物が非衛生的であり、有害であり、および／ま
たは毒性である可能性がある場合に特に有利である。
【０１８１】
　図５７および図５８は、端部キャップ１１３０が、コネクタの雌端部がその中に挿入さ
れた雄ルアーから容易に係合解除するのを防止する構造を備えることができる、閉鎖可能
な雄ルアーコネクタ１１００の別の実施形態を示す。図５７および図５８に示された閉鎖
可能な雄ルアーコネクタ１１００は、下記に説明される様なものを除いて、上記に説明し
た閉鎖可能な雄ルアーコネクタ１０００と同様である。閉鎖可能な雄ルアーコネクタ１１
００の端部キャップ１１３０は、その上にロック装置１１３６の別の例を定義し、その装
置は、下記により詳細に説明されるように、雄ルアーコネクタまたは他の構成要素の対応
する雌ネジ、または注射器などの他の構成要素に螺合式に係合するだけでなく、雄ルアー
コネクタを対応する雄ルアーコネクタまたは閉鎖可能な雄ルアーコネクタ１１００が取り
付けられる他の構成要素から係合解除または螺合解除を防止または阻止もするように構成
される。ロック装置１１３６は、一般に任意の端部キャップまたは閉鎖可能な雄ルアーと
共に使用することができるので、以下の説明は、閉鎖可能な雄ルアー１０００に関して上
記に説明したいくつかの特徴と同様の閉鎖可能な雄ルアー１１００の特徴ではなく、主に
ロック装置１１３６に注目する。
【０１８２】
　端部キャップ１１３０は、プラスチック射出成形によって形成され、または任意の他の
適切な製造プロセスによって形成できる。端部キャップ１１３０は、２０％のガラス繊維
入りポリカーボネート材料から形成できるが、ポリカーボネート、ガラス繊維入りポリカ
ーボネート、その他の適切な剛性のプラスチック、金属、合金等、またはその組合せなど
の任意の１以上のその他の材料から形成できる。上述した閉鎖可能な雄ルアーコネクタ１
０００の端部キャップ１０３０と同様に、端部キャップ１１３０は、音波溶接、接着、ま
たは連結のための任意のその他の適切な方法によってハウジング１１２３と連結できる。
図５８に示す実施形態では、端部キャップ１１３０は、音波溶接部１１３１によってハウ
ジング１１２３に連結できる。そのような１つの溶接部１１３１は、図示のように、実質
的に三角形の形状を有するが、その他の形状も可能である。
【０１８３】
　図５９に示すように、いくつかの実施形態では、端部キャップ１１３０はプランジャ１
１７０を画成するように構成できる。プランジャ１１７０は、バルブ部材１１１６内でチ
ャンバ１１３２を実質的に密封するように寸法を決め、構成することができる。密封部分
１１９８とプランジャ１１７０の間の陥凹部またはスロット１１６９は、図５８に示すよ
うに、Ｏリングまたはその他の環状の密封部材を収容するように寸法を決め、形状を決め
ることができる。あるいは、プランジャ１１７０は、さらなる管状の密封部材を使用せず
に、密封部分１１９８と実質的にかみ合うように形状を決めることができる。プランジャ
１１７０は、ハウジング１１２３に対して固定的な位置にあると見なすことがきる。いく
つかの実施形態では、プランジャ１１７０はハウジング１１２３と一体に形成され、端部
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キャップ１１３０は、音波溶接などによりハウジング１１２３に適切に取り付けられた別
個の片である。いくつかの実施形態では、端部キャップ１１３０はハウジング１１２３と
一体に形成できる。
【０１８４】
　上述した閉鎖可能な雄ルアーコネクタ１０００と同様に、閉鎖可能な雄ルアーコネクタ
１１００は、第１の端部１１１２および第２の端部１１１４を有することができる。第１
の端部１１１２は、雄ルアー先端１１２２およびバルブ部材１１１６を備えることができ
る。ルアー先端１１２２およびバルブ部材１１１６はハウジング１１２３によって支持で
きる。バルブ部材１１１６は、弾性部材１１１８によってハウジング１１２３に連結でき
る。閉鎖可能な雄ルアーコネクタ１０００の端部キャップ１０３０と同様に、閉鎖可能な
雄ルアーコネクタ１１００の端部キャップ１１３０は、閉鎖可能な雄ルアーコネクタ１１
００の第２の端部１１１４の付近でハウジング１１２３に連結できる。図５８に示す閉鎖
可能な雄ルアーコネクタ１１００の実施形態は、閉鎖位置にあり、それによって、バルブ
の閉鎖端部１１４４が、ルアー先端１１２２内の穴１１２１に配置され、それによって先
端１１２２内の穴１１２１を密封する。したがって、上述した閉鎖可能な雄ルアーコネク
タ１０００と同様に、バルブ部材１１１６は、コネクタ１１００を通る流体の流動を阻止
するために、閉鎖位置で雄ルアー先端１１２２と協働する。
【０１８５】
　さらに、閉鎖可能な雄ルアーコネクタ１１００は、上述した閉鎖可能な雄ルアーコネク
タ１０００のものと同様な様式で第２のまたは開放位置に操作することができる。いくつ
かの実施形態の開放位置では、バルブ部材１１１６およびバルブの閉鎖端部１１４４がル
アー先端１１２２から引き戻され、それによって先端１１２２の穴１１２１を開放する。
開放位置では、流体は第２の端部１１１４のルアーレセプタクルから流れ、コネクタ１１
００の内側を通り、第１の端部１１１２のルアー先端１１２２を出ることができる。図５
８の断面図に最も明白に示すように、通路１１５６が、バルブ部材１１１６の一部分を通
って延出できるチャンバ１１３２と流体連通することができる。チャンバ１１３２は、導
管１１９４を介してルアー受け１１５８の内側の空間と流体連通することもできる。した
がって、図５８に例示された実施形態に示すように、流体はルアー受け１１５８内を流れ
、導管１１９４に通過することができる。導管１１９４から、流体はチャンバ１１３２に
流れ、チャンバ１１３２から通路１１５６に入ることができる。通常の動作条件の下で、
流体は、図５８に示すように、ルアーコネクタ１１００が閉鎖された場合に、ルアーコネ
クタ１１００を通過するのを阻止または遮断される。
【０１８６】
　端部キャップ１１３０は、ハウジング１１２３の第２の端部１１１４を実質的に密封す
るように形状を定められ、構成された密封部分１１９８を有することができる。ルアー受
け１１５８は、密封部分１１９８から外側の方向に延出できる。ルアー受け１１５８は、
ルアーデバイスに関するＡＮＳＩ規格または注射器に準拠する、雄ルアー部分（図示され
ない）と連結するように適切な寸法にすることができる。本明細書に示すルアー受け１１
５８は、いくつかの実施形態では、少なくとも以下の機能を果たすロック装置１１３６を
有することができる。ロック装置１１３６は、端部キャップ１１３０が第１の方向（それ
は時計回りであることができる）に、雄ルアーコネクタの対応する雌ネジまたは注射器な
どの他の構成要素の雄ルアーコネクタ内に回転またはねじ込まれた場合に、そのような構
成要素と螺合式に係合することができる。さらに、ロック装置１１３６は、端部キャップ
１１３０および雄ルアーコネクタ１１００が取り付けられる構成要素に対して、トルク（
それは反時計回りであることができる）が端部キャップ１１３０に加えられた場合に、雄
ルアーコネクタ１１００の端部キャップ１１３０または雌部分が、相手部品の対応する雄
ルアー部分に対して第２の方向に、回転または螺合解除するのを実質的に防止または阻止
することができる。
【０１８７】
　例示された実施形態では、ロック装置１１３６は、端部キャップ１１３０の外表面１１
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４２に配置された一対の突起１１４０であって対向して配置された突起１１４０を備える
ことができる。いくつかの実施形態では、ロック装置１１３６は、端部キャップ１１３０
の外表面１１４２に配置された突起１１４０のみを備えることができる。いくつかの実施
形態では、ロック装置１１３６は、径方向に等距離の位置に間隔を置いて配置できる端部
キャップ１１３０の外表面１１４２に配置された、３つの突起１１４０を備えることがで
きる。突起１１４０は、それぞれ好ましくは、外表面１１４６、上面１１４８、底面１１
５０、小さな側面１１５２、および大きな側面１１５４を備える。いくつかの実施形態で
は、ロック装置１１３６は３つより多くのロック位置を備えることができる。
【０１８８】
　突起１１４０は、平らな底面１１５０が、端部キャップ１１３０の平らな端面１１６０
と同一平面になるように、端部キャップ１１３０に配置できる。図６２に最も明白に示す
ように、各突起１１４０は、外表面１１４６が、雄ルアーコネクタのシュラウド１１８３
、または端部キャップ１１３０がかみ合う他の構成要素の内面の直径よりも概してわずか
に少ない直径を画成するように構成できる。例示された実施形態では、外表面１１４６は
、ほぼ０．３１２インチ（７．９２ｍｍ）である直径を画成する。この構成は、好ましい
が、必ずしも要求されるものではないので、端部キャップ１１３０が相手部品の雄ルアー
部分のシュラウドの内面に対して、外表面１１４６が干渉せず、またはかなりの力を働か
せることはない。いくつかの実施形態では、外表面１１４６は、全体的または部分的に、
端部キャップ１１３０が連結される構成要素の雄ルアー部分から切り離されるのを実質的
に阻止するために、シュラウドの内面に締まり嵌めをもたらすように構成できる。
【０１８９】
　例示された構成では、各突起１１４０に対して、底面１１５０と大きな側面１１５４の
交差部は、鋭い第１のコーナ１１６２を画成できる。同様に、上面１１４８と大きな側面
１１５４の交差部は、鋭い第２のコーナ１１６４を画成できる。大きな側面１１５４の突
出する長さは、相手部品の雌ネジの隣接する面する側壁の間の距離よりもわずかに大きく
なっていることができる。例示された実施形態では、大きな側面１１５４の突出する長さ
は、約０．０８インチ（２．０３ｍｍ）である（すなわち第２のコーナ１１６４と平らな
端面１１６０の最も短い距離が約０．０８インチ（２．０３ｍｍ）である）。小さな側面
１１５２の一部分が、相手部品の雌ネジと干渉するのを防止するために、小さな側面１１
５２の長さは、大きな側面１１５４の突出する長さよりも少なくなっていることができ、
また相手部品の雌ネジの隣接する対面する側壁の間の距離よりも少なくなっていることが
できる。
【０１９０】
　図６２は、相手部品１１８２の雄連結部分１１８０に螺合可能に挿入された、図５９に
示された雌コネクタ構成要素の端部キャップ１１３０の一部分の拡大側面図である。上述
のように、相手部品１１８２は、雄ルアーコネクタまたは注射器などのその他の構成要素
であることができる。図６２では、図示された相手部品１１８２は注射器である。図示さ
れた相手部品１１８２、または注射器は、注射器の雌ネジ１１８４を有する注射器シュラ
ウド１１８３を有する。図６２に示すように、注射器シュラウド１１８３、およびネジ１
１８４は、全ての構成要素がルアーコネクタに関するＡＮＳＩ規格に一般的に準拠して、
注射器先端１１８５を部分的に囲むことができる。ルアー受け１１５８は、注射器先端１
１８５を受けるように構成でき、それによってルアー連結を形成する。
【０１９１】
　その図に示すように、突起１１４０は、端部キャップ１１３０が相手部品１１８２の雄
ルアー部分１１８０に螺合可能に挿入される場合、突起１１４０は、端部キャップ１１３
０が相手部品１１８２から螺合解除し、または切り離されるのを阻止し、実質的に阻止し
、または防止する、相手部品１１８２の雄ルアー部分１１８０の雌ネジ１１８４に対して
締まり嵌めを形成するように構成できる。しかし、突起１１４０は、好ましくは使用者が
端部キャップ１１３０を相手部品１１８２に捩じ込みまたは締結能力を大幅に阻止しない
。例示された実施形態では、第１および第２のコーナ１１６２、１１６４は、好ましくは
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鋭いコーナ１１６２、１１６４の一方または両方が弾性的または塑性的に変形し、雌ネジ
１１８４の側壁１１８６に埋め込まれるように、相手部品１１８２の雄ルアー部分１１８
０の雌ネジ１１８４の側壁１１８６に力を働かせることができる。
【０１９２】
　いくつかの実施形態では、図６０および図６１に示すように、各突起１１４０の小さな
側面１１５２は、端部キャップ１１３０の中心線の軸と線６２－６２とを交差する平面（
たとえば平面Ａ）に平行であるがオフセットしている平面を画成することができる。各突
起１１４０の大きな側面１１５４は、端部キャップ１１３０が図６０に示すように向けら
れた場合に、平面Ａに対して角度Ｘで傾斜することができる平面を画成することができる
。例示された実施形態では、各突起１１４０の大きな側面１１５４は、端部キャップ１１
３０が図６０に示すように向けられた場合に、水平面に対して約１２°の角度などの角度
で傾斜することができる。いくつかの実施形態では、端部キャップ１１３０が図６０に示
すように向けられた場合に、各突起１１４０の大きな側面１１５４が、水平面に対して約
０°と約１２°、または約１２°と約２０°、または約２０°と約３０°、または約３０
°と約４０°の間の角度で傾斜することができる。いくつかの実施形態では（図示されな
い）、各２つの側面１１５２、１１５４は、端部キャップ１１３０の長手方向中心線の軸
に交差する平面を定義することができる。
【０１９３】
　図６０に最も明白に示すように、各突起１１４０の上面１１４８は、端部キャップ１１
３０が図６０に示すように向けられた場合に、垂直面に対して角度Ｙで傾斜することがで
きる。例示された実施形態では、各突起１１４０の上面１１４８は、端部キャップ１１３
０が図６０に示すように向けられた場合に、垂直面に対して約２４°の角度などの角度で
傾斜することができる。いくつかの実施形態では、端部キャップ１１３０が図６０に示す
ように向けられた場合に、各突起１１４０の上面１１４８が、垂直面に対して約１０°と
約２４°、または約２４°と約４０°、または約４０°と約６０°の間の角度で傾斜する
ことができる。
【０１９４】
　ロック装置１１３６が、特に詳細に上述され、図５７～図６２に示すように、端部キャ
ップ１１３０に適用されるように図示および説明したが、ロック装置１１３６の構成は、
この構成に限定されない。ロック装置１１３６は、本明細書に説明されたものと同様の任
意の広範囲の材料、またはそのような用途に適した当分野の技術者に知られたその他の材
料から構成できる。さらに、ロック装置１１３６の幾何学的な構成は、本明細書に図示お
よび説明された特定の装置に限定されない。たとえば、突起１１４０は、１つだけの突起
１１４０を備えるように構成でき、または複数の突起１１４０を備えることができる。さ
らに、突起１１４０は、上面１１４８が底面１１５０と直接的に交差するように（すなわ
ち突起１１４０が３つの側面を有し、小さな側面１１５２を含まないように）形成できる
。
【０１９５】
　突起１１４０は、端部キャップ１１３０が相手部品から螺合解除され、または切り離さ
れるのを阻止し、実質的に阻止し、または防止し、一方で、使用者が端部キャップ１１３
０を相手部品に捩じ込みまたは締結能力を大幅に阻止しないように、相手部品の雌ネジに
締まり嵌めを提供する任意の適切な幾何学的構成のものであることができる。または、よ
り一般的には、突起１１４０は、端部キャップ１１３０が相手部品から螺合解除され、ま
たは切り離されるのを一般に阻止し、実質的に阻止し、または防止するが、一方で、使用
者が端部キャップ１１３０を相手部品に捩じ込みまたは締結能力を大幅に阻止しない、任
意の適切な幾何学的構成のものであることができる。たとえば、外表面１１４６は、相手
部品のシュラウドの内面と干渉をもたらすように、かつ／または端部キャップ１１３０が
相手部品から切り離されるのを阻止するために相手部品のシュラウドの内面を弾性的にま
たは塑性的に変形するように構成できる。また、ロック装置１１３６の適合性は、端部キ
ャップ１１３０に限定されない。雄ネジを有する任意の端部キャップまたはその他の構成
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要素は、本明細書に説明されたロック装置１１３６を備えるように構成できる。たとえば
、カテーテルの端部は、カテーテルがルアーロック構成要素から螺合解除され、または切
り離されるのを阻止し、実質的に阻止し、または防止するように、本明細書に説明された
ロック装置を備えることができる。
【０１９６】
　図６３は、連結された構成要素の雄部分が、閉鎖可能な雄ルアーコネクタ１２００から
螺合解除または切り離されるのを防止または阻止するように構成された、閉鎖可能な雄ル
アーコネクタ１２００の別の実施形態を示す。ルアーコネクタ１２００を備える任意の構
成要素は、本明細書に説明された、または当業者に知られた任意の他のルアーコネクタの
任意の構成、特徴、構成要素、および／または材料を備えることができる。さらに、上述
した任意の他のルアーコネクタは、ルアーコネクタ１２００の任意の構成、特徴、および
構成要素を備えることができる。たとえば、切り離しを防止または阻止することに関連す
る特徴は、任意の適切な材料または他の流体コネクタに使用することができる。
【０１９７】
　図６３および図６４は、閉鎖可能な雄ルアーコネクタ１２００の第１のまたは閉鎖位置
での、それぞれ斜視図および側面図である。図６４では、閉鎖可能な雄ルアーコネクタ１
２００の内側の特徴のいくつかが、点線で示されている。図６５は、図６３に示す閉鎖可
能な雄ルアーコネクタ１２００の実施形態の構成要素の分解斜視図である。図６３および
／または図６４を参照すると、閉鎖可能な雄ルアーコネクタ１２００は、第１の端部１２
１２および第２の端部１２１４を有することができる。第１の端部１２１２は、雄ルアー
先端１２２２およびバルブ部材１２１６（図６５および図７１により詳細に示す）を備え
ることができる。ルアー先端１２２２およびバルブ部材１２１６は、ハウジング１２２３
によって支持できる。バルブ部材１２１６は、弾性部材１２１８によってハウジング１２
２３に連結できる。
【０１９８】
　端部キャップ部分１２３０（本明細書では端部キャップまたは雌部材と呼ばれることも
ある）が、閉鎖可能な雄ルアーコネクタ１２００の第２の端部１２１４の付近にあるハウ
ジング１２２３に連結できる。端部キャップ部分１２３０の１以上の構成要素が、ハウジ
ングと合体または一体になっていることができる。図６５を参照すると、下記により詳細
に説明されるように、いくつかの実施形態では、端部キャップ１２３０は、以下で説明さ
れるように共に連結できる、第１の端部キャップ構成要素１２３２（本明細書では第１の
部材と呼ばれることもある）、および第２の端部キャップ構成要素１２３４（本明細書で
は第２の部材と呼ばれることもある）を備えることができる。図７５～図７７を参照する
と、第２の端部キャップ構成要素１２３４は、テーパを付けられ、円錐形、または実質的
に円錐形の形状の外表面１２３４ａを画成できる。しかし、いくつかの実施形態では、外
表面１２３４ａは、実質的に円筒形、卵型、円錐形および卵型の組合せ、あるいは任意の
他の望ましい形状であることができる。端部キャップ１２３０は、雄ネジ１２３６を有す
ることができる。上記に示したように、図６３および図６４に示された閉鎖可能な雄ルア
ーコネクタ１２００の実施形態は閉鎖位置にある。閉鎖位置では、バルブ部材１２１６は
、コネクタ１２００を通る流体の流動を実質的に阻止するために雄ルアー先端１２２２と
協働できる。
【０１９９】
　図６３に示すように、ハウジング１２２３は、ルアー先端１２２２を囲むシュラウド１
２２４を有することができる。シュラウド１２２４は、雌ネジ１２２６を有することがで
きる。雌ネジ１２２６およびルアー先端１２２２は、雄ルアーコネクタに関するＡＮＳＩ
仕様に準拠する雄ルアー係合を形成することができる。端部キャップ１２３０は、雌ルア
ーコネクタに関するＡＮＳＩ規格に準拠し、コネクタまたは注射器の雄連結構成要素を受
けることができるレセプタクル形状を有することができる。雄ネジ１２３６は、連結構成
要素の雄連結部分の対応する雌ネジに螺合式に係合するように配置できる。
【０２００】
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　バルブ部材１２１６は、ハウジング１２２３によって少なくとも部分的に取り囲むこと
ができる。図示のように、ハウジング１２２３は、バルブ部材１２１６の少なくとも一部
分を露出し、かつ／または弾性部材１２１８の少なくとも一部分がハウジング１２２３の
内側に流入できるようにする少なくとも１つの側面開口１２２５を有することができる。
いくつかの実施形態では、ハウジング１２２３は、コネクタ１２００の側で互いに対向し
て配置できる２つの側面開口１２２５を画成できる。いくつかの実施形態では、側面開口
１２２５は、第２の端部１２１４の付近でハウジングの強度を増加させるために、ハウジ
ング１２２３に沿った一部の間（図示のようなハウジング１２２３の中央の領域内など）
のみに延出できる。例示された実施形態では、弾性部材１２１８がハウジング１２２３の
側面開口の付近でバルブ部材１２１６と連結できる。ハウジングの外側の外表面１２２７
には、起伏を付けることができる。たとえば、ハウジングの外表面は、ハウジング１２２
３の中央領域付近のより狭い部分、全体的に砂時計形の外表面、または端部付近のより大
きな１以上の断面部分を備えることができる。これらの形状は、使用中にコネクタ１２０
０にある使用者の指を適切に配置する触感的な確認を提供し、かつ／またはより快適な把
持表面を提供することができる。いくつかの実施形態では、１以上の外側の突起（図示さ
れない）が、弾性部材１２１８に組み込まれて、ルアーコネクタ１２００にさらなる、ま
たはより効果的な把持表面を提供する。
【０２０１】
　本明細書に説明された別の実施形態と同様に、コネクタ１２００の第１の端部１２１２
付近のルアー先端１２２２は、端部に穴１２２１を有することができ、それによってバル
ブ部材１２１６が開放位置（図示されない）にある場合に、流体がハウジング１２２３内
からルアー先端１２２２の外に流れるのを可能にすることができる。バルブ部材１２１６
は、バルブ閉鎖端１２４４を備えることができる。閉鎖端１２４４は、ルアー先端１２２
２を通る流体の流動を阻止するために、ルアー先端１２２２の内側に係合できる。いくつ
かの実施形態では、バルブ部材１２１６とハウジング１２２３の間の締まり嵌めにより、
流体がルアー先端１２２２から流出するのを阻止する。いくつかの実施形態では、この締
まり嵌めは、閉鎖端１２４４と穴１２２１の間である。いくつかの実施形態では、バルブ
部材１２１６が、ハウジング１２２３にルアー先端１２２２の付近で係合して、それを通
る流体の流動を阻止するために、ハウジング１２２３の第１の端部１２１２の付近に配置
された弾性区間を備えることができる。
【０２０２】
　図６３に示されたコネクタ１２００の実施形態に示すように、コネクタ１２００が閉鎖
位置にある場合に、バルブ閉鎖面１２４６がルアー先端１２２２を横切って配置できる。
いくつかの実施形態では、バルブ閉鎖面１２４６は、コネクタ１２００が閉鎖位置にある
場合に、ルアー先端１２２２の外側の穴１２２１をさらに越えて延出できるように構成で
きる。いくつかの実施形態では、バルブ閉鎖面１２４６は、ルアー先端１２２２内で凹み
を付けることができる。いくつかの実施形態では、バルブ閉鎖面１２４６は、実質的にル
アー先端１２２２の端部と同一平面上にあることができる。いくつかの実施形態では、コ
ネクタ１２００が第１または閉鎖位置にある場合に、バルブ閉鎖面１２４６が拭き取り可
能であるように構成される。
【０２０３】
　ルアーコネクタ１２００は、第２の位置または開放位置に操作できる。開放位置では、
バルブ部材１２１６をルアー先端１２２２から引き戻すことができ、それによって先端１
２２２の穴１２２１を開放する。下記により詳細に説明されるように、コネクタ１２００
が開放された場合、流体は第２の端部１２１４のルアーレセプタクルから流れ、コネクタ
１２００の内側を通り、第１の端部１２１２のルアー先端１２２２を出ることができる。
閉鎖された場合、流体は、通常の動作条件の下でルアーコネクタ１２００を通過するのを
阻止または遮断される。
【０２０４】
　弾性部材１２１８は、弾性変形する材料から構築できる。したがって、いくつかの実施
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形態では、ルアーコネクタ１２００が開放位置に移動された場合、弾性部材１２１８によ
って、ハウジング１２２３がバルブ部材１２１６に連結されたままになることができる。
例示された実施形態では、ハウジング１２２３およびバルブ部材１２１６の相対的な位置
の変化により、弾性部材１２１８の少なくとも一部分が延出することができる。したがっ
て、弾性部材１２１８は、ハウジング１２２３およびバルブ部材１２１６に、ルアーコネ
クタ１２００を閉鎖状態に戻すために付勢された閉鎖力を働かせる。弾性部材１２１８が
保持する張力の量は、ハウジング１２２３とバルブ部材１２１６の離れた距離を変えるこ
とによって、弾性部材１２１８の厚さを増加させることによって、および／または異なる
弾性的な特性を有する様々な材料から弾性部材１２１８を構成することによって調整でき
る。いくつかの実施形態では、コネクタ１２００は、予期しない、または意図しない開放
を防止するために、開放することが十分に困難なように構成される。いくつかの実施形態
では、コネクタを開放する困難さは、少なくとも部分的には弾性部材１２１８が保持する
張力によって制御される。いくつかの実施形態では、弾性部材１２１８は、バルブ部材１
２１６を閉鎖位置に付勢するために、ハウジング１２２３の内側に配置されたバネとして
構成できる。開放位置へのコネクタ１２００の移動によりバネが圧縮し、コネクタ１２０
０の閉鎖位置への移動により、バネが圧縮の一部または全てを解除するように伸張可能に
することができる。
【０２０５】
　図６６～図７０は、第１の位置または閉鎖位置のルアーコネクタ１２００を示す。これ
らの図で理解できるように、バルブ部材１２１６は、少なくとも１つのストラット１２５
０を備えることができる。例示された実施形態では、バルブ部材１２１６は、２つのスト
ラット１２５０を備えることができる。いくつかの実施形態では、バルブ部材１２１６は
、２つより多くのストラット１２５０を備えることができる。いくつかの実施形態では、
それぞれのストラット１２５０は、バルブ部材１２１６のほぼ中間からルアーコネクタ１
２００の第１の端部１２１２に向かって延出できる。ストラット１２５０は、図示のよう
に、ルアー先端１２２２の周りに、しかしハウジング１２２３内で配置できる。ストラッ
ト１２５０は、雌ネジ１２２６の内径の中に配置でき、ルアー先端１２２２と係合すると
き雌ルアーレセプタクルの少なくとも一部分と連結するように配置される。
【０２０６】
　図６３を参照すると、弾性部材１２１８は、少なくとも１つのリング１２７４、および
少なくとも１つの固定用リング１２７２を備えることができる。しかし、別の実施形態で
は、弾性部材１２１８は、１つより多くのリング１２７４、あるいは１つより多くの固定
用リング１２７２を備えることができる。第１のリング１２７４が、第１の端部１２１２
に向かってハウジング１２２３の外表面内の引っ込んだ溝１２４８に配置できる。弾性部
材１２１８は、ハウジング１２２３とバルブ部材１２１６の相対的な位置の変化によって
弾性部材１２１８に力が働く場合、第１のリング１２７４を定位置に保つために、ハウジ
ング１２２３の周りで十分に緊密になることができる。上述したルアーコネクタの他の実
施形態と同様に、固定用の１以上のリング１２７２は、異なるパターンでバルブ部材１２
１６の周りに配置できる。
【０２０７】
　図６７に最も明確に示すように、通路１２５６は、第１の端部１２１２の付近でバルブ
部材１２１６の一部分を貫通して延出できる。通路１２５６は、例示された実施形態に示
すように、断面が円形であることができ、または通路１２５６は他の幾何学的な形状を有
することができる。通路１２５６は、第１の端部１２１２の付近に少なくとも１つのポー
ト１２６２を有することができる。例示された実施形態では、２つのポート１２６２が、
バルブ部材１２１６の両側に配置され、円形であるが、その他の位置および形状が使用で
きる。
【０２０８】
　図６７に示す実施形態では、ルアーコネクタ１２００が閉鎖位置にあり、バルブ部材１
２１６とハウジング１２２３の相対的な位置が通路１２５６とルアー受け１２５８の間に
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配置されたチャンバを形成できる。チャンバ１２５４は、通路１２５６と流体連通するこ
とができる。チャンバ１２５４は、図示のように通路１２５６よりも広くなっていること
ができる。いくつかの実施形態では、チャンバ１２５４は通路１２５６と同じ直径を有す
ることができる。いくつかの実施形態では、チャンバ１２５４は通路１２５６と比べてよ
り小さな直径を有することができる。チャンバ１２５４は、任意の他の適切な形状で、非
円形の断面によって構成することもできる。チャンバ１２５４は、プランジャ１２７０に
よってハウジング１２２３の第２の端部１２１４に向かって端部を制限することができる
。
【０２０９】
　プランジャ１２７０は、バルブ部材１２１６に向かって延出する端部キャップ１２３０
の一部分であることができる。プランジャ１２７０は、それを貫通する導管１２９４を有
することができる。導管１２９４は、チャンバ１２５４をルアー受け１２５８と流体連通
して配置できる。プランジャ１２７０は、図示のようにチャンバ１２５４の一方の端部を
実質的に閉鎖するのに十分な外側の寸法を有することができる。例示された実施形態では
、プランジャ１２７０は、チャンバ１２５４の形状寸法に適合するために円形にすること
ができるが、他の幾何学的形状が適切なものとして使用できる。
【０２１０】
　プランジャ１２７０は、チャンバ１２５４を形成するバルブ部材１２１６の壁の内側の
寸法に匹敵する外側の寸法を有することができるが、構成要素の間で相対的に移動するの
を可能にするためにそのような壁に接触しない。流体がプランジャ１２７０を通過して漏
洩するのを阻止するために、Ｏリング１２６０がプランジャ１２７０の背後で溝１２６９
に配置できる。Ｏリング１２６０は、図示のように、バルブ部材１２１６の壁に接触する
ことができ、流体がチャンバ１２５４から流出するのを阻止する。いくつかの実施形態で
は、プランジャ１２７０は端部キャップ１２３０の一部分である。端部キャップ１２３０
は、音波溶接、接着、または連結のための任意のその他の適切な方法によってハウジング
１２２３と連結できる。例示された実施形態では、端部キャップ１２３０は音波溶接部１
２３１によってハウジング１２２３に連結されている。そのような１つの溶接部１２３１
は、図示のように、実質的に三角形の形状を有するが、その他の形状も可能である。した
がって、プランジャ１２７０は、ハウジング１２２３に対して固定的な位置にあると見な
すことができる。いくつかの実施形態では、プランジャ１２７０はハウジング１２２３と
一体に形成され、端部キャップ１２３０は、音波溶接などによりハウジング１２２３に適
切に取り付けられた別個の片である。いくつかの実施形態では、第２の端部キャップ構成
要素１２３４はハウジング１２２３と一体に形成することができる。しかし、下記により
詳細に説明されるように、第１の端部キャップ構成要素１２３２は、第２の端部キャップ
構成要素１２３４またはハウジング１２２３と比較して、個別に形成することもできる。
【０２１１】
　図６７に最も明白に示すように、流体はルアー受け１２５８に流入し、導管１２９４に
流れることができる。導管１２９４から、流体はチャンバ１２５４に流れ、チャンバ１２
５４から通路１２５６に入ることができる。例示された実施形態に示すように、コネクタ
１２００はその閉鎖位置にある場合、バルブ部材１２１６のバルブ閉鎖端１２４４が、ル
アー先端１２２２内の穴を密封でき、流体がルアー先端１２２２の端部から外に流れるの
を防止する。しかし一般に、流体はバルブ部材１２１６内のポート１２６２を通って通路
１２５６を出ることができる。流体は、ルアー先端１２２２の内側に残留することができ
るが、シールリング１２２０によってバルブ部材１２１６の外側で第２の端部１２１４に
向かって逆流するのを防止できる。したがって、図示のようにコネクタ１２００が閉鎖位
置にある場合、流体がコネクタ１２００の第１の端部１２１２を出ることが可能にならず
に、全体的にルアー受け１２５８とルアー先端１２２２の内側との間で流体連通すること
ができる。
【０２１２】
　コネクタ１２００は、雌ルアーコネクタ（図示されない）が、コネクタの第１の端部１
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２１２のルアー先端１２２２とかみ合った場合に、開放位置に変更できる。雌ルアーコネ
クタがコネクタ１２００の第１の端部１２１２と係合された場合、雌ルアーコネクタの一
部分が雌ネジ１２２６に係合でき、ルアー先端１２２２を少なくとも部分的に取り囲むた
めに前進できる。したがって、雌ルアーコネクタが雌ネジ１２２６と係合した場合に、雌
コネクタの一部分がストラット１２５０と係合し、バルブ部材１２１６をハウジングの第
２の端部１２１４に向かって押すことができる。図６３を参照すると、バルブ部材１２１
６が第２の端部１２１４に向かって配置された場合に、コネクタ１２００は開放位置にあ
る。
【０２１３】
　いくつかの実施形態では、バルブ部材１２１６が、第２の端部１２１４に向かって移動
された場合、バルブ閉鎖端１２４４（図６３を参照されたい）がルアー先端１２２２内の
穴１２２１からバルブ閉鎖面１２４６を引き出し、ルアー先端１２２２から分離する。し
たがって、流体はハウジング内からルアー先端１２２２内の穴から流出することができる
。シールリング１２２０は、流体がコネクタ１２００の第２の端部１２１４に向かって、
ルアー先端１２２２の内側を出るのを阻止できる。したがって、開放位置では、流体は、
ルアー受け１２５８から流れて、導管１２９４、チャンバ１２５４、通路１２５６、バル
ブ部材１２１６内の１以上のポート１２６２を通り、ルアー先端１２２２の内側に入り、
ルアー先端１２２２の端部内の穴１２２１から出ることができる。
【０２１４】
　例示された実施形態で理解できるように、コネクタ１２００の第２の端部１２１４に向
かってストラット１２５０が移動されたとき、バルブ部材１２１６が端部キャップ１２３
０に対してより近くに移動または配置される。したがって、通路１２５６の終端を含むバ
ルブ部材１２１６の壁部分は、端部キャップ１２３０のプランジャ１２７０部分に対して
より近くに配置される。したがって、チャンバ１２５４の体積は、コネクタ１２００が開
放位置にある場合に、低下させることができる。
【０２１５】
　したがって、コネクタ１２００が開放位置から閉鎖位置に変化している場合、チャンバ
１２５４の体積は、バルブ部材１２１６がコネクタ１２００の第１の端部１２１２に向か
って移動すると増加する。チャンバ１２５４の体積が増加すると、バルブ部材１２１６の
バルブ閉鎖端１２４４がルアー先端１２２２の穴を密封するために、第１端部１２１２に
向かって前進する。追加の流体が、ルアー受け１２５８を貫通してコネクタ１２００に全
く導入されない場合、チャンバ１２５４の体積が増加する場合に形成される負圧効果によ
って、ルアー先端１２２２内に存在する流体を、ポート１２６２を通し、通路１２５６を
通して、チャンバ１２５４に向かって引き戻すことができる。この場合、バルブ閉鎖端１
２４４が穴の中の定位置に移動するとき、流体はその代わりにチャンバ１２５４に引き戻
すことができるので、流体がルアー先端１２２２内の穴から出るのを阻止できる。いくつ
かの実施形態では、バルブ閉鎖面１２４６、またはその付近の流体は、バルブ部材１２１
６がハウジング１２２３の第１の端部１２１２に向かって移動するとき閉鎖面１２４６の
表面に残るのではなく、コネクタ１２００の内側に移動するように促される。
【０２１６】
　しかし、追加の流体がさらにルアー受け１２５８を通してコネクタ１２００に導入され
る場合、追加の流体は、チャンバ１２５４へ前進し、ルアー先端１２２２を閉鎖するため
にバルブ部材１２１６が第１の端部１２１２に向かって移動するときそこに集まることが
できる。この場合、バルブ部材１２１６が先端１２２２を密封するので、新たに導入され
た流体からの圧力により、流体が押されてルアー先端１２２２から流出するのを阻止でき
る。したがって、流体の流れは、雌コネクタがコネクタ１２００の第１の端部１２１２と
連結されている間、コネクタ１２００を通って可能になるが、雌コネクタが係合解除され
ている間、および雌コネクタが切り離された後に阻止される。
【０２１７】
　以下でより詳細に示すように、特定の薬剤は、皮膚に接触するのを阻止することが望ま
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しい。したがって、コネクタ１２００は、雌ルアーコネクタまたはその他の連結から切り
離された場合に、コネクタ１２００内に流体を保持するのを有利に補助する。したがって
、切り離しが行われた場合に、ルアー先端１２２２を通って流体が出る可能性を低下させ
ることにより、それに対応して毒性の薬剤を使用者または患者の皮膚に曝す可能性が低下
する。
【０２１８】
　図７１～図７３は、図６３に示された閉鎖可能な雄ルアーコネクタ１２００の実施形態
の、それぞれバルブ部材１２１６、弾性部材１２１８、および第１の端部キャップ構成要
素１２３２の斜視図である。上述のように、弾性部材１２１８は、ハウジング１２２３の
溝１２４８に配置された第１のリング１２７４を有することができる。弾性部材は、第２
の端部１２１４に向かって延出できる。バルブ部材１２１６は、弾性部材１２１８を支持
するための、外側に延出する複数の突起を有することができる。特に、図７１を参照する
と、バルブ部材１２１６が４つのノッチフランジ１２６８を備えることができる。固定用
リング１２７２（図７２に示す）は、バルブ部材１２１６の周りに固定することができ、
ノッチフランジ１２６８によって定位置に保持される。しかし、バルブ部材１２１６の構
成はそのようには限定されない。バルブ部材１２１６は、弾性部材１２１８、または弾性
部材１２１８の固定用リング１２７２をバルブ部材１２１６に固定するために、ノッチフ
ランジ１２６８に加えて、またはその代わりに任意の数のフランジを備えることができる
。例示された実施形態では、ノッチフランジ１２６８の内面１２６８ａは、バンド１２９
６がバルブ部材１２１６に対して側方に摺動するのを防止するように、弾性部材１２１８
のバンド１２９６に側方の支持を提供できる。さらに、ノッチフランジ１２６８の後面１
２６８ｂは、弾性部材１２１８の固定用リング１２７２が、バルブ部材１２１６のバルブ
閉鎖面１２４６の方向に、軸方向に摺動するのを防止することができる。別の実施形態で
は、弾性部材１２１８は、２つ以上、あるいは本質的に任意の数のリングまたはバンドを
備えることができる。
【０２１９】
　さらに、図７１を参照すると、１以上のポート１２６２が、閉鎖面１２４６、またはそ
の付近に、あるいはシールリング１２２０の前の、面１２４６から実際上の距離を戻って
配置できる。１以上のポート１２６２が、閉鎖面１２４６に配置された場合、弾性シール
などの別のポート開放機構が使用される。ポート１２６２は、図示のように円形であるこ
とができ、またはその他の形状を有することができる。ストラット１２５０は、バルブ部
材１２１６の第１の端部１２１２に向かって延出して示される。１つ、２つ、またはそれ
以上のストラット１２５０があることができる。いくつかの実施形態では、コネクタ１２
００はストラット１２５０を備えない。そうではなく、コネクタ１２００は、雌コネクタ
と噛合わせ係合に配置された場合に、その他の様式で開放されるようになされうる。たと
えば、雌コネクタは、それには限定されないが、コネクタ１２００を開放するためにバル
ブ閉鎖面１２４４に係合できるバルブスパイクまたはその他の突起などの係合部材（図示
されない）を備えることができ、または手動で作動されるスライダまたはボタンがコネク
タ１２００を開放するために適切に構成できる。
【０２２０】
　図７３および７４を参照すると、第１の端部キャップ構成要素１２３２が、ハウジング
１２２３の第２の端部１２１４の部分を実質的に覆い、いくつかの実施形態では、全体的
に密封するように形状を決められ、構成される覆い部分１２９２を有することができる。
ルアー受け１２５８は、覆い部分１２９２から逸れて延出できる。ルアー受け１２５８は
、ルアーデバイスに関するＡＮＳＩ規格に準拠する、雄ルアー部分（たとえば図１２を参
照されたい）と連結するように適切な寸法にすることができる。ルアー受け１２５８は、
図示のように、雄ルアー部分に係合するための雄ネジ１２３６を有することができる。い
くつかの実施形態では、突起したタブまたは他の突起が、雄ルアー部分に係合するために
使用できる。
【０２２１】
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　いくつかの実施形態では、プランジャ１２７０は、第１の端部キャップ構成要素１２３
２の部分の覆い部分１２９２から反対側の端部にある。プランジャ１２７０は、バルブ部
材１２１６内でチャンバ１２５４を実質的に密封するように寸法を決め、構成することが
できる。覆い部分１２９２とプランジャ１２７０の間の陥凹部またはスロット１２６９は
、上述したように、Ｏリング１２６０を収容するように寸法を決め、形状を決めることが
できる。さらに、図７３および図７４を参照すると、その中に示された第１の端部キャッ
プ構成要素１２３２が、外表面１３００から径方向外側に突出する、一対の突起またはタ
ブ１２９８（本明細書ではロック要素または係合面とも呼ばれている）を備えることがで
きる。いくつかの実施形態では、第１の端部キャップ構成要素１２３２は、互いに正反対
に対向するように配置された一対のタブ１２９８を備えることができる。いくつかの実施
形態では、第１の端部キャップ構成要素１２３２は、表面１３００から突出する１つのタ
ブ１２９８のみを備えることができる。いくつかの実施形態では、第１の端部キャップ構
成要素１２３２は、表面１３００から突出する２つより多くのタブ１２９８を備えること
ができる。下記により詳細に説明されるように、タブ１２９８は、第１の端部キャップ構
成要素１２３２が第２の端部キャップ構成要素１２３４に対して回転するのを防止するた
めに、図６４または図６９に最も明白に示すように、２つの構成要素が共に組み立てられ
た場合に、第２の端部キャップ構成要素１２３４の相補形のタブまたは突起と係合または
インターロックすることができる。
【０２２２】
　さらに、第１の端部キャップ構成要素１２３２は、環状の溝１３０２を画成することが
でき、それは下記により詳細に説明されるように、第２の端部キャップ構成要素１２３４
に対して第１の端部キャップ構成要素１２３２の移動を軸方向に抑制するために、第２の
端部キャップ構成要素１２３４の相補形の特徴と相互作用することができる。さらに、図
７４に最も明白に示すように、第１の端部キャップ構成要素１２３２は、両方が環状の溝
１３０２とプランジャ１２７０の間に配置された、角度を付けられ、またはテーパを付け
られた表面１３０４、および丸みを付けられた表面１３０６を画定することもできる。以
下でより詳細に説明されるように、角度を付けられ、またはテーパを付けられた表面１３
０４および丸みを付けられた表面１３０６は、第１の端部キャップ構成要素１２３２を第
２の端部キャップ構成要素１２３４に連結し、または組み立てるのを促進することができ
る。いくつかの実施形態では、第１の端部キャップ構成要素１２３２は、角度を付けられ
またはテーパを付けられた表面１３０４、あるいは丸みを付けられた表面１３０６のみを
備えることができる。別の実施形態では、第１の端部キャップ構成要素１２３２は、それ
らの２つの特徴のうちのどちらも備えないように構成できる。いくつかの実施形態では、
第１の端部キャップ構成要素１２３２および／または第２の端部キャップ構成要素１２３
４は、第１の端部キャップ構成要素１２３２と第２の端部キャップ構成要素１２３４の連
結を促進するため、あるいは以下に論じるように、第２の端部キャップ構成要素１２３４
に対して第１の端部キャップ構成要素１２３２の回転を促進するために、任意の適切な特
徴、潤滑剤、または材料を備えることができる。
【０２２３】
　例示された実施形態では、タブ１２９８は、実質的に断面が矩形である。しかし、タブ
１２９８の幾何学的形状はそのようには限定されない。タブ１２９８は、それに限定され
るわけではないが正方形、円形、または卵形の幾何学的形状などの任意の適切な、または
所望の断面の幾何学的形状を画成できる。いくつかの実施形態では、たとえば、それぞれ
が円形断面を画成する複数のタブ１２９８が、第２の端部キャップ構成要素１２３４の側
面に沿って線状に配置できる。
【０２２４】
　図７５～図７７を参照すると、第２の端部キャップ構成要素１２３４が、突起またはタ
ブ１３０８の配列（本明細書ではロック要素または係合面とも呼ばれる）を備えることが
でき、それは、いくつかの実施形態では、窪みまたはチャネル１３０９の径方向配列を形
成するように、第２の端部キャップ構成要素１２３４の内面１３１０から径方向内側の方
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向に突出する。図６４を参照すると、第１の端部キャップ構成要素１２３２は、第１の端
部キャップ構成要素１２３２に形成された１以上のタブ１２９８のそれぞれが、第２の端
部キャップ構成要素１２３４に形成された複数のタブ１３０８のそれぞれの間の１以上の
窪みまたはチャネル１３０９に配置されるように、第２の端部キャップ構成要素１２３４
と共に組み立てることができる。したがって、１以上のタブ１２９８のそれぞれは、第１
の端部キャップ構成要素１２３２の表面１３００に形成された１以上のタブ１２９８のそ
れぞれのおよその幅（図７４で「Ｗ１」によって表される）が、第２の端部キャップ構成
要素１２３４に形成された各タブ１３０８の間の窪みまたはチャネル１３０９のおよその
幅（図７６で「Ｗ２」によって表される）よりも少ないように寸法を決め、構成すること
ができる。
【０２２５】
　例示された実施形態では、タブ１３０８は、実質的に断面が矩形である。しかし、タブ
１３０８の幾何学的形状はそのようには限定されない。タブ１３０８は、それに限定され
るわけではないが正方形、円形、または卵形の幾何学的形状などの任意の適切な、または
所望の断面の幾何学的形状を画成できる。
【０２２６】
　さらに、上述のように、第１の端部キャップ構成要素１２３２の１以上のタブ１２９８
のそれぞれは、第２の端部キャップ構成要素１２３４の任意の複数のタブ１３０８が剪断
または切断する前に剪断または切断するように構成できる。したがって、いくつかの実施
形態では、第１の端部キャップ構成要素１２３２の１以上のタブ１２９８のそれぞれは、
第１の端部キャップ構成要素１２３２の表面１３００から各タブ１２９８を剪断または切
断するのに必要な力またはトルクのおよその最小量が、第２の端部キャップ構成要素１２
３４の任意のタブ１３０８を内面１３１０から剪断または切断するのに必要な力のおよそ
の最小量よりも少ないように構成できる。いくつかの実施形態では、第１の端部キャップ
構成要素１２３２の表面１３００から各タブ１２９８を剪断または切断するのに必要な力
の最小量は、第２の端部キャップ構成要素１２３４の任意のタブ１３０８を内面１３１０
から剪断または切断するのに必要な力の最小量よりもかなり少なくすることができる。
【０２２７】
　いくつかの実施形態では、剪断または切断するように構成されたタブまたは突起は、上
述したように第１の端部キャップ構成要素１２３２に形成される代わりに第２の端部キャ
ップ構成要素１２３４に形成できる。すなわち、いくつかの実施形態では、第１の端部キ
ャップ構成要素１２３２に形成された任意のタブが剪断または切断する前に、第２の端部
キャップ構成要素１２３４に形成されたタブが剪断または切断するように、第２の端部キ
ャップ構成要素１２３４に形成された１以上のタブは、上述した任意のタブ１２９８と同
じに寸法を決め、かつ／または構成することができ、第１の端部キャップ構成要素１２３
２に形成された１以上のタブは、上述した任意のタブ１３０８と同じに寸法を決め、かつ
／または構成することができる。すなわち、上述したタブ１３０８内のタブ１２９８の構
成は、逆にすることができる。一般的に、他の相補形に係合する面が利用できる。例示さ
れた実施形態では、各構成要素は、径方向に突出するタブを備える。いくつかの実施形態
では、１つまたはその他の構成要素が、径方向に突出するタブを受け入れるために適切に
寸法を決められたスロットを備えることができる。
【０２２８】
　いくつかの実施形態では、第１の端部キャップ構成要素１２３２の表面１３００から各
タブ１２９８を剪断または切断するのに必要な力のおよその最小量は、第２の端部キャッ
プ構成要素１２３４の各タブ１３０８を内面１３１０から剪断または切断するのに必要な
力のおよその最小量よりも約３分の１未満であることができる。いくつかの実施形態では
、第１の端部キャップ構成要素１２３２の表面１３００から各タブ１２９８を剪断または
切断するのに必要な力のおよその最小量は、任意のタブ１３０８を第２の端部キャップ構
成要素１２３４の内面１３１０から剪断または切断するのに必要な力のおよその最小量の
約３分の１と２分の１の間であることができる。
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【０２２９】
　２つのタブ１２９８が表面１３００に形成された、例示された実施形態では、第１の端
部キャップ構成要素１２３２の表面１３００から２つのタブ１２９８の両方を剪断または
切断するのに必要なトルクの量は、約４インチ－ポンド（４６．１×１０－３ｍ・ｋｇ）
以上であることができる。いくつかの実施形態では、第１の端部キャップ構成要素１２３
２の表面１３００から２つのタブ１２９８の両方を剪断または切断するのに必要なトルク
の量は、約３インチ－ポンド（３４．６×１０－３ｍ・ｋｇ）以上であることができる。
いくつかの実施形態では、第１の端部キャップ構成要素１２３２の表面１３００から２つ
のタブ１２９８の両方を剪断または切断するのに必要なトルクの量は、約５インチ－ポン
ド（５７．６×１０－３ｍ・ｋｇ）以上であることができる。
【０２３０】
　図７４を参照すると、各タブ１２９８の断面積は、第１の端部キャップ構成要素１２３
２の表面１３００にある１以上のタブ１２９８のそれぞれのおよその長さ（図７４で「Ｌ
１」によって表される）、およびおよその幅（図７４で「Ｗ１」によって表される）に基
づいたものであることができる。タブ１２９８は、タブ１２９８の長さＬ１に表面１３０
０の円周を掛けることによって計算される表面１３００の周りの帯域を定義するために使
用できる。いくつかの実施形態では、例示された実施形態でのように、所望のレベルのト
ルクに達したとき、１以上のタブ１２９８のそれぞれが、第１の端部キャップ構成要素１
２３２の表面１３００から剪断するように構成される場合、１以上のタブ１２９８の合計
の断面積は、表面１３００の周りの帯域よりも実質的に小さくすることができる。
【０２３１】
　いくつかの実施形態では、１以上のタブ１２９８の全ての合計の断面積と、１以上のタ
ブ１２９８のそれぞれがその上に形成または取り付けることができる第１の端部キャップ
構成要素１２３２の表面１３００の外径（図７４に「Ｄ１」によって表される）の値の比
率は、約１から４６またはそれ以上であることができる。各タブ１２９８のそれぞれの断
面積は、１以上のそれぞれのタブ１２９８が、所望のレベルのトルクに達した場合に表面
１３００から剪断することになる任意の適切な値にすることができる。たとえば、いくつ
かの実施形態では、比率は約１から６０と、約１から３０との間にすることができる。い
くつかの実施形態では、比率は約１から５０と、約１から４０との間にすることができる
。
【０２３２】
　いくつかの実施形態では、例示された実施形態でのように、所望のレベルのトルクに達
したとき、１以上のタブ１２９８のそれぞれが、第１の端部キャップ構成要素１２３２の
表面１３００から剪断するように構成される場合、１以上のタブ１２９８のそれぞれの幅
Ｗ１が、その上に１以上のタブ１２９８のそれぞれが形成し、または取り付けることがで
きる第１の端部キャップ構成要素１２３２の表面１３００の外径Ｄ１よりも実質的に小さ
くすることができる。各タブ１２９８の幅Ｗ１は、１以上のそれぞれのタブ１２９８が、
所望のレベルのトルクに達した場合に表面１３００から剪断することになる任意の適切な
値であることができる。たとえば、１以上のタブ１２９８は、寸法が匹敵できるものであ
り、またはプランジャ１２７０および／またはルアー受け１２５８の流体開口の直径より
も小さくなっていることができる。いくつかの実施形態では、タブ１２９８の合計の幅と
、外径Ｄ１との比率は、約１から１５またはそれ以上にすることができる。いくつかの実
施形態では、比率は約１から２５と、約１から１０との間にすることができる。いくつか
の実施形態では、比率は約１から１６と、約１から１３との間にすることができる。いく
つかの実施形態では、それぞれのタブの幅Ｗ１が異なるが、合計の幅が、タブを剪断する
所望のトルクのレベルに達するように計算される複数のタブ１２９８が使用できる。
【０２３３】
　同様に、いくつかの実施形態では、例示された実施形態でのように、所望のレベルのト
ルクに達したとき、１以上のタブ１２９８のそれぞれが、第１の端部キャップ構成要素１
２３２の表面１３００から剪断するように構成された場合、１以上のタブ１２９８のそれ
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ぞれの長さＬ１が、その上に１以上のタブ１２９８のそれぞれが形成し、または取り付け
ることができる第１の端部キャップ構成要素１２３２の表面１３００の外径Ｄ１よりも実
質的に小さくすることができる。各タブ１２９８のそれぞれの長さＬ１は、１以上のそれ
ぞれのタブ１２９８が、所望のレベルのトルクに達した場合に表面１３００から剪断する
ことになる任意の適切な値であることができる。いくつかの実施形態では、タブ１２９８
の合計の長さと、外径Ｄ１との比率は、約１から４またはそれ以上にすることができる。
いくつかの実施形態では、比率は約１から１０と、約１から２との間にすることができる
。いくつかの実施形態では、比率は約１から５と、約１から３との間にすることができる
。いくつかの実施形態では、それぞれのタブの幅Ｗ１が異なるが、合計の幅が、タブを剪
断する所望のトルクのレベルに達するように計算される複数のタブ１２９８が使用できる
。
【０２３４】
　いくつかの実施形態では、任意のタブ１３０８が剪断または切断する前に、１以上のタ
ブ１２９８が剪断または切断するのを確かにするために、１以上のタブ１２９８は、１以
上のタブ１２９８のそれぞれのおよその幅Ｗ１が、第２の端部キャップ構成要素１２３４
の内面１３１０に形成される１以上の複数のタブ１３０８のおよその幅（図７６で「Ｗ３
」によって表される）よりもかなり小さくすることができるように構成することができる
。したがって、いくつかの実施形態では、１以上のタブ１２９８のそれぞれのおよその幅
Ｗ１が、複数のタブ１３０８のそれぞれのおよその幅Ｗ３の約３分の１以下と、約半分以
下の間にすることができる。さらにいくつかの実施形態では、第１の端部キャップ構成要
素１２３２のタブ１２９８よりも第２の端部キャップ構成要素１２３４のタブ１３０８が
多く、それによってより多くの数の第２の端部キャップ構成要素１２３４のタブ１３０８
を剪断するために、より大きなトルクが必要になる。
【０２３５】
　いくつかの実施形態では、１以上のタブ１２９８のそれぞれを形成するために選択され
た材料は、１以上のタブ１３０８のそれぞれを形成するために選択された材料と比較して
同じであり、または異なることができる。タブ１２９８、１３０８を形成するために選択
された材料の強度は、タブ１２９８、１３０８を剪断するように求められたトルクの量に
影響を及ぼす可能性がある。したがって、いくつかの実施形態では、剪断されることが所
望されるタブ１２９８、１３０８が、そのままで残っていることが所望されるタブ１２９
８、１３０８を形成するために使用される材料と比較して、より脆弱な、より柔軟な、ま
たはより低デュロメータの材料(lower durometer material)から形成できる。たとえば例
示された実施形態では、第１の端部キャップ構成要素１２３２と第２の端部キャップ構成
要素１２３４の間の所望のレベルのトルクを達成した場合に、タブ１２９８が第１の端部
キャップ構成要素１２３２の表面１３００から剪断されることが望ましい。したがって、
例示された実施形態では、タブ１２９８は、各タブ１３０８を形成するために使用される
材料と比べて、より脆弱な材料から形成できる。しかし、タブ１２９８、１３０８の断面
積は、タブ１２９８、１３０８を剪断するのに必要なトルクの量にも影響する可能性があ
るので、各タブ１２９８、１３０８を形成するために選択された材料は同じものであるこ
とができる。
【０２３６】
　いくつかの実施形態では、例示された実施形態でのように、また示したように、任意の
タブ１３０８が剪断または切断する前に１以上のタブ１２９８が剪断または切断するのを
確かにすることは、１以上のタブ１２９８のそれぞれのおよその断面積が隣接する各タブ
１３０８のそれぞれの断面積よりも少なく、したがって１以上のタブ１２９８のそれぞれ
に接触するように、１以上のタブ１２９８のそれぞれを構成することによっても達成する
ことができる。図７４を参照すると、各タブ１２９８の断面積は、１以上の各タブ１２９
８の長さ（図７４で「Ｌ１」によって表される）、および幅（図７４で「Ｗ１」によって
表される）に基づいている。同様に、図７６および７７を参照すると、各タブ１３０８の
断面積は、１以上の各タブ１３０８の長さ（図７７で「Ｌ２」によって表される）、およ
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び幅（図７６で「Ｗ３」によって表される）に基づいている。
【０２３７】
　いくつかの実施形態では、材料の違いを考慮せずに、任意のタブ１３０８が剪断する前
に、１以上のタブ１２９８が剪断するように設計された場合、１以上の各タブ１２９８の
断面積は、実質的に１以上の各タブ１３０８の断面よりも実質的に小さくすることができ
る。１以上の各タブ１３０８の断面積に対する、１以上の各タブ１２９８の断面積の比率
は、１よりも大幅に低くすることができる。たとえば、いくつかの実施形態では、例示さ
れた実施形態でのように、比率は約１から１４またはそれ以上であることができる。いく
つかの実施形態では、比率は約１から２５と、約１から１０との間にすることができる。
いくつかの実施形態では、比率は約１から１６と、約１から１２との間にすることができ
る。
【０２３８】
　さらに、いくつかの実施形態では、例示された実施形態でのように、１以上の各タブ１
２９８のおよその長さ（図７４で「Ｌ１」によって表される）は、第２の端部キャップ構
成要素１２３４の内面１３１０に形成された複数の各タブ１３０８のおよその長さ（図７
７に「Ｌ２」で表される）よりかなり短い。したがって、いくつかの実施形態では、１以
上の各タブ１２９８のおよその長さＬ１が、複数の各タブ１３０８のおよその長さＬ２の
約３分の１以下と、約３分の２の間にすることができる。
【０２３９】
　いくつかの実施形態では、第２の端部キャップ構成要素１２３４は、窪みまたはチャネ
ルを画成でき、第１の端部キャップ構成要素１２３２が第２の端部キャップ構成要素１２
３４に連結された場合に、その窪みまたはチャネルの中に、第１の端部キャップ構成要素
１２３２に形成された１以上の各タブ１２９８が挿入できる。いくつかの実施形態では、
第２の端部キャップ構成要素１２３４に形成された窪みまたはチャネルの数は、第１の端
部キャップ構成要素１２３２に形成されたタブ１２９８の数に等しくすることができる。
いくつかの実施形態では、第２の端部キャップ構成要素１２３４に形成された窪みまたは
チャネルの数は、第１の端部キャップ構成要素１２３２に形成されたタブ１２９８の数よ
り多くすることができる。
【０２４０】
　図７８Ａは、連結された構成要素１３１２を例示する側面図であり、連結された構成要
素１３１２の雄連結構成要素が閉鎖可能な雄ルアーコネクタ１２００の第１の端部キャッ
プ構成要素１２３２と部分的に螺合式に係合することを示す。図７８Ａは、表面１３００
から径方向外側に突出する１以上のタブ１２９８が切断される前の端部キャップ１２３０
を示す。図７８Ａでは、例示されている連結された構成要素１３１２は、注射器である。
しかし、連結された構成要素１３１２は、雄連結構成要素を有する任意の適切なコネクタ
または医療器具であることができる。そこに示すように、連結された構成要素１３１２を
第１の端部キャップ構成要素１２３２にねじ込むことから第１の端部キャップ構成要素１
２３２に働かされるトルクが、第１の端部キャップ構成要素１２３２から各タブ１２９８
を剪断または切断するために必要とされる最小閾値トルク未満であるように、連結された
構成要素１３１２は第１の端部キャップ構成要素１２３２と部分的に螺合式に係合するの
みである。したがって、各タブ１２９８を剪断または切断するために必要な最小閾値トル
クに達するまで、第１の端部キャップ構成要素１２３２は、第２の端部キャップ構成要素
１２３４に形成された１以上の複数のタブ１３０８に対して第１の端部キャップ構成要素
１２３２に形成された１以上の各タブ１２９８の当接によって、第２の端部キャップ構成
要素１２３４に回転可能に固定できる。
【０２４１】
　連結された構成要素１３１２が、第１の端部キャップ構成要素１２３２と実質的に完全
に螺合式に係合する場合、連結された構成要素１３１２をさらに捻じることにより、タブ
１２９８を第１の端部キャップ構成要素１２３２から切断するのに必要な最小閾値トルク
を超えるトルクを最終的に第１の端部キャップ構成要素１２３２に働かせる。いくつかの
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実施形態では、タブ１２９８を切断するために必要な最小閾値トルクは、約４インチ－ポ
ンドのトルクである。タブ１２９８が第１の端部キャップ構成要素１２３２から切断され
た後に、第１の端部キャップ構成要素１２３２は、第２の端部キャップ構成要素１２３４
内で実質的に自由に回転することが可能である。しかし、第１の端部キャップ構成要素１
２３２は、環状の突起１３１４の側面１３１４ｂに対して側面１３０２ｂが当接すること
によってハウジング内になお保持できる。また、Ｏリング１２６０は、第１の端部キャッ
プ構成要素１２３２が回転する能力に逆らわずに流体の交換を防止することができる。こ
のようにして、そのような切り離しに必要なトルクによって、第１の端部キャップ構成要
素１２３２がハウジング１２２３および／または第２の端部キャップ構成要素１２３４に
対してほとんど回転しないので、コネクタ１２００は連結された構成要素１３１２から容
易に切り離されるのを防止または阻止される。さらに、いくつかの実施形態では、連結さ
れた構成要素１３１２が取り付けられた後に、使用者の指が接触するための第１の端部キ
ャップ構成要素１２３２の露出された外表面の領域がほんのわずかな量しかない（または
全くない）可能性があり、それによって、第１の端部キャップ構成要素１２３２および連
結された構成要素１３１２に、切り離しを可能にするために反対向きのトルクを加えるこ
とが困難になる。これは、これらの２つの構成要素を共に効果的に「融合」させる。
【０２４２】
　剪断するように構成されたタブの使用は必要でない。第１の段階でハウジングの端部と
連結された構成要素１３１２との間の螺合可能な連結を可能にし、次いで切り離しを防止
または阻止するために第２の段階で回転を可能にするための、多くのその他の構造および
構成が使用できる。
【０２４３】
　図７８Ｂは、雄ルアーコネクタ１２００の第１の端部キャップ構成要素１２３２と実質
的に完全に螺合式に係合された、連結された構成要素１３１２の雄連結構成要素を示す、
連結された構成要素１３１２の側面図である。図７８Ｂは、実質的に完全に螺合式に係合
された、連結された構成要素１３１２から第１の端部キャップ構成要素１２３２に伝達さ
れた捻じり力に反応して、第２の端部キャップ構成要素１２３４の内面１３１０に形成さ
れた１以上の複数のタブ１３０８によって、１以上の各タブ１２９８に働かされる力によ
って、１以上のタブ１２９８’が切断された後の第１の端部キャップ構成要素１２３２を
示す。この時点で、各タブ１２９８’が第１の端部キャップ構成要素１２３２の外表面１
３００から切断されて、第１の端部キャップ構成要素１２３２は、第２の端部キャップ構
成要素１２３４内で実質的に自由に回転することが可能になる。この配置において、ハウ
ジング１２２３に対していずれかの回転方向で、連結された部材１３１２に加えられたど
のような捻じり動作も、第１の端部キャップ構成要素１２３２が連結された部材１３１２
と同時に回転させる。それによって、連結された部材１３１２は、第１の端部キャップ構
成要素１２３２から螺合解除またはその他の様式で係合解除するのを防止される。したが
って、この様式で、ルアーコネクタ１２００は、ルアーコネクタ１２００および連結され
た部材１３１２が実質的に完全に共に連結された後に、連結された部材１３１２から取り
外され、または係合解除できないように構成される。
【０２４４】
　１以上のタブ１２９８’が第１の端部キャップ構成要素１２３２から剪断または切断さ
れた後に、図７８Ｂに最も明白に示すように、第１の端部キャップ構成要素１２３２の覆
い部分１２９２が、各切断されたタブ１２９８’がルアーコネクタ１２００から落下する
のを防止できる。さらに、図６８に最も明白に示すように、第２の端部キャップ構成要素
１２３４は、切断されたタブ１２９８’がハウジング１２２３の内側の空間内に移動する
のを防止されるように構成することができる。特に、第２の端部キャップ構成要素１２３
４は、１以上の切断されたタブ１２９８’がハウジング１２２３の内側の空間に移動する
のを防止することができる環状の突起１３１４を画成するように構成できる。
【０２４５】
　図７８Ｃは、閉鎖可能な雄ルアーコネクタ１２００’の別の実施形態と実質的に完全に
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螺合式に係合する、連結された構成要素１３１２を例示する側面図である。いくつかの実
施形態では、閉鎖可能な雄ルアーコネクタ１２００’は、下記の内容を除いて上述した閉
鎖可能な雄ルアーコネクタ１２００と同一であることができる。いくつかの実施形態では
、第２の端部キャップ構成要素１２３４’がタブ１３０８’に隣接して環状の空間１２３
８’を画成するように構成できる。環状の空間１２３８’は、１以上のタブ１２９８’が
第１の端部キャップ構成要素１２３２’から切断した場合に、１以上のタブ１２９８’が
環状の空間１２３８’内に落下し、収容されるように寸法を決め、構成できる。
【０２４６】
　いくつかの実施形態では、第１の端部キャップ構成要素１２３２は、第２の端部キャッ
プ構成要素１２３４に連結でき、したがって下記に説明されるようにルアーコネクタ１２
００に連結できる。本明細書に説明された任意の方法または任意の適切な方法に続いて、
第２の端部キャップ構成要素１２３４がハウジング１２２３に取り付けられた後に、第１
の端部キャップ構成要素１２３２は、第１の端部キャップ構成要素１２３２の１以上の各
タブ１２９８が、第２の端部キャップ構成要素１２３４に形成されたタブ１３０８の間の
１以上の空間とほぼ整列されるように、第２の端部キャップ構成要素１２３４と同軸に整
列され、同時に回転式に整列される。第１の端部キャップ構成要素１２３２がほぼ軸方向
に回転式に整列された後に、上述したおおよその軸方向および回転方向の整列を維持しな
がら、第１の端部キャップ構成要素１２３２を第２の端部キャップ構成要素１２３４に押
し付けることによって、第１の端部キャップ構成要素１２３２を第２の端部キャップ構成
要素１２３４に挿入できる。図６８、図７４、および図７７を参照すると、第１の端部キ
ャップ構成要素１２３２は、第２の端部キャップ構成要素１２３４に形成された環状の突
起１３１４が、第１の端部キャップ構成要素１２３２に形成された環状の溝１３０２に径
方向に隣接する（すなわち軸方向に整列する）ように、第１の端部キャップ構成要素１２
３２が第２の端部キャップ構成要素１２３４に対して配置されるまで、内側の端部に押し
込める。特に、この位置では、第２の端部キャップ構成要素１２３４に形成された環状の
突起１３１４の対向する側面１３１４ａと１３１４ｂが、第１の端部キャップ構成要素１
２３２内に形成された環状の溝１３０２の任意選択で対向する側面１３０２ａと１３０２
ｂの間に配置できる。
【０２４７】
　図６８に最も明白に示すように、いくつかの実施形態では、第１の端部キャップ構成要
素１２３２および第２の端部キャップ構成要素１２３４は、環状の溝１３１４の全体的に
円筒形の表面１３１４ｃと環状の溝１３０２の全体的に円筒形の表面１３０２ｃとの間に
小さな間隙があるように形成できる。この構成は、１以上のタブ１２９８が剪断または切
断された場合、第２の端部キャップ構成要素１２３４内で、第１の端部キャップ構成要素
１２３２の回転を容易に、すなわち、２つの任意選択で円筒形の表面１３０２ｃと１３１
４ｃの間の摩擦なしに行うことができる。
【０２４８】
　さらに、図６８を参照すると、第１の端部キャップ構成要素１２３２および第２の端部
キャップ構成要素１２３４は、第１の端部キャップ構成要素１２３２が第２の端部キャッ
プ構成要素１２３４から意図せずに引き出されるのを防止するのに十分な量によって、環
状の溝１３０２の側面１３０２ｂが環状の突起１３１４の側面１３１４ｂに重なることが
できるように寸法を決め、構成できる。さらに、第１の端部キャップ構成要素１２３２お
よび第２の端部キャップ構成要素１２３４は、上述したように、第１の端部キャップ構成
要素１２３２を第２の端部キャップ構成要素１２３４に軸方向に整列し、押し込むことに
よって、第１の端部キャップ構成要素１２３２が第２の端部キャップ構成要素１２３４に
挿入できるように寸法を決め、構成できる。したがって、環状の溝１３０２の側面１３０
２ｂが環状の突起１３１４の側面１３１４ｂにあまりにも大きな長さで重なると、上述し
たように第１の端部キャップ構成要素１２３２を第２の端部キャップ構成要素１２３４に
連結することがいくつかの構成では困難になるおそれがある。
【０２４９】
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　第１の端部キャップ構成要素１２３２の第２の端部キャップ構成要素１２３４への挿入
を容易にするために、第１の端部キャップ構成要素１２３２は、図７４に最も明白に示す
ように、環状の溝１３０２の前方に角度を付けられ、もしくはテーパを付けられた環状の
表面１３０４、および／または丸みを付けられた環状の表面１３０６を有するように構成
できる。同様に、第２の端部キャップ構成要素１２３４は、図７７に最も明白に示すよう
に、第１の端部キャップ構成要素１２３２を第２の端部キャップ構成要素１２３４に整列
し、本質的に押し込むのを補助するために、角度を付けられ、またはテーパを付けられた
環状の表面１３１６を有するように構成できる。
【０２５０】
　さらに、例示された実施形態に示すように、１以上のタブ１２９８、および複数のタブ
１３０８は、第１の端部キャップ構成要素１２３２を第２の端部キャップ構成要素１２３
４に挿入するのを容易にするための特徴を備えることができ、かつ／または容易にするよ
うに構成される。たとえば、いくつかの実施形態では、図７４に最も明白に示すように、
各タブ１２９８を第２の端部キャップ構成要素１２３４に形成されたタブ１３０８の間の
空間に案内するのを助けるために、各タブ１２９８が角度を付けられ、またはテーパを付
けられた正面１２９８ａを画成できる。同様に、いくつかの実施形態では、図７５および
図７７に最も明白に示すように、各タブ１２９８を各タブ１３０８の間の空間に案内する
のを助けるために、第２の端部キャップ構成要素１２３４の各タブ１３０８が、角度を付
けられ、またはテーパを付けられた表面１３０８ａを画成できる。さらに、いくつかの実
施形態では、第１の端部キャップ構成要素１２３２を第２の端部キャップ構成要素１２３
４に軸方向に整列するのを少なくとも補助するために各タブ１３０８が、角度を付けられ
、またはテーパを付けられた前方の縁部１３０８ｂを画成できる。
【０２５１】
　それには限定されないが、第１の端部キャップ構成要素１２３２および第２の端部キャ
ップ構成要素１２３４を含む、ルアーコネクタ１２００を備える任意の実質的な剛性また
は半剛性の構成要素は、ポリカーボネートプラスチック、ガラス繊維入りポリカーボネー
ト、任意の他の適切な水不透過性材料、またはその任意の組合せを備えることができる。
ルアーコネクタ１２００を備える構成要素は、疎水性プラスチックも備えることができる
。ルアーコネクタ１２００を備える任意の実質的な剛性または半剛性の構成要素の構築に
適した材料のその他の例には、ガラス繊維入りのＧＥ社製Valox（登録商標）４２０また
はポリプロピレンがある。用途に応じて、多くのその他の材料も使用できる。
【０２５２】
　図７９Ａは、閉鎖位置でのルアーコネクタ１４００の別の実施形態の断面図である。図
７９Ｂは、開放位置での図７９Ａに示されたルアーコネクタ１４００の実施形態の断面図
である。いくつかの実施形態では、ルアーコネクタ１４００は、上述したルアーコネクタ
１０００の実施形態と同じ任意の特徴および構成、および／または本明細書に説明された
任意の特徴または構成を有することができる。さらに、ルアーコネクタ１４００は、本明
細書に説明された任意のその他のルアーコネクタの任意の特徴、構成要素、または構成を
備えることができる。
【０２５３】
　上述したルアーコネクタ１０００と同様に、バルブ部材１４１６は、少なくとも１つの
ストラット１４５０を備えることができる。いくつかの実施形態では、ストラット１４５
０は、バルブ部材１４１６のほぼ中間から第１の端部１４１２に向かって延出できる。コ
ネクタ１４００は、図示のように２つのストラット１４５０を有することができ、または
ルアーコネクタ１４００は、より多くまたはより少ないストラット１４５０を必要に応じ
て有することができる。ストラット１４５０は、図示のように、ルアー先端１４２２の周
りにハウジング１４２３内で配置できる。ストラット１４５０は、雌ネジ１４２６の内径
の中に配置でき、したがってルアー先端１４２２と係合するとき雌ルアーレセプタクルの
少なくとも一部分と連結するように配置される。
【０２５４】
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　図７９Ａに例示された実施形態に示すように、弾性部材１４１８は、端部キャップ１４
３０とチャンバ１４２０の後部との間に支持された螺旋バネであることができる。図７９
Ａを参照すると、チャンバ１４２０の後部は、それに隣接する弾性部材１４１８の端部が
バルブ部材１４１６と実質的に同軸に整列されたままになるように、図示のように環状の
突起を画成でき、またはその他の方式で軸方向および径方向に弾性部材１４１８の端部を
支持するように構成できる。さらに、図示しないが、端部キャップ１４３０は、弾性部材
１４１８の端部に径方向支持をもたらすように、環状の突起または窪みも備えることがで
き、あるいはその他の方式で構成でき、それによって弾性部材１４１８が実質的に同軸に
端部キャップ１４３０と整列したままになる。
【０２５５】
　図７９Ａおよび７９Ｂを参照すると、図７９Ａに示すように、弾性部材１４１８はバル
ブ部材１４１６を閉鎖位置に付勢するように構成できる。図７９Ｂに最も明白に示すよう
に、バルブ部材１４１６が開放された場合、弾性部材１４１８は端部キャップ１４３０と
チャンバ１４２０の後部との間で軸方向に圧縮できる。バルブ部材１４１６は、たとえば
、１以上のストラット１４５０がルアーコネクタ１４００の第２の端部１４１４の方向に
軸方向に移動するように、医療用コネクタ９２または構成要素の雌部分がルアーコネクタ
１４００と螺合式に係合する場合に開放させることができる。したがって、図７９Ａおよ
び７９Ｂに示すルアーコネクタ１４００の実施形態では、弾性部材１４１８が、ルアーコ
ネクタ１０００に対して上述した弾性部材１０１８に同じまたは同様の軸方向の力を提供
できる。
【０２５６】
　さらに、弾性部材１４１８が実質的に完全にルアーコネクタ１４００のハウジング１４
２３内で取り囲まれるので、いくつかの実施形態では、ハウジング１４２３は、（すなわ
ち２つの軸方向端部のいずれかに形成できる開口を除いて、外表面の任意のスロットまた
はその他の開口なしに形成される）連続的な環状の表面を画成するように形成できる。い
くつかの実施形態では、ハウジング１４２３の環状の表面は、改善された触感のフィード
バックを提供し、使用者に制御を提供するように起伏を付けることができる。いくつかの
実施形態では、ハウジング１４２３の中央部分は、第１および第２の端部１４１２、１４
１４より小さな断面の直径によって形成できる。
【０２５７】
　図８０Ａは、閉鎖位置でのルアーコネクタ１４００’の別の実施形態の断面図である。
図８０Ｂは、開放位置での図８０Ａに示されたルアーコネクタ１４００’の実施形態の断
面図である。
【０２５８】
　図８０Ｂを参照すると、図示されたルアーコネクタ１４００’が、図１０に示され上述
された閉鎖可能な雌ルアーコネクタ２１０と同じであることができる閉鎖可能な雌ルアー
コネクタ２１０と螺合式に係合される。図８０Ｂに示す実施形態では、閉鎖可能な雌ルア
ーコネクタ２１０は、外側ハウジング２１３、空間２１２、流体通路２１８、１以上の穴
２１５を備える流体導管２１６、近位の面２１７を備える圧縮可能な密封要素２１４、お
よび螺合式に係合する領域２１１を備えることができる。閉鎖可能な雌コネクタ２１０は
、その近位端が、雄コネクタ１４００’の第１の端部１４１２’に隣接して配置できる。
閉鎖可能な雌コネクタ２１０の螺合式に係合する領域２１１は、ＡＮＳＩ規格に適合する
寸法のようなルアーコネクタに関する標準的な寸法に準拠することができる。圧縮可能な
密封要素２１４は、それに力が働いた場合にハウジング２１３内に移動できる水不透過性
の弾性材料から構成することができる。流体導管２１６は、密封要素２１４を圧縮するの
に十分な力が閉鎖可能な雌コネクタ２１０に働いた場合に変形に抵抗することが可能なポ
リカーボネートプラスチックなどの剛性の材料から構成できる。
【０２５９】
　流体通路２１８は流体導管２１６を閉鎖可能な雌コネクタ２１０の第２の端部２１９と
流体連通して配置できる。流体導管２１６内の少なくとも１つの穴２１５が、流体通路２
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１８が圧縮可能な密封要素２１４とハウジング２１３の内壁との間の空間２１２、および
／またはハウジング２１３の外側と流体連通するのを防止するために圧縮可能な密封要素
２１４によって密封できる。１以上の穴２１５が、流体が適切な流量で流体通路２１８と
空間２１２の間を流れることができるように、適切に寸法を決めることができる。１以上
の穴２１５に関する１つのそのような寸法には、約１ｍｍの直径があるが、不規則な形状
およびその他の寸法を用いることができる。少なくとも約１ｍｍ、または約１ｍｍ～３ｍ
ｍ、または約１ｍｍ未満の穴も使用することができる。
【０２６０】
　図８０Ｂを参照すると、閉鎖可能な雌コネクタ２１０のネジ山を付けられた領域２１１
は、図示のようにコネクタ１４００’、２１０に係合するために雄コネクタ１４００’の
雌ネジ１４２６’と係合できる。図示された係合では、ルアー先端１４２２’が圧縮可能
な密封要素２１４を圧縮することによって閉鎖可能な雌コネクタ２１０内に進入する。理
解できるように、ルアー先端１４２２’は、圧縮可能な密封要素２１４の近位の面２１７
で圧縮可能な密封要素２１４に接触する。下記に説明されるように、コネクタ１４００’
、２１０に係合するため、およびネジ山を付けられた領域１４２６’、２１１に係合する
ために働かされる力は、流体導管２１６の穴２１５を露出し、バルブ部材１４１６’を開
放するための密封要素２１４を圧縮するのに十分である。密封要素２１４が圧縮されて、
流体通路２１８が、ルアー先端１４２２’の内側空間と流体連通する。
【０２６１】
　ルアー先端１４２２’が閉鎖可能な雌コネクタ２１０にさらに進入すると、流体導管２
１６が雄コネクタ１４００’の第１の端部１４１２’に隣接するバルブ部材１４１６’の
端部に接触する。バルブ部材１４１６’は、ルアー先端１４２２’の接触および連続する
前進によって雄コネクタ１４００’の第２の端部１４１４’に向かって移動できる。弾性
部材１４１８’は、バルブ部材１４１６’の雄コネクタ１４００’の第１の端部１４１２
’に向かう方向に閉鎖する力を働かせる。その結果、バルブ部材１４１６’の先端は、係
合の間一貫して流体導管２１６と概ね接触を維持する。バルブ部材１４１６’が雄コネク
タ１４００’の第２の端部１４１４’に向かう方向に移動されると、バルブ部材１４１６
’のフランジ区画１４５８’は、ハウジング１４２３’またはルアー先端１４２２’の内
表面から分離することができ、それによって穴１４３６’を露出または開放させる。その
結果、開口１４５４’が開放されて、閉鎖可能な雌コネクタ２１０と流体連通する。圧縮
された密封要素２１４は、流体がルアー先端１４２２’を越えて閉鎖可能な雌コネクタ２
１０の内側に流入するのを阻止できる。この構成では、流体は、ルアーコネクタ１４００
’の第２の端部１４１４’から雄コネクタ１４００’の第１の端部１４１２’に向かって
流れ、開口１４５４’を通り、ルアー先端１４２２’の穴１４３６’から出て、閉鎖可能
な雌コネクタ２１０の外側ハウジング２１３の内側に入り、流体導管２１６の穴２１５に
入り、流体導管２１６の内側の流体通路２１８に入ることができる。
【０２６２】
　コネクタ１４００’、２１０は、螺合式に係合解除できる。係合解除の間、弾性部材１
４１８’によって働かされた力は、バルブ部材１４１６’の端部のフランジ区画１４５８
’をルアー先端１４２２’の内面に係合させるために、雄コネクタ１４００’の第１の端
部１４１２’に向かってバルブ部材１４１６’を向けることによって、コネクタ１４００
’をその予め係合した状態に戻すことができる。同様にして、圧縮可能な密封要素２１４
がそこから構成される弾性材料は、密封要素２１４を閉鎖位置での形状に戻すことができ
、近位の面２１７は、閉鎖可能な雌コネクタ２１０の近位先端を密封することができる。
本明細書に説明されたルアーコネクタ１４００または１４００’の任意の構成要素は、本
明細書に開示された任意の適切な材料から形成でき、またはそのような構成要素に適した
任意のその他の材料から形成できる。
【０２６３】
　図８１Ａは、閉鎖位置でのルアーコネクタ１５００の別の実施形態の断面図である。図
８１Ｂは、開放位置での図８１Ａに示されたルアーコネクタ１５００の実施形態の断面図
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である。いくつかの実施形態では、ルアーコネクタ１５００は、上述したルアーコネクタ
１０００の実施形態と同じ任意の特徴および構成、および／または本明細書に説明された
任意の特徴または構成を有することができる。さらに、ルアーコネクタ１５００は、本明
細書に説明された任意のその他のルアーコネクタの任意の特徴、構成要素、または構成を
備えることができる。
【０２６４】
　上述したルアーコネクタ１０００と同様に、バルブ部材１５１６は、少なくとも１つの
ストラット１５５０を備えることができる。いくつかの実施形態では、ストラット１５５
０は、バルブ部材１５１６のほぼ中間から第１の端部１５１２に向かって延出できる。コ
ネクタ１５００は、図示のように２つのストラット１５５０を有することができ、または
ルアーコネクタ１５００は、より多くまたはより少ないストラット１５５０を必要に応じ
て有することができる。ストラット１５５０は、図示のように、ルアー先端１５２２の周
りにハウジング１５２３内で配置できる。ストラット１５５０は、雌ネジ１５２６の内径
の中に配置でき、したがってルアー先端１５２２と係合するとき雌ルアーレセプタクルの
少なくとも一部分と連結するように配置される。
【０２６５】
　図８１Ａに例示された実施形態に示すように、弾性部材１５１８は、ハウジング１５２
３の内側部分とチャンバ１５２０の外表面とに取り付けられ、その間を延出する、伸縮性
の軸方向に弾性の材料であることができる。いくつかの実施形態では、弾性部材１５１８
は、円錐形状にすることができ、第１の端部１５１８ａがチャンバ１５２０の外表面に取
り付けられ、第２の端部１５１８ｂがハウジング１５２３の内面に取り付けられている。
いくつかの実施形態では、弾性部材１５１８は、ハウジング１５２３の内面からチャンバ
１５２０の外表面に延出する１以上のより全体的に矩形の形状にされたタブから形成する
ことができる。いくつかの実施形態では、弾性部材１５１８は、接着剤、弾性部材１５１
８およびチャンバ１５２０の外表面の周りを締めつけることができる環状のリングを使用
して、または任意のその他の適切な取付手段または機構によって、バルブ部材１５１６ま
たはハウジング１５２３に取り付けることができる。
【０２６６】
　図８１Ａおよび８１Ｂを参照すると、図８１Ａに示すように、弾性部材１５１８はバル
ブ部材１５１６を閉鎖位置に付勢するように構成できる。バルブ部材１５１６が開放され
た場合、図８１Ｂに最も明白に示すように弾性部材１５１８は、軸方向に伸長することが
できる。バルブ部材１５１６は、たとえば、１以上のストラット１５５０がルアーコネク
タ１５００の第２の端部１５１４の方向に軸方向に移動するように、医療用コネクタ９２
または構成要素の雌部分がルアーコネクタ１５００と螺合式に係合する場合に開放させる
ことができる。したがって、図８１Ａおよび図８１Ｂに示すルアーコネクタ１５００の実
施形態では、弾性部材１５１８が、ルアーコネクタ１０００に関連して上述した弾性部材
１０１８と比較して同じまたは同様の軸方向の力をバルブ部材に提供する。
【０２６７】
　さらに、弾性部材１５１８が実質的に完全にルアーコネクタ１５００のハウジング１５
２３内で取り囲まれるので、いくつかの実施形態では、ハウジング１５２３は、連続的な
環状の表面を画成するように形成できる。いくつかの実施形態では、環状の表面は、使用
者によって把持される凹み部を提供するために起伏を付けられる。
【０２６８】
　図８２Ａは、閉鎖位置でのルアーコネクタ１５００’の別の実施形態の断面図である。
図８２Ｂは、開放位置での図８２Ａに示されたルアーコネクタ１５００’の実施形態の断
面図である。
【０２６９】
　図８２Ｂを参照すると、図示されたコネクタ１５００’が、図１０に示され上述された
閉鎖可能な雌ルアーコネクタ２１０と同じであることができる閉鎖可能な雌ルアーコネク
タ２１０と螺合式に係合される。閉鎖可能な雌コネクタ２１０は、その近位端が、雄コネ
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クタ１５００’の第１の端部１５１２’に隣接して配置できる。閉鎖可能な雌コネクタ２
１０のネジ山を付けられた領域２１１は、図示のようにコネクタ１５００’、２１０に係
合するために雄コネクタ１５００’の雌ネジ１５２６’と係合できる。図示された係合で
は、ルアー先端１５２２’が圧縮可能な密封要素２１４を圧縮することによって閉鎖可能
な雌コネクタ２１０内に進入する。理解できるように、ルアー先端１５２２’は、圧縮可
能な密封要素２１４の近位の面２１７で圧縮可能な密封要素２１４に接触する。下記に説
明されるように、コネクタ１５００’、２１０に係合するため、およびネジ山を付けられ
た領域１５２６’、２１１に係合するために働かされる力は、流体導管２１６の穴２１５
を露出し、バルブ部材１５１６’を開放するための密封要素２１４を圧縮するのに十分で
ある。密封要素２１４が圧縮されて、流体通路２１８が、ルアー先端１５２２’の内側空
間と流体連通できる。
【０２７０】
　ルアー先端１５２２’が閉鎖可能な雌コネクタ２１０にさらに進入すると、流体導管２
１６が雄コネクタ１５００’の第１の端部１５１２’に隣接するバルブ部材１５１６’の
端部に接触する。バルブ部材１５１６’は、ルアー先端１５２２’の接触および連続する
前進によって雄コネクタ１５００’の第２の端部１５１４’に向かって移動できる。弾性
部材１５１８’は、バルブ部材１５１６’の雄コネクタ１５００’の第１の端部１５１２
’に向かう方向に閉鎖する力を働かせる。その結果、雄コネクタ１５００’の第１の端部
１５１２’に向かうバルブ部材１５１６’の先端は、係合の間一貫して流体導管２１６と
概ね接触を維持する。バルブ部材１５１６’が雄コネクタ１５００’の第２の端部１５１
４’に向かう方向に移動されると、バルブ部材１５１６’のフランジ区画１５５８’は、
ハウジング１５２３’またはルアー先端１５２２’の内表面から分離することができ、そ
れによって穴１５３６’を露出または開放させる。その結果、開口１５５４’が開放され
て、閉鎖可能な雌コネクタ２１０と流体連通する。圧縮された密封要素２１４は、流体が
ルアー先端１５２２’を越えて閉鎖可能な雌コネクタ２１０の内側に流入するのを阻止す
る。この構成では、流体は、ルアーコネクタ１５００’の第２の端部１５１４’から雄コ
ネクタ１５００’の第１の端部１５１２’に向かって流れ、開口１５５４’を通り、ルア
ー先端１５２２’の穴１５３６’から出て、閉鎖可能な雌コネクタ２１０の外側ハウジン
グ２１３の内側に入り、流体導管２１６の穴２１５に入り、流体導管２１６の内側の流体
通路２１８に入ることができる。
【０２７１】
　コネクタ１５００’、２１０は、螺合式に係合解除できる。係合解除の間、弾性部材１
５１８’によって働かされた力は、バルブ部材１５１６’の端部のフランジ区画１５５８
’をルアー先端１５２２’の内面に係合させるために、バルブ部材１５１６’を向けるこ
とによって、コネクタ１５００’をその予め係合した状態に戻すことができる。同様にし
て、圧縮可能な密封要素２１４がそこから構成される弾性材料は、密封要素２１４を閉鎖
位置での形状に戻すことができ、近位の面２１７は、閉鎖可能な雌コネクタ２１０の近位
先端を密封することができる。本明細書に説明されたルアーコネクタ１５００または１５
００’の任意の構成要素は、本明細書に開示された任意の適切な材料から形成でき、また
はそのような構成要素に適した任意のその他の材料から形成できる。
【０２７２】
図８３Ａは、閉鎖位置でのルアーコネクタ１６００の別の実施形態の断面図である。図８
３Ｂは、開放位置での図８３Ａに示されたルアーコネクタ１６００の実施形態の断面図で
ある。いくつかの実施形態では、ルアーコネクタ１６００は、上述したルアーコネクタ１
０００の実施形態と同じ任意の特徴および構成、および／または下記に説明される任意の
特徴または構成を有することができる。さらに、ルアーコネクタ１６００は、本明細書に
説明された任意のその他のルアーコネクタの任意の特徴、構成要素、または構成を備える
ことができる。
【０２７３】
　上述したルアーコネクタ１０００と同様に、バルブ部材１６１６は、少なくとも１つの
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ストラット１６５０を備えることができる。いくつかの実施形態では、ストラット１６５
０は、バルブ部材１６１６の中間部分からルアーコネクタ１６００の第１の端部１６１２
に向かって延出できる。コネクタ１６００は、図示のように２つのストラット１６５０を
有することができ、またはルアーコネクタ１６００は、より多くまたはより少ないストラ
ット１６５０を必要に応じて有することができる。ストラット１６５０は、図示のように
、ルアー先端１６２２の周りにハウジング１６２３内で配置できる。ストラット１６５０
は、雌ネジ１６２６の内径の中に配置でき、したがってルアー先端１６２２と係合すると
き雌ルアーレセプタクルの少なくとも一部分と連結するように配置される。
【０２７４】
　図８３Ａに例示された実施形態に示すように、弾性部材１６１８は、バルブ部材１６１
６に取り付けられた第１の端部の部分１６１８ａ、およびハウジング１６２３の外側に固
定された第２の端部の部分１６１８ｂを有する伸縮性の軸方向に弾性の材料であることが
できる。この構成では、弾性部材１６１８の第１の部分１６１８ａがハウジングの内側に
配置され、第２の部分１６１８ｂがハウジングの外側に配置されるので、ハウジング１６
２３は、弾性部材がそこを通過できるスロットを画成できる。いくつかの実施形態では、
弾性部材１６１８は、第１の端部の部分がバルブ部材１６１６に固定され、第２の端部の
部分がハウジング１６２３の内面に固定されて、ハウジング１６２３内に完全に収容でき
る。
【０２７５】
　いくつかの実施形態では、弾性部材１６１８は上述した弾性部材１８と同様の、いずれ
かの端部の環状のリングを備える１以上のバンドを備えることができる。いくつかの実施
形態では、弾性部材１６１８は単に、バルブ部材１６１６に取り付けられた第１の端部の
部分、およびハウジング１６２３の内側または外側に取り付けられた第２の端部の部分を
有する、１以上の全体的に矩形のバンドを備えることができる。いくつかの実施形態では
、弾性部材１６１８は、接着剤、弾性部材１６１８およびバルブ部材１６１６の周りを締
めつけることができる環状のリングを使用して、または任意のその他の適切な取付手段ま
たは機構によって、バルブ部材１６１６またはハウジング１６２３に取り付けることがで
きる。さらに、バルブ部材１６１６は、弾性部材１６１８の一部分をバルブ部材１６１６
に軸方向に固定するように構成された窪み、突起、またはその他の特徴を画成することが
できる。
【０２７６】
　図８３Ａおよび８３Ｂを参照すると、図８３Ａに示すように、弾性部材１６１８はバル
ブ部材１６１６を閉鎖位置に付勢するように構成できる。バルブ部材１６１６が開放され
た場合、図８３Ｂに最も明白に示すように弾性部材１６１８は、軸方向に伸長することが
できる。バルブ部材１６１６は、たとえば、１以上のストラット１６５０がルアーコネク
タ１６００の第２の端部１６１４の方向に軸方向に移動するように、医療用コネクタまた
は構成要素の雌部分がルアーコネクタ１６００と螺合式に係合する場合に開放させること
ができる。したがって、図８３Ａおよび８３Ｂに示すルアーコネクタ１６００の実施形態
では、弾性部材１６１８が、ルアーコネクタ１０００に関連して上述した弾性部材１０１
８と比較して同じまたは同様の軸方向の力をバルブ部材に提供する。
【０２７７】
　ルアーコネクタ１６００の第１の端部１６１２に隣接してバルブ部材１６１６の端部に
よって形成されたシールに加えて、図８３Ａに示すように、追加の一般的な液密シールも
、端部キャップ１６３０の円筒形の端部１６３０ａ内に支持できる、追加の全体的に平ら
なシール１６２６によって形成できる。いくつかの実施形態では、図８３Ａおよび８３Ｂ
に示すように、シール１６２６は、平ら、かつ円板の形状であることができ、その断面を
貫通するスリット１６２８を画成する。例示された実施形態では、図８３Ｂに示すように
、シール１６２６内のスリット１６２８は、バルブ部材がシール１６２６を通過し、した
がって開放位置に移動された場合に、シール１６２６を通る流体の流動を可能にするよう
に開放できる。シール１６２６は、バルブ部材１６１６がこれ以上シール１６２６と接触
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しない場合に、自動的に復元するように、柔軟であり、かつ弾性を有することができるシ
リコーンゴム、または任意のその他の適切な材料から形成できる。追加の（すなわちバル
ブ部材１６１６と雄ルアー先端１６２２の間に形成されたシールに加えて）シール１６２
６を有する冗長性により、ルアーコネクタ１６００が閉鎖位置にある場合に、流体の漏洩
を起こすいかなる危険もさらに低下させる利点をもたらすことができる。
【０２７８】
　さらに、図８３Ａおよび図８３Ｂを参照すると、ルアーコネクタ１６００は、チャンバ
１６２０の外表面と端部キャップ１６３０の間にシールをもたらすように構成できるシー
ル１６３２を備えることができる。ハウジング１６２３の内側空間内へのどのような流体
の漏洩も一般的に防止するように、好ましくは環状のシール１６３２が、端部キャップ１
６３０の内側端部１６３０ａ、およびチャンバ１６２０の外表面に密封式に取り付けられ
るように構成できる。言い換えれば、シール１６３２は、ハウジング１６２３の内側空間
内への漏洩を防止するために、流体または医薬品が端部キャップ１６３０を通過し、バル
ブ部材１６１６の内側通路１６３４に入るように全体的に流すように構成できる。
【０２７９】
　さらに、シール１６３２は、バルブ部材１６１６が（図８３Ａを参照して）閉鎖位置に
ある場合のシール１６３２内に画定される空間Ｖ１の体積が、バルブ部材１６１６が（図
８３Ｂを参照して）開放位置にある場合のシール１６３２内に画成される空間Ｖ２の体積
よりも大きいように構成できる。この構成では、バルブ部材１６１６が閉鎖位置に向かっ
て移動される場合、流体を内側通路１６３４からシール１６３２によって画成された空間
（Ｖ）の体積に引くことができる吸引または負圧の効果を形成するために、シール１６３
２内の空間の体積は、Ｖ２からＶ１に増加できる。したがって、本明細書に説明された他
の実施形態と同様に、ルアーコネクタ１６００のこの構成は、バルブ部材１６１６が閉鎖
されたとき、ルアーコネクタ１６００からそうでなければ漏洩する可能性のある有害な可
能性のある薬剤の量をなくし、または低減することができる。
【０２８０】
　図８４Ａは、閉鎖位置でのルアーコネクタ１６００’の別の実施形態の断面図である。
図８４Ｂは、開放位置での図８４Ａに示されたルアーコネクタ１６００’の実施形態の断
面図である。
【０２８１】
　図８４Ｂを参照すると、図示されたルアーコネクタ１６００’が、図１０に示され上述
された閉鎖可能な雌ルアーコネクタ２１０と同じであることができる閉鎖可能な雌ルアー
コネクタ２１０と螺合式に係合される。閉鎖可能な雌コネクタ２１０は、その近位端が、
雄コネクタ１６００’の第１の端部１６１２’に隣接して配置できる。閉鎖可能な雌コネ
クタ２１０のネジ山を付けられた領域２１１は、図示のようにコネクタ１６００’、２１
０に係合するために雄コネクタ１６００’の雌ネジ１６２６’と係合できる。図示された
係合では、ルアー先端１６２２’が圧縮可能な密封要素２１４を圧縮することによって閉
鎖可能な雌コネクタ２１０内に進入する。理解できるように、ルアー先端１６２２’は、
圧縮可能な密封要素２１４の近位の面２１７の圧縮可能な密封要素２１４に接触する。後
述するように、コネクタ１６００’、２１０に係合するため、およびネジ山を付けられた
領域１６２６’、２１１に係合するために働かされる力は、流体導管２１６の穴２１５を
露出し、バルブ部材１６１６’を開放するための密封要素２１４を圧縮するのに十分であ
る。密封要素２１４が圧縮されて、流体通路２１８が、ルアー先端１６２２’の内側空間
と流体連通する。
【０２８２】
　ルアー先端１６２２’が閉鎖可能な雌コネクタ２１０にさらに進入すると、流体導管２
１６が雄コネクタ１６００’の第１の端部１６１２’に隣接するバルブ部材１６１６’の
端部に接触する。バルブ部材１６１６’は、ルアー先端１６２２’の接触および連続する
前進によって雄コネクタ１６００’の第２の端部１６１４’に向かって移動できる。弾性
部材１６１８’は、バルブ部材１６１６’の雄コネクタ１６００’の第１の端部１６１２
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’に向かう方向に閉鎖する力を働かせることができる。その結果、雄コネクタ１６００’
の第１の端部１６１２’に向かうバルブ部材１６１６’の先端は、係合の間一貫して流体
導管２１６と概ね接触を維持する。バルブ部材１６１６’が雄コネクタ１６００’の第２
の端部１６１４’に向かう方向に移動されると、バルブ部材１６１６’のフランジ区画１
６５８’は、ルアー先端１６２２’の内表面から分離することができる。その結果、開口
１６５４’が開放されて、閉鎖可能な雌コネクタ２１０と流体連通する。圧縮された密封
要素２１４は、流体がルアー先端１６２２’を越えて閉鎖可能な雌コネクタ２１０の内側
に流入するのを阻止する。この構成では、流体は、ルアーコネクタ１６００’の第２の端
部１６１４’から雄コネクタ１６００’の第１の端部１６１２’に向かって流れ、開口１
６５４’を通り、ルアー先端１６２２’の穴１６３０’から出て、閉鎖可能な雌コネクタ
２１０の外側ハウジング２１３の内側に入り、流体導管２１６の穴２１５に入り、流体導
管２１６の内側の流体通路２１８に入ることができる。
【０２８３】
　コネクタ１６００’、２１０は、螺合式に係合解除できる。係合解除の間、弾性部材１
６１８’によって働かされた力は、バルブ部材１６１６’の端部のフランジ区画１６５８
’をルアー先端１６２２’の内面に係合させるために、雄コネクタ１６００’の第１の端
部１６１２’に向かってバルブ部材１６１６’を向けることによって、コネクタ１６００
’をその予め係合した状態に戻すことができる。同様にして、圧縮可能な密封要素２１４
がそこから構成できる弾性材料は、密封要素２１４を閉鎖位置での形状に戻ることができ
、近位の面２１７は、閉鎖可能な雌コネクタ２１０の近位先端を密封することができる。
本明細書に説明されたルアーコネクタ１６００または１６００’の任意の構成要素は、本
明細書に開示された任意の適切な材料から形成でき、またはそのような構成要素に適した
任意のその他の材料から形成できる。
【０２８４】
　図８５Ａは、閉鎖位置でのルアーコネクタ１７００の別の実施形態の断面図である。図
８５Ｂは、開放位置での図８５Ａに示されたルアーコネクタ１７００の実施形態の断面図
である。いくつかの実施形態では、ルアーコネクタ１７００は、上述したルアーコネクタ
１０００の実施形態と同じ任意の特徴および構成、および／または下記に説明される任意
の特徴または構成を有することができる。さらに、ルアーコネクタ１７００は、本明細書
に説明された任意のその他のルアーコネクタの任意の特徴、構成要素、または構成を備え
ることができる。
【０２８５】
　上述したルアーコネクタ１０００と同様に、バルブ部材１７１６は、少なくとも１つの
ストラット１７５０を備えることができる。いくつかの実施形態では、ストラット１７５
０は、バルブ部材１７１６のほぼ中間から第１の端部１７１２に向かって延出できる。コ
ネクタ１７００は、図示のように２つのストラット１７５０を有することができ、または
ルアーコネクタ１７００は、より多くのストラット１７５０を必要に応じて有することが
できる。ストラット１７５０は、図示のように、ルアー先端１７２２の周りにハウジング
１７２３内で配置できる。ストラット１７５０は、雌ネジ１７２６の内径の中に配置でき
、したがってルアー先端１７２２と係合するとき雌ルアーレセプタクルの少なくとも一部
分と連結するように配置される。
【０２８６】
　図８５Ａに示すように、ルアーコネクタ１７００のバルブ部材１７１６は第１の部材１
７１８（本明細書では弾性部材とも呼ばれる）および第２の部材１７２０も備えることが
できる。いくつかの実施形態では、第１の部材１７１８は、一般に管状の形状であり、可
撓性の実質的に流体不透過性の弾性材料から形成される。例示された実施形態では、第１
の部材１７１８は、軸方向および径方向の両方の方向に弾性を有することができる。第１
の部材１７１８は、そこを貫通する軸方向の開口を定義でき、その開口はバルブ部材１７
１６が開放位置にある場合、流体が前記第１の部材１７１８を通って流れることを可能に
する。例示された実施形態では、第１の部材１７１８が、第２の部材１７２０を実質的に
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完全に囲むように第２の部材１７２０の周りに同心に配置できる。第１の部材１７１８は
、第１の部材１７１８の第１の端部の部分１７１８ａが端部キャップ１７３０の内側の端
面１７３０ａに当接するように構成および配置できる。同様に、第１の部材１７１８は、
第１の部材１７１８の第２の端部の部分１７１８ｂが第１の部材１７１８の反対側の端部
の１以上のバルブストラット１７５０の端面１７５０ａに当接するように、構成および配
置できる。さらに、閉鎖位置では、バルブ部材１７１６が閉鎖位置にある場合に（図８５
Ａに示すように）、第１の部材１７１８が第２の部材１７２０と実質的に流体密シールを
形成するように、第１の部材１７１８の内面１７１８ｃが第２の部材１７２０の少なくと
も一部分に当接できる。
【０２８７】
　第２の部材１７２０は、実質的に剛性であることができ、図８５Ａおよび図８５Ｂに示
すように、第２の部材１７２０の一部分の周囲の１以上の環状の突起１７２５を備えるこ
とができるが、環状の突起１７２５の１つのみが示される。例示された実施形態では、バ
ルブ部材１７１６が閉鎖位置にある場合、第１の部材１７１８の内面１７１８ｃに対して
全体的に流体密シールをもたらすように、環状の突起１７２５は第１の部材１７１８の内
側の幾何学的形状に適合するように構成できる。さらに、第２の部材１７２０は、第２の
部材１７２０の第１の端部の部分（すなわちルアーコネクタ１７００の第１の端部１７１
２により近い第２の部材１７２０の軸方向端部）に形成された第１の開口１７２４有する
ことができる。同様に、第２の部材１７２０は、第２の部材１７２０の第２の端部の部分
（すなわちルアーコネクタ１７００の第２の端部１７１４により近い第２の部材１７２０
の軸方向端部）に形成された第２の開口１７２６有することができる。
【０２８８】
　図８５Ａを参照すると、第１の部材１７１８は、バルブストラット１７５０が内壁１７
５２に当接するように、バルブストラット１７５０をルアーコネクタ１７００の第１の端
部１７１２に向かって付勢するように構成できる。さらに、図８５Ａを参照すると、第１
の部材１７１８は、閉鎖位置に付勢されるように（すなわち、ルアーコネクタ１７００の
第２の端部１７１４と第１の端部１７１２の間で流体通路を全体的に閉鎖するために十分
な角度に、第１の部材１７２０の内面１７１８ｃが環状の突起１７２５に当接するように
）構成できる。第１の部材１７１８から環状の突起１７２５に対して働かされる圧力の量
は、第１の部材１７１８の内面１７１８ｃの周囲に対して環状の突起１７２５の周囲の寸
法を増加させることによって増加でき、それによってバルブ部材１７１６が閉鎖位置にあ
る間、第１の部材１７１８と第２の部材１７２０の間の密封力を増加させる。さらに、シ
ールのレベルは、たとえば、第１の部材１７１８を形成するために使用される材料の厚さ
または弾性を増加させることによって、またはその構成を変えることによって、増加させ
ることができる。
【０２８９】
　バルブ部材１７１６は、たとえば、１以上のストラット１７５０がルアーコネクタ１７
００の第２の端部１７１４の方向に軸方向に移動するように、医療用コネクタ９２（図８
５Ｂに示すように）または構成要素の雌部分がルアーコネクタ１７００と螺合式に係合す
る場合に開放させることができる。ルアーコネクタ１７００は、１以上のストラット１７
５０がルアーコネクタ１７００の第２の端部１７１４に向かって移動された場合、ストラ
ット１７５０が、第１の部材１７１８の長さを縮小させ、その中間部分で外側に座屈また
は隆起させることができる第１の部材１７１８の第２の端部の部分１７１８ｂに軸方向の
力を働かせるように構成できる。第１の部材１７１８の中間部分が外側に隆起する場合、
内面１７１８ｃが環状の突起１７２５から径方向外側に伸長され、移動できる。第１の部
材１７１８の内面１７１８ｃが、図８５Ｂに示すように、これ以上環状の突起１７２５に
接触しない場合、バルブ部材が開放位置になる。
【０２９０】
　図８５Ｂを参照すると、バルブ部材１７１６が開放位置にある場合、ルアーコネクタ１
７００の第２の端部１７１４に流入する流体または医薬品が、第２の開口１７２６を通っ
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て流れ、第１の部材１７１８と第２の部材１７２０の間の空間に入り、環状の突起１７２
５の周りを通り、第１の開口１７２４を通り、通路１７５６を通り、ルアー先端１７２２
の端部を通って出ることができる。
【０２９１】
反対に、医療用コネクタ９２がルアーコネクタ１７００から螺合解除または取り外される
と、第１の部材１７１８からの軸方向の付勢によって、第１の部材１７１８が隆起前の配
置に伸長することができ、ストラット１７５０が第１の端部１７１２に向かって移動し、
いくつかの実施形態では、内壁１７５２に対して当接する。同様に、医療用コネクタ９２
がルアーコネクタ１７００から螺合解除または取り外されると、第１の部材１７１８から
の内側の径方向の付勢により第１の部材１７１８が締まり、環状の突起１７２５の周りに
密封を形成し、全体的に流体がバルブ部材１７１６を通って流れるのを防止する。
【０２９２】
　いくつかの実施形態では、第２の部材１７２０は、ルアー先端１７２２と比較して、個
別に形成できる。しかし、いくつかの実施形態では、第２の部材１７２０はルアー先端１
７２２と一体に形成できる。さらに、第１の部材１７１８が全体的に完全にルアーコネク
タ１７００のハウジング１７２３内で取り囲まれるので、いくつかの実施形態では、ハウ
ジング１７２３は、連続的な環状の表面を画成するように形成できる。本明細書に説明さ
れたルアーコネクタ１７００の任意の構成要素は、本明細書に開示された任意の適切な材
料から形成でき、またはそのような構成要素に適した任意のその他の材料から形成できる
。
【０２９３】
　図８６Ａは、閉鎖位置でのルアーコネクタ１８００の別の実施形態の断面図である。図
８６Ｂは、開放位置での図８６Ａに示されたルアーコネクタ１８００の実施形態の断面図
である。いくつかの実施形態では、ルアーコネクタ１８００は、上述したルアーコネクタ
１０００の実施形態と同じ任意の特徴および構成、および／または本明細書に説明された
任意のその他のルアーコネクタの任意の特徴、構成要素または構成を有することができる
。
【０２９４】
　図８６Ａに示すように、バルブ部材１８１６が少なくとも１つのレバーアーム１８５０
を備えることができる。特に、図８６Ａに示すルアーコネクタ１８００が、２つの対向す
るレバーアーム１８５０を備えるが、ルアーコネクタ１８００が任意の適切な任意の数の
レバーアーム１８５０を備えることができる。その中に示すように、各レバーアーム１８
５０は、レバーアーム１８５０がハウジング１８２３に対して回転することを可能にする
ように、ハウジング１８２３に対して固定された位置に支持できるが、ハウジング１８２
３に対して回転できるシャフト１８５２の周りに旋回式に装着できる。いくつかの実施形
態では、例示された実施形態のように、レバーアーム１８５０は、ハウジング１８２３に
形成できるスロット１８２４を通ってハウジング１８２３の外側に延出できる。
【０２９５】
　各レバーアーム１８５０は、レバーアーム１８５０の第１の端部の部分１８５０ａがチ
ャンバ１８５４に当接することができ、第２の端部の部分１８５０ｂがルアー先端１８２
２に隣接して配置できるように、ハウジング１８２３によって支持できる。特に、例示さ
れた実施形態では、第１の端部の部分１８５０ａの底面１８５０ｃがチャンバ１８５４の
外表面１８５４ａに当接できるように、レバーアーム１８５０はハウジング１８２３によ
って支持できる。同様に、例示された実施形態では、図示のように各レバーアーム１８５
０の第２の端部の部分１８５０ｂの底面１８５０ｄが、ルアー先端１８２２の周りでハウ
ジング１８２３内に全体的に配置できるように、レバーアーム１８５０はハウジング１８
２３によって支持できる。各レバーアーム１８５０の第２の端部の部分１８５０ｂの底面
１８５０ｄは、雌ネジ１８２６の内径の中に配置できる。
【０２９６】
　この構成では、図８６Ｂを参照すると、医療用コネクタ９２の雌部分がルアーコネクタ
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１８００のネジ１８２６と螺合式に係合し、図８６Ｂの矢印Ａ１によって示されるように
ルアーコネクタ１８００の第２の端部１８１４に向かって前進されると、医療用コネクタ
９２の遠位の先端９２ａが、各レバーアーム１８５０の第２の端部の部分１８５０ｂの底
面１８５０ｄに接触することができる。医療用コネクタ９２が第２の端部１８１４に向か
ってさらに前進されると、図８６Ｂに矢印Ａ２によって示されるように、医療用コネクタ
９２の遠位端９２ａが、各レバーアーム１８５０の第２の端部の部分１８５０ｂの第２の
端部の部分を径方向外側の方向に押しやることができる。各レバーアーム１８５０は、シ
ャフト１８５２を中心に回転できるので、各レバーアーム１８５０の第２の端部の部分１
８５０ｂが径方向外側に押しやられると、図８６Ｂに示す矢印Ａ３によって示されるよう
に各レバーアーム１８５０の第１の端部の部分１８５０ａが回転し、径方向内側に移動で
きる。
【０２９７】
　各レバーアーム１８５０の第１の端部の部分１８５０ａを内側に押しやることによって
、底面１８５０ｃが、図８６Ｂに示す矢印Ａ３の方向に、チャンバ１８５４の外表面１８
５４ａに対して径方向内側の力を働かせることができる。レバーアーム１８５０およびチ
ャンバ１８５４は、第１の端部の部分１８５０ａがチャンバ１８５４に対して内側に絞ら
れたときのチャンバ１８５４の第１の端部の部分１８５０ａからの応力によって、チャン
バ１８５４、したがってバルブ部材１８１６が、ルアーコネクタ１８００の第２の端部１
８１４に向かって軸方向に移動するように構成できる。バルブ部材１８１６がルアーコネ
クタ１８００の第２の端部１８１４に向かって軸方向に移動すると、バルブ部材は、図８
６Ｂに示すように、流体または医薬品がバルブ部材１８１６を通って流れ、ルアー先端１
８２２の遠位端内の開口１８５６を通って出るように開放される。
【０２９８】
　螺旋バネから形成できる弾性部材１８１８は、図８６Ａおよび８６Ｂに示すように、端
部キャップ１８３０とチャンバ１８５４の間に配置できる。チャンバ１８５４の後部は、
それに隣接する弾性部材１８１８の端部がバルブ部材１８１６と実質的に同軸に整列され
たままになるように、図示のように環状の突起を画成でき、またはその他の方式で軸方向
および径方向に弾性部材１８１８の端部を支持するように構成できる。さらに、図示はさ
れないが、端部キャップ１８３０は、弾性部材１８１８の端部に径方向支持をもたらすよ
うに、環状の突起または窪みも備えることができ、あるいはその他の方式で構成でき、そ
れによって弾性部材１８１８が実質的に同軸に端部キャップ１８３０と整列したままにな
る。
【０２９９】
　図８６Ａおよび８６Ｂを参照すると、図８６Ａに示すように、弾性部材１８１８はバル
ブ部材１８１６を閉鎖位置に付勢するように構成できる。図８６Ｂに最も明白に示すよう
に、バルブ部材１８１６が開放された場合、弾性部材１８１８は端部キャップ１８３０と
チャンバ１８５４の後部との間で軸方向に圧縮できる。弾性部材１８１８は、バルブ部材
１８１６を閉鎖位置に向かって付勢するように、チャンバ１８５４およびバルブ部材１８
１６をルアーコネクタ１８００の第１の端部１８１２に向かって付勢することができる。
この構成では、医療用コネクタ９２がルアーコネクタ１８００から取り外されると、弾性
部材１８１８は、バルブ部材１８１６を閉鎖位置に向かって付勢することができ、第１の
端部の部分１８５０ａが径方向外側に回転するように、レバーアーム１８５０をシャフト
１８５２を中心に回転させるために付勢することもできる。
【０３００】
　チャンバ１８５４の内表面と端部キャップ１８３０の部分との間のシール１８６８は、
流体がチャンバ１８５４の内表面と端部キャップ１８３０の一部分の間の空間を通って漏
洩するのを防止できる。チャンバ１８５４は、バルブ部材１８１６と一体に形成でき、ま
たは個別に形成されてバルブ部材１８１６に接着され、融合され、またはその他の方式で
取り付けられる。本明細書に説明されたルアーコネクタ１８００の任意の構成要素は、本
明細書に開示された任意の適切な材料から形成でき、またはそのような構成要素に適した
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任意のその他の材料から形成できる。
【０３０１】
　化学療法中に使用される薬物を含むいくつかの薬物は、いくつかの用途で患者に有害で
ある可能性がある。たとえば、皮膚への露出は、場合によっては化学的火傷を生じるおそ
れがある。エアロゾル化された形のいくつかの薬物を吸入すると有害である可能性がある
。したがって、薬物の汚染を抑制することが強く望まれる。
【０３０２】
　いくつかの有害な可能性のある薬物が密封されたバイアルで配給されている。薬物は針
またはバイアルアダプタを挿入し、薬物を注射器に引き込むことによりバイアルから移動
される。針が使用される場合、針はバイアルから引き出され、薬物を投与することができ
る。しかし、針は薬物の残留物が針の外側に付着して引き出される可能性があり、または
バイアルアダプタが１以上の露出した面に薬物の残留物を含む可能性がある。この薬物は
、意図せずに皮膚と接触し、害を及ぼすおそれがある。あるいは、引き出し機構を有する
、バイアルを貫通するインジェクタが使用される場合、薬物は機構によって引かれ、バイ
アルから機構を引き出す別のステップを行わずに、注入のために注射器に直接的に通され
る。しかし、そのようなインジェクタが使用されても、薬物の注入に使用される針、バイ
アルが切り離された後の機構、または注射器が切り離されたのちの機構に潜在的な薬物が
まだ残っている可能性がある。
【０３０３】
　この文で明確には説明されていない、距離、構成要素の比率などの、図に示されおよび
／または説明された実施形態の任意の特徴も本開示の一部分を形成することが意図される
。さらに、これらの発明は様々な実施形態、特徴、態様、および例の文脈で開示されてき
たが、本発明は具体的に開示された実施形態を超えて、その他の代替の実施形態および／
または発明の用途、ならびにその明らかな修正形態および等価物に拡大することが、当業
者によって理解されるであろう。したがって、開示された実施形態の様々な特徴および態
様が、開示された発明の様々な形態を行うために、互いに結び付けられ、または代わりに
用いられることができることを理解すべきである。さらに、本明細書に開示された構成要
素または構成要素の組合せは、医療用コネクタの構成の他の構造に使用することができる
。したがって、本明細書に開示された本発明の範囲は、上述した特定の開示された実施形
態によって限定されるべきではないことが意図される。
【０３０４】
　本明細書に全体を通じて使用されるように、用語「第１の端部」および「第２の端部」
は、バルブの雌側または雄側、あるいは両方に適用される便宜上の標識である。その標識
は、本明細書では互換的に使用される。例として、２つの医療用コネクタの切り離しを防
止または阻止するための本明細書に開示された実施形態の各構造は、雄側または雌側（ま
たは両方）に使用できる。「雌」または「雄」を伴う「第１」または「第２」の任意の特
定の使用は、そのような目的で制限されるべきではない。
【０３０５】
　本願に係る発明は、下記の実施形態も含む。
[実施形態１]
　剛性のハウジングと、
　雌コネクタと係合可能に構成された剛性の管状の雄部材を備え、前記ハウジングの第１
の端部に配置された第１の端部の部分と、
　剛性の管状の雌部材を備え、前記ハウジングの第２の端部に配置された第２の端部の部
分と、を備え、
　前記雌部材が、少なくとも第１の配置であって、前記雌部材が、雄コネクタが前記雌部
材に対して第１の方向または第２の方向に実質的に阻止されずに回転することが可能にな
るように構成され、前記第１の方向が、前記雄コネクタが前記雌部材に螺合可能に係合す
ることを可能にする方向として定義され、前記第２の方向が、前記雄コネクタが前記雌部
材に螺合可能に係合解除することを可能にする方向として定義される第１の配置と、前記
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雌部材が、前記雄コネクタが前記雌部材に対して前記第１の方向または前記第２の方向に
回転するのを防止、または阻止するように構成された第２の配置とを定義するように構成
され、
　前記雄コネクタが前記雌部材と実質的に完全に係合された点を越えて、前記雄コネクタ
が前記第１の方向にさらに回転された場合に、前記雌部材が前記第１の配置から前記第２
の配置に変わるようにさらに構成されるルアーコネクタ。
[実施形態２]
　前記雌部材が、前記第１または第２の配置にある前記ハウジングに対して回転するのを
実質的に防止されるように前記ハウジングによって支持された内側の部材と、前記内側の
部材によって支持され、前記雄コネクタによって螺合可能に係合するように構成された外
側の部材とを備え、
　前記第１の配置では、前記外側の部材が前記内側の部材に対して回転するのを実質的に
防止され、
　前記第２の配置では、前記外側の部材が前記内側の部材に対して前記第１の方向または
前記第２の方向に回転するのを実質的に可能にされる、実施形態１に記載のルアーコネク
タ。
[実施形態３]
　前記内側の部材または前記外側の部材が少なくとも１つの突起を備え、
　前記内側の部材および前記外側の部材が、
　前記第１の構成では、前記突起は、前記外側の部材が前記内側の部材に対して回転する
のを防止するように、
　前記第２の構成では、前記突起は、前記外側の部材が前記内側の部材に対して回転する
のを防止しないように構成される、実施形態２に記載のルアーコネクタ。
[実施形態４]
　前記外側の部材が少なくとも１つの突起を備え、前記内側の部材が前記少なくとも１つ
の突起を受けるように構成された少なくとも１つのチャネルを備え、
　前記雄コネクタが前記雌部材と実質的に完全に係合された点を越えて前記第１の方向に
回転された場合、各突起が切断するように構成されている、実施形態２に記載のルアーコ
ネクタ。
[実施形態５]
　前記内側の部材が少なくとも１つの突起を備え、前記外側の部材が前記少なくとも１つ
の突起を受けるように構成された少なくとも１つのチャネルを備え、
　前記雄コネクタが前記雌部材と実質的に完全に係合された点を越えて前記第１の方向に
回転された場合、各突起が切断するように構成されている、実施形態２に記載のルアーコ
ネクタ。
[実施形態６]
　前記外側の部材が少なくとも１つの突起を備え、前記内側の部材が前記少なくとも１つ
の突起を受けるように構成された少なくとも１つのチャネルを備え、
　約４インチ－ポンド（４６．１×１０－３ｍ・ｋｇ）以上のトルクが前記ルアーコネク
タに対して前記雄コネクタに加えられた場合、各突起が切断するように構成されている、
実施形態２に記載のルアーコネクタ。
[実施形態７]
　前記内側の部材が少なくとも１つの突起を備え、前記外側の部材が前記少なくとも１つ
の突起を受けるように構成された少なくとも１つのチャネルを備え、　約４インチ－ポン
ド（４６．１×１０－３ｍ・ｋｇ）以上のトルクが前記ルアーコネクタに対して前記雄コ
ネクタに加えられた場合、各突起が切断するように構成されている、実施形態２に記載の
ルアーコネクタ。
[実施形態８]
　約４インチ－ポンド（４６．１×１０－３ｍ・ｋｇ）以上のトルクが前記ルアーコネク
タに対して前記雄コネクタに加えられた場合、前記雌部材が前記第１の配置から前記第２
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の配置に変わるようにさらに構成された、実施形態１に記載のルアーコネクタ。
[実施形態９]
　約３インチ－ポンド（３４．６×１０－３ｍ・ｋｇ）以上のトルクが前記ルアーコネク
タに対して前記雄コネクタに加えられた場合、前記雌部材が前記第１の配置から前記第２
の配置に変わるようにさらに構成された、実施形態１に記載のルアーコネクタ。
[実施形態１０]
　約５インチ－ポンド（５７．６×１０－３ｍ・ｋｇ）以上のトルクが前記ルアーコネク
タに対して前記雄コネクタに加えられた場合、前記雌部材が前記第１の配置から前記第２
の配置に変わるように構成された、実施形態１に記載のルアーコネクタ。
[実施形態１１]
　前記ルアーコネクタが、剛性のプラスチック、ポリカーボネート、ガラス繊維入りプラ
スチック、金属、および金属合金からなる群から選択された少なくとも１つの材料を備え
る、実施形態１に記載のルアーコネクタ。
[実施形態１２]
　前記第１の端部にあるテーパを付けられた内面を備える雄ルアー先端をさらに備える、
実施形態１に記載のルアーコネクタ。
[実施形態１３]
　前記ルアーコネクタを通る流体の流動を変えるように構成されたバルブ部材をさらに備
える、実施形態１に記載のルアーコネクタ。
[実施形態１４]
　前記バルブ部材が剛性である、実施形態１に記載のルアーコネクタ。
[実施形態１５]
　前記バルブ部材が、前記ハウジングを貫通して少なくとも部分的に延出し、
　第１の開放した端部、および第２の閉鎖した端部と、
　前記バルブ部材内の通路と、
　前記ハウジングの前記テーパを付けられた内面と接触して配置された場合に、前記ハウ
ジングの前記第２の端部の中空のボアを密封するようになされた前記第２の端部付近の外
側に延出するフランジと、
　前記バルブ部材を貫通して前記通路から外側に延出する、前記バルブ部材の前記閉鎖端
の付近の少なくとも１つの開口と、
　前記バルブ部材に連結され、前記バルブ部材の前記第２の端部に向かって延出する少な
くとも１つのストラットであって、前記バルブ部材の中心軸に実質的に平行に延出し、前
記第２の閉鎖端で終端する前記バルブ部材の狭い区間を少なくとも部分的に囲む少なくと
も１つのストラットと、
　前記バルブ部材と前記ハウジングを連結するように構成された保持部材と、
　前記ハウジング内に配置され、前記ハウジングの前記雄ルアー先端の内側と前記ハウジ
ングの前記第１の端部の間の前記ハウジングの前記中空のボアを通る流体連通を阻止する
ように構成された密封要素と、を備える、実施形態１に記載のルアーコネクタ。
[実施形態１６]
　第１の端部の部分および第２の端部の部分を有する剛性のハウジングと、
　前記ハウジングの前記第１の端部の部分に配置された実質的に管状の雄部材であって、
雌コネクタと係合可能なように構成された雄部材と、
　前記ハウジングの前記第２の端部の部分に配置された実質的に管状の雌部材であって、
少なくとも１つの係合面を含む第１の円筒形の表面を画成する第１の部材と、少なくとも
１つの係合面を含む第２の円筒形の表面を画成する第２の部材と、を備えた雌部材と、を
備え、
　前記第１の円筒形の表面が前記第２の円筒形の表面と全体的に同軸に整列し、それに隣
接し、前記第２の部材が前記ハウジングに対して回転するのを実質的に防止されるように
前記ハウジングによって支持され、前記第１の部材が内側の部材によって支持され、雄コ
ネクタによって螺合式に係合するように構成され、
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　前記第１の部材の前記係合面が、前記第１の部材が前記第２の部材に対して回転するの
を実質的に防止するように前記第２の部材の前記係合面と相互作用するように構成され、
　所定量の手動のトルクが、前記第２の部材に対して前記第１の部材に加えられた場合に
、前記第１の部材の前記係合面、または前記第２の部材の前記係合面が実質的に切断する
ように構成され、それによって前記第１の部材が前記第２の部材に対して実質的に自由に
回転することができるようにするルアーコネクタ。
[実施形態１７]
　前記第１の部材の前記係合面が、前記第１の面から外側に突出するように構成された、
実施形態１６に記載のルアーコネクタ。
[実施形態１８]
　前記第１の部材の前記係合面が、テーパを付けられた前方の縁部をさらに含む、実施形
態１７に記載のルアーコネクタ。
[実施形態１９]
　前記第２の部材の前記係合面が、前記第２の面から外側に突出するように構成された、
実施形態１６に記載のルアーコネクタ。
[実施形態２０]
　前記第１の部材の前記係合面が、テーパを付けられた前方の縁部をさらに含む、実施形
態１９に記載のルアーコネクタ。
[実施形態２１]
　雄コネクタを備えるルアーコネクタを有する第１の医療用具に係合する方法であって、
　剛性のハウジングと、前記ハウジングの第１の端部に配置された第１の端部の部分と、
前記ハウジングの第２の端部に配置された第２の端部の部分と、前記ルアーコネクタを貫
通する長手方向の開口と、を備えるルアーコネクタを提供するステップであって、前記第
１の端部の部分が、雌コネクタと連結可能なように構成された剛性の管状の雄部材を備え
、前記第２の端部の部分が前記雄コネクタと連結可能なように構成された剛性の管状の雌
部材を備え、前記ルアーコネクタが、前記雌部材が前記ハウジングに対して回転するのを
実質的に防止するように、前記雌部材に係合するように構成されたロック要素を備え、前
記ロック要素が、閾値のトルクが前記ハウジングに対して第１の方向に前記雌部材に加え
られる場合に、前記雌部材が前記ハウジングに対して実質的に自由に回転するように、前
記雌部材を係合解除するように構成され、前記第１の方向が、前記雄コネクタを実質的に
前記雌部材に係合させる方向として定義されるステップと、
　前記雄コネクタを前記雌部材に対して軸方向に整列させるステップと、
　前記ハウジングに対して前記雌部材に、前記閾値のトルクに少なくとも等しいトルクを
加えるように、前記雄コネクタを前記雌部材に対して前記第１の方向に捻じるステップで
あって、それによって前記雄コネクタを前記雌部材に完全に係合させ、前記ロック要素を
前記雌部材から係合解除させるステップと、を含む方法。
[実施形態２２]
　医療用具をコネクタに係合する方法であって、
　医療用具の第１の端部をコネクタの第１の端部に連結するステップであって、前記コネ
クタが、前記医療用具の前記第１の端部に螺合式に係合するように構成された第１の端部
を備える剛性のハウジングを備え、少なくとも１つの係合面を備える第１の部分と、前記
第１の部分と同軸に整列され少なくとも１つの係合面を備える第２の部分と、を備え、前
記第１および第２の部分が、前記第１および第２の部分の前記それぞれの係合面が協働し
て、前記第１および第２の部分が互いに対して回転するのを防止または阻止する第１の固
定された位置と、前記第１および第２の部分が互いに対して回転できる第２の実質的に阻
止されない位置とになるように構成されるステップと、
　前記医療用具と前記コネクタが実質的に完全に螺合式に係合する点に達するまで、前記
コネクタの前記第１の端部を過ぎて前記医療用具の前記第１の端部を螺合式に前進させる
ために前記コネクタに対して前記医療用具を捻じるステップと、
　前記医療用具を前記コネクタから係合解除させることなく、前記第１の部分が前記第２
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の部分に対して回転可能にするために、前記第１および第２の部分の前記協働する係合面
を係合解除するために、前記医療用具を前記コネクタに対して前記前進する方向に前記実
質的に完全に螺合式に係合する点を越えてさらに捻じるステップと、を含む方法。
【符号の説明】
【０３０６】
９　ＩＶバッグ、１０　雄ルアーコネクタ、１１　ポールスタンド、１２　第１の端部、
１３　配管、１４　第２の端部、１５　腕、１６　バルブ部材、１７　カテーテル、１８
　弾性部材、１９　医療配管、２０　シールリング，密封部分、２１　雌医療用コネクタ
、２２　ルアー先端、２３　ハウジング、２４　シュラウド、２５　基部、２６　雌ネジ
、２７　第２の端部、２８　軸方向通路，管腔、２９　シュラウドの縁部、３０　突起し
た部分，シェルフ、３１　窪み、３２　中間の部分、３３　側壁、３４　上方ハウジング
、３５　穴、３６　矩形の開口、３７　窪み、３８　間隙、３９　シェルフ、４０　配管
、４１　シェルフ、４２　ストラット、４３　突起、４４　突起、４５　壁区画ａ、ｂ、
４６　チャネル、４７　コーナ、４８　チャネル、４９　突起したタブ、５０　通路、５
２　穴、５２　流体通路、５６　第２の端部、５８　フランジ区画、６０　リング、６２
　小さなリング、６４　伸縮性部材、６６　ボア、６７　中間部分、６８　突起、６９　
リング、７０　シリコーンベースの変形可能な材料、７２　本体、７４　流体通路、７６
　先端、７８　表面、８０　内表面、９２　雌コネクタ、９２　医療用コネクタ、１５０
　突起したタブ、１５０　ネジ山を付けられた表面、１５４　ネジ山を付けられたシュラ
ウド、１７０　第２の部分、１８０　第１の端部、１８４　第２の端部，雄ルアー端部、
２１０　閉鎖可能な雌ルアーコネクタ、２１１　螺合式に係合する領域，ネジ山を付けら
れた領域、２１２　空間、２１３　外側ハウジング、２１４　密封要素、２１５　穴、２
１６　流体導管、２１７　近位の面、２１８　流体通路、２１９　第２の端部、２５０　
注射器、２５２　雄ルアーコネクタ、２５４　シュラウド、２５６　注射器ルアー先端、
２５８　プランジャ、２６０　リザーバ、２６２　コンビニエントフィンガアンカー、２
６４　突起したタブ、２６６　ハウジング、２７０　シースを備える針、３００　回転可
能なコネクタ、３１０　ハウジング、３１２　ルアー先端、３１４　面、３１６　ルアー
受け、３１８　係合部分、３２０　操作部分、３２２　内部通路、３２４　閉鎖部分、３
３０　密封要素、３４０　突起した部分、３４２　凹み部、３５０　開口、３６０　注射
器、３６２　雄ルアーコネクタ、３６４　ルアー先端、３６８　雌ネジ、３７０　流体リ
ザーバ、３７２　フィンガアンカー、３７４　プランジャ、３８０　シュラウド、４００
　雄ルアーコネクタ、４０２　連続的にテーパを付けられた内部通路、４０４　ハウジン
グ、４０６　ルアー受け、４０８　シール、４１０　開口、４１２　閉鎖部分、４１４　
ルアー受け、４１６　ルアー先端、４１８　操作部分、４２０　シュラウド、４２２　雌
ネジ、４２４　突起した部分、４２６　凹み部、４２８　内部通路、４３０　密封要素、
４４８　開口、４５０　雌コネクタ、４５１　ネジ山を付けられた領域、４５４　圧縮可
能なシール、４５５　穴、４５６　固定流体導管、５００　閉鎖可能な雄ルアーコネクタ
、５１０　ハウジング、５１２　操作部分、５１４　シール、５１６　ウイング、５１８
　ルアー受け、５２０　内側通路、６００　閉鎖可能な雄ルアーコネクタ、６１０　ハウ
ジング、６１２　ルアー先端、６１４　密封要素、６１６　操作部分、６２０　シュラウ
ド、６２２　雌ネジ、６３０　ウイング、６４０　内側通路、６５０　突起した部分、６
５２　凹み部、７００　密閉可能な雄ルアーコネクタ、７２５　閉鎖可能な雄ルアーアセ
ンブリ、７５０　密閉可能な雄ルアーコネクタ、７５２　内側通路、７５４　ルアー受け
、７５６　係合部分、７６０　可撓性のセグメント、８００　雄ルアーアセンブリ、８２
５　閉鎖可能な雄ルアーコネクタ、８５０　雌ルアーコネクタ、８６０　連結部材、９０
０　閉鎖可能な雄ルアーコネクタ、９０２　雄端部、９０４　雌端部、９０６　外側ハウ
ジング、９０８　シュラウド、９１０　弾性部材、９１２　バルブ部材、９１４　密封部
分、９１６　内側流体通路、９１８　領域、９２０　領域、９２１　ストラット、９２２
　領域、９２４　領域、９２６　開口、９２７ｂ　側方の側面、９２８　領域、９３２　
内側の導管、９３３ｃ　覆い、９３４　基部、９３５ｃ　前方の表面、９３６　中間部分
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、９３７ｃ　側壁、９３８　内側の導管、９３９ｃ　導管、９４０　密封要素、９４１ｃ
　内側ショルダ、９４２　医療用具注射器，医療用具、９４４　雄部分、９４８　開口、
９５６　プライミングキャップ、９５８　フィルタ、９６０　壁、９６２　雌端部、９６
３ｅ　ポペット、９６４　出口ボア、９６９ｅ　第２の端部、９７１ｃ　前方端部、１０
００　閉鎖可能な雄ルアーコネクタ、１０１２　第１の端部、１０１４　第２の端部、１
０１６　バルブ部材、１０１８　弾性部材、１０１９　突起、１０２０　シールリング、
１０２１　穴、１０２２　雄ルアー先端、１０２３　ハウジング、１０２４　シュラウド
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られた表面、１３０８　突起またはタブ、１３０９　窪みまたはチャネル、１３１０　内
面、１３１２　連結された構成要素、１３１４ｂ　側面、１３１４　環状の突起、１４０
０　ルアーコネクタ、１４１２　第１の端部、１４１６　バルブ部材、１４１８　弾性部
材、１４２０　チャンバ、１４２３　ハウジング、１４３０　端部キャップ、１４５０　
ストラット、１５１８　弾性部材、１５２０　チャンバ、１５２３　ハウジング、１６０
０　ルアーコネクタ、１６１２　第１の端部、１６１６　バルブ部材、１６１８　弾性部
材、１６１８ａ　第１の部分、１６１８ｂ　第２の部分、１６２０　チャンバ、１６２３
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ネクタ、１７１２　第１の端部、１７１４　第２の端部、１７１６　バルブ部材、１７１
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１７２４　第１の開口、１７２５　環状の突起、１７２６　雌ネジ、１７３０　端部キャ
ップ、１７３０ａ　内側の端面、１７５０　バルブストラット、１７５０ａ　端面、１７
５２　内壁、１７５６　通路、１８００　ルアーコネクタ、１８１４　第２の端部、１８
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１８５４　チャンバ、１８５４ａ　外表面、１８６８　シール
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