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(57)【要約】
　本発明は、ハウジング（１０；４１０）と、ハウジン
グ（１０；４１０）内に位置し、ハウジング（１０；４
１０）に軸方向に拘束され、用量設定中および用量投薬
中にハウジング（１０；４１０）に対して回転可能であ
る用量インジケータ（９０；４８０）とを含む携帯式注
射デバイスに関する。用量インジケータ（９０；４８０
）は、投薬中のみ第１の径方向に、また、デバイスがそ
の最小用量（ゼロ）位置に到達したとき、第２の反対の
径方向に変位される、可撓性クリッカアーム（９５；４
８２）を含むことができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　注射デバイスであって、
　ハウジング（１０；４１０）と、
　該ハウジング（１０；４１０）内に位置し、これに軸方向に拘束され、用量設定中およ
び用量投薬中にハウジング（１０；４１０）に対して回転可能である用量インジケータ（
９０；４８０）とを含み、
　第１の要素（４５）および第２の要素（８１）をさらに含み、ここで、用量インジケー
タ（９０；４８０）は、投薬中のみ、前記第１の要素（４５；４０；５００）によって第
１の径方向に、また、該デバイスがその最小用量（ゼロ）位置に到達したとき、前記第２
の要素（８１；８０；４９０）によって第２の反対の径方向に変位される、可撓性のクリ
ッカアーム（９５；４８２）を含むことを特徴とする、前記注射デバイス。
【請求項２】
　ハウジング（１０；４１０）と用量インジケータ（９０；４８０）の間に少なくとも部
分的に配置され、ハウジング（１０；４１０）内で、および用量インジケータ（９０；４
８０）とねじ係合して軸方向に案内され、それにより、用量インジケータ（９０；４８０
）の回転が、ゲージ要素（８０；４９０）の軸方向変位を引き起こす、ゲージ要素（８０
；４９０）と、
　ハウジング（１０；４１０）内で用量設定位置と用量投薬位置の間で軸方向に可動であ
る駆動部材（４０；５００）とをさらに含み、
　ここで、可撓性のクリッカアーム（９５；４８２）は、駆動部材（４０；５００）のフ
ランジ（４５）または突起部によって第１の径方向に、また、用量投薬中のみ、デバイス
がその最小用量（ゼロ）位置に到達したときに、ゲージ要素（８０；４９０）の径方向内
側に突出するセクション（８１）によって第２の反対の径方向に変位可能である、請求項
１に記載の注射デバイス。
【請求項３】
　ゲージ要素（８０；４９０）の径方向内側に突出するセクション（８１）は、用量イン
ジケータ（９０；４８０）およびゲージ要素（８０；４９０）の相対回転の際、可撓性ク
リッカアーム（９５；４８２）を通り過ぎる、請求項２に記載の注射デバイス。
【請求項４】
　駆動部材（４０；５００）のフランジ（４５）または突起部は、駆動部材（４０；５０
０）がその用量投薬位置にある場合にのみ可撓性クリッカアーム（９５；４８２）を変位
させる、請求項２または３に記載の注射デバイス。
【請求項５】
　さらに、用量設定中および／または用量投薬中、可聴および／または触覚的な第１のフ
ィードバックを生み出す少なくとも１つの追加のクリッカ（６１、９３）を含み、その第
１のフィードバックは、用量投薬中のみ、デバイスがその最小用量（ゼロ）位置に到達す
るときに、可撓性クリッカアーム（９５；４８２）によって生み出される可聴および／ま
たは触覚的な第２のフィードバックとは別のものである、請求項１～４のいずれか１項に
記載の注射デバイス。
【請求項６】
　駆動部材（４０；５００）は、その近位の用量設定位置において、ハウジング（１０；
４１０）に回転方向で拘束され、その遠位の用量投薬位置においてハウジング（１０；４
１０）から回転方向でデカップリングされ、および／またはデバイスは、駆動部材（４０
；５００）と用量インジケータ（９０；４８０）の間に配置されたクラッチ（１００；４
８３、５０５）をさらに含み、ここで該クラッチは、用量設定中、駆動部材（４０；５０
０）および用量インジケータ（９０；４８０）の相対回転を可能にし、用量投薬中、駆動
部材（４０；５００）および用量インジケータ（９０；４８０）を回転方向で拘束する、
請求項２～５のいずれか１項に記載の注射デバイス。
【請求項７】
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　第１のマーキングを有する対照要素が、提供され、ゲージ要素（８０；４９０）の少な
くとも一領域（８５）には第２のマーキングが備えられ、このとき第１のマーキングおよ
び／または第２のマーキングは、ハウジング（１０；４１０）内のゲージ要素（８０；４
９０）の軸方向位置に応じて、ハウジング（１０；４１０）内の第１の窓（１２ａ）また
は開口を通して見ることができる、請求項２～６のいずれか１項に記載の注射デバイス。
【請求項８】
　対照要素は、ハウジング（１０；４１０）または用量インジケータ（９０；４８０）と
一体である、請求項７に記載の注射デバイス。
【請求項９】
　ハウジング（１０；４１０）は、第２の開口（１２ｂ）または窓を有し、ゲージ要素（
８０；４９０）は、ハウジング（１０；４１０）の第２の開口（１２ｂ）または窓に対し
て位置する第３の開口（８４）または窓を有し、それにより、用量インジケータ（９０；
４８０）の少なくとも一部が、第２および第３の開口（１２ｂ、８４）または窓を通して
見ることができる、請求項７または８に記載の注射デバイス。
【請求項１０】
　カートリッジ（１３０）を受け入れるためのカートリッジホルダ（２０；４１３）をさ
らに含み、ここで、ゲージ要素（８０；４９０）は、用量設定中、その軸方向位置の少な
くとも１つにあるゲージ要素（８０；４９０）が、カートリッジ（１３０）の少なくとも
一部を覆うようにハウジング（１０；４１０）内で案内される、請求項２～９のいずれか
１項に記載の注射デバイス。
【請求項１１】
　用量を注射デバイスから押し出すのに必要な力をもたらすように適用された弾性部材（
７０；５１０）をさらに含む、請求項１～１０のいずれか１項に記載の注射デバイス。
【請求項１２】
　用量設定中に回転せず、用量投薬中に回転するピストンロッド（３０；５３０）をさら
に含む、請求項１～１１のいずれか１項に記載の注射デバイス。
【請求項１３】
　最大設定可能用量および最小設定可能用量を定めるリミッタ機構（８３、９３；８２、
９４；４８０、４９０）をさらに含み、該リミッタ機構は、最小用量（ゼロ）位置に当接
する、用量インジケータ（９０；４８０）上の第１の回転式止め具（９３）、およびゲー
ジ要素（８０；４９０）上の第１の逆止め具（８３）と、最大用量位置に当接する、用量
インジケータ（９０；４８０）上の第２の回転式止め具（９４）およびゲージ要素（８０
；４９０）の第２の逆止め具（８２）とを含む、請求項２～１２のいずれか１項に記載の
注射デバイス。
【請求項１４】
　カートリッジ（１３０）内に残された液体の量を超える用量の設定を防止するための最
終用量保護機構（４０、５０、９０；４４０、４５０、４６０）をさらに含み、該最終保
護機構は、駆動部材（４０）と用量インジケータ（９０）の間、またはダイヤル部材（４
４０）とクリッカスリーブ（４６０）の間に間置されて配置され、ハウジング（４１０）
に回転方向で拘束されるナット部材（５０；４５０）を含む、請求項１～１３のいずれか
１項に記載の注射デバイス。
【請求項１５】
　薬剤を含むカートリッジ（１３０）をさらに含む、請求項１～１４のいずれか１項に記
載の注射デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯式注射デバイス、すなわち薬剤のいくつかのユーザ可変用量を選択し、
投薬するための薬物送達デバイスを対象とする。
【背景技術】
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【０００２】
　ペンタイプの薬物送達デバイスが、正式な医療訓練を受けていない人による定期的な注
射が生じる場合に適用される。これは、糖尿病を有する患者の間でますます一般的になっ
ており、この場合、自己治療によって、そのような患者が自身の病の効果的な管理を行う
ことが可能になる。実際、そのような薬物送達デバイスは、ユーザが、薬剤のいくつかの
ユーザ可変用量を個々に選択し投薬することを可能にする。本発明は、設定用量を増大ま
たは低減する可能性がなく、所定の用量の投薬のみを可能にする、いわゆる固定された用
量デバイスは対象としない。
【０００３】
　薬物送達デバイスには基本的に２つのタイプ：すなわち、再設定可能なデバイス（すな
わち再利用可能）および再設定不能なデバイス（すなわち使い捨て）が存在する。たとえ
ば、使い捨てのペン送達デバイスは、自給式デバイスとして供給される。そのような自給
式デバイスは、着脱可能な充填済みカートリッジを有さない。そうではなく、この充填済
みカートリッジは、装置自体を破壊せずにはこれらの装置から取り外され交換されない。
その結果、そのような使い捨てのデバイスは、再設定可能な用量設定機構を有する必要は
ない。本発明は、両方のタイプのデバイスに、すなわち使い捨てデバイスだけでなく再利
用可能なデバイスに適用可能である。
【０００４】
　薬物送達デバイスのタイプの別の違いは、ドライブ機構を指す：すなわち、手動で駆動
される、たとえばユーザが注射ボタンに力をかけることによって駆動されるデバイス、ば
ねなどによって駆動されるデバイス、およびこれらの２つの概念、すなわちユーザが注射
力を及ぼすことを依然として必要とするばね支援デバイスが存在する。ばねタイプのデバ
イスは、予負荷がかけられたばね、および用量選択中にユーザによって負荷がかけられる
ばねを伴う。一部のエネルギー蓄積（stored-energy device）デバイスは、予負荷がかけ
られたばねと、たとえば用量設定中に、ユーザによってもたらされた追加のエネルギーの
組合せを使用する。一般的には、本発明は、すべてのこれらのタイプのデバイスに、すな
わち駆動ばねを有する、または有さないデバイスに適用可能である。
【０００５】
　これらのタイプのペン送達デバイス（これらはしばしば拡大された万年筆に似ているた
めそのように名付けられる）は、一般的には、３つの主要な要素：すなわち、ハウジング
またはホルダ内に含まれることが多いカートリッジを含むカートリッジセクションと、カ
ートリッジセクションの一方の端部に連結されたニードルアセンブリと、カートリッジセ
クションの他方の端部に連結された投薬（dosing）セクションとからなる。（しばしばア
ンプルとも称される）カートリッジは、通常、医薬品（たとえばインスリン）が充填され
たリザーバと、カートリッジリザーバの一方の端部に配置された可動のゴムタイプの栓ま
たはストッパと、他方の、しばしば狭くなった端部に配置された穿孔可能なゴム封止部を
有する上部とを含む。圧着式の環状金属バンドが、通常、ゴム封止部を適所に保持するた
めに使用される。カートリッジハウジングは、通常、プラスチックから作られるが、カー
トリッジリザーバ（reservoir）は、従来、ガラスから作られている。
【０００６】
　ニードルアセンブリは、通常、交換可能な両頭型ニードルアセンブリである。注射の前
、交換可能な両頭型ニードルアセンブリが、カートリッジアセンブリの一方の端部に装着
され、用量が設定され、次いで、設定用量が投与される。そのような着脱式ニードルアセ
ンブリは、カートリッジアセンブリの穿孔可能な封止端部上にねじ込まれ、または押し込
まれる（すなわちスナップ留めされる）。
【０００７】
　投薬セクションまたは用量設定機構は、通常、用量を設定（選択）するために使用され
る、ペンデバイスの部分である。注射中、用量設定機構内に含まれたスピンドルまたはピ
ストンロッドが、カートリッジの栓またはストッパを押し付ける。この力により、カート
リッジ内に含まれた医薬品は装着されたニードルアセンブリを通して注射される。注射後
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、ほとんどの薬物送達デバイスおよび／またはニードルアセンブリの製造者および供給者
によって一般的に推奨されるように、ニードルアセンブリは取り外され、破棄される。
【０００８】
　本発明による、薬剤のいくつかのユーザ可変用量を選択し投薬するための使い捨ての薬
物送達デバイスは、典型的には、ハウジングと、カートリッジを受け入れるためのカート
リッジホルダと、送りねじまたはピストンロッドと、用量投薬中、ピストンロッドを駆動
するための手段とを含む。そのような使い捨ての薬物送達デバイスは、特許文献１から知
られており、ここでは、カートリッジホルダは、デバイスハウジングに剛性に装着される
。カートリッジ栓上で作用するピストンロッドは、用量投薬中、ドライバによって前進さ
れる。カートリッジ内の残存する用量が、栓およびピストンロッドの遠位端部のカートリ
ッジ内の位置によってユーザに表示される。特に視覚障害があるユーザは、カートリッジ
内の残存用量を特定するのに困難を感じることがある。
【０００９】
　特許文献２は、ハウジングと、弾性部材と、ハウジング内に位置する用量インジケータ
バレルに動作可能に連結された用量設定部材とを含む注射デバイスを開示している。弾性
部材は、注射デバイスの軸方向の力を提供するように適用されたつる巻ばねであり、この
力は、用量を注射デバイスから押し出すために必要である。用量設定部材および用量イン
ジケータバレルは、互いに対して可動であり、注射デバイスから押し出される用量を設定
するために共働する。用量インジケータバレルは、ハウジングのねじ付部分と係合する。
用量インジケータバレルは、用量設定中、ハウジング内でおよびハウジングに対して、組
み合わされた回転および並進運動の動きを受けるように適用される。用量インジケータバ
レルの組み合わされた回転および並進運動の動きは、ハウジングとのそのねじ付インター
フェースによって引き起こされる。一般的に、用量設定中の用量インジケータバレルの並
進運動の動きの結果、インジケータバレルは、設定用量の量に応じてハウジングから突出
し、または、バレルが、設定用量とは独立的にハウジング内で覆われることが好ましい場
合、比較的長いハウジングを必要とする。
【００１０】
　特許文献３は、ハウジングと、回転可能な用量設定部材と、動力リザーバと、解放部材
と、ピストンロッドと、回転可能に配置された駆動部材とを含む注射デバイスを開示して
いる。駆動部材は、２つの異なる軸方向位置、つまり用量設置部材がその用量設定位置に
あるときの第１の（用量設定）位置と、用量設定部材がその注射位置にあるときの第２の
（注射）位置とに位置することができる。さらに、用量設定部材は、用量設定および注射
それぞれのための２つの異なる軸方向位置に位置することができる。駆動部材は、ピスト
ンロッドに対して軸方向に動くことが可能にされるが、駆動部材の軸方向運動は、駆動部
材がピストンロッドを引きずり、その結果、用量の不正確性を生じさせることがあるとい
うリスクを負う。
【００１１】
　特許文献４は、請求項１のプレアンブルによる注射デバイスを開示している。この注射
デバイスは、ハウジングと、注射される所望の用量を設定するように作動可能である用量
設定部材と、設定用量をアンプルから注射するようにピストンと共働するように適用され
たピストンロッドと、設定用量が注射されるようにピストンロッドを作動させるように適
用された用量送達機構とを含む。用量送達機構は、さらに、設定用量が少なくともほぼ注
射されたときの設定用量の注射の終了時にだけ、ユーザに対して非視覚的なフィードバッ
ク信号を提供するように適用される。注射デバイスの第１および第２の部材は、互いに対
して相対回転の動きを実行するように適用される。相対回転の動きは、注射デバイスの少
なくとも２つの部材を当接または係合させ、この当接または係合は、非視覚的フィードバ
ック信号を生成させる。そのような機構の欠点は、フィードバック信号はまた、設定用量
を取り消したとき、すなわち用量設定部材を、薬剤を投薬せずにダイヤルしてゼロ単位ま
で下げたときにも生成されることである。
【００１２】
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　さらに、特許文献５は、用量を注射デバイスから押し出すのに必要な力が、手動で、す
なわちばねなどの助け無しで確立される場合の注射デバイスを説明している。このデバイ
スは、ハウジングと、注射液体を容器から押し出すための第１の構成要素と、第１の構成
要素とねじ係合する投薬構成要素とを有する。投薬構成要素は、所望の注射の投薬を選択
する目的で、第１の構成要素と一緒にハウジングに対して回転することができる。さらに
、投薬構成要素は、窓スリーブとねじ係合しており、この窓スリーブは、投薬構成要素の
回転時に、ハウジング内でおよび投薬構成要素に対して軸方向に動く。窓スリーブは、ハ
ウジングのスロット内で軸方向に案内され、ここで、窓スリーブの長さは、スロットが、
窓スリーブによって閉じられた窓スリーブの任意の位置にあるようなものである。投薬構
成要素上に設けられた数字スケールが、この窓スリーブ内の開口を通して見ることができ
る。ノブが設けられ、このノブは、用量設定中に回転され、それと同時に、窓スリーブが
用量設定中に並進運動してハウジングの外に出るとき、ハウジングから離れるように軸方
向に動かされる。したがって、投薬構成要素は、用量設定中、並進運動の動きを実行しな
いが、用量が設定されるとき、構成要素（ノブおよび窓スリーブ）は依然としてハウジン
グから突出する。視覚的フィードバック信号のみが、設定用量の注射の終了時にユーザに
提供される。
【００１３】
　特許文献６は、バー部分の遠位端部および案内ショルダと相互作用する従動歯止めの形
態の注射クリッカの端部を開示している。この歯止めは、第１の径方向および反対の第２
の方向にはアクティブに変位されない。
【００１４】
　特許文献７は、注射中、歯を乗り越えるラチェットアームによって生成された注射クリ
ック信号を特色とするデバイスを開示している。この特許文献は、注射の明確な終了の信
号は開示していない。
【００１５】
　特許文献８では、用量注射中、歯を乗り越えるクリックフィンガが、説明されている。
用量注射の終了時に、先端部は、別の歯より大きい歯を乗り越え、それにより、生成され
たクリック信号は、可聴に区別される。クリックフィンガは、第１の径方向および第２の
反対の径方向にアクティブに変位されない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１６】
【特許文献１】国際公開第２００４／０７８２４１　Ａ１号
【特許文献２】欧州特許第１８０４８５８　Ｂ１号
【特許文献３】米国特許第８，０９６，９７８　Ｂ２号
【特許文献４】国際公開第２００６／０７９４８１　Ａ１号
【特許文献５】国際公開第２００８／１４５１７１　Ａ１号
【特許文献６】国際公開第２００５／０９７２４０　Ａ１号
【特許文献７】国際公開第２０１１／０６８５３１　Ａ１号
【特許文献８】国際公開第２０１１／００３９７９　Ａ１号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　本発明の目的は、用量投薬中にだけフィードバック信号を生成する改良された薬物送達
デバイスを提供することである。さらに別の目的は、好ましくは、用量設定中、構成要素
をハウジングから外に並進運動させずに、薬物送達デバイスをサイズにおいてコンパクト
にすることである。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　この目的は、請求項１において定義されたデバイスによって解決される。
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【００１９】
　本発明の第１の実施形態によれば、携帯式注射デバイスは、ハウジングと、用量インジ
ケータと、場合により、ゲージ要素および／または駆動部材とを含む。
【００２０】
　用量インジケータは、好ましくは、ハウジング内に位置し、これに軸方向に拘束され、
用量設定中および用量投薬中、ハウジングに対して回転可能である。加えて、デバイスは
、さらに、第１の要素および第２の要素を含む。さらに、用量インジケータは、投薬中の
み、前記第１の要素によって第１の径方向に、およびデバイスがその最小の用量（ゼロ）
位置に到達したとき、前記第２の要素によって第２の反対の径方向に変位される、少なく
とも１つの可撓性のクリッカアーム（clicker arm）を含む。
【００２１】
　第１の要素および第２の要素は、同一または異なる構成要素部材である。好ましくは、
駆動部材が、第１の要素を含み、ゲージ要素が第２の要素を含む。あるいは、第１の要素
もしくは第２の要素は、ハウジングに装着されて、またはハウジングの一体部材として設
けられる。代替として、第１の要素および第２の要素はいずれも、駆動部材上またはゲー
ジ要素上に設けられる。さらに別の代替として、第１の要素および第２の要素を形成する
別個の追加の構成要素部材が、設けられる。そのような別個の追加の構成要素部材は、上
記で述べた構成要素部材の１つ、たとえば、駆動部材および／またはゲージ要素に拘束さ
れて配置される。第１の要素および第２の要素は、突起部、フランジ、チャネル、案内ス
ロットなどの形態を有することができる。
【００２２】
　ゲージ要素が設けられる場合、これは、少なくとも部分的に、ハウジングと用量インジ
ケータの間に間置される。好ましくは、ゲージ要素は、ハウジング内で、および用量イン
ジケータとねじ係合して軸方向に案内され、それにより、用量インジケータの回転が、ゲ
ージ要素の軸方向の変位を引き起こす。任意選択の駆動部材は、ハウジング内で、用量設
定位置と用量投薬位置の間で軸方向に可動である。用量インジケータが可撓性クリッカア
ームを含む場合、用量投薬の終了のフィードバックが、ユーザに提供され、この可撓性ク
リッカアームは、駆動部材のフランジまたは突起部によって第１の径方向に変位可能であ
り、また、用量投薬中、デバイスがその最小用量（ゼロ）位置に到達したときのみ、ゲー
ジ要素の径方向内側に突出するセクションによって第２の反対の径方向に変位可能である
。フィードバックは、クリッカアームが縁またはゲージ要素の内向きに突出するセクショ
ンを通り過ぎることによって生成される。好ましくは、クリッカアームは、これが駆動部
材のフランジまたは突起部によって第１の径方向に変位されない限り、ゲージ要素の内向
きに突出するセクションがクリッカアームを妨げないように配置される。換言すれば、駆
動部材のフランジまたは突起部との接触が、クリッカアームを起動させて、ゲージ要素の
内向きに突出するセクションを妨げ、それによってさらにフィードバックを生成する。代
替として、用量投薬中、クリッカスリーブは、用量インジケータのクリッカアームが、フ
ィードバック信号が生成されるように偏向される位置にあることができる。
【００２３】
　用量投薬の終了のフィードバックは、デバイスが、そのゼロ用量の位置、すなわち設定
用量が少なくともほぼ注射されたときの位置に戻されたことを表示することができる。し
たがって、用量投薬は、たとえばカートリッジ栓のさらなる弛緩によって依然として進行
中である。フィードバックは、好ましくは、プリテンション型の可撓性クリッカアームが
縁を通り過ぎることによるクリック音の生成のような、触覚および／または可聴のフィー
ドバックである。
【００２４】
　好ましい実施形態によれば、ゲージ要素の径方向内側に突出するセクションは、用量投
与中に生じる用量インジケータおよびゲージ要素の相対回転の際、可撓性クリッカアーム
を通り過ぎる。
【００２５】
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　通常、注射デバイスは、用量補正、すなわち薬剤を投薬せずにすでに設定された用量を
低減することを可能にする。用量補正中、用量投薬の終了のフィードバックの生成を回避
することが望ましい。好ましくは、駆動部材のフランジまたは突起部は、駆動部材がその
用量投薬位置にあるときのみ、可撓性クリッカアームを変位させる。したがってクリッカ
アームのプリテンション作用は、用量補正中に生じず、それにより、フィードバックの生
成は、設定用量が、デバイスをその用量設定モード、すなわち駆動部材をその用量設定位
置にした状態でゼロに補正された場合、防止される。
【００２６】
　注射デバイスは、さらに、用量設定および／または用量投薬中、可聴および／または触
覚的な第１のフィードバックを生成する少なくとも１つの追加のクリッカを含み、この第
１のフィードバックは、用量投薬中、デバイスがその最小用量（ゼロ）位置に到達したと
きのみ可撓性クリッカアームによって生成される可聴および／または触覚的な第２のフィ
ードバックとは別のものである。
【００２７】
　さらなる実施形態によれば、デバイスは、第１のマーキングを有する対照要素（contra
st element）を含むことができ、ここで、ゲージ要素の少なくとも一領域は、第２のマー
キングを有し、このとき第１のマーキングのみまたは第２のマーキングのみまたはその両
方が、ハウジング内のゲージ要素の軸方向位置に応じて、ハウジング内の第１の窓または
開口を通して見ることができる。換言すれば、ゲージ要素は、ハウジング内で軸方向に進
行するとき、対照要素を保護するまたは暴露することができる。好ましくは、第２のマー
キングを有するゲージ要素の領域は、ハウジングと対照要素の間に間置される。これは、
アナログの光学式の用量設定および投薬のフィードバックをユーザに提供する。代替とし
て、マーキングは、用量インジケータと係合された別個の構成要素を用いて、たとえば異
なるらせんトラック上に形成される。
【００２８】
　好ましくは、（たとえば用量インジケータによって提供される）数字表示装置に加えて
もたらされるこの視覚的フィードバック機能は、用量設定のおおよそのサイズに関して明
確なフィードバックをユーザに与える。ばね駆動式注射機構の投薬速度は、手動注射デバ
イスのものより速く、そのため、投薬中、通常の数字式用量表示装置を読むことが可能で
ないことがある。ゲージ機能は、投薬中、用量数字自体を読む必要なく、投薬の進展に関
してユーザにフィードバックを提供する。加えて、このゲージ表示装置は、用量設定およ
び投薬中、シリンジ作用をシミュレートする。
【００２９】
　マーキングを有し、ハウジングの開口または窓を通して見ることができるゲージ要素の
代替として、これは、用量インジケータと係合された別個の構成要素を用いて、たとえば
異なるらせんトラック上に形成される。
【００３０】
　好ましくは、ゲージ要素は、ハウジングと用量インジケータの間に間置され、それによ
り、ゲージ要素の少なくとも一部は、ハウジング内に配置され、用量インジケータの少な
くとも一部を取り囲むまたは遮蔽している。たとえば、ゲージ要素は、ハウジング内に本
質的に完全に含まれ、ゲージ要素の軸方向位置に応じて用量インジケータのより小さい部
分またはより大きい部分を覆いながら、ハウジング内で軸方向に進行することができる。
【００３１】
　通常、ゲージ要素上および対照要素上それぞれに設けられた２つのマーキングは、２つ
の要素の視覚的に見分けることができる異なる外観のいかなるものであってもよく、した
がって、ユーザが、ハウジング内のゲージ要素の異なる軸方向位置を少なくとも大まかに
特定することを可能にする。たとえば、ゲージ要素上のマーキングは、不透明な摺動要素
が、真下の対照となる色付けされた構成要素とすることができる対照要素を露出させるこ
とによって形成される。あるいは、隠された構成要素が、粗い用量数字または他の印で印
刷されてより正確な解像度をもたらすことができる。
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【００３２】
　対照要素が、ハウジングに軸方向に拘束される場合が好ましい。たとえば、対照要素は
、ハウジングまたは用量インジケータと一体とすることができる。
【００３３】
　ハウジングが第２の開口または窓を有し、ゲージ要素が第３の開口または窓を有する場
合、これらの２つのさらなる開口または窓は、互いに対して位置し、それにより、用量イ
ンジケータの少なくとも一部は、第２および第３の開口または窓を通して見ることができ
る。用量インジケータは、数列または記号でマークされる。用量インジケータ（数字スリ
ーブ）がゲージ要素の径方向内側に配置された状態で、これは、用量インジケータ上の数
字または記号の少なくとも１つが、開口または窓を通して見ることができることを可能に
する。換言すれば、ゲージ要素は、用量インジケータの一部分を遮蔽しまたは覆い、用量
インジケータの限定された部分のみを見ることを可能にするために使用される。正確な用
量表示のこの機能は、上記で述べたように実際に設定されたおよび／または投薬された用
量を特定するまたは表示するのに適しているゲージ要素自体に付加するものとすることが
できる。
【００３４】
　好ましくは、開口または窓を除いて、ゲージ要素は、ハウジングに対するその軸方向位
置に関係なく、ハウジング内に完全に隠される。換言すれば、ゲージ要素は、用量設定中
および用量投薬中、ハウジングの外に突出しない。これは、使用においてデバイスをコン
パクトにし、その取り扱いを改善する。
【００３５】
　ゲージ要素が、用量設定中および用量投薬中、ハウジングの外に突出することを回避す
るために、ゲージ要素は、ハウジング内で、用量設定中その軸方向位置の少なくとも１つ
にあるゲージ要素が、カートリッジホルダ内に保持されるカートリッジの少なくとも一部
を覆うように案内される。
【００３６】
　好ましい実施形態によれば、注射デバイスは、さらに、用量を注射デバイスから押し出
すのに必要な力を提供するように適用された弾性部材を含む。弾性部材（動力リザーバ）
は、好ましくはねじりばねである。そのようなねじりばねは、用量設定中、応力がかかる
。ばねは、好ましくは予負荷がかけられ、用量設定中、ユーザによってさらに応力がかか
る。蓄積されたエネルギーが、用量投薬中、少なくとも部分的に解放される。
【００３７】
　用量投薬は、カートリッジ内の栓上に作用するピストンロッドの使用によってもたらさ
れる。好ましくは、ピストンロッドは、用量設定中回転せず、用量投薬中に回転する。加
えて、ピストンロッドは、ピストンロッドを駆動するための駆動部材に連結される。駆動
部材は、好ましくは、ピストンロッドに恒久的に回転方向で拘束される。したがって、駆
動部材は、好ましくは、用量設定中回転せず、用量投薬中に回転する。
【００３８】
　用量設定中、駆動部材の意図されない動きを防止するために、これは、クラッチ、たと
えば係合歯によってハウジングに回転方向で拘束され、したがってクラッチが係合される
限り、駆動部材の回転を防止する。駆動部材の軸方向運動は、このクラッチと係合および
係合解除するために使用される。換言すれば、用量設定中、駆動部材は、第１の軸方向位
置、好ましくはハウジングに対して近位の位置にあることができ、用量投薬中、駆動部材
は、第２の異なる軸方向位置、好ましくはハウジングに対して遠位の位置にあることがで
き、ここで、駆動部材の軸方向運動は、駆動部材のハウジングへのおよびハウジングから
の回転式の連結およびデカップリングをもたらす。
【００３９】
　さらに、注射デバイスは、駆動部材と用量インジケータの間に配置されたクラッチを含
むことができる。このクラッチは、用量設定中、駆動部材および用量インジケータの相対
回転を可能にし、用量投薬中、駆動部材および用量インジケータを回転方向で拘束する。
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ここでも、このクラッチは、好ましくは、駆動部材がハウジング内で軸方向に、用量設定
位置と用量投薬位置の間を進行することによって連結されデカップリングされる。このク
ラッチは、駆動部材の対応する歯と係合するクラッチ歯の第１のリングと、用量インジケ
ータの対応する歯と係合するクラッチ歯の第２の組とを備えたクラッチプレートを含むこ
とができる。用量設定位置では、対応する歯の少なくとも１つが、ぶつかりながら互いを
超えることが可能にされ、ここで、用量投薬位置では、歯は、互いに押さえ付けられ、し
たがって、駆動部材を用量インジケータに回転方向で拘束する。
【００４０】
　好ましくは、用量インジケータと駆動部材の間のこのクラッチは、ラチェット歯、たと
えば駆動部材上のラチェット歯の第１の組と、駆動部材と用量インジケータの間に間置さ
れたクラッチプレート上のラチェット歯の第２の組とを含み、このラチェット歯は、ラチ
ェット歯に打ち勝つための抵抗が、第１の回転方向では、第２の、反対方向と比べてより
大きいように設計される。たとえば、ねじりばねが、ハウジングと用量インジケータの間
で作用するように配置される。
【００４１】
　したがって、ラチェット歯を備えたクラッチは、ねじりばねによってかけられたトルク
によって、用量インジケータが回転して戻ることを防止する必要がある。ラチェットを反
時計周り方向に引き戻す（overhaul）のに必要なトルクは、戻りばねによってかけられた
軸方向負荷、ラチェットの反時計周りのランプ角、嵌合する表面間の摩擦係数、およびラ
チェット機能の平均半径の関数である。ラチェットを引き戻すのに必要なトルクは、ねじ
りばねによって用量インジケータ（故にクラッチプレート）にかけられたトルクより大き
くなければならない。ラチェットランプ角は、したがって、反時計周り方向に増大されて
、ダイヤルアップトルクができるだけ小さいことを確実にしながらそのようになることを
確実にする。
【００４２】
　さらに、機構が、用量が選択された状態にあるとき、ユーザは、好ましくは、この用量
から任意の増分数を選択解除することができる。用量を選択解除することは、ユーザがダ
イヤルグリップを反時計周りに回転させることによって達成される。ユーザによってダイ
ヤルグリップにかけられたトルクは、ねじりばねによってかけられたトルクと組み合わせ
たとき、クラッチプレートと駆動部材の間のラチェットを反時計周り方向に引き戻すのに
十分である。ラチェットが引き戻されたとき、反時計周りの回転が、（クラッチプレート
を介して）用量インジケータ内に生じ、それによってねじりばねを巻き戻す。
【００４３】
　好ましい実施形態によれば、薬物送達デバイスは、最大の設定可能用量および最小設定
可能用量を規定するリミッタ機構を含む。通常、最小設定可能用量はゼロ（インスリン配
合物の０ＩＵ）であり、それにより、リミッタは、用量投薬の終了時にデバイスを停止さ
せる。最大設定可能用量、たとえば、インスリン配合物の６０、８０、１２０ＩＵは、過
剰投与を回避するために限定される。好ましくは、最小用量および最大容量の限界値は、
硬質の止め具機能によって提供される。リミッタ機構は、最小用量（ゼロ）位置で当接す
る、用量インジケータ上の第１の回転式止め具、およびゲージ要素上の第１の逆止め具（
counter stop）と、最大用量位置に当接する、用量インジケータ上の第２の回転式止め具
およびゲージ要素の第２の逆止め具とを含む。
【００４４】
　過小投与または機能不全を防止するために、薬物送達デバイスは、カートリッジ内に残
された液体の量を超える用量の設定を防止するための最終用量保護機構（last dose prot
ection mechanism）を含むことができる。最終用量保護機構は、駆動部材と用量インジケ
ータの間に間置されて配置されたナット部材を含むことができる。好ましい実施形態では
、用量インジケータは、用量設定中および用量投薬中に回転し、一方で駆動部材は、用量
投薬中にのみ用量インジケータと一緒に回転する。したがって、この実施形態では、ナッ
ト部材は、用量設定中のみ動き、用量投薬中は、これらの構成要素に対して動かないまま
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である。好ましくは、ナット部材は、駆動部材にねじ止めされ、用量インジケータにスプ
ライン連結される。代替として、ナット部材は、用量インジケータにねじ止めされ、駆動
部材にスプライン連結される。ナット部材は、フルナットまたはその一部、たとえばハー
フナットとすることができる。
【００４５】
　薬物送達デバイスは、薬剤を含むカートリッジを含むことができる。本明細書で使用す
る用語「薬剤」は、少なくとも１つの薬学的に活性な化合物を含む医薬製剤を意味し、
　ここで、一実施形態において、薬学的に活性な化合物は、最大１５００Ｄａまでの分子
量を有し、および／または、ペプチド、タンパク質、多糖類、ワクチン、ＤＮＡ、ＲＮＡ
、酵素、アンチハウジングもしくはそのフラグメント、ホルモンもしくはオリゴヌクレオ
チド、または上述の薬学的に活性な化合物の混合物であり、
　ここで、さらなる実施形態において、薬学的に活性な化合物は、糖尿病、または糖尿病
性網膜症などの糖尿病関連の合併症、深部静脈血栓塞栓症または肺血栓塞栓症などの血栓
塞栓症、急性冠症候群（ＡＣＳ）、狭心症、心筋梗塞、がん、黄斑変性症、炎症、枯草熱
、アテローム性動脈硬化症および／または関節リウマチの処置および／または予防に有用
であり、
　ここで、さらなる実施形態において、薬学的に活性な化合物は、糖尿病または糖尿病性
網膜症などの糖尿病に関連する合併症の処置および／または予防のための少なくとも１つ
のペプチドを含み、
　ここで、さらなる実施形態において、薬学的に活性な化合物は、少なくとも１つのヒト
インスリンもしくはヒトインスリン類似体もしくは誘導体、グルカゴン様ペプチド（ＧＬ
Ｐ－１）もしくはその類似体もしくは誘導体、またはエキセンジン－３もしくはエキセン
ジン－４もしくはエキセンジン－３もしくはエキセンジン－４の類似体もしくは誘導体を
含む。
【００４６】
　インスリン類似体は、たとえば、Ｇｌｙ（Ａ２１），Ａｒｇ（Ｂ３１），Ａｒｇ（Ｂ３
２）ヒトインスリン；Ｌｙｓ（Ｂ３），Ｇｌｕ（Ｂ２９）ヒトインスリン；Ｌｙｓ（Ｂ２
８），Ｐｒｏ（Ｂ２９）ヒトインスリン；Ａｓｐ（Ｂ２８）ヒトインスリン；Ｂ２８位に
おけるプロリンがＡｓｐ、Ｌｙｓ、Ｌｅｕ、Ｖａｌ、またはＡｌａで置き換えられており
、Ｂ２９位において、ＬｙｓがＰｒｏで置き換えられていてもよいヒトインスリン；Ａｌ
ａ（Ｂ２６）ヒトインスリン；Ｄｅｓ（Ｂ２８－Ｂ３０）ヒトインスリン；Ｄｅｓ（Ｂ２
７）ヒトインスリン、およびＤｅｓ（Ｂ３０）ヒトインスリンである。
【００４７】
　インスリン誘導体は、たとえば、Ｂ２９－Ｎ－ミリストイル－ｄｅｓ（Ｂ３０）ヒトイ
ンスリン；Ｂ２９－Ｎ－パルミトイル－ｄｅｓ（Ｂ３０）ヒトインスリン；Ｂ２９－Ｎ－
ミリストイルヒトインスリン；Ｂ２９－Ｎ－パルミトイルヒトインスリン；Ｂ２８－Ｎ－
ミリストイルＬｙｓＢ２８ＰｒｏＢ２９ヒトインスリン；Ｂ２８－Ｎ－パルミトイル－Ｌ
ｙｓＢ２８ＰｒｏＢ２９ヒトインスリン；Ｂ３０－Ｎ－ミリストイル－ＴｈｒＢ２９Ｌｙ
ｓＢ３０ヒトインスリン；Ｂ３０－Ｎ－パルミトイル－ＴｈｒＢ２９ＬｙｓＢ３０ヒトイ
ンスリン；Ｂ２９－Ｎ－（Ｎ－パルミトイル－γ－グルタミル）－ｄｅｓ（Ｂ３０）ヒト
インスリン；Ｂ２９－Ｎ－（Ｎ－リトコリル－γ－グルタミル）－ｄｅｓ（Ｂ３０）ヒト
インスリン；Ｂ２９－Ｎ－（ω－カルボキシヘプタデカノイル）－ｄｅｓ（Ｂ３０）ヒト
インスリン、およびＢ２９－Ｎ－（ω－カルボキシヘプタデカノイル）ヒトインスリンで
ある。
【００４８】
　エキセンジン－４は、たとえば、Ｈ－Ｈｉｓ－Ｇｌｙ－Ｇｌｕ－Ｇｌｙ－Ｔｈｒ－Ｐｈ
ｅ－Ｔｈｒ－Ｓｅｒ－Ａｓｐ－Ｌｅｕ－Ｓｅｒ－Ｌｙｓ－Ｇｌｎ－Ｍｅｔ－Ｇｌｕ－Ｇｌ
ｕ－Ｇｌｕ－Ａｌａ－Ｖａｌ－Ａｒｇ－Ｌｅｕ－Ｐｈｅ－Ｉｌｅ－Ｇｌｕ－Ｔｒｐ－Ｌｅ
ｕ－Ｌｙｓ－Ａｓｎ－Ｇｌｙ－Ｇｌｙ－Ｐｒｏ－Ｓｅｒ－Ｓｅｒ－Ｇｌｙ－Ａｌａ－Ｐｒ
ｏ－Ｐｒｏ－Ｐｒｏ－Ｓｅｒ－ＮＨ２配列のペプチドであるエキセンジン－４（１－３９
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）を意味する。
【００４９】
　エキセンジン－４誘導体は、たとえば、以下のリストの化合物：
　Ｈ－（Ｌｙｓ）４－ｄｅｓＰｒｏ３６，ｄｅｓＰｒｏ３７エキセンジン－４（１－３９
）－ＮＨ２、
　Ｈ－（Ｌｙｓ）５－ｄｅｓＰｒｏ３６，ｄｅｓＰｒｏ３７エキセンジン－４（１－３９
）－ＮＨ２、
　ｄｅｓＰｒｏ３６エキセンジン－４（１－３９）、
　ｄｅｓＰｒｏ３６［Ａｓｐ２８］エキセンジン－４（１－３９）、
　ｄｅｓＰｒｏ３６［ＩｓｏＡｓｐ２８］エキセンジン－４（１－３９）、
　ｄｅｓＰｒｏ３６［Ｍｅｔ（Ｏ）１４，Ａｓｐ２８］エキセンジン－４（１－３９）、
　ｄｅｓＰｒｏ３６［Ｍｅｔ（Ｏ）１４，ＩｓｏＡｓｐ２８］エキセンジン－（１－３９
）、
　ｄｅｓＰｒｏ３６［Ｔｒｐ（Ｏ２）２５，Ａｓｐ２８］エキセンジン－４（１－３９）
、
　ｄｅｓＰｒｏ３６［Ｔｒｐ（Ｏ２）２５，ＩｓｏＡｓｐ２８］エキセンジン－４（１－
３９）、
　ｄｅｓＰｒｏ３６［Ｍｅｔ（Ｏ）１４，Ｔｒｐ（Ｏ２）２５，Ａｓｐ２８］エキセンジ
ン－４（１－３９）、
　ｄｅｓＰｒｏ３６［Ｍｅｔ（Ｏ）１４Ｔｒｐ（Ｏ２）２５，ＩｓｏＡｓｐ２８］エキセ
ンジン－４（１－３９）；または
　ｄｅｓＰｒｏ３６［Ａｓｐ２８］エキセンジン－４（１－３９）、
　ｄｅｓＰｒｏ３６［ＩｓｏＡｓｐ２８］エキセンジン－４（１－３９）、
　ｄｅｓＰｒｏ３６［Ｍｅｔ（Ｏ）１４，Ａｓｐ２８］エキセンジン－４（１－３９）、
　ｄｅｓＰｒｏ３６［Ｍｅｔ（Ｏ）１４，ＩｓｏＡｓｐ２８］エキセンジン－（１－３９
）、
　ｄｅｓＰｒｏ３６［Ｔｒｐ（Ｏ２）２５，Ａｓｐ２８］エキセンジン－４（１－３９）
、
　ｄｅｓＰｒｏ３６［Ｔｒｐ（Ｏ２）２５，ＩｓｏＡｓｐ２８］エキセンジン－４（１－
３９）、
　ｄｅｓＰｒｏ３６［Ｍｅｔ（Ｏ）１４，Ｔｒｐ（Ｏ２）２５，Ａｓｐ２８］エキセンジ
ン－４（１－３９）、
　ｄｅｓＰｒｏ３６［Ｍｅｔ（Ｏ）１４，Ｔｒｐ（Ｏ２）２５，ＩｓｏＡｓｐ２８］エキ
センジン－４（１－３９）、
（ここで、基－Ｌｙｓ６－ＮＨ２が、エキセンジン－４誘導体のＣ－末端に結合していて
もよい）；
【００５０】
　または、以下の配列のエキセンジン－４誘導体：
　ｄｅｓＰｒｏ３６エキセンジン－４（１－３９）－Ｌｙｓ６－ＮＨ２（ＡＶＥ００１０
）、
　Ｈ－（Ｌｙｓ）６－ｄｅｓＰｒｏ３６［Ａｓｐ２８］エキセンジン－４（１－３９）－
Ｌｙｓ６－ＮＨ２、
　ｄｅｓＡｓｐ２８Ｐｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８エキセンジン－４（１－３９）
－ＮＨ２、
　Ｈ－（Ｌｙｓ）６－ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３８［Ａｓｐ２８］エキセンジン－４（
１－３９）－ＮＨ２、
　Ｈ－Ａｓｎ－（Ｇｌｕ）５ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ａｓｐ２８］
エキセンジン－４（１－３９）－ＮＨ２、
　ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ａｓｐ２８］エキセンジン－４（１－３
９）－（Ｌｙｓ）６－ＮＨ２、
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　Ｈ－（Ｌｙｓ）６－ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ａｓｐ２８］エキセ
ンジン－４（１－３９）－（Ｌｙｓ）６－ＮＨ２、
　Ｈ－Ａｓｎ－（Ｇｌｕ）５－ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ａｓｐ２８
］エキセンジン－４（１－３９）－（Ｌｙｓ）６－ＮＨ２、
　Ｈ－（Ｌｙｓ）６－ｄｅｓＰｒｏ３６［Ｔｒｐ（Ｏ２）２５，Ａｓｐ２８］エキセンジ
ン－４（１－３９）－Ｌｙｓ６－ＮＨ２、
　Ｈ－ｄｅｓＡｓｐ２８Ｐｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｔｒｐ（Ｏ２）２５］エ
キセンジン－４（１－３９）－ＮＨ２、
　Ｈ－（Ｌｙｓ）６－ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｔｒｐ（Ｏ２）２５
，Ａｓｐ２８］エキセンジン－４（１－３９）－ＮＨ２、
　Ｈ－Ａｓｎ－（Ｇｌｕ）５－ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｔｒｐ（Ｏ
２）２５，Ａｓｐ２８］エキセンジン－４（１－３９）－ＮＨ２、
　ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｔｒｐ（Ｏ２）２５，Ａｓｐ２８］エキ
センジン－４（１－３９）－（Ｌｙｓ）６－ＮＨ２、
　Ｈ－（Ｌｙｓ）６－ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｔｒｐ（Ｏ２）２５
，Ａｓｐ２８］エキセンジン－４（１－３９）－（Ｌｙｓ）６－ＮＨ２、
　Ｈ－Ａｓｎ－（Ｇｌｕ）５－ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｔｒｐ（Ｏ
２）２５，Ａｓｐ２８］エキセンジン－４（１－３９）－（Ｌｙｓ）６－ＮＨ２、
　Ｈ－（Ｌｙｓ）６－ｄｅｓＰｒｏ３６［Ｍｅｔ（Ｏ）１４，Ａｓｐ２８］エキセンジン
－４（１－３９）－Ｌｙｓ６－ＮＨ２、
　ｄｅｓＭｅｔ（Ｏ）１４，Ａｓｐ２８Ｐｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８エキセンジ
ン－４（１－３９）－ＮＨ２、
　Ｈ－（Ｌｙｓ）６－ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｍｅｔ（Ｏ）１４，
Ａｓｐ２８］エキセンジン－４（１－３９）－ＮＨ２、
　Ｈ－Ａｓｎ－（Ｇｌｕ）５－ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｍｅｔ（Ｏ
）１４，Ａｓｐ２８］エキセンジン－４（１－３９）－ＮＨ２；
　ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｍｅｔ（Ｏ）１４，Ａｓｐ２８］エキセ
ンジン－４（１－３９）－（Ｌｙｓ）６－ＮＨ２、
　Ｈ－（Ｌｙｓ）６－ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｍｅｔ（Ｏ）１４，
Ａｓｐ２８］エキセンジン－４（１－３９）－（Ｌｙｓ）６－ＮＨ２、
　Ｈ－Ａｓｎ－（Ｇｌｕ）５ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｍｅｔ（Ｏ）
１４，Ａｓｐ２８］エキセンジン－４（１－３９）－（Ｌｙｓ）６－ＮＨ２、
　Ｈ－Ｌｙｓ６－ｄｅｓＰｒｏ３６［Ｍｅｔ（Ｏ）１４，Ｔｒｐ（Ｏ２）２５，Ａｓｐ２
８］エキセンジン－４（１－３９）－Ｌｙｓ６－ＮＨ２、
　Ｈ－ｄｅｓＡｓｐ２８，Ｐｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｍｅｔ（Ｏ）１４，Ｔ
ｒｐ（Ｏ２）２５］エキセンジン－４（１－３９）－ＮＨ２、
　Ｈ－（Ｌｙｓ）６－ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｍｅｔ（Ｏ）１４，
Ａｓｐ２８］エキセンジン－４（１－３９）－ＮＨ２、
　Ｈ－Ａｓｎ－（Ｇｌｕ）５－ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｍｅｔ（Ｏ
）１４，Ｔｒｐ（Ｏ２）２５，Ａｓｐ２８］エキセンジン－４（１－３９）－ＮＨ２、
　ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｍｅｔ（Ｏ）１４，Ｔｒｐ（Ｏ２）２５
，Ａｓｐ２８］エキセンジン－４（１－３９）－（Ｌｙｓ）６－ＮＨ２、
　Ｈ－（Ｌｙｓ）６－ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｍｅｔ（Ｏ）１４，
Ｔｒｐ（Ｏ２）２５，Ａｓｐ２８］エキセンジン－４（Ｓ１－３９）－（Ｌｙｓ）６－Ｎ
Ｈ２、
　Ｈ－Ａｓｎ－（Ｇｌｕ）５－ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｍｅｔ（Ｏ
）１４，Ｔｒｐ（Ｏ２）２５，Ａｓｐ２８］エキセンジン－４（１－３９）－（Ｌｙｓ）
６－ＮＨ２；
または前述のいずれか１つのエキセンジン－４誘導体の薬学的に許容される塩もしくは溶
媒和化合物
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から選択される。
【００５１】
　ホルモンは、たとえば、ゴナドトロピン（フォリトロピン、ルトロピン、コリオンゴナ
ドトロピン、メノトロピン）、ソマトロピン（ソマトロピン）、デスモプレシン、テルリ
プレシン、ゴナドレリン、トリプトレリン、ロイプロレリン、ブセレリン、ナファレリン
、ゴセレリンなどの、Ｒｏｔｅ　Ｌｉｓｔｅ、２００８年版、５０章に列挙されている脳
下垂体ホルモンまたは視床下部ホルモンまたは調節性活性ペプチドおよびそれらのアンタ
ゴニストである。
【００５２】
　多糖類としては、たとえば、グルコサミノグリカン、ヒアルロン酸、ヘパリン、低分子
量ヘパリン、もしくは超低分子量ヘパリン、またはそれらの誘導体、または上述の多糖類
の硫酸化形態、たとえば、ポリ硫酸化形態、および／または、薬学的に許容されるそれら
の塩がある。ポリ硫酸化低分子量ヘパリンの薬学的に許容される塩の例としては、エノキ
サパリンナトリウムがある。
【００５３】
　抗体は、基本構造を共有する免疫グロブリンとしても知られている球状血漿タンパク質
（約１５０ｋＤａ）である。これらは、アミノ酸残基に付加された糖鎖を有するので、糖
タンパク質である。各アンチハウジングの基本的な機能単位は免疫グロブリン（Ｉｇ）単
量体（１つのＩｇ単位のみを含む）であり、分泌型抗体はまた、ＩｇＡなどの２つのＩｇ
単位を有する二量体、硬骨魚のＩｇＭのような４つのＩｇ単位を有する四量体、または哺
乳動物のＩｇＭのように５つのＩｇ単位を有する五量体でもあり得る。
【００５４】
　Ｉｇ単量体は、４つのポリペプチド鎖、すなわち、システイン残基間のジスルフィド結
合によって結合された２つの同一の重鎖および２本の同一の軽鎖から構成される「Ｙ」字
型の分子である。それぞれの重鎖は約４４０アミノ酸長であり、それぞれの軽鎖は約２２
０アミノ酸長である。重鎖および軽鎖はそれぞれ、これらの折り畳み構造を安定化させる
鎖内ジスルフィド結合を含む。それぞれの鎖は、Ｉｇドメインと呼ばれる構造ドメインか
ら構成される。これらのドメインは約７０～１１０個のアミノ酸を含み、そのサイズおよ
び機能に基づいて異なるカテゴリー（たとえば、可変すなわちＶ、および定常すなわちＣ
）に分類される。これらは、２つのβシートが、保存されたシステインと他の荷電アミノ
酸との間の相互作用によって一緒に保持される「サンドイッチ」形状を作り出す特徴的な
免疫グロブリン折り畳み構造を有する。
【００５５】
　α、δ、ε、γおよびμで表される５種類の哺乳類Ｉｇ重鎖が存在する。存在する重鎖
の種類によりアンチハウジングのアイソタイプが定義され、これらの鎖はそれぞれ、Ｉｇ
Ａ、ＩｇＤ、ＩｇＥ、ＩｇＧおよびＩｇＭ抗体中に見出される。
【００５６】
　異なる重鎖はサイズおよび組成が異なり、αおよびγは約４５０個のアミノ酸を含み、
δは約５００個のアミノ酸を含み、μおよびεは約５５０個のアミノ酸を有する。各重鎖
は、２つの領域、すなわち定常領域（ＣＨ）と可変領域（ＶＨ）を有する。１つの種にお
いて、定常領域は、同じアイソタイプのすべての抗体で本質的に同一であるが、異なるア
イソタイプの抗体では異なる。重鎖γ、α、およびδは、３つのタンデム型のＩｇドメイ
ンと、可撓性を加えるためのヒンジ領域とから構成される定常領域を有し、重鎖μおよび
εは、４つの免疫グロブリン・ドメインから構成される定常領域を有する。重鎖の可変領
域は、異なるＢ細胞によって産生された抗体では異なるが、単一Ｂ細胞またはＢ細胞クロ
ーンによって産生された抗体すべてについては同じである。各重鎖の可変領域は、約１１
０アミノ酸長であり、単一のＩｇドメインから構成される。
【００５７】
　哺乳類では、λおよびκで表される２種類の免疫グロブリン軽鎖がある。軽鎖は２つの
連続するドメイン、すなわち１つの定常ドメイン（ＣＬ）および１つの可変ドメイン（Ｖ
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Ｌ）を有する。軽鎖のおおよその長さは、２１１～２１７個のアミノ酸である。各アンチ
ハウジングは、常に同一である２本の軽鎖を有し、哺乳類の各アンチハウジングにつき、
軽鎖κまたはλの１つのタイプのみが存在する。
【００５８】
　すべての抗体の一般的な構造は非常に類似しているが、所与のアンチハウジングの固有
の特性は、上記で詳述したように、可変（Ｖ）領域によって決定される。より具体的には
、各軽鎖（ＶＬ）について３つおよび重鎖（ＨＶ）に３つの可変ループが、抗原との結合
、すなわちその抗原特異性に関与する。これらのループは、相補性決定領域（ＣＤＲ）と
呼ばれる。ＶＨドメインおよびＶＬドメインの両方からのＣＤＲが抗原結合部位に寄与す
るので、最終的な抗原特異性を決定するのは重鎖と軽鎖の組合せであり、どちらか単独で
はない。
【００５９】
　「アンチハウジングフラグメント」は、上記で定義した少なくとも１つの抗原結合フラ
グメントを含み、そのフラグメントが由来する完全アンチハウジングと本質的に同じ機能
および特異性を示す。パパインによる限定的なタンパク質消化は、Ｉｇプロトタイプを３
つのフラグメントに切断する。１つの完全なＬ鎖および約半分のＨ鎖をそれぞれが含む２
つの同一のアミノ末端フラグメントが、抗原結合フラグメント（Ｆａｂ）である。サイズ
が同等であるが、鎖間ジスルフィド結合を有する両方の重鎖の半分の位置でカルボキシル
末端を含む第３のフラグメントは、結晶可能なフラグメント（Ｆｃ）である。Ｆｃは、炭
水化物、相補結合部位、およびＦｃＲ結合部位を含む。限定的なペプシン消化により、Ｆ
ａｂ片とＨ－Ｈ鎖間ジスルフィド結合を含むヒンジ領域の両方を含む単一のＦ（ａｂ’）
２フラグメントが得られる。Ｆ（ａｂ’）２は、抗原結合に対して二価である。Ｆ（ａｂ
’）２のジスルフィド結合は、Ｆａｂ’を得るために切断することができる。さらに、重
鎖および軽鎖の可変領域は、縮合して単鎖可変フラグメント（ｓｃＦｖ）を形成すること
もできる。
【００６０】
　薬学的に許容される塩は、たとえば、酸付加塩および塩基性塩である。酸付加塩として
は、たとえば、ＨＣｌまたはＨＢｒ塩がある。塩基性塩は、たとえば、アルカリまたはア
ルカリ土類、たとえば、Ｎａ＋、またはＫ＋、またはＣａ２＋から選択されるカチオン、
または、アンモニウムイオンＮ＋（Ｒ１）（Ｒ２）（Ｒ３）（Ｒ４）（式中、Ｒ１～Ｒ４
は互いに独立に：水素、場合により置換されたＣ１～Ｃ６アルキル基、場合により置換さ
れたＣ２～Ｃ６アルケニル基、場合により置換されたＣ６～Ｃ１０アリール基、または場
合により置換されたＣ６～Ｃ１０ヘテロアリール基を意味する）を有する塩である。薬学
的に許容される塩のさらなる例は、「Ｒｅｍｉｎｇｔｏｎ’ｓ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉ
ｃａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ」１７版、Ａｌｆｏｎｓｏ　Ｒ．Ｇｅｎｎａｒｏ（編）、Ｍａ
ｒｋ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　Ｃｏｍｐａｎｙ、Ｅａｓｔｏｎ、Ｐａ．、Ｕ．Ｓ．Ａ．、
１９８５およびＥｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｔｅ
ｃｈｎｏｌｏｇｙに記載されている。
【００６１】
　薬学的に許容される溶媒和物は、たとえば、水和物である。
【００６２】
　本発明は、薬剤の可変の、ユーザ選択可能な用量をカートリッジから針を介して送達す
るように作動することができる医療デバイスに関する。好ましい実施形態では、デバイス
は使い捨てである。これは、すぐ使用できるように完全に組み立てられた状態でユーザに
送られる。
【００６３】
　用量は、ハウジングの端部に配置されたダイヤルグリップを回転させることによって設
定される。用量の送達は、ダイヤルグリップの端部を押さえ、ダイヤルグリップを軸方向
に遠位方向に変位させることによって開始される。用量送達は、ダイヤルグリップが押し
下げられたままである間、完全な設定用量が送達されるまで継続する。機構は、各々の用
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量の設定および送達の両方において可聴、視覚式、および触覚的なフィードバックを提供
する。
【００６４】
　機構は、エネルギーを蓄積するためにらせんねじりばねを含み、このらせんねじりばね
は、用量の設定中、ユーザがダイヤルグリップを回転させる作用によって力が蓄えられる
（charged）。ばねエネルギーは、機構が投薬のために起動されるまで蓄積され、その起
動時、蓄積されたエネルギーは、薬剤をカートリッジからユーザに送達するために使用さ
れる。任意の用量サイズが、ゼロから所定の最大の間で増分的に選択されて薬剤およびユ
ーザプロファイルに適合させることができる。機構は、ダイヤルグリップを、用量を選択
したときとは反対の方向に回転させることによって、いかなる薬剤も投薬することなく用
量の取り消しを可能にする。
【００６５】
　本発明の非限定的な例示的実施形態が、次に、添付の図を参照して説明される。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】本発明の第１の実施形態による注射デバイスの構成要素の分解図である。
【図２】図１のデバイスの斜視図である。
【図３】図１のデバイスの断面図である。
【図４ａ】用量設定位置にある図１のデバイスの詳細の拡大断面図である。
【図４ｂ】用量投薬位置にある図４ａの詳細の拡大断面図である。
【図５】図１のデバイスの詳細の拡大図である。
【図６】図１のデバイスの詳細の拡大図である。
【図７ａ】０単位の用量が設定された図１のデバイスの斜視図である。
【図７ｂ】１１５単位の用量が設定された図１のデバイスの斜視図である。
【図８】図１のデバイスの詳細の拡大切断図である。
【図９】図１のデバイスの詳細の拡大斜視図である。
【図１０】図１のデバイスの詳細の拡大斜視図である。
【図１１】図１のデバイスの詳細の拡大斜視図である。
【図１２】ａ～ｄは、デバイスの異なる状態における図１のデバイスの詳細の拡大切断図
である。
【図１３】本発明の第５の実施形態による注射デバイスの構成要素の拡大図である。
【図１４】図１３のデバイスの部分的な切断側面図である。
【図１５】ａおよびｂは、図１３のデバイスの用量クリッカ機構の第１の端部を示す図で
ある。
【図１６】ａ～ｆは、図１３のデバイスの用量クリッカ機構の第２の端部を示す図である
。
【発明を実施するための形態】
【００６７】
　図２は、注射ペンの形態の薬物送達デバイスを示す。デバイスは、遠位端部（図２の下
側端部）および近位端部（図２の上側端部）を有する。薬物送達デバイスの構成要素部材
は、図１に示される。すべての構成要素は、機構の共通の主要軸の周りに同心円状に配置
される。薬物送達デバイスは、本体またはハウジング１０と、カートリッジホルダ２０と
、送りねじ（ピストンロッド）３０と、駆動部材４０と、ナット５０と、ダイヤルグリッ
プ６０と、ねじりばね７０と、ゲージ要素８０と、用量インジケータ（数字スリーブ）９
０と、クラッチプレート１００と、戻りばね１１０と、支承部１２０と、カートリッジ１
３０とを含む。ニードルハブおよびニードルカバーを備えたニードル配置（図示せず）が
、追加の構成要素として提供され、これは、上記で説明したように交換可能である。
【００６８】
　ハウジング１０は、液体医薬品カートリッジ１３０およびカートリッジホルダ２０のた
めの場所を提供する略管状の構成要素である。歯１１のリングが、駆動部材４０が、その
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近位の用量設定位置にあるときに回転することを防止するためのインターフェースを提供
する。さらに、ゲージ要素８０は、ハウジング１０内で、軸方向に変位可能であるが回転
方向で固定されるように案内される。ハウジングの長手方向に延びる２つのスロット１２
ａ、１２ｂが、設けられる。スロット１２ｂを通して、用量インジケータ９０上の用量数
字を見ることができる。外部ハウジング表面上の溝様機能１３が、ダイヤルグリップ６０
を軸方向に保持する。ハウジング１０は、ピストンロッド３０を受け入れるねじ山１４を
備えた内向きに突出するウェブを有する。歯１５が、用量投薬中、ダイヤルグリップ６０
との相互作用のためにハウジング１０の近位端部に設けられる。
【００６９】
　カートリッジホルダ２０は、カートリッジ１３０を受け入れ、ハウジング１０に恒久的
に装着される。スロットまたは窓（図示せず）が設けられ、これを通してカートリッジ１
３０を見ることができる。
【００７０】
　ピストンロッド３０は、外部ねじ山３１を有し、スプラインインターフェースを介して
駆動部材４０に回転方向で拘束される。ピストンロッド３０は、回転されたとき、ハウジ
ング１０に対して軸方向に、ハウジング１０とのねじ付インターフェース１４、３１によ
って動かされる。支承部１２０は、ピストンロッド３０に軸方向に拘束され、液体薬剤カ
ートリッジ１３０内の栓上に作用する。
【００７１】
　駆動部材４０は管状要素であり、これは、用量インジケータ９０とのインターフェース
から（クラッチプレート１００を介して）下方に、ハウジング１０とのスプライン歯イン
ターフェース４１、１１まで延びる。これは、用量設定中、駆動部材４０に回転式の拘束
をもたらす。ダイヤルグリップ６０が押されたとき、これらのスプライン歯４１は係合解
除され、駆動部材４０を回転させることを可能にする。その近位端部では、クラッチプレ
ート１００の対応するラチェット歯と係合するための歯４２が存在する。駆動部材４０の
近位部分には、らせん経路案内ナット５０を形成する外側ねじ山４３が備えられる。２つ
のフランジが、ねじ付部分の両側に配置され、このとき、回転式の硬質の止め具４４が、
ねじ付部分の遠位端部に配置される。硬質の止め具４４の近くに配置されたフランジ４５
は、用量クリッカの端部に合わせてテーパにされた面を有することができる。
【００７２】
　ナット５０は、用量インジケータ９０と駆動部材４０の間に配置される。これは、図９
に示すスプライン５１によって示されたスプラインインターフェースを介して、用量イン
ジケータ９０に回転方向で拘束される。これは、相対回転が用量インジケータ９０と駆動
部材４０の間に生じたとき（ダイヤル中のみ）、ねじ付インターフェースを介して、駆動
部材４０に対してらせん経路４３に沿って動く。
【００７３】
　ダイヤルグリップ６０は、ダイヤル状態にあるとき、歯６１によって用量インジケータ
９０にスプライン留めされる。このスプラインインターフェースは、ダイヤルグリップ６
０が押されて投薬を始動させたときにデカップリングされる。ダイヤルグリップ６０は、
溝１３と係合するスナップ嵌めによってハウジング１０に径方向に拘束され、少しの量だ
け軸方向に動くことが可能であり、これは、機構を始動させるために必要とされるダイヤ
ルグリップ６０の軸方向行程に等しい。ダイヤルグリップ６０は、押し下げられたとき、
ハウジング１０の近位端部において歯６２および歯１５によって形成されたスプライン係
合によってハウジング１０に回転方向で拘束される。さらに、用量インジケータ９０のコ
ンプライアントクリッカアーム９１と相互作用する径方向ラチェット機能６３のリングが
、設けられる。
【００７４】
　ねじりばね７０は、一方の端部においてハウジング１０に装着され、他方の端部におい
て用量インジケータ９０に装着される。ねじりばね７０は、組み立て時、予め巻かれてお
り、それにより、これは、機構がゼロ単位にダイヤルされたとき、用量インジケータ９０
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にトルクをかける。用量を設定するためにダイヤルグリップ６０を回転させる作用は、用
量インジケータ９０を、ハウジング１０に対して回転させ、ねじりばね７０に力を蓄える
。
【００７５】
　ゲージ要素８０は、ハウジング１０に対する回転を防止するが並進運動は可能にするよ
うに、スプラインインターフェースによって拘束される。図５に示すように、ゲージ要素
８０は、その内側表面上にらせん機能８１を有し、らせん機能８１は、用量インジケータ
９０内に切断されたらせんねじ山９２と係合し、それにより、用量インジケータ９０の回
転が、ゲージ要素８０の軸方向の並進運動を引き起こす。ゲージ要素８０上のこれらのら
せん機能８１はまた、用量インジケータ９０内に切断されたらせんの端部に対する止め具
当接部８２、８３を作成して、設定することができる最小および最大の用量を限定する。
ゲージ要素８０内には開口８４が存在し、開口８４を通して、用量インジケータ９０のご
く一部を見ることができる。
【００７６】
　図６に示す用量インジケータ９０は、その遠位端部にある機能によって、ハウジング１
０に拘束されて、軸方向の並進運動ではなく回転を可能にする。用量インジケータ９０は
、ゲージ要素８０およびハウジング１０内のスロット１２ｂを通して見ることができる数
列でマークされて、薬剤のダイヤルされた用量を示す。らせんねじ山９２は、それぞれの
端部に、ゲージ要素８０のらせん機能８１のゼロ用量当接部および最大用量当接部を形成
する回転式の硬質の止め具９３、９４を有する。クリッカアーム９１に加えて、さらなる
クリッカアーム９５が、用量終了のクリックのために設けられる。
【００７７】
　クラッチプレート１００は、用量インジケータ９０にスプライン留めされる。これはま
た、軸方向当接部上に生じるラチェットインターフェースを介して駆動部材４０に連結さ
れる。ラチェットは、用量インジケータ９０と駆動部材４０の間に、各々の用量増分に対
応する戻り止め位置（detented position）をもたらし、時計周りおよび反時計周りの相
対回転中に異なるランプ歯の角度と係合する。
【００７８】
　戻りばね１１０は、スプライン歯４１を付勢してハウジング１０と係合させるように駆
動部材４０に対して作用する。駆動部材４０、クラッチプレート１００、およびダイヤル
グリップ６０の軸方向位置は、駆動部材４０上に近位方向に付勢力をかける戻りばね１１
０の作用によって画成される。「静止」位置では、これは、ダイヤルグリップ６０のスプ
ラインが、用量インジケータ９０と係合され、駆動部材４０の歯がハウジング１０と係合
されることを確実にする。
【００７９】
　着脱式キャップが、カートリッジホルダ２０の上方に嵌まり、図に示さないがクリップ
機能によって保持される。
【００８０】
　デバイスが「静止」状態にあるとき、用量インジケータ９０は、そのゼロ用量当接部９
３をゲージ要素８０のゼロ用量当接部８３に押し付けて位置し、ダイヤルグリップ６０は
、押し下げられず、すなわち図４ａの位置にある。用量インジケータ９０上の用量マーキ
ング「０」が、ハウジング１０の窓１２ｂおよびゲージ要素８０の窓８４を通して見るこ
とができる。デバイスの組み立て中にいくつかの予め巻かれた巻き部が施与されるねじり
ばね７０は、トルクを用量インジケータ９０にかけ、ゼロ用量当接部によって回転するこ
とが防止される。
【００８１】
　ユーザは、用量インジケータ９０内で同一の回転を生成する、ダイヤルグリップ６０を
時計周りに回転させることによって液体薬剤の可変用量を選択する。用量インジケータ９
０の回転は、ねじりばね７０の力を蓄え、その中に蓄積されたエネルギーを増大させる。
用量インジケータ９０が回転するにつれて、ゲージ要素８０は、そのねじ係合によって軸
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方向に並進運動し、それによってダイヤルされた用量の値を窓８４内に示す。ゲージ要素
８０は、窓領域の両側にフランジを有し、このフランジは、ダイヤルされた用量に隣接す
る用量インジケータ９０上に印刷された数字を覆って、設定用量のみがユーザに見えるこ
とを確実にする。
【００８２】
　この機構の１つの特有の要素は、視覚的フィードバック機能を、このタイプのデバイス
上で一般的な別の用量の数字表示装置に加えて含むことである。ゲージ窓の遠位端部８５
は、ハウジング１０内のスロット１２ａを貫通する摺動スケールを作成する。用量が、ユ
ーザによって設定されるとき、ゲージ要素８０は、軸方向に、用量設定の大きさに比例し
て動かされる距離だけ軸方向に並進運動する。この機能は、用量設定のおおよそのサイズ
に関する明確なフィードバックをユーザに与える。ばね駆動式自動注射機構の投薬速度は
、手動注射デバイス用より速くなり、そのため、投薬中、数字式の用量表示装置を読むこ
とが可能でないことがある。ゲージ機能は、投薬中、用量数字自体を読む必要なく、投薬
の進行に関するフィードバックをユーザに提供する。
【００８３】
　ゲージ表示装置は、不透明な摺動要素、すなわち遠位部分８５が、真下の対照となる色
付けされた構成要素、たとえば、ハウジング１０、カートリッジホルダ２０または用量イ
ンジケータ９０の一部分を露出させることによって形成される。あるいは、隠された構成
要素が、粗い用量数字または他の印で印刷されてより正確な解像度をもたらすことができ
る。加えて、ゲージ表示装置は、用量設定および投薬中、シリンジ作用をシミュレートす
る。
【００８４】
　この機構は、ハウジング１０に対して増大された直径を有する、ダイヤルを助けるダイ
ヤルグリップ６０を利用するが、これは機構の必要事項ではない。この機能は、動力供給
装置が用量設定中に力が蓄えられ、ダイヤルグリップ６０を回転させるのに必要とされる
トルクが、非自動式注射デバイス用より大きい、自動式注射機構に特に重要である。
【００８５】
　駆動部材４０は、用量が設定され、用量インジケータ９０が回転されるときに、図８に
示すように、そのスプライン歯４１とハウジング１０内の歯１１との係合によって回転す
ることが防止される。したがって、相対回転が、ラチェットインターフェース４２を介し
て、クラッチプレート１００と駆動部材４０の間に生じなければならない。
【００８６】
　ダイヤルグリップ６０を用量設定方向（たとえば時計周り方向）に回転させるのに必要
とされるユーザトルクは、ねじりばね７０を巻き上げるのに必要とされるトルクおよびラ
チェット機能４２を引き戻すのに必要とされるトルクの合計である。戻りばね１１０は、
ラチェット機能に軸方向の力をもたらし、クラッチプレート１００を駆動部材４０上へと
付勢するように設計される。この軸方向負荷は、クラッチプレート１００および駆動部材
４０のラチェット歯４２の係合を維持するように作用する。ラチェットを用量設定方向に
引き戻すのに必要とされるトルクは、戻りばね１１０によってかけられた軸方向負荷、用
量設定方向のラチェットのランプ角、嵌合する表面間の摩擦係数およびラチェット機能の
平均半径の関数である。
【００８７】
　ユーザが、機構を１増分させるのに十分にダイヤルグリップ６０を回転させるとき、用
量インジケータ９０は、駆動部材４０に対して１ラチェット歯４２だけ回転する。この時
点において、ラチェット歯は、次の戻り止め位置に再係合する。可聴クリックが、ラチェ
ットの再係合によって生成され、触覚的なフィードバックが、必要とされるトルク入力の
変更によって与えられる。
【００８８】
　用量インジケータ９０および駆動部材４０の相対回転はまた、ナット５０を、そのねじ
付経路４３に沿って、駆動部材４０上のその最終用量当接部４４に向かって進行させる。
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ナット５０は、組み立てを助けるための部分的ナットとして設計され、用量インジケータ
９０は、径方向の拘束をもたらしてナット５０が駆動部材のねじ山４３から係合解除する
ことを防止する。ナット５０の位置は、実際に設定され、すでに投薬された用量の合計を
示すものである。これは、カートリッジ内に残存する薬剤の量を超える用量の設定を防止
する最終用量機構として使用される。
【００８９】
　ユーザによるトルクがダイヤルグリップ６０にかけられていないとき、用量インジケー
タ９０は、このとき、ねじりばね７０によってかけられたトルクによって、つまりクラッ
チプレート１００と駆動部材４０の間のラチェット４２の係合だけによって回転して戻る
ことが防止される。ラチェットを用量取り消し方向に引き戻すのに必要なトルクは、戻り
ばね１１０によってかけられた軸方向負荷、用量取り消し方向のラチェットのランプ角、
嵌合する表面間の摩擦係数およびラチェット機能の平均半径の関数である。ラチェットを
引き戻すのに必要なトルクは、ねじりばね７０によって用量インジケータ９０（故にクラ
ッチプレート１００）にかけられたトルクより大きくなければならない。ラチェットラン
プ角は、したがって、用量取り消し方向に増大されて、ダイヤルアップトルクができるだ
け小さいことを確実にしながら、そのようになることを確実にする。
【００９０】
　ユーザは、このとき、ダイヤルグリップ６０を時計周り方向に回転させ続けることによ
って選択された用量を増大させるように選択することができる。用量インジケータ９０と
駆動部材４０間のラチェットインターフェース４２を引き戻すプロセスは、各々の用量増
分ごとに繰り返される。追加のエネルギーが、各々の用量増分ごとにねじりばね７０内に
蓄積され、可聴および触覚フィードバックが、ダイヤルされた各々の増分ごとに、ラチェ
ット歯４２の再係合によって提供される。ダイヤルグリップ６０を回転させるのに必要と
されるトルクは、ねじりばね７０を巻き上げるのに必要とされるトルクが増大するにつれ
て増大する。ラチェットを反時計回り方向に引き戻すのに必要とされるトルクは、したが
って、最大用量に到達したとき、ねじりばね７０によって用量インジケータ９０にかけら
れるトルクより大きくなければならない。
【００９１】
　ユーザが、最大用量限界値８２、９４に到達するまで選択された用量を増大し続ける場
合、用量インジケータ９０は、ゲージ要素８０上のその最大用量当接部と係合する。これ
は、用量インジケータ９０、クラッチプレート１００、およびダイヤルグリップ６０のさ
らなる回転を防止する。
【００９２】
　いくつの増分が機構によって送達されたかに応じて、用量の選択中、ナット５０は、駆
動部材４０とその最終用量当接部４４に接触することができる。当接部は、用量インジケ
ータ９０と駆動部材４０の間のさらなる相対回転を防止し、したがって、選択することが
できる用量を限定する。ナット５０の位置は、ユーザが用量を設定するたびに生じた、用
量インジケータ９０と駆動部材４０の間の相対回転の総数によって決定される。
【００９３】
　機構が、用量が選択された状態にあるとき、ユーザは、この用量から任意の増分の数を
選択解除することができる。用量を選択解除することは、ユーザが、ダイヤルグリップ６
０を、反時計周り方向に回転させることによって達成される。ユーザによってダイヤルグ
リップ６０にかけられたトルクは、ねじりばね７０によってかけられたトルクと組み合わ
せたとき、クラッチプレート１００と駆動部材４０の間のラチェット４２を用量取り消し
方向に引き戻すのに十分である。ラチェットが引き戻されたとき、用量取り消し方向の回
転が、（クラッチプレート１００を介して）用量インジケータ９０内に生じ、それによっ
て用量インジケータ９０をゼロ用量位置に向かって戻し、ねじりばね７０を巻き戻す。用
量インジケータ９０と駆動部材４０の間の相対回転は、ナット５０を、そのらせん経路４
３に沿って、最終用量当接部から離して戻す。
【００９４】
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　用量が選択された状態にある機構では、ユーザは、機構を起動させて用量の送達を開始
することができる。用量の送達は、ユーザがダイヤルグリップ６０を軸方向に押し下げる
ことによって開始される。（「静止」状態を示す）図４ａおよび（ダイヤルグリップ６０
が押し下げられたデバイスを示す）４ｂとの比較から考えることができるように、ダイヤ
ルグリップ６０が押し下げられたとき、ダイヤルグリップ６０と用量インジケータ９０の
間のスプライン６１が、係合解除され、ダイヤルグリップ６０を送達機構から回転方向で
デカップリングする（それにより、ダイヤルグリップ６０は投薬中、回転しない）。ダイ
ヤルグリップ６０は、駆動部材４０上に、クラッチプレート１００を介して作用し、クラ
ッチプレート１００は、軸方向に進行して、ハウジング１０とのそのスプライン係合１１
、４１をデカップリングする。駆動部材４０は、このとき回転することができ、用量イン
ジケータ９０およびクラッチプレート１００を介してねじりばね７０によって駆動される
。駆動部材４０の回転は、ピストンロッド３０を、そのスプライン係合によって回転させ
、ピストンロッド３０は、次いで、ハウジング１０とのそのねじ係合によって前進する。
用量インジケータ９０の回転もまた、ゲージ要素８０を、軸方向に横断させてそのゼロ位
置に戻し、それによってゼロ用量当接部８３、９３が機構を停止させる。
【００９５】
　用量投薬中の触覚フィードバックが、図１０に示す、用量インジケータ９０の近位端部
内に一体化された、コンプライアント片持ちクリッカアーム９１によって提供される。こ
のアーム９１は、ダイヤルグリップ６０の内側表面上のラチェット機能６３と径方向に接
合し（図１１）、それによってラチェット歯の間隔は、単一の増分投薬に必要とされる用
量インジケータ９０の回転に対応する。投薬中、用量インジケータ９０が回転し、ダイヤ
ルグリップ６０がハウジング１０に回転方向で連結されるとき、ラチェット機能６３は、
クリッカアーム９１と係合して各々の用量の増分が送達された状態で可聴クリックを生み
出す。
【００９６】
　用量の送達は、ユーザがダイヤルグリップ６０を押し下げ続ける間、上記で説明した機
械的相互作用によって継続する。ユーザがダイヤルグリップ６０を解放した場合、戻りば
ね１１０が、駆動部材４０およびクラッチプレート１００を介して、ダイヤルグリップ６
０をその「静止」位置に戻し、駆動部材４０は、回転方向で拘束されるようになり、用量
の送達が止められる。
【００９７】
　用量の送達中、駆動部材４０および用量インジケータ９０は、一緒に回転し、それによ
り、ナット５０における相対動作は生じない。したがって、ナット５０は、ダイヤル中の
み、駆動部材４０上を軸方向に進行する。
【００９８】
　用量の送達が、用量インジケータ９０がゼロ用量当接部８３、９３に戻ることによって
停止された後、ユーザは、ダイヤルグリップ６０を解放し、それによって駆動部材４０の
スプライン歯４１とハウジング１０を再係合させる。機構は、次に、「静止」状態に戻さ
れる。
【００９９】
　スプライン歯１１、４１を駆動部材４０またはハウジング１０またはその両方上で角度
付けすることが可能であり、それにより、ダイヤルグリップ６０が解放されたとき、スプ
ライン歯１１、４１の再係合が、駆動部材４０を部分的に「巻き戻し」、それによって用
量インジケータ９０とゲージ要素８０のゼロ用量止め具当接部８３との係合を取り外す。
これは、機構内の隙間の影響（たとえば、許容差による）を補償し、この隙間は、そうで
ない場合、デバイスが後続の用量のためにダイヤルされたとき、（用量インジケータ９０
のゼロ用量止め具が、もはや機構を拘束せず、その代わりにこの拘束は駆動部材４０とハ
ウジング１０の間のスプライン４１、１１に戻ることにより）ピストンロッド３０および
薬剤投薬の非常に小さい前進を招く恐れがある。
【０１００】
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　用量の終了時、追加の可聴フィードバックが、投薬中に提供された「クリック」とは別
の「クリック」の形態で提供されて、３つの構成要素、つまり用量インジケータ９０、ゲ
ージ要素８０、および駆動部材４０、より詳細にはフランジ４５、らせん機能８１によっ
て形成された段階式案内面および可撓性アーム９５の相互作用によって、デバイスがその
ゼロ位置に戻ったことをユーザに知らせる。この実施形態は、フィードバックが、デバイ
スがダイヤルされてゼロ位置に戻るまたはそこから離れる場合に作成されるのではなく、
用量送達の終了時にのみ作成されることを可能にする。図１２ａは、デバイスが用量設定
状態にあるときの機能の位置を示す。駆動部材４０のフランジ４５が、ダイヤルグリップ
６０がその「静止」状態にあるときに用量インジケータ９０の可撓性アーム９５と接触せ
ず、したがって、ダイヤル中、可撓性アーム９５は偏向されないことを見ることができる
。
【０１０１】
　用量送達中、ダイヤルグリップ６０は、押し下げられて用量投薬を開始し、駆動部材４
０は、軸方向に並進運動され、それによって駆動部材４０上のフランジ４５は、用量イン
ジケータ９０の可撓性アーム９５上の突起部９６と軸方向に位置合わせする。この力は、
可撓性アームを図１２ｂに示すように径方向外側に偏向させる。可撓性アームの先端部は
、ゲージ要素８０がゼロ単位位置に近づかない間、用量インジケータ９の外側の残された
空間内へと動く。図１２ｃは、およそ１単位がまだ投薬されていないデバイスを示す。可
撓性アーム９５は、らせん機能を有するゲージ要素８０が、用量インジケータ９０のねじ
山を辿り、段階式の案内面を形成するゲージ要素８０のらせん機能８１で可撓性アーム９
５の先端部と接触するとき、力が蓄えられる。可撓性アームの先端部は、したがって、径
方向内側に偏向され、その間、内側表面上の突起部９６は、駆動部材４０上のフランジ４
５によって径方向の偏向から拘束される。用量の終了のクリックは、力が蓄えられた可撓
性アーム９５の先端部が、ゲージ要素８０上の段階式の案内面（らせん機能８１）の下面
から解放され、用量インジケータ９０が回転し、可撓性アーム９５の先端部が、（段階式
案内面）らせん機能８１の縁を通過するときに作成される（図１２ｄ）。ダイヤルグリッ
プ６０の解放後、機構は、図１２ａの状態に戻り、それによって可撓性要素は、「静止」
状態では応力がかけられないままである。
【０１０２】
　まとめると、機構は、ダイヤル伸長を有さず、低起動力の始動を有する。ダイヤルグリ
ップ６０は、投薬中回転方向でロックされ、ダイヤルをより容易にするように成形される
。このゲージ機能は、ユーザに対して、用量の進展についての定性的なフィードバックを
提供する。これらすべては組み合わさって、有意な人間工学的な利益をユーザにもたらす
。
【０１０３】
　注射デバイスの代替の第２の実施形態が、図１３に分解図で示される。注射デバイス１
９は、液体薬剤カートリッジを除く１９の構成要素を含む。より詳細には、デバイスは、
主要ハウジング４１１、近位キャップ４１２、およびカートリッジホルダ４１３を含むハ
ウジング４１０と、ダイヤルグリップ４２０と、投薬ボタン４３０と、ダイヤルチューブ
４４０と、最終用量ナット４５０と、スリーブ様クリッカ４６０と、投薬ばね４７０と、
用量インジケータ（ダイヤルスリーブ）４８０と、摺動ゲージ４９０と、駆動スリーブ５
０１および駆動チューブ５０２を含む駆動部材５００と、モータばね５１０と、蓄積スプ
ール５２０と、支承部５３１を備えたピストンロッド（送りねじ）５３０と、レンズ（図
示せず）と、キャップ（図示せず）とを含む。構成要素のほとんどは、図１４に示すよう
に、機構の２つの主要軸ＩおよびＩＩの１つの周りで同心円状に配置される。
【０１０４】
　ピストンロッド５３０は、ハウジング４１０内に配置される。駆動部材５００は、ピス
トンロッド５３０に恒久的に連結され、駆動部材５００は、駆動部材５００が回転方向で
ハウジング４１０に拘束される用量設定位置と、駆動部材５００が回転方向でハウジング
４１０からデカップリングされる用量投薬位置との間で軸方向に可動である。駆動部材５
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００を駆動させるための動力リザーバ５１０は、動力リザーバとして、第１のスプール５
２０に装着された第１の端部と、第２のスプールに装着された第２の端部とを有する、逆
巻きされた平坦なつる巻ばねを含み、この逆巻きされた平坦なつる巻ばねは、駆動部材５
００に軸方向および回転方向で拘束される。たとえば、第２のスプールは、駆動スリーブ
５０１の一体部材である。図に示す実施形態では、ばね５１０の第２の端部は、低減され
た幅の部分と、低減された幅の部分と比較して増大された幅を有する自由端部部分とを含
み、ここで、駆動部材５００、より詳細には駆動スリーブ５０１は、軸方向スロット５０
３および隣接する狭小くぼみを有する円筒状のスプール部分を含む。
【０１０５】
　好ましくは、用量インジケータ４８０は、ハウジング４１０に軸方向に拘束され、用量
設定中、ハウジングに対して、第１の方向（用量を増大させる）または第２の反対方向（
用量を低減させる）に回転し、また、これは、用量投薬中、ハウジングに対して、第２の
反対の方向に回転する。ゲージ要素４９０は、ハウジング４１０と用量インジケータ４８
０の間に少なくとも部分的に間置され、ハウジング４１０の少なくとも１つの開口または
窓を通して少なくとも部分的に見ることができる。さらに、ゲージ要素４９０は、ハウジ
ング４１０内で、および用量インジケータ４８０とねじ係合して軸方向に案内され、それ
により、用量インジケータ４８０の回転が、ゲージ要素４９０の軸方向変位を引き起こす
。ハウジング４１０は、開口または窓を有し、ゲージ要素４９０は、ハウジングの開口ま
たは窓に対して位置する別の開口または窓を有し、それにより、用量インジケータ４８０
の少なくとも一部が、開口または窓を通して見ることができる。
【０１０６】
　特に、開口は、主要ハウジング４１１上に、用量投薬中、ユーザが見ることができる場
所内に配置される。これは、デバイスの遠位端部の近くとすることができる。特に、これ
は、用量インジケータ４８０の数字表示装置がうまく配置できない場所とすることができ
る。また、複数のゲージ開口も存在する。特に、デバイスの両側に配置された２つのゲー
ジ開口とすることができる。これは、左手による作業を好むユーザ、またはデバイスを代
替のグリップによって保持することを好むユーザに対してアナログゲージ機能の視認性を
増大させる。このアナログゲージは、用量の投薬中のデバイスの用量位置のインジケータ
として特に有益である。用量の投薬中、数値表示装置の変更が、個々の用量位置のマーキ
ングを判読可能にするには速すぎることがある。したがって、ユーザが、用量が投薬され
ている速度および依然として投薬される薬剤の量を理解することは難しいことがある。用
量が投薬されるにつれて別の表面をますます覆っていくアナログゲージの軸方向動作は、
投薬イベント中の投薬速度および依然として投薬される薬剤の量を簡単に見ることができ
るインジケータを与える。
【０１０７】
　注射デバイスは、最大設定可能用量および最小設定可能用量を規定するリミッタ機構を
含む。リミッタ機構は、最小用量（ゼロ）位置で当接する、用量インジケータ４８０上の
第１の回転止め具およびゲージ要素４９０上の第１の逆止め具と、最大用量位置で当接す
る、用量インジケータ４８０上の第２の回転止め具およびゲージ要素４９０上の第２の逆
止め具とを含むことができる。
【０１０８】
　投薬ボタン４３０は、軸方向に変位可能であり、ハウジング４１０に軸方向に拘束され
るダイヤルグリップ４２０によって取り囲まれて配置される。クリッカスリーブ４６０は
、ハウジング４１０に回転方向で拘束され、ハウジングに対して、近位の用量設定位置と
、遠位の用量投薬位置との間で軸方向に変位可能である。さらに、クリッカスリーブ４６
０は、用量設定中回転可能である、ダイヤルチューブ４４０の対応する歯と解放可能に係
合する歯を含む。用量インジケータ４８０は、可撓性のクリックアームを含むことができ
、この可撓性のクリックアームは、クリッカスリーブ４６０によって第１の方向に変位可
能であり、用量投薬中のみ、デバイスがその最小用量（ゼロ）位置にあるときに、ゲージ
要素４９０の突起セクションによって第２の反対方向に変位可能である。
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【０１０９】
　注射デバイスは、さらに、カートリッジ内に残された液体の量を超える用量の設定を防
止するための、最終用量保護機構を含むことができる。この最終用量保護機構は、クリッ
カスリーブ４６０とダイヤルチューブ４４０の間に間置されて配置されたナット部材４５
０を含む。
【０１１０】
　注射デバイスでは、第１のスプール５２０が、第１の長手方向軸Ｉ上に、ピストンロッ
ド５３０と同心円状に配置され、第２のスプール、すなわち駆動スリーブ５０１は、第２
の長手方向軸ＩＩ上に配置され、ここで、第１の長手方向軸Ｉは、第２の長手方向軸ＩＩ
に対して平行であり、そこから離間される。上記で述べたように、駆動部材５００は、第
１の長手方向軸Ｉの周りで回転可能である駆動チューブ５０２と、第２の長手方向軸ＩＩ
の周りで回転可能である駆動スリーブ５０１とを含むことができる。駆動スリーブ５０１
は、駆動スリーブ５０１がハウジング４１０に回転方向で拘束される用量設定位置と、駆
動スリーブ５０１がハウジング４１０から回転方向でデカップリングされる用量投薬位置
との間で軸方向に可動である。駆動チューブ５０２は、駆動スリーブ５０１に恒久的に、
または少なくとも駆動スリーブ５０１がその用量投薬位置にある場合に回転方向で連結さ
れる。
【０１１１】
　クラッチ４８３、５０５が、用量インジケータ４８０と駆動部材５００の間に間置して
設けられ、ここでクラッチ４８３、５０５は、用量設定中、用量インジケータ４８０と駆
動部材５００の間の相対回転の動きを可能にし、用量投薬中、用量インジケータ４８０と
駆動部材５００の間の相対回転の動きを防止する。図１３に示すように、クラッチは、駆
動スリーブ５０１の遠位側の歯５０５のリングおよび用量インジケータ上の内側スプライ
ン４８３を含む。駆動スリーブ５０１は、さらに、その近位端部に、駆動チューブ５０２
上の対応する歯と噛み合う歯５０６のリングを有する。加えて、歯５０６は、駆動スリー
ブ５０１の（近位の）用量設定位置において、駆動スリーブ５０１をハウジングに回転方
向で連結する。
【０１１２】
　より詳細には、デバイスは、図１５ａおよび１５ｂならびに１６ａから１６ｆそれぞれ
に示す、用量クリッカ機構の端部に対する２つの代替を含む。
【０１１３】
　用量投薬中、可聴フィードバックが、駆動チューブ５０２およびハウジング４１０の相
互作用によって作成される。コンプライアントクリッカアーム５０７が、駆動チューブ５
０２内に一体化され、駆動チューブが主要ハウジング４１１内の輪郭付けられた表面の内
側で回転するときに偏向される。クリッカアーム５０７は、駆動チューブ５０２上に、ピ
ストンロッド５３０と係合する内孔上のスプライン機能と位置合わせされて位置する。ピ
ストンロッド５３０上のスプライン機能は、隙間を作成し、それによってクリッカアーム
５０７が偏向できるようにする。
【０１１４】
　ハウジング内の輪郭付けられた表面は、各々の送達された単位に対応する反復的機能を
有することができ、この反復的機能は、各々の投薬された単位ごとに投薬「クリック」を
生成する。代替の実施形態では、輪郭付けられた表面は、複数の送達された単位に対応す
る反復的機能を有することができ、この反復的機能は、いくつかの複数の単位が送達され
たときに投薬「クリック」を生成する。たとえば、これは、２単位ごとになり、別の例で
は、これは、６単位ごとになる。連続する投薬「クリック」間の用量の数を増大させるこ
とは、高速の投薬速度を有するデバイスには有益である。
【０１１５】
　用量の送達の完了時、用量インジケータ４８０がそのゼロ単位配向に戻り、摺動ゲージ
４９０がそのゼロ単位位置に戻るとき、追加の可聴フィードバックが、用量インジケータ
４８０、摺動ゲージ４９０およびクリッカ４６０の相互作用によって作成される。この相
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互作用は、クリッカ４６０の軸方向位置によって決まり、投薬中、クリッカ４６０がその
遠位位置にあり、投薬ボタン４３０がユーザによって押されたときにのみ生じる。投薬ボ
タン４３０の軸方向位置を利用してこの相互作用を作成することにより、用量の終了の機
能は、用量のダイヤル中、ユーザが引き戻す必要はない。
【０１１６】
　図１５ａおよび１５ｂに示す実施形態では、用量クリックアーム４８２のコンプライア
ント端部は、用量インジケータ４８０内の、摺動ゲージ４９０上のねじ山と係合するねじ
山形態を含む用量インジケータ４８０の領域内に組み込まれる。用量のダイヤル中、用量
クリッカアーム４８２のこのコンプライアント端部は、図１５ａに示すようにその自然の
（応力がかけられていない）状態にあり、摺動ゲージ４９０の、これがゼロ単位当接部か
ら離れて、またはこれに向かって前進するときの動作によって妨げられない。ユーザが投
薬ボタン４３０を押し下げたとき、クリッカ４６０は、遠位に変位される。用量インジケ
ータ４８０の内部に配置されたクリッカ４６０の変位は、クリッカ４６０の遠位面と用量
クリッカアーム４８２の端部上の突起部との間に当接部を作成し、それにより、用量クリ
ッカアーム４８２の端部は、図１５ｂに示すように遠位に偏向される。用量クリッカアー
ム４８２の端部の偏向は、用量インジケータ４８０の配向から独立している。
【０１１７】
　投薬ボタン４３０が押し下げられたとき、デバイスは薬剤を投薬する。用量インジケー
タ４８０は、（デバイスの近位端部から見たとき）反時計周りに回転し、摺動ゲージ４９
０は、遠位に動く。投薬ボタン４３０が押し下げられたとき、用量インジケータ４８０お
よび摺動ゲージ４９０の対向する方向の動きは可能ではない。摺動ゲージ４９０が、用量
インジケータ４８０とのそのゼロ単位当接部に近づくにつれて、摺動ゲージ４９０上のら
せんねじ山が、用量クリッカアーム４８２の偏向された端部と係合する。用量クリッカア
ーム４８２の端部の先端部は、摺動ゲージ４９０によって近位方向に変形される。これは
、クリッカ４６０と、用量クリッカアーム４８２の端部との間に増大された軸方向の接触
力を生成し、これは、投薬ボタン４３０への直接的な負荷経路を介して、ユーザによって
感じられる。用量クリッカアーム４８２の端部の先端部は、ゼロ単位当接位置に到達する
まで近位に変形され続け、このとき摺動ゲージ４９０上のらせんねじ山内のくぼみ機能は
、用量クリッカアーム４８２の端部の先端部を解放し、その偏向された状態に戻す。用量
クリッカアーム４８２の端部の先端部の解放は、窪められた機能との衝撃を生成し、それ
によって可聴「クリック」を生み出す。用量クリッカアーム４８２の端部の先端部が解放
されるとき、クリッカ４６０と用量クリッカアーム４８２の端部との間の軸方向の接触力
は、突然低減され、これは、投薬ボタン４３０への直接的な負荷経路を介して、ユーザに
よって感じられる。
【０１１８】
　ユーザには、したがって、用量の投薬が完了し、デバイスが、ゼロ単位位置まで戻った
ことを示す、可聴および触覚的なフィードバックが提供される。
【０１１９】
　図１６ａから１６ｆに示す代替の実施形態では、用量クリッカアーム４８２のコンプラ
イアント端部は、用量インジケータ４８０内に組み込まれ、投薬中、クリッカ４６０の変
位によって径方向に偏向される。摺動ゲージ４９０上の突起部は、摺動ゲージ４９０がゼ
ロ単位当接部に近づくにつれて、用量クリッカアーム４８２の偏向された端部を径方向に
変形させる。ゼロ単位位置に到達したとき、摺動ゲージ４９０上の突起部は、用量クリッ
カアーム４８２の偏向された端部を解放し、この端部は、摺動ゲージ４９０上またはハウ
ジング４１０上の別の表面と接触することができる。その自然な状態（図１６ａから１６
ｃ）では、ダイヤル中、用量クリッカアーム４８２の端部は、用量インジケータ４８０の
主要な円筒状表面に類似する全体直径を有する。用量クリッカアーム４８２の端部は、し
たがって、摺動ゲージ４９０の遠位端部上の突起部と接触することなく自由に回転するこ
とができる。これにより、ユーザは、用量クリッカアーム４８２の端部を引き戻すことな
くゼロ単位位置からダイヤルを行うことができる。
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【０１２０】
　投薬中、投薬ボタン４３０が押し下げられたとき、クリッカ４６０は、遠位に変位され
る。その外側円筒状表面は、用量クリッカアーム４８２の端部の内側表面上のボスと接触
して、用量クリッカアーム４８２の端部を径方向に偏向させる（図１６ｄ）。この径方向
の偏向は、用量クリッカアーム４８２の端部の先端部における有効直径を増大させる。用
量インジケータ４８０は、摺動ゲージ４９０が近位に変位されている間（すなわち用量位
置＞５単位）、用量クリッカアーム４８２の端部とのいかなるさらなる相互作用も有する
ことなく自由に回転する。摺動ゲージ４９０がそのゼロ単位位置に近づき、用量インジケ
ータ４８０がそのゼロ単位配向に近づくとき、摺動ゲージ４９０上の突起部は、用量クリ
ッカアーム４８２の偏向された端部と係合する。用量クリッカアーム４８２の端部の先端
部は、摺動ゲージ４９０上の突起部との接触によって径方向に変形される（図１６ｅ）。
用量インジケータ４８０がゼロ単位位置まで回転するとき、用量クリッカアーム４８２の
端部の先端部は、回転して突起部を通過し、それにより、用量クリッカアーム４８２の端
部は、解放され、その偏向された状態に戻る（図１６ｆ）。用量クリッカアーム４８２の
端部の先端部は、摺動ゲージ４９０またはハウジング上の別の表面と接触して「クリック
」を生成することができる。この実施形態は、デバイスのアナログゲージ機能の視覚要素
として使用される、用量インジケータ４８０のねじ山形態の表面の乱れを最小限に抑える
。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４ａ】

【図４ｂ】
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【図１５ｂ】

【図１６ａ】
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【図１６ｄ】

【図１６ｅ】

【図１６ｆ】



(31) JP 2016-518902 A 2016.6.30

10

20

30

40

【国際調査報告】



(32) JP 2016-518902 A 2016.6.30

10

20

30

40



(33) JP 2016-518902 A 2016.6.30

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,
BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,H
R,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG
,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,
UA,UG,US

(72)発明者  アンソニー・ポール・モリス
            イギリス国コヴェントリーウェストミッドランズ　シーヴィ７　７エフワイ．バルサルコモン．サ
            ニーサイドレーン５３
(72)発明者  ジョセフ・バトラー
            イギリス国ラグビーウォリックシャー　シーヴィ２１　４ディーユー．クリックロード２７
(72)発明者  マシュー・ジョーンズ
            イギリス国ウォリックウォリックシャー　シーヴィ３４　６エーユー．テンプルグローブ１５
Ｆターム(参考) 4C066 BB01  CC01  DD13  EE14  HH13  HH17  QQ32  QQ72  QQ78 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

