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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　皮膚にマイクロニードルを適用させるためのアプリケータであって、
　前記マイクロニードルを配置するための配置領域を有するベースと、
　前記ベースから離れる側に向けて凸状に湾曲した状態で且つ前記ベースから離間した状
態で配置された板状の弾性部材と、
　前記ベースに対して回転可能なように支軸を介して該ベースに取り付けられており、前
記弾性部材を前記ベースに近づく側に向けて凸状に湾曲させ、その頂部が前記配置領域に
到達するように前記弾性部材を変形させる作動部材とを備える、アプリケータ。
【請求項２】
　前記作動部材が、前記ベース及び前記弾性部材を覆うように設けられたアームであり、
　前記支軸に近い方の前記アームの一端部に設けられた第１支持部が前記弾性部材の第１
端部を支持すると共に、該アームの他端部に設けられた第２支持部が該弾性部材の第２端
部を支持し、
　前記アームが回転されて前記第２支持部が前記第２端部付近を該ベースに向かって押す
ことで、前記アームは、前記弾性部材を前記ベースに近づく側に向けて凸状に湾曲させ、
その頂部が前記配置領域に到達するように前記弾性部材を変形させる、請求項１に記載の
アプリケータ。
【請求項３】
　前記アームが回転されて前記第２支持部が前記第２端部付近を該ベースに向かって押す
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ことで、前記アームは、前記弾性部材をＳ字形状に一旦変形させて、その後、前記弾性部
材を前記ベースに近づく側に向けて凸状に湾曲させ、その頂部が前記配置領域に到達する
ように前記弾性部材を変形させる、請求項２に記載のアプリケータ。
【請求項４】
　前記弾性部材の前記第１端部は、回転軸を介して前記アーム又は前記ベースに対して回
転可能に支持されている、請求項２又は３に記載のアプリケータ。
【請求項５】
　前記弾性部材の前記第２端部は前記第２支持部に固定されている、請求項２～４のいず
れか一項に記載のアプリケータ。
【請求項６】
　前記第１支持部が半円筒状の中空体であり、
　前記第２支持部が、前記第１支持部に向かって開口する凹部を有しており、
　前記第１端部が、前記第１支持部の内壁に当たった状態で、自由度を持って該第１支持
部により支持され、
　前記第２端部が、前記凹部に挿入されることで、自由度を持って前記第２支持部により
支持される、請求項２又は３に記載のアプリケータ。
【請求項７】
　前記ベースに、前記マイクロニードルに対応する第１開口が形成されており、
　前記弾性部材が前記第１開口において前記マイクロニードルを前記皮膚に適用する、請
求項２～６のいずれか一項に記載のアプリケータ。
【請求項８】
　前記アームに、前記第１開口に対向する第２開口が形成されている、請求項７に記載の
アプリケータ。
【請求項９】
　前記マイクロニードルを皮膚に向けて押さえるための押さえ部材が前記第１開口に設け
られている、請求項７又は８に記載のアプリケータ。
【請求項１０】
　前記作動部材が、前記ベースから上方に延びるレバーであり、
　前記ベース上に設けられた第１支持部が前記弾性部材の第１端部を支持すると共に、前
記レバーに形成された第２支持部が該弾性部材の第２端部を支持し、
　前記レバーが回転されて前記第２支持部が前記第２端部付近を該ベースに向かって押す
とで、前記レバーは、前記弾性部材を前記ベースに近づく側に向けて凸状に湾曲させ、そ
の頂部が前記配置領域に到達するように前記弾性部材を変形させる、請求項１に記載のア
プリケータ。
【請求項１１】
　前記レバーが回転されて前記第２支持部が前記第２端部付近を該ベースに向かって押す
ことで、前記レバーは、前記弾性部材をＳ字形状に一旦変形させて、その後、前記弾性部
材を前記ベースに近づく側に向けて凸状に湾曲させ、その頂部が前記配置領域に到達する
ように前記弾性部材を変形させる、請求項１０に記載のアプリケータ。
【請求項１２】
　前記弾性部材の前記第１端部は、回転軸を介して前記ベースに対して回転可能に支持さ
れている、請求項１０又は１１に記載のアプリケータ。
【請求項１３】
　前記弾性部材の前記第２端部は前記第２支持部に固定されている、請求項１０～１２の
いずれか一項に記載のアプリケータ。
【請求項１４】
　前記第１支持部が半円筒状の中空体であり、
　前記第２支持部が、前記第１支持部に向かって開口する凹部であり、
　前記第１端部が、前記第１支持部の内壁に当たった状態で、自由度を持って該第１支持
部により支持され、
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　前記第２端部が、前記凹部に挿入されることで、自由度を持って前記第２支持部により
支持される、請求項１０又は１１に記載のアプリケータ。
【請求項１５】
　前記ベースに、前記マイクロニードルに対応する第１開口が形成されており、
　前記弾性部材が前記第１開口において前記マイクロニードルを前記皮膚に適用する、請
求項１０～１４のいずれか一項に記載のアプリケータ。
【請求項１６】
　前記マイクロニードルを皮膚に向けて押さえるための押さえ部材が前記第１開口に設け
られている、請求項１５に記載のアプリケータ。
【請求項１７】
　皮膚にマイクロニードルを適用させるためのアプリケータであって、
　前記マイクロニードルを配置するための配置領域を有するベースと、
　前記ベースから離れる側に向けて凸状に湾曲した状態で且つ前記ベースから離間した状
態で配置された板状の弾性部材と、
　前記ベースに対して移動可能なように該ベースに取り付けられており、前記弾性部材を
前記ベースに近づく側に向けて凸状に湾曲させ、その頂部が前記配置領域に到達するよう
に前記弾性部材を変形させる作動部材とを備える、アプリケータ。
【請求項１８】
　ベースと、
　前記ベースから離れる側に向けて凸状に湾曲した状態で且つ前記ベースから離間した状
態で配置された板状の弾性部材と、
　前記弾性部材のうち前記ベースに向かう側の面に配置されたマイクロニードルと、
　前記ベースに対して回転可能なように支軸を介して該ベースに取り付けられた作動部材
とを備え、
　前記ベースは、前記マイクロニードルが通過可能な通過領域を有しており、
　前記作動部材は、前記弾性部材を前記ベースに近づく側に向けて凸状に湾曲させ、その
頂部及び前記マイクロニードルが前記通過領域を通過するように前記弾性部材を変形させ
ることで、前記マイクロニードルを皮膚に適用させる、アプリケータ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の一形態は、マイクロニードルによる活性成分の投与を補助するために用いるア
プリケータに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、皮膚を介して活性成分を投与するマイクロニードルに衝撃を与えることで、
該マイクロニードルを皮膚に適用するアプリケータが知られている。例えば、下記特許文
献１には、マイクロニードルデバイスに取り付けられた隆起した中心領域を有するフレキ
シブルシートと、該フレキシブルシートの周囲または付近の支持部材とを含むアプリケー
タが記載されている。フレキシブルシートは、該シートの主平面に対して直交方向の段階
的な運動を受けるように構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表２００８－５２０３６９号公報
【特許文献２】特表２００５－５３３６２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１に記載のアプリケータでは、マイクロニードルに作用す
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るフレキシブルシートの中心領域が使用者により直接的に押されるので、マイクロニード
ルに伝わる力が使用者の力加減に左右されてしまう。そのため、穿刺の程度が使用者毎に
変わってしまい、その結果、穿刺の再現性が低下してしまう可能性がある。そこで、誰が
使用してもマイクロニードルの穿刺の程度を一定のレベルに保つこと、すなわち穿刺の再
現性を高めることが要請されている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一形態に係るアプリケータは、皮膚にマイクロニードルを適用させるためのア
プリケータであって、マイクロニードルを配置するための配置領域を有するベースと、ベ
ースから離れる側に向けて凸状に湾曲した状態で且つベースから離間した状態で、ベース
と作動部材との間で保持された板状の弾性部材と、ベースに対して回転可能なように支軸
を介して該ベースに取り付けられており、弾性部材がベースに近づく側に向けて凸状に湾
曲した状態となると共に、凸状に湾曲した弾性部材の頂部が配置領域に到達するように、
弾性部材を変形させる作動部材とを備える。
【０００６】
　このような形態によれば、作動部材がベースに向かって回転されると、板状の弾性部材
が、ベースから離れる側（皮膚から離れる方向）に向けて凸状に湾曲した状態から、ベー
ス（皮膚）の方向に向けて凸状に湾曲する。そして、凸状に湾曲した頂部が、ベースのう
ちマイクロニードルを配置するための配置領域に到達する。そのため、配置領域にマイク
ロニードルが配置されていると、弾性部材がマイクロニードルに衝突し、弾性部材がその
ような一連の変形による付勢力をマイクロニードルに伝えることで、皮膚にマイクロニー
ドルが適用される。弾性部材の変形は使用者により直接的に行われるのではなく作動部材
の回転によって引き起こされるものであり、その変形の程度は誰が使用しても一定である
から、マイクロニードルに伝わる付勢力も一定となる。したがって、誰が使用してもマイ
クロニードルの穿刺の程度を一定のレベルに保つことができる。
【０００７】
　別の形態に係るアプリケータでは、作動部材が、ベース及び弾性部材を覆うように設け
られたアームであり、支軸に近い方のアームの一端部に設けられた第１支持部が弾性部材
の第１端部を支持すると共に、該アームの他端部に設けられた第２支持部が該弾性部材の
第２端部を支持し、アームが回転されて第２支持部が第２端部付近を該ベースに向かって
押すことで、アームは、弾性部材がベースに近づく側に向けて凸状に湾曲した状態となる
と共に、凸状に湾曲した弾性部材の頂部が配置領域に到達するように、弾性部材を変形さ
せてもよい。
【０００８】
　さらに別の形態に係るアプリケータでは、アームが回転されて第２支持部が第２端部付
近を該ベースに向かって押すことで、アームは、前記弾性部材がＳ字形状となるように前
記弾性部材を一旦変形させ、その後、弾性部材がベースに近づく側に向けて凸状に湾曲し
た状態となると共に、凸状に湾曲した弾性部材の頂部が配置領域に到達するように、弾性
部材を変形させてもよい。
【０００９】
　さらに別の形態に係るアプリケータでは、弾性部材の第１端部は、回転軸を介してアー
ム又はベースに対して回転可能に支持されていてもよい。
【００１０】
　さらに別の形態に係るアプリケータでは、弾性部材の第２端部は第２支持部に固定され
ていてもよい。
【００１１】
　さらに別の形態に係るアプリケータでは、第１支持部が半円筒状の中空体であり、第２
支持部が、第１支持部に向かって開口する凹部を有しており、第１端部が、第１支持部の
内壁に当たった状態で、自由度を持って該第１支持部により支持され、第２端部が、凹部
に挿入されることで、自由度を持って第２支持部により支持されてもよい。
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【００１２】
　さらに別の形態に係るアプリケータでは、ベースに、マイクロニードルに対応する第１
開口が形成されており、弾性部材が第１開口においてマイクロニードルを皮膚に適用して
もよい。
【００１３】
　さらに別の形態に係るアプリケータでは、アームに、第１開口に対向する第２開口が形
成されていてもよい。
【００１４】
　さらに別の形態に係るアプリケータでは、作動部材が、ベースから上方に延びるレバー
であり、ベース上に設けられた第１支持部が弾性部材の第１端部を支持すると共に、レバ
ーに形成された第２支持部が該弾性部材の第２端部を支持し、レバーが回転されて第２支
持部が第２端部付近を該ベースに向かって押すことで、レバーは、弾性部材がベースに近
づく側に向けて凸状に湾曲した状態となると共に、凸状に湾曲した弾性部材の頂部が配置
領域に到達するように、弾性部材を変形させてもよい。
【００１５】
　さらに別の形態に係るアプリケータでは、レバーが回転されて第２支持部が第２端部付
近を該ベースに向かって押すことで、レバーは、弾性部材がＳ字形状となるように弾性部
材を一旦変形させ、その後、弾性部材がベースに近づく側に向けて凸状に湾曲した状態と
なると共に、凸状に湾曲した弾性部材の頂部が配置領域に到達するように、弾性部材を変
形させてもよい。
【００１６】
　さらに別の形態に係るアプリケータでは、弾性部材の第１端部は、回転軸を介してベー
スに対して回転可能に支持されていてもよい。
【００１７】
　さらに別の形態に係るアプリケータでは、弾性部材の第２端部は第２支持部に固定され
ていてもよい。
【００１８】
　さらに別の形態に係るアプリケータでは、第１支持部が半円筒状の中空体であり、第２
支持部が、第１支持部に向かって開口する凹部であり、第１端部が、第１支持部の内壁に
当たった状態で、自由度を持って該第１支持部により支持され、第２端部が、凹部に挿入
されることで、自由度を持って第２支持部により支持されてもよい。
【００１９】
　さらに別の形態に係るアプリケータでは、マイクロニードルを皮膚に向けて押さえるた
めの押さえ部材が第１開口に設けられていてもよい。
【００２０】
　さらに別の形態に係るアプリケータは、皮膚にマイクロニードルを適用させるためのア
プリケータであって、マイクロニードルを配置するための配置領域を有するベースと、ベ
ースから離れる側に向けて凸状に湾曲した状態で且つベースから離間した状態で配置され
た板状の弾性部材と、ベースに対して移動可能なように該ベースに取り付けられており、
弾性部材がベースに近づく側に向けて凸状に湾曲した状態となると共に、凸状に湾曲した
弾性部材の頂部が配置領域に到達するように、弾性部材を変形させる作動部材とを備える
。
【００２１】
　さらに別の形態に係るアプリケータは、ベースと、ベースから離れる側に向けて凸状に
湾曲した状態で且つベースから離間した状態で配置された板状の弾性部材と、弾性部材の
うちベースに向かう側の面に配置されたマイクロニードルと、ベースに対して回転可能な
ように支軸を介して該ベースに取り付けられた作動部材とを備え、ベースは、マイクロニ
ードルが通過可能な通過領域を有しており、作動部材は、弾性部材をベースに近づく側に
向けて凸状に湾曲させ、その頂部及びマイクロニードルが通過領域を通過するように弾性
部材を変形させることで、マイクロニードルを皮膚に適用させる。
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【発明の効果】
【００２２】
　本発明の一側面によれば、誰が使用してもマイクロニードルの穿刺の程度を一定のレベ
ルに保つことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】図１は、第１実施形態に係るアプリケータの上方からの斜視図である。
【図２】図２は、図１に示すアプリケータの下方からの斜視図である。
【図３】図３は、図１に示すアプリケータの側面図である。
【図４】図４は、図１に示すアプリケータの上面図である。
【図５】図５は、図１に示すアプリケータの下面図である。
【図６】図６は、図１に示すアプリケータを案内部側から見た正面図である。
【図７】図７は、図１に示すアプリケータを支軸側から見た背面図である。
【図８】図８は、図１のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線断面図である。
【図９】図９は、第１実施形態における板ばねの変形を段階的に示す図である。
【図１０】図１０は、作動したアプリケータの下方からの斜視図である。
【図１１】図１１は、第２実施形態に係るアプリケータの上方（前方）からの斜視図であ
る。
【図１２】図１２は、図１１に示すアプリケータの上方（後方）からの斜視図である。
【図１３】図１３は、図１１に示すアプリケータの下方からの斜視図である。
【図１４】図１４は、第２実施形態における板ばねの変形を段階的に示す図である。
【図１５】図１５は、作動したアプリケータの下方からの斜視図である。
【図１６】図１６は、変形例に係るアプリケータの下方からの斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、添付図面を参照しながら本発明の実施形態を詳細に説明する。なお、図面の説明
において同一又は同等の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
【００２５】
　（第１実施形態）
　まず、図１～８を用いて、第１実施形態に係るアプリケータ１０の構造を説明する。図
１はアプリケータ１０の上方からの斜視図である。図２はアプリケータ１０の下方からの
斜視図である。図３はアプリケータ１０の側面図である。図４は、図１に示すアプリケー
タの上面図である。図５は、図１に示すアプリケータの下面図である。図６は、図１に示
すアプリケータを案内部側から見た正面図である。図７は、図１に示すアプリケータを支
軸側から見た背面図である。図８は図１のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線断面図である。
【００２６】
　アプリケータ１０は、皮膚にマイクロニードルを適用させるために用いる補助器具であ
る。アプリケータ１０はステープラのような形状を成している。アプリケータ１０は、皮
膚に接する底面２１を有するベース２０と、そのベース２０を上から覆うように設けられ
たアーム（作動部材）３０とを備えている。アーム３０の後端は、ベース２０の幅方向（
短手方向）に延びる支軸４０によりベース２０の後端に取り付けられており、アーム３０
の前端は、所定の可動範囲内で上下方向に移動可能となっている。これは、アーム３０が
その可動範囲内で、ベース２０に向かう方向に又はベース２０から離れる方向に回転可能
であることを意味する。
【００２７】
　ベース２０の底面２１は矩形であり、その略中央部には開口（第１開口）２２が形成さ
れている。開口２２は、ベース２０の前後方向（長手方向）に沿って延びる矩形と、この
矩形の略中央に位置する円とを組み合わせたような形状を成している。開口２２のうち円
形の縁を有する領域はマイクロニードルの形状に合わせて形成されており、アプリケータ
１０の使用時にはマイクロニードルはその円形領域（配置領域）に配置される。したがっ
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て、この円形領域はマイクロニードルに対応する領域である。
【００２８】
　ベース２０上面の前端には、上方向に延びる支持板２３が設けられている。この支持板
２３は、後述する把持部７０を下から支えるための部材であり、ベース２０の幅方向（短
手方向）に沿って取り付けられている。さらに、この支持板２３のやや後方の位置には、
一対の案内部２４が、ベース２０の幅方向に沿って一定の間隔を置いて並ぶように設けら
れている。この案内部２４は、アーム３０の回転の範囲（アーム３０の前端の上下動の範
囲）を制限するための、上下に細長い環状部材である。以下では、案内部２４に形成され
た上下方向に延びる孔を案内孔２４ａという。
【００２９】
　アーム３０の幅方向の断面は下方に開口したコ字形に形成されており、したがって、ア
ーム３０の内部には空間が形成されている。アーム３０の上面には略正方形の開口（第２
開口）３１が形成されている。この開口３１は、真上からアプリケータ１０を見下ろした
場合に、ベース２０の開口２２の円形領域、すなわちマイクロニードルの配置場所に向き
合うように形成されている。すなわち、開口３１は開口２２と対向する位置に形成されて
いる。アーム３０の前端付近の下側には、アーム３０の幅方向に延びる軸部４１が取り付
けられている。この軸部４１は一対の案内部２４を貫通した状態で取り付けられているの
で、アーム３０の回転範囲は案内孔２４ａにより制限される。
【００３０】
　ベース２０とアーム３０との間には、アーム３０の前後方向に沿って延びる板ばね（板
状の弾性部材）５０が設けられている。より具体的には、板ばね５０は、ベース２０から
離れる側に向けて凸状に湾曲した状態で且つベース２０から離間した状態で、アーム３０
の内部空間に収容されるように設けられている。
【００３１】
　板ばね５０の後端（第１端部）は、支軸４０付近に設けられた半円筒状の中空体（第１
支持部）６０により保持されている。もっとも、板ばね５０の後端は中空体６０内で固定
されておらずその内壁に当たっただけの状態にあり、したがって、板ばね５０は、その後
端が中空体６０の内壁に対して一定の自由度を持って移動可能な状態で、中空体６０によ
り保持されているに過ぎない。なお、中空体６０は、アーム３０に設けられていてもよい
し、ベース２０の後端に位置し且つ支軸４０を保持する保持部４０ａに設けられていても
よいし、ベース２０に設けられていてもよい。
【００３２】
　一方、板ばね５０の前端（第２端部）は把持部（第２支持部）７０により把持されてい
る。把持部７０は、一対の案内部２４に挟まれた位置に軸部４１により取り付けられてお
り、支持板２３に接している箇所を中心に回転可能となっている。この把持部７０には後
方に向けて（中空体６０側に向けて）開口した凹部７１が形成されており、板ばね５０の
前端部はこの凹部７１に挿入されている。板ばね５０の前端部は把持部７０内で固定され
ておらず、したがって、板ばね５０は、その前端が凹部７１内において一定の自由度をも
って移動可能な状態で、把持部７０により把持されているに過ぎない。
【００３３】
　アプリケータ１０自体の寸法やアプリケータ１０を構成する各部材の寸法は、マイクロ
ニードルの寸法や使用の容易さ等を考慮して決めてよい。例えば、上記のようにベース２
０の開口２２をマイクロニードルに合わせて成形すれば、アプリケータ１０をマイクロニ
ードル上に位置決めする際に該マイクロニードルに対してアプリケータ１０がずれない。
したがって、板ばね５０をマイクロニードルに確実に衝突させて、穿刺を確実に行うこと
ができる（穿刺の再現性が高まる）。なお、寸法の決め方はこれらに限定されるものでは
ない。
【００３４】
　アプリケータ１０の材料も限定されない。例えば、ＡＢＳ樹脂やポリスチレン、ポリプ
ロピレン、ポリアセタール（ＰＯＭ）樹脂などの合成又は天然の樹脂素材等の他、シリコ
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ン、二酸化ケイ素、セラミック、金属（ステンレス、チタン、ニッケル、モリブデン、ク
ロム、コバルト等）を用いてもよい。板ばね５０の材料としてポリアセタール（ＰＯＭ）
樹脂が挙げられるが、これに限定されるものではない。例えば、マイクロニードルと同じ
材料を用いて板ばね５０を作製してもよい。
【００３５】
　次に、図９，１０を用いてアプリケータ１０の使用方法を説明する。図９は板ばね５０
の変形を段階的に示す図である。図１０は作動したアプリケータ１０の下方からの斜視図
である。
【００３６】
　使用前のアプリケータ１０はアーム３０が上がった状態にある。このとき板ばね５０は
、アーム３０の内部空間内において上方に緩やかな弧を描いたような状態にある。使用者
は、まず、マイクロニードルＤａを皮膚Ｓに当て、続いて、ベース２０の開口２２の円形
部分がマイクロニードルＤａを囲むように、アプリケータ１０を皮膚Ｓ上に置く。アーム
３０の上面には開口３１が形成されているので、使用者はその開口３１からアプリケータ
１０の内部を覗くことで、アプリケータ１０をマイクロニードルＤａに対して正確に位置
合わせすることができる。なお、アプリケータ１０を位置決めする前に、マイクロニード
ルＤａをカバー材Ｄｂにより皮膚に貼り付けていてもよい（図９参照）。
【００３７】
　使用者はアーム３０の上面の前端付近を押すことでアプリケータ１０を作動させ、マイ
クロニードルに塗布された活性成分を投与する。使用者がアーム３０を押し始めると（図
９の矢印Ａａ参照）、アーム３０が支軸４０を中心にベース２０に向かって回転する。こ
の回転の際に、軸部４１が案内孔２４ａに沿って下方に移動することに伴って、軸部４１
に取り付けられた把持部７０が、支持板２３と接している部分を中心に回転する。この回
転に伴い把持部７０の凹部７１が下方を向き、その結果、把持部７０が板ばね５０の前端
部分を下方に押さえつけるような状態になる。この押しつけにより、板ばね５０が全体と
してアーム３０に向かって凸状に湾曲し（アーム３０の方向に湾曲し）、この板ばね５０
に所定の付勢力（弾性力）が蓄積される。より具体的には、板ばね５０は側方から見て略
Ｓ字状に変形する。
【００３８】
　その後、軸部４１が案内孔２４ａの下端付近まで下がるまでアーム３０が押されると（
図９の矢印Ａｂ参照）、把持部７０がさらに回転して板ばね５０の前端部分が把持部７０
によりさらに押さえつけられる。すると、上方に湾曲していた板ばね５０が付勢力に抗し
きれなくなり、ベース２０に向かって凸状に湾曲する（ベース２０の方向に湾曲する）（
図１０も参照）。この瞬間的な変形により、板ばね５０の中央部（板ばね５０のうちベー
ス２０に近づく側に向けて凸状となった頂部）がベース２０の開口２２に到達し、開口２
２付近でマイクロニードルＤａに衝突する。この衝突により、マイクロニードルＤａのニ
ードル部分が皮膚の角質層を穿孔し、該マイクロニードルＤａに塗布されていた活性成分
がそのニードル部分を介して体内に投与される。
【００３９】
　このようにアプリケータ１０を使用した後に使用者がアーム３０の押下を止めると、ア
ーム３０は板ばね５０の付勢力により上方に回転し、アプリケータ１０は初期状態に戻る
。したがって、次にアプリケータ１０を使用する際には、使用者は初期状態に戻ったアプ
リケータ１０を別のマイクロニードル上に位置決めして保持し、アーム３０を皮膚に向け
て押せばよい。したがって、アプリケータ１０は自己作動型アプリケータである。
【００４０】
　以上説明したように、本実施形態によれば、アーム３０がベース２０に向かって回転す
ると、そのアーム３０及びベース２０の間に設けられている板ばね５０が、アーム３０の
方向に（ベース２０及び皮膚から離れた方向に）一旦凸状に湾曲した後に、ベース２０の
方向に（皮膚に向けて）凸状に湾曲する。そして、板ばね５０がそのような一連の変形に
よる付勢力（弾性力）をマイクロニードルに伝えることで、皮膚にマイクロニードルが適
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用される。板ばね５０の変形は使用者により直接的に行われるのではなくアーム３０の回
転によって引き起こされるものであり、その変形の程度は誰が使用しても一定であるから
、マイクロニードルに伝わる付勢力も一定となる。したがって、誰が使用してもマイクロ
ニードルの穿刺の程度を一定のレベルに保つことができる。
【００４１】
　第１実施形態では板ばね５０の両端部が自由度を持つように中空体６０及び把持部７０
により支持されていたが、弾性部材の一端又は両端は、対応する支持部に固定されていて
もよい。また、弾性部材を支持する第１支持部及び第２支持部の構造は、中空体６０及び
把持部７０と異なっていてもよい。
【００４２】
　また、第１実施形態ではアーム３０の上面に開口３１が形成されていたが、この開口３
１は必須ではない。
【００４３】
　第１実施形態では、板ばね５０の後端が中空体６０により一定の自由度をもって移動可
能な状態で保持されていたが、板ばね５０の後端が回転軸を介してベース２０又はアーム
３０に対し回転可能に取り付けられていてもよい。
【００４４】
　第１実施形態では、ベース２０に向けて回転可能に移動するようアーム３０がベース２
０に設けられていたが、アーム３０がベース２０に対して直線的に移動するように、アー
ム３０がベース２０に設けられていてもよい。具体的には、アーム３０が押しボタンのよ
うな形態であってもよい。
【００４５】
　第１実施形態では、板ばね５０が、ベース２０から離れる方向に一旦湾曲した後にベー
ス２０の方向に湾曲することで、板ばね５０の付勢力をマイクロニードルＤａに伝えてい
たが、板ばね５０が、ベース２０から離れる方向に一旦湾曲せず、ベース２０から離れる
側に湾曲している状態からベース２０の方向に湾曲することで、板ばね５０の付勢力をマ
イクロニードルＤａに伝えてもよい。
【００４６】
　（第２実施形態）
　次に、図１１～１３を用いて、第２実施形態に係るアプリケータ１００の構造を説明す
る。図１１，１２はアプリケータ１００の上方からの斜視図であり、図１１は前方から見
た図、図１２は後方から見た図である。図１３はアプリケータ１００の下方からの斜視図
である。
【００４７】
　アプリケータ１００は、皮膚に接する底面１１１を有するベース１１０と、そのベース
１１０の上面の前端側に設けられたレバー（作動部材）１２０とを備えている。レバー１
２０の一端（下端）は、ベース１１０の幅方向（短手方向）に延びる支軸１３０によりベ
ース１１０に取り付けられている。レバー１２０は、ベース１１０に向かう方向又はベー
ス１１０から離れる方向に、所定の可動範囲内で回転可能である。
【００４８】
　ベース１１０の底面１１１の略中央部には開口（第１開口）１１２が形成されている。
開口１１２は、ベース１１０の前後方向（長手方向）に沿って延びる矩形と、この矩形の
略中央に位置する円とを組み合わせたような形状を成している。開口１１２のうち円形の
縁を有する領域はマイクロニードルの形状に合わせて形成されており、アプリケータ１０
０の使用時にはマイクロニードルはその円形領域（配置領域）に配置される。このように
、開口１１２は第１実施形態における開口２２と同様に形成されている。
【００４９】
　ベース１１０の上方には、ベース１１０の前後方向に沿って延びる板ばね（板状の弾性
部材）１４０が設けられている。より具体的には、板ばね１４０は、ベース１１０から離
れる側に向けて凸状に湾曲した状態で且つベース１１０から離間した状態で、中空体１５



(10) JP 5921557 B2 2016.5.24

10

20

30

40

50

０と凹部１２１との間で保持されている。
【００５０】
　板ばね１４０の後端（第１端部）は、ベース１１０の後端部に設けられた半円筒状の中
空体（第１支持部）１５０により保持されている。もっとも、板ばね１４０の後端は中空
体１５０内で固定されておらずその内壁に当たっただけの状態にあり、したがって、板ば
ね１４０は、その後端が中空体１５０の内壁に対して一定の自由度を持って移動可能な状
態で、中空体１５０により保持されているに過ぎない。
【００５１】
　一方、板ばね１４０の前端（第２端部）は、レバー１２０の後面の略中央部に形成され
た凹部１２１に挿入されている。板ばね１４０の前端部は凹部１２１内で固定されておら
ず、したがって、板ばね１４０は、その前端が凹部１２１内において一定の自由度をもっ
た状態で、レバー１２０により保持されているに過ぎない。
【００５２】
　アプリケータ１００自体の寸法やアプリケータ１００を構成する各部材の寸法は、上記
第１実施形態に係るアプリケータ１０と同様に、任意に決めてよい。また、アプリケータ
１００や板ばね１４０の材料も、第１実施形態に係るアプリケータ１０と同様に選択可能
である。
【００５３】
　次に、図１４，１５を用いてアプリケータ１００の使用方法を説明する。図１４は板ば
ね１４０の変形を段階的に示す図である。図１５は作動したアプリケータ１００の下方か
らの斜視図である。
【００５４】
　使用前のアプリケータ１００はレバー１２０が立ち上がった状態にある。このとき、板
ばね１４０は上方に緩やかな弧を描いたような状態にある。使用者は、まず、マイクロニ
ードルＤａを皮膚Ｓに当て、続いて、ベース１１０の開口１１２の円形部分がマイクロニ
ードルＤａを囲むように、アプリケータ１００を皮膚Ｓ上に置く。本実施形態でも、マイ
クロニードルＤａをカバー材Ｄｂにより皮膚に貼り付けていてもよい（図１４参照）。
【００５５】
　使用者はレバー１２０をアプリケータ１００の後方に倒すことでアプリケータ１００を
作動させ、マイクロニードルに塗布された活性成分を投与する。使用者がレバー１２０を
倒し始めると（図１４の矢印Ａｃ参照）、レバー１２０が支軸１３０を中心にベース１１
０に向かって回転する。この回転の際に、凹部１２１の壁が板ばね１４０の前端部分を下
方に押さえつけるような状態になる。この押しつけにより、板ばね１４０が全体として上
方に凸状に湾曲し（ベース１１０から離れる方向に湾曲し）、この板ばね１４０に所定の
付勢力（弾性力）が蓄積される。より具体的には、板ばね１４０は側方から見て略Ｓ字状
に変形する。
【００５６】
　その後、レバー１２０がさらに倒されると（図１４の矢印Ａｄ参照）、板ばね１４０の
前端部分が凹部１２１の壁によりさらに押さえつけられる。すると、上方に湾曲していた
板ばね１４０が付勢力に抗しきれなくなり、ベース１１０に向かって凸状に湾曲する（ベ
ース１１０の方向に湾曲する）（図１５も参照）。この瞬間的な変形により、板ばね１４
０の中央部（板ばね１４０のうちベース１１０に近づく側に向けて凸状となった頂部）が
ベース１１０の開口１１２に到達し、開口１１２付近でマイクロニードルＤａに衝突する
。この衝突により、マイクロニードルＤａのニードル部分が皮膚の角質層を穿孔し、該マ
イクロニードルＤａに塗布されていた活性成分がそのニードル部分を介して体内に投与さ
れる。
【００５７】
　このようにアプリケータ１００を使用した後に使用者がレバー１２０の操作を止めると
、レバー１２０は板ばね１４０の付勢力により立ち上がり、アプリケータ１００は初期状
態に戻る。したがって、アプリケータ１００も自己作動型アプリケータである。
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【００５８】
　以上説明したように、本実施形態によれば、レバー１２０がベース１１０に向かって回
転すると、板ばね１４０が、ベース１１０及び皮膚から離れた方向に一旦凸状に湾曲した
後に、ベース１１０の方向に（皮膚に向けて）凸状に湾曲する。そして、板ばね１４０が
そのような一連の変形による付勢力をマイクロニードルに伝えることで、皮膚にマイクロ
ニードルが適用される。板ばね１４０の変形は使用者により直接的に行われるのではなく
レバー１２０の回転によって引き起こされるものであり、その変形の程度は誰が使用して
も一定であるから、マイクロニードルに伝わる付勢力も一定となる。したがって、誰が使
用してもマイクロニードルの穿刺の程度を一定のレベルに保つことができる。
【００５９】
　第２実施形態では板ばね１４０の両端部が自由度を持つように中空体１５０及び凹部１
２１により支持されていたが、弾性部材の一端又は両端は、対応する支持部に固定されて
いてもよい。また、弾性部材を支持する第１支持部及び第２支持部の構造は、中空体１５
０及び凹部１２１と異なっていてもよい。
【００６０】
　第２実施形態では、板ばね１４０の後端が中空体１５０により一定の自由度をもって移
動可能な状態で保持されていたが、板ばね１４０の後端が回転軸を介してレバー１２０に
対し回転可能に取り付けられていてもよい。
【００６１】
　第２実施形態では、ベース２０に向けて回転可能に移動するようレバー１２０がベース
１１０に設けられていたが、レバー１２０がベース１１０に対して直線的に移動するよう
に、レバー１２０がベース１１０に設けられていてもよい。具体的には、レバー１２０が
押しボタンのような形態であってもよい。
【００６２】
　第２実施形態では、板ばね１４０が、ベース１１０から離れる方向に一旦湾曲した後に
ベース１１０の方向に湾曲することで、板ばね１４０の付勢力をマイクロニードルＤａに
伝えていたが、板ばね１４０が、ベース１１０から離れる方向に一旦湾曲せず、ベース１
１０から離れる側に湾曲している状態からベース１１０の方向に湾曲することで、板ばね
１４０の付勢力をマイクロニードルＤａに伝えてもよい。
【実施例】
【００６３】
　以下、実施例に基づいて本発明を具体的に説明するが、本発明はそれらに何ら限定され
るものではない。
【００６４】
　第１実施形態に係るアプリケータ１０と同様のアプリケータについて穿刺性能を評価し
た。穿刺性能は、マイクロニードルを用いてｉｎ　ｖｉｔｒｏ（ヒト皮膚）に対してオボ
アルブミン（Ｏｖａｌｂｕｍｉｎ：ＯＶＡ）を投与し、ヒト皮膚へのＯＶＡの移行量を求
めることで評価した。ここで、移行量とは、マイクロニードルに固着されたＯＶＡのうち
皮膚に投与された分の量である。
【００６５】
　初期状態のアプリケータ全体の長さ、幅、高さはそれぞれ７２ｍｍ、２８ｍｍ、２７ｍ
ｍであり、アームを下方に押し切った際のアプリケータの高さは２１ｍｍであった。ベー
スの長さ、幅、及び厚みはそれぞれ、６９ｍｍ、２８ｍｍ、２ｍｍであった。板ばねはＰ
ＯＭ樹脂製であり、その長さ、幅、及び厚みはそれぞれ、５１ｍｍ、８ｍｍ、１ｍｍであ
った。
【００６６】
　マイクロニードルはポリ乳酸製であり、その基板の面積は１．１３ｃｍ２、微小突起（
針）の本数は６４０本であった。微小突起の高さは５００μｍであり、その先端の平坦部
の面積は６４～１４４μｍ２であった。各微小突起にＯＶＡを塗布した際のコーティング
範囲は、当該微小突起の頂点を含む約１８０μｍの範囲であった。マイクロニードルに塗
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【００６７】
　ＯＶＡの投与後にヒト皮膚から剥離したマイクロニードルをリン酸緩衝生理食塩水（Ｐ
ＢＳ）に浸すことでＯＶＡを抽出し、抽出したＯＶＡの量を初期の塗布量から差し引くこ
とにより移行量及び移行率を求めた。その結果、移行率は５０％であり、アプリケータを
用いて活性成分を皮膚内に投与できることを確認できた。
【００６８】
　以上、本発明をその実施形態に基づいて詳細に説明した。しかし、本発明は上記実施形
態に限定されるものではない。本発明は、その要旨を逸脱しない範囲で様々な変形が可能
である。
【００６９】
　皮膚に当てたマイクロニードルを上から押さえるための部材（押さえ部材）をベースの
開口の上部に設けてもよい。第１実施形態に係るアプリケータ１０に二つの押さえ部材２
５を設けた例を図１６に示す。二つの押さえ部材２５は、開口２２の２箇所の円形領域を
覆うように設けられている。この押さえ部材２５によりマイクロニードルが皮膚に向けて
押さえつけられることで、マイクロニードルの皮膚への当たり具合が使用者や使用部位に
かかわらず略一定に保たれるので、マイクロニードルの穿刺の程度を一定のレベルに保つ
ことができる。当然ながら、第２実施形態に係るアプリケータ１００においても、同様の
押さえ部材２５を開口１１２の２箇所の円形領域に設けることができる。
【００７０】
　上記の各実施形態では、予め皮膚に当てたマイクロニードルに弾性部材を衝突させるこ
とで皮膚にマイクロニードルを適用したが、マイクロニードルの適用方法はこれに限定さ
れない。例えば、弾性部材にマイクロニードルを予め取り付けることができるようにアプ
リケータ１０又は１００を改造した場合でも、使用者はアーム３０又はレバー１２０を上
記実施形態のように操作することでマイクロニードルを皮膚に適用することができる。
【００７１】
　上記の各実施形態では、アプリケータ１０，１００とマイクロニードルＤａとが別体で
あったが、アプリケータがマイクロニードルを備えていてもよい。例えば、マイクロニー
ドル、又はマイクロニードルを有する部材が、板ばね５０のうちベース２０に向かう側の
面（下面）に配置されていてもよい。この場合、使用者がアプリケータ１０，１００を皮
膚Ｓ上に置いた状態でアプリケータ１０，１００を作動させると、板ばね５０の中央部（
板ばね５０のうちベース２０に近づく側に向けて凸状となった頂部）及びマイクロニード
ルが開口２２，１１２（通過領域）を通過し、マイクロニードルのニードル部分が皮膚の
角質層を穿孔する。
【符号の説明】
【００７２】
　１０…アプリケータ、２０…ベース、２２…ベースの開口（第１開口）、２３…支持板
、２４…案内部、２４ａ…案内孔、２５…押さえ部材、３０…アーム（作動部材）、３１
…アームの開口（第２開口）、４０…支軸、４１…軸部、５０…板ばね（弾性部材）、６
０…中空体（第１支持部）、７０…把持部（第２支持部）、７１…把持部の凹部、１００
…アプリケータ、１１０…ベース、１１２…ベースの開口（第１開口）、１２０…レバー
（作動部材）、１２１…レバーの凹部（第２支持部）、１３０…支軸、１４０…板ばね（
弾性部材）、１５０…中空体（第１支持部）。
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