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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 医薬を投与するための使い捨て可能なアプリケーターと、その中に収納された医薬で
あって、この組み合わせが、
　対向する近接端及び遠方端を有し、それらの間に延びるテーパー状の内面を有する実質
的に筒状の中空のハウジングであり、前記遠方端は実質的にハウジングと同軸の投与通路
を形成する投与ノズルの末端であり、前記内面は位置決めデバイスを有し、かつ前記内面
には前記遠方端に隣接して丸いトップチャンバーが形成されているハウジングと、
　ドーム型の遠方端及び周辺エッジを有し前記ハウジングの中で軸方向に移動可能に設け
られているプランジャーであり、前記周辺エッジが前記位置決めデバイスにより位置決め
され、前記ハウジング内で前記プランジャーを支持するため前記内面により摺動して案内
され、使用者の力が加えられることにより前記投与通路に向かって前記プランジャーが摺
動して進み、前記ドーム型の遠方端が前記ハウジングの前記丸いトップチャンバーの内側
にフィットするように構成されており、前記力が医薬を前記通路を通り押し出すように働
くプランジャーと、
　前記ハウジング内に収納される医薬とを備える投薬アプリケーター。
【請求項２】
　前記遠方端と係合しカバーするよう構成された取り付け取り外し可能なキャップをさら
に備え、前記キャップが前記ハウジングの前記遠方端と気密なフィットを有していること
を特徴とする請求項１の医薬を投与するための使い捨て可能なアプリケーター。
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【請求項３】
　前記投与ノズルが尿道のような身体の開口に挿入するのに適したチップを備えることを
特徴とする請求項２の医薬を投与するための使い捨て可能なアプリケーター。
【請求項４】
　前記チップが所定の長さを有し、かつ緩やかな丸い端部を備え、これによって前記緩や
かな丸い末端が、医薬が塗布されるべき表面に直接接触することを特徴とする請求項３の
医薬を投与するための使い捨て可能なアプリケーター。
【請求項５】
　前記緩やかな丸い末端が、前記投与通路と流通する少なくとも１つの投与開口を備え、
これによって前記医薬が前記表面に塗布されることを特徴とする請求項４の医薬を投与す
るための使い捨て可能なアプリケーター。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、容器（コンテナ）及びアプリケーターのシステム全般に関するものであり、具
体的には、本発明は目標部位に対し医薬を投与するための使い捨て可能な投薬容器（コン
テナ）に関するものである。
【０００２】
【発明の背景】
これまで、クリーム、オイントメント、ゲル、懸濁液、溶液、コロイド、軟膏などの本質
的に流れ難いものから半固体状の医薬物質を目標部位に投与するのに、コラプシブル（組
み立て式）チューブや瓶を、ディスペンサーなしあるいはディスペンサーと共に用いてい
るのが実状である。ディスペンサーなしでチューブを用いると、使用者によってチューブ
が搾られ医薬が開口から患部の目標部位に押し出されるが、通常チューブはこのとき患部
と接触する。瓶を用いた場合には、アプリケーターまたは使用者の指が塗布する前に医薬
中につけられる。チューブまたは瓶を繰り返し使用すると汚くなり、使用者が再感染する
。さらに、このようなチューブ及び瓶は、外用の用途に一般に用いられ、口内、鼻内、耳
内、または膣内の用途に適するものではない。
【０００３】
これらの問題を解決する従来の試みとしては、ディスペンサー、一般にはコラプシブルチ
ューブまたは瓶から満たされるチューブが挙げられる。このディスペンサーは、一般には
テーパー状であり、身体の腔に挿入するための形状を有している。しかしながら、使い捨
てでないディスペンサーを繰り返し使用すると使用者において再感染を引き起こす。さら
には、コラプシブルチューブまたは瓶とディスペンサーの組み合わせは嵩が大きく、容易
に捨てることができない。
【０００４】
従来技術により開示された問題を回避する他の方法としては、注射器が挙げられる。しか
しながら、このような注射器は身体の腔に医薬を投与するのに容易に用いることができる
ものの、再使用すると、再感染の問題を排除することができない。注射器が使い捨て可能
であれば、再感染の問題は排除されるが、注射器は医療の専門家でない者には使用するの
が困難であり、その使用が臆病になるものである。さらに、注射器のプランジャーは容易
に取り外すことができるように設計されているので、医薬物質を損失するかもしれない。
【０００５】
本発明は、上記の問題を解消し、医薬を目標部位に投与するための、漏れを生じない使い
捨て可能なアプリケーターを用いた装置を提供するものである。
【０００６】
【発明の要約】
本発明は、クリーム、オイントメント、ゲル、サスペンジョン、粘状な溶液またはコロイ
ド状の懸濁液、軟膏などの半固体状の医薬の使用に適した投薬アプリケーターを提供する
。さらには、この投薬アプリケーターは、一単位の投与量であれ、複数回分の投与量であ
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れ、治療すべき目標となる部位の身体の部分の上または内部に簡単でかつ正確に医薬を投
与させ得る。
【０００７】
この投薬アプリケーターの用途の例としては、男性の勃起機能障害のための尿道及び尿道
管に対する医薬の投与、女性の性的機能障害のための膣及び／または陰核への直接塗布、
ワクチンまたはオーラルケアプロダクトの口内塗布、ワクチンまたは医薬の鼻腔内塗布、
耳内塗布、医薬の眼への塗布などが挙げられる。
【０００８】
この使い捨て可能なアプリケーターは、実質的に筒状の中空のハウジングと、プランジャ
ーと、取り付け取り外し可能なキャップとを備えている。ハウジングは、対向する近接端
及び遠方端と、投与開口と、位置決めデバイスを有するテーパー状の内面とを有している
。遠方端は、投与ノズルの先端に位置し、投与ノズルにはハウジングと実質的に同軸の投
与通路が形成されている。プランジャーは、周辺エッジを有しており、ハウジング内で軸
方向に動くよう構成されている。プランジャーの周辺エッジは、位置決めデバイスにより
位置決めされ、内面に沿って摺動するように案内され、ハウジング内でプランジャーを支
持している。
【０００９】
取り付け取り外し可能なキャップは、ハウジングの遠方端に気密になるように係合しカバ
ーするように構成されている。強固なフリクションフィット（摩擦適合）でハウジングの
遠方端と係合した取り付け取り外し可能なキャップの内面によって気密なフィット（適合
）が与えられていることが好ましい。キャップの内面に設けられたプラグは、取り外し可
能に投与開口と係合してシールし、キャップ上の第１のリップは、ハウジング上のリップ
と取り外し可能に係合している。
【００１０】
本発明の他の多くの利点及び特徴は、以下の詳細な説明及び図面から容易に明らかになる
であろう。
【００１１】
【好ましい実施例の説明】
先ず、図１及び図２を参照して、本発明を具体化した投薬コンテナーすなわちアプリケー
ターは、実質的に１０として示されるものであり、取り付け取り外し可能な安全キャップ
１２、ハウジング１４、及びプランジャー１６から構成されている。投薬アプリケーター
１０は、好ましくは使い捨て可能であり、目標部位に対し医薬の正確な投与量を投与する
ことができるアプリケーターシステムを与えるものである。投薬アプリケーター１０は、
好ましくは１回の投与量のアプリケーターであるが、必要に応じて１回の投与量以上の投
与にアプリケーターを用いることができてもよい。望ましくは、医薬は、クリーム、オイ
ントメント、ゲル、懸濁液、粘状な溶液またはコロイダル状の懸濁液、軟膏などの、本質
的に流れ難い半固体状の材料である。投薬アプリケーター１０は、治療が必要な正確な部
位の上または中に医薬を容易にかつ正確に投与することができるものである。投薬アプリ
ケーター１０の用途の例としては、男性の勃起機能障害のための尿道または尿道管に対す
る医薬の投与、女性の性的機能障害のための膣及び／または陰核への直接的塗布、ワクチ
ンまたはオーラルケアプロダクトの口内塗布、医薬の耳内投与、ワクチンまたは医薬の鼻
腔内塗布、医薬の眼への塗布、並びに肛門オリフィス及び肛門周囲の領域への投与などが
挙げられる。
【００１２】
投薬アプリケーター１０、すなわち取り付け取り外し可能なキャップ１２、ハウジング１
４、及びプランジャー１６は、全て硬いプラスチック材料から形成されていることが好ま
しい。射出成型に適したポリオレフィン（例えば、ポリエチレン、ポリプロピレンなど）
のような透明、半透明、または不透明な樹脂が、この目的に適している。
【００１３】
取り付け取り外し可能なキャップ１２は、側面から見ると反転したようなキャップ形状を
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有しており、末端から見ると丸い形状を有している。しかしながら、意図する塗布に応じ
てその他の形状であってもよい。概ね半球形（ドーム型）のリッド１８は、そこから延び
るスカート２０と共にキャップ１２に含まれている。スカート２０は、さらに下部キャッ
プエッジ２２を有している。
【００１４】
チャンバー２４は、（図３及び図４に示すように）スカート１８の内面２６及び概ね半球
形（ドーム型）の内面２８により形成されている。リッド１８の反対側に下部開口３０が
位置している。（図３に示すように）少なくとも１つの接触ポイントであるリップ３２が
、内面２６から内側に概ね径方向に突き出ており、キャップ１２の内周（内面）の周りに
延びている。１つのリップ３２のみが図示されているが、必要であれば複数のリップを設
けてもよい。さらに、キャップ１２の内周の周りに延びる１つのリップ３２の代わりに、
内周の周りに間隔を空けて設けられる概ね径方向の内側に延びるように設けられた複数の
ノブなどを同様に用いることができる。
【００１５】
好ましい実施例において、スカート１８は、ハウジング１４と強固なフリクションフィッ
トを有するように構成されており、漏れを防ぐような気密なフリクションフィットが形成
されている。投薬アプリケーター１０を閉じたときには、取り付け取り外し可能なキャッ
プ１２がハウジング１４の上方端と係合し、それらの間の空気の体積をトラップして、薬
剤が染み出たり漏れたりするのを防止する。
【００１６】
図３及び図４に戻り、取り付け取り外し可能なキャップ１２がより詳細に示されている。
着座デバイス３４が示されており、この着座デバイス３４は取り付け取り外し可能なキャ
ップ１２がハウジング１４上に適切に着座するのを確実にし、ハウジング１４の遠方端と
、気密にフィットさせるものである。好ましい実施例において、着座デバイス３４は、少
なくとも１つであるが、好ましくは２つ以上である直立部材３６を有しており、この直立
部材３６はドーム型の内面２８及び内面２６から内側に向かって延び、（図３に示すよう
に）キャップ１２の周りで等間隔に設けられて十字形を形成している。
【００１７】
各直立部材３６は、（図４に示すように）第１及び第２のフラット部またはランド３８及
び４０と、傾斜した角度のガイド部４４を有する縦方向部４２とを備えている。第１のフ
ラット部３８及び傾斜した角度のガイド部４４のそれぞれは、取り付け取り外し可能なキ
ャップ１２の適切な着座を確実なものとするように作用し、各縦方向部４２は、ハウジン
グ１４の遠方端との気密なフィットを確実にする。
【００１８】
図３及び図４は、取り付け取り外し可能なキャップ１２の気密なフィットが、ドーム型内
面２８の上に形成され、かつそこから内側にすなわちチャンバー２４内に延びる少なくと
も１つの縦方向プラグ４６をさらに含んでいることを示している。プラグ４６は、ハウジ
ング１４の遠方端に形成された少なくとも１つの投与開口に取り外し可能に係合して封止
する。この取り外し可能な係合は、キャップ１２の適切な着座を確実にするだけでなく、
気密なフィットを与え、薬剤の染み出しや漏れを防止するものである。
【００１９】
図５～図７を参照して、ハウジング１４は、概ね筒状の形状を有しており、医薬を所定の
投与量投与することができるように構成されている。概ね筒状の形状であり比較的硬いプ
ラスチックであることが好ましいが、他の形状及び材料を用途に応じて用いてもよい。ハ
ウジング１４はバレル部４７を有しており、バレル部４７はテーパー状内面５２を介して
ハウジング部材５０を形成する概ねテーパー状の筒状壁４８を有している。ハウジング１
４は、さらに外表面５４、近接端５６、及び近接端５６と反対側の遠方端５８をさらに備
えている。
【００２０】
筒状壁４８は、好ましくは上方端６２によって形成される上方開口６０と、下方端６６に



(5) JP 4319357 B2 2009.8.26

10

20

30

40

50

よって形成される下方開口６４の２つの開口を有していることが好ましい。２つの開口が
好ましいが３つ以上であってもよい。好ましい実施例においては、上方開口６０及び下方
開口６４は、縦方向に位置し、ハウジングチャンバー５０と流通している。図６及び図７
から明らかなように、下方開口６４はハウジングチャンバー５０よりも大きな内周面を有
しており、ハウジングチャンバー５０は上方開口６０よりも大きな内周面を有している。
このような配置によって、テーパー状の内面５２が形成され、ハウジング１４の自動的な
充填操作を容易にし、プランジャー１６の着座を容易にすることができる。
【００２１】
下方端６６の外表面５４の上に形成され、そこから概ね径方向に延びる同心リング６８が
示されている。理想的には、同心リング６８はハウジング１４と一体化されており、プラ
ンジャー１６に圧力を掛けたとき使用者が投薬アプリケーター１０を確実に持つことがで
るように使用されるものである。１つの同心リング６８を示しているが、ハウジング１４
から延びかつハウジング１４の周りに間隔を隔てて設けられる少なくとも２つの部材のよ
うな、その他の保持及び把持手段を用いてもよい。
【００２２】
図５及び図７に示すように、遠方端５８は、段階的なテーパー形状であり、ノズル６９の
終端に位置している。ノズル６９は、係合部７０と、目標部位の上に直接配置される緩や
かに丸いチップ７２を有している。好ましい実施例においては、バレル部４７、係合部７
０及びチップ７２は一体化しており、射出成型プロセスにおいて１つのピースとして形成
される。しかしながら、これらのピースを別々に形成し、接着などにより共に結合させて
もよい。また、図示するように、バレル部４７は係合部７０よりも大きな外周を有する上
方端６２においてショルダー７４を形成しており、係合部７０はチップ７２より大きな外
周を形成している。
【００２３】
緩やかな丸い端部７５を有するチップ７２は、約４ｍｍと約６ｍｍの間の長さであり、好
ましくは約５ｍｍである。チップ７２は、必要な目標部位の上または中に、直接配置され
るものである。チップ７２及びノズル６９は、身体の表面に接触したときに傷や不快感を
与えないように設計されており、処置の必要な正確な部位において身体部分の上または中
に直接に医薬材料を容易にかつ正確に塗布することができる十分な長さを有している。
【００２４】
ノズル６９は、尿道、膣、耳、及び眼などのいくつかの体の部分の上または中に直接医薬
を投与するのに適するものである。チップ７２及びノズル６９によって、これらの体の部
分の中及び周りに容易にアクセスすることができ、一方ショルダー７４によって、貫通を
阻止し、その周りの組織に対する傷などが最小限になるようにしている。例えば、チップ
７２及びノズル６９によって、耳へのアクセスが容易になり、ショルダー７４によって、
チップ７２及びノズル６９が安全な所定の深さを超えて耳に入り込むのを防止している。
【００２５】
図示した実施例においては、係合部７０は、（図５及び図７に示すように）第２の接触ポ
イントである少なくとも１つのリップ７６を有しており、このリップ７６は係合部７０か
ら径方向に外側に突き出ており、その外周面の周りに沿って延びている。１つのリップ７
６のみを図示しているが、複数のリップを設けてもよい。さらには、係合部７０の外周面
に沿って延びる１つのリップ７６の代わりに、係合部の周りに間隔を隔てて形成される径
方向の外側に延びた複数のノブを設けてもよい。
【００２６】
対向する第１及び第２の端部８６及び８８を有する投薬チャンバーすなわち通路８４は、
ハウジング１４内に形成されており、実質的にハウジングチャンバー５０と同軸になるよ
うに形成され、第１の端部８６は、上方開口６０と流通している。従って、第２の端部８
８は少なくとも１つの投与開口９０と流通している。
【００２７】
１つの投薬チャンバー及び開口８４及び９０が図示されているが、薬剤及び用途に応じて



(6) JP 4319357 B2 2009.8.26

10

20

30

40

50

、複数の開口及びチャンバー９０及び８４が設けられてもよい。また、投与開口及びチャ
ンバー９０及び８４は、プラグ４６の外周よりも僅かに大きい内周を有しており、これに
よってそれらの間に液体の強固なフリクションフィットが与えられている。キャップ１２
が適切にハウジング１４の上に取り付けられると、プラグ４６は投与開口及びチャンバー
９０及び８４と取り外し可能に係合され、投与開口９０を確実に閉めて漏れを防ぐ。投与
開口９０及びチャンバー８４は同じ内周を有するように図示されているが、これらの関係
は異なっていてもよい。例えば、投与チャンバーすなわち通路８４は、投与開口９０より
も大きな内周を有していてもよい。
【００２８】
取り付け取り外し可能なキャップ１２は、その上に形成された各接触ポイントによってハ
ウジング１４に取り付けられ、取り付け取り外し可能なキャップ１２がハウジング１４に
取り付けられたとき気密なスナップフィットを形成するように働く。具体的には、キャッ
プ１２から内側に延びるリップ３２が、係合部７０から外側に延びるリップ７６と取り外
し可能に係合され、（図２に示すように）気密なスナップフィットを形成し、ハウジング
１４にキャップ１２を確実に固定する。キャップ１２をハウジング１４に適切に配置し固
定すると、下方端部２２がショルダー７４に当接し、キャップ１２から医薬材料が漏れる
のを防止する。
【００２９】
接触ポイントに加えて、着座デバイス３４もまた取り付け取り外し可能なキャップ１２を
ハウジング１４の上に適切に配置し固定するのに役立つ。少なくとも２つの対向する直立
部材３６の縦方向部４２の間で測定した取り付け取り外し可能なキャップ１２の内周は、
チップ７２の外周より僅かに大きく、これらの間で気密なフリクションフィットが形成さ
れる。傾斜したガイド部４４は、取り付け取り外し可能なキャップ１２の中でチップ７２
が適切に位置決めされるのに用いられ、縦方向部４２はそれらの間で気密なフリクション
フィットを与える。
【００３０】
ハウジング１４における丸いトップチャンバー７８は、上方端６２の内面５２により形成
されている。さらに、位置決めデバイス８０は内面５２の上に形成されており、位置決め
デバイス８０は、ハウジングチャンバー５２内でプランジャー１６の位置決めをし、さら
に突発的にプランジャー１６が抜けるのを防止している。具体的には、位置決めデバイス
８０は、下方端６６から所定距離離れて、内面５０に沿って部分的に形成された少なくと
も１つのノブ８２を有している。好ましい実施例において、位置決めデバイス８０は、内
面５２から径方向内側に突出し内面と一体化された４つのノブ８２を有している。この４
つのノブ８２は内面５２の周面の周りで等間隔空けて形成され、ハウジングチャンバー５
０が医薬材料で満たされた後、プランジャー１６を正確にかつ強固に配置する。
【００３１】
本発明の他の重要な特徴は、図８及び図９に詳細に示すように、ハウジング１４内におい
て軸方向に動くように設けられるプラットホーム１６である。プランジャー１６は、好ま
しくはポリオレフィンのような成形されたプラスチックから形成され、側面から見たとき
に概ね筒形状を有しており、キャップ１２のように、末端から見たとき概ね丸い形状を有
している。ハウジング１４の形状に応じて、プランジャー１６は他の形状であってもよい
。プラットホーム１６は好ましくは概ねドーム型の上面９２を有しており、上面９２はハ
ウジング１４内で医薬材料を支持し、上面９２の周辺エッジ９６から続くスカート９４を
有している。
【００３２】
ハウジングチャンバー５０には、自動的な充填プロセスによって医薬が充填される。この
プロセスは、内面５０をテーパーにすることにより容易になる。充填されたとき、投薬ア
プリケーター１０は、プランジャー１４の上面９２をハウジングチャンバー５０内に挿入
することにより組み立てられ、ここで位置決めデバイス８０はプランジャー１４の位置を
適切な位置にする。具体的にはプランジャー１６は正確に位置決めされ、周辺エッジ９６
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が複数のノブ８２と取り外し可能に係合されることにより、強固な位置決めがなされる。
【００３３】
組み立てたとき、ハウジングチャンバー５０は、内面５０、丸いドーム型の上面９２、及
びドーム型のトップチャンバー７８によって区切られている。好ましい実施例において、
周辺エッジ９６はハウジング１４の内面５０によって摺動しながら案内され、ハウジング
１４内の所望の位置でプランジャー１６が好ましくは十分な摩擦の係合により支持される
。プランジャー１６は、（図２に示すように）使用者が力を入れることにより、矢印Ｐで
示す方向に丸いトップチャンバー７８及び投与開口９０に向かって滑りながら進むように
構成されている。好ましくは、使用者の親指によって外周面９８または概ね平坦な押圧端
部１００を押す。このようにして、医薬は投与チャンバーすなわち通路８４及びノズル開
口９０を通り投与される。
【００３４】
図２、図８及び図９において示す実施例は、少なくとも１つの同心リング１０２が周辺エ
ッジ９６から所定距離離れたプランジャー１６上に設けられていることを示している。好
ましい実施例においては、少なくとも１つの同心リング１０２がプランジャー１６と一体
的にかつ概ね径方向に延びるように設けられている。さらに、同心リング１０２を図示し
ているが、間隔を開けて設けた複数のリング１０２を設けてもよい。
【００３５】
同心リング１０２は、多くの役割を果たす。このリング１０２は内面５２と強固なフリク
ションフィットを形成し、かつこれによって摺動しながら案内する。この強固なフリクシ
ョンフィットは、自動的な充填プロセスの際にプランジャー１６を適切に着座させるよう
に働き、ハウジング１４が医薬で満たされたとき、ハウジング１４の気密な一体性を保つ
ようにする。
【００３６】
さらに、同心リング１０２は、プランジャー１６が突発的に抜け落ちるのを防止し、チャ
ンバー５０内の医薬が漏れるのを防止する。プランジャー１６がハウジング１４のハウジ
ングチャンバー５０内で適切に着座しているとき、同心リング１０２は内面５２に形成さ
れたノブ８２と取り外し可能に係合する。このような取り外し可能な係合により、プラン
ジャー１６の適切な着座が確実になるだけでなく、プランジャー１６がハウジング１４か
ら抜け落ちたり、医薬が漏れたりするのを防止することができる。
【００３７】
図面から明らかなように、プランジャー１６は、ドーム型の上面９２及び周辺エッジ９６
を有しており、ハウジングチャンバー５０内で強固にフィットし、内面５２によって摺動
しながら案内され、ハウジング１４内でプランジャー１６を支持する。この強固なフィッ
トによって、ハウジングチャンバー５０から医薬材料を本質的に完全に投与することがで
きるようになる。周辺エッジ９６及びドーム型上面９２は、プランジャー１６が進むと、
内面５２から医薬材料を掻き取る。さらに、プランジャー１６が完全に押しつけられると
、ドーム型上面９２がドーム型トップチャンバー７８の内側に完全にフィットする。この
ような配置により、プランジャー１６が押し進んだとき、最大量の投与をすることができ
、ハウジング１４内に残った医薬材料は最小になる。
【００３８】
アプリケーター１０の目的は、医薬材料がプランジャー１６を通り、使用者の手や、投薬
アプリケーター１０を用いていないときにこれを載せている棚またはその他の場所の上に
漏れて出るのを防止することにある。このシーリングの係合は、好ましくは、ドーム型の
上面９２、周辺エッジ９６及び、ハウジング１４の内面５２に気密なフリクションフィッ
トを有する同心リング１０２によって達成される。
【００３９】
ここで図２を参照して、本件アプリケーター１０の動作の態様をより詳細に説明する。使
用者はアプリケーター１０、一般には同心リング６８と隣接するハウジング１４の周りを
掴む。使用者が手動で概ね平坦な押圧端部１００または外表面９８をハウジング１４の上
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付与される。上面９２は投与開口９０を通り医薬を押し出し、これによって医薬材料の単
一の所定投与量が投与される。１を超える投与量を投与する場合には、一連の適当なマー
キングをハウジング１４に施してもよい。
【００４０】
必要であれば、アプリケーター１０は１以上の投与量を収納してもよい。所望量の医薬材
料を投与した後、使用者はプランジャー１６を押しつけるのをやめる。
【００４１】
ここで図２を参照して、取り付け取り外し可能なキャップ１２はハウジング１４を閉じた
状態で示されている。取り付け取り外し可能なキャップ１２はハウジング１４と係合して
おり、上述のように気密な状態でチップ７２を含むノズル６９をカバーしているので、ハ
ウジング１４を閉じた、すなわち係合しているとき一定体積の空気が閉じ込められている
。所望量の医薬材料を投与した後、使用者はハウジング１４の上に取り付け取り外し可能
なキャップ１２を取り付ける。プランジャー１６が上端６２から退いて残った応力を緩和
することができることに加えて、取り付け取り外し可能なキャップ１２内に閉じ込められ
た一定体積の空気は投与開口９０から下部開口６４に向かって医薬材料及びプランジャー
１６を押し戻すように作用する。このキャップ１２を用いることにより医薬材料の漏れの
おそれを低減することができる。従って、望ましくない染み出しや漏れを防止することが
できる。
【００４２】
本発明は、キャップ１２、ハウジング１４、及びプランジャー１６の数、形状、角度、方
向、結合及びまたは離間の方法において限定されるものではない。投薬アプリケーター１
０、すなわち取り付け取り外し可能なキャップ１２、ハウジング１４及びプランジャー１
６は、射出成型に適したポリオレフィン（例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン）のよ
うな透明、半透明または不透明な樹脂の硬いプラスチック材料からその全てが形成されて
いることが好ましい。しかしながら、アプリケーター１０を製造し組み立てる他の材料及
び方法には、個々の部品を成型し、これらの部品を化学接着剤及び／または超音波溶接に
より組み立てるものも含まれる。
【００４３】
本発明のディスペンサーの特定の実施例を図示して説明したが、クレームに述べられる発
明を逸脱しない範囲において、当業者によって変更が加えられてもよい。
【図面の簡単な説明】
図１は、本発明に従う投薬コンテナであって、閉じた状態の取り付け取り外し可能なキャ
ップ、着座しているが投与していない状態のプランジャーを示す正面図である。
図２は、着座しているが投与していない状態の投薬コンテナと閉じた状態の取り付け取り
外し可能なキャップを示す横断面図である。
図３は、図１のキャップを示す端面図である。
図４は、図３の取り付け取り外し可能なキャップを示す横断面図である。
図５は、取り付け取り外し可能なキャップ及びプランジャーを外した状態の図１のハウジ
ングを示す斜視図である。
図６は、図５のハウジングを示す端面図である。
図７は、図５のハウジングを示す横断面図である。
図８は、ハウジングから抜いた状態の図１のプランジャーを示す斜視図である。
図９は、図８のプランジャーを示す横断面図である。
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