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(57)【要約】
【課題】グリップ性を向上させることが可能なシリンジ
用装着具を提供する。
【解決手段】シリンジ用装着具は、フランジ部を収納す
る収納部と、シリンジのフランジ部を拡張するためのフ
ランジ拡張部とを備える。フランジ拡張部は、シリンジ
の使用者の指が当接する当接部を備える。当接部は、前
記シリンジの使用者の指による押圧によって弾性変形可
能に構成される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリンジにおけるバレルに形成されるフランジ部に装着されるシリンジ用装着具におい
て、
　前記フランジ部を収納する収納部と、
　前記シリンジのフランジ部を拡張するためのフランジ拡張部と、を備え、
　前記フランジ拡張部は、シリンジの使用者の指が当接する当接部を備え、
　前記当接部は、前記シリンジの使用者の指による押圧によって弾性変形可能に構成され
る、シリンジ用装着具。
【請求項２】
　前記当接部は、エラストマーによって形成される、請求項１に記載のシリンジ用装着具
。
【請求項３】
　前記当接部は、使用者の指が当接する当接面と、当接面から突出する突起部とを有する
、請求項１又は２に記載のシリンジ用装着具。
【請求項４】
　前記当接部は凹状に湾曲する湾曲面を有する、請求項１から３のいずれか１項に記載の
シリンジ用装着具。
【請求項５】
　前記フランジ拡張部は、所定の間隔をおいて形成される、第１壁部及び第２壁部を備え
、
　前記当接部は、前記第１壁部の上面に形成され、
　前記当接部は、使用者の指が当接する当接面を有し、
　前記当接面は、前記第１壁部の上面から突出して形成される、請求項１に記載のシリン
ジ用装着具。
【請求項６】
　前記フランジ拡張部は、第１壁部と、第２壁部と、前記第１壁部と前記第２壁部とを所
定の間隔をおいて連結する側壁部と、を備え、
　前記当接部は、前記第１壁部の上面と、前記第１壁部の側面と、前記側壁部の外面とに
形成される、請求項１に記載のシリンジ用装着具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シリンジのフランジ部に装着されるシリンジ用装着具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、患者に薬剤を注射する際には、医療用シリンジが使用されている。医療用シリ
ンジは、薬剤を収容するためのバレル（筒体）と、バレルに取り付けられるプランジャと
を有する。バレルは、一端部に注射針が取り付けられるノズルを有し、他端部にプランジ
ャを挿入するための口部を有する。さらに、バレルは、口部の近傍位置の外面側に、フラ
ンジ部を有する。
【０００３】
　上記の構成のシリンジを使用して注射を行う場合、使用者の人差し指と中指とがフラン
ジ部に掛けられ、親指によってプランジャが押圧されることで、バレル内の薬剤を注射針
から押し出すことになる。
【０００４】
　従来、このような注射行為を補助するために、シリンジに装着具が装着される場合があ
る。このシリンジ用装着具は、バレルに形成されるフランジ部を拡張するための拡張フラ
ンジ部を有する（例えば特許文献１参照）。シリンジ用装着具をシリンジに装着すること
で、シリンジのフランジ部が拡張され、指が掛かりやすくなる。これによって、注射行為
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を容易に行うことができるようになる。
【０００５】
　シリンジ用装着具は、強度及び重量（軽量化）の観点から合成樹脂によって所定の形状
に構成されることが望ましい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平８－１２６７０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　注射を行う場合には、バレルの大きさ、注射針の太さ、又は薬剤の粘度等によって、プ
ランジャを移動させるのに必要な力が異なってくる。このような場合には、注射をする際
に、プランジャを押圧する力を微妙に調整することが必要になる。このようにプランジャ
を押圧する力を調整するには、指をフランジ部に掛けたときに、滑り難いということや、
フランジ部が指の形状に応じて変形できるような、適度な軟らかさが必要になる。このよ
うに、シリンジに求められる特性を、グリップ性という。このグリップ性が良いと、シリ
ンジの大きさ等に関係なく、プランジャの操作を適切に行うことができる。
【０００８】
　このような場合において、シリンジ用装着具が合成樹脂によって形成されている場合に
は、シリンジ用装着具に指を掛けたときに、指が滑ったりして、十分なグリップ性を発揮
できない場合があった。
【０００９】
　本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであり、グリップ性を向上させることが可
能なシリンジ用装着具を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、上記の課題を解決するためのものであって、シリンジにおけるバレルに形成
されるフランジ部に装着されるシリンジ用装着具において、前記フランジ部を収納する収
納部と、前記シリンジのフランジ部を拡張するためのフランジ拡張部と、を備え、前記フ
ランジ拡張部は、シリンジの使用者の指が当接する当接部を備え、前記当接部は、前記シ
リンジの使用者の指による押圧によって弾性変形可能に構成されることを特徴とする。
【００１１】
　かかる構成によれば、当接部が弾性変形可能に構成されることによって、シリンジの使
用者の指が当接部に当接したときに、その圧力に応じて、当接部は凹状に弾性変形するこ
とになる。この変形によって、指が滑り難くなるとともに、この弾性変形を利用して、プ
ランジャを押圧する力を調整できるようになる。すなわち、このシリンジ用装着具フラン
ジ拡張部によって、シリンジのグリップ性が向上することになる。
【００１２】
　また、本発明によれば、前記当接部は、エラストマーによって形成されることが望まし
い。
【００１３】
　かかる構成によれば、当接部がエラストマーによって形成されることで、シリンジの使
用者の指が当接部に当接したときに、その圧力に応じて、当接部は凹状に弾性変形するこ
とになる。この変形によって、シリンジのグリップ性を向上させることができる。
【００１４】
　また、本発明によれば、前記当接部は、使用者の指が当接する当接面と、当接面から突
出する突起部とを有することが望ましい。
【００１５】
　かかる構成によれば、シリンジの使用者の指が当接部に当接したときに、その圧力に応
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じて、当接面と突起部とが弾性変形することになる。この変形によって、シリンジのグリ
ップ性を向上させることができる。
【００１６】
　また、本発明によれば、前記当接部は凹状に湾曲する湾曲面を有することが望ましい。
【００１７】
　かかる構成によれば、当接部が湾曲面を有することにより、指が当接部に当接したとき
に、当接部の湾曲形状と当接部の弾性変形とによって、シリンジのグリップ性を向上させ
ることができる。
【００１８】
　また、本発明によれば、前記フランジ拡張部は、所定の間隔をおいて形成される、第１
壁部及び第２壁部を備え、前記当接部は、前記第１壁部の上面に形成され、前記当接部は
、使用者の指が当接する当接面を有し、前記当接面は、前記第１壁部の上面から突出して
形成されることが望ましい。
【００１９】
　かかる構成によれば、当接面が第１壁部の上面から突出して形成されることにより、使
用者の指が第１壁部よりも当接面に当接し易くなる。これによってシリンジのグリップ性
をさらに向上させることができる。
【００２０】
　また、本発明によれば、前記フランジ拡張部は、第１壁部と、第２壁部と、前記第１壁
部と前記第２壁部とを所定の間隔をおいて連結する側壁部と、を備え、前記当接部は、前
記第１壁部の上面と、前記第１壁部の側面と、前記側壁部の外面とに形成されることが望
ましい。
【００２１】
　かかる構成によれば、当接部が、第１壁部の上面、側面、及び側壁部の外面に形成され
ていることにより、使用者の指に対して当接部の面積を可及的に大きくすることができる
。これによって、シリンジのグリップ性を向上させることができる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、シリンジ用装着具は、グリップ性を向上させることが可能になる。　
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】図１は、本発明の第１実施形態におけるシリンジ用装着具を示す正面図である。
シリンジ用装着具には、シリンジが装着されている。
【図２】図２は、第１実施形態におけるシリンジ用装着具を示す背面図である。シリンジ
用装着具には、シリンジが装着されている。
【図３】図３は、第１実施形態におけるシリンジ用装着具の平面図である。
【図４】図４は、第１実施形態におけるシリンジ用装着具の正面図である。
【図５】図５は、第１実施形態におけるシリンジ用装着具の背面図である。
【図６】図６は、第１実施形態におけるシリンジ用装着具の底面図である。
【図７】図７は、図３におけるＶＩＩ－ＶＩＩ線における断面図である。
【図８】図８は、図４におけるＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線における断面図である。
【図９】図９は、本発明の第２実施形態におけるシリンジ用装着具の平面図である。
【図１０】図１０は、第２実施形態に係るシリンジ用装着具の正面図である。
【図１１】図１１は、第２実施形態におけるシリンジ用装着具の背面図である。
【図１２】図１２は、本発明の第３実施形態におけるシリンジ用装着具の平面図である。
【図１３】図１３は、第３実施形態におけるシリンジ用装着具の正面図である。
【図１４】図１４は、第３実施形態におけるシリンジ用装着具の背面図である。
【図１５】図１５は、本発明の第４実施形態におけるシリンジ用装着具の平面図である。
【図１６】図１６は、第４実施形態におけるシリンジ用装着具の正面図である。
【図１７】図１７は、本発明の第５実施形態におけるシリンジ用装着具の平面図である。
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【図１８】図１８は、第５実施形態におけるシリンジ用装着具の正面図である。
【図１９】図１９は、本発明の第６実施形態におけるシリンジ用装着具の平面図である。
【図２０】図２０は、第６実施形態におけるシリンジ用装着具の正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明を実施するための形態を、図面に基づき説明する。図１から図８は、本発
明に係るシリンジ用装着具の第１実施形態を示す。
【００２５】
　図１に示すように、シリンジ用装着具１が装着されるシリンジ１００は、
薬剤を収容可能なバレル（筒体）１０１と、プランジャロッド１０２とを有する。バレル
１０１は、一端部に注射針１０３が取り付けられるノズル１０４を有し、他端部にプラン
ジャロッド１０２を挿入するための口部１０５を有する。さらに、バレル１０１は、口部
１０５の近傍位置の外面側に、フランジ部１０６を有する。
【００２６】
　図１から図８に示すように、シリンジ用装着具１は、シリンジ１００のフランジ部１０
６を拡張するためのフランジ拡張部２と、シリンジ１００を収納するための収納部３とを
有する。
【００２７】
　図３に示すように、シリンジ用装着具１には、収納部３を挟んで２つのフランジ拡張部
２（２ａ，２ｂ）が形成されている。以下、２つのフランジ拡張部２（２ａ，２ｂ）のう
ちの一方を第１フランジ拡張部２ａといい、他方を第２フランジ拡張部２ｂという。
【００２８】
　図３に示すように、第１フランジ拡張部２ａと第２フランジ拡張部２ｂとは、連結部４
を介して一体に形成されている。連結部４は、収納部３とも一体に形成される。
【００２９】
　各フランジ拡張部２（２ａ，２ｂ）は、図４に示すように、所定の間隔をおいて形成さ
れる２つの壁部５，６を有する。以下、２つの壁部５，６のうちの一方を第１壁部５とい
い、他方を第２壁部６という。第１壁部５と第２壁部６は、リブ７（７ａ，７ｂ）及び側
壁部８によって連結されている。図３、図４及び図７に示すように、第１壁部５の上面（
外面）５ａには、シリンジ１００の使用者の指が当接する当接部９が形成されている。当
接部９は、指の押圧によって弾性変形可能な部材（弾性体）で構成される。具体的には、
当接部９は、エラストマーによって構成されている。
【００３０】
　図３に示すように、当接部９は、使用者の指が当接する当接面１０と、当接面１０から
突出する突起部１１とを有する。突起部１１は、図３に示すように、長尺状に形成される
。本実施形態では、当接部９は、各フランジ拡張部２（２ａ，２ｂ）に複数（例えば３つ
）の突起部１１を有する。
【００３１】
　図７に示すように、第１壁部５の上面５ａには、凹部１２が形成されている。凹部１２
は、第１フランジ拡張部２ａと、第２フランジ拡張部２ｂと、連結部４とにわたり連続的
に形成されている。当接部９は、この凹部１２内に形成されている。このような構成によ
り、当接部９は、第１フランジ拡張部２ａに形成される第１当接部９ａと、第２フランジ
拡張部２ｂに形成される第２当接部９ｂと、第１当接部９ａと第２当接部９ｂとを連結す
る連結部９ｃとを有することになる。
【００３２】
　図４に示すように、収納部３は、シリンジ１００におけるバレル１０１の中途部を収納
する第１収納部３ａと、シリンジ１００のフランジ部１０６を収納する第２収納部３ｂと
、シリンジ１００におけるプランジャロッド１０２の中途部を収納するための第３収納部
３ｃとを有する。第１収納部３ａ、第２収納部３ｂ及び第３収納部３ｃは、シリンジ１０
０におけるバレル１０１の中途部、フランジ部１０６、及びプランジャロッド１０２の中
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途部を収納できるように、シリンジ用装着具１の厚さ方向に貫通して形成される。
【００３３】
　第１収納部３ａは、図３に示すように、平面視において円弧状に構成される壁部１３と
、シリンジ１００の中途部を壁部１３に向かって案内するための案内部１４とを有する。
【００３４】
　壁部１３は、所定の曲率半径により円弧状（例えば略半円形状）に形成される。この壁
部１３の内側には、バレル１０１の中途部が入れられる。この壁部１３の曲率半径は、バ
レル１０１の外形よりもやや小さく設定されている。これにより、バレル１０１が第１収
納部３ａに収納される際に、壁部１３は、若干弾性変形し、その弾性復元力によってバレ
ル１０１の中途部を押圧して保持することになる。
【００３５】
　案内部１４は、図３、図４に示すように、各フランジ拡張部２（２ａ，２ｂ）の第１壁
部５の一部と一体に形成されている。シリンジ用装着具１には、２つの案内部１４（１４
ａ，１４ｂ）が形成されている。以下、第１フランジ拡張部２ａにおける第１壁部５に形
成される案内部を第１案内部１４ａといい、第２フランジ拡張部２ｂにおける第１壁部５
に形成される案内部を第２案内部１４ｂという。
【００３６】
　各案内部１４（１４ａ，１４ｂ）は、平面視において直線状に形成されている。各案内
部１４（１４ａ，１４ｂ）の一端部は、壁部１３と一体に形成されている。
【００３７】
　各案内部１４（１４ａ，１４ｂ）の他端部は、壁部１３から離れた位置で、所定の間隔
をおいて位置している。これにより、各案内部１４（１４ａ，１４ｂ）の他端部側には、
シリンジ１００におけるバレル１０１の中途部を第１収納部３ａに入れるための口部１５
が形成されている。
【００３８】
　第１案内部１４ａの一端部と第２案内部１４ｂの一端部との間隔は、シリンジ１００の
中途部の外径よりも小さく設定されている。第１案内部１４ａの他端部と第２案内部１４
ｂの他端部との間隔は、第１案内部１４ａの一端部と第２案内部１４ｂの一端部との間隔
よりも大きく設定されている。すなわち、第１案内部１４ａと第２案内部１４ｂとの間隔
は、口部１５から壁部１３に向かうにつれて徐々に狭くなるように設定されている。
【００３９】
　第２収納部３ｂは、各フランジ拡張部２（２ａ，２ｂ）の第１壁部５と第２壁部６との
間の空間（隙間）によって構成される。より具体的には、第２収納部３ｂは、図４、図６
及び図８に示すように、第１壁部５と第２壁部６の間であって、最も第２収納部３ｂ寄り
の位置に形成されるリブ７ａ，７ａの間の空間（隙間）によって形成されている。
【００４０】
　第３収納部３ｃは、図３、図４及び図６に示すように、第１フランジ拡張部２ａの第２
壁部６と、第２フランジ拡張部２ｂの第２壁部６との間に形成されている。より具体的に
は、第１フランジ拡張部２ａの第２壁部６と、第２フランジ拡張部２ｂの第２壁部６とは
、連結部１６を介して一体に構成されている。第３収納部３ｃは、第１フランジ拡張部２
ａの第２壁部６と第２フランジ拡張部２ｂの第２壁部６との間であって、連結部１６に対
応する位置に形成される凹部である。この凹部は、シリンジ１００のプランジャロッド１
０２が挿通されたときに、プランジャロッド１０２に接触しないように、プランジャロッ
ド１０２の外径よりも大きく設定されている。
【００４１】
　シリンジ用装着具１は、例えば、射出成形、より具体的には、２色成形やインサート成
形によって一体に成形される。この場合、当接部９を軟質の合成樹脂（例えば熱可塑性エ
ラストマー、熱硬化性エラストマー）によって構成し、当接部９以外のフランジ拡張部２
（２ａ，２ｂ）及び収納部３を当接部９よりも硬質な合成樹脂によって構成することが望
ましい。
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【００４２】
　以下、シリンジ用装着具１のシリンジ１００への装着方法について説明する。シリンジ
用装着具１をシリンジ１００に装着する場合には、まず、シリンジ１００のフランジ部１
０６がシリンジ用装着具１の第２収納部３ｂに挿入される。フランジ部１０６がさらに押
し込まれると、シリンジ１００におけるバレル１０１の中途部が第２収納部３ｂの口部１
５に入れられる。この状態でさらにシリンジ１００が押し込まれると、シリンジ１００に
おけるプランジャロッド１０２が第３収納部３ｃに入れられる。
【００４３】
　シリンジ１００におけるバレル１０１は、案内部１４（１４ａ，１４ｂ）を通じて、壁
部１３に向かうように案内される。しかしながら、第１案内部１４ａの一端部と第２案内
部１４ｂの一端部との間隔が、バレル１０１の中途部の外径よりも小さく設定されること
から、バレル１０１の中途部は、第１案内部１４ａの一端部及び第２案内部１４ｂを一端
部の位置で、壁部１３の一部に当接することになる。このとき、シリンジ１００がさらに
強い力で押されると、壁部１３が拡がるように弾性変形する。これによって、バレル１０
１の中途部は、壁部１３の内側に入れられる。弾性変形中の壁部１３は、その弾性復元力
によってバレル１０１の外面に接触する。
【００４４】
　以上によって、シリンジ用装着具１は、シリンジ１００に装着される。
【００４５】
　以上説明したシリンジ用装着具１によれば、当接部９が弾性変形可能に構成されること
によって、シリンジ１００の使用者の指が当接部９に当接したときに、その圧力に応じて
、当接部９は凹状に弾性変形することになる。この変形によって、指が滑り難くなり、グ
リップ性が向上する。これにより、プランジャロッド１０２の操作を適切に行うことがで
きるようになる。特に、当接部９がエラストマーによって構成されることで、いわゆる２
色成形によって、シリンジ用装着具１を効率良く製造できるようになる。さらに、シリン
ジ１００の使用者の指が当接部９に当接したときに、その圧力に応じて、当接面１０と突
起部１１とが弾性変形することで、よりシリンジ用装着具１は、良好なグリップ性を発揮
できる。
【００４６】
　図９から図１１は、シリンジ用装着具１の第２実施形態を示す。本実施形態では、フラ
ンジ拡張部２（２ａ，２ｂ）における当接部９の態様が第１実施形態とは異なる。第１実
施形態では、当接部９がフランジ拡張部２における第１壁部５の上面５ａのみに形成され
ていた。これに対し、本実施形態では、当接部９は、第１壁部５の上面５ａのみならず、
フランジ拡張部２（２ａ，２ｂ）の第１壁部５の側面５ｂ及び側壁部８の外面８ａにも形
成されている（図１０、図１１参照）。第１壁部５の側面５ｂに形成される当接部９ｄ、
及び側壁部８の外面８ａに形成される当接部９ｅは、フランジ拡張部２（２ａ，２ｂ）の
第１壁部５の上面５ａに形成される当接部９（９ａ～９ｃ）と一体に形成されている。
【００４７】
　本実施形態によれば、当接部９（９ｄ，９ｅ）が第１壁部５の側面５ｂ及び側壁部８の
外面８ａにも形成されているため、使用者の指に対して当接部の面積を可及的に大きくす
ることができる。これにより、フランジ拡張部２の当接部９（９ａ～９ｅ）に当接する指
が滑り難くなり、グリップ性が向上する。また、シリンジ１００をトレイ等に置いて持ち
運ぶ場合、当接部９ｄ、９ｅが滑り止めとなり、トレイ内での移動や落下を防止できる。
【００４８】
　なお、第１実施形態では、当接部９が突起部１１を有する例を示したが、本実施形態で
は、当接部９に突起部１１が設けられていない。
【００４９】
　本実施形態におけるその他の構成は、第１実施形態と同じである。本実施形態と第１実
施形態とで共通する要素には、共通符号を付している（以下の実施形態において同じ）。
本実施形態のシリンジ用装着具１においても、第１実施形態と同様な作用効果を奏する。
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【００５０】
　図１２から図１４は、シリンジ用装着具１の第３実施形態を示す。本実施形態では、フ
ランジ拡張部２（２ａ，２ｂ）における当接部９の態様が第１実施形態とは異なる。第１
実施形態では、フランジ拡張部２（２ａ，２ｂ）における第１壁部５の上面５ａに形成さ
れた凹部１２に当接部９が形成されていた。これに対し、本実施形態では、第１壁部５に
は凹部１２が形成されていない。当接部９は、第１壁部５における上面５ａの全面にわた
って均一な厚さで形成されている。
【００５１】
　図１５及び図１６は、シリンジ用装着具１の第４実施形態を示す。本実施形態では、フ
ランジ拡張部２（２ａ，２ｂ）における当接部９の態様が第１実施形態とは異なる。第１
実施形態では、第１フランジ拡張部２ａに形成される第１当接部９ａと、第２フランジ拡
張部２ｂに形成される第２当接部９ｂとが連結部９ｃを介して繋がって形成されていた。
これに対し、本実施形態では、連結部９ｃが形成されておらず、第１当接部９ａと第２当
接部９ｂは、分離して形成されている。
【００５２】
　また、当接部９は、図１６に示すように、第一壁部５の上面５ａよりも当接面１０全体
が突出するように形成されている。本実施形態によれば、シリンジ１００の使用者の指が
当接面９に当接したときに、その圧力に応じて、当接面１０全体が弾性変形することで、
より良好なグリップ性を発揮できる。
【００５３】
　図１７及び図１８は、シリンジ用装着具１の第５実施形態を示す。本実施形態では、当
接部９の態様が第１実施形態とは異なる。第１実施形態では、当接部９が長尺状の突起部
１１を有する例を示したが、本実施形態では、突起部１１は、半球状に構成されている。
【００５４】
　図１９及び図２０は、シリンジ用装着具１の第６実施形態を示す。本実施形態では、フ
ランジ拡張部２（２ａ，２ｂ）の態様が第１実施形態とは異なる。本実施形態において、
フランジ拡張部２（２ａ，２ｂ）は、凹状に湾曲する湾曲形状に構成されている。具体的
には、フランジ拡張部２（２ａ，２ｂ）の第１壁部５は、所定の曲率半径によって円弧状
に凹んだ湾曲形状とされている。さらに、第１壁部５の上面５ａに形成される当接部９の
当接面１０は、第１壁部５の湾曲形状に対応して、円弧状に凹んだ湾曲形状に構成されて
いる。
【００５５】
　本実施形態によれば、当接部９が湾曲した当接面１０を有することにより、指が当接部
９に当接したときに、当接面１０の湾曲形状と、その弾性変形とによって、指が滑りにく
くなり、グリップ性をさらに向上させることが可能になる。
【００５６】
　なお、本発明に係るシリンジ用装着具１は、上記実施形態の構成に限定されるものでは
ない。また、本発明に係るシリンジ用装着具１は、上記した作用効果に限定されるもので
もない。本発明に係るシリンジ用装着具１は、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変
更が可能である。
【００５７】
　上記の実施形態では、当接面１０に形成された突起部１１は、長尺状のもの（第１実施
形態）や、半球状のもの（第５実施形態）であったが、これに限定されず、他の種々の形
状であってもよい。
【００５８】
　上記の実施形態では、当接部９がエラストマーによって構成される例を示したが、これ
に限定されず、当接部９は、他の弾性変形可能な材質のもの（弾性材料）で構成され得る
。
【符号の説明】
【００５９】
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　１…シリンジ用装着具、２（２ａ，２ｂ）…フランジ拡張部（第１フランジ拡張部、第
２フランジ拡張部）、３（３ａ～３ｃ）…収納部（第１収納部～第３収納部）、４…連結
部、５…第１壁部、５ａ…第１壁部の上面、５ｂ…第１壁部の側面、６…第２壁部、７…
リブ、８…側壁部、８ａ…側壁部の外面、９（９ａ，９ｂ）…当接部（第１当接部、第２
当接部）、９ｃ…連結部、９ｄ…当接部、９ｅ…当接部、１０…当接面、１１…突起部、
１２…凹部、１３…壁部、１４（１４ａ，１４ｂ）…案内部（第１案内部、第２案内部）
、１５…口部、１６…連結部、１００…シリンジ、１０１…バレル、１０２…プランジャ
ロッド、１０３…注射針、１０４…ノズル、１０５…口部、１０６…フランジ部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(13) JP 2015-80688 A 2015.4.27

【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】
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