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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　仕切壁と、該仕切壁の一方の側に突設された穿刺針および該穿刺針の周囲を囲む筒体部
を含むバイアル装着部と、該仕切壁の他方の側に突設された液剤注排デバイス装着ポート
を有する本体部と、
　前記穿刺針の内部を貫通して一端が穿刺針の表面に開口すると共に他端が前記液剤注排
デバイス装着ポートに開口する薬液通路と、
　前記穿刺針の内部を貫通して一端が穿刺針の表面に開口すると共に他端が前記本体部の
外周面に開口するエア通路と、
　前記本体部の筒体部に対して軸方向でスライド変位可能に内嵌されていると共に、前記
本体部の前記仕切壁から離隔する軸方向外方に移動することにより、前記穿刺針の先端部
よりも軸方向外方に突出する筒状のバイアルガイド部材と、を備えた薬液混注器具であっ
て、
　前記バイアルのフランジ状の口部を前記バイアルガイド部材の軸直方向に広がるように
位置決め保持する位置決め手段と、
　前記バイアルガイド部材に前記バイアルの口部が位置決め保持されるまで、前記バイア
ルガイド部材が前記仕切壁に接近する軸方向内方への移動を阻止して前記バイアルを前記
穿刺針から離隔した状態に保持するスライド移動阻止手段とを有し、
　前記バイアルガイド部材に前記バイアルの口部が位置決め保持された後に、前記スライ
ド移動阻止手段による移動阻止が解除され、前記バイアルガイド部材の軸方向内方への移
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動が許容されて前記バイアルに対して前記穿刺針の穿刺が行われるようになっている一方
、
　前記バイアルガイド部材の周壁部には、周方向で相互に離隔する複数箇所に、軸方向に
延出する弾性撓み片が設けられており、
　前記弾性撓み片は、基端部が、前記穿刺針から軸方向外方に離隔する前記バイアルガイ
ド部材の軸方向外方側端部に連結支持されていると共に、該基端部から軸方向内方に延出
する中間部から先端部が軸直方向に撓み変形可能な自由端とされており、該自由端の内周
面に軸直方向内方に突出する係合突起が軸方向の同位置に設けられることにより、前記位
置決め手段が構成されており、更に、
　前記本体部の内周面には、複数の前記弾性撓み片に対応する周方向の複数箇所で且つ軸
方向の同位置に、軸直方向外方に広がる係止段差面が設けられている一方、前記弾性撓み
片の自由端の先端部には、前記係止段差面に係止可能な係止部が設けられており、
　前記バイアルガイド部材の内部に前記バイアルの口部が押し入れられて位置決めされる
までは、前記弾性撓み片の前記係合突起に前記バイアルの口部が当接されて該弾性撓み片
が軸直方向外方に撓み変形されることにより、前記係止部が前記係止段差面に係止されて
前記スライド移動阻止手段が構成されるようになっている一方、
　前記バイアルの口部が前記係合突起を超えてさらに軸方向内方に押し入れられることに
より、弾性撓み片の軸直方向外方への撓み変形が解除され、係合突起がフランジ状の前記
バイアルの口部の下端面を保持する位置に弾性復帰して、該バイアルの口部が前記係合突
起に位置決め支持されると共に、前記弾性撓み片の係合部の前記本体部の係止段差面への
係止が解除されて、前記バイアルガイド部材の軸方向内方への移動が許容されるようにな
っていること
を特徴とする薬液混注器具。
【請求項２】
　前記弾性撓み片の自由端の先端部に設けられた前記係止部の軸直方向内方部分がさらに
軸方向内方に突出して変形規制部が構成されており、該弾性撓み片が軸直方向外方への撓
み変形量が、該変形規制部と前記本体部の内周面の当接により規制されるようになってい
る請求項１に記載の薬液混注器具。
【請求項３】
　前記本体部の筒体部の内周面と前記バイアルガイド部材の周壁部の外周面の一方には、
軸方向に延びるリブが設けられている一方、該内周面と該外周面の他方には、該リブを収
容するリブ収容溝が設けられており、
　前記リブが前記リブ収容溝に収容されることにより、前記本体部と前記バイアルガイド
部材が周方向で位置決めされるようになっている請求項１又は２に記載の薬液混注器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、粉末製剤が収容されたバイアル内に溶解液等を注入し、粉末製剤と溶解液を
混合して調製するために使用される薬液混注器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、抗生物質や血液製剤等、輸液の状態では化学的に不安定となり変質のおそれ
のある製剤については、ゴム栓で密封されたバイアル中に乾燥状態で保存する一方、使用
直前に蒸留水や生理食塩水、ブドウ糖液等の溶解液に溶解調製して、患者へ投薬等するこ
とが行われている。
【０００３】
　このようなバイアル中に乾燥状態で保存された製剤と溶解液との調製を簡便に行うこと
ができる薬液混注器具として、例えば、特許文献１（特開２００４－１９４９５３号公報
）に記載のものが知られている。この薬液混注器具は、仕切壁を挟んだ一方の側に設けら
れて突設された穿刺針および該穿刺針の周囲を囲む筒体部を含むバイアル装着部と、該仕
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切壁の他方の側に突設された液剤注排デバイス装着ポートを有する本体部を備えている。
穿刺針の内部には、一端が穿刺針の表面に開口すると共に他端が液剤注排デバイス装着ポ
ートに開口する薬液通路と、一端が穿刺針の表面に開口すると共に他端が前記本体部の外
周面に開口するエア通路とが貫通して設けられている。そして、薬液の混合を行う際には
、液剤注排デバイス装着ポートに取り付けたシリンジ等のデバイスから、予め内部に収容
した一定量の溶解液を、薬液通路を介してバイアル装着部に取り付けたバイアル内に移動
させ、このバイアル内の製剤と溶解液を混合することにより行われる。そして、混合後の
薬液をシリンジにより吸引して採取して、患者へ投薬等するようになっている。
【０００４】
　ところで、特許文献１にも記載されているように、このような薬液混注器具では、使用
時の穿刺針による怪我や、穿刺針の他部材との干渉による汚染等を防止するために、本体
部の下端側に、穿刺針よりも下方に突出して保持される筒状のバイアルガイド部材を軸方
向にスライド自在に内嵌する構造がとられている。このようなバイアルガイド部材を採用
すれば、穿刺針の周囲にバイアルガイド部材が配設されていることから、使用時の穿刺針
による怪我や穿刺針の汚染の可能性を有利に低減することができる。
【０００５】
　しかも、特許文献１の図５等に示されているように、バイアルガイド部材の内周面にテ
ーパ状部を設けて、ゴム栓で密封されたバイアルの口部が穿刺針の中央部分にセンタリン
グされるように案内することも可能となる。これにより、穿刺針の周囲にバイアルガイド
部材を配設したことによる、穿刺針とバイアルの口部の位置決め作業性の悪化も低減され
るようになっている。
【０００６】
　しかしながら、このような従来構造の薬液混注器具では、バイアルガイド部材のテーパ
状部によりバイアルの口部をバイアルガイド部材の中央部分に案内することはできるもの
の、バイアルの口部が軸方向に傾斜した状態で押し込まれた場合には、かかる傾斜を維持
したまま穿刺針がバイアルのゴム栓に穿刺されることを阻止することが難しかった。また
、バイアルガイド部材のテーパ状部の中間位置まで、穿刺針が突出して配置されているこ
とから、テーパ状部のセンタリングの途中の状態から穿刺針がバイアルのゴム栓に穿刺さ
れることとなる。このように、穿刺針に対するバイアルの口部の位置決めが正確にされて
いない状態で穿刺針がゴム栓に穿刺されると、コアリングが発生し易くなるおそれがあり
、未だ改良の余地があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００４－１９４９５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、上述の事情を背景に為されたものであって、その解決課題は、バイアルの口
部が穿刺針に対して、軸直方向に広がるように正確に位置決めされた状態で、穿刺針のゴ
ム栓に対する穿刺を行うことができる、新規な構造の薬液混注器具を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　以下、このような課題を解決するために為された本発明の態様を記載する。なお、以下
に記載の各態様において採用される構成要素は、可能な限り任意の組み合わせで採用可能
である。
【００１０】
　本発明の第１の態様は、仕切壁と、該仕切壁の一方の側に突設された穿刺針および該穿
刺針の周囲を囲む筒体部を含むバイアル装着部と、該仕切壁の他方の側に突設された液剤
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注排デバイス装着ポートを有する本体部と、前記穿刺針の内部を貫通して一端が穿刺針の
表面に開口すると共に他端が前記液剤注排デバイス装着ポートに開口する薬液通路と、前
記穿刺針の内部を貫通して一端が穿刺針の表面に開口すると共に他端が前記本体部の外周
面に開口するエア通路と、前記本体部の筒体部に対して軸方向でスライド変位可能に内嵌
されていると共に、前記本体部の前記仕切壁から離隔する軸方向外方に移動することによ
り、前記穿刺針の先端部よりも軸方向外方に突出する筒状のバイアルガイド部材と、を備
えた薬液混注器具であって、前記バイアルのフランジ状の口部を前記バイアルガイド部材
の軸直方向に広がるように位置決め保持する位置決め手段と、前記バイアルガイド部材に
前記バイアルの口部が位置決め保持されるまで、前記バイアルガイド部材が前記仕切壁に
接近する軸方向内方への移動を阻止して前記バイアルを前記穿刺針から離隔した状態に保
持するスライド移動阻止手段とを有し、前記バイアルガイド部材に前記バイアルの口部が
位置決め保持された後に、前記スライド移動阻止手段による移動阻止が解除され、前記バ
イアルガイド部材の軸方向内方への移動が許容されて前記バイアルに対して前記穿刺針の
穿刺が行われるようになっている一方、前記バイアルガイド部材の周壁部には、周方向で
相互に離隔する複数箇所に、軸方向に延出する弾性撓み片が設けられており、前記弾性撓
み片は、基端部が、前記穿刺針から軸方向外方に離隔する前記バイアルガイド部材の軸方
向外方側端部に連結支持されていると共に、該基端部から軸方向内方に延出する中間部か
ら先端部が軸直方向に撓み変形可能な自由端とされており、該自由端の内周面に軸直方向
内方に突出する係合突起が軸方向の同位置に設けられることにより、前記位置決め手段が
構成されており、更に、前記本体部の内周面には、複数の前記弾性撓み片に対応する周方
向の複数箇所で且つ軸方向の同位置に、軸直方向外方に広がる係止段差面が設けられてい
る一方、前記弾性撓み片の自由端の先端部には、前記係止段差面に係止可能な係止部が設
けられており、前記バイアルガイド部材の内部に前記バイアルの口部が押し入れられて位
置決めされるまでは、前記弾性撓み片の前記係合突起に前記バイアルの口部が当接されて
該弾性撓み片が軸直方向外方に撓み変形されることにより、前記係止部が前記係止段差面
に係止されて前記スライド移動阻止手段が構成されるようになっている一方、前記バイア
ルの口部が前記係合突起を超えてさらに軸方向内方に押し入れられることにより、弾性撓
み片の軸直方向外方への撓み変形が解除され、係合突起がフランジ状の前記バイアルの口
部の下端面を保持する位置に弾性復帰して、該バイアルの口部が前記係合突起に位置決め
支持されると共に、前記弾性撓み片の係合部の前記本体部の係止段差面への係止が解除さ
れて、前記バイアルガイド部材の軸方向内方への移動が許容されるようになっていること
を特徴とする。
【００１１】
　本態様においては、位置決め手段により、バイアルの口部がバイアルガイド部材の軸直
方向に広がるように位置決め保持されている。これにより、バイアルガイド部材に保持さ
れたバイアルの口部の上面、即ち、ゴム栓の表面を、軸直方向に広がる略水平な状態で、
穿刺針に対して対向配置させることができる。
【００１２】
　そして、バイアルガイド部材に対して、バイアルの口部が位置決め保持されるまでは、
スライド移動阻止手段によってバイアルガイド部材の軸方向内方への移動が阻止されてお
り、位置決め完了後にスライド移動阻止手段による移動阻止が解除されることにより、バ
イアルガイド部材の軸方向内方への移動が許容されて穿刺針がバイアルのゴム栓に穿刺さ
れるようになっている。従って、本態様によれば、バイアルの口部（ゴム栓）が穿刺針に
対して直交する方向に広がる正規位置に位置決め保持されるまでは、バイアルのゴム栓に
対して穿刺針が穿刺されることを完全に阻止することができるのである。これにより、バ
イアルのゴム栓に対して穿刺針が斜交した状態で穿刺されることを未然に防止することが
でき、コアリングの発生を回避して、安定した穿刺作動を確実に行うことが可能となるの
である。
【００１３】
　位置決め手段は、バイアルの口部を軸直方向に広がるように位置決めし得るものであれ
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ば何れでもよく、例えば、バイアルガイド部材の周壁部の周方向で相互に離隔する複数箇
所に、内周側に突出する乗り越え突起を軸方向の同じ位置に突設し、乗り越え突起を乗り
越えてバイアルガイド部材の内部に挿し入れられたバイアルのフランジ状口部の下端面を
乗り越え突起で支持する機構等によって実現できる。
【００１４】
　同様に、スライド移動阻止手段は、バイアル口部のバイアルガイド部材に対する位置決
め完了前後にスライド移動を阻止／許容し得るものであれば何れでもよく、本体部やバイ
アルガイド部材と一体的に設けてもよく、別体に設けてもよい。例えば、バイアルガイド
部材に係合可能な別体の係合部材を、外部から挿し入れてバイアルガイド部材に係合させ
、位置決め完了までバイアルガイド部材の軸方向内方への移動を阻止する一方、位置決め
完了後にかかる係合部材を離脱させて、バイアルガイド部材の軸方向内方への移動を許容
するようにしてもよい。
【００１５】
　上記本発明の第１の態様に係る薬液混注器具においては、前記バイアルガイド部材の周
壁部には、周方向で相互に離隔する複数箇所に、軸方向に延出する弾性撓み片が設けられ
ており、前記弾性撓み片は、基端部が、前記穿刺針から軸方向外方に離隔する前記バイア
ルガイド部材の軸方向外方側端部に連結支持されていると共に、該基端部から軸方向内方
に延出する中間部から先端部が軸直方向に撓み変形可能な自由端とされており、該自由端
の内周面に軸直方向内方に突出する係合突起が軸方向の同位置に設けられることにより、
前記位置決め手段が構成されている態様が、採用されている。
【００１６】
　かかる本発明の第１の態様によれば、フランジ状のバイアルの口部がバイアルガイド部
材の内部に挿し入れられて弾性撓み片の係合突起に当接すると、バイアルの押し込み力に
より各弾性撓み片が軸直方向外方に撓み変形されることから、バイアルの口部をバイアル
ガイド部材の内方にさらに押し入れることができる。そして、バイアルの口部が係合突起
を超えて軸方向内方に押し入れられると、係合突起に加えられていたバイアルの押し込み
力が解除されて、弾性撓み片の軸直方向外方への撓み変形が解除され、係合突起がフラン
ジ状のバイアルの口部の下端面を保持する位置に弾性復帰する。ここで、係合突起は、軸
方向で同じ位置に設けられていることから、バイアルの口部を軸直方向に広がるように安
定して位置決め保持できるのである。
【００１７】
　なお、弾性撓み片は、周方向で等間隔に離隔させることが好ましい。これにより、バイ
アルの口部をバランスよく安定して位置決め保持することができ、バイアルの口部を軸直
方向で水平となるように一層確実に位置決めを行うことができる。
【００１８】
　上記本発明の第１の態様に係る薬液混注器具においては、前記本体部の内周面には、複
数の前記弾性撓み片に対応する周方向の複数箇所で且つ軸方向の同位置に、軸直方向外方
に広がる係止段差面が設けられている一方、前記弾性撓み片の自由端の先端部には、前記
係止段差面に係止可能な係止部が設けられており、前記バイアルガイド部材の内部に前記
バイアルの口部が押し入れられて位置決めされるまでは、前記弾性撓み片の前記係合突起
に前記バイアルの口部が当接されて該弾性撓み片が軸直方向外方に撓み変形されることに
より、前記係止部が前記係止段差面に係止されて前記スライド移動阻止手段が構成される
ようになっている一方、前記バイアルの口部が前記係合突起を超えてさらに軸方向内方に
押し入れられることにより、弾性撓み片の軸直方向外方への撓み変形が解除され、係合突
起がフランジ状の前記バイアルの口部の下端面を保持する位置に弾性復帰して、該バイア
ルの口部が前記係合突起に位置決め支持されると共に、前記弾性撓み片の係合部の前記本
体部の係止段差面への係止が解除されて、前記バイアルガイド部材の軸方向内方への移動
が許容されるようになっている態様が、採用されている。
【００１９】
　かかる本発明の第１の態様によれば、周方向の複数箇所に設けられた弾性撓み片の軸直
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方向の撓み変形を利用して、バイアルガイド部材に対するバイアルの口部の軸方向内方へ
の押し込み量に連動した、位置決め手段とスライド移動阻止手段を、少ない部品点数で効
率よく形成することができる。
【００２０】
　要するに、バイアルの口部が係合突起を乗り越えた後にバイアルの口部が位置決めされ
る位置決め手段を、弾性撓み片の内面に設けた係合突起で実現すると共に、バイアルの口
部の係合突起乗り越え前後の、弾性撓み片の弾性変形／復帰を巧く利用することにより、
係止部の係止段差面への係止によるバイアルガイド部材の軸方向内方の移動の阻止と許容
を切り換えることができる。従って、使用者がバイアルの口部を単にバイアルガイド部材
の内部に押し込む従来と同様の作業をするだけで、バイアル口部が穿刺針の軸直方向に広
がる正規位置に位置決めされた状態から、穿刺針の穿刺を確実に行うことができる。それ
故、使用者に何ら複雑な作業を要求することなく、コアリング等の発生を有利に防止する
ことができるのである。
【００２１】
　本発明の第２の態様は、前記第１の態様に係る薬液混注器具において、前記弾性撓み片
の自由端の先端部に設けられた前記係止部の軸直方向内方部分がさらに軸方向内方に突出
して変形規制部が構成されており、該弾性撓み片が軸直方向外方への撓み変形量が、該変
形規制部と前記本体部の内周面の当接により規制されるようになっているものである。
【００２２】
　本態様によれば、弾性撓み片の自由端の先端部に変形規制部が設けられていることから
、弾性撓み片の軸直方向外方への過度の撓み変形が防止されて、弾性撓み片の耐久性向上
や、バイアルの口部が係合突起を乗り越えた後の弾性撓み片の速やかな弾性復帰を有利に
図ることができる。それ故、バイアルの口部が係合突起を乗り越えて位置決めされた後に
、スライド移動阻止手段を確実に解除することができる。
【００２３】
　本発明の第３の態様は、前記第１又は第２の態様に係る薬液混注器具において、前記本
体部の筒体部の内周面と前記バイアルガイド部材の周壁部の外周面の一方には、軸方向に
延びるリブが設けられている一方、該内周面と該外周面の他方には、該リブを収容するリ
ブ収容溝が設けられており、前記リブが前記リブ収容溝に収容されることにより、前記本
体部と前記バイアルガイド部材が周方向で位置決めされるようになっているものである。
【００２４】
　本態様によれば、本体部とバイアルガイド部材の当接面間に設けられたリブとリブ収容
溝を嵌め合せることにより、本体部とバイアルガイド部材を周方向で位置決めすることが
できることから、例えば、係止部と係止段差面を設ける場合であっても、それらの位置合
わせもリブとリブ収容溝の嵌め合いにより同時に達成することができる。
【００２５】
　また、リブが軸方向に延出していることから、バイアルガイド部材の軸方向でのスライ
ド移動がリブとリブ収容溝の嵌め合いにより案内されて安定して達成することができる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、バイアルガイド部材に対してバイアルの口部が位置決め保持されるま
ではスライド移動阻止手段によってバイアルガイド部材の軸方向内方への移動が阻止され
ると共に、位置決め完了後にスライド移動阻止手段による移動阻止が解除されることによ
りバイアルガイド部材の軸方向内方への移動が許容されて穿刺針がバイアルのゴム栓に穿
刺されるようになっている。これにより、バイアルの口部（ゴム栓）が穿刺針に対して直
交する方向に広がる正規位置に位置決め保持されるまではバイアルのゴム栓に対して穿刺
針が穿刺されることを完全に阻止することができ、コアリング等が発生しない安定した穿
刺作動を確実に行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
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【図１】本発明の第１の実施形態としての薬液混注器具の斜視図。
【図２】図１におけるＩＩ－ＩＩ断面図。
【図３】図１に示した薬液混注器具における本体部の斜視図。
【図４】同本体部の底面図。
【図５】図２に示した薬液混注器具におけるバイアルガイド部材の斜視図。
【図６】図５に示したバイアルガイド部材の図５とは異なる斜視図。
【図７】図１に示した薬液混注器具の使用方法を説明する説明図。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、本発明を更に具体的に明らかにするために、本発明の実施形態について、図面を
参照しつつ、詳細に説明する。
【００２９】
　先ず、図１～図６に、本発明の第１の実施形態としての薬液混注器具１０を示す。薬液
混注器具１０は、全体として略円筒形状の本体部１２と、本体部１２に対して軸方向でス
ライド変位可能に内嵌されたバイアルガイド部材１４とを有している。
【００３０】
　本体部１２は、ポリプロピレンやポリエチレン，ＡＢＳ樹脂，ポリカーボネート，ポリ
スチレン等の合成樹脂材料等の公知の材料から形成されており、略円筒形状の筒体部１６
を有している。筒体部１６は、一方の端部（図２中、下側）が開口されていると共に、他
方の端部（図２中、上側）が軸直角方向に広がる仕切壁１８で塞がれた略有底円筒形状を
有している。そして、仕切壁１８の一方の側（図２中、下側）に穿刺針２４が突設されて
おり、穿刺針２４の周囲を囲む筒体部１６と協働してバイアル装着部２０が形成されてい
る。また、仕切壁１８の他方の側（図２中、上側）には、シリンジ等の液剤注排デバイス
が装着可能な液剤注排デバイス装着ポート２２が突設されている。なお必要に応じて、液
剤注排デバイスポート２２の外周面には雄ねじが形成される。
【００３１】
　穿刺針２４は、仕切壁１８の略中心部から筒体部１６内に突出して、筒体部１６の中心
軸上を延伸する形状とされている。穿刺針２４の突出寸法は、筒体部１６の軸寸法の半分
程度とされており、穿刺針２４の先端部２６は、本体部１２の最下端に組み付けられたバ
イアルガイド部材１４に貫設された後述する中央孔５４よりも下方に突出しないようにさ
れている。なお穿刺針２４の先端部２６は、後述するバイアル８６のゴム栓９４を貫通可
能なように針形状を有している。
【００３２】
　穿刺針２４の内部には、薬液通路２８が形成されている。薬液通路２８は、穿刺針２４
の内部と仕切壁１８を貫通して、穿刺針２４の軸方向に延びる連通路とされている。薬液
通路２８は、一方の端部が穿刺針２４の先端部２６に形成された第１開口部３０において
、穿刺針２４に表面に開口されていると共に、他方の端部が第２開口部３２において液剤
注排デバイス装着ポート２２内に開口されている。なお、第２開口部３２には、液剤注排
デバイス装着ポート２２側からフィルタ３４が取り付けられている。これにより、後述す
る混合薬液１００をバイアル８６からシリンジ等の液剤注排デバイスへ引き抜くに際して
、混合薬液１００をフィルタ３４で濾過して、混合薬液１００中に混入したゴム小片等の
異物を除去することが出来る。
【００３３】
　ここで、本体部１２には、仕切壁１８のバイアル装着部２０側の面上を、穿刺針２４か
ら筒体部１６へ向かって軸直方向に延びる連絡管体３６が形成されている。連絡管体３６
は中空管体形状とされており、一方の端部が筒体部１６の外周面上に開口されていると共
に他方の端部が穿刺針２４に連結されている。
【００３４】
　そして、穿刺針２４の内部には、薬液通路２８と平行に延びるエア通路４０が貫通形成
されている。エア通路４０は、一方の端部が穿刺針２４の先端部２６に形成された内側開
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口部４２を通じて穿刺針２４の表面に開口されていると共に、他方の端部が連絡管体３６
の内部に開口して、連絡管体３６を通じて本体部１２の外周面上に形成された外側開口部
４４において、本体部１２の外周面に開口されている。なお、エア通路４０の経路上にお
ける外側開口部４４の近傍には、疎水性のフィルタ４６が設けられている。これにより、
後述するバイアル８６内にエア通路４０を通じて外気が流入される際に、外気がフィルタ
４６により濾過されて、外気に含まれる雑菌や異物等がバイアル８６内に混入することを
防止できる。
【００３５】
　また、図３及び図４に示すように、本体部１２の筒体部１６の内周面には、後述する複
数の弾性撓み片５８に対応する周方向の複数箇所で且つ軸方向の同位置に、軸直方向外方
に広がる係止段差面４８が設けられている。さらに、本体部１２の筒体部１６の内周面に
は、周方向に延びる環状溝部４９が設けられている。
【００３６】
　一方、バイアルガイド部材１４は本体部１２と同様、任意の合成樹脂材料等から形成さ
れており、一方（図５，６中、下方）の端部が開口された有底円筒形状とされており、底
部５０と筒状の周壁部５２を有している。底部５０の中央には、中央孔５４が貫設されて
いる。また、周壁部５２には、周方向で等間隔に離隔する複数箇所（本実施形態では４ヶ
所）において、周壁部５２の軸方向中間部分から底部５０の内方まで逆Ｕ字状に延びて切
り抜かれた切欠部５６が形成されている。そして切欠部５６に囲われた領域に４つの弾性
撓み片５８，５８，５８，５８が設けられている。弾性撓み片５８は、基端部６０が、バ
イアルガイド部材１４の軸方向外方側（図５，６中、下方）端部に連結支持されていると
共に、基端部６０から軸方向内方（図５，６中、上方）に延出する中間部６２から先端部
６４が軸直方向に撓み変形可能な自由端とされており、自由端の内周面に軸直方向内方に
突出する係合突起６８が形成されている。なお、各弾性撓み片５８の係合突起６８は、い
ずれも軸方向で同位置に設けられている。弾性撓み片５８の先端部６４には、周方向に延
びる段差状の係止部７０が設けられている。また、弾性撓み片５８の先端部６４に設けら
れた係止部７０の軸直方向内方部分が、さらに軸方向内方に突出して変形規制部７２が構
成されている。
【００３７】
　さらに、バイアルガイド部材１４の周壁部５２には、弾性撓み片５８が形成されていな
い底部５０近傍の４ヶ所において、外周面上に突出する周状突起７３が形成されている。
【００３８】
　加えて、本体部１２の筒体部１６の内周面には、軸方向に延びるリブ７４が設けられて
いる一方（図３参照）、バイアルガイド部材１４の周壁部５２の外周面には、リブ７４を
収容するリブ収容溝７６が設けられており（図５参照）、リブ７４がリブ収容溝７６に収
容されることにより、本体部１２とバイアルガイド部材１４が周方向で位置決めされるよ
うになっている。なお、本実施形態においては、リブ７４とリブ収容溝７６は、周方向に
等間隔で４つ設けられている。
【００３９】
　そして、本体部１２の筒体部１６に、バイアルガイド部材１４が内挿される。バイアル
ガイド部材１４の底部５０側が本体部１２の筒体部１６の開口端部８０から内方に押し込
まれると、バイアルガイド部材１４の周状突起７３が本体部１２の環状溝部４９に嵌合し
仮係止される。この時、図２に示したように、筒体部１６の開口端部８０とバイアルガイ
ド部材１４の開口端部８２が面一になるように位置決めされており、本体部１２の仕切壁
１８から軸方向外方に最も離隔する位置に、バイアルガイド部材１４が仮固定される。こ
の周状突起７３と環状溝部４９の凹凸係合が所定の押込みにより解除されるまでは、バイ
アルガイド部材１４の筒体部１６内へのスライドが阻止されると共にバイアルガイド部材
１４の筒体部１６からの抜け出しが阻止されている。
【００４０】
　このように、バイアルガイド部材１４が軸方向の最外方位置（下端位置）に仮固定され
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た状態において、穿刺針２４の先端部２６は、本体部１２に組み付けられたバイアルガイ
ド部材１４に貫設された中央孔５４を貫通して突出しないように位置されている。すなわ
ち、バイアルガイド部材１４は穿刺針２４の先端部２６よりも軸方向外方に突出されてい
る。
【００４１】
　次に、このような薬液混注器具１０を用いて、薬液を混注して調製する方法について図
７に基づいて説明する。先ず、薬液混注器具１０と、バイアル８６および液剤注排デバイ
スとしてのシリンジ（図示省略）を準備する。
【００４２】
　バイアル８６は、ガラス瓶９０と、ガラス瓶９０のフランジ状の口部９２を塞ぐゴム栓
９４とから構成されている。バイアル８６の内部には、凍結乾燥された蛋白製剤等の固形
の薬剤９６が封入されている。
【００４３】
　そして、図７（ａ）（ｂ）に示すように、薬液混注器具１０の液剤注排デバイス装着ポ
ート２２に、図示しないシリンジを接続した状態で、バイアル８６を本体部１２に組み付
けられたバイアルガイド部材１４内に挿入する。なお、シリンジの内部には、蒸留水、生
理食塩水などの溶解液が充填されている。薬液混注器具１０の姿勢は特に限定されるもの
ではないが、好適には、机などの上にバイアル８６を載置し、バイアル８６の上方から本
体部１２に組み付けられたバイアルガイド部材１４を装着する。図７（ｂ）に示すように
、本体部１２に組み付けられたバイアルガイド部材１４内に、バイアル８６のフランジ状
の口部９２が挿し入れられて、弾性撓み片５８の係合突起６８に当接すると、バイアル８
６の押し込み力により弾性撓み片５８が軸直方向外方に撓み変形される。これにより、バ
イアル８６のフランジ状の口部９２をバイアルガイド部材１４の内方にさらに押し入れる
ことができると共に、弾性撓み片５８の周壁部に設けられた係止部７０が本体部１２の内
周面に設けられた係止段差面４８に係止されることによりバイアルガイド部材１４の軸方
向内方の移動を阻止することができる。すなわち、本実施形態では、弾性撓み片５８の係
止部７０と本体部１２の係止段差面４８によりスライド移動阻止手段が構成されている。
なお、バイアル８６のフランジ状の口部９２がバイアルガイド部材１４内に挿し入れられ
て弾性撓み片５８の係合突起６８に当接するまでは、バイアルガイド部材１４の周状突起
７３と筒体部１６の環状溝部４９の凹凸係合により、バイアルガイド部材１４は筒体部１
６の下端位置に仮固定されている。その後、強い押し込み力を加えてバイアル８６の口部
９２が弾性撓み片５８を乗り越えるまでバイアル８６を押し込んでも、係止部７０と係止
段差面４８の係合により、バイアルガイド部材１４の軸方向内方へのスライド移動が安定
して阻止されるのである。
【００４４】
　ここで、弾性撓み片５８の自由端の先端部６４に変形規制部７２が設けられ、弾性撓み
片５８の軸直方向外方への撓み変形量が変形規制部７２と本体部１２の内周面の当接によ
り規制されるようになっている。それ故、弾性撓み片５８の過度の撓み変形が防止される
ようになっている。
【００４５】
　そして、図７（ｃ）に示すように、バイアル８６のフランジ状の口部９２が弾性撓み片
５８の係合突起６８を超えて軸方向内方に押し入れられると、係合突起６８に加えられて
いたバイアル８６の押し込み力が解除されると共に、弾性撓み片５８の軸直方向外方への
撓み変形が解除され、係合突起６８がバイアル８６のフランジ状の口部９２の下端面を保
持する位置に弾性復帰する。ここで、係合突起６８は、軸方向で同じ位置に設けられてい
ることから、バイアル８６のフランジ状の口部９２を軸直方向に広がるように安定して位
置決め保持できるのである。すなわち、本実施形態では、弾性撓み片５８と係合突起６８
により位置決め手段が構成されている。また、弾性撓み片５８の係止部７０による本体部
１２の係止段差面４８への係合が解除されることにより、バイアルガイド部材１４の軸方
向内方の移動を許容できるようになるのである。要するに、係止部７０と係止段差面４８
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によるスライド移動阻止手段は、バイアルガイド部材１４にバイアル８６の口部９２が位
置決め保持されるまで、バイアルガイド部材１４が仕切壁１８に接近する軸方向内方への
移動を阻止してバイアル８６を穿刺針２４から離隔した状態に保持する一方、バイアル８
６のフランジ状の口部９２が弾性撓み片５８の係合突起６８により位置決め保持されると
、バイアルガイド部材１４の軸方向内方への移動を自動的に許容するようになっている。
従って、周方向の複数箇所に設けられた弾性撓み片５８の軸直方向の撓み変形を利用して
、バイアルガイド部材１４に対するバイアル８６の口部９２の軸方向内方への押し込み量
に連動した、位置決め手段とスライド移動阻止手段を、少ない部品点数で効率よく形成す
ることができる。なお、図７（ｃ）に示すように、バイアル８６の口部９２が弾性撓み片
５８の係合突起６８を超えて軸方向内方に押し入れられた状態においても、バイアルガイ
ド部材１４の周状突起７３と筒体部１６の環状溝部４９の凹凸係合により、バイアルガイ
ド部材１４は筒体部１６の下端位置に仮固定されている。
【００４６】
　そして、図７（ｄ）に示すように、バイアルガイド部材１４に対して周状突起７３と環
状溝部４９の凹凸係合を解除し得る押し込み力を加えることにより、バイアルガイド部材
１４の全体が連絡管体３６の外周面に当接するまで、バイアル８６をバイアル装着部２０
内に押し込む。これにより、穿刺針２４の先端部２６がバイアル８６のゴム栓９４を貫く
ことにより、薬液通路２８およびエア通路４０がバイアル８６の内部と連通する。その結
果、バイアル８６の内部とシリンジ（図示しない）の内部とが、薬液通路２８を通じて連
通される。そして、図示しないシリンジ内の溶解液が、薬液通路２８を通じてバイアル８
６の内部に注入する。これにより、バイアル８６内で溶解液と薬剤９６が混合されて、混
合薬液１００が混注調製される。
【００４７】
　最後に、図７（ｄ）に示した薬液混注器具１０およびバイアル８６の姿勢を上下反転し
且つシリンジのプランジャを引くことにより、バイアル８６内で調製された混合薬液１０
０が、薬液通路２８を通じて、シリンジ内に吸引される。
【００４８】
　以上述べてきたように、本実施形態における薬液混注器具１０によれば、位置決め手段
たる弾性撓み片５８の係合突起６８により、バイアル８６のフランジ状の口部９２の下端
面を保持できる。係合突起６８は軸方向で同じ位置に設けられていることから、バイアル
８６のフランジ状の口部９２を軸直方向に広がるように安定して位置決め保持できる。ま
たバイアル８６のフランジ状の口部９２が位置決め保持されるまでは、スライド移動阻止
手段たる係止部７０と係止段差面４８の係合によって、バイアルガイド部材１４の軸方向
内方への移動が阻止されており、位置決め完了後にスライド移動阻止手段による移動阻止
が解除されることにより、バイアルガイド部材１４の軸方向内方への移動が許容されて穿
刺針２４がバイアル８６のゴム栓９４に穿刺されるようになっている。従って、バイアル
８６のゴム栓９４が穿刺針２４に対して直交する方向に広がる正規位置に位置決め保持さ
れるまでは、バイアル８６のゴム栓９４に対して穿刺針２４が穿刺されることを完全に阻
止することができ、バイアル８６のゴム栓９４に対して穿刺針２４が斜交した状態で穿刺
されることによるコアリングの発生を回避して、安定した穿刺作動を確実に行うことが可
能となる。
【００４９】
　なお、弾性撓み片５８の係合突起６８は、周方向で等間隔に離隔させることが好ましい
。これにより、バイアル８６のフランジ状の口部９２をバランスよく安定して位置決め保
持することができ、バイアル８６のフランジ状の口部９２を軸直方向で水平となるように
一層確実に位置決めを行うことができる。
【００５０】
　また、バイアル８６のフランジ状の口部９２が係合突起６８を乗り越えた後に位置決め
される位置決め手段を弾性撓み片５８の係合突起６８で実現すると共に、バイアル８６の
フランジ状の口部９２の係合突起６８乗り越え前後の、弾性撓み片５８の弾性変形／復帰
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を巧く利用することにより、係止部７０の係止段差面４８への係止によるバイアルガイド
部材１４の軸方向内方の移動の阻止と許容を切り換えることができる。従って、使用者は
バイアル８６のフランジ状の口部９２を単にバイアルガイド部材１４の内部に押し込む従
来と同様の作業をするだけで、バイアル８６のフランジ状の口部９２が穿刺針２４の軸直
方向に広がる正規位置に位置決めされた状態から、穿刺針２４の穿刺を確実に行うことが
でき、コアリング等の発生を有利に防止することができる。
【００５１】
　また、本体部１２とバイアルガイド部材１４の当接面間に設けられたリブ７４とリブ収
容溝７６を嵌め合せることにより、本体部１２とバイアルガイド部材１４を周方向で位置
決めすることができることから、例えば、係止部７０と係止段差面４８を設ける場合であ
っても、それらの位置合わせもリブ７４とリブ収容溝７６の嵌め合いにより同時に達成す
ることができる。また、リブ７４が軸方向に延出していることから、バイアルガイド部材
１４の軸方向でのスライド移動がリブ７４とリブ収容溝７６の嵌め合いにより案内されて
安定して達成することができる。
【００５２】
　以上、本発明の実施形態について詳述したが、本発明はその具体的な記載によって限定
されない。例えば、位置決め手段は、バイアル８６のフランジ状の口部９２を軸直方向に
広がるように位置決めし得るものであれば何れでもよく、例えば、バイアルガイド部材１
４の周壁部５２の内周面に突出する乗り越え突起で構成してもよい。或いは、バイアルガ
イド部材１４の周壁部５２の内周面に弾性膜を被着して、弾性膜にバイアル８６の口部９
２を圧接して位置決め保持するようにしてもよい。
【００５３】
　また、スライド移動阻止手段は、バイアル８６のフランジ状の口部９２のバイアルガイ
ド部材１４に対する位置決め完了前後にスライド移動を阻止／許容し得るものであれば何
れでもよく、例えば、バイアルガイド部材１４に係合可能な別体の係合部材を、本体部１
２に設けられた貫通孔から挿し入れてバイアルガイド部材１４に係合させ、位置決め完了
までバイアルガイド部材１４の軸方向内方への移動を阻止する一方、位置決め完了後にか
かる係合部材をバイアルガイド部材１４から離脱させて、バイアルガイド部材１４の軸方
向内方への移動を許容するようにしてもよい。
【００５４】
　また、弾性撓み片５８の数は例示の４つに限定されず、また、必ずしも同方向で等間隔
である必要はなく、他部材との干渉を回避するために、間隔がずらされていてもよい。
【符号の説明】
【００５５】
１０：薬液混注器具、１２：本体部、１４：バイアルガイド部材、１６：筒体部、１８：
仕切壁、２０：バイアル装着部、２２：液剤注排デバイス装着ポート、２４：穿刺針、２
６：先端部、２８：薬液通路、４０：エア通路、４８：係止段差面、５８：弾性撓み片、
６０：基端部、６２：中間部、６４：先端部、６８：係合突起、７０：係止部、７２：変
形規制部、７４：リブ、７６：リブ収容溝、８６：バイアル、９２：口部
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