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(57)【要約】
　接続手段によって互いに接続される、関連付けられた
、且つ分離された容器４４、４５を有する二部片ダブル
シリンジまたはダブルカートリッジであって、容器がそ
れぞれ出口４７、４８を備えており、接続手段が、２つ
の容器の受け部５４、５５と、支持壁５６と、一体型の
保持フランジ５３を有するホルダ４６とを有するユニッ
トを形成しており、前記支持壁が、容器の出口４７、４
８を受け入れるための陥凹部５６を有しており、容器の
受け部がそれぞれ案内スリーブ６０、６１を有しており
、出口側が、ミキサまたはアクセサリを取り付けるため
の締結領域として構成されているダブルシリンジまたは
ダブルカートリッジ。そのようなダブルシリンジによっ
て、容器を別々に充填することが可能になり、またダブ
ルシリンジはきわめて頑丈になり、一体型のダブルシリ
ンジのように操作することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに関連付けられた容器を有する二部片ダブルシリンジまたはダブルカートリッジで
あって、前記容器はそれぞれ出口を備え、前記容器の少なくとも一方が分離され、また接
続手段によって他方の容器に接続される二部片ダブルシリンジまたはダブルカートリッジ
において、
　前記接続手段が、少なくとも１つの容器の受け部（５４、５５）と、支持壁（５６、６
５）と、保持フランジ（５３）とからなるユニットを有し、前記支持壁が、前記容器の出
口（４７、４８；１４７、１４８）の少なくとも１つを受け入れるための少なくとも１つ
の陥凹部（５８、５９；６６）を有し、各容器の受け部が案内スリーブ（６０、６１）を
有し、また前記出口側が、ミキサまたはアクセサリの取り付けのための締結領域（１６、
１７）として構成されていることを特徴とするダブルシリンジまたはダブルカートリッジ
。
【請求項２】
　前記ユニットが、２つの容器の受け部（５４、５５）と、支持壁（５６）と、一体型の
保持フランジ（５３）とを有するホルダ（４６）を含み、前記支持壁が、前記容器の出口
を受け入れるための陥凹部（６６）を有し、前記容器の受け部がそれぞれの案内スリーブ
（６０、６１）を有していることを特徴とする、請求項１に記載のダブルシリンジまたは
ダブルカートリッジ。
【請求項３】
　前記ユニットが、容器（６４；１６４）と、容器の受け部（５４）と、支持壁（６５）
と、保持フランジ（５３）とを含み、前記支持壁が、容器出口を受け入れるための陥凹部
（６６）を有し、前記容器の受け部が案内スリーブ（６０）を有していることを特徴とす
る、請求項１に記載のダブルシリンジまたはダブルカートリッジ。
【請求項４】
　前記関連付けおよび分離された容器が、それぞれの出口を備え、且つ接続手段によって
互いに接続されており、前記出口（５、７）がそれぞれの支持壁部（４、６）の上に配置
され、前記容器（２、３）の入口側がそれぞれの保持フランジ部（９、１０）を有し、前
記接続手段（１４、１５）が、前記支持壁部、および前記保持フランジ部上の前記接続手
段（１２、１３）の上に配置され、組み立て時には共通の支持壁（８）および共通の保持
フランジ（１１；１０６）を形成し、前記出口側が、ミキサまたはアクセサリを取り付け
るための締結領域（１６、１７）として構成されていることを特徴とする、請求項１に記
載のダブルシリンジまたはダブルカートリッジ。
【請求項５】
　前記締結領域がバヨネット・タブ（１６、１７）を有することを特徴とする、請求項１
または請求項４に記載のダブルシリンジまたはダブルカートリッジ。
【請求項６】
　前記ダブルシリンジまたはダブルカートリッジの前記締結領域は、接続される前記アク
セサリが回転運動を伴わずに取り付けられ、またその締結領域を圧縮することによって取
り外されることができるように構成されていることを特徴とする、請求項１または請求項
４に記載のダブルシリンジまたはダブルカートリッジ。
【請求項７】
　その締結領域が、前記出口（１４７、１４８）上の保持用突出部（１１４、１１５）を
含むことを特徴とする、請求項６に記載のダブルシリンジまたはダブルカートリッジ。
【請求項８】
　前記陥凹部（５８、５９；６６）が、前記容器の出口上の位置調整用突出部（５１、５
２）を受け入れるための、それぞれの切り込み（５８Ａ、５９Ａ；６７）を有しているこ
とを特徴とする、請求項１から請求項３までのいずれか一項に記載のダブルシリンジまた
はダブルカートリッジ。
【請求項９】
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　前記接続手段が、前記容器の一方の前記支持壁部および前記保持フランジ部内のそれぞ
れの少なくとも１つのスナップ開口部（１２、１４）、ならびに他方の前記容器の前記支
持壁部および前記保持フランジ部上のそれぞれの少なくとも１つの接続ピン（１３、１５
）であることを特徴とする、請求項４に記載のダブルシリンジまたはダブルカートリッジ
。
【請求項１０】
　各容器出口が、個々のプラグ（１９、２０；７１）によって密閉され、２つの前記プラ
グが共通の蓋キャップ（３１、７７）によって固定され、前記プラグおよび前記蓋キャッ
プは、前記蓋キャップを取り外すときに両方のプラグを同時に引き出すための手段（６８
、７０；７４、７５、７６）を有していることを特徴とする、請求項１から請求項９まで
のいずれか一項に記載のダブルシリンジまたはダブルカートリッジ。
【請求項１１】
　前記締結領域（１６、１７）がコード化手段（１６、１７）を有し、該コード化手段は
、前記蓋キャップまたは前記ミキサの締結領域（１２６、１２６Ａ、１２７、１２７Ａ）
内の対応するコード化手段と協働することを特徴とする、請求項１から請求項１０までの
いずれか一項に記載のダブルシリンジまたはダブルカートリッジ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の前提部分による二部片（ｔｗｏ－ｐａｒｔ）ダブルシリンジ、ま
たはダブルカートリッジに関する。
【背景技術】
【０００２】
　そのような二部片カートリッジは、例えば米国特許第６７３２８８７号明細書によって
知られている。この特許明細書に開示されているダブルシリンジは、異なる色の透明な容
器を有し、混合螺旋を含むこともできるアプリケータ・シリンジを受け入れるように企図
されている。ダブルシリンジに、例えば蓋、ミキサまたは他のアプリケータ部品などの様
々なアクセサリ（補機）を取り付ける場合には、様々なコネクタが必要になる。
【０００３】
　一般には、二成分製品がダブルシリンジまたはダブルカートリッジの中に蓄えられ、直
接取り付けられた静的なミキサによって混合される。そのような一体型のダブルシリンジ
はプラスチック射出成形によって製造され、したがって２つの容器を互いに分離すること
はできない。これは、両方の容器が同じ材料からなることを意味している。このことは、
ある特定の二成分材料において、２つの成分がダブルシリンジまたはカートリッジのプラ
スチック材料と適合しない可能性があり、そのためにシリンジの材料に関して異なる要求
が生じることがあるときには、欠点となる可能性がある。したがって、例えば一方の成分
にはポリプロピレンの容器が理想的であり、他方の成分にはポリアミドの容器が必要にな
る場合がある。
【０００４】
　さらに、医療分野では、２つの成分について別々に容器を充填し、それらに異なる後続
処理、例えば異なる滅菌処理、滅菌または非滅菌充填処置などを適用する必要がある。
【０００５】
　理論的には、標準的な２つのシングルシリンジを使用し、シリンジ本体およびプランジ
ャをそれぞれ接続することが可能である。２つの成分は、分配のために、特別なＹピース
を用いて静的ミキサに送り込まれる。これは、例えば米国特許第４９７９９４２号明細書
で実現されている。
【０００６】
　別々に充填および処理することが可能な複数の単独容器からなるダブルシリンジを使用
するために、Ｙピースを有するそのような接続式のシングルシリンジに関する改良が既に
行われている。この種のダブルシリンジは、上で説明している。
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【０００７】
　多数の他の二部片シリンジの中でも、２つの容器を結合するための接続要素を含むと同
時に、一方の容器の出口が第２の容器の停止板の開口部に押し込まれる、米国特許第６８
２４０１６号明細書に言及すべきである。
【０００８】
　さらに、米国特許出願公開第２００３／０５０５９７号明細書は、個々の容器を内部に
装填することが可能なホルダを有する分配器具を開示しており、その特許出願は容器を充
填する工程を対象とし、ホルダは容器上で入口側から保持フランジ内に押し込まれる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　この従来技術の背景に基づき、本発明の目的は、二部片シリンジ、より詳細には、頑丈
で捻り剛性があり、アダプタ要素を必要とせずに多数の従来のアクセサリを受け入れるこ
とができるダブルシリンジを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　これは、請求項１による二部片シリンジによって達成される。
【００１１】
　以下では、例示的な実施例の図面を参照して、本発明をより詳しく説明する。
【実施例】
【００１２】
　図１は、第１の例示的な実施例における、ダブルシリンジ１の２つの分離容器２および
３、上部に出口５が配置された容器２の支持壁部４、ならびに容器３の出口７の支持壁部
６を示している。２つの支持壁部は結合して支持壁８を形成する。
【００１３】
　容器の他端の入口側では、容器２は保持部９を、容器３は保持部１０を有し、それらは
結合して保持フランジ１１を形成する。
【００１４】
　容器の一方（ここでは容器２）は、スナップ開口部１２を備えたその保持部９の上に設
けられ、一方で容器３の保持部１０は対応する接続ピン１３を有し、また容器２は、スナ
ップ開口部１４を備えたその支持壁４の上に設けられ、一方で支持壁部６は接続ピン１５
を有している。あるいは、単独の接続ピンおよびスナップ開口部を設けることもできる。
全体的には、２つの容器がその剛性部分、すなわち、その支持壁およびフランジによって
接続されるため、安定した接続が得られる。
【００１５】
　図２において明らかであるように、支持壁８は、それ自体は周知であるコード・インタ
ーフェース（ｃｏｄｅｄ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を備え、このコード・インターフェース
は、離間した容器出口に隣接する２つのコード化されたバヨネットタブ（差込みタブ）１
６および１７を有し、したがって通常の一体型のダブルシリンジまたはダブルカートリッ
ジに用いられるのと同じ蓋およびミキサが、適合するコード化されたバヨネットカム３４
および３５を有していれば、それらを接続することが可能である。この場合、バヨネット
部材、それらの間のそれぞれの距離は、幅が異なっている。加えて、蓋キャップ上または
ミキサ上の突出部３６Ａおよびバヨネットタブ（ここではタブ１６）内の対応するノッチ
３６の形のコード化手段、ならびに支持壁内の可視コード化ノッチ１８および蓋キャップ
内またはミキサ内の対応する可視コード化ノッチ１８Ａのような可視コード化手段など、
それ自体は周知である他のコード化手段も可能である。
【００１６】
　バヨネットコネクタの代わりに、例えばコード化することもできるプラグまたはスナッ
プ接続など、アクセサリの他の結合手段が可能である。この場合、コード化は、異なる外
径によって、および／または突出部とノッチなどの他のコード化手段によって実施しても
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よい。
【００１７】
　図１には、容器が別々に充填される場合、出口を個々のプラグ１９および２０によって
密閉することが可能であることが示されている。ダブルシリンジを組み立てた後、出口を
蓋キャップ３１によって固定することにより、その密着力を高める。蓋を取り外した後、
ミキサ３８を取り付けることができる。
【００１８】
　図１はさらに、それ自体は周知のそれぞれのピストン２１および２２を示している。ピ
ストンは一体部品として製造された、スラスト板２６によって互いに接続された２つのス
ラスト棒２４および２５からなるダブルプランジャ２３によって作動される。
【００１９】
　図３および図４による例示的な実施例では、ダブルシリンジ４３は、本質的に２つの円
筒状の容器４４および４５を備え、それらは、剛性があり、２つのシリンダをシリンダの
全長にわたって受け入れるホルダ４６の中に受け入れられる。図３は２つの円筒状の容器
４４および４５を示し、これらは、直径が容器の直径より小さい、容器の前面部４９およ
び５０の縁部に位置するそれぞれの出口４７および４８を有している。前面部は出口の近
くに、それぞれの位置調整用の突出部５１および５２を有している。ピストン２１および
２２、ダブルプランジャ２３、ならびに２つのプラグ１９および２０など、図示された他
の部分は前述の例示的な実施例と同じである。
【００２０】
　ホルダ４６は、保持フランジ５３と、容器の受け部５４および５５の他端の、容器の前
面部４９および５０がその上で停止する支持壁５６とを有している。支持壁は、その前面
側に、２つのコード化されたバヨネットタブ１６および１７および可視コード化ノッチ１
８を備えた前述の実施例と同じコード化されたインターフェースを有し、その下面に、位
置調整用の突出部５１および５２によって出口を受け入れるための切り込み５８Ａおよび
５９Ａを備えた２つの陥凹部５８、５９を有し、それによって容器を定められた向きで受
け部に挿入し、回転自在に係止することが可能になる。保持フランジ側のホルダ端部では
、２つの容器の受け部が、ダブルプランジャを正確に案内するそれぞれの案内スリーブ６
０および６１を形成している。
【００２１】
　蓋キャップ３１およびミキサ３８など図示された他の部分は、前述のものと同じである
。ダブルシリンジは、プラグ１９および２０によって密閉された容器を容器の受け部に挿
入し、蓋キャップ３１を用いてプラグを固定することによって組み立てられる。
【００２２】
　図５および図６によるシリンジ６２の設計は、図３および図４によるものと類似してい
る。しかし第１の容器６４は、保持フランジ５３、支持壁６５および容器の受け部５４と
共に１つのユニットを形成しており、一方、第２の容器６３は容器４５と同じである。支
持壁６５は、第２の容器６３の出口および位置調整用の突出部を受け入れるための、切り
込み６７を備えた陥凹部６６を有している。容器６４は、第２の容器を押さえ付けるため
のカム７８を有している。残りの部分は、前述のものと同じである。
【００２３】
　図７および図８には、個々のプラグを有する蓋の２つの変形例が示してあり、それぞれ
の断面図は、図４のダブルシリンジが組み立てられた状態および閉鎖された状態での出口
領域を示している。
【００２４】
　図７には、容器４４および４５、ならびに容器の受け部５４および５５の出口側の端部
が示されている。どちらの容器もプラグ１９および２０によって密閉されているが、図７
の拡大図では、プラグがそれぞれ、内側の隆起部６８を有していることが明らかである。
蓋キャップ３１の２つの栓６９は対応する溝７０を有し、栓がプラグの中に嵌るようにな
っている。これによって、２つの容器を互いに独立して充填および閉鎖することが可能に
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なる。蓋キャップが取り外されると、両方のプラグが同時に引き出され、その後、ダブル
シリンジにミキサまたは他のアクセサリを取り付けることが可能になる。蓋キャップは、
バヨネットカム３４および３５によって、ダブルシリンジのバヨネットタブ１６および１
７の中に保持される。
【００２５】
　図８による実施例の変形例では、出口内のプラグは、スナップリング７６の収縮された
端部７５が係合する周縁溝７４を有する栓の形の把持部７３を有し、スナップリング７６
は蓋キャップ７７の中に回転自在に配置される。その機能は前述の実施例と同じであり、
したがって蓋キャップが引き出されると、両方のプラグ７１が同時に取り外される。
【００２６】
　図１～８による例示的な実施例は、組み立てられたシリンジが、バヨネット結合部を備
えた締結領域を有し、この締結領域が、ミキサまたはアクセサリの締結領域およびバヨネ
ット結合部と協働するという共通点を有している。
【００２７】
　第１の一連の例示的な実施例とは異なり、図９によるシリンジの締結領域は、ミキサま
たはアクセサリがその上にスナップ嵌めされることができ、またミキサまたはアクセサリ
の締結領域の変形によって取り外されることができるように設計されている。図９による
変形例では、シリンジの締結領域は、バヨネット結合手段の代わりにスナップ式の突出部
を含み、それがアクセサリ部分のそれぞれの締結領域と協働する。
【００２８】
　図９は２つの円筒形の容器１４４および１４５を示し、これら容器は、直径が容器の直
径より小さい、容器の前面部１４９および１５０の縁部に位置するそれぞれの出口１４７
および１４８を備えている。締結領域は、出口１４７、１４８にスナップ手段を有してい
る。
【００２９】
　各出口は、前面部から出口端部に向かってテーパーが付いたそれぞれの稜部１１０、１
１１を有している。各稜部は、前面からある距離のところで終わるそれぞれの鞍状部１１
２、１１３を有し、したがってそれぞれのスナップ式の突出部１１４、１１５を形成して
おり、これら突出部はミキサまたはアクセサリのスナップ開口部に嵌る
【００３０】
　２つの鞍状部１１２および１１３は、同じ構成を有していない。すなわち、この実施例
では、鞍状部１１２はその出口側に先端稜部１１６を有しているが、鞍状部１１３は有し
ていない。先端稜部１１６の有無によって、アクセサリを明確な向きにのみ取り付け可能
にするようなコード化手段が構成される。稜部によって画定される面に対して垂直に、ク
ランプ用の案内部１１７が設けられる。
【００３１】
　保持用の突出部を備えた締結領域が別個の容器のそれぞれの半分まで配設されている先
に開示した変形例と同様に、図１および図２による実施例において、同じ締結領域を容器
２および３に配設することができる。同様に、図５および図６による実施例において、保
持用突出部を備えた締結領域を、容器６３、または容器６４の出口に配設することができ
る。
【００３２】
　その結果として、前述のものと同様に、他の締結手段を備えた前記他の締結領域を使用
することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】第１の例示的な実施例の分解されたシリンジを斜視図として示す図である。
【図２】組み立てられたときの図１のシリンジを示す図である。
【図３】第２の例示的な実施例の分解されたシリンジを示す図である。
【図４】組み立てられたときの図３のシリンジを示す図である。
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【図５】第３の例示的な実施例の分解されたシリンジを示す図である。
【図６】組み立てられたときの図５のシリンジを示す図である。
【図７】ダブルシリンジの出口領域を断面図として示す図である。
【図８】ダブルシリンジの出口領域の実施例の変形例を示す図である
【図９】図３による例示的な実施例の変形例を示す図である。

【図１】 【図２】



(8) JP 2009-528095 A 2009.8.6

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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