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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薬剤送達装置（２０、１２０、２２０、３２０、４２０、５２０、６２０、７２０、８
２０、１０２０）に接続するための接続手段（２、１０２、２０２、３０２、４０２、５
０２）を有するハブ（１、１０１、２０１、３０１、４０１、５０１、６０１、７０１、
８０１）内に取付けられた針カニューレ（１５、１１５、２１５、３１５、４１５、５１
５、６１５、７１５、８１５、１１１５）と、
　針カニューレ（１５、１１５、２１５、３１５、４１５、５１５、６１５、７１５、８
１５、１１１５）の尖端が実質的にシールド（４０、１４０、２４０、３４０、４４０、
５４０、６４０、７４０、８４０、９４０、１０４０、１１４０）によって隠れている第
１位置から、少なくとも針カニューレ（１５、１１５、２１５、３１５、４１５、５１５
、６１５、７１５、８１５、１１１５）の尖端が露出している第２位置へ、ハブ（１、１
０１、２０１、３０１、４０１、５０１、６０１、７０１、８０１）に対して入れ子式に
動くことができるシールド（４０、１４０、２４０、３４０、４４０、５４０、６４０、
７４０、８４０、９４０、１０４０、１１４０）と、
　第１位置の方へシールド（４０、１４０、２４０、３４０、４４０、５４０、６４０、
７４０、８４０、９４０、１０４０、１１４０）を付勢する付勢手段（５０、１５０、２
５０、３５０、４５０、５５０、１１５０）と
を備え、針アセンブリが更に、ハブ（１、１０１、２０１、３０１、４０１、５０１、６
０１、７０１、８０１）に対するシールド（４０、１４０、２４０、３４０、４４０、５
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４０、６４０、７４０、８４０、９４０、１０４０、１１４０）の入れ子式運動を防止す
るための、接続手段（２、１０２、２０２、３０２、５０２）と協働する解除可能なロッ
ク手段（５、４０；１４２、１６２；２４２、２６２；３４０、３６３；４４２、４０３
；５４２、５６３；６４０、６６０；７４５、７６３；８４０、８６３；９４０、９６３
；１０４０、１０６３）を備えている、
　薬剤送達装置（２０、１２０、２２０、３２０、４２０、５２０、６２０、７２０、８
２０、１０２０）用の針アセンブリ。
【請求項２】
　解除可能なロック手段（５、４０；１４２、１６２；２４２、２６２；３４０、３６３
；４４２、４０３；５４２、５６３；６４０、６６０；７４５、７６３；８４０、８６３
；９４０、９６３；１０４０、１０６３）が、解除されていないとき、シールド（４０、
１４０、２４０、３４０、４４０、５４０、６４０、７４０、８４０、９４０、１０４０
、１１４０）の入れ子式運動を防止する、請求項１記載の針アセンブリ。
【請求項３】
　接続手段（２、１０２、２０２、３０２、５０２）が作動されると、解除可能なロック
手段（５、４０；１４２、１６２；２４２、２６２；３４０、３６３；５４２、５６３；
６４０、６６０；７４５、７６３；８４０、８６３；９４０、９６３；１０４０、１０６
３）がロック解除される、請求項１～２のいずれか一項に記載の針アセンブリ。
【請求項４】
　注射装置（２０、１２０、２２０、３２０、５２０、６２０、７２０、８２０、１０２
０）のような物体が接続手段（２、１０２、２０２、３０２、４０２、５０２）に接続さ
れると、解除可能なロック手段（５、４０；１４２、１６２；２４２、２６２；３４０、
３６３；５４２、５６３；６４０、６６０；７４５、７６３；８４０、８６３；９４０、
９６３；１０４０、１０６３）が解除される、請求項１～３のいずれか一項に記載の針ア
センブリ。
【請求項５】
　接続手段（２、１０２、２０２、３０２、５０２）がハブ（１、１０１、２０１、３０
１、５０１、６０１、７０１、８０１）内に収容され、解除可能なロック手段（５、４０
；１４２、１６２；２４２、２６２；３４０、３６３；５４２、５６３；６４０、６６０
；７４５、７６３；８４０、８６３；９４０、９６３；１０４０、１０６３）が１つ以上
の作動部（６、１６６、２６６、３６６、５６６、７６６、８６６、１０６６）を有し、
この作動部の少なくとも一部が、接続手段（２、１０２、２０２、３０２、５０２）を収
容するハブ（１、１０１、２０１、３０１、５０１、６０１、７０１、８０１）の領域（
１７１、２７１、３７１、５７１、８７１）内に位置する、請求項１又は４に記載の針ア
センブリ。
【請求項６】
　作動部（６、１６６、２６６、３６６、５６６、７６６、８６６、１０６６）が、ハブ
（１、１０１、２０１、３０１、５０１、６０１、７０１、８０１）の接続領域（１７１
、２７１、３７１、５７１、８７１）内に突出する複数のフィンガー（６、１６６、２６
６、３６６、５６６、７６６、８６６、１０６６）である、請求項５に記載の針アセンブ
リ。
【請求項７】
　接続手段（２、１０２、２０２、３０２、４０２、５０２）が使用されるとき、作動部
（６、１６６、２６６、３６６、５６６、７６６、８６６、１０６６）が作動される、請
求項５又は６に記載の針アセンブリ。
【請求項８】
　解除可能なロック手段（５、４０；１４２、１６２；２４２、２６２；３４０、３６３
；５４２、５６３；６４０、６６０；７４５、７６３；８４０、８６３；９４０、９６３
；１０４０、１０６３）が、シールド（４０、１４０、２４０、３４０、５４０、６４０
、７４０、８４０、１１４０）の軸方向移動をロックするロック要素（１６０、２６０、
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３６０、５６０）を備えている、請求項１～７のいずれか一項に記載の針アセンブリ。
【請求項９】
　ロック要素（３６０）がシールド（３４０）に係合するロックアーム（３６３）を有す
る、請求項８に記載の針アセンブリ。
【請求項１０】
　ロック要素（１６０、２６０、５６０）がハブ（１０１、２０１、５０１）に対して回
転可能である、請求項８記載の針アセンブリ。
【請求項１１】
　針アセンブリに接続可能な薬剤送達装置と、薬剤送達装置に接続可能な針アセンブリと
を備えた薬剤送達装置及び針アセンブリシステムであって、
　針アセンブリが、注射装置に接続するための接続手段（２、１０２、２０２、３０２、
４０２、５０２）を有するハブ（１、１０１、２０１、３０１、４０１、５０１、６０１
、７０１、８０１）内に取付けられた針カニューレ（１５、１１５、２１５、３１５、４
１５、５１５、６１５、７１５、８１５、１１１５）と、
　針カニューレ（１５、１１５、２１５、３１５、４１５、５１５、６１５、７１５、８
１５、１１１５）の尖端が実質的にシールド（４０、１４０、２４０、３４０、４４０、
５４０、６４０、７４０、８４０、９４０、１０４０、１１４０）によって隠れている第
１位置から、少なくとも針カニューレ（１５、１１５、２１５、３１５、４１５、５１５
、６１５、７１５、８１５、１１１５）の尖端が露出している第２位置へ、ハブ（１、１
０１、２０１、３０１、４０１、５０１、６０１、７０１、８０１）に対して可動な付勢
作動されるシールド（４０、１４０、２４０、３４０、４４０、５４０、６４０、７４０
、８４０、９４０、１０４０、１１４０）とを備え、
　針アセンブリが更に、接続手段と協働することにより、第１位置にシールド（４０、１
４０、２４０、３４０、４４０、５４０、６４０、７４０、８４０、９４０、１０４０、
１１４０）をロックする解除可能なロック手段（５、４０；１４２、１６２；２４２、２
６２；３４０、３６３；４４２、４０３；５４２、５６３；６４０、６６０；７４５、７
６３；８４０、８６３；９４０、９６３；１０４０、１０６３）を備えている、
薬剤送達装置及び針アセンブリシステム。
【請求項１２】
　針アセンブリが注射装置（２０、２２０、３２０、４２０、５２０、６２０、７２０、
８２０、１０２０）に接続されると、解除可能なロック手段（５、４０；１４２、１６２
；２４２、２６２；３４０、３６３；５４２、５６３；６４０、６６０；７４５、７６３
；８４０、８６３；９４０、９６３；１０４０、１０６３）が作動してロック解除される
、請求項１１に記載の薬剤送達装置及び針アセンブリシステム。
【請求項１３】
　針アセンブリが注射装置（５２０）に接続されているときにのみ、安全シールド（５４
０）がロック位置とアンロック位置の間で移動可能であり、これに対して針アセンブリが
薬剤送達装置から取り外されているとき、安全シールドは複数のロック位置の間でのみ移
動可能である、請求項１１又は１２記載の薬剤送達装置及び針アセンブリシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、針アセンブリに関し、特に遮蔽された針カニューレを有する針に関する。
【背景技術】
【０００２】
　針アセンブリは通常、物質を人又は動物の身体に注射するため、あるいは人体又は動物
体から物質を抜き取るために使用される。このような針アセンブリは一般的に使い捨てで
あり、使用後に廃棄される。針アセンブリの使い捨てによって生じる問題、実際は針アセ
ンブリの取扱によって生じる問題は、針カニューレの尖端によって負傷する潜在的危険性
である。これは、患者の皮膚に突き刺した後で起こると、針カニューレが汚染しているか



(4) JP 5213874 B2 2013.6.19

10

20

30

40

50

もしれず、それ故肝炎やＨＩＶのような病気が広がり得るので、極めて危険である。
【０００３】
　注射の間に、ばねで付勢された入れ子式に動くことができるシールドによって針カニュ
ーレが隠される構成の、複数の針アセンブリが開発されている。これらの針アセンブリは
２つの異なる種類の針アセンブリに分けることができる。
【０００４】
　第１の種類の針アセンブリはしばしば安全針と呼ばれ、ばねで付勢されたシールドを備
えている。このシールドは注射前、注射中及び特に注射後に、針カニューレの尖端を覆う
。このような安全針は更に、１回のみの注射後、針カニューレを覆う位置でシールドをロ
ックする不可逆のロック手段を備えている。このような安全針は、例えば特許文献１、特
許文献２及び特許文献３に開示されている。
【０００５】
　第２の種類の遮蔽される針は特許文献４と特許文献５に開示されている。開示されたシ
ールドは、ハブとシールドの間に配置されたばねの力に抗して、入れ子式に動くことがで
きる。この針アセンブリは不可逆のロックを備えておらず、それ故遮蔽されない一般的な
注射針と同じ方法で複数回の注射のために使用可能である。
【０００６】
　特許文献４に明らかなように、このような注射針はいつでも注射の準備ができている。
しかしながら、複数回の注射のために使用可能である同じ種類の針アセンブリは、注射の
前には必ず使用者がシールドを積極的にロック解除する必要があるように製作可能である
。このような針アセンブリは特許文献５に開示されている。この場合、注射の前には必ず
、シールドに軸方向の押圧力を加えることによって、ロック要素を新しい軸方向軌道内に
移動させなければならない。
【０００７】
　前例のようにシールドをハブに取り付ける代わりに、特許文献６は注射ペンを開示して
いる。この注射ペンは通常は遮蔽されていない注射針と、注射ペンの一部を形成する補助
シールド機構を備えている。
【０００８】
　針を取扱う人が針によって偶然に負傷する潜在的危険性があることが、注射針に伴う今
後の問題である。注射後ロックしない第２の種類の針アセンブリは、廃棄された後で針ア
センブリを取り扱う人にとって危険である。
【０００９】
　そこで、より多くの状況で偶然の針突きによる負傷に対する安全性を高めることができ
る針アセンブリが必要である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】国際公開第０３／０６６１４１号
【特許文献２】欧州特許第１２８９５８７号
【特許文献３】欧州特許第１４４８２５６号
【特許文献４】国際公開第９９／２５４０２号
【特許文献５】国際公開第０１／７６６６５号
【特許文献６】国際公開第０５／０３５０２９号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の目的は、使用の状況に応じてロック又はロック解除可能な、遮蔽された針カニ
ューレを有する針アセンブリを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
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請求項１～４
　シールドは、針カニューレの尖端を覆うように、付勢手段によって遠位方向に常に付勢
されている。針アセンブリがそのロック解除位置にあるとき、シールドを近位方向に入れ
子式に縮めることができる。これは好ましくは、注射中に使用者の皮膚に対してシールド
を押し付けることによって行われる。ロック位置では、シールドの入れ子式の運動は阻止
される。解除可能なロック手段は、接続手段の作動時にのみ解除されるように、接続手段
と協働する。接続手段の作動時にロック手段が接続手段と協働することにより解除される
とき、使用者は注射装置を使用してシールドをロック解除することができ、即ち、使用者
が針アセンブリを注射装置に接続すると針アセンブリが自動的にロック解除され、注射装
置から針アセンブリを取り外すと針アセンブリが再び自動的にロックされる。その結果、
針アセンブリが注射装置から取り外されているときは常にロックされており、注射装置に
取付けられているときにはロック解除されている。
【００１３】
　しかしながら、針アセンブリが注射装置に取付けられているとき、針アセンブリをロッ
クモードとロック解除モードの間で手動により移動させることができ、注射装置から取り
外されているとき、針アセンブリが常にロックされるようにすることもできる。
【００１４】
請求項５～７
　一般的にはねじ込み接続部又はバヨネット継手である接続手段は通常、注射装置に接続
する準備ができているハブの近位端に位置している。解除可能なロック手段は一般的に、
複数の作動部又は延長部を備えている。この作動部又は延長部は接続手段の領域内に突出
しており、注射装置のような物体が接続領域に入って接続手段と相互作用するとき、作動
部が作動される。
【００１５】
請求項８～１０
　更に、別体のロック要素を設けることができる。作動手段は好ましくは、注射装置によ
って作動させることによってロック位置からロック解除位置に移動するロック要素上に設
けられている。ロック要素の運動は回転運動又は軸方向運動あるいはその組み合わせ運動
である。ロック要素は軸方向に移動するときに、好ましくはねじ込み接続部によって回転
させられる。これにより、ロック要素は、例えば注射装置によって軸方向に移動したとき
に、新しい回転位置に移動可能である。
【００１６】
請求項１１～１４
　針アセンブリと注射ペンは一緒にシステムを形成する。このシステムでは、針アセンブ
リが注射装置に取付けられると、安全シールドが入れ子式に動くことができ、更に針アセ
ンブリが取り外されるときに、針カニューレを覆うシールドがロックされ、それによって
使用者が針カニューレの尖端に接触することがありえない。
　これに加えて、針アセンブリが注射装置に取付けられているときにのみ、安全シールド
がロック位置とロック解除位置の間で移動可能であるように、最優先されるロック機構を
設けることができる。
【００１７】
定義
　「注射ペン」は一般的に、書くためのペンに少し似ている長楕円形又は細長い形状を有
する注射装置である。このようなペンは通常は管状の断面を有するが、三角形、長方形又
は正方形あるいはこれらの形状に近い変形のような種々の断面を有していてもよい。
【００１８】
　ここで使用される用語「薬剤」は、制御された方法で中空針のような供給手段を通過可
能な、液体、溶液、ゲル又は微細懸濁液のような薬剤を含む流動可能な薬をすべて包含す
る。代表的な薬剤は、ペプチド、タンパク質（例えばインスリン、インスリン類似体及び
Ｃ－ペプチド）のような医薬品と、ホルモン、生物由来の薬剤又は生物活性薬剤、ホルモ
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ンと遺伝子をベースにした薬剤、栄養剤及び固体（調剤される）又は液体の両方の形態の
他の物質を含む。
【００１９】
　これに対応して、用語「皮下」注射は対象へのあらゆる経皮的供給方法を含む。
【００２０】
　更に、用語「注射針」は液体を送達又は除去するために、対象の皮膚を貫通する突き刺
し部材である。
【００２１】
　用語「針カニューレ」は注射中に皮膚を貫通する実際の導管を示している。針カニュー
レは一般的に、金属材料によって作られ、そして注射針を形成するためにハブに接続され
ている。しかしながら、針カニューレは高分子材料又はガラス材料で作ることができる。
注射針を注射装置に接続するための接続手段を有するハブは一般的に、適当な熱可塑性材
料によって成形されている。
【００２２】
　「カートリッジ」はインスリンを入れる容器を表すために使用される用語である。カー
トリッジは一般的にガラスで作られているが、適当なポリマーによっても成形することが
できる。カートリッジ又はアンプルは好ましくは、その一端が穿孔可能な膜によってシー
ルされている。この膜には例えば注射針を突き刺すことができる。反対側の端部はゴム又
は適当なポリマーで作られたプランジャ又はピストンによって閉鎖されている。プランジ
ャ又はピストンはカートリッジ内で滑動することができる。穿孔可能な膜と移動可能なプ
ランジャの間の空間に、インスリンが入れられる。プランジャがインスリンを入れた空間
の容積を縮小させると、インスリンが押し出される。
【００２３】
　ここで引用した刊行物、特許出願及び特許を含むすべての参考文献は、参照することに
よってその全体が、それぞれが個々に且つ特に断って参照により取り込まれて本明細書に
その全体が開示されるのと同じ程度に、本明細書に包含される。
　すべての見出しと小見出しはここでは便宜のためにのみ使用され、決して本発明を制限
するものではない。
　ここで提供されるありとあらゆる例又は例示的な用語（例えば、のような）の使用は、
本発明の良好な説明のためだけのものであり、特に断らない限り本発明の範囲を制限しな
い。明細書に説明されていない場合は、請求されていない要素を、本発明の実行にとって
重要なものとして示していると見なすべきである。
　特許文献の引用及び／又は編入は、便宜のためにのみ行われ、このような特許文献の有
効性、特許性及び実施可能性の見解を示すものではない。
　本発明は、適用可能な法律によって容認されるような、添付の特許請求の範囲に記載さ
れた内容のすべての変形及び均等物を含む。
【００２４】
　次に、好ましい実施形態に関連して且つ添付図面を参照して本発明を十分に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】隠れ針アセンブリの一実施例の分解図である。
【図２】Ａ及びＢは、図１の隠れ針アセンブリの断面図である。
【図３】隠れ針アセンブリの一実施例の分解図である。
【図４】Ａ～Ｃは、図３の隠れ針アセンブリの断面図である。
【図５】隠れ針アセンブリの一実施例の分解図である。
【図６】Ａ及びＢは、図５の隠れ針アセンブリの断面図である。
【図７】隠れ針アセンブリの一実施例の分解図である。
【図８】Ａ～Ｃは、図６の隠れ針アセンブリの断面図である。
【図９】隠れ針アセンブリの一実施例の分解図である。
【図１０】Ａ及びＢは、図９の隠れ針アセンブリの断面図である。
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【図１１】隠れ針アセンブリの一実施例の分解図である。
【図１２】図１１の隠れ針アセンブリの分解図である。
【図１３】Ａ～Ｃは、図１１と図１２の隠れ針アセンブリの断面図である。
【図１４】隠れ針アセンブリの一実施例の分解図である。
【図１５】Ａ～Ｃは、図１４の隠れ針アセンブリの断面図である。
【図１６】隠れ針アセンブリの一実施例の分解図である。
【図１７】Ａ～Ｃは、図１６の隠れ針アセンブリの断面図である。
【図１８】隠れ針アセンブリの一実施例の分解図である。
【図１９】Ａ～Ｃは、図１８の隠れ針アセンブリの断面図である。
【図２０】Ａ及びＢは、隠れ針アセンブリの一実施例の分解図である。
【図２１】Ａ～Ｃは、図２０Ａの隠れ針アセンブリの断面図である。
【図２２】隠れ針アセンブリの一実施例の分解図である。
【図２３】Ａ～Ｃは、図２２の隠れ針アセンブリの断面図である。
【図２４】Ａ～Ｃは、隠れ針アセンブリの一実施例の分解図である。
【図２５】Ａ及びＢは、隠れ針アセンブリを示す図である。
【図２６】Ａ及びＢは、隠れ針アセンブリを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　添付図面は、明瞭にするために概略的で簡単化されており、本発明の理解のために重要
な細部を示す一方、他の細部は省略されている。全図にわたって、同一部品又は対応する
部品には、同じ参照番号が用いられている。
【００２７】
　以下において用語「上」と「下」、「右」と「左」、「水平」と「垂直」、「時計回り
」と「反時計回り」又は類似の相対的表現が使用される場合、これらの用語は添付の図面
に関係するものであり、実際の使用状況に関するものではない。図面は概略的な表示であ
り、よって種々の構造体の構成及び相対的寸法は説明のみを目的とする。
【００２８】
　その意味で、添付図面において用語「遠位端」は、患者に突き刺す針カニューレの端部
を指し、用語「近位端」は、使用状況で患者から離れた反対側の端部を指すと便宜上定義
する。
【００２９】
実施例１（図１～２）
　図１及び２は、針カニューレ１５を支持するハブ１を示している。使用中、針カニュー
レ１５は、注射装置２０内に固定されたカートリッジ２５の内部と使用者の皮下層との間
の導管を形成する。ハブ１は外側シールド３０によって取り囲まれている。この外側シー
ルドはハブ１に永久的に接続される。これは例えば、２つの部品１、３０のスナップ係合
、接着又は溶接によって行われる。あるいは、２つの部品１、３０を成形中に一体部品と
して形成することができる。
【００３０】
　ハブ１は更に、欧州特許第１５３６８５４号に開示されたバヨネット継手のためのネジ
又は１以上の突起のような内部接続手段２を備えている。これらの係合手段２は、ハブ１
を注射装置２０に固定するために、注射装置２０の遠位端の類似の係合手段２１と協働す
る。
【００３１】
　用語「注射装置」は本明細書全体に亘って使用されるが、米国特許第５６９３０２７号
による本出願人のペンシステムに装着するためのアダプター上部を備えたペンフィル（登
録商標）あるいは針アセンブリのための接続手段を備え、薬剤を内蔵する類似の容器もこ
の用語に含まれる。
【００３２】
　針カニューレ１５は、使用者の皮膚に突き刺すための尖った先を有する遠位端１６と、
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注射される薬剤を収容するカートリッジ２５内に突き刺すための近位端１７を有する。
【００３３】
　外側シールド３０は、遠位端に開口３２を画定するリム３１を有する。リム３１とリブ
４１の係合によって、好ましくはリブ４１を有する安全シールド４０の、開口３２からの
落下が防止される。
【００３４】
　ばねのような弾性要素５０が安全シールド４０とハブ１の間に配置され、安全シールド
４０を遠位端の方へ付勢していることにより、安全シールド４０は針カニューレ１０の遠
位端を覆う。
【００３５】
　ハブ１は遠位端側に、遠位端の方に延びる複数のアーム３を備えている。これらのアー
ム３は半径方向に撓曲運動できるようにフィルムヒンジ４によってハブ１の残りの部分に
固定されている。アーム３は、例えばスナップ係合、接着又は溶接によってハブ１に取付
け可能な別個の要素に設けることもできる。これらのアーム３の最も遠位端側の端部は好
ましくは肩部５を備えている。フィルムヒンジ４の近位側は更に、アーム３の軸に対して
半径方向にずらして配置され近位方向に向く突起６を備えている。
【００３６】
　図２Ａに示した初期位置では、安全シールド４０はばね５０によって前方へ押され、ア
ーム３の肩部５はシールド４０のすぐ下に位置している。肩部５と安全シールド４０が接
触しているので、安全シールド４０を近位方向に入れ子式に縮めることはできない。
【００３７】
　注射装置２０がハブ１に挿入され、図２Ｂに示す位置に固定されると、注射装置２０の
遠位端は突起６に接する。このような突起６に対する遠位端側への作動圧力は、可撓性の
フィルムヒンジ４を曲げることになり、それによってアーム３とその肩部５は、突起６の
位置がずれていることによって、針アセンブリの中心の方へ内側に移動する。アーム３と
その肩部５のこの半径方向運動により、肩部５は安全シールド４０を支持しなくなる。そ
の後、安全シールドは軸方向に動くことができる。
【００３８】
　注射が終了し、針ハブ１が注射装置２０から取り外されると、突起６から押圧力が取り
除かれる。これにより、可撓性フィルムヒンジ４は曲がって初期位置に戻る。この初期位
置では、アーム３が再び安全シールド４０のすぐ下に位置し、安全シールド４０の軸方向
移動を防止する。この機構により、安全シールド４０は注射装置２０に接続されていると
きにのみ軸方向に動くことができる。
【００３９】
実施例２（図３～４）
　図３と４に示した異なる実施例では、針カニューレ１１５を支持するハブ１０１が外側
シールドに接続されているか、あるいはその代わりに一体部品として成形されている。ば
ね１５０はハブ１０１と安全シールド１４０の間に配置され、安全シールド１４０を遠位
端の方に付勢している。安全シールド１４０の内面は縦方向に延びる複数の隆起リブ１４
２を備えている。これらのリブ１４２は複数の異なる方法で、例えば突起として形成する
ことができる。
【００４０】
　類似のリブ又は突起１６２がロック要素１６０の外面に形成されている。ロック要素１
６０はハブ１０１の内側に配置され、近位方向においてハブ１０１に接している。ロック
要素１６０は近位方向にも、複数のフィンガー１６６を備えている。このフィンガーはハ
ブ１０１の接続領域１７１内に延びている。
【００４１】
　ハブ１０１は隔壁１０７によって２つの領域に区画されている。第１領域は安全シール
ド案内領域１７２であり、第２領域は接続領域１７１である。この接続領域はハブ１０１
を注射装置１２０に接続するための手段１０２を備えている。注射装置１２０とハブ１０
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１は欧州特許第１５３６８５４号に開示されているようなネジ１２２とバヨネット継手１
２３の組み合わせを備えることができる。針アセンブリを注射装置１２０に取り付けるた
めに、種々の方法、例えば種々のスナップ又はクリックオン機構が予見される。
【００４２】
　本実施形態では、注射装置１２０は好ましくは遠位端側に配置された複数のノブ１２４
を備えている。これらのノブ１２４はロック要素１６０のフィンガー１６６と相互作用す
る。ハブ１０１が注射装置１２０に接続されるとき、注射装置１２０とハブ１０１は通常
互いに対して回転する。回転の程度は接続の種類に左右される。ねじ込み接続は数回転を
必要とし、バヨネット継手は通常は１回転よりも少ない回転を必要とする。注射装置１２
０のノブ１２４がロック要素のフィンガー１６６に接する直前の状況が図４Ｂに示されて
いる。図４Ｃに示すように、ハブ１０１と注射装置１２０の回転運動の終わりに、ノブ１
２４はロック要素１６０のフィンガー１６６に係合し、ロック要素１６０を回転させる。
ノブ１２４をフィンガー１６６に対して正しく接触させるためには、バヨネット継手又は
急勾配のネジが好ましい。
【００４３】
　安全シールド１４０の縦方向リブ又は突起１４２は、初期位置において、ロック要素１
６０の類似のリブ又は突起１６２と一直線に並ぶように配置されている。これにより、安
全シールド１４０の軸方向の移動が防止されている。ロック要素１６０が回転すると、リ
ブ又は突起１４２、１６２は係合を解除し、それによって安全シールド１４０は図４Ｃに
示すように入れ子式に動くことができる。
【００４４】
　注射装置１２０上のノブ１２４の位置と、ロック要素１６０上のフィンガー１６６の位
置は、使用者がハブ１０１を反対方向に回転させることによってハブを注射装置１２０か
ら解放すると、フィンガー１６６ひいてはロック要素１６０が初期のロック位置に戻るよ
うに設計されている。注射装置１２０は、例えば図示のように４個のノブ１２４を備える
ことができる。針アセンブリが注射装置に取付けられているときは、回転方向においてノ
ブ１２４の前面がフィンガー１６６に接触し、針アセンブリが取り外されているときは、
次のノブ１２４の後面がフィンガー１６６の反対側の端部に接触する。
【００４５】
　ロック要素１６０とハブ１０１が例えば運搬時に不意に回転しないようにするために、
ハブ１０１の内側の図示していない軌道に沿って、可逆の係合アーム１６５を案内するこ
とができる。これは使用者に音の信号を提供する働きをする。
【００４６】
実施例３（図５～６）
　類似の実施形態を図５と６に示す。針カニューレ２１５を支持するハブ２０１は、注射
装置２２０に接続するために、めネジ２０２を備えている。外側シールド２３０がハブ２
０１に取付けられるか、あるいはハブ２０１と一体に成形されている。ハブ２０１は更に
、中央にタワー２０９を備えている。このタワーの内側で針カニューレ２１５がハブ２０
１に接着されている。このタワー２０９はおネジ２１０を有する。めネジ２６１を有する
ロック要素２６０がタワー２０９を取り囲み、タワー２０９のおネジ２１０にねじ込まれ
る。あるいは、めネジを外側シールド２３０の内面に設け、ロック要素２６０の外面に設
けたおネジにねじ込むことができる。
【００４７】
　ロック要素２６０は更に、複数の突起２６６を備えている。この突起はハブ２０１の底
部分の開口２０８を通って近位方向に延び、めネジ２０２を有するハブ２０１の中空部分
２７１内に達している。図にはめネジ２０２が示されているが、このめネジは、図示した
針アセンブリの動作経路に干渉しないバヨネット継手によって置換え可能である。
【００４８】
　ばね２５０として開示された弾性要素はロック要素２６０とシールド２４０の間に配置
され、シールド２４０を遠位方向に付勢し、且つロック要素２６０を近位方向に付勢して
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いる。これにより、ロック要素２６０は、図６Ａに示す初期位置でハブ２０１に接触して
いる。
【００４９】
　ロック要素２６０の外面には、軸方向に延びる複数のリブ２６２が設けられ、シールド
２４０の内面には、類似の内向きリブ２４２が設けられている。初期位置では、ロック要
素２６０の軸方向に延びるリブ２６２がシールド２４０の内向きリブ２４２に接している
ことにより、リブの、ハブ２０１に対する入れ子式運動が阻止される。
【００５０】
　ハブ２０１が図６Ｂに示すように注射装置２２０に取付けられると、注射装置２２０の
遠位端は、ロック要素２６０の突起２６６をハブ２０１の穴２０８から押し出し、ロック
要素２６０をハブ２０１に接触しなくなるように持ち上げる。ロック要素２６０とハブ２
０１のタワー２０９の間のねじ込み接続部２１０、２６１のために、ロック要素２６０は
軸方向に運動する間に回転する。この回転により、ロック要素２６０の軸方向に延びるリ
ブ２６２は、シールド２４０の内向きリブ２４２からずれる。それによって、シールド２
４０をハブ２０１に対して軸方向に動かすことができる。
【００５１】
　軸方向に延びるリブ２６２と内向きリブ２４２が多くの異なる方法で形成可能であるこ
とは明らかである。２つの要素２４２、２６２が或る位置では互いに支持し合うが、回転
時に互いに自由となる機能は、多くの異なる方法で、例えばリブを突起等として形成する
ことにより、達成可能である。
【００５２】
　ハブ２０１と注射装置との接続を解除されると、ばね２５０はロック要素２６０を近位
方向に付勢し、ロック要素２６０を回転させてロック位置に戻す。これにより、ハブ２０
１が注射装置２２０に取付けられているときにのみ、シールド２４０は入れ子式運動をす
ることができる。
【００５３】
実施例４（図７～８）
　図７と８に示す実施形態では、ロック要素３６０が軸方向へ移動することにより、アー
ム３６３が半径方向に移動して安全シールド３４０に係合又は係合解除する。
【００５４】
　ハブ３０１と安全シールド３４０の間にばね３５０が取付けられている。ばね３５０は
更に、ロック要素３６０に押圧力を加え、前述のようにロック要素を近位方向に付勢する
。
【００５５】
　ロック要素３６０は複数のアーム３６３を備えている。このアーム３６３はハブ３０１
の接続領域３７１に位置する底３６４に設けられ、隔壁３０７の開口３０８を通ってハブ
３０１の遠位端領域へと延びる。隔壁３０７の開口３０８とアーム３６３は、ロック要素
３６０が軸方向に動くとアーム３６３を強制的に半径方向に動かすような形状を有してい
る。
【００５６】
　針カニューレ３１５を支持するハブ３０１が注射装置に接続されると、注射装置３２０
によってロック要素３６０の底３６４に加えられる押圧力により、ロック要素３６０は遠
位方向に強制的に動かされ、それによってアーム３６３が針アセンブリの中心の方へ半径
方向に強制的に動かされる。従って、アーム３６３は安全シールド３４０との係合を解除
する。アーム３６３が安全シールド３４０に接触しなくなると、安全シールド３４０が図
８Ｂ、８Ｃに示すように近位方向に入れ子式に移動可能となり、注射を行うことができる
。
【００５７】
　ハブ３０１が注射装置から取り外されると、アーム３６３と隔壁３０７の形状及び弾性
によって、ロック要素３６０がその初期位置に強制的に戻される。従って、アーム３６３
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は安全シールド３４０の下の位置まで半径方向外側に移動し、それによって安全シールド
３４０の運動が阻止される。ロック要素３６０の戻りは、ハブ３０１の開口を貫通する底
３６４の図示していないアームによって補助することが可能である。図示していないこの
アームはばね３５０の作用を受ける。
【００５８】
実施例５（図９～１０）
　図９と１０に示した例では、針カニューレ４１５を支持するハブ４０１が、遠位方向に
延びる複数のアーム４０３を備えている。このアーム４０３の間には、開放したスロット
４１１が設けられている。ハブ４０１は更に、針アセンブリを注射装置に接続するために
、適当な接続手段４０２を備えている。
【００５９】
　ハブ４０１の外面には、回転可能な外側シールド４３０が設けられる。このシールド４
３０は、ハブ４０１と相対的に回転可能である。ハブは外側シールド４３０の内面の歯付
き軌道４３４に係合する複数の係合アーム４１２を備え、それによって外側シールドはハ
ブ４０１に対して一方向にのみ回転可能である。
【００６０】
　外側シールド４３０は更に、安全シールド４４０の外側の類似の案内リブ４４３を案内
する複数の案内スリット４３３を有する。
【００６１】
　ハブ４０１と安全シールド４４０の間にはばね４５０が設けられ、このばねは安全シー
ルド４４０を遠位方向に付勢する。安全シールド４４０の突起４４１は、外側シールド４
３０のリム４３１と相互作用し、それによって安全シールド４４０が外側シールド４３０
の開口４３２から外に押し出されることを防ぐ。
【００６２】
　安全シールド４４０は更に、内面に複数の内向きリブ４４２を備えている。
【００６３】
　図１０Ａに示した初期位置において、安全シールド４４０の内面のリブ４４２は、ハブ
４０１に設けられたアーム４０３の上方に位置している。このような並びにより、安全シ
ールド４４０の軸方向の運動が防止される。
【００６４】
　使用者が外側シールド４３０をハブ４０１に対して回転させると、外側シールド４３０
の案内スリット４３３と安全シールド４４０の外側の案内リブ４４３が係合していること
により、安全シールド４４０が回転する。この回転運動により、内向きリブ４４２が回転
してアーム４０３との係合を解除し、アーム４０３の間に設けられた開放スロット４１１
の上方の位置に達する。この位置で、安全シールド４４０の内向きリブ４４２はスロット
４１１内で入れ子式に自由に動くことができる。係合アーム４１２と外側シールド４３０
の歯付き軌道４３４は回転運動を制御する。図９及び１０に示すように、４本のアーム４
０３が設けられている場合、ロック位置とロック解除位置の間の回転運動は４５度である
。しかしながら、異なる数のアーム４０３と内向きリブ４４２を使用することができる。
【００６５】
　安全シールド４４０をロックするために、使用者は外側シールド４３０と安全シールド
４４０を次の位置まで回転させるだけでよい。この次の位置では、内向きリブ４４２が、
再びアーム４０３と一直線に並ぶ。
【００６６】
　これにより、使用者は、外側シールド４３０をハブ４０１と相対的に回転させるだけで
、針アセンブリをそのロックモードとロック解除モードの間で移動させることができる。
その場合、針アセンブリが注射装置４２０に装着されていてもよいし、装着されていなく
てもよい。
【００６７】
実施例６（図１１～１３）
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　上記の実施例に非常に似ている実施例を図１１～１３に示す。回転外側シールド５３０
は、安全シールド５４０の外面の案内リブ５４３に係合する案内スリット５３３によって
、安全シールド５４０に係合する。
【００６８】
　安全シールド５４０の入れ子式運動を阻止するアーム５６３が別体のロック要素５６０
に設けられている。この別体のロック要素は図１３Ａに示す初期位置で、安全シールド５
４０の軸方向運動を防止する。アーム５６３の間には縦方向のスロット５６９が設けられ
ている。
【００６９】
　外側シールド５３０は、針カニューレ５１５を支持するハブ５０１上に回転可能に取付
けられている。この取付けはハブ５０１上に類似の隆起リング５１３に係合する外側シー
ルド５３０の溝５３５によって行われ、そして回転運動はクリック式係合アーム５１２と
外側シールド５３０の内側の軌道５３４とによって制御される。ハブ５０１は更に、針ア
センブリを注射装置５２０に接続するための適当な接続手段５０２を備えている。しかし
ながら、針アセンブリが注射装置５２０に取付けられていないとき、ロック要素５６０は
ばね５５０によってハブ５０１に接触する位置まで付勢される。図１３Ａに示すこの位置
では、安全シールド５４０の内向きリブ５４２はアーム５６３の上方に位置し、それによ
って安全シールド５４０の入れ子式運動が阻止される。クリック式係合アーム５１２と軌
道５３４の相互作用は、外側シールド５３０がその次の案内位置に移動するとき、内向き
リブ５４２が次のアーム５６３の上方の位置へ移動する。従って、外側シールド５３０（
及び安全シールド５４０）がどの案内位置にあっても、入れ子式運動は行なわれない。
　ロック要素５６０は更に、開口５０８を通って接続領域５７１内に延びる複数のフィン
ガー５６６を備えている。これにより、注射装置５２０は、針アセンブリが装着されてい
るときに突起５６６を押圧する。
【００７０】
　ロック要素５６０の近位側には、傾斜エッジ５６８を有する切欠き部品５６７が設けら
れている。この傾斜エッジ５６８は、ハブ５０１の遠位端側に設けられた類似の傾斜突起
５１４に接触する。
【００７１】
　図１３Ｂ、１３Ｃに示すように、使用者が針アセンブリを注射装置５２０に装着すると
、注射装置５２０はロック要素５６０を遠位方向に押す。ロック要素５６０の傾斜エッジ
５６８とハブ５０１の傾斜突起５１４との係合により、ロック要素５６０は遠位端の方に
移動するときに、ハブ５０１に対して回転する。
【００７２】
　この回転は、アーム５６３とスロット５６９を新しい位置へ移動させ、この新しい位置
において、アーム５６３は、安全シールド５４０の内向きリブ５４２に対し、アーム５６
３と内向きリブ５４２とが整列する位置と内向きリブ５４２がスロット５６９と整列する
位置とから、安全シールド５４０が移動できるように配置されている。これは、針アセン
ブリが注射装置５２０に装着されると、クリック式係合アーム５１２と軌道５３４によっ
て案内される外側シールド５３０を回転させることにより、安全シールド５４０をロック
位置とロック解除位置の間で移動させることが可能であることを意味する。図１１及び１
２に示すように、スロット５６９は互いに９０度だけ離れている。この場合、外側シール
ド５３０は回転の度に４５度だけ動かされ、ロック位置とロック解除位置の間で移動する
。しかしながら、針アセンブリが注射装置５２０に装着されていないときには、内向きリ
ブ５４２とスロット５６９がずれているので、内向きリブ５４２がスロット５６９の上方
に位置することはない。これにより、安全シールド５４０が入れ子式に運動可能な位置は
、針アセンブリが注射装置５２０に装着されているときにのみ得られる。針アセンブリが
取り外されると、アーム５６３と内向きリブ５４２は、安全シールド５４０が入れ子式に
運動することができないような相対的な位置にあり、外側シールド５３０（及び安全シー
ルド５４０）がどの案内位置にあっても、内向きリブ５４２はアーム５６３の上方に位置



(13) JP 5213874 B2 2013.6.19

10

20

30

40

50

する。軌道５３４内の移動可能な位置の配置と、安全シールド５４０内の内向きリブ５４
２とアーム５６３とスロット５６９との相対的な配置が重要である。
【００７３】
実施例７（図１４～１５）
　図１４～１５に示す実施形態では、ばね要素は設けられていない。ハブ６０１は針カニ
ューレ６１５を支持し、別体のロック要素６６０がハブ６０１と安全シールド６４０の間
に設けられ、このハブと安全シールドは外側シールド６３０内に封入されている。
【００７４】
　ロック要素６６０は更に、ハブ６０１の穴６０８から突出するフィンガー６６６を備え
ている。
【００７５】
　ハブ６０１が注射装置６２０に装着されると、注射装置６２０の遠位端がフィンガー６
６６を押し、このフィンガーはロック要素６６０のアーム６６３を内側に向け、それによ
って図１５Ｂ、１５Ｃに示すように、安全シールド６４０がロック要素６６０を軸方向に
通過することができる。
【００７６】
　安全シールド６４０は、内側に、使用時にタワー６０９上をスライドする複数の円錐フ
ランジ６４４を備えている。これらの円錐フランジ６４４は上記実施形態のばね部材に取
って代るものであり、針カニューレ６１５が皮膚から引き抜かれるとき、安全シールド６
４０を第１位置へ付勢する付勢手段として働く。付勢力を強めるために、ハブ６０１のタ
ワー６０９は遠位端の方へ傾斜しており、ハブ６０１が注射装置６２０から取り外される
とき、ロック要素６６０の底の可撓性によってロック要素は第１位置へ付勢されて戻り、
安全シールド６４０は第１位置へ動かされる。
【００７７】
実施例８（図１６～１７）
　図１６と１７に示す実施形態では、フィンガー７６６が注射装置７２０によって作動さ
れると、ロック要素７６０のアーム７６３が外側に向く。図１７Ｂに示すように、アーム
７６３が外側に向くと、安全シールド７４０はロック要素７６０を軸方向に通過すること
ができる。
【００７８】
　更に、安全シールド７４０のスカートは複数のスカート部分７４５に分割されており、
安全シールド７４０が針カニューレ７１５を覆わない位置に移動すると、このスカート部
分はロック要素７６０のアーム７６３によって内側に押される。アーム７６３は、図１７
Ｂと１７Ｃに示すように外側に向くと、その内部に円錐形の傾斜面を形成する。円錐傾斜
面上でのスカート部分７４５の内側への押圧は、この付勢手段は、針カニューレ７１５が
注射個所から引き抜かれるとき、安全シールド７４０をその固定位置に戻す付勢手段とし
て働き、更には、ハブ７０１が注射装置７２０から取り外されるとき、ロック要素７６０
の底の可撓性により、ロック要素が安全シールド７４０をその第１位置に向かって押し、
安全シールド７４０はその第１位置に移動する。
【００７９】
実施例９（図１８～１９）
　図１８及び１９は、針カニューレ８１５がハブ８０１に取付けられ、更に外側シールド
８３０がハブ８０１に取付けられた実施形態を示している。外側シールド８３０の内部に
おいて、安全シールド８４０とロック要素８６０は、それら２つの部品８４０、８６０を
互いから離れる方向に付勢するばね８５０を備えている。
【００８０】
　ロック要素はハブ８０１の穴８０８を通ってハブ８０１の接続領域８７１に内に延びる
フィンガー８６６を備えている。
【００８１】
　ロック要素８６０は複数のアーム８６３を備え、このアームは図１９Ａに示すように、



(14) JP 5213874 B2 2013.6.19

10

20

30

40

50

針アセンブリの軸方向軸線Ｘに対して角度をなしている。この非作動位置では、安全シー
ルド８４０の軸方向移動がロック要素８６０のアーム８６３によって阻止される。注射装
置８２０が接続領域８７１に取付けられると、ロック要素８６０のフィンガー８６６が作
動され、図１９Ｂに示すようにアーム８６３が針アセンブリの軸方向軸線Ｘと同じ方向に
並ぶ位置に、ロック要素８６０が強制的に移動させられる。この位置において、安全シー
ルド８４０は軸方向に自由に動くことができる。
【００８２】
実施例１０（図２０～２１）
　この実施形態は類似の針アセンブリを開示しているが、ロック要素９６０はアーム９６
３を１本しか備えていない。更に、ばね要素９５０は、図２０Ａに示すように弾性的なス
ポンジ９５０Ａによって置換え可能である。実際は、実施形態に開示される付勢力を生じ
るすべての要素をばねの代わりに使用することができる。
【００８３】
実施例１１（図２２～２３）
　本実施形態では、ロック要素１０６０が２つのアーム１０６３を備えている。フィンガ
ー１０６６が針アセンブリに取付けられた注射装置によって作動されると、このアームは
内側に向く。
【００８４】
実施例１２（図２４）
　すべての実施形態において、外側シールド３０のような外側障壁を形成する要素は、ウ
インドウ３６のような開口を備えることができ、使用者は、このウインドウから、安全シ
ールド４０又は安全シールド４０と共に動く要素を見ることができる。このように、使用
者は、注射の進行を視覚的に知ることができる。ウインドウ４０内の背景を形成する要素
、例えばロック部材は、ウインドウ３６を通過する要素、例えば安全シールド４０とは異
なる色に着色することができる。それによって、注射中、ウインドウ３６を通過する要素
の視認性を高めることができる。
【００８５】
実施例１３（図２５～２６）
　上記のすべての実施形態において、針アセンブリは、針カニューレが完全に挿入された
ときに使用者による聴覚確認、視覚確認又は触覚確認を可能にする機構を備えることがで
きる。
【００８６】
　このような聴覚機構の例を図２５Ａ～２５Ｂに示す。この場合、クリック式係合アーム
１１８１を支持する機構１１８０が外側シールド１１３０の内部に設けられ、安全シール
ド１１４０の近位端には周方向リブ１１４１が設けられている。針カニューレ１１１５が
完全に挿入されたことを使用者に知らせる明確な音を生じるために、安全シールド１１４
０が完全に押し戻されると、周方向リブはクリック式係合アーム１１８１に係合する。こ
の動作は複数の方法で、例えば図示のように、端部に１個の突起１１８２を支持するクリ
ック式係合アーム１１８１によって行うことができるか、あるいはアーム１１８１が２つ
以上の突起１１８２を支持してもよい。クリック式係合アーム１１８１の近位端には、例
えば、針挿入の終わりにリブ１１４１がネジ付き部分をスライドして越えるときに明確な
音を生じるネジ付き部分（図示しない）を形成することができる。音の発生に加えて、こ
のネジ付き部分は、針アセンブリとこの針アセンブリを取付けた注射装置を振動させるこ
とにより触覚確認も提供する。
【００８７】
　視覚及び触覚表示のさらなる実施例を図２６Ａ～２６Ｂに示す。この実施形態では、ク
リック式係合アーム１１８１が表示器１１８３、例えば色付き表示器１１８３を備えてい
る。この表示器は、外側シールド１１３０がその近位側の目的地に達すると、外側シール
ドの開口１１３６の外に押し出される。この表示器１１８３は更に、点字状の表示を備え
ることができる。
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【００８８】
　上記に複数の好ましい実施形態を示したが、本発明はこれらの実施形態に限定されるも
のではなく、特許請求の範囲に定められた内容の範囲内で他の方法で実施可能である。例
えば上記の針アセンブリは剛性の殺菌された容器内で使用者に届けることができ、この容
器は更に、使用者による注射装置への針アセンブリの取付けを補助するための工具として
形成可能である。

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図３】



(16) JP 5213874 B2 2013.6.19

【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図４Ｃ】

【図５】

【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図７】

【図８Ａ】



(17) JP 5213874 B2 2013.6.19

【図８Ｂ】

【図８Ｃ】

【図９】

【図１０Ａ】

【図１０Ｂ】

【図１１】

【図１２】

【図１３Ａ】



(18) JP 5213874 B2 2013.6.19

【図１３Ｂ】

【図１３Ｃ】

【図１４】

【図１５Ａ】

【図１５Ｂ】

【図１５Ｃ】

【図１６】

【図１７Ａ】



(19) JP 5213874 B2 2013.6.19

【図１７Ｂ】

【図１７Ｃ】

【図１８】

【図１９Ａ】

【図１９Ｂ】

【図１９Ｃ】

【図２０】

【図２０Ａ】

【図２１Ａ】

【図２１Ｂ】



(20) JP 5213874 B2 2013.6.19

【図２１Ｃ】

【図２２】

【図２３Ａ】

【図２３Ｂ】

【図２３Ｃ】

【図２４Ａ】

【図２４Ｂ】

【図２４Ｃ】

【図２５Ａ】

【図２５Ｂ】



(21) JP 5213874 B2 2013.6.19

【図２６Ａ】

【図２６Ｂ】



(22) JP 5213874 B2 2013.6.19

10

フロントページの続き

    審査官  佐藤　高弘

(56)参考文献  特表２００５－５１６６９１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００６－５２１１４１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００３－５２５０８７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｍ　　　５／３２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

