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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　経皮的液体投与装置（１２）用の置換可能キャップ（１０）であり、液体が投与される
前記経皮的液体投与装置の前部（２６）を覆うように配置することができる開いた第１の
端部（１６）と、前記第１の端部の反対側の閉じた第２の端部（１８）とを有する細長い
中空のボディ（１４）を備え、前記経皮的液体投与装置（１２）上に解放可能に受け取ら
れ、前記ボディ（１４）が、スイッチ機構（５６）に結合されたタイマ・ユニット（５４
）と、前記タイマ・ユニット（５４）によってカウントされた時間を前記置換可能キャッ
プ（１０）の前記ボディ（１４）の外面に表示するタイマ表示ユニット（５８）とを収容
した空洞（４８）を含み、前記置換可能キャップ（１０）が前記経皮的液体投与装置（１
２）上に配置されたときに、前記スイッチ機構（５６）が、前記経皮的液体投与装置（１
２）の前部（２６）の表面の存在によって開かれまたは閉じられ、前記置換可能キャップ
（１０）が前記経皮的液体投与装置（１２）から取り外されたときに、前記スイッチ機構
（５６）が閉じられまたは開かれ、前記スイッチ機構（５６）のこの動作によって、前記
タイマ・ユニット（５４）が、前記経皮的液体投与装置（１２）が最後に使用されてから
経過した時間を知らせる前記タイマ・ユニット（５４）が最後にリセットされてからの時
間を、即時にまたは所定の時間の後にリセットする置換可能キャップ（１０）であって、
前記置換可能キャップ（１０）の前記ボディ（１４）が、一体に接続して前記置換可能キ
ャップ（１０）を形成する射出成形されたプラスチック製の２つの主部品（４０、４２）
を含み、該２つの主部品間に少なくとも部分的に前記空洞（４８）が画定されており、前
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記２つの主部品（４０、４２）が、それらの間に、前記タイマ・ユニット（５４）および
前記スイッチ機構（５６）を保持し、前記タイマ表示ユニット（５８）が、大量生産され
る４桁ディジタル液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）であり、前記タイマ・ユニット（５４）が
、ゼロからカウントアップするように構成されており、前記スイッチ機構（５６）の解放
によってタイマがゼロにリセットされ、前記タイマ・ユニット（５４）が、前記経皮的液
体投与装置（１２）が最後に使用されてから最初の５９分５９秒の経過時間の間は、分を
カウントするために最初の２桁を使用し、秒をカウントするために最後の２桁を使用し、
その後は、時間をカウントするために最初の２桁を使用し、分をカウントするために次の
２桁を使用するように構成されている置換可能キャップ（１０）。
【請求項２】
　前記スイッチ機構（５６）が、前記経皮的液体投与装置（１２）の外面と協働するため
に前記ボディ（１４）の内部へ突き出た電気機械式スイッチ（７６）の形態を有する、請
求項１に記載の置換可能キャップ（１０）。
【請求項３】
　前記２つの主部品（４０、４２）が、前記タイマ表示ユニット（５８）が見える窓（４
４）と前記第１の端部（１６）に向かって延びてポケット用クリップを形成する自由端を
備えるフランジ（４６）とを有するキャップ・トップ（４０）、および前記ボディ（１４
）の長さの大部分を構成するキャップ・ボトム（４２）である、請求項１または請求項２
に記載の置換可能キャップ（１０）。
【請求項４】
　前記第２の端部（１８）に電池室（６０）が形成されており、前記電池室（６０）が、
所定の位置にぴったりとはまって前記電池室内に電池（８０）をしっかりと保持するカバ
ー（６４）を有する、請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の置換可能キャップ（
１０）。
【請求項５】
　異なる複数の投与装置を見分けるために、前記カバー（６４）の使用者が前記置換可能
キャップ（１０）を特定の投与装置と照合することを可能にするため、前記カバー（６４
）が色分けされている、請求項４に記載の置換可能キャップ（１０）。
【請求項６】
　前記電池（８０）と、関連する電池電気接点との間に、除去可能な非導電性フィルム（
７８）が予め配置されており、前記非導電性フィルム（７８）が、前記ボディの溝穴（８
４）を通り抜け、任意選択で前記タイマ表示ユニット（５８）の外面を横切って延び、末
端に、突き出た舌状部分（８６）を有し、前記置換可能キャップ（１０）の使用前に、使
用者が前記舌状部分（８６）をつまんで前記電池室（６０）から前記非導電性フィルム（
７８）を引き抜いて、前記電池（８０）が前記電池電気接点と係合することを可能にする
ことができる、請求項４または請求項５に記載の置換可能キャップ（１０）。
【請求項７】
　前記タイマ・ユニット（５４）がプリント回路板（ＰＣＢ）（５１）上に電子回路を含
み、前記タイマ・ユニット（５４）、前記タイマ表示ユニット（５８）および前記スイッ
チ機構（５６）が、前記空洞（４８）に単一の制御ユニット（５２）として一緒に取り付
けられている、請求項１乃至請求項６のいずれか１項に記載の置換可能キャップ（１０）
。
【請求項８】
　前記空洞（４８）が、特定のタイプの投与装置にぴったり合うように決められた内面寸
法をそれぞれが有する複数の異なるキャップに同じ制御ユニットがぴったりとはまるよう
な標準サイズを有し、それによって前記制御ユニット（５２）を全てのキャップ向けに大
量生産することができる、請求項１に記載の置換可能キャップ（１０）。
【請求項９】
　前記スイッチ機構（５６）が、前記ボディ（１４）の内部へ突出し、前記電気機械式ス
イッチ（７６）に当接するように取り付けられた板ばね（７０）を含み、そのため、前記
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板ばね（７０）が前記空洞（４８）の方へ曲げられたときに前記板ばね（７０）が前記電
気機械式スイッチ（７６）を作動させる、請求項２に記載の置換可能キャップ（１０）。
【請求項１０】
　前記板ばね（７０）が、前記ボディ（１４）の前記第１の端部（１６）に近い方に固定
端を有し、前記ボディ（１４）の前記第２の端部（１８）に近い方に自由端（７４）を有
する向きに配置されており、そのため、前記経皮的液体投与装置（１２）の前部（２６）
を前記置換可能キャップ（１０）に挿入する行為によって、前記経皮的液体投与装置（１
２）の前部（２６）のどのフィーチャにも前記自由端（７４）が引っ掛かることなく、前
記板ばね（７０）が前記空洞（４８）の方へ曲がる、請求項９に記載の置換可能キャップ
（１０）。
【請求項１１】
　前記板ばね（７０）がばね鋼から作られており、異なる装置の異なる形状のどの前部で
も前記電気機械式スイッチ（７６）を作動させるのに十分な程度に前記板ばね（７０）と
係合する十分な屈曲性を前記板ばね（７０）が有する、請求項９または請求項１０に記載
の置換可能キャップ（１０）。
【請求項１２】
　前記タイマ・ユニット（５４）が、５秒から１２秒の間である所定の時間の経過後にリ
セットされ、それによって、使用者が少しの間キャップを取り外しただけである場合に、
前記タイマ・ユニット（５４）がリセットされることを防ぐ、請求項１乃至請求項１１の
いずれか１項に記載の置換可能キャップ（１０）。
【請求項１３】
　前記ボディ（１４）の内部寸法が、前記経皮的液体投与装置（１２）とともに予め提供
された既存のキャップの内部寸法と一致するように選択されており、それによって、前記
置換可能キャップ（１０）が、前記既存のキャップと同じかまたは前記既存のキャップに
非常によく似た前記経皮的液体投与装置上への押込みばめまたはスナップばめを提供する
、請求項１乃至請求項１２のいずれか１項に記載の置換可能キャップ（１０）。
【請求項１４】
　前記経皮的液体投与装置（１２）が、タンクと前記経皮的液体投与装置（１２）の前部
（２６）に配置された皮下針とを含む使い捨てのインスリン・ペンであり、前記置換可能
キャップ（１０）も使い捨てではあるが、少なくとも幾つかの使い捨てのインスリン・ペ
ンに対して引き続いて使用することができる、請求項１乃至請求項１３のいずれか１項に
記載の置換可能キャップ（１０）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、投与装置用の置換可能キャップに関し、より具体的には、インスリン・ペン
などの経皮的液体投与装置用の置換可能キャップに関する。
【背景技術】
【０００２】
　インスリン依存性糖尿病の患者は、その糖尿病を管理するために、液体インスリン注射
の厳格な処方計画を忠実に守ることが求められる。インスリンを投与する一般的な１つの
方法は、通常「インスリン・ペン」と呼ばれる再使用可能な経皮的液体投与装置を使用す
る方法であり、この経皮的液体投与装置は、インスリン・タンクを備えるプラスチック製
の注射器と、皮下針によってそこからインスリンが送達される注射器の近位端を覆うキャ
ップとを含む。
【０００３】
　糖尿病患者はインスリンを毎日複数回注射する必要があるため、注射手順がすぐにルー
チン化し、そのために１回１回の用量を忘れてしまうことが容易に起こりうることが、発
表された幾つかの研究から知られている。一般に、一般的に処方されているインスリン・
ペンを使用して、または注射域を調べることによって、所与の用量が投与されたか否かを
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言い当てる単純で信頼性の高い方法はない。処方されたインスリン用量を投与し忘れたり
、または不注意から短時間のうちにあまりに何度も用量を投与したりすると、短期または
長期の深刻な健康リスク、ならびに高血糖症および低血糖症を含む糖尿病患者に対する合
併症が生起しうる。
【０００４】
　この問題を解決するため、これまでにも幾つかの試みがなされている。例えば、Ｎｉｅ
ｌｓｅｎの特許文献１は、最後の注射からの経過時間を知らせる点滅灯信号を発すること
ができる注射装置を記載している。この点滅灯は、注射装置のボディの表面に提供される
。特許文献１は、本発明と同じ問題を解決しようとしているが、新たなシステムを使用す
るために、好んで使用しているインスリン送達システムまたは処方されたインスリン送達
システムの使用を止め、廃棄することを糖尿病患者に強いるという欠点を有し、このこと
は、多くの使用者にとって経済的に大きな負担になりうる。特許文献１に開示されている
注射装置の他の欠点は、最後の注射からの経過時間を知らせるために使用される特定の点
滅灯配列の意味を使用者が覚えなければならないことである。このことは、一部の糖尿病
患者、特に幼年者または高年者にとって重大な障害である。
【０００５】
　Ｓｋｙｇｇｅｂｊｅｒｇの特許文献２は、互いに分離しており、合体すると携帯可能な
単一のユニットを形成する２つの装置部分を含むタイマ装置を開示している。一方の装置
部分にインスリン・ペンが配置されており、ペンを使用していないときにはこれらの２つ
の装置部分は一体に保持される。装置部分を分離することによって制御動作が作動する。
この解決策は、好ましい実施形態が複雑であり、装置を使用する際には、使用者の素養お
よび訓練がある程度必要であるという欠点を有し、さらに、より大きな別個の専用の装置
を持ち運ぶ必要もある。記載されている他の実施形態では、一方の装置部分が、第１の装
置の遠位部分を覆うように適合されたキャップと一体である。この開示は、記載された実
施形態において、装置部分の分離を検出する実際的な手段もしくは費用対効果の高い手段
、またはキャップと第１の装置の遠位部分との間の適切な協働を保証する実際的な手段ま
たは費用対効果の高い手段については何も記載していない。
【０００６】
　制御装置および指示装置として機能するドッキング・ステーションと位置合せされた投
薬装置が配置されたシステムが、例えば特許文献３および特許文献４で提案されている。
特許文献４は、注射ペンの後端に取り付けることができるスリーブ状の指示装置を開示し
ている。これらの装置は、追加の装置部品をインスリン・ペンと一緒に使用しなければな
らないという欠点を有し、一般的に複雑で高価である。
【０００７】
　特許文献５は、インスリン投与の用量を監視する携帯可能な制御装置を開示している。
開示された幾つかの実施形態では、制御装置が、注射ペンの従来のキャップに固定するこ
とができる別個の部片として提供され、ペンのボディが、キャップの取外しの検出を可能
にする共振回路を含む。この制御装置は、遠隔コンソールと通信して、投薬を実施するこ
とを患者に思い出させる送信器を含み、ある有色灯のシステムを使用して、用量を投与す
べきであることを知らせる。開示されている実施形態は、複雑で使用および理解がしづら
く、好んで使用しているまたは処方された既存のインスリン送達システムを廃棄しまたは
適合させることを要求することがあり、多くの使用者にとって非常に高価なものになりう
る。
【０００８】
　上述の問題は、少なくとも部分的には、現在使用されている大部分のインスリン・ペン
が、所与の用量を投与したかどうかを使用者が判定するのに役立つと思われる手段ととも
に使用されていないことが原因であると本出願の出願人は考えている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
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【特許文献１】米国特許出願公開第２００９／００７６４５８号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００４／００６２１４８号明細書
【特許文献３】国際公開第０３／０６３７５４号
【特許文献４】国際公開第９９／４３２８３号
【特許文献５】米国特許出願公開第２００２／００９６５４３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の目的は、上述の問題のうちの幾つかの問題を少なくとも部分的に軽減し、比較
的に高い費用対効果で製造することができ、簡単に使用できる、経皮的液体投与装置用の
置換可能キャップを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明によれば、経皮的液体投与装置用の置換可能キャップであり、液体が投与される
経皮的液体投与装置の前部を覆うように配置することができる開いた第１の端部と、第１
の端部の反対側の閉じた第２の端部とを有する細長い中空のボディを備え、経皮的液体投
与装置上に解放可能に受け取られ、ボディが、ボディの内部へ開いた空洞を含み、この空
洞が、ボディの内部へ突き出ており、スイッチに結合されたタイマ・ユニットと、タイマ
・ユニットによってカウントされた時間をボディの外面に表示するタイマ表示ユニットと
を収容し、置換可能キャップが経皮的液体投与装置上に配置されたときに、スイッチが、
経皮的液体投与装置の前部の表面の存在によって閉じ、置換可能キャップが経皮的液体投
与装置から取り外されたときに、スイッチが開かれ、スイッチのこの解放動作によって、
タイマ・ユニットが、経皮的液体投与装置が最後に使用されてから経過した時間を知らせ
るタイマ・ユニットが最後にリセットされてからの時間を、即時にまたは所定の時間の後
にリセットする置換可能キャップであって、置換可能キャップのボディが、一体に接続し
て置換可能キャップを形成する射出成形されたプラスチック製の２つの主部品を含み、２
つの主部品間に少なくとも部分的に空洞が画定されており、２つの主部品が、それらの間
に、タイマ・ユニットおよびスイッチを保持している置換可能キャップが提供される。
【００１２】
　本発明の他の特徴は、スイッチが、液体投与装置の外面と協働するためにボディの内部
へ突き出た電気機械式スイッチの形態を有すること、２つの主部品が、射出成形されたプ
ラスチック材料から製作されたキャップ・トップおよびキャップ・ボトムであること、キ
ャップ・トップが、タイマ表示ユニットが見える窓を有すること、およびキャップ・ボト
ムが、ボディの長さの大部分を構成していることである。
【００１３】
　本発明の他の特徴は、キャップ・トップが、開いた第１の端部に向かって延びポケット
用クリップを形成する自由端を有するフランジを含むことである。
【００１４】
　本発明の他の特徴は、閉じた第２の端部に電池室が形成されていること、電池室が、キ
ャップ・トップに形成されていること、および電池室が、所定の位置にぴったりとはまっ
て電池室内に電池をしっかりと保持するカバーを有することである。異なる複数の投与装
置を見分けるために、カバーの使用者が置換可能キャップを特定の投与装置と照合するこ
とを可能にするため、カバーを色分けすることができる。
【００１５】
　本発明の他の特徴は、置換可能キャップが、電池と、関連する電池電気接点との間に予
め配置された除去可能な非導電性フィルムを含み、この非導電性フィルムが、ボディの溝
穴を通り抜けて延びて、突き出た舌状部分を形成し、置換可能キャップの使用前に、使用
者が舌状部分をつまんで電池室から非導電性フィルムを引き抜いて、電池が電池電気接点
と係合することを可能にすることができ、それによって、非導電性フィルムが、置換可能
キャップの使用前に電池が消費されることを防ぐことである。溝穴は、キャップ・トップ



(6) JP 5798188 B2 2015.10.21

10

20

30

40

50

の窓に隣接して形成することができ、非導電性フィルムは最初は、この非導電性フィルム
がさらにタイマ表示ユニットに対する保護層として機能するように、タイマ表示ユニット
を横切って延びるように配置することができる。さらに、ＬＣＤの表示を模擬的に示すた
め、非導電性フィルムのタイマ表示ユニットを覆う部分に数字を印刷することができ、そ
のため、使用者は、電池がＬＣＤに電力を供給したときに表示がどのように見えるのかを
知ることができる。
【００１６】
　本発明の他の特徴は、タイマ・ユニットがプリント回路板（ＰＣＢ）上に電子回路を含
むこと、ならびにタイマ・ユニット、タイマ表示ユニットおよびスイッチが、空洞にぴっ
たりとはまる単一の制御ユニットとして一緒に取り付けられていることである。
【００１７】
　本発明の他の特徴は、タイマ表示ユニットが、低コストの４桁ディジタル液晶ディスプ
レイ（ＬＣＤ）であること、タイマ・ユニットが、ゼロからカウントアップすること、ス
イッチの解放によってタイマがゼロにリセットされること、およびタイマ・ユニットが、
最初の５９分５９秒の経過時間の間は、分をカウントするために最初の２桁を使用し、秒
をカウントするために最後の２桁を使用し、その後は、時間をカウントするために最初の
２桁を使用し、分をカウントするために次の２桁を使用するように構成されていることで
ある。
【００１８】
　本発明の他の特徴は、空洞が、特定のタイプの投与装置にぴったり合うように決められ
た内面寸法をそれぞれが有する複数の異なるキャップに同じ制御ユニットがぴったりとは
まるような標準サイズを有し、それによって制御ユニットを全てのキャップ向けに大量生
産することができ、それに付随して規模の経済性（ｅｃｏｎｏｍｉｅｓ　ｏｆ　ｓｃａｌ
ｅ）が高まることである。
【００１９】
　本発明の他の特徴は、スイッチが、ボディの内部へ突き出た板ばねを含むこと、この板
ばねが、ボディの開いた第１の端部に近い方に固定端を有し、ボディの閉じた第２の端部
に近い方に自由端を有する向きに配置されており、そのため、経皮的液体投与装置の前部
を置換可能キャップに挿入する行為によって、経皮的液体投与装置の前部のどのフィーチ
ャ（ｆｅａｔｕｒｅ）にも自由端が引っ掛かることなく、板ばねが空洞の方へ曲がること
、および板ばねが空洞の方へ曲げられたときに電気機械式スイッチを作動させるように、
板ばねが、電気機械式スイッチに当接するように取り付けられていることである。この板
ばねはばね鋼から製作することができ、この板ばねは、異なる装置の異なる形状のどの前
部でもスイッチを作動させるのに十分な程度に板ばねと係合する十分な屈曲性を有するこ
とができる。
【００２０】
　本発明の他の特徴は、タイマ・ユニットが、所定の時間が経過した後になって初めてリ
セットされること、この所定の時間が５秒から１２秒の間であること、それによって、経
皮的液体投与装置内の液体の量を使用者が調べるときなどのように使用者が少しの間置換
可能キャップを取り外しただけである場合、または不注意から使用者が置換可能キャップ
を短時間取り外したときに、タイマ・ユニットがリセットされることを防ぐことである。
【００２１】
　本発明の他の特徴は、ボディの内部寸法が、経皮的液体投与装置とともに予め提供され
た既存のキャップの内部寸法と一致するように選択されており、それによって、置換可能
キャップが、既存のキャップと同じかまたは既存のキャップに非常によく似た経皮的液体
投与装置上への押込みばめまたはスナップばめを提供することである。
【００２２】
　本発明の他の特徴は、経皮的液体投与装置が使い捨て式であり、置換可能キャップも使
い捨てではあるが、少なくとも幾つかの経皮的液体投与装置に対して引き続いて使用する
ことができることである。
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【００２３】
　本発明の他の特徴は、タイマ表示ユニットが、電池レベル指示器、または電池の電圧が
低下したことに関する指示を提供する警報機構を含むことである。置換可能キャップは、
電池がきれた後に廃棄するものとすることができ、または、使用者が電池を交換すること
ができるように、電池室のカバーを取外し可能とすることができる。
【００２４】
　本発明の他の特徴は、経皮的液体投与装置が、タンクと、経皮的液体投与装置の前部に
配置された皮下針とを含むインスリン・ペンであることである。
【００２５】
　本発明は、経皮的液体投与装置用の置換可能キャップであり、液体が投与される経皮的
液体投与装置の前部を覆うように配置することができる開いた第１の端部と、第１の端部
の反対側の閉じた第２の端部とを有する細長い中空のボディを備える置換可能キャップで
あって、ボディが、一体に接続してボディを形成する射出成形されたプラスチック製の２
つの主部品を有し、これらの２つの部品間に画定された空洞内において、これらの２つの
部品が、それらの間に、制御ユニットを保持し、制御ユニットが、タイマ・ユニットと、
タイマ・ユニットによってカウントされた時間をボディの外面に表示するタイマ表示ユニ
ットと、スイッチとを含み、スイッチが、置換可能キャップが経皮的液体投与装置上に配
置されたとき、および／または置換可能キャップが経皮的液体投与装置から取り外された
ときに作動するように構成されており、スイッチのこの作動によって、タイマ・ユニット
が、経皮的液体投与装置が最後に使用されてから経過した時間を知らせるタイマ・ユニッ
トが最後にリセットされてからの時間を、即時にまたは所定の時間の後にリセットする置
換可能キャップに拡張される。
【００２６】
　次に、添付図面を参照して、本発明を、単に例として説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１Ａ】本発明に基づく置換可能キャップおよび投与装置の透視図であり、キャップが
投与装置から分離された図である。
【図１Ｂ】投与装置上の置換可能キャップを示す、図１Ａと同様の図である。
【図２】図１の置換可能キャップの構成部品の分解図である。
【図３】投与装置上の置換可能キャップの上面図である。
【図４】図３の線Ａ－Ａに沿った立断面図である。
【図５】置換可能キャップの制御ユニットがとりうるさまざまな状態を示す状態図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　図１Ａは、本発明に基づく置換可能キャップ（１０）および関連する投与装置（１２）
の透視図を示す。この置換可能キャップは、開いた第１の端部（１６）と第１の端部の反
対側の閉じた第２の端部（１８）とを有する細長い中空のボディ（１４）を備える。本実
施形態では、投与装置が使い捨てのインスリン・ペンであり、このインスリン・ペンは、
液体インスリンが保持されたタンク（２０）と、インスリン・ペンの後端（２４）のプラ
ンジャ（ｐｌｕｎｇｅｒ）（２２）と、インスリン・ペンの前部（２６）の先端のインス
リンがそこから投与される皮下針（図示せず）とを含む。皮下針は、針を覆う取外し可能
なシース（ｓｈｅａｔｈ）（２８）を有する。インスリン・ペンのボディに沿って、イン
スリン・ペンの前部に隣接して、１つまたは複数の透明な部分（３０）が形成されており
、この部分を使用して、液体インスリンの量を目視によって確認することができる。この
インスリン・ペンは、既存のキャップと一緒に提供される一般的に市販されている既存の
使い捨てインスリン・ペンとすることができ、この既存のキャップは、単純に廃棄し、本
発明の置換可能キャップに置換することができる。
【００２９】
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　置換可能キャップが投与装置上に示されている図１Ｂに示すように、置換可能キャップ
の開いた第１の端部（１６）は、置換可能キャップが投与装置にぴったりとかぶさり投与
装置の前部を覆うように、投与装置の前部（２６）の上に配置することができる。置換可
能キャップは、投与装置上に解放可能に保持され、特定のタイプの投与装置にぴったり合
うように決められた内部寸法（図示せず）を有し、この内部寸法は、投与装置と一緒に最
初に提供された既存のキャップの内部寸法と一致するように選択され、そのため、本発明
の置換可能キャップは、既存のキャップと同じかまたは既存のキャップに非常によく似た
投与装置上への押込みばめまたはスナップばめを提供する。
【００３０】
　図２は、置換可能キャップ（１０）の構成部品の分解図を示す。置換可能キャップは、
一体に接続して置換可能キャップを形成する２つの主部品、すなわちキャップ・トップ（
４０）およびキャップ・ボトム（４２）を含む。キャップ・トップおよびキャップ・ボト
ムは、射出成形されたプラスチック製の構成部品であり、クリップ、超音波溶接、接着剤
または他の適当な手段によって一体に接続することができる。キャップ・ボトムは、細長
い置換可能キャップのボディの長さの大部分を構成し、キャップ・トップには、長方形の
窓（４４）が形成されている。キャップ・トップ（４０）の上面に沿って、開いた第１の
端部（１６）に向かってフランジ（４６）が延びてポケット用クリップを形成する。
【００３１】
　組み立てると、キャップ・トップとキャップ・ボトムとの間に空洞（４８）が形成され
る。この空洞は、ボディの内部（５０）へ開き、窓（４４）と整列する。空洞は、空洞に
ぴったりとはまり、キャップ・トップおよびキャップ・ボトムによって保持される制御ユ
ニット（５２）を収容し、制御ユニットは、タイマ・ユニット（５４）、スイッチ機構（
５６）およびタイマ表示ユニット（５８）が取り付けられたプリント回路板（ＰＣＢ）（
５１）を含む。幾つかの実施形態ではこのＰＣＢを単層ＰＣＢとすることができ、０．５
ｍｍほどの薄いＰＣＢとすることができる。この実施形態では、タイマ表示ユニット（５
８）が、タイマ・ユニットによってカウントされた時間を表示する低コストの４桁ディジ
タル液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）であり、このタイマ表示ユニットは窓（４４）と整列し
、そのため、キャップ・トップの上面からタイマ表示ユニットが見える。このタイマ表示
ユニットは、低電池残量警告指示器を含むことができ、電力を節約するためバックライト
式でないことが好ましい。タイマ・ユニットは、マイクロコントローラ・カウンタおよび
発振結晶からなり、内蔵ＬＣＤドライバを含む４ビットの低電圧（例えば０．９～１．７
Ｖ）マスクＲＯＭマイクロコントローラであることが好ましい。この目的に対してディジ
タル時計用の集積回路を使用することもできる。
【００３２】
　置換可能キャップの閉じた第２の端部（１８）には、キャップ・トップに電池室（６０
）が形成されている。電池室が第２の端部に配置されているのは、投与装置の液体インス
リン・タンクからできるだけ遠ざけるためであり、インスリン・ペンのインスリン・タン
クに貯蔵されたインスリンが電池漏れによって汚染される危険を最小化するため、電池室
は独立した区画として形成されている。この電池は、１２か月を優に超える期間、最長３
６か月など、少なくとも数か月の間制御ユニットに電力を供給するのに十分な蓄積電荷を
有する再充電のできない１．５Ｖの酸化銀電池とすることができ、それによって、この置
換可能キャップを、多くの使い捨てインスリン・ペンに対して引き続いて使用することが
できる。
【００３３】
　電池は、所定の位置にぴったりとはまるカバー（６４）によって、一組の電気接点（図
示せず）に対して所定の位置に保持される。同時に使用される可能性がある複数のインス
リン・ペンを使用者が見分けることを可能にするため、カバーは、色分けされていること
が好ましい。幾つかの実施形態では、置換可能キャップが使い捨て式であり、電池がきれ
た後は廃棄されることが意図されている。この場合には、接着、超音波溶接またはクリッ
プ構造物の変形によってカバーをその場に恒久的に貼り付けることができる。他の実施形
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態では、こじあけるかまたはねじ式のカバーを回転させるかすることによってカバーを開
いて、電池を交換することができる。
【００３４】
　図３は、置換可能キャップが投与装置上にある、置換可能キャップ（１０）および投与
装置（１２）の上面図を示す。図４は、図３の線Ａ－Ａに沿った立断面図を示す。図４に
示すように、スイッチ機構は、制御ユニット（５２）が取り付けられた空洞内へ部分的に
張り出し、ボディの内部（５０）へ突き出た板ばね（７０）を含む。板ばねは、ボディの
開いた第１の端部（１６）に近い方に固定端（７２）を有し、ボディの閉じた第２の端部
（１８）に近い方に自由端（７４）を有する向きに配置されている。板ばねは、空洞の方
へ曲げられたときに、ＰＣＢ上の電気機械式スイッチ（７６）に当接してスイッチを作動
させるように取り付けられている。インスリン・ペン（１２）の前部（２６）を置換可能
キャップの開端に挿入する行為によって、インスリン・ペンの前部の表面が板ばねに当接
し、それによって板ばねが空洞の方へ曲がり、スイッチ（７６）を押し下げる。板ばねは
、ボディの閉じた端部に近い方に自由端がくる向きに配置されるため、自由端は、リッジ
、ショルダなど、投与装置の前部（２６）に存在するどのフィーチャにも引っ掛からない
。この引っ掛かりは、板ばねを反対向きに配置した場合には起こる可能性がある。板ばね
は、ばね鋼から作られていることが好ましく、異なるインスリン・ペンの異なる形状のど
の前部でも、スイッチを作動させるのに十分な程度に板ばねと係合する十分な屈曲性を有
することが好ましい。
【００３５】
　制御ユニット（５２）がはまる空洞（４８）は、特定のタイプの投与装置にぴったり合
うように決められた内面寸法をそれぞれが有する本発明に基づく複数の異なるキャップに
同じ制御ユニットがぴったりとはまるような標準サイズを有するように選択されることが
重要である。それぞれのタイプのキャップの内面寸法が、そのタイプのインスリン・ペン
と一緒に最初に提供された既存のキャップの内面寸法と一致するように選択され、それに
よって、本発明の置換可能キャップは、既存のペンと一緒に提供された既存のキャップと
同じかまたは既存のキャップに非常によく似たスナップばめを提供することが好ましい。
空洞が標準サイズを有することによって、異なるあらゆる種類のキャップに同じ制御ユニ
ットがぴったりとはまることが可能になり、それによって制御ユニットを大量生産するこ
とができ、それに付随して規模の経済性が高まる。この点に関しては、上述したとおり、
異なるインスリン・ペンの異なる形状のどの前部でもスイッチを作動させるのに十分な程
度に板ばねと係合する十分な屈曲性を板ばねが有することも重要である。したがって、全
ての制御ユニットに対して同じスイッチ機構を使用することができる。
【００３６】
　図４にも示されているように、電池（８０）とその関連電気接点のうちの１つの接点（
図示せず）との間に、除去可能な非導電性のフィルム（７８）が提供される。この非導電
性フィルムは、キャップ・トップの窓に隣接して形成された溝穴（８４）を通り抜け、タ
イマ表示ユニット（５８）を横切って延び、末端に、突き出た舌状部分（８６）を有する
。この除去可能な非導電性フィルムは、製造時に所定の位置に配置され、患者によって置
換可能キャップが実際に使用されるまでその場に留まることが意図されている。患者が置
換可能キャップを使用するときには、親指と人差し指とで舌状部分をつまみ、非導電性フ
ィルムをタイマ表示ユニットから引き剥がし、電池室から引き抜く。これによって電池が
電気接点と係合する。それによって、この非導電性フィルムは、使用前に電池が消費され
ることを防ぎ、本発明の置換可能キャップの保管寿命を大幅に延ばす。さらに、ＬＣＤの
表示を模擬的に示すため、非導電性フィルムのタイマ表示ユニットを覆う部分に数字を印
刷することができ、そのため、使用者は、電池がＬＣＤに電力を供給したときに表示がど
のように見えるのかを知ることができる。
【００３７】
　使用時、インスリン・ペンに置換可能キャップを完全にかぶせると電気機械式スイッチ
（７６）が作動し、インスリン・ペンから置換可能キャップを取り外すとスイッチが解放
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される。スイッチのこの係合または解放によって、タイマ・ユニットは、所定の時間が経
過した後にタイマをリセットする。この所定の時間は、５秒から１２秒の間であることが
好ましく、約８秒であることが最も好ましい。タイマをリセットするとすぐに、タイマ表
示ユニットがＬＣＤをゼロにリセットする。この後に、タイマ・ユニットは、タイマが最
後にリセットされてから経過した時間を表示し始める。このようにして、本発明の置換可
能キャップは、インスリン・ペンが最後に使用されてから経過した時間を患者に知らせる
。
【００３８】
　スイッチの係合または解放の直後にタイマをリセットしない方が好ましい理由は、イン
スリン・ペンの使用者は、単に透明な部分（３０）を使用して液体インスリンの量を確認
するためだけにインスリン・ペンのキャップを短時間、取り外し、インスリン注射を実行
しないことが時にあるためである。この動作は一般に２、３秒しかかからない。一方、イ
ンスリンを注射する動作は一般に少なくとも１２秒かかる。さらに、使用者は、ボールペ
ンまたは他の器具をもてあそんでいるときなどのように、不注意からキャップを短時間取
り外しまたは途中まで取り外すことがある。したがって、所定の時間よりも長くキャップ
が取り外されている場合、使用者が処方された用量のインシュリンを投与したとみなし、
タイマがリセットされる。このように、単にディジタル・タイマ表示ユニットを見ること
によって、患者は、最後の投薬を実施してから経過した時間を確認することができ、それ
によって、直前の投与を忘れたのではないか、または直前の投与を実施したばかりではな
いかとの不安を回避することができ、偶発的な過剰投与または投与不足が起こる危険を小
さくすることができる。
【００３９】
　この好ましい実施形態では、４桁ＬＣＤがゼロからカウントアップし、タイマがリセッ
トされた最後の時刻に続く最初の５９分５９秒の間は、最初の２桁を使用して分をカウン
トし、最後の２桁を使用して秒をカウントする。タイマが６０分に到達すると、最初の２
桁は時間をカウントするために使用され、次の２桁は分をカウントするために使用される
。このように、より高価な６桁ＬＣＤではなく、４桁ＬＣＤだけを使用することが可能で
あり、それでも依然として、最後のインスリン投薬後の最初の１時間の間は、使用者に秒
数を知らせることができる。
【００４０】
　図５は、制御ユニットがとりうる状態を示す状態図である。包装されているとき、制御
ユニットは、電池が接続されていないためＬＣＤに何も表示されていない包装状態（１０
０）にある。フィルムが除去されると、制御ユニットは、タイマがリセットされ、ゼロに
維持され、ＬＣＤの全てのセグメント（ｓｅｇｍｅｎｔ）が点滅するリセット状態（１０
２）に入る。インスリン・ペンに置換可能キャップを初めてはめたときに起こるスイッチ
の押し下げによって、制御ユニットは、タイマが作動し、ＬＣＤ上に作動時間が表示され
る「キャップ・オン」状態（１０４）に入る。この「キャップ・オン」状態の間、この４
桁タイマは、上述したとおり、最初の５９分５９秒の経過時間の間は最初の２桁を分に対
して使用し、最後の２桁を秒に対して使用し、その後は、最初の２桁を時間に対して使用
し、最後の２桁を分に対して使用する。タイマは、９９時間５９分までカウントするよう
に構成することができる。「キャップ・オン」状態の後にスイッチが解放された場合、制
御ユニットは、所定の時間の間タイマが作動し続ける中間状態（１０６）に入る。このス
イッチの解放は置換可能キャップが取り外されたときに起こり、この所定の時間は例えば
８秒とすることができる。この所定の時間が終わる前にスイッチが再び押し下げられた場
合（例えば置換可能キャップを取り外した後すぐに置換可能キャップが元の位置に戻され
たされた場合）、制御ユニットは再び「キャップ・オン」状態（１０４）に入る。しかし
ながら、この所定の時間のうちに置換可能キャップが元の位置に戻されない場合、制御ユ
ニットはリセット状態（１０２）に入り、上述したとおりタイマがリセットされ、ゼロに
維持され、ＬＣＤの全てのセグメントが点滅する。
【００４１】
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　本発明は、最後に投薬を実施してから経過した時間を患者が確認することができる、簡
単に使用でき費用対効果の高い投与装置用の置換可能キャップを提供する。この置換可能
キャップは単に、投与装置とともに提供される既存のキャップを置き換えるだけなので、
本発明は、追加の機器を使用者が携帯することを要求しない。特別な指示に従う必要はな
く、点滅灯または他の非数値式の指示器を使用する計時方式を学習し、記憶する必要もな
く、投与装置を使用する手順を患者が変更する必要もない。ディジタル時計に慣れた人な
ら誰でもこの置換可能キャップを容易に使用することができる。そのような人には、年齢
の非常に低い人や、非常に虚弱な人も含まれるはずである。さらに、置換可能キャップの
内部寸法は、置換される本来のキャップの内部寸法と一致するように選択されるため、本
発明の置換可能キャップは、本来のキャップと同じスナップばめまたは押込みばめの感触
を有し、スイッチ機構は、置換可能キャップが投与装置にしっかりとはまることを一切妨
げない。キャップ・トップおよびキャップ・ボトムは、基本的な２部品射出成形によって
製作することができ、キャップ内に可動部品を成形する必要がないため、非常に高い費用
対効果でキャップを成形することができる。制御ユニットがはめ込まれる空洞は、異なる
全てのタイプのキャップに対して標準であるため、制御ユニットを大量生産することがで
き、このことはキャップのコストのさらなる削減につながる。
【００４２】
　特定の実施形態に関して本発明を説明したが、本発明が説明した実施形態だけに限定さ
れないこと、および本発明の範囲から逸脱することなく変更を加えることができる。例え
ば、スイッチ機構が板ばねを含む必要はなく、スイッチ機構は、ドーム・スイッチまたは
導電性エラストマー・スイッチを含むことができる。他の実施形態では、物理的な接触ま
たは可動部品を必要とすることなしに、容量センサが、インスリン・ペンの前部の存在を
検出することができる。このことは、電子構成部品の密閉を容易にするであろう。インス
リン・ペンによって遮られるビームをキャップの内面から反射させることによって、また
は周囲光を感知することによって、光センサを使用することもできる。本発明の置換可能
キャップは、エピネフリン自動注射器、抗レトロウイルス薬ペン、置換可能キャップを利
用する他の投与装置など、他の種類の投与装置と一緒に使用することができる。タイマ・
ユニットがカウントアップする必要は必ずしもなく、タイマ・ユニットがカウントダウン
し、それによって次の投薬をすべき時刻までの残り時間を知らせることもできる。
 



(12) JP 5798188 B2 2015.10.21

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２】

【図３】

【図４】 【図５】



(13) JP 5798188 B2 2015.10.21

10

フロントページの続き

(72)発明者  マルセル　ボータ
            南アフリカ　７５３０　ベルビル　ドアデクラール　ガザニア　ストリート　２２
(72)発明者  パー　アンドレアス　ショルンド
            スウェーデン　ＳＥ－１１８２０　ストックホルム　ベルマンスガータン　６Ｂ

    審査官  小岩　智明

(56)参考文献  特表２００１－５０９４２６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２０００－５０６０３０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００６－５０７８５６（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｍ　　　５／００－　５／５０
              Ａ６１Ｊ　　　７／０４
              Ｇ０４Ｇ　　１５／００


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

