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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部が負圧下にある容器(２)のための移送装置(１)であって、弾性ストッパ(５)によっ
て閉ざされた容器(２)のビード(４)を受け入れるための受け入れキャップ(９)を有し、こ
の受け入れキャップ(９)が、その中でビード(４)をその挿入位置に位置決めするための縁
部分(１３)と、蓋部分(１５)とを有し、また、蓋部分(１５)に連結してあり、受け入れキ
ャップ(９)によって囲まれたスペース(１９)内に突出する中央穿刺マンドレル(１０)を有
し、この穿刺マンドレル(１０)が、ビード(４)が受け入れキャップ(９)に挿入されたとき
に、ストッパ(５)を穿刺し、さらに、穿刺マンドレル(１０)が、蓋部分(１５)を通して外
部へ搬送される流体のための、それを貫いて延びる流路(１７)を有し、穿刺マンドレル(
１０)が、穿刺方向に対して、前部穿刺部分(２０)と、より大きな直径を有する後部シー
ル部分（２１）を有し、穿刺部分(２０)から穿刺マンドレル(１０)のシール部分(２１)へ
の移行部が段付きであり、かつシール部分（２１）が穿刺部分(２０)に隣接する円錐形の
拡大部であり、受け入れキャップ(９)の縁部分(１３)が、ビード(４)が受け入れキャップ
(９)内のその挿入位置にあるとき、ビード(４)の下端に係合する内側突起(１６)を有し、
ビード(４)が受け入れキャップ(９)内に挿入された位置において、シール部分（２１）が
ストッパ(５)内に突入するようになっていて、穿刺マンドレル（１０）の後部シール部分
（２１）の円錐形の拡大部の端面（２４）がストッパ（５）と環状に接触する上記移送装
置（１）。
【請求項２】
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　装置が、回転対称設計である、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　ビード(４)が受け入れキャップ(９)内のその挿入位置にあるとき、内側突起(１６)とシ
ール部分(２１)との間の軸線方向距離(Ａ)が、内側突起(１６)と、ストッパ(５)の蓋部分
(１５)に面している表面との間の軸線方向距離(Ｂ)より小さくなっている、請求項１また
は２に記載の装置。
【請求項４】
　穿刺部分(２０)がシール部分（２１）に向かって円錐形に広がっている、請求項１～３
のいずれか１項に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移送装置、特に負圧状態の容器のための移送装置であって、弾性ストッパで
閉ざした容器のビードを受け入れるための受け入れキャップを有し、この受け入れキャッ
プが、その中でビードをその挿入位置に位置決めする縁部分を有し、蓋部分を有し、この
蓋部分に連結してあり、受け入れキャップによって囲まれたスペース内に突出する中央穿
刺マンドレルを有し、ビードが受け入れキャップ内に挿入されたときに穿刺マンドレルが
ストッパを穿刺し、穿刺マンドレルを貫いて、蓋部分を通して外部へ搬送される流体ため
の流路が設けてある移送装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の移送装置は、たとえば、米国特許第２００２／００８７１４１号Ａ１で知られ
ている。この米国特許において、穿刺マンドレルは、その尖った端を除いて、一定の外径
を有する。
【０００３】
　特に、たとえば、医用流体を用いて医用物質を溶解させるために流体を負圧の下に容器
内に搬送するようになっている移送装置においては、弾性ストッパに押し込まれた穿刺マ
ンドレルがストッパに対してシールされることが重要である。このようにしてのみ、容器
の負圧を維持できる。これは、吸引によって流体を容器に吸い込むために必要である。容
器内の圧力を事前に補正しても、容器に入る流体の量が不適切となる。したがって、混合
比が不適切となり、この理由のために、容器の内容物を廃棄しなければならなくなる。
【０００４】
　このような移送装置と一緒に使用される容器は、一般にガラス・バイアルとして設計さ
れる。
【０００５】
　このような移送装置において、容器を移送装置内に挿入したとき、穿刺マンドレルの尖
端がストッパと接触した後に、受け入れキャップの縁部分が容器のビードと接触し、した
がって、穿刺マンドレルに対してビードを位置決めし、その結果、ストッパを位置決めす
ることができる。穿刺マンドレルの先端に対してストッパが偏心している場合には、挿入
移動、したがって、受け入れキャップの縁部分による容器ビードの案内が、ストッパ内へ
偏心して挿入された穿刺マンドレルをその中央位置に移動させるという効果を奏する。そ
の結果、ゴムが引き裂かれ、この引き裂け部が、穿刺マンドレルの適用部位からストッパ
の中心にまで達する。一定の直径を有する穿刺マンドレルは、この引き裂け部をシールす
るには適さない。その結果、漏洩が生じる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、ストッパを刺し貫いたときに、穿刺マンドレルがストッパに偏心して
適用されてしまったときにさえ、穿刺マンドレルとストッパとを確実に液密に接触させる
ようにした冒頭に述べたタイプの移送装置を開発することにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上に述べたタイプの移送装置において、穿刺方向に対して、穿刺マンドレルが、前部穿
刺部分と、より大きな直径を有する後部シール部分とを有し、ビードが受け入れキャップ
内に挿入された位置においてシール部分がストッパと接触するという事実によって上記し
た目的が達成される。
【０００８】
　したがって、ストッパを穿刺する機能を有する穿刺部分に加えて、ストッパへの移送装
置の偏心適用の際にストッパに形成された引き裂け部を封鎖するシール部分が、穿刺方向
において後部に設けてある。その結果、穿刺マンドレルは、シール状態でストッパを穿刺
し、漏出を防止する。
【０００９】
　穿刺部分の直径は、比較的小さく、できれば全体として注射針の太さであると有利であ
る。
【００１０】
　この移送装置は、プラスチックで、特に射出成形部品として作ると好ましい。これに関
連して、移送装置が実質的に回転対称設計であると特に有利であると考えられる。この形
状および製造形態において、受け入れキャップの縁は、内側突起を備えた設計とし、この
内側突起が、受け入れキャップ内のビードの挿入位置でビードの下端に係合するようにな
っていると有利である。ストッパに対して穿刺マンドレルを正確に位置決めするために、
内側突起とシール部分との軸線方向距離は、内側突起と、ビードが受け入れキャップ内の
挿入位置にあるときに蓋に向いているストッパの表面との間の軸線方向距離よりも小さく
なければならない。
【００１１】
　穿刺マンドレルは、ストッパにおける引き裂け部に対して、本発明に従って設けたシー
ルを保証するために異なったやり方で構成してもよい。
【００１２】
　穿刺マンドレルの有利な実施例において、穿刺マンドレルの穿刺部分からシール部分へ
の移行部は、段付きになっており、穿刺マンドレルのシール部分の端面がストッパと環状
に接触する。有利に選んだ材料の組み合わせと、一方では、プラスチックで作った穿刺マ
ンドレルを有する移送装置の設計、他方では、弾性ストッパのために、好ましい改良は、
シール要素をシール部分の端面に一体化したものである。これは、たとえば、弾性構成要
素（好ましくはＯリング）である。こうして、２つの弾性部品の間でシールが行われる。
【００１３】
　シール部分の長さは、特に、ビードが受け入れキャップ内のその挿入位置にあるとき、
シール部分がストッパに突入するように寸法決めされる。したがって、ストッパは、或る
程度の事前張力付与の下でシールされ、その結果、ストッパに形成された引き裂け部が、
ストッパにかかる穿刺マンドレルの圧力の作用の下に一緒に圧迫される。
【００１４】
　別の有利な実施例によれば、穿刺部分がシール部分に向かって円錐形に広がる。したが
って、ストッパの引き裂け部は、シール部分の円錐性でシールされる。この場合、シール
部分は直接穿刺部分に隣接する円錐形の拡大部であってもよい。したがって、穿刺マンド
レル全体が円錐形の設計となる。穿刺マンドレルが、円錐形に広がるシール部分が穿刺部
分とシール部分の間の段部に隣接する段付き設計を有することも同等に考えられる。この
場合、ストッパの引き裂け部は、シール部分の円錐形表面によってシールされる。原則と
して、シール部分のより広い領域が段付き状態で円錐形のシール部分に隣接することが可
能でなる。この場合、ストッパは、一方では、シール部分の円錐形の領域によって半径方
向にシールされ、他方では、シール部分の隣接している段付き領域によって軸線方向にシ
ールされる。
【００１５】
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　本発明のさらなる特徴は、図面の説明、そして、図面それ自体に記載されている。
　図面の図において、本発明は、多数の実施態様に基づいて記載されているが、それらに
限定されるものではない。
【００１６】
　図面において、
　図１は、本発明による移送装置の第１の実施態様を、斜め下から見た斜視図を示してい
る。
　図２は、図１に示される移送装置を通る長手方向中央断面を示している。
　図３は、図１、２による移送装置の長手方向中央断面を、ガラス・バイアルに嵌合させ
たストッパに偏心適用した状態で示している。
　図４は、図３による配置の横断面を、穿刺マンドレルを位置決めし、ストッパに挿入し
た状態で示している。
　図５は、図３、４による配置の横断面を、移送装置を完全にガラス・バイアルに適用し
た状態で示している。
　図６は、移送装置の第２の実施態様を斜め下から見た斜視図を示している。
　図７は、図６による移送装置の長手方向中央断面を示している。
　図８は、移送装置の第３の実施態様を斜め下から見た斜視図を示している。
　図９は、図８による移送装置の長手方向中央断面を示している。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　図１～５に示される実施例による移送装置１は、射出成形プラスチック部品として製造
してある。この移送装置は、特に、内部が負圧下にあり、ガラス・バイアル２として設計
された容器に対して使用される。
【００１８】
　ガラス・バイアル２は、そのネック部３に隣接して、弾性ストッパ５が挿入されるビー
ド４を有する。ストッパ５の外径は、ビード４の外径に対応している。ストッパ５および
ビード４を取り巻く薄肉キャップ６によって、ストッパ５はビード４内にしっかりと保持
されている。ただし、キャップ６の中央開口部７は、キャップ６およびガラス・バイアル
２の対称軸の領域にある。ガラス・バイアル２に挿入されたストッパ５の領域は、ガラス
・バイアル２の内部に向いたくぼみ８がストッパ５に形成されるように環状の設計となっ
ている。この領域において、ストッパ５は、外縁の領域において、ストッパの厚さに対応
する厚さを有する。
【００１９】
　移送装置１は、受け入れキャップ９、穿刺マンドレル１０およびコネクタ片１１によっ
て形成される。コネクタ片１１は、たとえば、使い捨て注射器の注射器円錐体を受け入れ
るようになっている円錐形にテーパの付いたくぼみ１２を備える。さらに、コネクタ片１
１は、たとえば、基本設計および移送装置の用途に関して米国特許第２００２／００８７
１４１号Ａ１に記載されているように、シール状態で別の相補的な移送装置を受け入れる
のに適している。この場合、装置全体は、第１ガラス・バイアル内にある医用流体を、負
圧下にあり、たとえば、溶解しようとしている医用物質が入っている第２ガラス・バイア
ル（本件の場合、ガラス・バイアル２）に転送するようになっている。この物質を溶解さ
せた後、他の移送装置を移送装置１から分離し、バイアル２をひっくり返した後、コネク
タ片１１に挿入した使い捨て注射器を使用してこのバイアルから溶解済みの物質を取り出
すことができる。
【００２０】
　移送装置１の受け入れキャップ９は、その中でビード４をその挿入位置に位置決めする
ための縁部分１３を有する。この縁部分１３は、各々９０度の扇形にわたって延びる４枚
のタブ１４を軸線方向に備え、これらのタブは、受け入れキャップ９の縁部分１３に隣接
する蓋部分１５に関して半径方向に撓むように取り付けてある。その結果、ガラス・バイ
アル２を移送装置１に挿入したときに、これらのタブは外方へ弾力的に変位できる。縁部
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分１３は、内側に向いた突起１６を備える。この突起は、受け入れキャップ９内の挿入位
置にあるバイアル２のビードの下端に係合する（図５に図示するように）。この内側突起
１６は、プレート形の蓋部分１５に対して平行に配置されている。
【００２１】
　回転対称の移送装置１においては、穿刺マンドレル１０は蓋部分１５に連結してある。
蓋部分１５から遠い方の穿刺マンドレル端は尖っている。穿刺マンドレル１０を貫いて延
びている流路１７は、穿刺マンドレル１０の先端領域に半径方向の開口１８を備え、その
反対端がくぼみ１２に接続している。したがって、穿刺マンドレル１０は、受け入れキャ
ップ９によって囲まれたスペース１９内に突出する。
【００２２】
　穿刺方向に対して、穿刺マンドレルは、前部穿刺部分２０と、より大きな直径を有する
後部シール部分２１とを有する。穿刺部分２０からシール部分２１への移行部は、段付き
となっている。シール部分２１の長さは、ビード４が受け入れキャップ９内のその挿入位
置にあるとき、ストッパ５に突入するような寸法となっている。これは、ビード４が受け
入れキャップ９内のその挿入位置にあるとき、内側突起１６、シール部分２１間の軸線方
向距離Ａが、内側突起１６と、ストッパ５の、蓋部分１５に対面する表面との間の軸線方
向距離Ｂより小さいということによる。
【００２３】
　詳細は、ガラス・バイアル２を移送装置１に挿入するための手順を示す図３～５から明
らかとなる。図３は、穿刺マンドレル１０の先端をストッパ５に対して偏心して適用した
ときの移送装置１を示している。このとき、移送装置１の形状寸法により、位置決め用の
内側突起１６が、まだ、それを取り囲むストッパ５またはキャップ６と接触していないこ
とを意味する。その代わりに、移送装置１は、短い線接触または点状接触によって縁部分
１３の円錐テーパ付き挿入斜端２２を介してキャップ６上に位置する。図４に図示するよ
うに、ガラス・バイアル２を移送装置１内にさらに挿入すると、挿入斜端２２および内側
突起１６により、ガラス・バイアル２が、ストッパ５と共に、移送装置１に関して確実に
位置決めされる。穿刺マンドレル１０の軸線方向の穿刺移動に半径方向移動が加わるので
、引き裂け部２３が、弾性ストッパ５（特にゴム製ストッパとして設計される）の穿刺の
間にこのストッパ５中に生じる。内側突起１６がガラス・バイアル２のビード４の領域に
あるキャップ６の下端に係合するまでガラス・バイアル２をさらに移送装置１内に押し込
むと、穿刺マンドレル１０のシール部分２１がストッパ５に対する或る位置に達し、この
位置において、シール部分２２は、ストッパ５と接触するばかりか、その端面がストッパ
５内に押し入れられることになる。したがって、シール部分２１の端面２４が、環状にス
トッパ５と接触する。穿刺部分２０間の段付き形態は、シール部分２１、ガラス・バイア
ル２が図５に示すように完全に移送装置１内に挿入されたとき、引き裂け部２３がシール
部分２１によって密封されるように選ぶ。
【００２４】
　図６、７による実施例は、Ｏリング２５がシール部分２１の端面２４にはめ込んである
という点で、図１～５による実施例と異なっている。したがって、この実施例では、弾性
ストッパ５が弾性のないシール部分２１と接触する図１～５による実施例とは対照的に、
弾性Ｏリング２５が弾性ストッパ５と接触する。
【００２５】
　図８、９による実施例は、穿刺部分２０が穿刺マンドレル１０の先端から始まって円錐
形に広がっているという点で、図１～５による実施例と異なっている。移送装置１へガラ
ス・バイアル２を挿入した際、図３～５による機能表現の意味では、穿刺マンドレル１０
がストッパ５に突入したときに、円錐形の穿刺部分２０によって、引き裂け部２３の領域
において、或る一定のシール効果が既に達成されている。ガラス・バイアル２が、移送装
置１内に完全に挿入された位置にあるとき、シール部分２１の端面２４によって、付加的
なシールが与えられる。
【００２６】
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　あるいは、図８および９による実施例において、図５による組み立て位置において、部
分２１がストッパ５と接触せず、その代わりに、円錐形の部分２０が、穿刺部分の機能お
よびシール部分の機能を果たすような寸法としてもよい。
したがって、シール作用は、もっぱら、ストッパ５、特にストッパ５にある引き裂け部２
３についての部分２０の半径方向作用の結果として達成される。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明による移送装置の第１の実施態様の斜視図である。
【図２】図１に示される移送装置の長手方向中央断面図である。
【図３】図１、２による移送装置の長手方向中央断面図である。
【図４】図３による配置の横断面図である。
【図５】図３、４による配置の横断面図である。
【図６】移送装置の第２の実施態様の斜視図である。
【図７】図６による移送装置の長手方向中央断面図である。
【図８】移送装置の第３の実施態様の斜視図である。
【図９】図８による移送装置の長手方向中央断面図である。
【符号の説明】
【００２８】
１　　　　移送装置
２　　　　ガラス・バイアル
３　　　　バイアルのネック部
４　　　　ビード
５　　　　ストッパ
６　　　　キャップ
７　　　　開口
８　　　　くぼみ
９　　　　受け入れキャップ
１０　　　穿刺マンドレル
１１　　　コネクタ片
１２　　　くぼみ
１３　　　縁部分
１４　　　タブ
１５　　　蓋部分
１６　　　内側突起
１７　　　流路
１８　　　開口
１９　　　スペース
２０　　　穿刺部分
２１　　　シール部分
２２　　　挿入斜端
２３　　　引き裂け部
２４　　　端面
２５　　　Ｏリング
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