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(57)【要約】
注射可能なサイトに流体(53)を注射するために、注射器
本体(10)、プランジャー・シャフト(30)、内部のプラン
ジャー・バレル(21)を外のプランジャー・バレル(22)の
範囲内でスライド可能にしているプランジャーアセンブ
リ(20)、風邪の-子孫(53)がある流体カートリッジ(B)と
皮下注射針(72)を備える注射器(A)から成っている流体
注入システム(100)。流体カートリッジ(B)は再草原へ形
成されます、-みごとに、注射器(A)と係合してください
。真空(V)は、連合したプランジャー・バレル(40)の形
成と同時に、外のプランジャー・バレル(22)と内部のプ
ランジャー・バレル(21)の間でつくられます。また、連
合したプランジャー・バレル(40)の前の動きは、注射可
能なサイトに流体(53)を流体カートリッジ(B)から移し
ます。皮下注射針(72)は掃除機(V)の解放のために空の
流体カートリッジ(B)の範囲内で引っ込みます、そして
、注射器(A)は再利用のために流体カートリッジ(B)から
はずされます。さらに、流体注入方法(300)は、提供さ
れます。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体注入システム(100)を含みます:
インジェクタ(A)インジェクター本体(10)を有するもの;
プランジャーシャフト(30);
プランジャーアッセンブリ(20)内プランジャーバレル(21)を外側プランジャーバレル(22)
内に可能、前記外側プランジャーバレル(22)の移動を制限するように構成されたロック手
段(35)を有するインナープランジャーバレル(21)を前方方向に、前記アウタープランジャ
ーバレル(22)と前記インナープランジャーバレル(21)は、ユナイテッドプランジャーバレ
ル(40)を形成するように構成されているときに、外側プランジャーバレル(22)がその全長
で引き出されています。
液体カートリッジ(B)を有する流体(53)と皮下注射針(72)注入のための液体を注射(53)の
サイト;
前記流体カートリッジ(B)は前記インジェクタ(a)の基端(P)に前記インジェクタ(a)を剥離
に係合するように構成されています。
前記真空(V)が前記アウタープランジャーバレル(22)と前記内部プランジャーバレル(21)
との間に作成されることを特徴とします、前記ユナイテッドプランジャーバレル(40)の形
成時。前記米国プランジャーバレル(40)を転送する前記流体(53)から前記流体カートリッ
ジ(B)を前記注射部位に移動することを特徴とします。
前記皮下注射針(72)は、前記真空(V)の放出により空液カートリッジ(b)内にリトラクトし
、前記インジェクタ(a)が前記流体カートリッジ(b)から離脱して再利用します。
【請求項２】
　請求項1に記載の流体注入システム(100)前記インジェクタ本体(10)は、前記インジェク
タ本体(10)の基端部(P’)において前記インジェクタ本体(10)の中央に前記プランジャー
軸(30)を保持するように仕切環(11)とフランジリング(12)とを備えます。
【請求項３】
　請求項1に記載の流体注入システム(100)前記インジェクタ本体(10)は、前記インジェク
タ本体(10)の先端(D)において前記インジェクタ(a)と前記内部係合手段(14b)とを保持す
るための指フランジ(15)をさらに有します、外部係合手段(14a)前記インジェクタ本体(10
)の基端部(P’)に前記流体カートリッジ(B)を係合させます。
【請求項４】
　前記内部に前記流体注入システム(100)が請求項3に記載のもの 係合手段(14b)及び前記
アウター係合手段(14a)は、L字状の溝であります。
【請求項５】
　請求項1に記載の流体注入システム(100)前記プランジャーアッセンブリ(20)の外側プラ
ンジャーバレル(22)は、遠位端(E)において親指レスト(23)と内部に突出フランジ縁部(24
)と、前記アウタープランジャーバレル(22)の基端(F)で構成されます。
【請求項６】
　前記の流体注入システム(100)は、前記親指-レストは、請求項5に記載
(23)は、ゴム0-リング(28)を有します。
【請求項７】
　請求項5に記載の流体注入システム(100)は、前記内部に突出フランジ縁部(24)は、前記
プランジャーアッセンブリ(20)の内径が前記内プランジャーバレル(21)の外径に等しくな
っていることを特徴とします。
【請求項８】
　前記流体注入システム(100)が請求項1に記載されたもの 前記プランジャーアッセンブ
リ(20)の外側プランジャーバレル(22)は、前記インジェクタ本体(10)の内径に等しい外径
を有します。
【請求項９】
　前記内部に前記流体注入システム(100)が主張する請求項1記載の前記プランジャーアッ
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センブリ(20)のプランジャーバレル(21)は、前記インナープランジャーバレルの先端(G)
にピストンシールホルダ(25)を備える(21)前記プランジャーアッセンブリ(20)の外側にピ
ストンシール(26)を保持する前記インナープランジャーバレル(21)と前記の内部外側プラ
ンジャーバレル(22)。
【請求項１０】
　前記流体注入システム(100)が請求項1に記載されたもの プランジャーシャフト(30)は
、外側に突出した2つのフラップ(32)を含む軸方向しわ鉗子ロックヘッド(31)を有するよ
うに構成されています。
【請求項１１】
　記載の流体注入システム(100)は、前記2　外側に突出したフラップ(32)は、前記2つの
外側に突出したフラップ(32)の基端(K’)で鋭利な刃となるように構成されています。
【請求項１２】
　前記流体注入システム(100)が請求項1に記載のもの　プランジャーシャフト(30)は、ニ
ードル形プランジャーシャフト(38)であります。
【請求項１３】
　前記内部プランジャーバレル(21)の内部に前記係止手段(35)が収容されている請求項1
に記載の流体注入システム(100)。
【請求項１４】
　前記流体注入システム(100)が、請求項13に記載のように、前記インナープランジャー
バレル(21)に設けられた長手方向のスロット(36)を介して突出する円錐ロックノッチ(34)
を有するロッキング手段(35)。
【請求項１５】
　請求項14記載の流体注入システム(100)ロック手段(35)は、Uクリップロック手段であり
ます。
【請求項１６】
　前記流体注入システム(100)が請求項1に記載のもの　プランジャーアッセンブリ(20)は
、前記インジェクタ(a)の遠位室(a)の内部に収容され、前記プランジャー軸(30)は前記イ
ンジェクタ(a)の基端部(b)の中央に軸方向に収容されています。
【請求項１７】
　前記流体注入システム(100)が請求項1に記載されたもの　プランジャーアッセンブリ(2
0)は、第1のばねを有するように構成されています。
【請求項１８】
　前記流体注入システム(100)が請求項17に記載のもの　前記プランジャーアッセンブリ(
20)の内部プランジャーバレル(21)と前記外側プランジャーバレル(22)の内装との間に第1
のばねが設けられています。
【請求項１９】
　前記内部プランジャーバレル(21)が複数のボタンセル(41)とLEDインジケータ(42)とを
備えていることを特徴とする請求項1に記載の流体注入システム(100)。
【請求項２０】
　請求項19に記載の流体注入システム(100)は、前記インナープランジャーバレル(21)は
、複数の金属片を保持する複数の侵入を備え、LED回路を形成します。
【請求項２１】
　請求項1に記載の流体注入システム(100)は、　前記インジェクタ(a)は、前記インジェ
クタ(a)の前記近位端(P)において隔壁(44)に設けられた押ボタン(43)を有するように構成
されています。
【請求項２２】
　請求項21に記載の流体注入システム(100)は、前記押ボタン(43)は、第2のバネ(45)を備
えています。
【請求項２３】
　請求項1に記載の流体注入システム(100)は、前記流体(53)が、注射液であることを特徴
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とします。
【請求項２４】
　前記流体注入システム(100)は、前記流体カートリッジ(B)をさらに含む、請求項1に記
載のもの。遠位端(m)と基端(m’)を有する流体容器(50)と、前記流体(53)を含むように構
成されています。
ピストン・アッセンブリ(60)(61)と円錐キャビティ(66)を有するピストン・アセンブリー
(30)を行います。
前記皮下注射針(72)を保持するように構成されたニードルハブ(71)を有する引き込み式ニ
ードルアッセンブリ(70)を、前記ニードルハブ(71)を保持するように構成された針ホルダ
(74)と、0リング(79)と、複数の水平方向に延在するピン(86)を有するキャップ(84)を遠
位に向けて前記流体容器(50)の端部(M)と、前記流体容器(50)の内部に配設された前記皮
下注射針(72)を覆うように構成したニードルガード(85);
前記流体容器(50)は、前記インジェクタ本体(10)とのカップルに前記流体容器(50)の前記
遠位端(M)における係合手段(14a’,14b’)を含みます;
前記近位端(M’)の前記流体容器(50)は、前記ニードルハブ(71)を保持するために中央に
開いた円錐口(51)を備えています。
前記複数の水平方向拡張ピン(86)の前記キャップ(84)は、前記0-リング(79)の複数の裂を
通過するように構成されている、前記0-リング(79)を保持する動;
　前記キャップ(84)は、前記ニードルホルダ(74)を保持するように構成されていることを
特徴とします。
前記ニードルガード(85)は、前記ニードルガード(85)とともに前記皮下注射針(72)を前記
ニードルホルダ(74)の外に伸ばすことを可能にするユーザーによって引き出されます。
前記インジェクタ(A)のユナイテッドプランジャーバレル(40)は、前記ピストンアッセン
ブリ(60)を1つのプランジャーユニット(67)を形成する上記の円錐キャビティ(66)ととも
に前記プランジャー軸(30)に前方方向に押し込まれることを特徴とします。
前記単プランジャーユニット(67)は前記流体(53)を前記注射部位に前記流体(53)を注入す
るための下向きの圧力を発揮します。そして、前記単プランジャーユニット(67)は前記複
数の水平延長ピン(86)の下方圧力を発揮し、前記キャップ(84)の前記注射部位に残存流体
(53)を注入するための前記針ホルダ(74)と前記皮下注射針とを離します(72)。
【請求項２５】
　請求項24に記載の流体注入システム(100)は、前記係合手段(14a’,14b’)は、前記流体
容器(50)の内外に設けられた凸部であります。
【請求項２６】
　請求項24に記載の流体注入システム(100)は、前記ピストンフランジ(61)は、前記ピス
トンアッセンブリ(60)の基端部(N)において前記(60)の中心となるニードルキャッチ突起(
65)を有するように構成されています。
【請求項２７】
　請求項26に記載の流体注入システム(100)は、前記ニードルキャッチプロジェクション(
65)は、前記ニードルキャッチプロジェクション(65)の基端(N’)に円錐稜線(68)を有する
ように構成されています。
【請求項２８】
　請求項27に記載の流体注入システム(100)は、前記ニードルキャッチプロジェクション(
65)は、長手方向の溝(F’)を有するように構成されています。
【請求項２９】
　請求項27に記載の流体注入システム(100)は、前記ニードルキャッチプロジェクション(
65)は、前記ニードルキャッチプロジェクション(65)の表面に円錐溝(Gr)を有するように
構成されています。
【請求項３０】
　請求項24に記載の流体注入システム(100)としては、前記ピストンフランジ(61)は、前
記ピストンフランジ(61)と前記流体容器(50)との間にピストンシール(63)を保持するため
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に複数の溝(62)を有するように構成されています。
【請求項３１】
　請求項24に記載の流体注入システム(100)としては、前記ニードルハブ(71)は、前記ピ
ストンアッセンブリ(60)を有するカップルに前記ニードルハブ(71)の先端(R)に円錐状の
空洞(75)を含みます。
【請求項３２】
　請求項24に記載の流体注入システム(100)としては、前記ニードルハブ(71)は、前記ニ
ードルハブ(71)の基端(S)における中心位置に前記皮下注射針(72)を保持しています。
【請求項３３】
　請求項32に記載の流体噴射システム(100)は、前記ニードルハブ(71)は、前記ニードル
ハブ(71)の前記近位端(S)に円錐稜線(76)を有するように構成されています。
【請求項３４】
　請求項24に記載の流体注入システム(100)は、前記ニードルホルダ(74)は、前記ニード
ルホルダ(74)の基端(T’)に円錐溝(91)を有する円錐状の空洞(77)を有するように構成さ
れています。
【請求項３５】
　請求項24に記載の流体注入システム(100)は、前記ニードルホルダ(74)と前記ニードル
ハブ(71)とが共に融して構成されていることを特徴とします。
【請求項３６】
　請求項24に記載の流体注入システム(100)は、前記ニードルガード(85)は、前記皮下針(
72)をロック手段(90)を用いて覆うように構成されています。
【請求項３７】
　請求項36に記載の流体噴射システム(100)は、前記ニードルガード(85)は、前記ニード
ルガード(85)の基端(X)にノブ状の構造(89)を有するように構成されています。
【請求項３８】
　請求項36に記載の流体噴射システム(100)は、前記ニードルガード(85)は、前記皮下針(
72)から分離して所定の角度で反時計方向に回転させて描画します。
【請求項３９】
　請求項38に記載の流体噴射システム(100)は、前記所定角度は90°であることを特徴と
します。
【請求項４０】
　請求項24に記載の流体注入システム(100)は、前記ニードルガード(85)は、前記流体容
器(50)の前記中心開口した円錐口(51)に等しい外径を有していることを特徴とします。
【請求項４１】
　請求項24に記載の流体注入システム(100)は、前記流体容器(50)は、前記流体容器(50)
の前記遠位端(M)にゴムキャップ(39)を有するように構成されています。
【請求項４２】
　請求項24に記載の流体注入システム(100)は、前記ピストンアッセンブリ(60)は、円筒
状の鋸刃(59)を有するように構成されています。
【請求項４３】
　請求項24に記載の流体注入システム(100)は、前記引き込み式ニードルアッセンブリ(70
)は、前記0環(79)と前記ニードルホルダ(74)との間に薄層円形のダイアフラム(57)を有す
るように構成されています。
【請求項４４】
　請求項24に記載の流体注入システム(100)は、前記ピストンフランジ(61)は、前記ピス
トンフランジ(61)の基端(Q)に円リッジ突起(64)を有するように構成されています。
【請求項４５】
　請求項24に記載の流体注入システム(100)は、前記前記引き込み針組立体(70)の前記ニ
ードルホルダ(74)は、前記針ホルダ(74)の先端(X’)につば突起(55)を有するフランジ縁
部(54)を有するように構成されています、前記0環(79)を保持します。
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【請求項４６】
　請求項45に記載の流体噴射システム(100)は、前記0-リング(79)は、前記0-リング(79)
の内径よりも大きい前記0-環の基端(W’)に内径を有することを特徴とする、前記0環(79)
の遠位端(S’)における環(79)は、前記襟突起(55)の周囲に前記0環(79)を係合します。
【請求項４７】
　請求項24に記載の流体注入システム(100)は、前記皮下注射針(72)は、前記中央に開口
した円錐口(51)に圧力が加わることにより、前記ユナイテッドプランジャーバレル(40)か
ら延びています。
【請求項４８】
　請求項24に記載の流体注入システム(100)は、前記流体(53)は前記ピストンアッセンブ
リ(60)と前記引き込み式ニードルアッセンブリ(70)との間に挟まれています。
【請求項４９】
　剥離するように構成された流体集電体(200)を含む、請求項1に記載のインジェクタ(a)
との噛み合い:
液体容器(50’)は、着脱可能なニードルホルダ(71’)を含む円錐図法(70’)を、前記円錐
図法(70’)の基端(C’)で、着脱可能な皮下注射針(72’)を保持するように構成されてい
ます。
ピストンアッセンブリ(60’)を備えたピストンアセンブリ(61’)は、円錐形のキャビティ
(66’)を備えたピストンアセンブリの中心(60’)前記ピストンアッセンブリ(60’)の遠位
端(D’)において、前記インジェクタ(a)のプランジャー軸(30)をカップルにします;
容器カバー(80)内部には、取り外し可能なニードルハブ(78)と一緒に、着脱式皮下針(72
’)のエントリを許可するために中央の穴(82)を有する凹ダイアフラム(81)を備えていま
す。
前記容器カバー(80)は、前記流体容器(50’)で着脱付けられています。
前記流体容器(50’)は、前記遠位端(E’)に係合手段(14a",14b")を備え、前記インジェク
タ本体(10)と係合します。
前記のユナイテッドプランジャーバレル(40)前記インジェクタ(A)を保持する前記真空(V)
は、前記ピストンアッセンブリ(60’)の前記円錐キャビティ(66’)と前記プランジャー軸
(30)を取り付けるために前方方向に完全に押し込まれます。そして、前記真空(V)の離型
は前記ピストンアッセンブリ(40)と共に前記内部プランジャーバレル(21)の後方移動に起
因します、上記の流体容器(50’)におけるターゲットからの流体の吸引であります。
【請求項５０】
　流体集電体(200)は、請求項49に記載のように、前記流体容器(50’)は、前記流体容器(
50’)の遠位端(E’)にダイアフラム(52)の薄層を備えます。
【請求項５１】
　流体集電体(200)は、請求項49に記載のように、前記ピストンフランジ(61’)は、前記
ピストンフランジ(61’)と前記流体容器(50’)との間にピストンシール(63’)を保持する
複数の溝(62’)を有するように構成されています。
【請求項５２】
　流体集電体(200)は、請求項49に記載のように、前記容器カバー(80)は、前記流体容器(
50’)の基端部(G’)において前記液体容器(50’)の外径よりも高い内径を有していること
を特徴とする、前記流体コンテナ(50’)で接続します。
【請求項５３】
　流体集電体(200)は、請求項52に記載のように、前記容器カバー(80)は、前記流体容器(
50’)の前記近位端(G’)を覆うように脱着リングシール(83)を用いて前記流体容器(50’)
を取り付けたものであります。
【請求項５４】
　流体集電体(200)は、請求項49に記載のように、前記凹部ダイアフラム(81)は、前記容
器カバーの途中に設けられています(80)。
【請求項５５】
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　流体集電体(200)は、請求項49に記載のように、前記中央孔(82)は、前記着脱可能ニー
ドルハブ(78)よりも径が小さいものとするように構成されています。
【請求項５６】
　流体集電体(200)は、請求項49に記載のように、前記凹絞り(81)は、前記容器カバーの
底部(80)にのみ押圧されるように構成された複数の等しい部分に分割され、前記中央孔(8
2)の大型化を可能とし、前記脱着性皮下注射針(72’)に沿って前記の進入前記着脱可能な
ニードルハブ(78)を有します。
【請求項５７】
　流体注入法(300)は、以下のステップを含みます:(302)ピストンアッセンブリ(60)と前
記流体カートリッジ(b)の引き込み式ニードルアッセンブリ(70)との間に挟まれた流体(53
)を有する流体カートリッジ(b)を提供します;　可逆カップリング(304)は、インジェクタ
(a)とプランジャーシャフト(30)とユナイテッドプランジャーバレル(40)を有する流体カ
ートリッジ(B);そして　押し(306)は言われた液体カートリッジ(B)からの注入された場所
に言われた流動(53)を提供するために前方方向のユナイテッドプランジャーバレル(40)を
言った。
【請求項５８】
　請求項57に記載の流体注入方法(300)前記インジェクタ(A)は、外側プランジャーバレル
(22)内に可能内プランジャーバレル(21)を有する、前記ユナイテッドプランジャーバレル
(40)が、前記外側プランジャーバレル(22)を完全に引き抜くことにより形成されているこ
とを特徴とします。
【請求項５９】
　前記流体注入方法(300)が請求項58に記載のように、前記ユナイテッドプランジャーバ
レル(40)が前記インナープランジャーバレル(21)と前記アウタープランジャーバレル(22)
との間に真空(V)を保持するように構成されていることを特徴とします。
【請求項６０】
　前記インジェクタ(A)が前記プランジャー軸(30)の軸方向の移動を作動させるように構
成されていることを特徴とする請求項57に記載の流体注入方法(300)は、前記プランジャ
ー軸(30)を進退方向として後退します。
【請求項６１】
　前記流体注入方法(300)が請求項57に記載されている、前記流体(53)が、注射用流体で
あることを特徴とします。
【請求項６２】
　請求項57に記載の流体注入方法(300)前記流体カートリッジ(B)は、前記インジェクタ(a
)の基端(P)に前記インジェクタ(a)と可逆的に結合されています。
【請求項６３】
　流体収集方法(400)は、次の手順で構成されます。(402)ピストンアッセンブリ(60’)と
取り外し可能な皮下注射針(72’)を有する流体集電体(200)を容器カバー(80)で覆って提
供すること。可逆的にカップリング(404)は、インジェクタ(a)とプランジャーシャフト(3
0)とユナイテッドプランジャーバレル(40)を持つ流体コレクタ(200);　取り外し(406)前
記容器カバー(80)から前記流体集電体(200)を露出して前記脱着可能皮下注射針(72’);挿
入(408)は、ターゲット流体源に取り外し可能な皮下注射針(72’)と述べました。回収(41
0)前記ターゲット流体源から前記流体集電体(200)への流体。
【請求項６４】
　請求項63に記載の流体捕集方法(400)前記(408)を挿入する工程は、前記ユナイテッドプ
ランジャーバレル(40)を前方方向に押圧する工程をさらに含む、前記プランジャー軸(30)
を前記インジェクタ(a)と前記ピストンアッセンブリ(60’)と前記流体集電体(200)とを取
り付けます。
【請求項６５】
　請求項63に記載の流体捕集方法(400)前記インジェクタ(A)は、外側プランジャーバレル
(22)内に可能内プランジャーバレル(21)を有します、前記ユナイテッドプランジャーバレ
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ル(40)が、前記外側プランジャーバレル(22)を完全に引き抜くことにより形成されている
ことを特徴とします。
【請求項６６】
　請求項65に記載の流体捕集方法(400)前記ユナイテッドプランジャーバレル(40)は、前
記インナープランジャーバレル(21)と前記アウタープランジャーバレル(22)との間に真空
(V)を保持するように構成されています。
【請求項６７】
　請求項63に記載の流体捕集方法(400)前記インジェクタ(A)は、前記プランジャー軸(30)
の軸方向の移動を順方向に、且つ、前記プランジャー軸(30)を後退させるための後方向き
に作動するように構成されています。
【請求項６８】
　請求項63に記載の流体捕集方法(400)前記流体集電体(200)は、前記インジェクタ(a)の
基端(P)に前記インジェクタ(a)と可逆的に結合しています。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、皮下注射器に関連する、より特に流体注入システム及びその方法
に関する。さらに、流体注入システムは、インジェクタと流体カートリッジを持っている
。また、システムは、ニードルスティックの損傷を防ぎ、経済的かつユーザーフレンドリ
ーです。
【背景技術】
【０００２】
　引き込み式の針を持っている皮下注射器は、芸術でよく知られています。これらの注射
器は、一般的に医療業界で患者の皮膚の下に治療薬を注入するために使用されます。彼ら
の有用性にもかかわらず、皮下注射器は、医療の専門家、患者、公園で遊んでいる子供、
通りの歩行者と誤って皮下注射針の露出したニードルによってそばだてことができる誰か
に重要な安全上の危険を提起します。廃棄後、注射針との接触に起因するニードルスティ
ックの損傷が増加している問題です。ニードルスティックの損傷は、通常、使用前後の針
によって設定された経皮的な創傷であります。これらの労働災害のイベントは、B型肝炎
ウイルス(HBV)、C型肝炎ウイルス(HCV)、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)等の通過によって血
液媒介疾患を感染させる危険性があるため、大きな懸念を抱いている。バイオ医療廃棄物
の処分も大きな公衆衛生上の懸念を提起する。前述の懸念の結果として、安全な流体注入
システムは危険針刺す傷害を避けるために、ますます注目を集めています。
【０００３】
　通常、注射可能な薬（流体）は保存されて、詰め込まれて、小びん、アンプルなどで製
薬業界によって便利に容器を供給されます。そして、それは人間または動物の体にそれを
注射するために皮下注射器を必要とします。従来の注射器において、オペレーターは、患
者の体に噴射する前に、針によって抱負によって必須の薬量を空の皮下注射器に最初に変
えます。格納式の注射器の場合には、春または類似したバイアス手段で使用可能な撤回メ
カニズムは、樽に針を格納するために作動します。注射プロセスの完成の後、生医学的な
無駄がかなりの環境であるだけでなく経済重荷を逆に配置して、空の小びん、アンプルま
たは容器、彼らの包装材料と一緒の使い古した皮下注射器その他は（それは通常、生物分
解性でないプラスチックでできています）最後に配置された-の休みです。
【０００４】
　製薬業界によって詰め込まれる注射可能な薬がふちまでそのような容器に決して満たさ
れない点に注意することも重要です、しかし、ほぼ、20-40%の空気量は常に保管の全ての
コースの間、圧縮された薬と直接接触して利用できるままです。そのような罠にかけられ
た空気にも存在する酸素、窒素と他の活性分子は、連続的に薬内容（従って薬の有効性の
最終的な減少に至ることが除外されて完全にない場合がある薬内容への悪影響）の分子と
相互作用し続けます。製薬業界によって詰め込まれる注射可能な薬がふちまでそのような
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容器に決して満たされない点に注意することも重要です、しかし、ほぼ、20-40%の空気量
は常に保管の全てのコースの間、圧縮された薬と直接接触して利用できるままです。その
ような罠にかけられた空気にも存在する酸素、窒素と他の活性分子は、連続的に薬内容（
従って薬の有効性の最終的な減少に至ることが除外されて完全にない場合がある薬内容へ
の悪影響）の分子と相互作用し続けます。注射可能な薬内容に押しやられるそのような汚
染された空気の力強い流れは、そのような高圧で薬内容にかなりの量の空気内容の消滅に
より、最大大きさにそのような空気と薬内容の間の化学相互作用の可能性を増やします。
このような条件下では、薬の効力と効能に対する逆効果は、除外されもしないかもしれま
せん。また、そのようなより高い圧力で薬内容に出される空気のそのような流れは罠にか
けられた汚染された空気の何百万もの泡/微小な泡を生み出すにもちがいありません。そ
して、それは空の注射器に気音に発音されます。しかし、ユーザーは空気の見える泡を引
き受けるかもしれません、しかし、彼は直接患者の血流を始めていて、患者への逆/好ま
しくない影響を配置している何百万もの微小な泡を決して避けないかもしれません。しか
し、我々は少しの議論/文学もこれらの問題で発見することができませんでした、しかし
、これらの問題は怠られないかもしれなくて、効果的に対処されなければなりません。注
射可能な薬内容がいつでも空気内容の決して接触してはならないと、我々は強く主張しま
す、そして、それが空の注射器のような他のどの容器にも変えられることなく、薬は直接
患者に注射されなければなりません、そのため、正に患者の体へのその管理までの製造の
ステージから、薬内容の力は維持されるかもしれなくて、熱心に守られるかもしれません
。
【０００５】
　引き込み式の針とそれらのいくつかの効率的な皮下注射器のために提供されるソリュー
ションの数が以下に議論されています：
　US20060264840A1は、引き込み式ニードル安全シリンジについて説明します。シリンジ
は、シリンジ本体、シリンジキャビティ、プランジャー、可変真空コンパートメント、シ
ャフトブレーキ、およびラム部材を備えている。プランジャーアセンブリには、プランジ
ャーシャフトと、シリンジ本体内に動ピストンが含まれています。この可変真空コンパー
トメントは、上部シリンジ本体端部に向かって下側のシリンジ本体端から向けたプランジ
ャー軸に真空力を与えるように手術される。シャフトブレーキは、真空力に反対して第1
および第2の摩擦力を提供するためにプランジャーシャフトを摩擦に係合されて、第1の摩
擦力は、ピストンが底部シリンジ本体端部に到達する前に発揮され、第2の摩擦力が軸ブ
レーキとともにラム部材の係合に応じて発揮されます。また、第2の摩擦力は第1の摩擦力
よりも小さいであります。
【０００６】
　US6712787B1は、格納式の安全注射器を記述します。格納式の安全注射器はプランジャ
ー・モジュールに針カニューレを格納して、このように、注射器の範囲内でプランジャー
・バリアとカニューレ・バリアを破壊することによって、再利用または偶然の針痛みを防
止します。さらに、内部の環状剪断とカッター頭でカニューレ・バリアとプランジャー・
バリアの毛を刈ることによって、針カニューレは、プランジャー・モジュールに発表され
ます。
【０００７】
　US9097435B2は、引き込み式ニードル流体移送装置を説明する。このデバイスには、手
動で操作可能なアクチュエータが含まれます。アクチュエータをのめば、汚染された針を
囲むように後方針を変位ばね。針が後退した後、針の変位を妨げるための前方および後方
停止がデバイスに含まれています。流体ラインから流体サンプルを得るための安全サンプ
リングアクセスポートアダプタも開示されています。サンプリングアダプタには、真空管
などの流体容器と協調するように構成された折りたたみ可能なソケットが含まれています
。さらに、流体容器上にasealを貫通させるための針組が設けられている。使用後は、汚
染された針との接触を防ぐため、ソケットが折りたたまれている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】米国特許出願公開第2006/0264840号明細書
【特許文献２】米国特許第6712787号明細書
【特許文献３】米国特許第9097435号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　前述の文書やその他の同様のソリューションは、引き込み式の針で効率的な皮下注射器
を提供するために努力することができます。しかし、彼らはまだ、比較的低い信頼性と比
較的高い複雑さだけでなく、比較的高製造コストのような制限や欠点の数を持っています
。
【００１０】
　これらの皮下注射器のもう一つの欠点は、空洞から注射薬の全内容を退避させることが
できないことです。さらに、これらの注射器は、皮下注射器の針圧排機構(NRM)の混入は
、彼らが一般大衆の手の届かない範囲になるように皮下注射器の全体的なコストを高める
ため、経済的に実現可能ではありません。さらに、安全機能の動作は自明ではないため、
追加のトレーニングは、効果的に皮下注射器を使用する必要があります。また、既存の皮
下注射器は、注射工程の後に針圧排機構を活性化するために追加の力の労作を必要とし、
最終的にはオペレータにオプションとなる。針圧排機構の強力な活性化はまた、バックス
トロークにつながると患者だけでなく、医療従事者のために苦痛になります。バックスト
ロークの結果として、針が揺れ、組織傷害のために発生する可能性があります出血や膿瘍
につながる可能性があります組織を損傷します。
【００１１】
　さらに、既存の皮下注射器は、注射のプロセスの後にバネの作用の下にバレルに撤回さ
れる針が含まれています。しかし、皮下注射器のような種類では、針は、さらに二次のク
ロス感染をもたらす体にパンク穴からの体圧の下に血液の破裂につながる可能性がありま
す速すぎる撤回されます。従来の皮下注射器はまた、使用される皮下注射器のさらなる使
用を防止し、制限するために効果的な撤回機構と同様に、フルプルーフロックの配置を欠
いている。また、これらの皮下注射器は流体を採取するための流体収集装置を含まない。
【００１２】
　既存の問題や欠点を効果的に解決するためには、効率的な流体注入システムとその方法
のための芸術に一定のニーズが残っている、安全にニードルスティック傷害のリスクなし
に流体を注入するための。また、このような流体注入システムは、単にその使用に続く皮
下注射針を撤回することができる必要があります、また、キャプチャすることができる。
そして、使用済みの皮下注射針をシステム内の後退位置にしっかりと保持して、再利用で
きないようにします。
【００１３】
　提案された流体注入システムは、効果的にすべてのそのような既知の差し迫った問題に
対処するというわけではないだけでなく、既知の選択肢の上にきれいで、緑で、安くて、
ユーザーフレンドリーで、信頼できる技術的進歩も提供します。
【００１４】
　本発明の目的は、インジェクタと流体カートリッジとを有する流体注入システムを提供
することにあります。
　本発明の別の目的は、インジェクタと流体集電体とを有する流体注入システムを提供す
ることにあります。
【００１５】
　本発明の別の目的は、従来の包装用薬剤容器すなわちバイアル、アンプルおよび容器な
どを交換する流体カートリッジを提供することであり、従来、医薬品業界で使用されてい
る注射用液剤をパック・保存するものであります。
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　また、本発明の他の目的は、従来のシリンジのバレルを交換するために使用して流体注
入システムの一部を流体カートリッジにすることであります。
　現在の発明のもう一つの対象は流体カートリッジを提供することになっています。そし
て、それは流体のあらかじめ定義された量の成り立ちます。
【００１６】
　現在の発明のもう一つの対象は、内蔵であるか取り替え可能な皮下注射針を含んでいる
格納式の針アセンブリを備える流体カートリッジも提供することになっているか、望まし
い局面の皮下注射針を付けるために、供給をします。
【００１７】
　現在の発明のもう一つの対象は流体カートリッジ（内蔵皮下注射針はカートリッジにも
カプセル化されて、注射プロセスの時にも露出します）を提供することになっています、
または、針が問題なくそうである内蔵皮下注射器は外へ針ガードによって流体カートリッ
ジを守りました。
　現在の発明のもう一つの対象は流体カートリッジを提供することになっています。そし
て、それは流体のあらかじめ定義された量の成り立ちます。
【００１８】
　現在の発明のもう一つの対象は、内蔵であるか取り替え可能な皮下注射針を含んでいる
格納式の針アセンブリを備える流体カートリッジも提供することになっているか、望まし
い局面の皮下注射針を付けるために、供給をします。
【００１９】
　現在の発明のもう一つの対象は流体カートリッジ（内蔵皮下注射針はカートリッジにも
カプセル化されて、注射プロセスの時にも露出します）を提供することになっています、
または、針が問題なくそうである内蔵皮下注射器は外へ針ガードによって流体カートリッ
ジを守りました。
【００２０】
　また、本発明の別の目的は、その基端にアタッチメント手段を有するインジェクタを備
えた流体注入システムを、噴射工程中に流体カートリッジと強固に接続することを提供す
ることであります。
【００２１】
　また、本発明の他の目的は、内部及び外プランジャーバレルからなるプランジャーアッ
センブリが実質的に離脱するインジェクタを含む流体注入システムを提供することである
。外側プランジャーバレルは、2つのプランジャーバレル間の真空を生成し、内部プラン
ジャーバレルで提供されるロック手段を活性化することにより、単一のプランジャーユニ
ットを構成するためにそれらを結合します。
【００２２】
　また、本発明の他の目的は、その基端部にプランジャー軸と共に内プランジャーバレル
を軸方向に結合させたインジェクタを備えた流体注入システムを提供することであり、こ
れは、射出工程中に流体カートリッジのピストンアッセンブリで接続する手段を備えてい
ます。
【００２３】
　本発明の別の目的は、プランジャーバレルの組立体が係止手段を備えたインジェクタを
備えた流体注入システムを提供することであり、これは、2バレルの間に真空を生成する
ために後方方向に外側プランジャーアセンブリの実質的な撤退に内側プランジャーバレル
と外側プランジャーバレルをロックするために動作します。
【００２４】
　また、本発明の他の目的は、インジェクタに対してロックされたプランジャーと、ユナ
イテッドプランジャーバレルが実質的に押し出されたときのロック解除が設けられた係止
手段とを備えた流体注入システムを提供することである。このロック解除アクションは、
バレルを折るために、外側プランジャーバレルの内側に元の状態で内側のプランジャーバ
レルをもたらすために、2つのバレルの間に真空を解放します。
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【００２５】
　本発明の別の目的は、インジェクタを用いた流体噴射システムを提供することであり、
前記プランジャー軸は、内プランジャーバレルの基端部に軸方向に取り付けられ、噴射工
程の際にその先端部に流体カートリッジのピストンアッセンブリを強固に取り付けるロッ
ク手段を備えており、射出工程終了後に自動的に切り離します。
【００２６】
　本発明の別の目的は、インジェクタを備えた流体噴射システムを提供することであり、
前記プランジャーシャフトは、まずピストンアッセンブリとロックし、その後、液カート
リッジの流体を患者に注入して順方向に押し込み、最後の液滴が注入されたときに、それ
はユーザーの介在なしで注入プロセスの完了の後で皮下注射針とつながれる引き込み式の
針アセンブリと共に後方方向のピストンアセンブリを自動的に撤回し、その後自動的にピ
ストンアセンブリから空の液体カートリッジを解放するためにそれ自身を切り離します。
【００２７】
　本発明の別の目的は、インジェクタを備えた流体噴射システムを提供することであり、
前記プランジャー軸が前進方向に押し込まれたユナイテッドプランジャーバレルがロック
されたときに前方方向にピストンアッセンブリを移動させることを特徴とする、しかし、
プランジャーの軸は、プランジャーバレルのロック解除と真空のリリースでは、ロックさ
れたユナイテッドプランジャーバレルが完全にインジェクタにプッシュしているため、後
方方向に自動的にリトラクトします。
【００２８】
　また、本発明の他の目的は、流体をターゲットから採取するように構成された流体集電
体と、インジェクタと着脱接続された流体注入システムを提供することにあります。
　本発明の別の目的は、注射部位における流体を安全に噴射する流体注入方法を提供する
ことであり、ニードルスティック傷害のリスクを一切伴いません。
　本発明の別の目的は、流体を対象から採取する流体捕集方法を提供することにあります
。
【課題を解決するための手段】
【００２９】
　本発明の実施形態は、流体注入システム及びその方法を提供することを目的とする。流
体注入システムは、インジェクタと液体カートリッジを持っていると自己生成された真空
のおかげで皮下注射針を撤回することが可能であり、注入プロセスの完了後に流体カート
リッジ内の後退位置に皮下注射針をカプセル化します。液体注入システムは完全に撤回さ
れた針をカプセル化する流体カートリッジが非再利用可能になるので、ニードルスティッ
ク損傷のリスクを防ぎます。さらに、流体噴射システムのインジェクタは再利用可能であ
り、これは流体カートリッジと組み合わせて繰り返し使用することができる。また、流体
注入システムは、経済的でユーザーフレンドリーです。また、本発明は、流体集電体を提
供します。
【００３０】
　本発明の実施形態によれば、インジェクタ本体、プランジャーシャフトを有するインジ
ェクタを含む流体噴射システム、外側プランジャーバレル内に内部プランジャーバレル可
能を有するプランジャーアッセンブリは、外側プランジャーバレルの動きを前方方向に制
限するように構成されたロック手段を有する内プランジャーバレルと、外側プランジャー
バレルと内プランジャーバレルが外側プランジャーバレルのときにユナイテッドプランジ
ャーバレルを形成するように構成されその全長で引き出され、ピストンアッセンブリ間に
注入された注射液を持つ液体カートリッジ皮下注射針(またはなし)と引き込み式の針アセ
ンブリ注射部位に流体を注入します。
【００３１】
　液体カートリッジはインジェクタの基端にあるインジェクタと剥離するように構成され
ています。さらに、プランジャーバレルの形成時に、外側プランジャーバレルと内側プラ
ンジャーバレルの間に真空が作成されます。また、ユナイテッドプランジャーバレルの前
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進運動は、液体カートリッジから注射部位に流体を転送します。皮下注射針は、真空の放
出によって空の液体カートリッジ内にリトラクトし、インジェクタは再利用するために流
体カートリッジから外れます。
【００３２】
　本発明の実施形態によれば、インジェクタ本体は、インジェクタ本体の基端部における
仕切りリングとフランジリングを備えており、インジェクターボディの中央にプランジャ
軸を保持する。また、インジェクタ本体はインジェクタ本体の遠位端にある指フランジを
備え、インジェクタ本体の基端部にはインジェクターと内部係合手段と外側係合手段とを
保持するため、流体カートリッジを係合させる。好ましくは、内部係合手段と外部係合手
段は、限定されないが、L字状の溝であります。
【００３３】
　現在の発明の実施例に従って、プランジャー・アセンブリの外のプランジャー筒は、外
のプランジャー・バレルの近位端で、末端部と内部に突き出られたフランジ縁で親指-休
みから成ります。さらに、親指-残りは、ゴム0-リングを持っています。
【００３４】
　現在の発明の実施例に従って、内部に突き出られたフランジ縁は、内径をプランジャー
・アセンブリの内部のプランジャー・バレルの外径と等しくしています。さらに、プラン
ジャー・アセンブリの外のプランジャー筒は、外径を注射器本体の内径と等しくしていま
す。
【００３５】
　現在の発明の実施例に従って、内部のプランジャー・バレルの外側と外のプランジャー
・バレルの内部の間でピストン・シールを持つために、プランジャー・アセンブリの内部
のプランジャー筒は、プランジャー・アセンブリの内部のプランジャー筒の末端部で、ピ
ストン・ホルダーから成ります。
【００３６】
　本発明の実施形態によれば、プランジャー軸は、外側に突出した2つのフラップを含む
軸方向しわ鉗子ロックヘッドを有するように構成されている。さらに、2つの外側に突出
したフラップは、フラップの基端に鋭利な刃となるように構成されています。
　本発明の実施形態によれば、プランジャー軸は針状プランジャー軸であります。
【００３７】
　本発明の実施形態によれば、前記ロック手段は、内プランジャーバレル内に収容される
。さらに、ロッキング手段は、内側プランジャーバレルに設けられた長手方向のスロット
を介して突出する円錐ロックノッチを有する。また、ロック手段は、限定されないが、U
クリップロック手段であります。
【００３８】
　本発明の実施形態によれば、プランジャーアッセンブリはインジェクタの遠位チャンバ
の内部に収容され、プランジャー軸はインジェクタの基端室の中心に軸方向に収容されま
す。
【００３９】
　本発明の実施形態によれば、プランジャーアッセンブリは、第1のばねを有するように
構成されている。さらに、プランジャーアッセンブリの外側プランジャーバレルと内部プ
ランジャーバレルの外装との間に第1のばねが設けられています。
【００４０】
　本発明の実施形態によれば、内部プランジャーバレルは、複数のボタンセルとLEDイン
ジケータとを備えている。また、内プランジャーバレルは、複数の金属片を保持する複数
の侵入を備え、LED回路を形成します。
【００４１】
　本発明の実施形態によれば、インジェクタは、インジェクタの基端部に隔壁に設けられ
た押ボタンを有するように構成されている。好ましくは、プッシュボタンは第2のばねを
備えています。
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　本発明の実施形態によれば、流体は、注射用流体であります。
【００４２】
　本発明の実施形態によれば、この流体カートリッジは、先端部と基端を有する流体容器
をさらに含み、流体を含むように構成され、ピストンフランジと円錐空洞を有するピスト
ンアッセンブリをプランジャー軸に係合するように構成された、注射針を保持するように
構成さ、ニードルハブを保持するように構成された針ホルダ、0リング、流体容器の先端
に向かって複数の水平に延在ピンを有するキャップと、流体容器内部に配置された皮下注
射針を覆うように構成したニードルガード。流体容器は、インジェクタ本体とのカップル
に流体容器の遠位端における係合手段を備える。また、流体容器の基端部には、ニードル
ハブを保持するために中央に開口した円錐口が設けられています。
【００４３】
　前記キャップの複数の水平方向に拡張されたピンは、0環を保持する動に対して複数の
裂を通過するように構成されている。また、キャップは針ホルダーを保持するように構成
されています。針ガードは、針のガードと一緒に注射針は、ニードルホルダーの外に拡張
することができますユーザーによって引き出されます。インジェクタのユナイテッドプラ
ンジャーバレルは、1つのプランジャーユニットを形成するピストンアセンブリの円錐形
のキャビティとプランジャーシャフトをカップルまたはインターロックするために前方方
向にプッシュされます。単一プランジャーユニットは、注射部位で皮下注射針を介して流
体を注入するための流体に下向きの圧力を発揮し、単一のプランジャーユニットはまた、
下方を発揮する注射部位に残りの流体を注入するためのキャップの複数の水平方向に拡張
されたピンの圧力は、皮下注射針と一緒に針ホルダーを解放します。
　本発明の実施形態によれば、前記係合手段は、これらに限定されないが、流体容器の内
外に設けられた凸部であります。
【００４４】
　本発明の実施形態によれば、ピストンフランジは、ピストンアッセンブリの基端部にお
けるピストンアッセンブリの中央に針キャッチ突起を有するように構成されている。また
、針キャッチ突起は、ニードルキャッチ突起の基端に円錐状の稜線を有するように構成さ
れています。
【００４５】
　本発明の実施形態によれば、針キャッチ突起が有するように構成されているが、これら
に限定されるものではなく、針キャッチ突起の表面における長手方向の溝または円錐溝で
あります。
　本発明の実施形態によれば、ピストンフランジは、ピストンフランジと流体容器との間
にピストンシールを保持する複数の溝を有するように構成されています。
【００４６】
　本発明の実施形態によれば、ニードルハブは、ピストンアッセンブリを有するカップル
に針ハブの先端部に円錐状の空洞部を備える。さらに、ニードルハブは、ニードルハブの
近位端にある皮下注射針を中心位置に保持します。また、ニードルハブは、ニードルハブ
の基端に円錐状の稜線を有するように構成されています。
　本発明の実施形態によれば、前記ニードルホルダは、前記ニードルホルダの基端に円錐
溝を有する円錐状の空洞を有するように構成されています。
　本発明の実施形態によれば、針ホルダーとニードルハブとが共に融して構成されていま
す。
【００４７】
　本発明の実施形態によれば、針ガードは、ロック手段を用いて皮下注射針を覆うように
構成されている。また、ニードルガードは、針ガードの基端部にノブ状の構造を有するよ
うに構成されています。
　本発明の実施形態によれば、針ガードは、所定の角度で反時計方向に回転し、皮下注射
針とは別に延伸する。また、所定の角度は90°であります。
　本発明の実施形態によれば、ニードルガードは、流体容器の中央に開口した円錐口と同
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じ外径を有します。
　本発明の実施形態によれば、流体容器は、流体容器の先端部にゴムキャップを有するよ
うに構成されています。
　本発明の実施形態によれば、ピストンアッセンブリは、円筒状の鋸刃を有するように構
成されています。
【００４８】
　本発明の実施形態によれば、引き込み式のニードルアッセンブリは、0リングとニード
ルホルダとの間に薄層円形のダイアフラムを有するように構成されています。
　本発明の実施形態によれば、ピストンフランジは、ピストンフランジの基端部に円形の
稜線突起を有するように構成されています。
【００４９】
　本発明の実施形態によれば、前記引き込み針組立体の針ホルダは、前記0リングを保持
するための針ホルダの先端につば突起を有するフランジ縁部を有するように構成されてい
ます。また、0リングは0リングの内径よりも大きい0リングの基端に内径を有しているの
で、ゼロ環の遠位端において、襟突起の周囲に0リングを係合させます。
　本発明の実施形態によれば、皮下注射針は、ユナイテッドプランジャーバレルに圧力が
加わることにより中央に開いた円錐口の外に延びています。
　本発明の実施形態によれば、ピストンアッセンブリと引き込み針組立体との間に流体が
挟まれています。
【００５０】
　本発明の実施形態によれば、剥離に構成された流体集電体を、円錐突起の基端に着脱可
能なニードルホルダを含む円錐突起を中心に拡張した流体容器からなるインジェクタと係
合し、着脱可能な皮下注射針を保持し、ピストンアセンブリの先端にピストンアセンブリ
の中心に円錐形の空洞を備えたピストンフランジを持つピストンアセンブリで、インジェ
クタのプランジャーシャフトは、着脱可能なニードルハブと共に着脱式の皮下針の進入を
許すために中央の孔を有する凹部ダイアフラムを内部的に設けた容器カバーであります。
容器カバーは流体容器に取り付けられた着脱です。また、流体容器は、インジェクタ本体
に係合する遠位端部に噛み合い手段を備えている。真空を保持するインジェクタのユナイ
テッドプランジャーバレルは、ピストンアセンブリの円錐キャビティとプランジャーシャ
フトを取り付けるために完全に前方方向にプッシュされます。さらに、ピストンアッセン
ブリと共にユナイテッドプランジャーバレルの内プランジャーバレルの後方移動で真空の
結果を放出し、これは最終的に流体容器に意図されたターゲットからの流体の吸引を結果
があります。
　本発明の実施形態によれば、流体容器は、流体容器の先端部にダイアフラムの薄層を備
えます。
　本発明の実施形態によれば、ピストンフランジは、ピストンフランジと流体容器との間
にピストンシールを保持する複数の溝を有するように構成されています。
【００５１】
　本発明の実施形態によれば、容器カバーは流体容器の基端に流体容器の外径よりも高い
内部径を有している。また、容器カバーは、流体容器の基端部を覆うように取り外し可能
なリングシールを介して流体容器に取り付けられています。
　本発明の実施形態によれば、容器カバーの途中に凹状のダイアフラムが設けられていま
す。
本発明の実施形態によれば、中央の孔は、脱着可能なニードルハブよりも径が小さい構成
となっています。
【００５２】
　本発明の実施形態によれば、凹部ダイアフラムは、容器カバーの底部に向かってのみ押
圧されるように構成された複数の等しい部分に分割され、着脱可能なニードルハブと共に
着脱式の皮下針の進入を許容するように中央孔の大型化を行います。
【００５３】
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　本発明の実施形態によれば、流体カートリッジのピストンアッセンブリと引き込み式ニ
ードルアッセンブリとの間に挟まれた流体を有する流体カートリッジを設ける工程を含む
流体注入方法、プランジャーシャフトとユナイテッドプランジャーバレルを持つインジェ
クタと流体カートリッジを可逆的にカップリングさせ、ユナイテッドプランジャーバレル
を前方方向に押し込み、液体カートリッジから注射部位に流体を供給します。
【００５４】
　本発明の実施形態によれば、外側プランジャーバレル及びユナイテッドプランジャーバ
レル内に内部プランジャーバレル可能を有するインジェクタは、外側プランジャーバレル
を完全に引き抜くことにより形成される。さらに、ユナイテッドプランジャーバレルは、
内側プランジャーバレルと外側プランジャーバレルの間に真空を保持するように構成され
ています。
【００５５】
　本発明の実施形態によれば、インジェクタは、プランジャー軸の軸方向の移動を前進方
向に作動させるように構成されており、プランジャシャフトを後退するための後方向きに
なります。
　本発明の実施形態によれば、流体は、注射用流体であります。
　本発明の実施形態によれば、インジェクタの基端において流体カートリッジがインジェ
クタと可逆的に結合しています。
【００５６】
　本発明の実施形態によれば、容器カバーで覆われたピストンアッセンブリと着脱可能な
皮下注射針を有する流体集電体を設ける工程を含む流体収集方法は、プランジャー軸とユ
ナイテッドプランジャーバレルを有するインジェクタを用いて流体集電体を可逆的に結合
し、容器カバーを流体集電体から取り外して脱着可能な皮下、ターゲット流体源に着脱可
能な皮下注射針を挿入し、流体コレクターにターゲット流体源から流体を収集します。
【００５７】
　本発明の実施形態によれば、さらに挿入する工程は、ユナイテッドプランジャーバレル
を前方方向に押し込むステップを備え、インジェクタのプランジャー軸を流体集電体のピ
ストンアッセンブリに取り付けています。
【００５８】
　本発明の実施形態によれば、外側プランジャーバレル及びユナイテッドプランジャーバ
レル内に内部プランジャーバレル可能を有するインジェクタは、外側プランジャーバレル
を完全に引き抜くことにより形成されます。さらに、ユナイテッドプランジャーバレルは
、内側プランジャーバレルと外側プランジャーバレルの間に真空を保持するように構成さ
れています。
【００５９】
　本発明の実施形態によれば、インジェクタはプランジャー軸の軸方向の移動を前進方向
に作動させるように構成されており、プランジャー軸を後退するための後進向きでありま
す。
　本発明の実施形態によれば、流体集電体はインジェクタの基端におけるインジェクタと
可逆的に結合されます。
【００６０】
　このように、本発明の上述した特徴が詳細に理解されていてもよく、上記の発明につい
てより具体的に説明すると、実施形態により言及されているが、そのうちのいくつかが付
記された図面に示されています。ただし、本明細書に付記された図面は、本発明の代表的
な態様のみを例示し、その範囲の制限を考慮することができないため、本発明については
、他の同様に有効な実施形態を認めることができます。
　これらおよびその他の特徴として、本発明の利点と利点は、以下のテキスト図を参照し
て明らかになるが、前記のような参照番号は、ビュー間の構造のように言及しています。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
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【図１】本発明の実施形態に係る流体噴射システムの斜視図を示します。
【図２】本発明の実施形態に係る流体噴射システムのインジェクタの斜視図を示します。
【図３】本発明の実施形態に係る流体噴射システムの流体カートリッジの斜視図を示しま
す。
【図３（ａ）】は、本発明の実施形態に係る流体カートリッジの各種ニードルキャッチ突
起を示します。
【図４】(a)、(a’)、(b)、(b’)、(c)及び(c’)は、本発明の実施形態に係るニードル圧
排機構を有する各種の流体カートリッジを例示します。
【図５】(a)、(a’)、(b)、(b’)、(c)および(c’)は、本発明の他の実施形態に係る別の
針圧排機構を有する各種の流体カートリッジを例示します。
【図６】(a)、(a’)、(b)、(b’)、(c)及び(c’)は、さらに別の針圧排機構を有する種々
の種類の流体カートリッジを本発明の更に他の実施形態に準じて例示します。
【図７（ａ）】本発明の実施形態に係る流体注入システムの動作の概略詳細を例示します
。
【図７（ｂ）】本発明の実施形態に係る流体注入システムの動作の概略詳細を例示します
。
【図７（ｃ）】本発明の実施形態に係る流体注入システムの動作の概略詳細を例示します
。
【図７（ｄ）】本発明の実施形態に係る流体注入システムの動作の概略詳細を例示します
。
【図７（ｅ）】本発明の実施形態に係る流体注入システムの動作の概略詳細を例示します
。
【図７（ｆ）】本発明の実施形態に係る流体注入システムの動作の概略詳細を例示します
。
【図７（ｇ）】本発明の実施形態に係る流体注入システムの動作の概略詳細を例示します
。
【図７（ｈ）】本発明の実施形態に係る流体注入システムの動作の概略詳細を例示します
。
【図７（ｉ）】本発明の実施形態に係る流体注入システムの動作の概略詳細を例示します
。
【図７（ｊ）】本発明の実施形態に係る流体注入システムの動作の概略詳細を例示します
。
【図７（ｋ）】本発明の実施形態に係る流体注入システムの動作の概略詳細を例示します
。
【図７（ｌ）】本発明の実施形態に係る流体注入システムの動作の概略詳細を例示します
。
【図８（ａ）】本発明の他の実施形態に係る流体噴射系の動作の概略詳細を例示します。
【図８（ｂ）】本発明の他の実施形態に係る流体噴射系の動作の概略詳細を例示します。
【図８（ｃ）】本発明の他の実施形態に係る流体噴射系の動作の概略詳細を例示します。
【図８（ｄ）】本発明の他の実施形態に係る流体噴射系の動作の概略詳細を例示します。
【図８（ｅ）】本発明の他の実施形態に係る流体噴射系の動作の概略詳細を例示します。
【図８（ｆ）】本発明の他の実施形態に係る流体噴射系の動作の概略詳細を例示します。
【図８（ｇ）】本発明の他の実施形態に係る流体噴射系の動作の概略詳細を例示します。
【図８（ｈ）】本発明の他の実施形態に係る流体噴射系の動作の概略詳細を例示します。
【図８（ｉ）】本発明の他の実施形態に係る流体噴射系の動作の概略詳細を例示します。
【図９（ａ）】本発明の更に別の実施形態に係る流体噴射システムの動作の概略詳細を例
示します。
【図９（ｂ）】本発明の更に別の実施形態に係る流体噴射システムの動作の概略詳細を例
示します。
【図９（ｃ）】本発明の更に別の実施形態に係る流体噴射システムの動作の概略詳細を例
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示します。
【図９（ｄ）】本発明の更に別の実施形態に係る流体噴射システムの動作の概略詳細を例
示します。
【図９（ｅ）】本発明の更に別の実施形態に係る流体噴射システムの動作の概略詳細を例
示します。
【図９（ｆ）】本発明の更に別の実施形態に係る流体噴射システムの動作の概略詳細を例
示します。
【図９（ｇ）】本発明の更に別の実施形態に係る流体噴射システムの動作の概略詳細を例
示します。
【図９（ｈ）】本発明の更に別の実施形態に係る流体噴射システムの動作の概略詳細を例
示します。
【図９（ｉ）】本発明の更に別の実施形態に係る流体噴射システムの動作の概略詳細を例
示します。
【図９（ｊ）】本発明の更に別の実施形態に係る流体噴射システムの動作の概略詳細を例
示します。
【図９（ｋ）】本発明の更に別の実施形態に係る流体噴射システムの動作の概略詳細を例
示します。
【図９（ｌ）】本発明の更に別の実施形態に係る流体噴射システムの動作の概略詳細を例
示します。
【図９（ｍ）】本発明の更に別の実施形態に係る流体噴射システムの動作の概略詳細を例
示します。
【図１０】本発明の更に別の実施形態に係る流体噴射システムの動作の概略詳細を示しま
す。
【図１１】本発明の実施形態に係る流体集電体の斜視図を示します。
【図１２（ａ）】本発明の実施形態に係る流体集電体の動作の概略詳細を例示します。
【図１２（ｂ）】本発明の実施形態に係る流体集電体の動作の概略詳細を例示します。
【図１２（ｃ）】本発明の実施形態に係る流体集電体の動作の概略詳細を例示します。
【図１２（ｄ）】本発明の実施形態に係る流体集電体の動作の概略詳細を例示します。
【図１２（ｅ）】本発明の実施形態に係る流体集電体の動作の概略詳細を例示します。
【図１２（ｆ）】本発明の実施形態に係る流体集電体の動作の概略詳細を例示します。
【図１２（ｇ）】本発明の実施形態に係る流体集電体の動作の概略詳細を例示します。
【図１２（ｈ）】本発明の実施形態に係る流体集電体の動作の概略詳細を例示します。
【図１２（ｉ）】本発明の実施形態に係る流体集電体の動作の概略詳細を例示します。
【図１２（ｊ）】本発明の実施形態に係る流体集電体の動作の概略詳細を例示します。
【図１２（ｋ）】本発明の実施形態に係る流体集電体の動作の概略詳細を例示します。
【図１２（ｌ）】本発明の実施形態に係る流体集電体の動作の概略詳細を例示します。
【図１２（ｍ）】本発明の実施形態に係る流体集電体の動作の概略詳細を例示します。
【図１２（ｎ）】本発明の実施形態に係る流体集電体の動作の概略詳細を例示します。
【図１２（ｏ）】本発明の実施形態に係る流体集電体の動作の概略詳細を例示します。
【図１３】(a)中空バレルリングを示しています。(b)、(c)本発明の実施形態に係る流体
集電体における中空バレルリングの挿入します。
【図１４】本発明の実施形態に係る流体注入方法を示すフローチャートであります。
【図１５】本発明の実施形態に係る流体収集方法を示すフローチャートであります。
【発明を実施するための形態】
【００６２】
　本発明は、実施例及び例示図を用いて本明細書において説明するが、当業者は、本発明
は、図面又は図面の実施形態に限定されるものではなく、種々の構成要素の規模を表すも
のではないことを認識します。また、本発明の一部を形成し得る成分の一部は、図示しや
すさのために特定の数値で例示できない場合があり、そのような脱落は、何らかの方法で
概説した実施形態を限定しません。なお、図面及びこれについて詳細な説明は、開示され
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た特定の形態に本発明を限定するものではないが、逆に、本発明は、請求項により定義さ
れる本発明の範囲内におけるすべての改変、等価及び代替物の脱落をカバーするものであ
るこの記述全体で使用されるように、単語「かもしれません」は寛容な意味で使用されま
す(すなわち、可能性を持つ意味)、必須の意味ではなく(つまり、意味する必要がありま
す)。また、「a」又は「a」とは、少なくとも1つを意味し、「複数」とは、特に言及しな
い限り「1つ以上」を意味します。さらにまた、本契約中の用語と言葉遣いが、単に図形
目的のために使われて、範囲で制限するものとして解釈されなければならないだけであり
ません。「含む」か、「成立する」か、「持つ」か、「含む」か、「含む」もののような
言語、そして、そのバリエーション、広くて、その後リストされる主題、等価物と復唱さ
れないさらなる主題を含む目的として、そして、他の添加物、構成要素、整数またはステ
ップを除外する目的としません。同様に、適用できる法律上の目的のために条件「含む」
ことまたは「含む」ことと同義であると、「成立する」という語は、思われます。単に前
後関係を現在の発明に提供する目的でだけ、文書、行為、材料、装置、記事などに関する
どんな議論でも、仕様に含まれます。これらの問題の一部または全部が先行技術ベースの
一部をなすか、現在の発明に関連するフィールドの一般一般知識であったことは、提案さ
れないか、見受けられません。
【００６３】
　この発表で構成または要素または一群の要素が「成立する」という移行するフレーズで
先行されるときはいつでも、我々も同じ構成を考えるものと理解されること、要素または
移行するフレーズによる要素のうちグループ「からなる」、「成ります」、「グループか
ら、選びますからなる、「含む」もの、あるいは、要素とその逆の構成、要素またはグル
ープの説明に先行しています。
【００６４】
　本発明は、以下に添付の図面を参照して種々の実施形態によって、添付の図面に用いら
れる参照符号は、説明全体を通して前記のような元素に対応します。本発明は、しかしな
がら、多くの異なる形態で具体化されてもよいし、本明細書に定める実施形態に限定して
解釈されるべきではありません。むしろ、本実施の形態は、この開示が徹底されて完全な
ものとなり、当業者に本発明の範囲を十分に伝えることができるように設けられています
。以下の詳細な説明では、数値と範囲は、記述されている実装のさまざまの側面に対して
提供されます。これらの値および範囲は、例としてのみ処理されるものであり、クレーム
の範囲を限定するものではありません。さらに、実装のさまざまなファセットに適した材
料の数が識別されます。これらの材料は、例示として処理されるものであり、本発明の範
囲を限定するものではありません。
【００６５】
　図面を参照して、本発明をより詳細に説明する。本発明の実施形態によれば、流体噴射
システム(100)は、図1に示したように、インジェクタ(a)と流体カートリッジ(B)とを備え
ます。
【００６６】
　本発明の実施形態によれば、インジェクタ(A)は、図2に示すように、インジェクタ本体
(10)と、プランジャーアッセンブリ(20)とプランジャー軸(30)とを備える。また、インジ
ェクタ本体(10)は、一様に中空であり、両端に開く通常の円筒体である。インジェクタ本
体(10)は、インジェクタ本体(10)の基端(P’)において仕切りリング(11)とフランジリン
グ(12)を有し、インジェクタ本体(10)の中央にプランジャー軸(30)を保持します。
【００６７】
　本発明の実施形態によれば、インジェクタ本体(10)は、インジェクタ(a)を保持するイ
ンジェクタ本体(10)の先端(D)に指フランジ(15)をさらに備え、注入工程中に流体カート
リッジ(B)を強固に保持するための内部係合手段(14b)と、インジェクタ本体(10)の基端(P
’)における外部係合手段(14a)とを備えている。内部係合手段(14b)と外部係合手段(14a)
は、インジェクタ本体(10)の内外に設けられたL字溝であり、より小さい径の流体カート
リッジ(b)と流体カートリッジ(b)をそれぞれ強固に保持します。
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【００６８】
　本発明の実施形態によれば、プランジャーアッセンブリ(20)は、内プランジャーバレル
(21)と外側プランジャーバレル(22)とを有します。また、内プランジャーバレル(21)は、
外側プランジャーバレル(22)内に可能されています。
【００６９】
　本発明の実施形態によれば、外側プランジャーバレル(22)は、遠位端(E)において親指
レスト(23)と内部に突出フランジ縁部(24)と外側プランジャーバレル(22)の基端(F)とを
有する一様に正と中空の円筒体を備えます。親指レスト(23)は、ゴム0-リング(28)を強固
に保持するように構成されています。また、内部に突出フランジ縁部(24)の内径は、内プ
ランジャーバレル(21)の外径と等しくなります。外側プランジャーバレル(22)は、インジ
ェクタ本体(10)の内径に等しい外径を有し、インジェクタ本体(10)内部の外側プランジャ
ーバレル(22)の円滑な可能軸移動を容易にします。
【００７０】
　本発明の実施形態によれば、インナープランジャーバレル(21)は、遠位端部にピストン
シールホルダ(25)を有する中空円筒体と均一に規則正しく構成されている(G)内プランジ
ャーバレル(21)の内側プランジャーバレル(21)と外側プランジャーバレル(22)の内部との
間にピストンシール(26)をしっかりと保持する。内プランジャーバレル(21)は、基端(H)
で開き、複数の係合手段(27b)を介してプランジャー軸(30)の先端部(J)を強固に保持する
複数の係合手段(27a)を有するように構成されています。
【００７１】
　本発明の実施形態によれば、内プランジャーバレル(21)は、ロック手段を備える。また
、ロック手段は、内プランジャーバレル(21)の内部に配置されたUクリップロック手段(35
)である。Uクリップロック手段(35)は、遠位端(g)に円錐ロックノッチ(34)を含み、内プ
ランジャーバレル(21)の先端(g)に設けられた長手方向のスロット位置(36)を通過して突
出しています。
【００７２】
　本発明の実施形態によれば、外側プランジャーバレル(22)は、内部プランジャーバレル
(21)のロック手段との可逆的な係合用として構成され、アウタープランジャーバレル(22)
は、外側プランジャーバレル(22)と内側プランジャーバレル(21)を容易に前進方向に結合
し、ユナイテッドプランジャーバレル(40)を形成し、外側プランジャーバレル(22)は、そ
の全長で引き出されます。さらに、図(e)に示すように、ユナイテッドプランジャーバレ
ル(40)の形成に際して、外側プランジャーバレル(22)と内プランジャーバレル(21)との間
に真空(V)が発生します。
【００７３】
　本発明の実施形態によれば、外側プランジャーバレル(22)は、内部プランジャーバレル
(21)のロック手段との可逆的な係合用として構成され、アウタープランジャーバレル(22)
は、外側プランジャーバレル(22)と内側プランジャーバレル(21)を容易に前進方向に結合
し、ユナイテッドプランジャーバレル(40)を形成し、外側プランジャーバレル(22)は、そ
の全長で引き出されます。さらに、図(e)に示すように、ユナイテッドプランジャーバレ
ル(40)の形成に際して、外側プランジャーバレル(22)と内プランジャーバレル(21)との間
に真空(V)が発生します。
【００７４】
　本発明の実施形態によれば、プランジャー軸(30)は、所望の長さの直線状の棒状構造体
であり、その先端部(J)における複数の係合手段(27b)を備えており、内プランジャーバレ
ル(21)と強固に接続します。プランジャー軸(30)は、しわ鉗子ロックヘッド(31)の両側に
近位端(K)に2つの外側に突出したフラップ(32)を含む軸方向しわ鉗子ロックヘッド(31)を
有するように構成されています。フラップ(32)は、フラップ(32)の近位端(K’)で鋭利な
刃になるように構成されています。さらに、フラップ(32)動は、プランジャー軸(30)の軸
方向の移動を伴うフランジリング(12)の中央通路(13)を、内プランジャーバレル(21)のそ
れぞれの移動に伴って前方および後方に通過します。
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【００７５】
　本発明の実施形態によれば、プランジャーアッセンブリ(20)は、インジェクタ(a)とプ
ランジャー軸(30)の遠位チャンバー(a)の内部に収容され、内プランジャーバレル(21)の
基端部(H)に軸方向に取り付けられ、インジェクタ(a)の基端部(b)の中央に軸方向に収容
されています。プランジャーシャフト(30)の鉗子ロックヘッド(31)は、中央通路(13)と鉗
子ロックを通してフランジリング(12)を通過します。ヘッド(31)は、フランジリング(12)
の中央通路(13)内に保持されたときにフラップ(32)が押されたため、当初は閉位置に残っ
ています。
【００７６】
　本発明の実施形態によれば、プランジャーアッセンブリ(20)は、第1のばねを有するよ
うに構成されています。さらに、プランジャーアッセンブリ(20)の内プランジャーバレル
(21)と外側プランジャーバレル(22)の内部との間に第1のばねが設けられています。
【００７７】
　本発明の実施形態によれば、内プランジャーバレル(21)の基端(H)は、複数のボタンセ
ル(41)とLEDインジケータ(42)とを備えており、注入部位を流体(53)に対してティンダル
効果によって視認できるようにすることも暗に射出処理を容易にします。内プランジャー
バレル(21)の外面には、複数の金属片を保持する複数の侵入が設けられ、LED回路を形成
する。LEDインジケータ(42)は、外側プランジャーバレル(22)が後方方向に引っ張られ、
バキューム(V)がユナイテッドプランジャーバレル(40)で作成されるとすぐにオンに切り
替わるように構成されています。さらに、LEDインジケータ(42)は、射出工程の完了時に
スイッチオフするように構成されており、真空(V)が放出されるとともに、外側プランジ
ャーバレル(22)と同様に内プランジャーバレル(21)が初期状態を保持します。また、イン
ジェクタ(a)は、インジェクタ(a)の基端(P)に隔壁(44)上に配置された押ボタン(43)を有
します。好ましくは、プッシュボタン(43)は、第2のバネ(45)を備えています。プッシュ
ボタン(43)は、必要に応じて、プッシュボタン(43)を押すことによって、流体の収集プロ
セス中にユナイテッドプランジャーバレル(40)の後退運動を制限し、便利に制御するため
に使用することができます。
【００７８】
　本発明の実施形態によれば、流体カートリッジ(B)は、図3に示すように、注射部位に流
体(53)と皮下注射針(72)を注入するための液剤(53)を備えます。前記流体カートリッジ(B
)は、インジェクタ(a)の基端(P)にインジェクタ(a)を剥離することができます。また、流
体カートリッジ(B)は、一定の長さを有しています。また、流体(53)は、注射液でありま
す。
【００７９】
　本発明の実施形態によれば、流体カートリッジ(B)は、流体容器(50)、ピストンアッセ
ンブリ(60)および引き込み式ニードルアッセンブリ(70)をさらに備えます。
【００８０】
　本発明の実施形態によれば、流体容器(50)は、遠位端(M)と基端部(M’)との両方で均一
に正の中空円筒体開口と、流体(53)を含有するように構成されている。流体容器(50)は、
係合手段(14a’,14b’)は、流体容器(50)の先端部(M)において、インジェクタ本体(10)の
内部係合手段(14b)と外部係合手段(14a)のL字溝内に強固に係合します。また、係合手段(
14a’,14b’)は、流体容器の内外に設けられた凸部(50)であります。
【００８１】
　本発明の実施形態によれば、ピストンアッセンブリ(60)は、ピストンフランジ(61)と円
錐キャビティ(66)とを含み、射出工程時に鉗子ロックヘッド(31)を受信・保持します。ピ
ストンフランジ(61)はピストンアッセンブリ(60)の基端(N)にピストンアッセンブリ(60)
の中心にニードルキャッチプロジェクション(65)を有するように構成されています。
【００８２】
　このニードルキャッチプロジェクション(65)は、図3(a)(i)及び3(a)(ii)に示すように
表面に長手方向の溝(F’)または円錐溝(Gr)を設けてもよいであります。また、ニードル
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キャッチプロジェクション(65)は、ニードルキャッチプロジェクション(65)の基端(N’)
に円錐リッジ(68)を備えています。また、ピストンフランジ(61)のリムは、ピストンフラ
ンジ(61)と流体容器(50)との間にピストンシール(63)を保持する複数の溝(62)を有するよ
うに構成されています。
【００８３】
　本発明の実施形態によれば、前記円錐キャビティ(66)は、ピストンアッセンブリ(60)の
先端(0)にピストンアッセンブリ(60)の中央に位置し、射出工程時に鉗子ロックヘッド(31
)を受信・保持します。円錐キャビティ(66)は、プランジャーシャフト(30)の閉鉗子-ロッ
クヘッド(31)の外径より大きい開口径を有し、閉鉗子-ロックヘッド(31)を簡便に受信し
、一方、円錐キャビティ(66)の開口径は、円錐キャビティ(66)の内径よりも小さいため、
プランジャー軸(30)の開鉗子ロックヘッド(31)と強固に係合します。
【００８４】
　本発明の実施形態によれば、前記引き込み針組立体(70)は、皮下注射針(72)を保持する
ように構成されたニードルハブ(71)と、ニードルハブ(71)を保持するように構成された針
ホルダ(74)と、0環(79)と、流体容器(50)の先端(M)に向かって複数の水平方向に拡張され
たピン(86)を有するキャップ(84)と、流体容器(72)の内部に配された皮下注射針(50)を覆
うように構成したニードルガード(85)。さらに、皮下注射針(72)は、均一な中空のレギュ
ラーとストレート、および所望の寸法である。さらに、前記引き込み針組立体(70)は、皮
下注射針(72)なしで設けられてもよいです。
【００８５】
　本発明の実施形態によれば、ニードルハブ(71)は、ニードルハブ(71)の先端(R)に円錐
状のキャビティ(75)を備える。円錐キャビティ(75)は、円錐状の溝(73)よりも直径がわず
かに大きくなる円すいキャビティ(75)の基端(R’)で構成されています。ピストンフラン
ジ(61)のニードルキャッチプロジェクション(65)の円錐リッジ(68)を簡便に受信し、固定
的がニードルキャッチプロジェクション(65)と係合します。先端部(R)における針ハブ(71
)の外径は、ニードルハブ(71)の基端(S)よりも比較的大きい円錐状の構造を構成するため
、円錐形の稜線(76)を設けたニードルハブ(71)の近位端(S)は、ニードルホルダ(74)の基
端(T’)において針状(74)の円錐状のキャビティ(77)の円錐溝(91)内に固定的に付着しま
す。
【００８６】
　また、ニードルハブ(71)は、ニードルハブ(71)の基端(S)の中心位置に皮下注射針(72)
を保持している。注射針(72)は、ロック手段(90)の助けを借りて針ガード(85)の内部にカ
プセル化されています。ニードルガード(85)をニードルハブ(71)から取り出し、その後に
抜去して皮下注射針(72)を露出させてもよいが、針ガード(85)の基端(X)に設けられた構
造(89)のようなノブの助けを借りて90度の角度で反¬時計回り方向にニードルガード(85)
を回転させる。流体容器(50)の基端(M’)は、中央に開口した円錐口(51)を備え、引き込
み式のニードルアッセンブリ(70)を保持する。また、ニードルガード(85)は、ノブ状構造
(89)を設けずに設けることができる。
【００８７】
　本発明の実施形態によれば、ニードルハブ(71)の円錐キャビティ(75)の内径は、ピスト
ンフランジ(61)の針キャッチプロジェクション(65)の外径と等しく、針キャッチプロジェ
クション(65)を受けてしっかりと係合します。
【００８８】
　本発明の一実施形態によれば、針ホルダ(74)の内径が針状ハブ(71)の外径に等しく、針
ハブ(71)と強固に係合して受信します。また、キャップ(84)の円錐空洞の内径は、針ホル
ダ(74)の外径に等しく、針ホルダ(74)としっかりと係合して受信します。さらに、針ホル
ダ(74)とニードルハブ(71)とが共に融着されていてもよいです。
【００８９】
　本発明の実施形態によれば、前記キャップ(84)の複数の水平方向拡張ピン(86)が、0環(
79)の動を保持する複数の裂を通過するように構成されています(79)。キャップ(84)には
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、キャップ(84)の基端(T)にフランジ(87)が設けられており、キャップ(84)の円錐空洞が
針ホルダ(74)を保持するように構成されています。また、ニードルホルダ(74)とキャップ
(84)は、流体容器(50)の基端(M’)に設けられています。
【００９０】
　本発明の実施形態によれば、針ホルダ(74)は、内径が0リング(79)と同様にキャップ(84
)内の内径に等しい外径を有します。さらに、近位端(T’)におけるニードルホルダ(74)の
円錐キャビティ(77)の内面には一様に類似した均一な数の一様な細溝ライニング(88)が設
けられています。ニードルハブ(71)の外周面の基端(S)に設けられたすべての溝ライニン
グ(92)を保持し、固定的に対応するには、針ハブの回転を防止します(71)、ニードルガー
ド(85)を反時計方向に回転させながらニードルガード(85)を除去し、注入処理前の皮下注
射針(72)を露出させます。
【００９１】
　本発明の実施形態によれば、0環(79)は、流体容器(50)の内径と等しい外径を有し、一
方、0環(79)の内径は針ホルダ(74)の外径と等しくなる。この0リング(79)は、複数の裂を
備えており、キャップ(84)の水平方向に拡張されたピン(86)の形状と個数が正確に等しく
なります。この0リングの複数の裂(79)は、キャップ(84)の水平方向に拡張されたピン(86
)に動に係合するように構成されています。
【００９２】
　本発明の実施形態によれば、針ガード(85)は、針ガード(85)と共に皮下注射針(72)を可
能とするノブ状構造体(89)の助けを借りてユーザによって引き出され、針ホルダ(74)から
はみ出しています。また、ニードルガード(85)は、流体容器(50)の開円錐口(51)に等しい
外径を有します。
【００９３】
　つまり、針ガード(85)をユーザをノブのような構造(89)で引き出すと、ニードルハブ(7
1)は、円錐キャビティ内に設けられた針状(74)と溝ライニング(88)の円錐キャビティ(77)
内に固定的に係合する(77)針ホルダ(74)の固定的は、ニードルハブ(71)の基端(S)に設け
られたすべての溝ライニング(92)に係合して収容します。ニードルガード(85)は、90度の
角度で反時計方向に回転させて除去してもよいが、ロック手段(90)をアンロックし、その
後、ニードルガード(85)をニードルハブ(71)から分離して皮下注射針(72)を露出させます
。
【００９４】
　本発明の実施形態によれば、インジェクタ(A)のユナイテッドプランジャーバレル(40)
は、親指レスト(23)を順方向に押し込み、鉗子をしっかりと取り付けプランジャー軸(30)
のロックヘッド(31)は、ピストンアッセンブリ(60)の内円錐キャビティ(66)を図(f)に示
すように1つのプランジャーユニット(67)を形成しています。1つのプランジャーユニット
(67)の近位端(69)を前方方向に押すと、ピストンアッセンブリ(60)は、皮下注射針(72)を
介して注入部位に噴射される前方方向に流体(53)を押し込みます。射出プロセスの終了時
点では、ピストンアッセンブリ(60)の基端(N)は、複数の水平延長ピン(86)と針キャッチ
突起(65)との密着性があり、針ハブ(71)の円錐状の空洞(75)への進入を緩やかに開始しま
す。キャップ(84)の複数の水平延長ピン(86)の上にピストンアッセンブリ(60)によりさら
に圧力をかけ、複数の水平拡張ピン(86)の摺動を生じます。針ホルダー(74)を皮下注射針
(72)とともに針ハブ(71)を保持して離すために、ニードルホルダ(74)を自由に設定する方
向に進みます。
【００９５】
　図4(a)、(a’)、(b)、(b’)、(c)および(c’)は、本発明の実施形態に係るニードル圧
排機構を有する各種の流体カートリッジ(b)を例示しています。
【００９６】
　本発明の実施形態によれば、前記流体カートリッジ(B)は、図4(a)及び(a’)に示すよう
に、皮下注射針(72)を備えており、前記皮下注射針(72)は、その後手動で抜去する必要が
ある、ニードルガード(85)を除去する。この流体カートリッジ(b)は、図4(b)および(b’)
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に示すように皮下注射針(72)を備えてもよいし、前記皮下注射針(72)は、ユナイテッドプ
ランジャーバレル(40)に圧力が加わるためニードルガード(85)と共に出てくる。さらに、
これらの流体カートリッジ(B)の針ホルダ(74)とニードルハブ(71)とが共に融着される。
さらに、前記流体カートリッジ(B)は、図4(c)及び(c’)に示すように皮下注射針(72)を設
けずに、所望の長さまたはボアの所望の皮下注射針(72)を装着してもよいことを特徴とす
る。これらの液体カートリッジ(B)の針ホルダー(74)とニードルハブ(71)も一緒に融合し
ています。
【００９７】
　図4(a)、(b)及び(c)に示すように、流体カートリッジ(b)は、プランジャー軸(30)を有
するインジェクタ(a)と軸しわ鉗子ロックヘッド(31)とを剥離結合している。他の態様で
は、図4(a’)、(b’)及び(c’)に示すように、流体カートリッジ(b)の流体容器(50)は、
流体容器(50)の先端部(M)にゴムキャップ(39)を有するように構成されている。さらに、
これらの流体カートリッジ(B)は、ニードル形プランジャーシャフト(38)を有するインジ
ェクタ(a)と剥離結合している。
【００９８】
　図5(a)、(a’)、(b)、(b’)、(c)及び(e)は、本発明の別の実施形態に係る各種のニー
ドル圧排機構を有する流体カートリッジ(b)の種々の種類を例示する。
【００９９】
　図5(a)、(a’)に示すように、(b)、(b’)、(c)及び(e)、流体カートリッジ(b)は、流体
カートリッジ(b)のピストンアッセンブリ(60)の基端(N)に円筒状の鋸刃(59)を有するよう
に構成されている。これらの流体カートリッジ(B)は、流体容器(50)の基端(M’)の中心に
針ホルダ(74)を有する円形の0環(79)を備えた引き込み式ニードルアッセンブリ(70)を備
えている。また、円形0環(79)は、円形の0環(79)と針ホルダ(74)との間に薄層円形のダイ
アフラム(57)を備えています。
【０１００】
　前記流体カートリッジ(B)は、図5(a)及び(a’)に示すように、皮下注射針(72)を備えて
おり、その後、手動で抜去することが要求される皮下注射針(72)、ニードルガード(85)、
図5(b)及び(b’)に示すような流体カートリッジ(b)においては、針ハブ(71)と針ホルダ(7
4)とが共融着され、さらに皮下に設けられた1つのユニットとして引き込み針組立体(70)
を構成する針(72)針ガード(85)と一緒に。さらに、針ガード(85)とともに皮下注射針(72)
は、ユナイテッドプランジャーバレル(40)に圧力が加わるため、流体カートリッジ(B)か
ら出てくる。さらに、前記流体カートリッジ(B)は、図5(c)及び(c’)に示すように皮下注
射針(72)を設けずに、所望の長さまたはボアの所望の皮下注射針(72)を装着してもよいこ
とを特徴とする。これらの流体カートリッジ(B)のニードルホルダ(74)とニードルハブ(71
)も一体となって、引き込み式のニードルアッセンブリ(70)を1つのユニットとして構成し
ています。
【０１０１】
　本発明の実施形態によれば、この流体カートリッジ(b)は、図5(a)、(b)及び(c)に示す
ように、プランジャー軸(30)を有するインジェクタ(a)と軸しわ鉗子ロックヘッド(31)と
を剥離結合しています。図5(a’)、(b’)及び(e)に示すように、流体容器(b)の流体容器(
50)は、流体コンテナ(50)の先端部(M)にゴムキャップ(39)を有するように構成されていま
す。さらに、これらの流体カートリッジ(B)は、ニードル形状のプランジャーシャフト(38
)を有するインジェクタ(A)と剥離結合しています。
【０１０２】
　図6(a)、(a’)、(b)、(b’)、(c)及び(e)は、本発明の更に別の実施形態に係るニード
ル圧排機構を有する各種の流体カートリッジ(b)を例示します。
【０１０３】
　図6(a)及び(a’)に示すように、液剤カートリッジ(B)は皮下注射針(72)を備えており、
この皮下注射針(72)は、その後手動で抜去する必要があり、ニードルガード(85)を除去し
ます。この流体カートリッジ(b)は、図6(b)および(b’)に示すように皮下注射針(72)を備
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えてもよいし、前記皮下注射針(72)は、ユナイテッドプランジャーバレル(40)に圧力が加
わるためニードルガード(85)と共に出てきます。さらに、これらの流体カートリッジ(B)
の針ホルダ(74)とニードルハブ(71)とが共に融着されます。さらに、前記流体カートリッ
ジ(B)は、図6(c)及び(c’)に示すように皮下注射針(72)を設けずに、所望の長さまたはボ
アの所望の皮下注射針(72)を装着してもよいことを特徴とします。これらの液体カートリ
ッジ(B)の針ホルダー(74)とニードルハブ(71)も一緒に融合しています。
【０１０４】
　本発明の実施形態によれば、この流体カートリッジ(b)は、図6(a)、(b)及び(c)に示す
ように、プランジャー軸(30)を有するインジェクタ(a)と軸しわ鉗子ロックヘッド(31)と
を剥離結合しています。図6(a’)、(b’)及び(c’)に示すように、流体カートリッジ(b)
の流体容器(50)は、流体容器(50)の先端部(M)にゴムキャップ(39)を有するように構成さ
れています。さらに、これらの流体カートリッジ(B)は、ニードル形状のプランジャーシ
ャフト(38)を有するインジェクタ(A)と剥離結合している。さらに、別の針の撤回メカニ
ズムは、以下の図で詳述されています。
流体噴射システム(100)の動作の概略を図7(a)～図7(1)に示します。
【０１０５】
　図7(a)は、本発明の実施形態に係る流体注入システム(100)の図4(a)に示すようにイン
ジェクタ(a)及び流体カートリッジ(B)を例示します。インジェクションプロセスの前に、
流体カートリッジ(B)の流体容器(50)の先端部(M)は、基端部(P)に取り付けられているイ
ンジェクタ(A)は、内部係合手段(14b)を介して、インジェクタ本体(10)の外側係合手段(1
4a)とインジェクタ(a)は、流体容器(50)の係合手段(14a’,14b’)に、図7(b)に示すよう
に流体注入システム(100)を構成します。
【０１０６】
　図7(c)に示すように、針ガード(85)とともに皮下注射針(72)をユーザーが引き出し、ニ
ードルガード(85)とともに皮下注射針(72)を容易に取り出し、流体容器(51)の開円錐口(5
0)を通して伸ばします。ニードルホルダ(74)をクリックして、ニードルハブ(71)に合わせ
ます。その後、ニードルガード(85)を90度によって反時計回り方向に回転させ、ロック手
段(90)のロックを解除し、図7(d)に示すように針ガード(85)を露出させて皮下注射針(72)
を取り出します。
【０１０７】
　図7(e)は、本発明の実施形態に係る流体噴射系(100)のユナイテッドプランジャーバレ
ル(40)を例示します。図7(e)に示すように、LEDインジケータ(42)は、スイッチオンを取
得し、真空(V)は、ユナイテッドプランジャーバレル(40)で生成されるとすぐに点灯し、
皮下注射針(72)の端を点灯し、注入部位の周囲の領域は、継続を示すために注入プロセス
は、ユーザーを誘導し、暗すぎるの注入プロセスを容易にします。
【０１０８】
　親指レスト(23)を介してユナイテッドプランジャーバレル(40)を押すと、プランジャー
シャフト(30)の鉗子ロックヘッド(31)は、ピストンアッセンブリ(60)の円錐キャビティ(6
6)に穏やかに入り込み、図7(f)に示すように単一のプランジャーユニット(67)を構成しま
す。フラップ(32)がフランジリング(12)の中央通路(13)をパススルーするとすぐに、鉗子
ロックヘッド(31)が開き、円錐キャビティ(66)の内部空間を占有するピストンアッセンブ
リ(60)と強固に係合します。さらにシングルプランジャーユニット(67)の基端(69)を押す
と、ピストンアッセンブリ(60)は、皮下注射針(72)を介して体内に注入される前方方向に
流体(53)を同時に押し込みます。射出処理が完了する直前に、ピストンアッセンブリ(60)
の基端(N)が、複数の水平方向に拡張されたピン(86)の先端の端部に密着して、針ホルダ(
74)を保持しているキャップ(84)そして、針ハブ(71)は、図(g)に示す通りであります。さ
らに単一プランジャーユニット(67)を順方向に押し込み、複数の水平延長ピン(86)を前方
方向に摺動させて、キャップの把持部(84)から針ホルダ(74)を取り除きます。同時に、ピ
ストンアッセンブリ(60)のニードルキャッチプロジェクション(65)も、ニードルハブ(71)
の円錐キャビティ(75)にやさしく入り込みます。そして、図7(h)に示すようにニードルホ
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ルダ(74)の円錐状の凹部(77)の円錐溝(91)を占有する円錐状のリッジ(76)の助けを借りて
引き込み式のニードルアッセンブリ(70)を取り付けるためにそこに係合します。
【０１０９】
　射出工程の終了時には、図7(h)に示すように、ニードルハブ(71)を保持する複数の水平
方向に拡張されたピン(86)を前方に完全にスライドさせて針のハブ(71)と共に針ホルダー
(74)との密着性を取り除きます。キャップ(84)。同時に、円錐ロックノッチ(34)は、外側
プランジャーバレル(22)を内部プランジャーバレル(21)自体にしっかりと係合させ、その
内側を押して、仕切りリング(11)の通路を順方向に通過させます。これは、外側プランジ
ャーバレル(22)とその結果、内側プランジャーバレル(21)のロックを解除し、外プランジ
ャーバレル(22)と内側プランジャーバレル(21)との間の真空(V)の減圧による後方方向に
移動します。このため、鉗子ロックヘッド(31)はピストンアッセンブリ(60)の円錐空洞(6
6)内に強固に係止され、ピストンアッセンブリ(60)自体は、引き込み式ニードルアッセン
ブリ(70)に係合してニードルキャッチプロジェクション(65)ニードルハブ(71)の円錐キャ
ビティ(75)は、内プランジャーバレル(21)の移動は、真空(V)の減圧によりニードルハブ(
71)を保持する針ホルダ(74)と共に皮下注射針(72)を緩やかに後退させ、図7(i)に示しま
す。
【０１１０】
　また、プランジャーアッセンブリ(20)の第1ばねは、皮下注射針(72)と共に内プランジ
ャーバレル(21)の後方移動に役立つことがあります。最初のばねは、外側プランジャーバ
レル(22)がユナイテッドプランジャーバレル(40)を構成するために、その全長で引き出さ
れ、真空(V)は、内側プランジャーバレル(21)と外側プランジャーバレル(22)の間に作成
されるときに圧縮されます。外側プランジャーバレル(22)は、射出プロセスの終了時に円
錐ロックノッチ(34)からロック解除されるとすぐに、最初のばねの圧縮は徐々に内側プラ
ンジャーバレル(21)の後方の動きに結果がリリースされる皮下注射針(72).さらに、真空(
V)と第1のばねとの組合せは、皮下注射針(72)と共に内プランジャーバレル(21)の後方移
動に役立つことがあります。
【０１１１】
　図7(j)に示すように、内側プランジャーバレル(21)の後退方向の移動中に、フラップ(3
2)は、フランジリング(12)の中央通路(13)を通過し、鉗子ロックヘッド(31)の閉鎖を生じ
て内側に押し、それ自体を解放するピストンアッセンブリ(60)の円錐キャビティ(66)から
、空の流体カートリッジ(B)内に封入された皮下注射針(72)の後ろに残しておきます。こ
れにより、プランジャー軸(21)と共に内プランジャーバレル(30)が、内プランジャーバレ
ル(21)と外側プランジャーバレル(22)との間の真空(V)直後に初期状態を達成することが
完全に解除されます。インジェクションプロセスが完了するとすぐに、LEDインジケータ(
42)が射出プロセスの完了を示すオフに切り替わります。
【０１１２】
　図7(k)に示すように、皮下注射針(72)を封入した空の流体カートリッジ(B)は、インジ
ェクタ(a)から離脱して安全に廃棄し、インジェクタ(a)は最終的に次の動作の準備になる
ように元の状態を達成します。また、ニードルガード(85)は、図7(1)に示すように空の流
体カートリッジ(B)において後退した皮下注射針(72)に挿入されてもよいです。
【０１１３】
　図8(a)は、本発明の他の実施形態に係る流体噴射システム(100)の図4(b’)に示すよう
に針状プランジャー軸(38)と流体カートリッジ(b)を有するインジェクタ(a)を例示します
。インジェクションプロセスの前に、流体カートリッジ(B)の流体容器(50)の先端部(M)は
、基端部(P)に取り付けられているインジェクタ(A)は、インジェクタ本体(10)の内部係合
手段(14b)を介して、流体の係合手段(14a’)に容器(50)は、図8(b)に示すように流体注入
システム(100)を構成します。
【０１１４】
　図8(c)に示すように、LEDインジケータ(42)は、外側プランジャーバレル(22)が、内部
プランジャーバレル(21)と外側プランジャーの間に真空(V)を保持するユナイテッドプラ
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ンジャーバレル(40)を構成するために、その全長で引き出されるとすぐにオンに切り替わ
ります。バレル(22)とLEDインジケータ(42)は、注射部位の皮下注射針(72)およびその周
辺領域の先端を照らします。親指レスト(23)を通してユナイテッドプランジャーバレル(4
0)を押すと、ニードル形プランジャーシャフト(38)がラバーキャップ(39)を貫通します。
流体容器(50)の遠位端(M)に、ピストンアッセンブリ(60)の円錐キャビティ(66)に穏やか
に入る図8(d)に示すように。さらに、ユナイテッドプランジャーバレル(40)を押すと、ニ
ードル形プランジャーシャフト(38)が前方方向にピストンアッセンブリ(60)を押圧し、そ
の後、引き込み針アセンブリ(70)とともに流体(53)を順方向に押し込みます。皮下注射針
(72)は、流体容器(50)の開口円錐口(51)を介して延び、流体容器(50)の基端(M’)におけ
る流体容器(50)の内部に針ハブ(71)が定着します。ピストンアッセンブリ(60)が前方方向
に移動し、ラバーキャップ(39)から離れていくと、図8(e)に示すように、ピストンアッセ
ンブリ(60)とラバーキャップ(39)の間に真空(V)が発生します。また、針ガード(85)を皮
下注射針(72)から取り出し、皮下注射針(72)を露出させます。
【０１１５】
　図8(f)に示すように、さらに前進方向にユナイテッドプランジャーバレル(40)を押すと
、ニードルハブ(71)の円錐キャビティ(75)は、流体カートリッジ(B)のピストンアッセン
ブリ(60)の針キャッチプロジェクション(65)に取り付けます。射出工程が完了する直前に
、ピストンアッセンブリ(60)の基端(N)が、針ハブ(71)を保持するキャップ(84)の複数の
水平方向に拡張されたピン(86)の先端の端部に密着して、前方に摺動を開始する針のハブ
(71)からの引き込み式の針アセンブリ(70)を方向および分ける。この段階では、インジェ
クタ(A)のUクリップロック手段(35)が外側プランジャーバレル(22)から内側プランジャー
バレル(21)のロックを解除し、真空(V)の放出による内プランジャーバレルの後方移動の
結果となる内側に押圧される内プランジャーバレル(21)と外側プランジャーバレル(22)と
その後、内プランジャーバレル(21)は、図8(g)に示すようにその初期状態になります。イ
ンジェクションプロセスが完了するとすぐに、LEDインジケータ(42)が射出プロセスの完
了を示すオフに切り替わります。
【０１１６】
　また、図8(g)に示すように、真空(V’)は、ゴムキャップ(39)とピストンアッセンブリ(
60)との間に残存し、注射針ハブ(71)の離脱後においても皮下注射針(72)を保持する引き
込み針組立体(70)。この真空(V’)は、ピストンアッセンブリ(60)と共に皮下注射針(72)
を後退方向に後退させ、皮下注射針(72)は、図8(h)に示すように空の流体カートリッジ(B
)内に最終的に封入されます。
【０１１７】
　図8(i)に示すように、封入された皮下注射針(72)を含む空液カートリッジ(B)は、イン
ジェクタ(a)から離脱して安全に処理するのに対し、インジェクタ(a)は最終的に次の動作
の準備になるように元の状態を達成します。
【０１１８】
　図9(a)は、図5(a)に示すようにインジェクタ(a)と流体カートリッジ(B)とを示し、本発
明の更に他の実施形態に係る流体噴射システム(100)について説明する。インジェクショ
ンプロセスの前に、流体カートリッジ(B)の流体容器(50)の先端部(M)は、基端部(P)に取
り付けられているインジェクタ(A)は、インジェクタ本体(10)の内部係合手段(14b)を介し
て、流体の係合手段(14a’)に容器(50)は、図9(b)に示すように流体注入系(100)を構成し
ます。また、流体カートリッジ(b)は、流体カートリッジ(b)のピストンアッセンブリ(60)
の基端(N)に円筒状の鋸刃(59)を有するように構成されています。円筒鋸刃(59)は、流体
カートリッジ(B)のピストンアッセンブリ(60)のニードルキャッチプロジェクション(65)
を囲み、図9(c)(i)、(ii)及び(iii)に示すような孔通路(58)を備えています。
【０１１９】
　図9(d)に示すように、針ガード(85)とともに皮下注射針(72)をユーザーが引き出し、ニ
ードルガード(85)とともに皮下注射針(72)を容易に取り出し、流体容器(51)の開円錐口(5
0)を通して伸ばします。ニードルホルダ(74)をクリックして、ニードルハブ(71)に合わせ
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ます。その後、針ガード(85)を90度によって反時計回り方向に回転させ、ロック手段(90)
のロックを解除し、9(e)に示すように皮下注射針(72)を露出させて針ガード(85)を除去し
て引き出します。
【０１２０】
　図9(f)に示すように、LEDインジケータ(42)は、ユナイテッドプランジャーバレル(40)
に真空(V)が発生するとすぐにオンに切り替えられ、注射部位の皮下注射針(72)とその周
辺領域の先端を照らし、暗所での注入を容易にします。また。親指レスト(23)を通してユ
ナイテッドプランジャーバレル(40)を押し込むと、プランジャーシャフト(30)の鉗子ロッ
クヘッド(31)がやさしく入るピストンアッセンブリ(60)の円錐キャビティ(66)に、図9(g)
に示すように単一プランジャーユニット(67)を構成します。さらに1つのプランジャーユ
ニット(67)を押すと、ピストンアッセンブリ(60)は、図9(h)に示すように輸液(53)を前方
方向に同時に押し込み、皮下注射針(72)を介して体内に注入されます。
【０１２１】
　図9(h)に示すように、ニードルホルダ(74)を有する円形の0リング(79)は、流体容器(50
)の基端部(M’)に設けられています。円形のOリング(79)は、さらに円形のO-リング(79)
と針ホルダー(74)の間に薄層の円形のダイヤフラム(57)を備えています。薄層円形ダイア
フラム(57)の内径が円筒鋸刃(59)の内径よりも僅かに小さいのに対して、薄層円形ダイア
フラム(57)の外縁の直径が外径よりも僅かに大きい円筒鋸刃(59)は、円筒状の鋸刃(59)が
円形のダイアフラム(57)の薄層を簡便に切断し、注射工程の最後に針ホルダ(74)を強固に
保持することができます。また、前記引き込み針組立体(70)は、前記ロック手段(90)を介
して前記ニードルガード(85)内に封入された皮下注射針(72)を含むニードルハブ(71)を備
えます。
【０１２２】
　さらに単一プランジャーユニット(67)を前方方向に押し込み、図9(i)に示すように、円
筒鋸刃(59)は、薄層円形絞り(57)を切り取り、射出工程の終了時に針ホルダ(74)を保持し
ます。同時に、ピストンアッセンブリ(60)のニードルキャッチプロジェクション(65)も、
ニードルハブ(71)の円錐キャビティ(75)内に入り込み、引き込み式ニードルアッセンブリ
(70)を取り付けるために内部に係合します。同時に、円錐ロックノッチ(34)は、外側プラ
ンジャーバレル(22)を内部プランジャーバレル(21)自体にしっかりと係合させ、その内側
を押して、仕切りリング(11)の通路を順方向に通過させます。外側プランジャーバレル(2
2)をロック解除して解放し、その結果、図9(j)に示すように外側プランジャーバレル(22)
と内プランジャーバレル(21)との間の真空(V)の減圧により内プランジャーバレル(21)が
後退方向に移動します。また、内プランジャーバレル(21)の移動は、減圧(V)の減圧によ
るニードルハブ(71)を保持する針ホルダ(74)と共に皮下注射針(72)を後方方向に緩やかに
後退させます。
【０１２３】
　図9(k)に示すように、内側プランジャーバレル(21)の後退方向の移動中に、フラップ(3
2)は、フランジリング(12)の中央通路(13)を通過し、鉗子ロックヘッド(31)の閉鎖を生じ
て内側に押し、それ自体を解放するピストンアッセンブリ(60)の円錐キャビティ(66)から
、空液カートリッジ(B)内に封入された皮下注射針(72)の後ろに残しておきます。これに
より、プランジャー軸(30)と共に内プランジャーバレル(21)は、真空(V)が完全に放出さ
れた後すぐに初期状態を達成します。インジェクションプロセスが完了するとすぐに、LE
Dインジケータ(42)が射出プロセスの完了を示すオフに切り替わります。
【０１２４】
　図9(1)に示すように、皮下注射針(72)を封入した空の流体カートリッジ(B)は、インジ
ェクタ(a)から離脱して安全に廃棄し、インジェクタ(a)は最終的に次の動作の準備になる
ように元の状態を達成します。また、ニードルガード(85)は、図9(m)に示すように、空の
流体カートリッジ(B)に、後退した皮下注射針(72)に挿入してもよいです。
【０１２５】
　図10は、本発明の更に他の実施形態に係る流体噴射システム(100)の図(a)に示すインジ
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ェクタ(a)及び流体カートリッジ(B)を例示します。インジェクションプロセスの前に、流
体カートリッジ(B)の流体容器(50)の先端部(M)は、基端部(P)に取り付けられているイン
ジェクタ(A)は、インジェクタ本体(10)の内部係合手段(14b)を介して、流体の係合手段(1
4a’)に容器(50)は流体注入システム(100)を構成します。
【０１２６】
　図10に示すように、流体カートリッジ(B)のピストンアッセンブリ(60)は、ピストンア
センブリ(60)のピストンフランジ(61)の基端(0)におけるピストンフランジ(61)のリムに
円リッジ突起(64)を有するように構成されています。この円形リッジ突起(64)は、0環(79
)の遠位端(S’)における引き込み針組立体(70)の0リング(79)の幅と等しい幅を有します
。引き込み式ニードルアッセンブリ(70)の針ホルダ(74)には、さらにつば突(55)を設けた
フランジ縁(54)が設けられています。フランジリム(54)と内部間に、0リング(79)をしっ
かりと保持する針ホルダ(74)の先端(X’)または流体容器(B)の。この0環(79)は、幅と、
遠位端(S’)における内外径が幅と等しく、円リッジ突起(64)の基端(W)における円リッジ
突起(64)の内外径を有します。また、0リング(79)の基端(W’)における0環(79)の内径は
、0環の先端(S’)における0環の内径よりも大きい(79)フランジリム(54)の襟の突起(55)
の周りに0リング(79)の便利な座席を許可します。また、流体注入システム(100)の動作に
ついては、前述の実施形態で説明したが、そのため、簡潔にするためにも同様のことはこ
こでは論じられていません。さらに、皮下注射針の圧排機構(72)は、射出処理が完了する
直前の他の実施形態とは異なり、円尾根突起(64)が0環(79)を前方方向に押し出して外れ
る針ホルダ(74)のフランジリム(54)からの0リング(79)は、針ホルダ(74)の放出を生じま
した。その後、内プランジャーバレル(21)の後方方向への移動は、前の実施形態で説明し
たように、減圧(V)の減圧によりニードルハブ(71)を空の流体カートリッジ(B)に保持した
針ホルダ(74)と共に皮下注射針(72)を緩やかに収縮させます。また、インジェクタ(A)は
、最終的に次の操作の準備になるために、元の状態を達成します。
【０１２７】
　図11は、本発明の実施形態に係る流体集電体(200)の斜視図を示します。図11に示すよ
うに、流体集電体(200)は、流体容器(50’)と、ピストンアッセンブリ(60’)と、コンテ
ナカバー(80)とを備えています。また、流体集電体(200)はインジェクタ(a)の基端(P)に
インジェクタ(a)を剥離ています。
【０１２８】
　本発明の実施形態によれば、流体容器(50’)は、円錐形の基端(C’)に針ホルダ(71’)
を含む中心延長された円錐図法(70’)を有する一様に正の中空円筒体であります。突起(7
0’)は、着脱可能な皮下注射針(72’)を保持します。流体容器(50’)の遠位端(E’)は、
ダイアフラムの薄層(52)で覆われています。また、流体容器(50’)は、係合手段(14a")を
備えており、14b")先端部(E’)において、インジェクタ本体(10)の内嵌合手段(14b)と前
記基端部(P’)に設けられた外側係合手段(14a)とを強固に係合させます。
【０１２９】
　本発明の実施形態によれば、ピストンアッセンブリ(60’)はピストンアセンブリ(60’)
の遠位端(D’)でピストンアッセンブリ(60’)の中心に円錐キャビティ(66’)を備えたピ
ストンフランジ(61’)を含み、インジェクタ(A)のプランジャーシャフト(30)の鉗子ロッ
クヘッド(31)を流体採取工程中に行います。流体容器(50’)のダイアフラム(52)の薄層を
鉗子ロックヘッド(31)で刺し、その後鉗子ロックヘッド(31)をピストンアッセンブリ(60
’)の円錐キャビティ(66’)に進入させます。円錐キャビティ(66’)は、円錐キャビティ(
66’)の内径よりも小さい開口径を有しており、インジェクタ(A)のプランジャーシャフト
(30)の開放鉗子ロックヘッド(31)と強固に係合します。また、円錐キャビティの開口径(6
6’)は、プランジャーシャフト(30)の閉鉗子-ロックヘッド(31)の外径よりも大きく、閉
鉗子-ロックヘッド(31)を受信するのが簡便であります。また、ピストンフランジ(61’)
のリムには、ピストンフランジ(61’)と流体容器(50’)との間にピストンシール(63’)を
保持する複数の溝(62’)が設けられています。
【０１３０】
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　本発明の実施形態によれば、容器カバー(80)は、遠位端(F’)に開口した口を有する中
空円筒体を均一に規則正しく有しています。この容器カバー(80)は、流体容器(50’)の基
端(G’)に流体容器(50’)の外径よりも僅かに高い内径を有し、流体容器(50’)を強固に
保持するために固定的を覆います。また、容器カバー(80)は、容器カバー(80)の先端部(F
’)において開口口の方に対向する容器カバー(80)の中央に凹状のダイアフラム(81)を内
部的に設けられています。さらに、容器カバー(80)は、流体容器(50’)と着脱に取り付け
られています。凹面のダイヤフラム(81)は凹面のダイヤフラム(81)の中心に中心の穴(82)
を持っています。中央の穴(82)は、取り外し可能なニードルハブ(78)よりも直径が小さい
ように構成されています。
【０１３１】
　本発明の実施形態によれば、前記凹ダイアフラム(81)は、それぞれのフラップ数を構成
する複数の等しい部分に分割され、これは、容器カバー(80)の底面に向かってのみ押圧す
るように構成されており、中央孔(82)のサイズを大きくして、着脱可能な皮下針(72’)の
リムの進入を許可します。また、中央孔(82)は、着脱可能皮下注射針(72’)を後退方向に
後退させることはできません。
【０１３２】
　本発明の実施形態によれば、容器カバー(80)は、流体容器(50’)と容器カバー(80)との
間に取り外し可能なリングシール(83)を介して流体容器(50’)と強固に取り付けられ、流
体容器(50’)の基端(G’)を覆います。
　インジェクタ(a)と結合された流体集電体(200)の動作の概略を図12(a)～図12(o)に示し
ます。
【０１３３】
　図12(a)は、本発明の実施形態に係る流体集電体(200)とインジェクタ(a)を例示します
。流体捕集処理の前に、流体集電体(200)は、流体容器(50’)の先端(E’)に設けられた係
合手段(14a")を介してインジェクタ(A)の基端部(P)において簡便に取り付けられ、内部に
強固に係インジェクタ本体(10)の基端(P’)に設けられた係合手段(14b)は、図12(b)に示
すようにインジェクタ(a)と流体集電体(200)の結合部を構成します。また、図12(c)に示
すように取り外し可能なリングシール(83)を流体容器(50’)から除去します。
【０１３４】
　図12(d)に示すように、インジェクタ(A)の外側プランジャーバレル(22)は、内部に突出
フランジリム(24)がUクリップロック手段(35)の円錐ロックノッチ(34)を通過しない限り
後方方向に引き抜かれ、遠位端(G)に係合する内プランジャーバレル(21)の内プランジャ
ーバレル(21)と外側プランジャーバレル(22)を結合させて、ユナイテッドプランジャーバ
レル(40)を構成します。このプロセスの間に、内部プランジャーバレル(21)と外側プラン
ジャーバレル(22)との間に真空(V)が発生する。LEDインジケータ(42)は、ユナイテッドプ
ランジャーバレル(40)で真空(V)が発生するとすぐにオンになり、皮下注射針(72)の先端
を照らします。
【０１３５】
　図12(e)に示すように、容器カバー(80)を流体容器(50’)から取り出し、その後、着脱
可能な皮下注射針(72’)を流体または標的のソースに簡便に突き刺しています。
【０１３６】
　図12(f)に示すように、ユナイテッドプランジャーバレル(40)は親指レスト(23)を介し
て前方方向に押し出され、インジェクタ(A)のプランジャーシャフト(30)の鉗子ロックヘ
ッド(31)が流体集電体(200)にやさしく入り込むため、貫通フラップ(32)の基端(K’)に設
けられた鋭利な刃の助けを借りて、流体容器(50’)のダイヤフラム(52)の薄層。ダイアフ
ラム(52)の薄層を突き刺した後、鉗子ロックヘッド(31)がピストンアッセンブリ(60’)の
円錐キャビティ(66’)に入り込み、鉗子ロックヘッド(31)は、図12(g)に示すように円錐
空洞(66’)でしっかりと保持されています。
【０１３７】
　この段階では、Uクリップロッキング手段(35)の円錐ロックノッチ(34)は、外側プラン
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ジャーバレル(22)を内側プランジャーバレル(21)自体にしっかりと係合させ、仕切りリン
グ(11)の通路を軸方向に通過しながら内部を押します。方向.これは、外プランジャーバ
レル(22)をロック解除し、解放し、流体コレクター(200)のピストンアッセンブリ(60’)
と一緒に内部プランジャーバレル(21)の後退を促進し、流体の源からの流体の吸引の結果
を通過着脱可能な皮下注射針(72’)を、図12(h)に示すように流体容器(50’)内に回収し
ます。
【０１３８】
　図12(i)に示すように、プランジャーシャフト(30)のフラップ(32)がダイアフラム(52)
の薄層を含むフランジリング(95)を通過すると、鉗子ロックヘッド(31)は鉗子ロックヘッ
ド(31)の剥離を生じて内側に押されて閉塞されます。流体集電体(200)のピストンアッセ
ンブリ(60’)の円錐キャビティ(66’)。これにより、流体の固定体積が流体集電体(200)
に貯留されます。内部プランジャーバレル(21)と外側プランジャーバレル(22)の間の真空
(V)が完全に解放されると、内部プランジャーバレル(21)は、図12(j)に示すように、ユナ
イテッドプランジャーバレル(40)をフォールドする最初の元の位置を達成します。流体の
収集プロセスが完了するとすぐに、LEDインジケータ(42)は、流体の収集プロセスの完了
を示すオフに切り替えられます。
【０１３９】
　インジェクタ(A)の押ボタン(43)は、内部プランジャーバレル(21)と外側プランジャー
バレル(22)との間の減圧の影響で、ユナイテッドプランジャーバレル(40)の後退の動きを
調節、制御または制限するために使用することができます。プッシュボタン(43)を押すと
、ユナイテッドプランジャーバレル(40)の移動が後方方向に制限され、押しボタン(43)が
押されていないときに後退することができます。
【０１４０】
　図12(k)に示すように、着脱可能な皮下注射針(72’)は、流体の源から緩やかに引き抜
かれ、容器カバー(80)で覆われている。容器カバー(80)で覆いながら、着脱可能な皮下注
射針(72’)のリムは、凹部ダイアフラム(81)のフラップを前方方向に押圧し、中央孔(82)
の径を大きくし、脱着できる皮下針の通過を許容するように中央の穴を横切るリム(82)。
カバープロセスの完了時に、凹面のダイヤフラム(81)のフラップは、初期状態を保持しま
す。流体を含む流体集電体(200)は、図12(1)に示すようにインジェクタ(A)との間で簡便
に分離することができます。
【０１４１】
　本発明の実施形態によれば、流体集電体に貯留された流体(200)がさらに処理されます
。流体の処理のために、収集された流体は、便利で効率的にインジェクタ(A)自体によっ
て実行される流体コレクター(200)から撤退する必要があります。
【０１４２】
　図12(m)に示すように、貯留流体を含む流体集電体(200)は、インジェクタ(A)と再び取
り付けられています。また、流体集電体(200)とインジェクタ(A)とのアタッチメントは、
前述したものであるため、簡潔にするためにも同様にここでは論じられていません。
【０１４３】
　図12(n)に示すように、容器カバー(80)を前方方向に引き出して除去します。このプロ
セスの間に、着脱可能な皮下注射針(72’)は着脱式のニードルホルダ(71’)から分離され
、凹状のダイアフラム(81)の中心孔(82)の直径として、着脱式の皮下針(72’)の縁よりも
小さいものである取り外し可能な皮下注射針(72’)を後方方向に移動させ、脱離皮下注射
針(72’)を流体容器(50’)から離脱させます。取り外し可能な皮下注射針(72’)は、最終
的に安全にコンテナカバー(80)の内部に残っており、再利用不可能になります。さらに、
新鮮な皮下注射針は、流体容器(50’)を必要に応じて所望のボリューム内の流体の内容を
解放するために全体のプロセスを繰り返すために添付されることがあります。
【０１４４】
　図12(o)に示すように、流体集電体(200)からの流体の完全放電後、空流体集電体(200)
は、容器カバー(80)を固定して再度、空流体集電体(200)をインジェクタ(A)から切り離し
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た後に安全に廃棄することによりカバーすることができます。
【０１４５】
図13(a)に示すように適当な長さの円筒状の中空バレルリング(49)を、流体容器(50’)の
先端(E’)を介して流体集電体(200)に挿入してもよいし、予め定義された流体の体積の集
合を確保します。円筒状の中空バレルリング(49)の外径は、流体容器(50’)の内径と等し
く、一方、円筒状の中空バレルリング(49)の内径は、インジェクタ(A)のフランジリング(
12)の内径と等しくなります。また、円筒状の中空バレルリング(49)の長さは、流体の適
切な/所望の予め定義された体積を収集するために必要とされる要件に従って含まれる流
体の長さよりも小さい。円筒状の中空バレルリング(49)を流体容器(50’)に挿入する際に
は、先端部(Elは、薄層ダイアフラム(52)を含むフランジリング(95)を前方方向にスライ
ドさせて流体容器(50’)内のスペースを減少させます。図13(b)および(c)に示すように流
体の予め定義された体積を収集します。
　図14は、本発明の実施形態に係る流体注入方法(300)を示すフローチャートであります
。
【０１４６】
　ステップ302において、図14に示すように、流体カートリッジ(b)のピストンアッセンブ
リ(60)と引き込み式ニードルアッセンブリ(70)との間に挟まれた流体(53)を備えたカート
リッジ(b)が設けられています。また、流体(53)は、注射液であります。
【０１４７】
　ステップ304では、流体カートリッジ(B)は、プランジャー軸(30)とユナイテッドプラン
ジャーバレル(40)を有するインジェクタ(A)と可逆的に結合されています。また、インジ
ェクタ(A)は、外側プランジャーバレル(22)内に内プランジャーバレル(21)可能を有しま
す。さらに、流体カートリッジ(B)はインジェクタ(a)の基端(P)におけるインジェクタ(a)
と可逆的に結合しています。
【０１４８】
　本発明の実施形態によれば、ユナイテッドプランジャーバレル(40)は、外側プランジャ
ーバレル(22)を完全に引き抜くことにより形成されます。また、ユナイテッドプランジャ
ーバレル(40)は、内プランジャーバレル(21)と外側プランジャーバレル(22)との間に真空
(V)を保持するように構成されています。
【０１４９】
　すなわち、外側プランジャーバレル(22)は、内側プランジャーバレル(21)のロック手段
(35)と外側プランジャーバレル(22)の可逆的な係合を生じるその全長で引き出され、外側
プランジャーバレル(22)の動きを制限前進方向　そして、ユナイテッドプランジャーバレ
ル(40)を形成します。
【０１５０】
　本発明の実施形態によれば、インジェクタ(A)は、プランジャー軸(30)の軸方向の移動
を前進方向に、そしてプランジャー軸(30)を後退させるための後方に作動するように構成
されています。
【０１５１】
　ステップ306では、ユナイテッドプランジャーバレル(40)を前方方向に押して流体(53)
を流体カートリッジ(B)から注射部位に届けます。また、液体カートリッジ(b)の引き込み
式ニードルアッセンブリ(70)は、噴射工程終了後の真空(V)の放出により空液カートリッ
ジ(b)内に後退します。
【０１５２】
　本発明の実施形態によれば、内プランジャーバレル(21)の移動を後方方向に緩やかに引
き込み式ニードルアッセンブリ(70)を空流体カートリッジ(B)に戻し、その後、内プラン
ジャーバレル(21)初期状態を達成します。
　図15は、本発明の実施形態に係る流体収集方法(400)を示すフローチャートであります
。
【０１５３】
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　ステップ402では、ピストンアッセンブリ(60’)と着脱可能な皮下注射針(72’)を有す
る流体集電体(200)が設けられています。また、着脱可能な皮下注射針(72’)は、容器カ
バー(80)で覆われています。
【０１５４】
　インジェクタ(A)は、外側プランジャーバレル(22)内に内部プランジャーバレル(21)可
能を有します。また、流体集電体(200)は、インジェクタ(a)の基端(P)におけるインジェ
クタ(a)と可逆的に結合しています。
【０１５５】
　本発明の実施形態によれば、ユナイテッドプランジャーバレル(40)は、外側プランジャ
ーバレル(22)を完全に引き抜くことにより形成されます。また、ユナイテッドプランジャ
ーバレル(40)は、内プランジャーバレル(21)と外側プランジャーバレル(22)との間に真空
(V)を保持するように構成されています。
【０１５６】
　本発明の実施形態によれば、インジェクタ(A)はプランジャー軸(30)の軸方向の移動を
前進方向に、およびプランジャー軸(30)を後退させるための後方向きに作動するように構
成されています。
　ステップ406では、容器カバー(80)を流体集電体(200)から取り出し、着脱可能な皮下注
射針(72’)を露出させます。
【０１５７】
　本発明の実施形態によれば、容器カバー(80)を流体集電体(200)から分離するために前
記取り外し可能なリングシール(83)を流体集電体(200)から除去します。
　ステップ408では、着脱可能な皮下注射針(72’)がターゲット流体源に挿入されます。
【０１５８】
　本発明の実施形態によれば、また、ステップ408は、ユナイテッドプランジャーバレル(
40)を前進方向に押し込むステップを備え、インジェクタ(a)のプランジャー軸(30)をピス
トンアッセンブリ(60’)の流体集電体(200)に取り付ける工程であります。
　ステップ410では、ターゲット流体源から流体が流体集電体(200)に回収されます。
【０１５９】
　本発明の実施形態によれば、真空(V)の放出により、プランジャー軸(30)とピストンア
ッセンブリ(60’)とに沿って内プランジャーバレル(21)の後方移動が生じ、流体の吸引に
つながる着脱可能な皮下注射針(72’)の通過を介してターゲット流体源は、流体コレクタ
ー(200)に流体を収集します。
【０１６０】
　上記の流体注入システムとその方法は、既存の皮下注射器の問題や欠点を克服し、引き
込み式の針を持ち、それらの上に多くの利点を提供しています。流体注入システムは、イ
ンジェクタと液体カートリッジを持っていると自己生成真空のおかげで皮下注射針を撤回
することができます、そして注入プロセスの完了の後で液体カートリッジ内の撤回された
位置の皮下注射針をカプセル化します。
【０１６１】
　また、後退した針を封入した流体カートリッジは再利用不能となります。また、流体注
入システムのインジェクタは再利用可能です。流体注入システムは、経済的かつユーザー
フレンドリーであり、皮下注射針の撤回のための撤回機構を有効にする追加の力を適用す
ることを避けます。皮下注射器の圧排は、第1ばねの有無にかかわらず行うことができま
す。さらに、提案された流体注入システムはまた、注入プロセスを実行する利点を提供し
、患者はまた、注入プロセスの完了後にLEDインジケータがオフに切り替えられるように
、注入プロセスを認識します。
【０１６２】
　上記の例示的な実装は、特定の形状、寸法、およびその他の特性で説明されていますが
、本発明の範囲は、他の様々な形状、寸法、および特性が含まれています。また、上記の
ような流体注入システムは、他のさまざまな方法で設計され、製造することができ、他の
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様々の材料や他の様々な流体カートリッジ、流体容器、皮下注射針などを含めることがで
きます。
【０１６３】
　これらの実施形態に対する種々の変形は、当業者には説明及び添付図面から明らかであ
ります。本明細書に記載された各種実施形態に関連する原則は、他の実施形態に適用する
ことができます。
【０１６４】
　従って、説明は、添付の図面と共に示した実施形態に限定されるものではなく、本明細
書に開示または提案された新規かつ独創的な特徴とその原理との整合性の最も広い範囲を
提供することであります。したがって、本発明は、本発明の範囲内において該当するその
他の選択肢、改変、及びその他すべてについて保持することが予想されます。
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