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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　穿刺可能なストッパ（２８）を備えたバイアル（１４）と、内部に穿刺可能なピストン
（２７）をスライド自在に取付けた円筒形の容器部（２５）を具備するカープレ（１２）
との間で液体を双方向に輸送するための液体輸送装置において、
　前記バイアル（１４）に固定するための手段（１８）を有した本体（１６）と、
　前記カープレのピストン（２７）に刺すための第１の端部（２４Ｂ）と、前記バイアル
（１４）のストッパ（２８）に刺すための第２の端部（２４Ａ）とを有した中空状の針（
２４）と、
　前記カープレの容器部（２５）を前記針（２４）の中心軸線に沿って軸方向に移動する
ことを拘束するための手段を有し前記針（２４）の中心軸線に沿って本体（１６）に関し
て変位自在の移動要素（２０）と、
　前記本体（１６）に関して前記ピストン（２７）のための停止部を画成する、前記本体
（１６）と前記カープレのピストン（２７）との間に配置されたスリーブ（２２）とを具
備し、
　前記中空の針（２４）が前記本体（１６）に固着され、前記本体に関して軸方向に固定
されていることと、
　前記スリーブ（２２）が前記本体（１６）に関して、前記ピストン（２７）が前記針の
第１の端部（２４Ｂ）から離間して配置された初期位置と、前記針（２４）が前記ピスト
ン（２７）を関して係合する最終位置との間で変位自在となっていることとを特徴とした
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液体輸送装置。
【請求項２】
　前記移動要素（２０）と本体（１６）とが、前記ピストン（２７）が前記容器部（２５
）から引き出される方向への該本体（１６）に関する前記移動要素（２０）の変位を限定
するための手段（９８、１０６）を有している請求項１に記載の液体輸送装置。
【請求項３】
　前記移動要素（２０）と前記本体（１６）とが、相互に直線状に案内して回転動作を拘
束するための手段（１０４、１０６）を具備する請求項１に記載の液体輸送装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、穿刺可能なストッパを備えたバイアルと、内部に穿刺可能なピストンをスライ
ド自在に取付けた円筒形の容器部を具備するカープレとの間で液体を双方向に輸送するた
めの液体輸送装置において、前記バイアルに固定するための手段を有した本体と、前記カ
ープレのピストンに刺すための第１の端部と、前記バイアルのストッパに刺すための第２
の端部とを有した中空状の針と、前記カープレの容器部を前記針の中心軸線に沿って軸方
向に移動することを拘束するための手段を有し前記針の中心軸線に沿って本体に関して変
位自在の移動要素と、前記本体に関して前記ピストンのための停止部を画成する、前記本
体と前記カープレのピストンとの間に配置されたスリーブとを具備した液体を双方向に輸
送するための液体輸送装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
こうした液体を双方向に輸送する液体輸送装置はフランス国特許出願第２７９０９４８号
に記載されている。
該公報において、カープレとバイアルとを連通させる手段を形成する針は、本体に関して
軸方向にスライド自在な穿刺可能なシャットルに取付けられている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
然しながら、この液体輸送装置の操作は比較的複雑である。
従って、本発明の目的は、操作が簡単な液体輸送装置を提供することである。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するために、本発明の液体を双方向に輸送するための液体輸送装置は、
中空の針が本体に固着され、本体に関して軸方向に固定されていることを特徴とする。
【０００５】
また、本発明の特定の実施形態では、前記液体輸送装置は、下記の１または複数の特徴を
有している。
前記スリーブが前記本体に関して、前記ピストンが前記針の第１の端部から離間して配置
された初期位置と、前記針が前記ピストンを関して係合する最終位置との間で変位自在と
なっていること。
【０００６】
前記移動要素と本体とが、前記ピストンが前記容器部から引き出される方向への該本体に
関する前記移動要素の変位を限定するための手段を有していること。
前記移動要素と前記本体とが、相互に直線状に案内して回転動作を拘束するための手段を
具備すること。
【０００７】
【発明の実施の形態】
図１に示す液体輸送装置１０は、軸線Ｘ－Ｘを有した概ね円筒形状を有している。液体輸
送装置１０はシリンジまたはカープレ(carpule)１２（図２、４）とバイアル１４（図２
、４）との間で液体を双方向に輸送するようになっている。
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【０００８】
液体輸送装置１０は本体１６を具備し、該本体１６の下端にはバイアルに固定するための
手段１８が設けられている。また、前記カープレの全体を支持する移動要素２０が、本体
１６に対してスライド自在に取付けられている。更に、本体１６にはスリーブ２２が設け
られており、該スリーブは、カープレ１２のピストンに着座するプランジャを形成する。
【０００９】
前記液体輸送装置は、更に、本体１６に固着された中空の輸送針２４を有している。中空
の輸送針２４は、図２では見えるようにするために、本体１６から離間させて図示されて
いる。
【００１０】
それ自体公知となっており、また図４に示すように、カープレ１２は、液体輸送装置から
取り外して注射針およびピストンロッドを取付けた後に注射できるようになっている。カ
ープレ１２は、円筒形状の容器部２５を有しており、容器部２５の前端には、穿刺可能な
膜２６により閉鎖された小径の頸部が形成されている。膜２６は、カープレに取付けられ
た注射針により刺されるようになっており、これにより注射をする準備ができる。カープ
レは、更に、穿刺可能なピストン２７を有しており、ピストン２７は容器部２５内で軸方
向にスライドすることができる。最初にカープレは溶媒が充填されている。
【００１１】
バイアル１４は、穿刺可能な膜２８により閉じられた開口部を有するガラス製の本体部分
を有している。前記開口部には、カラー２９を形成する外周リムが設けられている。バイ
アル１４は、最初に、前記カープレ内の溶媒により溶解されるフリーズドライされた物質
が封入されている。
【００１２】
添付図面に示すように、本体１６は概ね中空形状を呈している。その下端には、バイアル
１４を受容するためのハウジング３１を画成するキャップ３０が設けられている。ハウジ
ング３１は、バイアル１４を受容するためのボール部３４を有した円筒壁３２により形成
されている。ボール部３４は、円筒壁３２よりも直径の小さな円筒壁３６により形成され
ており、該ボール部は、ベース部を形成する端壁３７により閉じられている。
【００１３】
円筒壁３２の内面には突起部４０が形成されており、該突起部４０がバイアルの開口部の
背面に柔軟に係合することによりバイアルが軸方向に保持される。
輸送針２４が前記ボール部のベース部３７を軸方向に貫通する。この輸送針は、ハウジン
グ３０から突出するフランジ部４２により保持されている。フランジ部４２により、本体
１６および輸送針２４が共に軸方向に移動可能となる。
【００１４】
輸送針２４は、ハウジング３０内に突き出した第１の端部２４Ａを有している。この第１
の端部は、バイアル１４の膜２６を突き刺すようになっている。
輸送針２４は、ベース部３７の反対側で本体１６の概ね全長にわたって延在している。ベ
ース部３７のこちら側にカープレのピストンを刺すための輸送針２４の第２の端部２４Ｂ
が配置されている。
【００１５】
更に、本体１６には、前記キャップの円筒壁３２を延長する中空シャフト５０が配設され
ている。中空シャフト５０は、側壁３６を包囲する。環状の空間５２が円筒壁３６と中空
シャフト５０の下端部分との間に形成される。
【００１６】
中空シャフト５０には、長手方向に延びる複数のスリットと複数の窓が形成されており、
移動要素２０に形成されたカープレを保持する突起部およびスリーブ２２に形成された突
起部と柔軟かつ確実に係合するようになっている。
【００１７】
スリーブ２２の下端部には、ボール部３４の周縁部に係合するベル形の座６０が配設され
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ている。スリーブ２２の他端にはカープレのピストンに取り付けるための取付部６２が配
設されている。
【００１８】
より詳細には、スリーブ２２は輸送針２４を包囲する円筒壁６４を有している。円筒壁６
４の外径はカープレの容器部の内径よりも小さくなっており、該スリーブがカープレ内に
進入可能となっている。
【００１９】
座６０は、円筒壁６４の端部と同一の材料により形成されている。前記座は、環状空間５
２内に受容されるスカート部６６を具備している。該スカート部は、カラー６８により円
筒壁６４に連結されている。
【００２０】
その先端において、スカート部６６の外側には直径を挟んで両側に配設されスナップ式に
嵌合される２つの突起部７０が形成されている。図３に示すように、これらの突起部は、
本体の中空シャフト５０に形成された２つの窓７２内に需要されるようになっている。窓
７２はキャップ３０から所定の距離を以て離間している。
【００２１】
同様の窓７４が前記キャップのカラー２９の近傍に配設されており、スリーブ２２が輸送
針２４に沿ってバイアル１４の方に移動したときに、スナップ式に嵌合される突起部７０
を受容するようになっている。
【００２２】
円筒壁６４の反対側の端部において、カープレのピストンに固定され該ピストンを支持す
るための取付部６２は、ネジが形成されたコネクタ７５を具備している。コネクタ７５は
円筒壁６４から連続して延びている。このネジが形成されたコネクタ７５は、小さな直径
を有し、ピストン２７のネジが形成された凹所の内ネジと共働する外ネジが形成されてい
る。
円筒壁６４とコネクタ７５とを連結するために、円筒壁６４の端部に肩部７６が形成され
ている。更に、前記肩部により、カープレのピストンが支持される。
【００２３】
コネクタ７５は、フランジ部７７を以て前記円筒形の本体内部に延びている。コネクタ７
５およびフランジ部７７には、輸送針２４を案内するための通路７８が形成されており、
輸送針２４の先端は第２の端部２４Ｂとなっている。輸送針２４およびスリーブ２２の他
の種々の構成要素は、スリーブ２２が初期位置にありスナップ式に嵌合する突起部７０が
窓７２内に受容されているとき、輸送針２４の第２の端部２４Ｂが通路７８内に配置され
るような寸法となっている。
【００２４】
カープレの容器部を支持、移動させるための移動要素２０は、カープレ支持部８０と、カ
ープレ支持部に螺合するカバー８２とを含んでいる。カープレ支持部８０とカバー８２と
により、カープレの容器部２５を軸方向に固定するためのハウジング８４が形成される。
【００２５】
カープレ支持部８０は中空部８６を具備しており、該中空部の内径は容器部２５の外径に
一致している。前記中空部は、その外面にカバー８２の端部分に形成された相補的なネジ
部に共働するネジ部を有している。カバー８２は、円筒形の側壁８８を有しており、該側
壁内にカープレを支持する中空部８６が部分的に受容される。側壁８８の端部には、操作
者の手を置くための表面を形成する端壁９０が形成されている。
【００２６】
カバー８２の反対側の端部において、前記円筒部はカラー９１を具備しており、該カラー
は前記容器部の後端を支持するための肩部を形成している。カラー９１は、前記スリーブ
の円筒壁６４を中心として設けられた周縁リップ部９２を以て延長されており、移動要素
２０をスリーブ２２に関して軸方向に案内する。
【００２７】
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更に、カープレ支持部８０は、中空部８６を中心とする外スカート部９４を具備している
。外スカート部９４はカバー８２を中空部８６に取着するためのネジ部と、周縁リップ部
９２ある中空部８６の端部との間に延在している。他方、外スカート部９４は、直径を挟
んで両側に配置された一対の第１の突起部９８を具備しており、該第１の突起部は前記本
体の中空部の上端部近傍に形成された２つの窓１００に受容されてスナップ式に嵌合する
ようになっている。更に、外スカート部９４の先端部分には一対の第２の突起部１０４が
配設されている。該突起部は、前記本体の中空シャフト５０の概ね全長に渡って延び直径
を挟んで両側に形成された長手のスロット１０６に受容される。
【００２８】
図３～図７を参照して、上記液体輸送装置の作用を説明する。
該液体輸送装置の貯蔵状態を図３に示す。この状態では、バイアルもカープレも該液体輸
送装置に装着されていない。
【００２９】
先ず、カープレ１２が図４に示すように移動要素２０に装着される。この目的のために、
カバー８２がカープレ支持部８０から取り外される。次いで、カープレが、その後端から
円筒部８６により形成される空間に導入される。前記スリーブのコネクタ７５にピストン
２７が螺合される。この時点で、カープレの後端はカープレ支持部８０のカラー９１に着
座している。カバー８２の端壁９０がカープレの前端に当接するまでねじ込むことにより
、カバー８２がカープレ支持部８０に再び取着される。これにより、カープレの容器部２
５が移動要素２０に関して軸方向に移動できなくなる。
【００３０】
次に、バイアル１４が図４に示すようにハウジング３０に取付けられる。バイアル１４は
、柔軟なカラー２９に設けられた突起部４０により、ハウジング３０内に保持される。
前記開口部がカバー２０内に配置されるのと同時に、輸送針２４がその先端２４Ａから穿
刺可能な膜２８を突き刺す。
【００３１】
この位置において、カバー９０に圧力を加えることにより、カバー９０が本体５０の近傍
に接近する。この圧力の作用により、従前においてスリーブ２２を初期位置に拘束してい
た突起部７０が窓７２から外れだして、スリーブ２２およびピストンが共に輸送針２４に
沿ってバイアル１４の方向に押し出され変位する。この変位は、スナップ式に嵌合する突
起部７０が窓７４に受容されるまで継続する。
【００３２】
同時に、移動要素２０が本体に沿って移動する。より詳細には、スナップ式に嵌合する突
起部９８と窓１００との間の係合が解除され、これにより、移動要素２０が本体の中空シ
ャフト５０内でスライド可能となる。
【００３３】
前記変位の間にピストン２７が輸送針２４の先端２４Ｂにより突き刺され、スリーブ２２
の変位が完了したとき、図５に示すように、バイアル１４およびカープレ１２が輸送針２
４により連通する。
【００３４】
上記変位が進行する間、カープレのピストンはスリーブ２２に取付けられており、本体に
関しては移動できないようになっている。カープレの本体は、本体内に押し込まれるピス
トンと共に移動要素２０がスライドすることにより変位するので、ピストンとカープレの
本体が相対的に変位する。カープレ内に充填されている液体は、輸送針２４を通じてバイ
アル１４内に排出される。
【００３５】
長手のスロット１０６内に受容されている突起部１０４により、移動要素２０は本体に対
して直線状に案内され回転できないようになっている。上記スライド動作の間、突起部９
８は同様にスロット１０６内に受容されている。
【００３６】
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る。
この位置において、液体輸送装置を緩やかに振ることにより、フリーズドライされた物質
が、カープレ内に予め充填されていた溶媒に確実に溶解される。
【００３７】
バイアル１４内の混合物を反対に輸送するために。液体輸送装置はひっくり返される。こ
うして、バイアル１４はカープレの上方に配置される。より詳細には、輸送針の端部２４
Ａがバイアルの下方部に配置され、内部の混合物の大部分が吸引可能となる。バイアル１
４から移動要素２０を離反させることにより、上記吸引が確実になされる。そのために、
本体１６を一方の手に保持し、カバー９０を引っ張る。この動作の間、輸送針２４が貫通
しているピストン２７は突起部７０と窓７４との係合により、本体に関して移動できない
ようになっている。反対に、円筒形の容器部２５に対して移動しないように拘束されてい
る移動要素２０が、本体内で輸送針２４へ向かって移動し、その結果、ピストンが容器部
２５に関して相対的に移動して、カープレ内が減圧され、バイアル１４内の混合物が再び
呼び戻される。
【００３８】
移動要素２０の変位は突起部９８が長手のスロット１０６の上端に到達することにより停
止する。突起部９８と、スロット１０６の端部により形成される停止部とにより、移動要
素２０が本体から移動し過ぎることが防止され、以てピストン２７が不注意に容器部２５
から脱落することが防止される。
【００３９】
カバー８２が次いで取り外され、カープレ移動要素から取り外される。この時点で、カー
プレは、注射針を装着しピストンにピストンロッドを螺合することにより注射に使用され
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による液体輸送装置の斜視図である。
【図２】バイアルおよびカープレに連結された状態を示す図１の液体輸送装置の分解斜視
図である。
【図３】バイアルおよびカープレを取り外して示す液体輸送装置の断面図である。
【図４】バイアルおよびカープレと共に示す液体輸送装置の断面図であり、一連の操作工
程を示す図である。
【図５】バイアルおよびカープレと共に示す液体輸送装置の断面図であり、一連の操作工
程を示す図である。
【図６】バイアルおよびカープレと共に示す液体輸送装置の断面図であり、一連の操作工
程を示す図である。
【図７】バイアルおよびカープレと共に示す液体輸送装置の断面図であり、一連の操作工
程を示す図である。
【符号の説明】
１０…液体輸送装置
１４…バイアル
１６…本体
２４…輸送針
２５…カープレの容器部
２０…移動要素
２７…ピストン
２２…スリーブ
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【図３】 【図４】



(8) JP 4790198 B2 2011.10.12

【図５】 【図６】

【図７】
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