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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ）　ベース部分（４，７）と、
　ｂ）　前記ベース部分（４，７）内に配置された容器（１）であって、当該容器内に配
置されたピストン（２）を前方に移動することによって針（Ｎ）を通して生成品の一回分
の分量を投与する容器（１）と、
　ｃ）　少なくとも被駆動部材（４０）および駆動部材（４９）を備えた駆動ユニットと
を有し、前記駆動部材は、前記駆動ユニットを作動させたとき、前記被駆動部材（４０）
に駆動力を加え、前記駆動力によって、前記被駆動部材（４０）は、前記ピストン（２）
を前方に移動させ、前記ピストン（２）を前記容器内（１）で前進させ、
　ｄ）　ガイドリング（４７）が前記被駆動部材（４０）の直線ガイドとして作用する注
射可能な生成品を投与する投与装置において、
　ｅ）　前記被駆動部材（４０）の外周に、該被駆動部材（４０）と転移部材（４６）と
の間で接触圧力を伝達する接触圧力部材（４５）を備え、不可避的な抵抗力に加えて、前
記ピストンの前進中に前記駆動力に対抗する摩擦力を前記接触圧力が前記接触圧力部材（
４５）と前記転移部材（４６）との間に発生させ、前記摩擦力により前記生成物の分配速
度が制御されることを特徴とする投与装置。
【請求項２】
　前記摩擦力は、前記ピストンの前進中に減少することを特徴とする請求項１に記載の装
置。
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【請求項３】
　前記転移部材（４６）は、前記接触圧力部材（４５）の接触圧力面を提供し、前記接触
圧力を前記ピストンの前進中に減少させるように前記被駆動部材（４０）の前方に延びる
ことを特徴とする請求項１または２に記載の装置。
【請求項４】
　前記接触圧力部材（４５）は、柔軟なリングであり、前記被駆動部材（４０）と前記転
移部材（４６）との間に形成された空隙に配置され、前記空隙は、前記被駆動部材（４０
）の前進中に広がることを特徴とする請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記投与装置内にストリッパ（６０）が設けられ、当該ストリッパは、前記針（Ｎ）に
つけられた針安全キャップ（３）を外すために針（Ｎ）の長手方向に前後に移動可能であ
り、注射中に前記投与装置内に残り、前記針Ｎの挿入のために押し戻されることができる
ことを特徴とする請求項１ないし４のいずれかに記載の装置。
【請求項６】
　前記針安全スリーブ（１０）は、前記針の先端を越えて前記針（Ｎ）を包囲するベース
位置から、前記針が前記針安全スリーブ（１０）を越えて突出する投与位置まで前記ベー
ス位置に対して移動可能に配置され、前記針安全スリーブ（１０）は、前記ベース部分（
４，７）に対して前記投与位置に向かう方向に移動しないようにブロック可能であること
を特徴とする請求項１ないし５のいずれかに記載の装置。
【請求項７】
　前記投与装置は、自動注射装置であり、
　前記針（Ｎ）が取り付けられた前記容器（１）は、前記ベース部分に対してベース位置
から前記針（Ｎ）の挿入のために投与位置まで移動可能であり、前記ベース位置において
、前記容器は、ブロック手段（８０，８２）の解放可能な係合によって、前進しないよう
にブロックされることを特徴とする請求項１ないし６のいずれかに記載の装置。
【請求項８】
　前記ブロック手段（８０）は、前記針安全スリーブ（１０）を後退しないように、また
は前記容器（１）を前進しないように、選択的にブロックすることを特徴とする請求項６
又は７に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、注射可能な生成物、特に医薬品、または化粧品のような有効な生成物を投与す
る装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
本発明の装置は、特に注射ペンに関する。通常、注射ペンは、投与すべき生成物で充填さ
れたアンプルの形状の容器が中に配置される細長い中空の円筒形ハウジングを有する。注
射針が容器に取付られ、ハウジングの長手方向を向いている。容器内のピストン用の駆動
ユニットがハウジング内に配置されている。前記ピストンは、駆動ユニットの被駆動部材
の作用の下で容器内で前方に前進され、所定の生成物を分配する。このピストンの前進に
より、被駆動部材自身は、手か、駆動ユニットの駆動部材の駆動力によって、ハウジング
に関して前方に前進する。駆動ユニットの駆動部材の駆動力による場合には、エネルギー
は、駆動ユニットに蓄積され、このエネルギーは、駆動ユニットが作動するとき、駆動部
材を前方に駆動する力に変換される。
【０００３】
駆動部材の前進する途中において、蓄積されたエネルギーまたはそのエネルギーの少なく
とも一部が消費される。駆動部材によって被駆動部材に作用された駆動力は、被駆動部材
が前進される間連続的に低減される。分配サイクルの最後に向かって、被駆動部材の前進
速度、したがって、分配速度は減少する。すなわち、分配は、全体の分配サイクルにわた
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って一様には分配されない。他の干渉は、アンプルの内径の不規則性によって生じ、ピス
トンのストロークにわたって一定ではない壁の摩擦力を生じる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、注射可能な生成物を投与する装置において生成物の一様な分配を保証す
ることである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明によれば、注射可能な生成品を投与する投与装置は、ベース部分と、ベース部分に
配置された容器であって、当該容器内に配置されたピストンを前方に移動することによっ
て針を通して一回分の分量の生成品を分配する容器と、少なくとも被駆動部材と駆動部材
を備えた駆動ユニットとを有し、駆動部材は、前記駆動ユニットを作動させるとき、前記
被駆動部材に駆動力を加え、前記駆動力によって、前記被駆動部材は、前記ピストンの前
方に移動し、前記ピストンを前記容器で前進させる。
【０００６】
駆動力は、ばねによるか、圧縮空気のような圧縮流体によって被駆動部材に作用される。
駆動ユニットを作動させるために、駆動部材の前進を防止するブロック手段が解放される
。駆動力は、ブロック手段の解放前は、駆動部材には作用されない。本発明によれば、装
置は、避けることのできない抵抗力に加えて、ピストンが前進する途中で前記駆動力に対
抗する、制御された制動力を発生する手段を有する。
【０００７】
避けることができない抵抗力は、ピストンが前進するときピストンに作用する摩擦力であ
り、ピストンが実行する移動作業によって発生する力である。ピストンの前進によって生
じるこれらの不可避的な抵抗力に加えて、駆動力に対抗する制動力が発生するので、力の
差は、被駆動部材に作用し、駆動力から生じ、不可避的な抵抗力および本発明によってさ
らに発生する制動量は、従来技術の装置における場合よりもさらに正確に制御することが
できる。
【０００８】
制動力は、最も一定な分配速度が可能になるように、生成物を投与することを保証するよ
うに設定することが有利である。最も一般的な適用において、分配速度は、ピストンが一
定の速度で前進するときに一定である。したがって、好ましい実施例において、制動力は
、ピストンの前進速度に依存して、好ましくは、被駆動部材の前進速度に直接依存して発
生される。加速度が制動力を増大させ、減速度が制動力を減少させる。もし、前進速度が
一定に維持される場合には、制動力は、一定である。自己調整は、特に好ましい。
【０００９】
好ましい実施例において、制動力は、少なくとも前進運動中に減少される。好ましくは、
ピストンの前進行程中に作用される制動サイクルは、駆動部材によって作用される駆動力
のサイクルに適用される。駆動部材のエネルギーが減少すると、駆動力の減少に対応して
制動力は減少する。
【００１０】
実施例の第１の変更例において、制動力は、ピストンが前進するとき、室の容積の増減に
よって、ピストンの前進のために容積の変更作業を行わなければならないという事実によ
って発生され、室の圧力補償は、遅延速度でのみ生じる。この装置は、自己調整できる。
なぜならば、速度における変化は、制動力の対応する変化を生じるからである
実施例の第２の変形例において、制動力自身は摩擦力である。
【００１１】
この目的において、部品の構成が摩擦係合であることによって、摩擦によって生じる制動
力が制御される。
本発明は、注射装置に使用される。しかしながら、この用途には制限されない。この原則
において、駆動力が駆動部材の前進を生じる投与装置および・またはピストンの前進が製
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造公差内でのみ予め決定される不可避的な抵抗力との駆動力の相互作用から生じるすべて
の装置に使用される。
【００１２】
本発明の目的は、針が装置の搬送中は針安全スリーブによって包囲され、注射中にのみ針
安全スリーブの前端上に突出する、注射装置の針に適用される針安全キャップを除去する
ことに関して改良することである。このようなタイプの従来技術において、特に、半自動
注射装置および完全自動注射装置、いわゆる自動注射器において、ユーザが溝を通って接
近することによって針安全キャップを除去することができるように針安全スリーブに溝が
設けられている。しかしながら、これは、装置の搬送状態において、針が見え、特に、針
を挿入するとき、ユーザが心理的な障壁になる。
【００１３】
本発明は、針を挿入するとき、ストリッパが前進中に移動可能なようにストリッパを装置
に接続することによってこの問題を解決する。ストリッパがこの機能を満足すると、すな
わち、ストリッパが針から針安全キャップをはがすと、装置からキャップを簡単に完全に
除去することができ、本発明によるストリッパは、注射を妨げないが、針を挿入するとき
、ストリッパが針安全スリーブ内にまたはその上にストリッパがシフトすることによって
、それが装置に接続される。また、針は、ストリッパの前端から突出している。このスト
リッパは、針安全キャップをクランプまたは把持する係合手段を備え、針安全キャップが
除去された後、ストリッパおよび針安全スリーブに関して針の前方への移動を妨げない。
【００１４】
さらに、本発明の目的は、生成品の分量を投与した後、カバーされない保護針が安全上の
問題を呈しないように生成品の投与の後、安全に取り扱うことができる本発明による装置
を開発することである。
【００１５】
この目的は、針の前進方向に、またはそれと反対の方向に移動可能な装置に接続された針
安全スリーブが、先端を保護するように先端を越えて針を包囲するベース位置で後退しな
いように固定することができる。好ましくは、固定は、投与の後に挿入された針が自動的
に後退することによって、特に好ましい解決方法においては、ブロック部材を提供するこ
とによって行われる。
【００１６】
さらに、本発明による装置の作動上の安全性は、針をベース部分に関して容器を前進する
ことによって自動的に前進することによって自動注射装置が改良される。このような装置
において、容器は、弾性的な回復力に対して前進し、後方位置に戻るように容器を戻す。
【００１７】
本発明は、針をカバーする針安全キャップを後退するとき、容器が前記復元力に対してわ
ずかに前方に押され、キャップが回復力によって引かれた直後、その後方位置に迅速に戻
るという構成で決まる。容器が損傷を受ける危険性によって、また針を挿入するために必
要な容器の前進を阻止する容器を破壊するスプリンタによっても作業上の安全性はおびや
かされる。この危険性は、本発明によって、不意の前方の移動に対して針を挿入する前に
容器を後方位置に、すなわち、ベース位置にブロックすることによって防止される。
【００１８】
特に好ましい実施例において、上述したように、移動可能な針安全スリーブを固定するた
めに使用される同じブロック部材は、容器が前方の動きをしないようにブロックするため
に使用され、すなわち、同じブロック部材は、上述した２つのブロック機能において選択
的に使用される。
【００１９】
ストリッパ、針安全スリーブおよび容器は、制御された制動に関連して使用することが有
利であるが、個々に適用されるか、特許請求の範囲第１項の装置において互いに適当に組
み合わされる。
【００２０】
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【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施例を図面を参照して詳細に説明する。
図１は、ベース部分としての細長い中空の円筒形ハウジングを有する注射ペンの長手方向
断面図である。ハウジングは、前方部分にめねじを備えた後方ハウジングスリーブ４と、
後方部分のおねじを備えた前方ハウジングスリーブ７を備えている。２つのハウジングス
リーブ４および７は、２つのネジの部分で互いにねじ込まれている。容器は前方ハウジン
グスリーブ７の領域に配置され、特に液体薬品において、注射可能な生成品で充填される
。
【００２１】
容器１は、注射ペンに配置されたピストン２を含む注射ペンに共通のアンプルである。容
器１の前端の出口に向かってピストン２を前進させることによって、一回分の生成品の分
量が容器１から移動される。注射針Ｎが、針安全キャップ３によってカバーされている。
【００２２】
容器１は、容器ホルダ３０に配置されて、中心が決めれている。また、容器ホルダ３０は
、容器１の中心を決めるために前方領域に３つの中心を決める舌部分３２を有する。さら
に舌部３２は、心だし舌部３１の間の容器ホルダ３０の周縁上に心だし舌部３１の前端上
に突出するように均一に分配されるように形成される。さらに、舌部分３２は、針安全ス
リーブ１０を押し戻すときに停止部として作用する。
【００２３】
容器ホルダ３０と前方ハウジングスリーブ７との間の環状空隙に中間スリーブ２０が配置
されている。前記中間スリーブ２０の後縁は、容器ホルダ３０が突出する凹所を備えてい
る。容器ホルダ３０は、それによって前方ハウジングスリーブ７に関して動かないように
前方ハウジングスリーブ７に接続されている。それに対して、中間スリーブ２０は、ブロ
ック手段２１の解放の後に、ピストンの前方に対して前方スリーブ７および容器ホルダ３
０に関連して移動可能である。
【００２４】
解放スリーブ３５は、後方ハウジングスリーブ４に配置され、その前面は、中間スリーブ
２０の後面と接触する。解放スリーブ３５は、中空のシリンダとして簡単に設計される。
ピストン２から後方に延びるピストンロッドは、解放スリーブ３５をを通って突出してい
る。解放スリーブ３５は、後方ハウジングスリーブ４に配置され、他の方向で長手方向に
移動可能である。それは、図１に示すように前方において、復元ばね９によって駆動され
、中間スリーブ２０の後面および容器１の後方のフランジ面と同一平面に接触している。
解放スリーブ３５の後面３６は、内側ジャケト面の後縁から外側に面取りされている。解
放スリーブ３５が後方に駆動するとき、前記面取り面３６は、ピストン２の前進用の駆動
ユニットを解放し、生成品を分配する。この駆動ユニットは、駆動部材４０および被駆動
部材４０および後方のハウジングスリーブ４との間にクランプされた駆動部材４９として
作動する駆動ばねとによって形成される。駆動部材４０は、ポット形成され、後方に、閉
鎖スリーブ底部４１から後方に突出している簡単な円形の円筒形スリーブによって形成さ
れるスリーブ本体４０を有する。前記スリーブ本体は、後方のハウジングスリーブ４の後
面から前方に突出する後方のハウジングスリーブの包囲する内側スリーブ５に配置されて
いる。内側スリーブ５は、被駆動部材４０のためにスライドウエイを形成する。さらに、
内側スリーブ５の前方円周上に均一に配分され、被駆動部材４０の前面を包囲する多数の
スナップオン部材６によって、駆動部材４９の力に対抗して被駆動部材４０を保持する。
【００２５】
図１の被駆動部材４０は、スナップオン部材６によってブロックされ、針Ｎが針安全スリ
ーブ１０によって包囲されている注射前のベース位置における注射装置を示す。針安全ス
リーブ１０によって針Ｎが包囲されていることによって、針は、特に皮膚に挿入されると
き、注射装置のユーザのためにカバーされ、針Ｎをそれ自身の皮膚に挿入されることに対
する心理的な抵抗を減少させる。
【００２６】
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ハウジングスリーブ４および７および容器１に関する容器ホルダ３０に関連して、挿入時
に、中間スリーブ２０および解放スリーブ３５とともに針安全スリーブ１０は、前方に対
してシフトバックされる。さらに、スリーブ形状ストリッパ６０は、針安全スリーブ１０
によって支持されている。前記ストリッパ６０は、針安全スリーブ１０の前面上に突出し
、復元ばねによって本実施例に形成された、針安全スリーブ１０に設けられた復元部材６
９に対してシフトすることができる。このストリッパ６０は、図１にすでに取り除かれて
いる、針安全キャップをはがすように作用する。その除去機構は、図２aおよび図２bを参
照して説明する。
【００２７】
製品を注射するために、注射装置は、人間の皮膚全体に組織の表面に対して配置され押さ
れる。最初、この圧力は停止位置まで針安全スリーブ１０にストリッパ６０を押し、復元
部材６９の力に対して注射装置の前端を形成し、この位置は、針安全スリーブ１０によっ
てほぼ完全に包囲されている。ストリッパ６０が針安全スリーブ１０の停止位置に到達す
るや否や、ユーザは、解放ボタン８を押し、前方ハウジングスリーブ７に関連して中間ス
リーブ２０の移動に関するブロッキングを解放することによって、ブロック手段２１を解
放する。
【００２８】
注射装置が組織に対して押されるので、針安全スリーブ１０が針安全スリーブ１０によっ
て作用される圧力を受け、中間スリーブ２０および解放スリーブ３５は、ハウジング内に
押し戻される。針Ｎは、組織を貫通する。すべてが円形の肩部１２によって形成された後
方停止面を備えた針安全スリーブ１０の前は、停止部として作用する容器ホルダ３２に対
して押し、解放スリーブ３５は、スナップオン部材６に係合し、スリーブ１０，２０およ
び３５がさらに後方に駆動されるとき、被駆動部材の固定を解放する。固定の解放は、針
Ｎが所望の所定に貫通深さに到達したときの時間において生じる。
【００２９】
この点において、被駆動部材４０は、ピストンロッドの後面に対して前方に駆動部材４９
の駆動力によって駆動され、前方に駆動される間、容器内でピストン２を前方に駆動する
。ピストン２を前方に押すことによって、出口および出口に接続された針を通して容器か
ら生成品を分配する。この実施例において、この容器の全体の内容は、駆動ユニットあ解
法されるときに分配される。この実施例において、容器の内容物は、生成品の一回分の分
量である。しかしながら、原則としては、注射装置の構造的な発展において、いくつかの
選択可能な製品は、複数回の注射の間に分配することができる。
【００３０】
被駆動部材４０が前進る間、駆動部材に蓄積された駆動力は、例えば、ばねの特性によっ
て、駆動ばねを駆動部材４９として使用するとき、次第に消費される。したがって、ピス
トン２の前進速度は、前進の途中に減少し、分配速度が減少する。ピストン２が前進中に
駆動力の低減を補償するために、駆動部材４０に作用する空気制動力が発生する。
【００３１】
この目的のために、被駆動部材４０およびハウジング、すなわち、この実施例における後
方ハウジングスリーブ４は、低圧室Ｋの壁を形成し、その容積は、被駆動部材４０の前進
中に増大する。この実施例において、室Ｋは、スリーブ底部４１と、一方においてスリー
ブから突出する被駆動部材４０のスリーブ本体と、後方ハウジングスリーブ４の後面と、
他方に突出している内側スリーブ５とによって形成される。駆動部材４０と内側スリーブ
５のスリーブ本体は、互いに関して入れ子式のスリーブのように移動される。スライドウ
エイ、すなわち、被駆動部材４０の外側ジャケット面と内側スリーブ５の内側ジャケット
面との間の領域において、包囲するシール４２が配置されている。この実施例において、
ワッシャが被駆動部材４０の溝に配置される。
【００３２】
後方ハウジングスリーブ４の後面は、口径が測定された貫通穴を備えているが、気密的で
あるシール５０が挿入される通路を有する。口径が測定された簡単な貫通穴の代わりに、
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例えば、非戻り弁を使用してもよい。この弁は、被駆動部材４０が後方に駆動されたとき
、空気が妨げられないように逃げることができるようにし、呼吸時に弁座を押し、設計に
おいて予め定められたように、定義された狭い貫通穴を残すのみである。室Ｋに時間ユニ
ット毎に送られる容積流は、被駆動部材４０の前進中に生じる室の容積の増大より、時間
単位ユニットが小さい場合であり、制動力は、被駆動部材が結果としての駆動力によって
前進される限り発生される。被駆動部材４０の前進が速ければ速いほど、制動力は大きく
なり、すなわち、有効に作用する駆動力が大きければ大きいほど、発生する制動力が大き
くなる。したがって、発生する制動力のタイプは、駆動ユニットで生じるエネルギー消費
を自動的に補償する。なぜならば、駆動力の制動によって、また、被駆動力部材４０の減
速および、制動力の低減によって生じる。同時に、他の不可避的な抵抗力における不規則
性が補償される。なぜならば、このような不規則性は、駆動部材４９によって実行される
べき容量の変化における変化によって自動的に達成される、被駆動部材４０の減速および
加速を生じる。前記抵抗力は、例えば、容器１とピストン２との間の壁の摩擦であり、こ
れは、容器１内でピストン２の行程にわたって、どこでも同一ではない。さらに、制動は
、被駆動部材４０の前進の途中で媒体の圧縮性および室の容積の増大によって低減するこ
とができ、これは、エネルギー消費の二倍を補償する。
【００３３】
図２aおよび図２ｂは、針安全キャップ３がストリッパ６０によってどのように除去され
るかを示すものである。図２aは、注射針を完全にカバーする針安全キャップ３を示す。
これは、容器を挿入し、２つのハウジングスリーブ４および７を一緒にねじ込んだ直後の
注射装置の状態に対応する。同時に、これは、注射の直前まで注射装置の搬送位置を表す
。この注射の順部をするために、針安全キャップ３は、最初に取り外される。
【００３４】
図２aは、針安全キャップ３をどのように取り外すかを示すものである。このために、最
初に、針安全キャップ３を押し、２つの係合部材６１が対抗するまで、復元部材６９の圧
力に対してスリーブ形状のストリッパ６０が針安全スリーブ１０に押される。ストリッパ
６０を後方に押すとき、係合部材６１は、針安全キャップ３に対してさらに強く押され、
後方に向かって広がる。
【００３５】
係合部材６１の間に針安全キャップ３をしっかりクランプした後に、ストリッパ６０は解
放される。それは、図２ｂに示すように前方位置に復元部材６９によって戻され、針安全
スリーブ１０の停止肩部１１に対して押し、容器１から針安全キャップ３をはがす。この
位置において、針Ｎをゆるくカバーする針安全キャップ３は、容易に完全に前方から手で
完全に除去される。手による除去を簡単にするために、ストリッパ６０は、少なくとも２
つの把持凹所６２に設けられている。
【００３６】
ストリッパ６０が注射装置に永久的に固定されるので、ユーザは、針安全キャップ３の取
り外しのために単調にそれを導入しなければならないことはない。他方、注射中の方向に
は干渉しない。他の利点は、針安全キャップ３を取り外すために把持溝を設けることなく
、針安全スリーブ１０が完全に閉鎖することができ、よって針Ｎを完全にカバーすること
ができる。
【００３７】
図３は、生成物を自動的に分配するためではあるが、針を自動的に挿入するための自動注
射装置を示す。図３には第１の実施例と同じ実施例を示すが、同一機能の部品が関連する
。自動注射装置の気舗何滴な動作モードに関しては、ドイツ特許出願第19822031号を参照
されたい。
【００３８】
図１の実施例とは異なり、図３の自動注射装置の被駆動部材４０に作用する駆動力の制動
は、機械的な摩擦によってなされる。この制動摩擦力は、スリーブ形状部材４０と、スリ
ーブ形状であり、前進中に被駆動部材４０を包囲Ｓうる転移部材４６との間にクランプさ
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れる柔軟なリングとして構成された接触圧力部材４５の間で制動摩擦力が及ぼされる。
【００３９】
図３の自動注射装置において、注射サイクルは次のようである。すなわち、被駆動部材４
０の前進をブロックするブロックユニットは、解放舌８を圧縮することによって解放され
、被駆動部材４０は、駆動部材４９の駆動力によって図３の左に前方に駆動され、これは
、この実施例において、圧縮ばねである。最初に、接触圧力部材４５は、詳細Ｘで示すよ
うに、被駆動部材４０と転移部材４６との間の結合を形成する。この被駆動部材４０は、
この結合を介して転移部材４６を駆動する。次に転移部材４６は、ハウジングに関して前
端でハウジングに取付けられ針Ｎを含む容器１を前進させる。
【００４０】
それによって、針Ｎは、針安全スリーブ１０aから前方に押し出され、挿入される。この
実施例において、針安全スリーブ１０aは、ハウジングにしっかりと取り付けられる。挿
入は、ハウジングで容器ホルダ３０の停止によって制限される。停止したとき、被駆動部
材４０と転移部材４６の間の結合は、Xにはっきりと示すように、解放される。さらに前
進中、駆動部材４０は、転移部材４６に関して前方に駆動され、ピストンロッドを押し、
容器１のピストン２自身によって前進し、生成品を分配することができる。
【００４１】
接触圧力部材４５は、ピストンリングと同様の溝が形成されたばねワッシャである。この
ワッシャは、被駆動部材４０の外周全体の溝に配置され、転移部材４６の内側ジャケット
スライドウエイを弾性的に押す。圧縮部材４５と転移部材４６との間で作用する壁の摩擦
力は、転移部材４６の内側ジャケット面が前方に広がっているということによって被駆動
部材４０の前進の途中で減少する。
【００４２】
ガイドリング４７は、転移部材４６の後方部分に配置され、被駆動部材４０の直線ガイド
として作用する。前記ガイドリング４７は、図１の実施例によって１つまたは複数の口径
を調整された貫通穴または非戻り弁を有するシールリングとして形成される。この方法に
おいて、摩擦制動力の代わりに、またそれに加えて、空気制動力を発生することができる
。このような実施例において、低圧室が、転移部材４６と転移部材４６にシフトされる被
駆動部材４０との間にガップ部分に形成される。ハウジングを通して突出する引っ張りハ
ンドルは、後方位置に戻り、被駆動部材とともに保持および解放スリーブ４ｂに張力をか
けるために使用される。保持および解放スリーブ４ｂは、ハウジングに移動可能に配置さ
れ、被駆動部材４０に結合される。
【００４３】
図４および図５は、針を挿入する容器１の前進がピストン２によって従来の方法で行われ
、図３の装置と対比して、容器１の前進がピストン２の前進から外れないが、ピストン２
によって行われる。しかしながら、図１に示すような注射装置と同様に、図４および図５
の注射装置は、ハウジングに関して長手方向に移動可能な針安全スリーブ１０を有する。
この移動可能な針安全スリーブ１０は、注射後、すなわち、図３の自動注射装置では不可
能な後退後、針をカバーする。
【００４４】
しかしながら、図１の実施例と対比して、注射装置には永久的にはストリッパ６５が設け
られるが、これは、針安全キャップ３の後ろに把持するまで針安全キャップ３を除去する
ために針安全キャップ３と針安全スリーブ１０との間に挿入され、ストリッパ６５ととも
に針安全キャップ３の除去を可能にする。
【００４５】
図４は、これから搬送するためにすでに挿入された針安全キャップ３を備えた注射および
後退の後の注射装置を示す。この実施例の特定の特長は、針安全スリーブ１０の停止であ
る。
【００４６】
針安全スリーブ１０のブロッキングは、針の先端が自由に突出しなことを保証し、針Ｎに
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損傷を与えること、特に、傷つける危険性をなくす。針安全スリーブ１０は、針安全スリ
ーブ１０が前方に押されることを防止するような方法でハウジングに対してブロック部材
８０によってブロックされる。
【００４７】
ブロッキング部材８０は、前記リングの内側ジャケット面から突出している２つのウエブ
の形状を有する２つの係合部材８１を有する。底部の左手側に図５に最もよく示すように
、針安全スリーブ１０は、ブロック部材８０がハウジングに配置されるときに、係合部材
８１の各々によって把持される２つのスロット１５を有する。係合部材８１は、円周方向
に延びるスロット１５の壁の停止部を形成する。ブロッキング部材８０は、スリーブの開
口を切断することによって得られ、このスリーブは、この実施例では円形の環状スリーブ
であり、切断開口は、長手方向に、スリーブの中央の長手方向軸線の外側で生じ、その結
果、ブロッキング部材８０は、断面方向に見るとき、半円形上にわずかに突出しているシ
ェルを有する。よって、図５を参照して以下に説明するような、ブロック部材８０は、後
方のハウジングスリーブ４に挿入可能であり、その上に挿入されるとき、後方ハウジング
スリーブ４の大径上に突出している。
【００４８】
図４の断面図Ｂ－ＢおよびＣ－Ｃに最もよく示すように、ブロックとしてその機能を実行
するブロック部材８０は、そのスナップイン接続によって針安全スリーブ１０に保持され
る。これにおいて、この係合部材８１は、可撓性および弾性を有するように構成され、前
部でスナップイン突出部を設けられ、各スロット１５を貫通した後、内側のスロット縁部
の１つを把持し、ブロック状態のスナッパと同様にブロック部材８０を保持し、非一様な
ときに容易に除去することが可能になる。
【００４９】
図５は、容器を前進することにおいてその第２の機能にあるブロック部材８０を示す。針
安全キャップ３の除去中に、このブロッキングがない場合において、容器１は、弾性復元
部材２９の力に対してある距離にわたって前方に沿って搬送され、復元部材４９の力によ
って針安全キャップ３が取り外された瞬間、図４に示した後方位置に戻る。パチンと戻っ
た時、針Ｎを挿入したとき、容器に損傷を与える危険性があり、針Ｎを挿入するとき、容
器１の前方の動きをブロックする危険性を保証する。
【００５０】
これを防止するために、ブロック部材８０は、容器１の後縁をカバーするハウジングの一
部に取付けられ、注射装置は、針安全キャップ３が除去されるまでにその搬送位置にある
。この位置において、図５の長手方向部分に示すように、ブロック部材８０のシェル本体
は、断面図Ｅ－Ｅに示すように、半円状に突出する端部によって後方のハウジングスリー
ブ４に保持される。係合部材８１は、ブロック部材８０の保持機能を果たさないが、容器
１のブロックとして機能する。この目的のために、係合部材８１は、ハウジングを通して
把持し、ブロック部材が取付けられたとき、容器１の後端に設けられた全周フランジの前
方に配置されている。半径方向外側に延びる容器１の後方フランジが針安全キャップ３を
除去するとき、ブロック部材８０の係合部材８１を押し、容器１は、その後方位置にブロ
ックされ、したがって前進することができない。
【００５１】
図５に示す位置に置いて、ブロック部材８０は、第３の機能、すなわち、解放手段７０の
動きをブロックすることによって駆動ユニットの解放を単に防止する機能を満足する。解
放手段７０は、ブロック部材８０がハウジングから取り外されるＴＰき、ブロックされる
位置から被駆動部材４０を解放することができ、この点において、ハウジングに関して解
放手段７０の前進のみを可能にすることができる。
【００５２】
図６は、被駆動部材４０の解放手段７０を除いて、図５および図６の注射装置に対応する
自動注射装置を示す。図６の解放手段７０aは、後方スリーブ底部を備えたスリーブ形状
の本体からなる。被駆動部材４０は、解放手段７０aによって後方位置にブロックされ、
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解放手段７０aがしたがって作動するときに解放される。
【００５３】
駆動部材４０の後端はスナップ手段によって終結しており、ハウジングの後面壁を通って
突出し、その後方の周縁を包囲しており、被駆動部材４０のスナップ手段は、固有の弾性
によって外側に押され、それらの位置に保持されている。例えば、衝撃によって不意に外
れることに対しての保証を追加するので、スリーブ底部から突出し、断面で見るとき、小
さな三角形として形成される解放手段７０aのブロック部分７１は、被駆動部材４０の２
つの反対のスナップ手段の間の長い側に係合する。この回転可能な位置において、図６に
示す解放手段７０a の位置で互いに向かって双方のスナップ手段が曲がらないように防止
し、これは、スナップイン接続を解放する。さらに、２つの接触圧力部材７２がブロック
部分７１の両側から所定の距離で解放手段７０aのスリーブ底部から突出しており、これ
は、断面で見るとき、円形部材の形状を有する。ブロック部分７１は、接触圧力部材７２
状に突出している。ブロック部材８０は、被駆動部材４０のスナップ手段は互いに向かっ
て曲げることができる長手方向の軸線の周りで解放手段７０aを回転することによって被
駆動部材４０の解放のために取り外される。解放手段７０aの回転中、接触圧力部材７２
は、断面で見るとき、被駆動部材４０のスナップ手段上に配置される。解放手段７０aを
被駆動部材４０に向かって押すとき、押圧部材７２は、被駆動部材４０のスナップ手段を
押し、スナップ手段は、押圧部材の圧力で互いに向かってそれらを曲げることができる面
取り後面を有し、それによって、ハウジングと被駆動部材４０のスナップイン接続を解放
する。被駆動ユニット４９によって作用されるｓつりょくによって、被駆動部材４０は前
方に駆動される。
【００５４】
ブロック部材８０は、プラグイン部材の代わりに回転部材として構成され、容器のブロッ
クが解放された後、特にハウジング上に残る。
図７a, 7 b , 7 cは、組織から後退した後、ハウジングから自由に針Ｎが突出し、もし、
注意深く取り扱わなければ傷つくことを防止する針保護装置の動作モードを示す。針保護
装置の基本的な特長は、挿入の目的でハウジングに関して移動可能な針安全スリーブ１０
が、針の後退の後、もはやハウジングに押されることができないように針の保護位置でブ
ロックされる。ハウジングを外側に押すことは可能である。針Ｎを挿入し、生成品を分配
するペンの動作モードは、図３に示すペンの動作に対応する。
【００５５】
図７aは、注射の直前のベース位置の前方部分を示す。図７bは、容器の前方位置、すなわ
ち、注射位置におけるペンを示す。針安全スリーブ１０は、針安全スリーブ１０は、ハウ
ジングスリーブ７に関して最後端位置に復元部材１９の力に関して押される。針Nは、所
望の長さによってハウジングと針安全スリーブ１０とから突出している。
【００５６】
針安全スリ－ブ１０は、前方に関して前方ハウジングスリーブ７に関して針安全スリーブ
１０の移動経路を制限する、後方停止面および前方停止面を有する。針安全スリーブ１０
を各方向に移動するとき、それはハウジングに設けられ、移動、好ましくは回転に対して
固定されたブロッキングスリーブ８０′上を通過し、前記ブロッキング８０′は、外側に
斜めになっているか、湾曲している少なくとも１つのフック８２を前端に有する。フック
上をスライドする、内側ジャケット部分において、針安全スリーブ１０は、ほぼ最大限の
移動経路長の長さ上に延びる広がった部分を有し、この広がった部分は、わずかに広がっ
た内径を有する。広がった部分と隣接する内側断面部分との間に延びる遷移部分１４は、
面取りされ、これにより、遷移領域１４の後ろの点まで復元部材１９の圧力を受けるフッ
ク８２上を針安全スリーブ１０がスライドできるようにする。遷移領域１４の背後におい
て、断面部分において、針安全スリーブ１０は、長手方向のスロット１５を備えており、
その前端は、図６で最もよく示すように、１つのフック８２の各々において、停止面を形
成する。
【００５７】
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ブロッキングスリーブ８０′は、スリーブの円周上に均一に分配された多数の弾性可撓性
舌部８３で終結し、その自由な前端は、各々フック８２として形成されている。容器ホル
ダ３０は、その前端に向かう舌部３３で終了する。復元部材２９の力に対して容器ホルダ
３０を前進させるとき、これらのブロックスリーブ８０′の舌部８３の下に位置されてい
る。舌部８３の各々は、内側に向かって半径方向に支持され、容器が前方位置にあるとき
、半径方向内側にはもはや曲がらない。舌部８３は、舌部３３によってのみ支持されず、
さらに半径方向外側に押される。舌部８３と比較する場合、舌部３３は、剛性に形成され
、良好な近似剛性においてこれらの舌部８３との関連において過程される。
【００５８】
針Ｎの後退後、針安全スリーブ１０は、回復部材１９によって前方に押される。少なくと
も１つのフック８２の面取り面１４および面取り形状によって、針安全スリーブ１０は、
前記フック上を押され、さらにその先端は、弾性および可撓性である。しかしながら、前
方で見たとき、針安全スリーブ１０が、停止面１６がフック８２の前方に配置される点ま
で前進するや否や、停止位置の停止面１６に対して配置されたフック８２によって戻るこ
とに対してブロックされる。フック８２および針安全スリーブ１０が、移動方向に垂直な
方向を向く停止面によって互いに接触している。図６cに示す安全位置において、針Ｎは
、針安全スリーブ１０によって注射後に保護される。
【００５９】
従って、容器ホルダ３０は、少なくとも１つの弾性ブロック装置８２の移動可能な支持体
として使用されると同時に、本発明によれば、容器１を保持することと、針安全スリーブ
１０をブロックする２つの機能を満足するものである。針安全装置は、本発明によって構
成された自動注射装置を必要としないが、自動注射装置と組み合わせて使用することが最
も好ましい。また、自動注射装置において有利に使用できる。
【００６０】
本発明の好ましい説明は、例示および説明を目的として提案される。それらは、本発明を
正確な形態で示すことに対して制限を目的とするものではない。上記に鑑みて、明らかに
変更または変形例が可能である。この実施例は、本亜Ｈつめいの原理およびその実際的な
用途を最もよく示すために、または、当業者が種々の実施例で本発明を使用することがで
きるように、特に考慮された用途に対して適した種々の変更例が可能である。このような
変形例および変更例は、添付された特許請求の範囲によって決定される本発明の範囲内に
ある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による装置の第１の実施例の断面図である。
【図２】図２aおよび図２ｂは、それぞれ図１の後方および前方位置におけるストリッパ
である。
【図３】本発明による装置の第２のストリッパである。
【図４】針安全スリーブのブロックを含む自動注射装置である。
【図５】容器のブロックを含む図４による自動注射装置である。
【図６】他の解放手段を備えた図４および図５による自動注射装置である。
【図７】針安全スリーブのブロックを含む自動注射装置である。
【符号の説明】
１　容器
２　ピストン
４，７　ベース部分
４０　被駆動部材
４２，５０，４５，４６　制動力発生手段
４９　駆動部材
Ｎ　針
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