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(57)【要約】
【課題】
　収容された製剤を無駄なく使用することのできる針付
きバレル及び針付きバレルを備えたシリンジを提供する
ことを課題とする。
【解決手段】
　製剤を収容する内部空間を画定するバレル本体と、前
記バレル本体の前記内部空間に基端が解放された注射針
と、を備え、前記バレル本体は、筒状の胴壁部と、前記
胴壁部の一方の開口部を閉じるとともに、前記胴壁部側
に位置する内壁面を含む端壁部であって、前記注射針が
挿着される端壁部とを有し、前記端壁部の前記内壁面は
、前記注射針の基端面における外周縁、内周縁、又は前
記外周縁と前記内周縁との間の所定位置から前記胴壁部
の径方向に広がっているか、又は前記胴壁部の軸線方向
に交差する方向であって、前記胴壁部の他方の開口部側
へ傾斜する方向に広がっていることを特徴とする。
【選択図】図２



(2) JP 2016-163642 A 2016.9.8

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　製剤を収容する内部空間を画定するバレル本体と、前記バレル本体の前記内部空間に基
端が解放された注射針と、を備え、前記バレル本体は、筒状の胴壁部と、前記胴壁部の一
方の開口部を閉じるとともに、前記胴壁部側に位置する内壁面を含む端壁部であって、前
記注射針が挿着される端壁部とを有し、前記端壁部の前記内壁面は、前記注射針の基端面
における外周縁、内周縁、又は前記外周縁と前記内周縁との間の所定位置から前記胴壁部
の径方向に広がっているか、又は前記胴壁部の軸線方向に交差する方向であって、前記胴
壁部の他方の開口部側へ傾斜する方向に広がっていることを特徴とする針付きバレル。
【請求項２】
　前記端壁部の前記内壁面は、前記注射針の基端面における内周縁、又は前記外周縁と前
記内周縁との間の所定位置から前記胴壁部の軸線方向に交差する方向であって、前記胴壁
部の他方の開口部側へ傾斜する方向に広がっている、請求項１に記載の針付きバレル。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の針付きバレルと、該針付きバレルに挿入され、前記バレル本体
に収容される製剤を前記注射針の先端から前記針付きバレルの外部へ押し出すためのプラ
ンジャーと、を備えるシリンジ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、注射針を備えた針付きバレル、及び針付きバレルを備えたシリンジに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、注射に使用される医療器具の一つとして、注射針を含む針付きバレルを備え
たシリンジ（以下、シリンジとする）が提供されている。図６及び図７に示すように、シ
リンジ９は、一般的に、製剤を収容するバレル本体９２及びバレル本体９２内に基端９４
が解放された注射針９１を含む針付きバレル９０と、バレル本体９２に収容される製剤を
注射針９１の先端９６から針付きバレル９０の外部へ押し出すためのプランジャー９３と
、を備える（特許文献１）。
【０００３】
　針付きバレル９０において、バレル本体９２は、筒状の胴壁部９９と、胴壁部９９の一
方の開口部９９３を閉じるとともに、胴壁部９９側に位置する内壁面９８１を含む端壁部
９８であって、注射針９１が挿着される端壁部９８とを有している。これにより、バレル
本体９２は、製剤を収容可能となっている。
【０００４】
　プランジャー９３は、外径が胴壁部９９の内径と略同一の棒状に形成され、胴壁部９９
の軸線方向に移動可能に形成されている。プランジャー９３は、胴壁部９９の他方の開口
部９９４から、針付きバレル９０に挿入される。
【０００５】
　これにより、この種のシリンジ９では、プランジャー９３が注射針９１側に押し込まれ
ると、バレル本体９２とプランジャー９３とによって画定された内部空間Ａの圧力の上昇
に伴い、内部空間Ａ内の製剤は、注射針９１の先端９６から針付きバレル９０の外部へ押
し出される。これにより、製剤は、注射対象に対して注射される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】国際公開第２００８／１３９９８２号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
　ところで、この種のシリンジ９では、端壁部９８の内壁面９８１は、注射針９１の基端
部９４１の外周面９５から、注射針９１の先端９６側に凹状に湾曲した上で、胴壁部９９
の径方向に広がっている。そのため、注射針９１の外周面９５と端壁部９８の内壁面９８
１とによって、注射針９１の基端部９４１の外周面９５に沿って、注射針９１の先端９６
側へ窪む凹部Ｑが形成されている。
【０００８】
　これに伴い、この種のシリンジ９では、プランジャー９３がバレル本体９２に対する押
し込みの限界位置まで押し込まれて、バレル本体９２に収容された製剤が針付きバレル９
０の外部に押し出されても、製剤は、凹部Ｑに残ってしまう。
【０００９】
　医療器具として使用されるシリンジ９は、使用後にそのまま破棄されることが多いため
、この種のシリンジ９では、有用な製剤が、注射されずに破棄されてしまう。
【００１０】
　そこで、本発明は、かかる実情に鑑み、収容された製剤を無駄なく使用することのでき
る針付きバレル及び針付きバレルを備えたシリンジを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明に係る針付きバレルは、製剤を収容する内部空間を画定するバレル本体と、前記
バレル本体の前記内部空間に基端が解放された注射針と、を備え、前記バレル本体は、筒
状の胴壁部と、前記胴壁部の一方の開口部を閉じるとともに、前記胴壁部側に位置する内
壁面を含む端壁部であって、前記注射針が挿着される端壁部とを有し、前記端壁部の前記
内壁面は、前記注射針の基端面における外周縁、内周縁、又は前記外周縁と前記内周縁と
の間の所定位置から前記胴壁部の径方向に広がっているか、又は前記胴壁部の軸線方向に
交差する方向であって、前記胴壁部の他方の開口部側へ傾斜する方向に広がっていること
を特徴とする。
【００１２】
　かかる構成の針付きバレルでは、端壁部の内壁面は、注射針の基端面よりも注射針の先
端側に位置しない。そのため、注射針の外周面と端壁部の内壁面とによって、注射針の基
端部の外周面に沿って、注射針の先端側へ窪む凹部が形成されることがない。その結果、
製剤が該凹部に溜まることがなく、バレル本体に収容された製剤を無駄なく使用すること
ができる。
【００１３】
　本発明の一態様として、前記端壁部の前記内壁面は、前記注射針の基端面における内周
縁、又は前記外周縁と前記内周縁との間の所定位置から前記胴壁部の軸線方向に交差する
方向であって、前記胴壁部の他方の開口部側へ傾斜する方向に広がっていてもよい。
【００１４】
　かかる構成の針付きバレルでは、端壁部の内壁面は、注射針の基端面の一部又は全部を
覆うことができる。そのため、注射針の先端が注射対象に穿刺され、注射針がバレル本体
側へ押されても、端壁部の内壁面は、注射針の基端面を受けることができる。従って、か
かる構成の針付きバレルは、注射針を強固に挿着することができる。
【００１５】
　また、端壁部の内壁面は、注射針の基端面の一部又は全部を覆うため、製剤が注射針側
に押し込まれても、注射針の基端面に対して製剤の全圧がかからない。従って、かかる構
成の針付きバレルは、注射針の基端面が注射針の先端側に押され難くなり、製剤の液圧に
対して十分に耐え得る強度となっている。
【００１６】
　本発明に係るシリンジは、前記針付きバレルと、該針付きバレルに挿入され、前記バレ
ル本体に収容される製剤を前記注射針の先端から前記針付きバレルの外部へ押し出すため
のプランジャーと、を備える。
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【００１７】
　かかる構成のシリンジでは、端壁部の内壁面は、注射針の基端面よりも注射針の先端側
に位置しない。そのため、注射針の外周面と端壁部の内壁面とによって、注射針の基端部
の外周面に沿って、注射針の先端側へ窪む凹部が形成されることがない。従って、製剤が
該凹部に溜まることがなく、バレル本体に収容された製剤を無駄なく使用することができ
る。
【００１８】
　また、かかる構成のシリンジでは、端壁部の内壁面は、注射針の基端面の一部又は全部
を覆うことができる。そのため、注射針の先端が注射対象に穿刺され、注射針がバレル本
体側へ押されても、端壁部の内壁面は、注射針の基端面を受けることができる。従って、
かかる構成のシリンジは、注射針を強固に挿着することができる。
【００１９】
　さらに、端壁部の内壁面は、注射針の基端面の一部又は全部を覆うため、プランジャー
が針付きバレルから製剤を押し出す際に、注射針の基端面に対して製剤の全圧がかからな
い。従って、かかる構成のシリンジは、注射針の基端面が注射針の先端側に押され難くな
り、製剤の液圧に対して十分に耐え得る強度となっている。
【発明の効果】
【００２０】
　以上より、本発明によれば、収容された製剤を無駄なく使用することのできる針付きバ
レル及び針付きバレルを備えたシリンジを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に係るシリンジの正面図である。
【図２】図２は、同実施形態に係るシリンジにおける図１のα部分の部分拡大図である。
【図３】図３は、他実施形態に係るシリンジにおける図１のα部分の部分拡大図である。
【図４】図４は、別の実施形態に係るシリンジにおける図１のα部分の部分拡大図である
。
【図５】図５（ａ）、図５（ｂ）、及び図５（ｃ）は、本発明に係る針付きバレルの変形
例である。
【図６】図６は、従来のシリンジの正面図である。
【図７】図７は、図６のβ部分の部分拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の一実施形態に係る針付きバレルを備えたシリンジについて、図面を参照
しつつ説明する。
【００２３】
　本実施形態に係る針付きバレルを備えたシリンジ（以下、シリンジとする）は、図１及
び２に示すように、製剤を収容する内部空間Ｓを画定するバレル本体２１及びバレル本体
２１の内部空間Ｓに基端２２２が解放された注射針２２を備えた針付きバレル２と、該針
付きバレル２に挿入され、バレル本体２１に収容される製剤を注射針２２の先端２２１か
ら針付きバレル２の外部へ押し出すためのプランジャー３と、を備える。シリンジ１は、
注射針２２の先端２２１を覆うキャップ（図示しない）を更に備える。
【００２４】
　針付きバレル２は、先端に注射針２２を固定するための針固定部２３を更に備える。
【００２５】
　バレル本体２１は、筒状の胴壁部２０１と、胴壁部２０１の一方の開口部２０７を閉じ
るとともに、胴壁部２０１側に位置する内壁面２１３を含む端壁部２１１であって、注射
針２２が挿着される端壁部２１１とを有する。
【００２６】
　バレル本体２１は、剛性を有する材質で形成されている。バレル本体２１は、例えば、
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ＣＯＰ（シクロオレフィンポリマー）、ＣＯＣ（シクロオレフィンコポリマー）、ＰＰ（
ポリプロピレン）、又はＰＥ（ポリエチレン）等の樹脂や、ガラスで形成されている。
【００２７】
　胴壁部２０１は、円筒状に形成されている。胴壁部２０１は、一端２０３から他端２０
４に亘って一定の径で形成されている。胴壁部２０１の一方の開口部２０７は、端壁部２
１１によって閉じられ、他方の開口部２０５は開放されている。これに伴い、バレル本体
２１は、一端が閉じられるとともに、他端が開口し、プランジャー３を挿入可能となって
いる。
【００２８】
　端壁部２１１は、注射の際の液圧に耐え得る所定の厚みで形成されている。端壁部２１
１には、注射針２２を挿入するための挿通孔２１４が形成されている。これに伴い、端壁
部２１１は、環状に形成されている。端壁部２１１は、挿通孔２１４から端壁部２１１の
端縁に向けて広がる本体部２１５と、端縁を形成する端縁部２１６と、を有する。
【００２９】
　端壁部２１１は、挿通孔２１４の中心を起点としたテーパー状に形成されている。これ
に伴い、本体部２１５は、端縁部２１６に対して、挿通孔２１４の中心線の延びる方向に
突出している。また、端縁部２１６は、略円形状に構成されている。これに伴い、端壁部
２１１の内壁面２１３は、内周縁２１３ａと外周縁２１３ｂとを有する環状面となってい
る。
【００３０】
　端壁部２１１の内壁面２１３は、注射針２２の基端面２２５における外周縁２２３、内
周縁２２４、又は外周縁２２３と内周縁２２４との間の所定位置から胴壁部２０１の径方
向に広がっているか、又は胴壁部２０１の軸線方向に交差する方向であって、胴壁部２０
１の他方の開口部２０５側へ傾斜する方向に広がっている。
【００３１】
　内壁面２１３の内周縁２１３ａは、注射針２２の基端面２２５上に位置している。具体
的には、注射針２２の基端面２２５における外周縁２２３と内周縁２２４とを含む領域内
に位置している。内壁面２１３の外周縁２１３ｂは、胴壁部２０１の軸線方向で、内周縁
２１３ａの位置と同位置か、又はこれよりも胴壁部２０１の他方の開口部２０５側に位置
している。そして、内壁面２１３は、胴壁部２０１の軸線方向で、注射針２２の外周縁２
２３の位置と同位置か、又はこれよりも胴壁部２０１の他方の開口部２０５側に位置して
いる。これにより、内壁面２１３は、注射針２２の基端面２２５よりも注射針２２の先端
２２１側に位置しない。
【００３２】
　本実施形態では、端壁部２１１の内壁面２１３は、注射針２２の基端面２２５における
外周縁２２３と内周縁２２４との間の所定位置から胴壁部２０１の軸線方向に交差する方
向であって、胴壁部２０１の他方の開口部２０５側へ傾斜する方向に広がっている。
【００３３】
　具体的には、図２に示すように、内壁面２１３の内周縁２１３ａは、注射針２２の基端
面２２５における外周縁２２３と内周縁２２４との間に位置している。これに伴い、端壁
部２１１の内壁面２１３は、注射針２２の基端面２２５の中央部から広がっている。これ
により、端壁部２１１の内壁面２１３は、本体部２１５に注射針２２の基端面２２５を支
持する（受ける）ための支持部２１７を構成している。
【００３４】
　端壁部２１１の内壁面２１３は、注射針２２との接続点Ｐから所定の位置まで曲面Ｒを
構成している。曲面Ｒは、端壁部２１１の挿通孔２１４の径方向内方へ向けて凸状に湾曲
している。これにより、支持部２１７は、肉厚に形成される。曲面Ｒは、所定の曲率半径
を有する。
【００３５】
　端壁部２１１の内壁面２１３は、内周縁２１３ａから外周縁２１３ｂに至るまで滑らか
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な面を構成している。即ち、端壁部２１１の内壁面２１３には、角や突起等が形成されて
いない。
【００３６】
　注射針２２は、製剤が流通可能な円筒状に形成されている。注射針２２の内径及び外径
は、先端２２１から基端２２２に亘って一定となるように形成されている。注射針２２の
基端面２２５は、外周縁２２３から内周縁２２４に亘って、凹凸の無い平面によって構成
されている。注射針２２の基端面２２５は、注射針２２の軸線方向と直交している。
【００３７】
　注射針２２は、先端２２１が先鋭に形成され、注射対象に対して穿刺可能となっている
。注射針２２は、剛性を有する。注射針２２は、例えば、ステンレス鋼からなる鋼管を伸
線加工することによって形成される。また、注射針２２は、例えば、アルミニウム、アル
ミニウム合金、チタン、チタン合金その他の金属によって形成されている。
【００３８】
　注射針２２は、基端部が端壁部２１１の挿通孔２１４に挿着されている。注射針２２の
外周面２２６は、挿通孔２１４の内周面２１８と密着している。注射針２２は、針固定部
２３から先端２２１を突出させている。
【００３９】
　針固定部２３は、端壁部２１１に連設されている。針固定部２３には、注射針２２を挿
着するための挿通孔２３１が形成されている。針固定部２３は、端壁部２１１の本体部２
１５が突出する側に連設されている。
【００４０】
　針固定部２３は、挿通孔２３１の中心線と、端壁部２１１の挿通孔２１４の中心線と、
胴壁部２０１の軸線が一致するように配置されている。針固定部２３の挿通孔２３１の径
は、端壁部２１１の挿通孔２１４の径と略同一である。本実施形態の針固定部２３は、筒
状に形成されている。針固定部２３の外径は、バレル本体２１の外径よりも小さく形成さ
れている。
【００４１】
　針固定部２３は、挿通孔２３１の内周面２３２と注射針２２の外周面２２６とを接触さ
せて、注射針２２を固定している。
【００４２】
　針固定部２３は、剛性を有する材質で形成されている。針固定部２３は、バレル本体２
１と同じ材料で形成されている。
【００４３】
　プランジャー３は、針付きバレル２に挿入されて、バレル本体２１内を摺動可能な押出
部３１と、該押出部３１を先端に有するプランジャー本体３２とを備える。プランジャー
本体３２は棒状に形成されている。プランジャー本体３２は、バレル本体２１よりも長く
形成されている。即ち、押出部３１がバレル本体２１に対して押し込み限界位置まで挿入
された状態で、プランジャー本体３２の基端部３２１は、バレル本体２１の開口から突出
する。
【００４４】
　押出部３１の外径は、バレル本体２１の胴壁部２０１の内径と略同一に形成されている
。押出部３１の先端は、端壁部２１１の内壁面２１３の形状に即して形成されている。即
ち、プランジャー３の先端がバレル本体２１に対する押し込みの限界位置まで押し込まれ
ると、プランジャー３の先端は端壁部２１１の内壁面２１３に沿った状態となる。
【００４５】
　本実施形態のプランジャー３の先端は、端壁部２１１がテーパー状に形成されているに
伴い、テーパー状に形成されている。
【００４６】
　以上のように、本実施形態に係る針付きバレル２は、製剤を収容する内部空間Ｓを画定
するバレル本体２１と、バレル本体２１の内部空間Ｓに基端２２２が解放された注射針２
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２と、を備え、バレル本体２１は、筒状の胴壁部２０１と、胴壁部２０１の一方の開口部
２０７を閉じるとともに、胴壁部２０１側に位置する内壁面２１３を含む端壁部２１１で
あって、注射針２２が挿着される端壁部２１１とを有し、端壁部２１１の内壁面２１３は
、注射針２２の基端面２２５における内周縁２２４、又は外周縁２２３と内周縁２２４と
の間の所定位置から胴壁部２０１の軸線方向に交差する方向であって、胴壁部２０１の他
方の開口部２０５側へ傾斜する方向に広がっている。
【００４７】
　本実施形態に係るシリンジ１は、針付きバレル２と、該針付きバレル２に挿入され、バ
レル本体２１に収容される製剤を注射針２２の先端２２１から針付きバレル２の外部へ押
し出すためのプランジャー３と、を備える。
【００４８】
　上記構成によれば、端壁部２１１の内壁面２１３は、注射針２２の基端面２２５よりも
注射針２２の先端２２１側に位置しない。そのため、注射針２２の外周面２２６と端壁部
２１１の内壁面２１３とによって、注射針２２の基端部の外周面２２６に沿って、注射針
２２の先端２２１側へ窪む凹部が形成されることがない。その結果、製剤が該凹部に溜ま
ることがなく、バレル本体２１に収容された製剤を無駄なく使用することができる。
【００４９】
　また、端壁部２１１の内壁面２１３は、注射針２２の基端面２２５の一部又は全部を覆
うことができる。そのため、注射針２２の先端２２１が注射対象に穿刺され、注射針２２
がバレル本体２１側へ押されても、端壁部２１１の内壁面２１３は、注射針２２の基端面
２２５を受けることができる。従って、上記構成によれば、注射針２２を強固に挿着する
ことができる。
【００５０】
　さらに、端壁部２１１の内壁面２１３は、注射針２２の基端面２２５の一部又は全部を
覆うため、製剤が注射針２２側に押し込まれても（プランジャー３が針付きバレル２から
製剤を押し出す際に）、注射針２２の基端面２２５に対して製剤の全圧がかからない。従
って、上記構成によれば、注射針２２の基端面２２５が注射針２２の先端２２１側に押さ
れ難くなり、製剤の液圧に対して十分に耐え得る強度となっている。
【００５１】
　上記構成によれば、端壁部２１１の内壁面２１３は、注射針２２の基端面２２５におけ
る外周縁２２３、内周縁２２４、又は外周縁２２３と内周縁２２４との間の所定位置から
広がっているため、注射針２２の基端部は、内部空間Ｓに露出しない。そのため、注射針
２２の成形時に、注射針２２の外周面２２６にオイル等の不純物が付着しても、該不純物
が製剤に混ざり込むことがない。従って、該不純物が製剤と共に注射対象に対して注射さ
れることを防止することができる。
【００５２】
　また、注射針２２の基端部が内部空間Ｓに露出しないため、プランジャー３によって製
剤を針付きバレル２の外部へ押し出す際に、注射針２２の外周面２２６に製剤の液圧がか
からない。従って、注射針２２に、折れや割れ等が生じ難い。
【００５３】
　上記構成によれば、端壁部２１１の内壁面２１３は、注射針２２の基端面２２５よりも
注射針２２の先端２２１側に位置しない。そのため、バレル本体２１から製剤を押し出す
際に、注射針２２の基端面２２５で製剤の流れが乱れ難い。具体的には、注射針２２の基
端部の外周面２２６に沿って注射針２２の先端２２１側へ窪む凹部が形成されないため、
製剤が該凹部に入り込まない。従って、バレル本体２１から製剤を押し出す際に、凹部か
ら回り込んで流出する製剤が存在しないため、製剤を整流させることができる。これに伴
い、針付きバレル２から押し出す際に、プランジャー３にかかる抵抗を下げることもでき
る。
【００５４】
　上記構成によれば、支持部２１７が肉厚に形成されるため、支持部２１７の強度が上が
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る。従って、上記構成のシリンジ１は、注射針２２を強固に挿着することができる。
【００５５】
　上記構成によれば、プランジャー３の押出部３１の先端は、端壁部２１１の内壁面２１
３の形状に即して形成されている。そのため、プランジャー３が、バレル本体２１に挿入
されて、バレル本体２１に対する押し込みの限界位置まで押し込まれると、バレル本体２
１に収容された製剤の殆どを、針付きバレル２の外部へ押し出すことができる。
【００５６】
　尚、本発明の針付きバレル２及びシリンジ１は、上記実施形態に限定されるものではな
く、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。
【００５７】
　上記実施形態では、針付きバレル２及びシリンジ１の成形方法について特に言及しなか
ったが、本発明に係る針付きバレル２及びシリンジ１は、注射針２２、針固定部２３及び
バレル本体２１を一体に射出成形するインサート成形によって成形することができる。ま
た、本発明に係る針付きバレル２及びシリンジ１は、予め針固定部２３及びバレル本体２
１を一体に射出成形した後、針固定部２３に注射針２２を挿入し、注射針２２と針固定部
２３とを接着剤で固定する方法、若しくは熱溶着で固定する方法によっても成形すること
ができる。
【００５８】
　インサート成形によって、注射針２２、針固定部２３及びバレル本体２１が一体的に成
形された場合には、注射針２２と針固定部２３との間には隙間が生じ難い。即ち、インサ
ート成形では、注射針２２の外周面２２６に樹脂等を回り込ませることによって針付きバ
レル２を成形するため、注射針２２の外周面２２６と針固定部２３に形成された挿通孔２
３１の内周面２３２とを密着させることができる。そのため、注射針２２と針固定部２３
との間に製剤が溜まることがなく、注射針２２と針固定部２３との間に製剤が残らない。
従って、上記の場合、バレル本体２１に収容された製剤を無駄なく使用することができる
。さらに、バレル本体２１から製剤を押し出す際に、凹部からだけでなく、注射針２２と
針固定部２３との間から回り込んで流出する製剤も存在しないため、注射の際に、製剤を
整流させることもできる。
【００５９】
　上記実施形態では、端壁部２１１の内壁面２１３は、注射針２２の基端面２２５の中央
部から広がっている場合について説明したが、これに限定されるものではない。図４に示
すように、端壁部２１１の内壁面２１３は、注射針２２の外周縁２２３から広がっていて
もよい。
【００６０】
　また、図３に示すように、端壁部２１１の内壁面２１３は、注射針２２の内周縁２２４
から胴壁部２０１の内壁面２０２に向けて広がっていてもよい。この場合、注射針２２の
基端面２２５の全域が端壁部２１１の内壁面２１３によって覆われた状態となる。従って
、針付きバレル２は、注射針２２をより強固に挿着することができる。
【００６１】
　上記実施形態では、端壁部２１１の内壁面２１３は、内周縁２１３ａから外周縁２１３
ｂに至るまで、略平坦に形成されているが、これに限定されるものではない。内壁面２１
３は、胴壁部２０１の径方向に凹状又は凸状に湾曲していてもよい。即ち、端壁部２１１
の内壁面２１３は、内周縁２１３ａから外周縁２１３ｂに至るまで、円弧状面であっても
よい。
【００６２】
　上記実施形態では、端壁部２１１の内壁面２１３は、外周縁２２３と内周縁２２４との
間の所定位置から胴壁部２０１の軸線方向に交差する方向であって、胴壁部２０１の他方
の開口部２０５側へ傾斜する方向に広がっている場合について説明したが、これに限定さ
れるものではない。端壁部２１１の内壁面２１３は、胴壁部２０１の径方向に広がってい
てもよい。さらに、端壁部２１１の内壁面２１３は、図４に示すように、部分的に胴壁部
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て、胴壁部２０１の他方の開口部２０５側へ傾斜する方向に広がっていてもよい。
【００６３】
　上記実施形態では、端壁部２１１はテーパー状に形成されている場合について説明した
が、これに限定されるものではない。例えば、端壁部２１１は、段状、階段状に形成され
ていてもよい。また、凹凸面であってもよい。
【００６４】
　また、端壁部２１１の端縁は楕円形状、三角形状、四角形状等であってもよい。これに
伴い、胴壁部２０１は、端壁部２１１の端縁部２１６の形状に応じた楕円形状、三角形状
、四角形状等の筒状に形成されていてもよい。
【００６５】
　上記実施形態では、端壁部２１１の内壁面２１３は、注射針２２との接続点Ｐから所定
の位置まで曲面Ｒを構成している場合について説明したが、これに限定されるものではな
い。図５（ａ）～（ｃ）に示すように、端壁部２１１の内壁面２１３は、注射針２２との
接続点Ｐから胴壁部２０１の内壁面２０２に至るまで、ストレートに構成されていてもよ
い。
【００６６】
　上記実施形態では、注射針２２の基端面２２５は、凹凸の無い平面によって構成されて
いる場合について説明したが、これに限定されるものではない。注射針２２の基端面２２
５は、胴壁部２０１の他端２０４側に突出する凸面であってもよく、先端２２１側に窪む
凹面であってもよい。また、基端面２２５は、凹凸面であってもよい。
【００６７】
　上記実施形態では、注射針２２の内径及び外径は、先端２２１から基端２２２に亘って
一定となるように形成されている場合について説明したが、これに限定されるものではな
い。注射針２２は、基端部の径が先端部の径よりも大きいテーパー状であってもよい。ま
た、注射針２２は、円筒状に限定されず、断面形状が、三角形等の多角形となるものであ
ってもよい。
【００６８】
　上記実施形態では、注射針２２の外周面２２６の形状について特に言及しなかったが、
注射針２２の外周面２２６は、リブや溝が設けられていてもよく、ブラスト加工によって
凹凸部が形成されていてもよい。凹凸部は基端面２２５から形成されていてもよく、基端
面２２５から先端２２１側に離間した位置から形成されていてもよい。
【００６９】
　上記実施形態では、端壁部２１１がテーパー状に形成されているに伴い、プランジャー
３の先端がテーパー状に形成されている場合について説明したが、これに限定されるもの
ではない。プランジャー３の先端は、端壁部２１１の内壁面２１３の形状に即して形成さ
れていればよく、端壁部２１１が板状に形成され、内壁面２１３が胴壁部２０１の他方の
開口部２０５側へ傾斜しない場合には、これに即して平坦に形成されていてもよい。
【符号の説明】
【００７０】
１…シリンジ、２…針付きバレル、２１…バレル本体、２０１…胴壁部、２０２…内壁面
、２０３…一端、２０４…他端、２１１…端壁部、２１３…内壁面、２１３ａ…内周縁、
２１３ｂ…外周縁、２１４…挿通孔、２１５…本体部、２１６…端縁部、２１７…支持部
、２１８…内周面、２２…注射針、２２１…先端、２２２…基端、２２３…外周縁、２２
４…内周縁、２２５…基端面、２２６…外周面、２３…針固定部、２３１…挿通孔、２３
２…内周面、３…プランジャー、３１…押出部、３２…プランジャー本体、Ｐ…接続点、
Ｓ…内部空間、Ｒ…曲面
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