
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ルアテーパー状ノズルの挿入によって開くことができる通常閉じた状態のバルブであって
、
入口部及び出口部を持つ通路を画定するハウジングであって、実質的に堅固で、前記入口
部が開口する外側入口面を持つハウジングと、
前記通路内に配置されていて前記入口部内に延びる実質的に堅固なキャニュラであって、
バルブの閉止及び開ロモードに対応する第１の位置及び第２の位置の間で移動自在で、入
口端部及び出口端部を持つキャニュラと、
実質的に柔軟で、弾性のグランド部材であって、
キャニュラの入口端部の上方に配置されていて通常閉位置の貫通アパーチャを持つシール
部と、
前記シール部に結合されていて前記キャニュラと前記ハウジングとの間で前記キャニュラ
の周りに配置された環状部と、
前記環状部に結合されるとともに前記ハウジングに取り付けられた取付部とを備えるグラ
ンド部材とを備え、
前記バルブが閉モードのときに、前記シール部が拭き取り面を提供するように前記ハウジ
ングの前記外側入口面とほぼ整列するバルブ。
【請求項２】
請求項１のバルブにおいて、前記キャニュラの入口端部及びグランドは、前記キャニュラ
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に関して前記シール部が長手方向に移動できるように成形されており、さらに、前記バル
ブは前記長手方向への移動を越えて前記入口部を通って前記シール部が移動することを制
限する手段を備えるバルブ。
【請求項３】
請求項２のバルブにおいて、前記キャニュラの入口端部は前記バルブが閉モードにあると
きには前記シール部から離隔されているバルブ。
【請求項４】
請求項３のバルブにおいて、前記ハウジングの通路の入口部は、
前記外側入口面の近くにあって前記ノズルを受け入れるように成形されているテーパー状
の領域と、
前記テーパー状の領域の近くにあって前記テーパー状の領域の内径より大きな内径を持つ
拡大領域とを持ち、
前記グランド部材のシール部は前記テーパー状の領域の内径より大きくかつ前記拡大領域
の内径より小さな外径を持ち、さらに、
前記シール部のアパーチャは、前記ノズルが前記シール部を前記テーパー状領域を過ぎて
前記入口部の拡大領域内に押した後に開口するバルブ。
【請求項５】
請求項４のバルブにおいて、前記入口部のテーパー状領域は、
前記外側入口面の近くにある円錐台状のベルトであって、前記ノズルが前記バルブに完全
に挿入されたときに前記ノズルの全体の周囲の面の周りに接触状態を維持する円錐台状の
ベルトと、
前記円錐台状のベルトと前記拡大領域との間にあって前記ノズルの全体の周囲より小さな
接触を維持するリブ状ベルトとを持つバルブ。
【請求項６】
請求項４のバルブにおいて、前記キャニュラの出口端部は前記グランド部材によって背圧
シールを提供するように成形されているバルブ。
【請求項７】
請求項６のバルブにおいて、前記グランド部材の前記環状部は前記バルブが完全に閉じら
れたときの圧力下にあるバルブ。
【請求項８】
請求項７のバルブにおいて、前記ハウジングの前記入口部の外側にはネジ部が形成されて
いてノズルを囲むルアロックネジ部を受け入れるバルブ。
【請求項９】
請求項８のバルブにおいて、前記グランド部材の前記取付部は前記バルブが前記ノズルに
よってバルブ閉止モードからバルブ開ロモードにされるときに引き伸ばされるバルブ。
【請求項１０】
請求項９のバルブにおいて、前記グランド部材の前記環状部はノズルによって前記バルブ
がバルブ閉モードからバルブ開モードにされるときにさらに圧縮されるバルブ。
【請求項１１】
請求項１０のバルブにおいて、前記ハウジングはグランド停止構造を備えていてキャニュ
ラの動きとは無関係に前記バルブの出口部に向かうグランドの動きを停止するバルブ。
【請求項１２】
請求項１１のバルブにおいて、さらにキャニュラ停止構造を備えていて前記バルブの出口
部に向かうキャニュラの移動を停止するが前記バルブの出口部への流れは許容するバルブ
。
【請求項１３】
請求項１１のバルブにおいて、前記ハウジングは前記グランド部材の取付部と前記グラン
ト部材の環状部との間に配置された堅固な環状部材を備えるバルブ。
【請求項１４】
請求項１３のバルブにおいて、前記グランド部材の取付部は前記取付部出口端部に配置さ
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れた柔軟なワイパー部材を備えていて前記取付部と前記取付部出口端部のハウジングとの
間に接触を維持するバルブ。
【請求項１５】
請求項１４のバルブにおいて、前記グランド部材の取付部はベント部を備えるバルブ。
【請求項１６】
請求項１５のバルブにおいて、前記ハウジングは前記入り口部にベントを備えるバルブ。
【請求項１７】
請求項８のバルブにおいて、前記キャニュラの出口端部は前記キャニュラを前記第１の位
置に動かす柔軟な部材を提供するように形成されているバルブ。
【請求項１８】
請求項２のバルブにおいて、前記キャニュラの入口端部は前記シール部を開くように形成
されているバルブ。
【請求項１９】
請求項１のバルブにおいて、前記キャニュラの前記出口端部はテーパー外径及びリブを持
つバルブ。
【請求項２０】
請求項１のバルブにおいて、前記通路の一部は内壁によって画定され、前記内壁はリブか
ら制限を受けないバルブ。
【請求項２１】
請求項１のバルブにおいて、前記グランドはリッジを含んでおり、前記通路の一部な隆起
によって画定されており、前記リッジは前記隆起に着座しているバルブ。
【請求項２２】
請求項１のバルブにおいて、前記通路の一部は隆起によって画定され、前記グランドは閉
モード及び開ロモードの両方の間とも前記隆起に着座されているバルブ。
【請求項２３】
ルアテーパー状ノズルが挿入されると開口することができる通常閉じられているバルブで
あって、
入口部及び出口部を持つ通路を画定するハウジングであって、実質的に堅固で、前記入口
部が開口する外側入口面を持つハウジングと、
前記通路内に配置されていて前記入口部内に延びる実質的に堅固なキャニュラであって、
バルブの閉止及び開ロモードに対応する第１の位置及び第２の位置の間で移動自在で、入
口端部及び出口端部を持つキャニュラと、
実質的に柔軟で、弾性のあるグランド部材であって、
キャニュラの入口端部の上方に配置されていて通常閉位置の貫通アパーチャを持つシール
部と、
前記シール部に結合されていて前記キャニュラと前記ハウジングとの間で前記キャニュラ
の周りに配置された環状部とを備えるグランド部材とを備え、
前記キャニュラの出口端部が前記グラント部材による背圧シールを提供するように形成さ
れており、さらに、
前記バルブが閉モードのときに、前記シール部が拭き取り面を提供するように前記ハウジ
ングの前記外側入口面とほぼ整列するバルブ。
【請求項２４】
請求項２３のバルブにおいて、前記グランド部材の前記環状部は前記バルブが完全に閉じ
られたときの圧力下にあるバルブ。
【請求項２５】
請求項２４のバルブにおいて、前記グランド部材の前記環状部はノズルによって前記バル
ブがバルブ閉モードからバルブ開モードに換えられるときにさらに圧縮されるバルブ。
【請求項２６】
請求項２５のバルブにおいて、前記ハウジングはグランド停止構造を備えていてキャニュ
ラの動きとは無関係に前記バルブの出口部に向かうグランドの動きを停止するバルブ。
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【請求項２７】
請求項２６のバルブにおいて、さらにキャニュラ停止構造を備えていて前記バルブの出口
部に向かうキャニュラの移動を停止するが前記バルブの出口部への流れは許容するバルブ
。
【請求項２８】
請求項２７のバルブにおいて、前記ハウジングの通路の入口部は、
前記外側入口面の近くにあって前記ノズルを受け入れるように成形されているテーパー状
の領域と、
前記テーパー状の領域の近くにあって前記テーパー状の領域の内径より大きな内径を持つ
拡大領域とを持ち、
前記グランド部材のシール部は前記テーパー状の領域の内径より大きくかつ前記拡大領域
の内径より小さな外径を持ち、さらに、
前記シール部のアパーチャは、前記ノズルが前記シール部を前記テーパー状領域を過ぎて
前記入口部の拡大領域内に押した後に開口するバルブ。
【請求項２９】
請求項２８のバルブにおいて、前記入口部のテーパー状領域は、
前記外側入口面の近くにある円錐台状のベルトであって、前記ノズルが前記バルブに完全
に挿入されたときに前記ノズルの全体の周囲の面の周りに接触状態を維持する円錐台状の
ベルトと、
前記円錐台状のベルトと前記拡大領域との間にあって前記ノズルの全体の周囲より小さな
接触を維持するリブ状ベルトとを持つバルブ。
【請求項３０】
請求項２９のバルブにおいて、前記ハウジングの前記入口部の外側にはネジ部が形成され
ていてノズルを囲むルアロックネジ部を受け入れるバルブ。
【請求項３１】
請求項２３のバルブにおいて、前記キャニュラの前記出口端部はリブを含むバルブ。
【請求項３２】
請求項２３のバルブにおいて、前記グランドはリッジを含んでおり、前記通路の一部は隆
起によって画定されており、前記リッジは前記隆起に着座しているバルブ。
【請求項３３】
請求項２３のバルブにおいて、前記通路の一部は隆起によって画定され、前記グランドは
閉止モード及び開ロモードの両方の間とも前記隆起に着座されているバルブ。
【請求項３４】
ルアテーパー状ノズルが挿入されると開口することができる通常閉じられているバルブで
あって、
入口部及び出口部を持つ通路を画定するハウジングであって、実質的に堅固で、前記入口
部が開口する外側入口面を持つハウジングと、
前記通路内に配置されていて前記入口部内に延びる実質的に堅固なキャニュラであって、
バルブの閉止及び開ロモードに対応する第１の位置及び第２の位置の間で移動自在で、入
口端部及び出口端部を持つキャニュラと、
実質的に柔軟で、弾性のグランド部材であって、
キャニュラの入口端部の上方に配置されていて通常閉位置の貫通アパーチャを持つシール
部と、
前記シール部に結合されていて前記キャニュラの周りに配置された環状部とを備えるグラ
ンド部材とを備え、
前記キャニュラの入口部が、
前記外側入口面の近くにあって前記ノズルを受け入れるように形成されたテーパー状領域
と、
前記テーパー状の領域の近くにあって前記テーパー状の領域の内径より大きな内径を持つ
拡大領域とを持ち、
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前記グランド部材のシール部が前記テーパー状の領域の内径より大きくかつ前記拡大領域
の内径より小さな外径を持ち、さらに、
前記シール部のアパーチャが、前記ノズルが前記シール部を前記テーパー状領域を過ぎて
前記入口部の拡大領域内に押した後に開口し、
前記バルブが閉モードのときに、前記シール部が拭き取り面を提供するように前記ハウジ
ングの前記外側入口面とほぼ整列するバルブ。
【請求項３５】
請求項３４のバルブにおいて、前記キャニュラの入口端部及びグランドは、前記キャニュ
ラに関して前記シール部が長手方向に移動できるように成形されているバルブ。
【請求項３６】
請求項３５のバルブにおいて、前記キャニュラの前記入口端部は前記シール部を開くよう
に形成されているバルブ。
【請求項３７】
請求項３５のバルブにおいて、さらに、前記長手方向への移動を越えて前記入口部を通っ
て前記シール部が移動することを制限する手段を備えるバルブ。
【請求項３８】
請求項３７のバルブにおいて、前記キャニュラの前記入口端部は前記シール部を開くよう
に形成されているバルブ。
【請求項３９】
請求項３７のバルブにおいて、前記キャニュラの入口端部は前記バルブが閉モードにある
ときには前記シール部から離隔されているバルブ。
【請求項４０】
請求項３９のバルブにおいて、前記キャニュラの出口端部は前記グランド部材によって背
圧シールを提供するように成形されているバルブ。
【請求項４１】
請求項４０のバルブにおいて、前記キャニュラは前記ステップと前記キャニュラの出口端
部との間に配置されたリッジを含み、前記環状部は前記シール部の近くにあるサブセクシ
ョンであって前記隆起に対応するように形成されていて前記キャニュラの隆起が前記環状
部の形成されたサブセクションを越えて移動することを防ぐサブセクションを持つバルブ
。
【請求項４２】
請求項４１のバルブにおいて、前記グランド部材の前記環状部は前記バルブが完全に閉じ
られたときの圧力下にあるバルブ。
【請求項４３】
請求項４２のバルブにおいて、前記グランド部材の前記環状部はノズルによって前記バル
ブがバルブ閉モードからバルブ開モードにされるときにさらに圧縮されるバルブ。
【請求項４４】
請求項４３のバルブにおいて、前記ハウジングはグランド停止構造を備えていてキャニュ
ラの動きとは無関係に前記バルブの出口部に向かうグランドの動きを停止するバルブ。
【請求項４５】
請求項４４のバルブにおいて、さらにキャニュラ停止構造を備えていて前記バルブの出口
部に向かうキャニュラの移動を停止するが前記バルブの出口部への流れは許容するバルブ
。
【請求項４６】
請求項４５のバルブにおいて、前記グランド部材はさらに前記環状部に結合されるととも
に前記ハウジングに取り付けられた取付部を備えるバルブ。
【請求項４７】
請求項４６のバルブにおいて、前記ブランド部材の前記取付部は前記バルブが前記ノズル
によってバルブ閉止モードからバルブ開ロモードにされるときに引き伸ばされるバルブ。
【請求項４８】
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請求項４７のバルブにおいて、前記ハウジングは前記グランド部材の取付部と前記グラン
ド部材の環状部との間に配置された堅面な環状部材を備えるバルブ。
【請求項４９】
請求項４８のバルブにおいて、前記ブランド部材の取付部は前記取付部出口端部に配置さ
れた柔軟なワイパー部材を備えていて前記取付部と前記取付部出口端部のハウジングとの
間に接触を維持するバルブ。
【請求項５０】
請求項４３のバルブにおいて、前記キャニュラの出口端部は前記キャニュラを前記第１の
位置に動かす柔軟な部材を提供するように形成されているバルブ。
【請求項５１】
請求項３４のバルブにおいて、前記入口部のテーパー状領域は、
前記外側入口面の近くにある円錐台状のベルトであって、前記ノズルが前記バルブに完全
に挿入されたときに前記ノズルの全体の周囲の面の周りに接触状態を維持する円錐台状の
ベルトと、
前記円錐台状のベルトと前記拡大領域との間にあって前記ノズルの全体の周囲より小さな
接触を維持するリブ状ベルトとを持つバルブ。
【請求項５２】
請求項３４のバルブにおいて、前記ハウジングの前記入口部の外側にはネジ部が形成され
ていてノズルを囲むルアロックネジ部を受け入れるバルブ。
【請求項５３】
請求項３４のバルブにおいて、前記キャニュラの前記出口端部はテーパー外径及びリブを
持つバルブ。
【請求項５４】
請求項３４のバルブにおいて、前記通路の一部は内壁によって画定され、前記内壁はリブ
から制限を受けないバルブ。
【請求項５５】
請求項３４のバルブにおいて、前記グランドはリッジを含んでおり、前記通路の一部は隆
起によって画定されており、前記リッジは前記隆起に着座しているバルブ。
【請求項５６】
請求項３４のバルブにおいて、前記通路の一部は隆起によって画定され、前記グランドは
閉止モード及び開ロモードの両方の間とも前記隆起に着座されているバルブ。
【請求項５７】
ルアテーパー状ノズルの挿入によって 通常は のバルブであって
、
入口部及び出口部を持つ通路を画定するハウジングであって、実質的に堅固で、前記入口
部が開口する外側入口面を持つハウジングと、

、
実質的に柔軟で、前記通路内に配置された弾性のグランド部材であって、前記バルブが閉
じられたときに前記外側入口と実質的に整列するシール部と通常閉位置の貫通アパーチャ
とを持つグランド部材とを備え、
前記ハウジングの通路の入口部が前記外側入口面の近くにあって前記ノズルを受け入れる
ように形成されているテーパー状アパーチャを持ち、さらに、前記入口部のテーパー状領
域が、
前記外側入口面の近くにある円錐台状のベルトであって、前記ノズルが前記バルブに完全
に挿入されたときに前記ノズルの全体の周囲の面の周りに接触状態を維持する円錐台状の
ベルトと、
前記円錐台状のベルトの近くにあって前記ノズルの全体の周囲より小さな接触を維持する
リブ状ベルトとを持つバルブ。
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開口状態になるが 閉止状態

前記通路内に配置されていて前記入口部内に延びるキャニュラであって、前記バルブの閉
止状態及び開口状態に対応する第１の位置及び第２の位置の間で移動自在で、入口端部及
び出口端部を持つキャニュラと



【請求項５８】
請求項５７のバルブにおいて、前記ハウジングの前記入口部の外側にはネジ部が形成され
ていてノズルを囲むルアロヅクネジ蔀を受げ入れるバルブ。
【請求項５９】
請求項５７のバルブにおいて、前記キャニュラの前記出口端部はテーパー外径及びリブを
持つバルブ。
【請求項６０】
請求項５７のバルブにおいて、前記通路の一部は内壁によって画定され、前記内壁はリブ
から制限を受げないバルブ。
【請求項６１】
請求項５７のバルブにおいて、前記グランドはリッジを含んでおり、前記通路の一部は隆
起によって画定されており、前記リッジは前記隆起に着座しているバルブ。
【請求項６２】
請求項５７のバルブにおいて、前記通路の一部は隆起によって画定され、前記グランドは
閉止モード及び開ロモードの両方の間とも前記隆起に着座されているバルブ。
【請求項６３】
ルアテーパー状ノズルが挿入されると開口することができる通常閉じられているバルブで
あって、
入口部及び出口部を持つ通路を画定するハウジングであって、実質的に堅固で、前記入口
部が開口する外側入口面を持つハウジングと、
前記通路内に配置されていて前記入口部内に延びる実質的に堅固なキャニュラであって、
バルブの閉止及び開ロモードに対応する第１の位置及び第２の位置の間で移動自在で、入
口端部及び出口端部を持ち、前記キャニュラの形状が前記キャニュラが前記第１及び第２
の位置の間を移動する間一定であるキャニュラと、
実質的に柔軟で、弾性のグランド部材であって、
キャニュラの入口端部の上方に配置されていて通常閉位置の貫通アパーチャを持つシール
部と、
前記シール部に結合されていて前記キャニュラと前記ハウジングとの間で前記キャニュラ
の周りに配置されたシール部材とを備えるグランド部材とを備え、
前記バルブが閉モードのときに、前記シール部が拭き取り面を提供するように前記ハウジ
ングの前記外側入口面とほぼ整列するバルブ。
【請求項６４】
請求項６３のバルブにおいて、前記キャニュラの前記出口端部はテーパー外径及びリブを
持つバルブ。
【請求項６５】
請求項６３のバルブにおいて、前記通路の一部は内壁によって画定され、前記内壁はリブ
から制限を受けないバルブ。
【請求項６６】
請求項６３のバルブにおいて、前記グランドはリッジを含んでおり、前記通路の一部は隆
起によって画定されており、前記リッジは前記隆起に着座しているバルブ。
【請求項６７】
請求項６３のバルブにおいて、前記通路の一部は隆起によって画定され、前記グランドは
閉止モード及び開ロモードの両方の間とも前記隆起に着座されているバルブ。
【請求項６８】
ルアテーパー状ノズルの挿入によって開くことができる通常閉じた状態のバルブであって
、
入口部及び出口部を持つ通路を画定するハウジングであって、実質的に堅固で、前記入口
部が開口する外側入口面を持つハウジングと、
前記通路内に配置されていて前記入口部内に延びる実質的に堅固なキャニュラであって、
バルブの閉止及び開ロモードに対応する第１の位置及び第２の位置の間で移動自在で、入
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口端部及び出口端部を持つキャニュラと、
実質的に柔軟で、弾性のグランド部材であって、キャニュラの入口端部の上方に配置され
ていて通常閉位置の貫通アパーチャを持つシール部と、
前記シール部に結合されていて前記キャニュラと前記ハウジングとの間で前記キャニュラ
の周りに配置されたシール部材とを備えるグランド部材とを備え、
前記バルブが閉モードのときに、前記シール部が拭き取り面を提供するように前記ハウジ
ングの前記外側入口面とほぼ整列し、さらに、
前記キャニュラの入口端部及びグランドが、前記キャニュラに関して前記シール部が長手
方向に移動できるように成形されているバルブ。
【請求項６９】
請求項６８のバルブにおいて、前記バルブは前記長手方向への移動を越えて前記入口部を
通って前記シール部が移動することを制限する手段を備えるバルブ。
【請求項７０】
請求項６９のバルブにおいて、前記キャニュラの入口端部は前記バルブが閉モードにある
ときには前記シール部から離隔されているバルブ。
【請求項７１】
請求項７０のバルブにおいて、前記ハウジングの通路の入口部は、
前記外側入口面の近くにあって前記ノズルを受け入れるように成形されているテーパー状
の領域と、
前記テーパー状の領域の近くにあって前記テーパー状の領域の内径より大きな内径を持つ
拡大領域とを持ち、
前記グランド部材のシール部は前記テーパー状の領域の内径より大きくかつ前記拡大領域
の内径より小さな外径を持ち、さらに、
前記シール部のアパーチャは、前記ノズルが前記シール部を前記テーパー状領域を過ぎて
前記入口部の拡大領域内に押した後に開口するバルブ。
【請求項７２】
請求項７１のバルブにおいて、前記入口部のテーパー状領域は、
前記外側入口面の近くにある円錐台状のベルトであって、前記ノズルが前記バルブに完全
に挿入されたときに前記ノズルの全体の周囲の面の周りに接触状態を維持する円錐台状の
ベルトと、
前記円錐台状のベルトと前記拡大領域との間にあって前記ノズルの全体の周囲より小さな
接触を維持するリブ状ベルトとを持つバルブ。
【請求項７３】
請求項６８のバルブにおいて、前記シール領域は前記バルブが開かれたときに前記キャニ
ュラと前記外側入ロメントの間に全体的に位置されているバルブ。
【請求項７４】
請求項６８のバルブにおいて、前記キャニュラの前記入口端部は前記シール部を開くよう
に形成されているバルブ。
【請求項７５】
請求項６８のバルブにおいて、前記キャニュラの前記出口端部はテーパー外径及びリブを
持つバルブ。
【請求項７６】
請求項６８のバルブにおいて、前記通路の一部は内壁によって画定され、前記内壁はリブ
から制限を受けないバルブ。
【請求項７７】
請求項６８のバルブにおいて、前記グランドはリッジを含んでおり、前記通路の一部は隆
起によって画定されており、前記リッジは前記隆起に着座しているバルブ。
【請求項７８】
請求項６８のバルブにおいて、前記通路の一部は隆起によって画定され、前記グランドは
閉止モード及び開ロモードの両方の間とも前記隆起に着座されているバルブ。
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【請求項７９】
医療用バルブであって、
通路を画定し、前記通路が入口部及び出口部を持つハウジングと、
前記通路内に移動自在に配置された実質的に堅固なキャニュラと、
前記ハウジング及びキャニュラに固定された実質的に柔軟で弾性のあるグランド部材であ
って前記キャニュラが前記グランド部材によって前記通路内に保持されているグラント部
材とを備えるバルブ。
【請求項８０】
請求項７９のバルブにおいて、前記キャニュラは閉モードに相当する第１の位置と開モー
ドに相当する第２の位置との間で移動することに適合するバルブ。
【請求項８１】
請求項７９のバルブにおいて、前記通路は、
入口と、
前記入口部から収束する第１領域と、
前記第１領域から発散する第２領域と、
前記第２領域から発散する第３領域とを含むバルブ。
【請求項８２】
開モード及び閉モードを持つ医療用バルブであって、
通路を画定するハウジングと、
前記通路内に配置されていて入口端部及びシール端部を持ち、前記シール端部が前記閉モ
ードにあるときに前記通路を実質的にシールするように形成され、

る堅固なキャニュラと、
前記キャニュラの前記入口端部の上方に配置されたシールを持つ実質的に柔軟で弾性のあ
るグランド部材とを備えるバルブ。
【請求項８３】
請求項８２のバルブにおいて、 の端部は前記開モードのときに流体が前記
通路を通過することができるように形成されているバルブ。
【請求項８４】
ルアテーパー状ノズルに用いる医療用バルブであって、
入口部を有するテーパー状領域を含む通路を画定し、前記通路が拡大領域を有するハウジ
ングと、
前記通路内に配置されていて入口を持ち

キャニュラと、
前記キャニュラの前記入口の上方に配置されたシール領域を持ち、前記シール領域が通常
閉じられた貫通アパーチャを持つ実質的に柔軟で弾性のあるグランド部材とを備え、
前記シール領域が前記通路の前記テーパー状領域と前記通路の前記拡大領域との間の前記
通路を通過して移動自在であり、
前記アパーチャが、前記シール領域が前記入口部内に配置されているときには実質的に閉
じられており、
前記アパーチャが、前記シール領域が前記拡大領域内に配置されているときには実質的に
開かれているバルブ。
【発明の詳細な説明】

本発明は、ノズル（特にルア (Luer)継手）により起動し得るバルブに関する。

本発明はノズル（好適実施例においては雄ルア継手）にの挿入により解放し得る常閉バル
ブを意図している。このバルブはルア・テーパー・ノズルにより開放したときに二方向流
を可能とし、大きな背圧に耐えられる。このバルブは、入口領域と出口領域とを有する流
路を規定する実質的に剛なハウジングを含む。このハウジングは入口領域を開放させる内
室入口面を有する。入口領域は好ましくはテーパー状領域および拡張領域を有し、そのテ
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前記閉モードと前記開
モードとの間で移動自在であ

前記キャニュラ

、バルブの開放状態と閉止状態とに対応する位置
の間で移動自在である

技術分野

発明の概要



ーパー状領域は内室入口面に隣接してノズルを受け入れるように形成され、拡張領域はテ
ーパー状領域に隣接して、テーパー状領域の内径よりも大きな径を有する。好ましくは、
ハウジングの入口領域の内室は、ノズルを包囲し得るルア係止螺子を受け入れる螺子を有
する。
このバルブは、流路内に配置されて入口領域へ拡張する実質的に剛なキャニュラ (cannula
)をも含む。このキャニュラはバルブの閉止及び開放状態に対応する第１及び第２の位置
の間で移動可能である。このバルブは更に実質的に柔軟で弾力的なグランド (gland)部材
を含み、この部材は（ i）キャニュラの入口端上に配置されたシール領域、（ ii）シール
領域に接続されて、キャニュラの周りでキャニュラとハウジングとの間に配置された管状
領域と、好適実施例においては（ iii）管状領域へ接続されてハウジングへ取り付けられ
た取り付け領域とを有する。シール領域は、それを通じる常閉孔を有し、好ましくはその
外径はハウジング入口領域のテーパー状領域の内径よりも大きく、拡張領域の内径よりも
小さい。
キャニュラ及びグランドの入口端は、好ましくはグランドシール領域をキャニュラに対し
て移動させるように形成されている。好ましくはバルブは、例えばキャニュラの入口端ま
たはグランドの内径の何れかに階段状部を含むことにより、シール領域の移動を制限する
手段を含む。キャニュラの入口端は、シール領域をハウジング入口領域の拡張領域におき
ながら、ノズルがキャニュラの入口端に対してシール領域を押圧したときに、シール領域
を開放させるように形成し得る。好適実施例においては、バルブが閉止位置にあるときに
シール領域とキャニュラとの間に空間が与えられる。
バルブが閉止状態にあるとき、シール領域はハウジングの内室入口面に実質的に整合して
、スワバブル（ swabbable）面を与えるようにされており、好ましくはシール領域は内室
入口面を越えて少量延伸して、シール領域が完全にスワバブルになるようにされている。
好ましくは、キャニュラの出口端は、グランド部材の取り付け領域と共に背圧シールを与
えるように形付けられている。
好適実施例においては、グランド部材の取り付け領域が引き伸ばされて、バルブをノズル
によりバルブ閉止状態からバルブ開放状態へさせるようにされている。更に、グランド部
材の管状領域は好ましくは圧縮されて、バルブをノズルによりバルブ閉止状態からバルブ
開放状態へさせるようにされている。代替的実施例において、キャニュラの出口端は、キ
ャニュラを第１の位置へさせるように（例えばリーフ・スプリングとして）形付けられて
いる。
ハウジングは好ましくは、キャニュラの動作と独立に、グランドがバルブの出口領域へ向
かう移動を停止させるグランド停止構造を含む。ハウジング上またはキャニュラ出口端上
にキャニュラ停止構造をも設けてもよく、これはバルブの出口領域への流れを可能としつ
つ、キャニュラがバルブの出口領域へ向かう移動を停止させる。
本発明のこれらと他の特徴、観点、利点は、本発明の特定の実施例を例証および例示する
添付図面に関連してなされる以下の説明によってより良く理解されよう。

図１は本発明の一つの実施例に係るバルブの縦断面図を示す。
図２－６は図１に示されるバルブがルア・テーパー・ノズルにより完全閉止位置から完全
開放位置へ強いられる縦断面図を示す。
図７－９は図１に示されるバルブに使用し得るグランドの三つの代替的実施例の縦断面図
を示す。
図１０は閉止位置における本発明の代替的実施例を示す。
図１１は開放位置における図１０の実施例の変形例を示す。
図１２は本発明の他の代替的実施例を示す。
図１３は図１の実施例の変形例を示す。
図１３Ａは図１３の実施例を断面図を示す。
図１４Ａ－１４Ｃはノズルがバルブへ挿入されるのに応答してグランド・シール領域がど
のように開放するかを示す。
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【図面の簡単な説明】



図１５は本発明の他の実施例に係るバルブの縦断面図を示す。
図１６Ａ－１６Ｄは図１５に示されるバルブがルア・テーパー・ノズルにより完全閉止位
置から完全開放位置へ強いられる縦断面図を示す。
図１６Ｅ－１６Ｇはそれぞれ図１６Ａ－１６Ｄのシール領域の端面図である。
図１７は本発明の他の実施例に係るバルブの縦断面図を示す。
図１８Ａ－１８Ｄは図１７に示されるバルブがルア・テーパー・ノズルにより実質的に完
全閉止位置から実質的に完全開放位置へ強いられる縦断面図を示す。

図１に示すように、本発明の好適実施例においてはバルブは四つの部品から製作されてい
る。即ち入口ハウジング部分３４、出口ハウジング部分４８、グランド１２および可動剛
性内部キャニュラ１４である。その二つのハウジング部分は好ましくは超音波切断溶接に
より領域３０で一体にされて、一体的なハウジングを形成するようにされており、且つグ
ランド保持領域３２においてグランド１２の一端を保持するようにされている。バルブを
通る流体キャニュラ１４を通り、これはグランド１２内にあり、ハウジング内にある。
グランド１２は三つの領域を有する。即ち、スワバブル・シール領域１０、管状領域１８
および取り付け領域２０である。好ましくは、バルブはシリコンからなる。シール領域１
０はそれを通るアパーチュア４２を有し、このアパーチュア４２は例えば貫通口またはス
リットとしてもよい。図１に示すようにバルブが閉止状態にあるとき、アパーチュア４２
はハウジングの内面により閉止に保持され、入口においてハウジングの内径がグランド１
２のシール領域１０の外径より小さくされていることにより、ハウジングがシール領域１
２を圧搾するので、アパーチュア４２が閉止されるように強いられる。ハウジングを通る
流路のこの圧縮領域４０は、ルア・テーパー状ノズル（図２における符号６０）を収容し
て保持するようにテーパー状にされている。ハウジング流路が更に下降すると、第２の領
域４４が、テーパー状圧縮領域４０の内径より大きく、且つシール領域１０の外形よりも
大きな内径を有するので、シール領域は、領域４０へ強いられたときに拡張し得るので、
アパーチュア４２を開放させることを可能とする。入口ハウジング部分３４は好ましくは
、拡張領域とテーパー状領域との間のシール領域１０の移動を容易にするように吐出口１
６を含む。バルブが完全閉止位置にあるときに、グランド・シール領域１０はハウジング
の外部入口面５２と同一平面になるかまたはそれよりも僅かに上になる。従ってシール領
域１０および外部入口面５２はスワバブル面を示し、即ち例えばアルコール綿で容易に拭
き取り洗浄し得る。
グランド１２の管状領域１８は好ましくは圧縮可能に設計されている。グランド１２の他
の領域５４はシール領域と圧縮可能管状領域との間に位置しており、グランド１２の上部
部分をキャニュラ１４上に位置させて保持するように、キャニュラ１４上の対応する棚５
６に整合するように形付けてもよい。
グランド１２のシール領域に加えて、バルブはキャニュラ１４の出口端において第２のシ
ール領域２２を有する。キャニュラ１４の出口端５８はグランド１２に対するシールを与
えるように形付けられている。キャニュラ出口端５８は、グランドの圧縮可能管状領域１
８の内径より広い外径を有し、キャニュラを通る流路３６はチャンネル２８を有し、この
チャンネルは流路をグランド１２へ向かう横方向へ向け直す。この配置構成は、図１に示
されるようにバルブが閉止位置にあるときにシールを形成し、バルブの出口端５０からの
多量の背圧に対抗できる。入口ハウジング部分３４は好ましくは剛性環状延長部３３を含
み、これはグランド管状領域１８をグランド取り付け領域２０から仕切る。この環状延長
部３３は、バルブが開閉するときにグランド１２の管状および取り付け領域が不正確に屈
曲しないことを保証する。更に、環状延長部３３はグランドと関連してキャニュラ出口領
域５８が多量の背圧により入口領域内へ押し上げられ過ぎることがないことを保証する。
環状延長部３３は、グランド１２の下部部分が入口領域内へ押し上げられ過ぎることがな
いことも保証する。バルブはキャニュラ出口端５８により形成された第２のシール領域２
２を有するので、大きな背圧に抗することが可能であり、第１のシール（グランドのシー
ル区画１０）は大きな背圧に抗する必要はない。
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好ましくは、グランド管状区画１８をキャニュラ棚５６とキャニュラ出口端５８との間の
距離に関して充分に長く形成して、グランド管状区画１８を予め装填することにより、グ
ランド管状区画はバルブが閉止位置にあるときでさえも圧縮下にある。この配置構成は第
２のシール領域２２の有効性を向上させる。グランド管状区画１８の事前装填により、バ
ルブは、出口５０へ加えられる正圧と負圧との何れにも応答して開放に対してより抵抗力
を持つ。出口５０へ露呈されたキャニュラ１４の表面領域に関して出口５０へ露呈された
グランド１２の充分な量の表面領域を持たせることにより、出口における負圧の閉止バル
ブ上の効果は、グランドを出口へ向かってキャニュラ１４に沿って引っぱる。グランド１
２およびキャニュラ１４の両方を出口へ向かって引っぱる負圧を持たせることにより、第
２のシール領域２２はシールされた状態にとどまる。
キャニュラ出口端５８は薄く制作できるので、緊急時には（ルア・ノズルに代えて）針を
バルブと共に用いることができる。この針はシール区画アパーチュア４２を通じてキャニ
ュラ通路へ挿入でき、出口端５８が充分に薄く制作されているならば、針を出口へ突き刺
すことにより、薬品はバルブを通じて射出し得る。出口は、バルブ出口５０から予期し得
る如何なるレベルの背圧に抗するのに充分に強くする必要はない。
出口ハウジング部分４８は、グランド１２（特にグランド取り付け区画２０）がバルブ出
口５０へ向かって伸長し過ぎることを防止する棚２４を含む。この棚２４は、出口５０へ
向かうキャニュラ１４の移動を停止させない。従って、キャニュラ１４はバルブ出口５０
へ向かって移動し続けグランド１２から離れるので、第２のシール領域２２が未だ開放し
ていないならば、これを開放させる。出口ハウジング部分４８は、リブ２６をも含み、こ
れは、バルブ出口５０へ向かうキャニュラ１４の移動を停止させ、キャニュラ１４からリ
ブ２６の間を通ってバルブ出口への流れを可能とする。
ノズルをバルブへ挿入するにつれてのノズルの中心合わせを促進するために、グランド・
シール区画１０はキャニュラ１４の入口端３８を受け入れるように形付けられた小さな中
空領域４６を有する。キャニュラ１４の入口端３８は、シール区画１０がキャニュラ１４
とノズルとの間で充分な力で圧搾されるとき、シール区画アパーチュア４２を開放させる
ように形付けられている。ノズル６０がまずグランドのシール区画１０に対して圧迫され
ると、シール区画１０はキャニュラ１４に対して圧迫され、この結果図２に示すようにシ
ール区画１０の中空領域４６が入口端３８の上に降下する。この運動により入口区画１０
の頂部がハウジングの外部入口面５２の下方に降下し、ノズル６０の中心位置決めを容易
にする。
図３に見られるように、ノズル６０がバルブ中に継続して押し込まれると、通気孔１６に
よりグランド１２が入口ハウジング部分３４の拡張領域４４から分離し、入口ハウジング
部分３４を通るグランド１２の運動を容易にする。いくつかの点でキャニュラ１４がバル
ブ中に押し下げさげられると、キャニュラ１４の出口端５８はグランドから分離し、第２
のシール領域２２を開放する。このシール領域２２の開放は圧縮的に生じるので、グラン
ド１２の管状区画１８はキャニュラ１４を下方に押すノズル 60により圧縮される。図４に
示すようにノズル６０がバルブ中にさらに挿入されると、グランド取り付け領域２０が棚
２４に届くまで延びるが、グランド取り付け領域２０はそれ以上延びない。
図５はシール区画アパーチュア４２をグランドシール区画１０に開放させたノズル６０と
キャニュラ１４の入口端３８を示す。管状区画１８はハウジングの通路の広げた領域４４
中にあるので、グランドシール区画１０は広がる部屋を有する。シール区画アパーチュア
４２が開いた後、ノズル６０は入口のテーパー領域４０内に完全に着座しなくてはならな
い。もしノズル６０がキャニュラ１４を下方に押しすぎるとリブ２６によりキャニュラ１
４の運動を停止させる。リブ２４はキャニュラ１４を下方に押しすぎてもキャニュラの出
口端と出口ハウジング部分４８の間の流れを可能にする。ノズルがバルブから除かれた後
、グランドの取り付け領域２０及びグランド１８の圧縮された管状区画は最初の形状に戻
る傾向があり、これによりシール区画１０がテーパー領域４０内に押し戻される。上記し
たように、テーパー領域４０はシール区画１０の外径より小さい直径を有するので、アパ
ーチュア４２はしぼられて閉じられ、バルブをその閉止状態に戻させる。
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図７は図１に示したグランド２０の代替的な実施例である。図７のグランドは二つに成形
され、この結果、取り付け領域２０良好な延び特性を有するシリコーン系その他の材料で
つくられる部分と、良好な圧縮特性を有する材料でつくられる他の部分から成る。図８は
成形の問題を簡略にする方法によってつくられる。グランド１２は図８に示す形状に成形
されるが、この形状は図１と７に示すグランドの形状よりも成形するのに簡単である。取
り付け領域２０は、超音波溶接中、入口ハウジング部分３４と出口ハウジング部分４８の
間のグランド保持領域（図１中の参照番号３２）に取り付けられる前に、上方に折り曲げ
られる。
図９は図１のバルブに使用するグランドの好ましい実施例を示す。グランドのこの管状区
画１８ａは、図１に示すグランドのようなアコーデオン形状の代わりに、簡単な管状のデ
ザインを有している。バルブが組み立てられると、シール領域において、シール領域出口
に対する十分なシール力を維持するためにバルブを閉じるとき、この管状区画１８ａは圧
縮状態に予め装填するのが好ましい。上記したようにこの予備装填は、シール領域２２、
及びキャニュラ１４の相当する区画より長いキャニュラの押し縁に相当するグランド区画
５４の間に管状区画１８ａをつくることによって達成される。
ハウジングとグランドの取付け区画２０ｂの間の摩擦を減少させるため取付け区画とハウ
ジングの間の接触はワイパー部材７４までに限定される。ワイパー部材７４は液体が取付
け区画２０ｂとハウジングの間の区画中へ上昇しないことを確実にする一方、取付け区画
２０ｂとハウジングの間の接触領域を減少させる。かかる実施例では取付け区画２０ｂは
取付け区画とハウジングの間にできる真空を防止するため、取付け区画２０ｂを通る通気
孔を含むことができる。
図１０は代替的なバルブのデザインを示し、ここではキャニュラの出口端部５８ａはキャ
ニュラ１４をその閉止位置に強制的に押し上げる板ばね６２を有する。図１に示されるバ
ルブのように、図１０のバルブのキャニュラの出口端部５８ａの拡張された領域は第２の
シール領域２２ａを形成し、迂回流路２８ａはキャニュラの主通路３６ａからの流れを向
け直す。図１のバルブと異なり、図１０のグランド１２ａの取付け区画２０ａは延びない
が、それ自身上に折れ曲がる。図１１は図１０のバルブの改変を示す。図１１のバルブは
開放位置を示す。図１１に示すようにグランドの取付け区画２０ａはバルブが開けられる
と曲げられる。図１１の実施例ではキャニュラの出口端部２２ｂは、出口への流れを許容
するがキャニュラがさらにバルブの出口５０に向って運動することを防止するよう形成さ
れている。
図１２は板ばね６２ａの異る改変を有する図１１のバルブの改変を示す。図１２のバルブ
ではバルブの入口のテーパー領域４０ｂの一部がリブ６４を有し、テーパー領域４０ｂの
他の部分６５はノズルの全周囲の接触を維持し得る切頭円錐形状を有する。６５はバルブ
がバルブ中に全部挿入されたとき、ノズルとバルブハウジング間のシールを維持する。リ
ブ６４はグランドのシール区画１０ａとテーパー領域間の摩擦を減少させ、ノズルがバル
ブから除かれたときにシール区画１０ｂが閉止位置に容易に戻れるようにする。リブ６４
も挿入したノズルに対して、若し全体のテーパー領域４０ｂが切頭円錐形状を有していた
とするよりも強い支持を与える。リブは若し通気が入口ハウジング部に設けられていない
場合にさらに利点を生じる。リブはグランドがグランドと大気に通気されている入口ハウ
ジング部の間のスペース無しに移動すべき長さを減少させる。
図１３は、入口区画のテーパー領域４０の中のリブ６４ａを含むようになっている、図１
のバルブを示す。これらバルブ６４ａは図１３Ａにも見られ、同図は図１３のバルブの入
口区画４０を通る断面を示す。図１３は又キャニュラが完全な開放位置から閉止位置へ正
しく戻ることを可能にする、ハウジング通路のテーパー区画を示す。この通路は特に三つ
のテーパー区画（他の区画の間に）を含むようにしてもよい。第１区画はアパーチュア圧
縮領域４０で始まり、点Ｘに向かって集束する。好ましい実施例ではアパーチュア圧縮領
域４０は約０ .１６９インチの内径を有し、点Ｘに向かって集束し、これは約０ .１６２イ
ンチの内径を有する。第２区画は点Ｘで始まり点Ｙに向かって集束し、これは好ましい実
施例では約０ .１６７インチの内径を有することができる。第３区画は点Ｙで始まり点Ｚ
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に向かって集束し、これは好ましい実施例では約０ .２００インチの内径を有することが
できる。
図１４Ａ－１４Ｃは、グランドのシール領域１０がバルブへのノズル６０の挿入にどのよ
うに応答するのかを示す。図１４Ａに示すように、バルブが閉じられた位置にある場合に
は、アパーチャ４２は、このアパーチャの底部の点Ａ及び頂点の点Ｂがハウジング４０の
テーパー状領域によって互いに押し付けられることによって閉じられる。（そのハウジン
グの入口領域の外側には望ましくはノズルを囲むルアロックネジを受け入れるネジ部８２
が形成されている。）そのノズル６０はグランドのシール領域を外側入口面５２及びその
入口のテーパー状領域４０から離れるように押す。シール領域が領域の拡大部４４に到達
すると、図１４Ｂに示すように、そのアパーチャの点Ｂが点Ａより広がって、アパーチャ
４２が開口する。キャニュラの入口端部のその形状によってアパーチャ４２は瞬時に開き
さらに瞬時に閉じることができる。ノズル６０がさらにバルブ内に挿入されると、図１４
Ｃに示すように、グランドのシール領域１０はそのキャニュラ上のステップ８０によって
力が加えられるのが妨げられてそのキャニュラを下げ過ぎないようになっている。グラン
トの一部はキャニュラの入口端部３８とノズル６０との間に留まることが望ましい。キャ
ニュラの入口端部の先端部は望ましくは丸められていて（バレットノーズ状に形成されて
いて）、キャニュラとノズルとの間のグランド部材が切断されることを最小にするととも
にノズルに対するキャニュラの入口端部３８を中央に配置することを促進する。
図１５は本願発明の別の実施例を示す。この実施例は図１の実施例に似ていて、図１５の
実施例はグランド１２ｂの内側に配置された移動可能な中央キャニュラ１４ｂを備えてお
り、それは次に内側ハウジング部３４及び外側ハウジング部４８によって形成された通路
内に配置されている。バルブが閉位置にある場合には、グランドのシール領域１０ｂはキ
ャニュラ１４ｂの上端８０ｂから離れている。バルブが開位置にある場合には、図１６Ａ
－１６Ｄに示すように、グランドのシール領域１０ｂがキャニュラの上端表面８０ｂに向
かって移動する。この移動は、グランド１４ｂの内側表面上のステップ９１によって制限
され、それにより、シール領域がキャニュラの上端表面８０ｂを通過して移動することが
防止される。
図１６Ａに示すように、シール領域１０ｂは外側入口面５２とほぼ整列し、わずかにその
外側入口面から延出して拭き取り面を提供する。シール領域１０ｂの外径は入口のテーパ
ー状領域４０の内径よりわずかに大きく、それにより生じた圧力によって、バルブが閉位
置にあるときには、アパーチャ４２が閉じた状態に保持される。バルブは高圧シール領域
２２を備えているので、シール領域のアパーチャ４２は高圧の背圧に抵抗する必要はない
。
ノズル６０がバルブの入口に挿入されると、図１６Ｂに示すように、グランドのシール領
域１０ｂはキャニュラ１４ｂに向かって押され、キャニュラは次にバルブの出口５０に向
かって押される。シール領域１０ｂが、入口のテーパー状領域４０からそのシール領域の
外径より大きな内径を持つ入口の拡大部４４まで移動するにつれて、グランドのシール領
域１０ｂのアパーチャ４２は図１６Ｅからわかるように開き始める。また、キャニュラの
出口端部５８はグランド１２ｂから離れ始め、高圧シールを開き、さらに、キャニュラの
横向き通路２８とバルブ出口５０との間に流体伝達経路を提供する。
ノズル６０がさらにバルブ入口に挿入されると、図１６Ｃに示すように、シール領域１０
ｂがさらに入口の拡大領域４４に移動するので、入口の内径の増加によってシール領域の
アパーチャ４２が図１６Ｆに示すようにさらに開かれる。グランド１４ｂの内側表面上の
ステップ９１がキャニュラ１４ｂの上端面８０ｂに押し付けられ、シール領域１０ｂがキ
ャニュラ１４ｂに向かって更に移動すると、シール領域１０ｂの近くのグランド１２ｂの
側壁９３が変形する。
グランドの内側リップ９１に沿ったキャニュラの上端面８０ｂは、シール領域１０ｂが、
図１６Ｄに示すように、キャニュラの上端面を越えて押されることを防止する。図１６Ｄ
はバルブにノズル６０が完全に挿入された状態を示す。シール領域のアパーチャ４２は図
１６Ｇに示されているように完全に開かれている。シール領域１０ｂがキャニュラの上端

10

20

30

40

50

(14) JP 3752631 B2 2006.3.8



面８０ｂを越えて押されない状態を維持することによって、そのシール領域１０ｂは、ノ
ズルがバルブから取り除かれると、すぐにもとの位置に跳ねて戻ることができる。
図１７は本願発明の別の実施例を示す。この実施例は図１５に示す実施例と似ていて、図
１７の実施例はグランド１２ｃの内側に配置された移動可能な中央キャニュラ１４ｃを備
えており、それは次に内側ハウジング部３４及び外側ハウジング部４８によって形成され
た通路内に配置されている。バルブが閉位置にある場合には、グランドのシール領域１０
ｃはキャニュラ１４ｃの上端８０ｃから離れている。バルブが開位置にある場合には、図
１８Ａ－１８Ｄに示すように、グランドのシール領域１０ｃがキャニュラの上端面８０ｃ
に向かって移動する。この移動は、グランド１２ｃの内側表面上のステップ９１ｃによっ
て制限され、それにより、シール領域１０ｃがキャニュラの上端面８０ｃを通過して移動
することが防止される。
図１５に示す実施例に改良を加えて、図１７のグランド１２ｃには隆起部９７を設けてあ
り、それは通常外側ハウジング部４８の内壁によって形成された隆起９８上に置かれてい
る。また、キャニュラ１４ｃのテーパー状外側端部５８ｃにはリブ９９が設けられていて
キャニュラ１４ｃのバルブの出口端部５０に向かう長手方向への動きを制限している。従
って、出口ハウジングの部分４８の内壁から突出するようなリブを設ける必要はない。
図１８Ａ－１８Ｄは、図１７のバルブがルアテーパー状ノズル６０によってほぼ完全に閉
じた状態の位置からほぼ完全に開いた状態の位置まで動かされる状態を示す。特に、図１
８Ａでは、シール領域１０ｃが外側入口面５２とほぼ整列し、わずかにその外側入口面か
ら延出して拭き取り面を提供する。シール領域１０ｃの外径は入口のテーパー状領域４０
の内径よりわずかに大きく、それにより生じた圧力によって、バルブが閉位置にあるとき
には、アパーチャ４２が閉じた状態に保持される。バルブは高圧シール領域２２を備えて
いるので、シール領域のアパーチャ４２は高圧の背圧に抵抗する必要はない。
ノズル６０がバルブの入口に挿入されると、図１８Ｂに示すように、グランドのシール領
域１０ｃはキャニュラ１４ｃに向かって押され、キャニュラは次にバルブの出口５０に向
かって押される。シール領域１０ｃが、入口のテーパー状領域４０からそのシール領域の
外径より大きな内径を持つ入口の拡大部４４まで移動するにつれて、グランドのシール領
域１０ｃのアパーチャ４２は開き始める。また、キャニュラの出口端部５８ｃはグランド
１２ｃから離れ始め、高圧シールを開き、さらに、キャニュラの横向き通路２８とバルブ
出口５０との間に流体伝達経路を提供する。
ノズル６０がさらにバルブ入口に挿入されると、図１８Ｃに示すように、シール領域１０
ｃがさらに入口の拡大領域４４に移動するので、入口の内径の増加によってシール領域の
アパーチャ４２がさらに開かれる。グランド１２ｃの内側表面上のステップ９１ｃがキャ
ニュラ１４ｃの上端面８０ｃに押し付けられ、シール領域１０ｃがキャニュラ１４ｃに向
かってさらに移動すると、シール領域１０ｃの近くのグランド１２ｃの側壁９３が変形す
る。
グランドのステップ９１ｃに沿ったキャニュラの上端面８０ｃは、シール領域１０ｃが、
図１８Ｄに示すように、キャニュラの上端面を越えて押されることを防止する。図１８Ｄ
はバルブにノズル６０が完全に挿入され、シール領域のアパーチャ４２が完全に開かれて
いる状態を示す。シール領域１０ｃがキャニュラの上端面８０ｃを越えて押されない状態
を維持することによって、そのシール領域１０ｃは、ノズルがバルブから取り除かれると
、すぐにもとの位置に跳ねて戻ることができる。さらに、キャニュラ１４ｃの出口端部５
８ｃ上のリブ９９は、キャニュラ１４ｃが出口５０に向かって長手方向に更に移動するこ
とを制限する。リッジ９７が図１８Ａ－１８Ｄに示す全体の工程を通じて隆起９８上に着
座されたままであることに注目すべきである。
本願発明のいくつかの望ましい実施例を参照しながら説明したが、添付の請求の範囲に述
べたような本願発明の範囲を逸脱することなく当業者はさまざまな変更を行えることを理
解すべきである。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ３ Ａ 】

【 図 １ ４ Ａ 】 【 図 １ ４ Ｂ 】
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【 図 １ ４ Ｃ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ Ａ 】 【 図 １ ６ Ｂ 】
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【 図 １ ６ Ｅ 】 【 図 １ ６ Ｃ 】

【 図 １ ６ Ｄ 】 【 図 １ ６ Ｆ 】

【 図 １ ６ Ｇ 】
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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ Ａ 】

【 図 １ ８ Ｂ 】 【 図 １ ８ Ｃ 】
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【 図 １ ８ Ｄ 】
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