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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　媒体リザーバ（Ｓ）に貯蔵された媒体を投与及び調合するためのポンプ装置を有し、そ
のポンプ装置に、ポンプ室と、少なくとも１つの入口バルブ及び少なくとも１つの出口バ
ルブとが配置されていて、入口バルブがスライドバルブ（１０、１２）として形成されて
おり、このスライドバルブ（１０、１２）がその閉鎖位置において投与ストロークにわた
って移動可能であり、この投与ストロークがポンプ室（１７）の投与体積を定めている投
与装置であって、
　前述の投与ストロークが、ハウジング側投与チャネル（１３）の長さにより定められて
いて、そのハウジング側投与チャネル（１３）が、スライドバルブ（１０、１２）の輪郭
に合うように作られており、このハウジング側投与チャネル（１３）は、ポンプ室（１７
）の方へ断面が拡大するように境界が画されており、かつ、媒体リザーバ（Ｓ）の方へ断
面が拡大するように境界が画されていることを特徴とする投与装置。
【請求項２】
　ポンプ室が少なくとも１つのハウジング側受容スペース（１４）を有し、これにスライ
ドバルブ（１０、１２）と一緒に移動可能な少なくとも１つの移動ボディ（１１）が配置
されていて、その形状が受容スペース（１４）の断面に合うように作られていて、受容ス
ペース（１４）内への挿入の際に移動ボディ（１１）がこの受容スペース（１４）をほぼ
完全に満たすことを特徴とする請求項１に記載の投与装置。
【請求項３】
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　戻りストローク駆動部として役立つポンプスプリング装置（１５）が、調合されるべき
媒体の流れ通路の外側に、特にポンプ室（１７）の外側に位置付けられていることを特徴
とする請求項１に記載の投与装置。
【請求項４】
　出口バルブ（１６）のバルブボディに配置された戻りストロークスプリング装置が、調
合されるべき媒体の流れ通路とは別体に位置付けられていることを特徴とする請求項１に
記載の投与装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の投与装置のポンプ装置であって、ポンプ装置が、構造ユニットとして
設計されていて、この構造ユニットが、投与装置と別体に製造されていて、かつ、投与装
置に分離可能に接続され得ることを特徴とするポンプ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、媒体リザーバを、この媒体リザーバに貯蔵された媒体を投与し調合するため
のポンプ装置と、ポンプ室と、ポンプ装置に関連付けられた少なくとも１つの入口バルブ
及び少なくとも１つの出口バルブとともに備えた投与装置と、そのような投与装置のため
のポンプ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＤＥ３３１５３３４Ａ１号は、ポンプ装置を備えた投与装置を開示しており、これは特
に液体、ペースト状、クリーム状の媒体を貯蔵するための媒体リザーバを具備している。
入口バルブに加えて、出口バルブ及び出口開口の近傍の付加的な出口バルブがポンプ室と
関連付けられていて、付加的な出口バルブは、ポンプ装置内に形成された液体圧を通じて
ステップ状のプランジャ又はピストンを用いて開放される。この目的のため、バルブボデ
ィが設けられ、スプリングウェブ装置により閉鎖方向に推進される。
【特許文献１】
ＤＥ３３１５３３４Ａ１号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の課題は、媒体の正確な投与と調合を可能にする先述のタイプの投与装置を提供
することである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　この課題は、投与ストロークが、ハウジング側投与チャネルの長さにより定められてい
て、そのハウジング側投与チャネルが、スライドバルブの輪郭に合うように作られており
、このハウジング側投与チャネルは、ポンプ室の方へ断面が拡大するように境界が画され
ており、かつ、媒体リザーバの方へ断面が拡大するように境界が画されていることによっ
て解決される。スライドバルブの投与ストロークの結果として、極めて正確な投与が可能
となる。投与ストローク長さの関数として、異なる投与体積を得ることが可能である。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　本発明の発展によれば、両側でスライドバルブが投与ストロークにわたって及びそれを
越えて開放位置に移送されることが可能であり、これは特に正確な投与をもたらすことを
可能にする。加えて、スライドバルブのその開放位置への双方向移送可能性を通じて、投
与装置の呼び水入れが可能となる。こうして、投与装置がまず操作状態におかれたときに
、ポンプ室の空気体積が、特に媒体リザーバ内に移動され得る。媒体リザーバの方向にお
いて、すなわち、ポンプ室から離れて、スライドバルブが投与ストロークにわたっておよ
びそれを越えて開口に通過し、すなわち、その開口位置が媒体リザーバに向く。
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【０００７】
　本発明の更なる発展に拠れば、投与ストロークが、スライドバルブの輪郭に合ったハウ
ジング側投与チャネルで構成されていて、これがポンプ室と媒体リザーバの両方に向けて
各場合において断面の拡大により境界付けられている。好ましくは、投与チャネルは分離
可能に位置付けられたコンポーネントに形成される。こうして、必要な投与体積の関数と
して、異なる長さの投与チャネルを備えた適切なコンポーネントを使用することが可能で
ある。投与チャネル長さは、投与装置の投与ストロークと、それゆえ投与体積も定める。
コンポーネントを単に置き換えることにより、投与装置が異なる使用のため適当となる。
スライドバルブが特定の断面拡張に到達するとすぐに、それが開放し、両ストローク方向
において、スライドバルブが開放位置に移送され得る。
【０００８】
　本発明の更なる発展に拠れば、ポンプ室が少なくとも１つのハウジング側受容スペース
を有し、これにスライドバルブと一緒に移動可能な移動ボディが関連付けられていて、そ
の形状が受容スペースの断面に合っていて、移動ボディの受容スペース内への導入の際に
、後者をほぼ完全に満たす。これは、投与装置のポンプ室のクリアランス体積を極めて小
さく保つことを可能にし、これは投与精度を更に向上させる。
【０００９】
　本発明の更なる発展において、戻りストローク駆動部として使用されるポンプスプリン
グ装置は、調合されるべき媒体の流れ通路の外側、特にポンプ室の外側に位置付けられる
。それゆえ、ポンプスプリング装置は、調合されるべき媒体の特定の成分により攻撃され
得ない。媒体の流れ通路の外側に位置付けられたポンプスプリング装置を通じて、ポンプ
スプリング装置による、特にその腐食による媒体の混在がないことも保証される。
【００１０】
　本発明の更なる発展に拠れば、出口バルブボディに関連付けられた戻りストロークスプ
リング装置が、調合されるべき媒体の流れ通路とは別体に位置付けられている。特に、戻
りストロークスプリング装置は、ポンプ室とは別体の媒体タイトな領域に収容される。こ
うして、戻りストロークスプリング装置は、媒体の成分に攻撃され得ない。
【００１１】
　ポンプ装置が投与装置と別体に、後者と分離可能に接続可能に製造されるサブアセンブ
リとして設計されるという点で、改良された使用の可能性がそれのために生み出される。
これは、統一された方式でポンプ装置を形成し、それを異なる投与装置に導入することを
可能にする。
【００１２】
　本発明の更なる有利な構成や特徴は、請求の範囲及び以下に続く本発明の好ましい実施
例の説明から添付の図面を参照して理解され得る。
【実施例】
【００１３】
　図１による投与装置は、カバー１を有し、これは好ましくはボトル状または缶状容器の
形状の媒体リザーバ上にロックされ得る。この目的のため、カバー１はカップ形状にされ
ていて、その内周に更なる指呼はされていない環状ショルダーを有し、これは媒体リザー
バのネック領域の対応する環状フランジ上にロックされ得る。カバー１の上方領域におい
て、指呼されていない周囲弾性シールが設けられていて、これはカバー１を媒体リザーバ
ネックへロックするときに押付けられて、その結果媒体リザーバのタイトなシーリングを
保証している。カップ状の受容部２は、カバー１上に一体的に形成されていて、図示され
ない媒体リザーバと反対向きに、カバー１の中心線軸と共軸に、上方に突出している。受
容部２は、続いて更に描かれているポンピング装置のための外ジャケット状ケーシング部
を形成し、これは図１の投与装置の一部をなしている。固定ケーシング部３も一体的に設
けられカバー１から突出していて、受容部２内で共軸となっており、この部分３には、カ
バー１の中心線軸と共軸に排出チャネル６が設けられており、このチャネルは媒体リザー
バに向けて下方に、及び投与開口１８に向けて上方に、両方に開放している。排出チャネ
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ル６の下側部分において、基本的に公知の、好ましくは柔軟な吸引接続部７が挿入されて
いる。排出チャネル６の上側部分は、投与セグメント（投与チャネルともいう）１３の形
状であり、排出チャネル６のステップ状テーパから開始するその上側部分は、排出チャネ
ル６の下側部分と比べて減少した直径を有するシリンダ状投与チャネルを構成する。投与
チャネルの形状の投与セグメント１３は、内シリンダジャケット４で囲まれている。
【００１４】
　内シリンダジャケット４に関して放射方向に間隔を空けた方式で、内ポンプケーシング
部３は、外シリンダジャケット５を形成し、これは内シリンダジャケット４と同様にカバ
ー１上に一体的に形成される。外シリンダジャケット５は、内シリンダジャケットと共軸
に配向されている。内シリンダジャケット４と外シリンダジャケット５の間に、環状移動
領域（ハウジング側受容スペースともいう）１４が残されていて、これに対して以後更な
る参照がなされるが、これはポンプ室の一部を形成している。
【００１５】
　媒体リザーバに保証される方式で固定可能な受容部２に対して、内ポンプケーシング部
３を含む、リフト移動可能又はストローク移動可能な方式のポンプユニットが設けられる
。ストローク移動可能なポンプユニットは、外ポンプケーシング部８を有し、これは内ポ
ンププランジャ又はピストンユニット９から１１に堅固に接続されている。ポンププラン
ジャユニット９から１１は、一体コンポーネントとして別体に製造されていて、外ポンプ
ケーシング部８の内部にロックされている。ポンププランジャユニットは、プランジャボ
ディ９を有し、これは、上方領域で共軸に位置付けられたストローク移動可能な外バルブ
１６のためのシリンダスペースを形成している。外バルブ１６は、ここでは更に指呼され
ていないヘリカル圧縮スプリングの形状の圧縮スプリング装置により、閉鎖方向に圧力付
加されていて、プランジャ状外バルブ１６が出口開口１８を閉鎖するようになっている。
圧縮スプリング装置は、プランジャ状外バルブ１６の内部に設置されていて、プランジャ
ボディ９のシリンダスペースのベースに支持されている。プランジャボディ９のシリンダ
スペースには、その上方縁領域に周辺シールリップが設けられていて、これはプランジャ
状出口バルブ１６の外ジャケットに周方向にタイトな方式で係合している。結果としてシ
リンダスペースは、さらにまた圧縮スプリング装置のための受容スペースは、媒体、特に
液体の侵入に対してシールされている。出口バルブ１６は、同時に充填部材として構成さ
れていて、それがほぼ完全に外ポンプケーシング部８を充填するようになっている。プラ
ンジャボディ９は、充填部材としても設計されていて、その外縁は、外ポンプケーシング
部８の内縁にほぼ適合されている。
【００１６】
　プランジャボディ９内に、ポンプ室に属する出口室１７の第１部分が形成されていて、
これは移動領域１４と投与セグメント１３に向けて開放している。この第１部分は、その
上方領域で放射方向外向きに開放していて出口室１７の環状室部分に通っており、これは
プランジャボディ９の外ジャケット、出口バルブ１６の外縁及び外ポンプケーシング部８
の内縁の間に形成されている。プランジャボディ９を環状ロッキングフランジ領域内で外
ポンプケーシング部８とロッキング接続する結果として、環状室部分は軸方向下方に閉鎖
されている。出口開口１８の方向において、出口バルブ１６は出口室１７の環状室部分を
閉鎖している。
【００１７】
　下方領域でプランジャボディ９は、共軸の内バルブプランジャ（スライドバルブともい
う）１０を形成し、これは、内シリンダジャケット４とともに投与セグメント１３の近傍
でスライドバルブの形状でポンプ装置のための入口バルブを形成している。この目的で、
プランジャボディ９上に一体的に形成されるバルブプランジャ１０には、下方領域で環状
投与リップ（スライドバルブともいう）１２が設けられていて、これはバルブプランジャ
１０を投与セグメント１３内に導入するときに、この投与セグメント１３を形成する投与
チャネルの内壁とタイトに係合する。投与リップ１２の直径は、バルブプランジャ１０の
直径よりも大きい。バルブプランジャ１０の長さと、プランジャボディ９のストロークと
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、結局全ストローク移動可能なポンプユニットが、図１に示される上方開口位置の投与リ
ップ１２が投与セグメント１３の短い距離上方に位置付けられるように、寸法決めされて
いる。完全に下向きに押圧されたストローク移動可能なポンプユニットの下方端部位置に
おいて、投与リップ１２は、排出チャネル６のステップ状拡張部に導入され、すなわち、
それは投与セグメント１３にわたって及びそれを越えて下方に移動される。投与リップ１
２の外径は、ステップ状拡張領域での排出チャネル６の直径よりも小さく、バルブプラン
ジャ１０の直径は投与セグメント１３の内径よりも小さいので、ポンプユニットの下方端
部位置において、出口室（ポンプ室ともいう）１７と媒体リザーバの間で吸引接続部７を
介した媒体交換があり得る。
【００１８】
　共軸で及び放射方向に間隔を空けた方式で、バルブプランジャ１０がベル状移動プラン
ジャ（移動ボディともいう）１１によって囲まれていて、これは下方のシールエッジを用
いて、周方向にタイトな方式で環状移動領域１４の内壁に係合される。ベル形状の移動プ
ランジャ１１の断面は、移動領域１４の断面に適合されていて、プランジャボディの下方
に移動された位置において端部領域が実質上クリアランス体積無しで存在するようになっ
ている。なぜならこの位置で移動プランジャ１１は移動領域１４内に完全に導入されるか
らである。バルブプランジャ１０の外壁と移動プランジャ１１の内壁の間の環状スペース
は、内シリンダジャケット４のボディ体積に合ったその体積を有していて、ポンプユニッ
トが下方に移動された場合に残りのクリアランス体積が更に減少されるようになっている
。その外ジャケットの近傍において、プランジャ状出口バルブ１６には幾つかの環状ステ
ップが設けられていて、これは出口バルブ１６を開放するための圧力利用面を形成してい
る。保護キャップ１９は、円錐形に下方に広がったベル形状を有し、これは外ポンプケー
シング部８の上方形状セクションにわたって反対にされていて、ポンプケーシング部８の
環状ショルダー棚に軸方向に留まるようになっている。保護キャップは、ポンプケーシン
グ部８の形状セクション上に手動で離脱可能にロックされている。保護キャップ１９の外
径は、ポンプケーシング部８の最大外径よりも小さい。ポンプケーシング部８の上方形状
セクションは、媒体リザーバ内に収容される媒体をノーズに適用可能にする目的で、ノー
ズオリーブとして設計されている。好ましくは、媒体リザーバに貯蔵される媒体は、少な
くとも１つの薬剤物質を含む。
【００１９】
　外ポンプケーシング部８の外ジャケット領域に、操作ハンドル２０がロックされていて
、これには、その頂上に少なくとも２つの対向する側に、各場合に１つのフィンガーレス
トが設けられている。図１において、フィンガーレストにはプロファイルが設けられてい
る。操作ハンドル２０を軸方向に保証するために、周方向ロッキングウェブ２１がポンプ
ケーシング部８の外周に設けられていて、その上に少なくとも１つのロッキング溝が関連
付けられていて、そこで対応する操作ハンドル２０の内縁部分が軸方向に係合している。
操作ハンドル２０は、分離不能なロッキング接続部を用いてポンプケーシング部８上に好
ましくはロックされていて、すなわち、操作ハンドル２０の軸ロッキングにつづいて、ポ
ンプケーシング部８から破壊することなくそれを取り除くことはもはや不可能である。
【００２０】
　ロッキングウェブ２１の下方に、ポンプケーシング部８は、シリンダ状ガイドジャケッ
トを有し、これにはその下方縁領域において幾つかのストップカム２３が設けられており
、これはガイドジャケットの外周にわたって同じ高さで分散されていて、これはジャケッ
ト状又はカップ状受容部２の放射方向内向きに突出する周方向ロッキングカラー２４と協
働する。ロッキングカム２３とロッキングカラー２４は、ロッキングプロファイルを形成
し、これはストローク移動可能なポンプケーシング部８の固定受容部２への軸保証を確実
にする。ロッキングプロファイル２３、２４は、ポンプスプリング装置１５の圧縮力と反
対にポンプケーシング部を軸方向に保持し、これはストローク移動可能なポンプユニット
を図１の開始位置にセットし直すためのポンプ駆動部として役立つ。ポンプユニットを手
動で圧下させることは、結局ポンプスプリング装置の圧縮力と反対に行われる。図１から
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理解できるように、ポンプスプリング装置１５は、内固定ポンプケーシング部８の外シリ
ンダジャケット５の外側に位置付けられており、ポンプスプリング装置１５がポンプ領域
の外側に設置され、それを通じて媒体が流れるようになっている。このように、ポンプス
プリング装置１５が媒体、例えば少なくとも１つの薬剤物質を含む液体と接触することは
不可能である。
【００２１】
　操作ハンドル２０は、環状保証延長部２２を有し、これはシリンダジャケットとして下
方に突出し、図１に示されたポンプユニットの上方端部位置において受容部２にわたって
それがロッキングプロファイル２３、２４の領域と重なり合う程度まで軸方向に突出して
いる。受容部の外側から保護延長部２２の内壁への距離は、ロッキングプロファイル２３
、２４の放射方向延長部よりも好ましくは小さく、堅い環状保護延長部２２がロッキング
プロファイル２３、２４の分離に対して保護を与え、それゆえポンプケーシング部８のた
めのはずれ防止装置として機能するようになっている。
【００２２】
　カバー１が先に記載されたポンプ装置と共同して媒体リザーバとして機能する容器をタ
イトにシールしながら、対応するポンプ工程の場合にポンプ装置の機能を損なわない目的
で、圧力補償がなければならない。示された実施例において、圧力補償装置２５、２６、
Ｄがこの目的のために設けられていて、カバー１に一体化されている。圧力補償装置はノ
ズル孔Ｄを有し、これは明白な方式で外側にテーパ形状となって圧力補償開口として機能
し、この最も狭い直径は好ましくは０．２ｍｍから０．３ｍｍを超えない。これはガス交
換を確実にし、一方で極端に小さいノズル孔Ｄにより液体損失が最小化される。これは減
少した蒸発につながり、これは図１で付加的に設けられたフィルタ装置２５のために特に
有利である。フィルタ装置２５は、薄膜状フィルタ２６のための更に指呼されない受容ハ
ウジングを有する。受容ハウジングは、カバー１の対応するレセプタクルに挿入され、好
ましくはそれに接着され、又はそこに他の方法で固定される。薄膜状フィルタ２６は、示
された実施例の受容ハウジングにより丸く押し出し成形されていて、結果的にそれに一体
化されている。あるいはまた、薄膜状フィルタ２６を受容ハウジングの上端縁にラミネー
トすることが可能である。薄膜状フィルタは、好ましくはＰＰ／ＰＴＦＥ薄膜又はＴＰＥ
／ＰＥＳ薄膜である。フィルタ２６は、媒体リザーバ内の媒体の汚染を防止する機能を果
たし、対応するポンプ工程においてノズル孔Ｄを通じて圧力補償目的で吸引された大気が
対応する薄膜により清潔にされその不純物が取り除かれる。こうして、水又は水分が入る
ことがフィルタ装置２５により防止される。
【００２３】
　図１に示される投与装置の機能を説明する。バルブプランジャ１０により形成される入
口バルブは、投与リップ１２と投与セグメント１３と共同して操作ハンドル２０の手動操
作の場合にスライドとして作用し、外ポンプケーシング部８は、ポンプユニット９から１
１とともに下方に移動される。ポンプユニットの完全なストロークの場合に、投与リップ
１２が、投与セグメントの下方、したがって排出チャネル６内のステップ状棚の下方で、
開口内へ下向きに通過するという事実のため、いわゆる呼び水入れが可能となる。これは
、出口室１７によって定められるポンプ装置のポンプ領域、移動領域１４、及び内バルブ
プランジャ１０と外移動プランジャ１１の間の環状スペースの空気が、ポンプユニットの
ストローク動作の間、下方に向けて排出チャネル６内、それゆえ吸引接続７と媒体リザー
バ内へ逃げることが可能なことを意味している。続く戻りストロークの間、液体媒体の対
応する吸引が行われる。ポンプ室として機能するポンプ装置のポンプ領域での極端に小さ
いクリアランス体積のため、好ましくはシングルストロークが呼び水入れの目的に十分で
あり、これはポンプ室で調合されるべき媒体の十分な吸引をもたらす目的を有する。投与
リップ１２の投与セグメント１３に沿ったストロークの長さが投与体積を定める。定めら
れた投与セグメント１３は、残りの排出チャネル６に関してテーパ方式でステップ形状と
され、開口に向けてスライド形状で下方に通るバルブプランジャ１０と共同して、呼び水
入れの後でさえも、すなわち投与装置のポンピング又は投与室とともに排出チャネル６内
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の全媒体通路の完全な充填に続いて、特に正確で信頼できる投与を可能とする。
【００２４】
　プランジャ状の出口バルブ１６に作用するポンプ室内すなわち特に出口室１７の上方領
域内の液体圧が、圧縮スプリング装置により加えられる逆圧を超えるとすぐに、排出工程
が行われる。液体圧は、圧縮スプリング装置の圧縮力と反対に、出口バルブ１６を下方に
押し込み、対応する媒体排出工程が出口開口１８を介して行われるようになっている。出
口開口１８は、調合された媒体の霧化をもたらす目的で、好ましくはノズル形状である。
明白であるが、対応する排出工程に先んじて、保護キャップ１９は取り除かれる。
【００２５】
　図１に示された投与装置は、２、３のプラスチックコンポーネント、及び目下６つだけ
のプラスチックコンポーネントからなる。第１のプラスチックコンポーネントは、受容部
２及び内ポンプケーシング部３と結合したカバー１で構成される。第２プラスチックコン
ポーネントは、外ポンプケーシング部８で形成される。第３プラスチックコンポーネント
は、ポンププランジャユニット９から１１である。第４プラスチックコンポーネントはプ
ランジャ状外バルブ１６である。第５プラスチックコンポーネントは、フィンガーレスト
が設けられた操作ハンドル２０であり、最終プラスチックコンポーネントは、保護キャッ
プ１９である。投与装置を組み立てるために、まずプランジャ状出口バルブ１６がその上
に作用する圧縮スプリング装置とともにポンププランジャユニット９に挿入され、さらに
後者は出口バルブ１６とともに外ポンプケーシング部８の内部にロックされ、出口バルブ
１６の上面が出口開口１８の近傍の対応するバルブシートに押圧されるようになっている
。さらに外ポンプケーシング部８は、ポンププランジャ部９から１１とともに、固定され
たプラスチックコンポーネント内に軸方向に挿入され、ロッキングと軸保証がロッキング
プロファイル２３、２４の近傍で行われるようになっている。操作ハンドル２０は、いま
や上からの軸方向に外ポンプケーシング部８へロックされ、ポンプケーシング部８とカバ
ー１の受容部２の間のロッキング接続と軸保証がカバーされ保証されるようになっている
。フィルタ装置２５と周方向のシールは、カバー１内に挿入される。カバー１は、さらに
対応する媒体リザーバにタイトに係合され得る。外ポンプケーシング部８のカバー１への
軸係合に先んじて、ポンプスプリング装置１５が挿入される。
【００２６】
　図２から４による実施例において、ポンプ装置Ｐは、図１に関して先に記載されたポン
プ装置に対応していて、ポンプ装置Ｐの更に詳細な説明のために、図１に関する詳細な説
明に対して参照がなされている。同一の機能の部分は、図１と比べて同じ参照符号が与え
られているが、“ａ”の文字で続けられている。詳細は、図１のポンプ装置と比較したポ
ンプ装置Ｐの間の差異についてだけ与えられる。詳細な説明は、残りの投与装置について
与えられ、そこではポンプ装置Ｐが一体化されている。図１の実施例と比較した本質的な
差異は、ポンプ装置Ｐが、投与装置に関して別体のサブアセンブリとして製造されること
が可能であり、そこに分離可能に接続されることである。図２から４による実施例におい
て、受容部２ａは、内ポンプケーシング部と１ピースであることが認められる。内ポンプ
ケーシング部は、ポンプスプリング装置１５ａにより囲まれているが、容器カップＢのた
めに受容部２ａとともにカバー２８とは別体のユニットを構成している。カバー２８は、
スリーブ状又は環状の構成を有しており、受容くぼみを備え、その中にポンプ装置Ｐの受
容部２ａが周囲環状フランジを使用してロックされ得る。この目的のため、受容くぼみの
端縁は、環状ロッキングポイントを備え、これは図２及び３で明確に視認可能であるが、
更なる指呼はされていない。環状フランジとそれゆえカバー２８の受容くぼみの受容部２
ａのタイトなクリアランスの無い着座が環状シール２９により保証されるが、これは環状
フランジの下に位置付けられ、カバー２８の環状受容くぼみの皿端縁上に留まっている。
カバー２８はプラスチック部分で構成され、クリンプにより容器カップＢの上方縁領域に
ロックされ又は堅固に接続される。
【００２７】
　受容くぼみの皿端縁の下に、カバー２８が、１ピースで形成されたプロファイルリング
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２７により設けられていて、これはカバー２８の延長部として容器カップＢの内部に突出
している。図４から理解できるように、プロファイルリングには幾つかの平行で間隔を空
けた環状リブ３２が設けられていて、これはカバー２８の中心線軸に対して放射方向外側
に突出している。また、垂直に配向されてプロファイルリング２７の高さにわたって延在
する幾つかのリブウェブがあり、これは図２から４では更に指呼はされていない。これら
のリブウェブは、プロファイルリング２７の周囲に分配されている。図２及び３の断面図
は、それぞれそのようなリブウェブにより横断されている。
【００２８】
　そのポンプ操作機能に関して、ポンプ装置Ｐのための操作ハンドル２０ａは、図１の操
作ハンドル２０に対応している。操作ハンドル２０ａは、カップ形状シリンダジャケット
として追加的に設計され、これは容器カップＢにわたってその高さの半分を超えて軸方向
に係合している。容器カップＢの外ジャケットと操作ハンドル２０ａのシリンダジャケッ
トの下方縁領域の内壁は、対応する停止プロファイル３０、３１を備えていて、これは互
いに背後で軸方向に積極的に係合している。これは走査ハンドル２０ａの軸方向保証作用
を与える。操作ハンドル２０ａは、図１の操作ハンドル２０のように、ポンプ装置Ｐの外
ポンプケーシング部にロックされているので、ストッププロファイル３０、３１は、同時
にポンプ装置Ｐのためのストローク制限を生成し、これはポンプスプリング装置１５の圧
縮力に対して必要な保持力を提供する。
【００２９】
　図２の実施例と図３の表現は、僅かに修正されている。このように、図３の実施例にお
いて、ポンプ装置Ｐの受容部２ａは、図１に示すように、フィルタ装置の挿入のためのレ
セプタクルを含む。こうして、もしカバー２８が容器カップＢのためのタイトなシールを
提供するなら、後者は対応する液体のための媒体リザーバとして直接使用され得る。なぜ
なら、ノズル孔を備え、選択的にはフィルタ装置の付加的な挿入を備えたレセプタクルを
通じて寸法的に安定な容器カップＢにもかかわらず、ポンプ装置Ｐを操作する間、十分な
圧力補償があるからである。
【００３０】
　もっとも、図２の場合、容器カップＢのためのそのような圧力補償装置はない。代わり
に、容器カップＢが柔軟な壁を備えた媒体リザーバＳを有する。媒体リザーバＳは、ここ
では１の又は多層のフィルムから製造されたフィルムバッグの形状であり、これはプロフ
ァイルリング２７に周方向にタイトに接続されている。好ましくは、フィルムバッグはプ
ロファイルリング２７に密着（又は溶接）されており、後者のプロファイルは、フィルム
バッグをプロファイルリング２７にタイトに密着するためにその表面を拡大させている。
これは、フィルムバッグのプロファイルリング２７に対する密着された接続とタイトなシ
ールの優れた保証を確実にする。媒体リザーバＳとして役立つフィルムバッグは、結果的
にポンプ装置Ｐにだけ開放し、同じポンプ及び排出機能が図１の実施例のように得られる
ことが可能になっている。各排出工程で、媒体リザーバＳの体積の減少があり、フィルム
バッグが収縮するようになっている。柔軟なフィルムバッグの壁は、ポンプ装置Ｐの対応
する排出工程の間、結果的に媒体リザーバＳ内での圧力及び体積補償を可能にする。
【００３１】
　図５及び６の実施例において、投与装置が示されていて、そのポンプ装置は図１のそれ
に対応している。同じ機能を有する投与装置の部分は、図１の実施例におけるのと同じ参
照符号が与えられ、文字“ｂ”が続いている。更なる詳細のため、図１に関する説明につ
いて参照がなされている。以後参照は図５及び６に示された差異についてのみなされる。
本質的な差異は、受容部２ｂが、図２から４による実施例とほとんど同じ方法で、カバー
１ｂと別体に設計されていることである。カバー１ｂは、クリンプカバーの形状であり、
これは媒体リザーバの対応する容器ネックに載置され得る。受容部２ｂの載置は、クリン
プカバーの形状のカバー１ｂとともに、指呼されていない周囲弾性シールの介在に伴って
行われる。操作ハンドル２０ｂは、カップ形状の保護延長部２２ｂを有し、これはクリン
プカバーの形状のカバー１ｂ越しに下方に引っ張られ、保護延長部２２ｂがクリンプカバ
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ーの形状のカバー１ｂのクリンプ領域を軸方向にカバーするようになっている。これは、
図１による表現及び説明のとおりに、操作ハンドル２０ｂがポンプ装置の外ポンプケーシ
ング部８ｂにロックされてすぐに、カバー１ｂが対応する媒体リザーバ容器ネックから分
離するのを回避する。カバー１ｂが対応する媒体リザーバ容器ネックにクリンプされたと
きに、保護延長部がカバー１ｂのクリンプ領域をカバーするように、別体に製造されたハ
ンドルがポンプケーシング部８ｂにフィットだけされる。なぜなら、操作ハンドル２２ｂ
がすでに十分にロックされた場合、クリンプ工程が可能でなくなるためである。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】長手方向断面におけるポンプ装置と圧力保証装置を備えた投与装置の実施例。
【図２】柔軟壁媒体リザーバと図１と同様なポンプ装置を備えた投与装置を示すもう１つ
の実施例。
【図３】長手方向断面における図２の投与装置。
【図４】図３によるカバーとして機能する投与装置の受容ユニットの半断面形状での大縮
尺表現。
【図５】図１と同様な投与装置を通る長手方向断面。
【図６】操作ハンドルが取り除かれた図５の投与装置。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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