
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　弾性ビンの中に入れられた流体を供給するためのポンプであって、
　流体の出口側に前端（あるいは先端）を有するポンプ本体と、
　ポンプ本体の中に取り付けられた可動ピストンとを備えており、
　前記ポンプ本体の前端は、弾性膜（２４）によって塞がれる出口孔（１１）を備えると
共に、ポンプダクト（１８）を介して後方に続いており、ポンプダクト（１８）が、該ポ
ンプダクトの周壁に設けられた流体の吸込み口（１５）を持っており、
　前記可動ピストンの一部分は、ポンプ本体の外に径方向に突出しており、前記吸込み口
（１５）と前記出口孔（１１）の近くに位置する制動部（１６）との間の、ポンプ本体に
対するピストンの先端（２）の相対移動が、移動の際に排出される流体の量を決定し、ピ
ストンの先端（２）は、ポンプダクト（１８）との軽い摩擦によって密閉式にはめ込まれ
ており、
　前記吸込み口（１５）は、あらかじめ設定された量の流体だけが、前記出口孔（１１）
を通って排出されるべくポンプダクト（１８）の端部に閉じ込められる て
おり、
　弾性ビンが、ポンプ本体の前端を除き、ポンプ本体と該ポンプ本体の内部にはめ込まれ
た可動ピストンとを係合して取り囲みかつ全体的に覆っており、弾性ビンは、ポンプ本体
の外に径方向に突出する可動ピストンの一部分と係合している、ことを特徴とするポンプ
。
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【請求項２】
　前記出口孔（１１）がポンプの長さに沿って軸方向に位置する管であることを特徴とす
る請求項１に記載のポンプ。
【請求項３】
　ポンプが制動位置にピストンを戻す弾性手段を備えることを特徴とする請求項１に記載
のポンプ。
【請求項４】
　制動位置へのピストンの戻し弾性手段が、それ自体弾力性のあるビンで構成されること
を特徴とする請求項３に記載のポンプ。
【請求項５】
　制動位置へのピストンの戻し弾性手段が、戻し手段を形成し得る厚みを持つアコーデオ
ン部分で構成されることを特徴とする請求項４に記載のポンプ。
【請求項６】
　制動位置へのピストンの戻し弾性手段がピストンに連結されているホールドリング（５
）の両側に位置するアコーデオン状の２つの部分（２２、２３）を備えることを特徴とす
る請求項４または５に記載のポンプ。
【請求項７】
　弾性膜（２４）および弾性ビンが単一の部品を形成していることを特徴とする請求項１
から６のいずれか一項に記載のポンプ。
【請求項８】
　弾性ビンは、孔あけ、充填、中空針の引抜き後に孔がぴったりと閉鎖されるように、前
記の中空針を用いてビンの充填に適合する余厚のような部分を少なくとも一つ備えること
を特徴とする請求項１から７までのいずれか一項に記載のポンプ。
【請求項９】
　ポンプ本体が前部リング（１３ａ）と後部リング（８）を備えることを特徴とする請求
項１から８のいずれか一項に記載のポンプ。
【請求項１０】
　ピストンがリング（５）を備えることを特徴とする請求項１から９のいずれか一項に記
載のポンプ。
【請求項１１】
　リング（５）またはリング（１３、１３ａ、８）が、弾性ビンのアコーデオン部分の先
端と連結されていることを特徴とする請求項６から１０のいずれか一項に記載のポンプ。
【請求項１２】
　ピストンが、複数の錨を有する細長いエレメント、つまり放射状エレメント（４）を備
えており、該エレメントの先端にアーチ形のエレメント（５）があり、ポンプ本体は、円
筒形で、前部リング（１３ａ）と、前記アーチ形エレメント（５）の直径より大きい直径
を有する円筒形の後部リング（８）とを備えており、該円筒形の後部リングの前部ヘッド
は、前記錨が該ヘッドを貫通できるように刳り貫かれており、前記放射状エレメントに対
応して、ポンプ本体を構成するシリンダに設けられた溝を介し、ピストンの縦方向の移動
が可能になることを特徴とする請求項１から１１のいずれか一項に記載のポンプ。
【請求項１３】
　眼の結膜の凹部のなかに規則正しく再現可能な量の流体を噴射するためのポンプであっ
て、弾性材料でできたタンク、ポンプ本体、ポンプ本体の中の可動ピストン、制動位置の
戻し弾性手段を備えており、前記戻し弾性手段によってもたらされる戻し力は、流体を噴
射することによって引き起こされる眼の苦痛や不快感が無いように調整されている請求項
１から１２のいずれか一項に記載のポンプ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はポンプ、とりわけ防腐剤を必要とせずに無菌状態で充填された流体を供給するた
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めの無駄な容量をもたない３つの部品でできたビン－ポンプに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
いくつかの産業、特に製薬工業においては常に、たとえば、不活性物質あるいは有毒物質
において空気中の酸素に触れることによる無菌流体の汚染や脆弱流体の劣化を防ぐために
できれば無駄な容量をもたない流体を供給することができるポンプが求められている。
【０００３】
ここで、無駄な容量とはポンプの閉鎖装置と自由空気との間に含まれる容量と定義される
ことを想起されたい。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
さらに、できれば対象となる量に関係なく、およそ１０μｌといったわずかな量であって
も、またはるかに大きな量であっても、規則正しく正確な量の流体を供給することができ
るようなポンプを備えることが重要である。
【０００５】
加えて、できれば供給される流体の量は、ポンプの重さにも起動の迅速性（ｒａｐｉｄｉ
ｔｅ　ｄａｃｔｉｒａｔｉｏｎ）にも左右されないことが望ましい。
【０００６】
同様に、このようなポンプが備えているビンの中には空気あるいは防腐剤がはいっていな
いことから、安定した配合成分が保たれ、さらにたとえば防腐剤をもたない液体環境によ
るこの配合成分の汚染を防ぐことができるポンプを備えることが望ましい。
【０００７】
その上、このようなポンプを備えたビンは、ビンに流体を充填している間はほとんど空気
に触れずに、その結果中身を無菌状態で保つことができなければならない。
【０００８】
このような装置の製造は、たとえばおよそ１０μｌといったように量がわずかであればあ
るほど緻密さが必要とされる。
【０００９】
したがって、本発明の目的は、上記の課題を解決する以下を備えていることを特徴とする
弾性ビンのなかに入れられた流体の供給用ポンプを提供することである。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
前端部あるいは流体の出口側ノズルを有するポンプ本体。この前端部は、弾性膜で塞がれ
た出口孔を備え、液体の吸込み口を有するポンプダクトによって後方に向って続いている
。
【００１１】
ポンプ本体のなかに設置されている可動ピストン。吸込み口と出口孔に向って位置してい
る制動部との間のポンプ本体に対するピストン先端の相対的移動が移動の際に排出される
流体の量を決定する。またピストンの先端は、ダクトと軽く摩擦するようにぴったりと調
整され、吸込み口はあらかじめ設定された量の流体だけが、出口孔から排出されるように
ポンプダクトの先端のなかでキャッチされるために十分なサイズであり、ポンプ本体とピ
ストンは、ポンプ本体の前端を除いては、全体的にビンで覆われている。
【００１２】
たとえば、流体はペースト状でもよいが、できればゲル、とりわけ液体であることが望ま
しい。
【００１３】
ポンプ本体の前端、ノズルまたはノーズは、できれば、ポンプダクトに通じるたとえば円
筒形のパイプで構成されている出口孔で構成されている。ポンプダクトは、たとえば従来
どおりシリンダ管の形をしており、出口孔あるいはパイプ及びポンプダクトはできれば同
一の一般的方向を有していることが望ましい。好ましくは、出口孔はポンプの長さに対し
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てほぼ軸方向を向いていることが望ましい。
【００１４】
ただし、当事者にとっては当然のことであるが、パイプはどんな形態をとることもできる
。とりわけ、たとえばポンプの軸に対して垂直に噴出を行なえるように、Ｌ字型をとるこ
ともできる。
【００１５】
弾性膜は、技術資料のなかでよく知られているどんな弾性材料ででも製造でき、たとえば
ゴム、エラストマ、そしてできれば、ＶＩＳＫＡＦＬＥＸ ( R )  の商標でＡ．Ｅ．Ｓ．社か
ら、ＡＬＣＲＹＮ ( R )  やＨＹＴＲＥＬ ( R )  の名でＤＵＰＯＮＴ社から、ＳＡＲＬＩＮＫ ( R

)  の名でＤＳＭ社からあるいはＫＲＡＴＯＮ ( R )  の名でＳＨＥＬＬ　ＣＯＭＰＡＮＹ社か
ら販売されているような熱弾性材料によって製造することが望ましい。前記の弾性膜は、
出口孔のレベルでは、出口に向って単一方向型の弁を形成するのに十分な厚みを有してい
る。すなわち、出口孔に向ってのピストンの作動によって、ピストンにかかる力が前記の
弁を開放させ、その結果、流体の排出が可能になる。反対に、液体を排出した後にピスト
ンを引き出すと、弁はぴったりと閉まったままとなり、ポンプダクトのレベルで小さな圧
力あるいは真空がつくりだされる。
【００１６】
ポンプダクトは、流体の吸込み口を備えており、流体はその孔を満たすことができる。こ
の吸込み口は丸型、細型とどんな形をとることもでき、パイプや溝やカッティング等々の
形態とすることもできる。
【００１７】
注射器のように、本発明によるポンプは、ポンプ本体のなかに取り付けられた可動ピスト
ンを備えている。ピストンはできれば、装置の長さ方向に取り付けられることが望ましい
。“可動”ピストンとは、ピストンと本体のどちらが動くのかは問題ではなく、それが収
納されている本体に対して可動型であることを意味している。このピストンは、流体の出
口孔に向って位置している制動部と流体の吸込み口を越えた位置との間を移動することが
できる。制動部は、好ましくは従来の注射器のように出口側のポンプダクトの先端とする
ことができるが、しかしながら、望むならばこの先端の前にもうひとつの制動部を備える
こともできる。
【００１８】
第一のケースにおいては、ピストンとポンプ本体の相対的作動による流体の排出後、出口
弁とピストンの先端との間で選択された流体の量は、排出用パイプの容量のみに減少され
るであろう。第二のケースにおいては、排出用パイプに加えて、流体はポンプダクトのあ
る程度の容量を占めることになるだろう。
【００１９】
従来の注射器のように、本発明によるポンプのピストンの先端は、ポンプのシリンダと軽
く摩擦するようにぴったりと調整される。
【００２０】
したがって、出口孔と反対の方向にピストンを引っ張ると、ポンプダクトのなかにわずか
な圧力がつくりだされ、このわずかな圧力は、ピストンの先端が流体の吸込み口のレベル
に到達したときに“排除”される。このとき、流体は、それが満たしているポンプダクト
の内部に吸い込まれる。
【００２１】
出口孔に向けてのピストンの相対的な移動の間、ピストンが吸込み口を通過すると、ポン
プダクトのなかに一定の量の流体が閉じ込められる。可動ピストンの制動部におけるこの
位置と最先端の位置との間で決定される容量は、ポンプによって排出される流体の設定量
に対応している。
【００２２】
ピストンによる流体の圧縮は、たとえばまた好ましくは弾性手段を用いてあるいはピスト
ン上の親指による圧力で得られるが、この圧縮によって、弁を形成する弾性膜の開放及び
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流体の排出が可能になる。
【００２３】
流体の吸込み口は十分なサイズを有していなければならない。なぜなら、サイズが小さい
と、ピストンの移動の時に、一定量の流体がビンの中身の残りの部分に向って戻る時間が
なく、出口から排出される恐れがあるからである。
【００２４】
それ故、排出された流体の量を非常に厳密に決定したいと思うときには、できれば、吸込
み口は、決定された流体の量だけが、出口孔から排出されるためにポンプダクトの先端の
なかに閉じ込められるのに十分なサイズであることが望ましい。
【００２５】
これまで述べてきたように、本発明によるポンプの休止位置はピストンが制動されている
位置である。したがって、できれば本発明によるポンプは、制動位置におけるピストンの
戻し弾性手段を備えていることが望ましい。これらの弾性手段は技術者によく知られてい
るものであり、たとえばばねのようなものである。このばねは、ピストンの移動軸のなか
で、ポンプの内側あるいは外側に取り付けられる。このばねはまた、金属あるいはプラス
チック材で製造することができ、ばねの性質は、そのばねが流体と接触するビンの内側に
取り付けられている場合には広口ビンのなかに入れられた流体に適合したものとなる。こ
れらの弾性手段は、特に、以下の図面に示されているように、弾性ビンのカバー自体で構
成することもできる。このカバーはたとえば、アコーデオン部分、あるいはまた、戻し手
段を形成するのに十分な厚みを持った環状凸面の部分を備えることもできる。カバーはま
た、たとえばこのレベルで、一方ではポンプ本体と、もう一方ではこれらのエレメントが
備えることができるリングを介してピストンと連結させる。これらのリングは、この場合
カバーが備えている対応溝と協働して作用することができる。戻し手段を強化するために
、必要であれば、たとえば、以下の図面に示されているように、特にピストンに連結され
たホールドリングの両側に位置しているアコーデオンのような２つの戻しエレメントを利
用することもできる。
【００２６】
弾性膜は、弾性ビンと区別された部品とすることもできる。しかしながら、上述のポンプ
の望ましい使用条件においては、弾性膜と弾性ビンは単一部品である。したがって、本発
明によるポンプの部品数はきわめて少ない。実際に、本発明によれば、ただ３つの部品だ
けを有するポンプを備えた弾性ビンも可能である。３つの部品とはまず最初に、流体の容
器と同時に単一方向の弁を形成する膜と、休止位置にあるポンプ本体とピストンとの相対
位置からの戻し弾性手段を構成する弾性材料でできたビン。そして他の２つはポンプ本体
とピストンである。
【００２７】
その他の好ましい条件においては、本発明による弾性ビンは、少なくとも、中空の針を用
いたビンの充填に適合した余厚（ｅｐａｉｓｓｉｓｓｅｍｅｎｔ）のような部分を備えて
いる。これは、孔あけ、充填、前記の中空針の引き抜きの後に孔がぴったりと閉じられて
いるように備えられている。
【００２８】
できれば、特別に設計された前記の部分は、弾性ビンの壁面の余厚であることが望ましい
。この余厚部分は、以下に示されているように点状であっても、環状であってもあるいは
一般的なものであってもよい。
【００２９】
技術者にとっては当たり前のことであるが、特にカバーの製造のために使用される原料の
量を節約するためには点状の余厚が好ましい。また、この目的のためにポンプの向きを決
めなければならなくなることを避けて、充填し易さを優先させたいならば、環状の余厚が
好ましい。
【００３０】
本発明による好ましいポンプは、流体の出口付近に取り付けられたフロントリングを備え
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たポンプ本体を有している。このようなフロントリングによって、ポンプ本体を弾性ビン
にぴったりと固定できる。このようなリングはまた、ピストンを制動位置に戻す手段の製
造を可能にする。
【００３１】
ポンプ本体はさらに好ましくは、後部リングを備えており、この後部リングはいくつかの
役割を果たすことができる。一方では、手動装置の場合にこの後部リングはたとえば使用
者が指でつかむのに役立つ。この後部リングはまた、戻しバネを使用する場合には、バネ
の組立てに役立つ。さらに本発明によるポンプが３つの部品だけで構成されている場合に
は、この後部リングは弾性戻し手段を構成しているアコーデオンの後部レベルで、弾性ビ
ンのカバーと協働で作用することができる。
【００３２】
本発明によるポンプのピストンはまた、できれば手動使用の場合でも、たとえば使用者の
指でつかめるようなリングを備えていることが望ましい。このリングはまた、ピストンの
戻しアコーデオン手段を構成するようにビンのカバーと協働で作用することができる。上
記のように、リングは本発明によるビンに備えられた溝のなかにはいり込むこともできる
。
【００３３】
上記のエレメントが適合しているどんな形をとることができるとしても、ガラスあるいは
プラスチックでできた従来の注射器の形と同類の円形がとりわけ好ましい。
【００３４】
上記のピストンのリングはできれば、不完全なリングであることが望ましい。
【００３５】
このような形態は、図中でより詳細に説明するように、ポンプ本体のなかにピストンを取
り付けることを可能にする。
【００３６】
好ましい条件においては、上記のピストンは、従来のピストンに対応する細長いエレメン
トの一般的な形態を有しており、この細長いエレメントは複数の、できれば３つの錨形の
エレメントを備えており、すなわち、それぞれが放射状エレメントを有し、その先端にア
ーチ形のエレメントが取り付けられている。このとき、複数のアーチが上記の不完全なリ
ングを形成する。このような場合には、たとえば、ポンプ本体は円筒形エレメントで構成
され、その前端に一つのリングが、その後端にはもう一つの円筒形リングが備えられてお
り、それらのリングの直径は上述のアーチの直径よりも大きくなっており、後部円筒形リ
ングの前部ヘッドは上記の錨が前記のシリンダヘッドを通ることができるようにくりぬか
れており、その結果、上記の放射状エレメントに対応し、ポンプ本体を構成するシリンダ
のなかに設けられた溝を介して、ピストンの縦方向の移動が可能になる。
【００３７】
ポンプ本体のなかに設けられた溝は２つの役割を果たす。一方では、前記の溝の軸のなか
で放射状エレメントをスライドすることによってピストンの移動を可能にし、さらに、前
側の溝の先端は、排出される流体の設定量に対応するポンプの最終ダクトに流体が到達で
きるように流体の吸込み口を構成する。
【００３８】
以下が本発明によるポンプの力学である。
【００３９】
均衡位置は、ピストンが制動された状態となる位置であることを考察してみよう。技術者
にとっては明白であるように、一般的に本要求のなかで示されている移動は相対的移動で
ある。実際にできれば、ピストンを固定したままにし、以下に示すようにポンプ本体を移
動できるようにする、あるいはまた、ポンプ本体を固定したままにし、流体の出口を得る
ためにピストンを移動できるようにすることが望ましい。
【００４０】
ピストンが後退すると、ピストンは圧力状態が部分的な真空となるような空洞をつくりだ
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し、実際に出口孔は、ポンプのなかに空気がはいり込むことを阻む弾性膜によって塞がれ
る。さらに後退させると、ピストンは最後には流体の吸込み口のレベルに到達する。この
とき、ポンプダクトは速やかに流体を充填する。その結果、制動位置において、ピストン
を再び押すかあるいはピストンが再び動きだすままにすることができる。ピストンが流体
の吸込み口のレベルに再び到達すると、その先端に達することで、設定量の流体が閉じ込
められる。こうして、この先端位置とピストンの制動部との間の容量が、排出される流体
の量を決定する。この瞬間から流体の放出が行なわれる。
【００４１】
本発明によるポンプは数多くの利点を持っており、それはまた、このようなポンプを備え
た弾性ビンに与えられた利点でもある。
【００４２】
ポンプダクトあるいは空洞の断面積に対してと同様に、吸込み口の深さを変えながら空洞
の長さに対しても働きかけることによって、ポンプのために提案された設定量を調整する
ことができる。決定量は一定であり、ポンプの重さにも起動の迅速性にも左右されない。
その量は、ポンプ本体とピストンの相対的運動に与えられるばねの効果によってのみ左右
されるようにすることができる。このことは定められた孔の直径と粘性についていえる。
【００４３】
ビンの壁面は、容器と同時に戻しばねの役割を果たすことができ、その結果、本発明によ
るビン－ポンプを最小限の部品に抑えることができる。最小限とは、アセンブリについて
３つの部品だけで構成することができる。
【００４４】
本発明によるポンプは、本体のなかにピストンしか有しておらず、全体が弾性のカバーの
なかに取り付けらている場合は特に組立てが非常に簡単である。
【００４５】
ポンプは水滴の噴射を行なう。このため、受容面の特定の方向付けあるいは水滴噴射の特
定の方向付けを必要としない。たとえば、眼科用に利用される場合には、このようなポン
プは、患者が頭を後方に傾けないで済む。患者は、また前方に傾けるかあるいはまっすぐ
な位置のままでいることもできる。
【００４６】
水滴が噴射されることから、さらにこのポンプが無重力状態での使用が可能になる。
【００４７】
カバーとしての弾性壁面を使用することから、一つの部品で特に以下の機能を果たすこと
が可能になる。
【００４８】
空気あるいは供給された物質自体を再び吸い込むことなく作動することができる単一方向
型弁としての機能。この結果ポンプは、ビンの内側の汚染の危険をともなわずに、繰り返
し使用することができる防腐剤をもたない配合組成をもたらすことができる。
【００４９】
ビンとしての機能。実際に、壁面の弾力性によって、壁面は液体がポンプから排出される
にしたがって次第に押しつぶされることができる。弾性壁面は、とりわけこのために設け
られた場所を通して、すなわち、中空針を用いて孔をあけられる厚みをつけられた２枚の
膜、あるいは、鋳型のなかへのこの弾性物質の注入が注入装置と壁面自体との間の完全な
気密性を保証するように、弾性カバーの製造のときに鋳型のなかに組み入れられる注入装
置自体によって、流体の注入自体を可能にする。注入及び充填は、針あるいはトロカール
を用いて行なうことができる。さらに、特別にデザインされた拡張可能なリングの膨張に
よって、あるいはまた、このために鋳造によって組み入れられた注入装置のレベルでの壁
面上の圧力の増大を応用することによって行なうこともできる。
【００５０】
この壁面の弾力性及び気密位置へのその戻りによって、注入の後には針やトロカールや他
の何らかの注入手段を簡単に取り出すこともできる。
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【００５１】
気密性はまた、たとえば熱接着あるいはまた超音波、Ｘ線、まとまった放射線等々の他の
何らかの手段を用いた封印によって改善することができる。このことから注入が行なわれ
たレベルにおいて完全な気密性を得ることができる。
【００５２】
このようなポンプの注入または充填は、充填後ビンのなかに残留している気体をすべて除
去できるように、充填前や充填中または充填後に行なわれる吸込みに連動させることもで
きる。
【００５３】
ポンプの各起動時に供給される量は、システムの内側にいかなる気体も存在せず、そのシ
ステムはさらにデッドスペースを有していないことから、環境圧に関係なく変わらない。
【００５４】
本発明による装置はまた、空気も気体もなく、環境圧に関係なく、さらに気密性が場合に
よっては環境圧の相次ぐ変化の影響を受けることなく、このように構成された容器のなか
で気密性充填を行なうことを可能にする。こうした充填は、流体や液体やゲルが環境媒体
とまったく触れることなく無菌状態で行なうことができる。したがって、最終的使用時ま
で充填気体や空気から全面的に保護されて行なうことができる。このような充填はまた、
上記の余厚のレベルで中空針を用いた流体の注入によって行なうことができる。この結果
、好ましくは、たとえば層流の利用によって、微生物学的観点からコントロールされた大
気中で充填を行なうことが望ましい。
【００５５】
さらに、柔軟な部分は弾力性のある部分なので、このような装置は最小限の粒子しか必要
としない。
【００５６】
さらに、上述のように、このようなポンプは推進剤を有さずにすみ、特に、温度変化がそ
の量を変化させたり、その存在が推進剤と有効成分が混ざることを防ぐために壁面の追加
を必要とするようなフッ素または他の何らかの気体を含む推進剤を必要としない。
【００５７】
本発明によるポンプは、特に眼科分野で注目すべき利用法を有する。特にここでは参考と
して紹介するが、米国特許明細書ＵＳ－Ａ－５２６７９８６号に記されているような箱を
備えることができる。また押し出された水滴に非常に厳密な予備のエネルギーを与えるこ
とができることから、苦痛や不快感を取り除きながら、眼の結膜の凹部に流体を噴射する
ことが可能である。
【００５８】
したがって、本発明はまた、苦痛や不快感を取り除きながら、眼の結膜の凹部のなかに規
則正しく再現可能な量の流体を噴射するためのポンプを対象としており、このポンプは、
弾力性のある材料でできたタンクとポンプ本体、ポンプ本体のなかの可動ピストン、さら
に制動位置にピストンを戻すための弾性手段を備えている。この戻し弾性手段は、流体を
噴射したときに苦痛や不快感を防ぐように調整されている。
【００５９】
添付の図面を参照して、本発明をさらに詳しく説明してみる。
【００６０】
【発明の実施の形態】
図１には、以下で構成されたピストンが示されている。
【００６１】
ピストンがポンプ本体の空洞のなかの圧力を増大させたときにその空洞の気密性を確立す
るためのパッキン２が前端に取り付けられた縦方向の大きな軸１。
【００６２】
この図の形態においては３つの錨形の補助翼３。これは各々、先端にアーチ５を有する放
射状部品４で構成されている。以下の形態においては３つの放射状部品があり、その各々
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の端部にひとつのアーチがあるので、合計で３つのアーチが備えられている。
【００６３】
図２は、３つの主要部分で構成されているポンプ本体を示している。３つの部分とは前部
または“ノーズ”６と、中間部または“スリーブ”７と、後部またはいわゆるポンプ“本
体”８である。
【００６４】
ノーズ６は、純粋に円筒形または円錐形の形態をもつことができる。ここでは、それ自体
にポンプの排出孔１１があけられた円錐ゾーン１０をともなう小さな前部シリンダ９でで
きている。円錐部分の後部には、もう一つの円筒部１２があり、さらにこの円筒部１２の
後に、後述する弾性カバーの気密性に役立つリング溝１３がある。このリング溝がディス
クまたは“フロントディスク”１３ａといわゆるノーズを隔てている。
【００６５】
スリーブ７は、内部にポンプの空洞が存在する円筒形スリーブである。スリーブ７の円筒
形壁面には、縦方向の溝１４が設けられており、そのなかをピストンの放射状部品４がス
ライドする。ここでは３つの溝が設けられており、それぞれがピストンの各放射状部品に
対応している。
【００６６】
各溝は２つの部分でできている。
【００６７】
ピストンの放射状部品がスライドするためのより幅広の後部１４。
【００６８】
外側の液体とポンプの空洞との間の連絡孔をつくり、吸込み口１５を構成しているより狭
い前部。ポンプのこの空洞の高さが、ピストンが流体に対して圧縮を行なう起点となるレ
ベルを決定する。すなわち、噴射する量を決定する。
【００６９】
このスリーブの内壁上、ポンプのノーズに続く前部のなかに、次の図面にみられる環状の
逆抜き勾配を有する制動部１６がある。この制動部のなかに、ポンプの休止位置または閉
鎖位置におけるピストンの環状パッキンが収納される。この逆抜き勾配１６は、ピストン
の前部環状パッキン２が、ポンプ使用前のポンプの保管中にピストンの前部パッキンのク
リープを引き起こすことなくポンプの残りの部分を完全に閉塞状態のままで維持できるよ
うに、最初の組立後に非常にわずかな圧縮を行なうことができる。この結果、ノーズの排
出孔１１、ここでは噴射パイプのなかに含まれる空気あるいは液体は、ビンの残りの部分
のなかに入っている液体と接触する状態に戻ることは不可能である。
【００７０】
ポンプの本体８は、直径がはるかに大きく、スリーブと連続する円筒形空洞でできており
、それ自体がポンプの起動のためにカバーの後部リングのなかに収納される。
【００７１】
このエレメントの前部のなかには、ポンプの本体のなかにピストンを取り付けるための補
助翼３を通すことができるくりぬき部１７がある。
【００７２】
ここで示されたケースにおいては、可動式なのはポンプ本体の方であり、ピストンは固定
位置でホールドされている。
【００７３】
図３は、ポンプの本体のなかに取り付けられているピストンを示している。上記のいくつ
かのエレメントに加えて、逆抜き勾配を備えているピストンの前部制動部１６をみること
ができる。同じように吸込み口があり、本体のなかのピストンの位置は、本体が前方に向
って移動した場合に、空洞１８やポンプダクトのなかで、孔１５によって吸い込まれる流
体の設定量を固定する。同じく、スライドが可能な縦方向溝のなかに放射状部品４が取り
付けられている。ポンプ本体の後部側には、補助翼３を通すことができるくりぬき部１７
をみることができる。したがって、従来の注射器と比べて、ポンプ及び本体は３つの環状
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部分１２、５、８を備えている。
【００７４】
図４に示されている弾性カバーは、３つのリングを備えている。それらの間にある前部ア
コーデオン２２と後部アコーデオン２３の境界を定めている前部リング１９と中間リング
２０と後部リング２１である。前部リング１９は、ポンプ本体のリング１３ａと協働で作
用し、中間リング２０はピストンに備えられているアーチ５によって形成される不完全な
リングと協働で作用する。また、後部リング２１は、ポンプ本体の後部リング８と協働で
作用する。弾性カバーのリングは他の２つの部品のリングをしっかりと固定する。とりわ
け、リング１３ａと１９のレベルにおける組立ては完全にぴったりと行なわれる。さらに
カバーの最も前方のレベルにおいては、弾性膜２４が、小さいシリンダ９の補足部分を備
えた円錐ゾーン１０の出口に向かう単一方向の弁を形成している。
【００７５】
さらに、このカバーは流体や液体やゲルでビン－ポンプを充填するために中空針を通すこ
とができるように特別に設計された２つの部分を備えている。ゾーン２５と２６である。
実際にこれらのゾーンは、隣接するゾーンより厚みが厚くなっている。さらにこれらのゾ
ーンは各々、たとえば２つのあご部の間で圧力によって熱接着されることも可能な小さな
シリンダを有している。このような円筒形装置は、たとえば、カバーの外側に向って隆起
している、つまり外壁上に突出しているより大きな補強盛に置き換えることもできる。ま
た、この補強盛上に、針を貫通させることができる孔を確実に埋め込むためにこの隆起部
分を溶かしてしまうように加熱された部品を押し当てることもできる。
【００７６】
さらに、図４では、単に容器の代わりとなるカバーの後部は示されていない点に注意して
ほしい。
【００７７】
このようなポンプは、以下の方法で組み立てられる。まず最初に、前方の環状パッキンが
制動位置に来るまでピストンがポンプの本体のなかで組み立てられる。この結果、ポンプ
は休止の閉塞状態となる。こうして、ポンプを弾性カバーのなかに取り付けることができ
る一方で、圧縮された気体のジェットが最小限の摩擦をともない、組立中に弾性カバーを
膨張させる。
【００７８】
図５は上記の部品と同様の３つの部品の組立を図式化しているが、細部ではいくつかの小
さな違いがある。この図においては、主として、１９、２０、２１の番号が付けられたカ
バーのリングのなかにそれぞれリング１３ａ、５、８を取り付けている。
【００７９】
さらに、前部アコーデオンばね２２と後部アコーデオンばね２３が取り付けられている。
【００８０】
この図で明らかなように、長さＬは一方ではポンプダクト１８のなかに流体を入れること
を可能にし、もう一方ではダクト１８の内径に応じて排出されるための流体の量を決定す
る本体内のピストンの後退に対応している。
【００８１】
図５ではまた、本発明によるポンプは、堅固なシェル２７のなかに取り付けられているこ
とがわかる。同じように、環状逆抜き勾配がよりはっきりと区別される。上記のケースに
おいて、単位当たりの量の眼に関する液体を噴射する場合には、たとえば以下のような寸
法をとることができる。
【００８２】
出口孔を構成するパイプの直径とその長さ。それぞれおよそ 0.60mmと 3.0mm 。
【００８３】
弁２４のレベルでのｋｒａｔｏｎカバーの厚み：およそ 0.8mm 。流体の出口の先端に向っ
て次第に減少する。
【００８４】
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アコーデオン２３のレベルでのｋｒａｔｏｎカバーの厚み：１ mm。アコーデオンの部分２
２では０．７５ mm。
【００８５】
さらに、図の上方にあるカバーの後部は、ポンプの本体及びピストンがポンプ本体の先端
を除いて全面的に覆われるように、たとえば封印によって密閉されていることがわかる。
【００８６】
図６は、ポンプの力学を示している。この一連の図において、ポンプは、堅固なシェルの
なかに図５に示されているように取り付けられている。このような堅固なシェルの使用と
ともに、可動式となるのはポンプ本体であり、一方、ピストンは固定位置に固定されてい
る。
【００８７】
Ｆは、弾性カバーを満たしている流体を示している。
【００８８】
ポンプの力学は以下の通りである：
休止位置６Ａにおいて、ピストンはポンプのタンク２７によって、すなわち、ビン－ポン
プの３つのエレメントの異なる構造によって固定位置で制動される。また後部アコーデオ
ンばね２３の圧縮によって固定された状態で維持される。
【００８９】
図６Ｂにおいては、ポンプの起動時に、ポンプの本体はその後部８によって前方に押され
、スリーブを介してその後部に連結されているノーズにこの推力を伝達する。この結果、
このスペースのなかのポンプダクト１８のなかに水滴の空洞をつくりだす。このスペース
はポンプの休止中は潜在的なままであるが、その後スリーブ７の前部溝１４の下側の圧延
端部の高さによって容量が決定され、この水滴の空洞１８と前部アコーデオンの限定され
た空洞をつなげる。この水滴の空洞１８は、前方では、側方向溝１４によって開放されて
いないスリーブの前部円筒部分１８によって側面をポンプの制動部１６によって限定され
、後方では、このピストンの前部の環状パッキン２によってそれ自体が限定されているピ
ストンの前部２によって限定されている。
【００９０】
図６Ｃでは、ピストンの環状パッキン２がスリーブ７の前部溝の前部圧延端部１５の後方
に来るようにノーズが前方に十分押されると、水滴の空洞１８の凹部は流体Ｆが入り込む
ことによって埋められる。このときポンプは負荷あるいは開放位置にあるといわれる。
【００９１】
この負荷位置は、容器２７のラチェットシステムによって制動されたままとなる。このシ
ステム自体が使用者が引き金に力を加えることによって解除される。引き金は、このポン
プが収納される受容箱２７の一部をなしている。
【００９２】
起動中は、後部アコーデオンばね２３は圧縮され、前部アコーデオン２２は伸ばされる。
【００９３】
図６Ｄは、流体Ｆの水滴の噴射段階中、すなわちノーズと本体が最初の休止位置に戻る間
は、最初に圧縮された後部アコーデオンばね２３が緩められ、全体は休止位置６Ｅを再び
とる。
【００９４】
上記のビンの封印及び滅菌は以下のように行なうことができる。
【００９５】
ピストンの鋳型の後部はそれ自体が組立てに役に立つ。この組立ては、鋳型が熱い間に、
またコントロールされた大気中で取り出されたらすぐに、コントロールされ濾過された空
気環境のなかで行なわれる。弾性取り鍋からピストンのコアを取り出すとすぐに、弾性カ
バーの後部の封印が、熱接着によってあるいは超音波やＸ線等々によってすぐに行なわれ
る。その結果、ポンプの内側は、その後は取り扱い中に汚染される恐れがなくなる。こう
して、弾性カバーの後部の封印後、ポンプの本体とピストンはこのカバーのなかに全体的
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に覆われる。ポンプの本体の前端だけがカバーの外側から直接触れることができる。
【００９６】
封印の直前に、内側を完全に滅菌するために気体が注入される。気体は配合成分の注入前
に再び吸入される。これは、環境が完全に気密性をもち無菌状態であるので防腐剤を必要
とせずに行なうことができる。
【００９７】
とりわけ充填用の滅菌設備のコストを最小限に抑えるために、滅菌は、ガンマ放射線、電
子、気体、液体等々による封印後に行なうことができる。
【００９８】
滅菌はまた、封印中に熱気あるいは気体の注入によって熱接着前に行なうこともできる。
【００９９】
滅菌が、殺菌用液体あるいは熱気の注入によって行なわれる場合、ポンプは、ポンプの鼻
腔内パイプ及びピストンの前部パッキンが除染されるようにあらかじめ起動位置に置かれ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】３つの部品で構成されるビン－ポンプの形態において使用されるピストンを示す
透視図である。
【図２】上記のピストンと協働して作用するためのポンプの本体の透視図である。
【図３】そのポンプの本体のなかに取りつけられたピストンの透視図と断面図である。
【図４】上記の２つのエレメントとともにビン－ポンプを構成する上記の２つのエレメン
トと協働して作用するカバーの透視図である。
【図５】上記の３つのエレメントの組立の断面図である。
【図６】本発明によるポンプの力学を断面で表した一連の図である。
【符号の説明】
１　軸
２　パッキン
３　補助翼
４　放射状部品
５　アーチ
６　ノーズ
７　スリーブ
８　本体
１６　制動部
１９　前部リング
２０　中間リング
２１　後部リング
２２　前部アコーデオン
２３　後部アコーデオン
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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