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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ランシング装置であって、
　長手方向軸に沿って離間配置された近位端及び遠位端を有する第１のハウジングと、
　前記第１のハウジングと固定された関係において前記第１のハウジングに配置される第
２のハウジングと、
　前記第２のハウジング内に配置され、前記長手方向軸に沿って前記第１のハウジング内
を移動するように構成される可動部材と、
　前記可動部材に連結されたランセットと、
　複数の停止面を前記可動部材に提供するために、ランセット深さ調整部材が、両方の前
記ハウジングに対して回転可能なように前記第１及び第２のハウジングの両方によって捕
えられている、ランセット深さ調整部材と、
　を備え、
　前記第２のハウジング内に位置づけられて前記可動部材を前記遠位端の方へ付勢する第
１の付勢部材と、
　前記可動部材が前記長手方向軸に沿って移動して発射前準備位置において前記近位端に
近接して配置されるように、前記可動部材に連結される第１のアクチュエータと、
　前記第１のアクチュエータの一部分上で支えられる第２のアクチュエータであって、前
記可動部材が前記発射前準備位置から前記遠位端に近接した位置に移動することを可能に
するように構成される第２のアクチュエータと、
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　を更に含む、ランシング装置。
【請求項２】
　前記可動部材が、前記長手方向軸から前記遠位端の方へ延びる複数のアームを含み、更
に、
　コレットが複数のアーム上で長手方向軸に沿って、前記複数のアームが前記ランセット
の本体を拘束して移動を防ぐ前記コレットの第１の位置及び前記複数のアームによる拘束
がなく前記ランセットの本体が自由に移動する前記コレットの第２の位置から移動するよ
うに、複数のアーム上に装着されている、コレットを備える、請求項１に記載のランシン
グ装置。
【請求項３】
　ランセット射出機構を更に備え、前記機構が、
　前記第１のハウジングに装着された第３のアクチュエータを含み、前記第３のアクチュ
エータが、
　前記ランセット深さ調整部材及び前記可動部材の両方から前記第３のアクチュエータが
解放されている第１の位置と、
　前記第３のアクチュエータが前記可動部材に接続されており、前記深さ調整部材が特定
の位置にあることにより、前記第３のアクチュエータの一部分が、前記ランセットを発射
するために前記遠位端の方へ前記可動部材を移動するために、前記深さ調整部材の円周部
分に形成された溝内で部分的に移動する、第２の位置と、
　に配置される、請求項２に記載のランシング装置。
【請求項４】
　前記深さ調整部材と前記コレットとの間に配置されたカラーを更に備え、前記カラーが
、前記遠位端の方への前記コレットの移動を防ぐように構成されている、請求項３に記載
のランシング装置。
【請求項５】
　前記ランセットが前記深さ調整部材から延出することができる開口を覆うキャップを更
に備え、前記キャップが前記深さ調整部材に接続されている、請求項４に記載のランシン
グ装置。
【請求項６】
　前記第１のハウジングが、１つに接続された２つの半体を備える、請求項１に記載のラ
ンシング装置。
【請求項７】
　前記第２のハウジングが、前記第１のハウジングに連結された位置決めバンドに接続さ
れた単一部材を含み、前記第２のハウジングが、その長手方向軸に沿って前記単一部材を
通って延びる少なくとも１つの溝を有して、前記第２のハウジングの内部から前記第１の
ハウジングの内部への連通を可能にする、請求項１に記載のランシング装置。
【請求項８】
　前記可動部材を前記近位端の方へ付勢するように構成された第２の付勢部材を更に含む
、請求項１に記載のランシング装置。
【請求項９】
　前記可動部材が、溝を通って延びる少なくとも１つの戻りアームを備えることにより、
前記可動部材を、前記溝によって画定された経路に沿って前記少なくとも１つの戻りアー
ムによって導く、請求項８に記載のランシング装置。
【請求項１０】
　前記第２の付勢部材が、前記第２のハウジングの外側に配置され、前記少なくとも１つ
の戻りアームに接続されている、つる巻きばねを備える、請求項９に記載のランシング装
置。
【請求項１１】
　前記遠位端の方へ前記コレットを付勢するために前記可動部材に連結された第３の付勢
部材を更に備える、請求項３に記載のランシング装置。
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【請求項１２】
　前記第１の付勢部材が、前記可動部材と接触している弾力的部材を備える、請求項３に
記載のランシング装置。
【請求項１３】
　前記第２の付勢部材が、ばね、磁石、又はこれらの組み合わせからなる群から選択され
る、請求項９に記載のランシング装置。
【請求項１４】
　長手方向軸に沿って離間配置された近位端及び遠位端を有する第１のハウジングと、
　前記第１のハウジングと固定された関係において前記第１のハウジングに配置される第
２のハウジングと、
　前記第２のハウジング内に配置され、前記長手方向軸に沿って前記第１のハウジング内
を移動するように構成される可動部材と、
　前記第２のハウジング内に位置づけられて、前記可動部材を前記遠位端の方へ付勢する
、付勢部材と、
　前記可動部材が前記長手方向軸に沿って移動して発射前準備位置において前記近位端に
近接して配置されるように、前記可動部材に連結される第１のアクチュエータと、
　前記第１のアクチュエータの一部分上で支えられる第２のアクチュエータであって、前
記可動部材が前記発射前準備位置から前記遠位端に近接した位置に移動することを可能に
するように構成される第２のアクチュエータと、
　前記可動部材に連結されたランセットと、
　を備える、ランシング装置。
【請求項１５】
　前記可動部材が、前記長手方向軸から前記遠位端の方へ延びる複数のアームを含み、更
に、
　コレットが複数のアーム上で長手方向軸に沿って、前記複数のアームが前記ランセット
の本体を拘束して移動を防ぐ前記コレットの第１の位置及び前記複数のアームによる拘束
がなく前記ランセットの本体が自由に移動する前記コレットの第２の位置から移動するよ
うに、複数のアーム上に装着されている、コレットを備える、請求項１４に記載のランシ
ング装置。
【請求項１６】
　ランセット射出機構を更に備え、前記機構が、
　前記第１のハウジングに装着された第３のアクチュエータを含み、前記第３のアクチュ
エータが、
　ランセット深さ調整部材及び前記可動部材の両方から前記第３のアクチュエータが解放
されている第１の位置と、
　前記第３のアクチュエータが前記可動部材に接続されており、前記深さ調整部材が特定
の位置にあることにより、前記第３のアクチュエータの一部分が、前記ランセットを発射
するために前記遠位端の方へ前記可動部材を移動するために、前記深さ調整部材の円周部
分に形成された溝内で部分的に移動する、第２の位置と、
　に配置される、請求項１５に記載のランシング装置。
【請求項１７】
　前記深さ調整部材と前記コレットとの間に配置されたカラーを更に備え、前記カラーが
、前記遠位端の方への前記コレットの移動を防ぐように構成されている、請求項１６に記
載のランシング装置。
【請求項１８】
　前記ランセットが前記深さ調整部材から延出することができる開口を覆うキャップを更
に備え、前記キャップが前記深さ調整部材に接続されている、請求項１７に記載のランシ
ング装置。
【請求項１９】
　前記第１のハウジングが、１つに接続された２つの半体を備える、請求項１４に記載の
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ランシング装置。
【請求項２０】
　前記第２のハウジングが、前記第１のハウジングに連結された位置決めバンドに接続さ
れた単一部材を含み、前記第２のハウジングが、その長手方向軸に沿って前記単一部材を
通って延びる少なくとも１つの溝を有して、前記第２のハウジングの内部から前記第１の
ハウジングの内部への連通を可能にする、請求項１４に記載のランシング装置。
【請求項２１】
　前記可動部材を前記近位端の方へ付勢するように構成された第２の付勢部材を更に含む
、請求項１４に記載のランシング装置。
【請求項２２】
　前記可動部材が、溝を通って延びる少なくとも１つの戻りアームを備えることにより、
前記可動部材を、前記溝によって画定された経路に沿って前記少なくとも１つの戻りアー
ムによって導く、請求項２１に記載のランシング装置。
【請求項２３】
　前記第２の付勢部材が、前記第２のハウジングの外側に配置され、前記少なくとも１つ
の戻りアームに接続されている、弾力的部材を備える、請求項２２に記載のランシング装
置。
【請求項２４】
　前記遠位端の方へ前記コレットを付勢するために前記可動部材に連結された第３の付勢
部材を更に備える、請求項１６に記載のランシング装置。
【請求項２５】
　前記第１の付勢部材が、前記可動部材と接触している弾力的部材を備える、請求項１６
に記載のランシング装置。
【請求項２６】
　前記第２の付勢部材が、つる巻きばねを備える、請求項２２に記載のランシング装置。
【請求項２７】
　ランシング装置であって、
　長手方向軸に沿って離間配置された近位端及び遠位端を有するハウジングと、
　本体とランシング突起とを有し、かつ少なくとも前記本体が前記ハウジング内に配置さ
れるランセットと、
　前記ハウジングに配置され、前記長手方向軸に沿った移動のために構成される可動部材
であり、前記可動部材が、前記長手方向軸から延びる複数のアームを含む、可動部材と、
　コレットが複数のアーム上で長手方向軸に沿って、前記複数のアームが前記ランセット
の本体を拘束して移動を防ぐ前記コレットの第１の位置及び前記複数のアームによる拘束
がなく前記ランセットの本体が自由に移動する前記コレットの第２の位置から移動するよ
うに、複数のアーム上に装着されている、コレットと、
　を備え、
　前記ハウジング内に位置づけられて、前記可動部材を遠位端の方へ付勢する第１の付勢
部材と、
　前記可動部材が前記長手方向軸に沿って移動して発射前準備位置において前記近位端に
近接して配置されるように、前記可動部材に連結される第１のアクチュエータと、
　前記第１のアクチュエータの一部分上で支えられる第２のアクチュエータであって、前
記可動部材が前記発射前準備位置から前記遠位端に近接した位置に移動することを可能に
するように構成される第２のアクチュエータと、
　を更に含む、ランシング装置。
【請求項２８】
　ランセット射出機構を更に備え、前記機構が、
　前記ハウジングに装着された第３のアクチュエータを含み、前記第３のアクチュエータ
が、
　ランセット深さ調整部材及び前記可動部材の両方から前記第３のアクチュエータが解放
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されている第１の位置と、
　前記第３のアクチュエータが前記可動部材に接続されており、前記深さ調整部材が特定
の位置にあることにより、前記第３のアクチュエータの一部分が、前記ランセットを発射
するために前記遠位端の方へ前記可動部材を移動するために、前記深さ調整部材の円周部
分に形成された溝内で部分的に移動する、第２の位置と、
　に配置される、請求項２７に記載のランシング装置。
【請求項２９】
　前記深さ調整部材と前記コレットとの間に配置されたカラーを更に備え、前記カラーが
、前記遠位端の方への前記コレットの移動を防ぐように構成されている、請求項２８に記
載のランシング装置。
【請求項３０】
　前記ランセットが前記深さ調整部材から延出することができる開口を覆うキャップを更
に備え、前記キャップが前記深さ調整部材に接続されている、請求項２９に記載のランシ
ング装置。
【請求項３１】
　前記ハウジングが、１つに接続された２つの半体を備える、請求項２７に記載のランシ
ング装置。
【請求項３２】
　前記可動部材が第２のハウジング内での移動のために中に配置された第２のハウジング
を更に備え、前記第２のハウジングが、前記ハウジングに連結された位置決めバンドに接
続された単一部材を備え、前記第２のハウジングが、前記第２のハウジングの内部から前
記ハウジングの内部への連通を可能にするために長手方向軸に沿って前記単一部材を通っ
て延びる少なくとも１つの溝を有する、請求項２７に記載のランシング装置。
【請求項３３】
　前記可動部材を前記近位端の方へ付勢するように構成された第２の付勢部材を更に含む
、請求項３２に記載のランシング装置。
【請求項３４】
　前記可動部材が、前記溝を通って延びる少なくとも１つの戻りアームを備えることによ
り、前記可動部材を、前記溝によって画定された経路に沿って前記少なくとも１つの戻り
アームによって導く、請求項３３に記載のランシング装置。
【請求項３５】
　前記第２の付勢部材が、前記第２のハウジングの外側に配置され、前記少なくとも１つ
の戻りアームに接続されている、弾力的部材を備える、請求項３４に記載のランシング装
置。
【請求項３６】
　前記遠位端の方へ前記コレットを付勢するために前記可動部材に連結された第３の付勢
部材を更に備える、請求項２８に記載のランシング装置。
【請求項３７】
　前記第１の付勢部材が、前記可動部材と接触している弾力的部材を備える、請求項２８
に記載のランシング装置。
【請求項３８】
　前記第２の付勢部材が、つる巻きばねを備える、請求項３４に記載のランシング装置。
【請求項３９】
　長手方向軸に沿って離間配置された近位端及び遠位端を有する第１のハウジングと、
　前記第１のハウジングと固定された関係において前記第１のハウジングに配置される第
２のハウジングと、
　前記第２のハウジング内に配置され、前記長手方向軸に沿って移動するように構成され
る、可動部材と、
　前記遠位端の方への前記長手方向軸に沿った可動部材の移動量を制限するランセット深
さ調整部材であり、前記ランセット深さ調整部材が、複数の停止面を前記可動部材に提供
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するために、ランセット深さ調整部材が、両方の前記ハウジングに対して回転可能なよう
に前記第１及び第２のハウジングの両方によって捕えられている、ランセット深さ調整部
材と、
　前記第２のハウジング内に位置づけられて前記可動部材を前記遠位端の方へ付勢する第
１の付勢部材と、
　前記可動部材が前記長手方向軸に沿って移動して発射前準備位置において前記近位端に
近接して配置されるように、前記可動部材に連結される第１のアクチュエータと、
　前記第１のアクチュエータの一部分上で支えられる第２のアクチュエータであって、前
記可動部材が前記発射前準備位置から前記遠位端に近接した位置に移動することを可能に
するように構成される第２のアクチュエータと、
　を備える、ランシング装置。
【請求項４０】
　長手方向軸に沿って離間配置された近位端及び遠位端を有する第１のハウジングと、
　前記第１のハウジングと固定された関係において前記第１のハウジングに配置される第
２のハウジングと、
　前記第２のハウジング内に配置され、前記長手方向軸に沿って移動するように構成され
る、可動部材であって、前記可動部材が、前記長手方向軸から前記遠位端の方へ延びる複
数のアームを含む、可動部材と、
　本体と前記ランセットの前記本体から延出する突起とを有し、前記ランセットの前記本
体が、前記可動部材の複数のアームによって画定された容積内に配置可能である、ランセ
ットと、
　コレットが複数のアーム上で長手方向軸に沿って、前記複数のアームが前記ランセット
の本体を拘束して移動を防ぐ前記コレットの第１の位置及び前記ランセットの本体が前記
複数のアームにより拘束されていない前記コレットの第２の位置から移動するように、複
数のアーム上に装着されている、コレットと、
　前記第２のハウジング内に位置づけられて前記可動部材を前記遠位端の方へ付勢する第
１の付勢部材と、
　前記可動部材が前記長手方向軸に沿って移動して発射前準備位置において前記近位端に
近接して配置されるように、前記可動部材に連結される第１のアクチュエータと、
　前記第１のアクチュエータの一部分上で支えられる第２のアクチュエータであって、前
記可動部材が前記発射前準備位置から前記遠位端に近接した位置に移動することを可能に
するように構成される第２のアクチュエータと、
　を備える、ランシング装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本出願は、２００８年５月９日付で出願された米国仮特許出願Ｓ．Ｎ．６１／０５２，
０６９号に対する優先権を主張する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のランシング装置は、概して、剛性のハウジング、多様な動作機構、及びランシン
グ装置の一端から短く突出するように発射準備及び発射され得るランセットを有する。例
えば、従来のランシング装置は、ランセットがその長手方向軸に沿って剛性ハウジングに
対して可動であるように剛性のハウジング内に装着されたランセットを含む場合がある。
典型的には、ランセットはばね仕掛けであり、ばねの解除によって発射されて、標的部位
（例えば、皮膚組織標的部位）を貫通する（すなわち、ランセットで突く）。次いで、貫
通した標的部位から体液試料（例えば、全血試料）を圧出して採取し、分析することがで
きる。
【０００３】
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　従来のランシング装置は、通常、使用者がランシング装置を構え、標的部位に対してラ
ンシング装置を促し、ボタン又はその他のスイッチを押して、ランシング装置を手動で作
動し、装置内のランセットを標的部位に向けて放つ（「発射する」とも表現される）こと
を必要とする。次いで、ランセットは標的部位を貫通して（例えばランセットで突いて）
、体液試料を圧出するための開口部を作り出す。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来のランシング装置の構え及び発射には多くの複雑な機構が関わるため、結果的にラ
ンシング装置のサイズは比較的大きく、製造費がかかり、操作しにくいものとなっている
。加えて、従来のランシング装置機構の動作は、ランシング装置内の振動と、使用者によ
って感知される痛みのレベルを増す音との両方を誘起し得る。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　出願者らは、製造費が比較的安価で操作が容易なランシング装置の必要を認識した。そ
のような装置は、また、使用者によって感知される痛みのレベルを減らすように、使用中
に最小限の振動及び／又は音を生成するものでなくてはならない。
【０００６】
　一態様にしたがい提供されるランシング装置は、第１のハウジングと、第２のハウジン
グと、可動部材と、ランセットと、ランセット深さ調整部材と、を含む。第１のハウジン
グは、長手方向軸に沿って離間配置された近位端及び遠位端を有する。第２のハウジング
は、第１のハウジングと固定された関係において第１のハウジングに配置される。可動部
材は、第２のハウジング内に配置され、長手方向軸に沿って第１のハウジング内を移動す
るように構成される。ランセットは、可動部材に連結される。ランセット深さ調整部材は
、複数の停止面を可動部材に提供するために、ランセット深さ調整部材が両方のハウジン
グに対して回転可能なように第１及び第２のハウジングの両方によって捕えられている。
【０００７】
　更に別の態様において提供されるランシング装置は、第１のハウジングと、第２のハウ
ジングと、可動部材と、付勢部材と、第１のアクチュエータと、第２のアクチュエータと
、ランスと、を含む。第１のハウジングは、長手方向軸に沿って離間配置された近位端及
び遠位端を有する。第２のハウジングは、第１のハウジングと固定された関係において第
１のハウジングに配置される。可動部材は、第２のハウジング内に配置され、長手方向軸
に沿って第１のハウジング内を移動するように構成される。付勢部材は、第２のハウジン
グ内に位置づけられて、可動部材を遠位端の方へ付勢する。第１のアクチュエータは、発
射前準備位置において近位端に近接して可動部材が配置されるように可動部材に連結され
る。第２のアクチュエータは第１のアクチュエータの一部分上で支えられ、第２のアクチ
ュエータは、可動部材が発射前準備位置から遠位端に近接した位置に移動することを可能
にするように構成される。ランセットは、可動部材に連結される。
【０００８】
　更なる態様において提供されるランシング装置は、ハウジングと、ランセットと、可動
部材と、コレットと、を含む。ハウジングは、長手方向軸に沿って離間配置された近位端
と遠位端を有する。ランセットは、本体とランシング突起とを有し、かつ少なくとも本体
はハウジング内に配置される。可動部材は、ハウジング内に配置され、長手方向軸に沿っ
た移動のために構成される。可動部材は、長手方向軸から延びる複数のアームを含む。コ
レットは、コレットが複数のアーム上で長手方向軸に沿って、複数のアームがランセット
の本体を拘束して移動を防ぐコレットの第１の位置及び複数のアームによる拘束がなくラ
ンセットの本体が自由に移動するコレットの第２の位置から移動するように、複数のアー
ム上に装着されている。
【０００９】
　一実施形態では、ランシング装置は、第２のハウジング内に位置づけられて可動部材を
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遠位端の方へ付勢する第１の付勢部材と、発射前準備位置において近位端に近接して可動
部材が配置されるように可動部材に連結される第１のアクチュエータと、第１のアクチュ
エータの一部分上で支えられる第２のアクチュエータと、を更に含み、第２のアクチュエ
ータは、可動部材が発射前準備位置から遠位端に近接した位置に移動することを可能にす
るように構成される。
【００１０】
　一実施形態では、可動部材は、長手方向軸から遠位端の方へ延びる複数のアームを有し
、ランシング装置は、更に、コレットが複数のアーム上で長手方向軸に沿って、前記複数
のアームが前記ランセットの本体を拘束して移動を防ぐ前記コレットの第１の位置及び前
記複数のアームによる拘束がなく前記ランセットの本体が自由に移動する前記コレットの
第２の位置から移動するように、複数のアーム上に装着されている。
【００１１】
　一実施形態では、ランシング装置は、第１のハウジングに装着された第３のアクチュエ
ータを含むランセット射出機構を更に含む。第３のアクチュエータは、第３のアクチュエ
ータがランセット深さ調整部材及び可動部材の両方から解放されている第１の位置と、第
３のアクチュエータが可動部材に接続されており、深さ調整部材が特定の位置にあること
により、第３のアクチュエータの一部分が、深さ調整部材の円周部分に形成された溝内で
部分的に移動して、可動部材を遠位端の方へ移動して、ランセットを射出する、第２の位
置と、に配置される。
【００１２】
　一実施形態では、ランシング装置は、深さ調整部材とコレットとの間に配置されたカラ
ーを更に備え、カラーは、遠位端の方へのコレットの移動を防ぐように構成されている。
【００１３】
　一実施形態では、ランシング装置は、ランセットが深さ調整部材から延出することがで
きる開口を覆うキャップを更に含み、キャップは深さ調整部材に接続されている。
【００１４】
　一実施形態では、第１のハウジングは、１つに接続された２つの半体を含む。
【００１５】
　一実施形態では、第２のハウジングは、第１のハウジングに連結された位置決めバンド
に接続された単一部材を含み、この第２のハウジングは、第２のハウジングの内部から第
１のハウジングの内部への連通を可能にするために長手方向軸に沿って単一部材を通って
延びる少なくとも１つの溝を有する。
【００１６】
　一実施形態では、ランシング装置は、可動部材を近位端の方へ付勢するように構成され
た第２の付勢部材を更に含む。
【００１７】
　一実施形態では、可動部材は、前記溝を通って延びる少なくとも１つの戻りアームを含
むことにより、可動部材を、前記溝によって画定された経路に沿って少なくとも１つの戻
りアームによって導く。
【００１８】
　一実施形態では、第２の付勢部材は、第２のハウジングの外側に配置され、少なくとも
１つの戻りアームに接続されている、つる巻きばねを含む。
【００１９】
　一実施形態では、ランシング装置は、遠位端の方へコレットを付勢するために可動部材
に連結された第３の付勢部材を更に含む。
【００２０】
　一実施形態では、第１の付勢部材は、ばね、磁石、又はこれらの組み合わせからなる群
から選択される。
【００２１】
　一実施形態では、第２の付勢部材は、ばね、磁石、又はこれらの組み合わせからなる群
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から選択される。
【００２２】
　更に別の態様において、ランセットを動作する方法は、ハウジング内に配置された可動
部材を手で長手方向軸に沿って発射前準備位置への第１の方向へ平行移動して、第１の方
向と反対の第２の方向へ可動部材を付勢している力に対抗して発射前準備位置にロックす
ることと、同じ手で可動部材を発射前準備位置から解除して、付勢力によって可動部材が
、可動部材に拘束されているランセットを第２の方向に標的部位の方へ移動するようにす
ることと、溝が射出アクチュエータと整列するまで同じ手でハウジングの周囲でカラーを
回転することと、同じ手で射出アクチュエータを溝に移動させて、可動部材を、ランセッ
トがもはや可動部材によって拘束されない位置へ移動させることと、によって達成され得
る。
【００２３】
　なお更なる態様において提供されるランシング装置は、第１及び第２のハウジングと、
可動部材と、深さ調整部材と、を含む。第１のハウジングは、長手方向軸に沿って離間配
置された近位端及び遠位端を有する。第２のハウジングは、第１のハウジングと固定され
た関係において第１のハウジングに配置される。可動部材は、第２のハウジング内に配置
され、長手方向軸に沿って移動するように構成される。ランセット深さ調整部材は、遠位
端への長手方向軸に沿った可動部材の移動量を制限する。ランセット深さ調整部材は、複
数の停止面を可動部材に提供するために、ランセット深さ調整部材が両方のハウジングに
対して回転可能なように第１及び第２のハウジングの両方によって捕えられている。
【００２４】
　なお更なる態様において提供されるランシング装置は、第１及び第２のハウジングと、
可動部材と、ランセットと、コレットと、を含む。第１のハウジングは、長手方向軸に沿
って離間配置された近位端及び遠位端を有する。第２のハウジングは、第１のハウジング
と固定された関係において第１のハウジングに配置される。可動部材は、第２のハウジン
グ内に配置され、長手方向軸に沿って移動するように構成される。可動部材は、第２のハ
ウジング内に配置され、長手方向軸に沿って移動するように構成される。可動部材は、長
手方向軸から遠位端の方へ延びる複数のアームを含む。ランセットは、本体とランセット
の本体から延出する突起とを有し、ランセットの本体は、可動部材の複数のアームによっ
て画定された容積内に配置可能である。コレットは、複数のアーム上で長手方向軸に沿っ
て、ランセットの本体を拘束して移動を防ぐコレットの第１の位置及びランセットの本体
が複数のアームにより拘束されていないコレットの第２の位置から移動するように、複数
のアーム上に装着されている。
【００２５】
　これら及び他の実施形態、特徴並びに利点は、発明の以下のより詳細な説明を、はじめ
に簡単に述べる付属の図面と共に参照することによって、当業者にとって明らかになろう
。
【００２６】
　本明細書中に用いた明細書の一部をなす添付図面は、本発明の好適な実施形態を示した
ものであって、上記に述べた一般的説明並びに下記に述べる詳細な説明と共に、本発明の
特徴を説明する役割を果たすものである（同様の数字は、同様の要素を表す）。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本明細書に記載及び例示した実施形態によるランシング装置の分解図。
【図２】本明細書に記載及び例示した実施形態によるキャップの斜視図。
【図３】本明細書に記載及び例示した実施形態によるランセット深さ調整部材の２つの斜
視図。
【図４】本明細書に記載及び例示した実施形態によるカラーの２つの斜視図。
【図５】本明細書に記載及び例示した実施形態によるコレットの２つの斜視図。
【図６】本明細書に記載及び例示した実施形態による可動部材の２つの斜視図。
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【図７】本明細書に記載及び例示した実施形態による第２のハウジングの２つの斜視図。
【図８】本明細書に記載及び例示した実施形態による第２のアクチュエータの２つの斜視
図。
【図９】本明細書に記載及び例示した実施形態による第１のアクチュエータの２つの斜視
図。
【図１０】本明細書に記載及び例示した実施形態による第３のアクチュエータの２つの斜
視図。
【図１１】本明細書に記載及び例示した実施形態による第１のハウジングの下半分の２つ
の斜視図。
【図１２】本明細書に記載及び例示した実施形態による第１のハウジングの上半分の２つ
の斜視図。
【図１３】本明細書に記載及び例示した実施形態によるバンドの２つの斜視図。
【図１４Ａ】本明細書に記載及び例示した実施形態による、射出位置を設定すること及び
ランシング装置のキャップを開くことに使用される工程の順序。
【図１４Ｂ】本明細書に記載及び例示した実施形態による、射出位置を設定すること及び
ランシング装置のキャップを開くことに使用される工程の順序。
【図１４Ｃ】本明細書に記載及び例示した実施形態による、射出位置を設定すること及び
ランシング装置のキャップを開くことに使用される工程の順序。
【図１４Ｄ】本明細書に記載及び例示した実施形態による、射出位置を設定すること及び
ランシング装置のキャップを開くことに使用される工程の順序。
【図１５Ａ】本明細書に記載及び例示した実施形態による、ランシング装置内でランセッ
トをキャップすることに使用される工程の順序。
【図１５Ｂ】本明細書に記載及び例示した実施形態による、ランシング装置内でランセッ
トをキャップすることに使用される工程の順序。
【図１５Ｃ】本明細書に記載及び例示した実施形態による、ランシング装置内でランセッ
トをキャップすることに使用される工程の順序。
【図１５Ｄ】本明細書に記載及び例示した実施形態による、ランシング装置内でランセッ
トをキャップすることに使用される工程の順序。
【図１５Ｅ】本明細書に記載及び例示した実施形態による、ランシング装置内でランセッ
トをキャップすることに使用される工程の順序。
【図１６Ａ】本明細書に記載及び例示した実施形態による、ランセットの射出前及び後の
ランシング装置の詳細な断面図。
【図１６Ｂ】本明細書に記載及び例示した実施形態による、ランセットの射出前及び後の
ランシング装置の詳細な斜視図。
【図１６Ｃ】本明細書に記載及び例示した実施形態による、ランセットの射出前及び後の
ランシング装置の詳細な断面図。
【図１６Ｄ】本明細書に記載及び例示した実施形態による、ランセットの射出前及び後の
ランシング装置の詳細な斜視図。
【図１６Ｅ】本明細書に記載及び例示した実施形態による、ランセットの射出前及び後の
ランシング装置の詳細な断面図。
【図１６Ｆ】本明細書に記載及び例示した実施形態による、ランセットの射出前及び後の
ランシング装置の詳細な断面図。
【図１７Ａ】本明細書に記載及び例示した実施形態による、ランシング装置にランセット
を装填すること及びその針入度を設定することに使用される工程の順序。
【図１７Ｂ】本明細書に記載及び例示した実施形態による、ランシング装置にランセット
を装填すること及びその針入度を設定することに使用される工程の順序。
【図１７Ｃ】本明細書に記載及び例示した実施形態による、ランシング装置にランセット
を装填すること及びその針入度を設定することに使用される工程の順序。
【図１７Ｄ】本明細書に記載及び例示した実施形態による、ランシング装置にランセット
を装填すること及びその針入度を設定することに使用される工程の順序。
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【図１８Ａ】本明細書に記載及び例示した実施形態による、ランシング装置の発射前準備
に使用される工程の順序。
【図１８Ｂ】本明細書に記載及び例示した実施形態による、ランシング装置の発射前準備
に使用される工程の順序。
【図１８Ｃ】本明細書に記載及び例示した実施形態による、ランシング装置の発射前準備
に使用される工程の順序。
【図１８Ｄ】本明細書に記載及び例示した実施形態による、ランシング装置の発射前準備
に使用される工程の順序。
【図１８Ｅ】本明細書に記載及び例示した実施形態による、ランシング装置の発射前準備
に使用される工程の順序。
【図１９Ａ】本明細書に記載及び例示した実施形態による、ランシング装置の発射に使用
される工程の順序。
【図１９Ｂ】本明細書に記載及び例示した実施形態による、ランシング装置の発射に使用
される工程の順序。
【図１９Ｃ】本明細書に記載及び例示した実施形態による、ランシング装置の発射に使用
される工程の順序を示す。
【図１９Ｄ】本明細書に記載及び例示した実施形態による、ランシング装置の発射に使用
される工程の順序。
【図１９Ｅ】本明細書に記載及び例示した実施形態による、ランシング装置の発射に使用
される工程の順序。
【図１９Ｆ】本明細書に記載及び例示した実施形態による、ランシング装置の発射に使用
される工程の順序。
【図１９Ｇ】本明細書に記載及び例示した実施形態による、ランシング装置の発射に使用
される工程の順序。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下の詳細な説明は、図面を参照しつつ読まれるべきもので、異なる図面中、同様の要
素は同様の参照符号にて示してある。図面は必ずしも一定の縮尺を有さず、特定の実施形
態を示したものであって、本発明の範囲を限定するものではない。詳細な説明は本発明の
原理を限定するものではなく、あくまでも例として記載するものである。この説明文は、
当業者による発明の製造、実施を明確に可能ならしめるものであり、出願時における発明
を実施するための最良の形態と考えられるものを含む、発明の複数の実施形態、適応例、
変形例、代替例、並びに使用例を述べるものである。
【００２９】
　図１は、本明細書に記載及び例示した実施形態によるランシング装置１００の分解図で
ある。ランシング装置１００は、キャップ２００、ランセット深さ調整部材３００（深さ
調整器と呼ばれる場合もある）、カラー４００（シュラウドと呼ばれる場合もある）、コ
レット５００、第３の付勢部材１０２（コレットばねと呼ばれる場合もある）、可動部材
６００（ホルダーと呼ばれる場合もある）、第１の付勢部材１０４（発射ばねと呼ばれる
場合もある）、第２のハウジング７００（シャーシと呼ばれる場合もある）、第２の付勢
部材１０６（戻りばねと呼ばれる場合もある）、第２のアクチュエータ８００（発射アセ
ンブリと呼ばれる場合もある）、第１のアクチュエータ９００（発射前準備アセンブリと
呼ばれる場合もある）、第３のアクチュエータ１０００（射出アセンブリと呼ばれる場合
もある）、第１のハウジングボトム１１００、第１のハウジングトップ１２００、及びバ
ンド１３００を含む。ランシング装置１００は、近位端１０８及び遠位端１１０を含み、
第１のハウジングトップ１２００を上側に、第１のハウジングボトム１１０を下側に含む
。本明細書で使用されるとき、用語「近位」とは、ランシング装置の通常の動作において
、使用者又は作業者の手に最も近い位置を指し、用語「遠位」とは、使用者又は作業者か
ら離間して置かれた位置を指す。また、本明細書で使用されるとき、用語「コレット」と
は、カラーを表し、いくつかの実施形態では、ワークピースを保持するのに使用されるも
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のと同様の、半錐体タイプの装置として構成される場合があるが、いかなる場合において
もこの構成に限定されることはない。
【００３０】
　組み立てられたとき、第２のハウジング７００、第１のハウジングボトム１１００、第
１のハウジングトップ１２００、及びバンド１３００は、互いに固定取り付けされ、一方
、キャップ２００、ランセット深さ調整部材３００、カラー４００、コレット５００、第
３の付勢部材１０２、可動部材６００、第１の付勢部材１０４、第２の付勢部材１０６、
第２のアクチュエータ８００、第１のアクチュエータ９００、及び第３のアクチュエータ
１０００は連結されるが、本明細書に記載されている説明にしたがって、自由に移動する
。
【００３１】
　図１に示すように、キャップ２００、ランセット深さ調整部材３００、カラー４００、
コレット５００、第３の付勢部材１０２、可動部材６００、第２のハウジング７００、第
２の付勢部材１０６、及びバンド１３００は、ランシング装置の近位端１０８からランシ
ング装置の遠位端１１０に走る軸Ｌ－Ｌに沿って組み立てられ、一方、第１のハウジング
トップ１２００、第１のアクチュエータ９００、第３のアクチュエータ１０００、第２の
アクチュエータ８００、及び第１のハウジングボトム１１００は、ランシング装置の近位
端１０８からランシング装置の遠位端１１０に走る軸に対して垂直に走る軸Ｙ－Ｙに沿っ
て組み立てられる。キャップ２００、ランセット深さ調整部材３００、カラー４００、コ
レット５００、第３の付勢部材１０２、可動部材６００、第１の付勢部材１０４、第２の
ハウジング７００、第２の付勢部材１０６、第２のアクチュエータ８００、第１のアクチ
ュエータ９００、第３のアクチュエータ１０００、第１のハウジングボトム１１００、第
１のハウジングトップ１２００、及びバンド１３００は、概して、１つにスナップ嵌めさ
れるが、例えば、ねじ、接着剤、又は超音波溶接のような熱接着のような好適な手法によ
る取り付けも可能である。一実施形態では、第１のハウジングトップ１２００、バンド１
３００、及び第１のハウジングボトム１１００は、それらの接触点に沿って超音波溶接を
用いて取り付けられる。きつい隙間がランシング装置１００の構成要素間に維持されるこ
とが好ましい。一実施形態では、可動部材６００は第２のハウジング７００の内部を、ラ
ンシング装置近位端１０８とランシング装置遠位端１１０との間の軸に沿って、約０．０
２５４ｃｍ（０．０１インチ）未満の隙間を伴い、移動する。
【００３２】
　以下に説明するように、キャップ２００、ランセット深さ調整部材３００、カラー４０
０、コレット５００、第３の付勢部材１０２、可動部材６００、第１の付勢部材１０４、
第２のハウジング７００、第２の付勢部材１０６、第２のアクチュエータ８００、第１の
アクチュエータ９００、第３のアクチュエータ１０００、第１のハウジングボトム１１０
０、第１のハウジングトップ１２００、及びバンド１３００は、標的部位（例えば、使用
者の皮膚の標的部位）をランシング装置１００内に保持されるランセット（例えば、ラン
セット針Ｎを含むランセットＬ）で突くことができるように動作可能に接続される。これ
に関して、ランシング装置１００は、ランシング装置１００の発射の前に（すなわち、ラ
ンセットＬを発射する前に）ランシング装置１００を発射前準備するように構成された第
１のアクチュエータ９００によってランセット針Ｎが標的部位を突いて、ランセットＬを
発射するように構成され、一方、第２のアクチュエータ８００は、ランシング装置１００
の発射を作動するように構成される。更に、ランセット深さ調整部材３００は、標的部位
への既定の針入度を使用者が選択するように構成される。
【００３３】
　ランシング装置１００は、任意の好適なサイズでよいが、使用者の手のひらに納まるよ
うな有益なサイズにすることができ、故に、典型的だが限定はされない５０ｍｍ～７０ｍ
ｍの範囲の長さ、及び典型的だが限定はされない約１０ｍｍ～約２０ｍｍの範囲の幅を有
する。そのようなコンパクトなサイズは、従来のサイズのランシング装置より、必要とさ
れる収納スペースが小さく、目立たないので、有益である。
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【００３４】
　図２は、本明細書に記載及び例示した実施形態によるキャップ２００の２つの斜視図を
示す。キャップ２００は、壁２０２、トップ２０４、ヒンジ２０６、ヒンジポケット２０
８、ラッチ２１０、開口部２１２、及び輪郭２１４を含む。トップ２０４は、その周辺に
沿って壁２０２に接続されており、開口部２１２と輪郭２１４を含む。開口部２１２は、
発射されたときにランセットＬが標的部位にアクセスすることを可能にする。輪郭２１４
は、標的部位とぴったり一致して、標的部位からの試料の採取を改善する。ヒンジ２０６
は、ヒンジポケット２０８を含み、キャップ２００が枢動してランセット深さ調整部材３
００に装着されることを可能にする。一実施形態では、ヒンジ２０６をランセット深さ調
整部材３００から、すなわち洗浄又は交換のために、一時的に取り外すことができる。ラ
ッチ２１０を使用して、キャップ２００を取り外し可能にランセット深さ調整部材３００
に締結することができる。キャップ２００は、少なくとも部分的に透明又は不透明であっ
てよく、剛性又は可撓性の材料を使用して作製することができる。例えば、キャップ２０
０は、例えば、ＡＢＳ、ポリカーボネート、アクリル、又はポリスチレンのような剛性の
熱可塑性樹脂を用いて射出成形することができ、あるいは、熱可塑性エラストマー又は熱
硬化性エラストマーを用いて射出成形又は反応射出成形することができる。
【００３５】
　図３は、本明細書に記載及び例示した実施形態によるランセット深さ調整部材３００の
２つの斜視図を示す。ランセット深さ調整部材３００は、深さインジケータ３０２、深さ
調整器ヒンジ３０４、留め具３０６、シャーシ係合リブ３０８、溝３１０、深さ停止３１
６、及び開口３１８を含む。深さインジケータ３０２は、例えば、記号、数字、又は文字
のような、一連の表示を含み、ランセット針入度と相関する。深さインジケータ３０２は
、ランセット深さ調整部材３００の表面に刻むこと、印刷すること、又はその他により取
り付けることができる。深さ調整器ヒンジ３０４は、ランセット深さ調整部材３００をキ
ャップ２００に取り付けるために使用され、典型的には、例えばヒンジ２０６及びヒンジ
ポケット２０８のようなキャップ２００の特徴と嵌合する。留め具３０６は、キャップ２
００の例えばラッチ２１０のような特徴と嵌合する。シャーシ係合リブ３０８は、第２の
ハウジング７００上の特徴と相互作用して、ランセット深さ調整部材３００を、深さイン
ジケータ３０２と相関する明確な回転位置で位置決めする。図７を参照して述べたように
、シャーシ係合リブ３０８は、シャーシ又は第２のハウジング７００の深さ戻り止め７２
６を係合し、ランセット深さ調整部材３００を第２のハウジング７００の周囲の明確な回
転位置で位置決めする。（深さインジケータ３０２によって示されるような）明確な回転
位置にランセット深さ調整部材３００が回転されるにつれて、深さ停止３１２（図３のも
の）が整列されて、ランシング装置１００が発射されると、可動部材６００（図６Ａ）及
びランセットＬの前方への動きが停止する。深さ停止３１２は、軸Ｌ－Ｌに沿って測定さ
れたときに、深さインジケータ３０２と相関する深さを増大させる一連の工程を含む。回
転停止３１４は、最終深さ停止３１２と接続され、深さインジケータ３０２の回転を制限
する。ランセット深さ調整部材３００は、溝３１０を含む。図１４～２０に関して後に説
明するように、ランセット深さ調整部材３００を回転して、ランシング装置１００へのラ
ンセットの装填又は取り外しのプロセスの間に、溝３１０を深さ窓１２０５と整列する。
装填又は取り外しのために溝３１０を位置決めするとき、ランシング装置の近位端１０８
に向かう可動部材６００の動きを止めるように、装填停止３１６を位置決めする。ランセ
ット深さ調整部材３００は、少なくとも部分的に透明又は不透明であってよく、好適な剛
性又は可撓性の材料を用いて作製することができる。例えば、ランセット深さ調整部材３
００は、例えば、ＡＢＳ、ポリカーボネート、アクリル、又はポリスチレンのような剛性
の熱可塑性樹脂を用いて射出成形することができ、あるいは、熱可塑性エラストマー又は
熱硬化性エラストマーを用いて射出成形又は反応射出成形することができる。
【００３６】
　図４は、本明細書に記載及び例示した実施形態によるカラー４００の２つの斜視図を示
す。カラー４００は、位置決めツメ４０２、位置決めリブ４０４、開口部４０６、切取り
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部分４０８、及び壁４１０を含む。位置決めツメ４０２は、例えば位置決め溝７２４のよ
うな第２のハウジング７００（図７）上の特徴と相互作用する位置決めリブ４０４を含む
。位置決めリブ４０４は、第２のハウジング７００に配置され、長手方向軸Ｌ－Ｌを中心
とした完全な回転を可能にする。位置決めリブ４０４及び第２のハウジング７００は、ラ
ンシング装置近位端１０８とランシング装置遠位端１１０との間を走る軸に沿った線状の
移動を防ぎ、この軸に沿ったカラー４００の位置を固定する。壁４１０によって画定され
た開口部４０６を通して、ランシング装置１００へのランセットの装填及び取り外しが可
能であり、ランシング装置１００が発射されたときにランセットＬを遠位端の方へ移動さ
せることが可能になる。後に図１５及び１７を参照して説明するように、壁４１０の切取
り部分４０８は、新しいランセットをキャップホルダーとして使用すること、及び新しい
ランセットからキャップを取り外すときに新しいランセットをレバーとして使用すること
を、可能にする。位置決めリブ４０４が位置決め溝７２４を移動する間にカラー４００は
第２のハウジング７００を中心に自由に回転するので、切取り部分４０８は任意の回転角
度に位置づけることができる。カラー４００のもう１つの機能は、キャップ２００が開い
ているときの偶然の針の接触を防ぐことである。針Ｎは、典型的に、使用者が偶然に針Ｎ
と擦れることを防ぐよう、壁４１０の縁部の下に置かれる。カラー４００は、少なくとも
部分的に透明又は不透明であってよく、剛性又は可撓性の材料を用いて作製することがで
きる。例えば、カラー４００は、例えば、ＡＢＳ、ポリカーボネート、アクリル、又はポ
リスチレンのような剛性の熱可塑性樹脂を用いて射出成形することができ、あるいは、熱
可塑性エラストマー又は熱硬化性エラストマーを用いて射出成形又は反応射出成形するこ
とができる。
【００３７】
　図５は、本明細書に記載及び例示した実施形態によるコレット５００の２つの斜視図を
示す。コレット５００は、壁５０２、位置決めポケット５０４、開口部５０６、ばね支持
体５０８、接触面５１０、及び前方停止５１２を含む。コレット５００は、開口部５０６
及び壁５０２を含む。壁５０２は、その遠位端に前方停止５１２を形成しており、一連の
位置決めポケット５０４をその表面に沿って含む。前方停止５１２はカラー４００の表面
と接触し、ランシング装置近位端１０８とランシング装置遠位端１１０との間の軸に沿っ
たその移動量を制限する。位置決めポケット５０４は、複数のアーム６１４がランセット
Ｌを把持したときは完全に、また複数のアーム６１４がランセットＬの把持を緩めたとき
は部分的に、コレット位置決めツメ６１６と嵌合する（図１６に図示するように）。接触
面５１０は、ランセットＬを把持しているときは複数のアーム６１４としっかりと接触し
、ランセットＬの把持を緩めているときは複数のアーム６１４との接触が緩まる。ばね支
持体５０８は第３の付勢部材１０２との接触を提供し、第３の付勢部材１０２が少なくと
も部分的に圧縮されているときにコレット５００をランシング装置の遠位端１１０の方へ
強制する。コレット５００は、少なくとも部分的に透明又は不透明であってよく、剛性又
は可撓性の材料を用いて作製することができる。例えば、コレット５００は、例えば、Ａ
ＢＳ、ポリカーボネート、アクリル、又はポリスチレンのような剛性の熱可塑性樹脂を用
いて射出成形することができ、あるいは、熱可塑性エラストマー又は熱硬化性エラストマ
ーを用いて射出成形又は反応射出成形することができる。
【００３８】
　図６は、本明細書に記載及び例示した実施形態による可動部材６００の２つの斜視図を
示す。可動部材６００は、遠位端６０２、近位端６０４、近位ベアリング６０６、遠位ベ
アリング６０８、発射ばねハウジング６１０、発射はね支持体６１２、発射ばねピン６１
３、複数のアーム６１４、コレット位置決めツメ６１６、コレットばね支持体６２０、停
止アーム６２２、停止先端６２４、発射アーム６２６、発射前準備インジケータ６２８、
発射前準備留め金６２９、及び戻りアーム６３０含む。近位ベアリング６０６は、可動部
材６００がランシング装置１００のランシング装置近位端１０８の方へ移動するときに第
２のハウジング７００の近位端７０４と接触し、第２のハウジング７００の長さに沿って
いずれかの方向へ移動するときに第２のハウジング７００の内面７０６と接触する。遠位
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ベアリング６０８もまた、第２のハウジング７００の長さに沿っていずれかの方向に移動
するときに第２のハウジング７００の内面７０６と接触する。近位ベアリング６０６と遠
位ベアリング６０８と内面７０６との間の隙間は小さく（約０．０２５４ｃｍ（０．１イ
ンチ）未満）、ゆとりのある緩い動きでなく、滑らかで密接した動きを提供する第１の付
勢部材１０４は、発射ばねハウジング６１０の内部に装着され、発射ばねピン６１３に中
心合わせされて、発射ばね支持体６１２上に載っている。第１の付勢部材１０４は自由に
伸長及び収縮し、可動部材６００がランシング装置近位端１０８とランシング装置遠位端
１１０との間の軸に沿って行き来するための推進力を提供する。複数のアーム６１４は、
一端でコレットばね支持体６２０と、またもう一端でコレット位置決めツメ６１６と接続
される。複数のアーム６１４は、コレット位置決めツメ６１６に近づくにつれて厚みを増
し、それらの長さに沿ってコレット５００が移動するにつれてランセットＬを把持するこ
ともできるし又は把持しないこともできる。これは、図１７Ａ～１７Ｄに図示されている
。第３の付勢部材１０２は、複数のアーム６１４の周りに配置され、一端がコレットばね
支持体６２０と接触し、もう一端がばね支持体５０８と接触する。組み立てられたとき、
第３の付勢部材１０２は圧縮されて、コレット５００をコレット位置決めツメ６１６に対
して押す付勢力を提供する。しかし、ランセットの射出の際に、可動部材６００はランシ
ング装置の遠位端１１０の方へ移動され、一方、コレット５００は固定されており、コレ
ット位置決めツメ６１６をコレット５００から離すように移動させ、ランセットに対する
把持を緩める。
【００３９】
　この特徴は、図１７Ａ～１７Ｄに図示されている。停止アーム６２２は、ランシング装
置近位端１０８とランシング装置遠位端１１０との間を走る軸に沿った可動部材６００の
動きを制限するために、例えば装填停止３１６のようなランセット深さ調整部材３００の
特徴と相互作用する停止先端６２４を含む。停止アーム６２２及び停止先端６２４もまた
、例えば停止窓７１８のような第２のハウジング７００の特徴と相互作用して、ランシン
グ装置近位端１０８とランシング装置遠位端１１０との間を走る軸の周囲での可動部材６
００の回転を防ぐ。本発明の一実施形態では、停止先端６２４は、ランシング装置１００
を発射するときの音を最小限にするために、少なくとも部分的に、例えばエラストマーの
ような音響緩和材料で作製される。他の実施形態では、例えば装填停止３１６のようなラ
ンセット深さ調整部材３００の特徴もまた、例えばエラストマーのような音響緩和材料を
含む場合がある。発射アーム６２６は、発射前準備インジケータ６２８及び発射前準備留
め金６２９を含む。発射前準備インジケータ６２８は、可動部材６００が発射前準備位置
に移動して発射の用意ができているときに、発射ボタン８０６を通して見ることができる
。いくつかの実施形態では、可動部材６００（発射前準備インジケータ６２８を含む）は
、発射ボタン８０６を通した可視性を高めるために着色される。他の実施形態では、発射
前準備インジケータ６２８は、明るい色に塗装又は印刷される領域を含む場合がある。図
２４が図示するように、発射前準備留め金６２９は、発射前準備されたときに第２のハウ
ジング７００内の特徴を捕らえ、コンタクト８０２によって押し下げられたときに解放す
る。発射前準備留め金６２９が解放されると、可動部材６００は第１部材１０４によって
ランシング装置の遠位端１１０の方へ前方に押される。可動部材６００が前方へ移動する
間、戻りアーム６３０は第２の付勢部材１０６を把持して延ばし、やがて、可動部材６０
０を第２のハウジング７００の中間に向けて引いて、その休止位置に戻す。可動部材６０
０は、少なくとも部分的に透明又は不透明であってよく、剛性の材料を用いて作製するこ
とができる。例えば、可動部材６００は、ＡＢＳ、アクリル、ポリカーボネート、ポリエ
ステル、ポリスチレン、ポリアミド、ポリアセタール、ポリイミド、ポリケトン、ポリウ
レタン、ポリブチレンテレフタレート、及びこれらの組み合わせを含む（ただしこれらに
限定せず）剛性の熱可塑性樹脂を使用して射出成形することができる。いくつかの実施形
態では、潤滑剤を熱可塑性樹脂に添加して、可動部材６００と、例えば第２のハウジング
７００のような他の部品との間の摩擦を最小限にする。可動部材６００と、例えば第２の
ハウジング７００のような他の部品との間の摩擦を小さく維持する限りは、逆に、例えば
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第２のハウジング７００のような他の部品に潤滑剤を加えてもよい。例えばフルオロポリ
マー又はシリコーンのような多様な潤滑剤を使用することができる。
【００４０】
　図７は、本明細書に記載及び例示した実施形態による第２のハウジング７００の２つの
斜視図を示す。第２のハウジング７００は、遠位端７０２、近位端７０４、内面７０６、
外面７０８、把持窓７１０、発射窓７１２、発射前準備窓７１４、戻り窓７１６、停止窓
７１８、位置決めリブ７２０、心棒７２２、位置決め溝７２４、深さ戻り止め７２６、及
び位置決めリブ７２８を含む。内面７０６及び外面７０８は、近位端７０４から遠位端７
０２に延び、例えば近位ベアリング６０６、遠位ベアリング６０８、第１のアクチュエー
タ９００、及び第３のアクチュエータ１０００のような嵌合する部品のための滑らかな接
触面を提供する。把持窓７１０、発射窓７１２、発射前準備窓７１４、戻り窓７１６、及
び停止窓７１８（停止窓７１８は図７ではなく図１９Ｅに図示されている）は、第２のハ
ウジング７００の内側と外側との間のアクセスを提供し、場合によっては、第２のハウジ
ング７００に他の部品をレジスターする接触面を提供する。位置決めリブ７２０は、例え
ば位置決めリブ１１１０及び位置決めリブ１２０６のような第１のハウジングボトム１１
００及び第１のハウジングトップ１２００の特徴と相互作用する。心棒７２２が第２の付
勢部材１０６に内側支持を提供する一方で、戻り窓７１６は、戻りアーム６３０による第
２の付勢部材１０６の把持を可能にする。先に言及したように、位置決め溝７２４が位置
決めリブ４０４のためのガイドを提供する一方で、カラー４００は第２のハウジング７０
０の周辺の周りを回転する。深さ戻り止め７２６は、ランセット深さ調整部材３００を使
用してランセットＬの針入度を調整するときに、シャーシ係合リブ３０８を係合する。い
くつかの実施形態では、深さ戻り止め７２６がシャーシ係合リブ３０８を係合する際に、
ランセット深さ調整部材３００が正しく位置決めされたという触覚及び／又は可聴フィー
ドバックをもたらすカチッという感覚が得られる。位置決めリブ７２８は、ランセット深
さ調整部材３００と相互作用して、位置決めガイドと、どのランセット深さ調整部材３０
０が回転するかに対する制限と、を提供する。第２のハウジング７００は、少なくとも部
分的に透明又は不透明であってよく、剛性の材料を用いて作製することができる。例えば
、第２のハウジング７００は、ＡＢＳ、アクリル、ポリカーボネート、ポリエステル、ポ
リスチレン、ポリアミド、ポリアセタール、ポリイミド、ポリケトン、ポリウレタン、ポ
リブチレンテレフタレート、及びこれらの組み合わせを含む（ただしこれらに限定せず）
剛性の熱可塑性樹脂を使用して射出成形することができる。いくつかの実施形態では、潤
滑剤を熱可塑性樹脂に添加して、第２のハウジング７００と、例えば可動部材６００のよ
うな他の部品との間の摩擦を最小限にする。第２のハウジング７００と、例えば可動部材
６００のような他の部品との間の摩擦を小さく維持する限りは、逆に、例えば可動部材６
００のような他の部品に潤滑剤を加えてもよい。例えばフルオロポリマー又はシリコーン
のような多様な潤滑剤を使用することができる。
【００４１】
　図８は、本明細書に記載及び例示した実施形態による第２のアクチュエータ８００の２
つの斜視図を示す。第２のアクチュエータ８００は、コンタクト８０２、位置決めガイド
８０４、及び発射ボタン８０６を含む。ランシング装置１００が発射されると、コンタク
ト８０２は、例えば発射前準備留め金６２９のような可動部材６００の特徴と接触して、
可動部材６００を解放し、ランシング装置遠位端１１０の方へ移動させる。位置決めガイ
ド８０４は、例えば位置決めポケット９０６のような第１のアクチュエータ９００の特徴
と嵌合して、第２のアクチュエータ８００及び第１のアクチュエータ９００をアセンブリ
として、ランシング装置近位端１０８とランシング装置遠位端１１０との間を走る軸に沿
って移動させる。発射ボタン８０６は、発射ボタン窓９０２を通過し、ランシング装置１
００を発射するための明確な接触エリアを提供する。第２のアクチュエータ８００は、少
なくとも部分的に透明又は不透明であってよく、剛性又は可撓性の材料を用いて作製する
ことができる。例えば、第２のアクチュエータ８００は、例えば、ＡＢＳ、ポリカーボネ
ート、アクリル、又はポリスチレンのような剛性の熱可塑性樹脂を用いて射出成形するこ
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とができ、あるいは、熱可塑性エラストマー又は熱硬化性エラストマーを用いて射出成形
又は反応射出成形することができる。いくつかの実施形態では、第２のアクチュエータ８
００は透明であり、例えば発射前準備インジケータ６２８のような可動部材６００の特徴
を可視化することを可能にする。
【００４２】
　図９は、本明細書に記載及び例示した実施形態による第１のアクチュエータ９００の２
つの斜視図を示す。第１のアクチュエータ９００は、発射ボタン窓９０２、グリップ９０
４、位置決めポケット９０６、把持アーム９０８、発射前準備スライド９１０、及び発射
前準備グリップ９１２を含む。先に言及したように、発射ボタン窓９０２は、例えば発射
ボタン８０６のような第２のアクチュエータ８００の特徴へのアクセスを可能にする。い
くつかの実施形態では、発射ボタン８０６は透明であり、第１のアクチュエータ９００が
往復移動された（ランシング装置１００を発射前準備した）ときに、発射ボタン８０６を
通して発射前準備インジケータ６２８が見える。次いで、発射ボタン８０６を圧すること
によって、ランシング装置１００を発射することができる。この順序を図２４に図示する
。グリップ９０４は接触面を提供して、使用者が第１のアクチュエータ９００をランシン
グ装置の近位端１０８の方へ押すことを可能にする。位置決めポケット９０６は、例えば
位置決めガイド８０４のような第２のアクチュエータ８００の特徴を把持し、第２のアク
チュエータ８００及び第１のアクチュエータ９００がアセンブリとして移動するのを可能
にする。把持アーム９０８は、発射前準備工程の間に第１のアクチュエータ９００が可動
部材６００を把持し移動するのを可能にする発射前準備スライド９１０及び発射前準備グ
リップ９１２に接続される。第１のアクチュエータ９００がランシング装置近位端１０８
の方へ移動すると、発射前準備スライド９１０が発射前準備斜面１３０２と接触し、発射
前準備グリップ９１２を内方へ押して、可動部材６００と接触させる。発射前準備グリッ
プ９１２は、可動部材６００を把持して、それをランシング装置近位端１０８の方へ移動
させる。第１のアクチュエータ９００は、少なくとも部分的に透明又は不透明であってよ
く、剛性の材料を用いて作製することができる。例えば、第１のアクチュエータ９００は
、ＡＢＳ、アクリル、ポリカーボネート、ポリエステル、ポリスチレン、ポリアミド、ポ
リアセタール、ポリイミド、ポリケトン、ポリウレタン、ポリブチレンテレフタレート、
及びこれらの組み合わせを含む（ただしこれらに限定せず）剛性の熱可塑性樹脂を使用し
て射出成形することができる。
【００４３】
　図１０は、本明細書に記載及び例示した実施形態による第３のアクチュエータ１０００
の２つの斜視図を示す。第３のアクチュエータ１０００は、射出ボタン１００２、キー１
００４、可撓性の壁１００６、射出スライド１００８、及びグリップ１０１０を含む。ラ
ンスをランシング装置１００から射出させるときは、射出ボタン１００２をランシング装
置遠位端１１０の方へ移動させる。キー１００４は、例えば溝３１０のようなランセット
深さ調整部材３００の特徴と嵌合し、可動部材６００がランシング装置遠位端１１０の方
へ更に移動してランセットＬの複数のアーム６１４の把持を緩めるのを可能にする。可撓
性の壁１００６は、外側の射出スライド１００８及び内側のグリップ１０１０と接続され
る。ランシング装置１００がランシング装置遠位端１１０の方へ移動すると、射出スライ
ド１００８が、例えば射出斜面１１０４のような第１のハウジングボトム１１００の特徴
と接触して、可撓性の壁１００６を内方にたわませ、グリップ１０１０を第２のハウジン
グ７００内の開口部を通して可動部材６００に対して押し付ける。グリップ１０１０は可
動部材６００を把持し、第３のアクチュエータ１０００がランシング装置遠位端１１０の
方へ移動するにつれて可動部材６００がランシング装置遠位端１１０の方へ移動するのを
可能にする。第３のアクチュエータ１０００がその休止位置に戻るにつれて、グリップ１
０１０は可動部材６００を解放し、可動部材６００が独立して移動することを可能にする
。第３のアクチュエータ１０００は、少なくとも部分的に透明又は不透明であってよく、
剛性の材料を用いて作製することができる。例えば、第１のアクチュエータ９００は、Ａ
ＢＳ、アクリル、ポリカーボネート、ポリエステル、ポリスチレン、ポリアミド、ポリア
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セタール、ポリイミド、ポリケトン、ポリウレタン、ポリブチレンテレフタレート、及び
これらの組み合わせを含む（ただしこれらに限定せず）剛性の熱可塑性樹脂を使用して射
出成形することができる。
【００４４】
　図１１は、本明細書に記載及び例示した実施形態による第１のハウジングボトム１１０
０の２つの斜視図を示す。第１のハウジングボトム１１００は、グリップ１１０２、射出
斜面１１０４、遠位端１１０６、近位端１１０８、及び位置決めリブ１１１０を含む。グ
リップ１１０２は、ランシング装置１００を取り扱い易くすることを可能にし、図１１に
図示された実施形態では、第１のハウジングボトム１１００の外面に凹部を成形すること
によって作製される。他の実施形態は、例えばオーバーモールドされたエラストマーのよ
うな追加的な材料の使用を含む場合がある。射出斜面１１０４は、例えば射出スライド１
００８のような第３のアクチュエータ１０００の特徴と相互作用して、ランシング装置近
位端１０８とランシング装置遠位端１１０との間を走る軸に垂直な第３のアクチュエータ
１０００の部品に運動を付与する。位置決めリブ１１１０は、第１のハウジングボトム１
１００の内面に沿った様々なポイントに位置づけられ、第２のハウジング７００の外面と
相互作用して、第２のハウジング７００を第１のハウジングボトム１１００内の静止した
正確な位置に配置する。第１のハウジングボトム１１００は、少なくとも部分的に透明又
は不透明であってよく、剛性の材料を用いて作製することができる。例えば、第１のハウ
ジングボトム１１００は、ＡＢＳ、アクリル、ポリカーボネート、ポリエステル、ポリス
チレン、ポリアミド、ポリアセタール、ポリイミド、ポリケトン、ポリウレタン、ポリブ
チレンテレフタレート、及びこれらの組み合わせを含む（ただしこれらに限定せず）剛性
の熱可塑性樹脂を使用して射出成形することができる。第１のハウジングボトム１１００
は、例えば、ポリプロピレン、高密度ポリエチレン、ポリウレタン、エチレンプロピレン
ゴム、ポリメチルペンテン、及びこれらの組み合わせを含む半剛性材料でも形成され得る
。
【００４５】
　図１２は、本明細書に記載及び例示した実施形態による第１のハウジングトップ１２０
０の２つの斜視図を示す。第１のハウジングトップ１２００は、発射前準備窓１２０２、
射出窓１２０４、深さ窓１２０５、及び位置決めリブ１２０６を含む。発射前準備窓１２
０２は、例えばグリップ９０４のような第１のアクチュエータ９００の特徴、及び例えば
発射ボタン８０６のような第２のアクチュエータ８００の特徴へのアクセスを可能にする
。発射前準備窓１２０２は、グリップ９０４がその休止位置からその発射前準備位置へ移
動し、戻ることができるようなサイズに作られる。射出窓１２０４は、例えば射出ボタン
１００２のような第３のアクチュエータ１０００の特徴へのアクセスを可能にするもので
あり、射出ボタン１００２がその休止位置からその発射位置へ移動し、戻ることができる
ようなサイズに作られる。深さ窓１２０５は、例えば深さインジケータ３０２のようなラ
ンセット深さ調整部材３００の特徴を可視化することを可能にする。深さ窓１２０５は、
１度に１つの深さインジケータ３０２の要素を可視化する寸法に作られる。位置決めリブ
１２０６は、第１のハウジングトップ１２００の内面に沿った様々なポイントに位置づけ
られ、第２のハウジング７００の外面と相互作用して、第２のハウジング７００を第１の
ハウジングトップ１２００内の静止した正確な位置に配置する。第１のハウジングトップ
１２００は、少なくとも部分的に透明又は不透明であってよく、剛性の材料を使用して作
製することができる。例えば、第１のハウジングトップ１２００は、ＡＢＳ、アクリル、
ポリカーボネート、ポリエステル、ポリスチレン、ポリアミド、ポリアセタール、ポリイ
ミド、ポリケトン、ポリウレタン、ポリブチレンテレフタレート、及びこれらの組み合わ
せを含む（ただしこれらに限定せず）剛性の熱可塑性樹脂で射出成形することができる。
第１のハウジングトップ１２００は、例えば、ポリプロピレン、高密度ポリエチレン、ポ
リウレタン、エチレンプロピレンゴム、ポリメチルペンテン、及びこれらの組み合わせを
含む半剛性材料でも形成され得る。
【００４６】
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　図１３は、本明細書に記載及び例示した実施形態によるバンド１３００の２つの斜視図
を示す。バンド１３００は、発射前準備斜面１３０２及び目穴１３０４を含む。発射前準
備斜面１３０２は、ランシング装置１００を発射前準備するときに第１のアクチュエータ
９００がランシング装置近位端１０８の方へ移動されると、例えば発射前準備スライド９
１０のような第１のアクチュエータ９００の特徴と相互作用する。９１０が発射前準備斜
面１３０２に沿って移動するにつれて、把持アーム９０８が内方に移動し、第２のハウジ
ング７００の開口部を通して発射前準備グリップ９１２を押し、可動部材６００と接触さ
せる。発射前準備グリップ９１２は可動部材６００を把持し、それを、第１のアクチュエ
ータ９００がランシング装置近位端１０８の方へ移動するにつれてランシング装置近位端
１０８の方へ移動させる。目穴１３０４は、キーリング又は他の任意の付属品のための締
結ポイントを提供する。バンド１３００は、少なくとも部分的に透明又は不透明であって
よく、剛性の材料を使用して作製することができる。例えば、バンド１３００は、ＡＢＳ
、アクリル、ポリカーボネート、ポリエステル、ポリスチレン、ポリアミド、ポリアセタ
ール、ポリイミド、ポリケトン、ポリウレタン、ポリブチレンテレフタレート、及びこれ
らの組み合わせを含む（ただしこれらに限定せず）剛性の熱可塑性樹脂を使用して射出成
形することができる。バンド１３００は、例えば、ポリプロピレン、高密度ポリエチレン
、ポリウレタン、エチレンプロピレンゴム、ポリメチルペンテン、及びこれらの組み合わ
せを含む半剛性材料でも形成され得る。
【００４７】
　ランシング装置１００の様々な構成要素について説明してきたが、これから、そのよう
な構成要素の相互作用及び機能の詳細を、図１４～１９を参照して説明する。
【００４８】
　図１４Ａ～１４Ｄは、本明細書に記載及び例示した実施形態による、射出位置を設定す
ることとランシング装置１００のキャップを開くこととに使用される工程の順序を示す。
【００４９】
　図１４Ａで、ランシング装置１００は休止している。この状態では、ランシング装置１
００は発射前準備されておらず、既に発射された後であり、ランセットＬ１を収容してい
る。ランセット深さ調整部材３００は５に設定されており、深さ窓１２０５から見える。
キャップ２００は閉じている。図１４Ｂで、ランセット深さ調整部材３００は、矢印Ａ１
が示すように射出位置に回転される。溝３１０が射出ボタン１００２と整列し、その後の
射出工程（図１５Ｃ～１５Ｄに図示）中にキー１００４（図示せず）が溝３１０に入るこ
とを可能にする。図１４Ｃ及び１４Ｄでは、矢印Ａ２が示すように、キャップ２００が開
かれている。キャップ２００を開く際、ラッチ２１０は留め具３０６から外れ、ヒンジ２
０６を中心に枢動する。いったんキャップ２００が開かれたら、カラー４００及びランセ
ットＬ１が露出される。ランセットＬ１は、カラー４００によって部分的に覆われており
、不注意により針Ｎで穿刺することを防ぐ。ランセット深さ調整部材３００を射出位置に
回転することによって、図１４Ｂ～１４Ｄが図示するように、射出ボタン１００２を溝３
１０に前進させて、ランセットＬ１をカラー４００より先に延ばすことができる（図１５
Ｄに図示したように）。
【００５０】
　図１５Ａ～１５Ｅは、本明細書に記載及び例示した実施形態による、ランシング装置１
００内でランセットにキャップをかぶせることに使用される工程の順序を示す。図１５Ａ
において、ランシング装置１００は図１４Ｃ及び１４Ｄに図示された段階にある。ランセ
ット深さ調整部材３００は射出位置にあり、射出ボタン１００２は前方へ移動されておら
ず、キャップ２００は開いて、ランセットＬ１を露出している。ランセットＬ１にキャッ
プをかぶせるには、矢印Ａ３が示すようにランセットカバーＣ２をカラー４００に挿入し
てランセットＬ１にかぶせる。図１５Ｂにおいて、矢印Ａ４が示すようにランセットカバ
ーＣ２がランセットＬ１に対して完全に押し付けられる。未使用のランセットＬ２は新し
いランセットなので、ランセットカバーＣ２と接続されたままである。図１５Ｃ及び１５
Ｄにおいて、射出ボタン１００２は、矢印Ａ５が示すように前方に移動されて、可動部材
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６００をコレット６００に対して前方へ移動させ、ランセットＬ１のコレット位置決めツ
メ６１６のグリップを緩める。図１５Ｄは、図１５Ｃに図示された段階の間のランシング
装置１００のランシング装置遠位端１１０の部分断面詳細図である。図１５Ｅは、図１５
Ｄに図示されたのと同じ断面の詳細図をより大きい縮尺で示している。コレット位置決め
ツメ６１６がランセットＬ１の把持をいったん緩めたら、図１５Ｃに図示されるようにラ
ンセットＬ１、ランセットカバーＣ２、及び未使用のランセットＬ２をランシング装置１
００から取り外すことができる。図１５Ｄ及び１５Ｅにおいて、射出ボタン１００２は前
方に押され、溝３１０に対して止まる。ランセット深さ調整部材３００は、溝３１０が射
出ボタン１００２と整列されるように位置づけられている。カラー４００は第２のハウジ
ング７００に固定され、一方、コレット位置決めツメ６１６はコレット５００に対して前
方に移動して、ランセットＬ１に対する把持を緩める。第３の付勢部材１０２が圧縮され
、コレットばね支持体６２０に載る。停止アーム６２２に接続されている停止先端６２４
は、位置決めリブ７２８の隣の装填停止３１６の上を押されて、可動部材６００を定位置
にロックする。
【００５１】
　図１６Ａ～１６Ｆにおいて、コレット位置決めツメ６１６は位置決めポケット５０４に
載り、複数のアーム６１４をランセットＬ１に対して強制し、ランセットＬ１を可動部材
６００にしっかりと保持する。第３の付勢部材１０２はコレット５００を圧して、それを
コレット位置決めツメ６１６に対して強制し、ランセットＬ１を保持する把持を維持する
。ここで図１６Ｃを参照すると、矢印Ａ９が示す方向に射出ボタン１００２が移動すると
、射出スライド１００８が射出斜面１１０４に対して移動し、矢印Ａ８が示す方向にグリ
ップ１０１０を移動させ、可動部材６００を把持する。射出ボタン１００２は矢印Ａ９が
示す方向に引き続き移動し、可動部材６００は矢印Ａ７及び矢印Ａ１０が示す方向に移動
する。矢印Ａ１０が示す方向に可動部材６００が移動するにつれて、停止アーム６２２が
たわみ、停止先端６２４が装填停止３１６上に載り、それを捕らえて、可動部材６００を
定位置にしっかりと保持する。可動部材６００が、矢印Ａ１０によって示される方向に移
動するにつれて、コレット位置決めツメ６１６が位置決めポケット５０４から解放され、
複数のアーム６１４とランセットＬ１との間の把持を解除する。複数のアーム６１４とラ
ンセットＬ１との間のグリップがいったん解放されたら、ランセットＬ１を手で直接に取
り外すことができるか、又は図１７Ａ～１７Ｄに図示された手順を使って取り外すことが
できる。
【００５２】
　図１７Ａ～１７Ｄは、本明細書に記載及び例示した実施形態による、ランシング装置に
ランセットを装填すること及びその針入度を設定することに使用される工程の順序を示す
。図１７Ａに図示された工程において、未使用のランセットＬ２を可動部材６００に挿入
し、矢印１１が示すように、それが停止するまでしっかりと圧する。いくつかの実施形態
において、未使用のランセットＬ２は、図１５Ｃを参照して先に述べたように、ランセッ
トカバーＣ２及びランセットＬ１に取り付けられる。図１７Ｂに示されるように、ランセ
ットカバーＣ２及びランセットＬ１を未使用のランセットＬ２に取り付けた場合、ランセ
ットＬ１をレバーとして使用して、ランセットカバーＣ２を回転し、未使用のランセット
Ｌ２から取り外すことができる。未使用のランセットＬ２から取り外したランセットＬ１
及びランセットカバーＣ２は、適宜廃棄することができる。ランセットカバーＣ２は針Ｎ
を覆って、針でうっかり突くことを防ぐのを助ける。ランセットＬ１が回転される一方で
、カラー４００もまた回転して、切取り部分４０８とランセットＬ１との整合を維持する
。図１７Ｃにおいて、射出ボタン１００２はその休止位置に戻って、未使用のランセット
Ｌ２をランシング装置１００の中へ引き戻し、カラー４００で針Ｎを保護している。工程
１７Ｄにおいて、矢印１４が示すようにキャップ２００は閉じており、矢印Ａ１５が示す
ようにランセット深さ調整部材３００を使って針入度が設定される。これで、図１８Ａ～
１８Ｅに図示されるように、ランシング装置１００を発射前準備するための用意ができた
。
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【００５３】
　図１８Ａ～１８Ｅは、本明細書に記載及び例示した実施形態による、ランシング装置の
発射前準備に使用される工程の順序を示す。図１８Ａは、発射前準備がされているランシ
ング装置１００の斜視図であり、図１８Ｂは、発射前準備の順序の開始時の上面断面図で
あり、図１８Ｃは、可動部材６００が発射前準備されたときの側断面図であり、図１８Ｄ
は図１８Ｂの拡大図であり、図１８Ｅは図１８Ｃの拡大図である。図１８Ａ、１８Ｃ、及
び１８Ｅにおいて、グリップ９０４は矢印Ａ１６が示すように後ろに戻っている。図１８
Ｂ及び１８Ｄを参照すると、グリップ９０４が戻るにつれて、発射前準備スライド９１０
が発射前準備斜面１３０２と遭遇し、第２のハウジング７００の開口部を通して矢印Ａ１
８によって示される方向に発射前準備グリップ９１２を移動させる。やがて、発射前準備
グリップ９１２は可動部材６００と接触し、グリップ９０４が矢印Ａ１６によって示され
る方向へ移動するにつれてそれを把持し矢印Ａ１７の方向へ移動させる。グリップ９０４
が発射前準備窓１２０２の縁部に到達すると、発射前準備留め金６２９が発射窓７１２の
縁部を捕らえ、図１８Ｃ及び１８Ｅに図示されるように可動部材６００を近位の発射前準
備位置に保持する。次いで、使用者はグリップ９０４を放し、第２のアクチュエータ８０
０及び第１のアクチュエータ９００を、発射前準備窓１２０２の遠位端に向けて、それら
の元の休止位置に戻す。第２の付勢部材１０６は、第２のアクチュエータ８００及び第１
のアクチュエータ９００を発射前準備窓１２０２の遠位端の方へ移動させるための推進力
を提供する。可動部材６００が発射位置にあるとき、第１の付勢部材１０４は圧縮される
。解除されると、第１の付勢部材１０４は、可動部材６００及び未使用のランセットＬ２
をランシング位置に向けて前方へ進める推進力を提供する。
【００５４】
　図１９Ａ～１９Ｇは、本明細書に記載及び例示した実施形態による、ランシング装置の
発射に使用される工程の順序を示す。図１９Ａは、発射時のランシング装置１００の斜視
図であり、図１９Ｂは、発射順序の開始時の側断面図であり、図１９Ｃは、可動部材６０
０が発射されて未使用のランセットＬ２がその最大ランシング位置にあるときのランシン
グ装置１００の遠位端の側断面図であり、図１９Ｄは、発射順序の終了時に可動部材６０
０及び未使用のランセットＬ２がそれらの休止ホームポジションに戻ったときのランシン
グ装置１００の遠位端の側断面図であり、図１９Ｅは図１９Ｂの拡大図であり、図１９Ｆ
は図１９Ｃの拡大図であり、図１９Ｇは図１９Ｄの拡大図である。図１９Ａ、１９Ｂ、及
び１９Ｅにおいて、発射順序は、矢印Ａ１９が示すように発射ボタン８０６を圧すること
によって開始される。発射ボタン８０６が圧されると、矢印Ａ１９が示すようにコンタク
ト８０２が移動して下りて、発射前準備留め金６２９と接触する。発射前準備留め金６２
９が押し下げられると、発射窓７１２から放れて、第１の付勢部材１０４が可動部材６０
０を矢印Ａ２１が示す方向に押すことを可能にする。やがて、図１９Ｃ及び１９Ｆが示す
ように、停止先端６２４が深さ停止３１２に当たり、その前方貫通を制限する。先に言及
したように、停止先端６２４及び／又は深さ停止３１２は、停止先端６２４が深さ停止３
１２に当たるときの音を緩和するエラストマー又は他の材料を含むことができる。停止先
端６２４が深さ停止３１２に当たると、未使用のランセットＬ２がその最大移動量に到達
して、開口部２１２を針Ｎが通過し、使用者の皮膚のような標的エリアを貫通することを
可能にする。未使用のランセットＬ２がその最大移動量に到達した後、第２の付勢部材１
０６が可動部材６００を引き戻し、図１９Ｄ及び１９Ｇに図示されるように、やがて可動
部材６００をそのホームポジションに位置づける。この時点で、図１４～１９に図示した
順序を繰り返すことができる。
【００５５】
　本発明を特定の変形例及び説明図に関して述べたが、当業者には本発明が上述された変
形例又は図に限定されないことが認識されるであろう。更に上述の方法並びに工程が特定
の順序で起こる特定の事象を示している場合、当業者には特定の工程の順序が変更可能で
あり、そうした変更は本発明の変形例に従うものである点が認識されよう。更に、こうし
た工程のうちのあるものは、上述のように順次行われるが、場合に応じて同時に行われて
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もよい。従って、本発明の開示の趣旨及び等価物の範囲内にある本発明の変形の範囲で、
本特許請求がこうした変形例をも包含することは意図するところである。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４Ａ】
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【図１４Ｂ】 【図１４Ｃ】

【図１４Ｄ】 【図１５Ａ】
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【図１５Ｂ】 【図１５Ｃ】

【図１５Ｄ】 【図１５Ｅ】
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【図１６Ａ】 【図１６Ｂ】

【図１６Ｃ】 【図１６Ｄ】
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【図１６Ｅ】 【図１６Ｆ】

【図１７Ａ】 【図１７Ｂ】
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【図１７Ｃ】 【図１７Ｄ】

【図１８Ａ】 【図１８Ｂ】
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【図１８Ｃ】 【図１８Ｄ】

【図１８Ｅ】 【図１９Ａ】
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【図１９Ｂ】 【図１９Ｃ】

【図１９Ｄ】 【図１９Ｅ】
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【図１９Ｆ】 【図１９Ｇ】
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