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(57)【要約】
　ある例示的な実施形態は、圧縮ガス容器と、液体薬剤
を貯蔵するように構成される複数のバイアルであって、
各バイアルは、縦軸を画定し、該複数のバイアルの縦軸
は、平行でありかつ非同軸であり、複数のバイアルは、
ガス容器の中味の作動部分に流体結合可能である、バイ
アルと、複数のピストンであって、各ピストンは、該複
数のバイアルのうち対応するバイアル内を移動するよう
に構成され、該複数のピストンは、圧縮ガス容器の中味
の作動部分の排出に応答して、液体薬剤の少なくとも一
部分を、複数のバイアルからかつ患者の中まで伸長可能
である針を通して移送するように構成される、ピストン
とを備える装置を含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圧縮ガス容器と、
　前記圧縮ガス容器の中味の作動部分を排出するように構成されるアクチュエータと、
　液体薬剤を貯蔵するように構成される複数のバイアルであって、各バイアルは縦軸を画
定し、前記複数のバイアルの前記縦軸は平行でありかつ非同軸であり、前記複数のバイア
ルは、前記ガス容器の前記中味の前記作動部分に流体結合可能である、バイアルと、
　複数のピストンであって、各ピストンは前記複数のバイアルのうち対応するバイアル内
を移動するように構成され、前記複数のピストンは、前記圧縮ガス容器の前記中味の前記
作動部分の排出に応答して、前記液体薬剤を、前記複数のバイアルからかつ一つの針を通
して移送するように構成される、ピストンと、
　前記圧縮ガス容器、前記複数のバイアル、および前記複数のピストンを収納するように
構成されるハウジングであって、前記ハウジングは、クレジットカードに近似している長
さおよび幅ならびに１インチ未満の厚さを画定する、ハウジングと、
を備える装置。
【請求項２】
　圧縮ガス容器と、
　液体薬剤を貯蔵するように構成される複数のバイアルであって、各バイアルは縦軸を画
定し、前記複数のバイアルの前記縦軸は平行でありかつ非同軸であり、前記複数のバイア
ルは、前記ガス容器の中味の作動部分に流体結合可能である、バイアルと、
　複数のピストンであって、各ピストンは、前記複数のバイアルのうち対応するバイアル
内を移動するように構成され、前記複数のピストンは、前記圧縮ガス容器の前記中味の前
記作動部分の排出に応答して、前記液体薬剤の少なくとも一部分を、前記複数のバイアル
からかつ患者の中まで伸長可能である針を通して移送するように構成される、ピストンと
、
を備える装置。
【請求項３】
　前記薬剤の少なくとも一部分を前記複数のバイアルから前記針まで搬送するように構成
される複数のチャネルをさらに備える、
請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記圧縮ガス容器、前記複数のバイアル、および前記複数のピストンを収納するように
構成されるハウジングをさらに備える、
請求項２に記載の装置。
【請求項５】
　前記圧縮ガス容器、前記複数のバイアル、および前記複数のピストンを収納するように
構成されるハウジングをさらに備え、
　前記ハウジングは、クレジットカードに近似している長さおよび幅ならびに１インチ未
満の厚さを画定する、
請求項２に記載の装置。
【請求項６】
　前記圧縮ガス容器、前記複数のバイアル、および前記複数のピストンを収納するように
構成されるハウジングをさらに備え、
　前記ハウジングは、前記針の位置、前記装置の作動状況、および前記液体薬剤の状況の
少なくとも一つを見ることができるように構成される半透明部分を備える、
請求項２に記載の装置。
【請求項７】
　前記圧縮ガス容器、前記複数のバイアル、および前記複数のピストンを収納するように
構成されるハウジングをさらに備え、
前記ハウジングは状況インジケータを備える、
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請求項２に記載の装置。
【請求項８】
　前記圧縮ガス容器、前記複数のバイアル、および前記複数のピストンを収納するように
構成されるハウジングをさらに備え、
　前記ハウジングは、前記針の位置を見ることができるように構成される半透明部分を備
える、
請求項２に記載の装置。
【請求項９】
　前記圧縮ガス容器、前記複数のバイアル、および前記複数のピストンを収納するように
構成されるハウジングをさらに備え、
　前記ハウジングはガス逃し口を備える、
請求項２に記載の装置。
【請求項１０】
　前記圧縮ガス容器の前記中味の作動部分を排出するように構成されるアクチュエータを
さらに備える、
請求項２に記載の装置。
【請求項１１】
　前記圧縮ガス容器を穴あけ器に押し込むように構成されるバネ付勢式アクチュエータを
さらに備える、
請求項２に記載の装置。
【請求項１２】
　前記圧縮ガス容器の前記中味の作動部分を排出するように構成される弁をさらに備える
、
請求項２に記載の装置。
【請求項１３】
　前記圧縮ガス容器を貫通するように構成される穴あけ器をさらに備える、
請求項２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記圧縮ガス容器を貫通するように構成される先端を備える穴あけ器をさらに備える、
請求項２に記載の装置。
【請求項１５】
　前記圧縮ガス容器の排出された中味を方向づけるように構成されるチャネルをさらに備
える、
請求項２に記載の装置。
【請求項１６】
　前記複数のピストンをそれぞれ同時に移動させるように構成されるプッシャをさらに備
える、
請求項２に記載の装置。
【請求項１７】
　前記圧縮ガス容器の排出された中味によってかけられる圧力に応答して、前記複数のピ
ストンをそれぞれ同時に移動させるように構成されるプッシャをさらに備える、
請求項２に記載の装置。
【請求項１８】
　前記針を後退させるように構成されるバネをさらに備える、
請求項２に記載の装置。
【請求項１９】
　排除圧力が前記複数のバイアルのうち少なくとも一つのバイアル内の前記液体薬剤にか
けられると破裂するように構成されるフランジブルをさらに備える、
請求項２に記載の装置。
【請求項２０】
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　前記圧縮ガス容器の前記中味の前記作動部分が誤って排出されないように構成される、
解除可能な作動ロックをさらに備える、
請求項２に記載の装置。
【請求項２１】
　前記圧縮ガス容器の排出された中味を、前記複数のピストンから離れる方向に排気する
ように構成されるガス排気機構をさらに備える、
請求項２に記載の装置。
【請求項２２】
　複数の作業を含む方法であって、
　圧縮ガス容器の中味の作動部分を排出するステップであって、前記圧縮ガス容器は装置
内に収納される、ステップと、
　前記排出作業に応答して、バイアル内でピストンを移動させるステップであって、複数
のバイアルのうち前記バイアルは前記装置内に収納され、各バイアルは液体薬剤を貯蔵す
るように構成され、各バイアルは縦軸を画定し、前記複数のバイアルの前記縦軸は平行で
ありかつ非同軸であり、前記複数のバイアルは前記ガス容器の中味に流体結合可能である
、ステップと、
　液体薬剤を前記バイアルからかつ患者の中まで伸長可能である針を通して移送するステ
ップと、
を含む方法。
【請求項２３】
　前記装置の作動ロックを解除するステップをさらに含む、
請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記装置に具備される穴あけ器を作動するステップをさらに含む、
請求項２２に記載の方法。
【請求項２５】
　前記圧縮ガス容器に穴をあけるステップをさらに含む、
請求項２２に記載の方法。
【請求項２６】
　排除圧力が前記バイアル内の前記液体薬剤にかけられると、フランジブルが破裂するス
テップをさらに含む、
請求項２２に記載の方法。
【請求項２７】
　前記装置から針を伸長するステップをさらに含む、
請求項２２に記載の方法。
【請求項２８】
　前記液体薬剤を、前記針からかつ患者の中に押し出すステップをさらに含む、
請求項２２に記載の方法。
【請求項２９】
　前記圧縮ガス容器の前記中味の余分な部分を抜くステップをさらに含む、
請求項２２に記載の方法。
【請求項３０】
　前記針を前記装置内に後退させるステップをさらに含む、
請求項２２に記載の方法。
【請求項３１】
　前記装置の状況を指示するステップをさらに含む、
請求項２２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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定義
　以下の用語を本明細書において用いる場合、下記の定義があてはまる。
【０００２】
　作動部分（ａｃｔｕａｔｉｎｇ　ｐｏｒｔｉｏｎ）―何かを作動させる部分。
【０００３】
　作動ロック（ａｃｔｕａｔｉｏｎ　ｌｏｃｋ）―例えば枢転可能な、平行移動可能な、
キー締めされた、圧搾可能な、かつ／あるいは除去可能なロック等の作動を防ぐように構
成される装置。
【０００４】
　アクチュエータ（ａｃｔｕａｔｏｒ）―何かを作動させる機構。
【０００５】
　～ように構成される（ａｄａｐｔｅｄ　ｔｏ）―特定の目的に好適であるすなわち適し
ている。
【０００６】
　装置（ａｐｐａｒａｔｕｓ）―機構および／または機器。
【０００７】
　腕（ａｒｍ）―単に線形でなくてもよい細長い構造部材。
【０００８】
　～できる（ｃａｎ）―少なくともいくつかの実施形態において、～することができる。
【０００９】
　チャネル（ｃｈａｎｎｅｌ）―一つ以上の流体のための導管。
【００１０】
　圧縮ガス（ｃｏｍｐｒｅｓｓｅｄ　ｇａｓ）―気体状態のヘリウム、窒素、および／ま
たは二酸化炭素等、実質的に加圧された物質。
【００１１】
　～を備える（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）―～を含むが～に限定されるものではない。
【００１２】
　収納する（ｃｏｎｔａｉｎ）―～内に保持すること。
【００１３】
　中味（ｃｏｎｔｅｎｔｓ）―収納された圧縮ガス。
【００１４】
　クレジットカード（ｃｒｅｄｉｔ　ｃａｒｄ）―それを用いる人が、申し分ない信用評
価を持っていること、および発行者が、売り手が商品に対する支払いを受けるよう取り計
らうことを売り手に確信させるカード（通常プラスチック）および／または提供されるサ
ービス。典型的に、長さがほぼ３．４０インチ、３．３７５インチ、８５ミリメートル等
、ほぼ３インチからほぼ４インチまで、ならびに幅がほぼ２．１０インチ、２．２１２５
インチ、２．５インチ、５５ミリメートル等、ほぼ１．７５インチからほぼ２．７５イン
チまでの大きさである。
【００１５】
　排出する（ｄｉｓｃｈａｒｇｅ）―閉じ込めから開放すること；吹き出すこと。
【００１６】
　押し出す（ｅｊｅｃｔ）―吐き出すこと。
【００１７】
　逃し口（ｅｓｃａｐｅ　ｐｏｒｔ）―ガスの出口用の開口部。
【００１８】
　排除圧力（ｅｘｐｕｌｓｉｏｎ　ｐｒｅｓｓｕｒｅ）―液体の領域に加えられる力であ
り、該力は、液体を所定の態様で吐き出すのに十分である。
【００１９】
　伸長する（ｅｘｔｅｎｄ）―～から外にかつ／あるいは～から離れる方向に移動するこ
と。
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【００２０】
　伸長可能な（ｅｘｔｅｎｄａｂｌｅ）―～から外にかつ／あるいは～から離れる方向に
移動することができる。
【００２１】
　流体（ｆｌｕｉｄ）―ガスおよび／または液体。
【００２２】
　流体結合可能な（ｆｌｕｉｄｉｔｙ　ｃｏｕｐｌｅａｂｌｅ）―流体により結び付くこ
とができる。
【００２３】
　フランジブル（ｆｒａｎｇｉｂｌｅ）―流体がそれを通って流れることができるように
押しつぶされかつ／あるいは貫通されることができる装置。
【００２４】
　ハウジング（ｈｏｕｓｉｎｇ）―被覆する、保護する、保持する、かつ／あるいは支持
するもの。
【００２５】
　～に応答して（ｉｎ　ｒｅａｃｔｉｏｎ　ｔｏ）―～に間接的にかつ／あるいは直接的
に応答すること。
【００２６】
　指示する（ｉｎｄｉｃａｔｅ）―示す、印を付ける、表す、意味する、立証する、明示
する、明らかにする、公表する、列挙する、特定する、説明する、提示する、呈する、暴
露する、開示する、かつ／あるいは表示すること。
【００２７】
　インジケータ（ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）―指示する装置および／または物体。
【００２８】
　液体薬剤（ｌｉｑｕｉｄ　ｍｅｄｉｃａｍｅｎｔ）―実質的に液体形態での薬、投薬、
薬物、医薬品、処方薬、解毒剤、抗毒素、ホルモン、刺激剤、血管拡張剤、麻酔薬、およ
び／または栄養サプリメント。
【００２９】
　～であってもよい（ｍａｙ）―少なくともいくつかの実施形態で～することを許される
。
【００３０】
　針（ｎｅｅｄｌｅ）―注入のために用いられる中空の、細長い、尖った器具である。カ
ニューレを含む。
【００３１】
　非同軸である（ｎｏｎ－ｃｏ－ａｘｉａｌ）―同一直線上に軸がない。
【００３２】
　患者（ｐａｔｉｅｎｔ）―人間、哺乳動物、動物等、液体薬剤の受取人。
【００３３】
　ピストン（ｐｉｓｔｏｎ）―液圧によって移動されるかあるいは液圧にさからって移動
する摺動部品。
【００３４】
　枢転可能な（ｐｉｖｏｔａｂｌｅ）―枢転することができる。
【００３５】
　複数（ｐｌｕｒａｌｉｔｙ）―複数であるおよび／または２つ以上である状態。
【００３６】
　所定の（ｐｒｅｄｅｔｅｒｍｉｎｅｄ）―事前に規定された。
【００３７】
　穴あけ器（ｐｕｎｃｔｕｒｅｒ）―実質的に鋭いおよび／またはテーパ付き先端、先、
端縁、またはそれと同様なものを用いて貫通するように構成される装置。
【００３８】
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　プッシャ（ｐｕｓｈｅｒ）―液圧を機械運動に変換するように構成される装置。
【００３９】
　後退させる（ｒｅｔｒａｃｔ）―内方に引っ張ること。
【００４０】
　溜め（ｒｅｓｅｒｖｏｉｒ）―流体の運動を貯蔵するおよび／または方向づけるための
容器またはチャンバ。
【００４１】
　バネ（ｓｐｒｉｎｇ）―圧縮されあるいは伸長された後、本来の形状を取り戻す、一巻
きのワイヤ等の、弾性装置。
【００４２】
　状況（ｓｔａｔｕｓ）―状態または状況
【００４３】
　実質的に（ｓｕｂｓｔａｎｔｉａｌｌｙ）―かなりの程度まで。
【００４４】
　システム（ｓｙｓｔｅｍ）―機構、装置、データ、および／または命令の集合であり、
該集合は、１つ以上の特定の機能を果たすように設計される。
【００４５】
　先（ｔｉｐ）―末端。
【００４６】
　移送する（ｔｒａｎｓｆｅｒ）―ある場所から別の場所まで搬送すること。
【００４７】
　平行移動可能な（ｔｒａｎｓｌａｔａｂｌｅ）―ある場所から別の場所まで移送され、
かつ／あるいは他のものに対して移動されることができる。
【００４８】
　弁（ｖａｌｖｅ）―口および／または通路を開く、閉じる、かつ／あるいは遮ることに
よって、パイプを通るかつ／あるいは開口部を通る流れを規制する装置。
【００４９】
　ガス抜きする（ｖｅｎｔ）―閉じ込めから開放すること。
【００５０】
　バイアル（ｖｉａｌ）―閉鎖可能な容器。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００５１】
詳細な説明
　例えば服用、吸入、および／または注入による、あるアレルゲン、毒素、および／また
は他の物質への暴露が、一部のおよび／または全ての人間および／または動物に激しい反
応を引き起こすことがある。例えば、ある人間は、落花生、甲殻類、特定の薬物、あるた
んぱく質、ハチ毒、昆虫のかみ傷等にひどいアレルギーがある。暴露に対するアレルギー
反応により、アナフィラキシーショックがもたらされることがあり、該アナフィラキシー
ショックにより、血圧の急激な低下、蕁麻疹、および／または激しい気道狭窄によるかな
りの呼吸困難を生じることがある。他の例として、ある神経剤の吸入により、激しい生理
学的トラウマが生じることがある。
【００５２】
　そのような暴露に迅速に反応することにより、障害および／または死を防ぐことができ
る。たとえば、アナフィラキシーショックに至る暴露に反応して、エピネフリン（すなわ
ち、アドレナリン）を注入することにより、大幅におよび／または完全に反応を軽減する
ことができる。他の例として、神経剤に解毒剤を注入することにより、暴露によっておこ
りうる障害を大きく減じるかつ／あるいは排除することができる。さらに他の例として、
β遮断薬、血液希釈剤、ニトログリセリン、抗ヒスタミン剤、インシュリン、およびオピ
オイド等のある薬を迅速に注入することにより、様々な危険な症状を大幅に軽減すること
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ができる。
【課題を解決するための手段】
【００５３】
　したがって、ある例示的な実施形態は、薬剤を迅速に注入するためのシステム、装置、
および／または方法を提供する。
【００５４】
　ある例示的な実施形態は、圧縮ガス容器と、液体薬剤を貯蔵するように構成される複数
のバイアルであって、各バイアルは、縦軸を画定し、複数のバイアルの縦軸は、平行であ
りかつ非同軸であり、複数のバイアルは、ガス容器の中味の作動部分に流体結合可能であ
る、バイアルと、複数のピストンであって、各ピストンは、複数のバイアルのうち対応す
るバイアル内を移動するように構成され、複数のピストンは、圧縮ガス容器の中味の作動
部分の排出に応答して、液体薬剤の少なくとも一部分を、複数のバイアルからかつ患者の
中まで伸長可能である針を通して移送するように構成される、ピストンとを備える、装置
を含む。ある例示的な実施形態は、複数の作業を含む方法を含み、該方法は、圧縮ガス容
器の中味の作動部分を排出するステップであって、圧縮ガス容器は、装置内に収納される
、ステップと、排出作業に応答して、バイアル内でピストンを移動させるステップであっ
て、複数のバイアルのうち該バイアルは装置内に収納され、各バイアルは、液体薬剤を貯
蔵するように構成され、各バイアルは、縦軸を画定し、複数のバイアルの縦軸は、平行で
ありかつ非同軸であり、複数のバイアルは、ガス容器の中味に流体結合可能である、ステ
ップと、液体薬剤を、バイアルからかつ患者の中まで伸長可能である針を通して移送する
ステップとを含む。
【００５５】
　様々な可能な実施形態は、添付の例示的な図面を参照して、ある例示的な実施形態の以
下の詳細な説明を通してより容易に理解されよう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５６】
　図１、図２、および図３は、ある実施されている実施形態では、作動ガード１２００経
由で作動バー１３００から分離される手持ち式部分１８００を備えることができるハウジ
ング１１００を含むことができるシステム１０００の例示的な実施形態の、それぞれ斜視
図、正面図、および側面図である。作動ガード１２００は、システム１０００が誤って作
動しないようにすることができる。ハウジング１１００は、ステンレス鋼、アルミニウム
、ポリカーボネート等の耐久性材料から構成することができ、圧縮ガス容器、薬剤、注入
装置および／またはシステム１０００のユーザを保護する。注入装置を、圧縮ガスによっ
てかけられる圧力等の流体圧力によって作動させることができ、該圧縮ガスは、その作動
任務が完了すると、ガス逃し開口部経由で、例えばバイア状況インジケータ１４００経由
でハウジング１１００から脱出することができる。
【００５７】
　システム１０００の状況を、例えば紫外線遮断、感光性、および／または半透明窓を通
してハウジング１１００の内部を眺めることができる状況インジケータ１４００によって
判定することができる。ハウジング１１００によって搬送される薬剤の状況、薬剤用の針
および／または注入装置の位置、および／またはシステム１０００の作動状況を、窓を通
して見ることができる。例えば、薬剤が変色点まで経時変化した場合、該経時変化が薬剤
を、例えば無駄に、有害にするかもしれないししないかもしれないが、状況インジケータ
１４００により、その状況を判定することができる。ある例示的な実施形態では、ガスは
、状況インジケータ１４００および／またはハウジング１１００の他の開口部経由でハウ
ジング１１００から脱出することができる。
【００５８】
　システム１０００のある例示的な実施形態は、規定投薬量を効率的にかつ／あるいは迅
速に送達することができるコンパクトな薬剤送達機構を提供することができる。システム
１０００の長さ（Ｌ）および幅（Ｗ）は、クレジットカードに類似でありうるし、かつ厚



(9) JP 2008-520339 A 2008.6.19

10

20

30

40

50

さ（Ｔ）は、１インチ未満でありうる。したがって、システム１０００のある例示的な実
施形態は、安全に持ち運び、使用し、かつ／あるいは廃棄するのに訓練をほとんど乃至全
く必要としないことがある、持ち運びが便利であり、使いやすく、作動するのが容易な薬
物送達装置を提供することができる。
【００５９】
　ユーザがシステム１０００を注入のための正しい配向で位置決めするのを助けるために
、システム１０００および／またはハウジング１１００は、様々な触知可能な手がかりを
提供することができる。たとえば、ハウジング１１００の頂部１１１０を丸くすることが
でき、かつハウジング１１００の作動バー１３００の底部１１２０を平らにすることがで
きる。他の触知可能な手がかり、例えば、ふくらみ、ひだ、溝、隙間、粗面、くぼみ等も
また可能である。
【００６０】
　図４は、第１操作位置におけるシステム１０００の例示的な実施形態の図３の線Ａ－Ａ
に沿った断面図である。図５、図６、図７、図８、および図９は、図４のシステム１００
０をそれぞれ、第２、第３、第４、第５、および第６操作位置で示す。
【００６１】
　システム１０００は、ハウジング１１００、手持ち式部分１８００、作動ガード１２０
０、および／または作動バー１３００を備えることができる。システム１０００は、シス
テムアクチュエータ２０００、ガス溜め３０００、薬剤アクチュエータ４０００、薬剤貯
蔵アセンブリ５０００、薬剤キャリア９０００、針アセンブリ６０００、使用インジケー
タ７０００、および／またはガス抜き機構８０００等を備えることができる。
【００６２】
　作動ガード１２００を除去、解除、回転、および／または再配置すると、システムアク
チュエータ２０００を、圧縮ガス容器の中味の作動部分を迅速に排出するように構成する
ことができる。たとえば、システムアクチュエータ２０００は、最初は圧縮ガス２５００
を収納することができる圧縮ガス容器２４００を備えることができ、その作動部分を、ガ
ス口２６００を穴あけ器２７００の先端により貫通させることによって、容器２４００か
ら放出することができる。作動ガード１２００を除去および／または再配置すると、作動
バー１３００を、手持ち式部分１８００に近づく方向にかつ／あるいはそれに接触して移
動させることができる。作動ガード１２００を除去および／または再配置すると、ガス容
器２４００を、予備圧縮されたバネ２３００の伸長および／または作動棒２２００の移動
により穴あけ器２７００と接触させることができる。したがって、作動ガード１２００は
、システム１０００が誤って作動されないようにするかつ／あるいはガス容器２４００の
中味２５００の作動部分が意図せずに排出されないようにすることができる。
【００６３】
　一旦ガス口２６００に穴があくと、圧縮ガス２５００の作動部分は、容器２４００から
脱出し、かつガスチャネル３１００等のガス溜め３０００経由で流れる。流れているガス
は、ガス圧を満たしかつ／あるいはガス圧を、壁１５２０によって画定されるスリーブ１
５００内を走行することができるプッシャ４１００を備えることができる薬剤アクチュエ
ータ４０００にかけることができる。スリーブ１５００を、金属、ステンレス鋼、アルミ
ニウム、プラスチック、ポリカーボネート等から構成することができる。Ｏリング等のシ
ール４２００は、例えばプッシャ４１００を通り過ぎるおよび／またはハウジング１１０
０から外へのガス漏れを防ぐことができる。したがって、プッシャ４１００は、必ずしも
スリーブ１５００の断面形状を丸くする必要はないが、シリンダ内を走行するピストンと
して機能することができる。
【００６４】
　薬剤アクチュエータ４０００は、薬剤貯蔵アセンブリ５０００とインターフェースする
ことができる。たとえば、薬剤アクチュエータ４０００は、複数のプランジャ４３００を
備えることができ、その各々は、液体薬剤５２００を収納している対応するバイアル５１
００内を封止的に摺動しかつ／あるいは移動することができるピストン４４００で覆うこ
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とができる。例えば、圧縮ガス容器２４００の中味２５００の作動部分によってかけられ
る圧力に応答して、プッシャ４１００により、プランジャ４３００および／またはピスト
ン４４００が同時に移動することができる。プランジャ４３００、ピストン４４００、お
よび／またはバイアル５１００の対応する組の数は、２、３、４、５、６以上となりうる
。ピストン４４００を、ゴム等の弾性材料、耐久性材料、および／またはシーリング材料
から構成することができる。複数のプランジャのうちの各プランジャ４３００は、縦軸を
画定することができ、該複数のプランジャの縦軸（例えば、軸４３１０、４３２０、４３
３０、４３４０）は、平行であり、非同軸であり、かつ／あるいは同一平面上にある。
【００６５】
　複数のバイアルのうち各バイアル５１００は、ほぼ円形および／またはほぼ楕円形の断
面形状を持つほぼ円筒形でありうる。したがって、各バイアル５１００は、縦軸を画定す
ることができ、該複数のバイアルの縦軸は、平行であり、非同軸であり、かつ／あるいは
同一平面上にある。各バイアルの縦軸は、その対応するプランジャの縦軸と同軸でありう
る。
【００６６】
　各バイアルを、一端部で、ピストン４４００が薬剤５２００上に十分な圧力を発生させ
ると破裂されうるフランジブル５３００で覆うことができ、それによって薬剤５２００の
少なくとも一部分がバイアル５１００から流出しかつ薬剤キャリア９０００に流入するこ
とができる。したがって、複数のバイアルは、ガス容器２４００の中味２５００の作動部
分に流体結合可能となりうる。
【００６７】
　薬剤キャリア９０００は、バイアル５１００の各々を保持し、かつスリーブ１５００内
を走行することができる。薬剤キャリア９０００は、薬剤５２００を、該薬剤がそれぞれ
のバイアル５１００から出るにつれて受けとるように、かつ薬剤５２００を共通の導管９
３００に方向づけるように構成される複数のチャネル９２００を備えることができる。薬
剤キャリア９０００は、針アセンブリ６０００および／または使用インジケータ７０００
とインターフェースすることができる。
【００６８】
　共通の導管９３００から、薬剤５２００は、例えばそれ経由で薬剤が針先６２００に接
近することができる一つの針６１００の中に、針アセンブリ６０００を差し込むことがで
きる。薬剤アクチュエータ４０００および／または薬剤キャリア９０００が、アクチュエ
ータバー１３００の方に駆動されるにつれて、針先６２００は、針外装６３００の端部６
４００を貫通し、かつ針口１３４０でアクチュエータバー１３００から出ることができる
。
【００６９】
　図５を参照すると、アクチュエータバー１３００が手持ち式部分１８００に近づく方向
に移動すると、外装シート１３３０は、外装先端６４００と接触することができ、それに
よって外装６３００は、座屈しかつ／あるいは壊れる。アクチュエータバー１３００が手
持ち式部分１８００と接触するにつれて、棒止め１３２０は、薬剤キャリア止め９４００
に接近することができ、一方キャリアバネ１６００は圧縮される。
【００７０】
　図６を参照すると、ガス容器２４００の中味２５００の少なくとも一部分は、漏れるに
つれて、チャネル３１００を流れることができる。依然として相対的に加圧されうるガス
は、プッシャ４１００の後ろで蓄積し始めることができ、伸張しつつあるガスチャンバ３
２００を形成し、かつそれにより薬剤アクチュエータ４０００、薬剤貯蔵アセンブリ５０
００、および薬剤キャリア９０００がスリーブ１５００内で一緒に摺動する。薬剤アクチ
ュエータ４０００、薬剤貯蔵アセンブリ５０００、および薬剤キャリア９０００が、アク
チュエータバー１３００に近づく方向に摺動するにつれて、バネ１６００は、棒止め１３
２０と薬剤アセンブリ止め９４００との間でますます圧縮されるようになる。薬剤アクチ
ュエータ４０００、薬剤貯蔵アセンブリ５０００、および薬剤キャリア９０００が、アク
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チュエータバー１３００に近づく方向に摺動するにつれて、針先６２００は、アクチュエ
ータバー１３００からさらに伸長することができ、かつ外装６３００は、さらに圧縮され
かつ／あるいは変形されうる。その最終伸長点では、針先６２００は、ハウジング１１０
０から、ほぼ２ミリメートルまで、ほぼ５ミリメートルを超える、ほぼ５．１３ミリメー
トルからほぼ９．９８ミリメートル等、その間に全ての値および部分範囲を含むほぼ０．
２５ミリメートルからほぼ２０ミリメートルまで伸長することができる。
【００７１】
　図７を参照すると、ガスチャンバ３２００が伸張し続けるにつれて、薬剤キャリア９０
００を、薬剤キャリア止め９４００がアクチュエータバー止め１３００に接触するまで駆
動することができ、それによって薬剤キャリア９０００のさらなる走行を防げる。その時
点で、ガスチャンバ３２００のさらなる伸張により、薬剤アクチュエータ４０００、プッ
シャバー４１００、プランジャ４３００、および／またはピストン４４００が、薬剤貯蔵
アセンブリ５０００に対して走行を始めることができ、それによってバイアル５１００で
排除圧力を発生させ、かつ／あるいはそれによってフランジブル５３００を破裂させ、か
つそれにより薬剤５２００が、薬剤キャリア９０００に入り、かつ薬剤チャネル９２００
、薬剤導管９３００、針６１００、および／または針先６２００を流れ、かつ患者に流入
し始めるようになる。代わりに、フランジブル５３００は、薬剤導管９３００が針６１０
０に結合する場所にあるいはその近くに位置決めされるフランジブルに取って代わられか
つ／あるいは該フランジブルによって増大されうる。フランジブル５３００を、クロモブ
チルゴム等のゴム等、所定の降伏強さを有する可能性がある薄い、靭性、弾性、耐久性お
よび／またはシーリング材料、および／またはセラミック、ポリスチレン等のあるプラス
チック等、所定の降伏強さを有する可能性がある比較的脆い材料から構成することができ
る。
【００７２】
　薬剤キャリア止め９４００がアクチュエータバー止め１３００に接触するにつれて、薬
剤キャリアフック９６００は、使用インジケータ７０００における係合受け７１００と係
合することができる。
【００７３】
　図８を参照すると、ガスチャンバ３２００が伸張し続けるにつれて、薬剤アクチュエー
タ４０００、プッシャバー４１００、プランジャ４３００、および／またはピストン４４
００は、薬剤貯蔵アセンブリ５０００内でのそれらの走行を完了するまで移動し続けるこ
とができ、それによってバイアル５１００からの所定投薬量の薬剤５２００を、ハウジン
グ外部の針アセンブリ６０００の外に、ハウジング１１００の外に、かつ／あるいは患者
の中に吐き出す。ガスチャンバ３２００がその最大サイズに達するにつれて、薬剤アクチ
ュエータ４０００、プッシャバー４１００、プランジャ４３００、および／またはピスト
ン４４００は、薬剤キャリア９０００に対するそれらの走行を完了するまで移動し続ける
ことができ、それによってガス放出アクチュエータ９７００がガス放出弁８２００と係合
する。ガス放出アクチュエータ９７００のガス放出弁８２００との係合により、ガスチャ
ンバ３２００内のガスが、ガスチャンバ３２００から出て、ピストン４４００から離れる
方向に排出し、かつ／あるいはシステム１０００および／またはハウジング１１００から
、例えばハウジング１１００上に位置決めされる状況インジケータ１４００および／また
はガス逃し口を経由して排気することができる。
【００７４】
　図８および図９を参照すると、十分なガスが、ガスチャンバ３２００から抜かれるにつ
れて、ガスチャンバ３２００内のガスによってかけられる圧力が、ガスによって薬剤アク
チュエータ４０００に加えられる力が圧縮バネ１６００の力未満となるまで減少すること
ができる。したがって、バネ１６００は、伸張し始めることができ、それによって、薬剤
キャリア９０００、バイアルアセンブリ５０００、および薬剤アクチュエータ４０００を
アクチュエータバー１３００から離れる方向に移動させ、かつガスチャンバ３２００から
ガスを排気するのを助ける。薬剤キャリア９０００が移動するにつれて、使用インジケー
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タ７０００は、薬剤キャリアフック９６００および使用インジケータ７０００内の係合受
け７１００および／または係合キャッチ７２００の係合された関係のために、それと共に
走行することができる。使用インジケータ７０００がアクチュエータバー１３００から離
れる方向に移動するにつれて、外装６３００はそれと共に走行することができ、それによ
って外装先端６４００と針口１３４０との間に間隙を生じ、かつそれによってアクチュエ
ータバー１３００のこれまで目に見えなかった着色部分１３５０を露出し、かつ／あるい
はシステム１０００が使用されていた（かつおそらくその薬剤が実質的に排出された）こ
とを示し、それによってシステム１０００を使用しようという任意のさらなる試みを阻止
する。
【００７５】
　薬剤キャリア９０００がアクチュエータバー１３００から離れる方向に移動するにつれ
て、針６１００は、座屈せずかつ／あるいはその本来の形状に変形しない外装６３００に
後退することができる。最終的に、針６１００は、ハウジング１１００の境界内に完全に
後退することができ、それによって最初の注入後誤って針が固着しないようにする傾向が
あり、かつ／あるいは急な危険を減じるかつ／あるいは排除する可能性がある。
【００７６】
　ある例示的な実施形態では、システムアクチュエータ２０００は、指トリガ可能な、捩
り可能な、枢転可能な、かつ／あるいはてこ式の機構を備えることができる。例えば、シ
ステムアクチュエータ２０００は、ガス口２６００にねじ込むことができる捩れ可能ハン
ドルを備えることができる。ある例示的な実施形態では、システムアクチュエータ２００
０は、ハウジングの側面上に位置決めされる指トリガでありうる。
【００７７】
　図１０は、薬剤送達装置を操作する方法１００００の例示的な実施形態のフローチャー
トである。作業１０１００では、装置のための作動ロックが解除される。作業１０２００
では、圧縮ガス容器の中味の作動部分が放出される。作業１０３００では、放出されたガ
スによってかけられる圧力により、針が、装置から伸長される。作業１０４００では、放
出されたガスによってかけられる圧力により、ピストンは、複数のバイアルの一つに貯蔵
される薬剤に圧力をかける。作業１０５００では、バイアル内に薬剤を収納しているフラ
ンジブルが破裂される。作業１０６００では、薬剤はバイアルから流出し、針を流れ、か
つ患者に流入する。作業１０７００では、一旦所定の投薬量が吐き出されかつ／あるいは
注入されると、針は、患者から取り出されかつ／あるいは装置の事前使用範囲に後退させ
られる。作業１０８００では、装置は、さらなる注入のために使用できなくされるかつ／
あるいは前もって利用されたと指示される。
【００７８】
　図１１は、システム１０００の例示的な実施形態の斜視図であり、ハウジング１１００
から外された作動ガード１２００を示し、その結果作動ガード１２００は、手持ち式部分
１８００からアクチュエータバー１３００をもはや分離しなくなる。作動ガード１２００
は、作動ガード１２００をハウジング１１００から離れる方向に引っ張るようにユーザに
よって把持されうる把持可能部分１２２０を備えることができ、それによってシステム１
０００を、例えばユーザの腿にアクチュエータバー１３００をたたきつけることにより作
動させることができる。作動ガード１２００は、該作動ガード１２００がハウジング１１
００上に設置される場合、作動棒プロング２２４０を分離した状態に保つことができる作
動棒分離器部分１２４０を備えることができる。作動ガード１２００は、システム１００
０が使用されていない場合、かつ／あるいはシステム１０００が使用されなかった場合、
アクチュエータバー１３００を手持ち式部分１８００から分離することができるガード部
分１２６０を備えることができる。
【００７９】
　図１２は、図１１の線Ｂ－Ｂに沿った斜視断面図であり、かつ図１３は、作動棒２２０
０の例示的な実施形態の斜視図である。図１２および図１３を参照すると、システム１０
００は、ハウジング１１００、アクチュエータバー１３００、ならびにプロングスクイー
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ザ１３９０、作動棒２２００、プロングリテーナ２１００、バネ２３００、上方バネリテ
ーナ２２６０、ガス容器２４００、ガス口２６００、および／または穴あけ器２７００を
備えることができるシステムアクチュエータ２０００を含むことができる。作動バー１３
００が、例えばユーザの腿、尻、および／または腕に対してハウジング作動バーをたたき
つけることにより、ユーザの身体にしっかりと押し付けられると、プロングスクイーザ１
３９０は、作動棒２２００のプロング２２４０のプロング先端２２２０を互いに付勢する
ことができる。なお、プロング先端２２００は、三角形、くさび形、山形、および／また
はフラスト円錐形でありうる。プロング先端２２００が、プロングスクイーザ１３９０の
角のあるＶ溝に沿って摺動するにつれて、プロングキャッチ２２３０は、プロングリテー
ナ２１００と実質的に緩く接触することができる。このことにより、圧縮バネ２３００は
、作動棒２２００およびガス容器２４００を、ガス口２６００を貫通することができる穴
あけ器２７００の方に迅速に付勢することができ、それによってガスがガス容器２４００
から脱出することができる。多くの異なる種類のガス容器のうちのいずれかを利用するこ
とができるが、例示的なガス容器は、ニュージャージー州のサウスプレーンフィールドの
リランド・リミティッド・インコーポレーティド（Ｌｅｌａｎｄ　Ｌｉｍｉｔｅｄ，　Ｉ
ｎｃ．（Ｓｏｕｔｈ　Ｐｌａｉｎｆｉｅｌｄ，　ＮＪ））から入手することができる。
【００８０】
　図１４は、図３の線Ａ－Ａに沿ったシステム１０００のガス抜き機構８０００の例示的
な実施形態の断面図である。システム１０００は、手持ち式部分１８００、アクチュエー
タバー１３００、スリーブ１５００を備えることができる。ピストン４４４０がそれらの
走行の限界に近づくにつれて、薬剤５２００を、フランジブル５３００を越えて、薬剤チ
ャネル９２００、薬剤導管９３００、および針６１００を通して、かつユーザの身体の中
に、例えば皮下に、筋内に、かつ／あるいは２ミリメートルまで、５ミリメートルを超え
る等、全ての値および部分範囲がその間に含まれるほぼ０．２５ミリメートルからほぼ２
０ミリメートルまでの深さで伸長することができる薬剤経路５９００に沿って吐き出すこ
とができる。
【００８１】
　ピストン４４４０が、それらの走行の限界に近づくにつれて、ガス放出アクチュエータ
９７００のガス逃し弁８２００との係合により、圧縮バネ８３００は、Ｏリング８４００
がそのシート８５００から離れる方向に付勢されるように弁アームを移動させることがで
きる。本移動により、通路８６００が露呈されることがあり、それ経由でガスは、薬剤キ
ャリア９０００のスリーブ内壁１５２０と外壁９１００との間を伸長することができるガ
ス排気経路８９００に沿ってガスチャンバ３２００から出ることができる。最後に、ガス
排気経路８９００は、手持ち式部分１８００とアクチュエータバー１３００との間で伸長
することができる。同様に、ゴムまたは任意の他の弾性材料でできている弁８２００の代
替的な実施形態を、シート８５００にわたって配置することができ、シールを提供し、そ
れにより、一旦ガス放出アクチュエータ９７００が弁８２００と相互作用すると、弁８２
００はシート８５００から離れる方向に上方に曲がるまたは垂れ下がるようになり、それ
によりガスが通路８６００経由で脱出する。
【００８２】
　さらに他の実施形態は、ある例示的な実施形態の上に引用した詳細な説明および図面を
読むことで当業者に容易に明らかとなろう。多数の変形、修正、およびさらなる実施形態
が可能であり、かつそれに応じてそのような変形、修正、および実施形態の全ては、本出
願の精神および範囲内にあるとみなされるべきであることを理解されたい。例えば、本出
願の任意の部分（例えば、名称、分野、背景、概要、要約、図面等）の内容にかかわらず
、そうではない旨がはっきりと特定されなければ、任意の特定の記載または図示した作業
または要素、そのような作業の任意の特定の順序、またはそのような要素の任意の特定の
相互関係について、本明細書の任意の請求項に包含する必要性ならびに本明細書に対する
優先権を主張する任意の出願の必要性がない。しかも、任意の作業を繰り返すことができ
、任意の作業を多数の構成要素によって行うことができ、かつ／あるいは任意の要素を再



(14) JP 2008-520339 A 2008.6.19

10

20

30

現することができる。さらに、任意の作業または要素を排除することができ、作業の順序
を変えることができ、かつ／あるいは要素の相互関係を変えることができる。したがって
、説明および図面は、本来一例としてみなされるべきであって、限定的なものとしてみな
されるべきではない。しかも、任意の数または範囲を本明細書で説明する場合、特に明記
しない限り、該数または範囲は概算である。任意の範囲を本明細書で説明する場合、特に
明記しない限り、該範囲には全ての値が含まれ、かつ全ての部分範囲が含まれる。参照す
ることによって本明細書に組み込まれる任意の資料（例えば、米国特許、米国特許出願、
文献、論文等）の任意の情報は、そのような情報と本明細書に記載されている他の説明お
よび図面との間に矛盾が存在しない程度までのみ参照することによって組み込まれる。本
明細書の任意の請求項および本明細書に対する優先権を求めることを無効にする矛盾を含
むそのような矛盾がある場合には、参考資料によって組み込まれるそのような情報におけ
る任意のそのような矛盾する情報は、具体的には参照することによって本明細書に組み込
まれない。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】システム１０００の例示的な実施形態の斜視図である。
【図２】システム１０００の例示的な実施形態の正面図である。
【図３】システム１０００の例示的な実施形態の側面図である。
【図４】第１作動位置でのシステム１０００の例示的な実施形態の図３の線Ａ－Ａに沿っ
た断面図である。
【図５】第２作動位置でのシステム１０００の例示的な実施形態の図３の線Ａ－Ａに沿っ
た断面図である。
【図６】第３作動位置でのシステム１０００の例示的な実施形態の図３の線Ａ－Ａに沿っ
た断面図である。
【図７】第４作動位置でのシステム１０００の例示的な実施形態の図３の線Ａ－Ａに沿っ
た断面図である。
【図８】第５作動位置でのシステム１０００の例示的な実施形態の図３の線Ａ－Ａに沿っ
た断面図である。
【図９】第６作動位置でのシステム１０００の例示的な実施形態の図３の線Ａ－Ａに沿っ
た断面図である。
【図１０】方法１００００の例示的な実施形態のフローチャートである。
【図１１】システム１０００の例示的な実施形態の斜視図である。
【図１２】図１１の線Ｂ－Ｂに沿った斜視断面図である。
【図１３】作動棒２２００の例示的な実施形態の斜視図である。
【図１４】図３の線Ａ－Ａに沿ったガス抜き機構８０００の例示的な実施形態の断面図で
ある。
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【手続補正書】
【提出日】平成18年5月16日(2006.5.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圧縮ガス容器と、
　前記圧縮ガス容器の中味の作動部分を排出するように構成されるアクチュエータと、
　液体薬剤を貯蔵するように構成される複数のバイアルであって、各バイアルは縦軸を画
定し、前記複数のバイアルの前記縦軸は平行でありかつ非同軸であり、前記複数のバイア
ルは、前記ガス容器の前記中味の前記作動部分に流体結合可能である、バイアルと、
　複数のピストンであって、各ピストンは前記複数のバイアルのうち対応するバイアル内
を移動するように構成され、前記複数のピストンは、前記圧縮ガス容器の前記中味の前記
作動部分の排出に応答して、前記液体薬剤を、前記複数のバイアルからかつ一つの針を通
して移送するように構成される、ピストンと、
　前記圧縮ガス容器、前記複数のバイアル、および前記複数のピストンを収納するように
構成されるハウジングであって、前記ハウジングは、クレジットカードに近似している長
さおよび幅ならびに１インチ未満の厚さを画定する、ハウジングと、
を備える装置。
【請求項２】
　圧縮ガス容器と、
　液体薬剤を貯蔵するように構成される複数のバイアルであって、各バイアルは縦軸を画
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定し、前記複数のバイアルの前記縦軸は平行でありかつ非同軸であり、前記複数のバイア
ルは、前記ガス容器の中味の作動部分に流体結合可能である、バイアルと、
　複数のピストンであって、各ピストンは、前記複数のバイアルのうち対応するバイアル
内を移動するように構成され、前記複数のピストンは、前記圧縮ガス容器の前記中味の前
記作動部分の排出に応答して、前記液体薬剤の少なくとも一部分を、前記複数のバイアル
からかつ患者の中まで伸長可能である針を通して移送するように構成される、ピストンと
、
を備える装置。
【請求項３】
　前記薬剤の少なくとも一部分を前記複数のバイアルから前記針まで搬送するように構成
される複数のチャネルをさらに備える、
請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記圧縮ガス容器、前記複数のバイアル、および前記複数のピストンを収納するように
構成されるハウジングをさらに備える、
請求項２に記載の装置。
【請求項５】
　前記圧縮ガス容器、前記複数のバイアル、および前記複数のピストンを収納するように
構成されるハウジングをさらに備え、
　前記ハウジングは、クレジットカードに近似している長さおよび幅ならびに１インチ未
満の厚さを画定する、
請求項２に記載の装置。
【請求項６】
　前記圧縮ガス容器、前記複数のバイアル、および前記複数のピストンを収納するように
構成されるハウジングをさらに備え、
　前記ハウジングは、前記針の位置、前記装置の作動状況、および前記液体薬剤の状況の
少なくとも一つを見ることができるように構成される半透明部分を備える、
請求項２に記載の装置。
【請求項７】
　前記圧縮ガス容器、前記複数のバイアル、および前記複数のピストンを収納するように
構成されるハウジングをさらに備え、前記ハウジングは状況インジケータを備える、請求
項２に記載の装置。
【請求項８】
　前記圧縮ガス容器、前記複数のバイアル、および前記複数のピストンを収納するように
構成されるハウジングをさらに備え、
　前記ハウジングは、前記針の位置を見ることができるように構成される半透明部分を備
える、
請求項２に記載の装置。
【請求項９】
　前記圧縮ガス容器、前記複数のバイアル、および前記複数のピストンを収納するように
構成されるハウジングをさらに備え、
　前記ハウジングはガス逃し口を備える、
請求項２に記載の装置。
【請求項１０】
　前記圧縮ガス容器の前記中味の作動部分を排出するように構成されるアクチュエータを
さらに備える、
請求項２に記載の装置。
【請求項１１】
　前記圧縮ガス容器を穴あけ器に押し込むように構成されるバネ付勢式アクチュエータを
さらに備える、
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請求項２に記載の装置。
【請求項１２】
　前記圧縮ガス容器の前記中味の作動部分を排出するように構成される弁をさらに備える
、
請求項２に記載の装置。
【請求項１３】
　前記圧縮ガス容器を貫通するように構成される穴あけ器をさらに備える、
請求項２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記圧縮ガス容器を貫通するように構成される先端を備える穴あけ器をさらに備える、
請求項２に記載の装置。
【請求項１５】
　前記圧縮ガス容器の排出された中味を方向づけるように構成されるチャネルをさらに備
える、
請求項２に記載の装置。
【請求項１６】
　前記複数のピストンをそれぞれ同時に移動させるように構成されるプッシャをさらに備
える、
請求項２に記載の装置。
【請求項１７】
　前記圧縮ガス容器の排出された中味によってかけられる圧力に応答して、前記複数のピ
ストンをそれぞれ同時に移動させるように構成されるプッシャをさらに備える、
請求項２に記載の装置。
【請求項１８】
　前記針を後退させるように構成されるバネをさらに備える、
請求項２に記載の装置。
【請求項１９】
　排除圧力が前記複数のバイアルのうち少なくとも一つのバイアル内の前記液体薬剤にか
けられると破裂するように構成されるフランジブルをさらに備える、
請求項２に記載の装置。
【請求項２０】
　前記圧縮ガス容器の前記中味の前記作動部分が誤って排出されないように構成される、
解除可能な作動ロックをさらに備える、
請求項２に記載の装置。
【請求項２１】
　前記圧縮ガス容器の排出された中味を、前記複数のピストンから離れる方向に排気する
ように構成されるガス排気機構をさらに備える、
請求項２に記載の装置。
【請求項２２】
　複数の作業を含む方法であって、
　圧縮ガス容器の中味の作動部分を排出するステップであって、前記圧縮ガス容器は装置
内に収納される、ステップと、
　前記排出作業に応答して、バイアル内でピストンを移動させるステップであって、複数
のバイアルのうち前記バイアルは前記装置内に収納され、各バイアルは液体薬剤を貯蔵す
るように構成され、各バイアルは縦軸を画定し、前記複数のバイアルの前記縦軸は平行で
ありかつ非同軸であり、前記複数のバイアルは前記ガス容器の中味に流体結合可能である
、ステップと、
　液体薬剤を前記バイアルからかつ患者の中まで伸長可能である針を通して移送するステ
ップと、
を含む方法。
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【請求項２３】
　前記装置の作動ロックを解除するステップをさらに含む、
請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記装置に具備される穴あけ器を作動するステップをさらに含む、
請求項２２に記載の方法。
【請求項２５】
　前記圧縮ガス容器に穴をあけるステップをさらに含む、
請求項２２に記載の方法。
【請求項２６】
　排除圧力が前記バイアル内の前記液体薬剤にかけられると、フランジブルが破裂するス
テップをさらに含む、
請求項２２に記載の方法。
【請求項２７】
　前記装置から針を伸長するステップをさらに含む、
請求項２２に記載の方法。
【請求項２８】
　前記液体薬剤を、前記針からかつ患者の中に押し出すステップをさらに含む、
請求項２２に記載の方法。
【請求項２９】
　前記圧縮ガス容器の前記中味の余分な部分を抜くステップをさらに含む、
請求項２２に記載の方法。
【請求項３０】
　前記針を前記装置内に後退させるステップをさらに含む、
請求項２２に記載の方法。
【請求項３１】
　前記装置の状況を指示するステップをさらに含む、
請求項２２に記載の方法。
【請求項３２】
　圧縮ガス容器と、
　前記圧縮ガス容器の中味の作動部分を排出するように構成されるアクチュエータと、
　液体薬剤を貯蔵するように構成されるバイアルであって、前記バイアルは、前記アクチ
ュエータの縦軸と非同軸である縦軸を画定し、前記バイアルは、前記ガス容器の前記中味
の前記作動部分に流体結合可能である、バイアルと、
　前記バイアル内を移動するように構成されるピストンであって、前記ピストンは、前記
圧縮ガス容器の前記中身の前記作動部分の排出に応答して、前記液体薬剤を前記バイアル
からかつ一つの針を通して移送するように構成される、ピストンと、
　前記圧縮ガス容器、前記バイアル、および前記ピストンを収納するように構成されるハ
ウジングであって、前記ハウジングは、クレジットカードに近似している長さおよび幅な
らびに１インチ未満の厚さを画定する、ハウジングと、
を備える装置。
【手続補正書】
【提出日】平成19年8月16日(2007.8.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】



(22) JP 2008-520339 A 2008.6.19

　圧縮ガス容器と、
　前記圧縮ガス容器の中味の作動部分を排出するように構成されるアクチュエータと、
　液体薬剤を貯蔵するように構成される複数のバイアルであって、各バイアルは縦軸を画
定し、前記複数のバイアルの前記縦軸は平行でありかつ非同軸であり、前記複数のバイア
ルは、前記ガス容器の前記中味の前記作動部分に流体結合可能である、バイアルと、
　複数のピストンであって、各ピストンは前記複数のバイアルのうち対応するバイアル内
を移動するように構成され、前記複数のピストンは、前記圧縮ガス容器の前記中味の前記
作動部分の排出に応答して、前記液体薬剤を、前記複数のバイアルからかつ一つの針を通
して移送するように構成される、ピストンと、
　前記圧縮ガス容器、前記複数のバイアル、および前記複数のピストンを収納するように
構成されるハウジングと、
を備える装置。
【請求項２】
　圧縮ガス容器と、
　液体薬剤を貯蔵するように構成される複数のバイアルであって、各バイアルは縦軸を画
定し、前記複数のバイアルの前記縦軸は平行でありかつ非同軸であり、前記複数のバイア
ルは、前記圧縮ガス容器の中味の作動部分に流体結合可能である、バイアルと、
　複数のピストンであって、各ピストンは、前記複数のバイアルのうち対応するバイアル
内を移動するように構成され、前記複数のピストンは、前記圧縮ガス容器の前記中味の前
記作動部分の排出に応答して、前記液体薬剤の少なくとも一部分を、前記複数のバイアル
からかつ体内に伸長可能である針を通して移送するように構成される、ピストンと、
を備える装置。
【請求項３】
　前記薬剤の少なくとも一部分を前記複数のバイアルから前記針まで搬送するように構成
される複数のチャネルをさらに備える、
請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記圧縮ガス容器、前記複数のバイアル、および前記複数のピストンを収納するように
構成されるハウジングをさらに備える、
請求項２に記載の装置。
【請求項５】
　前記圧縮ガス容器、前記複数のバイアル、および前記複数のピストンを収納するように
構成されるハウジングをさらに備え、
　前記ハウジングは、クレジットカードに近似している長さおよび幅ならびに１インチ未
満の厚さを画定する、
請求項２に記載の装置。
【請求項６】
　前記圧縮ガス容器、前記複数のバイアル、および前記複数のピストンを収納するように
構成されるハウジングをさらに備え、
　前記ハウジングは、前記針の位置、前記装置の作動状況、および前記液体薬剤の状況の
少なくとも一つを見ることができるように構成される半透明部分を備える、
請求項２に記載の装置。
【請求項７】
　前記圧縮ガス容器、前記複数のバイアル、および前記複数のピストンを収納するように
構成されるハウジングをさらに備え、前記ハウジングは状況インジケータを備える、請求
項２に記載の装置。
【請求項８】
　前記圧縮ガス容器、前記複数のバイアル、および前記複数のピストンを収納するように
構成されるハウジングをさらに備え、
　前記ハウジングはガス逃し口を備える、
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請求項２に記載の装置。
【請求項９】
　前記圧縮ガス容器の前記中味の作動部分を排出するように構成されるアクチュエータを
さらに備える、
請求項２に記載の装置。
【請求項１０】
　前記圧縮ガス容器を穴あけ器に押し込むように構成されるバネ付勢式アクチュエータを
さらに備える、
請求項２に記載の装置。
【請求項１１】
　前記圧縮ガス容器の前記中味の作動部分を排出するように構成される弁をさらに備える
、
請求項２に記載の装置。
【請求項１２】
　前記圧縮ガス容器を貫通するように構成される穴あけ器をさらに備える、
請求項２に記載の装置。
【請求項１３】
　前記圧縮ガス容器の排出された中味を方向づけるように構成されるチャネルをさらに備
える、
請求項２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記複数のピストンをそれぞれ同時に移動させるように構成されるプッシャをさらに備
える、
請求項２に記載の装置。
【請求項１５】
　前記圧縮ガス容器の排出された中味によってかけられる圧力に応答して、前記複数のピ
ストンをそれぞれ同時に移動させるように構成されるプッシャをさらに備える、
請求項２に記載の装置。
【請求項１６】
　前記針を後退させるように構成されるバネをさらに備える、
請求項２に記載の装置。
【請求項１７】
　排除圧力が前記複数のバイアルのうち少なくとも一つのバイアル内の前記液体薬剤にか
けられると破裂するように構成されるフランジブルシールをさらに備える、
請求項２に記載の装置。
【請求項１８】
　前記圧縮ガス容器の前記中味の前記作動部分が誤って排出されないように構成される、
解除可能な作動ロックをさらに備える、
請求項２に記載の装置。
【請求項１９】
　前記圧縮ガス容器の排出された中味を、前記複数のピストンから離れる方向に排気する
ように構成されるガス排気機構をさらに備える、
請求項２に記載の装置。
【請求項２０】
　圧縮ガス容器の中味の作動部分を排出するステップであって、前記圧縮ガス容器は装置
内に収納される、ステップと、
　前記排出作業に応答して、バイアル内でピストンを移動させるステップであって、複数
のバイアルのうち一つの前記バイアルは前記装置内に収納され、各バイアルは液体薬剤を
貯蔵するように構成され、各バイアルは縦軸を画定し、前記複数のバイアルの前記縦軸は
平行でありかつ非同軸であり、前記複数のバイアルは前記ガス容器の中味に流体結合可能
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である、ステップと、
　液体薬剤を前記バイアルからかつ体内に伸長可能である針を通して移送するステップと
、
を含む方法。
【請求項２１】
　前記装置の作動ロックを解除するステップをさらに含む、
請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記排出前に、前記装置内の穴あけ器を作動するステップをさらに含む、
請求項２０に記載の方法。
【請求項２３】
　前記排出前に、前記圧縮ガス容器に穴をあけるステップをさらに含む、
請求項２０に記載の方法。
【請求項２４】
　排除圧力が前記バイアル内の前記液体薬剤にかけられると、フランジブルシールが破裂
するステップをさらに含む、
請求項２０に記載の方法。
【請求項２５】
　前記移送前に、前記装置から針を伸長するステップをさらに含む、
請求項２０に記載の方法。
【請求項２６】
　前記液体薬剤を、前記針からかつ体内に押し出すステップをさらに含む、
請求項２０に記載の方法。
【請求項２７】
　前記移送後に、前記圧縮ガス容器の前記中味の余分な部分を抜くステップをさらに含む
、
請求項２０に記載の方法。
【請求項２８】
　前記移送後に、前記針を前記装置内に後退させるステップをさらに含む、
請求項２０に記載の方法。
【請求項２９】
　前記装置の状況を指示するステップをさらに含む、
請求項２０に記載の方法。
【請求項３０】
　圧縮ガス容器と、
　前記圧縮ガス容器の中味の作動部分を排出するように構成されるアクチュエータと、
　液体薬剤を貯蔵するように構成されるバイアルであって、前記バイアルは、前記アクチ
ュエータの縦軸と非同軸である縦軸を画定し、前記バイアルは、前記ガス容器の前記中味
の前記作動部分に流体結合可能である、バイアルと、
　前記バイアル内を移動するように構成されるピストンであって、前記ピストンは、前記
圧縮ガス容器の前記中身の前記作動部分の排出に応答して、前記液体薬剤を前記バイアル
からかつ一つの針を通して移送するように構成される、ピストンと、
　前記圧縮ガス容器、前記バイアル、および前記ピストンを収納するように構成されるハ
ウジングと、
を備える装置。
【請求項３１】
　ハウジングと、
　前記ハウジング内に設けられる薬剤容器であって、薬剤を収容するように構成される薬
剤容器と、
　前記ハウジング内に設けられかつ前記ハウジング内で前記薬剤容器を移動させるように
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構成されるアクチュエータとを具備し、前記アクチュエータは、
　第１位置および第２位置を有するエネルギー貯蔵部材であって、前記第１位置では、前
記エネルギー貯蔵部材は第１位置エネルギーを有し、前記第２位置では、前記エネルギー
貯蔵部材は前記第１位置エネルギー未満の第２位置エネルギーを有し、前記エネルギー貯
蔵部材は、前記第１位置と前記第２位置との間を移動する際には、前記第１位置エネルギ
ーの一部分を運動エネルギーに変換して、前記ハウジング内で前記薬剤容器を移動させる
ように構成され、前記エネルギー貯蔵部材は、前記薬剤容器の縦軸からオフセットされて
いる縦軸を有する、エネルギー貯蔵部材と、
　前記エネルギー貯蔵部材を前記第１位置から前記第２位置まで選択的に配置させるよう
に構成される解除部材と、
を含む装置。
【請求項３２】
　前記アクチュエータは、前記薬剤容器内でプランジャを移動させて、前記薬剤容器内に
収容される薬剤を放出するようにさらに構成される、
請求項３１に記載の装置。
【請求項３３】
　前記アクチュエータは、前記薬剤容器内でプランジャを移動させて、前記薬剤容器内に
収容される薬剤を放出するようにさらに構成され、前記プランジャは、前記薬剤容器内に
設けられるフランジブルシールを破裂するのに十分な力で移動される、
請求項３１に記載の装置。
【請求項３４】
　前記エネルギー貯蔵部材がガス容器であり、前記ガス容器は、前記ガス容器が前記第１
位置にある場合は第１圧力をおよび前記ガス容器が前記第２位置にある場合は第２圧力を
有するガスを収容するように構成され、前記第２圧力は前記第１圧力より低い、
請求項３１に記載の装置。
【請求項３５】
　前記エネルギー貯蔵部材がガス容器であり、前記ガス容器は、前記ガス容器が前記第１
位置にある場合は第１圧力をおよび前記ガス容器が前記第２位置にある場合は第２圧力を
有するガスを収容するように構成され、前記第２圧力は前記第１圧力より低く、
　前記アクチュエータは、前記ガス容器が前記第２位置にある場合、前記ガス容器の一部
分を貫通するように構成される穴あけ器を含む、
請求項３１に記載の装置。
【請求項３６】
　前記解除部材は、収縮構成および伸張構成を有するバネを含み、前記バネは、前記バネ
が前記収縮構成から前記伸張構成まで移動する場合、前記エネルギー貯蔵部材が前記第１
位置から前記第２位置まで移動されるように、前記エネルギー貯蔵部材を係合するように
構成される、
請求項３１に記載の装置。
【請求項３７】
　それを通してルーメンを画定する針をさらに具備し、前記ルーメンは、前記薬剤容器と
流体連通している、
請求項３１に記載の装置。
【請求項３８】
　前記薬剤容器は、その縦軸に沿って、第１位置と第２位置との間で移動されるように構
成され、前記装置は、それを通してルーメンを画定する針をさらに具備し、前記ルーメン
は、前記薬剤容器がその第１位置にある場合、前記薬剤容器から流体的に分離され、前記
ルーメンは、前記薬剤容器がその第２位置にある場合、前記薬剤容器と流体連通している
、
請求項３１に記載の装置。
【請求項３９】
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　前記アクチュエータは、その縦軸に沿って、第１位置と第２位置との間で前記薬剤容器
を移動させるように構成され、かつ前記エネルギー貯蔵部材は、第１エネルギー貯蔵部材
であり、前記装置は、その縦軸に沿って、前記第２位置と第３位置との間で前記薬剤容器
を移動させるように構成される第２エネルギー貯蔵部材をさらに具備する、
請求項３１に記載の装置。
【請求項４０】
　前記アクチュエータは、その縦軸に沿って、第１位置と第２位置との間で前記薬剤容器
を移動させるように構成され、前記装置は、前記第１位置の前記薬剤容器にバイアスをか
けるように構成されるバイアス部材をさらに具備する、
請求項３３に記載の装置。
【請求項４１】
　前記ハウジングは、ほぼ長方形である、
請求項３１に記載の装置。
【請求項４２】
　前記薬剤容器は、バイアル、アンプルまたはカートリッジのいずれか一つである、
請求項３１に記載の装置。
【請求項４３】
　自動インジェクタのハウジング内に設けられるように構成されるアクチュエータであっ
て、前記アクチュエータは、薬剤容器を前記ハウジングに対して移動させるように構成さ
れ、前記アクチュエータは、
　圧縮ガスを貯蔵するように構成されるガス容器であって、前記ガス容器は、第１位置と
第２位置との間で移動可能である、ガス容器と、
　収縮構成および伸張構成を有するバイアス部材であって、前記バイアス部材は、前記バ
イアス部材が前記収縮構成から前記伸張構成まで移動する場合、前記ガス容器が前記第１
位置から前記第２位置まで移動されるように、前記ガス容器を係合するように構成される
、バイアス部材と、
　前記ガス容器が前記第２位置まで移動する場合、前記ガス容器の一部分を貫通し、それ
によって前記圧縮ガスの一部分を、前記ガス容器から前記ハウジング内に画定されるガス
チャンバ内に放出することができるように構成される穴あけ器であって、前記ガスチャン
バは前記薬剤容器に隣接している、穴あけ器とを含む、
装置。
【請求項４４】
　前記アクチュエータは、第１部分および第２部分を有する可動部材を含み、前記可動部
材の前記第１部分は、前記ガスチャンバの境界の一部分を画定し、前記可動部材の前記第
２部分は、前記薬剤容器に結合される、
請求項４３に記載の装置。
【請求項４５】
　前記アクチュエータは、前記薬剤容器内でプランジャを移動させて、前記薬剤容器内に
収容された薬剤を針を通して放出するようにさらに構成される、
請求項４３に記載の装置。
【請求項４６】
　前記アクチュエータは、第１部分および第２部分を有する可動部材を含み、前記可動部
材の前記第１部分は、前記ガスチャンバの境界の一部分を画定し、前記可動部材の前記第
２部分は、前記薬剤容器内で移動して、前記薬剤容器内に収容される薬剤を針を通して放
出するように構成される、
請求項４３に記載の装置。
【請求項４７】
　前記アクチュエータは、前記バイアス部材を前記収縮構成内に選択的に保持するように
構成される保持器を含む、
請求項４３に記載の装置。
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【請求項４８】
　前記バイアス部材は、コイルバネである、
請求項４３に記載の装置。
【請求項４９】
　前記薬剤容器の縦軸は、前記ガス容器の縦軸からオフセットされている、
請求項４３に記載の装置。
【請求項５０】
　前記薬剤容器は、バイアル、アンプルまたはカートリッジのいずれか一つである、
請求項４３に記載の装置。
【請求項５１】
　ハウジングと、
　前記ハウジング内に移動可能に設けられる薬剤容器と、
　前記ハウジング内に移動可能に設けられるエネルギー貯蔵部材であって、前記エネルギ
ー貯蔵部材は、前記薬剤容器の縦軸からオフセットされている縦軸を有し、前記エネルギ
ー貯蔵部材は、前記エネルギー貯蔵部材が第１位置から第２位置まで移動される場合、前
記薬剤容器を前記ハウジング内で移動させる力を生じるように構成される、エネルギー貯
蔵部材と、
　前記エネルギー貯蔵部材を前記第１位置から前記第２位置まで移動させるように構成さ
れる解除部材と、
を具備する装置。
【請求項５２】
　前記薬剤容器は、前記薬剤容器の前記縦軸にほぼ平行な第１方向に移動するように構成
され、
　前記エネルギー貯蔵部材は、前記エネルギー貯蔵部材の前記縦軸にほぼ平行な第２方向
に、前記第１位置から前記第２位置まで移動するように構成される、
請求項５１に記載の装置。
【請求項５３】
　前記薬剤容器は、第１方向に移動するように構成され、
　前記エネルギー貯蔵部材は、前記第１方向と反対の第２方向に、前記第１位置と前記第
２位置との間を移動するように構成される、
請求項５１に記載の装置。
【請求項５４】
　前記エネルギー貯蔵部材がガス容器であり、前記ガス容器は、前記ガス容器が前記第１
位置にある場合は第１圧力をおよび前記ガス容器が前記第２位置にある場合は第２圧力を
有するガスを収容するように構成され、前記第２圧力は前記第１圧力より低い、
請求項５１に記載の装置。
【請求項５５】
　前記エネルギー貯蔵部材がガス容器であり、前記ガス容器は、前記ガス容器が前記第１
位置にある場合は第１圧力をおよび前記ガス容器が前記第２位置にある場合は第２圧力を
有するガスを収容するように構成され、前記第２圧力は前記第１圧力より低く、前記装置
は、
　前記ガス容器が前記第２位置にある場合、前記ガス容器の一部分を貫通するように構成
される穴あけ器をさらに具備する、
請求項５１に記載の装置。
【請求項５６】
　前記解除部材は、収縮構成および伸張構成を有するバネを含み、前記バネは、前記バネ
が前記収縮構成から前記伸張構成まで移動する場合、前記エネルギー貯蔵部材が前記第１
位置から前記第２位置まで移動されるように、前記エネルギー貯蔵部材を係合するように
構成される、
請求項５１に記載の装置。
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【請求項５７】
　前記薬剤容器内に設けられるプランジャであって、前記エネルギー貯蔵部材によって生
じる前記力は、前記プランジャを前記薬剤容器内で移動させて、前記薬剤容器内に収容さ
れる薬剤を放出するように構成される、プランジャをさらに具備する、
請求項５１に記載の装置。
【請求項５８】
　前記薬剤容器は、第１薬剤容器位置と第２薬剤容器位置との間を前記薬剤容器の前記縦
軸に沿って移動されるように構成され、前記装置は、
　それを通してルーメンを画定する針であって、前記ルーメンは、前記薬剤容器が前記第
１薬剤容器位置にある場合、前記薬剤容器から流体的に分離され、前記ルーメンは、前記
薬剤容器が前記第２薬剤容器位置にある場合、前記薬剤容器と流体連通している、針をさ
らに具備する、
請求項５１に記載の装置。
【請求項５９】
　ハウジングと、
　前記ハウジング内に設けられる薬剤容器と、
　前記ハウジング内に移動可能に設けられる針と、
　前記ハウジング内に移動可能に設けられるエネルギー貯蔵部材であって、前記エネルギ
ー貯蔵部材は、前記針の縦軸からオフセットされている縦軸を有し、前記エネルギー貯蔵
部材は、前記エネルギー貯蔵部材が第１エネルギー貯蔵位置から第２エネルギー貯蔵位置
まで移動される場合、前記ハウジング内の前記針を第１針位置から第２針位置まで移動さ
せる力を生じるように構成される、エネルギー貯蔵部材と、
を具備し、
　前記針は、前記針が前記第２針位置にある場合、前記薬剤容器と流体連通している、
装置。
【請求項６０】
　前記針は、前記針の前記縦軸にほぼ平行な第１方向に、前記第１針位置と前記第２針位
置との間を移動するように構成され、
　前記エネルギー貯蔵部材は、前記エネルギー貯蔵部材の前記縦軸にほぼ平行な第２方向
に、前記第１エネルギー貯蔵位置と前記第２エネルギー貯蔵位置との間を移動するように
構成される、
請求項５９に記載の装置。
【請求項６１】
　前記針は、第１方向に、前記第１針位置と前記第２針位置との間を移動するように構成
され、
　前記エネルギー貯蔵部材は、前記第１方向と反対の第２方向に、前記第１エネルギー貯
蔵位置と前記第２エネルギー貯蔵位置との間を移動するように構成される、
請求項５９に記載の装置。
【請求項６２】
　前記エネルギー貯蔵部材がガス容器であり、前記ガス容器は、前記ガス容器が前記第１
エネルギー貯蔵位置にある場合は第１圧力をおよび前記ガス容器が前記第２エネルギー貯
蔵位置にある場合は第２圧力を有するガスを収容するように構成され、前記第２圧力は前
記第１圧力より低い、
請求項５９に記載の装置。
【請求項６３】
　前記エネルギー貯蔵部材を、前記第１エネルギー貯蔵位置から前記第２エネルギー貯蔵
位置まで移動させるように構成される解除部材をさらに具備する、
請求項５９に記載の装置。
【請求項６４】
　収縮構成および伸張構成を有するバネであって、前記バネは、前記バネが前記収縮構成
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から前記伸張構成まで移動する場合、前記エネルギー貯蔵部材が前記第１エネルギー貯蔵
位置から前記第２エネルギー貯蔵位置まで移動されるように、前記エネルギー貯蔵部材を
係合するように構成される、バネをさらに具備する、
請求項５９に記載の装置。
【請求項６５】
　前記針の末端部分は、前記針が前記第１針位置にある場合、前記ハウジング内に設けら
れ、かつ
　前記針の前記末端部分は、前記針が前記第２針位置にある場合、前記ハウジングの外部
に設けられる、
請求項５９に記載の装置。
【請求項６６】
　前記針は、前記針が前記第１針位置にある場合、前記薬剤容器から流体的に分離される
、
請求項５９に記載の装置。
【請求項６７】
　前記薬剤容器は、前記ハウジング内に移動可能に設けられる、
請求項５９に記載の装置。
【請求項６８】
　ハウジングと、
　前記ハウジング内に設けられる薬剤容器と、
　第１端部分および第２端部分を有するプランジャであって、前記プランジャの前記第１
端部分は、前記薬剤容器内に設けられ、前記プランジャの前記第２端部分および前記ハウ
ジングは、ガスチャンバを一括して画定し、前記プランジャは、第１プランジャ位置から
第２プランジャ位置まで、前記薬剤容器内で第１方向に移動するように構成される、プラ
ンジャと、
　前記ハウジング内に設けられるガス容器であって、前記ガス容器は、第１ガス容器位置
から第２ガス容器位置まで第２方向に移動するように構成され、前記第２方向は前記第１
方向と反対であり、前記ガス容器は、前記第１ガス容器位置から前記第２ガス容器位置ま
で移動される際には、ガスを前記ガスチャンバ内に放出して、前記プランジャを前記第１
プランジャ位置から前記第２プランジャ位置まで移動させるように構成される、ガス容器
と、
　前記ガス容器を前記第１ガス容器位置から前記第２ガス容器位置まで選択的に配置する
ように構成される解除部材と、
を具備する装置。
【請求項６９】
　前記ガス容器は、前記プランジャの縦軸からオフセットされている縦軸を画定する、
請求項６８に記載の装置。
【請求項７０】
　前記第１方向は、前記プランジャの縦軸にほぼ平行であり、
　前記第２方向は、前記ガス容器の縦軸にほぼ平行である、
請求項６８に記載の装置。
【請求項７１】
　前記ガス容器は、前記プランジャの縦軸からオフセットされている縦軸を画定し、
　前記第１方向は、前記プランジャの前記縦軸にほぼ平行であり、
　前記第２方向は、前記ガス容器の前記縦軸にほぼ平行である、
請求項６８に記載の装置。
【請求項７２】
　前記プランジャの前記第１端部分は、前記プランジャが前記第１プランジャ位置から前
記第２プランジャ位置まで移動される場合、前記薬剤容器内に収容される薬剤を放出する
ように構成される、
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請求項６８に記載の装置。
【請求項７３】
　前記薬剤容器は、前記ハウジング内に移動可能に設けられる、
請求項６８に記載の装置。
【請求項７４】
　前記ガス容器が前記第２ガス容器位置にある場合、前記ガス容器の一部分を貫通するよ
うに構成される穴あけ器をさらに具備する、
請求項６８に記載の装置。
【請求項７５】
　前記解除部材は、収縮構成および伸張構成を有するバネを含み、前記バネは、前記バネ
が前記収縮構成から前記伸張構成まで移動する場合、前記ガス容器が前記第１ガス容器位
置から前記第２ガス容器位置まで移動されるように、前記ガス容器を係合するように構成
される、
請求項６８に記載の装置。
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