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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数チャンバ注射器であって、
　互いに平行に及び中心軸に平行に配備された３つ以上のチャンバと、
　前記３つ以上のチャンバのそれぞれと関連されるプランジャーと、
　出口本体であって、前記出口本体の少なくとも一部分が、前記中心軸の周りに回転して
、出口を前記３つ以上のチャンバの１つと流体連通して位置付ける一方で、他のチャンバ
からの流体の放出をブロックするように、前記３つ以上のチャンバに回転可能に接続され
た、出口本体と、を備え、
　前記３つ以上のチャンバのうち２つ以上が、同じ医学的状態を治療するために共に使用
可能である異なる薬品を含有するとともに、
　前記出口を取り外し可能に覆う蓋を更に備え、前記蓋が、スポンジおよび１つ以上の針
のための収納部を備える、
複数チャンバ注射器。
【請求項２】
　第４のチャンバを更に備え、前記第４のチャンバは、その他の前記３つ以上のチャンバ
に平行に及び前記中心軸に平行に配備され、エピネフリンを含有する、請求項１に記載の
注射器。
【請求項３】
　前記３つ以上のチャンバの１つ以上の容積が、約１ｍＬから約１４０ｍＬである、請求
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項１または２に記載の注射器。
【請求項４】
　前記３つ以上のチャンバが、材料の単一の部分から形成される、請求項１または２に記
載の注射器。
【請求項５】
　前記３つ以上のチャンバが、材料の２つ以上の部分から形成され、前記３つ以上のチャ
ンバが、前記出口本体への取り付けによって互いに対して適所に固定される、請求項１ま
たは２に記載の注射器。
【請求項６】
　前記出口本体が、ただ１つの出口を有する、請求項１または２に記載の注射器。
【請求項７】
　前記出口本体が、前記３つ以上のチャンバに固定して取り付けられた第１の部分と、前
記第１の部分に回転可能に結合された及び前記中心軸の周りに前記第１の部分に対して回
転するように構成された第２の部分と、を有する、請求項１または２に記載の注射器。
【請求項８】
　前記出口が、中空針を備える、請求項１または２に記載の注射器。
【請求項９】
　前記出口が、ルアーコネクタを備える、請求項１または２に記載の注射器。
【請求項１０】
　前記医学的状態が、アレルギー反応であり、第１のチャンバが、エピネフリンを含有し
、第２のチャンバが、抗ヒスタミン剤を含有し、第３のチャンバが、コルチコステロイド
を含有する、請求項１に記載の注射器。
【請求項１１】
　第４のチャンバが、エピネフリンを含有する、請求項１０に記載の注射器。
【請求項１２】
　前記抗ヒスタミン剤が、ジフェンヒドラミンを含む、請求項１０に記載の注射器。
【請求項１３】
　前記コルチコステロイドが、デキサメタゾン、メチルプレドニゾロン、または両方を含
む、請求項１０に記載の注射器。
【請求項１４】
　前記医学的状態が、心臓発作であり、第１のチャンバが、抗不整脈薬を含有し、第２の
チャンバが、昇圧剤を含有し、第３のチャンバが、ｐＨ昇降剤を含有する、請求項１に記
載の注射器。
【請求項１５】
　前記抗不整脈薬が、リドカインを含む、請求項１４に記載の注射器。
【請求項１６】
　前記昇圧剤が、ノルエピネフリンを含む、請求項１４に記載の注射器。
【請求項１７】
　前記ｐＨ昇降剤が、重炭酸ナトリウムを含む、請求項１４に記載の注射器。
【請求項１８】
　前記プランジャーのうちの少なくとも１つの不慮の動作を防止するためのプランジャー
ロックを更に備える、請求項１または２に記載の注射器。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　薬品の注射は、患者の血流に直接的に薬剤を送り届けるための効果的な技法である。し
かしながら、従来の注射器や他の注射デバイスは、使用することが困難であり得、特に、
緊急の医学的状態が、迅速な治療の利益を享受するときに、薬品を送り届けるための使用
には不便であり得る。したがって、改良された注射デバイスの必要性がある。
【０００２】
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関連出願の相互参照
　この出願は、２０１３年３月１５日に出願され、「Ｍｕｌｔｉ－Ｃｈａｍｂｅｒ　Ｉｎ
ｊｅｃｔｉｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅ」と題された同時係属の米国仮特許出願第６１／８０１，
２７５号の利益を主張するものである。米国仮特許出願第６１／８０１，２７５号は、そ
れの全体が参照によって本明細書に組み込まれる。
【発明の概要】
【０００３】
　この発明の概要は、発明を実施するための形態において以下に更に説明される簡略化さ
れた形態における概念の選択を導入するために提供される。この発明の概要は、特許請求
される主題の重要な特徴または本質的な特徴を特定することを意図されるものでもないし
、特許請求される主題の範囲を限定するために使用されることを意図されるものでもない
。
【０００４】
　複数チャンバ式の注射デバイスは、複数の注射器を含む。複数の注射器は、円形、線形
、または他の形態に配列され得る。いくつかの実施態様において、針、ポート、または類
似のものが、ただ１つの注射器が内容物を送り届けることを可能にする構成において、他
の注射器がそれらのそれぞれの内容物を送り届けることをブロックされる間に、全ての注
射器によって共有され得る。複数チャンバ式の注射デバイスのチャンバの１つ以上は、薬
剤を予め充填され得る。異なる薬剤が、異なるチャンバの中に充填されてもよい。薬剤は
、同じ医学的状態を治療するために選択され得る。
【０００５】
　発明を実施するための形態が、添付の図面を参照して説明される。図面において、参照
番号の（複数の）最も左の桁は、図面であって、その図面において参照番号が最初に現わ
れる図面を特定する。異なる図面における同じ参照番号の使用は、類似または同一の項目
を示す。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１Ａ】複数チャンバのある注射デバイスの等角図を示す。
【図１Ｂ】図１Ａの複数チャンバのある注射デバイスの分解等角図を示す。
【図２】異なる視点から図１Ａの複数チャンバのある注射デバイスの分解等角図を示す。
【図３】プランジャー安全ロックを備える複数チャンバのある注射デバイスの側面図を示
す。
【図４】プランジャー安全ロック及び切り込み形の出口を備える複数チャンバのある注射
デバイスの分解等角図を示す。
【図５】短い複数チャンバのある注射デバイスの等角図を示す。
【図６】カバーを有する複数チャンバのある注射デバイスの分解等角図を示す。
【図７】注射デバイスのある実施形態の側面図を示しており、それにおいて、複数の別個
の注射器が１つの容器内に収められている。
【図８】異なる視点からの図７の注射デバイスの分解等角図を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　時間は、一定の医学的状態に対応するのに重大である。例えば、アナフィラキシーショ
ックに苦しんでいる患者は、反応が始まった直後に薬が送り届けられることを必要とし得
る。多くの場合、特に、緊急の医学的状態において、薬を投与する人間は、訓練された医
学の専門家ではない。なおその上に、訓練された医学の専門家の場合でさえも、必要な薬
剤や器具が１つの場所に位置していない場合、必要な道具や薬を集める貴重な時間を使用
する可能性がある。それ故、使用することが簡単である単一のデバイスにおいて複数の薬
を組み合わせることは、生命を脅かす医学的状態、例えばアナフィラキシーなどの治療の
ためにかなりの利益をもたらす。
【０００８】
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　この出願は、ユーザが、複数の量の同じまたは異なる内容物を投与することを可能にす
る注射デバイスを説明する。注射デバイスは、患者に内容物を投与する前に内容物を保持
するための複数のチャンバを有し得る。チャンバは、注射器の胴部と同じであってもよい
し、あるいはその胴部に類似してもよい。それ故、チャンバは、一般に円筒形であり得、
各チャンバは、力がプランジャーの端部に加えられるときに、チャンバの内容物を押し出
すためにプランジャーと関連され得る。注射デバイスは、一般に円形のパターンで中心軸
の周りに配備された複数のチャンバを有し得る。例えば、３つのチャンバを備える注射デ
バイスが、三角形に配備されたチャンバを有してもよい。４つのチャンバを備える注射デ
バイスが、四角形に配備されたチャンバを有してもよい。５つのチャンバを備える注射デ
バイスが、五角形に配備されたチャンバを有してもよい、等である。他の実施態様におい
て、チャンバは、一列にまたは異なる配置に配備されてもよい。ある実施態様において、
複数の別個の注射デバイスが、共有された筺体内に収納されてもよい。注射デバイスの例
は、添付の図面を参照して本明細書において一般的に説明される。
【０００９】
　図１Ａ、１Ｂ、及び２～４を参照して、ある実施態様例において、注射デバイス１００
が、チャンバ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、．．．、１０２ｎの１つ以上を有しており
、各チャンバ１０２が、ユーザに近い近位端１０４、患者に近い遠位端１０６、及びその
中に予め充填された内容物を有し得るチャンバ空洞１０８を有する。注射デバイス１００
が、４つのチャンバ１０２を備えて示されるが、注射デバイス１００は、より多いかより
少ない数のチャンバ１０２を有してもよい。注射デバイス１００は、チャンバ１０２の１
つ以上の既に内側の内容物を用いて準備され得、ユーザに提示され得る。チャンバ１０２
は、一般的に円筒形であり得、各チャンバは、力がプランジャーの端部に加えられるとき
にチャンバ１０２の内容物を押し出すためにプランジャー１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｃ
、．．．、１１０ｎと関連され得る。内容物は、固体、気体、または流体であり得る。内
容物は、単一の化合物または複数の化合物の組成を含有してもよい。内容物は、薬、また
は例えば生理食塩水もしくは水などの他の薬ではない内容物であり得る。複数のチャンバ
１０２のそれぞれは、同じまたは異なる内容物を含有してもよい。いくつかの実施態様に
おいて、２つ以上のチャンバ１０２は、他のチャンバ１０２が、１つ以上の異なる内容物
を含有する間に、同じ内容物を含有してもよい。同じ内容物をより多くのチャンバ１０２
に提供することは、冗長性をもたらし、ユーザが、１つのチャンバ１０２の内容物の投与
が失敗した場合に「再度試す」ことを可能にする。例えば、これは、注射デバイス１００
でのまたは注射デバイス１００の使用での失敗がある場合において、予備機能を提供する
ことができる。チャンバ１０２の１つ以上が予め充填されるときに、予め充填されない１
つ以上の他のチャンバ１０２がまたあり得る。空のチャンバ１０２は、存在する場合、未
使用のままであってもよい（例えば、注射デバイス１００が、４つのチャンバ１０２を有
するものの、３つだけが特定の用途に必要とされる）、または空のチャンバ１０２は、使
用の時にもしくは使用の直前にユーザによって充填されてもよい。
【００１０】
　ある態様において、注射デバイス１００は、特定の医学的必要性を取り扱うために共に
使用されることを意図された薬品を予め充填されたチャンバ１０２を有してもよい。例え
ば、強いアレルギー反応、例えばアナフィラキシーなどの治療は、エピネフリン（アドレ
ナリン）、抗ヒスタミン剤、及び必要ならばステロイドの注射によって対処され得る。注
射デバイス１００の第４のチャンバ１０２は、別の投与量のエピネフリンを予め充填され
てもよい。抗ヒスタミン剤は、ジフェンヒドラミンまたは類似の抗ヒスタミン剤であり得
る。ステロイドは、限定されるものではないが、コルチゾン、プレドニゾン、メチルプレ
ドニゾロン（メドロール）、及びデキサメタゾン（デカドロン）を含むコルチコステロイ
ドであり得る。この実施態様において、注射デバイス１００のチャンバ１０２内の薬品の
それぞれは、同じ医学的状態、すなわち、アレルギー反応の治療に関連する。１つの注射
デバイス１００に複数の薬品を備え付けることは、様々な抗アレルギー療法、すなわち、
アナフィラキシーの場合、素早い作用／短い持続期間、（エピネフリン）、中間の作用／
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中間の持続期間（抗ヒスタミン剤）から活動度の最長の攻撃作用／最大の持続期間（コル
チコステロイド）までを提供することができる。この構成は、単一のデバイスにおいて共
に重症のアレルギー反応の異なる態様を治療するのに適した異なる薬品を配置する。それ
故、アドレナリンは、反応が始まった後に即時に投与され得、抗ヒスタミン剤は、患者が
最初に安定した後に投与され得、コルチコステロイドは、専門家の医療手当を受けること
に長期の遅延がある場合に投与され得る。
【００１１】
　更なる例として、注射デバイス１００は、心拍停止に苦しんでいる患者のために使用さ
れ得る。心拍停止を治療するためにチャンバ１０２の中に充填される薬剤は、抗不整脈薬
（例えば、リドカイン）、昇圧剤（例えば、ノルエピネフリン）、及び／またはｐＨ昇降
剤（ｅｌｅｖａｔｏｒ）（例えば、重炭酸ナトリウム）であり得る。アレルギー反応及び
心拍停止は、開示された複数チャンバ式の注射デバイス１００を用いて治療され得る医学
的必要性の単に２つの非限定例である。
【００１２】
　チャンバ１０２の内容物は、患者に連続的に投与されてもよい。この投与は、高速で連
続的であってもよいし、または遅らされてもよく、また、後続の薬品が、前の投与された
薬品または複数薬品に対する患者の反応に基づいて投与されてもよい。チャンバ１０２の
内容物は、針を用いて筋肉内にまたは皮下に投与されてもよい。チャンバ１０２の内容物
は、注射または点滴を通して投与されてもよい。患者の分泌系への注射は、チャンバ１０
２の内容物、例えば薬などが、血流に迅速に移動させられることを可能にする。チャンバ
１０２の内容物はまた、針を用いてまたはステントへの結合を用いて静脈内に投与されて
もよい。内容物はまた、注射デバイスに接合された適切な先端部で鼻腔内に投与されても
よい。
【００１３】
　チャンバ１０２の２つ以上は、同じまたは異なる容積を有し得る。いくつかの実施態様
において、１つ以上のチャンバ１０２の容積は、約１ｍＬであり得る。他の実施態様にお
いて、１つ以上のチャンバ１０２の容積は、約１０ｍＬであり得る。他の実施態様におい
て、チャンバ１０２の１つ以上の容積は、約１４０ｍＬであり得る。ある実施形態によれ
ば、１つ以上のチャンバの容積は、約１ｍＬから約１４０ｍＬまでであり得る。容積は、
特定の医学的状態の治療に適した薬剤の既知の量に基づいて選択され得る。
【００１４】
　同じ内容物を複数の異なるチャンバ１０２に分けることは、投与量の簡単な調整を可能
にし得る。換言すると、それは、ユーザが、第１のチャンバ１０２の内容物を完全に分注
することを簡単にさせ得、次いで、必要ならば、チャンバ１０２の内容物を部分的に分注
した後にチャンバ１０２の残りの内容物を分注することを続けるのではなくて、第２のチ
ャンバ１０２の内容物全体を使用してもよい。注射デバイスは、任意の数のチャンバ１０
２を有し得るので、様々な量または投与量が、容易に達成され得る。
【００１５】
　ある実施形態によれば、出口本体１１２は、チャンバ１０２の遠位端１０６に接続され
る。ある実施形態によれば、出口本体１１２は、チャンバ１０２と直接接触した固定本体
１１４と、固定本体１１４に移動可能に接続されるまたは固定本体１１４と接触した回転
可能な本体１１６と、を含む。各チャンバ１０２の遠位端１０６は、例えばスナップフィ
ットまたはねじ適合接続（図示しない）によって、固定本体１１４に結合され得る。他の
実施形態において、注射デバイス１００は、チャンバ１０２の遠位端１０６が固定本体１
１４に融合されるように製造されてもよい。各チャンバ１０２の遠位端１０６は、各チャ
ンバ１０２の遠位端１０６が、図２に示されるように、開口２０２ａ、２０２ｂ、２０２
ｃ、．．．、２０２ｎと連通するように、固定本体１１４に接続されてもよい。出口本体
１１２の回転可能な本体１１６は、回転可能な本体１１６の回転によって固定本体１１４
における開口２０２と整列され得る１つ以上の出口１１８を含み得る。一定の実施形態に
よれば、出口１１８は、図１Ｂに示されるように円形穴の形状に、または図４に示される
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ような切り込みの形態にあってもよい。勿論、他の形状が使用され得る。一定の実施形態
によれば、各開口２０２は、開口シール２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃ、．．．、２０８
ｎによって取り囲まれ得、開口２０２と出口１１８との間の密な接続を確保することに役
立つ。他の実施形態において、図３及び４に示されるように、出口１１８は、出口シール
３０２によって取り囲まれ得、開口２０２と出口１１８との間の密な接続を確保する。出
口１１８は、中空針、例えば皮下針などに接続される穴であり得る。いくつかの実施態様
において、出口１１８は、コネクタ２０４、例えば先細コネクタまたはロックするコネク
タなどを含み得る。コネクタ２０４は、チャンバ１０２とコネクタ２０４の他端に結合さ
れた物体（例えば、皮下針またはチューブなど）との間の液密シールを形成し得る。その
ようなコネクタ２０４の例は、ルアー先細コネクタ、ルアーロックコネクタ、及びルアー
スリップコネクタを含む。コネクタ２０４の他端は、対応する（例えば、メス）コネクタ
を用いて針に結合されてもよい。あるいは、コネクタ２０４の他端が、カテーテルまたは
ステントに結合されてもよい。
【００１６】
　いくつかの実施態様において、複数のチャンバ１０２によって共有される単一の出口１
１８があり得る。薬剤を含み得るチャンバ１０２は、注射デバイス１００の一部分（例え
ば、回転可能な本体１１６）を回転するか滑らせることによって出口１１８と連通し得る
か出口１１８と接触し得る。回転は、チャンバ１０２の遠位端１０６に位置する固定本体
１１４に対して回転可能な本体１１６を移動することによって実現され得る。活性化は、
ユーザが、２箇所において注射デバイス１００を握って、彼女の手を異なる方向に、洗面
タオルを環状にするようにねじることによって実行され得る。いくつかの実施態様におい
て、どのチャンバ１０２がそれの内容物を放出するかという選択は、ばねまたは複雑で潜
在的に誤り易い機械的デバイスを要求しないこの単純な機構によって実行され得る。例え
ば、４つのチャンバ１０２を備える注射デバイス１００は、単一の出口１１８（または針
－図示しない）が４つのチャンバ１０２の１つと整列されるように、回転され得る。他の
３つのチャンバ１０２は、他のチャンバ１０２の遠位端１０６をブロックする回転可能な
本体１１６に起因して、それらの内容物を放出することが防止され得る。チャンバ１０２
のそれぞれはまた、独立したプランジャー１１０と関連され得る。それ故、デバイスの一
部分として、出口１１８が４つのチャンバ１０２のそれぞれと整列され得、次いで、それ
ぞれのチャンバ１０２の内容物が分注され得るように、回転される。
【００１７】
　注射デバイス１００のチャンバ１０２は、別個に形成され得、筺体、留め具、または他
の機構を通して互いと関連され得る。あるいは、複数のチャンバ１０４が、材料（例えば
、プラスチック、ガラス、鋼等）の単一の部分から形成されてもよい。２つのチャンバ１
０２は、２つの円筒形チューブを備える材料の単一の部分として形成されてもよい。同様
に、３つのチャンバ１０２が、それの内部に３つの円筒形チューブを有する概ね三角形状
の構成に形成されてもよい。図１Ａに示されるように、チャンバ１０２は、円形の構成に
あってもよい。例えば、６つのチャンバを備える注射デバイス１００は、回転装置の円筒
に外観が類似して中心軸の周りに円形に配備された６つの円筒を備える材料の単一の部分
から形成されたチャンバ１０２を有してもよい。
【００１８】
　一まとまりにされたチャンバ１０２は、共有される出口１１８（例えば、回転可能な穴
もしくはスロット）と共に、またはそれ自体の出口１１８を有する各チャンバ１０２と共
に、使用され得る。各チャンバ１０２がそれ自体の出口１１８を有する構成では、例えば
針などの出口１１８への取り付け物は、簡単で干渉の無い動きを可能にする構成に置かれ
得る。
【００１９】
　図３に示されるように、いくつかの実施形態において、注射デバイス１００は、各チャ
ンバ１０２のために、プランジャー安全ロック３０４ａ、３０４ｂ、．．．及び３０４ｎ
を含み得、それは、各プランジャー１１０ａ、１１０ｂ、．．．及び１１０ｎが押し下げ
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られることを防止して、それ故、（複数の）チャンバ１０２の任意の内容物の早期排出を
防止する。ある実施形態によれば、プランジャー安全ロック３０４は、例えば、スナップ
式の除去によって除去され得る。
【００２０】
　図４は、切り込みとして形成された出口１１８を示す。図４はまた、この実施形態例に
おいて４つのプランジャー１１０のそれぞれに適用されるプランジャー安全ロック３０４
の別の図を提供する。くぼみまたは穴４０２が、回転可能な本体１１６の中心にまたはそ
の中心近くに置かれ得、注射デバイス１００の中心軸の周りの回転を容易にする。
【００２１】
　図５に示されるように、いくつかの実施態様において、チャンバ１０２は、注射デバイ
ス１００の全体の長さを短くする一方で、同じ容積のチャンバ１０２を維持するために、
標準の注射器よりも大きな直径を用いて短くしてもよい。これは、より小型で可搬可能な
注射デバイス１００の創出を可能にし得る。同様に、注射デバイス１００上の針（図示し
ない）はまた、可搬性を向上させるために標準の針よりも短くてもよい。注射デバイス１
００は、コネクタ、例えば図２に示されるコネクタ２０４などに結合される短くされた針
５００と共に示される。ある実施形態によれば、注射デバイス１００のチャンバ１０２は
また、材料の同じ部分から形成されてもよい。所与の医学的状態を治療するために選択さ
れる予め充填された薬と共に潜在的に異なる内容物の複数の注射物を送り届けることを可
能にする注射デバイス１００は、注射器や薬剤の大きな選択が、容易に利用できない可能
性がある現場または可動性用途によく適している。注射デバイス１００は、医学の専門家
ではないものが、それぞれのチャンバ１０２の内容物と、その内容物を患者に投与する適
切な順序を容易に理解することができるように、明確にラベル付けされ得る。
【００２２】
　強いアレルギー反応がある患者を治療する例に戻って、薬剤の便利で高速な分注もまた
可能にする単一のデバイスにグループ化されたアレルギー反応の即時の、中期の、及び長
期の治療のための必要な薬を有することは、利便性、使用の容易さ、及び簡単さに起因し
て、強いアレルギー反応を治療するための既存のデバイスや技法を超えるかなりの利益を
もたらす。
【００２３】
　針を含む注射デバイス１００の実施態様は、針の汚染や針刺しを減らすための設計から
の利益を享受する。汚染や針刺しを防止するための使用前の針の被覆が、望ましいであろ
う。後続の針刺しを防止するための使用後の針の位置決め、配向調整、及び／または覆い
もまた、望ましいであろう。
【００２４】
　図６は、１つ以上の予備の針６０２を含有し得る及び出口（図示しない）に取り付けら
れた針６０２を覆う、及び／またはチャンバ１０２の開口（図示しない）の１つ以上を覆
う保護蓋６００を含む注射デバイス１００のある実施形態を示す。摩擦適合、ねじ込み結
合、または他の機構が、保護蓋６００を注射デバイス１００に結合するために使用されて
もよい。ある実施形態において、保護蓋６００は、固定本体１１４に結合してもよい。保
護蓋６００は、注射デバイス１００が、チャンバ１０２を有するのと同じ数の針６０２を
含有し得る。ある実施態様において、針６０２は、摩擦適合受け口６０４への針６０２の
先端の挿入によって保護蓋６００内に保持されてもよい。使用した針はまた、摩擦適合受
け口６０４の中への配置によって収納されてもよい。
【００２５】
　一実施態様において、保護蓋６００は、スポンジ６０６を含有してもよい。スポンジ６
０６は、無菌であり得、なおその上に、また、洗浄剤を含浸されてもよい。洗浄剤の一例
は、殺菌剤、例えばアルコールなどである。スポンジ６０６は、スポンジカバー（図示し
ない）によって保護されてもよい。スポンジカバーは、単一もしくは多層箔及び／または
ポリマーの積層から作られ得る。注射デバイス１００は、スポンジ６０６を覆う切り離し
箔型の防水／防湿材で構成され得る。防御材は、アルコールまたは他の殺菌剤の蒸発を防
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止し得、注射デバイスの他の部分のためのプランジャーの上への消毒剤の漏出を防止する
。注射の前に、ユーザは、カバーを取り外し得、スポンジ６０６を使用し得、スポンジ６
０６に含有される消毒剤を使用して注射の前に皮膚表面を消毒し得る。これは、複数チャ
ンバ式の注射デバイス自体と同じ筺体内で皮膚表面を消毒するための装置を含むことによ
って注射デバイス１００の利便性を更に増加させる。
【００２６】
　注射デバイス１００は、種々の方法を用いて使用され得る。例えば、チャンバ１０２の
１つの内容物の投与が、即時に必要であるとき、内容物は、注射部位を準備せずに、（例
えば、筋肉内注射によって）投与されてもよい。その初期治療が患者を安定にさせた場合
、注射部位は、他のチャンバ１０２の１つの内容物の後続の投与の前に洗浄され得る。洗
浄は、一体化されたスポンジ６０６によって、あるいは注射デバイス１００と必ずしも一
体化されない殺菌剤または他の洗剤の供給源を用いて、実行され得る。それ故、第１のチ
ャンバ１０２の内容物の投与は、その部位を洗浄すること無く行われ得、次いで、第２の
チャンバ１０２及び任意の追加チャンバ１０２の内容物の投与が、洗浄後及び／または注
射部位に対して殺菌剤を適用した後に、実行され得る。
【００２７】
　図７及び８は、注射デバイス１００のある実施形態を示しており、それにおいて、複数
の別個の注射器７００ａ、７００ｂ、７００ｃ、．．．、７００ｎが、１つの容器７０２
内に収められている。別個の注射器７００のそれぞれは、上記したように、内容物（例え
ば、薬剤、生理食塩水等）を予め充填され得る。注射器７００のそれぞれはまた、ユーザ
に予め充填された内容物の投与の適切な順序を示すために、文字、数字、色または他の技
法の使用を通して明確にラベル付けされ得る。例えば、注射器７００は、それぞれの注射
器７００の予め充填された内容物を示す異なる色のプランジャー１１０を有してもよい。
容器７０２は、注射器７００の使用のための追加指示を含み得る。注射器７００のそれぞ
れは、注射器７００が容器７０２内に収納されるときに、注射器７００のそれぞれのチャ
ンバ１０２に取り付けられた針６０２を有してもよい。針６０２は、チャンバ１０２の内
容物と流体連通し得、または針６０２は、注射器が、チャンバ１０２に横付けて回転され
ることを可能にするピボット７０６上で注射器７００に取り付けられ得る。ピボット７０
６は、針６０２がチャンバ１０２に横付けて回転されるときに、針６０２と注射器７００
との間の流体連通を壊し得る。ある実施態様において、針６０２は、ピボット７０６（図
示しない）無しで、チャンバ１０２の遠位端１０６上の開口２０２に直接的に接続されて
もよい。
【００２８】
　容器７０２は、無菌環境において注射器７００及び任意の取り付けられた針６０２を完
全に取り囲み得る。図８に示されるように、容器７０２は、ヒンジ（図示しない）によっ
てベース８１０に接続された、または任意の他の技法によって接続された、ベース８１０
から完全に取り外し可能な蓋８０４を有してもよい。いくつかの実施態様において、共に
嵌合する蓋及びベース８１０の端部は、シールを含み得、容器７０２の内側の無菌状態を
維持する。容器７０２はまた、容器７０２内の適所に注射器７００を保持するホルダー７
１２を含み得る。ホルダー７１２は、ベース７１０の一部分に接合されてもよいし、また
はベース７１０の一部分であってもよい。ある実施態様において、ホルダー７１２は、容
器内に装着される注射器７００を注射器７００の長さの次元で互いに平行に保ち得る。他
の実施態様において、複数の注射器７００は、ホルダー７１２によって容器７０２内に線
形または円形に装着されてもよい。
【００２９】
結論
　出願は、特定の構造上の特徴、化合物／組成物、及び／または方法論的な動作を有する
実施態様を説明するが、特許請求の範囲は、説明された特定の特徴または動作に必ずしも
限定されないことが理解されることになる。むしろ、特定の特徴及び動作は、出願の特許
請求の範囲内にある単に例示的ないくつかの実施態様に過ぎない。
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