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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　システムであって、
　第１の本体と、前記第１の本体から突出する複数のフィンガとを備えるバイアル安定化
装置ベースであって、前記複数のフィンガは、前記第１の本体の周りに環状に配設される
、バイアル安定化装置ベースと、
　医療バイアルに固定されるように構成され、第２の本体と、前記第２の本体から突出す
る複数のアームとを備えるバイアルアダプタであって、前記第２の本体は、通路を画定す
る、バイアルアダプタと
を備え、
　前記バイアル安定化装置ベースの前記複数のフィンガは、バイアルを受け入れるように
構成された第１のシートと、前記バイアルアダプタを受け入れるように構成された第２の
シートとを有するソケットを画定することを特徴とするシステム。
【請求項２】
　前記第２の本体から突出する前記複数のアームは、バイアルと係合するように構成され
ることを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記第２の本体から突出する前記複数のアームは、弾性的に変形可能であることを特徴
とする請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
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　前記第２の本体から突出する前記複数のアームは、前記バイアルとのスナップ嵌合を形
成するように構成された、傾斜した表面を備えることを特徴とする請求項２に記載のシス
テム。
【請求項５】
　前記バイアルアダプタは、第１のサイズを有するバイアルを、第２のサイズを有するバ
イアルに取り付けるように構成された閉鎖式システム移送デバイスに取り付けることを可
能にするように構成されることを特徴とする請求項２に記載のシステム。
【請求項６】
　前記第１のサイズは、前記第２のサイズより小さいことを特徴とする請求項５に記載の
システム。
【請求項７】
　前記第１の本体から突出する前記複数のフィンガは、バイアルを把持するように構成さ
れた第１の把持隆起部と、前記バイアルアダプタを把持するように構成された第２の把持
隆起部とを備えることを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記第１の把持隆起部および前記第２の把持隆起部の各々は、前記第１の本体から突出
する前記複数のフィンガの少なくとも１つから径方向に内方向に延びることを特徴とする
請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記第１の把持隆起部は、前記第２の把持隆起部に対してさらに径方向に内方向に配置
されることを特徴とする請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記第１の本体から突出する前記複数のフィンガは、弾性的に変形可能であることを特
徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記バイアルアダプタは、前記第２の本体から径方向に延び、かつバイアルと係合する
ように構成された、少なくとも１つの保持タブをさらに備えることを特徴とする請求項１
に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記第１の本体から突出する前記複数のフィンガは、前記第１の本体の円周縁から径方
向に内方向に離間されることを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
　バイアル安定化装置ベースとバイアルアダプタの組立体であって、
　第１の本体と、前記第１の本体から突出する複数のフィンガとを備えるバイアル安定化
装置ベースであって、前記複数のフィンガは、前記第１の本体の周りに環状に配設され、
バイアルを受け入れるように構成された第１のシートと、第２のシートとを有するソケッ
トを画定する、バイアル安定化装置ベースと、
　医療バイアルに固定されるように構成され、第２の本体と、前記第２の本体から突出す
る複数のアームとを備えるバイアルアダプタであって、前記第２の本体は通路を画定する
、バイアルアダプタと
を備え、
　前記バイアルアダプタは、前記バイアル安定化装置ベースの前記ソケット内に少なくと
も部分的に受け入れられ、前記バイアル安定化装置ベースの前記第２のシートと係合され
ることを特徴とするバイアル安定化装置ベースとバイアルアダプタの組立体。
【請求項１４】
　前記第２の本体から突出する前記複数のアームは、バイアルと係合するように構成され
ることを特徴とする請求項１３に記載の組立体。
【請求項１５】
　前記第２の本体から突出する前記複数のアームは、弾性的に変形可能であることを特徴
とする請求項１４に記載の組立体。
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【請求項１６】
　前記第１の本体から突出する前記複数のフィンガは、バイアルを把持するように構成さ
れた第１の把持隆起部と、前記バイアルアダプタに係合され、かつ前記バイアルアダプタ
を前記バイアル安定化装置ベースに解放可能に固定する、第２の把持隆起部とを備えるこ
とを特徴とする請求項１３に記載の組立体。
【請求項１７】
　前記第１の把持隆起部および前記第２の把持隆起部の各々は、前記第１の本体から突出
する前記複数のフィンガの少なくとも１つから径方向に内方向に延びることを特徴とする
請求項１６に記載の組立体。
【請求項１８】
　前記第１の把持隆起部は、前記第２の把持隆起部に対してさらに径方向に内方向に配置
されることを特徴とする請求項１７に記載の組立体。
【請求項１９】
　前記バイアルアダプタは、前記第２の本体から径方向に内向きに延び、かつバイアルと
係合するように構成された、少なくとも１つの保持タブをさらに備えることを特徴とする
請求項１３に記載の組立体。
【請求項２０】
　前記第１の本体から突出する前記複数のフィンガは、前記第１の本体の円周縁から径方
向に内方向に離間されることを特徴とする請求項１３に記載の組立体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、一般に、バイアルアダプタを備えたバイアル安定化装置ベースに関する。よ
り詳細には、本開示は、流体の閉鎖式移送のためのシステム、閉鎖式システム移送デバイ
ス、またはバイアル内容物移送デバイスと共に使用され得るバイアルアダプタを備えたバ
イアル安定化装置ベースに関する。バイアルアダプタは、流体の閉鎖式移送のためのシス
テム、閉鎖式システム移送デバイス、またはバイアル内容物移送デバイス内に種々のサイ
ズのバイアルを収容することを可能にする。
【背景技術】
【０００２】
　がん治療などの危険な薬物を再構成し、送り、投与する医療供給者は、これらの薬剤に
対する暴露のリスクにさらされ、医療供給環境内で重大な危険をもたらす恐れがある。た
とえば、がん患者を治療する看護師は、化学療法薬およびその有毒作用にさらされるとい
うリスクを有する。意図しない化学療法薬の暴露は、神経系に影響を与え、再生系を損な
い、将来的に血液がんに進行するリスクの増大をもたらし得る。有毒薬物にさらされる医
療供給者のリスクを低減するために、これらの薬物の閉鎖式移送が、重要になってきてい
る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　一部の薬物は、これらが投与される前に溶解または希釈されなければならず、これは、
溶媒を１つの容器から、粉末状または液体の形の薬物を含む密封されたバイアルに、針を
用いることによって移送することを伴う。薬物は、バイアルからの針の引き出し中、およ
び針が内側にある間、バイアルの内部と周囲大気の間に何らかの差圧が存在する場合に、
不注意により、ガスの形態でまたはエアゾール化によって大気中に解放されることがある
。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　１つの態様では、システムは、第１の本体と、第１の本体から突出する複数のフィンガ
とを有するバイアル安定化装置ベースであって、複数のフィンガが、第１の本体の周りに
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環状に配設される、バイアル安定化装置ベースと、医療バイアルに固定されるように構成
され、第２の本体と、第２の本体から突出する複数のアームとを有するバイアルアダプタ
とを含む。第２の本体は、通路を画定する。バイアル安定化装置ベースの複数のフィンガ
は、バイアルを受け入れるように構成された第１のシートと、バイアルアダプタを受け入
れるように構成された第２のシートとを有するソケットを画定する。
【０００５】
　第２の本体から突出する複数のアームは、バイアルと係合するように構成され得る。第
２の本体から突出する複数のアームは、弾性的に変形可能になり得る。第２の本体から突
出する複数のアームの各々は、バイアルとのスナップ嵌合を形成するように構成された、
傾斜した表面を含むことができる。
【０００６】
　バイアルアダプタは、第１のサイズを有するバイアルを、第２のサイズを有するバイア
ルに取り付けるように構成された閉鎖式システム移送デバイスに取り付けることを可能に
するように構成され得る。
【０００７】
　第１の本体から突出する複数のフィンガは、バイアルを把持するように構成された第１
の把持隆起部と、バイアルアダプタを把持するように構成された第２の把持隆起部とを含
むことができる。第１の把持隆起部および第２の把持隆起部の各々は、第１の本体から突
出する複数のフィンガの少なくとも１つから径方向に内方向に延びる。第１の把持隆起部
は、第２の把持隆起部に対してさらに径方向に内方向に配置され得る。
【０００８】
　第１の本体から突出する複数のフィンガは、弾性的に変形可能になり得る。バイアルア
ダプタは、第２の本体から径方向に内方向に延び、かつバイアルと係合するように構成さ
れた、少なくとも１つの保持タブをさらに含むことができる。第１の本体から突出する複
数のフィンガは、第１の本体の円周縁から径方向に内方向に離間され得る。
【０００９】
　別の態様では、バイアル安定化装置およびバイアルアダプタ組立体は、第１の本体と、
第１の本体から突出する複数のフィンガとを含むバイアル安定化装置ベースであって、複
数のフィンガは、第１の本体の周りに環状に配設され、バイアルを受け入れるように構成
された第１のシートと、第２のシートとを有するソケットを画定する、バイアル安定化装
置ベースと、医療バイアルに固定されるように構成され、第２の本体と、第２の本体から
突出する複数のアームとを含むバイアルアダプタとを含む。第２の本体は、通路を画定す
る。バイアルアダプタは、バイアル安定化装置ベースのソケット内に少なくとも部分的に
受け入れられ、バイアル安定化装置ベースの第２のシートに係合される。
【００１０】
　第２の本体から突出する複数のアームは、バイアルと係合するように構成され得る。第
２の本体から突出する複数のアームは、弾性的に変形可能になり得る。第１の本体から突
出する複数のフィンガは、バイアルを把持するように構成された第１の把持隆起部と、バ
イアルアダプタに係合され、かつバイアルアダプタをバイアル安定化装置ベースに解放可
能に固定する、第２の把持隆起部とを含むことができる。第１の把持隆起部および第２の
把持隆起部の各々は、第１の本体から突出する複数のフィンガの少なくとも１つから径方
向に内方向に延びることができる。第１の把持隆起部は、第２の把持隆起部に対してさら
に径方向に内方向に配置され得る。バイアルアダプタは、第２の本体から径方向に内方向
に延び、かつバイアルと係合するように構成された、少なくとも１つの保持タブをさらに
含むことができる。第１の本体から突出する複数のフィンガは、第１の本体の円周縁から
径方向に内方向に離間され得る。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
　本開示の上記で述べられた他の特徴および利点、ならびにこれらを達成する方法は、添
付の図を併用してなされる本開示の態様の以下の説明を参照することによって、明白にな
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り、本開示自体が、より良好に理解されるであろう。
【図１Ａ】本発明の態様による、組み立てられたバイアル安定化装置ベースおよびバイア
ルアダプタの斜視図である。
【図１Ｂ】本発明の態様による、図１Ａに示す、組み立てられたバイアル安定化装置ベー
スおよびバイアルアダプタの側面図である。
【図１Ｃ】本発明の態様による、図１Ａに示す、組み立てられたバイアル安定化装置ベー
スおよびバイアルアダプタの上面図である。
【図１Ｄ】本発明の態様による、図１Ｃに示す、線１Ｄ－１Ｄに沿って切り取られた、組
み立てられたバイアル安定化装置ベースおよびバイアルアダプタの断面図である。
【図２Ａ】本発明の態様によるバイアルアダプタの斜視図である。
【図２Ｂ】本発明の態様による、図２Ａに示すバイアルアダプタの側面図である。
【図２Ｃ】本発明の態様による、図２Ａに示すバイアルアダプタの上面図である。
【図２Ｄ】本発明の態様による、図２Ｃに示す線２Ｄ－２Ｄに沿って切り取られたバイア
ルアダプタの断面図である。
【図２Ｅ】本発明の態様による、図２Ａに示すバイアルアダプタの底面図である。
【図３Ａ】本発明の態様による、バイアル安定化装置ベースの斜視図である。
【図３Ｂ】本発明の態様による、図３Ａに示すバイアル安定化装置ベースの側面図である
。
【図３Ｃ】本発明の態様による、図３Ａに示すバイアル安定化装置ベースの上面図である
。
【図３Ｄ】本発明の態様による、図３Ｃに示す線３Ｄ－３Ｄに沿って切り取られたバイア
ル安定化装置ベースの断面図である。
【図３Ｅ】本発明の態様による、図３Ａに示すバイアル安定化装置ベースの底面図である
。
【図４Ａ】本発明の態様による、バイアル安定化装置ベースおよびバイアルに取り付けら
れたバイアルアダプタの斜視図である。
【図４Ｂ】本発明の態様による、図４Ａに示すバイアル安定化装置ベースおよびバイアル
アダプタの上面図である。
【図４Ｃ】本発明の態様による、図４Ａに示すバイアル安定化装置ベースおよびバイルア
ダプタの側面図である。
【図４Ｄ】本発明の態様による、図４Ａに示すバイアル安定化装置ベースおよびバイアル
アダプタの断面図である。
【図５Ａ】本発明の態様による、閉鎖式システム移送デバイスがバイアルアダプタおよび
バイアルに取り付けられるように配置された状態で示す、バイアルに取り付けられたバイ
アル安定化装置ベースおよびバイアルアダプタの斜視図である。
【図５Ｂ】本発明の態様による、閉鎖式システム移送デバイスが、バイアルアダプタおよ
びバイアルに取り付けられている、バイアルに取り付けられたバイアル安定化装置ベース
およびバイアルアダプタの斜視図である。
【図５Ｃ】本発明の態様による、図５Ｂに示すバイアル安定化装置ベースおよびバイアル
アダプタの上面図である。
【図５Ｄ】本発明の態様による、図５Ｃの線５Ｄ－５Ｄに沿って切り取られたバイアル安
定化装置ベースおよびバイアルアダプタの断面図である。
【図５Ｅ】本発明の態様による、図５Ｂに示すバイアル安定化装置ベースおよびバイアル
アダプタの底面図である。
【図５Ｆ】本発明の態様による、図５Ｂに示すバイアル安定化装置ベースおよびバイアル
アダプタの側面図である。
【図６】本発明の態様による、バイアルをバイアル安定化装置内に配置されたバイアルア
ダプタに連結するステップを示す側面図である。
【図７】本発明の態様による、バイアル安定化装置内に配置されたバイアルアダプタに連
結されたバイアルの側面図である。



(6) JP 6336125 B2 2018.6.6

10

20

30

40

50

【図８】本発明の態様による、バイアルアダプタが取り付けられたバイアルをバイアル安
定化装置から取り外すステップの側面図である。
【図９】本発明の態様による、キャップ側を上に向けて配置された、バイアルアダプタに
連結されたバイアルの側面図である。
【図１０】本発明の態様による、バイアルの底部がバイアル安定化装置内に挿入されてい
る、バイアルアダプタに連結されたバイアルの側面図である。
【図１１】本発明の態様による、バイアルの底部がバイアル安定化装置内に固定されてい
る、バイアルアダプタに連結されたバイアルの側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　対応する参照記号は、複数の図を通じて対応する部分を示す。本明細書において記載す
る例示は、本開示の例示的な態様を示し、そのような例示は、いかなる方法でも本開示の
範囲を限定するものとして解釈されるものではない。
【００１３】
　以下の説明は、当業者が、本発明を実施するために企図された、説明される態様を作製
し、使用することができるように提供される。しかし、さまざまな改変形態、等価物、変
形形態、および代替策が、依然として当業者に容易に明らかになるであろう。あらゆるす
べてのそのような代替策、変形形態、等価物、および代替策は、本発明の趣旨および範囲
内に含まれるよう意図される。
【００１４】
　これ以後の説明の目的のために、用語「上側」、「下側」、「右」、「左」、「垂直」
、「水平」、「上部」、「底部」、「横方向」、「長手方向」、およびそれらの派生語は
、図に配向されるように本発明に関連付けるものとする。しかし、本発明は、そうではな
いと明示的に明記されない限り、さまざまな代替的な変形形態をとり得ることを理解され
たい。また、添付の図に示し、以下の明細書において説明する特有のデバイスが、本発明
の例示的な態様にすぎないことも理解されたい。故に、本明細書において開示する態様に
関連する特有の寸法および他の物理的特性は、限定的であると考慮されるものではない。
【００１５】
　図１Ａ～５Ｆを参照すれば、本発明の１つの態様によるバイアル安定化装置およびバイ
アルアダプタ組立体１０は、バイアル安定化装置ベース１２およびバイアルアダプタ１４
を含み、これらは、以下でより詳細に説明する。
【００１６】
　図１Ａ～２Ｅを参照すれば、バイアルアダプタ１４は、リング部材１６と、ロッキング
アーム１８と、ロッキングタブ２０と、保持タブ２２と、リング部材１６によって画定さ
れた通路２４とを含む。リング部材１６は環状であるが、リング部材１６に適した他の形
状が利用されてもよい。バイアルアダプタ１４のロッキングアーム１８およびロッキング
タブ２０は、医療バイアル４０のキャップ４２にしっかりと連結するように構成される。
医療バイアル４０は、再構成される必要がある流体の形態または粉末状の形態で薬剤を含
み得る。図２Ａに示すように、ロッキングアーム１８は、リング部材１６から延び、この
ときロッキングタブ２０は、ロッキングアーム１８からほぼ垂直に延びている。３本のロ
ッキングアーム１８が設けられているが、任意の他の適切な数のアームが利用されてよい
。ロッキングタブ２０は、バイアル４０のキャップ４２と係合するように構成された傾斜
した表面２１を画定し、ロッキングアーム１８を径方向に外方向に偏向させてバイアルア
ダプタ１４がバイアル４０を受け入れることを可能にし、これは以下でより詳細に論じる
。保持タブ２２は、リング部材１６から径方向に内方向に延び、バイアル４０のキャップ
４２と当接するように構成され、これは以下でより詳細に論じる。
【００１７】
　図１Ａ～１Ｄおよび３Ａ～３Ｅを参照すれば、バイアル安定化装置ベース１２は、基礎
部材２６と、基礎部材２６から突出する把持フィンガ２８とを含み、把持フィンガ２８は
、バイアルシート３２およびバイアルアダプタシート３４と共にソケット３０を画定する
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。基礎部材２６は、ディスク様形状のものであるが、他の適切な形状および配置が基礎部
材２６に対して利用されてよい。把持フィンガ２８は、基礎部材２６からほぼ垂直に延び
る。８本の把持フィンガ２８が設けられているが、任意の他の適切な数の把持フィンガ２
８が設けられてよい。把持フィンガ２８は、ソケット３０内に配設され、かつバイアル４
０およびバイアルアダプタ１４それぞれを把持するように適合された、バイアル把持隆起
部３６およびバイアルアダプタ把持隆起部３８をさらに含む。バイアル把持隆起部３６お
よびバイアルアダプタ把持隆起部３８は、把持フィンガ２８の各々から延びる弧状の突出
部として形成されるが、バイアル把持隆起部３６およびバイアルアダプタ把持隆起部３８
に対する他の適切な配置が、利用されてよい。以下により詳細に論じられるように、バイ
アルシート３２は、バイアル４０を受け入れるように構成され、バイアルアダプタシート
３４は、バイアルアダプタ１４を受け入れるように構成される。
【００１８】
　図１Ａ～１Ｄを参照すれば、バイアル安定化装置およびバイアルアダプタ組立体１０は
、バイアルアダプタ１４が、バイアルアダプタシート３４と当接しながらバイアル安定化
装置ベース１２のソケット３０内に少なくとも部分的に配置された状態で、ユーザに提供
されるように構成される。バイアルアダプタ１４は、バイアル安定化装置ベース１２のバ
イアルアダプタ把持隆起部３８を介してバイアル安定化装置ベース１２に解放可能に固定
される。バイアルアダプタ把持隆起部３８は、リング部材１６と係合して、バイアルアダ
プタ１４をバイアル安定化装置ベース１２内に解放可能に保持する摩擦および／または圧
縮力をもたらす。
【００１９】
　図４Ａ～１１を参照すれば、バイアルアダプタ１４は、バイアル安定化装置ベース１２
と共に使用されて、バイアルアダプタ１４をバイアル４０に固定することを助け、および
／またはバイアル４０の内容物を送る間、バイアル４０の傾きを防止することができる。
バイアルアダプタ１４が、図６に示すようにバイアルアダプタシート３４においてバイア
ル安定化装置ベース１２に解放可能に固定された状態で、バイアル４０は、キャップ４２
を下方向に向けて配置され、キャップ４２と軸方向に位置合わせされる。次に、図７に示
すように、キャップ４２は、傾斜した表面２１と係合しながら、キャップ４２がロッキン
グタブ２０上を排動するにつれてロッキングアーム１８が外方向に曲がりながら、ロッキ
ングタブ２０内に押し込められ、最終的にキャップ４２は、ロッキングタブ２０のロッキ
ング表面４４を過ぎ、保持タブ２２によって画定された保持表面と接触するようになる。
ロッキングアーム１８は、内方向に跳ね返り、その元の位置に戻り、バイアルアダプタ１
４をバイアル４０に固定する。バイアル４０に固定された後、バイアルアダプタ１４は、
バイアル４０またはバイアルアダプタ１４を破損し、または傷つけることなくバイアル４
０から容易に取り外すことができるが、バイアルアダプタ１４がバイアル４０に解放可能
に固定され得る他の配置が利用されてよい。図８に示すように、バイアルアダプタ１４が
取り付けられたバイアル４０は、次いで、引き上げられ、バイアル安定化装置ベース１２
から外れる。バイアルアダプタ１４が取り付けられたバイアル４０は、次いで、図９に示
すように、キャップ４２が上方向を向くように回転される。図１０および１１に示すよう
に、バイアル４０は、次いで、バイアル安定化装置ベース１２のソケット３０内に下方に
押し込められ、それにより、バイアル４０のバイアル壁４８は、バイアルシート３２およ
びバイアル把持隆起部３６と接触する。特に、バイアル把持隆起部３６は、バイアル壁４
８と係合して、バイアル４０をバイアル安定化装置ベース１２内に解放可能に保持する摩
擦および／または圧縮力をもたらす。
【００２０】
　図４Ａ～５Ｆを参照すれば、バイアル４０は、バイアルアダプタ１４がバイアル４０に
取り付けられた状態でバイアル安定化装置ベース１２によって安定化され、バイアル４０
は、閉鎖式システム移送デバイス５０にいつでも取り付けられる状態にある。バイアルア
ダプタ１４は、閉鎖式システム移送デバイス５０がさまざまなサイズのバイアルに固定さ
れることを可能にするように構成される。特に、閉鎖式システム移送デバイス５０は、通
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常、単一のバイアルサイズだけに固定されるように構成されており、バイアル４０のサイ
ズを受け入れるには大きすぎることがある。しかし、バイアルアダプタ１４は、閉鎖式シ
ステム移送デバイス５０を、バイアル４０のようなより小さいサイズのバイアルに固定す
ることを可能にする。たとえば、バイアルアダプタ１４は、１３ｍｍバイアルを、２０ｍ
ｍバイアルを受け入れるように構成された閉鎖式システム移送デバイスに取り付けること
を可能にするように構成され得るが、さまざまなサイズのバイアルアダプタが、多様なバ
イアルサイズおよび多様な閉鎖式システム移送デバイスサイズを収容するように企図され
る。
【００２１】
　図５Ａ～５Ｆをより具体的に参照すれば、閉鎖式システム移送デバイス５０は、均圧シ
ステム５２と、穿孔スパイク５４と、流体通路５６と、シリンジ隔壁５８と、スナップ嵌
合アーム６０とを含む。しかし、他の適切なデバイスが、バイアル安定化装置およびバイ
アルアダプタ組立体１０と共に使用されてよい。閉鎖式システム移送デバイス５０は、ス
ナップ嵌合アーム６０のスナップ嵌合タブ６２が、バイアルアダプタ１４のリング部材１
６の周りに配設されたロッキング隆起部６４としっかりと係合するまで、スナップ嵌合ア
ーム６０をバイアルアダプタ１４上に押し付けることにより、バイアルアダプタ１４を備
えたバイアル４０に取り付けられる。閉鎖式システム移送デバイス５０をバイアル４０に
取り付けているとき、穿孔スパイク５４は、バイアルアダプタ１４の通路２４を貫通し、
バイアルキャップ４２内に配設されたバイアル隔壁６６を突き刺し、バイアル４０の内部
と流体通路５６の間の流体連通を可能にし、それによって流体を閉鎖式システム移送デバ
イス５０の隔壁５８にあるシリンジ（図示せず）またはシリンジアダプタ（図示せず）を
介して移送することを可能にする。
【００２２】
　本開示は、例示的な設計を有しながら説明されてきたが、本開示は、この開示の趣旨お
よび範囲内でさらに改変することができる。したがって、この適用は、本開示の全体的な
原理を使用する本開示の任意の変形形態、用途、または適合を対象とするよう意図される
。さらに、本出願は、本開示が関係する当業者によく知られている、または慣習的な実践
内に入るような、また付属の特許請求の範囲の制限内に含まれる、本開示からのそのよう
な逸脱を対象とするよう意図される。
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