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(57)【要約】
　本体（２）と、本体（２）内に形成された複数のニー
ドルアセンブリコンパートメント（３）とを含むニード
ルアセンブリマガジン（１）が記載される。各ニードル
アセンブリコンパートメント（３）は、ニードルアセン
ブリ（４）に連結されたフォロワピン（２５）を受ける
ように適用された少なくとも１つのトラック（１９）を
含む。少なくとも１つのトラック（１９）は実質的に水
平な近位部分（２０）を含み、実質的に水平な近位部分
（２０）は実質的に垂直な長手方向部分（２２）に連結
され、実質的に垂直な長手方向部分（２２）は実質的に
水平な遠位部分（２１）に連結される。ニードルアセン
ブリ（４）は、フォロワピン（２５）が近位部分（２０
）および遠位部分（２１）にあるときには、ニードルア
センブリコンパートメント（３）に対する回転運動に限
定され、フォロワピン（２５）が長手方向部分（２２）
にあるときには、軸方向運動に限定される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体（２）と；
　該本体（２）内に形成された複数のニードルアセンブリコンパートメント（３）であっ
て、各ニードルアセンブリコンパートメント（３）が、ニードルアセンブリ（４）に連結
されたフォロワピン（２５）を受けるように適用された少なくとも１つのトラック（１９
）を含む、該複数のニードルアセンブリコンパートメント（３）と
を含むニードルアセンブリマガジン（１）であって、
　少なくとも１つのトラック（１９）は実質的に水平な近位部分（２０）を含み、該実質
的に水平な近位部分（２０）は実質的に垂直な長手方向部分（２２）に連結され、該実質
的に垂直な長手方向部分（２２）は実質的に水平な遠位部分（２１）に連結され、
　ニードルアセンブリ（４）は、フォロワピン（２５）が近位部分（２０）および遠位部
分（２１）にあるときには、ニードルアセンブリコンパートメント（３）に対する回転運
動に限定され、フォロワピン（２５）が長手方向部分（２２）にあるときには、軸方向運
動に限定される、
前記ニードルアセンブリマガジン。
【請求項２】
　ニードルアセンブリコンパートメント（３）のそれぞれの中に配設され、ニードルアセ
ンブリ（４）に付勢力を加えるばね（８）をさらに含む、請求項１に記載のニードルアセ
ンブリマガジン（１）。
【請求項３】
　本体（２）の第１の表面の上に配設された蓋部（９）と；
　本体（２）の第２の表面の上に配設されたシールド（１１）と；
　蓋部（９）およびシールド（１１）に連結されたステム（１３）とをさらに含み、ここ
で、該ステム（１３）は、蓋部（９）のシールド（１１）に対する回転を妨げるが、本体
（２）の該ステム（１３）に対する回転を可能にする、請求項１または２に記載のニード
ルアセンブリマガジン（１）。
【請求項４】
　蓋部（９）は、薬剤送達デバイス（２８）を受けるように適用された開口部（１０）を
含む、請求項３に記載のニードルアセンブリマガジン（１）。
【請求項５】
　蓋部（９）は、本体（２）上に、複数のニードルアセンブリコンパートメント（３）に
隣接して配置された印（２７）を見るための窓（２６）を含む、請求項３に記載のニード
ルアセンブリマガジン（１）。
【請求項６】
　シールド（１１）は、開口部（１０）と実質的に軸方向に一直線になり、ニードルアセ
ンブリ（４）上の針カバー（７）を受けるように適用された半径方向の開口部（１２）を
含む、請求項３または４に記載のニードルアセンブリマガジン（１）。
【請求項７】
　開口部（１０）の周縁に、薬剤送達デバイス（２８）上の突出部（３０）を受けるよう
に適用されたチャネル（３１）が形成される、請求項４に記載のニードルアセンブリマガ
ジン（１）。
【請求項８】
　フォロワピン（２５）は、突出部（３０）と係合するように適用されたスロット（２９
）を含む、請求項７に記載のニードルアセンブリマガジン（１）。
【請求項９】
　ニードルアセンブリ（４）は、少なくとも１つの取り外し可能な封止物（３４）を含む
、請求項１～８のいずれか１項に記載のニードルアセンブリマガジン（１）。
【請求項１０】
　少なくとも１つのトラック（１９）は、トラック（１９）内の第１の方向におけるフォ
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ロワピン（２５）の動きを可能にするが、トラック（１９）内の第１の方向と反対の第２
の方向におけるフォロワピン（２５）の動きを妨げる、少なくとも１つのバックストップ
（３６）を含む、請求項１～９のいずれか１項に記載のニードルアセンブリマガジン（１
）。
【請求項１１】
　少なくとも１つのトラック（１９）は実質的に水平な第２の近位部分（３８）を含み、
該実質的に水平な第２の近位部分（３８）は実質的に垂直な第２の長手方向部分（３７）
に連結され、該実質的に垂直な第２の長手方向部分（３７）は実質的に水平な遠位部分（
２１）に連結され、
　ニードルアセンブリ（４）は、フォロワピン（２５）が近位部分（２０）、遠位部分（
２１）および第２の近位部分（３８）にあるときには、ニードルアセンブリコンパートメ
ント（３）に対する第１の回転方向（Ｒ１）における回転運動に限定され、フォロワピン
（２５）が長手方向部分（２２）および第２の長手方向部分（３７）にあるときには、軸
方向運動に限定される、
請求項１～１０のいずれか１項に記載のニードルアセンブリマガジン（１）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ニードルアセンブリマガジン（ｎｅｅｄｌｅ　ａｓｓｅｍｂｌｙ　ｍａｇａ
ｚｉｎｅ）に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来型の薬剤送達デバイスは、通常、薬剤の容器と針の間に流体の経路を生み出すため
にニードルアセンブリを必要とする。一般的には、使用済みの針の再利用に伴う相互汚染
、感染症および苦痛の危険性を低減するために、注射ごとに未使用の注射針を使用するこ
とが推奨される。
【０００３】
　ペン型注射器および自動注射器のような薬剤送達デバイスの使用者の多くは、高齢であ
るか、または機敏さが衰えている可能性がある。こうしたグループでは、ニードルアセン
ブリの送達デバイスへの取り付けは、ニードルアセンブリが正しく方向付けられていない
場合、薬剤のための流体の経路が妨げられることも、注射プロセスに痛みをもたらすこと
もあり、問題となり得る。さらに、使用済みの注射針を取り外すことが難しい場合があり
、針を突き刺して負傷する危険に使用者を曝す恐れがある。一般的には、針を突き刺して
負傷することがないように、針を慎重に取り外すことが推奨される。
【０００４】
　したがって、ニードルアセンブリの薬剤送達デバイスへの取り付け／薬剤送達デバイス
からの取り外しを容易にする、改善されたニードルアセンブリマガジンが依然として求め
られている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、改善されたニードルアセンブリマガジンを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　例示的な実施形態において、本発明によるニードルアセンブリマガジンは、本体と、本
体内に形成された複数のニードルアセンブリコンパートメント（ｎｅｅｄｌｅ　ａｓｓｅ
ｍｂｌｙ　ｃｏｍｐａｒｔｍｅｎｔ）とを含む。各ニードルアセンブリコンパートメント
は、ニードルアセンブリに連結されたフォロワピン（ｆｏｌｌｏｗｅｒ　ｐｉｎ）を受け
るように適用された少なくとも１つのトラック（ｔｒａｃｋ）を含む。少なくとも１つの
トラックは実質的に水平な近位部分を含み、実質的に水平な近位部分は実質的に垂直な長
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手方向部分に連結され、実質的に垂直な長手方向部分は実質的に水平な遠位部分に連結さ
れる。ニードルアセンブリは、フォロワピンが近位部分および遠位部分にあるときには、
ニードルアセンブリコンパートメントに対する回転運動に限定され、フォロワピンが長手
方向部分にあるときには、軸方向運動に限定される。
【０００７】
　例示的な実施形態において、ニードルアセンブリは、ニードルアセンブリコンパートメ
ントのそれぞれの中に配設され、ニードルアセンブリに付勢力を加えるばねをさらに含む
。
【０００８】
　例示的な実施形態において、ニードルアセンブリは、本体の第１の表面の上に配設され
た蓋部と、本体の第２の表面の上に配設されたシールドと、蓋部およびシールドに連結さ
れたステムとをさらに含む。ステムは、蓋部のシールドに対する回転を妨げるが、本体の
ステムに対する回転を可能にする。蓋部は、薬剤送達デバイスを受けるように適用された
開口部を含む。蓋部は、本体上に、複数のニードルアセンブリコンパートメントに隣接し
て配置された印（ｉｎｄｉｃｉａ）を見るための窓を含む。シールドは、開口部と実質的
に軸方向に一直線になり、ニードルアセンブリ上の針カバーを受けるように適用された半
径方向の開口部を含む。開口部の周縁には、薬剤送達デバイス上の突出部を受けるように
適用されたチャネルが形成される。フォロワピンは、突出部と係合するように適用された
スロットを含む。
【０００９】
　例示的な実施形態において、ニードルアセンブリは、少なくとも１つの取り外し可能な
封止物を含む。
【００１０】
　例示的な実施形態において、少なくとも１つのトラックは、トラック内の第１の方向に
おけるフォロワピンの動きを可能にするが、トラック内の第１の方向と反対の第２の方向
におけるフォロワピンの動きを妨げる、少なくとも１つのバックストップ（ｂａｃｋｓｔ
ｏｐ）を含む。
【００１１】
　例示的な実施形態において、少なくとも１つのトラックは実質的に水平な第２の近位部
分を含み、実質的に水平な第２の近位部分は実質的に垂直な第２の長手方向部分に連結さ
れ、実質的に垂直な第２の長手方向部分は実質的に水平な遠位部分に連結される。ニード
ルアセンブリは、フォロワピンが近位部分、遠位部分および第２の近位部分にあるときに
は、ニードルアセンブリコンパートメントに対する第１の回転方向における回転運動に限
定され、フォロワピンが長手方向部分および第２の長手方向部分にあるときには、軸方向
運動に限定される。
【００１２】
　例示的な実施形態において、本発明によるニードルアセンブリマガジンは、針を突き刺
して負傷する危険性を低減し、ニードルアセンブリの適切で安全な薬剤送達デバイスへの
取り付け／薬剤送達デバイスからの取り外しを容易にする。ニードルアセンブリマガジン
内のニードルアセンブリのすべてが使用された後、ニードルアセンブリマガジンは廃棄す
ることができる。
【００１３】
　本発明のさらなる適用範囲は、以下に示す詳細な説明から明らかになるであろう。しか
しながら、当業者にはこの詳細な説明から、本発明の趣旨および範囲の中で様々な変更形
態および修正形態が明らかになるため、本発明の好ましい実施形態を示す詳細な説明およ
び具体例は、例示のためにのみ示されるものであることを理解すべきである。
【００１４】
　本明細書において以下に示す詳細な説明および添付図面は、例示のためにのみ示され、
したがって、本発明を限定するものではないが、それらから本発明がさらに十分に理解さ
れるようになるであろう。
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【００１５】
　すべての図において、対応する部材には同じ参照符号が付けられている。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】ニードルアセンブリマガジンの例示的な実施形態の概略的な上面図である。
【図２】ニードルアセンブリマガジンの例示的な実施形態の概略的な縦断面図である。
【図３】ニードルアセンブリマガジンの例示的な実施形態の概略的な分解図である。
【図４】ニードルアセンブリマガジンの本体の例示的な実施形態の概略的な細部の斜視図
である。
【図５】ニードルアセンブリマガジンのニードルアセンブリコンパートメント内のトラッ
ク、および針ハブ上のフォロワピンの例示的な実施形態の概略図である。
【図６】薬剤送達デバイスに連結するためのインターフェースを有する、ニードルアセン
ブリマガジンの例示的な実施形態の概略的な細部の斜視図である。
【図７】第１の位置における、ニードルアセンブリマガジンおよび薬剤送達デバイスの例
示的な実施形態の概略的な斜視図である。
【図８】第２の位置における、挿入された薬剤送達デバイスを有するニードルアセンブリ
マガジンの例示的な実施形態の概略的な斜視図である。
【図９】第３のロック位置における、挿入された薬剤送達デバイスを有するニードルアセ
ンブリマガジンの例示的な実施形態の概略的な斜視図である。
【図１０】針カバーを取り外した後のニードルアセンブリマガジンの例示的な実施形態の
概略的な斜視図である。
【図１１】ニードルアセンブリマガジンの別の例示的な実施形態の上面の概略的な斜視図
である。
【図１２】ニードルアセンブリマガジンの本体の例示的な実施形態の概略的な斜視図であ
る。
【図１３】ニードルアセンブリマガジンの例示的な実施形態の概略的な縦断面図である。
【図１４】ニードルアセンブリマガジンのニードルアセンブリコンパートメント内のトラ
ック、および針ハブ上のフォロワピンの例示的な実施形態の概略図である。
【図１５】ニードルアセンブリマガジンのさらに別の例示的な実施形態のニードルアセン
ブリコンパートメント内のトラック、および針ハブ上のフォロワピンの例示的な実施形態
の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　図１は、ニードルアセンブリマガジン１の例示的な実施形態の概略的な上面図である。
図２は、ニードルアセンブリマガジンの例示的な実施形態の対応する概略的な縦断面図で
ある。図３は、ニードルアセンブリマガジンの例示的な実施形態の対応する概略的な分解
図である。
【００１８】
　図３を参照すると、本発明によるニードルアセンブリマガジン１の例示的な実施形態は
、それぞれがニードルアセンブリ４を受けるように適用された複数のニードルアセンブリ
コンパートメント３を含む、本体２を備えている。ニードルアセンブリコンパートメント
３のそれぞれは、ニードルアセンブリコンパートメント３内でニードルアセンブリ４に付
勢力を加えるように適用されたばね８を含む。この例示的な実施形態では、本体２は４つ
のニードルアセンブリコンパートメント３を含むが、本発明の完全な範囲および趣旨から
逸脱することなく、本体２を任意の数のニードルアセンブリ４を受けるように変更するこ
とが可能であることが、当業者には理解されるであろう。
【００１９】
　例示的な実施形態において、ニードルアセンブリ４は、遠位部分５．１および近位部分
５．２を有する針５と、針５を支持するハブ６とを含む。ニードルアセンブリ４が薬剤送
達デバイス（たとえば、ペン型注射器、自動注射器など）に連結されると、遠位部分５．
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１を用いて注射部位を穿孔し、近位部分５．２が、薬剤の容器（たとえば、カートリッジ
、アンプル、シリンジなど）上のセプタムを穿孔して薬剤のための流体の経路を生み出す
。各ニードルアセンブリ４は、針５の遠位部分５．１を覆うように取り外し可能に配置さ
れた針カバー７をさらに含むことができる。
【００２０】
　例示的な実施形態では、本体２の上に、蓋部９が回転可能に配設される。蓋部９は、ニ
ードルアセンブリコンパートメント３のそれぞれの開口部の大きさおよび形に対応するよ
うに大きさおよび形を定められた、開口部１０を含む。使用の際には、薬剤送達デバイス
の遠位端を開口部１０を通して挿入し、ニードルアセンブリ４を係合／係合解除すること
ができる。蓋部９は、たとえば、開口部１０を所与のニードルアセンブリコンパートメン
ト３と一直線にするために、蓋部９の本体２に対する回転を容易にする、１つまたはそれ
以上の把持機能を含むことができる。把持機能は、鋸歯状の周縁、ハンドル、窪み、カバ
ー／外装（ｓｋｉｎ）などを含むことができる。例示的な実施形態において、蓋部９は、
本体２の上の印２７を見ることができるようにする窓２６をさらに含むことができる。た
とえば、印２７は、各ニードルアセンブリコンパートメント３に関連付けられた数字、お
よび／または所与のニードルアセンブリコンパートメント３内のニードルアセンブリ４が
使用済みであるか未使用であるかを視覚的に示す、使用の指標（たとえば、色、符号など
）とすることができる。
【００２１】
　例示的な実施形態では、本体２の蓋部９と反対側の端部に、シールド１１が配設される
。シールド１１は、針カバー７の通過を可能にするように適用された半径方向の開口部１
２を含む。針カバー７を半径方向の開口部１２を通して完全に引くことができるように、
半径方向の開口部１２は、針カバー７の断面に実質的に等しい断面を有する。シールド１
１は、蓋部９にも固定されるステム１３を受けるように適用された中央の開口部１４をさ
らに含む。ステム１３は、ステム１３（および蓋部９）ならびにシールド１１の相対回転
を防止するように中央の開口部１４のまわりに形成された、１つまたはそれ以上の対応す
る陥凹部１６と係合する、１つまたはそれ以上のスプライン１５を含むことができる。ス
プライン１５はまた、半径方向の開口部１２を開口部１０と一直線にするように、蓋部９
をシールド１１に対して角度的に方向付ける。ステム１３は、ステム１３とシールド１１
が係合している間、シールド１１にスナップロックする、１つまたはそれ以上の弾性クリ
ップ１７をさらに含むことができる。
【００２２】
　図４に示すように、例示的な実施形態において、ニードルアセンブリコンパートメント
３は、針ハブ６上のフォロワピン２５と嵌合するように適用された少なくとも１つのトラ
ック１９を含む。別の例示的な実施形態では、フォロワピン２５を、ニードルアセンブリ
コンパートメント３内に配設され、ニードルアセンブリ４と係合するように適用されたキ
ャリッジ（図示せず）の上に形成することができる。トラック１９は、長手方向部分２２
によって遠位部分２１に連結された近位部分２０を含むことができる。
【００２３】
　図６は、本発明によるニードルアセンブリマガジン１の例示的な実施形態の概略的な細
部の斜視図である。薬剤送達デバイス２８は、ニードルアセンブリ４上に形成されたフォ
ロワピン２５と係合するように適用された突出部３０を含む。たとえば、フォロワピン２
５は、突出部３０を受けるスロット２９として形成することができる。送達デバイス２８
をニードルアセンブリ４と適切に一直線にすることを保証するために、蓋部９の開口部１
０の周縁に、チャネル３１を形成することができる。ニードルアセンブリ４と係合するた
めに、送達デバイス２８上の突出部３０は、チャネル３１と一直線にすべきであり、それ
によって、フォロワピン２５上のスロット２９とも一直線になる。
【００２４】
　使用の際には、図７に示すように、（ニードルアセンブリ４が係合されていない）送達
デバイス２８が、開口部１０を介してニードルアセンブリコンパートメント３に挿入され
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る。チャネル３１は、ニードルアセンブリコンパートメント３内で送達デバイス２８をニ
ードルアセンブリ４と一直線にするのを容易にすることができる。
【００２５】
　図５を参照すると、突出部３０がフォロワピン２５のスロット２９と係合するとき、ニ
ードルアセンブリ４は、トラック１９の近位部分２０の第１の位置Ｐ１に位置することが
できる。近位部分２０は水平なチャネルであるため、軸方向の力が、ニードルアセンブリ
４をニードルアセンブリコンパートメント３に対して変位させることはない。しかしなが
ら、送達デバイス２８を第１の回転方向Ｒ１に回転させると、突出部３０は、ニードルア
センブリ４をトラック１９の近位部分２０の第２の位置Ｐ２に回転させる。その場合、送
達デバイス２８に加えられる軸方向の力によって、ニードルアセンブリ４のニードルアセ
ンブリコンパートメント３に対する並進運動が生じ、ニードルアセンブリコンパートメン
ト３では、フォロワピン２５が、（図５および８に示す）トラック１９の長手方向部分２
２の中で第３の位置Ｐ３へ並進運動する。ニードルアセンブリ４の第２の位置Ｐ２から第
３の位置Ｐ３への並進運動は、ばね８の付勢力に逆らうものである。
【００２６】
　ニードルアセンブリ４が第３の位置Ｐ３にあるとき、針カバー７は、（図９に示すよう
に）少なくとも部分的に半径方向の開口部１２を通って延びる。送達デバイス２８がさら
に回転することによって、ニードルアセンブリ４が、トラック１９の遠位部分２１の第４
の位置Ｐ４へ動かされる。遠位部分２１は水平なチャネルであるため、ニードルアセンブ
リ４、およびそれに係合された送達デバイス２８は、ニードルアセンブリマガジン１に対
してある軸方向の位置に保持される。この位置では、針カバー７は、半径方向の開口部１
２を通して実質的に完全に露出され、（図１０に示すように）取り外され、針５の遠位部
分５．１を露出させることができる。針５の遠位部分５．１が露出した状態で、注射を投
与することができる。
【００２７】
　注射の後、送達デバイス２８を第２の回転方向Ｒ２に回転させ、突出部３０およびフォ
ロワピン２５をトラック１９の遠位部分２１に沿って、第４の位置Ｐ４から第３の位置Ｐ
３へ動かす。ニードルスプリング（ｎｅｅｄｌｅ　ｓｐｒｉｎｇ）８の付勢力が、ニード
ルアセンブリ４（およびそれに係合された送達デバイス２８）を、トラック１９内の第３
の位置Ｐ３から第２の位置Ｐ２へ押す。ニードルアセンブリ４が第２の位置Ｐ２にあると
き、針５の遠位部分５．１は本体２の中へ引っ込められる。送達デバイス２８が第２の回
転方向Ｒ２にさらに回転することによって、突出部３０およびフォロワピン２５が、トラ
ック１９内の第２の位置Ｐ２から第１の位置Ｐ１へ動かされる。突出部３０がチャネル３
１と一直線になるため、送達デバイス２８をマガジン１から取り外すことができる。
【００２８】
　送達デバイス２８をマガジン１から取り外した後、蓋部９およびシールド１１を本体２
に対して回転させ、使用済みのニードルアセンブリ４を含むニードルアセンブリコンパー
トメント３を覆い、開口部１０および半径方向の開口部１２を、未使用のニードルアセン
ブリ４を含むニードルアセンブリコンパートメント３と一直線にすることができる。ニー
ドルアセンブリ４が封止物３４を含むことができるため、未使用のアセンブリ４を識別す
ることが可能である。
【００２９】
　図１１は、本発明によるニードルアセンブリマガジン１の別の例示的な実施形態の上面
の概略的な斜視図である。図１２は、本発明によるニードルアセンブリマガジン１の本体
２の別の例示的な実施形態の対応する概略的な斜視図である。図１３は、本発明によるニ
ードルアセンブリマガジン１の別の例示的な実施形態の対応する概略的な縦断面図である
。
【００３０】
　図１１～１３に示すニードルアセンブリマガジン１の例示的な実施形態は、たとえば、
紙または箔からの封止物３４を、各ニードルアセンブリコンパートメント３の近位面およ
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蓋部９の開口部１０の下にあるニードルアセンブリコンパートメント３を覆うように、頂
部の封止物３４を配置することができる。頂部の封止物３４は、送達デバイス２８をニー
ドルアセンブリコンパートメント３に挿入する前に、手で取り外すことができる。シール
ド１１の半径方向の開口部１２に隣接するニードルアセンブリコンパートメントを覆うよ
うに、底部の封止物（図示せず）を配置することができる。その場合、針５が本体２から
延ばされたとき、たとえば、ニードルアセンブリ４がトラック１９内の第２の位置Ｐ２か
ら第３の位置Ｐ３へ動かされたとき、針５が底部の封止物（図示せず）を穿孔することが
できる。これにより、針５の滅菌状態を保証することができる。さらに、この例示的な実
施形態では、針カバー７を不要にすることができ、費用を削減し、針を突き刺して負傷す
る可能性を排除する。
【００３１】
　図１４は、本発明の別の例示的な実施形態によるニードルアセンブリコンパートメント
３内のトラック１９の概略図である。この例示的な実施形態では、ニードルアセンブリコ
ンパートメント３内のトラック１９は、フォロワピン２５がトラック１９内で第１の方向
に動くことを可能にするが、第１の方向と反対の第２の方向における動きを妨げる、１つ
またはそれ以上のバックストップ３６を含む。
【００３２】
　別の例示的な実施形態において、トラック１９は、第２の長手方向部分３７および第２
の近位部分３８を有する戻り経路をさらに含むことができる。バックストップ３６は、長
手方向部分２２および３７、ならびに遠位部分２１のそれぞれに位置することができる。
この例示的な実施形態では、送達デバイス２８を常に第１の回転方向Ｒ１に回転させ、ニ
ードルアセンブリ４と係合し、注射を投与し、ニードルアセンブリ４を係合解除すること
ができる。
【００３３】
　図１５は、ニードルアセンブリコンパートメント３内のトラック１９の例示的な実施形
態の概略図である。図１４の例示的な実施形態とは異なり、第１の長手方向部分２２およ
び第２の長手方向部分３７における一方向機能（ｏｎｅ　ｗａｙ　ｆｅａｔｕｒｅ）３６
の位置は、それらが、針５がニードルアセンブリマガジン１から突き出す直前およびその
後にフォロワピン２５と遭遇するように変更される。
【００３４】
　本明細書に記載される装置、方法および／またはシステム、ならびに実施形態の様々な
構成要素の変更（追加および／または削除）は、そうした変更形態およびそのすべての等
価物を包含する、本発明の完全な範囲および趣旨から逸脱することなく行うことが可能で
あることが当業者には理解されるであろう。
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