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(57)【要約】
【課題】再使用が不可能な体内液体挿入装置を提供する
。
【解決手段】　本発明による離脱するシーリング部材が
備えられた体内液体挿入装置は、内部に液体を収容可能
な収容空間および前記収容空間に露出する第１突起が形
成され、前端に前記収容空間に収容されている液体を噴
射する噴出部が形成され、後端は開口した胴部と、前記
胴部の開口した後端を介して前記収容空間に前後移動可
能に挿入され、前方への移動時に前記収容空間に収容さ
れている液体を噴射するピストンと、中空であってかつ
弾性を有し、前記ピストンの前端に設けられて前記収容
空間に収容されている液体が前記胴部の後方に漏れるこ
とを防止し、前記ピストンの前方への移動時に前記第１
突起より前方に移動して、前記ピストンの後方への再移
動時に前記第１突起によって前記ピストンから離脱する
シーリング部材と、を含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部に液体を収容可能な収容空間および前記収容空間に突出する第１突起が形成され、
前端に前記収容空間に収容されている液体を噴射する噴出部が形成され、後端部が開口し
た胴部と、
　前記胴部の前記開口から前記収容空間に前後方向に移動可能に挿入され、前方への移動
時に前記収容空間に収容されている液体を噴射するピストンと、
　中空であってかつ弾性を有し、前記ピストンの前端部に設けられて前記収容空間に収容
されている液体が前記胴部の後方に漏れることを防止し、前記ピストンの前方への移動時
に前記第１突起より前方に移動して、前記ピストンの後方への再移動時に前記第１突起に
よって前記ピストンから離脱するシーリング部材と、
　を含む体内液体挿入装置。
【請求項２】
　前記シーリング部材は、リング状に形成されている請求項１記載の体内液体挿入装置。
【請求項３】
　前記第１突起は、前記収容空間に収容されている液体および前記シーリング部材が接す
る位置に対応するように形成されている請求項１記載の体内液体挿入装置。
【請求項４】
　前記ピストンの前端には、前記シーリング部材内に挿入される突出部が形成されている
請求項１記載の体内液体挿入装置。
【請求項５】
　前記突出部は、上下方向に延在する第１部材と、前記第１部材の中央部から左右方向に
延在する第２部材と、を含む請求項４記載の体内液体挿入装置。
【請求項６】
　前記第１部材の両端は前記シーリング部材に接し、前記第２部材は前記第１部材よりも
短く形成されて両端が前記シーリング部材から離間している請求項５記載の体内液体挿入
装置。
【請求項７】
　前記突出部の前端には、前記突出部の横断面の面積より大きい断面積を有する拡張部が
設けられる請求項４記載の体内液体挿入装置。
【請求項８】
　前記ピストンには、前記シーリング部材の後面に接し、前記ピストンの前方への移動時
に前記シーリング部材を前方に押して移動させる押圧部が設けられている請求項１記載の
体内液体挿入装置。
【請求項９】
　前記胴部内には、さらに前記第１突起より後方に位置する第２突起が形成され、
　前記ピストンには、前記ピストンの後方への移動時に前記第２突起に係合する第３突起
が形成されている請求項１記載の体内液体挿入装置。
【請求項１０】
　前記胴部内には、さらに前記第１突起より後方に位置する第２突起が形成され、
　前記ピストンには、前記ピストンの前方への移動時に前記第２突起より前方に移動して
前記第２突起に係合する第４突起が形成されている請求項１記載の体内液体挿入装置。
【請求項１１】
　前記収容空間の全領域のうちの少なくとも一部は、前記ピストンの横断面の面積より小
さい断面積を有するように形成されている請求項１記載の体内液体挿入装置。
【請求項１２】
　前記ピストンの後端部は、前方への最大移動時に前記胴部の後端部の開口部内に挿入さ
れている請求項１記載の体内液体挿入装置。
【請求項１３】
　前記ピストンの後端部は、前記胴部の後端部の内側の形状に対応する形状に形成されて
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いる請求項１２記載の体内液体挿入装置。
【請求項１４】
　前記噴出部には前記収容空間に収容されている液体が漏れることを防止する栓体が設け
られている請求項１記載の体内液体挿入装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、人体内に液体を投与する体内液体挿入装置に関し、より詳しくは、ピストン
に離脱可能なシーリング部材が備えられた体内液体挿入装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、様々な目的で人体内に多様な液体を注入することが多い。たとえば、女性の性器
を洗滌するための洗滌液を性器内に投与したり、避妊のための避妊薬液、痔疾・性病など
の治療のための薬液、或いは性交時の潤滑液を投与したりするなど、その活用様態は非常
に多様である。
【０００３】
　使用に当たって、人体の性器および肛門などの内側は粘膜が露出する部分であり、外部
の刺激に非常に敏感であるので、粘膜が損傷あるいは汚染しやすい。よって、上記のよう
な様々な液体を投与するためには、細心の注意を払う必要がある。
【０００４】
　従来、上記のような液体を手作業で直接投与する不便を改善するために、人体内に液体
を投与可能な器具が考案されている。このような液体投与器具は普通、衛生上の問題およ
び洗滌の難しさがあるため使い捨てとして作られており、このため内部に液体が収容され
ている状態で販売されている。
【０００５】
　ただ、一部のユーザが使い捨てであるにもかかわらず液体投与器具を洗滌して再使用す
ることがある。しかし、この場合、疾病および細菌感染の危険性が最も高い。したがって
、このような液体投与器具は再使用が不可能に設計する必要がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上記のような従来の問題を解決するためになされたものであり、再使用が不
可能な体内液体挿入装置を提供することを目的としている。なお、本発明の課題は上記し
たものに限られず、言及していない他の課題は下記記載から当業者に明らかである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明に係る離脱するシーリング部材が備えられた体内液体
挿入装置は、内部に液体を収容可能な収容空間および前記収容空間に突出する第１突起が
形成され、前端に前記収容空間に収容されている液体を噴射する噴出部が形成され、後端
は開口した胴部と、前記胴部の開口から前記収容空間に前後方向に移動可能に挿入され、
前方への移動時に前記収容空間に収容されている液体を噴射するピストンと、中空であっ
てかつ弾性を有し、前記ピストンの前端に設けられて前記収容空間に収容されている液体
が前記胴部の後方に漏れることを防止し、前記ピストンの前方への移動時に前記第１突起
より前方に移動して、前記ピストンの後方への再移動時に前記第１突起によって前記ピス
トンから離脱するシーリング部材と、を含む。
【０００８】
　前記シーリング部材は、リング状に形成されている。
【０００９】
　また、前記第１突起は、前記収容空間に収容されている液体および前記シーリング部材
が接する位置に対応するように形成されている。
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【００１０】
　また、前記ピストンの前端部には、前記シーリング部材内に挿入される突出部が形成さ
れている。
【００１１】
　また、前記突出部は、上下方向に延在する第１部材と、前記第１部材の中央部から左右
方向に延在する第２部材とで形成されている。
【００１２】
　また、前記第１部材の両端は前記シーリング部材に接し、前記第２部材は前記第１部材
よりも短く形成されて両端が前記シーリング部材から離間させている。
【００１３】
　また、前記突出部の前端部には、前記突出部の横断面の面積より大きい断面積を有する
拡張部が設けられている。
【００１４】
　また、前記ピストンには、前記シーリング部材の後面に接し、前記ピストンの前方への
移動時に前記シーリング部材を前方に押して移動させる押圧部が設けられている。
【００１５】
　また、前記胴部内にはさらに前記第１突起より後方に位置する第２突起が形成され、前
記ピストンには、前記ピストンの後方への移動時に前記第２突起に係合する第３突起が形
成することができる。
【００１６】
　また、前記胴部内には、さらに前記第１突起より後方に位置する第２突起が形成され、
前記ピストンには、前記ピストンの前方への移動時に前記第２突起より前方に移動して前
記第２突起に係合する第４突起が形成されている。
【００１７】
　また、前記収容空間の全領域のうちの少なくとも一部は、前記ピストンの横断面の面積
より小さい断面積を有するように形成されている。
【００１８】
　また、前記ピストンの後端部は、前方への最大移動時に前記胴部の後端部の開口に挿入
される。
【００１９】
　また、前記ピストンの後端部は、前記胴部の後端部の開口の内側の形状に対応する形状
に形成されている。
【００２０】
　また、前記噴出部には前記収容空間に収容されている液体が漏れることを防止する栓体
を設ける。
【発明の効果】
【００２１】
　上記課題を解決するための本発明の離脱するシーリング部材が備えられた体内液体挿入
装置は、以下のような効果を有する。
【００２２】
　第一に、使用時にシーリング部材がピストンから離脱するため、再使用が不可能であり
、衛生的である。
【００２３】
　第二に、シーリング部材は液体が漏れないように収容空間を密閉しながら、その形状お
よび構造によりピストンから容易に離脱することができる。
【００２４】
　第三に、構造が簡単でシーリング部材に要する部材数が少ないため、製造費を節減する
ことができ、製造に要する時間も短縮することができる。
【００２５】
　なお、本発明の効果は上記したものに限られず、言及していないさらなる効果が請求範
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囲の記載から当業者にとって明らかであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の第１実施形態による体内液体挿入装置の全体形態を示す斜視図である。
【図２】本発明の第１実施形態による体内液体挿入装置の分解構造を示す斜視図である。
【図３】本発明の第１実施形態による体内液体挿入装置の内部構造を示す断面図である。
【図４】本発明の第１実施形態による体内液体挿入装置のピストンを前方に移動させて液
体を噴射する様子を示す断面図である。
【図５】本発明の第１実施形態による体内液体挿入装置のピストンを前方に移動させるこ
とによりシーリング部材が胴部の第１突起にかかる様子を示す断面図である。
【図６】本発明の第１実施形態による体内液体挿入装置のピストンを後方に再移動させる
場合、シーリング部材がピストンから離脱する様子を示す断面図である。
【図７】本発明の第２実施形態による体内液体挿入装置の内部構造を示す断面図である。
【図８】本発明の第３実施形態による体内液体挿入装置の内部構造を示す断面図である。
【図９】本発明の第４実施形態による体内液体挿入装置において、シーリング部材がピス
トンに固定される様子を示す斜視図である。
【図１０】本発明の第５実施形態による体内液体挿入装置において、シーリング部材がピ
ストンに固定される様子を示す斜視図である。
【図１１】本発明の第６実施形態による体内液体挿入装置の内部構造を示す断面図である
。
【図１２】本発明の第６実施形態による体内液体挿入装置のピストンを後方に再移動させ
る場合、シーリング部材がピストンから離脱する様子を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、上記目的を具体的に実現できる本発明の好ましい実施形態について添付図面を参
照して詳細に説明する。なお、実施形態の説明において、同一又は相当部分は同一名称お
よび符合を付してその説明を省略する。
【００２８】
　図１は、本発明の第１実施形態による体内液体挿入装置１００の全体形態を示し、図２
は、本発明の第１実施形態による体内液体挿入装置１００を分解した構造を示している。
【００２９】
　図１および図２に示すように、本発明の第１実施形態による体内液体挿入装置１００は
、全体として、胴部１１０と、ピストン１２０と、シーリング部材１３０と、を含む。
【００３０】
　胴部１１０は、人体内に挿入可能に形成され、内部に液体を収容可能な収容空間が形成
されている。また、胴部１１０の前端には前記収容空間に収容されている液体を噴射でき
る噴出部１１２が形成され、胴部１１０の後端１１３は開口している。
【００３１】
　この実施形態の場合、胴部１１０は、前後方向に長く、全体としては曲面で形成され、
横断面は円形に形成されている。したがって、人体への挿入時、ユーザに痛みを感じさせ
ない。また、胴部１１０の後端１１３は、横断面積が次第に大きくなるようにテーパを持
つように形成されており、ピストン１２０の挿入を容易にすることができる。
【００３２】
　また、この実施形態において、胴部１１０の前端に形成されている噴出部１１２には、
体内液体挿入装置１００の使用前に収容されている液体が噴出部１１２を介して漏れるこ
とを防止するカバー１４０が設けられている。
【００３３】
　ピストン１２０は、胴部１１０の後端部１１３の開口から前記収容空間に前後方向に移
動可能に挿入される。すなわち、ピストン１２０を胴部１１０内の収容空間に挿入した状
態で前方に移動させると、前記収容空間に収容されている液体が押されて噴出部１２０か



(6) JP 2014-4309 A 2014.1.16

10

20

30

40

50

ら噴射される。
【００３４】
　この実施形態の場合、ピストン１２０の前端部にはＯリングからなるシーリング部材１
３０内に挿入される突出部１２６が形成されている。突出部１２６はシーリング部材１３
０の内周面に圧接するように設けられてシーリング部材１３０を固定している。
【００３５】
　また、ピストン１２０には、シーリング部材１３０の後面が接するように形成された押
圧部１２８が設けられており、これにより、ピストン１２０の前方への移動にしたがって
シーリング部材１３０を前方に押して移動させることができる。
【００３６】
　また、この実施形態において、ピストン１２０の後端部１２３は胴部１１０の後端１１
３部の内側の形状に対応する形状を有する。すなわち、ピストン１２０の後端部１２３も
横断面積が次第に大きくなるように形成されており、これによってユーザがピストン１２
０を容易に押すことができる。
【００３７】
　シーリング部材１３０は、中空であってかつ弾性を有し、ピストン１２０の前端に保持
されている。また、胴部１１０内側の収容空間に挿入するときに、前記収容空間に収容さ
れている液体が胴部１１０の後方に漏れることを防止することができる。シーリング部材
１３０の材質としては、ゴム、合成樹脂など弾性を有する様々な材質を使用することがで
きる。また、市販のＯリングをそのまま使用することもできる。
【００３８】
　この実施形態の場合、シーリング部材１３０はリング状に形成され、前述したように、
ピストン１２０の押圧部１２８に後面が接しており、突出部１２６がリング内に挿入され
た状態で保持されている。
【００３９】
　図３には、本発明の第１実施形態による体内液体挿入装置１００の内部構造が示されて
いる。図３に示すように、胴部１１０内の収容空間Ｓには液体が収容され、またシーリン
グ部材１３０およびピストン１２０が挿入される。
【００４０】
　この実施形態では、さらに栓体１４０が設けられるので、栓体１４０およびシーリング
部材１３０のため、ユーザが体内液体挿入装置１００を実際使用する以前に液体が漏れる
ことを防止することができる。
【００４１】
　また、胴部１１０内側の前方には、収容空間Ｓ内に突出した第１突起１１４が形成され
ている。これは、今後シーリング部材１３０をピストン１２０から離脱させるためのもの
であり、これについては後述する。
【００４２】
　また、この実施形態において、胴部１１０の内側にはさらに第１突起１１４より後方に
位置する第２突起１１６が設けられ、ピストン１２０の外周面には第２突起に対応する第
３突起１２７が形成されている。特に、この実施形態において、第１突起１１４および第
２突起１１６は各々胴部１１０の内周にそって突出形成されており、第３突起１２７はピ
ストン１２０の外周にそって突出形成されている。但し、第１突起１１４、第２突起１１
６および第３突起１２７の形状はこれに限られず、たとえば、周方向に不連続な突起であ
るような様々な形態で形成することができる。
【００４３】
　このような第２突起１１６および第３突起１２７は、ピストン１２０が後方に予め定め
た距離以上移動することを防止するために形成したものである。すなわち、収容空間Ｓに
液体が収容されている場合、ピストン１２０が後方に押される可能性があり、或いは重力
や慣性などの外力によってピストン１２０が後方に押されることもあるので、これらを防
止するために第２突起１１６および第３突起１２７が形成されている。
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【００４４】
　具体的には、ピストン１２０が予め定めた距離以上に後方へ移動したとき、第３突起１
２７が第２突起１１６に係合されるように形成されているので、これによりピストン１２
０が胴部１１０から離脱するようなことはない。
【００４５】
　第２突起１１６は、収容空間Ｓに定量の液体が収容された場合、ピストン１２０が液体
に接する状態で、第３突起１２７の後面に接するように位置させことができる。すなわち
、体内液体挿入装置１００はこのような状態でユーザに供給することができる。
【００４６】
　以上、本発明の第１実施形態による体内液体挿入装置１００の構造について説明した。
以下、体内液体挿入装置１００の使用時、シーリング部材１３０が離脱する過程について
説明する。
【００４７】
　図４には、本発明の第１実施形態による体内液体挿入装置１００のピストン１２０を前
方に移動させて液体を噴射する様子が示されている。
【００４８】
　図４に示すように、まずユーザは胴部１１０の噴出部１１２に設けられた栓体１４０を
除去した後、ピストン１２０を矢印で示す前方に押圧して移動させる。これにより、シー
リング部材１３０も前方に移動して収容空間Ｓに収容されている液体が噴出部１１２を通
って外部に噴出する。
【００４９】
　次に、図５には、本発明の第１実施形態による体内液体挿入装置１００のピストン１２
０を前方に移動させることによりシーリング部材１３０が胴部１１０の第１突起１１４に
係合される様子が示されている。
【００５０】
　図５に示すように、ユーザがピストン１２０を最前方に移動させて収容空間に収容され
ている液体を全部排出させることにより、シーリング部材１３０が第１突起１１４より前
方に移動する。したがって、第１突起１１４は、シーリング部材１３０と押圧部１２８の
間に位置するようになる。
【００５１】
　このとき、シーリング部材１３０は弾性を有するので、第１突起１１４と接すると弾性
変形し、第１突起１１４によって押圧された状態で第１突起１１４を通過することができ
る。
【００５２】
　また、この実施形態では、ピストン１２０が最大に動いた状態でシーリング部材１３０
が第１突起１１４に係合することにしたが、第１突起１１４の位置はこれに限られず、こ
れより後方に位置させることもできる。
【００５３】
　次に、図６には、本発明の第１実施形態による体内液体挿入装置１００のピストン１２
０を後方に再移動させる場合、シーリング部材１３０がピストン１２０から離脱する様子
が示されている。
【００５４】
　図６に示すように、ユーザが体内液体挿入装置１００を使用した後、ピストン１２０を
後方に引くと、シーリング部材１３０が第１突起１１４によってピストン１２０から離脱
する。したがって、ユーザは体内液体挿入装置１００を再び使用することができなくなる
ため、細菌感染など再使用による不利を予め防止することができる。
【００５５】
　特に、この実施形態では、シーリング部材１３０がピストン１２０の突出部１２６が中
空に挿入された程度にのみで固定されており、後面が押圧部１２８に接している。これに
より、シーリング部材１３０の場合、前方に移動したときには押圧部１２８によって安定
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して支持できるとともに、後方に再移動したときには突出部１２６からシーリング部材１
３０から容易に離脱するので、再使用の可能性を完全に阻止することができる。
【００５６】
　また、この実施形態では、シーリング部材１３０がその形状により突出部１２８の前方
を遮ぎる部分がないので、必要な材料の量が少なく、重量が軽くて、製造コストを削減で
き、製造時間を短縮することができる。
【００５７】
　また、図６に示す拡大図のように、シーリング部材１３０は断面が突出部１２６を囲む
円形に形成されているので、突出部１２６がシーリング部材１３０から離脱した場合、シ
ーリング部材１３０が突出部１２６の表面にそって回転することができる。よって、シー
リング部材１３０をピストン１２０からさらに容易に離脱させることができる。
【００５８】
　以上、本発明の第１実施形態による体内液体挿入装置１００の使用中にシーリング部材
１３０が離脱する過程について説明した。以下、本発明の他の実施形態について説明する
。
【００５９】
　図７には、本発明の第２実施形態による体内液体挿入装置２００の内部構造が示されて
いる。
【００６０】
　図７に示すように、本発明の第２実施形態による体内液体挿入装置２００は、上記第１
実施形態に比べたとき、第１突起２１４、噴出部２１２を含む胴部２１０、およびシーリ
ング部材２３０は同じであるが、ピストン２２０の形状が多少異なる。
【００６１】
　具体的には、この実施形態による体内液体挿入装置２００のピストン２２０は、第３突
起２２７の他に、さらに第４突起２２９を有し、ピストン２２０の後端２２３は前方に最
大に移動したとき、胴部２１０の開口した後端部２１３内に完全に挿入される。
【００６２】
　第４突起２２９は、第３突起２２７の後方に位置し、ピストン２２０が前方に移動して
収容空間に収容されている液体を完全に排出させた場合、胴部２１０に形成された第２突
起２１６より前方に移動する。よって、以後第４突起２２９が第２突起２１６に係合して
いるので、ユーザがピストン２２０を後方に再移動させることを阻止することができる。
【００６３】
　特に、この実施形態において、ピストン２２０の後端部２２３は胴部２１０の後端部２
１３の内側の形状に対応する形状を有しており完全に挿入されるので、ユーザがピストン
２２０を摘み取ることができず、再使用の可能性をさらに低くすることができる。
【００６４】
　図８には、本発明の第３実施形態による体内液体挿入装置３００の内部構造が示されて
いる。
【００６５】
　図８に示す本発明の第３実施形態による体内液体挿入装置３００の場合、胴部３１０に
噴出部３１２および第１突起３１４が形成されていること、およびピストン３２０が前方
へ移動する時、ピストン３２０の後端部３２３が胴部３１０の後端部３１３内に完全に挿
入されることは第２実施形態と同じである。但し、胴部３１０およびピストン３２０の各
々に第２突起、第３突起および第４突起が形成されていないことが異なる。
【００６６】
　この実施形態による体内液体挿入装置３００の胴部３１０は、内部の収容空間の全領域
のうちの少なくとも一部がピストン３２０の横断面の面積より小さい断面積を有するよう
に形成されている。具体的には、図８を参考すれば、胴部３１０の後方の内側に突出領域
３１６が形成されており、収容空間の横断面の面積が小さくなっていることが分かる。
【００６７】
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　これにより、ピストン３２０が突出領域３１６により押圧されて、前後方向への移動時
の接触抵抗を印加することができる。すなわち、この場合にも、体内液体挿入装置３００
の使用時にピストン３２０が後方に移動し難いので、再使用の可能性を低くすることがで
きる。
【００６８】
　図９には、本発明の第４実施形態による体内液体挿入装置において、シーリング部材４
３０がピストンの突出部４２６に固定される様子が示されている。
【００６９】
　図９に示すように、本発明の第４実施形態による体内液体挿入装置の場合、ピストンの
突出部４２６が前述した実施形態とは異なる形状に形成される。
【００７０】
　具体的には、突出部４２６は、上下方向に延在する第１部材４２６ａと、第１部材４２
６ａの中央部から左右方向に延在する第２部材４２６ｂとから形成されている。すなわち
、突出部４２６は、全体として押圧部４２８の前方に断面十字状に形成されている。これ
により、シーリング部材４３０と突出部４２６の接触面積が大きく減少するので、シーリ
ング部材４３０がより容易に離脱するようにすることができる。
【００７１】
　一方、この実施形態では第１部材４２６ａは上下方向に、第２部材４２６ｂは左右方向
に延在することとしたが、この上下および左右方向が一定の一方向のみを意味するのでは
ない。すなわち、ピストンは胴部内で回転可能であり、また体内液体挿入装置の全体の方
向が変わることもできるので、上下および左右方向は基準によって変わる。
【００７２】
　図１０は、本発明の第５実施形態による体内液体挿入装置において、シーリング部材５
３０がピストンの突出部４２６に固定される様子が示されている。
【００７３】
　図１０に示すように、本発明の第５実施形態による体内液体挿入装置は、第４実施形態
による体内液体挿入装置のように、突出部５２６が押圧部５２８の前方に断面十字状に形
成されていることは同じであるが、第２部材５２６ｂの長さが第１部材５２６ａよりも短
く形成されており、両端がシーリング部材５３０の内周面から離隔している状態であるこ
とが異なる。
【００７４】
　すなわち、この実施形態の場合、シーリング部材５３０と突出部５２６の接触面積をよ
り小さくすることにより、シーリング部材５３０がより容易に離脱することができる。ま
た、第２部材５２６ｂの長さを適宜に調節して、第２部材５２６ｂの両端がシーリング部
材５３０から離間した状態を維持しながらも、シーリング部材５３０の形状が変わる場合
にはこれを支持可能にすることができる。
【００７５】
　図１１には、本発明の第６実施形態による体内液体挿入装置６００の内部構造が、図１
２には、本発明の第６実施形態による体内液体挿入装置６００のピストン６２０を後方に
再移動させた場合、シーリング部材６３０がピストン６２０から離脱する様子が示されて
いる。
【００７６】
　図１１および図１２に示す本発明の第６実施形態による体内液体挿入装置６００の場合
、胴部６１０に噴出部６１２、第１突起６１４および第２突起６１６が形成されているこ
と、およびピストン６２０に押圧部６２８、突出部６２６および第３突起６２７が形成さ
れていることは前述した第１実施形態と同じである。但し、第１突起６１４の位置が第１
実施形態とは異なり、突出部６２６の前端には拡張部６２９が形成されていることが異な
る。
【００７７】
　具体的には、この実施形態において、第１突起６１４は、収容空間Ｓに収容されている
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ち、第１突起６１４は液体が収容空間Ｓに全量収容される場合、水面に対応して形成され
、製造時に液体の収容定量を表示する役割を果たすことができる。
【００７８】
　また、図１２に示すように、ピストン６２０を押圧して液体を注入後、後方に再移動さ
せた場合、シーリング部材６３０が第１突起６１４に係合してピストン６２０から離脱す
る。
【００７９】
　また、この実施形態では、突出部６２６の前端には突出部６２６の横断面の面積より大
きい断面積を有する拡張部６２９が設けられている。これにより、シーリング部材６３０
をピストン６２０の前端に固定することができるので、体内液体挿入装置６００の製造時
、ピストン６２０を胴部６１０内に挿入する過程においてシーリング部材６３０が容易に
離脱させることを防止することができる。
【００８０】
　以上、本発明を好ましい実施形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施
形態に記載の範囲には限定されない。上記実施形態に多様な変更を加えることが可能であ
ることは本発明が属す分野の通常の知識を有する者に明らかであり、そのような変更を加
えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが請求範囲の記載から明らかである。
【符号の説明】
【００８１】
　１００　体内液体挿入装置
　１１０　胴部
　１１２　噴出部
　１１３　後端部
　１１４　第１突起
　１１６　第２突起
　１２０　ピストン
　１２３　後端部
　１２６　突出部
　１２７　第３突起
　１２８　押圧部
　１３０　シーリング部材
　１４０　栓体
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