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(57)【要約】
注入可能な生成物を投与するデバイスであって、ハウジ
ング壁（１）を伴うハウジングと、ハウジング上に形成
され、視認領域が観察できる目視要素（２）と、ハウジ
ング内の移動が可能であり、ハウジングに対して、少な
くとも、部分的に視認領域を通る空化ディスプレイ（４
）と、空化ディスプレイの視野が、視野解除要素に衰退
および／または視野解除要素から解除されることを特徴
とするハウジングに対して移動可能である視野解除要素
（３）からなる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　注入可能な生成物を投与するデバイスであって、
　ａ）ハウジング壁（１）を伴うハウジングと、
　ｂ）該ハウジング上に配置される透かし要素（２）であって、該透かし要素（２）によ
って、視認領域が視認され得る、透かし要素（２）と、
　ｃ）該ハウジング内で、かつハウジングに対して、少なくとも部分的に視認領域を通っ
て動かされ得る、分注ディスプレイ（４）と、
　ｄ）該ハウジングに対して動かされ得る視野解除要素（３）と
　を備え、該分注ディスプレイ（４）上のビューが、該視野解除要素（３）により遮断お
よび／または露出され得ることを特徴とする、デバイス。
【請求項２】
　前記透かし要素（２）は、窓または透明な物質である、請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記視野解除要素（３）は、前記ハウジング壁（１）と前記分注ディスプレイ（４）と
の間に配置される、請求項１または請求項２のいずれか１つに記載のデバイス。
【請求項４】
　生成物容器（５）は、前記デバイスに含まれているか、または前記デバイスに挿入され
得、該生成物容器（５）および／または該生成物容器（５）に接続される針（６）は、前
記ハウジングの縦軸に沿って該ハウジングに対して、特に、初期位置と穿孔位置との間で
、動かされ得る、請求項１～請求項３のいずれか１つに記載のデバイス。
【請求項５】
　前記生成物容器（５）および／または前記針（６）は、前記視野解除要素（３）と連結
されることにより、該視野解除要素（３）あるいは該生成物容器（５）および／または該
針（６）のうちの一方が動かされている間、他方は、少なくとも、部分的に該動きに従う
、請求項４に記載のデバイス。
【請求項６】
　前記生成物は、該生成物に作用するプランジャ（７ａ）により前記生成物容器（５）か
ら分注され得、該プランジャ（７ａ）は、前記分注ディスプレイ（４）と連結されること
により、該分注ディスプレイ（４）および該プランジャ（７ａ）のうちの一方が動かされ
るとき、他方が、少なくとも、部分的に該動きに従う、請求項４または請求項５のうちの
１項に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記視野解除要素（３）は、前記生成物容器（５）または前記針（６）が、初期位置に
あるとき、前記視認領域に配置される第１領域（３ａ）を有する、請求項４～請求項６の
うちの１項に記載のデバイス。
【請求項８】
　前記第１領域（３ａ）は、透かし要素（２）を通して視認され得る情報を含む、請求項
７に記載のデバイス。
【請求項９】
　前記情報は、前記第１領域（３ａ）の物質の物質特性、キャラクタ、イメージおよび／
またはカラーコードである、請求項８に記載のデバイス。
【請求項１０】
　前記第１領域（３ａ）は、透明または不透明である、請求項７～請求項９のうちの１項
に記載のデバイス。
【請求項１１】
　第２領域（３ｂ）は、前記生成物容器（５）または前記針（６）が、穿孔位置にあると
き、前記視認領域に配置される第１領域（３ａ）に隣接して配置される、請求項７～請求
項１０のうちの１項に記載のデバイス。
【請求項１２】
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　前記分注ディスプレイ（４）は、前記透かし要素（２）および前記第２領域（３ｂ）を
通して読み取られ得る、請求項１１に記載のデバイス。
【請求項１３】
　前記第２領域（３ｂ）は、前記視野解除要素（３）に近位に隣接するか、または該視野
解除要素（３）内の窓である、請求項１１または請求項１２のうちの１項に記載のデバイ
ス。
【請求項１４】
　前記第２領域（３ｂ）は、透明な物質から作製され、第１領域（３ａ）が透明な場合、
該第２領域（３ｂ）の透明な物質は、前記第１領域（３ａ）の透明な物質と異なる色であ
る、請求項１１～請求項１３のうちの１項に記載のデバイス。
【請求項１５】
　前記第２領域（３ｂ）の前記透明な物質は、透明または無色である、請求項１４に記載
のデバイス。
【請求項１６】
　中間領域（３ｃ）は、前記第１領域（３ａ）と前記第２領域（３ｂ）との間で、前記デ
バイスの縦方向に配置され、該中間領域（３ｃ）は、前記生成物容器（５）または前記針
（６）が前記初期位置から前記穿孔位置に動かされるとき、少なくとも部分的に前記視認
領域に配置される、請求項１１～請求項１５のうちの１項に記載のデバイス。
【請求項１７】
　前記中間領域（３ｃ）は、前記生成物容器（５）が、移動していることを具体的に示す
、キャラクタ、イメージ、カラーコード、または物質特性を含む、請求項１６に記載のデ
バイス。
【請求項１８】
　前記分注ディスプレイ（４）は、前記視野解除要素（３）と連結されることにより、前
記生成物容器（５）または前記針（６）が前記初期位置から前記穿孔位置に動かされると
き、特に、穿孔シーケンスの間に、該分注ディスプレイ（４）が、該視野解除要素（３）
の該動きに従う、請求項１～請求項１７のうちの１項に記載のデバイス。
【請求項１９】
　弾性手段（１４）、特に前方駆動スプリングが提供され、該弾性手段（１４）は、前記
視野解除要素（３）および／または前記生成物容器（５）および／または前記針（６）お
よび／または前記分注ディスプレイ（４）を前記穿孔位置に動かすことが可能である、請
求項１～請求項１８のうちの１項に記載のデバイス。
【請求項２０】
　前記分注ディスプレイ（４）は、生成物容器（５）または針（６）が、前記穿孔位置に
あるとき、または生成物分注シーケンスの間に、前記視野解除要素（３）に対して軸方向
に動かされ得る、請求項１～請求項１９のうちの１項に記載のデバイス。
【請求項２１】
　弾性手段（１５）、特に分注スプリングが提供され、該弾性手段（１５）は、出力要素
（８）および／またはプランジャロッド（７）および／またはプランジャ（７ａ）を、分
注方向に駆動可能である、請求項１～請求項２０のうちの１項に記載のデバイス。
【請求項２２】
　前記分注ディスプレイ（４）は、前記生成物容器（５）が、前記穿孔位置に配置される
とき、前記視認領域に配置され得る第１領域（４ａ）を有する、請求項１～請求項２１の
うちの１項に記載のデバイス。
【請求項２３】
　前記第１領域（４ａ）は、生成物分注動作の間に、前記視認領域の外に動かされ得る、
請求項２２に記載のデバイス。
【請求項２４】
　第２領域（４ｂ）が前記第１領域（４ａ）に隣接して配置され、該第２領域（４ｂ）は
前記視認領域に配置され、前記生成物が前記生成物容器（５）から分注されたとき視認さ
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れ得る、請求項２２または請求項２３のうちの１項に記載のデバイス。
【請求項２５】
　前記第１領域（４ａ）および前記第２領域（４ｂ）のそれぞれは、情報、特に、物質の
性質、キャラクタ、イメージおよび／またはカラーコードを含み、該第１領域（４ａ）の
情報は、該第２領域（４ｂ）の情報と異なる、請求項２４に記載のデバイス。
【請求項２６】
　中間領域（４ｃ）が前記第１領域（４ａ）と前記第２領域（４ｂ）との間に配置され、
該中間領域（４ｃ）は、前記視認領域に配置されるか、または前記生成物分注動作の間に
該視認領域を通って動かされる、請求項２４または請求項２５のうちの１項に記載される
デバイス。
【請求項２７】
　前記中間領域（４ｃ）は、キャラクタ、イメージ、カラーコードおよび／または物質特
性を含み、特に前記生成物容器（５）が動かされているときに、キャラクタ、イメージ、
カラーコードおよび／または物質特性によって見られ得る、請求項２６に記載されるデバ
イス。
【請求項２８】
　注入可能な生成物を投与するためのデバイスの様々なモードを表示する方法であって、
様々な情報が、透かし要素（２）を介して表示され、かつ読み取られ得、該情報は該デバ
イスに配置される生成物容器（５）が初期位置に配置される効果に対する情報と、該生成
物容器（５）が穿孔位置に配置される効果に対する情報と、該生成物容器（５）に含まれ
る該生成物が分注されたことの効果に対する情報とを含む、方法。
【請求項２９】
　前記デバイスは、請求項１から請求項２７のうちの１項に記載される通りに形成される
、請求項２８に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、注入可能な生成物、例えば、インスリン、ヘパリン、成長ホルモン、または
骨粗鬆症製剤などの液状薬剤の投与のためのデバイスに関する。特に、本デバイスは、注
入ペンまたは自動注入器などの注入デバイスであり得る。
【背景技術】
【０００２】
　上記のタイプのデバイスは、様々なデザインで公知である。このようなデバイス、特に
、自動注入器の場合、デバイスがどのモード（例えば、穿孔モードまたは投与モードなど
）にあるのかを知ることがデバイスの使用者にとって有利である場合がある。
【０００３】
　このため、特許文献１は、シリンジを収容するためのスリーブとスリーブに接続される
トリガメカニズムを含む、注入デバイスを提案している。トリガメカニズムのハウジング
は、注入デバイスがトリガされたかどうかを示すマーキングが見られ得る窓を有する。
【０００４】
　公開された国際特許出願第２００４／０４７８９１号は、自動的に物質を注入するデバ
イスを公開している。公開された文書に記載される自動注入器は、２つの主な要素、すな
わち、充填されたシリンジを収容する貯蔵部と、シリンジを用いて自動的に穿孔および分
注するために使用される部分を収容する電力パックとから成る。電力パックは、移動可能
な取付けディスプレイが外から監視できるように、透明な物質から作製されるディスプレ
イ窓を有する。デバイスの一実施形態では、ディスプレイは、全ての動作モードにおいて
、透明なスリーブの下から目視可能である。一度シリンジに接続される針が穿孔動作をも
たらすと、ディスプレイは、生成物が分注されるまで動かない。穿孔および分注動作の前
に、トリガノブが引き戻されてもよいため、警戒色のスリーブも、透明なスリーブを通し
て確認し、使用者がデバイスのトリガの準備ができたことを知ることが可能である。
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【０００５】
　国際特許出願で開示されたデバイスの他の実施形態において、分注ディスプレイは、針
が穿孔動作をもたらす時に既に動き、ディスプレイは、穿孔動作開始から終わりまで、カ
バーにより覆われる。分注ディスプレイは、分注動作が開始するまで確認することはでき
ない。分注ディスプレイは、移動不可能なカバーから突出する。
【０００６】
　国際特許出願で開示されたこれらの実施形態のいずれかを用いても、デバイスの使用者
は、デバイスが、まだ穿孔モードかそうでないのかをディスプレイから判断することがで
きない。
【特許文献１】米国特許第６，６９２，４６９号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、デバイスの使用者が、デバイスの様々なモードを見分ける容易な方法
を提供する、注入可能な生成物の投与のデバイスと方法とを提案することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本目的は、独立請求項で規定される特徴により達成される。有利な実施形態は、従属請
求項で規定される。
【０００９】
　注入可能な生成物を投与するための本発明により提案されるデバイスは、注入デバイス
、好ましくは、自動注入器または注入ペンであり得る。本発明により提案されるデバイス
、特に自動注入器において、注入可能な生成物の投与は、複数のシーケンスを含む場合が
ある。例えば、針が体内を穿孔する間の穿孔シーケンス、および液状薬剤が分注される間
の分注シーケンスがある。分注シーケンス、または好ましくは、分注シーケンスが続いて
もよい穿孔シーケンスが、有利に駆動される。デバイスは、２つ以上のハウジング部分を
含み得るハウジングを有し得、これらは、例えば、脱着式または非脱着式に互いに接続さ
れ得るか、または接続される。特に、ねじ込みフィッテイング、差し込み（ｂａｙｏｎｅ
ｔ）フィッテイングまたはキャッチフィッテイングは、例えば、本目的に使用されてもよ
い。穿孔および／または分注シーケンスを調節する機械シーケンスコントローラは、例え
ば、近位ハウジング部分に収容されてもよく、生成物容器は、例えば、遠位ハウジング部
分に収容されてもよい。「近位」とは、針とは反対側に存在する端を意味し、「遠位」と
は、針が配置される端を意味し、特に、注入デバイスが細長いデザインである。生成物容
器、特に、アンプルは、交換可能に、遠位ハウジング部分に挿入されるか、または遠位ハ
ウジング部分に、直接、形成されてもよい。ハウジングも、一体型デザインであってもよ
い。
【００１０】
　ハウジングは、ハウジング壁を有する。透かし要素が、ハウジング上、特に、ハウジン
壁上に提供される。透かし要素は、デバイスの使用者が、ハウジング壁を通して、外から
ハウジングの内部を確認することを可能にする。この領域は、以下、視認領域と称される
。特に、視認領域は、デバイスの縦軸に対して半径方向の透かし要素の突起であってもよ
い。「視認領域に配置」とは、透かし要素の突起内に配置される要素だけでなく、例えば
、他の部分により覆われているため、透かし要素を通して見えない要素も意味する。透か
し要素は、ハウジング壁の窓または開口部であってもよい。特に、透かし要素は、ハウジ
ング壁により形成される、またはハウジング壁に挿入される透明な物質から作製される部
分であってもよい。参考までに、透明な物質は、ガラスまたは透明または無色のプラスチ
ックであってもよい。好適な実施形態において、透かし要素は、拡大または縮小光学効果
を有してもよい。最後に、透かし要素は、レンズまたはその類似物であってもよい。
【００１１】
　デバイスは、特に、デバイスが切換えられるモードにより、少なくとも部分的な領域が
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使用者に見えるように、少なくとも部分的に視認領域を通って、ハウジングに対してハウ
ジング内を移動してもよい、機械的分注ディスプレイを有する。分注ディスプレイは、好
ましくは、デバイスの縦軸方向に移動してもよい。分注ディスプレイの目的は、生成物が
分注されたか、またはどのくらい分注されたかの情報を使用者に提供するためである。生
成物は、好ましくは、デバイスに収容される、またはデバイスに導入されてもよい生成物
容器に含まれる。生成物は、生成物に作動するプランジャにより生成物容器から分注され
てもよい。生成物が分注されると、プランジャは、生成物容器に対して移動する。プラン
ジャと分注ディスプレイは、互いに連結するため、分注ディスプレイまたはプランジャの
１つが、好ましくは、移動すると、他も、少なくとも、部分的に、同様の動きを生じる。
例えば、これらの１つは、移動中に、特定の距離を移動し、他方は、もう一方より長い、
または短い、または同一の距離を移動する。例えば、１つは、他方より速い、または遅い
、または同一の速さである特定の速さで移動してもよい。つまり、１つは、他方と同一の
方向に移動する。特に好ましくは、プランジャは、分注移動中、分注ディスプレイより長
い距離を移動する。特に、プランジャは、完全な分注をカバーしなければならない距離の
一部を移動してもよいため、プランジャの移動は、この部分的な距離を超えて分注ディス
プレイから完全に分離する。例えば、プランジャが、この部分的な距離を超えて移動して
も、分注ディスプレイに作用する力は、変動しない。つまり、プランジャが、この部分的
な距離を移動中、分注ディスプレイには、まったく力が作用しない。プランジャが、部分
的な距離を超えて移動する時、分注ディスプレイは、ハウジングに対して固定されている
ことが、一般的に好ましい。
【００１２】
　特に、移動が、分注ディスプレイから分離される部分的な距離を移動する場合、プラン
ジャは、生成物を分注するために、プランジャの移動が分注ディスプレイと連結する残り
の距離を移動してもよい。連結は、例えば、分注ディスプレイがプランジャと同一の移動
を生じるタイプであってもよい。分注ディスプレイは、好ましくは、プランジャが残りの
距離を超えるのと同一の距離を移動する。分注ディスプレイは、残りの距離を超えて移動
する時、プランジャと同一の速さで移動することが特に好ましい。
【００１３】
　プランジャの位置により、分注ディスプレイは、視認領域および／または特に見える特
定の領域に配置されてもよい。複数の領域が、分注ディスプレイ上に提供されてもよい。
複数の領域がある場合、移動方向に重ねて配置されてもよいため、異なる領域が、視認領
域を通って移動中、視認領域を通過する。全ての領域は、好ましくは、他の領域または隣
接する領域からの異なる情報を含む。従って、デバイスの使用者は、生成物が、生成物容
器から分注されたかまたはどのくらい分注されたかを、特定時に透かしディスプレイの下
に現れる情報から読み取ることができる。
【００１４】
　例えば、第１領域は、移動した視認領域、または生成物の分注中に視認領域に配置され
てもよいため、他の、例えば、第２の領域は、生成物が完全に分注された時、視認領域に
配置される。中間領域は、視認領域に配置されるか、または視認領域を通って移動し、生
成物が分注される時に見られる第１領域と第２領域の間に提供されてもよい。結果として
、デバイスの使用者は、生成物の分注が既に開始されたが、例えば、第２領域が視認領域
に配置されるまで、この場合はそうでないため、完全に終了していないことを判断するこ
とができる。
【００１５】
　領域に提供される情報は、特に、物質特性、キャラクタ、イメージおよび／またはカラ
ーコードの形態を取り、少なくとも、第１領域の情報は、第２領域の情報と異なる。第１
領域の情報は、例えば、異なる文字などの同一タイプであってもよい。また、第１領域は
文字を含み、第２領域はカラーコードを含む場合など、情報は、異なるタイプであっても
よい。物質特性は、例えば、使用される物質の性質、または表面の構造であってもよい。
キャラクタは、例えば、文字、シンボル、または類似物であってもよい。カラーコードは
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、例えば、それぞれの分注モードに適切なカラーである場合もある。これは、例に過ぎな
いが、第１領域は、例えば、「緑」などのあまり目立たない色で、第２領域は、より目立
つ色、または、例えば、「赤」などの警告色であってもよい。デバイスの使用者は、初め
は、透かし要素を通してあまり目立たない色を確認する。生成物の分注が進むにつれ、デ
バイスの使用者は、視認領域に移動すると、透かし要素を通して警告色を伴う領域を確認
する。例えば、デバイスが、まだ、生成物分注のシーケンス中であることを示す情報をデ
バイスの使用者に提供するために、中間領域が、第１領域からの情報と第２領域からの情
報の双方を含む、第１領域と第２領域の間に提供されてもよい。代替的に、中間領域は、
第１および第２領域の情報と異なる、または異なるタイプ、または同一タイプである場合
もある。中間領域は、隣接する領域を接続する点において、隣接する領域より多く、また
は少なく主要カラーコードを含み得る。第１および第２領域の情報は、好ましくは、異な
るため、第１領域のカラーコードは、第２領域に移動中、第２領域のカラーコードに変わ
ってもよい。例えば、カラーコードの変化は均一であり得、その結果、人の眼に認知可能
な複数の色が、中間領域に配置されるか、色が混合される。カラーコードの変化はまた不
均一であり得、この場合、異なる色のブロック（例えば２つのブロック）が提供され、そ
れぞれの幅の率または表面の率が、より大きく、またはより小さくなってもよい。中間領
域は、例えば、第１および第２領域の色を取り込んでもよい。例えば、第１から第２領域
に移動中の第１領域の色の比率は、減少してもよく、第２領域の色の比率は、増加しても
よい。第１領域の色が、第１領域から第２領域に移動中に減少すると、第２領域の色は、
好ましくは、第１領域から第２領域に移動中、ある程度増加する。
【００１６】
　デバイスは、分注ディスプレイ上への視野が遮蔽されてもよい手段による、視野解除要
素（ｖｉｅｗ－ｒｅｌｅａｓｉｎｇ　ｅｌｅｍｅｎｔ）も有する。「視野の遮蔽」とは、
分注ディスプレイ上への視野がブロックされてもよいため、分注ディスプレイは見えない
、または、この場合、視野解除要素の後ろに配置される部分は、視野解除要素の情報によ
り遮蔽されるが、分注ディスプレイへの視野が透明な物質により可能になることを意味す
る。情報は、透明または半透明の視野解除要素に適用されるキャラクタまたは文字または
イメージに基づく、透明な物質の特定の色または情報に基づく場合がある。
【００１７】
　本発明は、視野解除要素がハウジングに対して移動できるため、視野を分注ディスプレ
イに曝すという事実のため特殊である。「視野を分注ディスプレイに曝す」とは、分注デ
ィスプレイが見られる、または透明な物質により写し出される時、デバイスの使用者が確
認することができる情報は、写し出される際に、露出の変化を確認することができること
を意味する。視野解除要素は、好ましくは、縦軸方向に移動できる。より好ましくは、分
注ディスプレイへの視野は、視野解除要素が遠位方向に移動すると曝される。分注ディス
プレイと同様、視野解除要素は、少なくとも、部分的に、視認領域を通って移動できる。
視野解除要素は、例えば、ハウジングの外に配置されてもよいため、透かし要素へ押され
てもよい。視野解除要素は、好ましくは、透かし要素の下、または可視方向のハウジング
内に配置されてもよい。特定の選択により、視野解除要素は、ハウジング壁と分注ディス
プレイの間に配置され、この場合、分注ディスプレイへの視野は、有意に写し出される、
または曝される。
【００１８】
　デバイスに収容される、またはデバイスに導入されてもよい生成物容器は、患者の皮膚
を穿孔できる針に連結されてもよい。針は、縦軸に沿ってハウジングに対して配置されて
もよい。選択により、針は、ハウジング、またはハウジングに連結する針ガードスリーブ
により囲まれるため、針は、例えば、特定の穿孔の長さにより穿孔動作のために、遠位に
ハウジング、または針ガードスリーブから突き出ることができる。針は、視野解除要素と
連結してもよいため、視野解除要素または針の１つが移動する時、他は、少なくとも、も
う一方とある程度同一の動きを生じる。視野解除要素は、好ましくは、ほぼ同一距離、お
よび／または穿孔中、針と同一速さで同一方向に移動する。針は、特に、直接、容器に連
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結されてもよいため、容器に対して移動可能、または容器に軸的に固定されるため、針お
よび容器は接合穿孔動作を生じることができる。視野解除要素と針を連結するために使用
されるデザインは、好ましくは、容器と視野解除要素の連結にも適用される。
【００１９】
　針および／または生成物容器は、初期位置と穿孔位置の間のハウジングに対して縦軸に
沿って移動されてもよい。初期位置において、デバイスは、「非動作モード」、言い換え
れば、分注および穿孔シーケンスをトリガする前である。特に、針は、ハウジングまたは
針ガードスリーブ内に配置される。穿孔位置において、針は、所望する穿孔の長さにより
ハウジングまたは針ガードスリーブから遠位に伸びる。針／生成物容器は、初期位置で、
穿孔シーケンスをトリガすることにより穿孔位置に移動される。
【００２０】
　生成物容器が初期位置である、または針が初期位置である場合、視野解除要素は、好ま
しくは、視認領域に配置される第１領域を有する。例えば、第１領域は、透かし要素を通
して確認することができる情報を含んでもよい。この情報から、デバイスの使用者は、針
がまだ穿孔していないか、またはデバイスが初期位置であるかを判断する可視的方法を有
する。第１領域の情報は、例えば、キャラクタ、イメージおよび／またはカラーコードな
どの第１領域の物質の物質特性であってもよい。特に、情報は、分注ディスプレイの第１
または第２領域の情報と類似してもよい。好適な実施形態において、第１領域は、透明ま
たは半透明である。第１領域が半透明な場合、可視方向での視野解除要素の後ろを確認す
ることは不可能である。視野解除要素が透明な第１領域を有する場合、可視方向での視野
解除要素の後ろを確認することは可能である。特に、第１領域は、透明または無色である
か、または透明な特定の色を用いて提供されてもよい。さらに、さらなる情報は、第１領
域の表面に提供されてもよく、これは、第１領域が透明である場合、特に好ましい。
【００２１】
　針または生成物容器が穿孔位置に配置される時、第２領域は、好ましくは、視認領域に
配置される第１領域に隣接して配置される。これの利点は、針が、所望する穿孔の長さに
よりハウジングまたは針ガードスリーブから抽出されたとき、または生体組織を穿孔した
とき、デバイスの使用者が、可視的に確認する方法を有することである。特定の選択によ
り、使用者は、透かし要素を通して、分注ディスプレイおよび第２領域の視野解除要素を
読み取ることができる。例えば、第２領域の視野解除要素は、透かし要素より、小さい、
大きいまたはほぼ同一サイズであってもよい。特に、第２領域の視野解除要素は、透かし
要素とほぼ同一の形であってもよい。
【００２２】
　特に、第２領域は、視野解除要素に隣接する場合、あるいは視野解除要素の窓であって
もよい。第２領域は、視野解除要素の一体部分であってもよいが、必ずしもそうでなくて
もよい。例えば、視野解除要素は、第１領域を停止してもよいため、針または容器が、初
期位置から穿孔位置に移動するとき、視野解除要素または第１領域は、例えば、基本的に
、完全に、視認領域の外に移動する。機能的に、分注動作の視野は、特に、および一般的
に、第２領域で曝されるため、視野解除要素に近位に隣接する領域は、従って、第２領域
と呼ばれてもよい。
【００２３】
　別の実施形態において、第２領域は、視野解除要素の要素であってもよい。この場合、
第２領域は、窓または透明な物質から作製されてもよい。第２領域が透明な場合、物質は
、好ましくは、クリアまたは無色および透明である。しかし、第１領域が透明な場合、第
２領域の透明な物質は、第１領域の透明な物質と異なる色であることが、一般的に好まし
い。これは、デバイスの使用者に、針が穿孔位置であることを伝えるのに、容易で確実な
方法を提供する。
【００２４】
　別の実施形態において、中間領域は、生成物容器または針が初期位置から穿孔位置に移
動するとき、少なくとも、部分的に視認領域を通って移動する、または視認領域に配置さ
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れる第１領域と第２領域の間のデバイスの縦方向に提供されてもよい。中間領域は、生成
物容器および／または針が移動していることが判断可能である、キャラクタ、イメージ、
色および／または物質特性を含んでもよい。視野解除要素の中間領域の特徴は、好ましく
は、分注ディスプレイの中間領域と同一の特徴を有する。
【００２５】
　一実施形態において、初期位置の分注ディスプレイは、視認領域、特に、視認領域の第
１領域と共に配置されてもよく、この場合、分注ディスプレイまたはその第１領域が視野
解除要素、特に、その第１領域により写し出される。本実施形態において、視野解除要素
が、穿孔シーケンス中にハウジングおよび分注ディスプレイに対して移動することが好ま
しい。つまり、初期位置において、視認領域要素の第１領域および分注ディスプレイの第
１領域は、視認領域に配置される。
【００２６】
　別の好適な実施形態において、分注ディスプレイ、特にその第１領域は、初期位置で視
認領域の外に配置される。特に、分注ディスプレイの第１領域は、視野解除要素の第２領
域の領域、例えば、同一の軸高で配置されてもよい。初期位置において、視野解除要素の
第１領域は、視認領域に配置され、確認できるようにしてもよい。穿孔シーケンスがトリ
ガされるとき、視野解除要素および分注ディスプレイは、ハウジングに対して遠位方向に
共に押される。特に、視野解除要素および分注ディスプレイは、例えば、針の穿孔移動を
伴って、つまり、関連する移動を一切伴わないで生じる。穿孔位置において、特に、生成
物の分注前に、分注ディスプレイの第１領域と視野解除要素の第２領域は、好ましくは、
一般的に好まれる視認領域に配置されるため、デバイスの使用者は、分注ディスプレイの
第１領域を確認し、その情報を読み取ることができる。従って、デバイスの使用者は、針
が穿孔位置にあり、生成物がまだ分注されていないことを可視的に判断できる。
【００２７】
　一度穿孔位置に達すると、例えば、分注シーケンスが、好ましくは、自動または手動で
開始される。選択により、視野解除要素は、生成物分注シーケンス中、ハウジングに対し
て一切の移動を生じない、またはハウジングに対して静止したままである。生成物分注シ
ーケンス中、分注ディスプレイは、ハウジングおよび視野解除要素に対して移動できる。
この場合、分注ディスプレイの第１領域は、視認領域から離れるため、使用者は、最初に
、分注ディスプレイの中間領域の情報、次に、該当する場合、分注ディスプレイの第２領
域の情報を読み取ることができる。
【００２８】
　ある実施形態において、中間領域および／または分注ディスプレイの第２領域は、省略
されるため、使用者は、生成物の分注中または後の可視方向の分注ディスプレイの後ろを
確認することができる。しかし、一度、生成物が分注されると、分注ディスプレイの第２
領域は、視認領域に配置され、透かし要素および視野解除要素の第２領域を通して一目で
読み取ることができることが好ましい。
【００２９】
　例えば、穿孔方向に視野解除手段および／または生成物容器および／または針および／
または分注ディスプレイを移動できる、コイルスプリング形状の前方駆動スプリングなど
の弾性手段が、好ましくは、提供される。デバイスが初期状態のとき、弾性手段は、事前
に緊張された状態であってもよく、スプリングを弛緩するのを防ぐために抑止されてもよ
い。例えば、事前に緊張された弾性手段は、ハウジングに固定された要素、特に、メカニ
ズムホルダおよび視野解除要素または視野解除要素上に直接連結される要素に支持されて
もよい。視野解除要素と連結される要素は、弾性手段が弛緩すると遠位方向に視野解除要
素を駆動する、前方送り要素であってもよい。前方送り要素は、好ましくは、ハウジング
に対して縦軸に沿って移動できる。例えば、前方送り要素は、縦軸方向への移動を抑止す
るために、ハウジングまたはメカニズムホルダに軸に固定して連結され、好ましくは、放
射状に変位可能であるロック要素に連結されてもよい。従って、ロック要素は、前方送り
要素に位置してもよい。
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【００３０】
　デバイスは、デバイスの縦軸に沿って、およびハウジングに対して移動されてもよい出
力要素を有してもよい。出力は、生成物容器のプランジャに間接的または直接的に作用す
ることができる。出力要素は、例えば、プランジャロッドを介して間接的にプランジャに
作用してもよい。特に、プランジャロッドは、既に、プランジャを構成してもよい。出力
要素が、プランジャロッドの機能を想定し、プランジャに直接作用することも考えられる
。例えば、出力要素は、プランジャロッドとプランジャを構成してもよい。初期位置にお
いて、穿孔シーケンス中、出力要素は、好ましくは、前方送り要素に対して縦方向の移動
を抑止するためにロックされる。例えば、前方送り要素は、出力要素を位置づけることが
できるロック要素を有してもよい。ロック要素は、好ましくは、前方送り要素に対して軸
に固定され、放射状に変位可能である。例えば、出力要素は、ロック要素が位置する後ろ
に放射状内方のカラー突起を有してもよく、従って、遠位方向に、出力部位の移動を抑止
する。出力要素は、好ましくは、スリーブ形状である。特に、例えば、生成物分注シーケ
ンス中、分注方向に出力要素を前方に駆動できるコイルスプリングの形状の分配スプリン
グで、弾性手段が提供される。特に、弾性手段は、出力要素内に収容されてもよい。
【００３１】
　デバイスは、好ましくは、前方送り要素との係合の外にロック要素を押し出すことがで
きるトリガ要素を有するため、前方駆動スプリングが弛緩できる。好適な実施形態におい
て、前方駆動スプリングは、それと共に前方送り要素を作動させ、代わりに、分注ディス
プレイおよび視野解除要素をそれと共に駆動させる。前方送り要素は、好ましくは、それ
と共に生成物容器または針も駆動させる。前方送り要素および視野解除要素は、特に、一
体型デザインであってもよい。分注ディスプレイおよび視野解除要素は、好ましくは、例
えば、互いに関して一切の関連動作のない、同一の距離および／または同一の速度で、前
方送り要素により駆動する。特に穿孔シーケンス中、出力要素も、一切の関連する動作な
しに前方送り要素により駆動してもよい。
【００３２】
　穿孔シーケンスが終了すると、出力要素が前方送り要素に対して移動されることが好ま
しい。前方送り要素がハウジングに対しての移動を抑止するためにブロックされることも
好ましい。特定の選択により、初期位置および穿孔シーケンス中に出力要素をブロックす
るロック要素は、穿孔シーケンスの終了時、または生成物分注シーケンスの開始時に、出
力要素とロックされた係合を緩和し、例えば、メカニズムホルダなどのハウジングに固定
して配置されるロックされた係合に同時に移動する手段として提供される。前方送り要素
が、穿孔シーケンス中に移動する距離は、好ましくは、基本的に、針および／または生成
物容器が穿孔シーケンス中に移動する距離に対応する。
【００３３】
　一度、出力要素が生成物分注シーケンスの開始時、または穿孔シーケンスの終了時に弛
緩されると、出力要素は、それと共に分注ディスプレイを駆動せずに、部分的な距離によ
り移動でき、プランジャは、特に、部分的距離で移動する。自由動作の部分的な距離後、
出力要素は、次に、好ましくは、分注方向の移動で、分注ディスプレイを作動する。同時
に、出力要素は、分注ディスプレイと同一、例えば、残りの距離で、同一量で、容器のプ
ランジャを押すことができる。特定に選択により、分注ディスプレイの第２領域は、次に
、正確に視認領域に配置され、プランジャが、容器の最も遠位な位置に完全に押されたと
きに確認することができる。この利点は、デバイスの使用者が、プランジャが最も遠位な
位置に達し、生成物が完全に分注されたことを、透かし要素を通して、可視的に判断でき
ることである。
【００３４】
　好適な実施形態において、生成物容器は、デバイスに挿入または導入されてもよいモジ
ュールの要素であってもよい。モジュールは、好ましくは、遠位のハウジング部分、およ
び生成物容器が収容される、または収容されてもよいガイド要素に対して長さ方向に移動
されてもよいアンプル容器に軸に固定して連結されるガイド要素を含む。アンプルホルダ
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は、スプリングにより近位置、つまり初期位置に押されてもよい。穿孔シーケンス中、ア
ンプルホルダおよび生成物容器は、スプリング力に対して遠位置、つまりセット位置に一
緒に押されてもよい。ガイド要素は、好ましくは、少なくとも、１つのキャッチ手段を有
するため、アンプルホルダおよびガイド要素は、軸方向に固定されるように穿孔位置に固
定されてもよい。モジュールは、好ましくは、生成物を用いて駆動され、プランジャは、
生成物を閉止し、プランジャロッドは、プランジャに接続される。針ガードを伴う適切な
針も固定されるため、針ガードは、使用準備において、ほとんどモジュールから取り外さ
れない。
【００３５】
　本発明の基礎をなす方法は、注入可能な生成物を投与するためのデバイスの異なるモー
ドを表示するために使用される。本方法の結果として、透かし要素を通して読まれる様々
な情報の項目が表示される。これらの情報の項目は、少なくとも、デバイスに配置される
生成物容器が初期位置にある作用の情報、生成物容器が穿孔位置にある作用の情報、およ
び容器に含まれる生成物が分注された作用の情報を含む。本方法の有意な特徴は、どのよ
うに注入デバイスが本発明の動作により提案されるかの説明から明らかになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　図１Ａから６Ｂは、異なるスイッチ状態および異なる側面から、自動注入器の形態の同
一の注入デバイスを図示する。デバイスの部分は、図１Ａおよび１Ｂを参照に以下に説明
し、この説明は、図２Ａから６Ｂにも同様に適用される。注入デバイスは、注入デバイス
に含まれる生成物容器５が遠位方向に押されるため、生成物容器５に連結する針６が患者
の生体組織を穿孔し、穿孔シーケンス後、プランジャ７ａが分注シーケンス中、遠位方向
に生成物容器５へ移動されるため、容器５に含まれる生成物が患者の身体または生体組織
に針６を通して分注される、メカニカルシーケンスコントローラを伴うメカニズムを有す
る。
【００３７】
　注入デバイスは、解放可能な連結、特に、差し込みフィッテイング１８ｃの手段により
連結される、遠位ハウジング部分１８ａと近位ハウジング部分１８ｂを有する。近位ハウ
ジング１８ｂに配置されるのは、近位ハウジング部分１８ｂに連結されるメカニズムホル
ダ１０であるため、回転および軸方向への移動は抑止される。軸方向に固定されるように
メカニズムホルダ１０を固定するため、放射状に内方向に伸びる近位ハウジング１８ｂと
近位ハウジング部分１８ｂ上の近位に固定されたキャップ１９の間の端面により、軸方向
に固定される。メカニズムホルダ１０は、注入デバイスの縦軸に沿ったメカニズムホルダ
１０に対して移動されてもよい前方送り要素９を円形に拡張する。スリーブ形状の前方送
り要素９は、スリーブ形状のメカニズムホルダ１０の円周方向内面に沿って、円周方向外
面により滑動することができる。前方送り要素９の遠位端に配置されるメカニズムホルダ
１０の遠位端面と環状フランジの近位端面の間に配置されるのは、スプリング１４、特に
、順バイアス力の手段によるメカニズムホルダ１０に対して遠位方向に前方送り要素９を
バイアスする、コイルスプリングである。
【００３８】
　前方送り要素９上に遠位に配置される環状フランジの遠位端面は、近位ハウジング部分
１８ｂの縦軸に沿って変位可能である視野解除要素３上の縦軸に沿った方向に作用するこ
とができる。視野解除要素３は、生成物容器５と連結されるため、視野解除要素３が遠位
方向に移動するとき、生成物容器５は、同様に、遠位方向、つまり、針６の穿孔方向に移
動する。遠位方向の視野解除要素３の移動は、プランジャ７ａの内側および生成物容器５
に対しての移動を生じない。圧力下のスプリング２０の事前弛緩において、生成物容器５
および視野解除要素３は、注入デバイスの近位方向に押し込まれる。視野解除要素３が近
位方向に押し込まれるスプリング２０の力は、前方送り要素９が解放されるとき、前方送
り要素９および視野解除要素３が遠位方向に移動されてもよいスプリング１４の力より弱
く、縦軸に沿って移動できるため、針６を備える生成物容器５は、針６が生体組織を穿孔
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することができる遠位方向に移動されてもよい。
【００３９】
　一度解放されると、分注シーケンスのために縦軸に沿って前方送り要素９に対して移動
できるスリーブ形状の出力要素８が、前方送り要素９の内側に配置されるため、軸方向に
移動できる。放射状に外側に突き出るカラー８ｂは、出力要素８の近位端に配置される。
環状溝は、出力要素８と前方送り要素９の間に配置され、カラー８ｂが突き出る量より広
い溝幅は、出力要素８を放射状に形成する。環状溝を形成し、出力要素８のためにマウン
トを提供し、分注ディスプレイ４を移動するために、分注ディスプレイは、遠位端から前
方送り要素９の内径に、スリーブ形状の部分を用いて拡張し、出力要素８の周りに位置す
る。
【００４０】
　出力要素８の遠位端は、スプリング１５、特に、コイルスプリングが支持される制止面
として作用する端面８ａを有する。もう一方の端で、圧力下のスプリング１５の事前弛緩
は、前方送り要素９の近位領域に形成される制止要素の遠位端上で支持される。特に、ス
プリング１４より高いスプリング定数を有するスプリング１５は、解放されると、縦軸に
沿って遠位方向に出力要素８を駆動することができる。出力要素８の遠位端は、プランジ
ャロッド７、またはプランジャロッド７の近位端に配置されるドーム形状の要素と連結す
るように移動すると、プランジャロッド７上に遠位に配置されるプランジャ７ａを生成物
容器内に移動させ、結果として、出力要素８が遠位方向に移動されるとき、生成物は、針
６を通して分注される。
【００４１】
　前方送り要素９に対して縦軸に沿って移動できるロック要素１２は、前方送り要素９の
近位端上に配置される。ロック要素１２は分岐され、２つのロック部分１２Ａを用いて縦
軸の周りに拡張される。ロック部分は、前方送り要素９により形成される溝形状のガイド
にそれぞれ誘導される。ロック要素１２は、スプリング１３により遠位方向に力によりバ
イアスされる。スプリング１３は、ロック要素１２の近位端上、およびそれに近位で、前
方送り要素対して固定して配置された要素上、つまり、保持ウェブ上で支持される。スプ
リング１３は、コイル形状または組み合わされたコイル、および螺旋状スプリングまたは
リーフスプリングであってもよい。保持ウェブは、例えば、弾性のある物質から作製され
、ロック要素１２はスプリング１３の機能を想定するため、この場合、スプリング１３が
分注されてもよい弾性力を用いて、直接ロック要素１２をバイアスできる形であってもよ
い。
【００４２】
　遠位方向のロック要素の移動は、特に、ロック要素１２が、出力要素８のカラー８ｂに
より、そのロック部分１２Ａでブロックされるという事実のため、抑止される。カラー８
ｂは、代わりに、アーム９ａ上にそれぞれ配置され、前方送り要素９に弾性的に、特に一
体的に連結されるカム形状のロック要素９ｂにより、遠位方向の移動から抑止される。
【００４３】
　近位ハウジング部分１８ｂのハウジング壁１は、窓の形態で透かし要素２を有する。透
かし要素２を通して、観察者は、デバイスの外からデバイスの内方向を確認することがで
きる。図１Ａから３Ｂにおいて、デバイスの内側への視野は、視野解除要素３によりブロ
ックされる。視野解除要素３は、デバイスが初期位置、つまり、穿孔前で分注シーケンス
のとき、デバイスの縦方向に透かし要素２と同一の高さで配置される第１領域３ａを有す
る。また、図７に図示されるように、第１領域３ａは、扉口表面の形状で示される第１情
報を含む。情報は、特定の色、例えば、赤の形状、またはキャラクタまたは文字（図示せ
ず）の補助により、同様に提供されてもよい。第１領域３ａのこの情報の結果により、デ
バイスの使用者は、生成物がまだ分注されていない、または穿孔動作が生じていないこと
を判断できる。図４Ａおよび４Ｂに図示されるように、解放された前方送り要素９が遠位
方向に移動されるとき、ロック要素９ｂは、好ましくは、生成物容器５が穿孔目的のため
おされた距離に実質的に対応する特定の距離を移動した後、キャッチ溝１０ａとほぼ同一
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の軸の高さに移動する。キャッチ溝１０ａは、メカニズムホルダ１０により形成される。
ロック要素９ｂのキャッチ溝１０ａは、各くぼみ、または円形に拡張するくぼみであって
もよい。図４Ａに図示する通り、キャッチ溝１０ａおよびロック要素９ｂが同一軸高さに
なると、放射状に外方向のカラー８ｂのスライドと併せて、アーム９ａのスプリング力お
よび／またはスプリング１３のスプリング力および／またはスプリング１５のスプリング
力は、キャッチ溝１０ａへの移動を生じる。分注シーケンスが、結果として開始される。
【００４４】
　穿孔シーケンス中、一方の事前弛緩された駆動スプリング１５を伴う出力要素８と、も
う一方の視野解除要素３および分注ディスプレイ４は、スプリング１４により駆動され、
連結される。視野解除要素３は、代わりに、穿孔移動を生じるために遠位端に連結された
針６と共に生成物容器５を駆動する。これが起こると、視野解除要素３の第１領域３ａは
、透かし要素２の視認領域から移動し、結果として、例えば、図７に図示されるような視
野解除要素３の中間領域３ｃは、デバイスの使用者が、針６が穿孔シーケンスを実施して
いることを判断できる、透かし要素２の視認領域に、最初に移動する。穿孔位置に達する
と、ハウジング壁１に最初に覆われた視野解除要素３の第２領域３ｂは、透かし要素２の
視認領域に移動する。第２領域は、窓の形態で提供される。分注ディスプレイ４は、穿孔
シーケンス中、視野解除要素３と共に遠位方向に移動するため、デバイスの使用者は、透
かし要素２および視野解除要素３の第２領域３ｂを通して、分注ディスプレイ４を確認す
ることができる。生成物を分注する前に、分注ディスプレイ４は、視野解除要素３の第２
領域３ｂと同一軸高さで、第１領域４ａと共に配置される。穿孔シーケンスの終了時、ま
たは分注シーケンスの開始時に、使用者は、従って、分注ディスプレイ４の第１領域４ａ
の情報を確認することができる。図８に図示する通り、第１領域４ａは、扉口表面、また
は特定の色、例えば、「黄色」などの詳細により明細書で示される情報を含んでもよい。
透かし要素２で現れる色の変化により、使用者は、デバイスの動作モードが変更されたこ
とが分る。
【００４５】
　分注ディスプレイ４において、図１Ａから６Ｂに図示されるデザインの代わりに、分注
ディスプレイ４は、遠位および／または近位方向に拡張されてもよい。分注ディスプレイ
４が近位拡張を有する場合、第２領域４ｂは、好ましくは、近位拡張で、または近位拡張
に配置される。分注ディスプレイ４が遠位拡張を有する場合、第１領域４ａは、好ましく
は、遠位拡張で、または遠位拡張に配置される。
【００４６】
　一度、分注シーケンスが開始すると、カラー８ｂは、もはや、ロック要素９ｂによりブ
ロックされず、結果として、スプリング１５が遠位方向に出力要素８、および、よって、
生成物を分注するためにプランジャロッド７を介してプランジャ７ａを駆動する。同時に
、ロック要素１２は、軸方向移動のために解放されるため、ロック要素１２のスプリング
１３は遠くに押され、ロック部分１２ａはロック要素９ｂの前に押される。ロック部分１
２ａは、ロック要素９ｂが、キャッチ溝１０ａの外に移動するための作用がない移動をブ
ロックするため、ロック要素９ｂは、キャッチ溝１０ａの外に移動することから抑止され
る。従って、前方送り要素９は、軸方向に固定されるように、ハウジングに連結される。
出力要素８が、距離ｚにより移動すると、出力要素８は、最初にプランジャロッド７のみ
を駆動するが、同様に、ほぼ距離ｚでプランジャ７ａを移動する。分注ディスプレイ４は
、距離ｚを移動する間、動かない。距離ｚを移動した後、出力要素８の放射状突出カラー
８ｂは、分注ディスプレイ４のスリーブ形状部分の近位に配置される停止具４ｂと軸方向
に連結して到着する。スプリング１５とカラー８ｂの駆動力のため、分注ディスプレイ４
も、プランジャ７ａが、生成物容器５から生成物を完全に押し出すまで、プランジャの総
行程をより短くする距離ｚを構成する残りの距離を移動する。生成物分注シーケンス中、
分注ディスプレイ４、特に、第１領域４ａは、視認領域から移動する。分注ディスプレイ
４は、第２領域４ｂを持たないが、むしろ第２領域４ｂは分注ディスプレイ４を近位に連
結するため、生成物が分注された作用の情報は、図５Ａおよび６Ａに図示する通り、分注
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ディスプレイ４の下の視野を解除することにより表示される。
【００４７】
　代替的に、図８に図示されるデザインに基づく分注ディスプレイ４を用いた注入デバイ
スの場合、分注ディスプレイ４の第１領域４ａは、生成物分注シーケンス中、透かし要素
２の視認領域の外の遠位方向に移動される。この場合、中間領域４ｃは、デバイスの使用
者が、生成物分注シーケンスは開始したが、まだ終了していないことが分る、視認領域に
最初に移動する。プランジャが端位置に達すると、領域４ｂは、使用者が、生成物動作が
終了したことが分る、透かし要素２の視認領域に移動する。
【００４８】
　図８の場合において、領域４ｂに含まれる情報は、象徴的に、扉口表面により示される
。例えば、領域４ｂは、「緑」の表面を有してもよい。中間領域４ｃは、第１領域４ａの
情報と、第２領域４ｂの情報の双方を含む。中間領域の第１領域４ａから第２領域４ｂへ
の進行移動中、第１領域４ａの情報は、小さくなり、第２領域４ｂの情報が大きくなる。
従って、デバイスの使用者は、中間領域４ｃが縦軸方向に既に移動した程度に基づき、ど
のくらい生成物分注動作が進行したのかを想定することができる。
【００４９】
　出力要素８の分注移動は、針６が穿孔移動を完全に終了するまで実行されないことが好
ましい。また、穿孔シーケンスは、針カバーの形態で、移動要素１６が穿孔部位で生体組
織に効果的にしっかりと押されるまで開始できないことが好ましい。デバイスが生体組織
に押されると、移動要素１６は、遠位ハウジング部分１８ａに対して押される。近位ハウ
ジング部分１８ｂは、スイッチ要素１７のためのマウントを提供するため、縦軸に沿って
移動できる。移動要素１６が、近位方向に移動すると、スイッチ要素１７は，それと共に
移動する。移動要素１６は、近位方向のスプリング２０および／またはスプリング２１の
力に対して押される。スイッチ要素１７は、近位方向のスプリング２１の力に対して移動
されてもよい。
【００５０】
　図２Ａおよび２Ｂに図示する通り、スイッチ要素１７が、近位方向に移動すると、スイ
ッチ要素１７は、放射状方向のトリガ要素１１の移動のためスイッチ要素１７に配置され
るギア表面（図示せず）による、近位方向にさらに遠くに移動してもよいため、図３Ａお
よび３Ｂに図示する通り、ロック要素１０ｂは、もはや、スイッチ要素１７の保持ステッ
プ１７ａ上にブロックされない。このスイッチモードにおいて、ロック要素１０ｂは、ロ
ック要素１０ｂに前方送り要素９とロックされた係合から移動できるように解放ステップ
１７ｂと同一軸の高さで配置され、それにより穿孔シーケンスを開始できる。前方送り要
素９は、１つ以上のくぼみを有してもよく、前方送り要素９とのロックされた係合を確立
するために、ロック要素１０ｂが係合できる、例えば、円形であってもよい。
【００５１】
　図６Ａおよび６Ｂに図示される通り、穿孔および分注シーケンスが実施された後に注入
デバイスが取り除かれると、針ガード１６は、戻るスプリング２１により針６を超えて遠
位方向に遠くに押されるため、針６は、デバイスから完全に見えなくなる。これは、デバ
イスの使用者の損傷のリスクの一切を削減する。同時に、一度、トリガ要素１１が初期位
置に戻り、スイッチ要素１７を解放すると、スイッチ要素１７は、例えば、図１Ａおよび
１Ｂに図示される通り、初期位置に戻る。初期位置（例えば、図１Ａ）と逆に、使用者は
、デバイスが既に使用されたことを透かし要素２の下の変更された情報から判断できる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
実施形態の例は、付属の図を参照と共に、以下に説明される。説明に開示される特徴は、
単独または組み合わせで、本発明の有意な実施形態を表す。
【図１Ａ】図１Ａは、初期位置での注入デバイスを図示するセクションの図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、図１Ａに図示される注入デバイスを示す、９０°だけ縦軸方向に対
して回転されたセクションの図である。
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【図２Ａ】図２Ａは、生体組織に位置するモードの図１Ａに図示される注入デバイスを示
す、セクションの図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、図２Ａに図示される注入デバイスを示す、９０°だけ縦軸方向に対
して回転されたセクションの図である。
【図３Ａ】図３Ａは、穿孔シーケンス開始時の初期位置でのトリガモードにおける図１Ａ
に図示される注入デバイスを示すセクションの図である。
【図３Ｂ】図３Ｂは、図３Ａに図示される注入デバイスを示す、９０°だけ縦軸方向に対
して回転されたセクションの図である。
【図４Ａ】図４Ａは、穿孔シーケンス終了時および生成物分注シーケンスの開始時の穿孔
位置での図１Ａに図示される注入デバイスを示すセクションの図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、図４Ａに図示される注入デバイスを示す、９０°だけ縦軸方向に対
して回転されたセクションの図である。
【図５Ａ】図５Ａは、生成物分注シーケンスの終了時の分注状態の図１Ａを図示する注入
デバイスを示すセクションの図である。
【図５Ｂ】図５Ｂは、図５Ａに図示される注入デバイスを示す、９０°だけ縦軸方向に対
して回転されたセクションの図である。
【図６Ａ】図６Ａは、ロックモードの図１Ａに図示される注入デバイスを示すセクション
の図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、図６Ａに図示される注入デバイスを示す、９０°だけ縦軸方向に対
して回転されたセクションの図である。
【図７】図７は、個々の視野解除要素の概略図である。
【図８】図８は、個々の分注ディスプレイの概略図である。
【符号の説明】
【００５３】
１　ハウジング壁
２　透かし要素
３　視野解除要素
３ａ　第１領域
３ｂ　第２領域
３ｃ　中間領域
４　分注ディスプレイ
４ａ　第１領域
４ｂ　第２領域
４ｃ　中間領域
４ｄ　停止具
５　生成物容器
６　針
７　プランジャロッド
８　出力要素
８ａ　端面
８ｂ　カラー
９　前方送り要素
９ａ　アーム
９ｂ　ロック要素
９ｃ　キャッチ溝
１０　メカニズムホルダ
１０ａ　キャッチ溝
１０ｂ　ロック要素
１１　トリガ要素
１２　ロック要素
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１２ａ　ロック部分
１３　弾性手段／スプリング
１４　弾性手段／前方駆動スプリング
１５　弾性手段／分注スプリング
１６　針ガードスリーブ
１７　スイッチ要素
１７ａ　保持ステップ
１７ｂ　解放ステップ
１８ａ　近位ハウジング部分
１８ｂ　遠位ハウジング部分
１８ｃ　差し込みフィッテイング
１９　キャップ
２０　戻りスプリング
２１　スプリング

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図２Ａ】 【図２Ｂ】

【図３Ａ】 【図３Ｂ】
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【図４Ａ】 【図４Ｂ】

【図５Ａ】 【図５Ｂ】
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【図６Ａ】 【図６Ｂ】

【図７】 【図８】
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