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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
輸液ポンプに取り付けるための圧力板であって、
　上昇レール及び複数の上昇支持構造を含む上昇周囲支持部によって少なくとも部分的に
取り囲まれた管支持面と、
　前記上昇周囲支持部から延びる、輸液ポンプチューブ用の通路を画定する複数の案内構
造と、
　取り付け可能な流れ停止アセンブリであって、
　　前記上昇周囲支持部に取り付け可能に結合する複数のタブ構造を含む取り付け可能な
閉塞アーチであって、前記閉塞アーチが、更に穴を含み、前記穴が、そこに通された輸液
ポンプチューブを取り囲むように構成されている、取り付け可能な閉塞アーチと、
　　取り付け可能な流れ停止アームであって、前記閉塞アーチ内の前記穴が前記流れ停止
アームによって選択的に閉塞されるように、前記閉塞アーチの近傍の前記上昇周囲支持部
にばねに付勢された状態で作動的に結合されている取り付け可能な流れ停止アームと、
を含む、取り付け可能な流れ停止アセンブリと、
を備える、圧力板。
【請求項２】
前記輸液ポンプチューブ用の通路の近傍の前記管支持面上に、前記輸液ポンプチューブの
高さを揃えるための傾斜特徴部を更に含む、請求項１に記載の圧力板。
【請求項３】
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前記輸液ポンプチューブを前記管支持面に対して保持するために、前記複数の案内構造の
うちの１つ以上が提供される、請求項１に記載の圧力板。
【請求項４】
前記上昇周囲支持部が前記タブ構造を保持するための凹部を前記管支持面に含む、請求項
１に記載の圧力板。
【請求項５】
輸液ポンプのカセットリザーバアタッチメントであって、
　一定量の流体を収容するためのリザーバハウジングと、
　前記リザーバハウジングから前記流体を供給するための輸液チューブと、
　圧力板であって、
　　前記輸液チューブの、前記リザーバハウジングから延びる部分を支持するための管支
持面と、
　　前記管支持面に形成された複数の保持及び案内特徴部と、
　　前記輸液チューブ内における流体の自由流を防止する自由流保護デバイスであって、
　　　前記保持及び案内特徴部に取り付けるスナップを備えた取り付け可能な閉塞アーチ
と、
　　　前記保持及び案内特徴部に作動的に結合された、前記取り付け可能な閉塞アーチの
近傍において動き、前記閉塞アーチを挿通する輸液チューブを選択的に閉塞するための取
り付け可能な流れ停止アームと、
を含む、自由流保護デバイスと、
を含む、圧力板と、
を備える、カセットリザーバアタッチメント。
【請求項６】
前記リザーバハウジングが、その中のバッグ内に前記一定量の流体を収容するように構成
される、請求項５に記載のカセットリザーバアタッチメント。
【請求項７】
輸液ポンプのチューブの閉塞において使用するための取り付け可能な流れ停止アセンブリ
であって、
　輸液ポンプの圧力板に取り付け可能に結合するためのタブ構造を含む取り付け可能な閉
塞アーチであって、前記閉塞アーチが、一定の長さの輸液ポンプチューブを少なくとも部
分的に取り囲むための通路を画定する、取り付け可能な閉塞アーチと、
　前記圧力板に作動的に結合されており、ばねに付勢された状態で前記取り付け可能な閉
塞アーチの近傍において動き、前記閉塞アーチによって画定された通路を選択的に閉塞す
る、取り付け可能な流れ停止アームと、
を備える、取り付け可能な流れ停止アセンブリ。
【請求項８】
前記取り付け可能な閉塞アーチが、一定の長さの輸液ポンプチューブを完全に取り囲む穴
を含む、請求項７に記載の取り付け可能な流れ停止アセンブリ。
【請求項９】
前記取り付け可能な閉塞アーチが穴通路を部分的に画定する、請求項７に記載の取り付け
可能な流れ停止アセンブリ。
【請求項１０】
輸液ポンプのカセットを組み立てる方法であって、
　内部リザーババッグと、圧力板を含む頂面とを収容する輸液ポンプリザーバカセットを
用意するステップと、
　輸液チューブを延ばし、取り付け可能な流れ停止アセンブリ内の穴を通し、前記圧力板
の表面を横断させ、前記圧力板内の開口部の近傍の位置において前記リザーババッグに結
合するステップであって、前記取り付け可能な流れ停止アセンブリが、
　　前記穴を画定し、結合された係合を提供するための１つ又は複数のタブ部材を備えた
脚を有する、取り付け可能な閉塞アーチと、
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　　取り付け可能な流れ停止アームと、
を備える、ステップと、
　前記タブ部材を前記圧力板内の特徴部に固定するステップと、
を含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療用輸液ポンプ内の流体の流れを制御するための特徴に関する。特に、本
発明は、動作及び製造用の改良された設計を有する輸液ポンプのための流れ停止挿入物に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日では、輸液ポンプ、薬剤ポンプ及び薬物送達デバイスは、世界中で周知であるとと
もに広く使用されている。静脈内輸液ポンプは、病態の治療に関連して、流体薬物又は栄
養素を、チューブセットを通じて患者に圧送するために数十年前に開発された。輸液ポン
プには、例えば、蠕動ポンプ、ローラポンプ又はエクスパルサ式ポンプ（ｅｘｐｕｌｓｏ
ｒ　ｐｕｍｐ）を含む。種々のポンプは、使い捨ての又は再利用可能な流体リザーバカセ
ットの上部にある圧力板に着脱可能に結合された再利用可能な制御モジュールを含む。こ
のカセットが制御モジュールに結合されている場合、流体は、カセットから、再利用可能
な制御モジュールによって圧送される。別法として、輸液ポンプの他の変形形態は、再利
用可能なポンプ制御モジュールと、ポンプ制御部から独立している、離れたＩＶバッグ又
は流体リザーバとともに使用される投与セットの一部としての圧力板カセットと、を含む
。
【０００３】
　輸液ポンプは、バルブ又は機構を送達チューブに対して押下して送達チューブの一部を
選択的に閉塞することにより、送達チューブ内の流体の動きを制御することで動作する。
例えば、いくつかのポンプにおいては、送達チューブ内において流体を押し出すために、
ポンプの機構が送達チューブを圧力板に蠕動状態で選択的に係合させる。
【０００４】
　これまで、「自由流」と呼ばれる、場合によっては問題のある状況が認められている。
自由流は、流体が流体の供給源から送達チューブを通過して患者に自由に流れる場合に輸
液ポンプ内において発生する。医療従事者及びポンプオペレータは、患者に流体を投与す
る際、自由流の発生を回避しようとする。
【０００５】
　自由流は過剰投薬により患者に重篤な危害を及ぼす可能性がある。従って、輸液ポンプ
内の自由流を防止するための設計及びデバイスが開発されてきた。自由流予防設計の多く
は幾分有効ではあるが、多くの設計には製造又は組み立てが困難な配置構成を伴う。例え
ば、送達チューブ配置のための多くの現在の圧力板配置構成は、組み立てが困難な設計の
原因となる特徴を含む。更に、従来の圧力板設計の構成要素及び動作は最善ではなく、か
なりの改良の余地が残されていると考えられる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従って、圧力板の改良を含む、輸液ポンプの流体の流れを選択的に制限するための改良
された方法及び装置が所望されている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、輸液ポンプ内における流体の流れを制御するための改良型のデバイスを提供
することにより先行技術の課題を克服する。概して、流体の流れは、輸液ポンプチューブ
内を流れる流体を閉塞する取り付け可能な流れ停止アセンブリ又は自由流保護デバイスの
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使用、及び関連の方法を通じて制御される。種々の実施形態においては、流体の流れは輸
液ポンプのリザーバカセットの圧力板において制限されてもよい。
【０００８】
　本発明の一実施形態は、輸液ポンプに取り付けるための圧力板に関する。具体的には、
圧力板は、上昇レール及び複数の上昇支持構造を含む上昇周囲支持部によって少なくとも
部分的に取り囲まれた管支持面を含む。圧力板はまた、上昇周囲支持部から延びる、輸液
ポンプチューブ用の通路を画定する複数の案内構造を含む。更に、この実施形態において
は、取り付け可能な流れ停止アセンブリが圧力板上に含まれる。取り付け可能な流れ停止
アセンブリは、取り付け可能な閉塞アーチ及び取り付け可能な流れ停止アームを含む。取
り付け可能な閉塞アーチは、上昇周囲支持部に取り付け可能に結合する複数のタブ構造を
含む。閉塞アーチは、更に穴を含み、この穴は、そこに通された輸液ポンプチューブを取
り囲むように構成されている。閉塞アーチ内の穴が流れ停止アームによって選択的に閉塞
され得るように、取り付け可能な流れ停止アームは取り付け可能な閉塞アーチの近傍の上
昇周囲支持部にばねに付勢された状態で作動的に結合されている。
【０００９】
　本発明の別の実施形態は輸液ポンプのカセットリザーバアタッチメントに関する。カセ
ットリザーバアタッチメントは、一定量の流体を収容するためのリザーバハウジングと、
リザーバハウジングから流体を供給するための輸液チューブと、圧力板と、を含む。圧力
板は、輸液チューブの、リザーバハウジングから延びる部分を支持するための管支持面と
、管支持面に形成された複数の保持及び案内特徴部と、を含む。カセットリザーバアタッ
チメントはまた、チューブ内における流体の自由流を防止する自由流保護デバイスを含む
。自由流保護デバイスは、保持及び案内特徴部に取り付けるスナップを備えた取り付け可
能な閉塞アーチと、保持及び案内特徴部に作動的に結合された、取り付け可能な閉塞アー
チの近傍において動き、閉塞アーチを挿通する輸液チューブを選択的に閉塞するための取
り付け可能な流れ停止アームと、を含む。
【００１０】
　本発明の別の実施形態は、輸液ポンプのチューブの閉塞において使用するための取り付
け可能な流れ停止アセンブリに関する。取り付け可能な流れ停止アセンブリは、取り付け
可能な閉塞アーチ及び取り付け可能な流れ停止アームを含む。より具体的には、取り付け
可能な閉塞アーチは輸液ポンプの圧力板に取り付け可能に結合するためのタブ構造を含み
、閉塞アーチは一定の長さの輸液ポンプチューブを少なくとも部分的に取り囲むための通
路を画定する。更に、取り付け可能な流れ停止アームは、圧力板に作動的に結合されてお
り、ばねに付勢された状態で取り付け可能な閉塞アーチの近傍において動き、閉塞アーチ
によって画定された通路を選択的に閉塞する。
【００１１】
　本発明の一実施形態によれば、輸液ポンプのカセットを組み立てる方法が提供される。
この方法は、内部リザーババッグと、圧力板を含む頂面とを収容する輸液ポンプリザーバ
カセットを用意するステップを含む。方法はまた、輸液チューブを延ばし、取り付け可能
な流れ停止アセンブリ内の穴を通し、圧力板の表面を横断させ、圧力板内の開口部の近傍
の位置においてリザーババッグに結合するステップを含む。この実施形態においては、取
り付け可能な流れ停止アセンブリは、穴を画定し、結合された係合を提供するための１つ
又は複数のタブ部材を備えた脚を有する、取り付け可能な閉塞アーチと、取り付け可能な
流れ停止アームと、を含む。方法はまた、タブ部材を圧力板内の特徴部に固定するステッ
プを含む。
【００１２】
　本発明は、本発明の種々の実施形態の以下の詳細な説明を添付の図面とともに考察する
とより完全に理解されうる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態による組み立てられた輸液ポンプ装置の斜視図である。
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【図２】本発明の一実施形態によるポンプアセンブリの分解部分図である。
【図３】本発明の一実施形態による流れ停止アセンブリ構成要素の分解図である。
【図４】本発明の一実施形態による、組み立てられた状態でともに結合された図３の流れ
停止アセンブリ構成要素を示す。
【図５Ａ】本発明の一実施形態による、組み立てられた状態でともに結合された流れ停止
アセンブリ構成要素の一実施形態の斜視図である。
【図５Ｂ】本発明の一実施形態による、図５Ａの流れ停止アセンブリ構成要素を含む圧力
板の斜視図である。
【図６】本発明の一実施形態による、流れ停止挿入物の配置用の圧力板凹部の断面図であ
る。
【図７Ａ】先行技術の輸液ポンプアセンブリの例示的圧力板の斜視図である。
【図７Ｂ】先行技術の例示的圧力板の自由流制御部の頂面図である。
【図８】本発明の一実施形態による流れ停止アセンブリの別実施形態の分解図である。
【図９】本発明の一実施形態による流れ停止アーチの別実施形態の分解図である。
【図１０】本発明の一実施形態による流れ停止アーチの別実施形態の分解図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明はその必須の特性から逸脱することなく他の特定の形態において具現化されても
よく、従って、示される実施形態はあらゆる点において例示としてとみなされるべきであ
り、限定ではない。
【００１５】
　本発明の種々の実施形態においては、輸液ポンプの改良した流れ停止デバイスのための
装置及び方法が開示される。図１は、全般的に、結合した配置構成の制御モジュール１２
及びカセット１４を含む輸液ポンプ１０の例を示す。具体的には、カセット１４は、薬物
のバッグ又はリザーバを収容し且つ全般的に密封するための空間を画定する容器部１６と
、カセットの上面全体に延在する圧力板１８と、を含む。制御モジュール１２及びカセッ
ト１４は種々の設計、サイズ及び形状のものであってもよく、図に示されるポンプ又はカ
セットのサイズ又は種類に限定されない。輸液ポンプには、蠕動ポンプ、ローラポンプ、
エクスパルサ式ポンプ又は他のポンプを含んでもよい。カセットは図１に示される大型カ
セットに限定されず、あらゆるサイズ及び形状のものであってもよい。カセットは使い捨
てであっても再利用可能であってもよく、且つ、密閉されても容易に開くことができても
よい。
【００１６】
　この開示及び図では、流れ停止デバイスは主として輸液ポンプのカセット１４の一部と
して説明するが、流れ停止デバイスはそのようなカセット配置での実施に限定されるもの
と解釈すべきではない。他の実施形態においては、例えば、流れ停止アセンブリは、ＩＶ
バッグ又は他の流体源との使用のために構成された投与セットの一部として使用される輸
液ポンプの圧力板設計内において容易に実施されてもよい。
【００１７】
　図２は、分離された配置構成にある制御モジュール１２及びカセット１４を備えた輸液
ポンプの分解図を示す。特に、制御モジュール１２及びカセットは制御モジュール１２の
下面の構成要素及び圧力板１８の上面の構成要素が示されるように個々に傾斜して示され
る。この図には、流れ停止アセンブリ２０、チューブ２２及び薬物バッグ２４も示される
。図示される実施形態においては、流れ停止アセンブリ２０は、閉塞アーチ２８及び流れ
停止アーム３０を含む。
【００１８】
　制御モジュール１２の下面は、構成要素がともに結合されている場合に制御モジュール
１２とカセット１４とを結合する、ヒンジピン３２と、凹部３５内のラッチ機構３４と、
を含む。制御モジュール１２は、入口バルブ３６と、出口バルブ３８と、中央に位置する
エクスパルサ４０と、を更に含む。また、図２に示されるのは、上流側閉塞センサ４２、



(6) JP 6222750 B2 2017.11.1

10

20

30

40

50

下流側閉塞センサ４４、空気検知センサ４６及び複数のカセット検知ピン４８である。
【００１９】
　図２に示される圧力板１８は、頂面及び底面と、２つの側壁５２と、上流側壁５４と、
下流側壁５６と、を含む。カセット１４は、バッグ２４又はシリンジ（不図示）内に収容
された流体の供給源を含む。バッグ２４又は他の流体リザーバはまた、制御モジュール１
２及び圧力板１４から離して配置されてもよい。圧力板１８は、圧力板１８の上部に配置
されており、チューブ２２を圧力板１８上の所定の位置に保持する複数の案内部６２を含
む。中間に位置する、少なくとも１対の案内部６２は通過するチューブ２２に適正な高さ
を提供するための傾斜台６３である。圧力板１８はまた、圧力板１８を取り囲む、レール
６４及び種々の支持構造６５を含む。
【００２０】
　図に示すように、圧力板１８はフック６６及びループ６８によって制御モジュール１２
に取り付けられている。特に、フック６６は制御モジュール１２のピン３２に係合し、ル
ープ６８は凹部３５内に受容される。凹部３５は、ループ６８に選択的に係合して圧力板
１８を制御モジュール１２に係止するラッチ３４を含む。圧力板１８が制御モジュール１
２にロックされると、チューブ２２が常時閉塞されるように、チューブ２２はバルブ及び
エクスパルサ特徴部３６，３８，４０のうちの少なくとも１つによって連続的に係合され
る。動作時、バルブ及びエクスパルサはチューブ２２を圧力板１８に対して選択的に押し
つぶし、チューブ２２を通過する流体の動きに作用する。
【００２１】
　また、図２に示されるのは、流れ停止閉塞アーチ２８と流れ停止アーム３０とで構成さ
れた流れ停止アセンブリ２０である。図２では圧力板１８に組み付けられた状態で示され
ないが、流れ停止アセンブリ２０は圧力板１８の、ループ６８と中央管支持面７０との間
への組み付けのために適応させるものと理解される。スナップを、底板１８の中央を取り
囲むレール６４及び／又は支持構造６５の特徴部に固定するように適合させているため、
閉塞アーチ２８は圧力板に取り付け可能である。
【００２２】
　閉塞アーチ２８の近傍にあるのは、流れ停止アセンブリ２０の組み込みを可能にする凹
部領域７４及び特徴部である。流れ停止アーム３０はばね７８によりばね付勢され、全般
的に、閉塞アーチ２８によって設けられた開口部に部分的に延在する。組み込まれた流れ
停止アセンブリ２０の目的は薬物の自由流のリスクを低減するためである。概して、流れ
停止アセンブリ２０は、流れ停止アーム３０の、閉塞アーチ２８を挿通するチューブ２２
に対するばね付勢による圧力接触（ｐｒｅｓｓｕｒｅ　ｃｏｎｔａｃｔ）によってこれを
実現することができる。換言すると、流れ停止アーム３０は、挿通したチューブが妨害さ
れ（ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｄ　ｗｉｔｈ）且つ閉塞されるよう閉塞アーチ２８の開口部が低
減されるように付勢される。これについては本出願の後の図とともにより詳細に示し、且
つ記載する。
【００２３】
　図３は、流れ停止アセンブリ２０の一実施形態の分解図である。アセンブリは、輸液ポ
ンプのチューブを選択的に閉塞することを可能にし、流れ停止閉塞アーチ２８及び流れ停
止アーム３０を含む。
【００２４】
　流れ停止閉塞アーチ２８は、第１端部１０２と第２端部１０４とを有する多方向性の、
長尺状の構造である。図３及び図４に示される第１端部１０２は、上昇レール６４又は圧
力板１８の対応する支持構造に結合するためのタブ保持特徴部１０６を有する。第２端部
１０４は、閉塞アーチが上昇レール６４又は隣接する支持構造上にある保持特徴部の下又
は内部をクリップすることを可能にするタブ構造１０８を有する。閉塞アーチ２８の第１
端部１０２と第２端部１０４との間に画定されるのは穴１１０である。この穴１１０は、
使用時、そこに通されてもよい、輸液ポンプの挿入された輸液チューブ２２を取り囲むよ
うな形状である。アーチ２８は、穴１１０の一部を形成する上方突出部１１２と、穴１１
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０の取り囲む部分を形成する外側突出部１１４と、の両方を有する。流れ停止閉塞アーチ
２８は、単独で取り付け可能であり、且つ、チューブ２２を配置しているときを含む、カ
セットを組み立てる際の初期の時間はポンプから取り外されたままであってもよいため、
特に有利である。
【００２５】
　流れ停止アーム３０は、一端にプッシュタブ１２０、他端に枢動ピン１２２を有する多
方向性本体（ｍｕｌｔｉ－ｄｉｒｅｃｔｉｏｎａｌ　ｂｏｄｙ）である。アーム３０の中
間本体部１２４はその幅が狭く、多段状に延在する。プッシュタブ１２０は、全般的に、
収束形状（ｃｏｎｖｅｒｇｉｎｇ　ｓｈａｐｅ）の狭い平坦な頂面１２６を有する。プッ
シュタブ１２０の底部は、ばね部材７８内に軸方向に受容可能な円錐形の突起物１２８を
含む。従って、動作時、流れ停止アームを変位するため、使用者はプッシュタブ１２０の
頂面１２６をばね７８の付勢に抗して垂直方向に下方に押すことができる。図３に示され
るように、枢動ピン１２２は、アームの、プッシュタブ１２０の反対端において流れ停止
アーム３０の側部から水平に延びる。ピン１２２は、凹形円弧状表面１３０内の、閉塞ア
ーチ２８の第２端部１０４近辺における配置及び枢動結合のための形状である。更に、組
み立てられると、アーム３０の本体部１２４はアーチ２８によって形成された穴１１０内
に配置される。この配置構成により、アームの本体の頂面１３０が閉塞アーチ２８の穴１
１０を通る通路の下部開口部を画定する。従って、流れ停止アーム３０の凹みは輸液チュ
ーブ２２が通過することができるより大きな開口部を提供する。アーム３０の解放により
アーム３０の上方の動きが発生し、上面１３０が、挿入された輸液チューブのためのより
狭い通路を提供するため、アーム３０が押下されていない場合はチューブの閉塞が生じる
。この配置構成については図４の流れ停止アセンブリの組立図により詳細に示す。
【００２６】
　図５Ａは、全般的に、組み立てられた状態でともに結合された流れ停止アセンブリ２０
の一実施形態の別の組立図を示す。この実施形態においては、閉塞アーチ２８の第１端部
は圧力板レール６４及び支持構造にスナップ留めするための別のタブ１３６を有する。
【００２７】
　図５Ｂは、圧力板１８に挿入された図５Ａの流れ停止アセンブリを示す。概して、流れ
停止アセンブリは、ポンプの圧力板１８の、ポンプの前部からポンプの後部まで水平に延
在し、その一端は側部１５０にあるレール６４の近傍にあり、アセンブリの他端は他の側
部１５２にあるレール６４及び支持構造の近傍にある。更に、流れ停止アセンブリ２０は
、全般的に、圧力板１８内の垂直方向に凹んだスロット７４内に載置される。凹部７４は
、前側側部１５０から後側側部１５２までポンプを横断し、且つ、ループ６８と中央管支
持面７０との間にある。
【００２８】
　図６は、流れ停止アセンブリ２０がカセット１４又は圧力板１８の製造及び組み立て時
に配置される、圧力板１８の凹部７４の断面図である。一部の先行技術による設計とは異
なり、凹部７４は圧力板表面の縁端、例えば、位置１７０，１７２に傾斜状の特徴部を含
まない。これらの位置における傾斜状の特徴部を排除することによって、新規の流れ停止
アセンブリ２０は輸液ポンプ１０の精度及び所望の動作に影響を及ぼす可能性のある不要
な潜在的背圧作用を被らない。
【００２９】
　図７Ａは、全般的に、先行技術の圧力板２００を示す。図７Ｂは、全般的に、先行技術
の組み立てられた圧力板２００、輸液チューブ２０２及び流れ停止アーム２０４の頂面図
を示す。これらの図は、閉塞アーチ２０６が圧力板２００と一体的に形成された先行技術
の配置構成を示す。製造時にこの設計を組み立てるのは幾分困難である。例えば、図７Ｂ
に示される構成にチューブを組み付けるためには、ばね付勢式流れ停止アーム２０４によ
って形成されたアーチ内の非常に狭い開口部にチューブを通す必要がある。別法として、
本発明の実施形態のもののような取り付け可能な装置によりこの構造に通すことを可能に
すると、製造の難解さを大幅に低減し、組み立てコストがかなり低減する。
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【００３０】
　図８は、流れ停止閉塞アーチ３２８及び流れ停止アーム３３０を備えた流れ停止アセン
ブリの別実施形態の分解図である。
　閉塞アーチ３２８は第１端部３３２及び第２端部３３４を有する構造的クリップ（ｓｔ
ｒｕｃｔｕｒａｌ　ｃｌｉｐ）である。これら端部のそれぞれは、上昇レール又は圧力板
１８の対応する支持構造に結合するためのタブ保持特徴部３３６を備えた一対の脚３３５
を有する。タブ保持特徴部３３６は上昇レール又は隣接する圧力板１８の支持構造上にあ
る保持特徴部の下又は内部をクリップしてもよい。閉塞アーチ３２８の第１端部３３２と
第２端部３３４との間にあるのは穴３４０である。この穴３４０は、使用時、そこに通さ
れてもよい、輸液ポンプの挿入された輸液チューブ２２を取り囲むような形状である。ア
ーチ３２８は、穴３４０の一部を形成する上方突出部３４２と、穴３４０の取り囲む部分
を形成する外側突出部３４４と、の両方を有する。流れ停止閉塞アーチ３２８は、取り付
け可能であるとともに、チューブ２２の配置を含むカセットの組み立ての際、初めはポン
プから取り外されたままであってもよいため、特に有利である。
【００３１】
　流れ停止アーム３３０は、一端にプッシュタブ３５０、他端に枢動ピン３５２を有する
多方向性本体である。アーム３３０の中間本体部３５４はその幅が狭く、多段状に延在す
る。プッシュタブ３５０は、全般的に、収束形状の狭い平坦な頂面３５６を有する。プッ
シュタブ３５０の底部はばね部材７８内に軸方向に受容可能な円錐形の突起物３５８を含
む。従って、動作時、流れ停止アームを変位するため、使用者はプッシュタブ３５０の頂
面３５６をばね７８の付勢に抗して垂直方向に下方に押すことができる。枢動ピン３５２
は、アームの、プッシュタブ３５０の反対端において流れ停止アーム３３０の側部から水
平に延びる。ピン３５２は、閉塞アーチ３２８の第２端部３３４近辺における配置及び枢
動結合のための形状である。更に、組み立てられると、アーム３０の本体部３５４はアー
チ３４２によって形成された穴３４０内に配置される。この配置構成により、アームの本
体３３０の頂面３６０が閉塞アーチ３２８の穴３４０を通る通路の下部開口部を画定する
。従って、流れ停止アーム３３０の凹みは輸液チューブ２２が通過することができるより
大きな開口部を提供する。アーム３３０の解放によりアーム３３０の上方の動きが発生し
、上面３６０が、挿入された輸液チューブのためのより狭い通路を提供するため、アーム
３３０が押下されていない場合はチューブの閉塞が生じる。
【００３２】
　図９は、流れ停止アーチ設計の別実施形態を示す。この実施形態は、別の取り付け可能
な流れ停止アーチ構成要素である閉塞アーチ４００と、そのような設計の圧力板１８に組
み込まれうる保持特徴部４１０，４２０と、を示す。
【００３３】
　閉塞アーチ４００は第１端部４２２及び第２端部４２４を有する構造的クリップである
。第１端部４２２は、圧力板１８の凹んだ構造４１０に結合するためのタブ保持特徴部４
２６を備える。タブ保持特徴部４２６はこの凹んだ構造４１０の下方又は内部をクリップ
してもよい。第２端部４２４は、水平に配置された方向にわずかに突出する突起物４２８
を含む。この突起物４２８は保持特徴部４２０内に嵌合するように調整してもよい。上昇
アーチ部４３０は、第１端部４２２と第２端部４２４との間に閉塞アーチ４００の中心本
体を含む。この上昇アーチ部４３０はその内部に穴を部分的に画定する。閉塞アーチ４０
０が保持特徴部４１０，４２０の各々に挿入されると、アーチの周囲が圧力板と組み合わ
され、輸液チューブ２２が挿入されるとともに通されてもよい穴を形成する。いくつかの
実施形態においては、閉塞アーチは流れ停止アームとともに使用される。他の実施形態に
おいては、閉塞アーチは輸液チューブを十分に圧縮して閉塞させるため単独で動作する。
【００３４】
　図１０は、流れ停止アーチ設計の別実施形態を示す。この実施形態は主として図９に示
されるものと同じであるが、図９に示される保持特徴部４２０とはわずかに異なる保持特
徴部５２０を有する。具体的には、保持特徴部は２つの側からのアクセスを可能にする。
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従って、流れ停止アーチ構成要素５００の端部５２４にある突起物５２８を複数の方向か
ら挿入する機能を可能にする。
【００３５】
　特定の実施形態では、更に、輸液ポンプの一部として、流れ停止特徴部の存在を検知し
うるセンサを含んでもよい。これはカセット検知ピン４８以外の別のセンサとすることも
、ピン４８の１つを使用することもできる。従って、ポンプ１２は、それが流れ停止特徴
部を検知しなかった場合は警報を発する。ポンプが警報を鳴らすため、これは板又はハウ
ジングがポンプ１２から外れた状況においても有利である。
【００３６】
　輸液ポンプのためのカセットは、まず、内部リザーババッグと、圧力板を含む頂面とを
収容する輸液ポンプリザーバカセットを用意することによって組み立てられてもよい。こ
の方法は、更に、輸液チューブを延ばし、取り付け可能な流れ停止アセンブリ内の穴を通
し、圧力板の表面を横断させ、圧力板内の開口部の近傍の位置においてリザーババッグに
結合するステップを含む。取り付け可能な流れ停止アセンブリは、取り付け可能な閉塞ア
ーチ及び取り付け可能な流れ停止アームを含む。取り付け可能な流れ停止アセンブリは穴
を画定し、且つ、結合された係合を提供するための１つ又は複数のタブ部材を備えた脚と
、取り付け可能な流れ停止アームと、を有する。方法は、更に、タブ部材を圧力板内の特
徴部に固定するステップを含む。
【００３７】
　また、例示的実施形態は単に例であり、本発明の範囲、適用性又は構成をいかようにも
限定するものではないことは理解すべきである。むしろ、前述の詳細な説明は例示的実施
形態を実施するための可能な開示を当業者に提供するものである。要素の機能及び配置構
成に、添付の特許請求の範囲及びその法的均等物において説明する本発明の範囲から逸脱
することなく種々の変更を施すことができることを理解すべきである。
【００３８】
　上記実施形態は例証であり、限定を意図するものではない。更なる実施形態が特許請求
の範囲内にある。本発明は特定の実施形態に関して記載されたが、当業者であれば、本発
明の範囲及び精神から逸脱することなく形態及び細部に変更を施してもよいことを理解す
るであろう。
【００３９】
　本発明に対する種々の修正については当業者がこの開示を読めば明らかとなりうる。例
えば、当業者は、本発明の精神内において、本発明の異なる実施形態に記載された種々の
特徴を他の特徴と、単独で又は異なる組み合わせで、適切に組み合わせることも、組み合
わせないことも、再度組み合わせることもできることを理解するであろう。同様に、上に
記載した種々の特徴は全て本発明の範囲又は精神の限定ではなくむしろ実施形態例とみな
すべきである。従って、上記は本発明の範囲を限定することを意図しない。
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