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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスプレイスクリーンと、
　スクリーンと電子通信状態にある処理ユニットと、
　ポンプチャネル選択／インジケータタブ、ポンプチャネル選択／インジケータタブに関
連付けられたポンプ治療選択ボタン、および医療用ポンプの操作に関連する所与の量の操
作データを定義するために処理ユニットによって使用されるポンププログラミングデータ
をユーザが入力し、見ることを可能にする複数のデータ入力フィールドを備える第１のデ
ィスプレイをスクリーン上に示すため、および
　トリガ事象で第１のディスプレイと第２のディスプレイとを選択的にスクリーン上で切
り替えるために、処理ユニットによって実行されるプログラミングコードを含み、第２の
ディスプレイが、ポンプ治療選択ボタンを欠くが、ポンプチャネル選択／インジケータタ
ブおよび、ポンププログラミングデータを入力するのに当初使用された所与のフォントサ
イズより大きいフォントサイズで所与の量の操作データの部分的データ部分集合を含む、
処理ユニットと結合されたメモリとを備える、医療用ポンプ。
【請求項２】
　ポンプチャネル選択／インジケータタブ、ポンプチャネル選択／インジケータタブに関
連付けられたポンプ治療選択ボタン、および医療用ポンプの操作に関連する所与の量の操
作データを定義するために処理ユニットによって使用されるポンププログラミングデータ
をユーザが入力し、見ることを可能にする複数のデータ入力フィールドを備える第１のデ
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ィスプレイをスクリーン上に示すステップ、および
　ポンププログラミングデータをデータ入力フィールドの少なくとも１つに入力するステ
ップ、
　入力されたポンププログラミングデータを第１のディスプレイ上に所与の第１のフォン
トサイズで表示するステップ、
　トリガ事象で第１のディスプレイと第２のディスプレイとを選択的にスクリーン上で切
り替えるステップであって、第２のディスプレイが、ポンプ治療選択ボタンを欠くが、ポ
ンプチャネル選択／インジケータタブおよび、所与の第１のフォントサイズより大きい第
２のフォントサイズで所与の量の操作データの部分的データ部分集合を含むステップを含
む、ディスプレイスクリーンを有する医療用ポンプを動作させる、方法。
【請求項３】
　トリガ事象が、医療用ポンプとの最後のユーザ相互作用から経過した時間に基づき、第
１のディスプレイと第２のディスプレイとを選択的に切り替えるステップが、ユーザ相互
作用なしに自動的に行われる、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　フォトセンサで医療用ポンプでの周辺光状態を監視するステップをさらに含み、トリガ
事象が医療用ポンプでの周辺光状態およびフォトセンサによって発生された閾値ベースの
フィードバック信号に基づいている、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　スクリーンの輝度が、医療用ポンプの周辺光状態に基づいて調節される、請求項４に記
載の方法。
【請求項６】
　輸液ポンプとしての医療用ポンプを提供するステップをさらに含み、第２のディスプレ
イ部分的データ部分集合が、速度、投与量、用量、輸液される予定の残り容積、薬剤識別
情報、医療用ポンプのステータス、現在時間、指定された患者識別情報、および薬剤輸液
までの時間カウントダウン、警告情報、警告状態で経過した時間、チャネル識別、臨床治
療領域、限界ステータス、および単位から成る群から選択される情報を含む、請求項２に
記載の方法。
【請求項７】
　入力および出力のためのタッチスクリーンとしてディスプレイスクリーンを提供するス
テップをさらに備え、第１のディスプレイにタッチスクリーンキーパッドディスプレイを
提供するステップをさらに含み、タッチスクリーンキーパッドディスプレイが、アルファ
ベットキーパッドおよび数字キーパッドから成る群から選択される、請求項２に記載の方
法。
【請求項８】
　警告ステータスおよび警告ステータスで経過した時間の視覚的な標示を第１および第２
のディスプレイの１つに提供するステップをさらに含む、請求項２に記載の方法。
【請求項９】
　正しい医療用ポンプ／患者関連を検証するために、第１および第２のディスプレイの１
つの上の写真およびバーコードから成る群から選択された、患者を識別する画像を提供す
るステップをさらに含む、請求項２に記載の方法。
【請求項１０】
　第１および第２のディスプレイの１つに、医師によって重要であると示された薬剤名を
視覚的な方式でハイライトするステップをさらに含む、請求項２に記載の方法。
【請求項１１】
　医療用ポンプでの周辺光状態を監視して、監視される周辺光が閾値レベルより少ないと
き第１のディスプレイが第２のディスプレイと交換されるように第１のディスプレイと第
２のディスプレイとを切り替えるイベントをトリガするためのフォトセンサをさらに備え
る、請求項１に記載の医療用ポンプ。
【請求項１２】
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　ディスプレイスクリーンが、第１のディスプレイおよび第２のディスプレイが択一的に
示されるタッチスクリーンであり、タッチスクリーンが、第２のディスプレイのタッチに
応答して第１のディスプレイに切り替わる、請求項１に記載の医療用ポンプ。
【請求項１３】
　タッチスクリーンが、第２のディスプレイ上のポンプチャネル選択／インジケータタブ
のタッチに応答して第１のディスプレイに切り替わる、請求項１２に記載の医療用ポンプ
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療用デバイスに関する。より具体的には、本発明は、グラフィカルユーザ
インターフェイスを備える医療用デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療用デバイスとともに使用するためのグラフィカルユーザインターフェイスの設計は
、多くの要求が、厳密な設計パラメータならびに安全性パラメータ内で対処されなければ
ならないため、興味深い仕事である。たとえば、マルチチャネル輸液ポンプでは、既存の
ユーザインターフェイスはしばしば、どのチャネルがどの医薬品を投与しているのかを視
覚的に示すための、ユーザに対する不十分なインジケータを有する。さらに、ユーザとユ
ーザインターフェイスの間の相互作用を妨害する、ユーザがあまりにも頻繁に計り知れな
い量の情報を示される。逆に、ユーザに対して示される少なすぎる情報を有するという反
対の状態が、これらの既存のユーザインターフェイスにおいてしばしば存在する。
【０００３】
　医療用ポンプを備える現代の医療用デバイスは、介護提供者がプログラムするためには
複雑であり、時間を消費する可能性がある。医療施設は、医療のコストを低く保持しなが
ら、適切な介護提供者のスタッフレベルおよびトレーニングを提供することに苦心してい
る。ポンププログラミングでの人的エラーおよびその他の投薬エラーは、患者に対して悪
い、または致死的でさえもある結果を有する可能性がある。改良型のグラフィカルユーザ
インターフェイスに対する必要性は、患者介護の効率を維持し、かつ潜在的な臨床的エラ
ーを低減させ、かつそれによって患者の安全性を改善するために重要である。臨床医人口
の統計的な変化は、現在のデバイスを使用することを困難にしており、エラーを生じさせ
やすくしている。たとえば、看護師は、今やより高齢になる傾向があり、患者の世話する
のは彼らのうちのわずかである。入力効率を増加させ、かつ視覚の明瞭性の減少などのユ
ーザの物理的な必要性を考慮するデバイスインターフェイスは、臨床医の正確性、患者安
全性および治療を改善するために重要である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　したがって、いずれかの数の動作状態に基づいて示される複数の表示オプションを備え
るスクリーンセーバーモードを有する医療用デバイスを提供することが、本発明の目的で
ある。
【０００５】
　本発明の別の目的は、様々な速度で、選択可能な情報のリスト全体を上下に循環する面
積感受性のスクロールバーを備える、医療用デバイスを提供することである。
【０００６】
　本発明のさらなる目的は、二重機能のクリアおよびキャンセルボタンを備える医療用デ
バイスを提供することである。
【０００７】
　本発明のさらなる目的は、最小の患者の混乱および電力消費を可能にしながら、監視お
よびプログラミングするために、臨床医に適切な情報を提供する、遠景と近景の間で交番
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するディスプレイを備える医療用デバイスを提供することである。
【０００８】
　本発明のさらなる目的は、検証目的のために、患者の画像、完全な輸液オーダー、また
は薬剤容器ラベルを表示するために十分大きなディスプレイスクリーンを備える医療用デ
バイスを提供することである。
【０００９】
　これらおよびその他の目的は、当業者に明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　改良型のグラフィカルユーザインターフェイスを有するスクリーン入力／出力デバイス
によって医療用デバイスを操作するための、方法および装置が開示される。医療用デバイ
スは、情報の安全な入力のために拡大、強化され、かつ使用者にとって使いやすい物理的
および論理的な構成で、大量の情報、および部屋を横切って視覚的にデバイスを監視する
ためのキー情報を自動的に交番する画面を提供する出力スクリーンを備える。
【００１１】
　医療用デバイスは、各チャネルと関連付けられた機械読取可能ラベルを走査することに
よって、１つまたは複数のチャネルから１つのチャネルを選択するための機械読取可能な
入力デバイスを備える。グラフィカルユーザインターフェイスは、マルチチャネル輸液ポ
ンプに対してスクリーンディスプレイを再割当し、また、そのサイズのため、２つ以上の
医療用デバイスを互いに接続する際、２つ以上の表示を単一の共通のディスプレイスクリ
ーンに結合することさえもできる。チャネルインジケータが、チャネル標示アイコンまた
は輸液ステータスアイコンなどの図形的な描写を使用することによって、オンスクリーン
プログラミング、投与、および警告情報を投与チャネルと関連付ける。輸液ステータスア
イコンは、以下のタイプの投与動作：基本治療、ピギーバック（第１の容器とポンプの間
のＩＶラインと接続された、治療薬のための第２の容器）、マルチステップ治療、可変時
間治療、間欠的治療、テーパ治療および／またはボーラス投与を図形的に示す。ドリップ
インジケータアイコンが、投与が行われているときに示される、アニメ化された「雨滴形
状」を提供する。
【００１２】
　患者を識別する標示をスクリーン上に表示することによって、患者識別が容易にされる
ことができる。患者の似顔絵またはデジタル写真、患者名、識別番号またはコード、バー
コードなどの患者を識別する標示を含むがそれに限定されない。
【００１３】
　小数が、小数の右に示された桁がより低い高さであり、それらの底部が鉛直方向にずれ
ている、たとえば、小数の左の桁の底部から上昇または下降されている、ずれた小数フォ
ーマットで示される。
【００１４】
　「分解」または「アクティブ」ボタンが、押圧またはそうでない場合駆動されるとき、
ボタンが選択されたときに、データ入力のためのより大きい領域に拡張させる標準データ
入力フィールドを活動化または提供する。
【００１５】
　二重機能のクリア／キャンセルボタンは、現在選択された動作を前の状態に戻すために
キャンセルする機能、およびある遅延の後、すべての入力されたパラメータをクリアする
機能を、単一のボタン領域で提供する。
【００１６】
　面積感受性のスクロールバーが、様々な速度および異なる方向での、選択可能な情報の
リスト全体の滑らかな、迅速かつ効率的な操作または循環を可能にする。
【００１７】
　スクリーン輝度が、周辺光検知器からのフィードバックに基づいて調節される。複数の
ディスプレイオプションを有するスクリーンセーバーモードが、いずれかの数の動作状態
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に基づいて表示される。スクリーン自体は、医療用デバイスとの取外し可能なユーザイン
ターフェイス内に組み込まれるように設計されている。
【００１８】
　スクリーンは、複数の治療薬を含む完全な輸液オーダーを一度に表示するために十分大
きく、検証目的のために薬剤容器ラベルの全部または一部を表示することさえもできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　本発明が、その好ましい実施形態に対して適用されるように説明される。本発明が好ま
しい実施形態に限定されることは、企図されていない。本発明が、特許請求の範囲内に含
まれるすべての修正形態および代替形態をカバーすることが、企図されている。
【００２０】
　図１は、本発明を実施するための医療用ポンプ１０のいくつかの機能的な構成要素を示
す概略図である。ポンプ１０が、図１に示されているよりも多くの構成要素を備えること
は、当業者なら理解されよう。しかし、本発明を実施するための例示的な実施形態を開示
するために、すべてのこれらの構成要素が図示される必要はない。
【００２１】
　本発明の文脈において、「医療用デバイス」という用語はカセット、リザーバ、バイア
ル、注射器、または、患者へまたは患者から、医薬品または流体を移送するための配管（
たとえば、腸管内（ｅｎｔｅｒａｌ）ポンプ、腸管外輸液ポンプ、患者制御鎮痛法（ＰＣ
Ａ）または疼痛管理薬剤ポンプ、または吸引ポンプ）に作用するデバイス、患者のバイタ
ルサインまたはその他のパラメータを監視するためのモニタまたは診断デバイスを限定す
ることなく含む。
【００２２】
　図２Ａ～６Ａを参照すると、例示の目的のみのために、医療用デバイス１０が、輸液ポ
ンプとして開示されている。より具体的には、医療用デバイス１０は、シングルチャネル
輸液ポンプ１０Ａ、マルチチャネル輸液ポンプ１０Ｂ、またはそれらのいくつかの組合せ
であってよい。
【００２３】
　図１および３を参照すると、ポンプスタイル医療用デバイス１０は、医療用デバイス１
０を電子ネットワーク１４と接続するためのネットワークインターフェイス１２を備える
。電子ネットワーク１４は、完全に無線のネットワーク、完全にハードワイヤドのネット
ワーク、またはそれらのいくつかの組合せである。図３で最も良く見られるように、電子
ネットワーク１４との無線接続が望まれているところで、ネットワークインターフェイス
１２は、電子ネットワーク１４との無線接続のためにアンテナ１６を操作する。アンテナ
１６は、デバイス１０の外側へ突き出されることができる、またはデバイス１０のハウジ
ング内に封入されることができる。
【００２４】
　プロセッサ１８が、医療用デバイス１０内に備えられ、以下で詳細に説明される様々な
動作を行う。入力／出力デバイス２０が、ユーザが医療用デバイス１０から出力を受信す
ること、および／または医療用デバイス１０内へ情報を入力することを可能にする。入力
／出力デバイス２０が、タッチスクリーン２２などの単一のデバイスとして、または別個
のディスプレイデバイスと別個の入力デバイス（図示せず）として設けられてもよいこと
を当業者なら理解されよう。好ましい実施形態では、医療用ポンプ１０のディスプレイス
クリーン２２は、マルチワイヤタッチスクリーンを備える、薄膜トランジスタアクティブ
マトリクスカラー液晶ディスプレイである。スクリーン２２は、対角線で約８．５インチ
（２２ｃｍ）の寸法であり、幅約５インチ（１３ｃｍ）×長さ７インチ（１８ｃｍ）の矩
形の作業領域を有する。膜は、流体に対してほぼ不透過性であり、ディスプレイスクリー
ン２２に重なっており、それによってユーザが、入力をトリガ起動させるために、濡れた
手袋で、乾いた手袋で、または手袋なしで、下にあるスクリーン上のキーまたはボタンの
画像を押圧する。



(6) JP 5031728 B2 2012.9.26

10

20

30

40

50

【００２５】
　メモリ２４が、プロセッサ１８と通信し、かつ、プロセッサ１８が医療用デバイス１０
の機能を行うために必要なコードおよびデータを保管する。より具体的には、メモリ２４
が、以下で詳細に説明される複数のサブ部分を含むグラフィカルユーザインターフェイス
プログラム２６を備える医療用デバイス１０の様々な機能のために本発明に従って形成さ
れた、複数のプログラムを保管する。
【００２６】
　図２Ａ～６Ｂを参照すると、投薬エラーはしばしば、医療用デバイス１０をプログラミ
ングする際の人的エラーの結果生じる。マニュアルの理解を必要とするステップを減少さ
せ、プログラミングシークエンスを、より直感的にし、かつ労力のかかる仕事を除去する
ことは、このようなエラーを減少させる。マルチチャネルポンプ１０Ｂ（図２Ａ）では、
プログラミング中にチャネルをその流体容器、配管および輸液部位と関連付けることは、
従来は困難であった。この問題点は、連続して、または一斉になど、調和された方式で動
作するために接続された一連の独立型の医療用デバイス１０がある場合、妥協される。た
とえば、図３は、無線で接続された２つのシングルチャネルポンプ１０ＡＲおよび１０Ａ
Ｌを示しているが、図６は、調和された方式での動作のために物理的に接続されたシング
ルチャネルポンプ１０Ａおよびマルチチャネルポンプ１０Ｂを示している。ユーザは、本
発明での所望のチャネルとの物理的な関連付けを通じてチャネルを選択することができる
ため、仕事はより直感的になり、タッチスクリーン２２上のキーパッドを通じて文字また
は数字情報をチャネルに手で入力するよりも労力を要求しない。
【００２７】
　図１を参照すると、本発明は、医療用デバイス１０をプログラミングするとき、チャネ
ルの関連付けを正確に行うという問題点に対処する機械読取可能な入力デバイス３０を提
供する。機械読取可能な入力デバイス３０は、機械読取可能な情報を医療用デバイス１０
に入力するために、医療用デバイス１０と通信する。機械読取可能な入力デバイス３０は
、無線またはハードワイヤド通信を介して医療用デバイス１０と直接的にまたは間接的に
通信することができる。機械読取可能な入力デバイス３０は、医療用デバイス１０から分
離しているが、それと関連するまたは通信状態にあるデバイスであってよい。
【００２８】
　機械読取可能な入力デバイス３０は、バーコードスキャナまたは携帯情報端末（ＰＤＡ
）などの機械読取可能な標示を読むように構成されたものを含む、いかなる種類のデータ
入力手段であってよい。別法として、機械読取可能な入力デバイス３０は、無線周波数識
別タグ（ＲＦＩＤ）、タッチメモリ、デジタル写真、バイオメトリクスなどの、他の知ら
れている形態の機械読取可能の情報を読むように構成されてよい。たとえば、デバイス３
０は、電子画像を生成することが可能なデジタルカメラであってよい。または、チャネル
の関連付けを補助することに加えて、このようなデバイスは、以下で議論されるように、
薬剤容器ラベルのすべてまたはいくつかの部分の電子画像を形成するために有用である。
【００２９】
　図２を参照すると、医療用デバイス１０は、第１のチャネル機械読取可能ラベル３４を
備える第１のチャネル３２と、第２チャネル機械読取可能ラベル３８を備える第２のチャ
ネル３６とを有するマルチチャネルポンプ１０Ｂであってよい。医療用デバイス１０のユ
ーザは、関連付けられている機械読取可能ラベル３４または３８を走査することによって
、１つまたは複数のチャネル３２および３６からチャネルを選択するために、機械読取可
能な入力デバイス３０を操作する。
【００３０】
　ユーザは、スクリーン２２上で電子的に生成および提示され、好ましくは、それぞれの
チャネル３２または３６の近くに並置されている、工場または病院でプログラムされた独
自の機械読取可能ラベル３４または３８を走査するために機械読取可能な入力デバイス３
０を使用することによって、所望のチャネル３２または３６を選択する。別法として、機
械読取可能ラベル３４および３８は、好ましくはそれぞれチャネル３２および３６上に、
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またはその近くに並置されて、医療用デバイス１０と物理的に固定されている。機械読取
可能ラベル３４および３８が、ポンプ１０Ｂによってメモリ２４内で生成されるため、お
よび／または保管されることができるため、ポンプ１０Ｂは、機械読取可能ラベル３４お
よび３８をチャネル３２または３６と関連付けることができる。ポンプ１０Ｂは次に、ユ
ーザが、選択されたチャネル３２または３６をプログラムすること、および活動化させる
ことを可能にする。ユーザはまた、タッチスクリーン上の適切なフォルダタブに触れるこ
とによって所望のチャネルを手動で選択してもよい。フォルダタブが、対応するチャネル
３２または３６に近接するように、スクリーン上でラベル付けされる、かつ／または物理
的に配置される。すなわち、「Ａ」タブが、「Ａ」チャネル３２の近くに、または隣に並
置され、かつ、「Ｂ」タブが、「Ｂ」チャネル３６の近くに、または隣に並置される。
【００３１】
　図３を参照すると、２つのシングルチャネルポンプ１０ＡＬおよび１０ＡＲが、無線で
接続されている。それと同時に、ポンプ１０ＡＬおよび１０ＡＲは、第１のチャネル機械
読取可能ラベル３４を備える第１のチャネル３２、および「第２の」チャネル機械読取可
能ラベル３８を備える「第２の」チャネル３６を集約的に有する。シングルチャネルポン
プ１０ＡＲのユーザが、機械読取可能な入力デバイス３０に関連付けられている機械読取
可能ラベル３４または３８内を走査することによって、チャネル３２または３６を選択す
るために機械読取可能な入力デバイス３０を操作する。すなわち、機械読取可能な入力デ
バイス３０を使用することによって、ユーザは、マルチチャネルポンプ１０Ｂの２つ以上
のチャネル３２および３６から、すなわち物理的にまたは無線で互いに接続されたポンプ
１０ＡＲ、１０ＡＬ（図３）または１０Ａおよび１０Ｂ（図６）のいずれかの集合体から
、１つのチャネルを選択することができる。もちろん、チャネルは、スクリーン２２上の
適切なチャネルスクリーン部分、インジケータまたはフォルダタブに触れることによって
、別法として選択されることができる。
【００３２】
　無線の実施形態のさらなる態様では、すべての医療用デバイスが、独自の無線デバイス
／チャネルＩＰアドレス、および／または、スクリーン２２上に示されることができる、
自己生成された独自の機械読取可能なラベル（たとえば、バーコード）３４または３８を
周期的に一斉通報することができる。別法として、機械読取可能ラベル３４および３８が
、医療用デバイス１０に物理的に固定されるまたは、医療デバイス１０上に掲示される。
各医療用デバイスは、このような一斉通報されたまたは掲示されたデバイス／チャネルＩ
Ｐアドレスおよび／またはバーコードを特定の患者と相関されることになる。患者はまた
、独自の機械読取可能ラベル（図示せず）または患者ＩＰアドレスによって識別される。
ユーザは、独自の機械読取可能なラベル３４、３８および患者の機械読取可能なラベルを
走査するために機械読取可能な入力デバイス３０を使用することによって、所望のポンプ
またはチャネル３２、３６を患者と関連付ける。このことは、適切なポンププロセッサ１
８に、適切なポンプチャネル３２、３６を患者に関連付けさせる。そのとき、ポンプまた
はチャネルは、無線で互いに関連付けること、通信すること、および協働することができ
る。
【００３３】
　別法として、機械読取可能なラベルリーダー３０を備えるポンプの１つが、ＩＰアドレ
スまたは機械読取可能ラベル情報を読み取ることまたは受信することによって、患者とは
無関係に他のポンプと関連付けることができる。あるポンプ１０ＡＲまたは１０ＡＬのチ
ャネル機械読取可能ラベル３４または３８が、他のポンプ１０ＡＬまたは１０ＡＲに関連
付けられている機械読取可能な入力デバイス３０によって読み込まれたとき、最初のポン
プ１０ＡＬまたは１０ＡＲが、医療用デバイス１０ＡＲ、１０ＡＬのそれに続く無線通信
、協働化および関連付けを容易にするために、読み込まれた機械読取可能ラベル３４また
は３８をＩＰアドレスと関連付けることができる。
【００３４】
　図１および２Ａを参照すると、グラフィカルユーザインターフェイスプログラム２６が
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、医療用デバイス１０に対してスクリーン２２を再割当する。特に、図２Ａは、第１のチ
ャネル３２に関連付けられている第１のチャネルスクリーン部分４０、および第２のチャ
ネル３６に関連付けられている第２のチャネルスクリーン部分４２を有する、スプリット
タッチスクリーン２２を備えるマルチチャネル輸液ポンプ１０Ｂを示している。各チャネ
ルスクリーン部分４０および４２は、約１５から２０フィート（４．６～６．２メートル
）離れたユーザによって容易に読取可能であるように、少なくとも２８ポイントのフォン
トサイズでの、治療薬名、濃度、投与速度、ＶＴＢＩ、および警告情報を限定することな
く含む、それぞれのチャネル３２または３６に関する投与情報の部分集合を示している。
これが、「遠景」投与スクリーンと称されるものである。同様に、図５－１は、シングル
チャネルポンプ１０Ａ（図６Ａ）のための遠景投与スクリーンを示している。図２Ａおよ
び５－１の遠景投与スクリーンは、図２Ｂおよび５－２の関連する「近景」投与スクリー
ン上に見出される情報の部分集合を示している。
【００３５】
　ユーザが、タブ「Ａ」または「Ｂ」の一方、または遠景投与スクリーンのチャネルスク
リーン部分４０または４２上のいずれかの場所に触れると、「近景」投与スクリーンが、
図２Ｂまたは５－２で最も良く見られるように、スクリーン２２上に示される。選択され
た、または選択されたタブに対応するチャネルスクリーン部分４０または４２の面積が拡
張するが、その中の文字の少なくともいくつかのサイズが収縮する。近景投与スクリーン
上の速度およびＶＴＢＩ情報に対するフォントサイズは、実質上２８ポイントよりも小さ
い。他のチャネルスクリーン部分４０または４２（存在する場合）が、スクリーン２２上
でのそのスペースを制限するために、収縮される、隠される、または背景へ移動される、
好ましくは、「Ａ」タブまたは第１のチャネルスクリーン部分４０が選択された場合、第
２のチャネルスクリーン部分４２上の「Ｂ」タブは、露出されたままであるが、それが当
該チャネルでないことを標示するために灰色にされる、または異なる色にされる。このよ
うにして、第１のチャネルスクリーン部分４０が、ユーザによって現在見られて調節され
ており、したがって主に関心をもたれているため、第２のチャネルスクリーン部分４２が
、第１のチャネルスクリーン部分４０よりも小さくなる。第２のすなわちＢチャネルが、
同様にして選択されることができ、その際には、スクリーン２２の第１のチャネル部分４
０が小さくなり、かつ第２のチャネル部分４２が大きくなることになる。各チャネルのた
めのスクリーンが、それらのタブ５８の位置を除いて実質上同一であるため、図面に示さ
れ、かつＡチャネルに対して以下で説明される特徴は、Ｂチャネルにも適用される、また
逆もそうである。
【００３６】
　図２Ｂおよび２Ｃの図面で最も良く理解されるように、チャネルスクリーン部分４０お
よび４２の一方の収縮およびそれに対応するものの拡大もまた、スクリーン２２上に配置
されるべき１つまたは複数のデータ表示またはデータ入力フィールドのための追加のスペ
ースを提供する。以下で議論されるように、チャネルスクリーン部分４０または４２の一
部分によって前に占有されていたスペース内のスクリーン２２上に、データ表示またはデ
ータ入力フィールドが配置される。スクリーン２２上のスペースのこの再割当は、データ
入力フィールドが、元のチャネルスクリーン部分４０および４２が投与スクリーンモード
にあるときと同じくらい大きな、またはより好ましくはそれよりも大きな面積にすること
ができるため、ユーザがより容易に入力値を入力することを許す。また、スクリーン２２
上でのスペースの再割当は、調節または監視されているチャネル、この場合第１のチャネ
ル３２に関する情報を表示するための、より大きなスペースを提供する。
【００３７】
　図２Ｂ、２Ｃ、および５－２～５－１３を参照すると、デバイス１０をプログラムする
ために、ユーザが、チャネルを選択するためにタブ領域ＡまたはＢ内のタッチスクリーン
２２を押圧する。もちろん、シングルチャネルポンプの場合、このステップは不必要であ
る。スクリーンディスプレイが、図２Ｃまたは５－６に示されている基本的な「プログラ
ミング」スクリーン２２を示す。ユーザが、下向きの矢印４４または領域１３４に触れる
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ことによって輸液を選択するとき、選択可能なアイテムのドロップダウンメニューまたは
リスト（この場合、治療薬の薬剤ライブラリ）が、図５Ｆに示されているように、ポップ
アップスクリーン４６として出現する、または「分解」する。
【００３８】
　図２Ｃおよび５－９を参照すると、ユーザが、投与量計算という単語に隣接する、投与
量計算領域６３または下向きの矢印または分解ボタン６４に触れたとき、スクリーン２２
上のスペースが、速度が、患者の体重、身長または体表面積（ＢＳＡ）に対する所望の投
与量に基づいて計算されることができる、投与量計算フィールド６６を提供するように再
割当される。別法として、速度が、図２Ｃに示されている速度計算フィールド６７内に直
接入力されることができる。
【００３９】
　体重、身長、ＢＳＡ、速度、ＶＴＢＩまたは時間に対するフィールドのいずれかが選択
されたとき、キーパッドデータ入力フィールド４７が、図５－１３に示されているように
、チャネルスクリーン部分４０または４２の一部分によって前に占有されていたスペース
内でスクリーン２２上に配置される。スクリーン２２上のスペースのこの再割当は、デー
タ入力フィールド４７が、大きく、好ましくは投与スクリーンモードでの元の投与量およ
び速度計算フィールドまたは元のチャネルスクリーン部分４０および４２と少なくとも同
じくらい大きく、またはより好ましくはそれらよりも大きくすることができるため、ユー
ザが入力をより容易に入力することを許す。
【００４０】
　図７Ａおよび８を参照すると、代替となる実施形態では、グラフィカルユーザインター
フェイス２６が、２つ以上の医療用デバイス１０を互いに関連付ける際に、２つ以上のデ
ィスプレイ２２（２２Ｌおよび２２Ｒ）を異なる方式で再割当および結合する。示されて
いるように、シングルチャネル医療用デバイス１０Ａが、マルチチャネル医療用デバイス
１０Ｂと関連付けられる。このことは、例示の目的のみのためであり、複数の医療用デバ
イス１０の他の様々な組合せが、本発明から逸脱することなく作製されてもよい。また、
医療用デバイス１０Ａおよび１０Ｂが、物理的に関連付けられているように示されている
が、これらが別法として、（図３に示され、かつ上記で詳細に議論されたように）無線で
関連付けられてもよいことが企図される。
【００４１】
　図７Ａを参照すると、シングルチャネル医療用デバイス１０Ａのタッチスクリーン２２
Ｌが、そのチャネル５０と関連付けられている第３のチャネルスクリーン部分４８を有す
る。第３のチャネルスクリーン部分４８は、速度および容積情報を含むがそれに限定され
ない、第３のチャネル５０のプログラミングおよび投与情報を示す。医療用デバイス１０
Ａおよび１０Ｂの関連付けの際、第３のチャネルスクリーン部分４８が、医療用デバイス
１０Ａが、それ自体のＡチャネル（チャネル３）を含むことを示す。
【００４２】
　図７Ｂを参照すると、ユーザが第２のチャネル３６内の速度をプログラムするまたは変
更するように要求すると、輸液情報が、ディスプレイ２２Ｌおよび２２Ｒ上で再構成され
る。見られるように、チャネルスクリーン部分４０、４２、および４８が、それらのスペ
ースを制限するために収縮され、かつスクリーン２２Ｌ上に分散される。キーパッドデー
タ入力フィールド４７が、各チャネルスクリーン部分４０および４２の一部分によって前
に占有されていたスペース内でスクリーン２２Ｒ上に配置される。データ入力フィールド
４２がチャネルスクリーン部分４０、４２および４８よりも寸法的に大きいため、ディス
プレイ２２Ｌおよび２２Ｒ上でのこのスペースの再割当は、ユーザが入力をより容易に入
力することを許す。スクリーン２２上のスペースのこの再割当は、データ入力フィールド
４７が、大きく、好ましくは元のチャネルスクリーン部分４０および４２が投与スクリー
ンモードであったときと少なくとも同じくらい大きく、またはより好ましくはそれらより
も大きくすることができるため、ユーザが入力をより容易に入力することを許す。
【００４３】
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　図８を参照すると、ユーザが、医療用デバイス１０Ａおよび１０Ｂのための操作可能な
情報を要求すると、輸液情報が、要求された操作可能な情報の操作可能な情報ディスプレ
イのための場所を作るために、ディスプレイ２２Ｌおよび２２Ｒ上で再構成される。操作
可能な情報ディスプレイ５２は、たとえば、各チャネル３２、３６、および５０に対する
輸液タイムラインの表示である。別法として、操作可能な情報５２は、ポンプステータス
、エラーメッセージ、およびその他の情報を含むがそれに限定されない、互いに関連付け
られている医療用デバイス１０Ａおよび１０Ｂのすべてから収集された情報を含む。見ら
れるように、各チャネルスクリーン部分４０、４２、および４８が、それぞれのディスプ
レイ２２Ｌおよび２２Ｒ上でのそれらのスペースを制限するために収縮される。キーパッ
ドデータ入力フィールド４４が、第３のチャネルスクリーン部分４８の一部分によって前
に占有されていたスペース内でスクリーン２２Ｌ上に配置される。同様に、操作可能な情
報ディスプレイ５２が、第１のおよび第２のチャネルスクリーン部分４０および４２の一
部分によって前に占有されていたスペース内でスクリーン２２Ｒ上に配置される。ディス
プレイ２２Ｌおよび２２Ｒ上でのこのスペースの再割当は、データ入力フィールド４７内
でユーザが入力をより容易に入力することを許し、かつ追加の操作可能な情報が同時に存
在することを許す。操作可能な情報がこのようにしてすべて、ユーザの必要に応じて、１
つのスクリーン内に集中され、示される、または分散される。
【００４４】
　図１および２Ａを参照すると、グラフィカルユーザインターフェイス２６が、スクリー
ン２２上に示されるチャネルインジケータを提供する。チャネルインジケータは、チャネ
ル標示アイコン５４、５５および輸液ステータスアイコン５６などの図形的な描写を使用
することによって、オンスクリーンプログラミング、投与、および警告情報を特定の投与
チャネルと関連付ける。チャネル標示アイコン５４または５５は、オンスクリーンプログ
ラミング、投与、および警告情報を、特定の関連する投与チャネルに明確に関連付けるグ
ラフィカルアイテムである。チャネル標示アイコン５４または５５は、ユーザ読取可能な
文字または数字、機械読取可能なインジケータ３４、またはそれらの組合せを含んでもよ
いがそれに限定されない。
【００４５】
　図２Ａおよび９Ａを参照すると、輸液ステータスアイコン５６は、医療用デバイスによ
って投与中である投与プログラムのタイプを示すグラフィカルアイテムである。輸液ステ
ータスアイコン５６は、現在のプログラムを示すバッグアイコンによって提供される。示
されているように、複数の投与オプションが、以下のようなそれら自体の明確な輸液ステ
ータスアイコン５６を備える。すなわち、ボーラス輸液ステータスアイコン５６Ａ、基本
プログラム輸液アイコン５６Ｂ（一定の投与速度）、間欠的治療アイコン５６Ｃ、マルチ
ステップ治療アイコン５６Ｄ、テーパ治療アイコン５６Ｅ、可変時間治療アイコン５６Ｆ
、およびピギーバック輸液ステータスアイコン５６Ｇ。
【００４６】
　図２Ａを参照すると、チャネルインジケータ５４および５５が、医療用デバイスの指定
された投与チャネルと関連付けられているタブ５８上に配置されている。タブ５８上での
チャネルインジケータ５４および５５の配置が、プログラミング、投与、および警告情報
と、特定の関連する投与チャネルとの間の明確なかつ強い視覚的な関連付けを提供する。
インジケータ５４およびそのタブ５８が、ディスプレイスクリーン２２上で、右に整えら
れ、かつインジケータ５５およびそのタブ５８が左に整えられる。
【００４７】
　図１および５－２を参照すると、グラフィカルユーザインターフェイスプログラム２６
が、スクリーン２２上に示されるドリップインジケータアイコン６０を提供する。ドリッ
プインジケータアイコン６０は、投与が行われているときに上部から底部へ次々と点灯さ
れる、アニメ化された徐々に増加するサイズの一連の鉛直方向に配列された「雨滴形状」
を提供する。ドリップインジケータアイコン６０は、医療用デバイス１０の指定された投
与チャネルに関連付けられたタブ５８上に配置されている。別法として、ドリップインジ
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ケータ６０は、タブ５８上を下方へ移動する単一の雨滴形状であってよい。別法として、
ドリップインジケータ６０Ａが、デバイス上のディスプレイスクリーン２２から離れて設
けられることができる。
【００４８】
　図１、５－３および５－１７を参照すると、グラフィカルユーザインターフェイス２６
は、スクリーン２２上に示されている患者を特定する似顔絵、デジタル写真またはその他
の標示１６８を提供する。このような患者の顔の写真１６８は、医療用デバイス１０のユ
ーザが、医療用デバイス１０が正しい患者に投与していることを確認することを可能にす
る。患者写真１６８は、介護提供者の患者の視覚的な確認によって達成される、投与前の
追加のまたは代替となる「正しい患者」の検証を提供する。また、患者の名前を識別目的
のために示すことがプライバシー関連のために望ましくないことがよくあるため、および
独自の識別番号などの他の手段がユーザにとってときどき面倒であるため、医療用デバイ
ス１０上での患者写真１６８の使用は、有利である。
【００４９】
　患者似顔絵１６８は、絵、スケッチ、などの患者の顔の図形的表現である。たとえば、
患者の写真が、病院への入院の際に、デジタルカメラ（図示せず）によって撮影されるこ
とができ、デジタル写真が医療用デバイス１０に送信される。患者の画像１６８が、医療
用デバイス１０のスクリーン２２へ送信される。患者似顔絵１６８が次に、スクリーン２
２上に配置され、介護提供者は、患者をスクリーン２２の患者似顔絵と視覚的に比較して
、患者適合を確認する。
【００５０】
　図１および５－１３を参照すると、グラフィカルユーザインターフェイス２６は、スク
リーン２２上に、鉛直方向にずれた小数６２を提供する。鉛直方向にずれた小数６２は、
上昇または下降した小数部フォーマットで小数を示す。小数点の左に示されている桁は、
所与の高さである。小数点の右に示されている桁は、より低い高さであり、この例ではそ
れらの底部が、小数の左側の桁の底部から上昇している。
【００５１】
　たとえば、小数点の左に示されている桁は、標準フォントサイズおよび標準の配置であ
るが、小数点の右側に示されている桁は、３／４の高さであり、かつそれらの底部が小数
の左側に対して桁のほぼ中央に配列されている。上昇された小数６２は、示されたまたは
入力された数が、小数点の右側の桁を含むという事実に対するユーザの注意を集中させる
。このことは、小数を有する数に関連するユーザエラーを減少させる有用な手段である。
上昇された小数６２のフォーマットは、小数を有する数を許す、いかなるデータ入力フィ
ールドおよびデータディスプレイフィールドでも使用されることができる。もちろん、小
数の右側の桁が、同様の結果を達成するために同様の方式で、小数点の左側の桁に対して
下降されてもよい。
【００５２】
　図１、５－９および５－１０を参照すると、グラフィカルユーザインターフェイス２６
が、スクリーン２２上に「分解」ボタン６４を設けている。分解ボタン６４は、データ入
力フィールド６６へのアクセスを提供する、分解ボタン６４は、図５－９では、その活動
化されていない休止状態で示されている。分解ボタン６４が活動化されたとき、分解ボタ
ン６４が、図５－１０に示されているような、より大きな領域へ拡張する。活動化された
分解ボタン６４は、図５－９では前にアクセス可能ではなかったデータ入力フィールド６
６へのアクセスを提供する。
【００５３】
　図１および１５～１７を参照すると、グラフィカルユーザインターフェイス２６が、ス
クリーン２２上に二重機能のクリア／キャンセルボタン６８を設けている。二重機能のク
リア／キャンセルボタン６８は、ユーザに入力された内容またはキー入力された値をクリ
アする、および今選択されたプログラミング動作またはスクリーンディスプレイを前の状
態またはスクリーンディスプレイへ戻るようにキャンセルする機能を、単一のボタン領域
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内に提供する。インターフェイス２６は、ユーザが、キャンセル機能を開始した後、クリ
ア機能を開始するための機会を示される前に、所定の遅延を必要とする。遅延は、いくつ
かの、またはすべての入力されたパラメータを不注意でクリアすることを回避することを
助け、さらに、共通のボタン領域が使用されることを可能にする。動作中、二重機能のク
リア／キャンセルボタン６８は、図１５に示されているように、ユーザに入力された、ま
たはキー入力されたデータ入力フィールドが表示されない場合、選択可能なキャンセル機
能の視覚的な標示を通常示す。黒および白の図１５－１７に対して、ボタン６８は、選択
可能であるまたは操作可能である場合、黒い太線で輪郭を取られた白い背景を有すること
によって、および、選択可能でないまたは操作可能でない場合、通常の太さの黒線で輪郭
を取られた点描された背景を有することによって、その状態を示す。本発明のカラータッ
チスクリーン２２が、様々な色、色相、陰影、および輪郭を含むがそれに限定されない、
ボタン６８の状態の他の視覚的な標示を提供することができることを、当業者なら理解さ
れよう。
【００５４】
　図１７を参照すると、ユーザが、第１のグラフィカルオブジェクト７０内にデータを入
力またはキー入力しているとする（この場合、数字「７」が入力される）。第１のグラフ
ィカルオブジェクト７０は、例示の目的のみのためのデータ入力フィールドとしてここで
表されており、他のいずれのタイプのグラフィカルオブジェクトも代替することができる
。この入力されたデータは、キー入力データ入力フィールドがアクセスされるときクリア
機能を提供する、選択可能なクリアボタンとして通常表示される、二重機能のクリア／キ
ャンセルボタン６８を選択することによって、クリアされることができる。いったんデー
タがクリアされた後、オブジェクト７０が、そのデフォルトの、または初期の値または画
面に戻る。速度の場合、初期のまたはデフォルトの値はゼロになる。時間の場合、デフォ
ルトは、「－－；－－」となる。
【００５５】
　図１７での第１のグラフィカルオブジェクト７０で入力されたデータをクリアする代わ
りとして、ユーザが、第２のグラフィカルオブジェクト７２へのアクセスを提供するため
に、分解ボタン６４を活動化させる、すなわち、図１５に示されている薬剤選択スクリー
ンに戻る。第２のグラフィカルオブジェクト７２は、例示の目的のみのためのデータ入力
フィールドとしてここで表されており、他のいずれのタイプのグラフィカルオブジェクト
も代替することができる。図示されている場合では、第２のグラフィカルオブジェクト７
２が、第１のグラフィカルオブジェクト７０と重なる。別法として、第２のグラフィカル
オブジェクト７２が、第１のグラフィカルオブジェクト７０と部分的に重なる。
【００５６】
　図１５を参照すると、二重機能のクリア／キャンセルボタン６８が次に、ユーザによる
第１の活動化によって第２のグラフィカルオブジェクト７２をキャンセルまたは除去する
ように動作する、選択可能なキャンセルボタンとして表示される。二重機能のクリア／キ
ャンセルボタン６８が次に、第１の活動化の後、所与の時間の間、ユーザによる不注意で
の第２の活動化を防止するために、ロックアウトまたは非活動化され、図１６のボタン６
８の点描によって示されているような、ボタン６８の非活動状態について視覚的な標示を
示す。この遅延は、データ入力フィールド７０から「７」を不注意でクリアする結果とな
る、不注意でのボタン６８の二重の活動化を防止する。
【００５７】
　図１７を参照すると、ユーザによる第１の活動化後、およびいったん要求された遅延が
完了した後、ボタン６８上の点描がないことによって示されるような、クリア機能の視覚
的な標示がボタン６８上で作製される。上記で述べたように、二重機能のクリアおよびキ
ャンセルボタン６８はここで、ユーザによる第２の活動化によって、第１のグラフィカル
オブジェクト７０から、ユーザに入力された内容をクリアするように動作する。
【００５８】
　図１および５－７を参照すると、グラフィカルユーザインターフェイス２６が、スクリ
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ーン２２上に面積感受性のスクロールバー７４を提供する。面積感受性のスクロールバー
７４は、様々な速度で選択可能な情報７６のリスト全体を循環することを可能にする。
【００５９】
　選択可能な情報７６のリストの一部分のみが、スクリーン２２上に示され、表示されて
いる部分と表示されない部分を結果として生じさせる。面積感受性のスクロールバー７４
が、選択可能な情報７６のリストの視認可能な、すなわち表示されている部分に隣接して
配置される。ユーザによる面積感受性のスクロールバー７４の活動化の際、表示されてい
る部分である選択可能な情報７６のリストの一部が、調節される、すなわち、ユーザが、
リスト７６全体を選択的にスクロールすることができる。
【００６０】
　面積感受性のスクロールバー７４は、第１の重み付き位置７８および第２の重み付き位
置８０を備える。第１の重み付き位置７８は、ユーザによって活動化されたとき、第１の
所与のスクロール速度で、選択可能な情報７６のリスト全体をスクロールする。第２の重
み付き位置８０は、ユーザによって活動化されたとき、第２の所与のスクロール速度で、
選択可能な情報７６のリスト全体をスクロールする。ここで、第１および第２の所与の速
度は等しくない。より好ましくは、第２の所与のスクロール速度は、第１の所与のスクロ
ール速度よりも大きい。面積感受性のスクロールバー７４は、そこでのスクロール速度が
ゼロである中央位置８２を有する。
【００６１】
　面積感受性のスクロールバー７４はまた、第３の重み付き位置８４および第４の重み付
き位置８６を有する。第１のおよび第２の重み付き位置７８および８０、第３のおよび第
４の重み付き位置８４および８６は、等しくないスクロール速度を有する。より好ましく
は、第４のスクロール速度は、第３のスクロール速度よりも大きい。第３のおよび第４の
重み付き位置８４および８６が、第１のおよび第２の重み付き位置７８および８０とは反
対の方向に、選択可能な情報のリスト全体をスクロールする。
【００６２】
　中央位置８２が、第３のおよび第１の重み付き位置８４および７８の間に位置されてい
る。第４の重み付き位置８６は、第３の重み付き位置８４に隣接して配置され、かつ第２
の重み付き位置８０は、第１の重み付き位置７８に隣接して配置されている。位置７８、
８０、８２、８４、および８６は、別個のアイテムとして図形的に示されている。
【００６３】
　ユーザによるクリックおよびホールド動作によるスクロール要素の活動化は、いずれか
の方向での連続的なスクローリングを可能にする。スクローリングの速度および方向は、
クリックおよびホールド動作中のいずれかの所与の瞬間でユーザによって活動化される位
置７８、８０、８２、８４、および８６に基づいて様々である。一般に、ユーザがクリッ
クするのが中央位置８２から遠いほど、スクローリングの速度が速い。ユーザはまた、異
なる位置を選択することによって、スクローリングの方向および速度を迅速に変化させる
ことができ、このことは、リストのサイズに関わらず極端に十分なリスト全体にわたるブ
ラウジングを行う。
【００６４】
　別の実施形態では、スクロール要素上での所与の位置でのユーザによる連続するタップ
によるスクロール要素の活動化が、連続的なスクローリングを可能にする。スクローリン
グの速度および方向は、タッピング動作中のいずれかの所与の瞬間でユーザによって活動
化される位置７８、８０、８２、８４、および８６に基づいて様々である。一般に、ユー
ザがタップするのが中央位置８２から遠いほど、スクローリングの速度が速い。スクロー
リングの速度はまた、タッピングの速度に応答することができる。
【００６５】
　別の実施形態では、ユーザによる個々のタップまたはクリック動作による位置７８、８
０、８２、８４、および８６のうちの１つの活動化が、選択可能な情報７６のリストの所
与の部分に対する、選択可能な情報７６のリスト全体にわたる所定の増分での迅速な増分
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ジャンピングを可能にすることができる。たとえば、図５Ｆは、「セフタジジム」で始ま
る選択可能な情報７６のリストの一部分を示している。ユーザによる位置７８への最初の
個別のクリック動作が、選択可能な情報７６のリスト全体にわたる「シポルフロキサシン
」への、Ｘ位置、ここでたとえばＸ＝２下方への、スキッピングまたはスクローリングを
結果として生じさせる。同様に、ユーザによる位置８０への最初の個別のクリック動作が
、選択可能な情報７６のリスト全体にわたる「ドブタミン」への、Ｙ位置、ここでたとえ
ばＹ＝４下方への、スクローリングを結果として生じさせる。リスト全体の上方へのスク
ローリングは、位置８４または８６をクリックまたはタッチすることによって同様にして
達成されることができる。ジャンプされる位置ＸおよびＹの番号が、Ｙ＝２Ｘまたは指数
方程式である上記の例で示されているような、線形方程式などの、特定の数学的な関数に
よって非関連または関連付けられてもよい。便利なページダウンまたはページアップの結
果を達成するために、ＸまたはＹが、スクリーン２２上に同時に表示される選択可能なア
イテムの数とほぼ等しく設定されることができることを当業者なら理解されよう。
【００６６】
　図１、５－７および１０を参照すると、医療用デバイス１０内のグラフィカルユーザイ
ンターフェイス２６プログラムが、ブロック８８で始まり、ブロック９０へ進み、ブロッ
ク９０で、プログラムが、選択可能な情報７６のリストを供給し、選択可能な情報７６の
リストの一部のみをスクリーン２２上に示す。したがって、選択可能な情報７６のリスト
は、表示されている部分と表示されない部分を有する。いったん選択可能な情報７６のリ
ストがスクリーン２２上に示された後、グラフィカルユーザインターフェイス２６が、ブ
ロック９２へ進み、ここでグラフィカルユーザインターフェイス２６が、面積感受性のス
クロールバー７４を読み込む。いったん面積感受性のスクロールバー７４が読み込まれた
後、グラフィカルユーザインターフェイス２６が、決定ブロック９４へ進み、ここでグラ
フィカルユーザインターフェイス２６が、面積感受性のスクロールバー７４が所定の位置
で活動されたかどうかを判定する。いったんグラフィカルユーザインターフェイス２６が
、所定の位置が活動化されたことを判定した後、グラフィカルユーザインターフェイス２
６が、ブロック９６へ進み、ここで、グラフィカルユーザインターフェイス２６が、活動
化された所定の位置に基づく所与のスクロール速度またはスキップ速度で選択可能な情報
のリストの表示を調節する。グラフィカルユーザインターフェイス２６プロセスが、その
とき完了され、ブロック９８で終了する。スクローリングを停止するためには、ユーザは
、ホットスクロール領域から離れるようにまたは中央ゼロ位置８２へ戻るように、指また
はカーソルを動かすだけである。
【００６７】
　図１、２Ａ、２Ｂ、５－１、５－２および１１を参照すると、グラフィカルユーザイン
ターフェイス２６は、いずれかの数の動作状態に基づいてスクリーン２２上で示される複
数のディスプレイオプションを有するスクリーンセーバーモードを提供する。グラフィカ
ルユーザインターフェイス２６は、スクリーン上に、医療用デバイス１０の動作に関連す
る所与の量の動作データの第１のディスプレイを生成する。第１のディスプレイは、すべ
てスクリーン２２上に示されている、医療用デバイス１０とのユーザ相互作用のための操
作可能なメニュー、アイコン、および関連のある医療用デバイス１０動作状態を含む。
【００６８】
　グラフィカルユーザインターフェイス２６は、トリガ事象で、第１のディスプレイを第
２のディスプレイと選択的に交換する。たとえば、第２のディスプレイは、スクリーンセ
ーバータイプの表示であってよい。トリガ事象は、ユーザによって命令された手動のトリ
ガ事象、医療用デバイス１０との最後のユーザ相互作用から経過した時間、医療用デバイ
ス１０の状態（たとえば輸液停止）、輸液へのカウントダウン、および医療用デバイス１
０でのまたはその周囲での周辺光状態などを含むがそれに限定されない、いずれかの数の
条件または条件の組合せに基づいている。
【００６９】
　図１を参照すると、グラフィカルユーザインターフェイス２６は、スクリーン２２の輝
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度を調節するために、および上記で説明されたトリガ事象として、フォトセンサ１００（
図２Ａ参照）によって検知される光レベルを監視する。このようにして、スクリーン２２
の輝度が、フォトセンサ１００からの周辺光フィードバックに基づいて調節される。本明
細書で使用される文脈では、輝度という用語は、コントラスト、照明出力および消費電力
を含むがそれに限定されないものとして理解されるべきである。グラフィカルユーザイン
ターフェイス２６が、フォトセンサ１００からの周辺光フィードバックが、設定された閾
値を上回ることを決定するところの状態では、グラフィカルユーザインターフェイスプロ
グラム２６が、スクリーン２２上の輝度を増加させるように、プロセッサ１８へメッセー
ジを送信する。この周辺光フィードバック補償は、室内光状態に基づいて動的である。こ
の輝度または強度は、トリガ条件に応じてより低くまたは高くされてもよい。たとえば、
警告が鳴らされた場合、または医療用デバイス１０がユーザが医療用デバイス１０を操作
していることを検知した場合、スクリーン２２はより明るくなる。逆に、光レベルが低い
、または医療用デバイス１０が最後のユーザ相互作用からタイムアウトしたところでは、
スクリーン２２は、暗くなる。
【００７０】
　図２Ａおよび５－１を参照すると、第２のディスプレイは、第１のディスプレイ（図２
Ｂおよび５－２）で見出された所与の量の操作データのデータ部分集合を含むことができ
る。図２および５では、第２のディスプレイデータ部分集合が、チャネル識別子、病棟、
限界状態、薬剤名、薬濃度、単位、継続中の輸液の速度および容積（ＶＴＢＩを含むがそ
れに限定されない）を含むデータの群から選択される。別法として、第２のディスプレイ
データ部分集合は、投与量、用量（ｄｏｓａｇｅ）、警告情報、現在時間、警告状態での
経過時間、および指定された患者識別情報を含んでもよい。図５－２５では、第１のディ
スプレイデータは、医療用デバイスのステータスを含む。示されているように、第１のデ
ィスプレイは、スクリーン２２上に「停止されたプログラム」メッセージを表示すること
によって、医療用デバイスのステータスを示している。同様のステータス情報が、第２の
ディスプレイ上に含まれてもよいことを、当業者なら理解されよう。図５－２５では、第
１のディスプレイデータは、薬剤識別情報を含む、薬剤輸液に対するタイマーカウントダ
ウンを含む。示されているように、医療用デバイス１０は、スタートプログラムボタンが
タッチされたとき、ドブタミンを３２．６ｍＬ／時で輸液することを開始し、輸液は６時
間９分かかることになる。
【００７１】
　また、図２Ａおよび５－１に示されているように、第２のディスプレイデータ部分集合
の対応する値のうちの１つまたは複数が、図２Ｂおよび５－２に示されている第１のディ
スプレイでのそれらの値の所与のサイズよりも大きいフォントサイズで示される。さらに
、第２のディスプレイ１０４の輝度が、図１に関連して上記で説明されたように、医療用
デバイス１０の近くの周辺光状態に基づいて調節される。また、グラフィカルユーザイン
ターフェイス２６が、第２のディスプレイデータ部分集合を、スクリーン２２を横切って
スクロールするように示す。鉛直方向に細長い、すなわち「トールマン」フォントが、図
２Ａおよび５－１における文字、数またはその他の情報に対して使用されることができる
。
【００７２】
　ユーザが、医療用デバイス１０を再び操作しようと望むとき、ユーザと医療用デバイス
１０の間のいずかの相互作用活動（たとえばスクリーン２２をタッチすることによる）が
、第２のディスプレイの除去およびその情報による第１のディスプレイの回復を結果とし
て生じさせる。第１のディスプレイ１０２が復活される前に、パスワードが、第２のディ
スプレイを非活動化させるために必要とされる。
【００７３】
　図１、２Ａ、２Ｂ、５－１、５－２および１１を参照すると、操作中、医療用デバイス
１０内のグラフィカルユーザインターフェイスプログラム２６が、ブロック１０６で始ま
り、ブロック１０８へ進む。ここで、グラフィカルユーザインターフェイスプログラム２
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６が、スクリーン２２上に第１のディスプレイを示す。いったん第１のディスプレイが示
された後、グラフィカルユーザインターフェイス２６が、決定ブロック１１０へ進み、こ
こでトリガ事象が生じたかどうかを判定する。いったんグラフィカルユーザインターフェ
イス２６が、トリガ事象が生じたことを判定した後、ブロック１１２へ進み、ここで、ス
クリーン２２上に第２のディスプレイを示す。グラフィカルユーザインターフェイス２６
が次に、決定ブロック１１４へ進み、ここで、いずれかのユーザ活動があったかどうかを
判定する。いったんグラフィカルユーザインターフェイス２６が、ユーザ活動が生じたこ
とを判定した後、ブロック１１６へ進み、ここで、スクリーン２２上の第１のディスプレ
イを再活動化する。グラフィカルユーザインターフェイス２６プロセスは、そのとき完了
され、ブロック１１８で終了する。
【００７４】
　図１２を参照すると、スクリーン２２は、医療用デバイス１０との取外し可能なユーザ
インターフェイス２０Ａ内に組み込まれることができる。この実施形態では、取外し可能
なユーザインターフェイス２０は、「携帯情報端末」すなわちＰＤＡ上で動作する。取外
し可能なユーザインターフェイス２０Ａは、パーソナルコンピュータ１２４とともに使用
されるＰＤＡがいかなるときにもドッキングステーション１１９から取り外されることが
できるように、いかなるときにも医療用デバイス１０から取り外されることができる。こ
のことは、臨床医が、医療用デバイス１０から離れた位置で医療用デバイス１０および患
者情報を設定し、その後、取外し可能なユーザインターフェイス２０Ａを医療用デバイス
１０の前のドッキングステーション１２０内へ配置することによってベッドサイドで医療
用デバイスを活動化させることを可能にする。ドッキングされたとき、取外し可能なユー
ザインターフェイス２０Ａは、医療用デバイス１０に対する主ユーザインターフェイスと
なり、（事前にプログラムされた）輸液パラメータを示す、スクリーン２２Ａを表示する
。これらのことに満足した場合、臨床医は、（ＰＤＡが通常使用されるのと同様の方式で
）スクリーン２２Ａをタッチスクリーンとして使用することができ、輸液を開始するため
にスタートボタンを押す。また輸液パラメータが、取外し可能なユーザインターフェイス
２０Ａタッチスクリーン上の他のボタン（たとえば滴定のための専用ボタン）によって変
更されることができる。取外し可能なユーザインターフェイス２０Ａからのデータが、取
外し可能なユーザインターフェイス２０Ａのシリアルポート（またはＵＳＢまたはイーサ
ネット（登録商標）を含むがそれに限定されないその他のインターフェイス）接続１２２
を介して、または無線で、医療用デバイス１０を制御するプロセッサ１８へ伝達される。
プロセッサ１８からのデータはまた、輸液履歴および警告履歴が臨床医によって使用可能
であるように、取外し可能なユーザインターフェイス２０Ａへ伝達されることができる。
【００７５】
　輸液の終了時、取外し可能なユーザインターフェイス２０Ａが、臨床医によって医療用
デバイス１０から取り外され、かつ、クレイドルまたは遠隔ＰＣ１２４のところのドッキ
ングステーション１１９へ戻され、そこで、輸液履歴が、他の臨床記録保持ソフトウェア
プログラムおよび／または他の患者に対する設定に伝達されることができる。輸液医療用
デバイス１０／取外し可能なユーザインターフェイス２０Ａの組合せは、取外し可能なユ
ーザインターフェイス２０Ａが、いずれかのＰＣ１２４と、たとえばそのシリアルポート
１２２を介して接続することができるように、取外し可能なユーザインターフェイス２０
Ａのための伝統的な「ドッキングステーション」クレイドルとして働くことができる。こ
のことは、取外し可能なユーザインターフェイス２０Ａ上へ移動された医療用デバイスデ
ータが、ＰＣ１２４へダウンロードされることを可能にする。さらに、１つの取外し可能
なユーザインターフェイス２０Ａが、シリアルポート１２２からのデイジーチェーニング
を通じて、複数の医療用デバイス１０を制御するために使用されることができる。
【００７６】
　さらに、複数のＰＣＭＣＩＡスロット１２６インターフェイスが、組合せ型取外し可能
なユーザインターフェイス２０Ａ／医療用デバイス１０組立体に追加される。これらのＰ
ＣＭＣＩＡスロット１２６の目的は、（ＰＣＭＣＩＡスロット１２６と互換性がある）追
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加のデバイスが、取外し可能なユーザインターフェイス２０Ａおよび医療用デバイス１０
内にプラグイン、かつそれと通信することを可能にすることである。たとえば、無線ＬＡ
Ｎカード（図示せず）が、スロット１２６の１つを占有することができる。このことは、
取外し可能なユーザインターフェイス２０Ａ、およびしたがって医療用デバイス１０から
のデータが、無線ネットワーク１４へ伝達されること、およびそれに加えて、ネットワー
ク１４からデータを受信することを可能にする。たとえば、データは、医療用デバイス１
０を通過することなく、薬剤情報システム１２８または病院情報システム（ＨＩＳ）１２
９から直接、取外し可能なユーザインターフェイス２０Ａへダウンロードされることがで
きる。ＰＣＭＣＩＡスロット１２６内に嵌合されることができる他のデバイスは、互換性
のある監視デバイスである。ＰＣＭＣＩＡスロット１２６はまた、スティック、カードな
どのメモリまたはデータ保管デバイスを収容する、または備える。
【００７７】
　図１３～１４は、本発明が、単一の容器２００内に含まれる所定の量の複数の治療薬に
よって定義される完全な医薬品オーダーを医療用ポンプ１０上に表示するための手段およ
び方法を提供することを示している。従来の医療用ポンプは、この能力に欠けている。
【００７８】
　図１３に最も良く見られるように、容器２００は、スクリーン２２の寸法よりも通常小
さいラベル２０２を有する。容器２００は、少なくとも１つの治療薬を含んでおり、およ
び本発明による実施例では、複数の治療薬を含んでいる。しばしば、薬剤は、水または生
理食塩水などの希釈剤と事前に混合されている。凍結乾燥された薬剤が、容器に付随して
いる壊れやすい隔壁内に保持され、投与の直前に容器内に解放されてもよい。ときどき、
いくつかの互換性があるまたは相補的な薬剤が形成される、または「カクテル」を形成す
るように互いに混合される。理想的には、ラベル２０２のある部分は、どの治療薬が容器
２００内にあるのかを示す。ある場合では、薬剤製造業者が、容器２００を充填し、かつ
ラベル２０２を付加する。他の場合では、介護提供者または病院の薬局が、容器２００の
内容物を準備し、かつラベル２０２を付加する。薬剤または治療薬の名前、薬剤または薬
の濃度、量、薬剤製造業者、ＮＤＣコード、調剤日時、調剤した薬剤師／介護提供者、処
方医師および処方された日付、投与される予定の日付、介護施設名、患者名またはＩＤ、
および使用期限を含むがそれに限定されない、様々な情報が、ラベル２０２上にあっても
よい。ラベル２０２上のバーコードまたはＲＦＩＤタグを含むがそれに限定されない機械
読取可能なタグ２０３は、この情報のすべてまたはいずれかの部分を含むことができる。
【００７９】
　図１３および１４で最も良く理解されるように、ポンプ１０は、１つまたは複数の治療
薬を単一の容器２００から患者（図示せず）へ投与するように構成された、ポンプチャネ
ル３２を備える。ディスプレイスクリーン２２が、ポンプチャネル３２に取り付けられて
いる。ディスプレイスクリーン２２は、容器２００内に含まれている第１の治療薬に関連
する情報を表示するための第１の領域２０４Ａ、および容器２００内に含まれている第２
の治療薬に関連する情報を同時に表示するための第２の領域２０４Ｂを備える。医師によ
ってオーダーされ、かつ薬剤師またはその他の適切な人物によって調剤された特定の処方
に応じて、容器２００は、追加の治療薬を含んでもよい。したがって、ディスプレイは、
容器２００内に第３の治療薬に関連する情報を表示するための第３の領域２０４Ｃを備え
、一方、第１の治療薬および第２の治療薬に関連する情報が、第１の領域２０４Ａおよび
第２の領域２０４Ｂ内にそれぞれ同時に表示される。処方されたおよび／または実際の輸
液の速度、患者ＩＤ、部屋番号、投与される予定の日付、投与オーダーまたは容器内の薬
剤の使用期限に限定することなく含む情報が、ディスプレイスクリーン２２上に提供され
ることができる。
【００８０】
　治療薬に関する情報は、容器２００内に含まれているそれぞれの治療薬の名称およびそ
れぞれの治療薬の所定の量を含むがそれに限定されないデータセットから選択されたデー
タを含むことができる。治療薬の名称は、その化学式またはその他の識別する語句であっ
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てよい。容器２００内の治療薬の所定の量は、薬剤単位、ミリリットル（ｍＬ）、ミリグ
ラム（ｍｇ）、およびミリ当量（ｍＥｑ）から成る群から選択された表示された測定単位
と相俟って表示または表現されることができる。
【００８１】
　医療用ポンプ１０のスクリーン２２は、単一の容器２００内に含まれている所定の量の
複数の治療薬によって定義される医療オーダーを表示する方法を提供する。方法は、１）
ポンプチャネル３２に取り付けられたディスプレイスクリーン２２を提供するステップ、
および２）容器２００内に含まれている複数の治療薬のうちの少なくとも２つに関連する
情報をディスプレイスクリーン２２上に同時に表示するステップを含む。表示される情報
は、治療薬の名称および治療薬の量を含むがそれに限定されない群から選択される。有利
には、情報は、単一の共通ディスプレイスクリーン２２上に表示される。情報は、ｇｉｆ
ｆ、ｈｔｍｌ、ｔｉｆｆ、ｒｔｆ、ｐｄｆおよびｊｐｇを含むがそれに限定されない様々
なフォーマットで表示されることができる。
【００８２】
　ラベル２０２を備える容器２００から医療用ポンプ１０によって投与されるように処方
された医薬品オーダーは、（好ましくは医療用ポンプ１０のポンプチャネル３２に取り付
けられた）十分に大きいディスプレイスクリーン２２を提供すること、ラベルの部分の電
子画像を医療用ポンプに供給すること、および医療用ポンプ１０のディスプレイスクリー
ン２２上に電子画像を表示することによって、容易に検証されることができる。電子画像
は、バーコードリーダー３０（図３）によって、ラベル２０２の部分からバーコード２０
３を走査し、かつ送信すること、および容器ラベル２０２のある部分または全部のデジタ
ル写真を作製することを含むがそれに限定されない様々な方式で生成または供給されるこ
とができる。介護提供者は、表示された電子画像を容器２００上のラベルの部分と視覚的
に比較することができる。別法として、図１および１２～１４の図で理解されるように、
ポンプ１０のプロセッサ１８が、容器から画像発生器３０によって供給された電子画像を
、病院情報システム（ＨＩＳ）または薬局情報システム（ＰｈＩＳ）１２８を含むがそれ
に限定されない、第２の供給源によって供給された容器ラベル部分のみなし電子画像と比
較することができる。好ましくは、容器ラベル部分のみなし電子画像が、医師の医薬品オ
ーダーが薬剤師によって準備されるときなど、より早くに生成される。電子画像を、第２
の供給源からのラベルのみなし電子画像と比較するステップはみなし電子画像を医療用ポ
ンプ１０に送信し、かつ、スクリーン２２、２２Ａ上に電子画像およびみなし電子画像の
両方を、同時にまたは一斉に表示するステップを含む。別法として、プロセッサ１８およ
びグラフィックユーザインターフェイス２６は、介護提供者が、比較および検証するため
に画像およびみなし画像をポンプのディスプレイスクリーン上に同時にまたは一斉に表示
することのみができる。ポンプ１０のプロセッサ１８は、比較するステップが成功して完
了した後、ポンプ上のデータ入力スクリーンにラベルの電子画像からの情報を配置する、
コードを含むメモリを備える。
【００８３】
　このようにして、本発明が、ラベル２０２を有する容器２００から分与される医薬品オ
ーダーを検証するためにシステムを提供することがわかる。検証システムは、プロセッサ
、ポンプチャネル３２およびポンプチャネル３２に取り付けられ、かつプロセッサ１８と
接続されたディスプレイスクリーン２２を備える医療用ポンプ１０と、ラベルの部分の電
子画像を医療用ポンプ１０のプロセッサ１８に送信するためのラベル画像発生器３０と、
少なくともフルサイズでラベルの部分を表示するように構成されたディスプレイスクリー
ン２２とを備える。
【００８４】
　上記の説明から、ポンプ１０の大きなカラーＬＣＤタッチスクリーン２２、２２Ａは、
多くの利点を有し、医療実行者が、マイクログラム／ｋｇ／時、グラム／ｍ２／時などの
、様々な重量ベースおよび表面積ベースの単位、およびその他の投与規格での、流体投与
を検証、監視およびプログラムすることを可能にすることは明らかであろう。ディスプレ
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イスクリーン２２、２２Ａは、能動的なポンプ操作、警告およびプログラム状態、および
流体流パラメータを含むいくつかの機能の視認可能な標示を提供する。
【００８５】
　図２Ａ、４、５－１、５－２～５－１３および６Ｂを再び参照すると、本発明は、それ
によってユーザがポンプ１０と接合することができる、少なくとも２つの手段、専用のま
たは固定された触覚インフューザボタン、およびＬＣＤタッチスクリーン２２上のボタン
の画像を提供する。固定された触覚ボタン３３、３５、３７、および３９は、以下の機能
を提供する。ＬＯＡＤ／ＥＪＥＣＴボタン３３－カセットキャリッジを開放および閉鎖す
る。ＯＮ／ＯＦＦボタン３５－電源をオンおよびオフにする。ＡＬＡＲＭ　ＳＩＬＥＮＣ
Ｅボタン３７－指定された時間の間、たとえば２分間、消音可能な警告を消音する。およ
びＥＭＥＲＧＥＮＣＹ　ＳＴＯＰボタン３９－すべてのチャネルを停止させる。図６Ｂに
見られるように別の触覚ボタン、ポンプの背部に配置されたＣｌｅａｎｉｎｇ　Ｌｏｃｋ
ボタン４１が、タッチスクリーン２２を活動化および非活動化させる。タッチスクリーン
２２が非活動化されたとき、ユーザは、ポンプ電源がオンである間でさえも、清掃、操作
などの目的のために、プロセッサ１８に、またはポンプの動作にいかなる影響も有するこ
となく、スクリーンに触れることができる。
【００８６】
　ＬＣＤカラータッチスクリーン２２は、ユーザが、オンスクリーンボタン画像およびデ
ータ入力フィールドにアクセスし、使用することを可能にする。タッチスクリーン２２は
、ＬＣＤディスプレイを覆う膜を使用しており、したがって、単一のキープレスは、顕著
な輸液の移動（ｐｏｌｅ　ｍｏｖｅｍｅｎｔ）を生じさせず、二重のキープレスに対して
誤ることもない。タッチスクリーンもまた、ユーザが、濡れた手袋を着用しているか、乾
いた手袋を着用しているか、または手袋なしであるかどうかで、キープレスを調節する。
【００８７】
　ＬＣＤタッチスクリーンボタン画像４３、４５、４７および４９Ａ～４９Ｅが、図２Ａ
、２Ｃ、５－１または５－３に示されているように配置され、かつ以下の機能を行う。す
なわち、患者情報タブ４３－病棟、事前に選択された患者情報（名前、ＩＤ番号などを限
定することなく含む）を表示し、かつより詳細にされた患者情報スクリーン（図５－３）
へのアクセスを提供する。チャネルレベル治療ボタン４５－インフューザタッチスクリー
ン上のボタン画像によってアクセスされ、輸液治療を選択するために使用される。プログ
ラムレベルボタン４７－プログラミングスクリーン上で領域、ドロップダウンリストの三
角、ボックス、またはテキストボックスを押圧することによってアクセスされ、輸液の投
与量パラメータを選択するために使用される。また、タッチスクリーンの底部のデバイス
レベルボタン４９Ａ～４９Ｅは、Ｍｏｄｅ４９Ａ（たとえば、動作または生物医学的）、
Ｌｏｇ４９Ｂ、Ｌｏｃｋ４９Ｃ、Ｓｅｔｔｉｎｇ４９Ｄ、およびＣａｌｃｕｌａｔｏｒ　
ｄｉｓｐｌａｙ４９Ｅに限定することなく含む、デバイスレベル形態を表示および制御す
るために使用される。スクリーン２２の底部に表示された無線インジケータ画像１０２が
、デバイス１０が接続され、通信のために準備されていることを示す。
【００８８】
　チャネルレベル治療ボタン４５およびプログラムレベルボタン４７を使用することによ
って、医療実行者が、マイクログラム／ｋｇ／時、グラム／ｍ２／時などの単位に基づい
た様々な体重および体表面積での特定の流体治療、および以下のモード、（プログラム４
５Ｂ）基本治療－投与量計算を含み、輸液される予定の容積（ＶＴＢＩ）、薬剤量、輸液
時間、および薬剤濃度に基づく投与量速度プログラミング、およびＶＴＢＩおよび時間に
基づく容積速度（ｍＬ／ｈｒ）のプログラミングを可能にする単純速度プログラミングを
可能にする；ボーラス投与４５Ａ－投与の量および時間に基づいて単一の中断されない離
散的な投与を、ユーザがプログラムすることを可能にする（ボーラスは、第１のまたは第
２の容器から投与されることができる）；ピギーバック投与４５Ｄ－第１の輸液と同じカ
セットを通して投与される予定である第２の輸液の投与を、ユーザがプログラムすること
を可能にする（第１の輸液は、ピギーバックＶＴＢＩが完了するまで一時停止される）；
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およびアドバンストプログラミング４５Ｃに対する投与仕様書によって、ポンプのそれぞ
れの個別のチャネルをプログラムすることができる。アドバンストプログラミングモード
４５Ｃは、マルチステップ－１０ステップまでの流体の連続投与を可能にし、流体容積お
よび投与速度が、速度と容積、または容積と時間に基づいて各ステップに対してプログラ
ム可能である；可変時間－指定されたクロック時間で２４までの投与量計算ステップを可
能にする；断続－規則的な間隔で投与されるように計算された投与量またはステップ；お
よびテーパ－安定速度に向かって上方へおよび／または下方へ傾斜する投与、を含む様々
なタイプのプログラムを提供する。
【００８９】
　ポンプユーザインターフェイスまたはディスプレイスクリーン２２は、ポンプ投与チャ
ネル３２、３６と輸液容器の間の位置的な関係を有する。２チャネルポンプ１０Ｂ（図２
）では、チャネルが、ＡおよびＢで、ポンプの左側にあるチャネルＡ専用にされたディス
プレイスクリーン２２の左側、およびポンプの右側にあるチャネルＢ専用にされたスクリ
ーンの右側で、ラベル付けされている。大規模なヒューマンファクタの研究が、プログラ
ミングスクリーンとそれらに対応するポンプチャネルの間の直感的な関係を結果として与
えた。チャネルタブ構造または画像５８が、各チャネルを示すために使用される。タブ５
８は、デザインテーマを保持することで、三次元的に盛り上がった外観を有し、スクリー
ン上で三次元的に盛り上がったオブジェクトが、タッチすることによって選択可能であり
、プログラミングのポンプ投与ステータスおよび状態に関する追加の詳細を含むスクリー
ンとリンクすることになる。
【００９０】
　輸液中、医療用デバイスすなわちインフューザ１０は、投与モードにある。投与モード
スクリーンは、輸液の進行に関する情報を含む。投与モード中、遠景および近景の、２つ
のタイプのスクリーンディスプレイがある。遠景投与スクリーンが、シングルチャネルポ
ンプに対して図５－１で示されている。遠景スクリーンは、薬剤名、濃度、投与量速度（
適用可能である場合）または速度、ＶＴＢＩ、および、警告状態にある場合、最も高い優
先順位の警告に対する警告名を表示する。遠景投与スクリーンが、複数のまたは二重チャ
ネルポンプに対して図２Ａで示されており、および約１５フィート（４．６ｍ）の距離か
ら読取可能である。アクティブなチャネルの投与スクリーンのタブ上に表示された、アニ
メ化されたドリップアイコン６０が、輸液が進行中であることを示す。アニメ化されたド
リップアイコン６０は、輸液中、あらゆるスクリーン上に表示される。
【００９１】
　近景投与スクリーンが、図５－１に示されている。近景投与スクリーンは、薬剤名、濃
度、投与量速度、残り時間、ＶＴＢＩ、残り容積、および、警告状態にある場合、最も高
い優先順位の警告に対する警告名を表示する。近景投与スクリーンは、施設によって構成
可能である定義された時間の後、たとえば２０秒後、遠景投与スクリーンと切り替わる。
【００９２】
　図５－１６は、ユーザが「ネクスト」ボタン１０４をタッチする直前の、完了された輸
液プログラムスクリーンを示している。いずれかの輸液を開始する前に、ユーザは、図５
－１７に示されている確認スクリーンを用いて、プログラムされた輸液を確認することを
要求される。確認スクリーンは、ユーザが、プログラムされた値が正確に入力されたこと
を確認することを可能にする。輸液プログラムを開始するためにスタートボタンを押圧す
る前に、臨床医が、プログラムされた値を確認および検証する。一般に、確認および検証
は、介護提供者が、正確を期して表示されたプログラム値を視覚的に見直し、その後、「
スタート」ボタン１３０を押圧することによって行われる。しかし、他の確認および検証
の手段が、ポンプによって発生される聴覚的なフィードバックすなわち警報を含んでもよ
いが、それに限定されない。
【００９３】
　施設は、施設によって使用される薬剤のライブラリで、各薬剤に対する投与量範囲およ
び限界を確立することができる。図１の図面で最も良く理解されるように、施設は、ポン
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ププロセッサ１８に付属しているメモリ２４内に、薬剤ライブラリ情報の全部またはいず
れかの部分をダウンロードすることができる。このようにして、プログラムされた入力が
施設が定義した投与量範囲および／または限界に違反する場合、臨床医が警告を受信する
ことになる。いかなる組合せが定義されてもよい。各薬剤は、２つのタイプの警告レベル
、「ソフト」限界警告および「ハード」限界警告と関連付けられることができる。プログ
ラムされた投与量が、ソフトまたはハード限界の外にある場合、警告（視覚的なおよび聴
覚的な）が結果として起こる。薬局または専門家が、選択された病院領域／室の必要に対
処するために、病院の病棟（ＣＣＡ）に基づいて、病院薬剤ライブラリをカスタマイズす
ることを可能にする。たとえば、小児科のために定義された領域に対するプログラミング
パラメータは、成人の集中治療室に対するものとはかなり異なることが予想される。輸液
を開始できるようにするためには、入力された投与量値は、施設によって設定された許容
範囲でなければならない、または臨床医または管理者によって範囲外の投与量が特定の患
者に対して実際に必要であることが確認されなければならない。臨床医またはユーザは、
ソフト限界を無効にすることができるが、一方、ハード限界は、無効にするためにパスコ
ードを必要とする。パスコードは、制限された配布を有さなければならない。
【００９４】
　図９Ｂで最も良く見られるように、表示またはアイコンは、プログラムされた治療が病
院の最良の実行の範囲外にあること、または適用される規定がないことを、臨床医に指摘
するために、投与スクリーン中に現れる。ポンプが、ソフト限界の外であるがハード限界
内にある範囲内で投与している場合、ソフト限界アイコン５７Ａを超える、またはソフト
限界アイコン５７Ｂを下回るのいずれかが、投与中のポンプスクリーンの適切なチャネル
インジケータタブ５８上に現れる。他のデザインまたは色の図式可能であるが、アイコン
は黄色い菱形様またはダイヤモンド状の背景上に、黒い矢印を有する。この形状および色
の組合せは、ほぼ普遍的に注意を示唆する。矢印は、上限が超えられているとき上を向き
、下限が超えられているとき、下を向く。
【００９５】
　図５－１８の図面で最も良く理解されるように、「限界外」表示５９が、タッチスクリ
ーンのプログラム領域内でポップアップする。数字を付けられた連続する線またはバー６
１が、限界に対するプログラムされた値（および単位）を示す。ヒストグラム、釣鐘曲線
などのデザインが追加の周波数情報を提供するために可能であり、異なる色が使用されて
もよい。好ましくは、バー６１は、ディスプレイ５９を横切って水平方向に延びる単一の
多色のバーである。存在するいずれかのハード限界の外にある、連続するバー６１は、赤
色（図５－１８でクロスハッチングによって示されている）であり、それらが存在すると
きのソフト限界の外では、黄色（図５－１８では白として示されている）、かつ許容可能
な範囲内にでは、緑色（図５－１８では点描されて示されている）。このようにして、プ
ログラムされた値が、バー６１上に表示および示され、ディスプレイ５９が、プログラム
された値が許容可能な限界とどのようにして比較されるか、より許容可能にするためには
どの方向に移動されることが必要かに対する、迅速で、理解するのが容易かつ視覚的な概
略表示を、ユーザに提供する。超えられた限界を無効にするために、または各プログラム
された値をそれぞれ編集するために「無効」および「編集」ボタン画像６３、６５が、デ
ィスプレイ５９上に提供される。無効ボタン６３または編集ボタン６５を押圧することは
、限界外表示５９を除去し、ユーザをプログラムスクリーンに戻す。
【００９６】
　図５－１９は、限界メッセージのハード限界外、または遠景スクリーン上で示されてい
る警告を示している。ポンプがハード限界の外の範囲で投与している場合、ハード限界超
過アイコン５７Ｃまたはハード限界を下回るアイコン５７Ｄ（図９Ｂ参照）が、投与中、
ポンプスクリーンの適切なチャネルインジケータタブ５８上に出現することになる。他の
デザインが可能であるが、アイコンは、赤い菱形様またはダイヤモンド状の背景上に、白
い矢印を有する。矢印は、上限が超えられているとき上を向き、下限が超えられていると
き、下を向く。赤い色は、ユーザが患者を詳しく監視することを意味する。上記で説明し
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たように、「限界外」表示５９が、タッチスクリーンのプログラム領域内でポップアップ
し、数字を付けられた連続する線またはバー６１が、限界に対するプログラムされた値（
および単位）を示す。すべてのソフトおよびハード限界の無効が、事象ログに記録され、
かつ無効がメモリ２４内のポンプ履歴として、ルールセット無効ログにログされる。
【００９７】
　緊急の際、ユーザは、単純な投与モード「流体のみ」または「他の薬剤」を選択するこ
とによって、薬剤ルールセットなしでポンプをプログラムしてもよい。これが行われた場
合、事象がポンプの履歴にログされる。「流体のみ」または「他の薬剤」オプションが選
択されたとき、または薬剤ライブラリ内の薬剤が、ルールセットに関連付けられていない
場合、ポンプが、制限なしでプログラムされたことを臨床医に指摘するために、および投
与中の流体／薬剤に対するパッケージ挿入を見直させるために、「ルールセット外」アイ
コン５７Ｅ（図９Ｂ）が、ポンプの適切なチャネルインジケータタブ５８上に現れる。「
ルールセット外」アイコン５７Ｅは、赤い三角形形状の背景の中の白い感嘆符を有する。
【００９８】
　本発明は、図５－３～５－２６の図面で最も良く理解され、または以下で説明されるよ
うな、輸液ポンプ１０をプログラミングするための独自の手段および方法を提供する。ポ
ンプが新しい患者に対して割り当てられているかどうかを識別した後、ユーザは、患者情
報タブ４３上に現れている患者データを入力することができる。最小でも、ユーザは、図
５－３～５－５に示されているようにＣＣＡを選択しなければならない。図５－５によっ
て示されているように、ユーザは、患者名、他の患者ＩＤ、身長、および体重を含むがそ
れに限定されない、患者に関する情報を入力することができる。たとえば、患者名領域１
７０または下向きの矢印１７２をタッチすることは、図５－２６に示されているデータ入
力スクリーン１７４を提供する。このデータ入力スクリーンは、アルファベット情報、句
読点、通常使用される記号（＋、－、＆、＊、％、！、［、］、“、’、＞、＜、および
＃を含むがそれに限定されない）、ならびにキャンセル、クリアおよびエンター機能を入
力するためのキーの画像を有する。「１２３」と文字が付けられたボタンが、図５－１３
に示されているものと同様の数字キーパッド４７をポップアップする。
【００９９】
　ユーザは、ディスプレイスクリーン２２上のプログラム領域４５Ｂをタッチすることに
よって、輸液をプログラムし始める。このことは、輸液スクリーン１３２を、図５－６に
示されているように現れさせる。次に、ユーザは、ポンプ１０のメモリ２４内に保管され
た選択可能な薬剤リスト７６またはその一部分を、図５－７に示されているようなスクロ
ール可能な薬剤リストスクリーン１３６内に出現させるために、選択輸液領域１３４をタ
ッチする。病院または介護施設は、薬剤リストまたはライブラリ内のある薬剤を、プログ
ラミングおよび投与においてより注意深い措置を必要とする「危険薬剤」として指定する
ように、ポンプ１０をプログラムすることができる。これらの危険薬剤は、たとえば黄色
などの警告的な色で周りを縁取られたスクリーン２２上のアイコンを有するが、より重要
でない薬剤は、そのように縁取られていないアイコンを有する。次に、ユーザが、上記で
説明したように、ホットスクロールバー７４を使用して薬剤リスト全体をスクロールし、
適切な薬剤名アイコン１３８、たとえばドブタミンをタッチすることによって、処方され
た薬剤を選択する。図５－１に示されているように、危険薬剤についての薬剤名および／
または濃度もまた黄色などの特別に着色された背景１６６上で表示されることができる。
同じ概念が、図２Ａ、２Ｂ、２Ｃ、５－２などの他のスクリーンに適用されることができ
る。
【０１００】
　ユーザインターフェイスの１つの独自の特徴は、薬剤が複数の濃度で使用可能である場
合、選択濃度スクリーン１４０が、ユーザが薬剤を選択したとき、図５－８に示されてい
るように出現することである。次に、ユーザが、処方および薬剤容器に適合する濃度を、
特に検証および選択しようとする。このようにして、薬剤および濃度が、２つの別個のか
つ明確なステップで選択またはプログラムされ、このことが、投薬エラーを防止するため
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に、冗長性および安全性のための手段を加える。伝統的なデバイスおよび方法では、薬剤
およびその濃度が、薬剤ライブラリまたはリスト内で単一の行または列で列挙され、単独
でまたは隣接するリストの部分とともにスクリーン上に表示され、かつ単一のステップで
選択される。薬剤がアルファベット順に列挙され、複数の濃度の同じ薬剤が、互いに隣接
して現れているため、濃度選択エラーが生じることがある。
【０１０１】
　この例では、ユーザが、５００ｍｇ／２５０ｍＬの濃度を選択した。いったん薬剤およ
び濃度が選択された後、投与量計算領域６３が、図５－９に示されているようにアクティ
ブになる。ユーザは、投与量計算領域６３にタッチすることによって、ユーザインターフ
ェイスに投与量を計算させる機会を備える。ユーザインターフェイスは、図５－１０に示
されているような投与量計算スクリーン６６を提供することによって応答する。病院が、
特定の薬剤の投与量のための単位を事前に確立していない場合、ユーザは、単位選択領域
またはボタン１４２にタッチすることによって、投与量単位を選択しようとする。ポップ
アップ単位選択スクリーン１４４が、図５－１１に示されているように現れ、このことが
、ユーザが、リスト全体をスクロールし、所望の単位に対応する領域をタッチすることに
よって単位を選択することを可能にする。ユーザインターフェイスは、図５－１２に示さ
れている投与量計算スクリーンに戻ることによって応答し、かつ選択された単位を表示す
る。この例では、ｍｃｇ／ｋｇ／ｈｒが単位として選択される。病院が、薬剤に対する単
位を事前に確立している場合、ユーザは、単位選択ステップをスキップし、および図５－
９から図５－１２へ直接進む。その場合、図５－１２の選択単位領域１４２は、あらかじ
め埋められ、非活動化され、使用不可能である、または選択がユーザによって可能でない
ことを示すために灰色にされる。ユーザインターフェイスは、選択された単位に応じて、
図５－１２のあるデータ入力領域を自動的に灰色にする、または不活動化する。図５－１
２は、患者の体重が７０ｋｇとして前に入力されていることを示している。患者の体重が
、前に入力されていない場合、体重領域１４６またはフィールドは空白であり、以下で説
明される投与量領域フィールドと同じ方式で、データ入力に対して選択される。前に入力
された体重値はまた、体重領域１４６にタッチすることによって編集されることができる
。ポンププロセッサ１８は、この体重の変化を、患者情報タブ４３（図５－３）によって
アクセスされる患者情報スクリーン１４８内に自動的に組み込むようにプログラムされる
ことができる。別法として、プロセッサは、体重の変化が一時的とされるべきなのか、ま
たは患者情報スクリーン１４８内に組み込まれるべきなのかを、ユーザに尋ねるようにプ
ログラムされることができる。別法として、ユーザが、患者情報スクリーン１４８に戻っ
てそこで体重を入力しない場合、ポンプは、体重変化が一時的であると仮定してもよい。
身長およびＢＳＡもまた、体重を同じ方式で編集されることができる。
【０１０２】
　別法として、図５－１５の図面で理解されることができるように、薬剤が、ｍＬ／時単
位で、通常処方され、かつ投与されるとして薬剤ライブラリ内で識別される場合、投与量
計算は、投与量および速度が同じものであるため、かなり単純化される。投与量計算領域
は、不活動になり、使用不可能、または灰色にされ、かつ速度プログラム領域が直ちにデ
ータ入力のためにアクティブになる。
【０１０３】
　しかし、通常、ユーザが図５Ｋの投与量領域６３をタッチしたとき、図５－１３に示さ
れている数値データ入力（キーパッド）領域またはスクリーン４７が、出現する。ユーザ
は、所望の投与量の値６２をキー入力するために、数字および小数アイコンをタッチし、
これが投与量領域６３内でユーザによってキー入力されたときに表示される。ユーザが次
に、「入力」領域１５２をタッチする。ユーザインターフェイスは、ユーザを図５－１４
に示されているスクリーンへ送ることによって応答する。入力領域１５２は、まだ活動化
されている。（すなわち、灰色または使用不可能ではない）。次に、ユーザが、エンター
アイコンをタッチすることができ、このことが、ユーザインターフェイスに速度を計算さ
せる。すべての計算された値が、ディスプレイスクリーン２２上で明確に識別され、およ
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び［計算された］と示されることに注意されたい。次に、ユーザが、ＶＴＢＩ領域にタッ
チし、輸液される予定の容積（ＶＴＢＩ）を入力するためにデータ入力プロセスを繰り返
す。ユーザインターフェイスが次に、時間を計算する。図５－１６を参照されたい。別法
として、ユーザは、時間を入力することができ、ＶＴＢＩが計算されることになる。ユー
ザが、入力された値のすべてに満足した場合、図５－１６で今アクティブになっている「
ネクスト」領域またはボタン１０４をタッチすることができる。またはデータ入力を修正
するためにアクティブな領域のいずれかをタッチすることができ、それに応じて値が再計
算される。ユーザが満足したとき、ユーザが、ネクスト領域１０４をタッチし、および確
認スクリーン１５４が図５－１７に示されているように出現する。確認スクリーン１５４
は、すべての入力が正確にかつ企図されたように行われたことを、ユーザが検証すること
を許す。
【０１０４】
　ユーザがプログラムされた値を視覚的に検証または確認し、かつスタートプログラム領
域またはボタン１３０にタッチした後、輸液が開始する。これは、適切なチャネルインジ
ケータをそれに備えることによって、チャネルを明確に識別する。ユーザが、プログラム
された値に満足しない場合、ユーザは、値のいずれかがそこで編集されることができる輸
液スクリーン１３２（図５－６）に戻るために、プログラム領域４５Ｂをタッチすること
ができる。いったんスタートプログラム領域１３０がタッチされた後、ユーザインターフ
ェイスが、図５－２に示されているように近景投与スクリーンを表示し、ドリップインジ
ケータ６０が、そのアニメーションを開始する。所定の経過時間の間、いずれのユーザ入
力もない場合、ユーザインターフェイスが、図５－１に示されているような遠景投与スク
リーンに自動的に切り替わる。
【０１０５】
　本発明の別の有利な態様、図５－２０および５－２１に示されているように、複数の、
より好ましくは３つ以上のカスタマイズ可能な警告に対する警告オプションスクリーン１
５６を、スクリーン２２上に同時に表示する能力。スクロールバー１５８が、ユーザが、
図５－２０に示されているような警告オプションリストの上部から、図５－２１に示され
ているようなリストの底部まで、スクロールすることを可能にする。図５－２１では、い
くつかの警告オプションが設定されているが、ユーザインターフェイスは、所定の割当時
間内にさらなるユーザ入力を受信しなかったため、コールバック警告を表示していること
に注意されたい。スクリーンの警告部分１７５は、どのチャネルに警告が関連しているの
かをユーザが判定するのを補助するためのチャネルタブ１７６を備える。ＧＵＩプログラ
ム２６が、スクリーン警告部分１７５および関連しているチャネルタブ５８を、同じ所与
の色で示し、最も高い優先度の警告の緊急性に応じて、連続的な点灯を維持させる、また
は断続的に点滅させることができる。たとえば、コールバック警告の場合、タブ５８およ
び警告部分１７５が、黄色を点滅する。さらに、時間表示１７８がスクリーンの警告部分
上に含まれる。他の時間表示が有用であり可能であるが、図示された例で表示された時間
は、警告が開始してから経過した時間である。この特徴は、ユーザに、どのくらいの時間
警告ステータスが存在しているのかを知らせる。
【０１０６】
　スクリーン２２の大きなサイズは、ユーザの利益のために詳細化された複数のライン命
令が表示されることを許す。３本以上ものラインにユーザ応答ボタンを加えたものが、ス
クリーン２２上に同時に提供されることができる。命令は、一般的な命令、一般的な警告
、デバイスの特定のチャネル、輸液される特定の薬剤、投与されている特定のタイプの輸
液（たとえば、図５－２２はボーラスセットアップを示している）に関連付けられること
ができる、または、薬剤でない特定の臨床的な助言または命令（図５－２４）が表示可能
であることに有用であることができる。
【０１０７】
　図５－２２は、ボーラス設定スクリーン１５８を示している。ユーザは、図示されてい
るような「輸液停止」を選択することによって輸液を停止するようにデバイス１０をプロ
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グラムすることができる。別法として、ボーラス輸液の完了の際、選択可能な時間遅延あ
り、またはなしで、第１の、高度またはピギーバック輸液を開始するように選択すること
ができる。
【０１０８】
　図５－２３および５－２４は、ピギーバック輸液が、第１の輸液と実質上同じ方式でプ
ログラム可能であることを示している。「ピギーバック」ボタン４５Ｄの選択が、第１の
輸液スクリーン１３２と実質上同じに見えるピギーバック輸液スクリーン１６０を表示す
る。上記で説明されたのと同じ方式でプログラミングが完了した後、ピギーバック確認ス
クリーン１６２が示される。ユーザは、ピギーバックされる薬剤などの、薬剤特定情報を
与えられるだけでなく第２の容器を第１の容器よりも高く吊下するための、薬剤でない特
定の指摘も、同じスクリーン上で同時に与えられる。表示はまた、ピギーバックがＡチャ
ネルと接続されるべきであることを、ユーザに指摘する。ユーザは、適切な動作をとり、
承認のためにＯＫボタン１６４を押さなければならない。いったんピギーバック輸液が確
認され、かつ開始された後、ピギーバック輸液の薬剤名およびその他の詳細が、タブ５８
上の第１の輸液の詳細に代替する。すなわち、アンピシリン／スルバクタム、速度、ＶＴ
ＢＩが、ドブタミン、３２．６ｍＬ／時および１９６ｍＬに代替する。
【０１０９】
　本発明は、その好ましい実施形態に関連して示され、かつ説明されてきたが、特許請求
の範囲の広く企図された範囲内で、多くの修正、代替および追加が、行われてもよいこと
を理解されよう。前述のことから、本発明は、ここに述べられた目的の少なくともすべて
を達成する。
【図面の簡単な説明】
【０１１０】
【図１】本発明による医療用デバイスの概略図である。
【図２Ａ】本発明による機械読取可能な入力デバイスと通信状態にあるマルチチャネル医
療用デバイスの全体図であり、流体の通常の投与中に表示され、かつ遠方から見られるよ
うに構成された、各チャネルに付属している一部分を有する、スプリットスクリーンディ
スプレイを示す図である。
【図２Ｂ】本発明によるチャネルＡを通しての流体の通常の投与中に、表示され、かつす
ぐ近くで見られるように構成された、図２のマルチチャネル医療用デバイスのスクリーン
ディスプレイを示す図である。
【図２Ｃ】本発明による流体投与のプログラミング中、表示され、かつすぐ近くで見られ
るように構成された、図２のマルチチャネル医療用デバイスのスクリーンディスプレイを
示す図であり、このディスプレイは、調整されているチャネルに対して示された情報を最
大化し、調整されていないチャネルに対して示された情報を最小化するように再構成され
、かつデータ入力フィールドのための追加の表示スペースを提供する。
【図３】本発明によるチャネル関連特徴を有する、第２の医療用デバイスと無線で通信し
ている第１の医療用デバイスの全体図である。
【図４】本発明による追加の特徴を示す図２のマルチチャネル医療用デバイスの正面図で
ある。
【図５－１】流体の通常の投与中に表示され、かつ遠方から見られるように構成された、
スクリーンディスプレイを備える、シングルチャネル医療用デバイスのスクリーンショッ
トである。
【図５－２】流体の通常の投与中に表示され、かつすぐ近くで見られるように構成された
、スクリーンディスプレイを備える、シングルチャネル医療用デバイスのスクリーンショ
ットである。
【図５－３】プログラミング中のシングルチャネル医療用デバイスのディスプレイのスク
リーンショットを提供し、かつ本発明の追加の特徴を示す図である。
【図５－４】プログラミング中のシングルチャネル医療用デバイスのディスプレイのスク
リーンショットを提供し、かつ本発明の追加の特徴を示す図である。
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【図５－５】プログラミング中のシングルチャネル医療用デバイスのディスプレイのスク
リーンショットを提供し、かつ本発明の追加の特徴を示す図である。
【図５－６】プログラミング中のシングルチャネル医療用デバイスのディスプレイのスク
リーンショットを提供し、かつ本発明の追加の特徴を示す図である。
【図５－７】プログラミング中のシングルチャネル医療用デバイスのディスプレイのスク
リーンショットを提供し、かつ本発明の追加の特徴を示す図である。
【図５－８】プログラミング中のシングルチャネル医療用デバイスのディスプレイのスク
リーンショットを提供し、かつ本発明の追加の特徴を示す図である。
【図５－９】プログラミング中のシングルチャネル医療用デバイスのディスプレイのスク
リーンショットを提供し、かつ本発明の追加の特徴を示す図である。
【図５－１０】プログラミング中のシングルチャネル医療用デバイスのディスプレイのス
クリーンショットを提供し、かつ本発明の追加の特徴を示す図である。
【図５－１１】プログラミング中のシングルチャネル医療用デバイスのディスプレイのス
クリーンショットを提供し、かつ本発明の追加の特徴を示す図である。
【図５－１２】プログラミング中のシングルチャネル医療用デバイスのディスプレイのス
クリーンショットを提供し、かつ本発明の追加の特徴を示す図である。
【図５－１３】プログラミング中のシングルチャネル医療用デバイスのディスプレイのス
クリーンショットを提供し、かつ本発明の追加の特徴を示す図である。
【図５－１４】プログラミング中のシングルチャネル医療用デバイスのディスプレイのス
クリーンショットを提供し、かつ本発明の追加の特徴を示す図である。
【図５－１５】プログラミング中のシングルチャネル医療用デバイスのディスプレイのス
クリーンショットを提供し、かつ本発明の追加の特徴を示す図である。
【図５－１６】プログラミング中のシングルチャネル医療用デバイスのディスプレイのス
クリーンショットを提供し、かつ本発明の追加の特徴を示す図である。
【図５－１７】プログラミング中のシングルチャネル医療用デバイスのディスプレイのス
クリーンショットを提供し、かつ本発明の追加の特徴を示す図である。
【図５－１８】プログラミング中のシングルチャネル医療用デバイスのディスプレイのス
クリーンショットを提供し、かつ本発明の追加の特徴を示す図である。
【図５－１９】プログラミング中のシングルチャネル医療用デバイスのディスプレイのス
クリーンショットを提供し、かつ本発明の追加の特徴を示す図である。
【図５－２０】プログラミング中のシングルチャネル医療用デバイスのディスプレイのス
クリーンショットを提供し、かつ本発明の追加の特徴を示す図である。
【図５－２１】プログラミング中のシングルチャネル医療用デバイスのディスプレイのス
クリーンショットを提供し、かつ本発明の追加の特徴を示す図である。
【図５－２２】プログラミング中のシングルチャネル医療用デバイスのディスプレイのス
クリーンショットを提供し、かつ本発明の追加の特徴を示す図である。
【図５－２３】プログラミング中のシングルチャネル医療用デバイスのディスプレイのス
クリーンショットを提供し、かつ本発明の追加の特徴を示す図である。
【図５－２４】プログラミング中のシングルチャネル医療用デバイスのディスプレイのス
クリーンショットを提供し、かつ本発明の追加の特徴を示す図である。
【図５－２５】プログラミング中のシングルチャネル医療用デバイスのディスプレイのス
クリーンショットを提供し、かつ本発明の追加の特徴を示す図である。
【図５－２６】プログラミング中のシングルチャネル医療用デバイスのディスプレイのス
クリーンショットを提供し、かつ本発明の追加の特徴を示す図である。
【図６Ａ】互いに関連付けられ、かつ本発明によるディスプレイを有する２つの医療用デ
バイスの正面図である。
【図６Ｂ】本発明のディスプレイスクリーンロックアウトボタンの位置を示す、図６Ａの
医療用デバイスの１つの部分背面図である。
【図７Ａ】本発明によるスクリーンディスプレイの代替となる実施形態を示す、図６Ａの
２つの医療用デバイスの正面図である。
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【図７Ｂ】図７Ａと同様であるが、医療用デバイスの一方のディスプレイ上で崩壊された
、チャネルステータス情報を示し、他方の医療用デバイスが、チャネルの１つをプログラ
ミングするために使用されるデータ入力フィールドを示している、２つの医療用デバイス
の正面図である。
【図８】チャネルステータス情報が、医療用デバイスのディスプレイ上で崩壊され、すべ
てのチャネルに対する事象時間系列の追加の動作情報が医療用デバイスの一方に対して示
され、かつ他方の医療用デバイスが、いずれかの医療用デバイスをプログラミングするた
めに使用されるデータ入力フィールドを示す、スクリーンディスプレイの代替となる実施
形態を示す、図６Ａの２つの医療用デバイスの正面図である。
【図９Ａ】本発明によるいくつかの輸液ステータスアイコンを示す図である。
【図９Ｂ】図９Ａと同様であるが、本発明による、ソフトまたはハード限界の侵害または
、このような限界の不在に関する情報を移送する輸液ステータスアイコンを示す図である
。
【図１０】本発明による選択可能な情報のリスト全体を循環させるための、医療用デバイ
スの面積感受性のスクロールバーのフローチャートである。
【図１１】スクリーン輝度と周辺光検知器からのフィードバックおよびその他の動作状態
に基づいて示された情報とを調節するための医療用デバイスの-スクリーンセーバーモー
ドのフローチャートである。
【図１２】本発明の別の態様によるデバイスの概略図である。
【図１３】１つまたは複数の治療薬のためのラベルを付けられた容器の正面図である。
【図１４】本発明によるラベル全体または部分の画像を表示するための領域を有するディ
スプレイスクリーンを備える医療用デバイスの正面図である。
【図１５】二重機能のクリア／キャンセルボタン機能を示す、医療用デバイスのスクリー
ンショットである。
【図１６】二重機能のクリア／キャンセルボタン機能を示す、医療用デバイスのスクリー
ンショットである。
【図１７】二重機能のクリア／キャンセルボタン機能を示す、医療用デバイスのスクリー
ンショットである。
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