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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体移送事象を評価するためのシステムであって、
　該システムは、
　（ａ）患者との流体移送接続を確立するように構成された非経口用流体送達装置と、
　（ｂ）該患者に付随させるように構成された少なくとも１つの電極を含む患者付随型識
別装置と
　を含み、
　該非経口用流体送達装置は、伝導性送信エレメントを含み、該伝導性送信エレメントは
、該患者の身体をシグナル伝達媒体として使用し、続いて、該非経口用流体送達装置と該
患者付随型識別装置の該少なくとも１つの電極との間に該流体移送接続を確立して、該非
経口用流体送達装置内の流体に流体移送シグナルを容量結合し、かつ、該非経口用流体送
達装置から該患者付随型識別装置の該少なくとも１つの電極まで流体移送シグナルを伝導
的に伝達するためのものであり、
　該患者付随型識別装置は、該患者の身体から該患者付随型識別装置の該少なくとも１つ
の電極まで該流体移送シグナルを伝導的に結合することによって、該伝達された流体移送
シグナルを検出して、流体移送事象を評価するように構成されており、
　該患者付随型識別装置は、該非経口用流体送達装置から該流体移送シグナルを受信する
ために該患者に容量結合されるように構成された受信機エレメントを含んでいる、システ
ム。



(2) JP 5241714 B2 2013.7.17

10

20

30

40

50

【請求項２】
　前記患者付随型識別装置は、前記少なくとも１つの電極に結合された送信エレメントを
含み、該送信エレメントは、前記患者の身体に流体移送シグナルを容量結合し、かつ、該
流体移送シグナルを前記非経口用流体送達装置に伝導的に伝達するためのものであり、
　該非経口用流体送達装置は、該患者付随型識別装置から流体移送シグナルを受信するた
めに容量結合されるように構成された受信機エレメントを含んでいる、請求項１に記載の
システム。
【請求項３】
　前記システムは、前記患者付随型識別装置と前記非経口用流体送達装置との間で無線通
信するようにさらに構成されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記システムは、外部処理システムをさらに含んでいる、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記外部処理システムは、病院情報システムである、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記外部処理システムは、ホームヘルスケア情報システムである、請求項１に記載のシ
ステム。
【請求項７】
　前記非経口用流体送達装置は、液体を前記患者に移送するように構成されている、請求
項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記非経口用流体送達装置は、注射器を含んでいる、請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記非経口用流体送達装置は、静脈内投与装置を含んでいる、請求項８に記載のシステ
ム。
【請求項１０】
　前記静脈内投与装置は、流体送達ポンプを含んでいる、請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　静脈内流体送達装置は、流体収容バッグを含んでいる、請求項９に記載のシステム。
【請求項１２】
　静脈内流体送達装置は、点滴バッグを含んでいる、請求項９に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記非経口用流体送達装置は、前記患者から液体を移送するようにさらに構成されてい
る、請求項７に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記非経口用流体送達装置は、透析装置を含んでいる、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記非経口用流体送達装置は、前記患者に気体を移送するように構成されている、請求
項１に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記非経口用流体送達装置は、吸入器を含んでいる、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記非経口用流体送達装置は、少なくとも２つの別個の構成要素を含んでいる、請求項
１に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記少なくとも２つの別個の構成要素のそれぞれは、通信エレメントを含んでおり、該
通信エレメントは、シグナルの送信およびシグナルの受信のうちの少なくとも１つを実行
するように構成されている、請求項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記患者付随型識別装置は、前記患者に植え込まれるように構成されている、請求項１
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に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記患者付随型識別装置は、前記患者に一時的に配置されるように構成されている、請
求項１に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記システムは、流体移送事象におけるエラーを検出するように構成されている、請求
項１に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記システムは、将来の流体移送事象におけるエラーを予測的に検出するように構成さ
れている、請求項２１に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記システムは、流体移送事象中にエラーを検出するように構成されている、請求項２
１に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記システムは、流体移送事象におけるエラーを遡及的に検出するように構成されてい
る、請求項２１に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記システムは、流体移送事象におけるエラーの検出時にエラーシグナルを提供するよ
うに構成されている、請求項２１に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記システムは、前記流体移送事象を予測的に評価するように構成されている、請求項
１に記載のシステム。
【請求項２７】
　前記システムは、前記非経口用流体送達装置と前記患者との間で機能的な流体的連通が
確立されているかどうかを決定するように構成されている、請求項２６に記載のシステム
。
【請求項２８】
　前記システムは、将来の流体移送事象が前記患者に対して指示されたものであることを
確認するように構成されている、請求項２７に記載のシステム。
【請求項２９】
　前記システムは、前記流体移送事象が前記患者に対して指示されたものであることを該
システムが確認した後にのみ前記流体移送事象を実行するように、前記流体送達装置を起
動するように構成されている、請求項２８に記載のシステム。
【請求項３０】
　非経口用流体送達装置であって、該非経口用流体送達装置は、患者の身体をシグナル伝
導媒体として用いて、該非経口用流体移送装置と患者付随型識別装置との間で流体移送シ
グナルを伝達するように構成されており、
　該非経口用流体送達装置は、
　伝導性送信エレメントであって、該伝導性送信エレメントは、該患者の身体をシグナル
伝達媒体として使用し、続いて、該非経口用流体送達装置と該患者付随型識別装置の少な
くとも１つの電極との間に流体移送接続を確立して、該非経口用流体送達装置内の流体に
流体移送シグナルを容量結合し、かつ、該非経口用流体送達装置から該患者付随型識別装
置の該少なくとも１つの電極まで該流体移送シグナルを伝導的に伝達するためのものであ
る、伝導性送信エレメントを含み、
　該患者付随型識別装置は、少なくとも１つの電極エレメントを含み、該患者付随型識別
装置は、該患者の身体から該患者付随型識別装置の該少なくとも１つの電極まで該流体移
送シグナルを伝導的に結合することによって、該伝達された流体移送シグナルを検出して
、流体移送事象を評価するように構成されており、
　該患者付随型識別装置は、該非経口用流体送達装置から該流体移送シグナルを受信する
ために該患者に容量結合されるように構成された受信機エレメントを含んでいる、非経口
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用流体送達装置。
【請求項３１】
　前記患者付随型識別装置は、送信機エレメントと受信機エレメントとの両方を含んでい
る、請求項３０に記載の非経口用流体送達装置。
【請求項３２】
　前記非経口用流体送達装置は、注射器を含んでいる、請求項３０に記載の非経口用流体
送達装置。
【請求項３３】
　前記非経口用流体送達装置は、静脈内投与装置を含んでいる、請求項３０に記載の非経
口用流体送達装置。
【請求項３４】
　前記静脈内投与装置は、流体送達ポンプを含んでいる、請求項３３に記載の非経口用流
体送達装置。
【請求項３５】
　静脈内流体送達装置は、流体収容バッグを含んでいる、請求項３３に記載の非経口用流
体送達装置。
【請求項３６】
　静脈内流体送達装置は、点滴バッグを含んでいる、請求項３３に記載の非経口用流体送
達装置。
【請求項３７】
　前記非経口用流体送達装置は、透析装置を含んでいる、請求項３０に記載の非経口用流
体送達装置。
【請求項３８】
　前記非経口用流体送達装置は、吸入器を含んでいる、請求項３０に記載の非経口用流体
送達装置。
【請求項３９】
　前記送信エレメントは、高周波数の流体移送シグナルを生成するように構成されており
、該周波数は、好適には、１ＭＨｚ～１０ＭＨｚの範囲であり、あるいは、好適には、該
周波数は、１００ＭＨｚよりも高いか、または、１ＧＨｚよりもさらに高い、請求項１に
記載のシステム。
【請求項４０】
　前記患者付随型識別装置は、前記非経口用流体送達装置から前記流体移送シグナルを受
信するために、前記少なくとも１つの電極エレメントに容量結合されるように構成された
受信機エレメントを含み、該流体移送シグナルの周波数は、該受信機が、該送信エレメン
トと該受信機との間で流体接続が確立された場合のシグナルのみをピックアップするよう
な範囲である、請求項１に記載のシステム。
【請求項４１】
　前記患者付随型識別装置は、前記非経口用流体送達装置から前記流体移送シグナルを受
信するために、前記少なくとも１つの電極エレメントに容量結合されるように構成された
受信機エレメントを含み、前記送信エレメントは、該流体移送シグナルをグラウンドに容
量結合するようにさらに構成されており、前記受信機は、該グラウンドから該容量結合さ
れた流体移送シグナルを受信するように構成されており、該患者付随型識別装置は、好適
には、差分流体移送シグナルを評価するように構成されている、請求項１に記載のシステ
ム。
【請求項４２】
　差分流体移送シグナルを提供するために、前記送信エレメントが、前記流体移送シグナ
ルを足首ストラップまたは手首ストラップ等のさらなる伝導体に容量結合するようにさら
に構成されており、および／または、前記受信機が、足首ストラップまたは手首ストラッ
プ等のさらなる伝導体から前記容量結合された流体移送シグナルを受信するように構成さ
れている、請求項１に記載のシステム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の引用）
　米国特許法第１１９条（ｅ）にしたがって、本願は、２００６年７月７日に出願された
米国仮特許出願第６０／８１９，７５０号、２００７年７月２７日に出願された米国仮特
許出願第６０／８９１，８８３号、２００７年５月２９日に出願された米国仮特許出願第
６０／９４０，６３１号、および２００６年７月２７日に出願された米国仮特許出願第６
０／９４６，７０６号の優先権を主張する。この米国仮特許出願の全開示は、本明細書中
に参考として援用される。
【背景技術】
【０００２】
　（序論）
　有益な物質および流体の非経口的な投与（即ち、消化管を通じる方法以外の仕方での投
与、例えば静脈内注射もしくは筋肉内注射、または吸入などによる投与）は、１つの確立
された臨床的実践手段である。有益な物質の非経口的投与は、適切に投与されたときには
、例えば使用説明書に従って投与されたときには、多くの患者にとって効果的な治療法で
ある。しかし、何件かの研究が、平均して約１０％の患者は注射可能な薬剤を不適切に投
与されていることを示している。例えば、かなりの割合の重大な間違いが静脈内（ＩＶ）
用薬剤の投与にかかわるものである。
【０００３】
　静脈内に送達された薬剤に対する患者の応答は、胃腸系がバイパスされるため、急速で
ある。従って、もし間違いが為された場合には、補正する時間がほとんどない。大部分の
非常に重要な薬剤は静脈内に送達される。適正な投与は、しばしば、指定された時間に特
定の投与経路を通じて正確な用量の薬剤を患者に送達するために何人もの個人が関与する
プロセスである。間違いが生じる危険性、更には、その間違いの発生が１つまたはそれ以
上の有害な影響を患者にもたらし得る望ましくない可能性が存在することを理解するのは
難しくない。
【０００４】
　静脈内投与にかかわる間違いは、薬剤を処方するプロセス、書き写すプロセス、調剤す
るプロセスおよび投与するプロセスなどのプロセス全体を通じ、いつでも引き起こされる
可能性がある。例えば、処方することにかかわる間違いは、処方が読みにくいため、不完
全なため、もしくは誤った患者のチャートに記入されたため、または小数点の位置が誤っ
ているかもしくは不適切なため、または容認されていない処方略語が使用されているため
、または不適切な薬剤が選択されているため、または患者のアレルギーが正しく確認され
ていないためなどの理由で起こり得る。書き写しにかかわる間違いは、薬剤投与記録簿（
ＭＡＲ）に処方が書き写されなかったため、完全に書き終えられなかったため、または不
正確に書き写されたためなどの理由で起こり得る。また、時々、患者のアレルギーが書き
写されていなかったり、書き写しが読みにくかったりする場合もある。調剤することにか
かわる間違いは、用量、または薬剤もしくは患者の識別に関して起こり得る。投与にかか
わる間違いは、患者のケアの過程でいつでも起こる可能性があり、また、患者もしくは薬
剤の識別、または薬剤投与の時間、用量もしくは経路に関するものであり得る。ある調査
が、静脈内投与にかかわる間違いのうちの６０－８０％は人間に起因するものである、と
指摘していることは注目に値する。
【０００５】
　従って、間違いを生じる可能性を減らすための１つの方法は、薬剤の処方、書き写し、
調剤および投与のプロセスをできるだけ多く自動化することである、ということになる。
【０００６】
　薬剤の処方、書き写し、調剤および投与プロセスを自動化する部分には情報技術を利用
することができよう。例えば、間違いを生じる可能性は、ポンプをプログラムするために
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使用される注入データを相互参照することにより減らすことができ、また、ポンプの操作
を可能にする前に、そのポンプにプログラムされているデータを再調査することにより、
更には、プログラムされたデータが変更されているかどうかを検出することにより減らす
ことができる。
【０００７】
　上で説明されている間違いを減らすことを目的として幾つかのシステムが開発されてい
る。そのようなシステムの例が特許文献１；特許文献２および特許文献３に開示されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】米国特許第５，７８１，４４２号明細書
【特許文献２】米国特許第５，３１７，５０６号明細書
【特許文献３】米国特許第６，９８５，８７０号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　これらのシステムおよび他のシステムが現在存在しているにもかかわらず、改善された
システムの必要性が依然として存在する。例えば、何ら人間の介入を必要とすることなく
、ある用量決定と適切にマッチングされている患者の予測的な最も信頼のおける確認をも
たらす非経口的投与システムを開発することができたとすれば、当技術分野における重大
な進歩であろう。また、繰り返しになるが、何ら人間の介入を必要とすることなく、正し
く有益な物質および量が投与されたかどうか、ならびにその薬剤が適切な時間に投与され
たかどうかについての最も信頼のおける記録簿を提供するシステムの開発にも興味が持た
れよう。これらのメリットは、本発明のスマートな（ｓｍａｒｔ）非経口送達により得る
ことができる。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　（要旨）
　ここで開述されている本発明のシステムおよび使用方法は、流体送達装置と患者との間
での流体移送事象の正確な評価を初めて提供する。この評価は予測的であってよく、例え
ばその評価が将来の流体移送事象または予定されている流体移送事象、即ち、まだ起こっ
ていない事象についての事前の知識を与えることであってよい。例えば、本発明のシステ
ムおよび方法の実施形態により可能に成されたこの評価は、患者が非経口用流体送達装置
からの将来の流体送達事象に適切にマッチングされているという予測的知識を提供する。
また、この評価は歴史的であってもよく、例えばその評価が既に起こった流体移送事象に
ついての知識を与えることであってもよい。更に、本発明のスマート型治療学システムは
、非経口的流体移送装置から患者への流体（例えば有益な物質を含む流体）の非経口的投
与の最も信頼のおける自動的な特異的識別および検出を提供する。更に別の実施形態にお
いては、この評価はリアルタイムであり、例えばその評価は現在起こっている流体移送事
象についての知識を与えることなどである。
【００１１】
　非経口的流体移送事象の特定の予測的、リアルタイム及び／又は歴史的な識別および検
出は、インテリジェント型の流体送達システムを用いて達成される。本発明の実施形態は
インテリジェント型流体送達システムを含み、そのインテリジェント型流体送達システム
は、患者付随型識別装置および非経口用流体送達装置（例えば、以降の個所でもっと詳し
く検討されているような注射器、静脈内投与装置、吸入器および透析装置など）を含む。
この送達装置および識別装置は、通信媒体として患者の身体を利用してそれらの装置の間
で流体移送シグナルを伝達することができるように構成されている。流体移送シグナルの
通信媒体として患者の身体を利用することにより、その送達装置と患者との間における流
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体の予測的及び／又は現実的流体移送事象についての予測的、リアルタイム及び／又は歴
史的な最も信頼のおける知識が自動的に得られる。知識が自動的に得られることから、そ
の知識を得るために人間の介入を必要としない。もっと正確に言えば、何ら人間の介入を
伴うことなく、本システムは、上述の知識を得て、例えばその知識を含むデータをユーザ
ーに出力することにより及び／又はそのデータを適切な記録媒体、例えばコンピュータで
読み取り可能な媒体などに記録することにより、使用しようとしているユーザーにその知
識を提供する。その上、流体送達事象についてのこの知識は最も信頼のおけるものであり
、例えば、繰り返しになるが、何ら人間の介入または人間による確認を必要とすることな
く、その知識が興味対象の特定の患者および特定の流体送達装置についてのものであるこ
とを確実に知ることができる。
【００１２】
　この流体移送シグナルの内容は数多くのファクターに依存して広範囲にわたり様々に変
わるものと考えられ、そのようなファクターは、これらに限定するものではないが：流体
移送シグナルの方向（例えば、そのシグナルが患者付随型識別装置から流体送達装置へ及
び／又は流体送達装置から患者付随型識別装置へ移動するのかどうか）；そのシステムの
構成、例えば、患者付随型識別装置が単純な患者識別情報を送信するのか、またはもっと
複雑な患者情報、例えば健康歴情報、１つもしくはそれ以上の生理学的パラメーターなど
を送信するのかどうか；そのシステムに付加的な構成要素、例えば病院情報システム、信
号遅延装置などが存在するかどうか；そのシステムの目的が予測的及び／又は歴史的投与
データなどを提供することであるかどうか；などを含む。
【００１３】
　上で指摘されているように、特定の実施形態においては、その流体移送シグナルは予測
的適用において用いられるものである。本発明の予測的適用は、ある意図された流体移送
事象がある与えられた患者にとって正しいものであることを自動的に確かめるために本シ
ステムが使用されるような形態での適用である。例えば、予測的適用は、流体移送シグナ
ルが、流体送達装置と患者との間に流体的な接続が確立されており、且つ、その装置が患
者へ流体を移送する準備が整っているという情報を提供するような形態での適用である。
更に別の実施形態においては、その流体移送シグナルは歴史的適用において用いられるも
のである。本明細書で開述されているとおりの歴史的適用は遡及的適用を含み、例えば、
流体移送事象が起こった後に、例えばその患者に対する正確な薬歴を決定する際などにそ
の知識が用いられる場合を含む。例えば、そのような適用の実施形態における流体移送シ
グナルは、流体がその装置から患者へ非経口的に移送されたという実際の知識を提供する
ものである。尚も別の実施形態においては、その流体移送シグナルはリアルタイム適用に
おいて用いられるものであり、例えば流体が送達装置と患者との間で移送されているとき
にその知識が用いられるような場合がこれに該当する。
【００１４】
　本発明の実施形態は、流体が送達装置から患者へ送達されるときにのみ流体移送シグナ
ルを伝達し、且つ、送達装置が実際に患者と接触していて流体が患者へ移送されるときに
だけその伝達が起こり得るような仕方で流体移送シグナルを伝達するように構成された送
達装置を含む。
【００１５】
　上で概説されているように、本流体移送シグナルの内容は大きく異なり得る。予測的適
用に関して言えば、流体移送シグナルは、単純な識別データを提供することもあるし、ま
たはもっと複雑なデータ、例えば患者の病歴、処方情報などを提供することもある。歴史
的適用の場合には、流体移送シグナルは、定性的であって、例えば移送が行われたかどう
かについての単なるイエスもしくはノーの指示を提供することもあるし、または定量的で
あって、例えば移送された流体の量などの流体移送についてのもっと詳しい情報を提供す
ることもある。
【００１６】
　次に、本発明のシステムの上述の実施形態および付加的な実施形態について、以下でも
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っと詳しく説明する。
　本発明は、例えば、以下の項目を提供する。
（項目１）
患者と非経口的流体移送装置との間での流体移送事象を評価する方法であって、該方法が
：
　該非経口的流体移送装置と上記患者との間での流体移送接続を確立するステップ；およ
び
　該患者の身体をシグナル伝導性媒体として使用して、該非経口的流体移送装置と患者付
随型識別装置との間で流体移送シグナルを伝達するステップ；および
　該伝達された流体移送シグナルを検出して、該流体移送事象を評価するステップ；
を含む、方法。
（項目２）
流体移送シグナルが前記患者付随型識別装置から前記非経口用流体送達装置へ伝達される
、項目１記載の方法。
（項目３）
流体移送シグナルが前記非経口用流体送達装置から前記患者付随型識別装置へ伝達される
、項目１記載の方法。
（項目４）
流体移送シグナルが前記患者付随型識別装置から前記非経口用流体送達装置へ、および該
非経口用流体送達装置から該患者付随型識別装置へ伝達される、項目１記載の方法。
（項目５）
前記流体移送シグナルが将来の流体移送事象についての予測的情報を含む、項目１記載の
方法。
（項目６）
前記予測的情報が前記流体移送事象についての定性的情報を含む、項目５記載の方法。
（項目７）
前記定性的情報が前記流体移送事象において移送される流体についての識別情報を含む、
項目６記載の方法。
（項目８）
前記定性的情報が上記流体移送事象において移送される流体についての品質管理情報を含
む、項目７記載の方法。
（項目９）
前記予測的情報が前記流体移送事象についての定量的情報を含む、項目５記載の方法。
（項目１０）
前記定量的情報が前記流体移送事象についての用量情報を含む、項目９記載の方法。
（項目１１）
前記流体移送シグナルが過去の流体移送事象についての遡及的情報を含む、項目１記載の
方法。
（項目１２）
前記遡及的情報が前記流体移送事象についての定性的情報を含む、項目１１記載の方法。
（項目１３）
前記定性的情報が前記流体移送事象において移送された流体についての識別情報を含む、
項目１２記載の方法。
（項目１４）
前記遡及的情報が前記流体移送事象についての定量的情報を含む、項目１１記載の方法。
（項目１５）
前記定量的情報が前記流体移送事象についての用量情報を含む、項目１４記載の方法。
（項目１６）
前記流体移送シグナルが前記流体移送事象についてのリアルタイム情報を提供する、請求
項１記載の方法。



(9) JP 5241714 B2 2013.7.17

10

20

30

40

50

（項目１７）
前記リアルタイム情報が、患者が該患者へ移送されている流体にどのように応答している
かについての情報を含む、項目１６記載の方法。
（項目１８）
前記リアルタイム情報が、前記流体移送事象が妨げられているかどうかについての情報を
含む、項目１７記載の方法。
（項目１９）
前記流体移送シグナルが、伝導性媒体として前記患者を利用して、前記装置と前記患者付
随型識別装置との間で伝導的に伝達される、項目１記載の方法。
（項目２０）
前記方法が、更に、前記患者付随型識別装置と前記非経口用流体送達装置との間で非伝導
的に通信するステップを含む、項目１９記載の方法。
（項目２１）
前記方法が、更に、前記患者付随型識別装置および前記流体送達装置のうちの少なくとも
１つから外部処理システムへシグナルを伝達するステップを含む、項目１記載の方法。
（項目２２）
前記外部処理システムが病院情報システムである、項目２１記載の方法。
（項目２３）
前記外部処理システムがホームヘルスケア情報システムである、項目２１記載の方法。
（項目２４）
前記流体移送事象が前記非経口用流体送達装置から前記患者へ流体を移送することを含む
、項目１記載の方法。
（項目２５）
前記流体が薬理学的に活性な物質を含む、項目２４記載の方法。
（項目２６）
前記流体が液体である、項目２５記載の方法。
（項目２７）
前記液体が気体である、項目２５記載の方法。
（項目２８）
前記方法が、更に、前記患者から前記非経口用流体送達装置へ流体を移送するステップを
含む、項目２４記載の方法。
（項目２９）
前記流体が血液を含む、項目２８記載の方法。
（項目３０）
前記流体が透析液を含む、項目２８記載の方法。
（項目３１）
前記非経口用流体送達装置が注射器を含む、項目１記載の方法。
（項目３２）
前記非経口用流体送達装置が静脈内投与装置を含む、項目１記載の方法。
（項目３３）
前記静脈内投与装置が流体送達ポンプを含む、項目３２記載の方法。
（項目３４）
前記静脈内流体送達装置が流体収容バッグを含む、項目３２記載の方法。
（項目３５）
前記静脈内流体送達が点滴バッグを含む、項目３２記載の方法。
（項目３６）
前記非経口用流体送達装置が吸入器を含む、項目１記載の方法。
（項目３７）
前記非経口用流体送達装置が透析装置を含む、項目１記載の方法。
（項目３８）
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前記患者付随型識別装置が前記患者に植え込まれる、項目１記載の方法。
（項目３９）
前記患者付随型識別装置が前記患者に一時的に配置される、項目１記載の方法。
（項目４０）
前記システムが流体移送事象におけるエラーの検出時にエラーシグナルを提供するように
構成されており、該方法が、前記エラーシグナルに関して該システムを監視するステップ
を含む、項目１記載の方法。
（項目４１）
（ａ）非経口用流体送達装置；および
　（ｂ）患者に付随させるように構成された患者付随型識別装置；
を含むシステムであって、該システムが：
　該患者の身体をシグナル伝達媒体として使用し、続いて、該非経口用流体送達装置と該
患者との間に流体移送接続を確立して、該非経口用流体送達装置と該患者付随型識別装置
との間で流体移送シグナルを伝達し；そして
　該伝達された流体移送シグナルを検出して、流体移送事象を評価する；
ように構成されているシステム。
（項目４２）
前記非経口用流体送達装置が流体移送シグナルを前記患者付随型識別装置へ伝達するため
の送信エレメントを含んでおり、また、該患者付随型識別装置が該非経口用流体送達装置
から流体移送シグナルを受信するための受信機エレメントを含んでいる、項目４１記載の
システム。
（項目４３）
前記患者付随型識別装置が流体移送シグナルを前記非経口用流体送達装置へ伝達するため
の送信エレメントを含んでおり、また、該非経口用流体送達装置が該患者付随型識別装置
から流体移送シグナルを受信するための受信機エレメントを含んでいる、項目４１記載の
システム。
（項目４４）
前記非経口用流体送達装置および前記患者付随型識別装置のそれぞれが流体移送シグナル
を伝達するための送信機エレメントと伝達された流体移送シグナルを受信するための受信
機エレメントとの両方を含んでいる、項目４１記載のシステム。
（項目４５）
前記システムが、前記患者を伝導性媒体として用いて、前記非経口用流体送達装置と前記
患者付随型識別装置との間で前記流体移送シグナルを伝導的に伝達するように構成されて
いる、項目４１記載のシステム。
（項目４６）
前記システムが、更に、前記患者付随型識別装置と前記非経口用流体送達装置との間で非
伝導的に通信するように構成されている、項目４５記載のシステム。
（項目４７）
前記システムが、更に、外部処理システムを含んでいる、項目４１記載のシステム。
（項目４８）
前記外部処理システムが病院情報システムである、項目４７記載のシステム。
（項目４９）
前記外部処理システムがホームヘルスケア情報システムである、項目４７記載のシステム
。
（項目５０）
前記非経口用流体送達装置が液体を前記患者へ移送するように構成されている、項目４１
記載のシステム。
（項目５１）
前記非経口用流体送達装置が注射器を含んでいる、項目５０記載のシステム。
（項目５２）
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前記非経口用流体送達装置が静脈内投与装置を含んでいる、項目５１記載のシステム。
（項目５３）
前記静脈内投与装置が流体送達ポンプを含んでいる、項目５２記載のシステム。
（項目５４）
前記静脈内流体送達装置が流体収容バッグを含んでいる、項目５２記載の方法。
（項目５５）
前記静脈内流体送達が点滴バッグを含んでいる、項目５２記載の方法。
（項目５６）
前記非経口用流体送達装置が、更に、前記患者から液体を移送するように構成されている
、項目５０記載のシステム。
（項目５７）
前記非経口用流体送達装置が透析装置を含んでいる、項目５６記載の方法。
（項目５８）
前記非経口用流体送達装置が前記患者へ気体を移送するように構成されている、項目４１
記載のシステム。
（項目５９）
前記非経口用流体送達装置が吸入器を含んでいる、項目５８記載のシステム。
（項目６０）
前記非経口用流体送達装置が少なくとも２つの別個の構成要素を含んでいる、項目４１記
載のシステム。
（項目６１）
前記少なくとも２つの別個の構成要素のそれぞれが通信エレメントを含んでおり、該通信
エレメントが：シグナルの受信およびシグナルの受信のうちの少なくとも１つを実行する
ように構成されている、項目６０記載のシステム。
（項目６２）
前記患者付随型識別装置が前記患者に植え込まれるように構成されている、項目４１記載
のシステム。
（項目６３）
前記患者付随型識別装置が前記患者に一時的に配置されるように構成されている、項目４
１記載のシステム。
（項目６４）
前記システムが、流体移送事象におけるエラーを検出するように構成されている、項目４
１記載のシステム。
（項目６５）
前記システムが、将来の流体移送事象におけるエラーを予測的に検出するように構成され
ている、項目６４記載のシステム。
（項目６６）
前記システムが、流体移送事象中にエラーを検出するように構成されている、項目６４記
載のシステム。
（項目６７）
前記システムが、流体移送事象におけるエラーを遡及的に検出するように構成されている
、項目６４記載のシステム。
（項目６８）
前記システムが、流体移送事象におけるエラーの検出時にエラーシグナルを提供するよう
に構成されている、項目６４記載のシステム。
（項目６９）
前記システムが前記流体移送事象を予測的に評価するように構成されている、項目４１記
載のシステム。
（項目７０）
前記システムが、前記非経口用流体送達装置と前記患者との間で機能的な流体的連通が確
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立されているかどうかを決定するように構成されている、項目６９記載のシステム。
（項目７１）
前記システムが、将来の流体移送事象が前記患者に対して指示されたものであることを確
認するように構成されている、項目７０記載のシステム。
（項目７２）
前記システムが、前記流体移送事象が前記患者に対して指示されたものであることを該シ
ステムが確認した後にのみ前記流体移送事象を実行するように、前記流体送達装置を起動
するために構成されている、項目７１記載のシステム。
（項目７３）
非経口用流体送達装置であって、患者の身体をシグナル伝導媒体として用いて、該非経口
的流体移送装置と患者付随型識別装置との間で流体移送シグナルを伝達するように構成さ
れている、非経口用流体送達装置。
（項目７４）
前記装置が流体移送シグナルを伝達するための送信機エレメントを含んでいる、項目７３
記載の非経口用流体送達装置。
（項目７５）
前記装置が流体移送シグナルを受信するための受信機エレメントを含んでいる、項目７３
記載の非経口用流体送達装置。
（項目７６）
前記装置が送信機エレメントと受信機エレメントとの両方を含んでいる、項目７３記載の
非経口用流体送達装置。
（項目７７）
前記非経口用流体送達装置が注射器を含んでいる、項目７３記載の非経口用流体送達装置
。
（項目７８）
前記非経口用流体送達装置が静脈内投与装置を含んでいる、項目７３記載の非経口用流体
送達装置。
（項目７９）
前記静脈内投与装置が流体送達ポンプを含んでいる、項目７８記載の非経口用流体送達装
置。
（項目８０）
前記静脈内流体送達装置が流体収容バッグを含んでいる、項目７８記載の非経口用流体送
達装置。
（項目８１）
前記静脈内流体送達が点滴バッグを含んでいる、項目７８記載の非経口用流体送達装置。
（項目８２）
当該非経口用流体送達装置が透析装置を含んでいる、項目７３記載の非経口用流体送達装
置。
（項目８３）
当該非経口用流体送達装置が吸入器を含んでいる、項目７３記載の非経口用流体送達装置
。
 
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、バイアルから抽出される有益な物質のタイプを信号伝達するスマート型
治療学筋肉内注射システムを例示している。
【図２】図２は、事前充填型注射器から放出される有益な物質のタイプを信号伝達するス
マート型治療学システムを例示している。
【図４】図４から図７Ｄまでは、ＩＶから放出される有益な物質のタイプを信号伝達する
スマート型治療学システムにおける静脈内投与システムの様々な実施形態を例示している
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。
【図５Ａ】図４から図７Ｄまでは、ＩＶから放出される有益な物質のタイプを信号伝達す
るスマート型治療学システムにおける静脈内投与システムの様々な実施形態を例示してい
る。
【図５Ｂ】図４から図７Ｄまでは、ＩＶから放出される有益な物質のタイプを信号伝達す
るスマート型治療学システムにおける静脈内投与システムの様々な実施形態を例示してい
る。
【図６】図４から図７Ｄまでは、ＩＶから放出される有益な物質のタイプを信号伝達する
スマート型治療学システムにおける静脈内投与システムの様々な実施形態を例示している
。
【図７Ａ】図４から図７Ｄまでは、ＩＶから放出される有益な物質のタイプを信号伝達す
るスマート型治療学システムにおける静脈内投与システムの様々な実施形態を例示してい
る。
【図７Ｂ】図４から図７Ｄまでは、ＩＶから放出される有益な物質のタイプを信号伝達す
るスマート型治療学システムにおける静脈内投与システムの様々な実施形態を例示してい
る。
【図７Ｃ】図４から図７Ｄまでは、ＩＶから放出される有益な物質のタイプを信号伝達す
るスマート型治療学システムにおける静脈内投与システムの様々な実施形態を例示してい
る。
【図７Ｄ】図４から図７Ｄまでは、ＩＶから放出される有益な物質のタイプを信号伝達す
るスマート型治療学システムにおける静脈内投与システムの様々な実施形態を例示してい
る。
【図８】図８は、本発明のスマート型治療学システムの１つの実施形態を備えることがで
きる透析装置を例示している。
【図９Ａ】図９Ａ－９Ｋは、本発明の１つの実施形態によるＩＶバッグ送信回路を描いて
いる。
【図９Ｂ】図９Ａ－９Ｋは、本発明の１つの実施形態によるＩＶバッグ送信回路を描いて
いる。
【図９Ｃ】図９Ａ－９Ｋは、本発明の１つの実施形態によるＩＶバッグ送信回路を描いて
いる。
【図９Ｄ】図９Ａ－９Ｋは、本発明の１つの実施形態によるＩＶバッグ送信回路を描いて
いる。
【図９Ｅ】図９Ａ－９Ｋは、本発明の１つの実施形態によるＩＶバッグ送信回路を描いて
いる。
【図９Ｆ】図９Ａ－９Ｋは、本発明の１つの実施形態によるＩＶバッグ送信回路を描いて
いる。
【図９Ｇ】図９Ａ－９Ｋは、本発明の１つの実施形態によるＩＶバッグ送信回路を描いて
いる。
【図９Ｈ】図９Ａ－９Ｋは、本発明の１つの実施形態によるＩＶバッグ送信回路を描いて
いる。
【図９Ｉ】図９Ａ－９Ｋは、本発明の１つの実施形態によるＩＶバッグ送信回路を描いて
いる。
【図９Ｊ】図９Ａ－９Ｋは、本発明の１つの実施形態によるＩＶバッグ送信回路を描いて
いる。
【図９Ｋ】図９Ａ－９Ｋは、本発明の１つの実施形態によるＩＶバッグ送信回路を描いて
いる。
【図１０Ａ】図１０Ａ－１０Ｉは、本発明の別の実施形態によるＩＶバッグ送信回路を描
いている。
【図１０Ｂ】図１０Ａ－１０Ｉは、本発明の別の実施形態によるＩＶバッグ送信回路を描
いている。
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【図１０Ｃ】図１０Ａ－１０Ｉは、本発明の別の実施形態によるＩＶバッグ送信回路を描
いている。
【図１０Ｄ】図１０Ａ－１０Ｉは、本発明の別の実施形態によるＩＶバッグ送信回路を描
いている。
【図１０Ｅ】図１０Ａ－１０Ｉは、本発明の別の実施形態によるＩＶバッグ送信回路を描
いている。
【図１０Ｆ】図１０Ａ－１０Ｉは、本発明の別の実施形態によるＩＶバッグ送信回路を描
いている。
【図１０Ｇ】図１０Ａ－１０Ｉは、本発明の別の実施形態によるＩＶバッグ送信回路を描
いている。
【図１０Ｈ】図１０Ａ－１０Ｉは、本発明の別の実施形態によるＩＶバッグ送信回路を描
いている。
【図１０Ｉ】図１０Ａ－１０Ｉは、本発明の別の実施形態によるＩＶバッグ送信回路を描
いている。
【図１１Ａ】図１１Ａ－１１Ｆは、本発明の尚も別の実施形態によるＩＶバッグ送信回路
を描いている。
【図１１Ｂ】図１１Ａ－１１Ｆは、本発明の尚も別の実施形態によるＩＶバッグ送信回路
を描いている。
【図１１Ｃ】図１１Ａ－１１Ｆは、本発明の尚も別の実施形態によるＩＶバッグ送信回路
を描いている。
【図１１Ｄ】図１１Ａ－１１Ｆは、本発明の尚も別の実施形態によるＩＶバッグ送信回路
を描いている。
【図１１Ｅ】図１１Ａ－１１Ｆは、本発明の尚も別の実施形態によるＩＶバッグ送信回路
を描いている。
【図１１Ｆ】図１１Ａ－１１Ｆは、本発明の尚も別の実施形態によるＩＶバッグ送信回路
を描いている。
【図１２Ａ】図１２Ａ－１２Ｆは本ＩＶバッグシステムでの受信回路を描いている。
【図１２Ｂ】図１２Ａ－１２Ｆは本ＩＶバッグシステムでの受信回路を描いている。
【図１２Ｃ】図１２Ａ－１２Ｆは本ＩＶバッグシステムでの受信回路を描いている。
【図１２Ｄ】図１２Ａ－１２Ｆは本ＩＶバッグシステムでの受信回路を描いている。
【図１２Ｅ】図１２Ａ－１２Ｆは本ＩＶバッグシステムでの受信回路を描いている。
【図１２Ｆ】図１２Ａ－１２Ｆは本ＩＶバッグシステムでの受信回路を描いている。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　(詳細な説明)
　上で要約されているように、本発明は、非経口用流体送達装置と患者との間での流体移
送事象を評価するための方法およびシステムを提供する。この流体移送事象の評価は、要
望に応じて、予測的、リアルタイム及び／又は歴史的であってよく、また、様々な異なる
様式をとることができる。例えば、流体移送事象の予測的評価は、ある与えられた移送事
象がある与えられた患者に適切にマッチングされているかどうかの決定が下される状況を
含み、更に、その決定に基づくその後のアクション、例えば、適切なマッチングが決定さ
れた場合の送達装置から患者への流体移送の開始、または適切なマッチングが決定されな
かった場合のアラームの鳴動及び／又は流体移送の制止なども含むことができる。流体移
送事象のリアルタイム評価は、ある与えられた流体移送事象を、一旦開始した後に、例え
ば患者から受信された生理学的パラメーターに基づいて、継続すべきかどうかについての
決定を下す状況、更には、何時投与されたかを含め、実際に何の流体が患者に投与された
のかなどの決定を下す状況を含む。歴史的評価は、既に行われた実際の流体移送事象に関
する知識が例えば真の患者薬歴の作成において用いられるような状況を含む。
【００１９】
　本発明の様々な態様を更に説明するに当たり、最初に、本発明のシステムおよび方法の
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一般的な態様についてもっと詳しく検討し、その後、特定の実施形態の観点から本発明を
説明する。
【００２０】
　本発明のシステムおよび方法についての一般的な説明
　本発明の種々の態様は、流体移送事象の真に正確で自動化された評価を初めて提供する
、インテリジェント型の非経口的流体送達システムを含み、その評価は、予測的、リアル
タイムまたは遡及的のいずれであってもよい。本システムは、インテリジェント型であり
、そこでは、評価するのに何ら人間の介入を必要としない。その上、本システムは、総じ
て、処理機能を含み、その処理機能は、１つまたはそれ以上の入力（例えば、流体移送シ
グナルの形態における入力）を受信し、その１つまたは複数の入力を処理してある与えら
れた流体移送事象について評価を下すことができるように構成されている。
【００２１】
　本発明のシステムの種々の実施形態は、非経口用流体送達装置と患者付随型識別装置と
を含んでいる。その非経口用流体送達装置および患者付随型識別装置は、通信媒体として
患者の身体を利用して、流体移送シグナルをこれら２つの構成要素間で伝達することがで
きるように構成されている。流体移送シグナルの伝導媒体として身体を用いるため、先ず
、流体送達装置と患者との間での流体的連通が確立される。患者の身体が通信媒体として
使用されるため、非経口用流体送達装置と患者との間で伝えられるシグナルは、（例えば
、患者付随型識別装置から送達装置の方向へ及び／又は送達装置から患者付随型識別装置
の方向へ）身体を通じて移動し、その身体を伝導媒体として必要とする。特定の実施形態
においては、その流体移送シグナルは、その患者を伝導性媒体として利用し、流体送達装
置と患者付随型識別装置との間を伝導的に伝達される。
【００２２】
　身体が伝導媒体として必要とされ、また、流体送達装置と患者との間での流体移送接続
の確立を必要とするため、（患者付随型識別装置、非経口用流体送達装置または例えば以
下でもっと詳しく検討されているような本システムの別の構成要素のいずれかにおける）
シグナルの受信は正確な知識を提供し、この知識に基づいて流体移送事象の評価を行うこ
とができる。その後、この正確な知識は、その適用形態に依存して様々な異なる仕方で更
に使用することができ、ここで、そのような適用形態は予測的適用を含み、また、リアル
タイム適用および歴史的適用も含む。予測的適用の例は、流体移送シグナルが流体送達装
置と患者との間での想定されている流体送達事象または将来の流体送達事象についての１
つもしくはそれ以上の様相、例えばある流体のタイプ及び／又は用量がその患者にとって
適切であるかどうかなどを事前に決定するために用いられる適用形態である。本発明の方
法およびシステムの歴史的または遡及的適用の例は、流体移送シグナルが非経口用流体送
達装置を介して患者に既に送達されている１つまたは複数の流体の正確な履歴を得るため
に用いられる適用形態を含む。
【００２３】
　患者付随型識別装置
　上で要約されているように、本発明のシステムの１つの構成要素は患者付随型識別装置
である。この患者付随型識別装置は、（例えば一時的または植え込み式のいずれかで）患
者に付随させるべく構成されており、送信機能および受信機能のうちの少なくとも１つを
実行する通信エレメントを含んでいる装置である。この患者付随型識別装置は、少なくと
も患者についての識別情報を提供するものである。この識別装置は、単に患者についての
識別情報を送信すべく構成されている様式（この場合、その患者付随型識別装置は送信エ
レメントのみを含んでいればよい）から、その識別装置が流体移送事象についての情報を
受信し（例えば、その患者付随型識別装置が受信機エレメントを含んでいる場合）、その
情報を内部的に処理して、ある仕方でその流体移送事象を評価することができるようなも
っと複雑な様式までを含め、様々な異なる仕方で構成することができる。そのようなもの
として、特定の実施形態においては、それらの識別装置は、単に患者についての識別情報
を流体送達装置へ送信すべく構成されている。そのような実施形態においては、それらの
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識別装置は、流体移送シグナルを伝達することができるように成された非経口用流体送達
装置からの信号を受信することができるように構成されたシグナル受信機である。興味あ
る患者付随型識別装置は、これらに限定するものではないが：２００６年４月２８日に出
願された「Ｐｈａｒｍａ－Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｃｓ　Ｓｙｓｔｅｍｓ」と題するＰＣＴ／
ＵＳ２００６／１６３７０号；ならびに、２００７年２月１日に出願された「Ｓｉｇｎａ
ｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｒｓ　ｆｏｒ　Ｐｈａｒｍａ－Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｃｓ　Ｓｙｓｔｅ
ｍｓ」と題する米国仮出願第６０／８８７，７８０号；に記載されているものを含み、こ
れらの特許文献の開示内容は参照により本明細書に組み入れられる。
【００２４】
　特定の実施形態においては、その患者付随型識別装置は、生きている被検者に、その生
きた被検者の運動に実質的に影響を及ぼさない仕方で安定して付随させることができるよ
うなサイズに成されたものである。そのようなものとして、その患者付随型識別装置は、
ヒト被検者などの被検者に使用されたときに、その被検者に対して、その被検者の運動能
力に何ら相違をもたらさないような寸法を有している。そのようなものとして、その患者
付随型識別装置は、それのサイズが被検者の物理的運動能力を阻害しないような寸法に成
されている。特定の実施形態においては、その患者付随型識別装置は小さなサイズを有し
ており、この場合、特定の実施形態においては、そのシグナル受信機は約５ｃｍ３もしく
はそれ未満の空間体積を占め、例えば、約１ｃｍ３もしくはそれ未満を含め、約３ｃｍ３

もしくはそれ未満などの空間体積を有している。
【００２５】
　興味ある患者付随型識別装置は、外部に取り付けるタイプの装置と植え込み可能なタイ
プの装置との両方を含む。外部に取り付けるタイプの実施形態においては、それらの患者
付随型識別装置はエクスビボであり、これは、使用期間中、受信機が身体の外側に存在す
ることを意味する。識別装置（例えばシグナルの送信機及び／又は受信機）が外部に取り
付けるタイプである場合、それらの識別装置はあらゆる都合のよい仕方で構成されてよく
、この場合、特定の実施形態においては、それらの識別装置は望ましい皮膚の位置に付随
させることができるように構成されている。そのようなものとして、特定の実施形態にお
いては、それらの外部に取り付けるタイプのシグナル受信機は被検者の局所的な皮膚の位
置と接触させることができるように構成されている。興味ある構成は、これらに限定する
ものではないが：パッチ、リストバンド、ベルト；などを含む。例えば、外部に装着され
、且つ、適切な受信用電極を備えた腕時計またはベルトを本発明の１つの実施形態による
シグナル受信機として使用することができる。これらの患者付随型識別装置は更なる通信
パスを提供することもでき、その通信パスを介して患者または保健医療従事者が収集され
たデータを抽出することができる。例えば、植え込みされたコレクターが通常の（例えば
４０５ＭＨｚの医療機器用周波数帯域で作動する）ＲＦ回路を含んでいてよく、医療従事
者は、例えば当技術分野において公知の如きｗａｎｄなどのデータ検索装置を用いて、そ
のＲＦ回路と通信することができる。患者付随型識別装置が外部構成要素を含んでいる場
合、その構成要素は、例えば音声及び／又は視覚フィードバック（そのような例は、音響
式アラーム、ＬＥＤｓ、ディスプレースクリーンなどを含む）を提供するための出力装置
を有していてよい。また、その外部構成要素はインターフェースポートも含んでいてよく
、その構成要素は、このインターフェースポートを介して、そこに保存されているデータ
を読み出すためにコンピュータと接続することができる。更なる実施例によれば、その外
部構成要素は身体の外部に装着される装具によって位置付けることができ、また、異なる
場所で皮膚に取り付けられる１つまたはそれ以上の電極を有していてよい。この本発明の
構成概念は持ち運び可能な装置、例えば腕時計と結合させることができ、その腕時計は、
手首に分散される１個または２個の電極を有している。ビープ音を発する補聴器、ネック
レス、ベルト、シューズ（ＰＺＴ－パワード）、メガネまたはイヤリングなど、そのよう
な受信用電極システムを配置および創出することができる多くの場所が存在する。これら
の外部に取り付けるタイプの実施形態においては、患者付随型識別装置の一部、例えば電
極は、本システムを使用している間、患者の身体を含む通信ライン、例えば伝導性の通信
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ラインをその識別装置と流体送達装置との間で確立することができる容易な仕方で、皮膚
に接触している。
【００２６】
　特定の実施形態においては、その外部に取り付けるタイプの患者付随型識別装置は、適
用されたときに皮膚と接触する電極を伴ったバンドエイドスタイルのパッチを形成すべく
それらの電極と統合されている小型の電極を含んでいる。この構成は更にバッテリーを含
んでいてよい。このＢＡＮＤＡＩＤＴＭスタイルのパッチは、被検者の望ましい標的皮膚
部位に、例えば胸部、背中、胴体の側面などに位置付けることができるように構成されて
いてよい。これらの実施形態においては、そのパッチの回路は、被検者の内部の装置から
の信号、例えば創薬情報科学可能化薬剤組成物の識別装置からの信号を受信し、その後、
この情報を外部処理装置、例えばＰＤＡ、スマートフォンなどへ伝達することができるよ
うに構成されていてよい。本システムで使用することができるように容易に適合化され得
るＢＡＮＤＡＩＤＴＭスタイルの装置は、これらに限定するものではないが：米国特許第
６，３１５，７１９号などに記載されている装置；を含み、これらの特許文献の開示内容
は参照により本明細書に組み入れられる。
【００２７】
　特定の実施形態においては、その患者付随型識別装置（例えば、シグナルの送信機及び
／又は受信機）は、植え込み可能な構成要素である。植え込み可能という用語は、そのシ
グナル受信機が、例えば半恒久的または恒久的に患者に植え込むことができるように設計
即ち構成されていることを意味する。これらの実施形態においては、そのシグナル受信機
は、使用期間中、生体内に存在する。また、植え込み可能であるということは、その患者
付随型識別装置が、身体の内部で見られる高い塩濃度環境および高湿度環境を含めた生理
学的環境中に２日間もしくはそれ以上、例えば約１週間もしくはそれ以上の期間、約４週
間もしくはそれ以上の期間、約６ヵ月間もしくはそれ以上の期間、約１年間もしくはそれ
以上の期間、例えば約５年間もしくはそれ以上の期間存在しているときでも機能性を維持
することができるように構成されていることを意味する。特定の実施形態においては、そ
れらの植え込み可能な回路は、約１年間から約８０年間までの範囲の期間もしくはそれ以
上の期間、例えば、約１０年間から約５０年間までの範囲の期間もしくはそれ以上の期間
を含め、約５年間から約７０年間もしくはそれ以上の間、生理学的部位に植え込まれたと
きに機能性を維持することができるように構成されている。
【００２８】
　植え込み可能なタイプの実施形態の場合、それらの識別装置はあらゆる都合のよい形態
を有していてよく、そのような形態は、これらに限定するものではないが：カプセル状、
円盤状；などを含む。我々が小さなサイズを達成し得る１つの方法は、恐らく、充電式バ
ッテリーを含めることによるものである。これは生命維持装置ではなく、検出及び／又は
情報伝達装置であるため、本装置の実施形態は２週間の自然寿命を有しており、また、患
者のベッドにおけるコイルから自動的に再充電し、従って、本装置は常に再充電状態であ
り得る。その患者付随型識別装置は、数多くの異なる場所、例えば腹部、腰部のくびれ、
肩（例えば、植え込み可能なパルス発生器が配置される場合）などに配置することができ
るように構成されていてよい。
【００２９】
　伝導媒体として患者の身体を利用して識別装置と流体送達装置との間でのシグナルの伝
達に関与することができるように構成されていることに加え、その患者付随型識別装置は
、更に、１つまたはそれ以上の別個の生理学的パラメーターを検知することができる能力
を含んでいてよい。生理学的パラメーターを検知する能力という用語は、これらに限定す
るものではないが、例えば：心拍数、呼吸数、温度、圧力、流体の化学組成、例えば血液
中の被分析物の検出、流体の状態、血流速度、加速度計運動データ、ＩＥＧＭ（心内電位
図）データ；などの生理学的パラメーターまたはバイオマーカーを検出する能力を意味す
る。その患者付随型識別装置が生理学的パラメーターまたはバイオマーカーを検知する能
力を有している場合、そのシグナル受信機が検出し得る別個のパラメーターまたはバイオ
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マーカーの個数は様々であり、例えば１個もしくはそれ以上、２個もしくはそれ以上、３
個もしくはそれ以上、４個もしくはそれ以上、５個もしくはそれ以上、１０個もしくはそ
れ以上などであり得る。「バイオマーカー」という用語は、特定の疾患状態の存在および
重症度に関係した解剖学的、生理学的、生化学的または分子的なパラメーターを表す。バ
イオマーカーは、理学的な検査、臨床分析および医学的画像診断を含め、様々な方法で検
出することができ、また測定することができる。特定の実施形態に依存して、そのシグナ
ル受信機は、シグナル受信用エレメントを用いて、例えばシグナルの受信および検出用途
での受信機の電極を用いて、これらの検出機能のうちの１つもしくはそれ以上の機能を果
たしてよく、またはそのシグナル受信機は、そのシグナル受信用エレメントとは異なる１
つもしくはそれ以上の別個の検出エレメントを含んでいてもよい。そのシグナル受信機に
存在し得る（または、少なくともそのシグナル受信機にカップリングされた状態で存在し
得る）それらの別個の検出エレメントの個数は様々であってよく、１個もしくはそれ以上
、２個もしくはそれ以上、３個もしくはそれ以上、４個もしくはそれ以上、５個もしくは
それ以上、１０個もしくはそれ以上などであってよい。
【００３０】
　この患者付随型識別装置はあらゆる都合のよい電源を有していてよく、その電源は一次
電池もしくは充電式バッテリーのどちらでも可能であり、または、誘導的にコイルへもた
らされる送信により電力供給されるものであってもよく、更には、患者に付随する部位（
例えば、局所的または内部）および想定される動作条件が与えられた識別装置にとって適
切であり得ることを条件として、光電的な電源もしくは他の電源であってもよい。
【００３１】
　非経口用流体送達装置
　非経口用流体送達装置は、消化管以外の経路、例えば肺を通じる経路、筋肉内注射また
は静脈内送達などの経路により、ある量の流体（例えば気体または液体）を患者に送達す
る装置である。本発明を開述する目的上、経肺投与は、肺への進入が口及び／又は鼻の通
路を介するものであるとしても、送達が肺を介するものであるため、非経口的投与である
と見なされる。そのようなものとして、流体送達装置は、注射器、静脈内システム、注入
ポンプ、透析システム、人工呼吸器、麻酔器、噴霧器／吸入器などを含む。本送達装置は
、流体を患者へ移送する際にシグナルを受信器へ伝達する流体移送シグナル発生器、例え
ば集積回路の形態または他の適切な構造の流体移送シグナル発生器を含むであろう。特定
の状況においては、その非経口用流体送達装置は、本装置から患者へ一方向の流体移送を
もたらすものである。そのような装置の例は注射器、静脈内送達装置および吸入器などで
ある。特定の状況においては、その非経口用流体送達装置は、患者からの流体の除去およ
び患者への流体の送達をもたらす。そのような装置の１つの例は透析装置である。
【００３２】
　患者へ移送され得る１つのタイプの流体は液体である。その液体は、組成が大いに異な
る様々なものであってよく、また、薬剤学的に許容可能な液体賦形剤中において、１つも
しくはそれ以上の別個の有益な物質、例えば１つもしくはそれ以上の薬剤を含んでいてよ
く、またはそれ自体が有益な物質であってもよく、例えばその液体が血漿増量剤である場
合などがこれに該当する。
【００３３】
　液体の非経口的な送達では、本送達装置は様々であってよい。興味ある１つのタイプの
装置は注射器または類似の構造物、例えばその液体を筋肉内に注入することができるよう
に構成されている構造物などである。また、静脈内投与装置にも興味が持たれ、そのよう
な静脈内投与装置は、液体貯蔵エレメント、例えば流体容器もしくはＩＶバッグなど、な
らびに流体計量ユニットもしくはポンプおよび点滴バッグなどを含むことができる。本発
明のシステムによりモニタリングされ得る別のタイプの流体移送事象は、流体、例えば血
液および透析液などが患者から外部の装置へ移送され、次いで、典型的にはその装置内で
あるタイプの処理が行われた後、その装置からその流体が移送されて患者へ戻される場合
である。これらの状況において用途を見出す非経口用流体送達装置の１つの例は透析用の
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機械であり、そこでは、そのような装置は非経口的透析装置または血液透析装置などであ
ってよい。興味ある別のタイプの流体は気体である。様々な異なる有益な物質がエアロゾ
ル化された様式（例えば、あるタイプのガス）で患者へ送達され、この場合、そのような
送達を行うことができるように構成されている装置は、一般的に、吸入器と呼ばれている
。そのようなものとして、本発明の非経口的送達装置のそれらの実施形態は吸入器である
。
【００３４】
　ある与えられた流体送達装置は、単一の構成要素を含んでいてもよいし、または２つも
しくはそれ以上の本質的に異なる構成要素、例えば注射器およびバイアル、流体収容バッ
グおよびＩＶポンプなどを含んでいてもよく、それらの構成要素は、使用期間中、相互に
動作可能なように接続されており、また、上で検討されているように、その装置と患者付
随型識別装置との間で流体移送シグナルを受け渡しする能力を共同的に含んでいる。その
ようなものとして、本システムの様々な構成要素は、本システムのある与えられた実施形
態で必要とされる場合、または望ましい場合には、更に、通信エレメント、例えば送信機
及び／又は受信機なども含んでいてよい。そのような構成要素は、望ましい場合には、更
に、電源も含んでいてよく、この場合、患者付随型識別装置との関連において上で述べら
れているものを含め、あらゆる都合のよい電源が存在していてよい。
【００３５】
　流体送達装置の実施形態は、創薬情報科学可能化構成要素と考えられるもの、例えば創
薬情報科学可能化流体容器などを含むことができる。創薬情報科学可能化流体容器という
用語は、例えば本流体送達装置を介して患者へ移送されることとなるある体積の流体を含
んでいる流体容器、例えばバッグおよびバイアルなどを意味し、ここで、その容器は、そ
の容器の内容物に関する識別情報を提供する何らかの識別装置とも関係付けられている。
その識別情報の性状は、例えばその流体の名前およびその流体中に存在する薬剤の名前な
どの簡単なものから、例えばその容器中に存在する投薬量、その容器中に存在する流体の
履歴およびその容器中に存在する流体の質（例えば、その流体が劣化していないかどうか
もしくは損なわれていないかどうか）などのもっと複雑なものまで、大いに変わり得る。
また、その識別装置の性状も、例えばバーコードまたは他の機械読み取り式識別装置など
の受動的なインターロゲイタブルエレメントから、例えば情報を送信することができ、且
つ、電源を含んでいる構成要素などのもっと能動的な構成要素まで、様々に変わり得る。
以下で説明されている如く、センサーもその医療用容器に付随させることができる。
【００３６】
　ある与えられたシステムが２つまたはそれ以上の異なる流体容器を含んでいる場合、そ
のシステムは多重システムとして構成することができる。これらの多重システムの実施形
態は、ある与えられた流体および患者についてのある与えられた流体移送シグナルを適切
にマッチングさせることができるように、または相互に適切に関連付けることができるよ
うに、その多重システムの多数の構成要素の様々な送信シグナル間におけるクロストーク
および混信を充分に低減または排除することができるように構成される。例えば、第１の
ＩＶバッグについて発生されたシグナルは第２のバッグについて発生されたシグナルと異
なっていてよく、ここで、それらの異なるシグナルは数多くの異なる方法で提供すること
ができ、例えば適切な時間ベースの通信プロトコルを用いる方法およびそれらのシグナル
に異なる周波数を持たせる方法などにより提供することができる。興味あるシグナルプロ
トコルは、２００６年４月２８日に出願されたＰＣＴ／ＵＳ２００６／０１６３７０号に
記載されているものであり、この特許文献の開示内容は参照により本明細書に組み入れら
れる。ある与えられた流体送達システムに複数の異なる流体容器が存在する特定の実施形
態においては、付加的な識別機能をもたらすべく、それらの異なる流体にカラーコーディ
ングが施されていてよく、その場合、正しい薬剤が正しい患者へ送達されていることの更
なる確認を得るべく、このカラーコーディングを検出し、患者付随型識別装置へ（例えば
、流体移送シグナルの一部として）伝達することができる。
【００３７】
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　特定の実施形態においては、ある与えられた流体送達システムは、万が一、そのシステ
ムが、リアルタイム適用中に生じ得る場合の如く、例えば送達中の生理学的検出により、
患者がその薬理学的物質に対して有害に反応していると特定した場合に備え、薬理学的物
質とその物質に対するある量の「解毒剤」との両方を含んでいてよい。そのような実施形
態においては、何ら人間の介入を伴うことなく、そのシステムにより自動的に指示された
とおりに、その物質の送達が自動的に停止され、且つ、解毒剤の送達が自動的に開始され
てよい。
【００３８】
　付加的なシステム構成要素
　以下で詳述されているように、特定の実施形態は、患者付随型識別装置及び／又は流体
送達装置が、更に、付加的な外部構成要素へシグナルを伝達し及び／又は付加的な外部構
成要素からシグナルを受け取ることを特徴とする。その外部構成要素は、特定の実施形態
では、外部処理構成要素であり、例えばデータを受け取り、指定された数学的演算及び／
又は論理演算を実行し、これらの演算の結果を出力するように設計されている外部処理構
成要素などである。興味ある外部構成要素の例は、これに限定するものではないが：ヘル
スケアプロバイダーネットワーク（例えば、病院情報システム（ＨＩＳ）；ホームヘルス
ケア情報システムなど）；を含む。従って、本発明のシステムは、更に、外部プロセッサ
ー構成要素、例えば病院情報システム（ＨＩＳ）または例えば処方薬、治療計画、健康歴
および投薬ガイドラインなどの様々な様相の患者特定データを含む類似のシステムなどを
含んでいてよい。このデータは、電子薬物療法記憶装置、例えばＰｙｘｉｓシステムなど
から得られる情報も含むことができる。
【００３９】
　本システムは更に様々なセンサーを含んでいてよい。種々の生理学的センサーが患者に
付随されていてよく、また、それらのセンサーは患者付随型識別装置の一部であってもよ
いし、または患者付随型識別装置の一部でなくてもよい。興味ある生理学的センサーは、
これらに限定するものではないが、患者付随型識別装置との関連において上でもっと充分
に説明されている如く：心拍数センサー、呼吸センサーおよび温度センサー；などを含む
。
【００４０】
　また、種々のセンサーが本流体送達システムの様々な構成要素に付随されていてもよい
。それらのセンサーは、例えばそこに含まれているカラーコーディングされた液体を検出
するため、流体の透明度を検出するため、またはその流体中における１つもしくはそれ以
上の被分析物の存在を検出するためなどの目的で流体容器に付随させることができる。ま
た、センサーは、例えば細菌感染の証拠の代わりとなるもの、例えば濁度などを検出する
ことを目的として、本システムの配管系構成要素に存在していてもよい。
【００４１】
　流体移送シグナル
　上で検討されているように、本システムは、患者付随型識別装置と流体送達装置との間
で流体移送シグナルを受け渡すことができるように構成されており、ここで、そのシグナ
ルは、患者の身体をシグナル伝導媒体として使用することにより、これら２つの構成要素
間で受け渡しされる。そのシグナルの物理的性状は様々であってよく、例えば、この場合
、興味あるシグナルの物理的タイプは、電気的、磁気的、光学的、熱的および音響的シグ
ナルなどを含む。流体移送シグナルが患者の身体を伝導媒体として利用することによって
それら２つの構成要素間で受け渡しされるため、その流体移送シグナルの伝達に先立ち、
その非経口用流体送達装置と患者との間で流体的な連通が確立される。
【００４２】
　その流体移送シグナルの内容は本発明の方法およびシステムが用いられる特定の適用形
態に依存して様々であってよく、ここで、その内容は、特定の適用形態のタイプに依存し
て、例えばその適用形態のタイプが予測的適用であるのか、リアルタイム適用であるのか
、もしくは歴史的適用であるのかに依存して、ならびに方向に依存して、例えば患者付随
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型識別装置への方向であるのか及び／又は患者付随型識別装置からの方向であるのかなど
に依存して、簡単なものから複雑なものまで広範囲にわたって様々であってよい。ある与
えられた流体移送シグナルは、ある流体移送事象について、その流体移送事象が将来の流
体移送事象であるかどうか、即ち、その流体移送事象がまだ行われていないかどうかの予
測的情報を提供する。また、ある与えられた流体移送シグナルは、ある流体移送事象につ
いて、その流体移送事象が現在行われている流体移送事象であるかどうか、即ち、その流
体移送事象が現在起こっているかどうかのリアルタイム情報を提供する。更に、ある与え
られた流体移送シグナルは、ある流体移送事象について、その流体移送事象が過去の流体
移送事象であるかどうか、即ち、その流体移送事象が既に行われたかどうかの遡及的情報
を提供する。
【００４３】
　特定の実施形態においては、流体移送シグナルの内容は、流体送達装置（それの本質的
に異なる構成要素を含め）と患者との間で流体的な接続が確立されているという情報であ
る。特定の実施形態においては、その流体移送シグナルの内容は、流体送達装置（それの
本質的に異なる構成要素を含め）と患者との間で前もって確立された流体的な接続が遮断
されているという情報である。流体的な接続が確立されているという情報の指示に加え、
その流体移送シグナルは付加的な内容を含んでいてよく、例えば、この場合、興味ある付
加的な内容は、これらに限定するものではないが：患者に関する特定の内容、流体に関す
る特定の内容および送達装置に関する特定の内容；などを含む。
【００４４】
　患者に関する興味ある特定の内容は、これらに限定するものではないが：１つもしくは
それ以上の検出された生理学的パラメーターを含め、患者の本人証明（例えば、名前、独
特な識別手段）、患者についての一般的な情報、例えば性別、年齢および人種など、患者
の健康歴、患者の健康状態；を含み、これらの内容は、健康状態を指示するマーカー、例
えばウエルネスマーカーまたはインデックスなどに組み合わされていてもよいし、または
組み合わされていなくてもよい。
【００４５】
　流体に関する興味ある特定の内容は、これらに限定するものではないが：流体の識別手
段、流体の内容物、流体中に含まれている１つもしくはそれ以上の薬理学的物質の識別手
段、流体中に含まれているそのような物質の濃度、流体の履歴、例えば、どこで製造され
たか、どのように保管されていたか、その流体の質、例えば損なわれているか否か；など
を含む。また、流体容器に関する特定の内容にも興味が持たれ、その内容は、これらに限
定するものではないが：その容器のソース／履歴、その容器の識別手段、例えば一般的（
例えばバッグなどのタイプ）または特異的（例えばシリアル番号）；などを含む。
【００４６】
　装置に関する興味ある特定の内容は、これらに限定するものではないが：その装置の状
態（例えばオン状態であるのか、またはオフ状態であるのか）、その装置の設定状態、例
えば流量など、その装置のソース／履歴；などを含む。
【００４７】
　特定の実施形態においては、その流体移送シグナルは、非経口用流体送達装置と患者と
の間で実際の流体移送事象が行われたという移送情報を含む。そのような実施形態におい
ては、流体移送シグナルは、流体が非経口的送達装置と患者との間で移送されたかどうか
についての情報を提供する。その流体移送シグナルは、その装置から患者へ流体が非経口
的に移送されたという実際の知識を与えるものである。
【００４８】
　本発明の種々の実施形態は、流体が送達装置から患者へ送達されるときにのみ流体移送
シグナルを伝達し、且つ、その装置が実際に患者と接触していて、流体が患者へ移送され
るときにのみそのシグナルの伝達が起こり得るように構成されている送達装置を含む。そ
のようなものとして、本システムは、パッケージが開かれたときにシグナルの発生をもた
らす他のシステム、または流体の実際の投与に対して他のプロキシタイプのシグナルの発
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生をもたらす他のシステムとははっきりと区別される。その代りに、本発明のシステムは
、例えば装置が患者に触れていて、流体がその装置から患者に入ったときにシグナルを伝
達するだけで、患者への流体の送達が実際に起こったという知識を与えるシグナルを提供
する。その流体移送シグナルはあらゆる都合のよいプロトコルを用いて非経口用流体送達
装置と患者付随型識別装置との間で伝達することができるが、特定の実施形態においては
、装置が患者と接触しているときにのみ伝達が生じることを確実化するプロトコルが用い
られる。興味あるそのような１つのプロトコルは伝導性の伝達であり、例えば、その場合
には、身体がそのシグナルの伝達をもたらすための流体送達装置と患者付随型識別装置と
の間での伝導性媒体として用いられる。従って、ある与えられた流体移送シグナルは定性
的または定量的な情報を含んでいてよい。定性的な情報は特定の数値または単位と結び付
けられていない情報であり、これらに限定するものではないが：識別情報、流体について
の品質管理情報（例えば、使用期限および保管条件など）、患者についての情報、例えば
患者の応答状態など、何かが存在しているか否かについての情報；などを含む。定量的な
情報は数値または単位を含む情報であり、これに限定するものではないが、投薬量情報な
どを含む。
【００４９】
　システム構成要素間の通信
　上で検討されているように、患者付随型識別装置と流体送達装置との間での流体移送シ
グナルの通信は伝導性媒体として患者の身体を使用する。１つもしくはそれ以上の付加的
な別の通信ラインが本システムの様々な構成要素間で確立されていてよく、例えば患者付
随型識別装置と病院情報システムなどの外部構成要素との間、注入ポンプと流体容器との
間などの流体送達装置の構成要素間、流体送達装置と病院情報システムとの間などで確立
されていてよい。これらの付加的な通信ラインは、要望に応じて、有線通信ラインであっ
てもよいし、無線通信ラインであってもよく、伝統的な物理的接続、例えば導線および光
ファイバーなどを使用することができ、または無線通信プロトコル、例えばＲＦＩＤなど
を使用することができる。これらの付加的な通信ラインは、異なる装置構成要素間で情報
及び／又は電力を伝達するために用いられてよい。例えば、流体送達システムの本質的に
異なる複数の構成要素が、１つのエレメントから別のエレメントへの電力の無線伝達によ
り電力供給される通信構成要素を含んでいてよい。これらの付加的な通信ラインは、特定
の実施形態においては、非伝導性の通信ラインである。
【００５０】
　予測的適用
　上で指示されているように、本システムの幾つかの特定の適用形態は予測的な適用形態
であり、そこでは、本システムはある流体移送事象（例えば、患者へのある用量の流体の
送達）を評価すべく予測的に使用され、この場合、その流体移送事象はまだ実際には起こ
っていない。そのような適用形態は、ある与えられた用量の流体が適切に患者とマッチン
グされていることを確かめるためのチェック手段として本システムが使用される状況を含
む。この単純なチェックに加え、本システムは、送達されることとなる投薬量が適切であ
ることを確かめることもできる。本システムは、患者と対象となっている流体移送事象と
の間で適切なマッチングが検出された場合に、例えば流体送達装置を作動させることによ
り、例えばポンプなどを作動させることにより、その流体移送事象が自動的に起こり得る
ように構成することができる。本システムは、代替的に、患者とある与えられた流体移送
事象との間で適切なマッチングが検出されなかった場合に、例えばその流体送達装置を不
活動化することなどにより、その流体移送事象を無効にし得るように構成することができ
る。望ましい場合、本発明のシステムは、非経口的投与事象における間違いを検出したと
きにエラーシグナルを提供することができるように構成されている。その検出されるエラ
ーは広範囲にわたって様々であり、そのようなエラーの例は、患者付随型識別装置がその
患者に投与されるべきではない薬剤の知識を有していて、且つ、そのような薬剤であるこ
との確認情報が受信機へ伝達される状況を含む。更に、本システムは、当技術分野におい
て「要注意薬」として公知の薬剤を投与する際に厳格な管理を提供することができるよう
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に構成されており、そのような場合には、本システムは、予め定められた用量範囲内にお
いてのみそのような薬剤の投与を可能化し、そのような範囲から逸脱しているときにはエ
ラーシグナルを与えるように構成されている。従って、本システムは、「要注意薬」とし
て当技術分野において公知の薬剤を用いる用途を見出す。種々のクラス／カテゴリーのそ
のような薬剤は：アドレナリン作動薬、ＩＶ（例えばエピネフリン）；アドレナリン拮抗
薬、ＩＶ（例えばプロプラノロール）；麻酔薬、全身、吸入およびＩＶ（例えばプロポフ
ォール）；心筋保護液；化学療法薬、非経口および経口；デキストロース、高張、２０％
またはそれ以上；透析液、腹膜および血液透析；硬膜外またはくも膜下用の薬剤；糖タン
パク質ＩＩｂ／ＩＩＩａ阻害剤（例えばエプチフィバチド）；血糖降下薬、経口；変力薬
、ＩＶ（例えばジゴキシン、ミルリノン）；リポソーム形態の薬剤（例えばリポソーム型
アンホテリシンＢ）；穏やかな鎮静薬、ＩＶ（例えばミダゾラム）；穏やかな鎮静薬、経
口、子供用（例えば抱水クロラール）；麻薬／アヘン製剤、ＩＶおよび経口（液体濃縮物
；即時放出型および持続放出型調合物を含む）；神経筋遮断薬（例えばスクシニルコリン
）；放射線造影剤、ＩＶ；血栓溶解剤／線維素溶解薬、ＩＶ（例えばテネクテプラーゼ）
；および完全非経口栄養液；である。具体的な「要注意薬」は：アミオダロン、ＩＶ；コ
ルチシン注射薬；ヘパリン、低分子量、注射；ヘパリン、非分画、ＩＶ；インスリン、皮
下およびＩＶ；リドカイン、ＩＶ；硫酸マグネシウム注射薬；メトトレキサート；ネシリ
チド；注射用ニトロプルシドナトリウム；注射用塩化カリウム濃縮液；リン酸カリウム注
射薬；塩化ナトリウム注射薬、高張（０．９％より高い濃度）；およびワルファリン；を
含む。また、そのシグナルも、音響アラームおよび医師へ送られるアラームシグナルなど
を含め、広範囲にわたり様々であってよい。そのような実施形態は、本システムをエラー
シグナルの発生に関して監視する方法を含む。
【００５１】
　そのような適用形態においては、都合よくは、患者に関する特定の情報と流体移送事象
に関する特定の情報とをマッチングさせるため、例えばその流体移送事象を生じさせるこ
とが許されるか否かを決定するため、およびエラーシグナルを発生させるか否かを決定す
るためなどの目的で、プロセッサーが用いられる。このプロセッサーの配置場所は、要望
に応じて、本システムの種々の構成要素内で様々な場所に配置することができる。そのよ
うなものとして、特定の実施形態においては、そのプロセッサーは患者付随型識別装置に
配置されていてよい。特定の他の実施形態においては、そのプロセッサーは流体送達装置
に配置されていてよい。尚も別の実施形態においては、そのプロセッサーは病院情報シス
テムに配置されていてよい。
【００５２】
　リアルタイム適用
　上で指示されているように、本システムの特定の適用形態はリアルタイム適用であり、
そこでは、本システムが流体移送事象（例えば、患者へのある用量の流体の送達）を評価
するために用いられ、この場合、その流体移送事象は実際に起こっており、即ち、進行中
である。例を挙げれば、本システムは、例えば患者の生理学的パラメーターをモニタリン
グすることにより、その流体の送達中の有害反応に関して患者を監視するために使用する
ことができる。本システムは、もしモニタリングされた生理学的パラメーターが予め定め
られた許容範囲から逸脱している場合に、例えば上で説明されている如く、エラー信号を
発生させることができるように、及び／又は措置を講じることができるように、例えばそ
の薬剤の送達を停止し、解毒剤を投与するなどの措置を講じることができるように構成さ
れていてよい。
【００５３】
　歴史的適用
　また、歴史的適用での本システムおよび方法の使用にも興味が持たれ、そのようなケー
スでは、本システムは、患者と流体送達装置との間で実際に生じた流体移送事象の真の正
しい記録を得るために用いられる。歴史的適用は、ある流体移送事象が実際に生じたこと
についての知識を含んだ情報を使用するあらゆる適用形態を表す。望ましい場合、本発明
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のシステムは、ある非経口的投与事象における間違いを検出したときにエラーシグナルを
提供することができるように構成されている。そのような適用形態の１つの例は、ある与
えられた流体移送事象の間に、その流体の移送が妨げられている場合である。本システム
は、そのような妨害を指示するシグナルを発生させることができるように構成されていて
よく、そのシグナルの発生はアラームなどとして具現化することができよう。検出される
間違いは広範囲にわたって様々であってよく、そのような間違いの例は、受信機がその患
者に投与されるべきではない薬剤についての知識を有していて、ある薬剤の識別信号がそ
の受信機へ伝達されているような状況を含む。検出され得る投与間違いの他の例は、受信
機が、例えば患者の生理学的パラメーターをモニタリングすることにより、有害反応の発
生を検出することができるような状況を含む。また、そのシグナルも広範囲にわたって様
々であってよく、そのようなシグナルは音響アラームおよび医師へ送られるアラームシグ
ナルなどを含む。そのような実施形態は、本システムをエラーシグナルの発生に関して監
視する方法を含む。
【００５４】
　流体移送事象の真の正確な記録は、健康管理医または他の個人にある与えられた患者の
正確な治療記録を提供することにおいても用途を見出す。そのようなものとして、歴史的
適用は、ある個人の更なる治療においてその流体移送事象データを使用することを含み、
例えば将来の治療計画を作成すること及び／又は現在の治療計画に変更を加えることにお
けるその流体移送事象データの使用を含む。
【００５５】
　興味ある付加的な歴史的適用形態は、請求明細書を作成する目的でその流体移送事象デ
ータを使用することを含み、これにより、例えば、患者が実際に受けた医療及び／又はサ
ービスなどに対して正確に費用請求されていることを確認することができる。
【００５６】
　本方法およびシステムの具体的な例証的実施形態
　以上では本発明の種々の態様を概括的な言葉を用いて説明してきたが、次に、特定の実
施形態との関連で更なる詳細を提供する。
【００５７】
　本スマート型治療学システムの種々の実施形態は、チップとともに有益な物質を含むこ
とができる。そのチップは、患者に投与されるべき有益な物質のタイプについての情報を
含むことができる。保持容器、例えばバイアルからその有益な物質を抽出したときに、そ
のバイアルから注射器内のチップへシグナルを送ることができる。その送信されたシグナ
ルは前述のバイアルから抽出された有益な物質のタイプを指示することができる。患者に
注入する際、その情報を、注射器から、患者内に、患者上にまたは患者の近くに配置され
た情報管理データベースへ、例えば患者付随型識別装置へ送ることができる。また、その
システムは、患者が受けている何らかの治療法、例えば透析治療などについて受信機へ情
報伝達することもできる。この場合、その透析装置を用いて、または現行の透析装置に付
け加えられるアドオン型のモジュールを用いて、実行されている透析についてのデータ、
ならびに透析中に患者から出ていく血液および患者に入ってゆく血液のパラメーターにつ
いてのデータを収集および伝達することができる。伝達されたシグナルの検出およびデコ
ーディングに成功すると、その受信機は、アラートを作動させ、看護婦もしくは他の担当
者及び／又は患者に、施された投薬または治療についての情報を受信機が成功裏に受信し
たことを知らせることができる。
【００５８】
　本発明の１つの実施形態において、図１はあるスマート型治療学システムを表しており
、この場合のスマート型治療学システムは注射器１（非経口的送達装置）である。注射器
１は、注射針２、流体収容構成要素８およびプランジャー６を含んでいる。関連技術分野
において見られるように、注射器は、例えば血液感染性の汚染などのため、通常は一度使
用した後に投棄される。注射器１内にチップ３が示されており、このチップは、シグナル
を伝達または送信することができる送信能力を有している。通常はバイアル５に入ってい
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る薬剤も１回のみ使用されることが多い。しばしば、薬剤のバイアルは注射器とは別に出
荷される。治療する際には、注射器１にバイアル５からの薬剤を充填し、患者に注入する
ことができる。
【００５９】
　特定の実施形態においては、注射器１がバイアル５に入ったときに、バイアル５内のチ
ップ７が、その薬剤の名称またはその薬剤をエンコードしている番号を送信し始める。注
射器１内のチップ３は、流体が注射器１内に入ってきたときに、バイアル５により送信さ
れたシグナルを「傾聴」し始める。注射器１内に配置されているチップ３は、その送信さ
れてきたシグナルを記録することができる。
【００６０】
　本発明の１つの実施形態においては、（本装置から流体が患者へ移送されるなどして）
薬剤が患者に注入されたときに、注射器１内のチップ３が、注射器１を通じて、そのエン
コードされた番号を送信する。例えば、この送信型の実施形態は、そのエンコードされた
番号を患者に伝達する２つの伝導体を伴った同軸送信機であってよい。そのエンコードさ
れた番号を患者内に、患者上にまたは患者の周囲に配置された受信機で受け取ることがで
きる。そのエンコードされた番号は定性的流体移送シグナルの一例である。
【００６１】
　本発明の１つの付加的な実施形態においては、その送信型の実施形態は、また、チップ
３に取り付けられた１つまたはそれ以上の導線を伴って注射器１に埋め込まれたコイルで
あってもよい。また、電源がそこにコイルを有していてもよい。注射器１に入ってくる流
体が注射器１内の電源を起動させることができる。その起動された電源はその電源上のコ
イルを励起することができる。電源上のコイルは、本質的にＲＦＩＤインターフェースと
して作用するチップ３に取り付けられたコイルと電気的に導通することができる。電源の
起動は電気的導通に限定されるものではなく、他の技術、例えば近接伝導などにより果た
すこともできよう。このようにして、流体の実際の注入に依存する流体移送シグナルが伝
達される。
【００６２】
　本発明の１つの付加的な実施形態においては、注射器１内の送信ユニットと患者に配置
された受信ユニットとの間での多重モードの通信が可能である。例えば、注射器１内の送
信ユニットと患者に配置された受信ユニットとの間での通信は、伝導パターン、ＲＦタイ
プのコイルシステムまたはアンテナシステムを通じて果たすことができる。
【００６３】
　バイアル５内の有益な物質のタイプを識別するために利用することができる方法は幾つ
かある。本発明の１つの実施形態においては、その有益な物質は、注射器１内に引き入れ
られるときの有益な物質のインピーダンス、インダクタンスまたはキャパシタンスの変化
を検出することにより識別することができる。この変化をチップ７内でエンコードし、チ
ップ３に転送することができる。チップ３がそのエンコードされたシグナルを受信すると
、注射器１における送信実施形態は、患者内、患者上または患者の周囲に配置された受信
ユニットへ送信し始める。
【００６４】
　本発明の１つの実施形態においては、注射器１はチップ３を含むことができ、且つ、そ
れぞれのチップ３は同一であってよい。例えば、注射器１内のチップ３は、書き込み可能
な受信ユニットを含んでいるだけであってよい。注射器１内のチップ３は、バイアル５内
のチップ７からのエンコードされたシグナルを受信し、保存する。注射器１内のチップ３
は、そのエンコードされたシグナルを注射器１内の送信ユニットへ伝える。その送信され
たシグナルが身体内、身体上または身体の周囲の受信機によって受け取られる。本明細書
で使用する場合、「チップ」という用語は処理エレメントを意味し、例えば集積回路（Ｉ
Ｃ）であってよい。
【００６５】
　その一方で、バイアル５内のチップ７は独特であってよい。例えば、それぞれのチップ
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が、バイアルの内容物に依存して、エンコードされた異なるシグナルを送信してよい。
【００６６】
　本スマート型パターナル送達システムの別の実施形態においては、そのエンコードされ
たデータが患者内、患者上または患者の周囲に保存される。患者内、患者上または患者の
周囲に受信ユニットを有することにより、その受信コンピュータを情報管理システムのハ
ブとすることができる。
【００６７】
　従って、他の受信ユニットは何ら必要ではない。例えば、本発明のスマート型非経口受
信システムは、送信および受信チップを含有した何らかの注射器およびバイアル、ならび
に患者に付随された、例えば患者内、患者上または患者の周囲に配置された受信ユニット
（例えば患者付随型識別装置）からなっていてよい。種々の先行発明は、バーコードのス
キャニング、ならびに薬剤を投与したときの量および時間の手操作による記録などのマニ
ュアル入力を必要とする手順を含む。そのようなステップは本発明のこれらの実施形態に
おいては必要ではない。
【００６８】
　図２は、本発明のスマート型治療学システムの別の実施形態の実施例を示している。注
射器２１は有益な物質１７を含んでいる。チップ２３は事前組み込み型の注射器２１に埋
め込まれている。その送信ユニットは、有益な物質が患者に注射されたときに、そのエン
コードされたシグナルを患者内、患者上または患者の周囲に配置された受信ユニットへ送
信する。その送信ユニットは図１で説明されているものと同様であってよい。
【００６９】
　本発明の１つの付加的な実施形態においては、本スマート型治療学システムは、どれだ
けの量の流体がバイアルから引き抜かれ、最終的にどれだけの量の流体が患者に送達され
たのかを記録することができる。特定の実施形態においては、これは、注射器の一方の端
部に固定されているコイルと、更に、プランジャーに設けられている別のコイルとを有す
ることを含む。プランジャーが押し込まれると、これら２つのコイル間の相互インダクタ
ンスが変化し、時間の経過に伴うプランジャーの位置を決定することができる。本発明の
別の実施形態においては、２つの伝導性ストリップがバイアルの壁に埋め込まれており、
また、プランジャー上に伝導体が埋め込まれている。プランジャーが押し込まれると、こ
れらの伝導性ストリップがプランジャーに設けられた伝導体との間で容量結合するため、
バイアル壁に設けられたこれら２つのストリップ間のインピーダンスが変化する。このイ
ンピーダンスを測定することができ、引き抜かれた流体の量を決定することができる。本
発明の別の実施形態においては、流体の直接的なインピーダンス測定が実施され、引き抜
かれた流体の量が決定される。同様に、特定の実施形態においては、引き抜かれた流体の
量を決定するために、プランジャー対本システムの底部におけるプレートの容量測定が用
いられる。上述の検討内容は定量的な流体移送シグナルの例を提供している。
【００７０】
　本システムの１つの付加的な実施形態においては、エンコードされたシグナルが送信用
チップから患者の受信システム（患者付随型識別装置）へ送達されたときに、光または何
らかの別のタイプのインジケーター、例えば緑色光が点滅する。これは、投与者に対して
、患者から注射器を引き抜くように注意を喚起する。そのインジケーターは、投与者に対
して、そのエンコードされたシグナルの送信が完了し、薬剤が成功裏に送達されたことを
知らしめるであろう。
【００７１】
　図３は本発明の別の実施形態を描いており、この実施形態は、ＩＶバッグを通じて投与
される薬剤を検出するための本スマート型治療学システムの実施例である。バッグ１１に
配置されているチップ１５には有益な物質のタイプおよび量が予めコーディングされてい
る。流体がアウトレット１３から流れると、バッグ１１内のチップ１５は、そのエンコー
ドされたシグナルを伝達し始める。ＩＶ１７に埋め込まれたチップ９は、そのエンコード
されたシグナルを検出し、その情報を患者内、患者上または患者の周囲に配置された受信
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ユニットへ送信することができる。ＩＶ１７に配置されているこの送信ユニットは、図１
で説明されているものと同様であってよい。
【００７２】
　本発明の１つの実施形態によるインテリジェント型流体送達システムの概念図が図４に
描かれている。図４において、システム４０は、患者付随型識別装置４１、非経口用流体
送達装置４２（例えばＩＶ送達システム、注射器、吸入器および透析装置など）およびヘ
ルスケアプロバイダーネットワーク（例えばＨＩＳ）４３を含んでいる。エレメント４１
および４２のそれぞれは、シグナルを受信および送信することができる識別装置エレメン
トを含んでいる。図４に示されている実施形態において、矢印４４Ａは流体送達装置から
患者付随型識別装置への流体移送シグナルの伝達を示しており、ここで、その流体移送シ
グナルの内容は本装置が患者へ流体をまさに移送させようとしているところであることを
患者付随型識別装置に知らせることである。矢印４４Ｂは、その通知に応答した患者付随
型識別装置から流体送達装置への情報の移送を示しており、ここで、そのシグナルの内容
は、例えばその流体移送事象と患者識別情報とが例えば上述の如くマッチングしているこ
とにより、本装置が投与を開始することを認めるものである。また、流体移送事象が開始
された後の患者付随型識別装置４１から薬剤送達装置４２への情報の移送を描いた矢印４
４Ｃも示されており、ここで、その情報の内容は、その患者の１つまたは複数の検知され
たパラメーターが、患者がうまく応答しておらず、本装置がその流体の投与を中止すべき
であることを指示しているという情報である。代替的に、その情報は、患者が良好に応答
しており、その投与を続けることができるという情報でもあり得よう。このシグナルは、
ヘルスケア担当者に提供されるエラーシグナルに限定することができ、またはその流体送
達装置からの流体の送達を実際に停止させるシグナルであってもよい。
【００７３】
　また、図４には、患者付随型識別装置４１からＨＩＳ４３への情報の移送を表す矢印４
６Ａも示されている。矢印４６Ａで移送される情報の内容は薬剤および応答歴であり、例
えば患者に送達された１つまたは複数の薬剤の性状およびその患者の応答歴、例えば時間
の経過に伴って測定された生理学的パラメーターに照らした応答歴、例えば時間の経過に
伴う心拍数などの応答歴などについての情報がその識別装置からＨＩＳへ移送される。ま
た、ＨＩＳ４３から識別装置４１への情報の移送を表す矢印４６Ｂも示されており、ここ
で、この情報の内容は患者処方情報であり、例えばどの処方薬が流体送達装置４３によっ
て実行されることとなっているのかを識別装置が知ることとなるような情報である。
【００７４】
　また、図４には、矢印４５Ａおよび４５Ｂで表わされた、流体送達装置４２とＨＩＳ４
３との間での情報の移送も示されている。矢印４５Ａは本装置からＨＩＳへの情報の移送
を表しており、ここで、この情報の内容は流体送達装置の使用および性能データであって
よく、例えばその装置がある与えられた期間動作を停止していたという情報とか、その装
置がどのくらいの時間流体を患者に投与したのかなどの情報であってよい。矢印４５Ｂは
ＨＩＳから本装置への情報の移送を表しており、ここで、その情報の内容は流体送達パラ
メーターであってよく、例えばある与えられた患者に対する許容された薬剤もしくは薬剤
の組み合わせ、ある与えられた薬剤もしくは薬剤の組み合わせに対する許容された用量範
囲、ならびにその送達装置の運転を制約する他の運転パラメーターまたはガイドラインな
どであってよい。
【００７５】
　識別装置４１と本装置４２との間の通信ラインのうちの少なくとも１つは、患者の身体
が流体伝導媒体として使用される通信ラインである。図４に示されているそれ以外の通信
ラインは無線であってよく、望ましい場合には中継ステーションを含んでいてよい。
【００７６】
　図４に示されている実施形態の注目すべき点は、人間が介入する構成要素が存在しない
ことである。そのようなものとして、本質的に異なるそれらの構成要素が相互に通信し合
い、且つ、予測的保護手段を提供し、更には本システムによりもたらされた歴史的投薬情
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報を提供するのに人間の介入を必要としない。
【００７７】
　ＩＶバッグが患者に取り付けられて、患者に送達される場合の追跡に用途を見出す本発
明の別の実施形態が図５Ａから７Ｄまでと結び付けて以下で説明されている。図５Ａに示
されているように、送信機５２がＩＶバッグ５６または何かがそのＩＶバッグに接続され
ているＩＶセットに取り付けられており、また、受信機５３が患者に植え込まれている。
そのＩＶバッグが患者に接続されていないときには、受信機５３は、ＩＶバッグ５４から
伝わる送信機５２を検出することができない。しかし、ＩＶバッグが流体を注ぎ込んでい
るとき、または導通ブリッジとして作用する患者５０を介してＩＶバッグ５４と受信機５
３との間に流体的な接続が存在する場合、または少なくともＩＶバッグから患者への流体
の送達を見越して腕に取り付けられている場合には、シグナルがＩＶバッグ５４により伝
達され、受信機５３により受け取られる。
【００７８】
　このシステムが機能する仕方は、送信機がシグナルを流体に容量結合させるというもの
である。そのシグナルは、流体を通じて患者に伝わり、更に、患者の身体を通じて受信機
へ、具体的には受信機の１つの電極に伝わる（これにより、伝導ループの一方の側が出来
上がる）。その伝導ループのもう一方の側は送信機の反対側にあり、そこでは、シグナル
が、患者に付着されていない、患者を取り巻くすべてのものであるグラウンドに容量結合
されている。そのグラウンドは椅子、テーブルおよび床などであり得よう。上述のシグナ
ルはグラウンドを通って進んだ後、パッチ受信機のもう一方の側に容量結合され、これに
よりループが完成する。両側におけるこのグラウンドへの容量結合は、図５Ａでは、それ
ぞれ、コンデンサおよび破線の矢印５５および５７で示されている。
【００７９】
　図５Ａを参照しながら説明すると、送信機５２から始まり、シグナルは、容器またはＩ
Ｖバッグであるバッグ５４を通って進み、ＩＶバッグを通じて容量結合される。この後、
そのシグナルは、ＩＶチューブ５８を通じてＩＶバッグ５６内の流体へ進行し、患者の腕
を通って進み、または身体のどこかの場所の静脈、例えば身体の腕、脚またはどこか別の
場所の静脈を通って進む。そのシグナルは、身体を通って進み続け、受信機５３へ至る。
その受信機の反対側では、受信機のハウジングとグラウンドとの間での容量結合５７が差
分シグナルを与えている。その後、グラウンドを通じて戻り、次いで、グラウンドからの
容量結合５５を通じて、ＩＶバッグに取り付けられている送信機へ戻る。
【００８０】
　この流体移送シグナルは１ＭＨｚから１０ＭＨｚまでの間の高周波信号であってよく、
また、もっと高い周波数、例えば１００ＭＨｚもしくはそれ以上、例えば１ＧＨｚもしく
はそれ以上の高周波信号であってよい。その周波数は、送信機により発せられる電磁波に
よるそのものではなく、ＩＶバッグが身体に接続されたときにだけ受信機がそのシグナル
を受信するような範囲にある。特定の実施形態においては、その周波数は、周波数を高く
すればするほどシグナルをＩＶバッグに直接的にカップリングしやすくなるが、ＩＶバッ
グが身体に接続されているかどうかにかかわらず、そのシグナルが受信機によって受信さ
れがちになる、という考察に基づいて選択される。
【００８１】
　特定の実施形態においては、その流体移送シグナルは、位相偏移キーイングもしくは周
波数偏移キーイング、または何らかの他の遠隔通信に都合のよい技術を用いて、ある番号
もエンコードしている。
【００８２】
　上の実施形態の１つの変形例においては、患者に取り付けられた複数のＩＶバッグを有
していてよい。これらのそれぞれのＩＶバッグが各自の送信機を有しており、また、それ
らのそれぞれの送信機が異なるエンコード番号でエンコードされている。それらはすべて
が同じ周波数で発信していてもよいし、またはそれらが異なる周波数もしくは異なる周波
数帯域で発信していてもよいであろう。望ましい場合には、それらのシステムは時分割多



(29) JP 5241714 B2 2013.7.17

10

20

30

40

50

重化されていてもよいし、またはそれらが周波数分割多重化されていてもよい。例えば、
本システムの本質的に異なる構成要素により送信されるそれらのシグナルはすべてが同じ
周波数であってよく、時分割多重化を用い（例えばランダムに結び付け）、それらの本質
的に異なる構成要素がすべて、それらが発するシグナルを相互に識別することができるよ
うに、少なくとも時折異なる時点で送信しているようにすることができる。
【００８３】
　こうすることにより、受信機は、それぞれのＩＶバッグからのシグナルを検出し、それ
らのバッグが取り付けられているときおよび流体がそれらのバッグから患者に流入してい
るときを知ることができる。本システムは、特定の実施形態においては、流体が流れてい
ないときを決定することができるように、または流れが妨げられているときを決定するこ
とができるように構成されている。また、本システムは、特定の実施形態においては、注
入の時刻および持続時間を測定することができるように構成されている。上で検討されて
いるように、本発明のシステムは、例えば誤ったバッグが患者に接続されているときには
いつも、または送達が何らかの理由で妨げられていて流体がもはやチューブ中を滴下して
いないとき、またはＩＶバッグにより送達される薬剤と適合しないと考えられる別のタイ
プのある薬剤を患者が摂取しているときに、警報が発せられるように構成されていてよい
。上述の検討は、エラー事象を検出し、それを報知するシグナルを与えることができるよ
うに構成されているシステムの例を提供する。従って、受信機は、ＩＶバッグにより送達
された薬剤を測定することができるだけでなく、患者が丸薬を服用しているとき、または
吸入器から流体を吸い込んでいるとき、または腎臓機能のために透析装置を通じて透析さ
れているとき、または何らかの他の目的でその患者に薬物療法のエレメントが投与されて
いる場合を検出することもできよう。
【００８４】
　特定の実施形態においては、それらのＩＶバッグセットは、例えば図５Ｂに描かれてい
るように、流体が１つのポイントから別のポイントへ滴下するドリップキャリヤーを有す
るであろう。望ましい場合には、その流体送達装置と患者付随型識別装置との間での流体
的連通を提供するため、滴下の一方の側からもう一方の側まで、伝導体または容量性伝導
体が設けられていてよい。これらの実施形態においては、シグナルがその滴下装置によっ
て妨害されないように、送信機は下流側に、別な言葉で表現すれば、そのドリップキャリ
ヤーよりも患者に近い方に配置することができる。
【００８５】
　代替的に、図５Ｂに示されているように、伝導性エレメントが送信機５２を伴うバッグ
５４とドリップキャリヤーの患者５０側との間に設けられていてよい。図５Ｂに示されて
いるように、ＩＶバッグ５４は送信機５２を含んでいる。また、ＩＶバッグ５４は点滴バ
ッグ５９を介して患者に接続されている。点滴バッグ５９のため、上述のバッグと患者５
０の患者付随型識別装置５３との間の直接的な流体的連通が破られている。５４と５３と
の間の連絡をもたらすため、点滴バッグ５９のインレットとアウトレットとの間に伝導性
エレメントを設けることができる。その連絡エレメントは、ナイロン線などの流体で湿ら
された線５９Ａから点滴バッグ上の金属被膜５９Ｂまたは金属ストリップ５９Ｃなどまで
広範囲にわたって様々であってよい。
【００８６】
　代替的に、本ＩＶシステムの１つまたはそれ以上の構成要素が伝導性材料から製作され
ていてよく、例えば点滴バッグ構成要素５９Ｄが患者付随型識別装置５３と本ＩＶまたは
他の送達システムの種々の本質的に異なる構成要素との間に伝導的なリンクをもたらす伝
導性プラスチックなどで製作されていてよい。これらの実施形態において、身体と流体送
達装置との間での流体的な接続の確立は、それらのライン中の液体を伴って、またはその
ような液体を伴わずに果たすことができる。そのようなものとして、本システムはＯ２ラ
インで使用することができよう。そのような実施形態においては、投薬用の接続だけでな
く、栄養補給チューブ、尿用チューブおよびガス用チューブも含め、患者に対して成され
たすべての接続に対してその全体的なシステムを電気的にチェックすることができる。
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【００８７】
　特定の実施形態においては、そのＩＶバッグは生理食塩水などの第１の流体で満たされ
ている。看護婦または他の医療担当者がそのＩＶバッグに薬剤を注入し、その後、その組
み合わせ物が患者に投与される。この状況において、注入された薬剤を含有しているバイ
アルはシグナルを注射器へ転送することができるように構成されており、また、その注射
器は、注射器が有効化された受信機そのものであるかのように、そのシグナルを受信し、
記録することができるように構成されている。この後、注射器はそのシグナルをＩＶバッ
グへ送信し、ＩＶバッグはそのシグナルを受信し、何が送達され、且つ、注射器によりバ
ッグに何が注入されたのかに基づいてそのコードを変調し、それが患者付随型識別装置へ
送信されることとなる。従って、患者付随型識別装置へのシグナル送信は、この付加的な
薬剤を反映した異なる番号である。
【００８８】
　このシステムの別の変形例は、２つの分離したリンクが存在する場合である。複数のＩ
Ｖバッグのうちの１つがある流体処理ユニット、例えば組み合わせることであってよいポ
ンプなどに進み、その後、その処理ユニットと患者との間にある別個のものへ進む。図６
を参照すると、２つの異なるトランスコンダクションリンクが存在し得る。第１のトラン
スコンダクションリンク６１は、ＩＶバッグ６４からＩＶポンプ６６に進み、その後、Ｉ
Ｖポンプ６６と患者５０との間の第２のトランスコンダクションリンク６３へ進む。もし
、例えば、そのＩＶポンプにおいて何らかの処理もしくは濾過、または付加的な化学物質
が存在する場合には、ＩＶバッグから伝達されるシグナルとは別個のシグナルを身体へ伝
達することができる。例えば、ポンプによって混合され、混合された後にすぐに送達され
る２つの異なるＩＶバッグが存在する場合、それぞれのＩＶバッグはそれらの一方の溶液
についての識別情報をＩＶポンプへ送信し、そして、組み合わせ物が患者に投与されるこ
とを反映した異なるシグナルがポンプ６６から患者付随型識別装置５３へ送信されるであ
ろう。
【００８９】
　尚も図６を参照すると、全体的なシステムが描かれており、ここでは、患者付随型識別
装置５３はＲＦリンクを介して１つまたはそれ以上の外部装置、例えば中継ステーション
６５のネットワーク、携帯用デバイスなどへ送信している。これは、長時間かけて集めら
れたデータ、または送達データの受信後直ちに集められたデータである。そのデータは、
更に、例えばＲＦリンクを介して、中継ステーションへ伝えられてよく、その後、更に、
例えばＲＦリンクまたは伝導性パスリンク、例えばケーブルまたは何らかの他のタイプの
遠隔通信リンクなどのいずれかを通じて、外部処理構成要素６８、例えば病院またはケア
施設内の健康情報システムまたはサービスまたはサーバー（病院情報システム（ＨＩＳ）
）などへ伝えられてよい。その後、この情報は処理され、出力、例えば物理的な記録可能
な媒体に記録された出力がユーザーなどに提示され、例えば看護婦または他の医療従事者
などに提示される。
【００９０】
　望ましい場合には、外部プロセッサー６８は様々なアラートを提供することができる。
例えば、ＩＶバッグは、出荷および納品を目的としてそのバッグ上にバーコードを有して
いることが考えられ、また、そのバッグの内容物が患者に投与される前に移送されるべき
情報を事前に提供するためにもそのバッグ上にバーコードを有していることがあり得よう
。例えば、流体を伴った、ある与えられた医療用流体容器にバーコードを付け、健康情報
システム（病院情報システム）に登録することができる。ある与えられた患者に対するそ
の医療用流体容器に関連した処方情報もその健康情報システムに登録されてよく、その処
方情報を、例えばＲＦリンクを通じて、その患者の患者付随型識別装置にダウンロードす
ることができる。これに加え、その同じ情報を、例えばその容器の内部にある流体を患者
へ送達するために使用されるＩＶポンプにダウンロードすることもできる。そのＩＶポン
プは、２つの確認が行われた後にのみ送達が可能になる。先ず、そのポンプは、バーコー
ドおよびその人の患者付随型識別装置によって決定されたとおりの正しい薬剤が患者に投
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与されようとしていることを患者付随型識別装置に確認する。伝導性リンクを通じてその
患者にこれが正しい流体であることを伝達した後、そのシステムは流体の全送達を許容し
続ける。例えば、最初のセットアップで、ＩＶポンプ流体がプライミングされ、ＩＶバッ
グから患者付随型識別装置へ伝導性シグナルが伝達されるのに充分に長く患者に導入され
始める。この後、患者付随型識別装置は、流体が送達されていることを確認し、且つ、送
達されているその流体が正しい流体であることを確認することによって応答する。その後
、本システムはその流体を患者へ送達し続ける。しかし、もし本システムがこのステップ
の間にその流体が正しい流体ではないことを検出した場合には、ポンピングを中止するよ
うにポンプにアラートが発せられる。これは、本発明の二重確認システムにおける実施形
態の一例である。このタイプの実施形態の利点は、あなたがそのバッグについてのＲＦＩ
Ｄまたはバーコードシステムを有していて、あなたがそれを患者の部屋に持って入り、あ
なたはそのバッグがその部屋にあることは知っているが、そのバッグが患者に取り付けら
れていること、または正しい患者もしくは隣の患者に送達されていること、またはその流
体がその部屋に単にあるだけであって誰にも取り付けられていないことをあなたが知らな
い場合である。このＲＦＩＤおよびバーコードは工場から患者までの間のこの製品の足跡
を保つ一つの方法であり、また、本発明のトランスコンダクションリンクは、誰か一般的
な患者またはドレインに対してではなく、この患者に対してのその薬剤の送達を確認する
。本システムの別の用途は不正を防止することであり、この場合、本発明のシステムは、
薬剤が、捨て去られずに、実際に患者へ送達されたことを確認するために使用することが
できる。
【００９１】
　特定の実施形態においては、本受信機は、患者の健康状態の測定を行う生理学的センサ
ーも含んでいる。例えば、心拍数、呼吸数、温度および活動レベルなどが測定される。も
しこれらのセンサーが何か予期せぬことまたは危険なことを検出した場合には、本システ
ムは、特定の実施形態では、ある都合のよい通信リンク、例えばＲＦリンクなどを通じて
アラート（例えばエラーシグナル）をそのネットワークまたは中継ステーションへ、また
、情報サーバーシステムを通じてナースステーションへ送ることができるように構成され
ており、更に、本システムがポンプを停止させることも可能であろう。例えば、ポンプが
鎮痛薬を送達していて、呼吸数があるべき値よりも低くなり始めているときには、そのポ
ンプを自動的に停止させることができよう。特定の実施形態においては、本システムは、
更に、鎮痛薬の作用を無効にし、且つ、例えばもし停止している場合にはその人の心臓を
再始動させることができるような、あるタイプの薬剤を含むことができよう。または、万
一薬剤を送達しすぎた場合などに患者に常に適用される除細動パッチの存在が考えられ、
このシステムは、必要であれば、患者の心臓を再始動させるような除細動シグナルを自動
的に送達することができよう。他の手段も講じることができよう。例えば、トラブルを引
き起こしている投薬を中止することができよう。理論的にその有害反応を中和することが
できると考えられる他の薬剤、例えば心臓を再始動させることができるアドレナリンなど
の薬剤が投与されてよく、例えば少量のアドレナリンの点滴を自動的に開始させることが
できよう。これは、多数の患者がいるにもかかわらずそれを追跡把握することができる看
護婦または他の医療従事者の数が多くない環境で有用であると考えられる。
【００９２】
　別の実施形態においては、本受信機は、シグナルが成功裏に検出され、且つ、デコーデ
ィングされたときにアラートを起動させることができる。この構成は、ヘルスケアプロバ
イダー及び／又は患者に本投薬および治療監視システムが正しく機能しているという指示
をもたらす。
【００９３】
　シグナルが受信されたことを指示するための他の可能な方法は、ビープ音などの可聴音
または振動を含む。その受信機は、場合によって、ＲＦシグナルをパーソナルデータアシ
スタントまたは他の外部装置へ送り、その薬剤送達シグナルが受信機によって成功裏に受
信されたことを看護婦にアラーとすることができる。
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【００９４】
　幾つかの実施形態においては、患者だけが検出可能なインジケーターを使用することが
できる。例えば、受信機が植え込み可能なユニットまたは外部皮膚パッチの形態である場
合には、シグナルが成功裏に受信されたときに圧電気振動が起るようにすることができる
。代替的に、患者にチクチクする感じを引き起こす電気的な刺激を与えることもできる。
【００９５】
　エラー監視についての上述の説明はＩＶ型の非経口的送達装置に限定されるものではな
く、吸入器、丸薬、ポンプ、透析装置および他の非経口的送達装置にも適用することがで
きる。透析システム（この場合、注入ポンプの代わりに、外部装置は例えば図８に描かれ
ているような透析装置である）に対しても同じシステムを使用することができよう。この
適用形態において、数多くの物事をモニタリングすることができよう。患者の腕に配置さ
れた付加的な電極が存在する場合には、透析を行いながら、その静脈の水力学的インピー
ダンスを追跡把握することができよう。この実施形態の場合、例えば静脈が虚脱している
かどうかを知ることができる。これは、患者に透析を実施する場合、非常に重要なパラメ
ーターである。また、身体に流入する他の物事および身体から流出する他の物事、例えば
その流体の組成およびその流体の化学的性質などについても追跡把握することができる。
この情報は、透析装置の典型的なものである他の多数の特徴と組み合わせることができる
。特定の実施形態では、透析装置が典型的に行う他の測定に加え、流体が腕に送達されて
いるときに、腕のインピーダンスおよびその腕を通っている静脈のインピーダンスを測定
することができる。
【００９６】
　図７Ａを参照すると、上で説明されている実施形態の別の態様が示されている。図７Ａ
に示されている実施形態は、グラウンドプレーンの使用を必要とせず、インプラントなら
びにパッチとともに機能する。しかし、別の伝導体、例えば足首ストラップまたは手首ス
トラップ７１、ならびにＩＶポンプもしくはＩＶバッグと患者との間の何らかの他の伝導
体などが必要になる。患者に注入が行われている間、例えば患者の反対側の手に手首スト
ラップ７１が装着される。代替的に、その伝導体は衣料品または患者のガウンの一部であ
ってもよいであろう。そのガウンに電気を通すことが可能であり、従って、患者は幾分伝
導性の衣服を着ていることとなる。第２の伝導体は別の衣料品、例えばベルト７２または
ブレスレットなどであってよい。この第２の伝導体は直接的に接触している必要はなく、
ゆるく接触しているだけでよい。
【００９７】
　このとき、電流は前と同様にＩＶバッグ５４の間を流れ、またはそのシステムが導線を
有しているポンプを含んでいる場合には、そのポンプと流体との間で容量結合を確立する
ことができ、その流体が患者の身体内に進む。その反対側は導線であるポンプであり、衣
料品、またはブレスレットもしくは第２の伝導体の他の実施形態へと進んでいよう。それ
が電流ループパスになり、次いで、その電流ループパスが身体およびそこに結び付けられ
ている患者付随型識別装置により受信される。上述の衣料品は、ある種の電気的細線をそ
の内部に有していて、本質的に、その人の身体を一回りするグラウンドループである、患
者が病院でいつも着ている衣服のような何かであってよいであろう。その構成は、皮膚へ
の容量結合をもたらし、患者付随型識別装置がそのシグナルを受信するのに充分な作動電
流を提供する。代替的に、それはベッドの一部であってもよく、この場合、そのベッドに
伝導体を有することができ、また、あらゆるベッドは電気を通す何らかのエレメントを有
しており、従って、ＩＶポンプを有しているときには常に、そのベッドフレームにクラン
プし、そのベッドフレームを伝導体とすることができる。
【００９８】
　図７Ｂに示されているような特定の実施形態においては、ハイブリッドＲＦＩＤプロト
コルなどのハイブリッド通信プロトコルが用いられる。図７Ｂに示されている実施形態で
は、その送達システムの各構成要素、例えばＩＶバッグ５４、点滴バッグ５９およびポン
プ７５は、その構成要素が存在し、正しく接続されているという知識などを提供すべくそ
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のシステム内で通信する送信機（それぞれ、５２、７４および７６）を有している。その
送達システムの構成要素と患者付随型識別装置５３との間での流体ベースの接続（即ち、
「フルビウスリンク」）が確立され、図では、バッグ５６と患者５０との間の流体ライン
を通じて走るドットで示されている。また、それらの送達システム構成要素の異なる送信
機間における無線通信ライン７７Ａ、７７Ｂおよび７７Ｃも示されている。それらの構成
要素の本質的に異なるこれらの送信機は、何らかの都合のよい手法、例えばバッテリー、
コイルおよび光起電力電池などを用いて電力供給されてよい。
【００９９】
　特定の実施形態においては、それらの送信機は様々な様式で配列されたコイルにより電
力供給される。特定の実施形態においては、２つのコイル（１つはバッグ上の送信機にあ
り、もう１つは注入ポンプにある）を有していてよく、エネルギーは無線でポンプからバ
ッグ上の送信機へ送られ、これによりその送信機に電力供給される。この実施形態の１つ
の変形例においては、バッグ送信機用のコイルは、ＩＶバッグの脇に置かれ、コードを介
して注入ポンプに取り付けられ、ＩＶバッグに隣接して配置される、着脱可能なパーツで
ある。便宜上、ＩＶバッグにそのコイルを収容するためのポケットが存在していてよく、
もしくはそのコイルが、例えばＶＥＬＣＲＯＴＭ連結エレメントを用いて、バッグに取り
付けられていてもよく、またはその内部にコイルを組み込んでいるポケットにＩＶバッグ
を入れてもよい。この実施形態が図７Ｃに示されている。図７Ｃに示されている実施形態
においては、コイルはポンプ７５につながれる着脱可能なパーツである。バッグが使用さ
れるときには、看護婦がコイルをポケット７３に入れ、そのコイルを送信機５２に隣接し
て配置する。代替的に、ＶＥＬＣＲＯＴＭを用いてコイルをバッグ上に配置してもよいし
、またはコイルが埋め込まれているスリーブにバッグを入れてもよい。これらの変形態様
は電力伝達の効率を改善する。
【０１００】
　図７Ｄに示されている尚も別の変形例においては、送信機５２ＡはＩＶバッグから離さ
れていて、この送信機は外部モジュールになり、また、この送信機は、ポンプに導線接続
；取り付けされていてもよいし、または代替的に、（破線で示されている如く）無線で接
続することもできよう。この実施形態においては、そのバッグの内容物の識別は、数多く
の異なる方法、例えばバーコード、テキスト；ＲＦＩＤなどにより行うことができる。読
み取り機がバーコード、テキストまたはＲＦＩＤのいずれかを読み取り、ここで、その読
み取り機はカメラ、バーコードリーダーまたはＲＦＩＤリーダーなどであってよい。別の
代替的な実施形態は、バッグの構造に組み込まれたコンデンサプレートおよびシンプルな
コネクターを使用し、そのコネクターは送信機をコンデンサプレートに取り付けるもので
あり、この後、あなたは尚もドリップラインを通じてあなたのＩＤシグナルを患者へ伝達
し、我々は、ここに、シグナルを読み取り、その後にそのＩＤを無線でポンプへ送信する
我々の小さな読み取り機を有している。そのようなものとして、図７Ｄに示されている実
施形態においては、その送信機は、有線または無線通信を介してポンプと通信する再使用
可能なパーツである。その送信機は、そのバッグに埋め込まれている機械読み取り式のタ
グに基づいてそのＩＶバッグを識別する。その機械読み取り式のタグはバーコード、印刷
されたテキストおよびＲＦＩＤなどであり得よう。その送信機は、バーコードを読み取る
ためまたはＯＣＲ機能を果たすための適切なソフトウェアと共に、上述のタグを読み取る
ための適切なハードウェア－ＲＦＩＤリーダー、レーザーバーコードリーダー、ＣＭＯＳ
またはＣＣＤカメラを含む。その送信機およびＩＶバッグは、送信機を機械読み取り式の
タグに隣接して位置付け、且つ、その送信機のコンデンサプレートをバッグの外側に緊密
に接触させて配置するための機構を有している。これらの機構は、Ｖｅｌｃｒｏ、バッグ
の脇に設けられたポケット、またはその中にバッグが入れられる、送信機を組み込んだス
リーブを含むことができよう。その送信機は、容量結合されたシグナルを用いて、あるＩ
Ｄを身体に取り付けられた受信機へＩＶドリップを通じて伝達し続ける。代替的に、その
容量プレートをＩＶバッグ構造に組み入れ、再使用可能な送信機を取り付けるためのコネ
クターを設けることもできる。
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【０１０１】
　本スマート型治療学システムの別の実施形態においては、そのエンコードされた情報を
インターネットシステムにリンクさせることもできる。例えば、患者の受信システムはそ
の情報を受信するだけでなく、例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈを使用することにより、そのエ
ンコードされた情報を病院のベッドサイドモニターに送信することもできる。
【０１０２】
　そのベッドサイドモニターは、その情報をインターネットへ中継し、その後、データベ
ース管理システムへ中継する。そのようなものとして、その患者の医療記録は直ちにアッ
プデートされ、その患者の健康記録と照合することができ、従って、もしその投与された
薬剤が誤っていた場合、例えば処方されたものでなかった場合には、アラートが通知され
、看護スタッフメンバーまたは必要な場合には何らかの他のスタッフメンバーのいずれか
に、措置を講じるように通知される。場合によっては、それが生死にかかわる問題である
こともあり、これが何らかの重大な被害が起る前のアラートプロセスとして作用すること
があり得よう。
【０１０３】
　本発明の１つの付加的な実施形態においては、薬剤のタイプ、量および使用時間を吸入
器において検出することができる。その吸入器には、口の上と口の下に配置された２つの
電極が設けられている。
【０１０４】
　本発明の１つの実施形態においては、薬剤は、患者が吸入しているときにだけ送達する
ことができる。典型的には、送達されたガスが患者の肺で終わることを保証するため、注
入される薬剤は空気の流れ中に吸入されるべきである。本発明は、患者の空気流を検出す
ることができる。本吸入器は、空気流が検出されたときに薬剤を送達する。
【０１０５】
　本発明の１つの実施形態においては、薬剤が注入されたときに患者が吸入しているかど
うかを検出するための差圧センサーが設けられている。薬剤の送達は、患者が適切に吸入
しているときに薬剤が送達されるように、患者が吸入しているときに合わせてタイミング
を計ることができる。薬剤の送達後、薬剤のタイプおよび使用日をエンコードしているシ
グナルが吸入器への接触を通じて送信される。そのシグナルは、患者内、患者上または患
者の周囲に配置された受信機によって受信される。
【０１０６】
　本発明の別の実施形態においては、別のタイプの合図を用いて、患者が成功裏にその薬
剤を投与したかどうかを指示することができる。例えば、口と吸入器との間でのインピー
ダンス測定は、口と吸入器とが適切に接触しているかどうかを指示する。もし患者が口内
に適切な密封状態を有していない場合には、薬剤は送達されない。
【０１０７】
　もし薬剤が成功裏に投与されなかった場合には、その受信機がコードを何も送信しない
か、または薬剤が何ら送達されなかったことを指示するコード、例えば患者が薬剤を注入
しようとしたが失敗したことを指示するコードが送信されるかのいずれかである。このよ
うにして、医師または適切なスタッフメンバーはその薬剤が適切に投与されたかどうかを
決定し、その薬剤を服用することにおける適切な手順を示すべく措置を講じることができ
よう。
【０１０８】
　本発明の１つの付加的な実施形態においては、吸入器により注入される薬剤の量を定量
化することができる。例えば、１つの伝達情報ビットが、どれだけの量の薬剤が送達され
るかを表すことができる。送達される薬剤の量は数多くの方法で測定することができる。
例えば、圧力センサーによって残っている薬剤の体積を測定することができる。別の例に
おいては、バルブが開かれた回数をカウンターで追跡把握しながら、電子バルブによって
、ある設定された量の薬剤を送達することができる。
【０１０９】
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　本発明の別の実施形態においては、本吸入器は、薬剤が投与されたか否かをアラートす
べく、患者にフィードバックすることができる。例えば、本吸入器は、薬剤が適切に投与
されたときに可視または可聴アラートを発生させることができる
　１つの付加的な実施形態においては、本スマート型治療学システムは、例えば腎臓患者
において、透析が行われているときを検出し、且つ、透析がどのように行われているかを
検出することができるように拡張されてよい。血液透析システムは、典型的には、患者の
身体に挿入された針を伴う２つのチューブを使用する。１つのチューブは患者から血液を
取り出して、その血液を濾過すべく透析装置へ運び、濾過後、血液は、もう一方のチュー
ブを通って患者に注入され、戻される。図８は、フィルターを含む使い捨てユニット２５
およびハードウェアユニット２７を伴った血液透析装置を示している。
【０１１０】
　患者と接触している一方もしくは両方の針を、透析が行われているときにシグナルを送
るための電極として使用することができる。送信に両方の針を使用する場合、一方の針は
相対的な陽極となり、もう一方の針は相対的な陰極となる。ＡＣシステムであるため、各
針は、陽極と陰極の間を循環することになろう。透析が行われているときにはシグナルを
伝達することができ、そのシグナルは透析システムに特異的なコードを有している。この
コードを患者内、患者上または患者の周囲に配置された受信機によって受信し、デコーデ
ィングすることができる。その受信機は、透析が行われたときを追跡把握することができ
るだけでなく、透析がどれだけの時間行われたのか、また、流量など、その透析装置でど
のような設定が選択されたのかも追跡把握することができる。
【０１１１】
　また、透析中に、たくさんの付加的情報を受信機へ伝達することもできる。例えば、患
者からやってくる血液の流量および濾過されて患者へ戻される血液の流量を測定し、伝達
することができる。この後、その受信機は、患者に入る流体と患者から出てくる流体との
間で不平衡が存在しているかどうかを監視し、もし不平衡が検出された場合にはアラーム
を作動させることができる。
【０１１２】
　各場所における圧力を測定することができ、従って、圧力降下の指示を与えることがで
きる。それらの圧力値は、透析での重大な問題となり得る、静脈が虚脱しているかどうか
を決定するために使用することができる。また、受信機が設けられている場所での圧力を
測定し、それぞれの針が設けられている場所での圧力と比較して圧力降下を指示すること
もできる。幾つかの実施形態において、もしその測定された圧力降下が、静脈が虚脱して
いることを指示している場合には、本システムは、流速を遅くするように、または完全に
停止して静脈が広がるのを待つように透析装置にシグナルを送ることができる。幾つかの
実施形態においては、本システムは、看護婦または他のヘルスケアプロバイダーにその問
題を知らせるアラートを起動させることもできよう。
【０１１３】
　患者に入る血液および患者から出てくる血液で測定され得る他のパラメーターは、温度
、酸素レベル、ヘマトクリットおよび伝導率を含む。その伝導率は、透析治療がどの程度
効果的であるかの指標であり得る。また、患者に入る血液および患者から出てくる血液で
多岐にわたる化学分析も実施することができよう。行い得る測定の例は、その血液中に存
在するカルシウム、カリウムおよびクレアチニンのレベルを含む。この情報をすべて受信
機へ送ることができる。
【０１１４】
　治療を果たすために使用される透析装置についての情報、例えばその透析装置の型式、
モデルおよびシリアル番号なども伝達することができる。場合によっては、患者は、必ず
しも同じ場所または同じ機械で透析治療を受けないことが考えられる。もし問題が生じた
場合、それぞれの透析治療で使用された特定の機械を知り、且つ、相関があるかどうかを
知ることは有用であり得る。
【０１１５】
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　幾つかの実施形態においては、パラメーター測定機能およびデータ送信機能を透析装置
自体に統合することができる。
【０１１６】
　別の実施形態においては、アドオンモジュールを利用してそれらの付加的な機能を提供
することができる。１つの実施形態においては、そのアドオンモジュールは開けることが
でき、また、それを横断して上述の２つのチューブを配置することができる。そのモジュ
ールを閉じると、針が一方または両方のチューブを穿孔し、これにより、分析用に血液を
サンプリングすることが可能になる。この後、そのモジュールは、患者に入る血液および
患者から出てくる血液で様々な分析を実施することができ、更には、上で検討されている
如く、それら２つの血液の相違を分析することができる。データの送信にそれらの同じ針
を使用することができる。その差分信号をそれらのチューブを通じて、次に身体を通じて
伝達することができる。これら２つのチューブは身体の異なる場所につながっており、こ
れにより、受信機で容易に受信することができるシグナルが提供される。
【０１１７】
　別の実施形態においては、本スマート型治療学システムを、透析溶液（即ち、透析液）
が老廃物を吸収するためにある期間身体内に入れられ、その後、排出され、廃棄される、
腹膜透析システムに組み込むことができる。
【０１１８】
　幾つかの実施形態においては、本スマート型透析システムにより測定されたデータを受
信機へ連続的に送信することができる。別の実施形態においては、それらのデータを選定
されたインターバルで送信することができ、もしくはその透析治療の始め及び／又は終わ
りに送信することもできる。
【０１１９】
　１週間に数回透析が行われる、腎機能不全を患っている患者に対しては、透析が行われ
たことや、その透析処置中に得られたデータなどの記録は、医師にとって非常に重要であ
り得る。
【０１２０】
　送信された情報が受信機によって検出されると、その検出された情報は、他の情報、例
えばその患者が丸薬の服用、ＩＶ、注射器、吸入器または他の手段を通じてこれまでに受
けた投薬治療情報などとともに、患者の記録の一部になる。その受信機からアップロード
されたときには、それらのすべてのデータを医師に提供することができる。これは、あら
ゆるヘルスケアプロバイダーが、その患者の詳細な医療記録および記録された治療のログ
にアクセスすることを可能にする。
【０１２１】
　回路構成
　図９Ａは、本発明の実施形態によるＩＶバッグと共同して使用することができる送信回
路の１つの実施形態のトップレベルの概要を示している。チップ９０１はバッテリー９０
３により電力供給されている。このチップは、ＩＶバッグのコンデンサプレート９０５と
グラウンドプレーンのコンデンサプレート９０７との間で行き来する出力信号を制御して
いる。ＩＶバッグのコンデンサプレート９０５は、銅製のストリップまたは印刷インクな
どの伝導性材料でできていてよく、また、例えば製造の間に、もしくは病院で、ＩＶバッ
グに取り付けられている。この容量性プレートをＩＶバッグに取り付ける方法は、数ある
中でもとりわけ、伝導体の接着剤接着または伝導体の直接的な印刷を含む。上述のグラウ
ンドプレートは、アースグラウンドに電気的に結び付けることができる場所であればどこ
にでも配置することができる。
【０１２２】
　図９Ｂは、図９Ａからのチップ９０１のもっと詳しい図である。その回路の２つの分岐
が存在する。コア９０９はロジックを含んでおり、一方、パッド９１１は２つのコンデン
サプレートを駆動する。図９Ｃにパッド９１１がもっと詳しく示されている。ここでは、
コンデンサ９１３が静かな電力供給装置を提供している。幾つかの大きなトランジスタ９
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２２－９２５を通過する、アウトプット９１９および９２１におけるコンデンサプレート
を駆動するためのファンアウト９１５および９１７が存在する。グラウンドアウトプット
９１９およびＩＶアウトプット９２１は、それぞれ、グラウンドドライブインプット９２
７および９２９により制御されている。
【０１２３】
　図９Ｂからのコア９０９が図９Ｄにもっと詳しく示されている。オシレータ９３１は上
述のバッテリーからＤＣ電圧を取ってクロックを発生している。ブロック９３３はそのク
ロックからサイクルを発生している。ブロック９３５はそれらのサイクル数を計数し、そ
の後、それがどのサイクルであるのかに基づき、この特定の送信機を記述していて、且つ
、特定のＩＶバッグおよびそれの内容物とも関連したアドレスを発生している。ブロック
９３７は、送信を可能にしてデューティーサイクルを付けるか、または送信を不能にして
事態が静かになるかのどちらかである。送信が可能化されるときには、そのアドレスがア
ウトプット９３９および９４１に取り付けられた容量性プレートを通じて送信される。送
信は、アウトプット９４１におけるグラウンドプレートとアウトプット９３９におけるＩ
Ｖバッグプレートとの間で高周波信号を創出することにより実行される。そのシグナルを
受信するために使用される受信機は、患者の身体に取り付けられているプレートおよびア
ースグラウンドを参照しているプレートを有している。
【０１２４】
　送信機と受信機のどちらもがアースグラウンドを参照しているため、ＩＶが患者に取り
付けられてＩＶ流体が流れているときに存在するシグナル伝達ループがある。ＩＶチュー
ブが患者に取り付けられると、ＩＶバッグからシグナルが伝達され、そのチューブを下り
、患者の内部に配置された受信機または患者の表面に取り付けられた受信機によって受信
される。
【０１２５】
　オシレータ９３１が図９Ｅにもっと詳しく示されている。オシレータ９４３に続いて、
その周波数を分割するための周波数分割器が設けられている。この特定の実施形態におい
ては、４つの周波数が作り出されており、送信機はそれらの周波数のうちのいずれかまた
はすべてを送信することが可能になっている。回路９４５は、最良に機能するものを見つ
け出すため、これら４つの周波数を逐次的に繰り返す。また、複数のＩＶバッグまたは他
のシステムが接続されていて、同時に送信が行われる場合には、異なる周波数で送信する
ようにそれらを設定することができる。別の実施形態においては、１つの周波数のみが使
用される。尚も別の実施形態においては、異なる数の周波数を使用することができる。
【０１２６】
　同時に発信する複数の送信機を取り扱うために使用することができる技術、ならびにシ
グナルをきれいにしてシグナルインテグリティを改善するために使用することができる技
術は、ほかにも数多くのものがあり、そのような技術は当業者にとっては明らかであろう
。例えば、多数の周波数を利用し、且つ、何らかの雑音消去を加える、スペクトル拡散設
計を使用することができる。
【０１２７】
　オシレータ９４３は、「Ｉｎ－Ｖｉｖｏ　Ｌｏｗ　Ｖｏｌｔａｇｅ　Ｏｓｃｉｌｌａｔ
ｏｒ」と題する米国仮特許出願第６０／８２９，８３２号で検討されているものと同じオ
シレータであってよく、これにより、この特許文献は、参照によりその内容全体が本明細
書に組み入れられる。そのオシレータの基本的な機能ブロックが図９Ｆに示されている。
５つのサブブロック９４５－９４９が存在する。リングオシレータブロック９４８が図９
Ｇに示されている。それは、発振をセットアップする差動ペア９５１－９５４を伴ったリ
ングオシレータである。このオシレータは、入力電圧にかかわりなく、安定した出力周波
数を有している。それは、約１Ｖから約２Ｖまでなどの低い電圧でも安定しているオシレ
ータである。これは、バッテリーの電力が低下しているときでも、その周波数が大きくシ
フトしすぎないため、重要である。
【０１２８】
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　図９Ｈは、図９Ｄからのサイクルジェネレータブロック９３３をもっと詳しく示してい
る。そのオシレータは、インプットクロック９５５およびクロックバー９５７を生成する
。その後、このサイクルジェネレータは、２つのフリップフロップ９６１による分割を用
いることによってサイクル９５９を発生させる。
【０１２９】
　図９Ｄからのサイクルカウンターブロック９３５が図９Ｉにもっと詳しく示されている
。このブロックは、サイクル数を計数する。１ビット当たり五つのフェーズ９６３があり
、従って、各ビットは５ビット相当のサイクルになる。そのアドレスはビット９６５にあ
り、また、使用される周波数はビット９６７にある。この回路のいずれかの部分でもっと
多数のビットまたはもっと少数のビットを使用することもできる。例えば、もっと多数の
ビットから成るサイクルを得るために、もっと多くのビットをそのフェーズ部分に加える
ことができる。周波数を変える必要がない幾つかの実施形態においては、その周波数ビッ
トを省くことができる。
【０１３０】
　図９Ｊは、アドレスイン９６９を取り、アドレス・アウト９７１を生成する多重回路を
示している。ブロック９７３は、可能化アウトプット９７５を用いて、その回路が送信す
るときおよび送信しないときを決定する。
【０１３１】
　それらのコンデンサにおける送信シグナルをコントロールする制御回路が図９Ｋに示さ
れている。ここで使用されているスキームはＨ－ドライブであり、従って、ＩＶバッグコ
ンデンサが「ハイ」であってグラウンドコンデンサが「ロー」であるか、またはグラウン
ドコンデンサが「ハイ」であってＩＶコンデンサが「ロー」であるかのどちらかである。
この回路は、交互に切り替え、最大出力を与える。送信インプット９７７は、図９Ｊから
の可能化アウトプット９７５と同じである。送信インプット９７７は、送信を行うべきか
否かを決定する。送信がオフにされると、アウトプットドライブ９７９および９８１が定
常状態にフリーズされる。それは容量性ドライブであり、従って、それらが定常状態に固
定されることはなく、また、電流が漏れることもない。
【０１３２】
　送信が可能化されると、ことごとくのクロックまたはことごとくのサイクルで、それら
のドライブ９７９および９８１が極性を切り替え、シグナルを送信する。この実施形態は
フェーズシフトキーイングを使用しており、従って、そのシグナルにおける異なるビット
をエンコードすべく、その極性がフェーズインプット９８３を用いて切り替えられる。ロ
ジックダイアグラム９８５は、その回路がそれぞれの送信インプット９７７およびフェー
ズインプット９８３に対してどのように作用するかを示している。他の通信技術、例えば
周波数シフトキーイングなども別の実施形態において使用することができる。
【０１３３】
　この回路は、約２０ｋＨｚから約１ＧＨｚまでで機能することができ、より詳細には、
約２００ｋＨｚから約１ＭＨｚまでを含め、約１００ｋＨｚから約２０ＭＨｚまでで機能
することができる。本システムは、多重周波数、スペクトル拡散設計、または雑音の多い
環境においてもシグナルを成功裏に送信および受信するために当技術分野において周知の
無数の他の技術を利用することができる。ここで示されている回路は単なるシンプルな例
であり、本システムをもっと強固にするための他の幾重もの複雑性を付け加えることがで
きる。
【０１３４】
　図１０Ａは、送信回路の別の実施形態のトップレベル図を示している。この実施形態は
、バッテリーがない点を除き、図９Ａ－Ｋの実施形態に非常に類似している。代わりに、
インプットＳ１（１００３）およびＳ２（１００５）を横断するＡＣ場を受信するコイル
１００１またはアンテナが存在する。この後、チップ１００７はそのＡＣ電圧を取り、そ
れを回路の残りの部分に電力を供給するためのＤＣ電圧に変換する。このチップは、ＩＶ
バッグコンデンサプレート１００９およびグラウンドプレーンコンデンサプレート１０１
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１におけるアウトプットを制御している。そのＡＣ場は、このＩＶバッグチップの近傍の
どこかに配置されたコイルから発生させることができる。例えば、それはＩＶポンプシス
テムに統合されていてよく、また、壁面プラグから電力を引き出すことができる。
【０１３５】
　図１０Ｂは、図１０Ａからのチップ１００７のより詳細な図である。コア１０１３はロ
ジックを含んでおり、一方、パッド回路１０１５はコンデンサプレートにおけるアウトプ
ットを制御している。
【０１３６】
　図１０Ｃに、パッド回路１０１５のもっと詳細な図が示されている。このパッド回路の
ドライブ部分は図９Ｃに示されているものと同様である。相違点は、回路ブロック１０１
７がＡＣシグナルをＳ１（１０１９）およびＳ２（１０２０）で変換し、アクティブ整流
器を通じてそれをＶｃｃ１０２１および１０２２でＤＣシグナルに変換することである。
【０１３７】
　そのアクティブ整流器が図１０Ｄに示されている。能動ダイオード１０２３－１０２６
がダイオードブリッジを形成している。ダイオード１０２９－１０３２は主として静電放
電保護用であるが、他の実施形態においてはダイオードとして機能することもできよう。
ダイオード１０２３－１０２６はカスタマイズされた能動ダイオードである。この能動ダ
イオードを横断する電圧降下が閾値より大きくなると、スイッチが入り、そのインプット
をアウトプットに短絡する。これはその能動ダイオードがダイオードとして作用すること
を可能にするが、電圧降下を伴わず、その回路を低めの電圧で作動させることを可能にす
る。極僅かな電圧降下が存在するが、受動ダイオードの場合よりもずっと少ない。電圧が
閾値以下に戻ると、その能動ダイオードは、これを検知し、上述のスイッチを迅速に開く
。この回路は、約０．８Ｖほどの低い電圧、例えば約０．９Ｖで作動することができる。
別の実施形態は、能動ダイオードの代わりにＳｃｈｏｔｔｋｙダイオードなどの受動ダイ
オードを使用することができる。
【０１３８】
　図１０Ｅに、能動ダイオード・ハイ１０２３および１０２４のもっと詳細な図が示され
ている。インプット１０３７とＶｃｃ１０３９との間に１０個のＳｃｈｏｔｔｋｙダイオ
ード１０３５が並列に存在している。このケースにおけるインプット１０３７は、それら
が並列構造であるため、Ｓ１またはＳ２のどちらであってもよい。抵抗器１０４１および
１０４３は、コンパレータ１０４５に対する比較的容易な動作範囲内でシグナルを得るた
めの分圧器を形成している。そのシグナルが回路ブロック１０４７に散開されている。
【０１３９】
　図１０Ｆは、図１０Ｄからの能動ダイオード・ロ－１０２５および１０２６を示してい
る。それらは、分圧器を形成している抵抗器１０４９および１０５１が１８０度転換され
ている点を除き、図１０Ｅに示されている能動ダイオード・ハイと本質的に同じである。
【０１４０】
　図１０Ｇには、図１０Ｅからのコンパレータ１０４５がもっと詳しく示されている。バ
イアス電流を伴う能動構成要素の代わりに受動テール抵抗器１０５３が使用されている。
これは、低めの電圧で本回路を作動させるために、使用されるトランジスタの個数を減ら
す目的で行われる。
【０１４１】
　図１０Ｈは、図１０Ｂからのコア回路構成１０１３を描いている。このコア回路構成は
、クロック発生器ブロック１０５５、サイクル発生器１０５６、サイクルカウンター１０
５７、送信可能化ブロック１０５８および制御ブロック１０５９を含んでいる。ブロック
１０５６－１０５９は、図９Ｄの実施形態におけるものと本質的に同じである。この実施
形態においては、クロック発生器ブロック１０５５がオシレータの代わりに使用されてい
る。
【０１４２】
　クロック発生器ブロック１０５５が図１０Ｉに示されている。コンパレータ１０６１は
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図１０Ｅに示されているコンパレータと同じである。このコンパレータは、ＡＣ入力信号
であるインプットＳ１（１０６３）およびＳ２（１０６５）を比較し、それらのゼロ交差
を用いてクロックシグナル１０６７を発生させる。そのクロックシグナルは、ブロック１
０６９で２つ、４つ、８つまたは１６個に分割され、その後、ブロック１０７１へ送られ
、そこでこの回路の残りの部分を駆動させるべく散開される。
【０１４３】
　別の実施形態においては、そのＩＶ回路構成は、ＩＶバッグ中の流体の体積を測定し、
且つ、送信するように構成することができ、その体積情報は、ある与えられた時間での複
数のポイントにおける流量の指標を与えることができる。この実施形態においては、２つ
のコンデンサプレートは、第３のグラウンドプレートがアースグラウンドに電気的に取り
付けられている状態で、ＩＶバッグに張り付けられ、または別な仕方でＩＶバッグに取り
付けられている。ＩＶバッグに取り付けられているこれら２つのコンデンサプレートは平
行である必要はなく、また、様々な形状および配向であってよい。ＩＶバッグに取り付け
られているこれら２つのプレート間で測定される静電容量は、そのバッグ内に存在する流
体の量に依存して様々に変わるであろう。これら２つのコンデンサプレート間のＩＶバッ
グに多量の流体が存在しているときには、その静電容量は、ＩＶバッグから流体が流れ出
ていて、それらのプレート間にもっと多くの空気が存在しているときよりも高くなるであ
ろう。時間の経過に伴う静電容量の変化を観察することにより、ＩＶバッグからの薬剤の
流量に関する指標を得ることができる。
【０１４４】
　可撓性のＩＶバッグの場合、測定されるこの静電容量は、ＩＶバッグ内の流体の量に対
して線形的には変わらない可能性がある。適用形態によっては、高レベルの正確度を有す
ることがさほど重要ではない場合があり、そのようなケースではこれを受け入れることが
できる。別の実施形態においては、そのシグナルを後でルックアップテーブルを用いて直
線化することができる。もし特定のＩＶバッグに対する典型的な静電容量対流体体積曲線
が既知である場合には、この情報を用いて算出流量を一層正確にすることができる。幾つ
かの実施形態においては、使用されているバッグのタイプに特徴的な静電容量対流体体積
曲線からの特定個数のポイントを、そのアドレスとともに送信することができる。別の実
施形態においては、静電容量対流体体積曲線をもっと直線的にするためにＩＶバッグまた
はコンデンサプレートの形状に修飾を施すこともできる。例えば、ＩＶ流体が流れている
ときでもその形が変わらないようにＩＶバッグの壁をもっと剛性にすれば、その曲線はも
っと直線的になるであろう。
【０１４５】
　本チップは、ＩＶバッグに取り付けられているそれらのコンデンサプレートを通じて識
別装置アドレスを送信するようにプログラムすることができる。何らかの予め定められた
数のパルスでのアドレスの送信後、その送信機は静かになる。この時間の間、これら２つ
のＩＶバッグコンデンサプレート間の電圧はランプアップされ、その後、閾値に達したと
きに放電される。その電圧は予め定められた回数ランプアップされ、これらのサイクル数
が計数される。その電圧が特定の回数ランプアップおよび放電された後、別の送信周期が
続く。それらのシグナル送信間に過ぎる時間は静電容量とともに様々に変わるであろう。
ＩＶバッグが含んでいる流体が多ければ多いほど、その静電容量は高くなり、また、シグ
ナル送信間の時間が長くなるであろう。ＩＶバッグが流体を排出しているときには静電容
量が低くなり、シグナル送信間の時間が短くなるであろう。そのランプアップ期間中のオ
シレータのサイクル数を計数することにより、送信間の時間を測定することができ、また
、その変化をモニタリングすることにより流量の指標を与えることができる。
【０１４６】
　別の実施形態においては、別のスキームを用いて静電容量の変化を測定することができ
る。
【０１４７】
　図１１Ａは、流体体積および流量情報を決定するために使用することができる、ＩＶバ
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ッグに取り付けられた２つのプレート間の静電容量を測定し得るように構成された送信機
回路のトップレベル図を示している。チップ１１０１はバッテリー１１０３により電力供
給されており、ＩＶバッグのコンデンサプレート１１０５および１１０７、ならびにグラ
ウンドプレーンのコンデンサプレート１１０９における電圧を制御している。別の実施形
態においては、電力を得るためにコイルが存在する。
【０１４８】
　チップ１１０１のもっと詳しい図が図１１Ｂに示されている。このチップは、コア１１
１１およびパッド回路１１１３を含んでいる。
【０１４９】
　パッド回路１１１３が図１１Ｃにもっと詳しく示されている。これは、図９Ｃで以前に
検討されたパッド回路と類似している。アウトプットＡ１１１７に加え、第２のＩＶバッ
グのコンデンサプレートに対応する別のアウトプットＢ１１１５が存在している。また、
アウトプットＢ１１１５用のアウトプットドライバの高い方の電圧側１１２１にはドライ
ブゲート１１１９も結合されている。送信中には、アウトプットＡ１１１７およびアウト
プットＢ１１１５の両方が同じシグナルを送信している。ランプアップ期間中にはアウト
プットＡ１１１７はグラウンドに結合されており、そして、アウトプットＢ１１１５はラ
ンプアップ中には浮いていて、その後、そのコンデンサを放電すべくグラウンドに結合さ
れる。
【０１５０】
　アウトプットＢ１１１５をグラウンドに短絡させるための独立したドライブ１１２３が
存在している。そのトランジスタは比較的大きく、従って、迅速な放電をもたらす。電圧
がランプアップ中に閾値を通過する際、コンデンサが放電される前に小さな遅延が存在す
る。また、低い方の電圧においても次のランプアップの前に僅かな遅延が存在する。これ
は時間の経過に伴う静電容量の変化を算出するときに不連続性を創出するが、計算で補正
することができる。
【０１５１】
　図１１Ｂからのコア回路１１１１が図１１Ｄにもっと詳しく示されている。この回路は
、サイクル発生器１１２５および制御ブロック１１２７が異なる点を除き、図９Ｄで検討
されているコア回路と同様である。
【０１５２】
　図１１Ｅは、図１１Ｄからのサイクル発生器１１２５を示している。送信が可能化され
ると、クロック１１２９がサイクル１１３１として送り出される。送信してから次の送信
までの間に、その回路の残りの部分はランプアップシステムとして機能する。ダイオード
１１３５および抵抗器１１３７から作られた基準電圧１１３３が存在する。基準電圧１１
３３はコンパレータ１１３９へ送られ、そのコンパレータは基準電圧１１３３をコンデン
サ１１４１の電圧と比較する。電流源１１４３は、そのコンデンサ電圧を高くするための
ランプを提供する。その電圧が閾値を越えると、リセット１１４５がトリガーされ、これ
により、そのコンデンサがグラウンドに短絡される。電圧が閾値以下になったとコンパレ
ータが決定すると、その電圧は再びランプアップされる。
【０１５３】
　本制御ブロックが図１１Ｈにもっと詳しく示されている。アドレス１１５３に基づいて
フェーズ１１４９およびフェーズバー１１５１を発生させるためにサイクル１１４７が使
用される。そのフェーズは、アウトプットコントロールＡ１１５５、グラウンド・ドライ
ブ１１５７およびコントロールＢ１１５９を制御すべく、送信可能化ビットと併せて使用
される。送信しない場合には、コントロールＡ１１５５はグラウンドに結合され、一方、
アウトプットＢ１１５９は、リセット１１６１が起動されない限り、「ハイ」になってい
る。送信するときには、リセットは重要でなく、そのフェーズがコントロールＡ１１５５
およびコントロールＢ１１５９におけるシグナルを決定する。
【０１５４】
　多重周波数をモニタリングし、且つ、ＩＶバッグの送信機により送られてきたシグナル
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を受信する受信機のシンプルな実行例が図１２Ａ－１２Ｆに描かれている。この回路は実
証することのみを目的として作られたものであり、別の実施形態においては、もっとずっ
と多くの複雑性およびもっと多くの特徴を含むことができる。
【０１５５】
　図１２Ａは線形レギュレータを示している。図１２Ｂは受信チャンネルの第１利得段で
ある。ハイパスフィルタ１２０１があり、シグナルが増幅され、続いて幾分かの帯域制限
およびバッファが存在する。
【０１５６】
　図１２Ｃ－１２Ｅは、それぞれが異なる中心周波数を有するバンドパスフィルタである
。それらはＬｉｎｅａｒ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓから商業的に入手可能なパーツを中
心にして構築された８次バンドパスフィルタである。そのアウトプットには別のバッファ
段が存在する。
【０１５７】
　図１２Ｆの回路は、３つの濾波された周波数帯域のそれぞれにおける受信されたシグナ
ルのエネルギーレベルを測定する。各周波数におけるそれらの受信されたシグナル１２０
３－１２０５はＳｃｈｏｔｔｋｙダイオード１２０７－１２０９およびコンデンサ１２１
１－１２１３を通じて整流される。その整流されたシグナルはコンパレータ１２１５－１
２１７に入り、それらのコンパレータは、それらの電圧をポテンショメーター１２１９－
１２２１によって設定された基準電圧と比較する。もしその電圧が閾値以上であった場合
には、ＬＥＤ１２２３－１２２５が、異なる周波数に対応した異なる色で点灯する。
【０１５８】
　適用形態
　上で指示されているように、本発明のシステムおよび方法は様々な異なる適用形態での
用途を見出し、それらの適用形態を予測的適用、リアルタイム適用および歴史的適用に分
類することができる。
【０１５９】
　本発明の特定の実施形態においては、すべての投薬指示がＨＩＳにおいて提供される。
入院患者は患者付随型識別装置を身に着けており、この識別装置は、例えば無線リンクを
介して、彼らの個人的な最新の投薬指示で連続的に更新されている。流体を送達する際、
ＩＶポンプは、その送達装置と患者付随型識別装置との間での確認後にのみ、薬剤を患者
に送達する。確認が得られていない状況に対してはアラートを配信することができる。更
に、薬剤の送達が行われる際にも確認を必要とし、確認が取れていないときには薬剤の送
達を制止することもできる。
【０１６０】
　キット
　本件の方法を実施するためのキットも提供される。キットは、上で説明されているとお
りの本発明の１つまたはそれ以上の受信機を含んでいてよい。更に、それらのキットは、
１つまたはそれ以上の非経口的投薬装置、例えば予め充填された注射器、バイアルおよび
ＩＶバッグなども含んでいてよい。キットで提供される１つまたはそれ以上の薬理学的物
質の投薬量は、単回の適用または複数回の適用に充分な量であってよい。特定の実施形態
においては、それらのキットは、非経口的に送達される有益な物質または別の方法を通じ
て、例えば上で述べられているような薬剤を投与する注射器、吸入器または他の装置の使
用を通じて体内に取り入れられる有益な物質の特異的な識別および検出を提供するスマー
ト型非経口送達システムを含んでいてよい。
【０１６１】
　また、本件キットは、そのキットの構成要素を用いて本件方法を如何にして実践するか
を示す使用説明も含んでいてよい。その使用説明は適切な記録媒体または担体に記録され
ていてよい。例えば、その使用説明は紙またはプラスチックなどの担体に印刷されていて
よい。そのようなものとして、その使用説明は、添付文書として本キットに存在していて
よく、または本キットもしくは本キットの構成要素の容器のラベルなど（即ち、パッケー
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ジングまたはサブパッケージングに付随して）に存在していてもよい。別の実施形態にお
いては、その使用説明は、コンピュータで読み取り可能な何らかの適切な記憶媒体、例え
ばＣＤ－ＲＯＭおよびディスケットなどに存在する電子記憶データとして存在している。
尚も別の実施形態においては、その現実的な使用説明は本キットには存在しておらず、但
し、例えばインターネットを介して、リモートソースからその使用説明を得るための手段
が設けられている。この実施形態の１つの例は、そこで使用説明を見ることができるウェ
ブアドレス及び／又はそこから使用説明をダウンロードすることができるウェブアドレス
を含んでいるキットである。上述の使用説明の場合と同様に、その使用説明を得るための
この手段が適切な担体に記録されている。
【０１６２】
　本件キットの幾つかの構成要素またはすべての構成要素が無菌性を維持するための適切
なパッケージングに包装されていてよい。本件キットの多くの実施形態においては、本キ
ットの構成要素は、単一の容易に取り扱えるユニットに成すためのキット収容エレメント
に包装され、ここで、そのキット収容エレメント、例えば箱または類似の構造物は、例え
ば本キットの幾つかの構成要素またはすべての構成要素の無菌性を更に確保するために、
気密容器であってもよいし、または気密容器でなくてもよい。
【０１６３】
　この発明が本明細書で開述されている特定の実施形態に限定されるものではなく、その
ようなものとして様々な形態を取り得ることを理解すべきである。また、本発明の範囲が
添付の特許請求項によってのみ制限されるものであるため、ここで使用されている専門用
語は、特定の実施形態を開述するためだけのものであり、何ら限定することは意図されて
いないことも理解すべきである。
【０１６４】
　ある範囲の値が与えられている場合、その範囲の上限と下限との間に存在する介在値で
あって、文脈が明らかに別な具合であることを指示していない限りその下限の単位の１０
分の１までの各介在値、およびその記述されている範囲内の何らかの他の記述値または介
在値は、本発明の範囲に包含されるものと理解される。その記述されている範囲内に何ら
かの特定的に除外された限界があることを前提として、これらの小さい方の範囲の上限お
よび下限は、独立してその小さい方の範囲に含めることができ、また、これらも本発明の
範囲に包含される。記述されている範囲が一方または両方の限界を含んでいる場合、限界
を含めたそれらのうちのいずれか一方または両方を除外した範囲も本発明に含められる。
【０１６５】
　別な具合に定められていない限り、ここで使用されたすべての技術的および科学的用語
は、本発明が属する技術分野における当業者が普通に理解する意味と同じ意味を有してい
る。ここで説明されているものと同様または同等の方法および材料も本発明の実践または
試験において使用することができるが、今や、代表的な例証的方法および材料についての
説明が為されている。
【０１６６】
　この明細書で引用されているすべての出版物および特許文献は、それぞれ個々の出版物
または特許文献が恰も参照により組み入れられるべく具体的および個別的に指示されてい
るかの如くに参照により本明細書に組み入れられ、また、それらの出版物が引用されてい
ることとの関連においてそれらの方法及び／又は材料を開示および開述すべく、参照によ
り本明細書に組み入れられる。あらゆる出版物の引用は本出願日に先立って単にそれが開
示されているためであって、本発明が、先願発明の理由でそのような出版物に先行する資
格がないこと認めたものとして解釈すべきではない。更に、ここで与えられている出版日
が実際の出版日とは異なっている可能性もあり、実際の出版日に関しては独自で確認する
必要があり得る。
【０１６７】
　本明細書および添付の特許請求項で使用する場合、文脈が明らかに別な具合に指示して
いない限り、単数形の「ａ」、「ａｎ」および「ｔｈｅ」は複数形の指示対象を含むこと
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得ることにも注意が必要である。そのようなものとして、この言明は、特許請求項の言及
に関連して「単に」および「だけ」などの排他的用語を使用することに対する根拠として
、または「ネガティブ」な制限を使用することに対する根拠として機能することが意図さ
れている。
【０１６８】
　この開示を読めば当業者にとっては明らかなように、ここで開述および例証されている
個々の実施形態のそれぞれは、本発明の範囲または精神から逸脱することなく他の幾つか
のいずれかの実施形態の特徴から容易に分離し、またはそのような特徴と容易に組み合わ
せることができる個別的な構成要素および特徴を有している。言及されているあらゆる方
法は、言及されている事象の順番でまたは論理的に可能なあらゆる他の順番で実施するこ
とができる。
【０１６９】
　これまでに、理解を明確にする目的で、本発明を例証および実施例によりかなり詳細に
説明してきたが、この発明の教示に照らし、当業者にとっては、当然の如く、添付の特許
請求項の精神または範囲から逸脱することなく、そこへ特定の変更および修飾を成し得る
ことが明らかであろう。
【０１７０】
　従って、これまでの説明は単に本発明の原理を例証するものである。当業者であれば、
ここでは明確には説明されておらず、または示されていないが、本発明の原理を具現化し
、且つ、本発明の精神および範囲に含まれる様々なアレンジを工夫できることが認識され
よう。更に、ここで言及されているすべての実施例および条件説明は、主に、読者が本発
明の原理およびその技術を促進させるために本発明者らにより与えられる概念を理解する
のに役立たせることを意図したものであり、また、そのような具体的に言及されている実
施例および条件への限定を伴うものではないものと解釈すべきである。更に、本発明の原
理、態様および実施形態、ならびに本発明の特定の実施例について言及しているここでの
すべての言明は、それの構造的同等物と機能的同等物との両方を包含すべく意図されてい
る。更に、そのような同等物が現在公知の同等物と将来開発される同等物、即ち、構造の
如何にかかわらず同じ機能を果たす、将来開発されるあらゆるエレメントとの両方を含む
ことも意図されている。従って、本発明の範囲は、本明細書で示され、説明されている例
証的な実施形態に限定されることが意図されていない。もっと正確に言えば、本発明の範
囲および精神は添付の特許請求項により具体化されている。
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