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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
コントローラが、力センサから信号を受信するステップであって、ここで、該信号は、
注射デバイスのステッパモータによってカートリッジのプランジャにかけられる力を表す
ステップと、
コントローラが、電流制御値に対応してステッパモータにかけられる電流を流すステッ
プであって、
ここで、電流制御値は、コンピュータ的に、または、力を表す該信号を該電流制御値に
マッピングするデータベースを用いて定められ、
該電流は、力センサからの信号によって表される力と表された力の所定の分率との合計
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に対応する力を、該ステッパモータがプランジャにかけるのに必要とされる電流であるス
テップと、
を含んでなる、方法。
【請求項２】
所定の値が、所定の固定値である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
ステッパモータによってカートリッジのプランジャにかけられる力を、プランジャに統
合される力センサを用いて測定するステップを含んでなる、請求項１または２に記載の方
法。
【請求項４】
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ステッパモータが、ピストンロッドによってプランジャに力をかけるように構成される
、請求項１〜３のいずれか１項に記載の方法であって、
ピストンロッドに統合される；及び
ピストンロッドとプランジャの間に配置される；
ものの一つである力センサを用いて、ステッパモータによってプランジャにかけられる力
を測定するステップを更に含んでなる、上記方法。
【請求項５】
力センサが、力感応抵抗器、量子トンネル複合センサ及び歪ゲージの一つである、請求
項１〜４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
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コントローラを含んでなる装置であって、
コントローラが、力センサから信号を受信するように構成され、ここで、該信号は、注
射デバイスのステッパモータによってカートリッジのプランジャにかけられる力を表し、
さらに、
コントローラが、電流制御値に対応してステッパモータにかけられる電流を流すように
構成され、
ここで、電流制御値は、コンピュータ的に、または、力を表す該信号を該電流制御値に
マッピングするデータベースを用いて定められ、
該電流は、力センサからの信号によって表される力と表された力の所定の分率との合計
に対応する力を、該ステッパモータがプランジャにかけるのに必要とされる電流である、

20

上記装置。
【請求項７】
所定の値が、所定の固定値である、請求項６に記載の装置。
【請求項８】
プランジャを備えたカートリッジを含んでなる、請求項６または７に記載の装置であっ
て、力センサがプランジャ中に統合され、そしてステッパモータによってプランジャにか
けられる力を測定するように構成される、上記装置。
【請求項９】
力センサ、ステッパモータ及びピストンロッドを含んでなる、請求項６〜８のいずれか
１項に記載の装置であって、ステッパモータが、ピストンロッドによってプランジャに力
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をかけるように構成され、そして力センサが、ステッパモータによってプランジャにかけ
られる力を測定するように構成され、ここで、該力センサは、
ピストンロッドに統合される；
ピストンロッドとプランジャの間に配置される；
ピストンロッドとステッパモータの間に配置される；及び
カートリッジを保持しているカートリッジホルダと装置の別の部分の間に配置される；
ものの一つである；上記装置。
【請求項１０】
請求項６〜９のいずれか１項に記載の装置であって、力センサが、力感応抵抗器、量子
トンネル複合センサ及び歪ゲージのいずれか一つである、上記装置。
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【請求項１１】
力センサ、ステッパモータ、プランジャ及びカートリッジを含んでなる、請求項６〜１
０のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１２】
請求項６〜１１のいずれか１項に記載の装置であって、装置が注射デバイス又は注射デ
バイス用の集積回路である、上記装置。
【請求項１３】
コンピュータプログラムであって、プロセッサに、以下の動作：
力センサから信号を受信するステップであって、ここで、該信号は、注射デバイスのス
テッパモータによってカートリッジのプランジャにかけられる力を表すステップと、
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電流制御値に対応してステッパモータにかけられる電流を流すステップであって、ここ
で、電流制御値は、コンピュータ的に、または、力を表す該信号を該電流制御値にマッピ
ングするデータベースを用いて定められ、ここで、該電流は、力センサからの信号によっ
て表される力と表された力の所定の分率との合計に対応する力を、該ステップモータがプ
ランジャにかけるのに必要とされる電流であるステップと、
を果たすためのコンピュータプログラムを実行させるように構成される、該コンピュータ
プログラム。
【請求項１４】
請求項１３に記載のコンピュータプログラムを用いて暗号化される、コンピュータが読
み取り可能な媒体。
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【請求項１５】
力センサから、信号を受信するための手段であって、ここで、該信号は、注射デバイス
のステッパモータによってカートリッジのプランジャにかけられる力を表す手段と、
電流制御値に対応してステッパモータにかけられる電流を流すための手段であって、こ
こで、電流制御値は、コンピュータ的に、または、力を表す該信号を該電流制御値にマッ
ピングするデータベースを用いて定められ、ここで、該電流は、力センサからの信号によ
って表される力と表された力の所定の分率との合計に対応する力を、該ステップモータが
プランジャにかけるのに必要とされる電流である手段と、
を含んでなる、装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は注射デバイスの分野に関し、さらに詳細には、薬剤用の注射デバイスのモータ
の制御に関する。
【背景技術】
【０００２】
注射デバイス、例えば、注射ペンは、容器から液体物質を強制的に押し出すための伝動
装置を駆動するモータを用いることによって電気機械的に駆動できる。
【０００３】
容器は、例えば、薬剤用のカートリッジであり得る。カートリッジは、ガラス、プラス
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チックなどでできた円筒体を有し得る。カートリッジの第一の端は、針によって突き刺さ
れ得るセプタムによって閉じられ得る。カートリッジの第二の端は、突き刺されるセプタ
ム中の針を通して液体物質又は薬剤を無理やり押し出すために、カートリッジの円筒体内
部を動き得るプランジャによって閉じられ得る。
【０００４】
直流モータを用いると、モータの電流消費と出力トルクの間に直接的な関係がある。つ
まり、モータによって引き出される電気的動力は、モータによって負荷に供される機械的
動力に比例する。このように、モータの回転速度は負荷に依存し、そして負荷における変
化と共に変わる。
【０００５】
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ステッパモータの回転が正確に制御できる故に、注射デバイスに対して、直流モータの
代わりにステッパモータが使用され得る。ステッパモータは、負荷によって取り去られる
機械的動力と無関係に、選択されたステップ数によって回転するように制御でき得る。モ
ータによって駆動される伝動装置の運動量とモータの回転量の間に直接的な関係がある故
、連続したステップにおいて伝動装置を駆動することが可能で、そうすることによって、
液体物質の望まれる用量を排出することが可能である。
【０００６】
マイクロコンピュータは、望まれる用量を達成するべく、そしてステッパモータに対し
て対応する制御信号を発生するべく要求されるステップ数を計算するために採用され得る
。
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【０００７】
ステッパモータの利用可能なトルクは供される電流に主として依存し、一方、回転数は
モータによって供される制御信号にのみ依存する。もし、モータによって供され得るであ
ろうより少ない機械的動力がモータシャフトで取り去られるならば、余分の動力は熱に変
換される。直流モ−タとは対照的に、このように、消費される電力と供される機械的動力
の間には直接的な関係は何もない。
【０００８】
一般的に、電子回路は、ステッパモータのコイルが望まれる回転を得るために活性化さ
れるシーケンスを制御するために使用され、そして電流は、操作電圧及び回転数とは無関
係に一定に保たれる。これは、通常、供される機械的動力に対して要求されるものよりも
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多くの電力が使用されることを意味する。
【０００９】
その結果、エネルギ効率は最適ではない。しかしながら、特に、電池で駆動されるデバ
イスの場合、電池の高い耐久性を得るためには高いエネルギ効率が望ましい。
【００１０】
特許文献１には、ケミカルポンプを駆動するために使用されるステッパモータを制御す
るための装置が述べられている。本装置は、ケミカルポンプの一サイクルの分割インター
バルの各々でケミカルポンプを駆動するために要求される最低電流値を保存するためのラ
ンダムアクセスメモリ、ケミカルポンプのインターバルの各々に対応するステッパモータ
の角度場所を感知するための二つのフォトインタラプタ、及び二つのフォトインタラプタ
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によって感知されるステッパモータの角度場所に従ってステッパモータを制御するための
二つのフォトインタラプタに連結される中央処理装置を含み、ここで、中央処理装置は、
それが、二つのフォトインタラプタによって感知される角度場所に従って、角度場所でケ
ミカルポンプを駆動するために要求される最低電流値を使用するように配置される。
【００１１】
特許文献２は、遠位圧力情報及び他の情報に応じて注入ポンプステッパモータを駆動し
ている電流値を修正することを示唆している。遠位圧力は、薬剤を静脈注射する際に注入
ポンプによって生み出される前進圧力に抗している背圧である。通常のタイプのポンプを
用いて、滴下スタンド上のバッグ又は瓶から静脈注射針に導いているプラスチックチュー
ブは特定のゲートを通過し、そこで、それは閉じられる点を前に向かって絞り出すための
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カム機構によって動かされる「指」の列の間に閉塞される（occluded）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】ＥＰ０
【特許文献２】ＷＯ

４８１

３７６Ａ２号公報

２００５／０９３５３３Ａ１号明細書

【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１３】
力センサから信号を受信することを含む方法が提案される。信号は、注射デバイスのモ
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ータ、例えば、ステッパモータによってカートリッジのプランジャ又は栓にかけられる力
を表す。本方法は、力センサからの信号に関係する電流がモータに流されることになるこ
とを更に含む。つまり、電流は、力センサからの信号に基づいて、又は応じて制御される
。例えば、電流は、或るファクタを乗じられる力から誘導され得る。電流は、固定された
量だけ又は固定された割合だけ更に増大され得る。
【００１４】
更に、コントローラを含む装置が提案される。コントローラは、力センサからの信号を
受信するように構成される。信号は、注射デバイスのモータによってカートリッジのプラ
ンジャにかけられる力を表す。コントローラは、表された力に関係する電流がモータに流
されることになるように更に構成される。
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【００１５】
装置は、専らハードウエアにおいて、又はハードウエアとソフトウエアの組合せにおい
て実行され得るであろう。後者の場合、コントローラは、例えば、マイクロコントローラ
、又はプロセッサを含む如何なる他の種類の制御ユニットでもあり得るであろう。次いで
、プロセッサは、コントローラ中で実行されるソフトウエアを実行するように構成され得
るであろう。装置は、専用的にコントローラを、又は追加の部品を含み得るであろう。そ
れは、例えば、注射デバイス、注射デバイスのための集積回路、又は注射デバイスの如何
なる他のサブユニットでもあり得るであろう。そのようなサブユニットは、コントローラ
に加えて、例えば、モータに電流を流す少なくとも一つのモータ電流ドライバ、モータ、
光センサ、プランジャを含んでいるカートリッジ、及びモータ電流ドライバの制御下でモ
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ータに電流を供するように配置される電池を含み得るであろう。
【００１６】
更に、プロセッサに、提案された方法の行動を実行するためのコンピュータプログラム
を実行させるように構成される、コンピュータプログラムが提案される。
【００１７】
更に、そのようなコンピュータプログラムを用いて暗号化される、コンピュータが読み
取り可能な媒体が提案される。コンピュータが読み取り可能な媒体は、例えば、ＲＯＭ、
フラッシュメモリ、コンパクトディスク、又は如何なる他の種類のメモリであり得るであ
ろう。
【００１８】
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より一般的な表現において、力センサから信号を受信するための手段（ここで、信号は
、注射デバイスのモータ、例えば、ステッパモータによってカートリッジのプランジャに
かけられる力を表す）；及び表された力に関係する電流がモータ、例えば、ステッパモー
タに流されることになる手段を含む装置が更に提案される。本手段は、ハードウエアにお
いて少なくとも部分的に実行され得るか又はそれらはプログラムコードの機能的モジュー
ルであり得るであろう。
【００１９】
本発明は、注射デバイスのモータによって供されなければならないトルクが、カートリ
ッジ中のプランジャを動かすために要求される力に依存するという考えに由来する。この
力は、例えば、プランジャが前に向かって動かされるとき、カートリッジを去る液体の背
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圧、及びプランジャ上に作用している摩擦に依存し得る。この力は力センサを用いて測定
できる。モータでの利用できるトルクは主としてモータに流される電流に依存する故に、
測定される力、ひいては現在要求される機械的動力に依存してモータに流される電流を制
御することが提案される。これは、必要とされそして取りだされるものと同じ量のトルク
が利用されるようになるという効果を有し得る。その結果、より少ないエネルギが熱に変
換され得て、そして注射デバイスの電力消費が減じられ得る。提案された方法の或る実施
態様は、このようにエネルギ効率がよいモータの制御が可能であり得る。もし、注射デバ
イスが電池から電力を引き出すならば、電池の寿命は長くされ得る。
【００２０】
提案された方法の実施態様は、特許文献１において示された方法に対する代替又は補足
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として見られ得る。特許文献１に比べ、提案された方法の或る実施態様は、操作サイクル
が、モータの印された回転角度にマッピングされるインターバルに分割される必要がない
故に、更により適応性がある。更に、提案された方法の或る実施態様は操作サイクルの間
の変化を処理するためにより適している。提案された方法の或る実施態様は、供給された
電流を実際に要求されるトルクによりピッタリと一致させ得る故に、エネルギをもっと節
約するために更にもっと適している。
【００２１】
特許文献２において提示された方法とは対照的に、提案された方法の実施態様は、液体
物質を排出するために、プラスチックチューブを絞る注入ポンプの代わりに、カートリッ
ジ中にプランジャを採用している注射デバイスと共に、同様に使用され得る。特許文献２
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において示唆されたように注入中の背圧の測定は、プランジャを動かすために要求される
力に関する、例えば、静摩擦に関する、如何なる情報をも供するために適していない。
【００２２】
モータ電流ドライバは、適切な電流制御値をモータ電流ドライバに供することによって
、或る電流をモータに流すことになり得るであろう。そのような電流制御値は、例えば、
使用されるべき絶対電流、又は現在使用される電流が或る量だけ増減されるべきであるこ
とを表し得る。それは更にデジタル値又はアナログ値であり得るであろう。電流制御値は
、それが力を表している受け取られる信号に基づいて数学的関数を用いて計算されるとい
う点において、力センサの信号に関係され得るであろう。または、例えば、電流制御値に
対する力を表している受け取られる信号を、データベース又は電気回路を用いてマッピン
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グすることによるなど如何なる別の方法においても定められ得るであろう。
【００２３】
提案された方法は、如何なる望まれる種類のモータ、特に、モータに流される電流の量
に依存するトルクを供する、そしてモータによって利用可能とされるトルクよりも小さな
負荷トルクを取りだすことを可能にする如何なる種類のモータを用いても使用できる。そ
のようなモータは過剰トルク産出モータとして、又は出力トルクを入力電流から連結解除
するモータとしても言及され得るであろう。それらの例はステッパモータ及びスイッチド
リラクタンスモータである。
【００２４】
提案された方法の例示的実施態様において、モータに流されることになる電流は、力セ
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ンサからの信号によって表される力をモータがプランジャにかけることができるのに必要
とされ、所定の固定値だけ増分される電流である。提案された装置の例示的実施態様にお
いて、コントローラは、対応する電流がモータに流れることになるように構成される。提
案されたコンピュータプログラム及びコンピュータが読み取り可能な媒体の例示的実施態
様において、コンピュータプログラムは、対応する電流がモータに流されることになるよ
うに設計され得るであろう。
【００２５】
提案された方法の別の例示的実施態様において、モータに流されることになる電流は、
力センサからの信号によって表される力をモータがプランジャにかけることを可能にする
のに必要とされる、そして表される力の所定の分率だけ増分される電流である。提案され
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た装置の例示的実施態様において、コントローラは対応する電流がモータに流されること
になるように構成され得るであろう。提案されたコンピュータプログラム及びコンピュー
タが読み取り可能な媒体の例示的実施態様において、コンピュータプログラムは、対応す
る電流がモータに流されることになるように設計され得るであろう。
【００２６】
モータの出力で、プランジャを動かすために現在要求されるものよりも少しばかり高い
利用可能なトルクを常に提供することによって、プランジャの信頼できる動きを確保し得
る。例えば、要求される機械的動力の恐らく近付いている増加がこのように考慮できる。
固定値だけの提案された増分及び固定された分率だけの提案された増分は、この目的のた
めに使用され得る、そして特に容易な方法で実行できる例である。

40

【００２７】
モータは、伝動装置、例えば、ピストンロッドを含む伝動装置を介してプランジャに力
をかけ得る。
【００２８】
モータによってプランジャにかけられる力を定めるために、力センサは、モータとプラ
ンジャの間の種々の場所に配置され得る。
【００２９】
提案された方法の例示的実施態様において、本法は、モータによってカートリッジのプ
ランジャにかけられる力を、プランジャ中に統合される力センサを用いて測定することを
含む。提案された装置の例示的実施態様において、装置は、プランジャを有するカートリ
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ッジを含み得るであろうし、ここで力センサはプランジャ中に統合され、そしてモータに
よってプランジャにかけられる力を測定するように構成される。
【００３０】
提案された方法の別の例示的実施態様において、モータはピストンロッドを用いて力を
かけるように構成され、そして本方法は、ピストンロッド中に統合されるか又はピストン
ロッドとプランジャの間に配置されるかどちらかである力センサを用いて、モータによっ
てプランジャにかけられる力を測定することを更に含む。提案された装置の例示的実施態
様において、装置は、力センサ、モータ及びピストンロッドを更に含み得るであろうし（
ここで、モータはピストンロッドを用いてプランジャに力をかけるように構成され、そし
て力センサはモータによってプランジャにかけられる力を測定するように構成される）、
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ここで、力センサはピストンロッド中に統合されるか又はピストンロッドとプランジャの
間に配置されるかのどちらかである。これらの実施態様は、交換可能なカートリッジの場
合に、各カートリッジと共に新しい力センサの供給が要求されないという効果を有する。
【００３１】
力センサのための全ての提案された場所は、プランジャと、プランジャと相互作用して
いるエレメントの間の相対的な動きが通常、全くないと言う利点を有する。そのように、
信頼できる信号をもたらす実行は、幾つかの場合、例えば、モータと伝動装置の間に配置
される力センサを用いるよりも、より容易であり得る。
【００３２】
しかしながら、実行状態に依存して、力センサは、例えば、モータとピストンロッドの
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間、又はモータとプランジャの間に横たわらない場所さえも含むような如何なる他の適切
な場所にも配置され得るであろう。力センサは、もし、モータによってプランジャにかけ
られる力が、この場所で感知され得る力によって反映されるならば、例えば、カーリッジ
を保持しているカートリッジホルダと装置の別の部分の間に配置されるであろう。
【００３３】
提案された方法、提案された装置、提案されたコンピュータプログラム及び、提案され
たコンピュータが読み取り可能な媒体の例示的実施態様において、力センサは、力感応抵
抗器又は量子トンネル複合（ＱＴＣ）センサである。両方の種類のセンサは殆どスペース
を必要とせず、そしてそれらにかけられる圧力が増すと共に抵抗が減ることを示す。力感
応抵抗器は、特に正確であり、そして十分な範囲に亘って絶対的力を表している値を供す
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るのに適している。量子トンネル複合センサは力感応抵抗器よりも小さな抵抗値に達し得
て、そして腐食及び湿度による影響を略完全に受けない。量子トンネル複合センサは、例
えば、印刷可能な量子トンネル複合インクを使用し得るであろうし、それによって非常に
小さな力の測定が可能になる。しかしながら、採用される力センサが、例えば、例えば、
圧電センサ又は歪ゲージのような如何なる他のタイプの力センサでも同等にあり得るであ
ろうことを述べる必要がある。
【００３４】
如何なる示された実施態様の特長も、如何なる他の示された実施態様の特長とも組合せ
られると理解されるべきである。
【００３５】
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本発明の例示的実施態様が図を参照して以下にもっと詳細に述べられるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】注射デバイスの例示的実施態様の模式的ブロック図である。
【図２ａ】図１の注射デバイスの例示的変更例を表している模式的ブロック図である。
【図２ｂ】図１の注射ペンの更なる例示的変更例を表している模式的ブロック図である。
【図２ｃ】図１の注射ペンの更なる例示的変更例を表している模式的ブロック図である。
【図２ｄ】図１の注射ペンの更なる例示的変更例を表している模式的ブロック図である。
【図３】図１の注射デバイスの例示的操作の態様を説明しているフローチャートである。
【図４】図１の注射デバイスの例示的操作中の力を説明している図である。
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【発明を実施するための形態】
【００３７】
図１は、注射デバイス又は本発明の例示的実施態様による、モータ制御を有する装置１
００を示す模式的ブロック図である。
【００３８】
注射デバイス１００は、例えば、インスリンペン又は別の薬剤用の注射ペンのような注
射ペンであり得るであろう。
【００３９】
注射デバイス１００は電池１１１を含み得る。電池は交換可能であるか又は交換不可能
であり得る。それは更に再充電可能であるか又は再充電不可能であり得る。
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【００４０】
電池１１１は注射デバイス１００のモータ電流ドライバ１１２に動力を供給するように
配置される。モータ電流ドライバ１１２は、モータに、例えば、注射デバイス１００のス
テッパモータ１１３にリンクされる。ステッパモータ１１３は注射デバイス１００の伝動
装置１１４と相互作用する。伝動装置１１４は、例えば、ステッパモータ１１３によって
動かされるピストンロッドを含み得る。伝動装置１１４は、例えば、速度を落とし、そし
てトルク又は力を上げるために伝動装置歯車、又はギアボックスを更に含み得る。伝動装
置１１４は、らせん構造、又はナットなどの中を走行しているねじのような、モータ１１
３の軸の回転運動を線形運動に伝える手段を更に含み得る。
【００４１】
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伝動装置１１４はプランジャ１２２上に作用するように配置される。力感応抵抗器１１
５は、伝動装置１１４によってモータ電流ドライバ１１２にかけられる力が力感応抵抗器
１１５にもかけられるように、伝動装置１１４とプランジャ１２２の間に配置される。力
感応抵抗器１１５は代表的な力センサとして使用される。力感応抵抗器１１５は、力がそ
の表面にかけられるとき、力と抵抗の間の公知の関係を用いて抵抗を変える。各抵抗はこ
の目的のために供される力感応抵抗器１１５の端部を介して検出され得る。
【００４２】
プランジャ１２２は、液体物質、例えば、インスリンのような薬剤で満たされるカート
リッジ１２１の一部である。カートリッジ１２１中のプランジャ１２２を設定された量だ
け動かすことによって、液体物質の対応する量がカートリッジ１２１から無理やり押し出
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される。カートリッジ１２１は、複数の用途に対して十分な液体物質を含有し得る。
もし、注射デバイス１００が耐久性のペンであれば、カートリッジ１２１は交換可能であ
る。もし、注射デバイス１００が事前に充填されるならば、注射デバイス１００全体は、
一旦、カートリッジ１２１が空になると廃棄されなければならない。そのように、注射デ
バイス１２１は注射デバイス１００に属すると考えられ得るか又は考えられ得ない。
【００４３】
力感応抵抗器１１５は、注射デバイス１００のマイクロモータ１３１のプロセッサ１３
２のインターフェースにリンクされる。力感応抵抗器１１５とプロセッサ１３２の間に直
接リンクが、又は力感応抵抗器１１５の抵抗の検出を助ける（示されていない）幾つかの
追加の回路を介して間接リンクがあり得ると理解されるべきである。マイクロモータ１３
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１は、例えば、集積回路（ＩＣ）中で実行され得るであろう。
【００４４】
プロセッサ１３２は、例えば、中央処理装置（ＣＰＵ）であり得るであろう。プロセッ
サ１３２は、注射デバイス１００に或る行動を実施させることになる、コンピュータプロ
グラムコードを実行するように構成される。マイクロモータ１３１のメモリ１３３は、プ
ロセッサ１３２によって検索され得るコンピュータプログラムコードを保存する。メモリ
１３３中のコンピュータプログラムコードは電流制御値を定めるためのコードを含む。ま
た、メモリ１３３は、如何なる更なる望まれるコンピュータプログラムコード、例えば、
ステッパモータ１１３が回転されるべきステップ数を定めるための、そして対応する制御
値を定めるためのコード、並びに、注射サイクルを活性化するためのコードをも含み得る
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。また、（示されていない）小さなランダムアクセスメモリは、マイクロモータ１３１中
に、例えば、中間結果を保存するために供され得るであろう。
【００４５】
プロセッサ１３２の更なるインターフェースはモータ電流ドライバ１１２の制御入力に
リンクされ得る。このリンクは、例えば、定められるステップ数によってステッパモータ
１１３のシャフトの回転をもたらすシーケンスにおいて、モータ電流ドライバ１１２がス
テッパモータ１１３のコイルを活性化させることになるように、そして以下に更に述べら
れるであろうように、本発明の例示的実施態様に従って、モータ電流ドライバ１１２がス
テッパモータ１１３の活性化されるコイルに電流を流すことになるように、プロセッサ１
３２によって使用され得る。モータ電流ドライバ１１２の少なくとも一部、例えば、制御
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ロジック部分はプロセッサ１３２と統合され得る。
【００４６】
プロセッサ１３２の更なるインターフェースは注射デバイス１００の伝動装置１１４に
リンクされ得る。ユーザーインターフェース１４１は、例えば、注射デバイス１００によ
って排出されるべき用量を設定するためのダイアルを含み得る。表示される値は、ステッ
パモータ１１３がそれによって回転すべき要求されるステップ数にプロセッサ１３２によ
って変換され得る。ユーザーインターフェース１４１は、例えば、設定された用量の排出
を活性化するためのボタンを更に含み得る。更に、ユーザーインターフェース１４１は設
定された用量、電池の状態などのような情報を表示するための表示部を含み得る。
【００４７】
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図１の実施態様において、ステッパモータ１１３、伝動装置１１４、及びプランジャ１
２２は、閉ループの制御されたシステムであると考えられ得る。
【００４８】
図１において示された注射デバイス１００は多くの方法で変えられ得るであろう。例え
ば、マイクロモータ１３１は、複数のマイクロコントローラの一つであり得るであろうし
、そして専ら電流の制御に注意し得るであろう。他のマイクロコンピュータは、次いで、
他の機能に対して供され得るであろう。注射デバイス１００は、例えば、表示部又は他の
デバイスとのデータ交換を可能にするデータインターフェースを含む、プロセッサ１３２
に連結される種々の代替又は追加のインターフェースを更に含み得るであろう。メモリ１
３３又は追加のメモリは、例えば、機能的関係として、検索表などとして、受け取られる
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値を制御値にマッピングすることを可能にする少なくとも一つのデータベースを更に保存
し得るであろう。
【００４９】
力感応抵抗器１１５に関する幾つかの他の変形オプションは、図２ａ〜２ｄの模式的ブ
ロック図において示される。
【００５０】
図１は、伝動装置１１４とプランジャ１２２の間に配置される分離したエレメントとし
ての力感応抵抗器１１５を示す一方、力感応抵抗器２１５も、図２ａにおいて説明された
通り、伝動装置のピストンロッド２１４に面するプランジャ２２２の側部でプランジャ２
２２中に統合され得るであろう。この場合にも、力感応抵抗器２１５の抵抗は、モータ２
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１３によってプランジャ２２２にかけられる力を表す。
【００５１】
又は更に、図２ｂにおいて説明された通り、力感応抵抗器３１５は、プランジャ３２２
に面するピストンロッド３１４の端部で、伝動装置のピストンロッド３１４において統合
され得るであろう。この場合にも、力感応抵抗器３１５の抵抗は、モータ３１３によって
プランジャ３２２にかけられる力を表す。
【００５２】
更なる代替例が図２ｃにおいて示される。ここでは、カートリッジ４２１はカートリッ
ジホルダ４２３中に置かれて示され、そして力感応抵抗器４１５は、カートリッジ４２１
中のプランジャ４２２上に作用するために、ピストンロッド１４がカートリッジホルダ４
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２３に入る側と反対側でカートリッジホルダ４２３の隣に配置される。もし、カートリッ
ジホルダ４２３がデバイス中に固定されないならば、ピストンロッド４１４を介してモー
タ４１３によってプランジャ４２２にかけられる力は、カートリッジホルダ４２３が注射
デバイスのケーシングに押し付けられる力と同等である。このように、この場合において
も、力感応抵抗器４１５の抵抗はモータ４１３によってプランジャ４２２にかけられる力
を表す。
【００５３】
更なる例示的実施態様において、力感応抵抗器は、モータが注射デバイスのケーシング
中に保持される位置に配置される。モータは、反対方向だが、プランジャにかけられる力
と実質的に同じ量の抗力を用いてケーシングに押し付けられる。このように、力感応抵抗
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器の抵抗はプランジャにかけられる力を表す。
【００５４】
力感応抵抗器の抵抗が、ステッパモータによってプランジャにかけられる力を表すこと
が確保され得る限り、力感応抵抗器も、構造に依存して、ステッパモータと伝動装置の間
に配置され得るであろう。更なる代替例は図２ｄにおいて示され、ここで力感応抵抗器５
１５は、モータ５１３に面しているピストンロッド５１４の端部に配置される。モータ５
１３は、例えば、ギアボックス又は伝動装置を通して、力感応抵抗器５１５及びピストン
ロッド５１４を介してプランジャ５２２に力をかける。プランジャ５２２は、カートリッ
ジホルダ５２３内のカートリッジ５２１中に配置されて再び説明される。
【００５５】
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図３は、図１の注射デバイス１００の例示的操作の態様を説明しているフローチャート
である。
【００５６】
左手側上に、力感応抵抗器１１５の操作が説明され、中央においてプロセッサ１３２の
操作が説明され、そして右手側上に、モータ電流ドライバ１１２の操作が説明される。
【００５７】
力感応抵抗器１１５は、適宜、その抵抗を変えることによって、ステッパモータ１１３
によってプランジャ１２２にかけられる力を感知する。現在の抵抗、ひいては現在かけら
れている力を表している力はプロセッサ１３２に供される（動作６０１）。
【００５８】
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プロセッサ１３２は値を受け取り（動作６１１）、そして表される力と所定の固定値の
合計に対して要求される電流を表している電流制御値を定める（動作６１２）。また、プ
ロセッサ１３２は、例えば、表される力と、表される力の所定の分率の合計に対して要求
される電流を表している電流制御値を定め得るであろう。
【００５９】
プロセッサ１３２は、コンプータ的に、又は力感応抵抗器１１５から受け取られる値を
電流制御値にマッピングするデータベースを用いて電流制御値を定め得る。もし、所定の
固定値が使用されるとするならば、簡単な計算は、例えば、式
【数１】
40
に基づき得るであろうし、ここで、「ｂ」は電流制御値、「ａ」は受け取られる信号の値
、「ｙ」は力を表している値を電流制御値にマッピングする因子、そして「ｘ1」は電流
制御値に追加される固定値である。括弧
【数２】

はシーリング関数を表し得る。代替式は
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【数３】

であり得るであろうし、ここで、「ｂ」は電流制御値、「ａ」は受け取られる信号の値、
「ｙ」は力を表している値を電流制御値にマッピングする因子、そして「ｘ2」は受け取
られる信号の値に追加される固定値である。このように、力を表している値は電流制御値
に即座に変換され得るであろうし、それは次いで、固定値だけ増大されるか、又は力を表
している値は、それが電流制御値に変換される前に、最初に固定値だけ増大され得るであ
ろう。もし、所定の分率が代わりに使用されるとするならば、式
【数４】

10

が使用され得るであろうし、ここで、「ｂ」は電流制御値、「ａ」は受け取られる信号の
値、「ｙ」は力を表している値を電流制御値にマッピングする因子、そして「ｘ3」は所
定の分率、例えば、電流制御値ａ*ｙの１０パーセントの増加を達成するための０．１で
ある。
【００６０】
定められる電流制御値は、次いで、プロセッサ１３２によってモータ電流ドライバに供
される（動作６１３）。
【００６１】

20

モータ電流ドライバ１１２はステッパモータ１１３に電流制御値に対応する電流を流す
（動作６２１）。
【００６２】
このように、電流制御値を定めてそして供することによって、マイクロモータ１３１は
、モータ電流ドライバ１１２がステッパモータ１１３に、力センサ１１５からの信号に関
係する電流を流すことになる。
【００６３】
プロセッサ１３２は、モータ電流ドライバ１１２に追加の制御値、例えば、上で示され
た制御値を供し得ると理解されるべきである。
【００６４】

30

図４は示された電流制御の効果を説明している図である。
【００６５】
本図は時間（ｔ）に亘る力（Ｆ）を画く。
【００６６】
実線は、各操作サイクル中に一定の供給で、プランジャ１２２を動かすためのに必要と
される力を表す。ステッパモータ１１３が始動されるとき、プランジャ１２２での力は、
静的摩擦に打ち勝ちプランジャ１２２が動き始めるまで上昇する。プランジャ１２２が動
くや否や、操作サイクルを完了するために、そして液体物質の望まれる用量を排出するた
めに、より小さな力が要求される。プランジャ１２２が動くよう設定するために要求され
る力は変わり得る。場合によっては、プランジャ１２２は、長期間使用されなかった後、

40

カートリッジ１２１中で容易には動かされ得ない故に、それは、例えば、最後の操作サイ
クルの時間に依存し得る。
【００６７】
破線は、提示される電流制御を用いてステッパモータ１１３によってかけられ得るであ
ろう最大力を表す。力はプランジャ１２２での力に対応する；それは極僅かだけ後ろが欠
如（lacking behind）しており、そして値「ｘ」だけ増大される。
【００６８】
要求される動きが信頼性あるように達成されるべく、要求されるものより高い力が利用
できることが確保される一方、熱に変換される未使用のエネルギは極僅かであるというこ
とが理解され得る。そのように、エネルギ消費は下げられ、そして電池の寿命は増大され

50

(12)

JP 6087152 B2 2017.3.1

る。
【００６９】
本明細書で使用する用語「薬剤」は、好ましくは、少なくとも１つの薬学的に活性な化
合物を含む医薬製剤を意味し、
ここで、一実施態様において、薬学的に活性な化合物は、最大で１５００Ｄａまでの分
子量を有し、及び／又は、ペプチド、蛋白質、多糖類、ワクチン、ＤＮＡ、ＲＮＡ、抗体
、酵素、抗体、ホルモン、若しくはオリゴヌクレオチド、又は上記の薬学的に活性な化合
物の混合物であり、
ここで、更なる実施態様において、薬学的に活性な化合物は、糖尿病、又は糖尿病性網
膜症などの糖尿病関連の合併症、深部静脈又は肺血栓塞栓症などの血栓塞栓症、急性冠症

10

候群（ＡＣＳ）、狭心症、心筋梗塞、癌、黄斑変性症、炎症、枯草熱、アテローム性動脈
硬化症、及び／又は、関節リウマチの治療、及び／又は、予防に有用であり、
ここで、更なる実施態様において、薬学的に活性な化合物は、糖尿病、又は糖尿病性網
膜症などの糖尿病に関連する合併症の治療、及び／又は、予防のための、少なくとも１つ
のペプチドを含み、
ここで、更なる実施態様において、薬学的に活性な化合物は、少なくとも１つのヒトイ
ンスリン、又はヒトインスリン類似体若しくは誘導体、グルカゴン様ペプチド（ＧＬＰ−
１）、又はその類似体若しくは誘導体、又はエキセンジン−３又はエキセンジン−４、若
しくはエキセンジン−３又はエキセンジン−４の類似体若しくは誘導体を含む。
20

【００７０】
インスリン類似体は、例えば、Ｇｌｙ（Ａ２１）、Ａｒｇ（Ｂ３１）、Ａｒｇ（Ｂ３２
）ヒトインスリン；Ｌｙｓ（Ｂ３）、Ｇｌｕ（Ｂ２９）ヒトインスリン；Ｌｙｓ（Ｂ２８
）、Ｐｒｏ（Ｂ２９）ヒトインスリン；Ａｓｐ（Ｂ２８）ヒトインスリン；ヒトインスリ
ンであり、ここで、Ｂ２８位におけるプロリンは、Ａｓｐ、Ｌｙｓ、Ｌｅｕ、Ｖａｌ又は
Ａｌａで代替され、そして、Ｂ２８位において、Ｌｙｓは、Ｐｒｏで代替されてもよく；
Ａｌａ（Ｂ２６）ヒトインスリン；Ｄｅｓ（Ｂ２８−Ｂ３０）ヒトインスリン；Ｄｅｓ（
Ｂ２７）ヒトインスリン、及びＤｅｓ（Ｂ３０）ヒトインスリンである。
【００７１】
ヒトインスリン誘導体は、例えば、Ｂ２９−Ｎ−ミリストイル−ｄｅｓ（Ｂ３０）ヒト
インスリン；Ｂ２９−Ｎ−パルミトイル−ｄｅｓ（Ｂ３０）ヒトインスリン；Ｂ２９−Ｎ
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−ミリストイルヒトインスリン；Ｂ２９−Ｎ−パルミトイル ヒトインスリン；Ｂ２８−
Ｎ−ミリストイルＬｙｓＢ２８ＰｒｏＢ２９ヒトインスリン；Ｂ２８−Ｎ−パルミトイル
−ＬｙｓＢ２８ＰｒｏＢ２９ヒトインスリン；Ｂ３０−Ｎ−ミリストイル−ＴｈｒＢ２９
ＬｙｓＢ３０ヒトインスリン；

Ｂ３０−Ｎ−パルミトイル−ＴｈｒＢ２９ＬｙｓＢ３０

ヒトインスリン；Ｂ２９−Ｎ−（Ｎ−パルミトイル−γ−グルタミル）−ｄｅｓ（Ｂ３０
）ヒトインスリン；Ｂ２９−Ｎ−（Ｎ−リトコリル−γ−グルタミル）−ｄｅｓ（Ｂ３０
）ヒトインスリン；Ｂ２９−Ｎ−（ω−カルボキシヘプタデカノイル）−ｄｅｓ（Ｂ３０
）ヒトインスリン、及びＢ２９−Ｎ−（ω−カルボキシヘプタデカノイル）ヒトインスリ
ンである。
【００７２】

40

エキセンジン−４は、例えば、エキセンジン−４（１−３９）、Ｈ−Ｈｉｓ−Ｇｌｙ−
Ｇｌｕ−Ｇｌｙ−Ｔｈｒ−Ｐｈｅ−Ｔｈｒ−Ｓｅｒ−Ａｓｐ−Ｌｅｕ−Ｓｅｒ−Ｌｙｓ−
Ｇｌｎ−Ｍｅｔ−Ｇｌｕ−Ｇｌｕ−Ｇｌｕ−Ａｌａ−Ｖａｌ−Ａｒｇ−Ｌｅｕ−Ｐｈｅ−
Ｉｌｅ−Ｇｌｕ−Ｔｒｐ−Ｌｅｕ−Ｌｙｓ−Ａｓｎ−Ｇｌｙ−Ｇｌｙ−Ｐｒｏ−Ｓｅｒ−
Ｓｅｒ−Ｇｌｙ−Ａｌａ−Ｐｒｏ−Ｐｒｏ−Ｐｒｏ−Ｓｅｒ−ＮＨ2配列のペプチドを意
味する。
【００７３】
エキセンジン−４誘導体は、例えば、以下の化合物リスト：
Ｈ−（Ｌｙｓ）４−ｄｅｓＰｒｏ３６，ｄｅｓＰｒｏ３７エキセンジン−４（１−３９
）−ＮＨ2；
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Ｈ−（Ｌｙｓ）５−ｄｅｓＰｒｏ３６，ｄｅｓＰｒｏ３７エキセンジン−４（１−３９
）−ＮＨ2；
ｄｅｓＰｒｏ３６［Ａｓｐ２８］エキセンジン−４（１−３９）；
ｄｅｓＰｒｏ３６［ＩｓｏＡｓｐ２８］エキセンジン−４（１−３９）；
ｄｅｓＰｒｏ３６［Ｍｅｔ（Ｏ）１４，Ａｓｐ２８］エキセンジン−４（１−３９）；
ｄｅｓＰｒｏ３６［Ｍｅｔ（Ｏ）１４，ＩｓｏＡｓｐ２８］エキセンジン−４（１−３
９）；
ｄｅｓＰｒｏ３６［Ｔｒｐ（Ｏ２）２５，Ａｓｐ２８］エキセンジン−４（１−３９）
；
ｄｅｓＰｒｏ３６［Ｔｒｐ（Ｏ２）２５，ＩｓｏＡｓｐ２８］エキセンジン−４（１−

10

３９）；
ｄｅｓＰｒｏ３６［Ｍｅｔ（Ｏ）１４Ｔｒｐ（Ｏ２）２５，Ａｓｐ２８］エキセンジン
−４（１−３９）；
ｄｅｓＰｒｏ３６［Ｍｅｔ（Ｏ）１４Ｔｒｐ（Ｏ２）２５，ＩｓｏＡｓｐ２８］エキセ
ンジン−４（１−３９）；又は
ｄｅｓＰｒｏ３６［Ａｓｐ２８］エキセンジン−４（１−３９）；
ｄｅｓＰｒｏ３６［ＩｓｏＡｓｐ２８］エキセンジン−４（１−３９）；
ｄｅｓＰｒｏ３６［Ｍｅｔ（Ｏ）１４，Ａｓｐ２８］エキセンジン−４（１−３９）；
ｄｅｓＰｒｏ３６［Ｍｅｔ（Ｏ）１４，ＩｓｏＡｓｐ２８］エキセンジン−（１−３９
20

）；
ｄｅｓＰｒｏ３６［Ｔｒｐ（Ｏ２）２５，Ａｓｐ２８］エキセンジン−４（１−３９）
；
ｄｅｓＰｒｏ３６［Ｔｒｐ（Ｏ２）２５，ＩｓｏＡｓｐ２８］エキセンジン−４（１−
３９）；
ｄｅｓＰｒｏ３６［Ｍｅｔ（Ｏ）１４，Ｔｒｐ（Ｏ２）２５，Ａｓｐ２８］エキセンジ
ン−４（１−３９）；
ｄｅｓＰｒｏ３６［Ｍｅｔ（Ｏ）１４，Ｔｒｐ（Ｏ２）２５，ＩｓｏＡｓｐ２８］エキ
センジン−４（１−３９）；
ここで、基−Ｌｙｓ６−ＮＨ2は、エキセンジン−４誘導体のＣ−末端と結合してもよく

30

；
【００７４】
又は以下の配列のエキセンジン−４誘導体：
Ｈ−（Ｌｙｓ）６−ｄｅｓＰｒｏ３６［Ａｓｐ２８］エキセンジン−４（１−３９）−
Ｌｙｓ６−ＮＨ2；
ｄｅｓＡｓｐ２８，Ｐｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８エキセンジン−４（１−３９
）−ＮＨ2；
Ｈ−（Ｌｙｓ）６−ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３８［Ａｓｐ２８］エキセンジン−４（
１−３９）−ＮＨ2；
Ｈ−Ａｓｎ−（Ｇｌｕ）５ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ａｓｐ２８］
エキセンジン−４（１−３９）−ＮＨ2；

40

ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ａｓｐ２８］エキセンジン−４（１−３
９）−（Ｌｙｓ）６−ＮＨ2；
Ｈ−（Ｌｙｓ）６−ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ａｓｐ２８］エキセ
ンジン−４（１−３９）−（Ｌｙｓ）６−ＮＨ2；
Ｈ−Ａｓｎ−（Ｇｌｕ）５−ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ａｓｐ２８
］エキセンジン−４（１−３９）−（Ｌｙｓ）６−ＮＨ2；
Ｈ−（Ｌｙｓ）６−ｄｅｓＰｒｏ３６［Ｔｒｐ（Ｏ２）２５，Ａｓｐ２８］エキセンジ
ン−４（１−３９）−Ｌｙｓ６−ＮＨ2；
Ｈ−ｄｅｓＡｓｐ２８

Ｐｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｔｒｐ（Ｏ２）２５］

エキセンジン−４（１−３９）−ＮＨ2；

50

(14)

JP 6087152 B2 2017.3.1

Ｈ−（Ｌｙｓ）６−ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｔｒｐ（Ｏ２）２５
，Ａｓｐ２８］エキセンジン−４（１−３９）−ＮＨ2；
Ｈ−Ａｓｎ−（Ｇｌｕ）５−ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｔｒｐ（Ｏ
２）２５，Ａｓｐ２８］エキセンジン−４（１−３９）−ＮＨ2；
ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｔｒｐ（Ｏ２）２５，Ａｓｐ２８］エキ
センジン−４（１−３９）−（Ｌｙｓ）６−ＮＨ2；
Ｈ−（Ｌｙｓ）６−ｄｅｓ

Ｐｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｔｒｐ（Ｏ２）２

５，Ａｓｐ２８］エキセンジン−４（１−３９）−（Ｌｙｓ）６−ＮＨ2；
Ｈ−Ａｓｎ−（Ｇｌｕ）５−ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｔｒｐ（Ｏ
10

２）２５，Ａｓｐ２８］エキセンジン−４（１−３９）−（Ｌｙｓ）６−ＮＨ2；
Ｈ−（Ｌｙｓ）６−ｄｅｓＰｒｏ３６［Ｍｅｔ（Ｏ）１４，Ａｓｐ２８］エキセンジン
−４（１−３９）−Ｌｙｓ６−ＮＨ2；
ｄｅｓＭｅｔ（Ｏ）１４，Ａｓｐ２８，Ｐｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８

エキセ

ンジン−４（１−３９）−ＮＨ2；
Ｈ−（Ｌｙｓ）６−ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｍｅｔ（Ｏ）１４，
Ａｓｐ２８］エキセンジン−４（１−３９）−ＮＨ2；
Ｈ−Ａｓｎ−（Ｇｌｕ）５−ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｍｅｔ（Ｏ
）１４，Ａｓｐ２８］エキセンジン−４（１−３９）−ＮＨ2；
ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｍｅｔ（Ｏ）１４，Ａｓｐ２８］エキセ
20

ンジン−４（１−３９）−（Ｌｙｓ）６−ＮＨ2；
Ｈ−（Ｌｙｓ）６−ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｍｅｔ（Ｏ）１４，
Ａｓｐ２８］エキセンジン−４（１−３９）−（Ｌｙｓ）６−ＮＨ2；
Ｈ−Ａｓｎ−（Ｇｌｕ）５，ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８

［Ｍｅｔ（

Ｏ）１４，Ａｓｐ２８］エキセンジン−４（１−３９）−（Ｌｙｓ）６−ＮＨ2；
Ｈ−Ｌｙｓ６−ｄｅｓＰｒｏ３６［Ｍｅｔ（Ｏ）１４，Ｔｒｐ（Ｏ２）２５，

Ａｓｐ

２８］エキセンジン−４（１−３９）−Ｌｙｓ６−ＮＨ2；
Ｈ−ｄｅｓＡｓｐ２８，Ｐｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｍｅｔ（Ｏ）１４，Ｔ
ｒｐ（Ｏ２）２５］エキセンジン−４（１−３９）−ＮＨ2；
Ｈ−（Ｌｙｓ）６−ｄｅｓ

Ｐｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｍｅｔ（Ｏ）１４

，Ａｓｐ２８］エキセンジン−４（１−３９）−ＮＨ2；
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Ｈ−Ａｓｎ−（Ｇｌｕ）５−ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｍｅｔ（Ｏ
）１４，Ｔｒｐ（Ｏ２）２５，Ａｓｐ２８］エキセンジン−４（１−３９）−ＮＨ2；
ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｍｅｔ（Ｏ）１４，Ｔｒｐ（Ｏ２）２５
，Ａｓｐ２８］エキセンジン−４（１−３９）−（Ｌｙｓ）６−ＮＨ2；
Ｈ−（Ｌｙｓ）６−ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｍｅｔ（Ｏ）１４，
Ｔｒｐ（Ｏ２）２５，Ａｓｐ２８］エキセンジン−４（Ｓ１−３９）−（Ｌｙｓ）６−Ｎ
Ｈ2；
Ｈ−Ａｓｎ−（Ｇｌｕ）５−ｄｅｓＰｒｏ３６，Ｐｒｏ３７，Ｐｒｏ３８［Ｍｅｔ（Ｏ
）１４，Ｔｒｐ（Ｏ２）２５，Ａｓｐ２８］エキセンジン−４（１−３９）−（Ｌｙｓ）
６−ＮＨ2；

40

又は前述のいずれかのエキセンジン−４誘導体の薬学的に許容可能な塩若しくは溶媒和物
；
から選択される。
【００７５】
ホルモンは、例えば、ゴナドトロピン(ホリトロピン、ルトロピン、コリオンゴナドト
ロピン、メノトロピン)、ソマトロピン (ソマトロピン)、デスモプレッシン、テルリプレ
ッシン、ゴナドレリン、トリプトレリン、ロイプロレリン、ブセレリン、ナファレリン、
ゴセレリンなどのRote Liste、２００８年版、５０章に表示されている脳下垂体ホルモン
又は視床下部ホルモン又は規制活性ペプチド及びそれらの拮抗剤である。
【００７６】
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多糖類としては、例えば、ヒアルロン酸、ヘパリン、低分子量ヘパリン、又は超低分子
量ヘパリン、若しくはその誘導体などのグルコアミノグリカン、又はスルホン化された、
例えば、上記多糖類のポリスルホン化形体、及び／又は、薬学的に許容可能なその塩があ
る。ポリスルホン化低分子量ヘパリンの薬学的に許容可能な塩の例としては、エノキサパ
リンナトリウム塩がある。
【００７７】
薬学的に許容可能な塩は、例えば、酸付加塩及び塩基塩がある。酸付加塩としては、例
えば、ＨＣｌ又はＨＢｒ塩がある。塩基塩は、例えば、アルカリ又はアルカリ土類金属、
例えば、Ｎａ+、又は、Ｋ+、又は、Ｃａ2+から選択されるカチオン、又は、アンモニウム
イオンＮ+（Ｒ１）（Ｒ２）（Ｒ３）（Ｒ４）を有する塩であり、ここで、Ｒ１〜Ｒ４は

10

互いに独立に、水素；場合により置換されるＣ１−Ｃ６アルキル基；場合により置換され
るＣ２−Ｃ６アルケニル基；場合により置換されるＣ６−Ｃ１０アリール基、又は場合に
より置換されるＣ６−Ｃ１０ヘテロアリール基である。薬学的に許容される塩の更なる例
は、

Remington's Pharmaceutical Sciences

17編、Alfonso R.Gennaro（編集），Mark

Publishing社，Easton, Pa., U.S.A.，1985 及び Encyclopedia of Pharmaceutical Tec
hnologyに記載されている。
【００７８】
薬学的に許容可能な溶媒和物としては、例えば、水和物がある。
【００７９】
提示された実施態様は、添付された請求項の範囲内で多くの方法で変えられ得ると理解
されるべきである。特に、提示された注射ポンプの述べられた部品のすべては例としての
み選択されたもので、種々の部品は省略され又は追加され得て、そして如何なる描かれた
リンクも直接リンク、又は幾つかの他の部品を介した間接リンクであり得る。

【図１】

【図２ａ】
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【図２ｃ】

【図２ｄ】

【図３】
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