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(57)【要約】
　注入ポンプ自動化システムおよび方法は、注入ポンプ
と、注入ポンプと、リモートプロセッサとを含む。この
リモートプロセッサは、注入ポンプに対して遠隔であり
、コントローラインタフェースと、コントローラとを含
み、したがって、コントローラは、注入ポンプと双方向
に通信し、注入ポンプの現在の注入状態および現在の注
入ポンプユーザインタフェース状態を決定し、注入ポン
プの注入状態を変更するコマンドを外部サーバから受け
付ける。コントローラは、コマンドが、注入ポンプの現
在の注入状態および現在の注入ポンプユーザインタフェ
ース状態と一致するかどうか判断し、コマンドが正常に
実行されることが可能な場合、コマンドを実行し、コマ
ンドが正常に実行されることを確認する。



(2) JP 2016-537175 A 2016.12.1

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　注入ポンプユーザインタフェースならびに関連付けられた注入ポンプ注入状態および注
入ポンプユーザインタフェース状態を有する注入ポンプと、
　前記注入ポンプに対して遠隔であるリモートプロセッサと
を備える注入ポンプ自動化システムであって、
　前記リモートプロセッサは、
　　コントローラインタフェース、および
　　前記コントローラインタフェースと結合されたコントローラ
を備えており、
　　前記コントローラは、
　　　前記注入ポンプと双方向に通信し、
　　　前記注入ポンプの現在の注入状態および現在の注入ポンプユーザインタフェース状
態を決定し、
　　　前記注入ポンプの前記注入状態を変更するコマンドを受け付け、
　　　前記注入ポンプの前記注入状態を変更する前記コマンドが、前記注入ポンプの前記
現在の注入状態と一致するかどうか、および前記現在の注入ポンプユーザインタフェース
状態と一致するかどうか判断し、
　　　前記注入ポンプの前記注入状態を変更する前記コマンドが、前記コマンド、前記注
入ポンプの前記現在の注入状態、および前記現在の注入ポンプユーザインタフェース状態
に基づいて、正常に実行されることが可能な場合、前記注入ポンプの前記注入状態を変更
する前記コマンドを実行し、
　　　前記コマンドが正常に実行されることを確認する
　　ように構成された、
注入ポンプ自動化システム。
【請求項２】
　前記コントローラが、前記注入ポンプを、薬物、用量、および患者と関連付けるように
さらに構成される、請求項１に記載の注入ポンプ自動化システム。
【請求項３】
　前記コントローラが、前記コマンドを、特定のタイプの注入ポンプと関連付けられた注
入固有コマンドに変換するようにさらに構成される、請求項１に記載の注入ポンプ自動化
システム。
【請求項４】
　前記注入ポンプの前記注入状態を変更する前記コマンドが、薬物と、用量と、患者とを
備える、請求項１に記載の注入ポンプ自動化システム。
【請求項５】
　前記注入ポンプが、前記注入ポンプユーザインタフェース上に前記コマンドを表示する
ように構成される、請求項１に記載の注入ポンプ自動化システム。
【請求項６】
　前記コントローラが、前記注入ポンプから確認入力ボタン要求を受け付けるようにさら
に構成される、請求項１に記載の注入ポンプ自動化システム。
【請求項７】
　前記コントローラが、注入を開始するために、シミュレーションボタンプレスコマンド
を前記注入ポンプに送るようにさらに構成される、請求項６に記載の注入ポンプ自動化シ
ステム。
【請求項８】
　前記コントローラが、前記注入ポンプの手動制御引き継ぎを可能にするために、使用者
から、前記注入ポンプユーザインタフェースからの入力を取得するようにさらに構成され
る、請求項６に記載の注入ポンプ自動化システム。
【請求項９】
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　前記コントローラが、注入ステータスをログファイルにログ記録するようにさらに構成
される、請求項７に記載の注入ポンプ自動化システム。
【請求項１０】
　前記コントローラが、前記コマンドの前記実行の前に使用者を認証するようにさらに構
成される、請求項１に記載の注入ポンプ自動化システム。
【請求項１１】
　前記コントローラが、前記注入ポンプを、少なくとも２つのポンプチャネルと関連付け
るようにさらに構成される、請求項２に記載の注入ポンプ自動化システム。
【請求項１２】
　前記コントローラが、前記少なくとも２つのポンプチャネルの各々の上の前記薬物を検
証するようにさらに構成される、請求項１１に記載の注入ポンプ自動化システム。
【請求項１３】
　注入ステータスをログファイルにログ記録するようにさらに構成された前記コントロー
ラが、前記注入の持続時間の終結時に生じ、前記持続時間は、あらかじめ定義された値で
ある、請求項７に記載の注入ポンプ自動化システム。
【請求項１４】
　前記コマンドが、前記コントローラに対して遠隔の外部サーバから生成されるように構
成される、請求項１に記載の注入ポンプ自動化システム。
【請求項１５】
　コントローラと注入ポンプとの間で双方向に通信することであって、
　　前記注入ポンプが、注入ポンプユーザインタフェースと、関連付けられた注入ポンプ
注入状態と注入ポンプユーザインタフェース状態とを含み、
　　前記コントローラがリモートプロセッサの一部であり、
　　前記リモートプロセッサが、前記注入ポンプに対して遠隔であり、前記コントローラ
と結合されたコントローラインタフェースを含む、
　通信することと、
　前記コントローラを使用して、前記注入ポンプの現在の注入状態および現在の注入ポン
プユーザインタフェース状態を決定することと、
　前記コントローラを使用して、前記注入ポンプの前記注入状態を変更するコマンドを受
け付けることと、
　前記コントローラを使用して、前記注入ポンプの前記注入状態を変更する前記コマンド
が、前記注入ポンプの前記現在の注入状態と一致するかどうか、および前記現在の注入ポ
ンプユーザインタフェース状態と一致するかどうか判断することと、
　前記注入ポンプの前記注入状態を変更する前記コマンドが、前記コマンド、前記注入ポ
ンプの前記現在の注入状態、および前記現在の注入ポンプユーザインタフェース状態に基
づいて、正常に実行されることが可能な場合、前記コントローラを使用して、前記注入ポ
ンプの前記注入状態を変更する前記コマンドを実行することと、
　前記コントローラを使用して、前記コマンドが正常に実行されることを確認することと
　を含む注入ポンプ自動化方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の１つまたは複数の実施形態は、注入ポンプ自動化およびリモートで生成および
トリガされた１つまたは複数のコマンドの実行の分野に関する。詳細には、１つまたは複
数の実施形態は、１つまたは複数のコマンドを実行する前に、そのようなコマンドが正常
に実行され得るかどうかを、注入ポンプの所望の注入状態、注入ポンプの現在の注入状態
、および現在の注入ポンプユーザインタフェース状態に基づいて適格とする（ｑｕａｌｉ
ｆｙ）システムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　自動化された薬物送達システムに関する現在の解決策は、一般的に、３つの主要構成要
素すなわち診断デバイスまたは診断センサと閉ループ制御アルゴリズムと注入システムと
を有するデバイスを伴う。そのようなデバイスは、一般に、連続的な方式または定期的な
方式で通信する分散システムの一部になるように統合されてよい。連続的な方式または定
期的な方式の通信を使用する際、一般的には、注入システムは、静脈内経路または皮下経
路などの任意の数の送達経路を含んでよい。そのうえ、現在の解決策を使用すると、３つ
の主要なデバイス構成要素は、通常、１つまたは複数のイベントが適切な方式で行われる
ことを保証する高レベル協調ソフトウェアシステムによって管理される。
【０００３】
　たとえば、自動化された薬物送達のための１つの典型的なシステムは、経時的に観測さ
れ得る患者のグルコースレベルに基づいてインスリンレベルが自動的に調整される、グル
コースを管理するための人工膵臓すなわち閉ループ制御システムを含む。そのようなシス
テムを使用する際、一般に、調整は、経時的に送達されることになるインスリン量および
／または栄養素量を計算するために、観測されたグルコース値と所望のグルコース値との
間の誤差係数を使用する適応制御システムによって指示される。他の類似のシステムが、
抗凝固管理、疼痛管理、流体管理、心血管パラメータの制御、および鎮静管理に使用され
る。
【０００４】
　現在の自動化された薬物送達システムの別の例は、一般的に、リモートコマンドを使用
して、ＩＶ注入を初期化、ＩＶ注入のパラメータを変更、またはＩＶ注入の状態を修正す
る。そのようなシステムでは、たとえば、コマンドは、入力デバイスを使用して、または
特定の治療目的を達成するように設計されたコンピュータ化された決定支援システムを使
用して、介護者によって生成される。
【０００５】
　たとえば、「Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　ｆｏｒ　Ｇｌｕｃ
ｏｓｅ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ」という名称のＤｉｘｏｎらの米国特許公
報第２０１０／００９５２２９号は、使用者がアイコン間をナビゲートし、グルコースデ
ータを表示する１つまたは複数の出力を選択し得る、ナビゲーションの助けを用いたグル
コースの制御のためのグラフィカルユーザインタフェースを開示する。しかしながら、こ
のシステムは、注入ポンプの注入状態を変更するためにコマンドを受け付け、正常に実行
されるために、このコマンドが注入ポンプの現在の注入状態と一致するかどうか決定し得
る、注入ポンプの自動化されたシステムの教示または提案が欠如しているように思われる
。
【０００６】
　「Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍａｉｎｔａｉｎｉｎｇ　Ｄｒｕｇ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏ
ｎ　ａｎｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｎｇ　ｗｉｔｈ　Ｍｅｄｉｃａｔｉｏｎ　Ｄｅｌｉ
ｖｅｒｙ　ｄｅｖｉｃｅｓ」という名称のＨｏｗａｒｄらの米国特許公報第２００７０２
１３５９８号は、薬品データを管理し、送達デバイスと通信するためのシステムを開示す
る。しかしながら、このシステムは、注入ポンプの注入状態を変更するためにコマンドを
受け付け、正常に実行されるために、このコマンドが注入ポンプの現在の注入状態と一致
するかどうか決定し得る、注入ポンプの自動化されたシステムの教示または提案が欠如し
ているように思われる。
【０００７】
　「Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｄｉｓｐｌａｙｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ　ａｎｄ　Ｉｎｆｏ
ｒｍａｔｉｏｎ　Ｄｉｓｐｌａｙｉｎｇ　Ｍｅｔｈｏｄ」という名称のＳａｓａｋｉらの
米国特許公報第２００８０３２０３８７号は、グラフィカルユーザインタフェース画面を
分析し、指定された情報の分析のために表示された情報を記憶し、管理することに関連す
る情報表示デバイスを開示する。Ｓａｓａｋｉらのシステムは、注入ポンプの注入状態を
変更するためにコマンドを受け付け、正常に実行されるために、このコマンドが注入ポン
プの現在の注入状態と一致するかどうか決定し得る、注入ポンプの自動化されたシステム
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の教示または提案が欠如しているように思われる。
【０００８】
　「Ｂｉｏｍｅｔｒｉｃ　Ｍｕｌｔｉ－Ｐｕｒｐｏｓｅ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ，Ｐａｙｒｏ
ｌｌ　ａｎｄ　Ｗｏｒｋ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　Ｒｅｌａｔｅ
ｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ」という名称のＡｉｓｓａの米国特許公報第２００８００４１９４２
号は、使用者を認証するために、指紋読み取り装置、または使用者からの他の生体認証情
報を使用する生体認証端末を開示し、したがって、セキュリティを提供する。しかしなが
ら、このシステムおよび関連方法は、注入ポンプの注入状態を変更するためにコマンドを
受け付け、正常に実行されるために、このコマンドが注入ポンプの現在の注入状態と一致
するかどうか決定し得る、注入ポンプの自動化されたシステムの教示または提案が欠如し
ているように思われる。
【０００９】
　「Ｆｌｕｉｄ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅ
ｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｇｌｕｃｏｓｅ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ」
という名称のＲｕｌｅの米国特許公報第２０１００１２１１７０号は、血糖コントロール
の目的で、体液などの試料中の濃度を決定するための方法およびシステムを開示する。た
とえば、Ｒｕｌｅの要素は、リモート通信インタフェースを介したグルコース管理および
患者への投薬に関連する。しかしながら、このシステムおよび方法は、注入ポンプの注入
状態を変更するためにコマンドを受け付け、正常に実行されるために、このコマンドが注
入ポンプの現在の注入状態と一致するかどうか決定し得る、注入ポンプの自動化されたシ
ステムの教示または提案が欠如しているように思われる。
【００１０】
　「Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｉｎｖｏｉｃｉ
ｎｇ　ｆｏｒ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｂｅｔｗｅｅｎ　ａｎ　Ｉｍｐｌａｎｔ
ａｂｌｅ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｄｅｖｉｃｅ　ａｎｄ　ａ　Ｒｅｍｏｔｅ　Ｃｏｍｐｕｔｅ
ｒ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｏｒ　Ｈｅａｌｔｈ　Ｃａｒｅ　Ｐｒｏｖｉｄｅｒ」という名称のＨ
ａｌｌｅｒらの米国特許公報第２００１００５１７８７号は、患者に提供される医療サー
ビス用インボイスを自動的に生成するためのシステムを開示しており、たとえば、埋め込
み型医療デバイスは、通信モジュール、携帯電話、インボイスを生成するための手段、お
よびリモートコンピュータシステムと通信することが可能である。通信モジュールおよび
／または携帯電話は、埋め込み型医療デバイスから情報を受信し得るまたはそれにこの情
報を中継し得るが、システムは、注入ポンプの注入状態を変更するためにコマンドを受け
付け、正常に実行されるために、このコマンドが注入ポンプの現在の注入状態と一致する
かどうか決定し得る、注入ポンプの自動化されたシステムの教示または提案が欠如してい
るように思われる。
【００１１】
　「Ｍｅｄｉｃａｔｉｏｎ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ」という名称のＳｃｈ
ｌｏｔｔｅｒｂｅｃｋらの米国特許第７，８３５，９２７号は、薬物が医療ガイドライン
に従って送達されることを確実にするために、薬物投与デバイスに入れられた薬物の送達
パラメータを医療データベースキャリアが比較し得るように、薬物投与が正確にプログラ
ムされていることを確認するためのシステムおよび方法を開示する。薬物送達の情報は制
御システムと介護者施設との間で通信され得るが、Ｓｃｈｌｏｔｔｅｒｂｅｃｋらのシス
テムは、注入ポンプの注入状態を変更するためにコマンドを受け付け、正常に実行される
ために、このコマンドが注入ポンプの現在の注入状態と一致するかどうか決定し得る、注
入ポンプの自動化されたシステムの教示または提案が欠如しているように思われる。
【００１２】
　たとえば、「Ｄｒｕｇ　Ｐｕｍｐ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ」という
名称のＰｅｔｅｒｓｏｎらの米国特許公報第２００１００３１９４４号は、たとえば、薬
品ポンプの自動化された検査のための閉ループシステムを使用する薬品ポンプのリモート
通信および制御のためのコンピュータを含む、薬品ポンプシステムおよび方法を対象とす
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る。コンピュータはまた、たとえば、訓練の目的で薬品ポンプをシミュレートし、薬品ポ
ンプを再プログラムし、薬品ポンプの動作を検査し得る。さらに、データが薬品ポンプに
およびそれから転送されるかのように思われる。しかしながら、Ｐｅｔｅｒｓｏｎらのシ
ステムは、注入ポンプの状態および注入ポンプユーザインタフェースの状態に基づいて注
入コマンドを実行することを開示または提案せず、注入ポンプがコマンドを実行すること
が可能であるかどうか判断し、コマンドが安全かつ正常に実行されたかどうかを確認する
ことを開示または提案しないかのように思われる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　要約すると、既知のシステムは、一般に、グラフィカルユーザインタフェースを分析す
ることを含む。しかしながら、既知のシステムを使用して、たとえば、ＩＶ注入ポンプに
よる１つまたは複数の不適格なコマンドの実行は、一貫性がない、不可能である、または
安全性およびセキュリティの著しいリスクをもたらす可能性がある。現在の注入ポンプ状
態および現在のユーザインタフェース状態を使用して、リモートで生成された１つまたは
複数のコマンドが、安全かつ正常に実行されるのに適格であるかどうか、たとえば、注入
ポンプの注入状態およびその注入療法を変更するのに適格であるかどうかを判断する既知
の注入ポンプシステムは存在しない。少なくとも上記で説明した理由のために、注入ポン
プ自動化システムおよび方法が必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本明細書で説明する１つまたは複数の実施形態は、注入ポンプユーザインタフェースと
、関連付けられた注入ポンプ注入状態と注入ポンプユーザインタフェース状態とを有する
注入ポンプと、リモートプロセッサとを含む、注入ポンプ自動化システムおよび方法に関
連する。本発明の少なくとも１つの実施形態では、リモートプロセッサは、注入ポンプに
対して遠隔であり、コントローラインタフェースと、このコントローラインタフェースと
結合されたコントローラとを含む。
【００１５】
　１つまたは複数の実施形態では、コントローラは、注入ポンプと双方向に通信し、注入
ポンプの現在の注入状態および現在の注入ポンプユーザインタフェース状態を決定し、注
入ポンプの注入状態を、たとえば所望の注入状態に変更するコマンドを受け付け得る。さ
らに、本発明の１つまたは複数の実施形態として、コントローラは、注入ポンプの注入状
態を変更するコマンドが、注入ポンプの現在の注入状態と一致するかどうか、および現在
の注入ポンプユーザインタフェース状態と一致するかどうか判断し得る。次いで、コント
ローラは、注入ポンプの注入状態を変更するコマンドが、コマンド、注入ポンプの現在の
注入状態、および現在の注入ポンプユーザインタフェース状態に基づいて、正常に実行さ
れることが可能な場合、注入ポンプの注入状態を変更するコマンドを実行し得る。次いで
、コントローラは、コマンドが正常に実行されることを確認し得る。１つまたは複数の実
施形態では、コマンドは外部サーバから生成され得、この外部サーバは、コントローラに
対して遠隔である。
【００１６】
　少なくとも１つの実施形態では、コントローラは、注入ポンプを、薬物、用量、および
患者と関連付けられ得る。たとえば、１つまたは複数の実施形態では、注入ポンプの注入
状態を変更するコマンドは、薬物と、用量と、患者とを含み得る。そのうえ、少なくとも
１つの実施形態では、コントローラは、そのコマンドを、たとえば変換器を用いて、特定
のタイプの注入ポンプと関連付けられた注入固有コマンドに変換し得る。本発明の１つま
たは複数の実施形態では、コントローラは、注入ポンプユーザインタフェース上にコマン
ドを表示する、注入ポンプから確認入力ボタン要求を受け付ける、注入を開始するために
シミュレーションボタンプレスコマンドを注入ポンプに送る、またはこれらの任意の組み
合わせを行い得る。１つまたは複数の実施形態として、コントローラは、また、あるいは
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代替的に、注入ポンプの手動制御引き継ぎを可能にするために、使用者から、注入ポンプ
ユーザインタフェースからの入力を取得し得る。少なくとも１つの実施形態では、コント
ローラは、コマンドの実行の前に使用者を認証し得る。
【００１７】
　１つまたは複数の実施形態では、コントローラは、注入ステータスをログファイルにロ
グ記録し得る。たとえば、コントローラは、注入の持続時間の終結時に注入ステータスを
ログ記録し得、注入の持続時間は、あらかじめ定義された値、たとえば約５分であってよ
い。しかしながら、注入の持続時間は、当業者には諒解されるように、注入のタイプに応
じて、５分より多くてもよいし、少なくてもよいことに留意されたい。
【００１８】
　本発明の少なくとも１つの実施形態では、コントローラはまた、注入ポンプを少なくと
も２つのポンプチャネルと関連付け、この少なくとも２つのポンプチャネルの各々の上の
薬物を検証し得る。
【００１９】
　本発明の上記および他の態様、特徴、および利点は、以下の図面に関連して提示される
以下のそのより具体的な説明から、さらに明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】システムの少なくとも１つの実施形態のアーキテクチャ図である。
【図２】システムおよび方法の主要要素のためのフローチャートである。
【図３】システムおよび方法の主要機能要素のための流れ図である。
【図４】図１に示される注入ポンプの例示的なユーザインタフェースを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　次に、注入ポンプの自動化されたシステムおよび方法について、説明する。以下の例示
的な説明では、多数の具体的な詳細は、本発明の実施形態のより完全な理解を提供するた
めに記載される。しかしながら、本発明が、本明細書で説明する具体的な詳細のすべての
態様を組み込むことなく実施され得ることは、当業者には明らかであろう。他の例では、
当業者によく知られている具体的な特徴、量、または測定値は、本発明を不明瞭にしない
ように、詳細に説明しない。本発明の例は本明細書に記載されているが、読者は特許請求
の範囲および任意の等価物の全範囲が本発明の境界を定義するものであることに留意する
べきである。
【００２２】
　図１は、システムの少なくとも１つの実施形態のアーキテクチャ図を示す。図１に示す
ように、本発明の１つまたは複数の実施形態は、注入ポンプユーザインタフェース（図４
を参照されたい）と、関連付けられた注入ポンプ注入状態と注入ポンプユーザインタフェ
ース状態とを有する注入ポンプ１０１と、リモートプロセッサ１０２とを含む、注入ポン
プ自動化システム１００を含む。本発明の少なくとも１つの実施形態では、リモートプロ
セッサは、注入ポンプに対して遠隔であり、コントローラインタフェース１０４と、コン
トローラインタフェース１０４と結合されたコントローラ１０３とを含む。本発明の１つ
または複数の実施形態として、コントローラインタフェース１０４は、カスタムプリント
回路基板（ＰＣＢ）と、リモートプロセッサ１０２上で実行されるソフトウェアを使用し
て注入ポンプ１０１ハードウェアなどの注入ポンプ１０１の直接制御を可能にし得るコン
トローラインタフェースソフトウェアとを含み得る。１つまたは複数の実施形態では、シ
ミュレータ１０７は、ＨＴＴＰ／ＸＭＬに基づくコマンドまたはバイナリコマンドなどの
任意の他のタイプのコマンドを、インターネットプロトコル（ＩＰ）または注入ポンプが
インタフェースする他のコマンドもしくはプロトコルに変換するように、異なるタイプの
注入ポンプのための局所的な（ｌｏｃａｌｉｚｅｄ）インタフェースを提供するために利
用され得る。
【００２３】
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　１つまたは複数の実施形態では、コントローラ１０３は、注入ポンプ１０１と双方向に
通信し、注入ポンプ１０１の現在の注入状態および現在の注入ポンプユーザインタフェー
ス状態を決定し、注入ポンプ１０１の注入状態を変更するコマンドを受け付け得る。さら
に、本発明の１つまたは複数の実施形態として、コントローラ１０３は、注入ポンプ１０
１の注入状態を変更するコマンドが、注入ポンプ１０１の現在の注入状態と一致するかど
うか、および現在の注入ポンプユーザインタフェース状態と一致するかどうか判断し得る
。そうであれば、注入ポンプ１０１の注入状態を変更するコマンドが、コマンド、注入ポ
ンプの現在の注入状態、および現在の注入ポンプユーザインタフェース状態に基づいて、
正常に実行されることが可能な場合、コントローラは、注入ポンプ１０１の注入状態を変
更するコマンドを実行し得る。コントローラはまた、コマンドが正常に実行されることを
確認し得る。１つまたは複数の実施形態では、コマンドが、シミュレータ１０７を介して
、または（以下で図３に関して説明するように）外部サーバを介して、プロセッサ１０２
内でローカルに生成されてよく、外部サーバはプロセッサ１０２に対して遠隔であり、外
部サーバは、患者および／またはヘルスケア提供者システムであってよい。１つまたは複
数の実施形態では、外部サーバから生成された、生成されたコマンドは、指定されたディ
レクトリ内に保存された１つまたは複数のファイルを含んでよく、外部サーバは、自動的
に、または手動で使用者および／もしくはヘルスケア提供者を介して、患者と薬物と用量
とポンプチャネルデータとを含む１つまたは複数のファイルを書き込み得る。１つまたは
複数の実施形態では、１つまたは複数のファイルは、拡張マークアップ言語（ＸＭＬ）フ
ァイルを含み得る。たとえば、使用者は、使用者識別情報および注入ポンプ識別バーコー
ドを１つまたは複数のファイルに入力することがある。１つまたは複数の実施形態では、
ＸＭＬファイルなどのファイルは、ＨＴＴＰ　ｐｏｓｔ要求および応答を介して通信して
もよいし、他の任意の方式で通信してもよいし、他の任意の通信プロトコルを使用して通
信してもよい。
【００２４】
　少なくとも１つの実施形態では、コントローラ１０３は、注入ポンプ１０１を、薬物、
用量、および患者と関連付け得、たとえば、１つまたは複数の実施形態では、注入ポンプ
１０１の注入状態を変更するコマンドは、薬物、用量、および患者を含み得る。１つまた
は複数の実施形態では、薬物は、たとえば、インスリンおよびデキストロースのうちの１
つまたは複数を含み得る。そのうえ、少なくとも１つの実施形態では、コントローラ１０
３は、たとえば、ブリッジまたは変換器１０６をコントローラインタフェース１０４の一
部として使用して、コマンドを、特定のタイプの注入ポンプと関連付けられた注入固有コ
マンドに変換し得る。少なくとも１つの実施形態では、コントローラインタフェース１０
４は、自動化サーバ１０５も含み得る。自動化サーバ１０５は、たとえば、１つまたは複
数の記述されたファイル、コマンド、およびこれらの１つまたは複数のコマンドと関連付
けられたデータ、またはそれらの任意の組み合わせを検出するように、注入ポンプ１０１
、コントローラ１０３、および外部サーバのうちの１つまたは複数から１つまたは複数の
ディレクトリをポーリングするために、たとえば、シミュレータ１０７を介してコントロ
ーラ１０３、変換器１０６、および注入ポンプ１０１と双方向に通信し得る。自動化サー
バは、注入ポンプ１０１が、通信および／または所望の注入に適したモードであるかどう
か判断するために、ファイル、コマンド、および／またはデータを通信し得る。
【００２５】
　本発明の１つまたは複数の実施形態では、コントローラ１０３は、タッチスクリーンデ
ィスプレイなどのディスプレイを使用して、注入ポンプユーザインタフェース上にコマン
ドを表示し、注入ポンプ１０１から確認入力ボタン要求を受け付け、注入を開始するため
に注入ポンプ１０１にシミュレーションボタンプレスコマンドを送り得る。本発明の少な
くとも１つの実施形態では、注入ポンプ１０１は、生成されたコマンドに関連付けられた
注入ポンプ１０１のハードウェアおよび／またはソフトウェアに含まれる薬品ライブラリ
などを使用して、注入ポンプ１０１の中から指定されたプログラムを即座かつ自動的に実
行し得る。１つまたは複数の実施形態として、コントローラ１０３は、さらに、または代
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替的に、注入ポンプ１０１の手動制御引き継ぎを可能にするために、使用者から、注入ポ
ンプユーザインタフェースからの入力を取得し得る。少なくとも１つの実施形態では、コ
ントローラ１０３は、コマンドの実行の前に使用者を認証し得る。
【００２６】
　１つまたは複数の実施形態では、コントローラ１０３は、注入ステータスをログファイ
ルにログ記録し得、ログファイルは、指定されたディレクトリに転送され得る。たとえば
、コントローラは、注入の持続時間の終結時に注入ステータスをログ記録し得、注入の持
続時間は、任意のあらかじめ定義された値、たとえば約５分であってよい。少なくとも１
つの実施形態では、ログ注入ステータスは、注入された薬物の量を含み得る。ひとたび注
入が作動されると、リモートプロセッサ１０２によって、たとえば、１つまたは複数の実
施形態では、注入が、１人または複数のヘルスケア提供者などの１人または複数の使用者
から、注入ポンプユーザインタフェースを介する場合を除いて、中断されないことがある
。しかしながら、注入の持続時間は、当業者には諒解されるように、注入のタイプに応じ
て、５分または任意の他の値より多くてもよいし、少なくてもよいことに留意されたい。
【００２７】
　本発明の少なくとも１つの実施形態では、コントローラ１０３は、注入ポンプ１０１を
少なくとも２つのポンプチャネルと関連付け、この少なくとも２つのポンプチャネルの各
々の上の薬物を検証し得る。少なくとも１つの実施形態では、少なくとも２つのポンプチ
ャネルの各々の上の薬物の検証が、ヘルスケア提供者などの使用者から手動で行われてよ
い。したがって、たとえば、１つまたは複数の実施形態では、自動化サーバ１０５は、注
入ポンプ１０１が通信および／または所望の注入に適したモードであることを確認するた
めに、シミュレータ１０７を介して少なくとも２つのポンプチャネルの１つまたは複数の
適切なチャネルに１つまたは複数のファイル、ログファイル、コマンド、およびデータを
通信し得る。
【００２８】
　図２は、システムおよび方法の主要要素のためのフローチャートを示す。図２に示すよ
うに、２０１では、コントローラ１０３は、ユーザインタフェースを有する注入ポンプ１
０１と双方向に通信し、２０２において、注入ポンプ１０１の現在の注入状態および現在
の注入ポンプユーザインタフェース状態を決定し得る。そのうえ、少なくとも１つの実施
形態では、コントローラは、２０３において注入ポンプ１０１の注入状態を変更するコマ
ンドを受け付け、２０４において、注入ポンプ１０１の注入状態を変更するコマンドが注
入ポンプの現在の注入状態と一致し、現在の注入ポンプユーザインタフェース状態と一致
するかどうかを判断し得る。１つまたは複数の実施形態として、コントローラ１０３は、
２０５において、注入ポンプ１０１の注入状態を変更するコマンドが、コマンド、注入ポ
ンプ１０１の現在の注入状態、および現在の注入ポンプユーザインタフェース状態に基づ
いて、正常に実行されることが可能な場合、注入ポンプ１０１の注入状態を変更するコマ
ンドを実行し、２０６において、コマンドが正常に実行されることを確認し得る。たとえ
ば、本発明の実施形態は、健全性（ｓａｎｉｔｙ）チェックとして注入ポンプのユーザイ
ンタフェースをチェックして、注入ポンプの状態が注入ポンプユーザインタフェースに反
映されるおよび／またはその逆であるかどうかを判断し得る。所望の注入を実施する前の
注入ポンプの状態のこのレベルのしっかりした決定は、当技術分野では知られておらず、
たとえば現在の注入に基づいて危険なことがある注入を実施しようとする前にユーザイン
タフェースおよび注入状態をチェックすることによって、生命を守り得る。
【００２９】
　図３は、システムおよび方法の主要機能要素のための流れ図を示す。図３に示すように
、システム１００は、外部サーバ３０１をさらに含み得る。外部サーバ３０１は、少なく
とも１つの実施形態では、リモートプロセッサ１０２および注入ポンプ１０１と通信する
。しかしながら、当業者が諒解するように、外部サーバ３０１、リモートプロセッサ１０
２、および注入ポンプ１０１の間の通信は双方向通信を含み得ることに留意されたい。図
３に示すように、外部サーバ３０１は、１つまたは複数の実施形態として、たとえば通信
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インタフェース（図示せず）を使用してリモートプロセッサ１０２に中継および送信され
る、注入ポンプ１０１の注入状態を変更するコマンドを生成し得る。通信インタフェース
は、本発明の１つまたは複数の実施形態では、ワイヤレス通信インタフェースおよび／ま
たはハードワイヤード通信インタフェースのうちの１つまたは複数を含み得る。少なくと
も１つの実施形態では、リモートプロセッサ１０２は、注入ポンプ１０１を識別し、現在
存在し、外部サーバ３０１および／または注入ポンプ１０１と関連付けられ得るエラーが
ないかどうかチェックし得る。そのようなエラーとしては、たとえば、通信エラー、接続
エラー、低電力エラー、注入エラー、適合性エラー、またはこれらの任意の組み合わせの
うちの１つまたは複数があり得る。１つまたは複数の実施形態では、リモートプロセッサ
１０２は、注入ポンプ１０１からの注入ポンプ注入状態および注入ポンプユーザインタフ
ェース状態を要求し得る。次いで、リモートプロセッサ１０２からのデータが、たとえば
上記で説明した１つまたは複数の通信インタフェースを使用して、注入ポンプ１０１に中
継および送信される。注入ポンプ１０１は、少なくとも１つの実施形態では、注入ポンプ
注入状態および注入ポンプユーザインタフェース状態を表示し、表示された情報をリモー
トプロセッサ１０２に送信および中継し得る。１つまたは複数の実施形態として、注入ポ
ンプ１０１は、生成されたコマンドを受信し、たとえば手動確認のために、使用者または
ヘルスケア提供者からタッチスクリーンを介して確認を要求し得る。
【００３０】
　１つまたは複数の実施形態では、リモートプロセッサ１０２は、注入ポンプ１０１から
中継および送信された注入ポンプ注入状態および注入ポンプユーザインタフェース状態に
基づいて、外部サーバ３０１から生成されたコマンドを適格とするかどうか決定した。生
成されたコマンドの適格性（ｑｕａｌｉｆｉｃａｔｉｏｎ）は、少なくとも１つの実施形
態では、生成されたコマンドが、注入ポンプ１０１によって、および／または外部サーバ
３０１によって、正常かつ安全に実行されることが可能であるかどうかに基づく。次いで
、リモートプロセッサ１０２は、たとえば、コントローラ１０３を使用して、生成された
コマンドが適格とするかまたは適格としないかを判断し得る。生成されたコマンドが適格
としない場合、少なくとも１つの実施形態では、リモートプロセッサ１０２は、テキスト
ベースのメッセージまたはソフトウェアコードなどの不成功の適格性信号を外部サーバ３
０１に中継および送信し得、次いで、外部サーバ３０１は、生成されたコマンドが不成功
であることを確認し得る。生成されたコマンドが適格とする場合、少なくとも１つの実施
形態では、リモートプロセッサ１０２は、テキストベースのメッセージまたはソフトウェ
アコードなどの成功の適格性信号を中継および送信し、生成されたコマンドを注入ポンプ
１０１に対して実行し得る。１つまたは複数の実施形態では、適格性信号はまた、音声ア
ラート、振動アラート、視覚的アラート、およびピクチャメッセージ、またはこれらの任
意の組み合わせのうちの１つまたは複数を備え得る。
【００３１】
　１つまたは複数の実施形態として、注入ポンプ１０１は、生成されたコマンドを受け付
け、現在の注入ポンプ注入状態および注入ポンプユーザインタフェース状態に基づいて、
注入ポンプ１０１の注入状態を変更する生成されたコマンドが注入ポンプ１０１によって
正常かつ安全に実行され得ることを確認し得る。少なくとも１つの実施形態では、注入ポ
ンプ１０１は、受け付けられた生成されたコマンドおよび成功注入ステータスまたは結果
をリモートプロセッサ１０２に中継および送信し得、リモートプロセッサ１０２は、注入
ポンプ１０１によるコマンド実行を確認し、結果を、注入ポンプ１０１、外部サーバ３０
１、またはリモートプロセッサ１０２と直接または間接的に通信し得る他の任意のユーザ
デバイスのうちの１つまたは複数にブロードキャストし得る。少なくとも１つの実施形態
では、リモートプロセッサ１０２は、たとえばコントローラ１０３を使用して、注入ステ
ータスを１つまたは複数のログファイルにログ記録し、成功コマンド実行、ブロードキャ
ストされた結果、および１つまたは複数の注入ステータスログファイルを外部サーバ３０
１に中継および送信し得る。１つまたは複数の実施形態として、外部サーバ３０１は、成
功コマンド実行、ブロードキャストされた結果、および１つまたは複数の注入ステータス
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ログファイルを受け付け、確認し得る。
【００３２】
　本発明の少なくとも１つの実施形態では、システムは、ナビゲーション認識を含み得、
注入ポンプユーザインタフェース画面を読み、システムが、生成されたコマンドと一致す
ることを検証し得る。本発明の１つまたは複数の実施形態では、システムおよび方法は、
注入ポンプ１０１の注入状態の独立した評価を可能にし、したがって、注入および注入ポ
ンプ１０１のセキュリティを向上させる。さらに、本発明の実施形態は、たとえばリモー
トプロセッサ１０２を使用して、コマンドが注入ポンプ１０１上で正常に実行されたこと
を別個に確認し得る。さらに、本発明の実施形態は、注入ポンプ１０１が、生成されたコ
マンドを受信するのに適した状態であるかどうかを判断し、注入ポンプユーザインタフェ
ースを使用して、ならびに／または送信および中継された情報を介して、表示されるよう
に、注入ポンプ１０１が誤った状態である場合に発生し得る失敗を最小にする。したがっ
て、本発明の実施形態を使用して、システムは、生成されたコマンドおよび注入ポンプ１
０１の自動プログラミングが、注入ポンプソフトウェアを変更または修正することなく達
成され得るかどうかを判断し得る。
【００３３】
　図４は、注入ポンプの例示的なユーザインタフェースを示す。図示のように、ユーザイ
ンタフェース４０１は、たとえば薬品のタイプおよび／または注入率または注入が停止さ
れた場合の警告を示すステータスエリア４１０を含む。２次薬品またはピギーバック薬品
は、たとえば薬品「Ｂ」が、インタフェースの右側に示され得る。ステータスエリア４２
０は、本明細書では停止されたと示される、現在の注入状態を示し得る。ステータスエリ
ア４３０は、たとえば用量ならびに残りの率および／または時間を示し得、注入されるこ
とになっている量（ＶＴＢＩ）、総注入量、または現在の注入に関連する他の任意の情報
も示し得る。ステータスエリア４４０は、アラーム状態、本明細書では「遠位閉塞」を示
し得る。現在の注入状態は、たとえば、これらの値の任意の組み合わせを含み得、注入ポ
ンプから直接的に、またはコントローラへの送信のための注入ポンプユーザインタフェー
スの任意のタイプのデータへの変換を介して、のどちらかで取得され得る。たとえば、１
つまたは複数の実施形態では、注入ポンプユーザインタフェース状態は、光学文字認識を
介して、またはメモリ内のバイナリ値を読み取ることから変換され得、情報を、人間可読
または機械可読のどちらかであるフォーマットに変える。１つまたは複数の実施形態では
、ユーザインタフェース状態は、テキスト、ＨＴＭＬ、ＸＭＬ、または他の任意のフォー
マットに変えられてよい。ユーザインタフェース４０１に示すように、例示的なテキスト
コンバージョン実施形態は、コントローラへの送信のために、以下のテキストベースのメ
ッセージを生じ得る。
【００３４】
　表１－注入ポンプユーザインタフェース状態実施形態
ＰｒｓＣｍｎＷｉｎｄｏｗ　ＩＤ（２）：（ＭａｉｎＷｉｎｄｏｗ）ダンプ開始
　ＰｒｓＷｄｇＡｌａｒｍＭａｎａｇｅｒ　－　ＩＤ（３６１）：ＡｌａｒｍＭａｎａｇ
ｅｒダンプ開始
　　ＰｒｓＷｄｇＡｌａｒｍＤｉｓｐｌａｙ　－　ＩＤ（１３０５）：Ａｌａｒｍ１Ｂｕ
ｔｔｏｎダンプ開始
　　　ＰｒｓＷｄｇＡｌａｒｍＤｉｓｐｌａｙ　－　チャネルＩＤ：Ａ
　　　ＰｒｓＷｄｇＡｌａｒｍＤｉｓｐｌａｙ　－　エラーコード：
　　　ＰｒｓＷｄｇＡｌａｒｍＤｉｓｐｌａｙ　－　基本テキスト：遠位閉塞
　　　ＰｒｓＷｄｇＡｌａｒｍＤｉｓｐｌａｙ　－　分析テキスト：送達が停止された。
　　　ＰｒｓＷｄｇＡｌａｒｍＤｉｓｐｌａｙ　－　治療テキスト：ポンプの下の閉塞を
除去する。送達を再開する。呼び水されない場合、アラームが持続するならば、閉塞感受
性設定をチェックする。
　　　ＰｒｓＷｄｇＡｌａｒｍＤｉｓｐｌａｙ　－　詳細テキスト：送達が停止された。
ポンプの下の閉塞を除去する。送達を再開する。呼び水されない場合、アラームが持続す



(12) JP 2016-537175 A 2016.12.1

10

20

30

40

50

るならば、閉塞感受性設定をチェックする。
　　　ＰｒｓＷｄｇＡｌａｒｍＤｉｓｐｌａｙ　－　緊急度：高
　　　ＰｒｓＷｄｇＡｌａｒｍＤｉｓｐｌａｙ　－　ユーザアクション：ここをプレスし
て、すべてのアラームを最小にする。
　　　ＰｒｓＷｄｇＡｌａｒｍＤｉｓｐｌａｙ　－　経過時間：００：０１：０３
　　ＰｒｓＷｄｇＡｌａｒｍＤｉｓｐｌａｙ　－　ＩＤ（１３０５）：Ａｌａｒｍ１Ｂｕ
ｔｔｏｎダンプ終了
　ＰｒｓＷｄｇＡｌａｒｍＭａｎａｇｅｒ　－　ＩＤ（３６１）：ＡｌａｒｍＭａｎａｇ
ｅｒダンプ終了
　ＰｒｓＣｍｎＷｉｎｄｏｗ　ＩＤ（７）：（ＡｃｈａｎｎｅｌＷｉｎｄｏｗ）ダンプ開
始
　　ＰｒｓＷｄｇＨｅｌｐＴｅｘｔＡｒｅａ　－　ＩＤ（３１０）：ＨｅｌｐＴｅｘｔＡ
ｒｅａダンプ開始
　　　ＰｒｓＷｄｇＰｒｏｍｐｔ　－　ＩＤ（４２４）：ＨｅｌｐｔｅｘｔＬｉｎｅ１Ｐ
ｒｏｍｐｔ　－　テキスト：注入を再開するには、「開始」を押す。始めるには、「開始
遅延」を押す
　　　ＰｒｓＷｄｇＰｒｏｍｐｔ　－　ＩＤ（４２５）：ＨｅｌｐｔｅｘｔＬｉｎｅ２Ｐ
ｒｏｍｐｔ　－　テキスト：カウントダウン。プログラムを見るまたは編集するには、「
基本」ボタン。
　　　ＰｒｓＷｄｇＰｒｏｍｐｔ　－　ＩＤ（４２６）：ＨｅｌｐｔｅｘｔＬｉｎｅ３Ｐ
ｒｏｍｐｔ　－　テキスト：
　　ＰｒｓＷｄｇＨｅｌｐＴｅｘｔＡｒｅａ　－　ＩＤ（３１０）：ＨｅｌｐＴｅｘｔＡ
ｒｅａダンプ終了
　　ＰｒｓＣｍｎＷｉｎｄｏｗ　ＩＤ（８）：（ＴｈｅｒａｐｙＷｉｎｄｏｗ）ダンプ開
始
　　　ＰｒｓＣｍｎＷｉｎｄｏｗ　ＩＤ（３８）：（ＢａｓｉｃＴｈｅｒａｐｙＳｔｏｐ
ｐｅｄＷｉｎｄｏｗ）ダンプ開始
　　　　ＰｒｓＷｄｇＰｒｏｍｐｔ　－　ＩＤ（６１５）：ＮｅａｒＶｉｅｗＤｏｓｅＴ
ｉｔｌｅＰｒｏｍｐｔ　－　テキスト：用量：
　　　　ＰｒｓＷｄｇＰｒｏｍｐｔ　－　ＩＤ（６２６）：ＮｅａｒＶｉｅｗＤｏｓｅＵ
ｎｉｔｓＰｒｏｍｐｔ　－　テキスト：ｍＬ／時
　　　　ＰｒｓＷｄｇＰｒｏｍｐｔ　－　ＩＤ（６１４）：ＮｅａｒＶｉｅｗＤｏｓｅＰ
ｒｏｍｐｔ　－　テキスト：１００
　　　　ＰｒｓＷｄｇＣｈａｎｎｅｌＢｕｔｔｏｎ　－　ＩＤ（１５２６）：Ｄｅｌａｙ
ｅｄＳｔａｒｔＢｕｔｔｏｎ　－　ステータス：アクティブ　テキスト：開始遅延Ａ
　　　　ＰｒｓＷｄｇＣｈａｎｎｅｌＢｕｔｔｏｎ　－　ＩＤ（１５２５）：Ｓｔａｒｔ
ＰｒｏｇｒａｍＢｕｔｔｏｎ　－　ステータス：アクティブ　テキスト：基本開始Ａ
　　　　ＰｒｓＷｄｇＰｒｏｍｐｔ　－　ＩＤ（６３２）：ＮｅａｒＶｉｅｗＶｏｌｕｍ
ｅＩｎｆｕｓｅｄＴｉｔｌｅＰｒｏｍｐｔ　－　テキスト：注入された量：
　　　　ＰｒｓＷｄｇＰｒｏｍｐｔ　－　ＩＤ（６３４）：ＮｅａｒＶｉｅｗＶｏｌｕｍ
ｅＩｎｆｕｓｅｄＵｎｉｔｓＰｒｏｍｐｔ　－　テキスト：ｍＬ
　　　　ＰｒｓＷｄｇＰｒｏｍｐｔ　－　ＩＤ（６３３）：ＮｅａｒＶｉｅｗＶｏｌｕｍ
ｅＩｎｆｕｓｅｄＰｒｏｍｐｔ　－　テキスト：０．４９
　　　　ＰｒｓＷｄｇＰｒｏｍｐｔ　－　ＩＤ（６１８）：ＮｅａｒＶｉｅｗＴｉｍｅＴ
ｉｔｌｅＰｒｏｍｐｔ　－　テキスト：残りの時間：
　　　　ＰｒｓＷｄｇＰｒｏｍｐｔ　－　ＩＤ（６２９）：ＮｅａｒＶｉｅｗＴｉｍｅＵ
ｎｉｔｓＰｒｏｍｐｔ　－　テキスト：ｈｈ：ｍｍ
　　　　ＰｒｓＷｄｇＰｒｏｍｐｔ　－　ＩＤ（６２３）：ＮｅａｒＶｉｅｗＴｉｍｅＰ
ｒｏｍｐｔ　－　テキスト：０１：００
　　　　ＰｒｓＷｄｇＰｒｏｍｐｔ　－　ＩＤ（６１７）：ＮｅａｒＶｉｅｗＶｔｂｉＴ
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ｉｔｌｅＰｒｏｍｐｔ　－　テキスト：ＶＴＢＩ：
　　　　ＰｒｓＷｄｇＰｒｏｍｐｔ　－　ＩＤ（６２８）：ＮｅａｒＶｉｅｗＶｔｂｉＵ
ｎｉｔｓＰｒｏｍｐｔ　－　テキスト：ｍＬ　
　　　　ＰｒｓＷｄｇＰｒｏｍｐｔ　－　ＩＤ（６２２）：ＮｅａｒＶｉｅｗＶｔｂｉＰ
ｒｏｍｐｔ　－　テキスト：９９．６
　　　　ＰｒｓＷｄｇＰｒｏｍｐｔ　－　ＩＤ（６１６）：ＮｅａｒＶｉｅｗＲａｔｅＴ
ｉｔｌｅＰｒｏｍｐｔ　－　テキスト：率：
　　　　ＰｒｓＷｄｇＰｒｏｍｐｔ　－　ＩＤ（６２７）：ＮｅａｒＶｉｅｗＲａｔｅＵ
ｎｉｔｓＰｒｏｍｐｔ　－　テキスト：ｍＬ／時
　　　　ＰｒｓＷｄｇＰｒｏｍｐｔ　－　ＩＤ（６２１）：ＮｅａｒＶｉｅｗＲａｔｅＰ
ｒｏｍｐｔ　－　テキスト：１００
　　　　ＰｒｓＷｄｇＰｒｏｍｐｔ　－　ＩＤ（６１３）：ＮｅａｒＶｉｅｗＣｏｎｃｅ
ｎｔｒａｔｉｏｎＰｒｏｍｐｔ　－　テキスト：
　　　　ＰｒｓＷｄｇＰｒｏｍｐｔ　－　ＩＤ（６１２）：ＮｅａｒＶｉｅｗＩｎｆｕｓ
ｉｏｎＰｒｏｍｐｔ　－　テキスト：他の薬品
　　　　ＰｒｓＷｄｇＰｒｏｍｐｔ　－　ＩＤ（６１１）：ＮｅａｒＶｉｅｗＴｉｔｌｅ
Ｐｒｏｍｐｔ　－　テキスト：Ａ：停止された基本
　　　ＰｒｓＣｍｎＷｉｎｄｏｗ　ＩＤ（３８）：（ＢａｓｉｃＴｈｅｒａｐｙＳｔｏｐ
ｐｅｄＷｉｎｄｏｗ）ダンプ終了
　　　ＰｒｓＷｄｇＫｅｙｐａｄ　ＩＤ（３０７）：ＣｈａｎｎｅｌＫｅｙｐａｄダンプ
開始
　　　　ＰｒｓＷｄｇＢｕｔｔｏｎ　－　ＩＤ（１４７６）：ＰｉｇｇｙｂａｃｋＢｕｔ
ｔｏｎ　－　ステータス：アクティブ　テキスト：ピギーバック
　　　　ＰｒｓＷｄｇＢｕｔｔｏｎ　－　ＩＤ（１３０１）：ＡｄｖａｎｃｅｄＢｕｔｔ
ｏｎ　－　ステータス：非アクティブ　テキスト：詳細
　　　　ＰｒｓＷｄｇＢｕｔｔｏｎ　－　ＩＤ（１４８３）：ＰｒｏｇｒａｍＢｕｔｔｏ
ｎ　－　ステータス：アクティブ　テキスト：基本
　　　　ＰｒｓＷｄｇＢｕｔｔｏｎ　－　ＩＤ（１３３０）：ＢｏｌｕｓＢｕｔｔｏｎ　
－　ステータス：アクティブ　テキスト：ボーラス
　　　　ＰｒｓＷｄｇＫｅｙｐａｄ　ＩＤ（３０７）：ＣｈａｎｎｅｌＫｅｙｐａｄダン
プ終了
　　　ＰｒｓＣｍｎＷｉｎｄｏｗ　ＩＤ（８）：（ＴｈｅｒａｐｙＷｉｎｄｏｗ）ダンプ
終了
　　　ＰｒｓＷｄｇＣｈａｎｎｅｌＴａｂ　－　ＩＤ（１３５３）：ＣｈａｎｎｅｌＡＴ
ａｂＢｕｔｔｏｎダンプ開始
　　　チャネル識別子　－　テキスト：Ａ
　　　ＰｒｓＷｄｇＢｕｔｔｏｎ　－　ＩＤ（１３５３）：ＣｈａｎｎｅｌＡＴａｂＢｕ
ｔｔｏｎ　－　ステータス：アクティブ　テキスト：
　　　状態：用量／量または率の制限なし
　　　　ＰｒｓＷｄｇＰｒｏｍｐｔ　－　ＩＤ（４４２）：ＣｈａｎｎｅｌＴａｂＩｎｆ
ｕｓｉｏｎＰｒｏｍｐｔ　－　テキスト：他の薬品
　　　　ＰｒｓＷｄｇＩｎｆｕｓｉｏｎＩｃｏｎ　－　ＩＤ（３５６）：Ｉｎｆｕｓｉｏ
ｎＩｃｏｎＡ　－　テキスト：基本
　　　ＰｒｓＷｄｇＣｈａｎｎｅｌＴａｂ　－　ＩＤ（１３５３）：ＣｈａｎｎｅｌＡＴ
ａｂＢｕｔｔｏｎダンプ終了
　　　ＰｒｓＷｄｇＣｈａｎｎｅｌＴａｂ　－　ＩＤ（１３５６）：ＣｈａｎｎｅｌＢＴ
ａｂＢｕｔｔｏｎダンプ開始　
　　　チャネル識別子　－　テキスト：Ｂ
　　　　ＰｒｓＷｄｇＢｕｔｔｏｎ　－　ＩＤ（１３５６）：ＣｈａｎｎｅｌＢＴａｂＢ
ｕｔｔｏｎ　－　ステータス：アクティブ　テキスト：
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　　　　ＰｒｓＷｄｇＰｒｏｍｐｔ　－　ＩＤ（４４６）：ＣｈａｎｎｅｌＴａｂＶｏｌ
ｕｍｅＵｎｉｔｓＰｒｏｍｐｔ　－　テキスト：ｍＬ
　　　　ＰｒｓＷｄｇＰｒｏｍｐｔ　－　ＩＤ（４４４）：ＣｈａｎｎｅｌＴａｂＶｏｌ
ｕｍｅＰｒｏｍｐｔ　－　テキスト：０
　　　　ＰｒｓＷｄｇＰｒｏｍｐｔ　－　ＩＤ（４４５）：ＣｈａｎｎｅｌＴａｂＲａｔ
ｅＵｎｉｔｓＰｒｏｍｐｔ　－　テキスト：ｍＬ／時
　　　　ＰｒｓＷｄｇＰｒｏｍｐｔ　－　ＩＤ（４４３）：ＣｈａｎｎｅｌＴａｂＲａｔ
ｅＰｒｏｍｐｔ　－　テキスト：０
　　　ＰｒｓＷｄｇＣｈａｎｎｅｌＴａｂ　－　ＩＤ（１３５６）：ＣｈａｎｎｅｌＢＴ
ａｂＢｕｔｔｏｎ　ダンプ終了
　　　ＰｒｓＷｄｇＰａｔｉｅｎｔＩｎｆｏＢｕｔｔｏｎ　－　ＩＤ（１４７３）：Ｐａ
ｔｉｅｎｔＩｎｆｏＢｕｔｔｏｎダンプ開始
　　　　ＰｒｓＷｄｇＰａｔｉｅｎｔＩｎｆｏＢｕｔｔｏｎ　－　ＩＤ（１４７３）：Ｐ
ａｔｉｅｎｔＩｎｆｏＢｕｔｔｏｎ　－　ステータス：アクティブ
　　　　ＣＣＡテキスト：デフォルト
　　　　患者ＩＤ：
　　　ＰｒｓＷｄｇＰａｔｉｅｎｔＩｎｆｏＢｕｔｔｏｎ　－　ＩＤ（１４７３）：Ｐａ
ｔｉｅｎｔＩｎｆｏＢｕｔｔｏｎダンプ終了
　　　ＰｒｓＷｄｇＢｕｔｔｏｎ　－　ＩＤ（１４０３）：ＦａｒｖｉｅｗＢｕｔｔｏｎ
　－　ステータス：選択されたテキスト：
　　ＰｒｓＣｍｎＷｉｎｄｏｗ　ＩＤ（７）：（ＡｃｈａｎｎｅｌＷｉｎｄｏｗ）ダンプ
終了
　　ＰｒｓＷｄｇＫｅｙｐａｄ　ＩＤ（３０８）：ＤｅｖｉｃｅＫｅｙｐａｄダンプ開始
　　　ＰｒｓＷｄｇＤｅｖｉｃｅＢｕｔｔｏｎ　－　ＩＤ（１３１２）：ＡｌａｒｍＭｉ
ｎｉｍｉｚｅｄＢｕｔｔｏｎ　－　ステータス：非アクティブ　テキスト：アラーム
　　　ＰｒｓＷｄｇＤｅｖｉｃｅＢｕｔｔｏｎ　－　ＩＤ（１５２３）：Ｓｔａｎｄｂｙ
Ｂｕｔｔｏｎ　－　ステータス：アクティブ　テキスト：スタンバイ
　　　ＰｒｓＷｄｇＤｅｖｉｃｅＢｕｔｔｏｎ　－　ＩＤ（１４２７）：ＬｏｃｋＢｕｔ
ｔｏｎ　－　ステータス：アクティブ　テキスト：ロック
　　　ＰｒｓＷｄｇＤｅｖｉｃｅＢｕｔｔｏｎ　－　ＩＤ（１４３８）：ＬｏｇｓＢｕｔ
ｔｏｎ　－　ステータス：アクティブ　テキスト：ログ
　　　ＰｒｓＷｄｇＤｅｖｉｃｅＢｕｔｔｏｎ　－　ＩＤ（１５１０）：Ｓｅｔｔｉｎｇ
ｓＢｕｔｔｏｎ　－　ステータス：アクティブ　テキスト：設定
　　　ＰｒｓＷｄｇＤｅｖｉｃｅＢｕｔｔｏｎ　－　ＩＤ（１４３９）：ＭｏｄｅＢｕｔ
ｔｏｎ　－　ステータス：アクティブ　テキスト：モード
　　ＰｒｓＷｄｇＫｅｙｐａｄ　ＩＤ（３０８）：ＤｅｖｉｃｅＫｅｙｐａｄダンプ終了
　　ＰｒｓＷｄｇＳｔａｔｕｓＢａｒ　－　ＩＤ（３６９）：ＳｔａｔｕｓＢａｒダンプ
開始
　　　ＰｒｓＷｄｇＰｒｏｍｐｔ　－　ＩＤ（３０６）：ＣｕｒｒｅｎｔＴｉｍｅ　－　
テキスト：１０：４２　ＡＭ
　　　ＰｒｓＷｄｇＢａｔｔｅｒｙＩｃｏｎ　－　ＩＤ（３７１）：ＢａｔｔｅｒｙＩｃ
ｏｎ状態：ＢａｔｔｅｒｙＯｎｅＱｔｒＣｈａｒｇｉｎｇ
　　　ＰｒｓＷｄｇＷｉｒｅｌｅｓｓＩｃｏｎ　－　ＩＤ（３７２）：Ｗｉｒｅｌｅｓｓ
Ｉｃｏｎ状態：ＷｉｒｅｌｅｓｓＳｉｇｎａｌＮｏＤｅｖｉｃｅ
　　ＰｒｓＷｄｇＳｔａｔｕｓＢａｒ　－　ＩＤ（３６９）：ＳｔａｔｕｓＢａｒダンプ
終了
ＰｒｓＣｍｎＷｉｎｄｏｗ　ＩＤ（２）：（ＭａｉｎＷｉｎｄｏｗ）ダンプ終了
【００３５】
　１つまたは複数の実施形態では、注入ポンプの現在の注入状態は、コントローラに個別
に送信されてもよいし、またはあるいは、コントローラに知られてもよいし、たとえば人
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間可読フォーマットまたはコンピュータ可読フォーマットのメッセージから取得される現
在の注入ポンプユーザインタフェース状態から得られてもよい。いずれの場合にも、実行
されることになるコマンドは、注入ポンプの注入状態を変更するコマンドが、コマンド、
注入ポンプの現在の注入状態、および現在の注入ポンプユーザインタフェース状態に基づ
いて正常に実行されることが可能な場合、実行される。たとえば、１つのシナリオでは、
コマンドは、インスリンまたは他の薬品の所望の注入を注入するために注入ポンプにつな
がれた投与セットまたはカセットが存在しない場合、実行されない。別のシナリオでは、
コマンドは、注入ポンプが、図４に示すアラームのために現在遮断されている、または別
の注入、もしくはピギーバック動作で別の薬品でさえ送達するのに忙しい場合、実行され
ない。したがって、本発明の実施形態は、可能な最高レベルの安全性を提供する注入送達
に関するあるレベルのしっかりした健全性チェックを提供する。
【００３６】
　本明細書で開示する本発明について、特定の実施形態およびその適用例によって説明し
てきたが、特許請求の範囲に記載される本発明の範囲から逸脱することなく、当業者によ
って、本発明に多数の修正および変形が加えられ得る。

【図１】 【図２】
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