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(57)【要約】
体外血液処理中に発行されたアラームに関する情報を表
示するための体外血液処理システム及び方法。例えば、
アラームが発行された際、アラーム領域がグラフィカル
・ユーザ・インターフェースに描写され得る。アラーム
領域は、例えば動作領域を露出させるために、グラフィ
カル・ユーザ・インターフェースの別の領域にドッキン
グされるように構成され得る。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　体外血液処理システムであって、
　動作領域（operations region）を示すように構成されたグラフィカル・ユーザ・イン
ターフェースを備えるディスプレイ装置と、
　前記ディスプレイ装置に動作可能に結合されたコンピューティング装置と
　を備え、前記コンピューティング装置は、
　動作領域を前記グラフィカル・ユーザ・インターフェースに表示し、
　体外血液処理の実行についての問題を示すアラームを発行し、
　アラームが発行された際に、前記発行されたアラームに関連する情報を備えるアラーム
領域を前記動作領域に表示し、
　ユーザに対して、前記動作領域を除く前記グラフィカル・ユーザ・インターフェースの
別の領域に前記アラーム領域をドッキング（dock）させる、
　ように構成された体外血液処理システム。
【請求項２】
　体外血液処理システムのための方法であって、
　動作領域を示すように構成されたグラフィカル・ユーザ・インターフェースを用意する
ことと、
　動作領域を前記グラフィカル・ユーザ・インターフェースに表示することと、
　体外血液処理の実行についての問題を示すアラームを発行することと、
　アラームが発行された際に、前記発行されたアラームに関連する情報を備えるアラーム
領域を前記動作領域に表示することと、
　ユーザに対して、前記動作領域を除く前記グラフィカル・ユーザ・インターフェースの
別の領域に前記アラーム領域をドッキング（dock）させることと
　を備える方法。
【請求項３】
　ステータス領域が前記グラフィカル・ユーザ・インターフェースに更に表示され、前記
アラーム領域は前記ステータス領域にドッキングされる、請求項１乃至２いずれか１項の
システムまたは方法。
【請求項４】
　前記動作領域は、前記ステータス領域よりも大きい、請求項３のシステムまたは方法。
【請求項５】
　体外血液処理システムであって、
　動作領域（operations region）を示すように構成されたグラフィカル・ユーザ・イン
ターフェースを備えるディスプレイ装置と、
　前記ディスプレイ装置に動作可能に結合されたコンピューティング装置と
　を備え、前記コンピューティング装置は、
　ドック領域（dock region）を前記グラフィカル・ユーザ・インターフェースに表示し
、
　体外血液処理の実行についての問題を示すアラームを発行し、
　アラームが発行された際に、前記発行されたアラームに関連する情報を備えるアラーム
領域を前記グラフィカル・ユーザ・インターフェースに表示し、
　ユーザに対して、前記ドック領域に前記アラーム領域をドッキングさせる、
　ように構成された体外血液処理システム。
【請求項６】
　体外血液処理システムのための方法であって、
　ドック領域（dock region）を示すように構成されたグラフィカル・ユーザ・インター
フェースを用意することと、
　ドック領域を前記グラフィカル・ユーザ・インターフェースに表示することと、
　体外血液処理の実行についての問題を示すアラームを発行することと、
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　アラームが発行された際に、前記発行されたアラームに関連する情報を備えるアラーム
領域を前記グラフィカル・ユーザ・インターフェースに表示することと、
　ユーザに対して、前記ドック領域に前記アラーム領域をドッキングさせることと、
　を備える方法。
【請求項７】
　前記アラーム領域は、前記アラーム領域をドッキングするためにユーザによって選択さ
れるように構成されたドックエリア（dock area）を更に備える、請求項１乃至６いずれ
か１項のシステムまたは方法。
【請求項８】
　前記アラーム領域がドッキングされる際に、移動し、縮小する前記アラーム領域を示す
ためにアニメーションが使用される、請求項１乃至７いずれか１項のシステムまたは方法
。
【請求項９】
　前記アラーム領域は、アラームをミュートさせるためにユーザによって選択されるよう
に構成されたミュートエリア（mute area）を更に備える、請求項１乃至８いずれか１項
のシステムまたは方法。
【請求項１０】
　前記アラームがドッキングされた際、前記アラームは自動的にミュートされる、請求項
１乃至９いずれか１項のシステムまたは方法。
【請求項１１】
　前記アラーム領域は、前記アラームがミュートされてからアンミュート（un-muting）
されるまでの残り時間の長さを示すように、更に構成される、請求項９及び１０いずれか
１項のシステムまたは方法。
【請求項１２】
　前記ミュートエリアは、前記アラームがアンミュートされるまでの残り時間の長さをリ
セットするためにユーザによって選択可能である、請求項１１のシステムまたは方法。
【請求項１３】
　前記アラーム領域がドックされた際に、ユーザに前記アラーム領域をアンドッキング（
undock）させること、
　を実行するように前記コンピューティング装置が更に構成され、またはアンドッキング
させることを前記方法が更に備える、請求項１乃至１２いずれか１項のシステムまたは方
法。
【請求項１４】
　前記ドッキングされたアラーム領域は更に、前記アラーム領域をアンドッキングするた
めにユーザによって選択されるように構成される、請求項１３のシステムまたは方法。
【請求項１５】
　前記アラーム領域は更に、少なくとも１つのアクションエリア（action area）を備え
、
　前記少なくとも１つのアクションエリアが選択された際に、前記発行されたアラームを
キュア（curing）することに関する情報を備えるインストラクション領域（instruction 
region）を、前記グラフィカル・ユーザ・インターフェースに表示すること、
　を実行するように前記コンピューティング装置が更に構成され、または表示することを
前記方法が更に備える、請求項１乃至１４いずれか１項のシステムまたは方法。
【請求項１６】
　前記アラーム領域は更に、少なくとも１つのアクションエリアを備え、
　前記少なくとも１つのアクションエリアのアクションエリアが選択された際に、発行さ
れたアラームに関する更なる情報を、前記グラフィカル・ユーザ・インターフェースに表
示すること、
　を実行するように前記コンピューティング装置が更に構成され、または表示することを
前記方法が更に備える、請求項１乃至１５いずれか１項のシステムまたは方法。
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【請求項１７】
　前記グラフィカル・ユーザ・インターフェースに動作領域が表示され、
　前記動作領域は、複数の流体エリア（fluid areas）を備え、
　前記複数の流体エリアの各々の流体エリアは流量を描写し、更に、
　アラームが発行された際には、少なくとも部分的に前記複数の流体エリアにわたって前
記アラーム領域が描写される、請求項１乃至１６いずれか１項のシステムまたは方法。
【請求項１８】
　前記アラーム領域がドッキングされることなく前記グラフィカル・ユーザ・インターフ
ェースに表示された際に、前記アラーム領域を除いて前記グラフィカル・ユーザ・インタ
ーフェースのあらゆる部分とのユーザによるインタラクトをディセーブルにすること、
　を実行するように前記コンピューティング装置が更に構成され、またはディセーブルに
することを前記方法が更に備える、請求項１乃至１７いずれか１項のシステムまたは方法
。
【請求項１９】
　前記アラーム領域がドッキングされた際に、ユーザに前記グラフィカル・ユーザ・イン
ターフェースとのインタラクトを可能にすること、
　を実行するように前記コンピューティング装置が更に構成され、または可能にすること
を前記方法が更に備える、請求項１乃至１８いずれか１項のシステムまたは方法。
【請求項２０】
　前記アラームがキュア（cured）された際に、前記アラーム領域を前記グラフィカル・
ユーザ・インターフェースから削除すること、
　を実行するように前記コンピューティング装置が更に構成され、または削除することを
前記方法が更に備える、請求項１乃至１９いずれか１項のシステムまたは方法。
【請求項２１】
　アラーム領域のサイズは、発行されたアラームの深刻度に基づいてスケール（scaled）
され、またはステータスライトが前記アラームに対応するモードで活性化され得る、請求
項１乃至２０いずれか１項のシステムまたは方法。
【請求項２２】
　ステータス領域が前記グラフィカル・ユーザ・インターフェースに更に表示され、
　前記ステータス領域は、実行されている前記体外血液処理に関する治療情報を備え、
　前記アラーム領域は前記ステータス領域にドッキングされ、
　前記アラーム領域が前記ステータス領域にドッキングされた際には、前記アラーム領域
は、前記ステータス領域の治療情報の少なくとも一部を備える、請求項１乃至２１いずれ
か１項のシステムまたは方法。
【請求項２３】
　ドック領域が前記グラフィカル・ユーザ・インターフェースに表示され、
　複数のアラーム領域が、前記ドック領域の１つまたはそれ以上のアラームドックエリア
（alarm dock areas）にドッキングされ、表示される、請求項１乃至２２いずれか１項の
システムまたは方法。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
　この出願は、２０１４年３月３１日に出願され、参照によりその開示が本明細書に組み
込まれる米国仮出願番号第６１／９７２，７２０号の利益を主張する。
【背景技術】
【０００２】
　本明細書の開示は、体外血液処理に関する。より具体的には、本開示は、体外血液処理
の間にアラームが発せられた時にアラーム領域を表示しかつオペレータが当該アラーム領
域をドック（dock）することを可能にするように構成されたグラフィカル・ユーザ・イン
ターフェースに関する。
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【０００３】
　体外血液処理は、患者から血液を採取すること、患者の体外で血液を処理すること、及
び処理された血液を患者に戻すこと、を指す。体外血液処理は、典型的には、患者の血液
から望ましくない物質または分子を抽出するため、及び／または血液に有益な物質または
分子を加えるために使用される。体外血液処理は、一時的または永続的な腎不全を患って
いる患者の場合には、例えば、彼らの血液から物質を効果的に除去することができない患
者で使用され得る。これらおよび他の患者は、例えば、彼らの血液から物質を除去し、ま
たは加えるため、酸塩基平衡を維持するため、または過剰な体液を除去するために、体外
血液処理を受けても良い。
【０００４】
　種々の体外血液処理において、処理の間に使用するために１つまたはそれ以上の流体（
fluids）または液体（liquids）が体外血液処理装置に供給され、そして処理の一部とし
て、１つまたはそれ以上の流体が収集され得る。供給および収集され得た流体は、１つま
たはそれ以上の複数のリザーバに格納され得る。これらのリザーバは、１人の患者の治療
の間に、交換され得る。それらが空になるか（流体が治療の一部として供給される場合）
、いっぱいまで（流体が治療の一部として収集される場合）充填されるからである。
【０００５】
　体外血液処理の間、圧力管理、患者との接続、リザーバ容量等に関する不具合のような
様々なアラームが様々な問題について発せられ得る。アラームが発せられる場合、１また
は複数のアラーム領域（すなわちダイアログ）が、例示的な体外血液処理システムのグラ
フィカル・ユーザ・インターフェースに表示され得る。グラフィカル・ユーザ・インター
フェースに表示されたアラーム領域（すなわちダイアログ）は、オペレータに、例えば、
アラーム領域（すなわちダイアログ）がグラフィカル・ユーザ・インターフェースからま
たはグラフィカル・ユーザ・インターフェース内で除去されることが可能になる前に、ア
ラームを直す（cure）かアラームに対処するための行為を行うことを要求し得る。さらに
、アラーム領域（すなわちダイアログ）は、オペレータが使用を望み得るまたは使用する
必要のあり得るグラフィカル・ユーザ・インターフェースの１つまたはそれ以上の範囲、
部分、または領域を見えなくし得る。
【発明の概要】
【０００６】
　本開示は、ステータス領域（例えば種々のステータス情報を表示するため）と、動作領
域とを含むグラフィカル・ユーザ・インターフェースを提供するシステム及び方法につい
て述べる。アラームが発行された際、発行されたアラームに関する情報を含むアラーム領
域が、例えば動作領域内に表示され得る。アラーム領域は、例えばユーザのインタラクシ
ョンにより、例えばドック領域（例えばステータス領域）のようなグラフィカル・ユーザ
・インターフェースの別の領域にドッキングされ得る。
【０００７】
　ある体外血液処理システムは、ディスプレイ装置と、ディスプレイ装置に動作可能に結
合されたコンピューティング装置とを含み得る。ディスプレイ装置はグラフィカル・ユー
ザ・インターフェースを含み、グラフィカル・ユーザ・インターフェースは動作領域を描
くように構成され得る。コンピューティング装置は、動作領域をグラフィカル・ユーザ・
インターフェースに表示し、実行されている体外血液処理の問題を示すアラームを発行し
、アラームが発行された際に、アラーム領域を前記動作領域に表示するように構成される
。アラーム領域は、発行されたアラームに関連する情報を含み得る。コンピューティング
装置は更に、ユーザに対して、動作領域を除くグラフィカル・ユーザ・インターフェース
の別の領域にアラーム領域をドッキングさせるように構成され得る。
【０００８】
　ある体外血液処理システムのための方法は、動作領域を示すように構成されたグラフィ
カル・ユーザ・インターフェースを用意することと、動作領域を前記グラフィカル・ユー
ザ・インターフェースに表示することと、実行されている体外血液処理の問題を示すアラ
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ームを発行することと、アラームが発行された際に、アラーム領域を動作領域に表示する
こととを含み得る。アラーム領域は、発行されたアラームに関する情報を含み得る。例示
的な方法は更に、ユーザに対して、動作領域を除くグラフィカル・ユーザ・インターフェ
ースの別の領域にアラーム領域をドッキング（dock）させることを含み得る。
【０００９】
　１つまたはそれ以上の実施形態において、ステータス領域が更にグラフィカル・ユーザ
・インターフェースに表示され、アラーム領域はステータス領域にドッキングされ得る（
例えば、アラーム領域がドッキングされるように移動しシュリンクするアラーム領域を示
すためにアニメーションが使用され得る）。更に、動作領域は、ステータス領域よりも大
きくても良い。
【００１０】
　別の例示的な体外血液処理システムは、ディスプレイ装置と、ディスプレイ装置に動作
可能に結合されたコンピューティング装置とを含み得る。ディスプレイ装置は、グラフィ
カル・ユーザ・インターフェースを含み、グラフィカル・ユーザ・インターフェースは、
ドック領域を示すように構成され得る。コンピューティング装置は、ドック領域をグラフ
ィカル・ユーザ・インターフェースに表示し、実行されている体外血液処理の問題を示す
アラームを発行し、アラームが発行された際に、アラーム領域をグラフィカル・ユーザ・
インターフェースに表示するように構成され得る。アラーム領域は、発行されたアラーム
に関する情報を含み得る。コンピューティング装置は更に、ユーザに対して、ドック領域
にアラーム領域をドッキングさせるように構成され得る。
【００１１】
　別の例示的な体外血液処理システムのための方法は、ドック領域を示すように構成され
たグラフィカル・ユーザ・インターフェースを用意することと、ドック領域をグラフィカ
ル・ユーザ・インターフェースに表示することと、実行されている体外血液処理の問題を
示すアラームを発行することと、アラームが発行された際に、アラーム領域をグラフィカ
ル・ユーザ・インターフェースに表示することとを含み得る。アラーム領域は、発行され
たアラームに関する情報を含み得る。例示的な方法は更に、ユーザに対して、ドック領域
にアラーム領域をドッキングさせることを含み得る。
【００１２】
　１つまたはそれ以上の実施形態では、アラーム領域は更に、アラーム領域をドッキング
するためにユーザに選択されるように構成されたドックエリア、及び／またはアラームを
ミュートするためにユーザに選択されるように構成されたミュートエリアを含み得る。更
に、アラーム領域は、更に、ミュートされてからアンミュートまでの残り時間を示すよう
に構成され得る。更にミュートエリアは、アラームをアンミュートするまでの残り時間を
リセットするためにユーザによって選択可能であり得る。
【００１３】
　１つまたはそれ以上の実施形態では、アラーム領域がドッキングされると、ユーザはア
ラーム領域をアンドッキングすることが可能とされ得る。更に、ドッキングされたアラー
ム領域は更に、アラーム領域をアンドッキングするためにユーザによって選択されるよう
に構成されたアンドックエリアを含み得る。
【００１４】
　１つまたはそれ以上の実施形態では、アラーム領域は更に、少なくとも１つのアクショ
ンエリアを含み、少なくとも１つのアクションエリアのうちのアクションエリアが選択さ
れた際、発行されたアラームをキュアすることに関する情報、及び／または発行されたア
ラームに関する情報を含むインストラクション領域がグラフィカル・ユーザ・インターフ
ェースに表示され得る。
【００１５】
　１つまたはそれ以上の実施形態では、ドック領域はグラフィカル・ユーザ・インターフ
ェースに表示され得る。更に、複数のアラーム領域が、ドック領域の１つまたはそれ以上
のアラームドックエリアにドッキングされ、表示され得る（例えば、特定された複数のア
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ラームが同時に表示される等）。
【００１６】
　１つまたはそれ以上の実施形態では、動作領域は複数の流体エリアを含み、複数の流体
エリアの各流体エリアは流量を示し得る。アラームが発行された際、アラーム領域は少な
くとも部分的に複数の流体エリア上に描かれ得る。更に、例えばライトバーのようなステ
ータスライトが、アラームに対応するモードにおいて活性化され得る。
【００１７】
　１つまたはそれ以上の実施形態では、ドッキングされることなくアラーム領域がグラフ
ィカル・ユーザ・インターフェースに表示された際、ユーザは、アラーム領域を除くグラ
フィカル・ユーザ・インターフェースのあらゆる部分へのインタラクトがディセーブルと
され得る。
【００１８】
　１つまたはそれ以上の実施形態では、アラーム領域がドッキングされた際、ユーザはグ
ラフィカル・ユーザ・インターフェースとのインタラクトを許され得る。１つまたはそれ
以上の実施形態では、アラームがキュアされた際、アラーム領域はグラフィカル・ユーザ
・インターフェースから取り除かれ得る。１つまたはそれ以上の実施形態では、アラーム
領域のサイズは、発行されたアラームの深刻度に基づいてスケールされ得る。１つまたは
それ以上の実施形態では、ステータス領域は、実行されている体外血液処理に関する治療
情報を含み、アラーム領域がステータス領域にドッキングされている際には、アラーム領
域はステータス領域の治療情報の少なくとも一部を含み得る。
【００１９】
　例示的なシステム及び方法は、例えば通常の手順で彼らが完了する同じ方法（あたかも
アラームが無いように、アラームダイアログの外で）でアラームを除去することのような
タスクを完了するために、オペレータまたはユーザのためにアラームのドッキングを提供
し得る。アラーム状態の間、オペレータが問題解決及び必要に応じて調整出来る期間があ
るが、もしアラーム領域またはダイアログが、ユーザインターフェースを完全に支配する
ためのオペレータの能力を妨害しているのであれば、それは困難であるかもしれない。更
に、オペレータがアラーム領域をドッキングすれば、例示的なシステム及び方法は、アラ
ームのトリガとなった問題が解決していないことをオペレータが知っていることを確認す
るように構成され得る。より具体的には、システムがまだアラーム状態であることがオペ
レータにとって明らかであるだろう。
【００２０】
　更に、１つまたはそれ以上の例示的なシステム及び方法では、可聴アラームが多くのア
ラームに関連付けられる。アラーム領域において「ミュート」が選択された場合、デバイ
スがアラーム状態にあることのリマインダとして、アラームが再度聞こえるようになる前
にある期間がある。オペレータは、アラームを沈めるために、再度「ミュート」エリアを
選択する必要があり得る。アラーム領域またはダイアログをドッキングすることは、アラ
ームをミュートすることに関連付けられ（例えば、ドッキングとミュートは同時に起きて
も良く、例えばアラームがドッキングされた際にアラームは自動でミュートされ得る）、
アラームがドッキングされると、アラームのミュートもまた生じ得る。
【００２１】
　本開示の上記の概要は、各実施形態またはそのあらゆる実施を記載することを意図して
いない。利点は、本開示のより完全な理解と共に明確となり、添付の図面と併せて以下の
詳細な説明および特許請求の範囲を参照することによって理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、本明細書に記載のグラフィカル・ユーザ・インターフェース及び方法を
利用出来る処理装置、表示装置、及び入力装置を含む、例示的な体外血液処理システムの
ブロック図である。
【図２】図２は、本明細書に記載されるようなグラフィカル・ユーザ・インターフェース
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を含み得る、例示的な体外血液処理システムの図である。
【図３】図３は、例えば図１及び図２に概して示されるような体外血液処理システムで使
用するための、アラームに関連する例示的なグラフィカル・ユーザ・インターフェースの
スクリーンショットである。
【図４】図４は、例えば図１及び図２に概して示されるような体外血液処理システムで使
用するための、アラームに関連する例示的なグラフィカル・ユーザ・インターフェースの
スクリーンショットである。
【図５】図５は、例えば図１及び図２に概して示されるような体外血液処理システムで使
用するための、アラームに関連する例示的なグラフィカル・ユーザ・インターフェースの
スクリーンショットである。
【図６】図６は、例えば図１及び図２に概して示されるような体外血液処理システムで使
用するための、アラームに関連する例示的なグラフィカル・ユーザ・インターフェースの
スクリーンショットである。
【図７】図７は、例えば図１及び図２に概して示されるような体外血液処理システムで使
用するための、アラームに関連する例示的なグラフィカル・ユーザ・インターフェースの
スクリーンショットである。
【図８】図８は、例えば図１及び図２に概して示されるような体外血液処理システムで使
用するための、アラームに関連する例示的なグラフィカル・ユーザ・インターフェースの
スクリーンショットである。
【図９】図９は、例えば図１及び図２に概して示されるような体外血液処理システムで使
用するための、アラームに関連する例示的なグラフィカル・ユーザ・インターフェースの
ドック領域である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　例示的な実施形態の以下の詳細な説明において、参照は、本明細書の一部を形成する図
面の図が参照され、この図面では、例として実施され得る具体的な実施形態が示されてい
る。他の実施形態を利用することができ、構造的な変更が、本明細書に提示される開示の
範囲を逸脱することなく（例えば、その範囲内において）なされ得ることが理解されるべ
きである。
【００２４】
　体外血液処理において使用されるグラフィカル・ユーザ・インターフェースを提供する
例示的なシステムおよび方法が、図１乃至８を参照して説明される。当業者には、ある実
施形態の要素またはプロセスが他の実施形態の要素またはプロセスと組み合わされて使用
され得ることが明らかであり、そして、本明細書で説明される特徴の組み合わせを用いた
そのようなシステム及び方法は、本明細書で述べられた、及び／または図に示された特定
の実施形態に限定されないことが明らかである。更に本明細書で述べられた実施形態は多
くの要素を含み、それらは必ずしも縮尺通りに示されていないだろうことが認識されるだ
ろう。更に、特定のタイミング、１つまたはそれ以上の形状及び／またはサイズ、または
要素の種類が他よりも有利であったとしても、本明細書におけるプロセスのタイミング及
び種々の要素の形状及びサイズは変形可能であり、それは本開示の範囲内にあることが認
識されるだろう。

　例示的なシステムおよび／または方法は、例示的なグラフィカル・ユーザ・インターフ
ェースにステータス領域、および動作領域（これらは、例えば、他にもある中で、ポンプ
エレメントを有する１または複数の流体エリア（fluid areas）を描く流体領域（fluid r
egions）、流量ボタン、リザーバエレメント（reservoir element）等を含む）をグラフ
ィカルに表示することを含み得る。ステータス領域及び動作領域は、個別のものとして記
述され得る。例えば、ステータス領域及び動作領域は重なり合わくてもよい。しかしなが
ら、他の実施形態では、ステータス領域、動作領域、または他の領域は重なり合い、同じ
空間を占領するかもしれない。いくつかの実施形態では、仮想のまたは描かれた１または
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複数の線は、動作領域からステータス領域を区分し得る。いくつかの実施形態では、ステ
ータス領域は境界（その中にステータス領域が位置するか描かれる）を定義し得、また、
ディスプレイのステータス領域境界外の残りが動作領域を含み得る（または定義する）。
さらに、いくつかの実施形態では、ステータス領域および動作領域はグラフィカル・ユー
ザ・インターフェース上に描かれた多くの領域のうちの２つであり得る。一般に、ステー
タス領域は動作領域より小さいかもしれない。図３－８に描かれた実施形態では、ステー
タス領域は、例示的なグラフィカル・ユーザ・インターフェースの上部左の隅に位置し、
長方形の境界（例えば、曲線の、または丸められた角で）を定義し、他方、動作領域は、
例示的なグラフィカル・ユーザ・インターフェースの残りの（全てでなければ）少なくと
も一部を定義する。さらに、例示的なシステムおよび／または方法はグラフィカル・ユー
ザ・インターフェースにグラフィカルにアラーム領域を表示することを含み得る。本明細
書において記述された実施形態では、アラーム領域は動作領域内に表示され得る。アラー
ム領域は、さらに本明細書において記述されるように、グラフィカル・ユーザ・インター
フェース（例えば動作領域）の１つの領域からドック領域（例えばステータス領域）へと
ドッキングされ得る。
【００２５】
　本明細書において記載された例示的なシステムおよび方法は、発せられたアラームに起
因するアラーム領域をドッキングすること、およびドッキングされたアラーム領域をアン
ドッキング（undock）すること含む。例示的な体外の血液処理システムにおいて、複数の
理由で、アラームが起こり得、また、理由は深刻度において（例えば、低い深刻度から高
い深刻度に亘って）異なり得る。例えば、アラームはリザーバ交換、流体漏れ、電気的問
題、異常圧力（例えば圧力管理）、患者との接続、リザーバ容量、他の機械誤動作などに
ついて発せられ得る。一般に、アラームは、例示的な体外血液処理システムによって実行
されている体外血液処理を有する問題を示す任意の理由で発せられ得る。
【００２６】
　図３乃至８に関して本明細書において記載された、例示的な発せられたアラームは、リ
ザーバ交換である。通常動作中に、リザーバは交換される必要があり得、また、オペレー
タ（すなわちユーザ）が（例えば、選択された時間の後に）リザーバを交換していない場
合、アラームが発せられ得る。アラームの発行は、例えばシステム上でのライトの点滅、
音、例示的なグラフィカル・ユーザ・インターフェース上でのアラーム領域を描くこと、
メッセージ、またはアラームが遠隔装置などに送信される等の動作を開始、すなわち始動
し得る。例示的なアラーム領域は、例えば、アラームが発せられた理由、発せられたアラ
ーム、発せられたアラームに関連するグラフィック（すなわちまたはグラフィカル描写）
を直す方法のような、発せられたアラームに関連する情報を含み得る。アラームが切迫し
ていないか、または直ちに対処される必要がないとオペレータが判断する場合、オペレー
タは、図３乃至８に関してより詳細に本明細書において記載されるように、アラーム領域
上で領域を選択することによって、アラームをドックするかつ／またはミュートし得る。
さらに、本明細書において記載された例示的な方法およびシステムは、オペレータがより
容易に手順を終えるかまたはアラームをトラブルシュートできるように視覚的かつ可聴な
アラームを維持しつつ、アラームダイアログをドックするか閉じることができると、記載
され得る。
【００２７】
　図１に示す例示的な体外血液処理システム１０は、本明細書に記載の例示的な方法及び
／またはプロセスを実行する、または機能するために使用され得る。少なくとも一つの実
施形態において、システム１０は、血液の体外処置のための機械であってもよい。あるい
はシステム１０は、例えば、血液処理装置または血液成分製剤装置、または流体供給/回
収するための他の医療装置であってもよい。
【００２８】
　図示するように、典型的な体外血液処理システム１０は、コンピューティング装置１２
を含む。コンピューティング装置１２は、入力装置２０からの入力を受信し、出力を表示
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装置２２へ送信するように構成され得る。更にコンピューティング装置１２は、データ記
憶装置１４を含んでいても良い。データストレージ１４は、体外血液処理実行時に使用す
る典型的な方法及び／またはプロセス（例えば、アラームを発し、処理を管理し、処理と
ともに問題を割り出し、リザーバを交換／取り替え、オペレータまたはユーザに問題を通
知し、ステータス情報を表示すること等）を実行するために用いられ得る処理プログラム
またはルーチン１６及び１つまたはそれ以上の他のタイプのデータ１８へのアクセスを可
能にさせ得る。例えば、コンピューティング装置１２は、例えば警告が発せられたことを
示す（例えば、図３乃至８と共に本明細書で更に説明される）ために表示装置２２によっ
て表示されるグラフィカル・ユーザ・インターフェース上でアラーム領域を表示するよう
に構成され得る。
【００２９】
　コンピューティング装置１２は、入力装置２０と表示装置２２と、動作可能に結合され
得る。そして、例えば入力装置２０と表示装置２２の各々へデータを送信し、各々からデ
ータを送信する。例えば、コンピューティング装置１２は、例えばアナログ電気接続、デ
ジタル電気接続、無線接続、バスベースの接続等を用いて、入力装置２０と表示装置２２
のそれぞれに電気的に結合され得る。本明細書で更に述べられるように、オペレータは、
体外血液処理の間、前、または後に、１つまたはそれ以上の発せられたアラームに関連す
る様々な情報を選択及び見るため、表示装置２２上に表示された１つまたはそれ以上のグ
ラフィカル描写を操作し、または変更するよう、入力装置２０に入力を与え得る。
【００３０】
　更に、種々のデバイスおよび装置が、コンピューティング装置１２に動作可能に結合さ
れても良く、これらのデバイス及び装置は、コンピューティング装置１２と共に使用され
て、本明細書で述べられるロジック、機能、及び／または方法と同様に１つまたはそれ以
上の体外手順／処理（extracorporeal procedures/treatments）を実行する。図示するよ
うに、システム１０は、コンピューティング装置１２に動作可能に結合された入力装置２
０、表示装置２２、及び処理装置２４を含み得る（例えば、コンピューティング装置１２
は、装置２０、２２、２４からの情報またはデータを使用し、装置２０、２２、２４に情
報またはデータを供給するように）。入力装置２０は、本明細書に記載の機能、方法、及
び／またはロジックを実行するため、コンピューティング装置１２に入力を提供出来るあ
らゆる装置を含み得る。
【００３１】
　例えば、入力装置２０はタッチスクリーン（例えば、静電容量タッチスクリーン、抵抗
性タッチスクリーン、マルチタッチタッチスクリーン、等）、等のマウス、キーボード、
トラックボール等を含み得る。タッチスクリーンは、例えば、オペレータがタッチスクリ
ーンを用いて表示装置２２上に表示されたグラフィカル・ユーザ・インターフェースにイ
ンタラクト（例えばタッチすることによる）し得るように、表示装置２２にオーバーレイ
し得る。例えば、入力装置２０は、表示装置２２と共に使用される際に（例えば、グラフ
ィカル・ユーザ・インターフェースを表示している時）、オペレータがアラームを解除し
、アラームをドックし、アラームを消音し、アラームを延期し、アラームに関するさらな
る情報を提示／表示するために、発せられたアラームに関連する情報を含んだまたは描く
アラーム領域を含むグラフィカル・ユーザ・インターフェースとインタラクトすることを
可能にし得る。
【００３２】
　表示装置２２は、本明細書に記載の機能、方法、及び／またはロジックを実行するため
の、例えばグラフィカル・ユーザ・インターフェース等のような、オペレータに情報を表
示することが可能なあらゆる装置を含み得る。例えば表示装置２２は、液晶ディスプレイ
、有機発光ダイオード画面、タッチスクリーン、陰極線管ディスプレイ等を含み得る。本
明細書でさらに述べられるように、表示装置２２は、動作領域、ステータス領域、１つま
たは複数のアラーム領域、及び種々の他の領域（regions）及びエリア（areas）のような
１つまたはそれ以上の領域を含むグラフィカル・ユーザ・インターフェースを表示するよ
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うに構成され得る。
【００３３】
　例えば、表示装置２２に表示されるグラフィカル・ユーザ・インターフェースは、各々
の流体エリアが、体外血液処理に使用される異なる流体に対応する、例えば１つまたはそ
れ以上の流体エリアのような、体外血液処理に関連する複数の項目を含み得る動作領域を
含むか表示し得る。さらに、これらの流体エリアの各々は、流量、リザーバ内の流体の量
、リザーバの交換（reservoir change,）までの時間などの、流体に対応するステータス
情報を表示するためにオペレータによって使用され得る。
【００３４】
　本明細書で使用される場合、グラフィカル・ユーザ・インターフェースの「領域」は、
情報がそこに表示され、または機能が実行される、グラフィカル・ユーザ・インターフェ
ースの一部として定義され得る。領域は他の領域内にあっても良く、別々にまたは同時に
表示されても良い。例えば、小さい領域が大きい領域内に配置されたり、複数の領域が隣
り合って配置される等、である。更に、本明細書で使用されるグラフィカル・ユーザ・イ
ンターフェースの「エリア」は、内部にエリアが位置する領域よりも小さい領域に位置す
るグラフィカル・ユーザ・インターフェースの一部として定義され得る。
【００３５】
　処理プログラムまたはルーチン１６は、計算数学（computational mathematics）、マ
トリックス数学、標準化アルゴリズム、比較アルゴリズム、または本明細書に記載の１つ
またはそれ以上の典型的な方法及び／またはプロセスを実行するために必要な他の処理を
含み得る。データ１８は、例えば、アラームデータ、流体データ、流量、流体体積（flui
d volumes）、通知、圧力、圧力限度、血流、血流限度、除水率、流体除去限度、ターゲ
ット血液温度、血液温度限度、誤動作を示す発見的方法、グラフィックス（例えばグラフ
ィカル要素、アイコン、ボタン、ウィンドウ、ダイアログ、プルダウンメニュー、グラフ
ィックエリア、グラフィック領域、３Ｄグラフィック等）、グラフィカル・ユーザ・イン
ターフェースを含み、これらは、本明細書の開示に従って用いられる１つまたはそれ以上
の処理プログラムまたはルーチン、または本明細書で述べられる１つ及び／またはそれ以
上のプロセスまたは方法を実行するために必要であり得るあらゆるデータから得られる。
【００３６】
　１つまたはそれ以上の実施形態においてシステム１０は、例えば処理能力、データスト
レージ（例えば、揮発性または不揮発性メモリおよび/または記憶装置）、入力デバイス
、及び出力デバイスを含むコンピュータのような、プログラマブルなコンピュータで実行
される１つまたはそれ以上のコンピュータプログラムを用いて実装され得る。本明細書に
記載のプログラムコード及び／またはロジックは、本明細書に記載の機能を実行し、所望
の出力情報を生成するために入力データに適用され得る。出力情報は、本明細書に記載さ
れ、または公知の方法で適用されるように、１つまたはそれ以上の他のデバイス及び／ま
たは方法への入力に適用され得る。
【００３７】
　本明細書に記載の方法及び／またはプロセスを実施するために使用されるプログラムは
、あらゆるプログラミング言語を用いて提供されてよく、例えばコンピュータシステムと
通信するのに適した高レベル手続き型及び／またはオブジェクト指向プログラミング言語
である。そのようなプログラムは、例えば記憶媒体等の適切な装置に記憶されてもよく、
それは、本明細書で説明される手順を実行するために適切なデバイスが読み出される際に
、コンピュータシステムを構成し、動作させるためのコンピュータシステム（例えばプロ
セシング装置）上で実行される汎用または専用のプログラムによって読み出され得る。換
言すれば、少なくとも１つの実施形態では、システム１０は、コンピュータプログラムと
共に構成された、コンピュータ読み取り可能媒体を用いて実装され、そのように構成され
たコンピュータ読み取り可能媒体は、特有の及び予め定義された方法でコンピュータを動
作させることで、本明細書で述べられる機能を実行し得る。更に少なくとも１つの実施形
態では、実行のためのコード（例えばオブジェクトコード）を含む１つまたはそれ以上の
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非一時的な（non-transitory）媒体で実装されるとして述べられても良く、プロセッサに
よって実行される際には、本明細書で述べられる方法、プロセス、及び／または機能のよ
うな動作を実行するよう動作可能である。
【００３８】
　同様に、システム１０は、リモートコンピュータ装置（例えばウェブブラウザを介して
）を介して１つまたはそれ以上のオペレータによるアクセスを可能とし、そして、本開示
に従った機能をユーザに使用させるリモートサイト（例えばアプリケーションサーバ）に
おいて構成され得る（例えばユーザは、１つまたはそれ以上のプログラムに関連付けられ
たグラフィカル・ユーザ・インターフェースにアクセスしてデータを処理する）。
【００３９】
　コンピューティング装置１２は、例えば、任意の固定またはモバイルコンピュータシス
テム（例えば、コントローラ、マイクロコントローラ、パーソナルコンピュータ、ミニコ
ンピュータ、等）であって良い。コンピューティング装置１２の正確な構成は限定されず
、適切なコンピューティング機能と制御機能（例えば、グラフィック処理、体外血液処理
装置など）を提供可能なあらゆるデバイスが基本的に使用され得る。
【００４０】
　本明細書記載のように、デジタルファイルは、本明細書で述べられるコンピューティン
グ装置１２によって読み出し可能及び／または書き込み可能であり得る、デジタルビット
（例えばバイナリ、トライナリ（trinary）等に符号化される）を含むあらゆる媒体（例
えば、揮発性または不揮発性メモリ、ＣＤ－ＲＯＭ、パンチカード、磁気記録テープ等）
であって良い。また、本明細書記載のように、ユーザ読み出し可能なフォーマットのファ
イルは、オペレータに読み出し可能及び／または理解可能なあらゆる媒体（例えば紙、デ
ィスプレイ等）上に提示可能なあらゆるデータの表示であって良い（例えばASCIIテキス
ト、２進、１６進、１０進、グラフィック等）。
【００４１】
　上記の観点から、本開示に従った１つまたはそれ以上の実施形態で述べられる機能が、
当業者によって知られたあらゆる方法で実施可能であり得ることが容易に明白であろう。
このように、コンピュータ言語、コンピュータシステム、または本明細書に記載の処理を
実施するためのその他のあらゆるソフトウェア／ハードウェアは、本明細書で述べられる
システム、プロセス、またはプログラム（例えば、そのようなシステム、プロセス、また
はプログラムによって与えられる機能）の範囲に限定されないだろう。
【００４２】
　システムまたは様々な構成要素に起因するものを含む、本開示に記載された方法及び／
またはロジックは、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意
の組み合わせで、少なくとも部分的に実装されても良い。例えば、本技術の様々な態様は
、１つまたはそれ以上のマイクロプロセッサ、ＤＳＰ、ＡＳＩＣ、ＦＰＧＡ、またはその
他のあらゆる同等の集積回路またはディスクリート論理回路、並びにそのような構成要素
のあらゆる組み合わせ、または他のデバイスを含む１つまたはそれ以上のプロセッサ内に
実装され得る。デバイス。 用語「プロセッサ」または「処理回路」は一般に、単独で、
または他の論理回路または他のあらゆる同等の回路との組み合わせによる、前述の論理回
路のいずれかを指す。
【００４３】
　このようなハードウェア、ソフトウェア、及び／またはファームウェアは、この開示で
説明される様々な動作及び機能をサポートするために、同一のデバイス内または別個のデ
バイス内に実装されても良い。また、述べられた構成要素のいずれかは、ディスクリート
ではあるが、相互に使用される論理デバイスとして、一緒にまたは別々に実装されても良
い。例えばブロック図を用いた異なる特徴の描写は、異なる機能面を強調することを意図
し、必ずしもこのような特徴が、別々のハードウェアまたはソフトウェア要素によって実
現されなければならないことは意味しない。 むしろ機能は、別個のハードウェアまたは
ソフトウェア要素により実装され、または共通のまたは別個のハードウェアまたはソフト
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ウェア要素内に集積され得る。
【００４４】
　ソフトウェアで実装される場合、本開示において説明されるシステム、デバイス、及び
方法による機能は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＮＶＲＡＭ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）、ＦＬＡＳ
Ｈメモリ、磁気データ記憶媒体、光学データ記憶媒体等の、コンピュータ読み取り可能な
媒体上の命令及び／またはロジックとして実施し得る。この命令及び／またはロジックは
、本開示で述べられる機能の１つまたはそれ以上の側面をサポートする１つまたはそれ以
上のプロセッサにより実行され得る。
【００４５】
　処理装置２４は、例えばポンプ、リザーバ（reservoirs）、スケール（scales）、処理
セット（treatment set）、フィルタ、圧力センサ等の、体外血液処理を行うことが可能
な例示的な体外血液処理システムで使用されるあらゆる装置を含み得る。例えば、処理装
置２４は、図２を参照して本明細書で述べられる体外血液処理システム１００の、１つま
たはそれ以上の要素または部品を含み得る。
【００４６】
　本明細書に記載される例示的なシステム、及びそのような例示的なシステムによって使
用され、または実行される例示的な方法は、一般に透析システムと呼ばれ得る。本明細書
で使用される一般的な用語「透析」は、血液透析、血液濾過、血液透析濾過法、肝透析、
及び他の同様の処理手順のうち血漿交換療法（ＴＰＥ）を含む。一般に透析では、血液が
身体から取り出され、そこから物質を分離し、及び／またはそこに物質を追加する処理装
置で処理され、その後、体内に戻される。一般的な透析（上記で定義したようにＴＰＥを
含む）を実行可能な体外血液処理システムが、図２の例示的な体外血液処理システムを参
照して本明細書で説明されるが、その他の例えば薬剤を導入するためのシステム、持続的
腎機能代替療法（ＣＲＲＴ）、血液灌流、肝透析、アフェレーシス、ＴＰＥ等の性能は、
本明細書で述べられるシステム、方法、及び装置によって恩恵を受けるだろう。そして、
本開示は、特定の流体処理システムに限定されるものではない。
【００４７】
　図２に示すように、体外血液処理システムまたは装置の例示的な一実施形態１００が示
される。システム１００は、前面１１２を有するハウジング１１０を含む。システムは更
に、処理プロセスの一部として装置を介して液体を動かすために使用される１つまたはそ
れ以上のポンプ１２０を含む。ポンプ１２０は蠕動ポンプの形態で示されているが、本明
細書に記載の体外血液処理システムに使用されるポンプは種々の異なる形態で提供されて
もよく、例えばピストンポンプ、シリンジを用いたポンプ、ダイアフラムポンプ等であっ
ても良い。
【００４８】
　体外血液処理システム１００はまた、１つまたはそれ以上の実施形態において、情報を
オペレータまたはユーザに伝えるために使用されるディスプレイ１６０を含む。ディスプ
レイ１６０はまた、例えばディスプレイ１６０がタッチスクリーンの形態である場合に、
入力デバイスとして機能し得る。また、１つまたはそれ以上の実施形態では、ディスプレ
イ１６０はハウジング１１０内に配置されているものとして描かれているが、ディスプレ
イ１６０は体外血液処理システム１００のハウジング１１０から分離されても良い。例え
ばディスプレイ１６０は、ハウジング１１０の上端部に、動作可能（例えば旋回、チルト
等）に取り付けられ、または結合されても良い。
【００４９】
　体外血液処理システム１００はまた、リザーバスケール（reservoir scales）１３０を
含み、その各々はリザーバ１３２を保持し、計量するように構成される。リザーバスケー
ル１３０は、少なくとも部分的にハウジング１１０の下端より下に位置する。なぜなら、
リザーバ１３２は典型的には、リザーバスケール１３０に取り付けられ、そしてリザーバ
スケール１３０につり下げられるからである。図示された体外血液処理システム１００は
４つのリザーバスケール１３０と、対応付けられたリザーバ１３２を含むが、本実施形態



(14) JP 2017-512588 A 2017.5.25

10

20

30

40

50

で述べられた体外血液処理装置の別の実施形態は、１つまたはそれ以上のリザーバスケー
ル１３０と、対応付けられたリザーバ１３２を含み、例えば僅か２つのリザーバスケール
１３０と、対応付けられたリザーバ１３２であったり、４つまたはそれ以上のリザーバス
ケール１３０と、対応付けられたリザーバ１３２等であったりしても良い。
【００５０】
　図示された実施形態では、リザーバ１３２は、例えば液体を保持するように構成された
柔軟なポリマー袋等の形態であって良い。しかしながら本明細書で述べられる典型的な体
外血液処理システムに関連して使用されるリザーバ１３２は、あらゆる適切な形態を取り
得る。この適切な形態では、あらゆるスケールまたは計量装置（例えばリザーバスケール
１３０のような）によって、液体を保持出来、計量出来、例えば、ボトル、タンク、カー
トン、注射器、水差し等である。
【００５１】
　図２に描かれた体外血液処理システム１００はまた、リザーバスケール１３０の各々上
のパッシブ色インジケータ１３４含み得る。パッシブ色インジケータ（passive color in
dicator）１３４は、リザーバスケール１３０に取り付けられたリザーバ１３２の各々の
内容物を指示するものとして使用され得る。例えば、リザーバ１３２のうちの１つが、例
えば透析フィルタからの廃液を収集するために体外血液処理システム１００に接続されて
いる場合、廃液リザーバ１３２を維持するリザーバスケール１３０と関連付けられたパッ
シブ色インジケータ１３４は、例えば同じ体外血液処理システム１００中の透析液を供給
するために使用されるリザーバ１３２を維持するリザーバスケール１３０と異なる選択さ
れた色を有し得る。本明細書において記載されるような体外血液処理システムと共に使用
されるパッシブ色インジケータ１３４は、パッチ、ステッカー、塗料、または発光するこ
とを含まない体外血液処理システムのオペレータに色を表示する他の適切な技術の形態で
あり得る。パッシブ色インジケータ１３４は、リザーバスケール１３０上に位置している
こととして描かれているが、パッシブ色インジケータ１３４は、１つまたはそれ以上の実
施形態中では、ハウジング１１０上に位置してもよいし、他方、１つまたはそれ以上の実
施形態では、パッシブ色インジケータはリザーバスケール１３０およびハウジング１１０
の両方の上に位置してもよい。
【００５２】
　複数のリザーバステータスライト（reservoir status light）１４０も、図２の体外血
液処理システム１００と共に描かれ、リザーバステータスライト１４０と関連したリザー
バスケール１３０に取り付けられたリザーバ１３２のステータスを監視するために使用さ
れ得る。１つまたはそれの実施形態では、リザーバ状態ライト１４０は、体外血液処理シ
ステム１００の１つまたはそれ以上のポンプ１２０及びディスプレイ１６０の下方に位置
する。１つまたはそれ以上の実施形態では、リザーバ１３２はリザーバスケール１３０か
らぶら下がっており、リザーバ状態ライト１４０は、体外血液処理システム１００の１つ
またはそれ以上のポンプ１２０の下方かつリザーバスケール１３０に取り付けられたリザ
ーバ１３２の上方に位置することとして記載されているかもしれない。さらに、リザーバ
ステータスライト１４０はハウジング１１０の正面１１２上に位置することとして描かれ
てるいが、リザーバステータスライト１４０は、１つまたはそれ以上の別の実施形態では
、リザーバスケール１３０上および／または体外血液処理システム１００の他の表面上で
提供され得る。そのような実施形態では、リザーバスケール１３０の各々と関連付けられ
た１つまたはそれ以上のパッシブ色インジケータ１３４は、ハウジング１１０上および／
またはリザーバスケール１３０上に位置し得る。さらに、例えば、１つまたはそれ以上の
他のステータスライト（例えばアラームライト）は、ハウジング１１０の上部（例えばシ
ステムの上面上）に、ライトバー１３１の形状で位置し得る。例えば、そのようなステー
タスライトは、アラームが存在する場合に活性化される（例えば、有色のバーが活性化さ
れ得、バーに沿って動く光が提示され得、明滅するバーが提示され得るなど）。
【００５３】
　リザーバステータスライト１４０の各々は、体外血液処理システム１００のただ１つの
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リザーバスケール１３０と関連付けられ得る。例えば、第１のリザーバステータスライト
１４０は第１のリザーバスケール１３０に関連付けられ得、第２のリザーバステータスラ
イト１４０は第２のリザーバスケール１３０に関連付けられ得る。描かれた体外血液処理
システム１００は、各リザーバスケール１３０と関連付けられたただ１つのリザーバステ
ータスライト１４０を含んでいるが、１つまたはそれ以上の他の実施形態では、２つ以上
のリザーバステータスライト１４０が１つのリザーバスケール１３０と関連付けられても
よい。
【００５４】
　ディスプレイ１６０は、図３乃至８を参照して本明細書において記載されるようなリザ
ーバスケール３０１に取り付けられた任意のリザーバ１３２のステータスだけでなく体外
血液処理システム１００の動作も監視し得る。本明細書記載の体外血液処理システム１０
０では、リザーバステータスライト１４０は、１つまたはそれ以上の実施形態において、
リザーバステータスライト１４０と関連付けられたリザーバスケール１３０に取り付けら
れたリザーバ１３２の状態のインジケーションを提供するために使用されることが可能で
ある。例えば、選択されたリザーバスケール１３０と関連付けられたリザーバステータス
ライト１４０は、体外血液処理装置において提供された他のどのリザーバスケール１３０
よりも選択されたリザーバスケール１３０の近くに位置する。第１リザーバステータスラ
イト１４０が第１リザーバスケール１３０と関連付けられ、第２リザーバステータスライ
ト１４０が第２リザーバスケール１３０と関連付けられている場合、第１リザーバステー
タスライト１４０は第２リザーバスケール１３０より第１リザーバスケール１３０に近い
位置から光を放射する。
【００５５】
　１つまたはそれ以上の実施形態では、リザーバスケール１３０に関連付けられたリザー
バステータスライト１４０は、リザーバのステータスのモニタの一部として、リザーバス
ケール１３０に取り付けられたリザーバ１３２が選択された重量制限を過ぎていることの
インジケーションを提供し得る。この選択された重量制限は、体外血液処理装置からの流
体を収集するために使用されるリザーバ１３２の場合、選択された重量制限を過ぎること
（例えば達する、及び／または超える）は、リザーバ１３２がその充填能力に達している
または既に達しており、流体を収集するために更なる容量を持つリザーバに交換する必要
があり得るような、上限値であり得る。体外血液処理装置に流体を供給するために使用さ
れるリザーバ１３２の場合には、選択された重量制限は、選択された重量制限を過ぎるこ
と（例えば達する、及び／またはそれ未満に落ちる）は、リザーバ１３２が、体外血液処
理システム１００に供給すべき更なる流体を備えた新たなリザーバ１３２に交換される必
要があり得るレベルに、リザーバ１３２が達している、または既に達したことのインジケ
ーションであるような、下限値であり得る。
【００５６】
　リザーバステータスライト１４０は、例示的な体外血液処理システム１００によって発
行されるアラームと共に使用されても良い。例えば、リザーバ１３２に関してシステム１
００によりアラームが発行された場合（例えば、交換を求め、または交換に近いリザーバ
１３２、調整される必要のあり得るリザーバ１３２、その他のオペレータの介入が必要で
あり得るリザーバ１３２等）、ディスプレイ１６０に表示された例示的なグラフィカル・
ユーザ・インターフェースにアラーム領域が描かれ、そしてアラームのトリガとなったリ
ザーバ１３２に対応するリザーバステータスライト１４０がインジケーションを与え得る
（例えば、ステータスライトが明るく光り、または点灯し得る）。更に、ディスプレイ１
６０のグラフィカル・ユーザ・インターフェースに描かれたアラーム領域は、例えば、ア
ラームのトリガとなったリザーバ１３２に対応する色、数字、及び／または記述のような
識別子、及び／またはアラームのトリガとなったリザーバ１３２のリザーバステータスラ
イト１４０及び／またはパッシブ色インジケータを用い得る。例えば、交換が必要なリザ
ーバ１３２につきアラームが発行され、グラフィカル・ユーザ・インターフェースに描か
れたアラーム領域は、リザーバが交換を必要としていることのリザーバステータスライト
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１４０及び／またはパッシブ色インジケータ１３４に対応する色のアイコンを含み得る。
少なくとも１つの実施形態では、アラーム領域は、交換を必要とするリザーバ１３２に対
応する数だけ含み得る。
【００５７】
　図１に示すように、そして図２に関連するように、処理装置２４は、コンピューティン
グ装置１２に動作可能に結合され、または接続され得る。コンピューティング装置１２に
動作可能に結合された処理装置２４は、図２に示すポンプ１２０及びリザーバスケール１
３０である。また、コンピューティング装置１２に動作可能に結合された処理装置２４は
、リザーバステータスライト１４０である。
【００５８】
　１つまたはそれ以上の実施形態においてコンピューティング装置１２は、各リザーバス
ケール１３０からの重量信号を受信するように構成され得る。そして、各リザーバスケー
ル１３０からの重量信号は、リザーバスケール１３０に取り付けられたリザーバ１３２の
重量を示す。コンピューティング装置１２は更に、リザーバスケール１３０から受信した
重量信号に少なくとも部分的に基づいて、重量信号が受信されたリザーバスケール１３０
に取り付けられたリザーバ１３２が、選択された重量制限を過ぎたことを判断するように
構成されても良い。本明細書で議論されたように、選択された重量制限は、リザーバが体
外血液処理システム１００からの流体の収集または流体の供給のために用いられるかによ
って、上限または下限であり得る。リザーバスケール１３０に関連付けられたリザーバ１
３２が選択された重量制限を過ぎたとコンピューティング装置１２が判断した場合、コン
ピューティング装置１２は更に、リザーバスケール１３０に関連付けられたリザーバステ
ータスライト１４０による発行モードに変化し（例えば、光強度が変化し、光の明るさが
変化し、点滅するように光がオン及びオフし、１つまたはそれ以上の異なるレートで光が
点滅し、光の色が変化する等）、及び／またはグラフィカル・ユーザ・インターフェース
上の通知のような種々のステータス情報を表示するように構成され得る。更に、例えばコ
ンピューティング装置は、ライトバー（light bar）１３１のような１つまたはそれ以上
の他のステータスライトを制御するように構成されても良い。例えば、ステータスバー１
３１による発行のモードの同様の変化が、コンピューティング装置によって制御されても
良い（例えば異なるアラーム状態では異なる光の色等）。
【００５９】
　本明細書で述べられる体外血液処理装置で使用されるリザーバを保持し測るために用い
られるリザーバスケールは、あらゆる数の種類の異なる形態をとり得る。ある可能な適切
なリザーバスケール及び関連する構造の例は、国際公開ＷＯ２００４／０６９３１１及び
米国特許番号７，８９１，６２５に見いだされ、また商業的に市販されている血液透析器
（例えば、Gambro Lundia ABから販売されているPRISMAFLEX machines等）も同様である
。
【００６０】
　体外血液処理に関連する情報を表示する際に使用し、そして体外血液処理を行う際に使
用されるためにオペレータに機能（例えばアラーム領域をドッキングする）を提供する例
示的なグラフィカル・ユーザ・インターフェースを示すスクリーンショットが、図３乃至
８に示される。このような例示的なグラフィカル・ユーザ・インターフェースは、図１を
参照して本明細書で述べられたシステム１０、及び／または図２のシステム１００のディ
スプレイ１６０によって描かれ得る。更に、本明細書に記載のグラフィカル・ユーザ・イ
ンターフェースはタッチスクリーン上に描かれてもよく、このような構成においては入力
装置もまたタッチスクリーンであろう。
【００６１】
　例示的なグラフィカル・ユーザ・インターフェース２００が図３に示され、一般的に体
外血液処理の実行のため、及び／また実行中に使用され得る。グラフィカル・ユーザ・イ
ンターフェース２００は、他の領域のうち、動作領域（operations region）２１０を含
み得る。動作領域２１０は、例えば１つまたはそれ以上の流体エリア（fluid areas）２
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１２、１つまたはそれ以上の圧力表示エリア２１４、入力／出力時間ピリオドエリア２１
６、投薬量情報エリア２１８、メッセージセンターエリア２２０等のような、体外血液処
理に関する複数のアイテムを含み得る。各流体エリア２１２は、体外血液処理における異
なる流体に対応し得る。例示的な流体エリアは、２０１４年３月１４日に出願され、“Ex
tracorporeal Blood Treatment Fluids Interface”と表題され、参照により本明細書に
その全てが組み込まれるＰＣＴ特許出願番号ＰＣＴ／ＵＳ２０１４／０２６２１５に記載
され得る。
【００６２】
　グラフィカル・ユーザ・インターフェース２００はまた、例えばマシンステータス２３
２、治療の種類２３４、及び治療のステータス２３６のような治療情報を表示するように
構成されたステータス領域２３０を含み得る。図示するように、ステータス領域２３０は
、グラフィカル・ユーザ・インターフェース２００の左上隅に位置する。ステータス領域
２３０は、グラフィカル・ユーザ・インターフェース２００のどこに位置しても良く、例
えば動作領域３１０のような他の領域とオーバーラップしても良い。少なくとも一実施形
態では、ステータス領域２３０は、ステータス領域２３０の外側を定義する境界２３１を
含むように記載され、動作領域２１０は、グラフィカル・ユーザ・インターフェース２０
０の残りと定義され得る。
【００６３】
　グラフィカル・ユーザ・インターフェース２００はまた、例示的な体外血液処理システ
ムについての種々のセッティング及び／または情報にアクセスするための選択可能な１つ
またはそれ以上のエリアを与えるように構成されたツールバー領域２２２のような追加の
領域を含み得る。図示するようにツールバー領域２２２は、“患者”エリア、“ヒストリ
”エリア、“ツール”エリア、“プロファイル”エリア、“ヘルプ”エリア、及び“ロッ
ク”エリアを含み、それぞれがオペレータによって選択可能であり（例えばタッチにより
、マウスによるクリックにより等）、グラフィカル・ユーザ・インターフェース２００の
種々の他のエリア及び／または領域にアクセスし得る。グラフィカル・ユーザ・インター
フェース２００はまた、例示的な体外血液処理システムによって行われている体外血液処
理システムを、オペレータによって開始、ストップ、一時停止するために選択されるよう
に構成された、ストップ／キャンセル領域２２３を含み得る。図示するように、ストップ
／キャンセル領域２２３は、“ストップ”または“キャンセル”動作を定義し、実行中の
血液処理を停止またはキャンセルし、及び／または例示的な体外血液処理システム１０の
他の動作ストップまたはキャンセルし得る。
【００６４】
　オペレータは、図１を参照して本明細書で説明された例示的な体外血液処理システム１
０の入力装置２０を用いて、グラフィカル・ユーザ・インターフェース２００の領域及び
エリアを選択し得る。例えば入力装置２０は、グラフィカル・ユーザ・インターフェース
２００に対応するタッチスクリーンであって良い。本明細書で使用される場合、オペレー
タがグラフィカル・ユーザ・インターフェースの領域または部分を「選択」するとき、こ
の領域または部分を選択することは、多くの異なるタイプの入力装置を用いて多くの異な
る方法により行われ得ることが理解されるべきである。例えば入力装置がタッチスクリー
ンである場合、オペレータは、自身の指で部分に「触る」ことにより、またはスタイラス
のようなポインティングデバイスを用いて、領域または部分を選択し得る。更に、例えば
入力装置がマウスまたは同様のポインティングデバイスである場合、オペレータは、矢印
またはカーソルを所望の領域または部分に配置し、この領域または部分を「クリック」す
ることにより、この領域または部分を選択し得る。更に、例えば入力装置が、一連のボタ
ン及び／またはノブである場合、オペレータは、ボタン及び／またはノブを用いてその領
域または部分へ誘導し、ボタン及び／またはノブを押し下げることによりそれを選択する
ことで、その領域または部分を選択し得る。
【００６５】
　本明細書に記載されるように、典型的な体外血液処理システムは、例えば、リザーバの



(18) JP 2017-512588 A 2017.5.25

10

20

30

40

50

交換、リザーバの故障、異常な圧力、リーク、圧力管理、患者との接続、リザーバ容量等
の複数の理由のためにアラームを発行し得る。アラームが発行されると、多数のアクショ
ンが典型的な体外血液処理システムによって行われ、または実行され得る。例えば、典型
的な体外血液処理システムは、オペレータにアラームが発行されたことを通知する（例え
ば光、音、ライトバー（light bar）等を用いて）ように構成され得る、例えば光やスピ
ーカー等の出力装置を含み得る。更に本明細書に記載のように、アラーム領域は、アラー
ムが発行されたことをオペレータに通知するための例示的なグラフィカル・ユーザ・イン
ターフェース２００に表示され得る。
【００６６】
　例示的なアラーム領域２５０が、図４のグラフィカル・ユーザ・インターフェース２０
０に示されている。アラーム領域２５０は、発行されたアラームに関連する情報を表示し
、発行されたアラームに関連することを選択するようにオペレータに選択可能なアクショ
ンを提供するように構成され得る。例えばアラーム領域２５０は、発行されたアラームに
関する情報を集め、発行されたアラームをキュア（cure）するための１つまたはそれ以上
のプロセスまたはステップを実行するために、オペレータに機能を提供し得る。アラーム
がキュアされた後（例えば、オペレータによって対処され、または解決される）、アラー
ム領域２５０は、グラフィカル・ユーザ・インターフェース２００から取り除かれ得る（
例えば、アラーム領域２５０はもはや描かれなくても良く、アラーム領域２５０が消失す
る等）。
【００６７】
　図示するように、アラーム領域２５０は、動作領域２１０内（例えば上に、中に、等）
に表示される。少なくとも一実施形態では、アラーム領域２５０は、「ポップオーバー」
ウィンドウ（例えば、グラフィカル・ユーザ・インターフェース２００の残りの部分上に
位置するグラフィカルエレメント）として説明され得る。また、アラーム領域２５０が点
滅し、または注意を「喚起」するあらゆるグラフィカルアニメーションを描いても良い。
【００６８】
　アラーム領域２５０によって視界から隠されたりブロックされていない動作領域２１０
の残りの部分２１１は、「グレーアウト（greyed out）」しても良く（例えば、動作領域
２１０内のグラフィックスは、「グレー表示（greyed）」され、または暗くされ、動作領
域２１０内のグラフィックスは、“ローライト（low light）”とされ得る）、これは、
動作領域２１０内に与えられた機能がディセーブルとされ、他方でアラーム領域２５０が
動作領域２１０に表示されることを示す。動作領域２１０は「グレーアウト」されて機能
しないが（例えば、オペレータによって選択出来ず、オペレータによってアクションを行
うために使用出来ない等）、描かれる値（例えば、流体リザーバレベル、圧力、温度、及
び／または動作領域２１０内に表示されるその他のあらゆる情報）は、体外血液処理シス
テムの動作に基づいて、なお更新され得る。更に、本明細書で説明される例示的な実施形
態は、動作領域２１０を「グレーアウト」しつつアラーム領域２５０を表示しているが、
他の実施形態は、動作領域２１０が機能不能であることのその他の種類のグラフィック表
示（例えばぼかす等）を用いても良い。更に、他の実施形態では、アラーム領域２５０が
その上に表示されても動作２１０はなお機能可能であっても良い。
【００６９】
　図４では、特定のサイズ及び形状でアラーム領域２５０が示されているが、アラーム領
域２５０のサイズ及び形状は、発行されたアラームの損国土に応じて変化し、または変わ
っても良い。例えば、より深刻なアラーム（例えば、より早急な対応を必要とするアラー
ム）は大きく、他方で深刻でないアラーム（例えば早急な対応を必要としないアラーム）
は小さくても良い。更に、図は白黒であるが、アラーム領域２５０の色は、発行されたア
ラームの深刻度に応じて変化しても良い。
【００７０】
　アラーム領域２５０は、１つまたはそれ以上のエリアを含み、いくつかはユーザが選択
出来、他は選択出来ない。例えばアラーム領域２５０は、発行されたアラームの簡単な説
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明及び／または英数字文字で、アラームのタイトルを表示するタイトルエリア２５２を含
んでも良い。オペレータは、タイトルエリア２５２を見て、または確認して、そこに含ま
れる情報を読むことで、発行されたアラームの種類を迅速に確認出来る。タイトル領域２
５２はまた、アラームの深刻度に応じて色分けされても良い。例えば、あるアラームがよ
り深刻でありまたは他よりもより早急な対応が必要であると、あるアラームのタイトルエ
リア２５２を特別の、または事前に選択された色（例えば、赤）にして、より深刻なアラ
ームであることを示す一方で、他のアラームは他の特定のまたは事前に選択された色（例
えば、黄色）にして、それほど深刻ではないアラームであることを示し得る。更に、例え
ば、ライトバー１３１のようなステータスライトが、表示されたアラームに対応したモー
ドで活性化され得る。例えば、ステータスライト１３１は、表示されたアラームのように
コード化された色であっても良く、ステータスライトは、表示されたアラームに応じた種
々の速度で点滅するように活性化されても良いし、表示されたアラームに応じてライトバ
ーに沿ってより早く移動する光のように活性化されても良い。
【００７１】
　アラーム領域２５０は更に、発行されたアラームに関するテキスト及び／またはグラフ
ィック情報を提供する情報エリア２５４を含んでも良い。例えば図示するように、情報エ
リア２５４は、より詳細に発行されたアラームを示し得るテキスト２５６と、アラームの
トリガとなったイベントに近い例示的な体外血液処理システムの部分をグラフィカルに表
示し、発行されたアラームが対処され、またはキュアされた、例示的な体外血液処理シス
テムの部分をグラフィカルに表示する等のグラフィック２５８とを含む。更に、情報エリ
ア２５４に表示される情報は、より多くの情報を示すためにスクロール可能であっても良
いし、または移動可能であっても良い。
【００７２】
　図４のアラーム領域２５０で示される例示的な発行されたアラームは、リザーバの交換
である。このように、タイトルエリア２５２は、テキスト“リザーバ交換”を含み、情報
エリア２５４のテキスト２５６（例えば、１つまたはそれ以上の英数字の文字列）は、リ
ザーバ交換に関するテキストを含み、これに限定されないが、リザーバを交換するための
１つまたはそれ以上のステップ、指示、またはプロセス、リザーバに関する情報及び／ま
たは注意喚起などを含み、情報エリア２５４のグラフィック２５８は、リザーバ及びリザ
ーバスケールを含む例示的な体外血液処理システムの下側の部分または領域に示されてい
る。
【００７３】
　アラーム領域２５０は更に、１つまたはそれ以上のアクションまたは動作を行い、実行
し、または開始するように、オペレータによって選択可能な１つまたはそれ以上の（例え
ば、少なくとも１つ）アクションエリア２６０を含み得る。アクションエリア２６０の各
々は選択可能なボタンとして描かれており、アクションエリア２６０の各々は、アクショ
ンエリア２６０のテキスト表示２６２を含み得る。
【００７４】
　アクションエリア２６５のような少なくとも１つのアクションエリア２６０が、図８に
示すように、インストラクション領域２７０を表示するように、オペレータによって選択
され得る。インストラクション領域２７０は、発行されたアラームをキュア（curing）す
ることに関する情報を含み得る。例えばインストラクション領域２７０は、発行されたア
ラームをどのように解決するかをオペレータに指示し得るテキスト２７２及びグラフィッ
ク２７４を含み得る。図示するように、インストラクション領域２７０のテキスト２７２
には４つのステップが記載されている。グラフィック２７４は、各ステップにつき変化し
ても良く、各ステップにつき行われるアクションをグラフィカルに表記しても良い。例え
ば、図示するように、ステップ「スケールを引っ張り出して下さい」がハイライトされ、
そしてグラフィック２７４は引っ張り出されるスケールを表示し得る。
【００７５】
　アクションエリア２６０は、「詳細」アクションエリア２６３を含み、オペレータに選
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択された際に、アラーム領域２５０の情報エリア２５４よりも発行されたアラームに関し
て更なる情報を含む情報領域を表示するように構成され得る。アクションエリア２６０は
更に、発行されたアラームをキュアするために、発行されたアラームを一時的にキュアす
るために、アラーム状態内で実行されるべき１つまたはそれ以上のアクションを提供する
ために（例えば、注射器を上げるまたは下げる等のためのプロセス及びアクション）、ア
ラーム制限を一時的に上げるまたは下げるためのオーバーライドボタン／エリアを提供す
るために、発行されたアラームを完全にオーバーライドするために、１つまたはそれ以上
の方法またはプロセスを含み得る。
【００７６】
　例えば、オペレータが、アラームで繰り返しリマインドされることなく、アラームを解
決し、またはキュアするように、オペレータは、発行されたアラームをミュートしたいか
もしれない（例えば一時的にオーバーライドし、先延ばしにし、静かにさせる等）。発行
されたアラームをミュートする機能を提供するために、アラーム領域２５０は、選択され
た期間、発行されたアラームを「ミュート（mute）」するためにオペレータに選択可能な
ミュートエリア２８０を含み得る。図示するように、ミュートエリア２８０は、音（例え
ば、ベルから拡がる音の“波”）を鳴らすベル２８２のアイコンと共に押圧出来るボタン
としてグラフィカル・ユーザ・インターフェース２００に描かれている。オペレータがミ
ュートエリア２８０を選択すると、例えば、例示的なシステムから音が鳴り、例示的なシ
ステムで光が点滅し（例えばシステムの上部に配置される等）、グラフィカル・ユーザ・
インターフェース２００上で色が点滅する等のような１つまたはそれ以上のインジケーシ
ョンが、選択された期間だけ停止し得る（例えば、静かにされ、ミュートされ、ターンオ
フされ、制限される等）。
【００７７】
　選択された期間は、約３０秒から約３６０秒の間で予め選択し得る。例えば、選択され
た期間は、約３０秒以上、約４５秒以上、約６０秒以上、約９０秒以上、約１２０秒以上
、約１８０秒以上、約２４０秒以上等であって良い。更に、例えば選択された期間は、約
３６０秒以下、約３００秒以下、約２４０秒以下、約１８０秒以下、約１２０秒以下、約
９０秒以下、約６０秒以下等であってもよい。
【００７８】
　発行されたアラームを「ミュート」するためにオペレータがミュートエリア２８０を選
択した後、ミュートエリア２８０に表示のグラフィックは、図５に示すようなアラームが
ミュートされていることを示すように変化し得る。例えば、図示するように、ソリッドな
ベルのグラフィック２８２がベル２８４のアウトラインに変化し、アウトラインのベル上
には“Ｘ”が描画され、そしてベルから拡がる音の“波”が削除されている。更に、選択
された期間の残り時間２８０の英数字表現（例えば“１２０ｓ”は１２０秒を示す）がミ
ュートエリア２８０に表示され得る。残り時間２８６はデクリメントされ、減少され、「
カウントダウン」されて、アラームが「アンミュート（un-muted）」された際、またはさ
れる時に、ゼロになり得る（例えば、選択した期間が過ぎ去った時）。アラームが「アン
ミュート」されると、音が鳴り、光が点滅し、グラフィカル・ユーザ・インターフェース
２００上で色が点滅する等のような１つまたはそれ以上のインジケーションが再スタート
し得る（例えば、開始され、始まり、ターンオンされる等）。
【００７９】
　アラーム領域２５０は、グラフィカル・ユーザ・インターフェース２００の別の領域ま
たはエリアにドッキングされる（例えば移動され、最小化され、シュリンクされ、別の場
所に移される等）ように構成され得る。１つまたはそれ以上の実施形態では、アラーム領
域２５０がドッキングされ得るグラフィカル・ユーザ・インターフェース２００の領域を
、一般にドック領域と呼び得る。ドック領域は、グラフィカル・ユーザ・インターフェー
ス２００に描写された多くの領域のいずれかであり得る。更に、アラーム領域２５０は、
アラームが発行されると、グラフィカル・ユーザ・インターフェース２００の多くの領域
のいずれかで描写され得る。
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【００８０】
　本明細書に記載の実施形態では、アラーム領域２５０がドッキングされ得るグラフィカ
ル・ユーザ・インターフェース２００の領域、例えばドック領域は、アラーム領域２５０
が始まる領域（例えば、アラームが発行された際に初めに表示された）よりも小さく、ま
たは実質的に小さい。これに対して、アラーム領域２５０が始まる（例えば、アラームが
発行された際に初めに表示された）グラフィカル・ユーザ・インターフェース２００の領
域は、アラーム領域２５０がドッキングされるグラフィカル・ユーザ・インターフェース
２００の領域、例えばドック領域よりも大きく、実質的に大きい。本明細書で説明される
実施形態では、アラーム領域２５０は、初めは動作領域２１０に表示され、そしてステー
タス領域２３０にドッキング可能であり、よって動作領域２１０とステータス領域２３０
は、本明細書ではアラーム領域２５０が始まる領域と、アラーム領域２５０がドッキング
され得る領域との間の例示的なサイズの関係を説明するために用いられる。例えば、ステ
ータス領域２３０は、動作領域２１０の半分のサイズよりも小さく、ステータス領域２３
０は、動作領域２１０の１／４のサイズより小さく、ステータス領域２３０は、動作領域
２１０の１／８のサイズより小さく、そしてステータス領域２３０は、動作領域２１０の
１／１０のサイズより小さくても良い。言い換えれば、ステータス領域２３０は動作領域
２１０の５０％以下であり、ステータス領域２３０は動作領域２１０の２５％以下であり
、ステータス領域２３０は動作領域２１０の１２．５％以下であり、ステータス領域２３
０は動作領域２１０の１０％以下であって良い。逆に言えば、例えば動作領域２１０はス
テータス領域２３０の１０倍大きく、動作領域２１０はステータス領域２３０の８倍大き
く、動作領域２１０はステータス領域２３０の４倍大きく、動作領域２１０はステータス
領域２３０の２倍大きい。言い換えれば、動作領域２１０は、ステータス領域２３０の２
００％以上であり、動作領域２１０は、ステータス領域２３０の４００％以上であり、動
作領域２１０は、ステータス領域２３０の８００％以上であり、動作領域２１０は、ステ
ータス領域２３０の１０００％以上であり得る。
【００８１】
　本明細書に記載の実施形態では、アラーム領域２５０は動作領域２５０内に表示され、
アラーム領域２５０は動作領域２１０から、グラフィカル・ユーザ・インターフェース２
００のステータス領域２３０にドッキングするように構成され得る。別の実施形態では、
アラームに発行に応じて、動作領域２１０の他のグラフィカル・ユーザ・インターフェー
ス２００の領域内、または内部にアラーム領域２５０が表示されても良く、更にアラーム
領域２５０がステータス領域２３０より他のグラフィカル・ユーザ・インターフェース２
００の領域にドッキングされても良いことが理解されるべきである。オペレータは、例え
ば動作領域２１０全体を見て、動作領域２１０の他の部分を見て、動作領域２１０の１つ
またはそれ以上の値または変数を変更して、グラフィカル・ユーザ・インターフェース２
００の他の領域またはエリアをイニシエイトし、または選択して、これにより種々のタス
クまたはプロセスを実行し、１つまたはそれ以上の設定を調整し、１つまたはそれ以上の
流量を調整し、１つまたはそれ以上のリザーバを交換し、システム、処理、及び／または
患者のヒストリを見て、ヘルプ情報をレビューし、１つまたはそれ以上のコンポーネント
を調整する等のように、オペレータはアラーム領域２５０をドッキングしたいかもしれな
い。例えば、アラーム領域２５０がドッキングされた際、動作領域２１０は、例えば１つ
またはそれ以上の設定を調整する等、オペレータによるインタラクションまたは機能がイ
ネーブルにされ得る。少なくとも一実施形態では、動作領域２１０が、アラーム領域２５
０がドッキングされた際でも、オペレータによるインタラクションがディセーブルとされ
得る。
【００８２】
　アラーム領域２５０がドッキングされた際、発行されたアラームはまだアクティブであ
る。言い換えれば、動作領域２１０からアラーム領域２５０をドッキングすることは、発
行されたアラームをキュアまたは解決しない。代わりに、アラーム領域２５０は、グラフ
ィカル・ユーザ・インターフェース２００内の異なる位置に移動し、または描画されるに
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過ぎない。オペレータは、例えばアラーム領域２５０内のエリアを選択すること、アラー
ム領域２５０をグラフィカル・ユーザ・インターフェース２００の別の領域またはエリア
にタッチしてドラッグすること、アラーム領域２５０をグラフィカル・ユーザ・インター
フェース２００の別の領域またはエリアにスワイプすること、及び／またはグラフィカル
・ユーザ・インターフェース２００のあるタイプのジェスチャーを実行すること、により
、アラーム領域２５０をドッキングし得る。
【００８３】
　更に、アラーム領域２５０がドッキングされている際は、発行されたアラームもまた同
時にミュートし得る。言い換えれば、オペレータは、１ステップ（例えばアラーム領域２
５０をドッキングすることにより）で、発行されたアラームをミュートし、そしてアラー
ム領域２５０をドッキングし得る。更に、例えばアラームに対応しまたはキュアするため
に、オペレータがアクションエリア２６０を選択することを選んだ場合、アクションエリ
ア２６０の選択もまた、アラームをミュートし得る。換言すれば、オペレータは、１ステ
ップ（例えばアクションエリア２６０を選ぶこと）で同時に、発行されたアラームをミュ
ートし、アラームをキュアし、または対応するためのプロセスを開始し得る。
【００８４】
　図５に示すように、アラーム領域２５０は、アラーム領域２５０を動作領域２１０から
例えばステータス領域２３０のようなドック領域にドッキングするためにオペレータによ
り選択可能（例えばタッチする）であり得るドックエリア（dock area）２９０を含む。
ドックエリア２９０は、矢印２９２（例えば、アラーム領域２５０がドッキングされ得る
方向を指す）のアイコンと押圧可能なボタンとしてグラフィカルに描画される。
【００８５】
　オペレータがドックエリア２９０を選択した後、アラーム領域２５０は、図６に示すよ
うに、ステータス領域２３０内部に表示され、内部に見え、または再配置され得る。アラ
ーム領域２５０は、本明細書ではステータス領域２３０に、または内部に「ドッキングさ
れる（docked）」として説明されているが、アラーム領域２５０の全てのグラフィックエ
レメント、情報、及び／または機能は、実際には（例えば空間的には等）ステータス領域
に移動しないかもしれないことが理解されるべきであり、代わりに図４乃至５に示すよう
にアラーム領域２５０は消去されまたは移動されて、動作領域２１０を見えるようにして
も良く（例えば、全ての動作領域）、他方で、アラーム領域２５０の１つまたはそれ以上
のグラフィックエレメント、情報、及び／または機能がステータス領域２３０内に表示さ
れ、そしてステータス領域２３０の１つまたはそれ以上のエリアは、アラーム領域２５０
のドッキング前に１つまたはそれ以上のエリアが有していたのとは異なって見えても良い
。
【００８６】
　例えば、アラーム領域２５０がドッキングされた際に、ステータス領域２３０のグラフ
ィカル描写は、アラーム領域２５０がその中にドッキングされていることを示すように変
更され得る。更に、例えばドッキングの前に、ステータス領域２３０は、図３に示すよう
にマシンステータス２３２、治療の種類２３４、及び治療のステータス２３６を表示する
ように構成され得る。ドッキングの後、治療の種類２３４は、発行されたアラームを記述
した英数字の文字列２９４に置き換えられ得る。図６に示すように、英数字の文字列２９
４は、ワード「アラーム」を記載するが、英数字の文字列２９４は、例えばアラームの種
類、及び／またはアラームの深刻度のようなアラームに関するあらゆる情報を含んでも良
い。アラーム領域２５０がステータス領域２３０にドッキングされる際、ステータス領域
２３０は、例えば治療ステータス２３６のような、アラーム領域２５０のドッキング前に
ステータス領域２３０が示していた１つまたはそれ以上のアイテムまたはエリアをなお表
示し、または描画しても良い。更に、アラーム領域２５０がステータス領域２３０にドッ
キングされる際、ミュートエリア（mute area）２８０もまたステータス領域２３０内に
描画されても良く、アラーム領域がドッキングされなかった際にはミュートエリア２８０
と同じ全ての機能を提供し得る。更に、ステータス領域２３０は、アラーム領域２５０が
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そこにドッキングされていることを示すために、色を変え、及び／またはあらゆるその他
のビジュアルインジケーションを提供しても良い。
【００８７】
　本明細書で述べたように、ステータス領域２３０に示されたミュートエリア２８０は、
アラーム領域２５０がステータス領域２３０内にドッキングされた際に、図４乃至５に示
すように、ミュートエリア２８０が「アンドッキング」されたアラーム領域２５０に示さ
れていた時と同じ情報を表示し、同じ機能を提供し得る。例えば、選択された期間におけ
る残り時間２８６がミュートエリア２８０に描画され、デクリメント、減少、またはゼロ
に「カウントダウン」され得る。図６に示すように、残り時間は１２０秒であり、図７に
示すように、残り時間２８６は１５秒にデクリメントされる。よって図７では、オペレー
タがアラームをキュア（cure）または解除し、オペレータがミュートエリア２８０を選択
することによりアラームを「リミュート（re-mute）」等しなければ、発行されたアラー
ムは、１５秒で「アンミュート（un-mute）」され得る。更に、発行されたアラームは、
選択された期間の満了前に「リミュート」され得る。
【００８８】
　オペレータは、例えばアラーム領域２５０内のエリアを選択すること、ステータス領域
２３０をタッチしてアラーム領域２５０をグラフィカル・ユーザ・インターフェース２０
０の別の領域またはエリアにドラッグすること、ステータス領域２３０を、グラフィカル
・ユーザ・インターフェース２００の別の領域またはエリアにスワイプすること、及び／
またはグラフィカル・ユーザ・インターフェース２００にあるタイプのジェスチャーを実
行すること等により、アラーム領域２５０をステータス領域２３０から「アンドッキング
」し得る。図示するように、ステータス領域２３０は、アラーム領域２５０をステータス
領域２３０からグラフィカル・ユーザ・インターフェース２００の別の領域またはエリア
に「アンドッキング」（例えば移動、再配置等）するためにオペレータにより選択可能な
アンドック領域２９６を更に描画し得る。図示するように、アンドックエリア２９６は、
アラーム領域２５０がアンドックされ得る（例えば移動された）方向を示す矢印２９８の
アイコンを描画する。
【００８９】
　１つより多いアラーム領域２５０が、同時にステータス領域２３０にドッキングされ得
る。１つより多いアラーム領域２５０が、同時にステータス領域２３０にドッキングされ
る際、ステータス領域２３０は、２つまたはそれ以上のアラーム領域２５０がドッキング
されていることの１つまたはそれ以上のインジケーションを提供し得る。例えば、そこに
ドッキングされているアラーム領域２５０の数を示す数字が、ステータス領域２３０内部
に表示されても良い。更に、ドット（例えばドットの列であり、各ドットがアラーム領域
２５０を示す）のようなグラフィカルエレメントが、そこにドッキングされているアラー
ム領域２５０の数を示すためにステータス領域２３０内部に表示されても良い。更に、１
つより多いアラーム領域２５０がそこにドッキングされている際にオペレータがステータ
ス領域２３０を選択すると、全てのアラーム領域２５０のリストまたは他のグラフィカル
表示が表示されて、オペレータに対して「アンドック」するアラーム領域２５０を選択す
ることを可能にし得る。更に、オペレータはまた、１つより多いアラーム領域２５０を同
時にステータス領域２３０からアンドッキングすることが出来ても良い（例えば、ステー
タス領域２３０及び／またはアンドックエリア２９６を選択することは、全てのアラーム
領域２５０をアンドッキングし得る）。
【００９０】
　更に、図９に示すように、１つより多いアラーム領域２５０がドッキングされている際
、全てのドッキングされているアラーム（または、ちょうど２つまたはそれ以上のドッキ
ングされたアラーム）が、ドッキングされたto do listの方法で表示され得る（例えば、
図９に示すように異なるドッキングエリア内のように同時に表示され、スタック方式で表
示される等）。例えば、ドッキングされたアラームの各々は、大きいドック領域３００（
例えばステータス領域）内に別々のドックアラームエリア３０１乃至３０４として表示さ
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れ得る。そのようなドッキングされたアラームは、ドック領域３００内部に、ユーザによ
ってまたは自動で配置され得る。例えば、そのような配置は、アラームの優先度に基づき
得る。更に、例えばドッキングされたアラームは、ユーザにアラームの優先度を特定する
ため、第一に扱うべき必要のあるドッキングされたアラームのいずれかを特定するため（
例えば、ドッキングされたアラームエリア３０３は異なる色によりその優先度が特定され
、及び／または他のアラームよりも前に最初に注意が必要なアラームとしてそれが特定さ
れる）、アラームの種類を示す等のため、コード化され得る。更に、情報領域３０７の情
報エリア３０６のような情報エリアは、ドッキングされたアラームエリアの各々及び／ま
たは最も高い優先度を有するアラームエリアに関連付けられて、アラームを正すため、ま
たは複数のアラームを扱う際の他のあらゆる助けを提供するために、ユーザに更なる情報
を与え得る。そのような更なる情報は、ハイライトされたアラームからプルダウンエリア
の携帯で提供され、ポップアップエリアとして表示され等であり得る。
【００９１】
　更に、現在のアラーム領域２５０の位置に関して、オペレータに、例えば空間的な認識
を与えるため（例えば、認識不能になることを防ぐため）、及び／またはアラームの認識
（例えば、発行されたアラームがキュアされていない）を与えるため、アラーム領域２５
０をドッキングまたはアンドッキングする際、１つまたはそれ以上のアニメーションが、
例示的なグラフィカル・ユーザ・インターフェースによって描画され得る。例えば、動作
領域２１０からステータス領域２３０にアラーム領域２５０をドッキングする際、アラー
ム領域２５０は、グラフィカル・ユーザ・インターフェース２００の中心からステータス
領域２３０へ移動しつつ、同時にステータス領域２３０内にフィットするようにシュリン
クされるよう、描かれ得る。よって、オペレータは、そのようなアニメーションを、アラ
ーム領域２５０が移動されてシュリンクされ、ステータス領域２３０内にフィットしてい
ることを示すものと解釈し得る（例えば、オペレータは、アラームが存在または継続中で
あることを認識する）。反対に、アラーム領域２５０がステータス領域２３０からアンド
ッキングされる際、アラーム領域２５０は、ステータス領域２３０からグラフィカル・ユ
ーザ・インターフェース２００の中心に移動しつつ、同時に図３乃至４に示したアラーム
領域２５０情報及び／または機能の全てを含む状態になるよう描かれ得る。よってオペレ
ータは、そのようなアニメーションを、アラーム領域２５０がステータス領域２３０から
そのアンドッキング位置（例えば動作領域２１０内部）に移動され、そしてアンドッキン
グサイズに拡大され、または戻ったことを示すものと認識し得る。
【００９２】
　更に、例えばアラーム領域２５０を動作領域２１０からステータス領域２３０にドッキ
ングする際に、動作領域２１０とステータス領域２３０との間に一時的に矢印が描かれ得
る（例えば、動作領域２１０からステータス領域２３０を指し示す）。同様に、アラーム
領域２５０をステータス領域２３０から動作領域２１０にアンドッキングする際には、ス
テータス領域２３０と動作領域２１０の間に一時的に矢印が描かれ得る（例えば、ステー
タス領域から動作領域２１０を指し示す）。
【００９３】
　アラーム領域２５０は更に、ミュートされたアラームについての選択された期間が満了
した際に自動的にアンドッキングするように構成され得る。例えば、図７に示すように、
選択された期間が満了（例えば次の１５秒以内）する前にオペレータがアラームをキュア
またはリミュートしなければ、アラーム領域２５０はステータス領域２３０から動作領域
２１０に自動的にアンドッキングし得る。
【００９４】
　本明細書で引用された全ての特許、特許文献、及び参考文献は、各々が個別に組み込ま
れるように、それらの全てが組み込まれる。本開示は、例示的な実施形態を参照して与え
られ、限定的な意味で解釈されるものでは無い。前述のように、当業者は、本明細書に記
載されるように、他の様々な例示的なアプリケーションが、本明細書で述べられた技術を
用いて、本明細書で述べられたシステム及び方法の有益な特性の利点を得ることが出来る
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ことを認識するであろう。例示的な実施形態の様々な変形例、並びに本開示の更なる実施
形態は、この説明を参照することにより明らかになるであろう。

【図１】 【図２】
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