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(57)【要約】
一実施形態にかかる薬剤投与装置は制御モジュールを備
える薬剤ポンプを含む。薬剤の投与量要求装置は薬剤ポ
ンプと通信している。実質的な固体薬剤を投与するため
の投与装置は薬剤の投与量要求装置の起動に応答して、
薬剤ポンプと通信している。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　制御モジュールを備える薬剤ポンプと、
　薬剤ポンプと通信している薬剤の投与量要求装置と、
　前記薬剤の投与量要求装置の起動に応答して実質的な固体薬剤を投与し、かつ前記薬剤
ポンプと通信している投与装置を備える薬剤投与装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の薬剤投与装置において、
　前記薬剤の投与量要求装置は遠隔投与量コード装置及び音声操作装置を含むグループか
ら選択され、
　前記実質的な固体薬剤は丸薬、錠剤、液体を含むカプセル、顆粒状薬剤及び粉末状薬剤
を含むグループから選択され、
　前記薬剤ポンプは携帯型ポンプ、蠕動式ポンプ、シリンジポンプ、重力供給式ポンプ、
エラストマーポンプ及びマルチチャンネルポンプを含むグループから選択されるＰＣＡポ
ンプから構成されることを特徴とする薬剤投与装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の薬剤投与装置において、
　前記投与装置は選択的に前記制御モジュールに取り付けられた交換可能なカセットであ
り、
　前記カセットは内部に備えられたアクチュエータを含み、前記アクチュエータは前記制
御モジュールからのコマンドによって駆動され、前記投与量要求装置の起動に応答して前
記カセットから外部へ前記薬剤を送出することを特徴とする薬剤投与装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の薬剤投与装置において、
　前記カセットは個々の薬剤包装体を含み、前記薬剤包装体は実質的な固体薬剤を含み、
　更に、前記薬剤包装体は順番にあけた穴を含み、前記順番にあけた穴は前記アクチュエ
ータにある順番にあけた掛け釘に対して回動可能に係合し、前記薬剤包装体は前記制御モ
ジュールからのコマンドに従って前記カセットから前記アクチュエータによって外部へ旋
回するように送出されることを特徴とする薬剤投与装置。
【請求項５】
　請求項２に記載の薬剤投与装置において、
　前記薬剤の投与量要求装置と前記薬剤ポンプとの間の通信及び前記投与装置と前記薬剤
ポンプとの間の通信は、有線通信装置及び無線通信装置を含むグループから選択される装
置によって提供されることを特徴とする薬剤投与装置。
【請求項６】
　請求項３に記載の薬剤投与装置において、前記アクチュエータは選択された量の薬剤を
格納する、径方向に分割された収納部を含み、これによって、前記薬剤は前記制御モジュ
ールからのコマンドに従って前記カセットから前記アクチュエータによって外部へ回転的
に送出されることを特徴とする薬剤投与装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の薬剤投与装置において、前記薬剤の投与量要求装置と前記薬剤ポンプ
との間の通信及び前記投与装置と前記薬剤ポンプとの間の通信は、有線通信装置及び無線
通信装置を含むグループから選択されることを特徴とする薬剤投与装置。
【請求項８】
　請求項６に記載の薬剤投与装置において、
　前記カセットはドアを有するハウジングを含み、前記ドアは選択された一つの収納部へ
順番に接続し、前記アクチュエータは前記制御モジュールからのコマンドによって駆動さ
れ、前記選択された一つの収納部をドアと対応して一列になるように前進させ、そこから
薬剤が取り出されることを許容することを特徴とする薬剤投与装置。
【請求項９】
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　請求項８に記載の薬剤投与装置において、前記薬剤の投与量要求装置と前記薬剤ポンプ
との間の通信及び前記投与装置と前記薬剤ポンプとの間の通信は、有線通信装置及び無線
通信装置を含むグループから選択されることを特徴とする薬剤投与装置。
【請求項１０】
　請求項６に記載の薬剤投与装置において、
　前記カセットは前記カセットにおける前記アクチュエータの周りにおいて径方向に配置
された複数のドアを有するハウジングを含み、前記各ドアは対応する一つの収納部へのア
クセスを許容し、また、前記各ドアは係合用の突出部と掛け金リングを有し、
　前記掛け金リングは摺動的に前記ドアにおける係合用の突出部に係合し、前記ドアが開
くことを抑制し、前記掛け金リングは更に、切り込み領域を含み、
　前記掛け金リング及び前記切り込み領域を備える前記アクチュエータは、前記制御モジ
ュールからのコマンドによって駆動され、選択された一つのドアに対応する程度まで回転
し、これによって、前記切り込み領域は前記選択された一つのドアの対応する係合用の突
出部が前記掛け金リングから解除されることを許容し、又、これによって、前記選択され
た一つのドアが開き、前記薬剤をそこから取り出することを許容することを特徴とする薬
剤投与装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の薬剤投与装置において、前記薬剤の投与量要求装置と前記薬剤ポン
プとの間の通信及び前記投与装置と前記薬剤ポンプとの間の通信は、有線通信装置及び無
線通信装置を含むグループから選択されることを特徴とする薬剤投与装置。
【請求項１２】
　制御モジュールを備える薬剤ポンプと
　薬剤ポンプと通信している薬剤の投与量要求装置と、
　前記薬剤の投与量要求装置の起動に応答して実質的な固体薬剤を投与し、かつ前記薬剤
ポンプと通信している投与装置を備える薬剤投与装置において、
　前記薬剤投与装置は、前記制御モジュールを通して、患者が薬剤の投与を要求する場合
、或いは他に流体薬剤のボーラスとみなされるものを要求する場合、前記制御モジュール
からのコマンドによって駆動され、前記投与装置から外部へ前記患者に実質的な固体薬剤
を送達するように投与することを特徴とする薬剤投与装置。
【請求項１３】
　薬剤投与装置を患者へ提供する方法であって、前記薬剤投与装置は、（ｉ）制御モジュ
ールを備える薬剤ポンプ、（ｉｉ）薬剤ポンプと通信している薬剤の投与量要求装置、及
び（ｉｉｉ）前記薬剤の投与量要求装置の起動に応答して実質的な固体薬剤を投与し、か
つ前記薬剤ポンプと通信している投与装置を含む、前記薬剤投与装置を患者へ提供する方
法と、
　制御モジュールにおいて投与コマンドを入力する方法と、
　前記投与装置を、コマンドに応答して駆動し、前記実質的な固体薬剤を前記投与装置か
ら外部に患者へ投与する方法と
　からなる患者へ薬剤を投与する方法。
【請求項１４】
　薬剤ポンプであって、前記薬剤ポンプは制御モジュールを有し、前記制御モジュールは
複数の交換可能なカセットに選択的に取り付けられる薬剤ポンプと、
　前記各カセット内に含まれるアクチュエータと、
　前記各カセット内に含まれる薬剤であって、前記各カセット内の薬剤は流体材料、半固
体材料及び固体材料を含むグループから一つが選択される前記薬剤と、
　を備える薬剤投与システムにおいて、
　前記アクチュエータは前記制御モジュールからのコマンドによって駆動され、その場合
、前記制御モジュールに取り付けられた前記カセットのうち一つから患者へ前記薬剤を送
達することを特徴とする薬剤投与システム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は医療装置に、特に薬剤投与装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　薬剤ポンプなどの医療装置は周知である。薬剤ポンプ、通常は所謂携帯型ポンプ、蠕動
式ポンプ、シリンジポンプ、重力供給式ポンプ、エラストマーポンプ及びマルチチャンネ
ルポンプなどのタイプに分類される。このようなポンプは特別な医療ニーズに応じて所謂
患者自己管理鎮痛法（ＰＣＡ，“ｐａｔｉｅｎｔ－ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ ａｎａｌｇｅ
ｓｉａ”）機能を提供することもできる。これらの分類は薬剤ポンプ自身の全体の特徴を
理解するために有用であっても、これらの用語は限定的でも結論的でもなく、時には医療
分野において互いに置き換えたり、意味が変化するように使用されてもよい。
【０００３】
　ＰＣＡポンプは医師及び患者にとって特に有用であることが証明された。ＰＣＡポンプ
は患者が鎮痛剤を用いて安全に自己治療を行うことができように設計される。医師の指図
に従ってＰＣＡポンプを使用することによって、患者は例えば、プッシュボタン式のアク
チベーターまたはスイッチなどを用いてポンプへの制御または接続を起動することによっ
て薬剤が投与される。患者により要求された起動はＰＣＡポンプにおいてポンピング機構
を作動させる。ＰＣＡポンプは許容可能な時間間隔内に静脈注射または他の流体ラインを
通してカセットから患者へ測定された量の流体薬剤（例えば、液体の麻酔薬）を送達する
。許容可能な薬剤が既に投与された時間間隔でＰＣＡコマンドが起動される場合、ポンプ
はロックアウトされ、意図的に停止し、適切な時間間隔が経過するまで薬剤を送達しない
。そのため、患者が測定される時間間隔で許容可能な最大の投与量より多い量を摂取する
ことを安全に抑制できる。ＰＣＡポンプも選択された時間間隔にわたって送達された薬の
用量を記録する。ＰＣＡポンプも患者に送達された薬の用量及び患者へ投与された多数の
薬剤を計画しするようにクエリされる。ＰＣＡポンプも単独でもまたは様々な組合せた形
で多数の他の安全に関する特徴を提供する。その安全に関する特徴は、例えば、プログラ
ム可能な時間にわたって最大量の自己投与量を増加し、またプログラム可能な時間にわた
って送達される最大量の薬剤を増加することなどが挙げられる。
【０００４】
　例えば手術後の回復段階中に、患者は例えば、流体ラインによって送達されたＰＣＡ薬
を要求しない。流体ラインは患者の快適を増加し、または静脈注射薬剤送達に関連した感
染のリスクを低減するために、例えば、静脈注射セット、実質的な固体薬剤（例えば、丸
薬、錠剤、液体を含むカプセル、顆粒状薬剤または粉末状薬剤など）を患者が口で服用す
るように規定される。このような場合において、実質的な固体薬剤を服用する患者へＰＣ
Ａ薬剤ポンプの機能性及び安全特性を提供することは特に有利である。残念なことに、し
かし、現在まで、ＰＣＡポンプによって患者へ実質的な固体薬剤を投与するための提供が
ない。
【０００５】
　従って、実質的な固体薬剤を患者へ投与することができるＰＣＡポンプを提供すること
は特に有用かつ有利である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、新規性かつ進歩性のある薬剤投与装置、または薬剤投与装置の新規性
かつ進歩性のある特徴及び使用性を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一実施形態において、薬剤投与装置は、制御モジュールを有する薬剤ポンプを含む。薬
剤の投与量要求装置は薬剤ポンプと通信している。実質的な固体薬剤を投与するための投
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与装置は薬剤の投与量要求装置の起動に応答して、薬剤ポンプと通信している。
【０００８】
　他の実施形態において、薬剤投与装置は、制御モジュールを有する薬剤ポンプを含む。
薬剤の投与量要求装置は薬剤ポンプと通信している。実質的な固体薬剤を投与するための
投与装置は薬剤の投与量要求装置の起動に応答して、薬剤ポンプと通信している。薬剤の
投与量要求装置は遠隔投与量コード装置及び音声操作装置を含むグループから選択するこ
とができる。実質的な固体薬剤は丸薬、錠剤、液体を含むカプセル、顆粒状薬剤及び粉末
状薬剤を含むグループから選択することができる。薬剤ポンプは携帯型ポンプ、蠕動式ポ
ンプ、シリンジポンプ、重力供給式ポンプ、エラストマーポンプ及びマルチチャンネルポ
ンプを含むグループから選択されるＰＣＡポンプである。
【０００９】
　他の実施形態において、薬剤投与装置は、制御モジュールを有する薬剤ポンプを含む。
薬剤の投与量要求装置は薬剤ポンプと通信している。実質的な固体薬剤を投与するための
投与装置は薬剤の投与量要求装置の起動に応答して、薬剤ポンプと通信している。薬剤の
投与量要求装置は遠隔投与量コード装置及び音声操作装置を含むグループから選択するこ
とができる。実質的な固体薬剤は丸薬、錠剤、液体を含むカプセル、顆粒状薬剤及び粉末
状薬剤を含むグループから選択することができる。薬剤ポンプは携帯型ポンプ、蠕動式ポ
ンプ、シリンジポンプ、重力供給式ポンプ、エラストマーポンプ及びマルチチャンネルポ
ンプを含むグループから選択されるＰＣＡポンプである。投与装置は選択的に制御モジュ
ールに取り付けられた交換可能なカセットである。カセットは内部に備えられたアクチュ
エータを含み、アクチュエータは制御モジュールからのコマンドによって駆動され、投与
量要求装置の起動に応答してカセットから外部へ薬剤を送出する。
【００１０】
　他の実施形態において、薬剤投与装置は、制御モジュールを有する薬剤ポンプを含む。
薬剤の投与量要求装置は薬剤ポンプと通信している。実質的な固体薬剤を投与するための
投与装置は薬剤の投与量要求装置の起動に応答して、薬剤ポンプと通信している。薬剤の
投与量要求装置は遠隔投与量コード装置及び音声操作装置を含むグループから選択するこ
とができる。実質的な固体薬剤は丸薬、錠剤、液体を含むカプセル、顆粒状薬剤及び粉末
状薬剤を含むグループから選択することができる。薬剤ポンプは携帯型ポンプ、蠕動式ポ
ンプ、シリンジポンプ、重力供給式ポンプ、エラストマーポンプ及びマルチチャンネルポ
ンプを含むグループから選択されるＰＣＡポンプである。投与装置は選択的に制御モジュ
ールに取り付けられた交換可能なカセットである。カセットは内部に備えられたアクチュ
エータを含み、アクチュエータは制御モジュールからのコマンドによって駆動され、投与
量要求装置の起動に応答してカセットから外部へ薬剤を送出する。カセットも個々の薬剤
包装体を含み、包装体は実質的な固体薬剤を含む。包装体は順番にあけた穴を含み、順番
にあけた穴はアクチュエータにある順番にあけた掛け釘に回転的に係合する。これによっ
て、薬剤包装体は制御モジュールからのコマンドに従ってカセットからアクチュエータに
よって外部へ回転的に送出される。
【００１１】
　他の実施形態において、薬剤投与装置は、制御モジュールを有する薬剤ポンプを含む。
薬剤の投与量要求装置は薬剤ポンプと通信している。実質的な固体薬剤を投与するための
投与装置は薬剤の投与量要求装置の起動に応答して、薬剤ポンプと通信している。薬剤の
投与量要求装置は遠隔投与量コード装置及び音声操作装置を含むグループから選択するこ
とができる。実質的な固体薬剤は丸薬、錠剤、液体を含むカプセル、顆粒状薬剤及び粉末
状薬剤を含むグループから選択することができる。薬剤ポンプは携帯型ポンプ、蠕動式ポ
ンプ、シリンジポンプ、重力供給式ポンプ、エラストマーポンプ及びマルチチャンネルポ
ンプを含むグループから選択されるＰＣＡポンプである。薬剤の投与量要求装置と薬剤ポ
ンプとの間の通信及び投与装置と薬剤ポンプとの間の通信は、有線通信装置及び無線通信
装置を含むグループから選択される装置によって提供される。
【００１２】
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　他の実施形態において、薬剤投与装置は、制御モジュールを有する薬剤ポンプを含む。
薬剤の投与量要求装置は薬剤ポンプと通信している。実質的な固体薬剤を投与するための
投与装置は薬剤の投与量要求装置の起動に応答して、薬剤ポンプと通信している。薬剤の
投与量要求装置は遠隔投与量コード装置及び音声操作装置を含むグループから選択するこ
とができる。実質的な固体薬剤は丸薬、錠剤、液体を含むカプセル、顆粒状薬剤及び粉末
状薬剤を含むグループから選択することができる。薬剤ポンプは携帯型ポンプ、蠕動式ポ
ンプ、シリンジポンプ、重力供給式ポンプ、エラストマーポンプ及びマルチチャンネルポ
ンプを含むグループから選択されるＰＣＡポンプである。投与装置は選択的に制御モジュ
ールに取り付けられた交換可能なカセットである。カセットは内部に備えられたアクチュ
エータを含み、アクチュエータは制御モジュールからのコマンドによって駆動され、投与
量要求装置の起動に応答してカセットから外部へ薬剤を送出する。アクチュエータは選択
された量の薬剤を格納する、径方向に分割された収納部を含む。これによって、薬剤は制
御モジュールからのコマンドに従ってカセットからアクチュエータによって外部へ回転的
に送出される。
【００１３】
　他の実施形態において、薬剤投与装置は、制御モジュールを有する薬剤ポンプを含む。
薬剤の投与量要求装置は薬剤ポンプと通信している。実質的な固体薬剤を投与するための
投与装置は薬剤の投与量要求装置の起動に応答して、薬剤ポンプと通信している。薬剤の
投与量要求装置は遠隔投与量コード装置及び音声操作装置を含むグループから選択するこ
とができる。実質的な固体薬剤は丸薬、錠剤、液体を含むカプセル、顆粒状薬剤及び粉末
状薬剤を含むグループから選択することができる。薬剤ポンプは携帯型ポンプ、蠕動式ポ
ンプ、シリンジポンプ、重力供給式ポンプ、エラストマーポンプ及びマルチチャンネルポ
ンプを含むグループから選択されるＰＣＡポンプである。投与装置は選択的に制御モジュ
ールに取り付けられた交換可能なカセットである。カセットは内部にアクチュエータを含
み、アクチュエータは制御モジュールからのコマンドによって駆動され、投与量要求装置
の起動に応答して、カセットから外部へ薬剤を送出する。アクチュエータは選択された量
の薬剤を格納する、径方向に分割された収納部を含む。これによって、薬剤は制御モジュ
ールからのコマンドに従ってカセットからアクチュエータによって外部へ回転的に送出さ
れる。薬剤の投与量要求装置と薬剤ポンプとの間の通信及び投与装置と薬剤ポンプとの間
の通信は、有線通信装置及び無線通信装置を含むグループから選択される装置によって提
供される。
【００１４】
　他の実施形態において、薬剤投与装置は、制御モジュールを有する薬剤ポンプを含む。
薬剤の投与量要求装置は薬剤ポンプと通信している。実質的な固体薬剤を投与するための
投与装置は薬剤の投与量要求装置の起動に応答して、薬剤ポンプと通信している。薬剤の
投与量要求装置は遠隔投与量コード装置及び音声操作装置を含むグループから選択するこ
とができる。実質的な固体薬剤は丸薬、錠剤、液体を含むカプセル、顆粒状薬剤及び粉末
状薬剤を含むグループから選択することができる。薬剤ポンプは携帯型ポンプ、蠕動式ポ
ンプ、シリンジポンプ、重力供給式ポンプ、エラストマーポンプ及びマルチチャンネルポ
ンプを含むグループから選択されるＰＣＡポンプである。投与装置は選択的に制御モジュ
ールに取り付けられた交換可能なカセットである。カセットは内部に備えられたアクチュ
エータを含み、アクチュエータは制御モジュールからのコマンドによって駆動され、投与
量要求装置の起動に応答してカセットから外部へ薬剤を送出する。アクチュエータは選択
された量の薬剤を格納する、径方向に分割された収納部を含む。これによって、薬剤は制
御モジュールからのコマンドに従ってカセットからアクチュエータによって外部へ回転的
に送出される。カセットはドアを有するハウジングを含み、ドアは選択された一つの収納
部へ順番に接続する。アクチュエータは制御モジュールからのコマンドによって駆動され
、選択された一つの収納部をドアと対応して一列になるように前進させ、そこから薬剤が
取り出されることを許可する。
【００１５】



(7) JP 2015-514509 A 2015.5.21

10

20

30

40

50

　他の実施形態において、薬剤投与装置は、制御モジュールを有する薬剤ポンプを含む。
薬剤の投与量要求装置は薬剤ポンプと通信している。実質的な固体薬剤を投与するための
投与装置は薬剤の投与量要求装置の起動に応答して、薬剤ポンプと通信している。薬剤の
投与量要求装置は遠隔投与量コード装置及び音声操作装置を含むグループから選択するこ
とができる。実質的な固体薬剤は丸薬、錠剤、液体を含むカプセル、顆粒状薬剤及び粉末
状薬剤を含むグループから選択することができる。薬剤ポンプは携帯型ポンプ、蠕動式ポ
ンプ、シリンジポンプ、重力供給式ポンプ、エラストマーポンプ及びマルチチャンネルポ
ンプを含むグループから選択されるＰＣＡポンプである。投与装置は選択的に制御モジュ
ールに取り付けられた交換可能なカセットである。カセットは内部に備えられたアクチュ
エータを含み、アクチュエータは制御モジュールからのコマンドによって駆動され、投与
量要求装置の起動に応答してカセットから外部へ薬剤を送出する。アクチュエータは選択
された量の薬剤を格納する、径方向に分割された収納部を含む。これによって、薬剤は制
御モジュールからのコマンドに従ってカセットからアクチュエータによって外部へ回転的
に送出される。カセットはドアを有するハウジングを含み、ドアは選択された一つの収納
部へ順番に接続する。アクチュエータは制御モジュールからのコマンドによって駆動され
、選択された一つの収納部をドアと対応して一列になるように前進させ、そこから薬剤が
取り出されることを許可する。薬剤の投与量要求装置と薬剤ポンプとの間の通信及び投与
装置と薬剤ポンプとの間の通信は、有線通信装置及び無線通信装置を含むグループから選
択される装置によって提供される。
【００１６】
　他の実施形態において、薬剤投与装置は、制御モジュールを有する薬剤ポンプを含む。
薬剤の投与量要求装置は薬剤ポンプと通信している。実質的な固体薬剤を投与するための
投与装置は薬剤の投与量要求装置の起動に応答して、薬剤ポンプと通信している。薬剤の
投与量要求装置は遠隔投与量コード装置及び音声操作装置を含むグループから選択するこ
とができる。実質的な固体薬剤は丸薬、錠剤、液体を含むカプセル、顆粒状薬剤及び粉末
状薬剤を含むグループから選択することができる。薬剤ポンプは携帯型ポンプ、蠕動式ポ
ンプ、シリンジポンプ、重力供給式ポンプ、エラストマーポンプ及びマルチチャンネルポ
ンプを含むグループから選択されるＰＣＡポンプである。投与装置は制御モジュールに選
択的に取り付けられる交換可能なカセットである。カセットは内部に備えられたアクチュ
エータを含み、アクチュエータは制御モジュールからのコマンドによって駆動され、投与
量要求装置の起動に応答してカセットから外部へ薬剤を送出する。アクチュエータは選択
された量の薬剤を格納する、径方向に分割された収納部を含む。これによって、薬剤は制
御モジュールからのコマンドに従いアクチュエータによってカセットから外部へ旋回する
ように送出される。カセットはカセットにおけるアクチュエータの周りにおいて径方向に
配置された複数のドアを有するハウジングを含み、各ドアは対応する一つの収納部へのア
クセスを許可し、また、各ドアは係合用の突出部を有する。掛け金リングはドアの係合用
の突出部に対して摺動可能に係合し、ドアが開くことを抑制する。掛け金リングは更に、
切り込み領域を含む。掛け金リング及び切り込み領域を備えるアクチュエータは、制御モ
ジュールからのコマンドによって駆動され、選択された一つのドアに対応する程度まで回
転する。これによって、切り込み領域は選択された一つのドアにおいて対応する係合用の
突出部が掛け金リングから解除されることを許容する。又、これによって、選択された一
つのドアが開き、薬剤をそこから取り送出することを許容する。
【００１７】
　他の実施形態において、薬剤投与装置は、制御モジュールを有する薬剤ポンプを含む。
薬剤の投与量要求装置は薬剤ポンプと通信している。実質的な固体薬剤を投与するための
投与装置は薬剤の投与量要求装置の起動に応答して、薬剤ポンプと通信している。薬剤の
投与量要求装置は遠隔投与量コード装置及び音声操作装置を含むグループから選択するこ
とができる。実質的な固体薬剤は丸薬、錠剤、液体を含むカプセル、顆粒状薬剤及び粉末
状薬剤を含むグループから選択することができる。薬剤ポンプは携帯型ポンプ、蠕動式ポ
ンプ、シリンジポンプ、重力供給式ポンプ、エラストマーポンプ及びマルチチャンネルポ
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ンプを含むグループから選択されるＰＣＡポンプである。投与装置は制御モジュールに選
択的に取り付けられる交換可能なカセットである。カセットは内部に備えられたアクチュ
エータを含み、アクチュエータは制御モジュールからのコマンドによって駆動され、投与
量要求装置の起動に応答してカセットから外部へ薬剤を送出する。アクチュエータは選択
された量の薬剤を格納する、径方向に分割された収納部を含む。これによって、薬剤は制
御モジュールからのコマンドに従ってカセットからアクチュエータによって外部へ回転的
に送出される。カセットはカセットにおけるアクチュエータの周りにおいて径方向に配置
された複数のドアを有するハウジングを含み、各ドアは対応する一つの収納部へのアクセ
スを許容し、また、各ドアは係合用の突出部を有する。掛け金リングは摺動的にドアにお
ける係合用の突出部に係合し、ドアが開くことを抑制する。掛け金リングは更に、切り込
み領域を含む。掛け金リング及び切り込み領域を備えるアクチュエータは、制御モジュー
ルからのコマンドによって駆動され、選択された一つのドアに対応する程度まで回転する
。これによって、切り込み領域は選択された一つのドアの対応する係合用の突出部が掛け
金リングから解除されることを許容する。又、これによって、選択された一つのドアが開
き、薬剤をそこから取り送出することを許容する。薬剤の投与量要求装置と薬剤ポンプと
の間の通信及び投与装置と薬剤ポンプとの間の通信は、有線通信装置及び無線通信装置を
含むグループから選択される装置によって提供される。
【００１８】
　他の実施形態において、薬剤投与装置は、制御モジュールを有する薬剤ポンプを含む。
薬剤の投与量要求装置は薬剤ポンプと通信している。実質的な固体薬剤を投与するための
投与装置は薬剤の投与量要求装置の起動に応答して、薬剤ポンプと通信している。投与装
置は、制御モジュールを通して、患者が薬剤の投与を要求する場合、或いは他に流体薬剤
のボーラスとみなされるものを要求する場合、前記制御モジュールからのコマンドによっ
て駆動され、前記投与装置から外部へ前記患者に前記実質的な固体薬剤を送達するように
投与する。
【００１９】
　他の実施形態において、患者へ薬剤を投与する方法は、患者に薬剤投与装置を提供する
ことを含む。薬剤投与装置は以下のように、（ｉ）制御モジュールを備える薬剤ポンプ、
（ｉｉ）薬剤ポンプと通信している薬剤の投与量要求装置、及び（ｉｉｉ）薬剤の投与量
要求装置の起動に応答して実質的な固体薬剤を投与し、かつ薬剤ポンプと通信している投
与装置を含む。投与コマンドは制御モジュール内に入力される。投与装置は、コマンドに
応答して駆動され、実質的な固体薬剤の投与量を投与装置から外部に患者へ投与する。
【００２０】
　他の実施形態において、薬剤投与システムは制御モジュールを有する薬剤ポンプを含む
。制御モジュールは複数の交換可能なカセットに選択的に取り付けることができる。アク
チュエータは各カセット内に含まれる。薬剤は各カセット内に含まれ、各カセット内の薬
剤は流体材料、半固体材料及び固体材料を含むグループから一つが選択される。薬剤投与
システムにおいて、アクチュエータは制御モジュールからのコマンドによって駆動され、
その場合、制御モジュールに取り付けられたカセットのうち一つから患者へ薬剤を送達す
る。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】薬剤投与装置を示すブロック図。
【図２】一実施形態に係る薬剤投与装置の前部を示す斜視図。
【図２Ａ】図２の実施形態に係る薬剤投与装置の後部を示す斜視図。
【図３】図２及び図２Ａに示された薬剤投与装置の部品を示す斜視図。
【図３Ａ】図３に示された部品を示す側面図。
【図３Ｂ】図３及び図３Ａに示された部品の一定要素を示す分解立体図。
【図４】図２－３Ａの薬剤投与装置に示された薬剤包装体を示す図。
【図５】薬剤投与装置の他の実施形態に係る部品の前部を示す斜視図。
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【図６】薬剤投与装置の他の実施形態に係る部品の前部を示す斜視図。
【図７】薬剤投与装置の他の実施形態に係る部品の前部を示す斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　図１に示すように、一実施形態にかかる薬剤投与装置１０は制御モジュール１０２を備
える薬剤ポンプ１００を含む。薬剤の投与量要求装置１１５は薬剤ポンプ１００と通信し
ている。本明細書に記載されたように、実質的な固体薬剤Ｍ（例えば、前記丸薬、錠剤、
液体を含むカプセル、顆粒状薬剤及び粉末状薬剤など）を投与するための投与装置１５０
は、薬剤ポンプ１００と通信し、薬剤の投与量要求装置１１５の起動に応答して薬剤Ｍを
投与する。
【００２３】
　ポンプ１００例えば、前記携帯型ポンプ、蠕動式ポンプ、シリンジポンプ、重力供給式
ポンプ、エラストマーポンプもしくはマルチチャンネルポンプなどの何れかの適切なＰＣ
Ａポンプである。薬剤投与量要求装置１１５は例えば、周知の従来技術である遠隔投与量
コード装置や音声操作装置や音声認識装置などの何れかの適切な手段で提供される。
【００２４】
　特別な実施形態に係わらず、本明細書において別々に言及した“薬剤ポンプ”及び“制
御モジュール”は本明細書に概して記載されまたは意図された薬剤投与装置の理解を容易
にすることが理解される。従って、制御モジュールは薬剤ポンプ内のソフトウェアであっ
てもよい。薬剤ポンプ及び制御モジュールは、一つの装置に組み込まれてもよいし、また
は別々の部品にしてもよい。例えば、シリンジポンプなどの薬剤ポンプは、代表的に単一
な物理装置に取り入れられる。物理装置は、（ｉ）シリンジ駆動機構（関連電気部品、ソ
フトウェア及びハードウェアを含む。）及び（ｉｉ）ソフトウェア及び他の関連電子部品
及びハードウェア（例えば、電子メモリ薬剤ライブラリ、実行可能なソフトウエアプログ
ラム及びシリンジドライバーを駆動するユーザインターフェースなど）を含み、制御モジ
ュールとして機能する。
【００２５】
　他の実施形態にかかる薬剤投与装置は、交換可能なカセットに選択的に取り付けられた
制御モジュールを備える携帯式薬剤ポンプを含む。カセットは内部にアクチュエータを含
み、アクチュエータは、制御モジュールからのコマンドによって駆動され、カセットから
外部に患者へ個人薬剤包装体の送達を促進する。周知の携帯型ポンプの例は“Ｄｒｕｇ 
Ｐｕｍｐ Ｓｙｓｔｅｍｓ ａｎｄ Ｍｅｔｈｏｄｓ。”という名称の米国特許第５，９３
５，０９９号明細書、米国特許第６，２４１，７０４号明細書、米国特許第６，４７５，
１８０号明細書、米国特許第７，３４７，８３６号明細書、米国特許第７，６５４，９７
６号明細書に開示されている。本明細書の全体に使われるように、用語“携帯式”は通常
、相対的に移動しているユーザに関連すると意図される。代表的には、携帯式薬剤ポンプ
は、内部接続可能かつ交換可能なカセットを備える制御モジュールを含む。カセットは遠
隔流体容器またはカセット内に配置された密閉型流体容器に接続している。制御モジュー
ルは流体容器からの流体を患者へ送るポンプ機構を含む。制御モジュールは例えば、抗生
物質療法、化学療法、疼痛管理治療法及び栄養治療法などの所望の特別な治療を患者へ提
供するポンプ応用プログラムを有する制御システムを含む。制御モジュールも特別な流体
治療を患者へ送達するポンプ応用プログラムによって利用できる患者用の特定設定を提供
し、容易にする手段を含む。制御システムは表示装置及びキーボードを含む。通信ポート
は制御モジュールに提供され、情報を制御システムへ送信し、または制御システムから受
信する。
【００２６】
　図２及び図２Ａを参考すると、例示的な薬剤投与装置２０は交換可能なカセット２５０
（断面図に表示され、下記に記載のいくつかの内部部品を示す。）に選択的に取り付けら
れた制御モジュール２０２を備える携帯式ＰＣＡ薬剤ポンプ２００を含む。制御モジュー
ル２０２における掛け金２２２は、カセット２５０をモジュール２０２に回転操作可能に
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取り付けるように用いられる。ロック２２４は例えば承認されていない人によって掛け金
２２２を取り外すことを操作可能に抑制する。制御モジュール２０２は同モジュール２０
２へのユーザ入力用の複数のキー２０５を備えるキーボード２０４を含む。制御モジュー
ル２０２は更にモジュール２０２、ポンプ２００及び投与装置２０の操作に関する情報を
表示するグラフィカルユーザインターフェースのような表示装置２０６を含む。通信ポー
ト２１４はポンプ２００及びポンプ２００に対して局所的または遠隔的に配置された外部
装置との間の電気通信を許容する。外部電源供給ポート２１６は、オンボードバッテリ２
０８（バッテリー収納部２０８において、バッテリードアアクセスノブ２１０によるアク
セス）を使用することが望ましくない場合、ポンプ２００を操作する外部電源供給の接続
を許容する。本発明に記載されたように、遠隔投与量のコマンドポート２１８は、本明細
書に記載される患者自己管理鎮痛法（ＰＣＡ）と調和する方法で（例えば、図１に示され
た薬剤の投与量要求装置１１５の方法で）ポンプ２００の操作を許容する。
【００２７】
　前述のように、薬剤投与装置２０は交換可能なカセット２５０を含む。順に、カセット
２５０はアクチュエータ２５４を備えるハウジング２５２を含む。本明細書に記載された
ように、アクチュエータ２５４は制御モジュールからのコマンドによって駆動され、カセ
ットから外部の患者へ薬剤Ｍを含む個人薬剤投与量の包装体２５６の送達を促進する。
【００２８】
　図３及び３Ａに示すように、カセット２５０は、複数の延出フック２６２及びループ２
６４を備えるシャシープレート２６０を含み、これらは前記制御モジュール２０２に脱離
可能に取り付けることを許容する。フック２６２は制御モジュール２０２の合わせ底部表
面において垂下したピンアセンブリ（図示せず）と係合するように設計される。又、ルー
プ２６４は掛け金２２２に係合するように設計されることで制御モジュール２０２をカセ
ット２５０のシャシープレート２６０に交換可能に設置することができる。掛け金が掛け
られている状態‐モジュール２０２に接続されるカセット２５０のシャシープレート２６
０を備えている状態‐掛け金２２２はカセット２５０のシャシープレート２６０において
ループ２６４にしっかり係合している。掛け金が掛けられていない状態、例えば、投与装
置２０のカセット２５０を交換し、または代替する場合、カセット２５０は制御モジュー
ル２０２から離れるように、シャシープレート２６０におけるフック２６２及び制御モジ
ュール２０２の合わせ底部表面において垂下したピンアセンブリによって定義された軸の
周りを回転することができる。
【００２９】
　図３及び３Ａへの参照を継続しつつ、更に図３Ｂの分解図を参照すると、カセット２５
０内に備えられたアクチュエータ２５４は順番にあけた掛け釘２５５を含み、順番にあけ
た掛け釘２５５は薬剤投与量の包装体２５６に沿った縦長の縁部にある順番にあけた穴２
５８に回転可能に係合する。アクチュエータ２５４も歯状のスプロケット２５３及びコイ
ルばね部材２５７を含む。トリガー部材２７０もカセット２５０に提供され、ポールラチ
ェットタイプの移動においてスプロケット２５３の歯部に協同的にかつ順次に係合する。
調剤装置２０の作動中に、より詳しく記載されるように、薬剤投与量の包装体２５６は、
制御モジュール２０２のコマンドに従ったアクチュエータ２５４の回転を通して、順次に
穴２５８に係合して作動する掛け釘２５５によってカセット２５０から外部へ送出される
。図３は薬剤Ｍの個別の投与量の送達用である、前記穴２５８を備えた個人薬剤投与量の
包装体２５６を示す。このような実施形態において、薬剤Ｍの個別の投与量は、順次に適
切な包装材料の全部の“開封帯”に接続される個人薬剤包装体２５６に含まれる。
【００３０】
　当業者に知られるように、携帯式ＰＣＡポンプは代表的に所謂蠕動運動において作動し
、そこにそのポンプ機構は流体チュービングを本質的にしぼり、解放し、カセット容器か
ら流体を患者への送達を獲得する。このような作動は代表的に、ポンプにおいて例えばバ
ルブ、エクスパルサー（ｅｘｐｕｌｓｅｒ）及び他の類似部品と協同的に作動する、例え
ばカム／フォロワー、フィンガータイプ及びローラータイプの部品を採用する。従って、
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薬剤投与装置２０の作動中に、患者は、例えば、制御モジュール２０２を通して流体薬剤
のボーラスとみなされるものを要求することによって、鎮痛剤の送達を要求する。この点
については、前述の図１を付加的参考と、このような要求は、例えば、順次に前記遠隔投
与量コード装置や音声操作装置や音声認識装置（図示せず）などである薬剤の投与量要求
装置１１５を通して患者によって送達される。一実施形態において、図１の薬剤の投与量
要求装置１１５は、例えば、図２に示された遠隔投与量のコマンドポート２１８に接続す
ることによって制御モジュール２０２とワイヤ通信している。代替的には、図に示されて
いないが、このような薬剤の投与量要求装置及び制御モジュールの間における通信は適切
な無線接続または“Ｗｉ－Ｆｉ”接続によって提供される。
【００３１】
　患者のボーラス要求がモジュール２０２によって得られた場合、アクチュエータ２５４
が作動し、薬剤Ｍの包装体２５６はカセット２５０から患者へ投与される。そうではない
場合、ボーラスの要求を代替して、例えば許容可能な時間間隔内に患者へ静脈注射薬剤を
送達するコマンドに変更する。特に、具体的に図２、図３Ａ及び図３Ｂに参考すると、制
御モジュール２０２の合わせ底部表面におけるエクスパルサー（ｅｘｐｕｌｓｅｒ）（図
示せず）は、トリガー部材２７０の突出部２７１に対して下向きに押し付けている。この
応力に対応して、トリガー部材２７０はその横方向軸線（図３ＡのポイントＡと指定され
る）の周りを回ることで突出部２７２はアクチュエータ２５４におけるばね２５７によっ
てポールラチェットタイプの移動においてスプロケット２５３の対応する歯部に対して順
次に係合する。この例において、薬剤投与量の包装体２５６をカセット２５０から完全に
送出するために、ＰＣＡボーラスコマンドはモジュール２０２におけるエクスパルサー（
ｅｘｐｕｌｓｅｒ）を、突出部２７１に特定された回数で交替的に押し付けたり、解放し
たりさせる。従って、各突出部２７２はスプロケット２５３の歯部に対してこのように動
作可能に係合する。これにより、アクチュエータ２５４の掛け釘２５５は順次に包装体２
５６の穴２５８に係合し、ワンパッケージの薬剤Ｍを患者へ投与する。図４に示された包
装体２５６の例示的な“開封帯”に関して、各パッケージに三つの穴２５８を備え、トリ
ガー部材２７０における突出部２７１の“押付及び解放”のような約四つサイクルはワン
パッケージをカセット２５０から完全に送出するように要求されることが理解されよう。
【００３２】
　図５は薬剤投与装置において、利用される他の実施形態にかかる交換可能なカセットを
示す。そこに、カセット５５０はアクチュエータ５５４を備えるハウジングを含む。本明
細書に記載されたように、カセット５５０が接続された制御モジュール（図２及び図２Ａ
に示されたモジュール２０２のように）からのコマンドによって駆動されたアクチュエー
タ５５４は、カセット５５０から許容可能な薬剤Ｍの投与量を外部に患者へ送達するよう
に送出する。カセット５５０内におけるアクチュエータ５５４は、選択された量の薬剤Ｍ
を格納する、径方向に分割した収納部５８０を含む。薬剤投与装置の操作において、薬剤
Ｍは、制御モジュール２０２からのコマンドに従って、アクチュエータ５５４の回転によ
ってカセット５５０から外部に送出される。一実施形態において、制御モジュール２０２
はコマンドし、個々の収納部５８０をカセット５５０における排出シュート５８２と一列
になって前進するように要求されることに応じた程度までアクチュエータ５５４を回転さ
せ、これによって、特別な収納部５８０内に格納された規定量の薬剤Ｍを投与する。図に
示されていないが、例えば図３Ｂに示された例に類似した部品はアクチュエータ５５４の
コマンドされた回転運動を提供するように利用されることが理解される。従って、例えば
、図５に示されていないが、アクチュエータ５５４は、図３Ｂに示されたアクチュエータ
２５４の部品に類似して、歯状スプロケット、コイルばね部材及びトリガー部材を含む。
【００３３】
　図６は薬剤投与装置において利用された他の実施形態にかかる交換可能なカセットを示
す。そこに、カセット６５０はアクチュエータ６５４（これは図において部分的可視であ
る。）を備えるハウジング６５２を含む。カセット６５０内におけるアクチュエータ６５
４は径方向に分割されており、選択された量の薬剤Ｍを格納する収納部６８０を含む。ハ
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ウジング６５２もシングルドア６８４を含む。カセット６５０が接続された制御モジュー
ル（例えば、図２及び図２Ａに示されたモジュール２０２のように）からのコマンドによ
って駆動されるアクチュエータ６５４は、許容可能な量の薬剤Ｍを患者へ送達するために
、カセット６５０からアクセスすることを可能になるように許容する。薬剤投与装置の操
作中において、薬剤Ｍは制御モジュール２０２からのコマンドに従ったアクチュエータ６
５４の回転によってカセット６５０からアクセスすることを可能になる。一実施形態にお
いて、制御モジュール２０２はコマンドし、個々の収納部６８０をカセット６５０のハウ
ジング６５２におけるドア６８４と近接し、一列になって送出するように要求されること
に応じた程度までアクチュエータ６５４を回転させ、これによって、特別な収納部６８０
内に格納された規定量の薬剤Ｍをドア６８４（図６は開状態を示す。）を通して患者へア
クセスさせる。図に示されていないが、例えば図３Ｂに示された例に類似した例示的な部
品はアクチュエータ６５４のコマンドされた回転運動を提供するように利用されることが
理解される。従って、例えば、図６に示されていないが、アクチュエータ６５４は、図３
Ｂに示されたアクチュエータ２５４の部品に類似して、歯状スプロケット、コイルばね部
材及びトリガー部材を含む。更に、図に示されていないが、ドア６８４は適切な開閉機構
によって開閉するようにコマンドされることが理解される。開閉機構は、例えば、電気機
械的もしくはその他の方法で駆動される。または代替的に、ドア６８４は単純にフリップ
トップ型で、規定量の薬剤をカセット６５０から送出した後、患者によって手動的に持ち
上げられて開き、押し付けられて閉じるヒンジ蓋である。
【００３４】
　図７は薬剤投与装置において利用された他の実施形態にかかる交換可能なカセットを示
す。そこに、カセット７５０はアクチュエータ７５４（これは図において部分的可視であ
る。）を備えるハウジング７５２を含む。カセット７５０内におけるアクチュエータ７５
４は径方向に分割されており、選択された量の薬剤（図示せず）を格納する収納部７８０
を含む。ハウジング７５２もアクチュエータ７５４の周りに径方向に配置されたドア７８
４を含み、各ドア７８４は各収納部７８０に対応している。カセット７５０が接続される
制御モジュール（例えば、図２及び図２Ａに示されたモジュール２０２のように）からの
コマンドによって駆動されるアクチュエータ７５４は許容可能な薬剤Ｍの投与量を患者へ
送達するために、カセット７５０からアクセスすることを可能になるように許容する。薬
剤投与装置の操作中において、薬剤は制御モジュール２０２からのコマンドに従ったアク
チュエータ７５４の回転によってカセット７５０からアクセスすることを可能になる。一
実施形態において、制御モジュール２０２はコマンドし、個々の対応する収納部７８０の
全体にわたるドア７８４が開くように要求されることに応じた程度までアクチュエータ７
５４を回転させ、これによって、特別な収納部７８０内に格納された規定量の薬剤をドア
７８４（図７は開状態を示す。）を通して患者へアクセスさせる。図に示されていないが
、例えば図３Ｂに示された例に類似した例示的な部品はアクチュエータ７５４のコマンド
された回転運動を提供するように利用されることが理解される。従って、例えば、図７に
示されていないが、アクチュエータ７５４は、図３Ｂに示されたアクチュエータ２５４の
部品に類似して、歯状スプロケット、コイルばね部材及びトリガー部材を含む。図７を参
考すると、ドア７８４はフリップトップ型で、例えば、アクチュエータ７５４によって規
定量の薬剤をカセット７５０から送出した後、患者によって手動的に持ち上げられて開き
、押し付けられて閉じるように許容されたヒンジ蓋である。このような実施形態において
、アクチュエータ７５４は掛け金リング７５９を含み、掛け金リング７５９は各ドア７８
４における突出部またはリップ７８６に摺動可能にかつしっかり係合することで各ドアが
無意図的に開くことを抑制する。掛け金リング７５９は、順次に、シングルドア７８４が
開くことを許容するシングルカットアウト領域または切り目のある領域（図には“Ｎ”と
指定される。）を含む。具体的に、使用される時、アクチュエータ７５４は例えば制御モ
ジュール２０２からコマンドを受信してドア７８４が開くように回転する。アクチュエー
タ７５４及び掛け金リング７５９は特別なカセット７５０に存在した複数のドア７８４の
一つに対応する程度まで回転する。このようにアクチュエータ７５４及びリング７５９の
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回転が停止した場合、リング７５９におけるカットアウト領域または切り目のある領域Ｎ
はドア７８４の対応するリップ７８６がリング７５９から解除され、これによって、患者
が制御モジュール２０２によって規定された薬剤にアクセスすることによってドアが開く
ことを許容する。図に示されていないが、代替的には、特別なドア７８４は適切な開閉機
構によって開閉するようにコマンドされる。開閉機構は、例えば、電気機械的もしくはそ
の他の方法で駆動される。
【００３５】
　特別なアクチュエータまたは作動のモードに関わらず、本発明において例示的または意
図的に開示された薬剤投与装置は安全的にかつ確実に患者へ規定量の実質的な固体薬剤を
送達することが理解される。
【００３６】
　本発明において例示的または意図的に開示された薬剤投与装置の何れかの実施形態は図
１に示されたＰＣＡポンププラットホームを通して実質的な固体薬剤を投与する、相対的
に低コストな手段を有利に提供することも理解される。更に、本明細書に記載れたように
、図２－２Ａに示された携帯式のポンプとしてのＰＣＡポンププラットホームの例におい
て、薬剤容器または投与装置は相対的に高価で処分不可能な薬剤ポンプ及び制御モジュー
ルから分離する。更に、有利的には、丸薬のような実質的な固体薬剤または静脈注射流体
のような流体薬剤のうち何れかの制御された送達は、実質的な固体薬剤のため、例えば、
それぞれ、図１に示された特別な投与装置１５０、図２－３Ｂのカセット２５０または図
５－７のカセット５５０－７５０の供給及び使用、または流体薬剤のため、従来のＰＣＡ
容器カセット（図示せず）の供給及び使用によって提供される。従って、医療提供者及び
患者は再利用可能な制御モジュールを通して相対的に“ユニバーサル”患者自己管理鎮痛
法（ＰＣＡ）機能を獲得し、また実質的な固体及び液体薬剤の双方の送達用の同様な制御
モジュールの利用は有利的にその両タイプの薬剤の送達用に一つのトレーニングレジメン
だけを必要とする。
【００３７】
　一般的に、更に、制御モジュールは相対的に簡単で、ユーザに優しいため（例えば、前
述のように簡単な“ボーラス”プログラム及びコマンド機能の形で）、本発明に意図され
た薬剤投与装置は、在宅医療設定の使用のため、また、記憶障害、痴呆または他の認知障
害を有する患者による使用のため、特に有利であることがより理解される。
【００３８】
　更に、本発明において例示的または意図的に開示された薬剤投与装置は全体の薬剤投与
装置を簡単にかつ有効に含み、薬剤投与装置において、流体用の現存のポンプユニットは
、患者の異なる治療段階において、流体、半固体及び固体の薬剤を投与するように利用さ
れることが理解される。このようなシステムは前述の薬剤の投与量要求装置及び投与装置
と通信している制御モジュールを備える薬剤ポンプを含む。図２－７の例において、制御
モジュールは複数の交換可能なカセットに選択的に取り付けることができる。各カセット
は前述のような適切なアクチュエータを含み、また、流体材料、半固体材料及び固体材料
を含むグループから選択される薬剤を含む。その場合に、制御モジュールに取り付けられ
た一つのカセットに配置されたアクチュエータは、前述のように、制御モジュールからの
コマンドによって駆動され、薬剤を患者へ送達する。従って、患者治療用の薬剤送達ハー
ドウェアにおいて、顕著な多様性、効率性及びコスト節減が実現できる。
【００３９】
　添付図面及び明細書を参考しながら薬剤投与装置が特別に開示し記載されるが、そこで
は他の変更はもちろん可能であることが理解されよう。それらは本発明に記載された新規
性かつ進歩性のある薬剤投与装置の趣旨及び範囲内で実施できると意図される。
【００４０】
　前記実施形態のタイプ、部品、寸法、製造プロセス、他の特徴部及びパラメータは所望
の他のものに代替され、またはそこに付属品が追加されることが理解されよう。従って、
例えば、図４では、一つ以上のパッケージ２５６は代替的に投与パッケージを破って開け
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ることまたは、押しつぶしまたはそこからこのような流動性のある薬剤（運動選手向けの
エネルギーゲルパックに類似する）を押し出することによって投与される包装液体または
ゲル状の薬剤を含む。更に、図５、６及び７の例にかかる薬剤Ｍは、図４のパッケージ２
５６のようにパッケッジされていない収納部、または分割された収納部において緩く収納
されることではなく、パッケージされることに代わり、各分割された収納部において個々
の投与量のパッケージとして分離し配置される。更に、本発明において例示的または意図
的に開示された薬剤投与装置は、独立の形もしくは様々な組合せの形で下記の特徴または
機能を含み、例えば：（ｉ）実質的な固体薬剤から構成された特別なカセットの場合、検
知する手段または自動的に操作パラメータを変更する手段を提供する；（ｉｉ）“ハード
”及び“ソフト”薬の投与制限を強化するため、静脈注射及び実質的な固体薬剤の両者用
の制御モジュールにおいて電気蓄蔵薬剤ライブラリを提供する；（ｉｉｉ）規定された場
合、シングル投与コマンドに応答して多数量の薬剤を投与する手段を提供する；（ｉｖ）
カセットを以下のことに適用する。以下のことは、（ａ）“既製の”薬局ユニット投与量
のパッケージ装置を使用する，（ｂ）シングル使用及び処分でき、または多用途及び詰め
替え用のため，（ｃ）掛け金でかかった場合閉状態にロックされ、または他の手段によっ
てポンプにロックされる；（ｖ）カセットには薬剤の量及び薬剤はいつ空になることのう
ち何れかもしくは両者を電気的に、可視的に決定し、記録する手段を提供するのなどを含
む。
【００４１】
　何れかの適切な代替手段は概して本明細書に記載された新規性かつ進歩性のある薬剤投
与装置を提供するように採用されることが理解される。
　最後に、本明細書に記載された新規性かつ進歩性のある薬剤投与装置の前記様々な部品
の構成、寸法及び強度は意図された使用目的による設計事項である。従って、添付の請求
項によって定義された新規性かつ進歩性のある薬剤投与装置の趣旨及び範囲から逸脱する
ことなく、形式にかつ詳細に様々な変更や修正が実施できる。
【図２】 【図２Ａ】
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【図３】 【図３Ａ】

【図３Ｂ】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】
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【図１】

【手続補正書】
【提出日】平成27年2月24日(2015.2.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　制御モジュールを備える薬剤ポンプと、
　薬剤ポンプと通信している薬剤の投与量要求装置と、
　前記薬剤の投与量要求装置の起動に応答して固体薬剤を投与し、かつ前記薬剤ポンプと
通信している投与装置を備える薬剤投与装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の薬剤投与装置において、
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　前記薬剤の投与量要求装置は遠隔投与量コード装置及び音声操作装置を含むグループか
ら選択され、
　前記固体薬剤は丸薬、錠剤、液体を含むカプセル、顆粒状薬剤及び粉末状薬剤を含むグ
ループから選択され、
　前記薬剤ポンプは携帯型ポンプ、蠕動式ポンプ、シリンジポンプ、重力供給式ポンプ、
エラストマーポンプ及びマルチチャンネルポンプを含むグループから選択されるＰＣＡポ
ンプから構成されることを特徴とする薬剤投与装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の薬剤投与装置において、
　前記投与装置は選択的に前記制御モジュールに取り付けられた交換可能なカセットであ
り、
　前記カセットは内部に備えられたアクチュエータを含み、前記アクチュエータは前記制
御モジュールからのコマンドによって駆動され、前記投与量要求装置の起動に応答して前
記カセットから外部へ前記薬剤を送出することを特徴とする薬剤投与装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の薬剤投与装置において、
　前記カセットは個々の薬剤包装体を含み、前記薬剤包装体は固体薬剤を含み、
　更に、前記薬剤包装体は順番にあけた穴を含み、前記順番にあけた穴は前記アクチュエ
ータにある順番にあけた掛け釘に対して回転可能に係合し、前記薬剤包装体は前記制御モ
ジュールからのコマンドに従って前記カセットから前記アクチュエータによって外部へ旋
回するように送出されることを特徴とする薬剤投与装置。
【請求項５】
　請求項３に記載の薬剤投与装置において、前記アクチュエータは選択された量の薬剤を
格納する、径方向に分割された収納部を含み、これによって、前記薬剤は前記制御モジュ
ールからのコマンドに従って前記カセットから前記アクチュエータによって外部へ回転的
に送出されることを特徴とする薬剤投与装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の薬剤投与装置において、
　前記カセットはドアを有するハウジングを含み、前記ドアは選択された一つの収納部へ
順番に接続し、前記アクチュエータは前記制御モジュールからのコマンドによって駆動さ
れ、前記選択された一つの収納部をドアと対応して一列になるように前進させ、そこから
薬剤が取り出されることを許可することを特徴とする薬剤投与装置。
【請求項７】
　請求項５に記載の薬剤投与装置において、
　前記カセットは前記カセットにおける前記アクチュエータの周りにおいて径方向に配置
された複数のドアを有するハウジングを含み、前記各ドアは対応する一つの収納部へのア
クセスを許可し、また、前記各ドアは係合用の突出部と掛け金リングを有し、
　前記掛け金リングは摺動的に前記ドアにおける係合用の突出部に係合し、前記ドアが開
くことを抑制し、前記掛け金リングは更に、切り込み領域を含み、
　前記掛け金リング及び前記切り込み領域を備える前記アクチュエータは、前記制御モジ
ュールからのコマンドによって駆動され、選択された一つのドアに対応する程度まで回転
し、これによって、前記切り込み領域は前記選択された一つのドアの対応する係合用の突
出部が前記掛け金リングから解除されることを許可し、又、これによって、前記選択され
た一つのドアが開き、前記薬剤をそこから取り出することを許可することを特徴とする薬
剤投与装置。
【請求項８】
　制御モジュールを備える薬剤ポンプと
　薬剤ポンプと通信している薬剤の投与量要求装置と、
　前記薬剤の投与量要求装置の起動に応答して固体薬剤を投与し、かつ前記薬剤ポンプと
通信している投与装置を備える薬剤投与装置において、
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　前記薬剤投与装置は、前記制御モジュールを通して、患者が薬剤の投与を要求する場合
、或いは他に流体薬剤のボーラスとみなされるものを要求する場合、前記制御モジュール
からのコマンドによって駆動され、前記投与装置から外部へ前記患者に固体薬剤を送達す
るように投与することを特徴とする薬剤投与装置。
【請求項９】
　薬剤投与装置を患者へ提供する方法であって、前記薬剤投与装置は、（ｉ）制御モジュ
ールを備える薬剤ポンプ、（ｉｉ）薬剤ポンプと通信している薬剤の投与量要求装置、及
び（ｉｉｉ）前記薬剤の投与量要求装置の起動に応答して固体薬剤を投与し、かつ前記薬
剤ポンプと通信している投与装置を含む、前記薬剤投与装置を患者へ提供する方法と、
　制御モジュールにおいて投与コマンドを入力する方法と、
　前記投与装置を、コマンドに応答して駆動し、前記固体薬剤を前記投与装置から外部に
患者へ投与する方法と
　からなる患者へ薬剤を投与する方法。
【請求項１０】
　薬剤ポンプであって、前記薬剤ポンプは制御モジュールを有し、前記制御モジュールは
複数の交換可能なカセットに選択的に取り付けられる薬剤ポンプと、
　前記各カセット内に含まれるアクチュエータと、
　前記各カセット内に含まれる薬剤であって、前記各カセット内の薬剤は流体材料、半固
体材料及び固体材料を含むグループから一つが選択される前記薬剤と、
　を備える薬剤投与システムにおいて、
　前記アクチュエータは前記制御モジュールからのコマンドによって駆動され、その場合
、前記制御モジュールに取り付けられた前記カセットのうち一つから患者へ前記薬剤を送
達することを特徴とする薬剤投与システム。
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