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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者に薬液を投与するための医療用薬液ポンプにおける閉塞圧較正方法であって、
上記薬液ポンプから患者に到る薬液流路を設定する流路設定行程と、
　上記薬液を患者に投与する前に、上記薬液を所定の流量で上記薬液流路に流動させる薬
液流動行程と、
　上記薬液流動行程中に、上記薬液流路における上記薬液の流動圧力を計測する流動圧力
計測行程と、
　上記流動圧力計測行程において得られた流動圧力と、あらかじめ設定された圧力値とを
加えて制御用閉塞圧力を設定する制御用閉塞圧力設定行程とを含み、
　上記制御用閉塞圧力を設定した後に、患者に対する上記薬液の投与を開始するとともに
、薬液投与中に計測された流動圧力が、上記制御用閉塞圧力を越えた場合に、警報出力を
発生させ及び／又は薬液ポンプを停止させるように構成された、医療用薬液ポンプにおけ
る閉塞圧較正方法。
 
【請求項２】
　上記流動圧力計測行程は、上記薬液を上記薬液流路に満たすプライミング操作時に行う
ように構成された、請求項１に記載の医療用薬液ポンプにおける閉塞圧較正方法。
【請求項３】
　上記流動圧力計測行程は、上記薬液流路に、患者に薬液を投与するのと同じ速度で上記
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薬液を流動させることにより行われる、請求項１又は請求項２のいずれかに記載の医療用
薬液ポンプにおける閉塞圧較正方法。
【請求項４】
　上記流動圧力計測行程において、薬液の異なる流速に対する流動圧力を計測する、請求
項１から請求項３のいずれか１項に記載の医療用薬液ポンプにおける閉塞圧較正方法。
【請求項５】
　上記流動圧力計測行程において、薬液の流動開始から所定時間経過した後、又は所定流
量を流動させた後に上記流動圧力を計測する、請求項１から請求項４のいずれか１項に記
載の医療用薬液ポンプにおける閉塞圧較正方法。
【請求項６】
　上記薬液が薬液流路の先端部から流出した以降の流動圧力を計測する、請求項１から請
求項５のいずれか１項に記載の医療薬液ポンプにおける閉塞圧較正方法。
【請求項７】
　上記流動圧力計測行程において検出された流動圧力が、使用される薬液流路及び／又は
薬液に応じてあらかじめ設定された適正流動圧力範囲内であるかどうかを判断する流路異
常検出行程を含み、
　計測された上記流動圧力が上記適正流動圧力範囲外である場合に、流路異常警報を出力
するように構成された、請求項１から請求項６のいずれかに記載の医療用薬液ポンプにお
ける閉塞圧較正方法。
【請求項８】
　上記薬液ポンプが、シリンジの押し子を押動させることによりシリンジ外筒内の薬液を
吐出させて上記薬液流路内を流動させるとともに、上記押し子の押動力を検出することに
より、上記薬液の閉塞圧を検出するように構成された医療用シリンジポンプであり、
　薬液が充填されたシリンジを上記シリンジポンプの所定位置に装着するとともに、上記
シリンジから患者に到る薬液流路を設定する流路設定行程と、
　上記薬液を患者に投与する前に、上記押し子を所定の速度で押動させて上記薬液を上記
薬液流路内で流動させる薬液流動行程と、
　上記薬液流動行程中に、上記押し子と上記シリンジ外筒との間の摺動抵抗を含む押動力
を計測することにより流動圧力を求める流動圧力計測行程を備える、請求項１から請求項
７のいずか１項に記載の医療用薬液ポンプにおける閉塞圧計測方法。
【請求項９】
　上記流路設定行程において、装着された上記シリンジをシリンジ識別手段によって識別
するとともに、
　上記制御用閉塞圧力設定行程において、記憶手段に記憶されたシリンジ特性テーブルか
ら、上記流路設定行程において設定された上記薬液流路及び／又は上記シリンジに対応す
る特性情報を読み出して、上記制御用閉塞圧力の設定に用いる、請求項８に記載の医療用
薬液ポンプにおける閉塞圧計測方法。
【請求項１０】
　上記流動圧力計測行程において検出された押動力が、使用されるシリンジ及び／又は薬
液流路に応じてあらかじめ設定された範囲内にあるかどうかを判断する流路異常検出行程
を含み、
　計測された上記押動力が上記範囲外である場合に、流路異常警報を出力するように構成
された、請求項９に記載の医療用薬液ポンプにおける閉塞圧較正方法。
【請求項１１】
　薬液流路内で薬液を流動させるポンプ機構と、
　上記薬液流路を流動する薬液の流動圧力を計測できる流動圧力計測装置と、
　上記ポンプ機構及び上記流動圧力計測装置を制御する制御装置とを備えるとともに、設
定された薬液流路を介して患者に薬液を投与する医療用薬液ポンプであって、
　上記制御装置は、
　上記薬液を患者に投与する前に、上記薬液を所定の流量で上記薬液流路に流動させると
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ともに、上記流動圧力計測装置に上記薬液の流動圧力を計測させ、計測された流動圧力に
基づいて制御用閉塞圧力を設定する閉塞圧設定手段と、
　上記制御用閉塞圧力を設定した後に、患者に対する上記薬液の投与を開始するとともに
、薬液投与中に計測された流動圧力が、上記制御用閉塞圧力を越えた場合に、警報出力を
発生させ及び／又は薬液ポンプを停止させる流路異常検出手段とを備える、医療用薬液ポ
ンプ。
【請求項１２】
　上記医療用薬液ポンプが、シリンジ外筒を保持するシリンジ保持手段と、上記シリンジ
保持手段に保持された上記シリンジ外筒内に押し子を押し込むスライダとを備え、上記シ
リンジ外筒内の薬液を、薬液流路を介して患者に投与する医療用シリンジポンプであって
、
　上記シリンジの大きさ及び種類を検出するシリンジ検出手段と、
　使用されるシリンジ及び液体流路に応じた所定の特性値を記憶させた記憶手段と、
　上記押し子の押動力を計測する押動力検出手段と、
　上記押動力検出手段によって計測された押動力及び上記特性値から、上記制御用閉塞圧
力を設定する、閉塞圧設定手段と、
　薬液投与中に計測された押動力が上記制御用閉塞圧力を越えた場合に、警報を出力し及
び／又はシリンジポンプを停止させる流路異常検出手段を備える、請求項１１に記載の医
療用薬液ポンプ。
【請求項１３】
　薬液を患者に投与する前に検出された上記押動力が、使用するシリンジ及び液体流路に
対応して上記記憶手段に記憶された所定の押動力の範囲を越えた場合に異常警報を出力す
る流路異常検出手段を備える、請求項１２に記載の医療用薬液ポンプ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は、医療用薬液ポンプの閉塞圧較正方法に関する。詳しくは、薬液投与前に薬
液流路等の閉塞圧を精度高く設定して薬液投与の安全性を高めることができる医療用薬液
ポンプにおける閉塞圧較正方法及び医療用薬液ポンプに関する。
【背景技術】
【０００２】
　薬液を精度高く患者に投与するために、医療用薬液ポンプが用いられることが多い。医
療用薬液ポンプとして、薬液チューブを軸方向に順次押圧して薬液を流動させる輸液ポン
プや、シリンジ内に薬液を収容し、押し子を押動させることにより薬液を流動させるシリ
ンジポンプが知られている。上記シリンジポンプは、シリンジ外筒をシリンジポンプの所
定位置に固定するとともに、押し子を、スライダを介して上記シリンジ外筒に押し込むよ
うに押動させることにより、シリンジ外筒内の薬液を、輸液チューブ等の薬液流路内で流
動させるように構成されている。
【０００３】
　上記医療用薬液ポンプにおいては、薬液の吐出量を精度高く管理することが求められる
ばかりでなく、吐出圧力を管理する必要がある。
【０００４】
　すなわち、上記薬液流路の途中で閉塞が生じて薬液が投与できなかったり、患者に対す
る注入圧力が高すぎると、患者に障害を与える等の重大な事態が生じることになる。この
ため、上記薬液流路等の圧力を検出して、所定の値を越えた場合に、警報を発生させたり
、ポンプを停止させたりするシステムが採用されることが多い。
【０００５】
　また、シリンジポンプにおいては、シリンジ外筒内の圧力を直接検出することは困難で
ある。このため、上記押し子の押動力をバネや圧力歪計等を用いて計測し、上記シリンジ
内の圧力を間接的に監視して、輸液流路の閉塞等を検出するように構成されている。そし
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て、押し子を押動させる押動力が所定範囲を越えた場合に、警報を出力したり、シリンジ
ポンプの作動を停止するように構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
特開平７－２８９６３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記特許公報に記載されている発明においては、シリンジ内の圧力が所定の値のときの
押し子に対する押圧力を計測してスケール係数を求め、このスケール係数から閉塞圧を求
めるように構成されている。上記スケール係数は、使用されるシリンジの形式によって異
なるため、シリンジポンプの制御装置のメモリ内にシリンジの形式によって変わるパラメ
ータを記憶しておき、上記パラメータを用いて種々の形式のシリンジに対応した閉塞圧を
設定できるように構成している。
【０００８】
　ところが、押し子のシリンジ外筒に対する上記押動力は、シリンジの大きさやメーカに
よって異なるばかりでなく、シリンジ外筒内に充填された薬液の種類や押し子の押動速度
によっても異なる。また、薬液が充填されたシリンジにおいては、保存温度や保存期間に
よって、ガスケットとシリンジ外筒との摺動抵抗（摩擦力）が変化し、押し子の押動力の
値が変わる。したがって、種々のシリンジや薬液に対応した押動力をテーブル化して適用
しても、シリンジ外筒内の圧力を精度高く制御することはできない。
【０００９】
　また、薬液流路を構成する輸液チューブを蠕動運動機構やローラ等によって軸方向に順
次押圧することにより薬液を流動させる輸液ポンプにおいても、輸液ポンプの吐出口から
患者に到る薬液流路の長さがまちまちであり、途中に設けられる括栓の種類や数も異なる
。また、薬液の粘度等によって流動抵抗も大きく変化する。このため、輸液ポンプにおけ
る従来の閉塞圧計測方法では、正確な閉塞圧を求めるのは困難である。
【００１０】
　警報を発し、ポンプを停止させる閉塞圧として設定される圧力が高いと、異常警報が出
力されるまでに長時間が経過して、その間薬液を投与できなかったり、多量の薬液が高圧
で患者に投与されてしまうことも考えられる。このため、安全性を高めるために制御閉塞
圧を低めに設定することが多かった。ところが、制御閉塞圧を低く設定すると、液体流路
や薬液の種類によっては、警報が発せられたりポンプが停止したりする頻度が高くなり、
かえって患者に負担を強いることになる。
【００１１】
　本願発明は、上記従来の問題を解決するために案出されたものであり、患者に薬液を投
与する直前に、使用する薬液や液体流路に対して制御用の閉塞圧を個別に設定して、閉塞
圧を精度高く管理することができるとともに、安全性を確保できる医療用薬液ポンプの閉
塞圧較正方法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本願の請求項１に記載した発明は、患者に薬液を投与するための医療用薬液ポンプにお
ける閉塞圧較正方法であって、上記薬液ポンプから患者に到る薬液流路を設定する流路設
定行程と、上記薬液を患者に投与する前に、上記薬液を所定の流量で上記薬液流路に流動
させる薬液流動行程と、上記薬液流動行程中に、上記薬液流路における上記薬液の流動圧
力を計測する流動圧力計測行程と、上記流動圧力計測行程において得られた流動圧力と、
あらかじめ設定された圧力値とを加えて制御用閉塞圧力を設定する制御用閉塞圧力設定行
程とを含み、上記制御用閉塞圧力を設定した後に、患者に対する上記薬液の投与を開始す
るとともに、薬液投与中に計測された流動圧力が、上記制御用閉塞圧力を越えた場合に、
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警報出力を発生させ及び／又は薬液ポンプを停止させるように構成されたものである。
 
【００１３】
　本願発明が適用される医療用薬液ポンプの種類は特に限定されることはなく、輸液チュ
ーブ等の種々の薬液流路を介して患者に薬液を投与する種々の医療用薬液ポンプに適用す
ることができる。たとえば、蠕動機構等によって樹脂性のチューブを軸方向に順次押圧す
ることにより、薬液を流動させる輸液ポンプや、シリンジの押し子を押動させることによ
り、薬液を流動させるシリンジポンプに本願発明を適用できる。本願発明に係る閉塞圧較
正方法は、実際に使用される輸液チューブやシリンジ等に対して、薬液を患者に投与する
直前に行うことができる。
【００１４】
　上記流路設定行程は、輸液ポンプの吐出口から患者までの実際の薬液流路を設けること
により行われる。具体的には、括栓等を備える輸液チューブをセットすることにより行わ
れる。
【００１５】
本願発明では、上記薬液を患者に投与する前に、上記薬液を所定の流量で上記薬液流路に
流動させる薬液流動行程が行われる。すなわち、個別の患者に対応して構成された実際の
薬液流路の流動特性を、患者に薬液を投与する前に計測し、この計測値に基づいて制御用
閉塞圧を決定するものである。
【００１６】
　通常、薬液投与前に、上記薬液を輸液チューブ等から構成される薬液流路に満たすため
のプライミング操作が行われる。請求項２に記載した発明のように、上記流動圧力計測行
程を、上記薬液を上記薬液流路に満たすプライミング操作時に行うように構成するのが望
ましい。
【００１７】
　通常、プライミング操作は、薬液を早送りすることにより行われる。しかしながら、上
記流動圧力計測行程を上記プライミング操作時に行う場合は、請求項３に記載した発明の
ように、上記流動圧力計測行程を、患者に薬液を投与するのと同じ速度で上記薬液を流動
させることにより行うのが好ましい。これにより、患者に薬液を投与する場合と同じ条件
で閉塞圧を設定することが可能となり、制御される閉塞圧を精度高く管理することが可能
となる。
【００１８】
　なお、実際の薬液投与速度でプライミングを行うのは流動圧力を計測する間のみで足り
る。流動圧力を計測していない時は、従来と同様に、早送りモードでプライミングを行う
ことができる。
【００１９】
　また、請求項４に記載した発明のように、上記流動圧力計測行程において、薬液の異な
る流速に対する流動圧力を計測することができる。これにより、一度の薬液投与において
複数の薬液投与速度を用いる場合等に対応することができる。
【００２０】
　請求項５に記載した発明のように、上記流動圧力計測行程において、薬液の流動開始か
ら所定時間経過した後、又は所定流量を流動させた後に上記流動圧力を計測するのが好ま
しい。
【００２１】
　薬液ポンプ始動開始時には、薬液が薬液流路の全域に満たされておらず、また、ポンプ
等の機械的抵抗等が定常時より大きくなる傾向がある。特に、シリンジポンプにおいては
、押し子の押動開始時の押動力は、一定速度で押動する定常時と大きくなる。上記流動圧
力の計測を、薬液の流動開始から所定時間経過した後、又は所定流量を流動させた後に行
うことにより、実際に薬液を投与する際の流動圧力を精度高く計測することができる。
【００２２】
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　また、請求項６に記載した発明のように、上記薬液が薬液流路の先端部から流出した以
降の流動圧力を計測するのが好ましい。すなわち、薬液流路の先端部から薬液が吐出され
るのを確認した後に流動圧力を計測するのである。これにより、薬液を薬液流路の全域を
流動させた状態で流動圧力を計測することが可能となり、流動圧力の計測精度を高めるこ
とができる。
【００２３】
　計測された流動圧力に、薬液の種類や流動速度等を勘案して制御用の流動圧力が設定さ
れる。すなわち、上記流動圧力計測行程において得られた流動圧力と、あらかじめ設定さ
れた圧力値とを加えて制御用閉塞圧力が設定される。上記加算される流動圧力は、薬液の
流動速度（投与速度）、薬液の種類、薬液流路の長さ等に応じてあらかじめテーブル化し
て記憶手段内に格納しておき、制御用閉塞圧を設定する際に読み出して用いるように構成
するのが望ましい。
【００２４】
　上記制御用閉塞圧力を設定した後に、輸液チューブ等の先端を患者に接続して、上記薬
液の投与が開始される。上記薬液の投与中は、閉塞圧の較正の際と同様に薬液の流動圧力
が計測される。そして、薬液投与中に計測された流動圧力が、上記制御用閉塞圧力を越え
た場合に、警報出力を発生させ及び／又は薬液ポンプを停止させるように構成される。こ
れにより、閉塞等が生じたことを迅速に検出して警報を発することが可能となる。
【００２５】
　請求項７に記載した発明は、上記流動圧力計測行程において検出された流動圧力が、使
用される薬液流路及び／又は薬液に応じてあらかじめ設定された適正流動圧力範囲内であ
るかどうかを判断する流路異常検出行程を含み、計測された上記流動圧力が上記適正流動
圧力範囲外である場合に、流路異常警報を出力するように構成されたものである。
【００２６】
　上述したように、本願発明は、実際の薬液流路における薬液の流動圧力を精度高く検出
し、閉塞圧力を精度高く設定することを目的としている。上記薬液の流動圧力は、薬液の
種類、上記薬液流路の長さや途中の配管部材の種類等によって異なるものの、ある一定の
範囲内にある。したがって、本願発明に係る流動圧力計測行程中に計測された流動抵抗が
上記適正な流動圧力の範囲外となる場合、薬液流路に何らかの異常があることになる。請
求項７に記載した発明は、本願発明における流動圧力計測行程を利用して、薬液流路の異
常を検出するものである。
【００２７】
　上記適正流動圧力の範囲は、配管の長さ等に応じて記憶装置内に記憶させておき、上記
流路異常検出行程において読み出して用いるように構成するのが望ましい。上記流路異常
検出行程によって、患者に薬液を投与する前に、薬液流路の異常を検出することが可能と
なり、薬液投与の安全性を高めることができる。
【００２８】
　請求項８に記載した発明は、本願発明をシリンジポンプに適用したものである。すなわ
ち、上記薬液ポンプは、シリンジの押し子を押動させることによりシリンジ外筒内の薬液
を吐出させて上記薬液流路内を流動させるとともに、上記押し子の押動力を検出すること
により、上記薬液の閉塞圧を検出するように構成された医療用シリンジポンプにおいて、
薬液が充填されたシリンジを上記シリンジポンプの所定位置に装着するとともに、上記シ
リンジから患者に到る上記薬液流路を設定する流路設定行程と、上記薬液を患者に投与す
る前に、上記押し子を所定の速度で押動させて上記薬液を上記薬液流路内で流動させる薬
液流動行程と、上記薬液流動行程中に、上記押し子と上記シリンジ外筒との間の摺動抵抗
を含む押動力を計測することにより流動圧力を求める流動圧力計測行程を備えて構成され
る。
【００２９】
　シリンジポンプは、上記押し子の押動力を検出することにより、上記薬液の吐出圧力を
制御するように構成される。上記押動力は、薬液の流動圧力と、上記押し子のガスケット
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がシリンジ外筒内を摺動する抵抗とを加えた値として検出される。これまで、上記ガスケ
ットの摺動抵抗は、シリンジの大きさ等に応じて固定された値が設定されていた。一方、
上記摺動抵抗は、温度や薬液の種類等に応じて変化する。したがって、従来の較正手法で
は、制御用閉塞圧を精度高く設定するのは困難であった。一方、本願発明に係る閉塞圧の
較正方法は、薬液が充填されて実際に使用されるシリンジ各々について、薬液を患者に投
与する前に行われるため、閉塞圧を精度高く管理することが可能となる。
【００３０】
　シリンジポンプにおける上記流路設定行程は、シリンジ外筒をシリンジポンプの所定位
置に固定するとともに、押し子のフランジ部を押動手段（スライダ）に連結し、さらに、
輸液チューブ等の薬液流路を上記シリンジに接続することにより行われる。なお、薬液を
投与する輸液チューブや途中に設けられる括栓等を接続した状態のシリンジをポンプに装
着することにより、上記流路設定行程を行うのが好ましい。これにより、種々の配管部材
をを含む薬液流路の流動圧力を正確に計測することが可能となる。
【００３１】
　薬液投与の際の押し子の押動力を精度高く計測するため、上記流動圧力計測行程は、上
記シリンジに接続した輸液チューブに、患者に薬液を投与するのと同じ速度で上記薬液を
流動させるように、上記押し子を移動させて行うのが好ましい。また、薬液が薬液流路の
先端から吐出された後の押動力を計測するのが好ましい。
【００３２】
　また、上記流路設定行程において、装着されたシリンジの容量等の特性を識別するよう
に構成できる。すなわち、請求項９に記載した発明のように、上記流路設定行程において
、装着された上記シリンジをシリンジ識別手段によって識別するとともに、上記制御用閉
塞圧力設定行程において、記憶手段に記憶されたシリンジ特性テーブルから、上記流路設
定行程において設定された上記薬液流路及び／又は上記シリンジに対応する特性情報を読
み出して、上記制御用閉塞圧力の設定に用いることができる。
【００３３】
　多くのシリンジメーカでは、シリンジ外筒の外径が判明すると、シリンジの寸法を特定
できる。また、シリンジ容量等の他の特性も判明する。たとえば、シリンジ外径を計測す
ることにより、上記シリンジ外筒の内径、断面積等が特定され、押し子の押動力からシリ
ンジ内の薬液の流動圧力を求めることができる。上記シリンジ識別手段は、特に限定され
ることはない。たとえば、シリンジ外筒を押圧するようにして固定するロック機構のアー
ム部に回転角度変位を検出できるセンサーを設けておき、シリンジを保持する上記アーム
部の回動位置を検出して、シリンジ外筒の外径を検出することができる。
【００３４】
　また、上記流動圧力を容易に求めるため、各種シリンジのデータをテーブル化した、シ
リンジ特定テーブルを記憶手段に記憶させておき、計測された押動力に、特定されたシリ
ンジに対応する加算データ等を読み出して、制御用の閉塞圧（押動力）を設定できる。ま
た、シリンジサイズに応じたガスケットの摺動抵抗を含む押動力の適正範囲のテーブルを
設けておき、薬液投与前に計測された流動抵抗が上記抵抗値の範囲から外れた場合に警報
を発するように構成することもできる。
【００３５】
　上記ガスケットの摺動抵抗は、薬液の流動抵抗と同様に押し子の押動速度によって変化
する。したがって、上記流動圧力計測行程は、上記シリンジに接続した輸液チューブに、
患者に薬液を投与するのと同じ速度で上記薬液を流動させるように押し子を押動させて行
うのが好ましい。また、押動力を正確に計測するために、輸液チューブの先端は、患者に
接続する高さに設定するとともに、輸液チューブの全域に薬液を満たした状態で押動力の
計測を行うのが好ましい。
【００３６】
　また、請求項４に記載した発明と同様に、押し子の異なる押動速度に対する押動力を計
測して薬液の流動圧力を求め、連続する薬液投与において、複数の輸液速度が用いられる
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場合等に対応することができる。
【００３７】
　さらに、押し子の押動速度を連続的に変化させて、押し子の異なる押動速度における薬
液の流動圧力を求めることもできる。たとえば、押し子の押動速度を、プライミングを行
う早送りモードの輸液速度まで次第に増加させ、あるいは早送りモードの輸液速度から次
第に輸液速度を低下させることにより、この間の押動力の変化を連続的に計測して記憶さ
せておき、薬液投与を行う所要の輸液速度における薬液流動圧力を上記計測値から求める
ことができる。
【００３８】
　また、上記押動力を計測する手法も特に限定されることはない。複数回計測を行って平
均値を求めるように構成することができる。また、押し子を押動している時の押動力を連
続的に記録しておき、これら記録された押動力の平均値を求めることもできる。
【００３９】
　また、シリンジポンプにおいては、押し子の押動開始時の押動力は、一定速度で押動す
る場合と大きくなる。このため、上記流動圧力計測行程において、押し子の押動開始時か
ら所定距離押動させた以降の押動力／又は押し子押動開始時から所定時間押動させた以降
の押動力を計測するように構成するのが好ましい。
【００４０】
　上記制御用閉塞圧力は、計測された流動圧力（押動力）に所定の値を加算して決定され
る。シリンジポンプにおいては、上記制御用閉塞圧力にガスケットの摺動抵抗を加えたも
のが押動力として計測される。したがって、シリンジポンプにおいては、制御用の閉塞圧
力を、上記押動力によって設定し、薬液投与中の流動圧力も上記押動力を用いて管理する
ことができる。このため、精度高く閉塞圧を管理することが可能となる。
【００４１】
　シリンジ外筒や押し子先端部に装着されるガスケットが不良品である場合、押し子の押
動力を用いて閉塞圧を管理するのは困難である。また、このような不良品では、押し子の
押動力が異常に大きくなることが多い。このため、上記押動力計測行程において、上記押
動力の異常値を検出して、上記不良品を検出することが可能となる。
【００４２】
　すなわち、請求項１０に記載した発明のように、上記流動圧力計測行程において検出さ
れた押動力が、使用されるシリンジ及び／又は薬液流路に応じてあらかじめ設定された適
正範囲内にあるかどうかを判断する流路異常検出行程を含み、計測された上記押動力が上
記適正範囲外である場合に、流路異常警報を出力するように構成するのが好ましい。
【００４３】
　押動力の適正範囲は、多数のシリンジの押動力を計測して、統計処理することにより求
めることができる。上記シリンジ異常検出行程によって、各々のシリンジがシリンジポン
プに適用できるか否かを、薬液投与前に検出することが可能となり、薬液投与の安全性を
高めることができる。
【００４４】
　請求項１１に記載した発明は、薬液流路内で薬液を流動させるポンプ機構と、上記薬液
流路を流動する薬液の流動圧力を計測できる流動圧力計測装置と、上記ポンプ機構及び上
記流動圧力計測装置を制御する制御装置とを備えるとともに、設定された薬液流路を介し
て患者に薬液を投与する医療用薬液ポンプであって、上記制御装置は、上記薬液を患者に
投与する前に、上記薬液を所定の流量で上記薬液流路に流動させるとともに、上記流動圧
力計測装置に上記薬液の流動圧力を計測させ、計測された流動圧力に基づいて制御用閉塞
圧力を設定する閉塞圧設定手段と、上記制御用閉塞圧力を設定した後に、患者に対する上
記薬液の投与を開始するとともに、薬液投与中に計測された流動圧力が、上記制御用閉塞
圧力を越えた場合に、警報出力を発生させ及び／又は薬液ポンプを停止させる流路異常検
出手段とを備えて構成される。
【００４５】
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　請求項１２に記載した発明は、上記医療用薬液ポンプが、シリンジ外筒を保持するシリ
ンジ保持手段と、上記シリンジ保持手段に保持された上記シリンジ外筒内に押し子を押し
込むスライダとを備え、上記シリンジ外筒内の薬液を、輸液チューブを介して患者に投与
する医療用シリンジポンプであって、上記シリンジの大きさ及び種類を検出するシリンジ
検出手段と、使用されるシリンジ及び液体流路に応じた所定の特性値を記憶させた記憶手
段と、上記押し子の押動力を計測する押動力検出手段と、上記押動力検出手段によって計
測された押動力及び上記特性値から、上記制御用閉塞圧力を設定する、閉塞圧設定手段と
、薬液投与中に計測された押動力が上記制御用閉塞圧力を越えた場合に、警報を出力し及
び／又はシリンジポンプを停止させる流路異常検出手段を備えて構成される。
【００４６】
　請求項１３に記載された発明は、薬液を患者に投与する前に検出された上記押動力が、
使用するシリンジ及び液体流路に対応して上記記憶手段に記憶された所定の押動力の範囲
を越えた場合に流路異常警報を出力する流路異常検出手段を備て構成される。
【発明の効果】
【００４７】
　シリンジポンプにおける閉塞圧を精度高く検出して、薬液投与の安全性を高めることが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本願発明が適用されるシリンジポンプの正面図である。
【図２】図１に示すシリンジポンプの平面図である。
【図３】押動力を計測している状態を示す図である。
【図４】患者に対する薬液の投与を行っている図である。
【図５】本願発明に係る較正方法の一例を示すフローチャートである。
【図６】本願発明に係る較正方法の一例を示すフローチャートである。
【図７】シリンジの形態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４９】
　以下、本願発明の実施形態を、図に基づいて具体的に説明する。
【００５０】
　本願発明に係るシリンジ２は、薬液を収容する外筒３と、上記外筒３の基端部において
半径方向外方へ延出形成された小判状のフランジ部５と、上記基端部から上記外筒内部へ
挿入された押し子４とを備えて構成されている。上記シリンジ２は、全体が樹脂成形によ
って形成されている。上記外筒３の先端部には、輸液チューブ２１が接続される吐出口３
ａが形成されている。また、図７（ｂ）に示すように、上記押し子４の先端部には、上記
外筒３の内面との間を封止するガスケット４ａが設けられているとともに、押し子基端部
には、押し子フランジ部１３が設けられている。
【００５１】
　本実施形態に係る上記シリンジ２には、シリンジを押動させて較正用の押動力を計測す
るための較正用押動領域Ｈが設けられている。上記較正用押動領域Ｈは、少なくとも上記
シリンジ２に接続される薬液流路に薬液を満たした状態で押動力を計測することができる
ように設定すれば良い。従来のシリンジにおいては、プライミング操作を行うことができ
る量の薬液が余分に充填されているため、上記プライミング操作を行う際に押動力を計測
することができるが、薬液流路の長さが長い場合には、上記較正用押動領域を大きく設定
する必要がある。
【００５２】
　シリンジとして、外筒内に薬液を充填した使い捨てタイプのシリンジ２が用いられるこ
とが多く、図７（ａ）に示すように、上記吐出口３ａにキャップ２０が装着されるととも
に、上記押し子のガスケット４ａが、押し子の押動開始位置まで挿入されて、外筒３内に
薬液が封止されている。
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【００５３】
　上記シリンジポンプ１には、シリンジ２の外筒３を保持するシリンジ外筒保持手段６．
９，１２と、上記押し子４の基端部に設けられたフランジ部１３を保持するとともに押動
させて、上記薬液を吐出させる押動手段１０が設けられている。
【００５４】
　本実施形態に係る上記シリンジ外筒保持手段は、シリンジポンプのハウジング上面にシ
リンジ外筒３の外面を載置できる略円筒内面状の載置面６ａを設けて構成される外筒保持
部６と、上記外筒保持部６の基端側に設けられた立壁部７及び８の間に形成されて上記フ
ランジ部５を挿入掛止できるフランジ保持溝９と、上記シリンジ外筒３を上記載置面６ａ
との間で挟圧保持できる挟圧ロック機構１２とを備えて構成されている。
【００５５】
　上記押動手段１０は、図示しない駆動ネジをモータによって回転させることにより、軸
方向に移動できるように構成されたスライダ１０ａを備えて構成されている。上記スライ
ダ１０ａは、押し子４のフランジ部１３を保持するとともに軸方向に押動させて、シリン
ジ外筒３内に収容された薬液を吐出口３ａから吐出させる。
【００５６】
　上記挟圧ロック機構１２は、シリンジ外筒３を上記載置面６ａとの間で挟圧保持するア
ーム部１２ａを備えて構成されている。上記アーム部１２ａは、弾性的にシリンジ外筒３
を挟圧できるように構成されている。また、本実施形態では、上記挟圧ロック機構１２は
、上記アーム部１２ａの回動角度を検出することによって、シリンジ２の大きさを検出で
きるシリンジ検出手段を構成している。
【００５７】
　上記シリンジ検出手段は、上記アーム部１２ａの回動角度に対応して抵抗変化する図示
しない可変抵抗器と、上記可変抵抗器の検出抵抗に対応したシリンジデータテーブルを備
えて構成されている。上記可変抵抗器の検出抵抗によってシリンジ外筒の外径が計測され
、この外径に対応したシリンジの容量や内径等を上記シリンジデータテーブルから読み出
すことができるように構成されている。
【００５８】
　また、上記スライダ１０ａを駆動する図示しない駆動機構の適部には、上記押し子４の
押動力を計測できる図示しない押動力検出手段が設けられている。上記押動力検出手段と
して、たとえば、押し子からの押動力が作用して弾性変形させられる図示しない弾性片と
、この弾性片に貼着された抵抗歪計を備えて構成することができる。上記抵抗歪計からの
出力を用いて、上記押し子の押動力を検出することができる。なお、上記押動力検出手段
として、種々の形態の歪計を採用することができる。
【００５９】
　以下、本実施形態に係る閉塞圧の較正方法を図３から図６に基づいて説明する。
【００６０】
　シリンジポンプのスイッチがＯＮされた後（Ｓ１０１）、薬液が充填されたシリンジ２
を、シリンジポンプ１等を装着する流路設定行程（Ｓ１０２）が行われる。上記流路設定
行程（Ｓ１０２）は、図７（ａ）に示すシリンジ２に、チューブ２１等を接続して、患者
４０に到る薬液流路を設定する行程である。本実施形態では、上記シリンジ外筒保持手段
６．９，１２によって、シリンジ外筒３をシリンジポンプ１の上面に固定するとともに、
上記チューブ２１の適部に３方括栓２３や他連括栓２４を設けることにより行われる。
【００６１】
　上記流路設定行程は、患者４０までの流路を設定するものであるが、上記流路を患者に
接続することなく、以下に説明する閉塞圧の較正を行う。
【００６２】
　流路設定行程を終えた後に、上記シリンジ２が適正に装着されたか否かが判断される（
１０４）。シリンジ２の装着が適正に行われていない場合には、警報が出力されて（Ｓ１
０３）、シリンジの再装着を行う必要がある。たとえば、シリンジが傾いた状態で装着さ
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れたような場合には上記警報が発せられて、次の行程を行うことができないように較正さ
れている。
【００６３】
　シリンジの装着が適正に行われたことが確認された後（Ｓ１０４でＹＥＳ）、上記シリ
ンジ検出手段によって、装着されたシリンジ２の種類が識別される。具体的には、上述し
たように、シリンジ外筒３の外径からシリンジのサイズを特定し、上述した特性テーブル
からシリンジデータが読み込まれる（Ｓ１０６）。上記シリンジデータは、表示部に表示
され、シリンジが誤認されていないかどうかを確認することができる。また、上記シリン
ジデータには、装着されたシリンジ外筒の内径やガスケットの標準的な摺動抵抗が含まれ
ており、以下に説明する以下の行程において利用される。
【００６４】
　その後、投与される薬液や、シリンジの容量等に応じて、薬液吐出速度（投与速度）や
投与時間等が設定される（Ｓ１０７）。
【００６５】
　上記薬液吐出速度・投与時間が設定された後に、プライミング操作が開始される（Ｓ１
０８）。上記プライミング操作は、輸液チューブ２１に薬液を満たして空気を排除するた
めに行われる。
【００６６】
　本実施形態では、上記プライミング操作を行う際に、装着したシリンジ２の押し子４の
押動力を計測するように構成されている。
【００６７】
　押し子の押動力は、押し子のガスケットと外筒内壁の摺動抵抗（摩擦力）と、薬液の輸
液チューブ内の流動抵抗を加えたものである。実際の薬液投与時の押動力を精度高く計測
するために、流路や投与速度は、患者に薬液を投与するのと同様の構成及び条件で行うの
が好ましい。
【００６８】
　すなわち、図３に示すように、輸液チューブ２１の先端部を、患者の投与部位に対応す
る高さに保持して押動力を計測するが望ましい。上記高さが異なると、薬液に重力が作用
して、押動力を正確に計測することができない。
【００６９】
　また、実際に薬液を投与する際の押動力を計測する必要がある。従来のプライミング操
作は、輸液チューブ内に薬液を満たして空気を追い出すために行われるものであり、薬液
の流動速度が大きい早送りモードで行われる場合が多かった。本実施形態では、少なくと
も、押動力を計測する間は、薬液を実際に投与する押動速度で上記押し子４を押動させる
。なお、押動力は、短時間で計測できるものであり、プライミング操作に要する時間が大
きく増加することもない。
【００７０】
　上記押動力の計測は、上記押し子４の押動開始時から所定時間経過した後、又は押動開
始時から所定距離押動した後に計測するのが望ましい（Ｓ１０９，Ｓ１１０）。押し子の
押動開始時の押動力は、ガスケットと外筒内面との間の摩擦力が大きくなるため、実際の
薬液投与時の押動力を正確に検出できない恐れがあるからである。
【００７１】
　さらに、図３に示すように、薬液が流路の先端部から滴下した後に計測した押動力を採
用するのがより好ましい。これより、流路の全域に薬液を流動させた場合の押動力を計測
することが可能となり、閉塞圧の較正精度が高まる。なお、上記流路に薬液が満たされる
過程においては、押動力は比例的に増加するため、流路の長さ等が判明している場合には
、上記流路先端から薬液が滴下する前に押動力を計測することもできる。
【００７２】
　また、上記押動力を計測する態様も特に限定されることはない。たとえば、押し子押動
中に複数回の押動力を計測して平均値を求め制御用閉塞圧設定のデータとして利用するこ
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とができる。また、押し子の押動開始時からの押動力の変化を検出して、押動力が安定し
た領域における押動力を採用することもできる。
【００７３】
　次に、計測された上記押動力が、シリンジ特性テーブルから読み出される適正範囲にあ
るかどうかを判断す流路異常検出行程が行われる（Ｓ１１１）。計測された押動力が、異
常に大きい場合や異常に小さい場合は、シリンジ２や流路に設置した部材に異常がある場
合が多い。また、シリンジポンプ１の押動手段に異常が生じている場合も考えられる。上
記流路異常検出行程を行うことにより、装着されたシリンジやシリンジポンプに異常があ
るかどうかを検出することが可能となる。
【００７４】
　流路異常検出行程（Ｓ１１１）において異常が検出されると（Ｓ１１１でＹＥＳ）、警
報が出力され、装置が停止する。これにより、患者に薬液を投与する前に、シリンジや輸
液チューブ等を交換することが可能となり、安全性を高めることができる。
【００７５】
　一方、シリンジに異常がない場合（Ｓ１１１でＮＯ）、シリンジ特性テーブルから、装
着した種々のシリンジに対応してあらかじめ設定された押動力（所定の流動圧力値とシリ
ンジ断面積とを掛け合わせたもの）が読み出されるとともに、計測された上記押動力に加
算する制御用閉塞圧力設定行程が行われる。本実施形態に係る上記制御用閉塞圧力は、薬
液投与を停止すべき閉塞圧に対応した押し子の押動力として取り扱われる。これにより、
閉塞圧の較正が終了する（Ｓ１１６）。上記制御用閉塞圧力は、シリンジポンプ１の制御
メモリに記憶されて、次に行われる薬液投与時の制御に用いられる。
【００７６】
　上記閉塞圧の較正が終了した後、患者４０に対する薬液の投与が開始される（Ｓ１１７
）。図４に示すように、薬液の投与は、輸液チューブ２１の先端部２２を、患者４０の所
定部位に接続した後、所定の開始ボタン等を押圧することにより行われる。
【００７７】
　上記薬液投与中、上記押し子４の押動力が継続的に計測される。上記押動力が上述した
制御用閉塞圧力（押動力）を越えた場合、警報が出力され（Ｓ１１９）、装置が停止され
る（Ｓ１２０）。
【００７８】
　一方、上記押動力が上記制御閉塞抵抗以下である場合は、薬液の投与が継続されて、設
定された所定の投与時間が経過し、あるいは設定された量の薬液が投与されて、薬液の投
与が終了する。
【００７９】
　本実施形態では、患者に投与する薬液が充填された各々のシリンジの押動力を、薬液投
与の直前に計測することができる。このため、各シリンジに対応した閉塞圧を精度高く設
定することが可能となる。
【００８０】
　また、薬液を投与する前に、シリンジの押動力が異常であるかどうかを識別することが
可能となる。これにより、シリンジやシリンジポンプの異常をチェックすることが可能と
なり、薬液投与の安全性が格段に高まる。
【００８１】
　上述した実施形態は、本願発明をシリンジポンプに適用したものであるが、輸液チュー
ブを蠕動機構あるいはローラ等によって軸方向に順次押圧変形させて薬液を流動させる薬
液ポンプに適用することもできる。
【００８２】
　上記形態の薬液ポンプにおいては、薬液の流動圧力が薬液流路の途中で計測されるよう
に較正される場合が多い。したがって、上記薬液の実際の流動圧力を基準として閉塞圧を
較正することができる。
【産業上の利用可能性】
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【００８３】
　医療用薬液ポンプにおける薬液投与の安全性を格段に高めることができる。
【符号の説明】
【００８４】
　　１　シリンジポンプ（医療用薬液ポンプ）

　　２　シリンジ
　　４　押し子
　　３　シリンジ外筒

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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