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(57)【要約】
標的解剖学的環境の生理的パラメータを検出するための
方法および構造。デバイスは、プローブに連結可能な遠
位部分の第１のポートおよび近位部分を有する筐体と、
筐体によって携持される感知ユニットと、処理ユニット
と、出力ユニットとを含み、出力ユニットは、圧力等の
決定された生理的パラメータ値に基づいて報告信号を出
力するように構成され、感知ユニット、処理ユニット、
および出力ユニットは、実質的に筐体の第１のポートと
近位部分との間に配置される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　身体の中に挿入されたプローブの端が、標的解剖学的環境または非標的解剖学的環境内
に位置しているかどうかを選択的に示すためのデバイスであって、該デバイスは、
　該プローブに着脱可能に連結可能である第１のポートを有する筐体と、
　該第１のポートに連結され、該筐体によって携持されるチャンバと、
　該チャンバと信号および物質のうちの少なくとも１つが連通している感知ユニットであ
って、該感知ユニットは該筐体によって携持され、第１組の感知信号および第２組の感知
信号を生成するように構成される、感知ユニットと、
　該感知ユニットに連結され、該筐体によって携持される処理ユニットであって、該処理
ユニットは、該第１組の感知信号を使用して第１の生理的パラメータ値を決定すること、
ならびに該第１組の感知信号および該第２組の感知信号のうちの少なくとも１つを使用し
て第２の生理的パラメータ値を決定することを行うように構成され、該第１および第２の
生理的パラメータ値は、解剖学的環境内の第１の生理的パラメータおよび第２の生理的パ
ラメータにそれぞれ対応する、処理ユニットと、
　該処理ユニットに連結され、該筐体によって携持される１組の出力デバイスであって、
該第１の生理的パラメータ値および該第２の生理的パラメータ値のうちの少なくとも１つ
に対応する１組の報告信号を出力するように構成される出力デバイスと
　を備え、該第２の生理的パラメータ値は、生理学的測定の種類ならびに該第１組の感知
信号および該第２組の感知信号のうちの少なくとも１つに適用される１組の数値演算のう
ちの少なくとも１つにおいて、該第１の生理的パラメータ値とは異なる、デバイス。
【請求項２】
　前記第１の報告信号および前記第２の報告信号のうちの少なくとも１つは、視覚信号で
ある、請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記筐体は、使い捨てカートリッジを備える、請求項１に記載のデバイス。
【請求項４】
　前記第１の生理的パラメータ値は、血管圧に対応し、前記第２の生理的パラメータ値は
、ヘモグロビン酸化状態に対応する、請求項１に記載のデバイス。
【請求項５】
　前記第１の生理的パラメータ値は、所定の期間に対する血管圧に対応し、前記第２の生
理的パラメータ値は、最大血管圧と最小血管圧との間の差に対応する、請求項１に記載の
デバイス。
【請求項６】
　前記第１の生理的パラメータ値は、第１の血管圧パラメータおよびヘモグロビン酸化状
態のうちの１つに対応し、前記第２の生理的パラメータ値は、第２の血管圧パラメータ、
血流速度、および血液化学種レベルのうちの１つに対応する、請求項１に記載のデバイス
。
【請求項７】
　前記感知ユニットは、圧力センサと、化学種飽和センサおよび多量栄養素センサのうち
の１つとを備える、請求項１に記載のデバイス。
【請求項８】
　前記化学種飽和センサは、酸素濃度計を備える、請求項７に記載のデバイス。
【請求項９】
　前記感知ユニットは、圧力センサ、光学センサ、温度センサ、流体流動性センサ、物質
感知電界効果トランジスタ、および生物学的マイクロチップの群からの少なくとも２つを
備える、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１０】
　前記第１の生理的パラメータ値は、硬膜外腔圧力に対応し、前記第２の生理的パラメー
タ値は、脳脊髄液特性に対応する、請求項１に記載のデバイス。
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【請求項１１】
　前記筐体によって携持され、通路を介して前記第１のポートに連結される補助アクセス
ポートをさらに備える、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１２】
　前記補助アクセスポートは、ガイドワイヤ、１組の光ファイバ、１組の光ファイバを携
持するガイドワイヤ、および１組の導線を携持するガイドワイヤの群からの１つを受容す
るように寸法決定される、請求項１１に記載のデバイス。
【請求項１３】
　前記筐体に選択的に連結可能であるガイドワイヤ保持デバイスをさらに備える、請求項
１１に記載のデバイス。
【請求項１４】
　拡張器アセンブリをさらに備え、該拡張器アセンブリは、
　前記筐体に連結される支持アームと、
　該支持アームに連結される拡張部材と
　を備える、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１５】
　前記支持アームは、可動式に前記筐体に連結される、請求項１４に記載のデバイス。
【請求項１６】
　前記支持アームは、着脱可能に前記筐体に連結される、請求項１４に記載のデバイス。
【請求項１７】
　前記筐体によって携持される通路を介して前記第１のポートに連結される第２のポート
をさらに備える、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１８】
　前記第２のポートは、シリンジに着脱可能に連結可能である、請求項１７に記載のデバ
イス。
【請求項１９】
　前記処理ユニットに連結されるメモリをさらに備え、該メモリは、前記標的解剖学的環
境に対応する第１組の参照パラメータ値を記憶し、該第１組の参照パラメータ値は、前記
第１の生理的パラメータ値に対応する第１の参照パラメータ値と、前記第２の生理的パラ
メータ値に対応する第２の参照パラメータ値とを含む、請求項１に記載のデバイス。
【請求項２０】
　前記第１組の参照パラメータは、参照静脈血パラメータ値を備える、請求項１９に記載
のデバイス。
【請求項２１】
　前記メモリは、前記標的解剖学的環境以外の解剖学的環境に対応する第２組の参照パラ
メータ値を記憶し、該第２組の参照パラメータ値は、第１の参照パラメータ値、および前
記第２の生理的パラメータ値に対応する第２の参照パラメータ値を示す、請求項１９に記
載のデバイス。
【請求項２２】
　前記第２組の参照パラメータは、参照動脈血パラメータ値を備える、請求項２１に記載
のデバイス。
【請求項２３】
　前記第２組の参照パラメータは、前記標的解剖学的環境に向けられた医療処置に関して
医学的に勧められない解剖学的環境に対応する、請求項２１に記載のデバイス。
【請求項２４】
　前記処理ユニットに連結され、前記筐体によって携持される通信ユニットをさらに備え
、該通信ユニットは、携帯用超音波ユニット等の遠隔デバイスとの無線およびワイヤベー
ス通信のうちの少なくとも１つのために構成される、請求項１に記載のデバイス。
【請求項２５】
　前記１組の報告信号は、第１の報告信号と、第２の報告信号とを含み、前記１組の出力
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デバイスは、該第１および該第２の報告信号を同時に出力するように構成される、請求項
１に記載のデバイス。
【請求項２６】
　前記１組の出力デバイスは、前記１組の報告信号内の第１の報告信号の値および該１組
の報告信号内の第２の報告信号の値の二状態活性指示を提供するように構成される少なく
とも１つの出力デバイスを備える、請求項１に記載のデバイス。
【請求項２７】
　前記１組の出力デバイスは、複数の出力デバイスを備え、該複数の出力デバイス内の各
出力デバイスは、前記１組の報告信号内の１つの報告信号の値の少なくとも１つの単一状
態活性指示を提供するように構成される、請求項１に記載のデバイス。
【請求項２８】
　前記１組の出力デバイスは、
　前記１組の報告信号内の第１の報告信号の値および該１組の報告信号内の第２の報告信
号の値の二状態活性指示を提供するように構成される第１の出力デバイスと、
　該１組の報告信号内の１つの報告信号の値の単一状態活性指示を提供するように構成さ
れる第２の出力デバイスと
　を備える、請求項１に記載のデバイス。
【請求項２９】
　前記１組の出力デバイスは、複数のＬＥＤを備える、請求項１に記載のデバイス。
【請求項３０】
　前記複数のＬＥＤは、前記第１の生理的パラメータ値および前記第２の生理的パラメー
タ値のうちの少なくとも１つが静脈血に対応する場合に起動される第１のＬＥＤと、該第
１の生理的パラメータ値および該第２の生理的パラメータ値のうちの少なくとも１つが動
脈血に対応する場合に起動される第２のＬＥＤとを備える、請求項２９に記載のデバイス
。
【請求項３１】
　前記１組の出力デバイスは、第１の色に対応する第１のＬＥＤと、該第１の色と視覚的
に区別可能である第２の色に対応する第２のＬＥＤとを備える、請求項２９に記載のデバ
イス。
【請求項３２】
　前記１組の出力デバイスは、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）を備える、請求項１に記載の
デバイス。
【請求項３３】
　前記１組の出力デバイスは、オーディオデバイス、１組のＬＥＤ、およびＬＣＤの群か
らの少なくとも２つを備える、請求項１に記載のデバイス。
【請求項３４】
　前記１組の報告信号は、前記第１の生理的パラメータ値を能動的に示す通知信号と、前
記プローブの端が前記標的解剖学的環境内に位置するかどうかを選択的に能動的に示すア
ラート信号とを含む、請求項１に記載のデバイス。
【請求項３５】
　前記１組の報告信号は、前記プローブの端が非標的解剖学的環境内に位置するかどうか
を選択的に能動的に示す第２のアラート信号をさらに含む、請求項３４に記載のデバイス
。
【請求項３６】
　前記１組の報告信号は、前記プローブの端が前記標的解剖学的環境内に位置するかどう
かを能動的に示す第１の通知信号と、該プローブの端が非標的解剖学的環境内に位置する
かどうかを能動的に示す第２の通知信号とを選択的に含む、請求項１に記載のデバイス。
【請求項３７】
　前記第１の通知信号は、静脈血に対応し、前記第２の通知信号は、動脈血に対応する、
請求項３６に記載のデバイス。
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【請求項３８】
　身体から取得され、物質分析チャンバ内に存在する物質が、標的解剖学的場所に対応す
るかどうかを決定する方法であって、該方法は、
　１組の感知デバイスと該物質分析チャンバ内に存在する該物質との間において、信号連
通および物質連通の群のうちの少なくとも１つを確立することであって、該１組の感知デ
バイスは、少なくとも第１の感知デバイスを備え、該１組の感知デバイス内の各感知デバ
イスは、感知モダリティに従って動作する、ことと、
　該１組の感知デバイスを使用して複数の感知信号を取得することと、
　該複数の感知信号を使用して第１の生理的パラメータ値および第２の生理的パラメータ
値を決定することであって、該第２の生理的パラメータ値は、異なる感知デバイスモダリ
ティに対応していること、ならびに該第１組の感知信号および該第２組の感知信号のうち
の少なくとも１つに適用される異なる１組の数値演算に対応していることのうちの少なく
とも１つにおいて、該第１の生理的パラメータ値とは異なる、ことと、
　該物質が該標的解剖学的場所に対応するかどうかを能動的に示す１組の信号を出力する
ことと
　を含む、方法。
【請求項３９】
　前記物質が前記標的解剖学的場所に対応するかどうかを能動的に示す１組の信号を出力
することは、少なくとも１つの視覚信号を出力することを含む、請求項３８に記載の方法
。
【請求項４０】
　前記第１の生理的パラメータ値および前記第２の生理的パラメータ値に基づいて、前記
物質が前記標的解剖学的場所に対応するかどうかを決定することをさらに含む、請求項３
８に記載の方法。
【請求項４１】
　前記物質が前記標的解剖学的場所に対応するかどうかを決定することは、
　該標的解剖学的場所に対応する第１組の参照生理的パラメータ値に対して、前記第１の
生理的パラメータ値および前記第２の生理的パラメータ値のうちの少なくとも１つを評価
することと、
　非標的解剖学的場所に対応する第２組の参照生理的パラメータ値に対して、該第１の生
理的パラメータ値および該第２の生理的パラメータ値のうちの少なくとも１つを評価する
ことと
　を含む、請求項４０に記載の方法。
【請求項４２】
　前記物質が非標的解剖学的場所に対応するかどうかを能動的に示す１組の信号を出力す
ることをさらに含む、請求項３８に記載の方法。
【請求項４３】
　前記物質が非標的解剖学的場所に対応するかどうかを能動的に示す１組の信号を出力す
ることは、少なくとも１つの視覚信号を出力することを含む、請求項４２に記載の方法。
【請求項４４】
　第１の生理的パラメータ値および第２の生理的パラメータ値を決定することは、血中酸
素飽和値を決定することと、平均血管圧値および血管圧変動の群からの少なくとも１つを
決定することとを含む、請求項３８に記載の方法。
【請求項４５】
　複数の感知信号を取得することは、
　前記分析チャンバ内の圧力を検出することと、
　該チャンバ内の前記物質の光学的性質を検出することと
　を含む、請求項３８に記載の方法。
【請求項４６】
　前記チャンバ内の前記物質の光学的性質を検出することは、該チャンバ内の該物質が光



(6) JP 2013-502269 A 2013.1.24

10

20

30

40

50

信号を吸収する程度に対応する光信号強度レベルを取得することを含む、請求項４５に記
載の方法。
【請求項４７】
　第１の生理的パラメータ値および第２の生理的パラメータ値を決定することは、脳脊髄
液圧力および脳脊髄液特性を決定することを含む、請求項３８に記載の方法。
【請求項４８】
　複数の感知信号を取得することは、
　前記分析チャンバ内の圧力を検出することと、
　該分析チャンバ内の前記物質に対応する少なくとも１つの化学種レベルを検出すること
と
　を含む、請求項３８に記載の方法。
【請求項４９】
　前記分析チャンバ内の圧力を検出することは、脳脊髄液圧力を取得することを含む、請
求項４８に記載の方法。
【請求項５０】
　前記分析チャンバ内の前記物質に対応する少なくとも１つの化学種レベルを検出するこ
とは、少なくとも１つの脳脊髄液化学種レベルを検出することを含む、請求項４８に記載
の方法。
【請求項５１】
　少なくとも１つの脳脊髄液化学種レベルを検出することは、脳脊髄液のタンパク質濃度
および脳脊髄液のグルコースレベルのうちの少なくとも１つを検出することを含む、請求
項５０に記載の方法。
【請求項５２】
　解剖学的環境評価デバイス（ＡＥＣＤ）を、開口部を有するプローブに連結することで
あって、該ＡＥＣＤは、
　　該プローブに着脱可能に連結可能である第１のポートを有する筐体であって、該第１
のポートは該プローブの該開口部と流体連通している、筐体と、
　　前記物質分析チャンバであって、該第１のポートに連結され、該筐体によって携持さ
れる物質分析チャンバと、
　　前記１組の感知デバイスであって、該筐体によって携持される１組の感知デバイスと
、
　　前記感知ユニットに連結され、該筐体によって携持される処理ユニットと、
　　該処理ユニットに連結され、該筐体によって携持される１組の出力デバイスと
　を備える、ことと、
　該プローブを生物組織に挿入することと、
　該プローブを介して該物質分析チャンバの中に前記物質を受容することと
　をさらに含む、請求項３８に記載の方法。
【請求項５３】
　標的解剖学的部位に位置するプローブ端についての能動的指示、または非標的解剖学的
部位に位置するプローブ端についての能動的指示を生成するように構成される処理ユニッ
トを有するデバイスであって、該デバイスは、
　プローブに連結可能である第１のポートを有する筐体と、
　該第１のポートに連結され、該筐体によって携持されるチャンバであって、解剖学的物
質を携持するチャンバと、
　該チャンバと信号および物質のうちの少なくとも１つが連通している感知ユニットであ
って、第１組の感知信号および第２組の感知信号を生成するように構成される感知ユニッ
トと、
　該感知ユニットに連結され、該筐体によって携持される処理ユニットと、
　プログラム命令を記憶する電子的にプログラム可能な媒体であって、該プログラム命令
は、該処理ユニットに、
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　　該第１組の感知信号を使用して第１の生理的パラメータ値を決定するステップと、
　　該第２組の感知信号を使用して第２の生理的パラメータ値を決定するステップであっ
て、該第２の生理的パラメータは、生理学的測定の種類ならびに該第１組の感知信号およ
び該第２組の感知信号のうちの少なくとも１つに適用される１組の数値演算のうちの少な
くとも１つにおいて、該第１の生理的パラメータ値とは異なる、ステップと、
　　１組の報告信号を生成するステップであって、該報告信号は、該解剖学的物質が該標
的解剖学的場所または該非標的解剖学的場所に対応するかどうかを能動的に示す、ステッ
プと
　を行わせる、媒体と、
　該処理ユニットに連結され、該筐体によって携持される１組の出力デバイスであって、
該１組の報告信号を出力するように構成される、出力デバイスと
　を備える、デバイス。
【請求項５４】
　前記１組の出力デバイスは、少なくとも１つの視覚表示デバイスを含む、請求項５３に
記載のデバイス。
【請求項５５】
　前記電子的にプログラム可能な媒体は、前記処理ユニットに、前記標的解剖学的場所に
対応する第１組の参照生理的パラメータ値に対して、前記第１の生理的パラメータ値およ
び前記第２の生理的パラメータ値のうちの少なくとも１つを評価することを行わせるプロ
グラム命令をさらに記憶する、請求項５３に記載のデバイス。
【請求項５６】
　前記電子的にプログラム可能な媒体は、前記処理ユニットに、前記非標的解剖学的場所
に対応する第２組の参照生理的パラメータ値に対して、前記第１の生理的パラメータ値お
よび前記第２の生理的パラメータ値のうちの少なくとも１つを評価することを行わせるプ
ログラム命令をさらに記憶する、請求項５５に記載のデバイス。
【請求項５７】
　身体の中に挿入されたプローブの端が、第１の解剖学的環境または第２の解剖学的環境
内に位置しているかどうかを示すデバイスであって、該デバイスは、
　第１のポートを有する筐体と、
　該第１のポートに連結され、該筐体によって携持されるチャンバと、
　該チャンバと信号および物質のうちの少なくとも１つが連通している感知ユニットであ
って、該筐体によって携持され、少なくとも１つの感知モダリティに従って複数の感知信
号を生成するように構成される感知ユニットと、
　該感知ユニットに連結され、該筐体によって携持される処理ユニットであって、該複数
の感知信号を使用して複数の生理的パラメータ値を決定するように構成される処理ユニッ
トと、
　該処理ユニットに連結され、該筐体によって携持される１組の出力デバイスであって、
該第１の解剖学的環境に対応する第１組の報告信号を能動的に出力するように構成され、
該第２の解剖学的環境に対応する第２組の報告信号を能動的に出力するように構成される
出力デバイスと
　を備える、デバイス。
【請求項５８】
　前記第１の解剖学的環境は、標的解剖学的環境に対応し、前記第２の解剖学的環境は、
非標的解剖学的環境に対応する、請求項５７に記載のデバイス。
【請求項５９】
　前記複数の生理的パラメータ値は、第１の感知モダリティに対応する第１の生理的パラ
メータ値と、該第１の感知モダリティとは異なる第２の感知モダリティに対応する第２の
生理的パラメータ値とを含む、請求項５７に記載のデバイス。
【請求項６０】
　前記処理ユニットに連結され、前記筐体によって携持されるメモリをさらに備え、該メ



(8) JP 2013-502269 A 2013.1.24

10

20

30

40

50

モリは、前記第１の標的解剖学的環境を示す第１組の参照生理的パラメータ値、および前
記第２の標的解剖学的環境を示す第２組の参照生理的パラメータ値を記憶する、請求項５
７に記載のデバイス。
【請求項６１】
　身体から取得され、物質分析チャンバ内に存在する物質が、第１の解剖学的環境または
第２の解剖学的環境に対応するかどうかを決定する方法であって、該方法は、
　筐体を提供することであって、該筐体は、ポート、該ポートに連結される物質分析チャ
ンバ、感知ユニット、該感知ユニットに連結される処理ユニット、該処理ユニットに連結
されるメモリ、および該処理ユニットに連結される出力ユニットを携持する、ことと、
　該感知ユニットと、該物質分析チャンバ内に存在する該物質との間において信号連通お
よび物質連通の群のうちの少なくとも１つを確立することであって、該感知ユニットは、
少なくとも１つの感知モダリティに従って複数の感知信号を生成するように構成される、
ことと、
　該感知ユニットを使用して複数の感知信号を取得することと、
　該複数の感知信号を使用して複数の生理的パラメータ値を決定することと、
　該物質が該第１の解剖学的環境または該第２の解剖学的環境に対応するかどうかを能動
的に示す１組の報告信号を出力することと
　を含み、該１組の報告信号は、少なくとも１つの視覚信号を含む、方法。
【請求項６２】
　前記第１の解剖学的環境は、標的解剖学的環境に対応し、前記第２の解剖学的環境は、
非標的解剖学的環境に対応する、請求項６１に記載の方法。
【請求項６３】
　前記第１の解剖学的環境は、静脈の場所に対応し、前記第２の解剖学的環境は、動脈の
場所に対応する、請求項６１に記載の方法。
【請求項６４】
　前記第１の解剖学的環境を示す第１組の参照生理的パラメータ値、および前記第２の解
剖学的環境を示す第２組の参照生理的パラメータ値を前記メモリに記憶することと、
　前記複数の生理的パラメータ値が、該第１組の参照生理的パラメータ値または該第２組
の参照生理的パラメータ値に対応するかどうかを決定することと
　をさらに含む、請求項６１に記載の方法。
【請求項６５】
　前記１組の報告信号を出力することは、
　前記複数の生理的パラメータ値が、前記第１組の参照生理的パラメータ値に対応する場
合に、前記物質が前記第１の解剖学的環境に対応することを能動的に示す第１の報告信号
を出力することと、
　該複数の生理的パラメータ値が、前記第２組の参照生理的パラメータ値に対応する場合
に、該物質が前記第２の解剖学的環境に対応することを能動的に示す第２の報告信号を出
力することと
　を含む、請求項６４に記載の方法。
【請求項６６】
　前記複数の生理的パラメータ値が、前記第１の解剖学的環境または前記第２の解剖学的
環境のうちのどちらにも対応しない場合に、前記第１報告信号を出力することを回避する
ことと、前記第２報告信号を出力することを回避することとをさらに含む、請求項６５に
記載の方法。
【請求項６７】
　前記１組の生理的パラメータ値内の１つの生理的パラメータ値および前記１組の報告信
号内の１つの報告信号の群からの少なくとも１つを前記筐体の外部のデバイスに伝達する
ことをさらに含む、請求項６１に記載の方法。
【請求項６８】
　身体の中に挿入されたプローブの遠位部分が、標的解剖学的環境内に位置しているかど
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うかを検出するデバイスであって、該デバイスは、
　筐体であって、該筐体は、該プローブに着脱可能に連結可能である第１のポートを有す
る遠位部分、およびシリンジに着脱可能に連結可能である第２のポートを有する近位部分
を有し、該第１のポートは、該第２のポートに流体連結される、筐体と、
　該筐体によって携持される圧力感知ユニットであって、連結されたプローブが設置され
ている環境の圧力に応じて、圧力信号を生成するように構成される圧力感知ユニットと、
　該感知ユニットに連結され、該筐体によって携持される処理ユニットであって、該圧力
信号を受信し、該信号に基づいて、該連結されたプローブの該遠位部分の周囲の該環境の
圧力値を決定するように構成される処理ユニットと、
　該処理ユニットに連結され、該筐体によって携持される出力ユニットであって、該決定
された圧力値に基づいて、報告信号を視覚ディスプレイに出力するように構成される出力
ユニットと
　を備え、該圧力感知ユニット、処理ユニット、および出力ユニットは、実質的に該筐体
の該第１のポートと該第２のポートとの間に配置される、デバイス。
【請求項６９】
　前記筐体は、実質的に前記遠位筐体部分と前記近位筐体部分との間に配置される中間部
分を備え、該中間部分は、該圧力感知ユニット、処理ユニット、および出力ユニットを携
持する、請求項６８に記載のデバイス。
【請求項７０】
　前記視覚ディスプレイは、前記筐体と連結されると近位に角度を成している、請求項６
８に記載のデバイス。
【請求項７１】
　前記プローブは、針またはカテーテルである、請求項６８に記載のデバイス。
【請求項７２】
　前記デバイスは、使い捨てである、請求項６８に記載のデバイス。
【請求項７３】
　前記視覚ディスプレイは、検出された圧力のデジタルおよびアナログ表現の両方を含有
する、請求項６８に記載のデバイス。
【請求項７４】
　前記視覚ディスプレイと前記プローブの少なくとも一部分とは、両方とも、前記デバイ
スの使用中、可視的である、請求項６８に記載のデバイス。
【請求項７５】
　前記筐体によって携持され、前記第１のポートに流体連結されるガイドワイヤポートを
さらに備える、請求項６８に記載のデバイス。
【請求項７６】
　前記第１のポートに連結されるプローブと、前記第２のポートに連結されるシリンジと
をさらに備え、それにより、一緒に連結され、軸方向および順番に配設された該プローブ
と、該デバイスと、該シリンジとを備えるアセンブリを提供する、請求項６８に記載のデ
バイス。
【請求項７７】
　前記デバイスは、医療提供者による手持ち式の使用のためにサイズ決定される、請求項
６８に記載のデバイス。
【請求項７８】
　患者の解剖学的環境内の圧力の変動以外の要因からの前記デバイス内の圧力の変動に適
応するように構造化された圧力緩和または緩衝システムをさらに備える、請求項６８に記
載のデバイス。
【請求項７９】
　前記圧力緩和または緩衝システムは、前記デバイスの圧力管と流体チャネルとの間に配
置される貯留部を備える、請求項７８に記載のデバイス。
【請求項８０】
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　身体の中に挿入されたプローブの遠位部分が標的解剖学的環境内に位置しているかどう
かを検出するデバイスであって、該デバイスは、
　筐体であって、近位部分、および該プローブに着脱可能に連結可能である第１のポート
を有する遠位部分を有する筐体と、
　該筐体によって携持される圧力感知ユニットであって、連結されたプローブが設置され
ている環境の圧力に応じて圧力信号を生成するように構成される感知ユニットと、
　該感知ユニットに連結され、該筐体によって携持される処理ユニットであって、該圧力
信号を受信し、該信号に基づいて該連結されたプローブの近位部分の周囲の該環境の圧力
値を決定するように構成される処理ユニットと、
　該処理ユニットに連結され、該筐体によって携持される出力ユニットであって、該決定
された圧力値に基づいて報告信号を視覚ディスプレイに出力するように構成される出力ユ
ニットと、
　該筐体によって携持され、該第１のポートに流体連結されるガイドワイヤポートと
　を備える、デバイス。
【請求項８１】
　前記筐体の前記近位部分は、シリンジに着脱可能に連結可能である第２のポートを備え
、前記第１のポートは、チャネルの周囲において該第２のポートに流体連結される、請求
項８０に記載のデバイス。
【請求項８２】
　前記チャネルは、前記デバイスの外面に少なくとも部分的に半透明であることにより、
該チャネル内の流体の可視化を可能にする、請求項８１に記載のデバイス。
【請求項８３】
　前記ガイドワイヤポートは、前記チャネルに流体連結される、請求項８１に記載のデバ
イス。
【請求項８４】
　前記圧力感知ユニットは、前記チャネルと動作可能に連通している、請求項８１に記載
のデバイス。
【請求項８５】
　前記視覚ディスプレイは、前記筐体によって携持されると近位に角度を成している、請
求項８０に記載のデバイス。
【請求項８６】
　請求項８１に記載のデバイスと、前記第１のポートに連結されるプローブと、前記第２
のポートに連結されるシリンジとを備える、アセンブリ。
【請求項８７】
　前記ガイドワイヤポートを通して前進させられるガイドワイヤをさらに備え、該ガイド
ワイヤの遠位部分は、前記プローブの遠位端から外に伸張する、請求項８６に記載のアセ
ンブリ。
【請求項８８】
　身体の中に挿入されたプローブの遠位部分が標的解剖学的環境内に位置しているかどう
かを検出するデバイスであって、該デバイスは、
　筐体であって、該プローブに着脱可能に連結可能である第１のポートを有する遠位部分
、および閉鎖近位部分を有する筐体と、
　該筐体によって携持される圧力感知ユニットであって、連結されたプローブが設置され
ている環境の圧力に応じて、圧力信号を生成するように構成される感知ユニットと、
　該感知ユニットに連結され、該筐体によって携持される処理ユニットであって、該圧力
信号を受信し、該信号に基づいて、該連結されたプローブの近位部分の周囲の該環境の圧
力値を決定するように構成される処理ユニットと、
　該処理ユニットに連結され、該筐体によって携持される出力ユニットであって、該出力
ユニットは、該決定された圧力値に基づいて、報告信号を視覚ディスプレイに出力するよ
うに構成され、該視覚ディスプレイは、該筐体によって携持されると近位に角度を成して
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いる、出力ユニットと
　を備え、該圧力感知ユニット、処理ユニット、および出力ユニットは、実質的に該筐体
の該第１のポートと該近位部分との間に配置される、デバイス。
【請求項８９】
　請求項６８、８０、または８８に記載のデバイスを提供することと、該デバイスの前記
第１のポートに連結されるプローブの遠位部分を患者の前記身体の中に挿入することと、
該プローブが設置されている環境の圧力を検出することと含む、方法。
【請求項９０】
　前記検出された圧力に応じて、前記デバイスまたは前記連結されたプローブの遠位部分
の位置を操作または維持することをさらに含む、請求項８９に記載の方法。
【請求項９１】
　前記検出された圧力に応じて、ガイドワイヤ、カテーテル、または化学剤を導入するこ
とをさらに含む、請求項９０に記載の方法。
【請求項９２】
　前記検出された圧力に応じて、前記プローブが設置されている前記環境から流体を吸引
することをさらに含む、請求項９０に記載の方法。
【請求項９３】
　前記プローブが設置されている前記患者の身体環境は、血管、くも膜下腔、硬膜外腔、
胸膜腔、血流低下の疑いがある身体区画、麻酔薬の注入のために標的化される神経に近接
した組織、足首の動脈、血管移植片、または動静脈瘻を含む、請求項８９に記載の方法。
【請求項９４】
　請求項６８、８０、または８８に記載のデバイス、および前記第１のポートに連結する
ための１つ以上のプローブ、１つ以上のシリンジ、ガイドワイヤ、もしくはカテーテル、
またはそれらの組み合わせを備える、キット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本願は、米国仮特許出願第６１／２３５，００４号（２００９年８月１９日出願、代理
人整理番号０２８２６７－０００１００ＵＳ）および米国仮特許出願第６１／３００，７
９４号（２０１０年２月２日出願、代理人整理番号０２８２６７－０００２００ＵＳ）の
米国特許法第１１９条第（ｅ）項の優先権の利益を主張し、これらの出願の全内容は、本
明細書に参照によって援用される。
【０００２】
　（発明の分野）
　本開示は、概して、標的解剖学的部位へのアクセスを促進するためのシステム、方法、
およびデバイスに関する。より具体的には、本開示の側面は、物体、プローブ、または針
が、標的あるいは非標的の解剖学的部位、構造、または物質に挿入されているかどうかを
示すか、または検証するように構成される１つ以上の感知ユニットまたはセンサを含むこ
とができるシステム、方法、およびデバイスに関する。
【背景技術】
【０００３】
　針およびカテーテルは、種々の目的または適用のために、患者の体内に日常的に挿入ま
たは注入される。そのような挿入を含む一つの適用は、血管ラインまたはカテーテルの留
置、例えば、中心静脈カテーテル（ＣＶＣ）の留置である。ＣＶＣは、典型的には、大量
の流体移行量および／または高い流体移行速度が所望される医療の局面において、流体（
例えば、静注（ＩＶ）薬、化学療法剤、血液、または生理食塩水）を体内に投与するため
に使用される。一般的なＣＶＣの挿入標的は、頸部に位置する内頸静脈、胸部に位置する
鎖骨下静脈、または鼠径部に位置する大腿静脈を含む。ＣＶＣを体内に留置するために、
セルディンガー法として知られている医療処置が典型的に採用される。
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【０００４】
　セルディンガー法は、いくつかのステップを含む。セルディンガー法を介して静脈アク
セスおよびＣＶＣ挿入を確立するために、標的静脈に対応すると見込まれる場所において
、最初に針が患者の体内に留置または挿入される。次いで、ガイドワイヤが、針が存在す
る血管系または血管の中へ、針を通して前進または伸張させられる。後に、ガイドワイヤ
の一部分が血管内に保持されたままであり、ガイドワイヤの一部分が患者の体外にとどま
っている間に、針が除去される。次に、ＣＶＣが、血管の中へガイドワイヤ上を前進させ
られる。最後に、ＣＶＣの一部分を血管内に残して、ガイドワイヤが除去される。
【０００５】
　セルディンガー法を介したＣＶＣ留置中に発生し得る１つの問題は、針およびＣＶＣの
いずれか一方または両方の誤留置である。例えば、静脈壁の意図しない穿刺あるいは裂傷
、および／または動脈内への針およびＣＶＣの一方あるいは両方の留置（すなわち、意図
しない動脈挿管）が発生し得、これは、重度の出血、緊急血管手術、脳卒中、および場合
によっては死亡を含む重篤かつ高価な合併症をもたらす場合がある。
【０００６】
　マノメトリは、（例えば、セルディンガー法と関連する）カテーテル法中に適切な種類
の血管が標的化されていることを検証するために使用されてきた技法である。従来、血管
標的検証に向けられたマノメトリ中に、延長セット（例えば、５０センチメートル延長管
セット）が、血管に挿入されている針またはカテーテル（例えば、１８ゲージ針またはカ
テーテル）に取り付けられる。血液は、患者の身体から針またはカテーテルに流入し、さ
らに延長セットに沿って管の上昇部に流入し、それにより血液柱を形成する。
【０００７】
　管の上昇部内の血液柱の可視的特性が、外科医または他の医療関係者によって評価され
る。血液柱の評価、例えば、血液柱によって実現される高さは、検討中の血管内の血液の
圧力に関する兆候を示す。そのような評価は、外科医が針またはカテーテルの静脈または
動脈留置を検証することを可能にすることができる。しかしながら、針またはカテーテル
の閉塞、あるいは患者の状態または症状が、血液柱の可視的特性、したがって、外科医の
評価に影響を及ぼし得、これが、針またはカテーテル留置に関する誤った結論につながり
得る。例えば、低血圧患者では、不慮の動脈針挿入が、管の上昇部内の血液柱の高さの肉
眼評価からは容易に明瞭ではない場合がある。
【０００８】
　加えて、多くの医師が、針またはカテーテル留置を検証するためにマノメトリを日常的
に利用していないことが分かっている。さらに、マノメトリを行った後に、針またはカテ
ーテルが抜去または変位される場合があり、これは血管の場所を不確定にする場合がある
。したがって、ＣＶＣ挿入手技中の偶発的な動脈挿管の危険性は、マノメトリの使用によ
って排除されていない。マノメトリの使用は、患者体内の感染症または空気塞栓症の危険
性を増加させる場合があると示唆されている。
【０００９】
　針、ガイドワイヤ、カテーテルを含む、体内の物体の位置を決定するために超音波が従
来利用されてきた。しかしながら、超音波を用いて捕捉された画像は、十分な情報を提供
しない、または明確ではない場合がある。例えば、超音波は、ある組織型を（例えば、静
脈組織と動脈組織とを）正確に、または一貫して区別できない場合がある。超音波の使用
にもかかわらず、ＣＶＣ留置中の偶発的な動脈挿管の事例が報告されている。加えて、医
療施設に属する超音波システムまたは装置は、典型的には、その医療施設の複数のグルー
プまたは部門の間で共有され、したがって、常にすぐに利用可能であるわけはない場合が
ある。加えて、血管標的化を検証するための超音波の使用は、時間がかかり得、したがっ
て、危機的または緊急の状況においては望ましくない場合がある。さらに、超音波システ
ムの使用は、比較的費用がかかり、大きな労力を要し得る。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
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【００１０】
　本発明は、患者体内の解剖学的環境の生理的パラメータを検出または監視するステップ
を含むことができる、標的解剖学的部位へのアクセスを促進するためのシステム、デバイ
ス、および関連方法を提供する。
【００１１】
　一実施形態では、本発明は、身体の中に挿入されたプローブの端が、標的解剖学的環境
または非標的解剖学的環境内に位置するかどうかを選択的に示すためのデバイスを含む。
デバイスは、プローブに着脱可能に連結可能な筐体と、筐体によって携持されるチャンバ
と、チャンバと通信している感知ユニットであって、筐体によって携持される感知ユニッ
トと、感知ユニットに連結され、筐体によって携持される処理ユニットであって、第１組
の感知信号を使用して第１の生理的パラメータ値を決定し、処理ユニットは、第１組の感
知信号および第２組の感知信号のうちの少なくとも１つを使用して第２の生理的パラメー
タ値を決定するように構成され、第１および第２の生理的パラメータ値はそれぞれ、解剖
学的環境内の第１の生理的パラメータおよび第２の生理的パラメータに対応する、処理ユ
ニットと、処理ユニットに連結され、筐体によって携持される１組の出力デバイスであっ
て、第１の生理的パラメータ値および第２の生理的パラメータ値のうちの少なくとも１つ
に対応する１組の報告信号を出力するように構成される１組の出力デバイスとを含むこと
ができ、第２の生理的パラメータ値は、生理学的測定の種類ならびに第１組の感知信号お
よび第２組の感知信号のうちの少なくとも１つに適用される１組の数値演算のうちの少な
くとも１つにおいて、第１の生理的パラメータ値とは異なる。
【００１２】
　別の実施形態では、身体から獲得され、物質分析チャンバ内に存在する物質が、標的解
剖学的場所に対応するかどうかを決定する方法が提供される。方法は、１組の感知デバイ
スと物質分析チャンバ内に存在する物質との間で信号連通および物質連通の群のうちの少
なくとも１つを確立するステップであって、１組の感知デバイスは、少なくとも第１の感
知デバイスを備え、１組の感知デバイス内の各感知デバイスは、感知モダリティに従って
動作する、ステップと、１組の感知デバイスを使用して、複数の感知信号を獲得するステ
ップと、複数の感知信号を使用して第１の生理的パラメータ値および第２の生理的パラメ
ータ値を決定するステップであって、第２の生理的パラメータ値は、異なる感知デバイス
モダリティに対応すること、ならびに第１組の感知信号および第２組の感知信号のうちの
少なくとも１つに適用される異なる１組の数値演算に対応することのうちの少なくとも１
つにおいて、第１の生理的パラメータ値とは異なる、ステップと、物質が標的解剖学的場
所に対応するかどうかを能動的に示す１組の信号を出力するステップとを含む。
【００１３】
　さらに別の実施形態では、標的解剖学的部位に位置するプローブ端の能動的指示、また
は非標的解剖学的部位に位置するプローブ端の能動的指示を生成するように構成される処
理ユニットを有するデバイスが提供される。そのようなデバイスは、プローブに連結可能
な筐体と、筐体によって携持されるチャンバと、チャンバと通信している感知ユニットと
、感知ユニットに連結され、筐体によって携持される処理ユニットと、プログラム命令を
記憶する電子的にプログラム可能な媒体であって、プログラム命令は、処理ユニットに、
感知信号を使用して第１の生理的パラメータ値を決定するステップと、プローブが標的解
剖学的場所または非標的解剖学的場所に設置されているかどうかを示す報告信号を生成す
るステップとを行わせる、媒体と、処理ユニットに連結される出力デバイスとを含むこと
ができる。
【００１４】
　別の実施形態では、身体の中に挿入されたプローブの端が、第１の解剖学的環境または
第２の解剖学的環境内に位置しているかどうかを示すためのデバイスが提供される。デバ
イスは、第１のポートを有する筐体と、第１のポートに連結され、筐体によって携持され
るチャンバと、チャンバと信号および物質のうちの少なくとも１つが連通している感知ユ
ニットであって、筐体によって携持され、少なくとも１つの感知モダリティに従って複数
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の感知信号を生成するように構成される感知ユニットと、感知ユニットに連結され、筐体
によって携持される処理ユニットであって、複数の感知信号を使用して複数の生理的パラ
メータ値を決定するように構成される処理ユニットと、処理ユニットに連結され、筐体に
よって携持される１組の出力デバイスであって、第１の解剖学的環境に対応する第１組の
報告信号を能動的に出力するように構成され、第２の解剖学的環境に対応する第２組の報
告信号を能動的に出力するように構成される１組の出力デバイスとを含むことができる。
【００１５】
　さらに別の実施形態では、本発明は、身体の中に挿入されたプローブの遠位部分が、標
的解剖学的環境内に位置しているかどうかを検出するためのデバイスを提供する。デバイ
スは、プローブに着脱可能に連結可能である第１のポートを有する遠位部分、およびシリ
ンジに着脱可能に連結可能である第２のポートを有する近位部分を有する筐体であって、
第１のポートは、第２のポートに流体連結される筐体と、筐体によって携持される圧力感
知ユニットであって、連結されたプローブが設置されている環境の圧力に応じて、圧力信
号を生成するように構成される感知ユニットと、感知ユニットに連結され、筐体によって
携持される処理ユニットであって、圧力信号を受信し、信号に基づいて連結されたプロー
ブの近位部分の周囲の環境の圧力値を決定するように構成される処理ユニットと、処理ユ
ニットに連結され、筐体によって携持される出力ユニットであって、決定された圧力値に
基づいて報告信号を視覚ディスプレイに出力するように構成される出力ユニットとを含む
ことができ、圧力感知ユニット、処理ユニット、および出力ユニットは、実質的に筐体の
第１のポートと第２のポートとの間に配置される。
【００１６】
　別の実施形態では、本発明は、近位部分、およびプローブに着脱可能に連結可能である
第１のポートを有する遠位部分を有する筐体を含む、デバイスを含む。デバイスは、筐体
によって携持される圧力感知ユニットと、感知ユニットに連結され、筐体によって携持さ
れる処理ユニットと、処理ユニットに連結され、筐体によって携持される出力ユニットと
、筐体によって携持され、第１のポートに流体連結されるガイドワイヤポートとをさらに
含む。
【００１７】
　さらに別の実施形態では、デバイスが含まれ、デバイスは、プローブに着脱可能に連結
可能である第１のポートを有する遠位部分、および閉鎖近位部分を有する筐体と、筐体に
よって携持される圧力感知ユニットと、感知ユニットに連結され、筐体によって携持され
る処理ユニットと、処理ユニットおよび視覚ディスプレイに連結され、筐体によって携持
される出力ユニットであって、視覚ディスプレイは、筐体によって携持されると近位に角
度を成している出力ユニットとを有し、圧力感知ユニット、処理ユニット、および出力ユ
ニットは、実質的に筐体の第１のポートと近位部分との間に配置される。
【００１８】
　本発明は、さらに別の実施形態では、患者の生理的パラメータを検出または監視する方
法を提供する。そのような方法は、本明細書において説明されるようなデバイスを提供す
るステップと、デバイスに連結されるプローブの遠位部分を患者の組織または体内に挿入
するステップと、プローブが設置されている環境の生理的パラメータを検出するステップ
と含む。
【００１９】
　本発明は、さらに別の実施形態によれば、キットまたは包装されたアセンブリをさらに
提供する。キットは、本明細書において説明されるようなデバイス、および第１のポート
に連結する１つ以上のプローブ、シリンジ、ガイドワイヤ、またはカテーテル、あるいは
それらの組み合わせを含むことができる。
【００２０】
　本発明の性質および利点のより完全な理解のために、次の詳細な説明および添付図面を
参照するべきである。本発明の他の側面、目的、および利点が、以下に続く図面および詳
細な説明から明白となるであろう。
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【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１Ａ】図１Ａは、本開示の実施形態による、プローブ区分またはプローブ先端の場所
を示すための装置の斜視図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、本開示の実施形態による、解剖学的環境特性化デバイス（ＡＥＣＤ
）のブロック図である。
【図１Ｃ】図１Ｃは、本開示の別の実施形態による、デバイスのブロック図である。
【図２Ａ】図２Ａは、本開示の別の実施形態による、プローブ区分またはプローブ先端の
場所を示すための装置の斜視図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、本開示の実施形態による、皮膜状Ｏリング構造の断面図である。
【図２Ｃ】図２Ｃは、ガイドワイヤの周囲の密閉構成の図２Ｂの皮膜状Ｏリング構造の断
面図である。
【図２Ｄ】図２Ｄは、本開示の実施形態による、可撓性シール構造の断面図である。
【図２Ｅ】図２Ｅは、本開示の実施形態による、ガイドワイヤの周囲の弛緩構成の係止可
能密閉構造の断面図である。
【図２Ｆ】図２Ｆは、ガイドワイヤの周囲の図２Ｅの係止可能密閉構造の断面図である。
【図２Ｇ】図２Ｇは、本開示のさらなる実施形態による、プローブ区分またはプローブ先
端の場所を示すための装置の斜視図である。
【図３】図３は、本開示の別の実施形態による、プローブ区分またはプローブ先端の場所
を示すための装置の斜視図である。
【図４Ａ】図４Ａは、本開示の実施形態による、１組の感知要素を携持するプローブの斜
視図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、本開示の実施形態による、プローブ感知付属品との信号通信のため
に構成されたデバイス感知継手の斜視図である。
【図５Ａ】図５Ａは、本開示の実施形態による、それぞれ、１組の光ファイバおよび／ま
たは１組の導線を携持するプローブまたは針の斜視図である。
【図５Ｂ】図５Ｂは、本開示の実施形態による、感知ガイドワイヤを携持する針の斜視図
である。
【図６Ａ】図６Ａは、本開示の実施形態による、針デバイスの斜視図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、本開示の実施形態による、シリンジデバイスの斜視図である。
【図６Ｃ】図６Ｃは、本開示の実施形態による、デバイスの斜視図である。
【図７】図７は、本開示の実施形態による、特定の血管パラメータに対応する代表的なデ
ータまたは値を記憶するデータ構造のブロック図である。
【図８】図８は、本開示の実施形態による、血管標的識別または検証過程のフロー図であ
る。
【図９】図９は、本開示の実施形態による、腰椎穿刺標的識別および／または腰椎穿刺パ
ラメータ報告過程のフロー図である。
【図１０Ａ】図１０Ａおよび１０Ｂは、本開示の別の実施形態による、プローブおよびシ
リンジに連結された検出デバイスを含む、アセンブリを図示する。
【図１０Ｂ】図１０Ａおよび１０Ｂは、本開示の別の実施形態による、プローブおよびシ
リンジに連結された検出デバイスを含む、アセンブリを図示する。
【図１１】図１１は、本開示の別の実施形態による、プローブ区分または先端の場所を示
すための装置の概略図である。
【図１２】図１２Ａ～１２Ｄは、超音波誘導下のプローブ先端場所の検出を図示する。
【図１３】図１３Ａ～１３Ｆは、圧力変換誘導下のプローブ先端場所の指示を図示する。
【図１４】図１４Ａ～１４Ｃは、本開示の実施形態による、プローブ区分または先端の指
示およびガイドワイヤの設置を図示する。
【図１５】図１５は、本開示の実施形態による、閉鎖近位部分およびプローブに連結され
た遠位部分を有する検出デバイスを含む、アセンブリを図示する。
【図１６Ａ】図１６Ａは、本開示の実施形態による、圧力緩衝システムの圧力緩和装置を
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含む、デバイスの概略図である。
【図１６Ｂ】図１６Ｂは、本開示の実施形態による、圧力緩衝システムの圧力緩和装置を
含む、図１６Ａにおいて概して図解されるような構造を有するデバイスを図示する。
【図１６Ｃ】図１６Ｃは、圧力変化がデバイス取扱活動に起因するものである、デバイス
貯留部容量に対する圧力変化を図示する。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　異なる種類の物体、例えば、針、プローブ、カテーテル、管、および組織切除デバイス
を、種々の医療目的または適応で、人間または動物の体内に挿入することができる。体内
のそのような物体の正確な留置または位置付けが、概して必要とされる。例えば、静脈カ
テーテル法中に、針またはカテーテルを標的静脈または静脈内部位の中へ留置し、動脈ま
たは非血管留置を回避することが重要である。
【００２３】
　本発明のデバイスは、単一の生理的パラメータ値、または複数の別個あるいは異なる種
類の生理的パラメータを検出および／または利用するために構成することができる。生理
的パラメータを検出するために使用される本発明のデバイスは、本明細書では検出デバイ
スと呼ばれることもある。
【００２４】
　以前のアプローチは、プローブまたは針先端が標的解剖学的環境の中へ遷移しているか
どうかという能動的視覚指示、ならびに、プローブまたは針先端が非標的解剖学的環境、
特に、検討中の所与の医療処置と関連して、デバイス挿入または留置が回避されるべき非
標的環境（例えば、静脈アクセス手技中に回避されるべき動脈部位、または逆も同様）の
中へ遷移しているかどうかという能動的視覚指示を提供することができない。
【００２５】
　本開示の実施形態は、少なくとも一種類の標的または意図した解剖学的環境、物質、部
位、場所、構造、組織、器官、空洞、および／または管腔へのアクセスを促進、指示、お
よび／または検証するためのシステム、デバイス、装置、方法、および過程を対象とする
。特定の実施形態はさらに、（例えば、標的解剖学的環境に向けられた医療処置を考慮し
て）少なくとも一種類の非標的、意図しない、または勧められない解剖学的環境へのアク
セスを示す、または検証するためのシステム、デバイス、装置、方法、および過程を対象
とする。本開示の実施形態は、（例えば、標的または意図した解剖学的部位に対して）体
内の物体の一部分の場所の識別、評価、または検証を促進するように、特定の生理的パラ
メータまたは状態と関連付けられる１つ以上の物質または信号を検出、感知、捕捉、測定
、および／または分析するためのシステム、デバイス、装置、方法、または過程を含むか
、または伴うことができる。
【００２６】
　本開示のいくつかの実施形態は、例えば、第１または標的解剖学的部位と標的解剖学的
部位以外の部位（例えば、第２または非標的解剖学的部位）との間の差異を区別するか、
または示すために、もしくは、解剖学的物質が、第１または標的解剖学的場所または構造
、あるいは第２または非標的解剖学的場所または構造に由来する、あるいはそれによって
供給された、そこから抽出された、あるいはそこで取得されたかどうかを判定するか、ま
たは示すために、１つ以上の解剖学的物質または部位の側面を分類または区別することを
対象とする。そのような実施形態は、体内に挿入された物体の一部分が、標的物質または
部位、あるいは１つ以上の非標的物質または部位の中へ遷移している、そこに、またはそ
の内側に存在する、あるいはそこから離れて遷移しているという、自動または半自動検証
または通知を促進することができる。本開示の特定の実施形態は、血管内部位と血管外部
位、静脈部位と動脈部位、および／または静脈血と動脈血の側面を区別することを対象と
する。
【００２７】
　簡潔かつ明確にする目的で、本明細書で説明される種々の実施形態に関して、身体的挿
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入を目的とした物体は、生物組織の中への挿入または注入のために構成されるプローブと
呼ばれる。実施形態の詳細および／または検討中の医療処置に応じて、プローブは、針、
カテーテル、カニューレ、管、組織切除デバイス、あるいは他の種類の医療用ツールまた
は構造を含むことができるか、またはそれらであり得る。加えて、検討中の第１の解剖学
的環境は、標的解剖学的環境と呼ばれ、検討中の第２の解剖学的環境は、非標的解剖学的
環境と呼ばれ得る。本開示の選択された実施形態は、プローブまたは針の区分、端、極端
部、先、または先端が、第１または標的解剖学的部位あるいは身体環境に存在する、第２
または非標的解剖学的部位あるいは身体環境に存在する、もしくは第１／標的解剖学的部
位または環境にも第２／非標的解剖学的部位または環境にも位置しないという判定または
指示を促進する。
【００２８】
　いくつかの実施形態では、標的解剖学的部位または構造は、本質的に血管であり、例え
ば、静脈または動脈である。そのような実施形態では、対応する非標的解剖学的部位は、
それぞれ、動脈または静脈であり得る。他の実施形態では、標的解剖学的部位は、本質的
に血管外または非血管である。例えば、実施形態の詳細に応じて、標的解剖学的部位は、
体腔または通路（例えば、硬膜外腔、膀胱、またはリンパ系）内の場所、器官、腺、組織
、または特定の細胞群に対応することができる。標的解剖学的物質は、標的解剖学的構造
または部位によって携持するか、またはそれと関連付けられることができる。例えば、非
酸素化血液、酸素化血液、または脳脊髄液等の標的物質は、それぞれ、標的静脈、動脈、
または硬膜下部位に対応することができる。
【００２９】
　本開示の実施形態による、プローブまたはプローブ先端の解剖学的場所を示すためのシ
ステムまたは装置は、プローブの一部分に、またはそこに沿って（例えば、プローブの遠
位区分または先端に）存在し得る信号および／または物質を検出、特性化、評価、または
分析するための１つ以上のデバイスを携持するか、またはそれらに連結する筐体に連結さ
れる、プローブ（例えば、針）を含むことができる。システムまたは装置は、１回以上で
、プローブの挿入経路または場所に対応する１つ以上の生理的パラメータ、生理的パラメ
ータ相関要因、および／または化学物質の存在、不在、レベル、または変化を推定、検出
、記録、または監視するように構成される、１組のセンサを含む。本開示との関連で、用
語セットは、既知の数学的定義に従って（例えば、Ｐｅｔｅｒ　Ｊ．　Ｅｃｃｌｅｓによ
るＡｎ　Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｔｏ　Ｍａｔｈｅｍａｔｉｃａｌ　Ｒｅａｓｏｎｉ
ｎｇ：　Ｎｕｍｂｅｒｓ，　Ｓｅｔｓ，　ａｎｄ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎｓ，　“Ｃｈａｐｔ
ｅｒ　１１：　Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　ｏｆ　Ｆｉｎｉｔｅ　Ｓｅｔｓ”，　Ｃａｍｂｒ
ｉｄｇｅ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ　（１９９８）（例えば、ページ１４０で
示される）で説明されているものに対応する方式で）、少なくとも１の濃度を数学的に示
す要素の非空有限組織として定義される（すなわち、本明細書で定義されるようなセット
は、一重項または単一要素セット、あるいは複数要素セットに対応することができる）。
一般に、セットの要素は、検討中のセットの種類に応じて、デバイス、構造、信号、機能
または機能的過程、あるいは値を含むか、またはそれらであり得る。
【００３０】
　実施形態の詳細に応じて、感知することができる生理的パラメータ、生理的パラメータ
相関要因、または化学物質の代表例は、圧力（例えば、静脈内圧力または動脈内圧力）、
拍動性尺度、成分、または相関要因、温度、ｐＨ、流体流速、光学的性質（例えば、光吸
収または分散性質）、酸素ヘモグロビンまたはデオキシヘモグロビン含有量または飽和、
ヘモグロビン濃度、組織酸素含有量または飽和、二酸化炭素含有量または飽和、メトヘモ
グロビン濃度、酸化窒素含有量、水分含有量または濃度、電気的性質（例えば、電気伝導
性）、グルコース値、ある種類の細胞（例えば、赤血球または白血球）の存在またはレベ
ル、病原体の存在またはレベル、免疫調節因子（例えば、サイトカイン）、栄養素または
主要栄養素（例えば、アミノ酸、タンパク質、脂質、または炭水化物）、酵素、ホルモン
、成長因子、または遺伝子マーカーの存在またはレベル、薬物、薬物代謝産物、または造
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影剤等の物質の存在またはレベル、あるいは別のパラメータ、パラメータ相関要因、また
は化学物質のうちの１つ以上を含む。
【００３１】
　１つ以上の生理的パラメータ、生理的パラメータ相関要因、または化学物質の存在、不
在、相対または絶対レベル、あるいは変化は、プローブの一部分が存在する解剖学的場所
あるいは環境、および／または患者の状態あるいは症状に直接的または間接的に対応する
ことができる。システムまたは装置は、加えて、ａ）１組のセンサによって出力される信
号を使用して生理的パラメータ値を生成する、および／または、ｂ）特定の生理的パラメ
ータ値を分析または評価するように構成される処理ユニットを随意で含むことができる。
システムまたは装置はさらに、検討中のプローブの一部分が、第１または標的解剖学的部
位または物質、あるいは第２または非標的解剖学的部位または物質に暴露されているか、
またはそこに存在するかどうかを示す、少なくとも１つの種類のフィードバック（例えば
、音声および／または視覚フィードバック）を生成するように構成される出力ユニットを
含む。種々の実施形態では、処理ユニットおよび出力ユニットのそれぞれは、単回使用ま
たは使い捨て構造（例えば、使い捨てカートリッジ）であり得る、筐体によって携持する
ことができる。
【００３２】
　特定の医療適応または処置を考慮して、標的解剖学的部位または物質へのアクセスを促
進するためのシステム、装置、デバイス、および過程の実施形態の代表的な側面は、類似
または同様の要素または過程部分が、類似または同様の参照数字で番号付されて示されて
いる、図１Ａから図９を参照して、以降で詳細に説明される。図１Ｂ－９のうちの１つ以
上に対応する記述的資料に対して、所与の参照数字の記載は、そのような参照数字が以前
に示された図の同様のものを示すことができる。本明細書の説明は、静脈または動脈血管
アクセスの成功または不成功を示すために好適である実施形態、腰椎穿刺、硬膜外腔、ま
たは脳脊髄液アクセスの成功または不成功を示すために好適である実施形態、および他の
医療適応に好適な実施形態を提供する。本開示によって提供される実施形態は、構造、動
作、あるいは解剖学的部位または物質の弁別特性等の、本明細書で説明される種々の実施
形態の間に存在する特定の基本原理が所望される、用途または医療適応（例えば、乳房組
織生検を例えば伴う、針生検用途、あるいは、体内へのポリマー成分球体もしくはナノ粒
子またはナノ構造の導入または注入）から除外されない。
【００３３】
　代表的実施形態の構造および動作側面
　図１Ａは、本開示の実施形態による、プローブ先端の場所または環境を示すための装置
１０の斜視図である。実施形態では、装置１０は、針２０等のプローブに連結される、プ
ローブ部位指示デバイス（ＰＳＩＤ）、プローブ先端場所デバイス（ＰＴＬＤ）、または
解剖学的環境特性化デバイス（ＡＥＣＤ）１００（または検出デバイス）を含む。針２０
は、第１または挿入端あるいは遠位先端２４、および第２または近位端２６を有する、細
長い部材またはシャフト２２を含む。針のシャフトは、中空であり、つまり、針の細長い
部材は、針の先端２４とその近位端２６との間に延在する孔を含む。針の近位端２６は、
ルアーアダプタ、コネクタ、スリーブ、カラー、またはロック等の従来の針連結または継
手構造２８に連結することができる。ある実施形態では、装置１０はさらに、例えば、ル
アーアダプタ、コネクタ、スリーブ、カラー、またはロック等の従来のシリンジ連結器ま
たは継手を介して、ＡＥＣＤ１００に連結することができる、シリンジ５０を含むことが
できる。
【００３４】
　図１Ｂは、本開示の実施形態による、ＡＥＣＤ１００のブロック図である。図１Ａを同
時に参照して、種々の実施形態では、ＡＥＣＤ１００は、第１の連結構造１１２、第１の
開口部またはポート１１４、少なくとも１つの流体または物質検出または分析チャンバま
たは回廊１３０（例えば、貫流チャンバ１３０）、感知ユニット１４０、処理ユニット１
６０、メモリ１７０、出力ユニット１８０、電源１９０、および起動スイッチ１９２を携
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持する、筐体１１０を含む。いくつかの実施形態では、筐体１１０は、加えて、通路１３
２、第２の開口部またはポート１１６、および第２の連結構造１１８を携持することがで
きる。感知ユニット１４０、処理ユニット１６０、メモリ１７０、および出力ユニット１
８０のそれぞれは、スイッチ１９２を介して電源１９０に連結される。所定のスイッチ位
置またはスイッチトグルの選択は、ＡＥＣＤ１００を起動することができる。実施形態で
は、電源１９０は、所定または期待総時間量（例えば、約２時間、約１２時間、約１日、
または別の時間量）にわたって、ＡＥＣＤ１００に電力供給するように構成されるバッテ
リまたはコンデンサを含む。
【００３５】
　第１の連結構造１１２は、第１のポート１１４を携持し、所与の種類のプローブまたは
針２０と嵌合するように構成される、１つ以上の連結、継手、固定、保持、または接続要
素を含む。同様に、第２の連結構造１１８は、第２のポート１１６を携持し、シリンジ５
０等の別の医療用備品と嵌合するように構成される、１つ以上の連結、継手、固定、保持
、または接続要素を含む。第１および第２の連結構造１１２、１１８の一方または両方は
、例えば、ルアーアダプタ、先細、カラー、スリップ、コネクタ、またはロック構造を含
むことができるか、またはそれらであり得る。例えば、第１の連結構造１１２は、オスル
アーロック継手を含むことができ、第２の連結構造１１８は、メスルアーロック継手を含
むことができる。実施形態では、第１および第２の連結構造１１２、１１８は、筐体１１
０の対向側または端で携持される。第１および第２の連結構造１１２、１１８のそれぞれ
は、ＡＥＣＤ１００内の制御された環境の維持を促進するように、可撤性または穿刺性／
貫通性端部キャップまたはシール（図示せず）を携持することができる。
【００３６】
　実施形態では、チャンバ１３０は、流体または物質が流入することができる、あるいは
その中へ流体または物質を引き込むことができる、空洞または区画を含むか、または形成
し、通路１３２は、流体または物質がそれを通して流れることができる、あるいはそれを
通して流体または物質を引き込むことができる、チャネルまたは孔を含むか、または形成
する。チャンバ１３０および通路１３２は、第１のポート１１４を介して針２０の孔と流
体連通可能であるか、または流体連通している。通路１３２は、第１のポート１１４と第
２のポート１１６との間に延在し、したがって、第２のポート１１６は、通路１３２を介
して針２０の孔と流体連通可能であるか、または流体連通している。個人の体内への針２
０の挿入または注入時に、血液等の体液は、針の先端２４からチャンバ１３０および通路
１３２の中へ流入することができ、または体液をチャンバおよび通路の中へ引き込むこと
ができる。体液はさらに、通路１３２を通ってシリンジ５０に流入することができるか、
またはシリンジの中へ引き込むことができる。
【００３７】
　感知ユニット１４０は、チャンバ１３０と感知連通している、１組のセンサ、感知デバ
イス、または感知要素を含む。より具体的には、１組の感知要素が、信号をチャンバ内の
物質に直接的または間接的に印加すること、チャンバ内に存在する物質の特定の性質を検
出または測定すること、および／またはチャンバ内の物質に１つ以上の試験を受けさせる
ことができるように、感知ユニット１４０は、チャンバ１３０と信号および／または物質
連通している。特定の感知要素が、物質との直接接触を回避する方式で、チャンバ内の物
質の性質を検出、測定、または検査し得る一方で、他の感知要素は、物質への直接アクセ
スまたは物質との物理的接触を介して、チャンバ内の物質の性質を検出、測定、または検
査し得る。チャンバ１３０は、チャンバ１３０内で携持される物質への直接アクセスまた
は物質との物理的接触を促進するように、１つ以上の開口部、窓、またはポートを含むこ
とができる。
【００３８】
　特定のセンサまたは感知デバイスは、特定の時にチャンバ１３０内の物質の１つ以上の
生理的性質に対応する感知信号を生成する。所与の１組の感知信号の性質または特性に応
じて、１組の感知信号は、生理的パラメータの値または尺度を直接提供してもよく、また
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は１組の感知信号は、生理的パラメータの相関要因または部分相関要因であり得る。１組
の感知信号が１つ以上の生理的パラメータ相関要因または部分相関要因を提供する場合、
少なくとも１つの生理的パラメータ値を生成、判定、または推定するように、いくつかの
数値演算を、１組の感知信号内の信号の少なくとも一部に適用することができる。
【００３９】
　所与の感知デバイスは、感知デバイスが獲得するように構成されるある種類の信号、お
よび／または感知信号を使用して生成する、あるいは得ることができる、ある種類の生理
学的測定に対応する、感知デバイスモダリティに従って動作する。特定の感知デバイスは
、圧力感知、光感知、温度感知、流体動態感知、化学種または生物学的種感知、または別
のモダリティ等のモダリティに従って動作することができる。実施形態の詳細に応じて、
１組のセンサまたは感知デバイスは、１つ以上の発光ダイオード（ＬＥＤ）、半導体レー
ザ、光学検出器（例えば、強度、ピークは長、または位相シフト等の光信号特性を検出す
るように構成することができる、フォトダイオード）、圧力センサ（例えば、ダイヤフラ
ムおよび／または圧電変換器等の圧力変換器）、温度センサ（例えば、光学温度センサま
たは熱電対）、流体流量センサ（例えば、ドップラ超音波変換器および検出器）、物質ま
たは環境感知電界効果トランジスタ（例えば、化学感知または化学修飾ＦＥＴ（Ｃｈｅｍ
ＦＥＴ）、イオン感受性ＦＥＴ（ＩＳＦＥＴ）、酵素修飾ＦＥＴ（ＥｎＦＥＴ）、または
電解質酸化物半導体ＦＥＴ（ＥＯＳＦＥＴ））、電気泳動デバイス、生物学的マイクロチ
ップ（例えば、バイオチップ）またはマイクロ流体ラボオンチップ（例えば、“Ａｎ　ｉ
ｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｍｉｃｒｏｆｌｕｉｄｉｃ　ｄｅｖｉｃｅ　ｆｏｒ　ｉｎｆｌｕｅ
ｎｚａ　ａｎｄ　ｏｔｈｅｒ　ｇｅｎｅｔｉｃ　ａｎａｌｙｓｅｓ，”　Ｌａｂ　ｏｎ　
ａ　Ｃｈｉｐ，　Ｒｏｙａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｏｆ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　２００５，
　５，　１－９でＲｏｈｉｔ　Ｐａｌらによって説明されているような）、および／また
は他の感知要素あるいはデバイスを含むことができる。
【００４０】
　静脈対動脈プローブアクセスを示すことを対象とする実施形態では、１組の感知要素は
、静脈対動脈血の異なる生理的性質を検出または区別するように構成される、１つ以上の
デバイスを含むことができる。より具体的には、静脈血および動脈血は、異なる平均圧力
、脈圧範囲、および血液酸素化特性を示す。実施形態では、１組の感知要素は、圧力セン
サと、血液酸素化センサとを含むことができる。例えば、圧力関連パラメータを感知する
ことに関して、１組の感知要素は、チャンバ１３０の開口部に暴露されるダイヤフラム１
４６に連結される、圧電圧力変換器１４４を含むことができる。チャンバ１３０が血管か
ら供給される血液と流体連通している時、血管圧がダイヤフラム１４６に変位力を及ぼす
。ダイヤフラム１４６は順に、遠位プローブ区分またはプローブ先端２４における瞬間、
準瞬間、または近瞬間血管圧力示度に対応する電気信号を生成する、圧電圧力変換器１４
４に変位力を及ぼす。
【００４１】
　血液酸素化に関連するパラメータを感知するために、１組の感知要素は、１組のＬＥＤ
１５０（例えば、可視ＬＥＤおよび少なくとも１つの赤外線ＬＥＤ）と、光検出器１５２
とを含むことができる。ＬＥＤ１５０は、特定の波長（例えば、約６６０ｎｍ、ならびに
約９０５、９１０、および９４０ｎｍのうちの１つ以上）における、またはそれを中心と
した光信号を、チャンバ１３０の中へ発するように構成される。光検出器１５２は、チャ
ンバ１３０を通して伝送される光信号を検出するように構成され、チャンバ１３０内の血
液または別の物質による光信号吸収は、そのような信号の伝送強度に影響を及ぼす。特定
の光波長に対応する、既知の酸素ヘモグロビンおよび／またはデオキシヘモグロビン吸光
度スペクトルに基づいて、血液酸素化レベルまたは状態を判定することができる。したが
って、この実施形態でのＬＥＤ１５０および光検出器１５２が、酸素濃度計の複数部分を
形成する。
【００４２】
　感知ユニット１４０は、連続的または周期的に、および／または、１つ以上のすでに感
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知したパラメータ値に対して所定の大きさを超える変化を示す、１つ以上の感知したパラ
メータ値に応答して、処理ユニット１６０および／またはメモリ１７０に信号（例えば、
感知信号）を出力するように構成される。静脈対動脈プローブアクセスを示すことを対象
とする上記の実施形態に関して、感知ユニット１４０は、一連の瞬間あるいは近瞬間圧力
値および／または１組の測定された光信号値を、メモリ１７０に記憶することができる。
【００４３】
　処理ユニット１６０は、感知ユニット１４０の１つ以上の部分によって生成される信号
を受信する、影響する、評価する、分析する、解釈する、および／または変換すること、
ならびに針２０の先端２４が標的解剖学的部位、構造、または物質内に存在するかどうか
を判定することを対象とする、プログラム命令シーケンス（例えば、ソフトウェアおよび
／またはファームウェア）に対応するか、またはそれらを実行するように構成される、状
態機械、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、あるいは特定用途向け集積回路（
ＡＳＩＣ）またはフィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）またはプログラマ
ブル論理デバイス（ＰＬＤ）を含むことができる。実施形態では、特定のプログラム命令
シーケンスは、加えて、または代替として、針先端２４が、１つ以上の非標的、望ましく
ない、勧められない解剖学的部位、構造、または物質内に存在するかどうかを判定するこ
とを対象とすることができる。さらに、そのようなプログラム命令シーケンスは、針先端
２４が、標的解剖学的目標または環境に向かった針挿入軌道に沿って、１つ以上の中間組
織または解剖学的環境の中へ遷移しているか、その内側に存在するか、またはそこから離
れて遷移しているかどうかを判定することを対象とすることができる。ある実施形態では
、処理ユニット１６０の特定の構造部分または動作側面を、感知ユニット１４０内に含む
か、または取り込むことができる。
【００４４】
　実施形態では、所与の種類の感知デバイスは、特定の感知モダリティに従って動作し、
感知デバイスまたは感知信号の種類に応じて、直接的に、あるいは数値的相関または変換
を介して、生理的パラメータ値、したがって、プローブ先端位置の指示を提供することが
できる、特定の種類の感知信号を生成する。処理ユニット１６０は、１組の数値演算によ
って、単一の種類の生理的パラメータ値、または互に異なる複数の別個の種類の生理的値
を判定するように、所与の種類の感知デバイスに対応する１組の感知信号を使用するか、
またはそれらに数値的に影響することができる。例えば、処理ユニット１６０は、所与の
種類の感知デバイスによって生成される時系列の感知信号を使用して、生理的パラメータ
の平均値を生成することができる。加えて、または代替として、処理ユニット１６０は、
加えて、または代替として、この時系列の感知信号を使用して、生理的パラメータ変動、
範囲、振幅、または規模の最大または平均値を生成することができる。代表例として、処
理ユニット１６０は、所定の期間（例えば、１～１０秒、３０秒、１分、またはそれ以上
）に関する平均血管圧値を判定するように、一連の感知した瞬間血管圧値を平均化するこ
とができる。処理ユニット１６０は、加えて、または代替として、所定の期間に対する最
大および／または平均血管圧変動値を判定することができる。
【００４５】
　異なる種類の感知デバイスは、異なる、関連する、または同様の感知モダリティに従っ
て感知信号を取得すること、あるいは異なる、関連する、または同様の種類の生理学的測
定に対応する感知信号を生成することができる。例えば、圧力センサが、圧力測定に対応
する信号を生成する一方で、化学種飽和センサは、化学種が身体的物質内で溶解または結
合される程度に対応する信号を生成する。別の実施例として、ドップラ超音波デバイスお
よび１組の光エミッタ／検出器／他の光学要素（例えば、ドップラまたは分光測定を行う
ように構成される）はそれぞれ、血流、血流変化、または血流の脈動側面を測定または推
定するように構成することができる。一般に、処理ユニット１６０は、所与の生理的パラ
メータ値を生成または推定するように、単一または複数の種類の感知デバイスによって生
成される感知信号に数値的に影響することができる。
【００４６】
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　メモリ１７０は、ａ）プログラム命令シーケンス、ｂ）感知ユニット１４０によって生
成または出力される信号、あるいはそれらに対応する生理的パラメータ値、および、ｃ）
感知した生理的パラメータ値の判定、評価、または分析を促進する参照データを記憶する
ためのランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、ある種類のプログラム可能ＲＯＭ（ＰＲＯＭ
）等の読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、１組のレジスタ、または他のデータ記憶要素のう
ちの１つ以上を有する、電子的またはコンピュータプログラム可能または可読媒体を含む
ことができる。例えば、メモリ１７０は、感知した血液酸素化関連パラメータの評価また
は分析、および血液酸素化レベルまたは状態の判定を促進するように、１組のプログラム
命令がアクセスできる、デジタル吸光スペクトルデータを記憶することができる。メモリ
１７０はまた、以下でさらに詳述されるように、標的、非標的、および／または中間解剖
学的構造あるいは物質に対する針先端の場所の分類への１組の感知した生理的パラメータ
値の割当またはマッピングを促進するように、プログラム命令シーケンスがアクセスでき
る、（例えば、参照テーブル等のデータ構造内の）データも記憶することができる。１つ
以上のプログラム命令シーケンスの実行と関連して、処理ユニット１６０は、針先端の感
知した場所に対応する視覚および／または聴覚フィードバックの提供を促進するように、
報告信号を出力ユニット１８０に発行または伝達する。種々の実施形態では、報告信号は
、以下でさらに詳述されるように、針先端２４が、（例えば、第１組の報告信号を介して
）第１／標的解剖学的場所に存在するか、または（例えば、第１組の報告信号とは知覚的
に異なる第２組の報告信号を介して）第２／非標的解剖学的場所に存在するかどうかを示
すことができる。一実施形態では、報告信号はさらに、針先端２４が、第１／標的解剖学
的場所にも第２／非標的解剖学的場所にも存在しないかどうかを示すことができる（その
場合、針先端２４は、第１／標的解剖学的場所および第２／非標的解剖学的場所に無関係
である解剖学的場所に存在し得る）。生理的パラメータ値をユーザ（例えば、外科医また
は他の医療専門家）または観察者に提示すること、および／または、標的、非標的、およ
び／または中間解剖学的部位または構造に対するプローブ区分または先端２４の位置を示
すことを対象とする、自動シーケンス（例えば、プログラム命令実行を介して行われる）
に対応することができる過程の特定の側面は、図８～９を参照して以下で詳細に説明され
る。
【００４７】
　報告信号に応答して、出力ユニット１８０は、針先端２４が標的または非標的解剖学的
部位、構造、または物質に存在するか、あるいはその内側に存在するかどうかを（例えば
、選択的に）示すことができる、視覚および／または聴覚信号を生成し、能動的に提供ま
たは伝達するように構成される。実施形態では、出力ユニット１８０は、非ゼロ量の電力
を出力デバイスに印加することによって、針先端の場所の視覚および／または聴覚指示を
能動的に提供または伝達し、それにより、出力デバイスを起動し、ａ）針先端２４が第１
または標的解剖学的部位に存在するかどうかを示すことができる、感覚フィードバック（
視覚および／または聴覚フィードバック）をユーザまたは観察者に提供する第１の信号、
および、ｂ）針先端２４が第２または非標的解剖学的部位に存在するかどうかを示すこと
ができる、感覚フィードバックをユーザまたは観察者に提供する第２の信号を、選択的に
発する、放射する、または外部に伝播する。一実施形態では、針先端２４が、第１／標的
解剖学的場所または第２／非標的解剖学的場所のいずれにも存在しないことを処理ユニッ
ト１６０が判定する場合に、出力ユニット１８０は、視覚および／または聴覚信号を能動
的に出力することを回避するように構成することができる。代替として、出力ユニット１
８０は、中立または中間針先端場所を示すことができる、感覚フィードバックをユーザま
たは観察者に提供する、第３の信号を能動的に出力するように構成することができる。
【００４８】
　実施形態の詳細に応じて、報告信号は、通知信号および／またはアラート信号に対応す
ることができる。通知信号は、感知ユニット動作に対応する、１つ以上の検出、測定、ま
たは推定された生理的パラメータ値を示すか、または提供することができる。通知信号は
、例えば、血中酸素飽和レベル、血圧値、および／または拍動性尺度あるいは最高最低血
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圧差値等の１つ以上の生理的パラメータ値に対応する、視覚および／または聴覚信号を含
むことができる。アラート信号は、二値または「はい／いいえ」の指示、あるいは意図し
た、または適切なプローブまたは針の位置付けの尤度指示（例えば、プログラム命令シー
ケンスの実行と関連して判定されるような、確率ベースの指示）を提供する、視覚および
／または聴覚信号を含むことができる。実施形態では、アラート信号はさらに、二値また
は「はい／いいえ」の指示、あるいは意図しない、望ましくない、または正しくないプロ
ーブの位置付けの尤度指示を提供することができる。
【００４９】
　出力ユニット１８０は、同時または非同時（例えば、順次）に複数の報告信号を出力す
ることができる。通知またはアラート信号は、ＡＥＣＤの起動後に本質的に継続的に、サ
ンプル基準で、または周期的に、あるいは、標的または非標的解剖学的針先端留置に対応
する１つ以上の生理的パラメータ値の最初の検出、もしくは生理的パラメータ値の所定の
変化等のトリガイベントに応答して、提示することができる。
【００５０】
　一般に、出力ユニット１８０は、１つ以上の種類の出力デバイス、例えば、液晶ディス
プレイ（ＬＣＤ）１８２、１組のＬＥＤ１８４、および場合によってはスピーカ１８６等
のオーディオデバイスを含むことができる。実施形態では、（例えば、リアルタイムで、
近リアルタイムで、周期的に、または所与の量の生理的パラメータ変化に応じて）ＬＣＤ
１８２によって表示される通知信号は、特定の生理的パラメータ値、例えば、ヘモグロビ
ン酸素飽和値、血圧値、および／または拍動性値を含むか、またはそれらに対応すること
ができる。ユーザまたは観察者への特定の生理的パラメータ値の提示は、標的または非標
的解剖学的部位に対するプローブ先端場所の判定または確認を促進することができる。先
述に加えて、またはそれの代替案として、ＬＣＤ１８２は、「静脈アクセス検出」および
／または「警告―動脈アクセス検出」等のテキストアラート信号を表示することができ、
そのようなアラート信号の一方または両方の視覚影響は、点滅等の視覚効果を介して強化
され得る。
【００５１】
　１組のＬＥＤ１８４は、１つ以上の感知、推定、または測定された生理的パラメータ値
が、針先端２４が標的部位（例えば、静脈）内に存在することを示す時または示している
間に起動または照射される、第１のＬＥＤ１８４ａと、１つ以上の感知、推定、または測
定された生理的パラメータ値が、針先端２４が非標的部位（例えば、動脈）内に存在する
ことを示す時または示している間に起動または照射される、第２のＬＥＤ１８４ｂとを含
むことができる。成功した静脈アクセスを示すこと、または確認すること、および動脈ア
クセスの場合にアラートを提供することを対象とする装置１０について、第１のＬＥＤ１
８４ａは、実質的に第１の色（例えば、青または緑）および場合によっては第１の起動パ
ターン（例えば、連続照射）を有する、光を出力することができ、第２のＬＥＤ１８４ｂ
は、実質的に第２の色（例えば、赤、または第１の色と視覚的に区別可能である別の色）
および場合によっては第２の起動パターン（例えば、点滅）を有する、光を出力すること
ができる。
【００５２】
　最終的に、スピーカ１８６は、針先端２４が標的解剖学的部位に、またはその内側に位
置付けられているかどうかを示す、音色またはデジタル音声信号等の第１の音響アラート
信号を出力することができる。実施形態では、スピーカ１８６は、加えて、針先端２４が
非標的解剖学的部位に、またはその内側に位置付けられているかどうかを示す、第２の音
響アラート信号を出力することができる。静脈アクセスを促進すること、および動脈アク
セスを回避することを対象とする代表的実装では、第１音響信号は、「静脈アクセス検出
」等の語句に対応するデジタル化音声信号を含むことができ、第２音響信号は、「警告―
動脈アクセス検出」等の語句に対応するデジタル化音声信号を含むことができる。別の実
施形態では、スピーカ１８６は、感知、推定、または測定された生理的パラメータの値に
対応する、または値を示す、１つ以上の音響通知信号を出力することができる（例えば、
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スピーカ１８６は、内部身体音、圧力波、または圧力変化に対応する音響信号を出力する
ことができる）。
【００５３】
　先述を考慮して、実施形態では、装置１０は、出力デバイスの起動によって、標的およ
び／または１組の非標的解剖学的部位、構造、あるいは物質に対するプローブ先端または
遠位区分位置の１つ以上の指示を差異的に通信または伝達することができる。そのような
実施形態では、出力ユニット１８０は、ａ）標的および非標的解剖学的部位に対する報告
信号値またはプローブ先端位置のうちの少なくとも２つの状態活性指示を提供することが
可能である、少なくとも１つの出力デバイス、または、ｂ）標的および非標的解剖学的部
位に対する報告信号値およびプローブ先端位置のうちの少なくとも単一の状態活性指示を
提供することがそれぞれ可能である複数の出力デバイスを含むことができる。
【００５４】
　代表的実施形態では、表示デバイスは、２つの表示される値によって、２つの報告信号
値の２状態活性指示を提供することができる。オーディオデバイスは、２種類の音色また
はメッセージによって、２つの報告信号値の２状態活性指示を提供することができる。加
えて、多色ＬＥＤまたは多色ＬＥＤアレイは、人間の眼によって容易に区別することがで
きる異なる色の光を出力することによって、２つの報告信号値の２状態活性指示を提供す
ることができる。
【００５５】
　図１Ｃは、本開示の別の実施形態によるＡＥＣＤ１０２のブロック図であり、図中、Ａ
ＥＣＤ１０２は、コンピュータシステム９０（例えば、デスクトップコンピュータ、ラッ
プトップコンピュータ、または携帯用情報端末）または所与の医療機器９２等の遠隔また
は外部デバイスと通信するように構成される。示された実施形態では、図１Ｂに関して上
記で説明される要素を含むことに加えて、ＡＥＣＤ１０２は、メモリ１７０、処理ユニッ
ト１８０、およびＡＥＣＤ１０２を電源１９０に選択的に連結するスイッチ１９２に連結
される、通信ユニット１８５を含む。通信ユニット１８５はさらに、感知ユニット１４０
に連結することができる。通信ユニット１８５は、超音波システムまたはデバイス（例え
ば、携帯用超音波ユニット）および同等物等の遠隔コンピュータシステム９０または医療
デバイス９２を伴う、無線またはワイヤベースの信号伝達のために構成することができる
。代表的実装では、通信ユニット１８５は、無線周波数（ＲＦ）通信回路を含む。
【００５６】
　したがって、ある実施形態では、本明細書で説明されるものを含む、本発明の感知デバ
イスは、遠隔デバイスへのデータの出力、遠隔デバイスからのデータのアップロードまた
は受信、あるいはデータの出力および受信の両方を含む、別の別個または遠隔デバイスと
の通信において動作可能であり得る。本発明のデバイスから遠隔デバイスへのデータの出
力は、例えば、遠隔デバイスディスプレイまたは画面上の感知デバイスからのデータの視
覚表示に対して選択され得る。遠隔デバイスからのデータは、ある場合においては、本発
明の感知デバイスによって受信され得、遠隔デバイスからのデータは随意で、感知デバイ
ス上に表示される。
【００５７】
　通信ユニット１８５によって、ＡＥＣＤ１０２は、一連の生理的または生理的相関パラ
メータ値を、１つ以上の遠隔システムまたはデバイス９０、９２に伝達することができる
。加えて、または代替として、通信ユニット１８５は、報告信号あるいは通知および／ま
たはアラート信号を遠隔システムまたはデバイス９０、９２に伝達することができる。生
理的または生理的相関パラメータ値、報告信号、通知信号、およびアラート信号のうちの
１つ以上は、そのような伝達を促進するように、メモリ１７０の中に存在することができ
る。ＡＥＣＤ１０２と遠隔システムまたはデバイス９０、９２との間の信号伝達は、ＡＥ
ＣＤ１０２が動作中である間に、リアルタイムで、近リアルタイムで、イベントに誘起さ
れて、またはコマンド応答に基づいて発生することができる。実施形態では、遠隔システ
ムまたはデバイス９０、９２への信号伝達は、チャンバ１３０内の血液または別の体液の
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検出（例えば、光学的検出）に応答して、開始または誘起することができる。加えて、ま
たは代替として、ＡＥＣＤ１０２から遠隔システムまたはデバイス９０、９２への信号伝
達は、医療処置データアップロード過程を含むことができ、該データアップロード過程は
、医療処置に対応する１つ以上の時間間隔中（例えば、ＣＶＣ留置手技と関連するＡＥＣ
Ｄ起動／チャンバ流体検出後１５または３０分の期間中）、またはそれらの全体を通して
、感知および／または処理ユニット１４０、１６０がメモリ１７０に記憶または記録した
生理的または生理的相関パラメータ値、報告信号、通知信号、および／またはアラート信
号の伝達を伴う。さらに、実施形態では、（例えば、所与の医療適応を考慮して）必要に
応じて（例えば、ファームウェア更新、プログラム命令シーケンス、またはプログラマブ
ル論理構成ビットストリームの伝達によって）ＡＥＣＤ１０２をプログラム可能に再構成
することができるように、通信ユニット１８５は、遠隔コンピュータシステム９０からメ
モリ１７０へ、ＡＥＣＤ構成データまたはプログラム命令セットをダウンロードまたは受
信することができる。
【００５８】
　実施形態では、感知ユニット１４０および／または処理ユニット１６０は、本質的に連
続的に、またはサンプル基準で（例えば、約０．５～５００ミリ秒毎、または約２．５～
２５０ミリ秒毎、または約５、１０、５０、あるいは１００ミリ秒毎）測定またはサンプ
リングされた圧力および／または生理的パラメータ値をメモリ１７０に記憶または記録す
ることができる。通信ユニット１８５は、個々の圧力値を受信し、対応する圧力波形（例
えば、血管圧波形）を表示および／または分析するように構成される遠隔デバイス９２に
、記憶された圧力値を伝達することができる。そのような伝達は、本質的にリアルタイム
または近リアルタイムで、あるいは遅延基準で発生することができる。
【００５９】
　図２Ａは、本開示の別の実施形態による、プローブ区分またはプローブ先端の場所を示
すための装置１２の斜視図である。実施形態では、装置は、少なくとも１つの補助、付加
、従属、または補足のアクセス構造、部材、またはシャフト１２０を有する、ＡＥＣＤ１
０４に連結されるプローブまたは針２０を含む。補助アクセス構造１２０は、ＡＥＣＤの
通路１３２との流体連通のために構成される、補助アクセスポート１２２を含む。実施形
態では、補助アクセスポート１２２は、補助アクセス構造１２０によって携持されるチャ
ネル１２４の遠位部分または端に存在する。チャネル１２４の近位部分または端は、補助
アクセスポート１２２が通路１３２と流体連通可能であるか、または流体連通しているよ
うに、開口部を介してＡＥＣＤの通路１３２に連結される。補助アクセス構造１２０は、
ＡＥＣＤ１０４の表面または側面から離れて所定の角度（例えば、約４５度）で延在する
ことができる。一般に、補助アクセス構造１２０は、出力ユニット１８０を携持するＡＥ
ＣＤ表面または側面からオフセットしている。
【００６０】
　補助アクセスポート１２２は、ＡＥＣＤ１０４の通路１３２の中へ、および場合によっ
てはＡＥＣＤ１０４を通して針２０の中へ、または針を通した、１つ以上の種類の補助ま
たは付加デバイスの挿入を促進する。補助デバイスは、例えば、ガイドワイヤ６０、また
は患者の体内への挿入のために構成される１組の感知要素を携持する感知デバイスを含む
ことができる。補助アクセス構造１２０は、シールが除去または穿刺されるまで、外部環
境へのＡＥＣＤ１０４内に存在する流体の暴露を防止する、可撤性または穿刺性／貫通性
端部キャップまたはシール（図示せず）を携持することができる。加えて、補助アクセス
構造１２０は、補助アクセスデバイス挿入後に補助アクセスデバイスの周囲の漏出防止ま
たは耐漏出性シールの維持を促進する、１つ以上のＯリング（例えば、補助アクセス構造
１２０の遠位区分または端に位置する、または位置付けられる）等の１組の動的密閉要素
１２８を含むことができる。動的密閉要素１２８の存在は、ガイドワイヤ６０等の補助ア
クセスデバイスがＡＥＣＤ１０４の一部分内に存在した後に、感知した血圧値が正確また
は一貫したままであることを確実にすることができる。
【００６１】
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　実施形態の詳細に応じて、補助アクセス構造１２０は、補助アクセスポート１２２およ
び補助アクセス構造のチャネル１２４の中へのガイドワイヤまたは他のデバイス（例えば
、１組の光ファイバ）の挿入後にＡＥＣＤ１０４内の圧力完全性の維持を促進する、１つ
以上の種類の構造要素を携持するか、または含むことができる。ガイドワイヤまたは他の
デバイスの周囲のシールの維持を促進する、特定の種類の構造要素は、以降で詳細に説明
される。
【００６２】
　図２Ｂは、ウェブ付きＯリング構造１０００の断面図であり、図２Ｃは、本開示の実施
形態による、ガイドワイヤ６０の周囲の密閉構成のウェフ゛付きＯリング構造１０００の
断面図である。実施形態では、ウェブ付きＯリング構造１０００は、Ｏリング１００２の
内径ｄｉに及ぶ弾力のある穿刺性皮膜または膜１０１０を携持する、Ｏリング１００２を
含む。膜１０１０を通したガイドワイヤ挿入時に、ガイドワイヤ６０を包囲する膜１０１
０の一部分は、ガイドワイヤの周囲に動的に一致し、それにより、ガイドワイヤ６０と膜
１０１０との間に連続シールを確立する。代表的実装では、Ｏリングおよび膜１０１０の
それぞれは、シリコーンを使用して作製することができる。
【００６３】
　図２Ｄは、本開示の実施形態による、可撓性シール構造１０５０の断面図である。実施
形態では、可撓性シール構造１０５０は、補助アクセス構造１２０の挿入端に、それに近
接して、またはそれに沿って携持される、複数の穿刺性シール要素１０５２を含む。各シ
ール要素１０５２は、例えば、シリコーンを含むことができる、穿刺性で弾力がある、ま
たは可撓性の材料を含む。個別に、ガイドワイヤ挿入時に、ガイドワイヤ６０を包囲する
各所与のシール要素１０５２の一部分は、ガイドワイヤの周囲に動的に一致する。したが
って、複数のシール要素１０５２を通したガイドワイヤ挿入後に、複数のシール要素１０
５２は、ＡＥＣＤ内環境の完全性の維持を促進する、複合シールを形成する。
【００６４】
　図２Ｅは、ガイドワイヤ６０の周囲の弛緩構成の固定可能または係止可能密閉構造１０
８０の断面図であり、図２Ｆは、本開示の実施形態による、ガイドワイヤ６０の周囲の密
閉構成の係止可能密閉構造１０８０の断面図である。実施形態では、係止可能密閉構造１
０８０は、補助アクセスポートに近接する補助アクセス構造１２０の一部分によって携持
されるＯリング１０８２と、補助アクセスポート１２２の中へ嵌合して嵌入するノブ１０
８４とを含む。ノブ１０８４は、ガイドワイヤ６０または他のデバイスの周囲に適応する
ように寸法決定される、それを通る開口部またはチャネル１０８６を含む。
【００６５】
　ノブ１０８４の外側部分および補助アクセスポート１２２の内側部分は、補助アクセス
ポート１２２の中のノブ１０８４のネジ型挿入および選択可能係止（例えば、手動、また
はノブ調整ツールの使用による）を促進する、対応ネジ山要素を携持することができる。
ノブ１０８４が第１または非係止位置にとどまる時に、Ｏリング１０８２は圧縮されてい
ない。したがって、ノブのチャネル１０８６を通って延在するガイドワイヤ６０は、ガイ
ドワイヤ６０とのＯリング接触に起因する摩擦が最小限であるか、わずかであるか、また
は全くない状態で補助アクセス構造のチャネル１２４の長さに沿って、その中へ摺動可能
に移動することができる。第２または係止位置までノブ１０８４に回すことにより、Ｏリ
ング１０８２を圧縮し、それにより、Ｏリング１０８２がガイドワイヤ６０の周囲に隣接
して包囲し、ガイドワイヤ６０の周囲にシールを形成するように、Ｏリングの内径を減少
させる。ノブ１０８４を係止位置に遷移させることにより、それに応答して、ガイドワイ
ヤ６０を定位置で係止することができる。
【００６６】
　図２Ｇは、本開示のさらなる実施形態による、プローブ区分またはプローブ先端の場所
を示すための装置１４の斜視図である。装置１４は、プローブまたは針２０と、補助アク
セスポート１２２を有するＡＥＣＤ１０４と、場合によってはシリンジ５０とを含む。実
施形態では、装置１４は、加えて、ガイドワイヤ６０と、ガイドワイヤ保持デバイス７０
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とを含む。一般に、ガイドワイヤ保持デバイス７０は、ＡＥＣＤ１０４の複数部分を解放
可能に携持することができ、以下で詳述されるように、ガイドワイヤ保持デバイス７０か
らのＡＥＣＤの除去後にガイドワイヤ６０を保持すること、把持すること、捕捉すること
、または締め付けることができる、１組の受容構造を含む。ガイドワイヤ保持デバイス７
０は、ガイドワイヤの長さの所与の部分、またはそれに沿ったガイドワイヤ６０の捕捉部
と関連して、一体ユニットまたは別個のユニットとして、ガイドワイヤ６０からのＡＥＣ
Ｄ１０４および針２０の引き出しを促進する。
【００６７】
　ガイドワイヤ保持デバイス７０は、第１の受容部分７２ａおよび第２の受容部分７２ｂ
を含むことができ、それらは、第１および第２のヒンジ部材７４ａ、７４ｂによって第１
および第２のヒンジ点で、またはその周囲で枢動可能に連結され、第１および第２のヒン
ジ部材７４ａ、７４ｂは、その一方または両方が弾性的に解放可能および／または位置的
に係止可能である。ガイドワイヤ保持デバイス７０は、捕捉端７６と、受容端７８とを含
む。実施形態では、一方または両方のヒンジ部材７４ａ、７４ｂは、第１および第２の受
容部分７２ａ、７２ｂの間の分離または間隙がガイドワイヤ６０の直径よりもわずかに小
さくなるように、第１および第２の受容部分７２ａ、７２ｂが、ガイドワイヤ保持デバイ
スの捕捉端７６で相互に近くか、または略近接して保持される捕捉位置で、ガイドワイヤ
保持デバイス７０を維持する、バネ等の付勢要素を含むことができる。
【００６８】
　ＡＥＣＤ１０４は、ガイドワイヤ保持デバイスの受容端７８に挿入することができ、第
１および第２の受容部分７２ａ、７２ｂは、ＡＥＣＤの周囲の部分の周辺に位置付けるか
、または固定することができ、それにより、ガイドワイヤ保持デバイス７０を携持位置で
維持する。第１および第２の受容部分７２ａ、７２ｂの一方または両方は、ガイドワイヤ
保持デバイス７０の中へのＡＥＣＤ１０４の挿入に応答して、ＡＥＣＤの周囲の一部分の
周辺で第１および／または第２の受容部分７２ａ、７２ｂの自動または半自動閉鎖を促進
する、輪郭内面を含むことができる。携持位置にある間、第１および第２の受容部分７２
ａ、７２ｂは、ガイドワイヤ保持デバイスの、ａ）受容端７８で、ＡＥＣＤ１０４の外側
または外部外形に対応する距離だけ、および、ｂ）捕捉端７６で、ガイドワイヤ６０の直
径を超え、ＡＥＣＤの第１の連結構造１１２への針２０の障害のない、または概して邪魔
のない連結を促進する距離だけ、相互から分離される。
【００６９】
　代表的な医療処置と関連して、ガイドワイヤ保持デバイス７０は最初に、ＡＥＣＤ１０
４を保持または携持することができ、針の連結構造２８は、ＡＥＣＤの第１の連結構造１
１２に嵌合することができる。本開示の実施形態に従って、患者の体内への針２０の挿入
、および、針２０の先端２４が標的解剖学的場所（例えば、左内頸静脈等の血管構造）に
、またはその内側に存在するという判定後に、ガイドワイヤの一部分が標的解剖学的場所
に、またはその内側に存在するように、ＡＥＣＤ１０４および針２０の中へ、かつそれら
を通してガイドワイヤ６０を挿入することができる。ＡＥＣＤ１０４および針２０は、後
に、ガイドワイヤ保持デバイス７０が静止または略静止位置で保持されている間に、例え
ば、患者の身体からＡＥＣＤ１０４および針２０を引き離す力によって、ガイドワイヤ６
０から引き出すことができる。ガイドワイヤ保持デバイス７０からのＡＥＣＤ１０４およ
び針２０の除去時に、第１および第２の受容部分７２ａ、７２ｂが、ガイドワイヤ保持デ
バイスの捕捉端７６においてガイドワイヤ６０を把持または保持するように、ガイドワイ
ヤ保持デバイス７０は、弾性的に、または自動的に、保持位置に遷移することができる。
【００７０】
　図３は、本開示の別の実施形態による、プローブ区分またはプローブ先端の場所を示す
ための装置１６の斜視図である。実施形態では、装置１６は、プローブまたは針２０と、
補助アクセスポート１２２を有し得るＡＥＣＤ１０４と、場合によってはシリンジ５０と
を含む。実施形態では、装置１４は、加えて、ＡＥＣＤ１０４に連結され、特定の実施形
態では、除去可能、解放可能、または着脱可能にＡＥＣＤ１０４に連結される、可動また
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は再配置可能拡張器または拡張器アセンブリ８０を含む。一般に、再配置可能拡張器８０
は、拡張部材８４、第１の位置付け部材８５、および解放要素８８を携持する、支持アー
ム８２を含む。ＡＥＣＤ１０４は、針２０の孔に平行である方向または軸に沿ったＡＥＣ
Ｄ１０４に対する拡張器８０の調整可能または摺動可能な移動を促進する方式で、第１の
位置付け部材８５の中へ嵌合して嵌入する、またはそれを受容する、第２の位置付け部材
８６を携持することができる。代表的実装では、第１の位置付け部材８５は、溝またはス
ロットを有する受容構造を含むことができ、第２の位置付け部材８６は、スロットの中へ
の挿入、およびスロットの長さに沿った進行性変位のために構成される、背骨部を含むこ
とができる。拡張器８０は、レバーまたはノブ等の位置制御要素８９を携持することがで
きる。
【００７１】
　拡張部材８４は、近位端で所定の最大直径、遠位端で所定の最小直径、ならびにその近
位端と遠位端との間で進行性直径漸減を有する、先細の中空エンクロージャを含む。所定
の最小直径は、針の直径よりもわずかに大きい。拡張器８０は、一体ユニットとしてＡＥ
ＣＤ１０４および針２０を受容することができる。より具体的には、第１の位置付け部材
８５が、第２の位置付け部材８６を携持するＡＥＣＤ１０４の側面または表面の一部分に
沿って存在し、拡張部材８４が針のシャフト２２の一部分を包囲するように、拡張器８０
に連結されたＡＥＣＤ１０４および針２０を拡張器８０に載置することができる。
【００７２】
　位置制御要素８９は、拡張器支持アーム８２の平行移動、したがって、針のシャフト２
２に沿った拡張部材８４の平行移動を促進する、ノブまたはレバーであり得る。外科医は
、針２０のシャフト２２に沿って、針先端進入部位で患者の組織の中へ拡張部材８４を前
進させることができる。針２０を患者の身体および拡張部材８４から引き出すことができ
るように、解放要素８８は、拡張器の第１の位置付け部位８５からＡＥＣＤ１０４によっ
て携持される第２の位置付け部位８６を解放または切り離すことができる。
【００７３】
　ある実施形態では、感知動作を促進する１つ以上の要素またはデバイスを、患者の体内
に携持または挿入することができる。より具体的には、特定の種類の信号および／または
物質を、プローブ２０内で、プローブの先端２４において、またはそれに近接して、ある
いは患者の体内のプローブの先端を越えた場所で検出することができるように、１組の感
知要素またはデバイスを、針またはプローブ２０のシャフト２２の中へ前進させること、
シャフト２２によって携持すること、またはシャフト２２を通して前進させることができ
る。内部身体使用に好適な感知要素またはデバイスは、光ファイバ、光学検出器、超音波
変換器、超音波検出器、導線、電気センサ、圧力センサ、化学センサ、および／または他
のデバイスのうちの１つ以上を含むことができる。ＡＥＣＤ１００、１０２、１０４の複
数部分は、以降でさらに詳述されるように、内部身体感知要素またはデバイスに適応する
、および／またはそれらと相互動作するように構成することができる。
【００７４】
　図４Ａは、本開示の実施形態による、１組の感知要素２１０を携持するプローブ２００
の斜視図である。１組の感知要素２１０は、例えば、１つ以上の光ファイバ、発光または
光学検出デバイス、導線、電極または電気接点、圧力センサ、超音波変換器または超音波
検出器、生物学的または化学物質センサ、あるいは他の要素を含むことができる。実施形
態では、プローブ２００は、遠位区分または先端２０４、およびプローブ感知継手２０８
に連結される近位端２０６を有する、シャフト２０２を含む。プローブ感知継手２０８は
、１組の感知要素の一部分を携持、包囲、または封入する、ルアーまたは他の種類のアダ
プタ、コネクタ、スリーブ、カラー、またはロックを含むことができる。プローブ感知継
手２０８は、例えば、メスルアーロック継手を含むか、またはそれに対応することができ
る。
【００７５】
　１組の感知要素２１０の少なくとも一部分は、プローブのシャフト２０２によって携持
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される。１組の感知要素２１０は、図４Ｂを参照して以下でさらに詳述されるように、Ａ
ＥＣＤ１００、１０２、１０４との感知した信号の通信を促進する方式で、プローブ感知
継手２０８に連結される。
【００７６】
　１組の感知要素２１０は、ＡＥＣＤ１００、１０２、１０４との信号通信を促進するよ
うに、プローブ感知継手２０８によって携持される１組の信号インターフェース要素また
は構造２２８を含むことができる。例えば、１組の信号インターフェース要素２２８は、
光ファイバインターフェースまたはレンズ、あるいは電気接点またはピンのうちの１つ以
上を含むことができる。そのような信号インターフェース要素２２８は、プローブ感知継
手２０８に対する所定の位置に存在し、信頼できる信号通信を促進するように特定の方式
でＡＥＣＤ１００、１０２、１０４の特定の部分と嵌合することができる。
【００７７】
　実施形態では、プローブのシャフト２４は、プローブの先端２０４と近位端２０６との
間の流体連通を防止するように、実質的に、または完全に閉塞することができる。別の実
施形態では、プローブのシャフト２０２は、そのような流体連通を促進するように、それ
を通る導管を含むことができる。プローブのシャフトが実質的に中空であるか、または導
管を含む実施形態では、感知または分析のためにＡＥＣＤ１００、１０２、１０４の中へ
、および／またはＡＥＣＤ１００、１０２、１０４に連結されるシリンジ５０の中へ、体
液が流入することができるか、または体液を引き込むことができる。
【００７８】
　図４Ｂは、本開示の実施形態による、プローブ感知継手２０８との信号通信のために構
成されたＡＥＣＤ感知継手３２０の斜視図である。実施形態では、ＡＥＣＤ感知継手３２
０は、１組の信号インターフェース要素３２２を携持する１つ以上の連結、継手、固定、
保持、または接続構造を含む。そのような連結構造は、ルアーまたは他の種類のアダプタ
、先細部、カラー、スリップ、コネクタ、またはロックを含むことができる。例えば、Ａ
ＥＣＤ感知継手３２０は、オスルアーロック構造を含むか、またはそれに対応することが
できる。
【００７９】
　ＡＥＣＤ感知継手３２０によって携持される信号インターフェース要素３２２は、プロ
ーブ感知継手２０８によって携持される信号インターフェース要素２２８と構造的に嵌合
し、機能的にそれに対応するように構成される。したがって、ＡＥＣＤ感知継手３２０に
よって携持される信号インターフェース要素３２２、およびプローブ感知継手２０８によ
って携持される信号インターフェース要素２２８は、プローブ２００によって携持される
１組の感知要素２１０とＡＥＣＤ１００、１０２、１０４との間で一貫して信頼できるエ
ラーのない信号伝達を促進する、構造および機能的対応物である。
【００８０】
　先述に加えて、感知動作を促進し、患者の体内に挿入され、体内で携持される、あるデ
バイスまたは要素は、例えば、ＡＥＣＤの補助アクセスポート１２２を介して、患者の体
内の場所から、ＡＥＣＤ１００、１０２、１０４の中へ、かつそれらを通って遠隔または
外部デバイス９０、９２まで延在するように、遠隔または外部デバイス９０、９２に連結
することができる。そのようなデバイスまたは要素は、図５Ａ－５Ｂを参照して以下でさ
らに詳述されるように、例えば、感知要素を携持する光ファイバ、導線、またはガイドワ
イヤを含むことができる。
【００８１】
　図５Ａは、本開示の実施形態による、１組の感知要素３００を携持するプローブまたは
針２０の斜視図である。そのような感知要素３００は、実施形態の詳細に応じて、例えば
、プローブまたは針２０を通って延在する１つ以上の光ファイバおよび／または導線を含
むことができる。そのような感知要素３００はさらに、１つ以上の遠位信号伝達要素また
はデバイス３１０を含むことができる。例えば、光ファイバを伴う実施形態での遠位信号
伝達デバイス３１０は、プローブまたは針２０の先端２４において、それに近接して、ま
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たはそれを越えて位置付けられる、１つ以上のレンズ、回折格子、または他の光学要素を
含むことができる。導線を伴う実施形態での遠位信号伝達デバイス３１０は、プローブの
先端２４において、それに近接して、またはそれを越えて携持される、特定の種類の電気
、生物学的、または化学感知要素（例えば、電気センサ、圧力変換器、または超音波変換
器）を含むことができる。所与の光ファイバ、光学要素、導線、および／または感知要素
は、プローブまたは針２０内の所定の位置で（例えば、プローブの先端２４に近接して、
および／またはプローブの連結構造２８に近接して）保持または固定することができる。
一般に、一群の光ファイバおよび／導線は、ＡＥＣＤの補助アクセスポート１２２の中へ
、ＡＥＣＤ１００、１０２、１０４を通して、プローブまたは針２０の中への挿入の容易
性を促進するように、連結または結束することができる。１組の光ファイバおよび／また
は導線の遠隔または外部端は、遠隔または外部コンピュータシステムまたは医療デバイス
９０、９２に連結することができる。
【００８２】
　図５Ｂは、本開示の実施形態による、感知ガイドワイヤ４００を携持する針の斜視図で
ある。実施形態では、感知ガイドワイヤ４００は、例えば、１組の光ファイバおよび／ま
たは導線４１０、ならびに、それぞれ、光ファイバまたは導線の末端または遠位区分また
は端において、対応する１組の光学要素および／または感知デバイス４１２を携持するこ
とができる。以前に説明された方式で、感知ガイドワイヤ４００を、ＡＥＣＤ１００、１
０２、１０４の中へ、かつそれを通して、プローブまたは針２０の中へ挿入することがで
きる。感知ガイドワイヤ４００の遠隔または外部端は、遠隔または外部コンピュータシス
テムまたは医療デバイス９０、９２に連結することができる。
【００８３】
　代表的な一体化実施形態の側面
　ある実施形態では、プローブ先端の場所を示すか、または検証するための装置またはデ
バイスの１つ以上の部分を、プローブ、シリンジ、または別の装置あるいはデバイスの複
数部分によって一体的に携持することができる。以下に続く説明では、図１Ａ－５Ｂのう
ちの１つ以上に関して記載された参照番号と同一または類似である、参照番号の記載は、
以前に説明されたものと同一または類似である要素を示す。
【００８４】
　図６Ａは、本開示の実施形態による、代表的なＡＥＣＤ針アセンブリまたは針ＡＥＣＤ
５００の斜視図である。実施形態では、針ＡＥＣＤ５００は、ＡＥＣＤ部分５１０に一体
的に連結される針部分５２０を含む。針部分は、シャフト５２２と、遠位端または先端５
２４とを含む。シリンジ５０への連結を促進することができる、ルアー型継手等の連結構
造５２８を、ＡＥＣＤ部分５１０によって携持することができる。針部分５２０は、先端
５２４と連結構造５２８との間に延在する、それを通る孔または導管を含む。実施形態で
は、針部分の孔の一部が、ＡＥＣＤ部分５１０内の通路５３２を形成する。
【００８５】
　ＡＥＣＤ部分５１０は、図１Ｂおよび１Ｃを参照して上記で説明されるのと類似した方
式で、感知ユニット１４０、処理ユニット１６０、メモリ１７０、および電源１９０を一
体的に携持する。感知ユニット１４０、処理ユニット１６０、およびメモリ１７０のうち
の１つ以上は、ＬＣＤディスプレイ１８２、１組のＬＥＤ１８４、および／またはオーデ
ィオデバイス１８６等の１組の出力デバイスまたは要素を含む、出力ユニット１８０に連
結することができる。ＬＣＤディスプレイ１８２および１組のＬＥＤ１８４は、それによ
り針ＡＥＣＤ５００の外部に生成される視覚ＬＣＤおよびＬＥＤ信号の伝送または伝播を
それぞれ促進する方式で、携持することができる。同様に、オーディオデバイス１８６は
、それにより針ＡＥＣＤ５００の外部に生成される音響信号の伝送または伝播を促進する
方式で、針ＡＥＣＤ５００によって携持することができる。起動スイッチ１９２が、感知
ユニット１４０、処理ユニット１６０、メモリ１７０、および出力ユニット１８０を、電
源１９０に選択的に連結することができる。
【００８６】
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　図６Ｂは、本開示の実施形態による、代表的なＡＥＣＤシリンジアセンブリまたはシリ
ンジＡＥＣＤ５５０の斜視図である。実施形態では、シリンジＡＥＣＤ５５０は、プラン
ジャ要素５６５が移動または存在することができる、中空または概して邪魔のないシャフ
ト５６２を有する、シリンジ部分５６０を含む。シャフト５６２は、針２０への連結を促
進することができる、ルアー型継手等の連結または継手構造５６８を携持する、遠位部分
または端５６４を含む。シリンジ部分５６０のシャフト５６２は、針ＡＥＣＤ５００につ
いて上記で説明されるものと同一または同様である方式で構成される、ＡＥＣＤ部分５８
０を一体的に携持する。
【００８７】
　図６Ｃは、本開示の実施形態による、ラインベースのＡＥＣＤアセンブリまたはインラ
インＡＥＣＤ６００の斜視図である。実施形態では、インラインＡＥＣＤ６００は、上記
で説明される１つ以上のＡＥＣＤ実施形態１００、１０２、１０４、５００、５１０と構
造的および／または機能的に類似しているが、可撓性または剛体の第１の管またはライン
６２０および／または第２の管またはライン６２５に着脱可能または着脱不可能に連結さ
れる、ＡＥＣＤ部分６１０を含む。第１の管またはライン６２０は、針２０に連結するこ
とができ、第２のライン６２５は、ライン継手または連結器（例えば、ルアー型継手）６
２８に連結することができる。体液は、ＡＥＣＤ部分６１０を通過することを介して、針
先端２４、第１の管またはライン６２０、および第２のライン６２５の間を流れることが
できる。実施形態では、ＡＥＣＤ部分６１０が針２０に直接連結されるように、第１の管
またはライン６２０を省略することができる。
【００８８】
　代表的なプローブ場所指示過程の側面
　関心の生理的パラメータに対して、特に、典型的、正常、または健康な患者、ならびに
あまり典型的ではない、異常な、または健康を損なった患者等の、異なる患者下位集団が
考慮される時に、所与の患者集団がある範囲の生理的パラメータ値を示し得る。例えば、
血管アクセス手技に関連し得る、特定の生理的パラメータ値範囲が、表１～３を参照して
以下で示され、腰椎穿刺手技に関連し得る、ある生理的パラメータ値範囲が、表４を参照
して以下で示される。
【００８９】
　表１は、低血圧状態、正常血圧状態、および高血圧状態に対応する、患者の状態と関連
付けられる代表的な静脈および動脈血圧範囲を図示する。
【００９０】
【表１】

　表２は、代表的な静脈および動脈圧変動、つまり、静脈および動脈に対応する、典型的
な、または予期される最高最低脈圧差を図示する。
【００９１】
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【表２－１】

【００９２】

【表２－２】

　表３は、低い、正常な、および高い患者ヘモグロビン酸素飽和状態に対応する、代表的
な静脈および動脈ヘモグロビン酸素飽和値範囲を図示する。
【００９３】
【表３】

　表４は、浸透圧力、タンパク質濃度、グルコース濃度、赤血球濃度、および白血球濃度
に対応する、低い、正常な、および高いパラメータ値を含む、特定の患者集団に対する腰
椎穿刺手技に関連し得る脳脊髄液パラメータの代表的な値または値範囲を図示する。
【００９４】
【表４－１】

【００９５】
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【表４－２】

　上記の表１～３または表４で示されるもの等の生理的パラメータ変動の結果として、標
的解剖学的構造あるいは物質、非標的解剖学的構造あるいは物質、および／または患者状
態あるいは分類に対応する、１つ以上の参照または閾値生理的パラメータ値または値範囲
を、プログラム命令シーケンスがアクセスできるメモリ１７０の一部分に（例えば、表等
のデータ構造に）記憶することができる。例えば、図７は、本開示の実施形態による、静
脈血圧閾値、動脈血圧閾値、静脈ヘモグロビン飽和閾値、および動脈ヘモグロビン飽和閾
値に対応するデータまたは値を記憶する、代表的なデータ構造または表７００のブロック
図である。実施形態では、データ構造または表７００は、加えて、静脈の脈圧変動閾値お
よび動脈の脈圧変動閾値を記憶することができる。データ構造または表７００内の特定の
データ値は、メモリ１７０の中に存在することができる。
【００９６】
　所与の参照生理的パラメータ値または値範囲は、解剖学的環境、組織、または物質の種
類に従って、非参照生理的パラメータ値の分類またはマッピングを促進する、値の遷移レ
ベルまたは値の間隔をそれぞれ表すことができ、ここで、非参照生理的パラメータ値は、
感知ユニット１４０によって生成された１組以上の感知信号を使用して、感知、測定、計
算、または推定された。実施形態では、非参照感知生理的パラメータ値が、参照生理的パ
ラメータ上限を下回る、参照生理的パラメータ下限を上回る、または所与の種類の解剖学
的環境に対応する、あるいはそれを示す参照生理的パラメータ値範囲内である場合、非参
照感知生理的パラメータは、解剖学的環境に対応する、あるいはそれを示すものとして定
義されることができる。
【００９７】
　プログラム命令シーケンスは、参照生理的パラメータ値または値範囲の少なくとも一部
に対して、１回以上、１組の感知したパラメータ値を評価または分析することができ、そ
の後、出力ユニット１８０が、ａ）針先端２４が現在存在している環境、組織、または物
質の種類（例えば、標的解剖学的環境または非標的解剖学的環境）、ｂ）医療処置の複数
部分中に、針先端２４が標的または非標的環境、組織、あるいは物質に、またはその内側
に位置付けられているかどうかの可能性、および／または、ｂ）患者状態情報を示す、ま
たは伝達する、いくつかの通知および／またはアラート信号を提示することができる。プ
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ローブ先端位置および／または患者状態情報を判定し、対応する通知またはアラート信号
を提供するための代表的な過程は、図８～９を参照して以降で詳細に説明される。
【００９８】
　図８は、本開示の実施形態による、標的血管構造または物質に対するプローブまたは針
先端の位置付けを示すための過程８００のフロー図である。例えば、処理ユニットのプロ
グラム命令の実行を介して、過程８００の特定の部分を行うことができる。実施形態では
、過程８００は、ＡＥＣＤ１００、１０２、１０４をプローブまたは針２０に連結するこ
と、および場合によってはＡＥＣＤ１００、１０２、１０４をシリンジ５０に連結するこ
とを伴う、第１の過程部分８１０を含む。第２の過程部分８１２は、（例えば、起動スイ
ッチ１９２を介して）ＡＥＣＤ１００、１０２、１０４を起動することを伴い、第３の過
程部分８１４は、患者の組織にプローブまたは針２０を挿入することを伴う。
【００９９】
　過程８００はさらに、例えば、プローブまたは針先端２４からプローブまたは針２０の
孔を通して、チャンバ１３０の中へ流入する、または引き込まれる体液に起因する、光信
号の変化および／またはチャンバ圧力遷移を検出することによって（例えば、光検出器１
５２および／または圧電変換器１４４を介して）、ＡＥＣＤのチャンバ１３０内の身体物
質または体液の存在を検出することを伴う、第４の過程部分８２０を含む。過程８００は
また、チャンバ１３０の中の流体に対応する１組の生理的または生理的相関パラメータ、
例えば、瞬間または平均流圧、最大流圧変動または範囲、およびヘモグロビン酸化状態と
相関する１組の光学パラメータのうちの１つ以上を感知する、検出する、測定する、判定
する、または推定することを伴う、第５の過程部分８３０も含む。
【０１００】
　第６の過程部分８４０は、チャンバ１３０内の流体に対応する１組の感知または測定さ
れた生理的パラメータ値を特性化する、評価する、または分析することを伴う。実施形態
では、第６の過程部分８４０は、生理的パラメータの値の尺度または推定値への特定の感
知された生理的パラメータ相関値の変換または換算を伴うことができる。例えば、第６の
過程部分８４０は、参照光学的吸収スペクトルデータを考慮して、感知または測定された
光信号に基づく、酸素化、脱酸素化、または他のガス飽和状態の判定または推定を伴うこ
とができる。実施形態では、第６の過程部分８４０はさらに、静脈血と動脈血との区別、
したがって、静脈または動脈内のプローブまたは針先端の位置付けの区別を促進するため
に、メモリ１７０の中に（例えば、データ構造７００内に）記憶された１つ以上の参照ま
たは閾値生理的パラメータ値に対する感知または測定されたパラメータ値の比較を伴う。
例えば、感知または測定されたパラメータ値が、約４０ｍｍＨｇ未満の平均圧力、約１５
ｍｍＨｇ未満の圧力変動、および約６０％未満のヘモグロビン酸素飽和を示す場合、第６
の過程部分８４０は、プローブまたは針先端２４が静脈の中に存在すると判定することが
できる。感知または測定されたパラメータ値が、約４５ｍｍＨｇより大きい平均圧力、約
２０ｍｍＨｇより大きい圧力変動、および約８０％より大きいヘモグロビン酸素飽和を示
す場合、第６の過程部分８４０は、プローブまたは針先端２４が動脈の中に存在すると判
定することができる。
【０１０１】
　実施形態では、１組の参照パラメータ値に対する１つ以上の感知または測定されたパラ
メータの比較、評価、または分析が、組織または流体種類の判定において不確定性を生じ
る場合、第６の過程部分８４０は、組織または流体種類の判定に対応する可能性または信
頼値を生成することができる。そのような可能性または信頼値は、外科医または他の医療
専門家への（例えば、通知信号としての）後続の提示または表示のために、１組の報告信
号に含むことができる。
【０１０２】
　第７の過程部分８５０は、報告信号を生成し、出力ユニット１８０に伝達または発行す
ることを伴い、報告信号は、通知および／またはアラート信号に対応するか、またはそれ
らを含むことができる。第８の過程部分８６０は、例えば、以前に説明された１つ以上の
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方式で、１つ以上の出力デバイスを使用した、通知および／またはアラート信号の提示を
伴う。第８の過程部分８６０を介して、ａ）ＬＣＤ１８２または他の表示デバイスが、感
知、測定、または推定された生理的パラメータ値を提示または出力することができ、およ
び／または、ｂ）プローブまたは針２０の先端２４が標的または非標的型の身体組織また
は体液の中に存在することを示すように、１組のＬＥＤ１８４またはオーディオデバイス
１８６を起動することができる。実施形態では、信頼値をＬＣＤ１８２または１組のＬＥ
Ｄ１８４によって示すことができる。
【０１０３】
　第９の過程部分８７０は、更新された通知および／またはアラート信号を連続または周
期的に提示することができるように、第５から第８の過程部分８３０～８６０を繰り返す
ことを伴う。第９の過程部分８７０は、プローブまたは針先端２４が標的または意図した
種類の身体組織または体液の中にとどまるか、非標的または意図しない種類の身体組織ま
たは体液の中に移動したかどうかという判定を促進することができる。
【０１０４】
　第１０の過程部分８８０は、針２０が標的または意図した身体組織または物質の中に正
しく位置付けられているか、あるいは位置するかどうかを判定することを伴う。もしそう
でなければ、第１１の過程部分８８５は、針２０を再配置すること、または引き出すこと
を伴うことができる。実施形態の詳細または検討中の医療処置の性質に応じて、過程８０
０は、針の再配置または引き出しと関連して第５の過程部分８３０に戻ることができる。
【０１０５】
　（例えば、通知および／またはアラート信号に基づく）標的、意図した、または望まし
いプローブまたは針先端の位置付けの指示または確認に基づき、第１２の過程部分８９０
は、ＡＥＣＤの補助アクセスポート１２２の中へ、ＡＥＣＤ１００、１０２、１０４を通
し、およびプローブまたは針２０の孔の中へ、またはそれを通した、ガイドワイヤまたは
１組の光ファイバの挿入を伴うことができる。実施形態では、第１３の過程部分８９５は
、ＡＥＣＤ１００、１０２、１０４、および／またはプローブあるいは針２０の除去、な
らびに検討中の医療処置の継続を伴う。
【０１０６】
　図９は、本開示の実施形態による、脊椎あるいは腰椎穿刺標的識別および／または脊椎
あるいは腰椎穿刺パラメータ報告過程９００のフロー図である。実施形態では、過程９０
０は、ＡＥＣＤ１００、１０２、１０４を針２０に連結し、さらにＡＥＣＤ１００、１０
２、１０４をシリンジ５０に連結することを伴う、第１の過程部分９１０を含む。第２の
過程部分９１２は、ＡＥＣＤ１００、１０２、１０４を起動することを伴う。第３の過程
部分９１４は、ＡＥＣＤのチャンバ１３０内の圧力を測定することによって、初期圧力参
照値を確立することを伴う。実施形態の詳細に応じて、第３の過程部分９１４は、針２０
の孔を通し、ＡＥＣＤ１００、１０２、１０４の中へ、かつそれを通して、シリンジ５０
の中へ空気を引き込み、それにより、それに対応して針２０の先端２４とＡＥＣＤのチャ
ンバ１３０との間に空気柱を確立することを伴うことができる。代替として、第３の過程
部分９１４は、例えば、ＡＥＣＤ１００、１０２、１０４の中へ食塩水を引き込むことに
よって、針の先端２４とチャンバ１３０との間に流体柱を確立することを伴うことができ
る。第４の過程部分９１６は、腰椎または他の脊柱場所における患者の組織にプローブま
たは針２０を挿入することを伴う。
【０１０７】
　第５の過程部分９２０は、圧力値を連続的または周期的に感知し、報告信号を出力ユニ
ット１８０に発行することを伴い、針２０が脊柱管に向かって靱帯（例えば、黄色靱帯）
等の非標的組織を通って前進している間に、外科医または医療専門家が既知またはほぼ一
定の針挿入圧力を制御または維持することができるように、そのような信号は、感知また
は測定された圧力値を含むか、またはそれらに対応する。実施形態では、第６の過程部分
９３０は、例えば、１組の最新の感知した圧力値または現在の感知した圧力値に対して、
１組の以前の感知した圧力値を分析することによって、硬膜外腔または硬膜上腔の中への
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針先端の進入に対応することが見込まれる圧力降下（例えば、約５～１５ｍｍＨＧの圧力
変化）が発生しているかどうかを判定することを伴う。そのような圧力変化が発生してい
る場合、第７の過程部分９３５は、硬膜外腔進入が発生していることを示すように、通知
および／またはラート信号を出力することを伴う。そのような通知またはアラート信号は
、ＬＣＤ１５２、１組のＬＥＤ１５４、および／またはオーディオデバイス１５６を介し
て提供することができる。
【０１０８】
　第８の過程部分９４０は、針先端２４が硬膜外腔に進入しているという指示後に（例え
ば、チャンバ１３０内の流体の存在が、硬膜またはくも膜下腔の中への針先端２４のさら
なる貫通から発生し得る、前述の圧力降下後に）、チャンバ１３０内の流体の存在を検出
することを伴い、第９の過程部分９４５は、チャンバ１３０内に存在する流体が脳脊髄液
であるかどうかを判定することを伴う。実施形態では、第８および第９の過程部分９４０
、９４５は、圧力値、タンパク質濃度値、およびグルコース値等の、チャンバ内の流体に
対応する１つ以上の生理的特性、性質、またはパラメータ値を感知または検出し、脳脊髄
液の対応する参照値に対して、そのような感知した生理的パラメータ値を評価または分析
することを伴うことができ、そのような参照値は、メモリ１７０に記憶することができる
。
【０１０９】
　感知した生理的値が、チャンバ１３０内の流体が脳脊髄液であると示す場合、第１０の
過程部分９５０は、脳脊髄液が検出されたことを示すように、（例えば、ＬＣＤ１５２、
１組のＬＥＤ１５４、および／またはオーディオデバイス１５６を介して）通知および／
またはアラート信号を出力することを伴う。第１０の過程部分９５０は、ＣＳＦ圧力値ま
たは開口圧力値を表示することを含むことができる。
【０１１０】
　実施形態では、第１１の過程部分９６０は、赤血球の存在または濃度、白血球の存在ま
たは濃度、および流体の色または透明度に対応することができる１組の光学的吸収値のう
ちの１つ以上等の、いくつかの脳脊髄液生理的パラメータ値を感知する、検出する、測定
する、または推定することを含むことができる。最後に、第１２の過程部分９７０は、そ
のような生理的パラメータ値に対応する通知および／またはアラート信号を出力すること
を伴うことができる。
【０１１１】
　一実施形態では、デバイスは、一端（例えば、遠位部分）で標準針またはカテーテルに
、反対端（例えば、近位部分）でシリンジに接続することができる、一体ディスプレイ付
きの滅菌、使い捨て、軽量、安価、小型、内蔵型圧力センサを含むことができる。本明細
書で使用されるような「シリンジ」という用語は、単純なピストンポンプを提供するよう
、管に嵌入されたプランジャを含む、標準シリンジを含むことができ、またはより一般的
に、デバイスに連結可能であり、プローブを通して近位に流体を引き込むこと等、連結さ
れたプローブを通して流体の移動を引き起こすように動作可能である、任意のポンプ手段
を指し得る。デバイスは、圧力性質等のパラメータに基づいてプローブの場所および／ま
たは組織型を識別するために、または体内の加圧領域内に留置されたカテーテルまたは針
に取り付けられた場合の圧力値（例えば、血圧、ＣＳＦ圧力、胸膜液圧力、区画圧力）を
ユーザに出力／報告するために、使用することができる。
【０１１２】
　本発明のデバイスは、典型的には、プローブの場所を示す圧力および／またはその変化
等の検出された生物学的パラメータの視覚表示を介した出力／報告のためのディスプレイ
を含む。ディスプレイは、検出された生物学的パラメータが、デバイスの動作中にユーザ
によって容易または便利に視認されるように、デバイスの筐体によって携持され得る。一
実施形態では、手技中にディスプレイを容易に読み取ることができるように、ディスプレ
イは、直接的に角度を成すか、またはデバイス／針の平面に対してある角度で配向され、
例えば、平坦ディスプレイが可視化しにくい場合がある、ある手技中に（例えば、内頸挿
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管中に）利点を提供する。さらに、デバイスは、典型的には、プローブおよび／またはシ
リンジと組み立てられた場合に、針およびシリンジと軸方向に整列させられるか、または
実質的に「一列になっている」構成を含む。そのような構成は、多くの場合、より人間工
学的であることを明示し、例えば、使用中にユーザがディスプレイおよび標的領域の両方
を能動的に視認することを可能にし、それにより、遠隔ディスプレイの視認と関連付けら
れるユーザ移動を低減し、不要なプローブ移動、あるいは不慮のプローブ位置付けまたは
誤留置による患者への結果として生じる損傷を制限することによって、向上した機能性を
有利に提供することができる。加えて、軸方向に整列した構成は、ある場合において、ユ
ーザがディスプレイを読み取りながら片手で手技をより容易に行うことを可能にすること
によって、デバイスの機能性および有用性を増加させることができる。
【０１１３】
　デバイスの実施形態は随意で、例えば、以下でさらに説明されるように、ガイドワイヤ
を導入するための一体化されたポートを含むことができる。そのような実施形態では、ポ
ートは、例えば、自己密閉式ポートを提供するように、ポートの中にガイドワイヤを伴っ
て、または伴わずに、圧力変換を可能にするシールを含むことができる。そのような一体
化されたガイドワイヤポート設計は、構成要素の交換および／または不要なプローブ移動
を最小限化または排除し、それにより、プローブ誤留置によるエラーまたは患者損傷の発
生をさらに最小限化しながら、ユーザが標的場所または管腔にガイドワイヤを導入するこ
とを有利に可能にすることができる。
【０１１４】
　デバイスは、シリンジポートをプローブポートに流体連結する、チャネル（例えば、体
液または血液チャネル）を含むことができる。一体化ガイドワイヤポートの実施形態では
、ガイドワイヤポートを血液チャネルに流体連結することができる。筐体またはその一部
、および血液チャネルは随意で、体液がデバイス筐体の中へ引き込まれる際に、体液を可
視化することができるように、半透明材料設計を含み得る。ある適応では、手術中にユー
ザが体液（例えば、血管アクセスおよび腰椎穿刺手技中の血液またはＣＳＦ）のフラッシ
ュを見ることが望ましいことがある。
【０１１５】
　図１０Ａおよび１０Ｂは、本発明の実施形態による、検出デバイスアセンブリを図示す
る。アセンブリ１２００は、遠位でプローブ１２０４に、近位でシリンジ１２０６に連結
される、検出デバイス１２０２を含む。デバイス１２０２は、プローブ１２０４に着脱可
能に連結されるポート１２１０を伴う遠位部分、およびシリンジ１２０６に着脱可能に連
結されるポート１２１２を伴う近位部分を有する、筐体１２０８を含む。感知ユニット、
処理ユニット、出力ユニット等の上記で説明されるものを含む、付加的な構成要素（図示
せず）を、筐体１２０８によってさらに携持することができる。デバイスの筐体は、単一
部品または多重部品アセンブリを含むことができる。デバイス１２０２は、加えて、圧力
値等の判定された生物学的パラメータを報告または視覚的に表示するためのディスプレイ
１２１４を含む。デバイス１２０２はさらに、筐体１２０８と一体化した、または筐体に
よって携持される、ガイドワイヤポート１２１６を含む。
【０１１６】
　アセンブリの長軸１２１８は、デバイス１２０８と連結されたプローブ１２０４および
シリンジ１２０６を含む、構成要素の軸方向整列またはインラインアセンブリを図示する
ように示されている。構成要素は、長軸に対する特定の位置付けに限定される必要はない
。しかし、軸方向整列またはインラインアセンブリは概して、長軸基準に対する、ある構
成要素の規則正しい配置を指す。図１０Ｂに図示された実施形態では（加えて、本明細書
でさらに説明される、ある実施形態では）、アセンブリは、実質的に連結されたプローブ
１２０４とシリンジ１２０６との間に配置されるデバイス１２０８を伴う、インライン配
置を含む。デバイス１２０２を参照して、ある構成要素（例えば、感知ユニット、処理ユ
ニット、出力ユニット、ディスプレイ等）は、実質的にポート１２１０とポート１２１２
との間に配置されるよう、筐体１２０８によって携持することができる。ディスプレイ１
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２１４は、ディスプレイ１２１４またはその表面（例えば、外面）が、アセンブリ１２０
０の長軸１２１８に対してある角度をなすように、筐体１２０８によって携持することが
できる。例えば、ディスプレイは、図１０Ａおよび１０Ｂで図示されるように、直接的に
角度を成すことができる。ディスプレイのそのような構成は、デバイスに略近位の場所か
らディスプレイを視認するユーザが、手術中にディスプレイをより容易に視認することを
可能にするよう選択され得る。
【０１１７】
　使用中、ユーザは、デバイス１２０２および／またはシリンジ１２０６の周囲でアセン
ブリを把持または保持しながら、アセンブリの位置付けを操作または制御することができ
る。プローブ１２０４の遠位部分は、患者の組織または身体に挿入することができる。位
置付けとともに、プローブ１２０４が位置付けられる環境の物理的パラメータ（例えば、
圧力）が、検出または判定され、パラメータ値または情報が、ディスプレイ１２１４上で
の可視化のために出力される。デバイスおよびアセンブリ動作は、本明細書の他の場所で
さらに説明される。
【０１１８】
　図１１は、本発明の別の実施形態による、プローブ区分または先端の場所を示すための
装置（例えば、図１０Ａおよび１０Ｂにあるような）の略図である。アセンブリ１３００
は、デバイスの遠位部分に取り外し可能に連結されるプローブ１３０４、およびデバイス
の近位部分に取り外し可能に連結されるシリンジ１３０６を伴う、デバイス１３０２を含
む。プローブ１３０４は、遠位オスルアー継手を含む筐体１３１２によって携持されるポ
ート１３０８の周囲でデバイスに連結され、シリンジ１３０６は、近位メスルアー継手を
含むポート１３１０の周囲でデバイスに連結される。ポート１３１０およびポート１３０
８は、チャネル１３１４の周囲で流体連結される。チャネル１３１４および／または筐体
１３１２は、チャネル１３１４内の流体の可視化を可能にするよう、デバイスの外部へ少
なくとも部分的に透明または半透明であり得る。デバイス１３０２はさらに、ガイドワイ
ヤポートチャネル１３１８の周囲でチャネル１３１４に流体連結される、ガイドワイヤポ
ート１３１６を含む。ガイドワイヤポート１３１６は、自己密閉式アセンブリを提供する
よう、シールカップ１３２０およびシール１３２２と組み立てられる。デバイスはさらに
、プローブ１３０４が位置付けられる環境のパラメータ（例えば、圧力）の検出を可能に
するよう、チャネル１３１４と動作連通しているセンサ１３２４（例えば、圧力センサ）
を含む。デバイス１３０２はさらに、プリント回路基板、プロセッサ、および同等物、な
らびに電源１３３０を含む、電子機器および信号処理構成要素１３２６（例えば、上記で
説明されるものと同様である）を含む。ディスプレイ１３２８は、筐体１３１２によって
携持され、アセンブリの長軸に対して近位方向に角度を成す。
【０１１９】
　上記で説明されるように、本発明のデバイスは随意で、付加的な構成要素交換ステップ
および／または望ましくないプローブ移動を制限しながら、ユーザが標的場所または管腔
にガイドワイヤを導入することを有利に可能にし得る、ガイドワイヤを導入するための一
体化ポートを含むことができる。ガイドワイヤ留置手技のそのような単純化は、図１２か
ら１４を参照して図示されるように、プローブ誤留置によるエラーまたは患者損傷の発生
を最小限化するのに役立つことができる。図１２Ａから１２Ｄは、超音波誘導下のプロー
ブ先端場所の検出を図示し、図１２Ｃおよび１２Ｄは、組織内に位置付けられたプローブ
の望ましくない移動および患者への潜在的損傷を引き起こす場合がある、構成要素交換ス
テップを図示する。図１３Ａから１３Ｆは、圧力変換（例えば、カラムマノメトリ）誘導
下のプローブ先端場所の指示を図示する。超音波誘導技法と同様に、圧力変換誘導は、プ
ローブの望ましくない移動および患者への潜在的損傷を引き起こし得る、構成要素の交換
（図１３Ｅおよび１３Ｆ）を含む。
【０１２０】
　一体化ガイドワイヤ装置を伴うデバイスを使用した、本発明の方法によるガイドワイヤ
留置が、図１４Ａから１４Ｃを参照して図示される。示されるように、そのような方法は
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、組織にプローブ（例えば、針）を挿入すること（図１４Ａ）、および関心のパラメータ
の測定（図１４Ｂ）を得ることを含むことができる。測定後、デバイスのポートおよびプ
ローブを通して、患者の標的身体管腔の中へガイドワイヤを挿入すること（図１４Ｃ）に
よって、ガイドワイヤ留置を達成することができる。ガイドワイヤ留置は、アセンブリ構
成要素の除去および／または交換を制限または排除しながら達成することができる。
【０１２１】
　さらに別の実施形態では、本発明のデバイスは、ポートを欠く閉鎖近位部分等の「閉鎖
」部分を含むことができる。図１５は、プローブ１４０４と検出デバイス１４０２を含む
、アセンブリ１４００を図示する。デバイス１４０２は、遠位部分および近位部分を含む
、筐体１４０６を含む。筐体の遠位部分は、プローブ１４０４に連結可能なポート１４０
８を含む。デバイス１４０２の近位部分は、ポートまたは開口部が欠けているという意味
で閉じられている。感知ユニット、処理ユニット、出力ユニット等の上記で説明されるも
のを含む、付加的な構成要素（図示せず）を、筐体によってさらに携持することができ、
デバイスの筐体は、単一部品または多重部品アセンブリを含む。アセンブリ１４００は、
上記と同様である、連結されたプローブ１４０４およびデバイス１４０２に対する「イン
ライン」構成を含む。デバイス１４０２はさらに、筐体１４０６によって携持されるディ
スプレイ１４１０を含む。ディスプレイ１４１０は、患者の組織の中にプローブ１４０４
の遠位部分を位置付けること等のアセンブリ１４００の操作中に、より最適なユーザによ
る視認を可能にするよう、筐体１４０６の上に配置され、近位方向に角度を成し得る。
【０１２２】
　さらに別の実施形態では、本発明のデバイスは随意で、生理的パラメータ検出／監視以
外の要因により変調し得る、内部デバイス圧力を緩衝または緩和するための内蔵システム
を含むことができる。そのような圧力変調は、例えば、デバイス取扱または位置付け中に
発生し、それらのデバイスへの登録は、標的環境の最適な検出または監視を妨げ得る。そ
のようなものとして、場合によっては、本発明のデバイスは、デバイス取扱または位置付
けにより発生する場合がある、圧力変化に適応し、組織または標的環境内の圧力のより正
確または最適な検出を可能にするように設計されている、圧力緩和または緩衝システムを
含み得る。
【０１２３】
　圧力緩和／緩衝システムは、種々の異なる設計または構成に対して選択され得る。一実
施例では、システムは、例えば、構成要素の圧縮および／またはデバイスの取扱から蓄積
された圧力の漏出を可能にする、１つ以上の内蔵逃し弁を含み得る。別の代表例として、
圧力緩和／緩衝システムは、再較正または再ゼロ化システムを含み得る。例えば、圧力蓄
積は、デバイスを最初に握ること、または患者の組織の中への挿入等のデバイスの位置付
けの初期段階中に予期され得る。デバイスが再較正／再ゼロ化システムを含む場合、最初
の位置付け後に、次いで、例えば、患者の組織内の圧力の変化が、より明白であるか、ま
たはより最適に検出／観察されるように、圧力示度を基準にリセットすることによって、
デバイスが再較正され得る。
【０１２４】
　別の実施形態では、デバイスの圧力緩和／緩衝システムは、組織／標的圧力監視以外の
要因から圧力変化をもたらす、流体チャネル１５１４内のわずかな容量変動に適応する一
種の緩衝器またはコンデンサとして機能するように、デバイスの中に配置される貯留部を
含むことができる。デバイスの圧力管１５１２と流体チャネル１５１４との間に配置され
る貯留部１５１０を含む、デバイス１５００の圧力緩衝／緩和システムが、図１６Ａおよ
び１６Ｂを参照して図示されている。デバイスは、患者の組織に挿入される針に接続する
遠位または前方部分１５１６を有する、流体チャネル１５１４を含む。デバイスの後方ま
たは近位部分１５１８は、デバイスの使用中にユーザの親指によって接触されるか、また
は覆われ得る、開口部を含む。圧力管１５１２は、デバイスの圧力センサ（図示せず）に
連結する。流体チャネル１５１４が両端上で閉塞される場合、流体チャネルの中に閉じ込
められた空気は、近位部分１５１８の開口部とユーザ（例えば、ユーザの手／指）との間
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の接触等による、デバイス取扱により圧縮され得、そのような空気の圧縮は、デバイス内
の圧力の増加を潜在的に引き起こす。圧力緩衝／緩和システムは、そのような圧力変化の
適応を可能にし、標的組織内の圧力の監視／検出への干渉を最小限化する。貯留部１５１
０は、そのような軽微な空気変位による、圧力変動登録を最小限化する拡張空気容量を提
供する。
【０１２５】
　図示した実施形態（図１６Ａおよび１６Ｂ）では、例えば、小さい穴または通路１５２
０が流体チャネル１５１４から出て、空気貯留部１５１０に進入する。貯留部１５１０は
、約数ｃｃから１２ｃｃ以上の容積を有することができる。圧力の変化が容積の相対的変
化に比例する（ΔＰ＝ΔＶ／Ｖ）ため、追加貯留部１５１０は、Ｖを増加させ、後に、空
気の所与の圧縮によって引き起こされる圧力上昇を低減する。デバイスの遠位または組織
端１５１６に進入する流体は、貯留部１５１０を充填することなく、組織端から流体チャ
ネル１５１４を通って近位部分１５１８の外へ通過する。貯留部の容積は、異なる容積の
貯留部を使用して、デバイス取扱活動による登録圧力変化について収集されたデータを示
す、図１６Ｃを参照して図示されるように、容積の変化を伴う圧力変化の規模（１／Ｖ関
係）に比例する。
【０１２６】
　デバイスは、流体（例えば、血液または脳脊髄液）がデバイスの空気貯留部内に閉じ込
められないが、むしろ分析のために収集するようデバイスの後部から出て行くように設計
され得る。例えば、腰椎穿刺法では、ＣＳＦ腔の中への針の進入を確認するために、デバ
イスの後部でのＣＳＦの出現を使用することができる。さらに、そのようなデバイス設計
はまた、迅速に流体がデバイスの後部に出現することを促進させ得、デバイス内のチャン
バがＣＳＦで充填された場合、これは、デバイスの後部でのＣＳＦの出現を遅延し、貴重
なＣＳＦを無駄にする。
【０１２７】
　上記で説明されるものを含む、空気貯留部システムの代わりに、またはそれと併せて、
他の緩和／緩衝システムが使用され得る。例えば、デバイスは、デバイスの近位端とのユ
ーザ接触によって圧縮することができる空気の量を制限するよう、サイズが縮小された穴
を伴うデバイスの端にキャップを含むことができる。さらに、デバイス取扱または初期位
置付け中に急速な空気圧縮によって引き起こされる場合がある、圧力の急上昇を最小限化
する、ソフトウェアアルゴリズムを利用することができる。代替として、流体がデバイス
から出ていくことを可能にするが、ユーザによる近位端接触によるデバイスの本体内の空
気圧縮は可能にしない、近位端における一方向弁が含まれ得る。
【０１２８】
　本発明のデバイスは、種々の異なる動作モードのうちの１つ以上での動作のために構成
することができる。一実施形態では、デバイスは、組織遷移検出モード（「遷移検出モー
ド」）で動作可能である。例えば、デバイスは、ブラインド針挿入中にプローブ（例えば
、針）の遠位先端場所を検出するように構成することができる。そのような動作中、２つ
の部位が異なる圧力を有するならば、針が１つの部位から別の部位へ（例えば、軟組織か
ら血管へ、静脈から動脈へ、靱帯から硬膜外腔へ、靱帯からＣＳＦ腔へ）遷移する時に圧
力が変化する。針の先端における圧力変化は、デバイス筐体の中にすでに存在している空
気（または真空）を通して変換され、したがって、デバイス筐体の中への体液の到着前に
、絶対圧力測定値が入手可能であることが観察されている。デバイスディスプレイは、組
織遷移を示すために使用することができ、デバイスは、ディスプレイが適切な速度で更新
するように構成される。ディスプレイが一定の速度で（例えば、４Ｈｚで）更新する場合
、またはディスプレイが平均圧力を表示している場合、いくつかの適応では、急速な圧力
変化がユーザによって容易に識別されない場合がある。むしろ、可変表示速度が、視覚的
に「目立つ」突然の非循環的表示変化を導入することによって、圧力変化をより明白にす
る。例えば、プローブが軟組織の中にある場合（例えば、約０ｍｍＨｇの圧力）、ディス
プレイは１Ｈｚで更新することができる。血管の中への進入時の表示測定値のほぼ瞬間の
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（例えば、５ｍｓ以内）変化（例えば、０ｍｍＨｇから２５ｍｍＨｇ）は、組織境界を横
断したという視覚的合図をユーザに提供することができる。デバイスは、一時的な１組の
圧力測定値が与えられた場合に表示を更新すべき時を判定するように開発されたアルゴリ
ズムを利用する。概して、針先端が静的環境内（例えば、動脈内）にある時に、ディスプ
レイは、所与の期間にわたって圧力測定値の移動平均を使用して、平均圧力を提供する。
しかしながら、針が血管から除去された場合、ディスプレイは即座に瞬間測定値に戻る。
【０１２９】
　別の実施形態では、デバイスはさらに、例えば、腰椎穿刺手技で使用するためのスタイ
レットを含むことができる。スタイレットは、腰椎穿刺および硬膜外針挿入中に使用され
得る、針の挿入または除去中に針の中への組織の進入を防止するように、針に挿入された
固体金属コアを含む。本発明のデバイスは、既存のスタイレットと同じ機能を果たすよう
に、デバイス筐体の近位端を通り、血液チャネルを通り、次いで、針を通って挿入するカ
スタムスタイレットを装備し得る。
【０１３０】
　別の実施形態では、デバイスは、固定位置での連続監視（「連続監視」または「固定位
置」モード）のために構成することができる。連続監視中、異なる値の圧力、特に、ある
期間にわたる平均圧力、または所与の期間にわたる最大および最小値（すなわち、収縮期
および拡張期圧）が、ユーザにとって有用である。さらなる実施形態は、異なる動作モー
ドの組み合わせを含み得る。例えば、ある適応（例えば、血管アクセス、腰椎穿刺、硬膜
外カテーテル挿入）では、ブラインド針挿入および連続監視といった、これら２つのモー
ドを切り替える（例えば、プログラムされた、または自動切替）ことが望ましいことがあ
る。
【０１３１】
　本発明の構造は、種々の異なる方法または適応に、またはそれらと併せて使用するため
に構成することができる。本発明のデバイスが含むように構成されることができる、また
は本発明のデバイスが併せて使用されることができる、例示的な適応は、限定するもので
はないが、血管または身体管腔アクセス、カテーテル留置（例えば、中心静脈カテーテル
挿入）、酸素飽和／血液圧力（ＢＰ）監視、腰椎穿刺、硬膜外腔検出および／または針／
カテーテル留置、胸腔穿刺（圧力監視）、抹消神経ブロック手技、疾患に関係する血管性
質の評価（例えば、足関節上腕血圧比および狭窄病変の中または周囲の血圧の測定）、無
線圧力モニタ、および区画圧力検出／監視等の適応／手技である。いくつかの例示的な適
応および対応する実施形態が以下でさらに説明される。
【０１３２】
　血管アクセス：この実施形態では、デバイスは、いつ、どのような種類の血管が針によ
って進入されたかを識別し、いったん針が血管に進入すると、血管の圧力パラメータ（例
えば、平均圧力、脈圧の規模）を報告するように機能する。挿入中に、ディスプレイおよ
び関連構成要素（例えば、処理ユニット、命令、アルゴリズム）は、ディスプレイ更新速
度および表示される測定の種類（例えば、平均圧力対瞬間圧力）を変更することによって
、ユーザにとって容易に識別可能に組織境界において変化するように最適化される（例え
ば、上記の遷移検出モードを参照）。デバイスは、いったん血管の中に入ると、ディスプ
レイがより遅い更新速度に変化し、平均圧力を表示するようにプログラムまたは構成する
ことができる（例えば、上記の連続／固定位置モードを参照）。しかしながら、圧力が監
視され、圧力を急速に（例えば、２００Ｈｚ）検出し、例えば、針が血管から抜去された
か、または移転された場合に瞬時に変化するディスプレイを用いて、出力を介して報告す
ることができる。一体化ガイドワイヤポートを含むデバイスの実施形態では、ポートは、
圧力を連続的に監視しながらガイドワイヤが血管に挿入されることを可能にする（ポート
は、ガイドワイヤの触覚を保つように低摩擦シールを有するが、ポートは、正確な圧力監
視を可能にするようにガイドワイヤの周囲を密閉する）。
【０１３３】
　したがって、本発明のデバイスの使用は、患者の身体または組織にデバイス連結プロー
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ブの遠位部分を挿入することと、プローブが位置付けられる組織または環境の圧力値を、
デバイスを用いて検出することとを含むことができる。デバイスによって検出および／ま
たは出力される圧力値または測定値に基づき、ユーザは、検出された圧力測定値に基づい
てデバイスの位置付けを維持するか、またはデバイスの位置付けを改変することを選択し
得る。ユーザはさらに、検出された圧力に応じて、患者の標的部位（例えば、静脈）にガ
イドワイヤおよび／またはカテーテルを導入することを選択し得る。本発明の血管アクセ
ス構造および方法のさらなる論議については、参照することによって本明細書に組み込ま
れる、共有に係る米国特許出願第＿＿＿＿＿＿（代理人整理番号２８２６７－０００４０
０）も参照されたい。
【０１３４】
　酸素飽和／ＥＥＧ／ＥＫＧ／ＢＰ監視：デバイスは、動脈留置カテーテルとともに、ま
たは動脈の直接針穿刺とともに患者で使用することができる。一実施形態では、デバイス
の遠位ポートがカテーテルまたは針に接続する。近位端は密閉される（例えば、シリンジ
またはガイドワイヤポート等の付加的なポートを含まない）。デバイスは随意で、標準パ
ルス酸素濃度計プローブ（例えば、酸素飽和を判定するための１つ以上のＬＥＤを含む指
先プローブ）に付着する電気コネクタを含む。デバイスは、電力を酸素濃度計プローブに
提供し、また、ＬＥＤから（電気）信号を受信し、血液の酸素飽和を判定するための処理
命令またはアルゴリズムを使用する。随意で、デバイスは、標準ＥＥＧおよび／またはＥ
ＫＧリード線に付着する電気コネクタを含む。デバイスは、ＥＥＧおよび／またはＥＫＧ
リード線からの電気信号を受信し、解釈する。デバイスは、単一パラメータまたは複数の
異なるパラメータを受信または監視することができる。例えば、血中酸素飽和、ＥＥＧ、
ＥＫＧ、および／または種々の血圧／脈拍測定（例えば、平均圧力、脈拍数、収縮期圧、
および／または拡張期圧力）が、一体化ディスプレイ上に表示される。デバイスは、信号
を遠隔デバイスまたは監視ディスプレイに伝送することができる。
【０１３５】
　腰椎穿刺（アクセスおよびＣＳＦ測定値）：本発明はさらに、腰椎穿刺手技を行うため
の方法および構造を含む。現在、医師は、腰椎穿刺中に圧力を測定するためにガラスまた
はプラスチックカラムナノメータを使用している。該技法は扱いにくく、針の抜去という
危険があり、時間がかかり、その結果として、多くの医師が腰椎穿刺中に圧力を測定しな
い。本発明の実施形態によるデバイスは、ＣＳＦ腔の中への進入を識別すること、および
いったんＣＳＦの内側に入ると連続圧力測定を提供することとの、この用途での２つの機
能を果たすように構成することができる。腰椎穿刺用途のための処理命令および／または
アルゴリズムは、手技の初期中に、ディスプレイが上記で説明される遷移検出モードであ
り、つまり、ディスプレイが靱帯からＣＳＦ腔の中への針先端の遷移を検出するために最
適化されるという点で、血管アクセス用途と同様であり得る。圧力が印加されない場合、
針が靱帯からＣＳＦ腔の中へ遷移すると、圧力は、低い（０ｍｍＨｇ）圧力測定値から陽
圧測定値（例えば、１０ｍｍＨｇ）へと遷移する。針が靱帯の中にある時に陽圧が印加さ
れた（針先端が靱帯の中にある時に流体および／空気が針先端から出て行くことを妨げら
れる）場合、圧力は、ＣＳＦ腔の中へ進入すると、高い（例えば、５０ｍｍＨｇ）値から
低い正の値（例えば、１０ｍｍＨｇ）へと移る。いったん針がＣＳＦ腔に進入すると、デ
ィスプレイは平均ＣＳＦ圧力（「開口圧力」）を提供し、ＣＳＦサンプルが採取された後
に「閉鎖圧力」を提供する。ディスプレイのグラフィック部分は、ＣＳＦの脈動を明示す
る。デバイスは、瞬間圧力を監視し、ユーザに針の抜去を警告する。頭蓋内圧を減少させ
るようにＣＳＦが採取される手技中に、デバイスは、リアルタイムでＣＳＦを監視する能
力を提供する（現在、ユーザは、ガラス管マノメータを使用する必要があり、これは時間
がかかる）。参照することによって本明細書に組み込まれる、共有に係る米国特許出願第
＿＿＿＿（代理人整理番号２８２６７－０００５００）も参照されたい。
【０１３６】
　デバイスはさらに、小児腰椎穿刺のために最適化され得る。そのような実施形態では、
デバイスは、ユーザによって支持されない場合に脊髄針を抜去しないように、（例えば、
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フレキシブル回路およびディスプレイ等を使用することによって）サイズおよび重量が修
正（例えば、低減）される。
【０１３７】
　硬膜外腔検出：本発明はさらに、例えば、カテーテル留置および薬物送達等の硬膜外ア
クセス手技中の、硬膜外腔の検出のための構造および関連方法を提供する。一実施形態で
は、デバイスは、重度の頭痛を引き起こすＣＳＦの中への針の進入、および麻酔の失敗を
もたらす、筋肉または他の組織を硬膜外腔と間違えること（硬膜外カテーテルが硬膜外腔
の代わりに誤って筋肉に挿入される）といった、２つの一般的な誤りをさらに防止するた
めに使用することができる。硬膜外手技中に、針は、皮膚および脂肪、靱帯を通過し、最
終的に硬膜外腔に進入する。針は、正中線に挿入されなければ筋肉に進入することができ
、または針は、あまりに深く挿入された場合にＣＳＦ腔に進入し得る。現在、硬膜外腔の
中への進入を識別し、針がＣＳＦ腔の中へ進み続けることを防止するために、「抵抗の損
失」が使用されている。代わりに、硬膜外腔を識別するために圧力を使用することができ
る（加圧流体が使用される場合は圧力の損失、または加圧流体または空気柱が使用される
ことなく針が前進させられる場合はゼロ圧力から陽圧への変化）。筋肉は、陽圧の硬膜外
波形の有無によって硬膜外腔と区別することができる。
【０１３８】
　したがって、本発明のデバイスは、硬膜外腔の検出に利用することができる。一実施形
態では、ユーザ（例えば、医師）が、背部の頑丈な靱帯に硬膜外針（例えば、針およびス
タイレット）を挿入する。検出デバイスは、針に連結され、デバイスの後ろに接続された
シリンジを使用して、例えば、空気または生理食塩水によってわずかに加圧される（例え
ば、１００ｍｍＨｇ）。次いで、針は、硬膜外腔に進入するまで靱帯を通して前進させら
れる。針が硬膜外腔に進入するにつれて、空気または生理食塩水は針の端から出て行くこ
とができ、圧力は急速に降下し、硬膜外の中への進入を信号伝達する。圧力降下は、デバ
イスによって検出し、ユーザへの通知のためにデバイスディスプレイに出力することがで
きる。圧力降下に加えて、次いで、針が実際に硬膜外腔内にある場合に、波形がデバイス
に対して検出可能となり、デバイス（例えば、デバイスディスプレイ）を介して、波形の
検出をユーザに出力することができる。一実施形態では、例えば、リアルタイムで、圧力
波形をユーザによって可視化することができるように、圧力データ（例えば、圧力対時間
）をデバイスディスプレイに出力することができる。別の実施形態では、デバイスは、硬
膜外波形としての圧力信号／データを識別するよう圧力データを処理するために、コンピ
ュータ可読媒体上に記憶されたプログラミングまたは命令を含むことができる。
【０１３９】
　針が筋肉（例えば、靱帯の横の針挿入点）に進入した場合、誤った抵抗の損失（および
圧力の降下）が発生する場合があるが、特徴的な圧力波形は存在しない。したがって、圧
力波形検出がない場合の抵抗の損失が、硬膜外腔を筋肉等の他の組織と区別する。ユーザ
が偶発的に針を過度に深く挿入し、ＣＳＦ腔に進入し得ることが起こり得る。ＣＳＦ腔も
圧力波形を示す。硬膜外腔をＣＳＦ腔または静脈と区別するために、ユーザは、それぞれ
、ＣＳＦ腔または静脈の中への針の進入を示す、ＣＳＦ液または血液の帰還を求めてわず
かに吸引することができる。流体の不在は、針がおそらく硬膜外腔の中にあることを示す
。したがって、例えば、帰還ＣＳＦ液または血液の識別のために流体を吸引することによ
って、抵抗の損失および波形圧力の検出の場合でさえも、硬膜外腔を他の組織と（例えば
、ＣＳＦ腔または静脈と）区別することができる。腰椎穿刺および硬膜外腔検出のさらな
る論議については、参照することによって本明細書に組み込まれる共同所有された米国特
許出願第＿＿＿＿（代理人整理番号０２８２６７－０００５００）も参照されたい。
【０１４０】
　胸腔穿刺（圧力監視）：胸腔穿刺は、滞留した流体を排出するために、大型の針が肺の
外側の胸膜腔に挿入される手技である。医師は、手技を行うときにジレンマに直面し、少
なすぎる流体除去が症状を緩和しない一方で、多すぎる流体除去は、再膨張性の肺水腫と
して知られている致命的な症状をもたらし得る。肺水腫を発現する危険性のため、ほとん
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どの医師は、所与の手技中にわずか１～１．５リットルの流体を除去する。しかしながら
、この実践はしばしば、不良な症状緩和につながり、気分が良くなるために多くの患者が
複数の手技を必要とする。本発明の別の実施形態では、デバイスは、除去された流体の量
よりもむしろ圧力を測定することを含みつつ、手技を監視するように構成および利用する
ことができる。手技を止めるときを決定するために（例えば、文献で報告されているもの
から選択される）標的圧力（－２０ｃｍＨ２０）を使用して、少なすぎるか、または多す
ぎる流体採取に関係する合併症を予防しながら、最適な量の流体が除去される。圧力の測
定を支援する過去２０年間に収集された確かな臨床的証拠があるにもかかわらず、正しい
ツールが単に存在しないために、採用が限定されている。現在のデバイスは、医師が胸腔
穿刺中に流圧を正確かつ連続的に監視することを可能にする。デバイスは、圧力が何らか
の臨界値（例えば、－３０ｃｍＨ２０であって、これは多すぎる流体が除去され、患者に
再膨張性の肺水腫の危険性があることを示す）を超える場合に随意でアラート（視覚また
は聴覚）を含有することができる。この値は、事前にプログラムされるか、またはユーザ
によって選択可能であってもよい。
【０１４１】
　区画圧力監視（腹部または四肢）：筋区画症候群は、閉鎖身体空間（前腕、脚、または
腹部のような）内の圧力が、血流が低下する点まで上昇するときに引き起こされる内科的
救急疾患である。未治療のまま放置された場合、筋区画症候群は、四肢の切断、多臓器不
全、または死亡にさえもつながり得る。筋区画症候群の診断は、区画に針を挿入し、圧力
を測定することによって行われる。しかしながら、診断はしばしば見逃されるか、または
遅延し、初期損傷の３時間後直ぐに不可逆的筋肉損傷が始まる。見逃された診断の一般的
に挙げられる理由は、圧力を測定できなかったことである。近年の調査は、参加部門の半
分に区画圧力を測定することが可能なツールがなかったことを記述している。現在のデバ
イスは高価で、使い捨てではなく、その結果として、全ての医師に利用可能とは限らない
。現在のデバイスは、区画圧力を測定するために使用することができる一体ディスプレイ
付きの滅菌、使い捨て、軽量、安価、小型、内蔵型圧力センサを提供する。
【０１４２】
　抹消神経ブロック：本発明のデバイスはさらに、患者の抹消神経ブロックの投与におい
て利用することができる。局所神経封鎖または抹消神経ブロックとは、疼痛の一時的な制
御のための神経またはその付近での麻酔薬の注入を指す。ブロックの有効性を最大化する
ために、（麻酔薬を含有するシリンジに取り付けられた針を使用して）可能な限り神経の
近くに麻酔薬が注入される。理想的には、注入は、神経束を包囲する神経上膜の下の軟組
織の中となる。しかしながら、麻酔薬が神経束の中へ直接注入される場合、神経が損傷さ
れ、永久的な神経障害につながり得る。鋭い痛みが、切迫した神経内（神経束内）注入の
１つの兆候である。しかしながら、これは、常にこの損傷を回避するための確実な方法と
は限らない。神経束の中への注入および神経の損傷を回避するための別の方法は、注入圧
力を測定することである。動物実験は、神経周囲注入（所望の場所である、神経束の周囲
での注入）中の圧力が５ｐｓｉ未満であることを示唆している。
【０１４３】
　臨床診療では、麻酔医は、典型的には、針の神経内留置から生じ得るような、注入に対
する異常に高い抵抗であり得るものを計測するために、触覚に依存する。しかしながら、
麻酔医は、神経ブロック中に適切な圧力および注入速度を知覚する能力が大きく異なる。
【０１４４】
　本発明の検出デバイスの使用を含む、抹消神経ブロック中の注入圧力の定量的測定は、
触覚アプローチよりも優れているはずである。注入圧力は、麻酔薬が偶発的にも神経（神
経束）の中に注入されないことを確実にするために、５ｐｓｉ等の閾値をおよそ超えるべ
きではない。注入中に圧力が閾値を超え始めた場合、手技が一時中断され、針が移転され
る。
【０１４５】
　抹消神経ブロック中に本発明のデバイスを利用する際に、針と麻酔薬を含有するシリン
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ジとの間にデバイスを挿入することができる（すなわち、針がデバイス筐体の遠位ポート
に取り付けられ、シリンジがデバイス筐体の近位ポートに取り付けられる）。針は、神経
を含有する組織に挿入される。提供者は、注入を開始し、圧力を監視するために検出デバ
イスを使用することができる。麻酔薬の自由流れを伴わずに、圧力が閾値（例えば、約５
ｐｓｉ）を上回るまで上昇した場合、提供者は、針が神経束に挿入されたと決定し、手技
を止めることができる。次いで、閾値未満の圧力において麻酔薬を注入することができる
まで、針をわずかに移転させることができる。インラインディスプレイは、フィードバッ
クを提供して、提供者が最適な注入部位の場所をより良く特定することに役立つように都
合よく設置される。定量的な圧力データは、触覚または機械的圧力目盛り、または色表示
よりもむしろ、精密かつ正確な指示を提供し、医療の提供において精密および確実性の増
加を可能にする。抹消神経ブロックのために構成されるデバイスは、随意で、偶発的な高
圧注入を回避するための圧力逃し弁を含んでもよい。
【０１４６】
　疾患に関係する血管性質の評価：本発明のデバイスは、疾患に関係する血管性質の検出
または監視のために構成および／または利用されることができる（例えば、抹消動脈疾患
における足関節上腕血圧の測定、あるいは透析グラフトまたは瘻孔の中または付近の血圧
の測定）。抹消動脈疾患は、腕または脚の大動脈の閉塞によって引き起こされる。病歴ま
たは身体検査に加えて、抹消動脈疾患の臨床診断およびその定量化の確認のために、足関
節上腕血圧比（ＡＢＰＩ）の非侵襲的検査（すなわち、血圧カフ監視）が現在使用されて
いる。ＡＢＰＩは、中心大動脈圧（腕の血圧を測定することによって概算される）に対す
る、脚に供給する動脈内の血圧の尺度である。ＡＢＰＩは、足首で測定される収縮期血圧
を、腕で測定される収縮期血圧で割ることによって計算される。
【０１４７】
　中心血圧に対する足首の動脈内の血圧の低下が、大動脈と足首との間のどこかの血管内
の狭窄を示唆するので、ＡＢＰＩは、抹消動脈疾患について患者を評価するために使用さ
れる。情報源は、ＡＢＰＩの正常範囲を０．９１～１．３であるものとして提示し、０．
７～０．９の範囲内の軽度の疾患、０．４１～０．６９の比率の中程度の虚血性疾患を提
示し、０．４以下の比率が重度の疾患において提示されており、危機的な虚血を臨床的に
提示する。
【０１４８】
　重度の動脈石灰化の高い危険性がある患者群等のある患者群においては、非侵襲的技法
（すなわち、血圧カフ）を使用したＡＢＰＩ検出は、非実用的かつ診断不可能となる。例
えば、高齢、糖尿病、および腎臓病患者では、抹消動脈の石灰化が動脈を非圧縮性にし得
るので、閉塞性カフを用いた収縮期圧の測定に依存するＡＢＰＩ試験は、動脈壁の硬化の
二次的な人工的に上昇した閉塞圧力により、診断不可能または不正確になる。文献中の１
つの概算は、糖尿病患者の５％～１０％で閉塞性足関節血圧を測定できなかったことを報
告している。したがって、例えば、長期にわたる糖尿病、腎不全、または抹消血管症状を
示す患者といった患者群について、有意な動脈疾患の存在を評価するために現在の非侵襲
的ＡＢＰＩの臨床的代替案の必要性がある。
【０１４９】
　本発明の検出デバイスは、小型の（例えば、３０ゲージの）針を使用した動脈の直接穿
刺によって、足首の動脈圧力を侵襲的に測定するために使用することができる。このシナ
リオでは、デバイスは、針の端に取り付けられ、次いで、針は、血圧を測定するように関
心の血管に挿入される。針は、解剖学的目印を使用して、または超音波を用いて、適切な
動脈（例えば、前または後脛骨動脈）の中へ誘導することができる。ＡＢＰＩを計算する
ために動脈内の収縮期および拡張期圧を得て、腕で採取された血圧測定値と比較すること
ができ、それらは抹消動脈疾患を示し得、またはその診断であり得る。
【０１５０】
　抹消動脈疾患に加えて、狭窄性病変の別の一般的な部位は、透析のために作成されたグ
ラフトおよび瘻孔である。本発明の検出デバイスは、開通性を評価し、より高価な検査（
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例えば、血管造影法）または手技（例えば、血管形成術）が正当であるかどうかを決定す
るために、これらのグラフトまたは瘻孔内の圧力（血管アクセス圧力比）を侵襲的に測定
するように使用することができる。
【０１５１】
　無線監視：一実施形態では、本発明のデバイスは、デバイスから遠位に設置される１つ
以上のグラフィックディスプレイに無線で連結することができ、それにより、デバイスを
用いた信号検出の無線監視を可能にする。実施例として、中心静脈カテーテルの留置中に
針を誘導するために、携帯用超音波がしばしば使用される。典型的な中心線手順中に、医
師は、針／検出デバイスアセンブリと超音波画面との両方に注意を払っている場合がある
。検出デバイスは、局所ディスプレイを有するとともに、データ（例えば、圧力データ）
を超音波モニタに無線で伝送することもできる。超音波モニタは、超音波画像とともに圧
力データを表示する領域を含有する。
【０１５２】
　別の実施例として、検出デバイスからのデータを記憶ユニットに無線で伝送することが
でき、データの記憶および後の回収を可能にする。そのような記憶および回収は、例えば
、品質管理、診断、または研究目的で利用される場合がある。例えば、記憶ユニットは、
腰椎穿刺手技中に開口圧力を保存することができる。タイムスタンプまたは特定の圧力変
換器のシリアル番号が、後で日付を識別することに役立ち得る。検出データを収集および
処理し、次いで、例えば、性能向上のために、新しいおよび／または既存のデバイスにお
けるプログラミングを更新または再構成するために利用することができる。
【０１５３】
　かさばるワイヤ等の付加的なハードウェアを移動させる必要なく、表示モニタを変更す
るために、無線システムも使用することができる。例えば、ドングル型または他の種類の
無線受信機が、デバイスからデータを受信し、無線信号を標準電気出力信号（例えば、５
μＶ／ｍｍＨｇ）に変換して遠隔モニタに帰属させることができる。患者が運ばれる場合
、輸送のためにドングルを永久モニタから携帯用モニタに移動させ、次いで、いったん患
者が新しい目的地に着くと、第２の永久遠隔モニタに接続することができる。代替として
、デバイス上のＬＣＤを輸送中に使用することができ、別個の輸送モニタの必要性を未然
に防ぐ。データはまた、ドングルを必要とせずに、ＰＤＡデバイス等の代替の無線デバイ
スに直接伝送することもできる。特殊ソフトウェアが、使い捨て圧力センサをドングルま
たはデバイスに登録し、複数の圧力センサ／無線受信機ユニット間のクロストークを回避
することができる。代替として、ドングルおよび圧力センサは、使い捨てポーチの中に一
緒に提供し、クロストークまたは他種を回避するように事前登録することができる。
【０１５４】
　上記の用途および適応は、例示的目的で提供されている。本明細書で開示される適用は
、限定的とはならず、本発明は、種々の付加的な用途で利用を見出す。
【０１５５】
　デバイスは、単一の用途のために、または複数の異なる用途のために構成されることが
できる。デバイスは、デバイスアルゴリズムおよびディスプレイが、１つの適応（例えば
、中心線挿入）から次の適応（例えば、腰椎穿刺）に遷移することを可能にするように、
ボタンまたはスイッチを含んでもよい。この遷移は、棒グラフを拡大縮小すること、表示
単位を変更すること（ｍｍＨｇからｃｍＨ２０）、表示速度を変更すること等を含む場合
があり、デバイスがどのようなモードであるかをユーザに表示器が警告する。代替として
、デバイスは、圧力測定値を監視すること（例えば、棒グラフを自動拡大縮小すること、
あるいは圧力の大きさおよび／または圧力の変化速度に基づいてモードを変更すること）
によって、自動的にモードを変更することができる。例えば、１Ｈｚで６０ｍｍＨｇから
１２０ｍＨｇまで変化する圧力は、動脈を示す場合があり、１Ｈｚで０ｍｍＨｇから２０
ｍｍＨｇまで変化する圧力は、静脈またはＣＳＦ腔を示す場合があり、１０ｍｍＨｇの一
定圧力は、区画を示す場合がある。
【０１５６】
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　さらに別の実施形態では、デバイスは、ある圧力範囲に遭遇すると誘起する表示器（視
覚または聴覚）等のアラート手段を含有することができる（例えば、デバイス内の平均圧
力が６０ｍｍＨｇ以上であり、圧力が１秒の期間にわたって少なくとも２０ｍｍＨｇだけ
変動するときに、動脈表示器が起動する場合がある）。アラートはまた、針またはカテー
テルが加圧流体から除去された場合にも起動することができる（例えば、圧力が２０ｍｍ
Ｈｇ以上の値から５ｍｍＨｇ未満の一定値に変化する場合に、「針抜去」表示器が起動す
る場合がある）。デバイスはまた、ユーザ設定アラートを有することもできる（例えば、
圧力が１５ｍｍＨｇであるときにボタンを押すことができる）。ボタンは、ボタンが押さ
れたとき（１５ｍｍＨｇ）に、圧力が圧力値から５ｍｍＨｇ以上変化する場合にユーザに
警告するアラートトリガを起動させる。デバイスは、ある圧力範囲を示す着色ＬＥＤ（ま
たは、特異的な音色）を有することができる（例えば、５ｍｍＨｇ未満の圧力については
黄色、６～３０ｍｍＨｇの間の圧力については緑、３１ｍｍＨｇを超える圧力については
赤）。
【０１５７】
　本明細書で説明される実施例および実施形態は、例証目的のためにすぎず、それらを踏
まえた種々の修正および変更が、当業者に提案され得、本出願の精神および範囲ならびに
添付の請求項内に含まれることが理解される。本明細書で説明される実施形態の多数の異
なる組み合わせが可能であり、そのような組み合わせは、本発明の考慮された一部である
。加えて、本明細書のいずれか１つの実施形態に関連して論議される全ての特徴は、本明
細書の他の実施形態で使用するために容易に適合させることができる。異なる実施形態で
の同様の特徴に対する異なる用語または参照数字の使用は、明示的に記載され得るもの以
外には必ずしも差異を暗示するとは限らない。したがって、本発明は、添付の請求項を参
照することのみによって説明されることを目的とし、本明細書で開示される好ましい実施
形態に限定されない。
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