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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体部分およびネック部分を有し、流体媒体で充填されるリザーバと、
　前記リザーバの前記ネック部分の端部に配置され、針が穿刺される隔壁部と、
　プランジャ本体部分とプランジャネック部分と前記プランジャネック部分内に位置する
空洞部とを含み、前記リザーバ内で移動可能なプランジャヘッドと、
　を備えることを特徴とするシステムであって、
　前記空洞部は、流体媒体が充填される前に前記プランジャヘッドが前記リザーバ内で十
分に前進され、前記隔壁部を穿刺して前記リザーバ内に挿入されている前記針の少なくと
も一部を受容し、流体媒体が充填された後に前記プランジャヘッドが前記リザーバ内で十
分に前進され、前記隔壁部を穿刺して前記リザーバ内に挿入されている前記針と異なる他
の針の少なくとも一部を受容すること、
　を特徴とするシステム。
【請求項２】
　請求項１に記載のシステムにおいて、
　前記プランジャ本体部分の少なくとも一部を囲むＯリングであって、前記プランジャ本
体部分が前記リザーバの前記本体部分内に位置する場合には、前記リザーバの前記本体部
分と接触状態にある、Ｏリング
をさらに備えることを特徴とするシステム。
【請求項３】
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　請求項１に記載のシステムであって、
　前記針が、前記プランジャネック部分の前記空洞部に整列される位置においてのみ前記
隔壁部を穿刺することが可能となるように、前記リザーバの前記ネック部分の端部が、前
記隔壁部を部分的に覆うことを特徴とするシステム。
【請求項４】
　請求項１に記載のシステムであって、
　前記プランジャネック部分の前記空洞部の開口が、前記プランジャヘッドの端部面の略
中央部に配置されることを特徴とするシステム。
【請求項５】
　請求項１に記載のシステムであって、
　前記プランジャネック部分の外側面の形状が、前記リザーバの前記ネック部分の内側面
の形状と実質的に合致することを特徴とするシステム。
【請求項６】
　請求項１に記載のシステムであって、
　前記プランジャネック部分の外側面の直径が、前記リザーバの前記ネック部分の内側面
の直径の少なくとも９０％であることを特徴とするシステム。
【請求項７】
　請求項１に記載のシステムであって、
　前記リザーバは、前記本体部分と前記ネック部分との間に傾斜部分をさらに有し、
　前記プランジャヘッドは、前記プランジャ本体部分と前記プランジャネック部分との間
にプランジャ傾斜部分をさらに有することを特徴とするシステム。
【請求項８】
　請求項７に記載のシステムであって、
　前記リザーバの前記ネック部分の端部に配置された隔壁部
をさらに備え、
　前記プランジャネック部分の端部から前記プランジャ傾斜部分までの前記プランジャネ
ック部分の長さが、前記隔壁部から前記リザーバの前記傾斜部分までの前記リザーバの前
記ネック部分の長さの少なくとも９０％であることを特徴とするシステム。
【請求項９】
　請求項８に記載のシステムであって、
　前記プランジャネック部分の前記空洞部は、前記プランジャネック部分の前記長さの４
分の１を上回る距離にわたって前記プランジャネック部分内に延在することを特徴とする
システム。
【請求項１０】
　請求項１に記載のシステムであって、
　前記プランジャネック部分は、前記プランジャヘッドが前記リザーバ内で完全に前進さ
れる場合に、前記プランジャネック部分が前記リザーバの前記ネック部分内の区域の少な
くとも８０％を占めるように、形状設定されることを特徴とするシステム。
【請求項１１】
　請求項１に記載のシステムであって、
　リンク装置部分、および前記リンク装置部分を動かすためのモータを備える、駆動デバ
イスと、
　前記プランジャヘッドに連結され、前記駆動デバイスの前記リンク装置部分に噛合する
ための噛合部分を有する、プランジャアームと
をさらに備えることを特徴とするシステム。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のシステムであって、
　前記リザーバを収容し、ユーザに固定するための、使い捨てハウジング、および
　前記使い捨てハウジングと選択的に係合され、前記使い捨てハウジングから選択的に係
合解除されるように構成された、前記駆動デバイスの前記モータを収容するための耐久性
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ハウジング
をさらに備えることを特徴とするシステム。
【請求項１３】
　針によりリザーバの隔壁部を穿刺するステップと、
　前記針の少なくとも一部分がプランジャヘッドの空洞部内に受容されるように、前記リ
ザーバ内で前記プランジャヘッドを移動させるステップと、
　流体媒体が前記針を通り前記リザーバ内に流入することが可能となるように、前記リザ
ーバ内で前記プランジャヘッドを引き戻すステップと、
　前記リザーバから前記針を取り除くステップと、
　別の針により前記リザーバの前記隔壁部を穿刺するステップと、
　前記リザーバから前記別の針を介して前記流体媒体を押し出すために、前記別の針の少
なくとも一部分が前記プランジャヘッドの前記空洞部内に受容されるまで、前記リザーバ
内で前記プランジャヘッドを移動させるステップと、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の方法であって、前記移動させるステップは、
　前記プランジャヘッドのプランジャネック部分が前記リザーバのネック部分内に少なく
とも部分的に延在するように、前記リザーバ内で前記プランジャヘッドを移動させるステ
ップ
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１５】
　請求項１３に記載の方法であって、前記移動させるステップは、
　前記プランジャヘッドのプランジャネック部分が前記リザーバのネック部分内の区域の
少なくとも８０％を占めるように、前記リザーバ内で前記プランジャヘッドを移動させる
ステップ
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１６】
　請求項１３に記載の方法であって、前記移動させるステップは、
　前記プランジャヘッドの一部分が前記隔壁部の一部分に接触するように、前記リザーバ
内で前記プランジャヘッドを移動させるステップ
を含むことを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、リザーバ充填／気泡管理／注入媒体送給システム、および該シス
テムを用いる方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明の実施形態は、「Ｎｅｅｄｌｅ　Ｉｎｓｅｒｔｉｎｇ、Ｒｅｓｅｒｖｏｉｒ　Ｆ
ｉｌｌｉｎｇ、Ｂｕｂｂｌｅ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ、Ｆｌｕｉｄ　Ｆｌｏｗ　Ｃｏｎｎ
ｅｃｔｉｏｎｓ　ａｎｄ　Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｍｅｄｉｕｍ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｓｙｓ
ｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｗｉｔｈ　Ｓａｍｅ」と題された、２００７年４月
３０日に出願の米国仮特許出願第６０／９２７，０３２号に関する。同文献の内容を本願
に引用して援用し、これにもとづいて優先権を主張する。この出願は、２００７年６月７
日に出願された米国特許出願整理番号第１１／７５９，７２５号に関する。
【０００３】
　現代医療技術によれば、いくつかの慢性疾患は、患者の身体に薬剤または他の物質を送
給することによって治療され得る。例えば、糖尿病は、一般的には適時に患者に規定量の
インスリンを送給することによって治療される慢性疾患である。従来より、手動型の注入
器およびインスリンペンが、患者にインスリンを送給するために使用されてきた。つい最
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近では、最新型システムは、患者に制御された量の薬剤を送給するためのプログラマブル
ポンプを備えるように、設計されている。
【０００４】
　ポンプタイプの送給デバイスは、患者に連結される、外部デバイスの形において構成さ
れており、さらには、患者の身体内部に埋設される、埋設可能デバイスの形においても構
成されている。外部ポンプタイプ送給デバイスには、病院、診療所、または同様の場所な
どの、定位置における使用のために設計されたデバイスが含まれ、さらには、患者が携行
するように設計されたデバイスまたは同様のものなどの、歩行型用途または可搬式用途用
に構成されたデバイスが含まれる。外部ポンプタイプ送給デバイスは、例えば適切な中空
管を介して、患者またはユーザに流体流通状態で連結され得る。中空管は、患者の皮膚を
穿刺し、皮膚を貫通して流体媒体を送給するように設計された、中空針に連結されてよい
。代替的には、中空管は、カニューレを介してまたは同様のことによってなど、患者に直
接連結されてよい。
【０００５】
　いくつかの外部ポンプタイプ送給デバイスの例が、以下の参考文献、すなわち、（ｉ）
「Ｅｘｃｈａｎｇｅａｂｌｅ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃａｒｄｓ　ｆｏｒ　Ｉｎｆｕｓ
ｉｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅｓ」と題された国際公開第０１／７０３０７号（ＰＣＴ／ＵＳ０１
／０９１３９）、（ｉｉ）「Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　
Ｐａｔｉｅｎｔ　Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅ」と題された国際公開第０４／０３０
７１６号（ＰＣＴ／ＵＳ２００３／０２８７６９）、（ｉｉｉ）「Ｄｉｓｐｅｎｓｅｒ　
Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｄｅｖｉ
ｃｅ」と題された国際公開第０４／０３０７１７号（ＰＣＴ／ＵＳ２００３／０２９０１
９）、（ｉｖ）「Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ａｄｖｉｓｉｎｇ　Ｐａｔｉｅｎｔｓ　Ｃｏｎ
ｃｅｒｎｉｎｇ　Ｄｏｓｅｓ　Ｏｆ　Ｉｎｓｕｌｉｎ」と題された米国特許出願公開第２
００５／００６５７６０号、および、（ｖ）「Ｗｅａｒａｂｌｅ　Ｓｅｌｆ－Ｃｏｎｔａ
ｉｎｅｄ　Ｄｒｕｇ　Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅ」と題された米国特許第６，５８
９，２２９号に記載されている。これらの各文献を、その全体として本願に引用して援用
する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　注入器およびインスリンペンと比較すると、ポンプタイプ送給デバイスは、インスリン
の投与量が、計算され、昼夜を問わずいつでも患者に自動的に送給され得るという点にお
いて、患者にとって非常により好都合なものとなり得る。さらに、グルコースセンサまた
はグルコースモニタと組み合わせて使用された場合には、インスリンポンプは、感知また
はモニタリングされた血糖値にもとづき、適切な必要時に適切な投与量の流体媒体を供給
するように自動的に制御され得る。その結果、ポンプタイプ送給デバイスは、糖尿病およ
び同様の疾病などの様々なタイプの病状の、最新の内科治療の重要な一態様となっている
。ポンプ技術が向上し、医師および患者によりこのようなデバイスがさらに知られるよう
になるにつれて、外部医用注入ポンプ治療の人気が高まることが予想され、その数が次の
１０年の間に大幅に高まることが予想される。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の実施形態は、リザーバ充填／気泡管理／注入媒体送給システム、および該シス
テムを用いる方法に関する。本発明の種々の実施形態は、リザーバから押し出される流体
媒体中の気泡の存在を制限することを対象とされる。種々の実施形態において、リザーバ
が、リザーバから押し出される流体媒体中の気泡の存在を制限するように、形状設定され
る。さらに、種々の実施形態において、リザーバ内のプランジャヘッドが、リザーバから
押し出される流体媒体中の気泡の存在を制限するように、形状設定される。いくつかの実
施形態においては、リザーバが、リザーバ内に充填されつつある流体媒体中の気泡を揺さ
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ぶり自由な状態にするように、振動される。
【０００８】
　本発明の一実施形態によるシステムは、リザーバおよびプランジャヘッドを備える。プ
ランジャヘッドは、リザーバ内で移動可能であり、プランジャヘッドがリザーバ内で十分
に前進され、針の少なくとも一部分がリザーバ内に挿入される場合に、針のこの部分を受
容するための空洞部を有する。種々の実施形態において、リザーバは、本体部分およびネ
ック部分を有する。さらに、種々の実施形態において、プランジャヘッドは、プランジャ
本体部分およびプランジャネック部分を有し、空洞部は、プランジャネック部分内に位置
する。
【０００９】
　種々の実施形態において、このシステムは、プランジャ本体部分の少なくとも一部を囲
むＯリングをさらに備え、Ｏリングは、プランジャ本体部分がリザーバの本体部分内に位
置する場合には、リザーバの本体部分と接触状態にある。さらに、種々の実施形態におい
て、このシステムは、リザーバのネック部分の端部に配置された隔壁部をさらに備え、プ
ランジャネック部分の空洞部は、プランジャヘッドがリザーバ内で十分に前進され、針が
隔壁部を穿刺する場合に、空洞部が針の前記部分を受容するような位置に配置される。
【００１０】
　いくつかの実施形態においては、プランジャネック部分の空洞部の開口が、プランジャ
ヘッドの端部面の略中央部に配置される。さらに、いくつかの実施形態においては、プラ
ンジャネック部分の外側面の形状が、リザーバのネック部分の内側面の形状と実質的に合
致する。種々の実施形態において、プランジャネック部分の外側面の直径が、リザーバの
ネック部分の内側面の直径の少なくとも９０％である。
【００１１】
　種々の実施形態において、リザーバは、本体部分とネック部分との間に傾斜部分をさら
に備え、プランジャヘッドは、プランジャ本体部分とプランジャネック部分との間にプラ
ンジャ傾斜部分をさらに備える。いくつかの実施形態においては、このシステムは、リザ
ーバのネック部分の端部に配置された隔壁部をさらに備え、プランジャネック部分の端部
からプランジャ傾斜部分までのプランジャネック部分の長さが、隔壁部からリザーバの傾
斜部分までのリザーバのネック部分の長さの少なくとも９０％である。さらに、いくつか
の実施形態においては、プランジャネック部分の空洞部は、プランジャネック部分の長さ
の４分の１を上回る距離にわたってプランジャネック部分内に延在する。
【００１２】
　種々の実施形態において、プランジャネック部分は、プランジャヘッドがリザーバ内で
完全に前進される場合に、プランジャネック部分がリザーバのネック部分内の区域の少な
くとも８０％を占めるように、形状設定される。いくつかの実施形態においては、このシ
ステムは、リンク装置部分、およびリンク装置部分を動かすためのモータを備える、駆動
デバイスと、プランジャヘッドに連結されるプランジャアームとをさらに備え、プランジ
ャアームは、駆動デバイスのリンク装置部分に噛合する噛合部分を有する。さらに、いく
つかの実施形態においては、このシステムは、リザーバを収容し、ユーザに固定するため
の、使い捨てハウジング、および、駆動デバイスのモータを収容するための耐久性ハウジ
ングをさらに備え、耐久性ハウジングは、使い捨てハウジングと選択的に係合され、使い
捨てハウジングから選択的に係合解除されるように構成される。
【００１３】
　本発明の一実施形態による一方法は、針によりリザーバの隔壁部を穿刺するステップ、
および針の少なくとも一部分がプランジャヘッドの空洞部内に受容されるように、リザー
バ内でプランジャヘッドを移動させるステップを含む。いくつかの実施形態においては、
この移動させるステップは、プランジャヘッドのプランジャネック部分がリザーバのネッ
ク部分内に延在するように、リザーバ内でプランジャヘッドを移動させるステップを含む
。さらに、いくつかの実施形態においては、この移動させるステップは、プランジャヘッ
ドの一部分が隔壁部の一部分に接触するように、リザーバ内でプランジャヘッドを移動さ
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せるステップを含む。
【００１４】
　種々の実施形態において、この方法は、流体媒体が針を通りリザーバ内に流入するのを
可能にするように、リザーバ内でプランジャヘッドを引き戻すステップをさらに含む。さ
らに、種々の実施形態において、この方法は、リザーバから針を取り除くステップ、別の
針によりリザーバの隔壁部を穿刺するステップ、および、リザーバから別の針を介して流
体媒体を押し出すために、別の針の少なくとも一部分がプランジャヘッドの空洞部内に受
容されるまで、リザーバ内でプランジャヘッドを移動させるステップをさらに含む。
【００１５】
　本発明の別の実施形態によるシステムは、リザーバを備える。このリザーバは、本体部
分、ポート、および気泡捕獲部分を備える。本体部分は、流体媒体を収容するための内部
容積部を有する。ポートは、内部容積部と流体流通状態にある。気泡捕獲部分は、流体媒
体が内部容積部から押し出されつつある際に流体媒体内に存在する気泡を捕獲するための
、内部容積部と流体流通状態にある容積部を有する。
【００１６】
　種々の実施形態において、ポートは、内部容積部のある特定の側に配置され、気泡捕獲
部分は、内部容積のこの特定の側に配置される。いくつかの実施形態においては、気泡捕
獲部分は、内部容積部から離れるように本体部分から延在する第１の部分、および、内部
容積部の方向に戻る第２の部分を有する。種々の実施形態において、本体部分および気泡
捕獲部分は、単一のシームレスユニットである。
【００１７】
　いくつかの実施形態においては、気泡捕獲部分は、内部容積部から離れるように本体部
分から延在する第１の部分、および、第１の部分から内部容積部の方向に延在する第２の
部分を有する。さらに、いくつかの実施形態においては、気泡捕獲部分は、湾曲面を備え
、湾曲面は、第１の端部領域、第２の端部領域、および、第１の端部領域と第２の端部領
域との間の中間領域を有する。他の実施形態においては、第１の端部領域および第２の端
部領域は、中間領域よりも、内部容積に近い。さらに、他の実施形態においては、第１の
端部領域は、本体部分と接触状態にあり、第２の端部領域は、本体部分の内部容積部に隣
接して配置される。
【００１８】
　種々の実施形態において、気泡捕獲部分は、略半トロイド状として形状設定される。さ
らに、種々の実施形態において、流体媒体が気泡捕獲部分の容積部内にある場合に流体媒
体と接触状態にある気泡捕獲部分の表面が、略Ｕ字型である。いくつかの実施形態におい
ては、気泡捕獲部分は、気泡捕獲部分の容積部の端部を画成する第１の面、および、気泡
捕獲部分の容積部の別の端部を画成する第２の面を備え、第２の面は、第１の面に対して
ある角度にて配置される。他の実施形態においては、第１の面と第２の面との間の角度が
、９０度未満である。さらに、他の実施形態においては、第１の面は、本体部分の内側面
に対して平坦である。
【００１９】
　種々の実施形態において、ポートは、内部容積部のある特定の側に配置され、気泡捕獲
部分の第１の部分が、本体部分からこの特定の側まで延在する。他の実施形態においては
、第１の部分は、湾曲され、気泡捕獲部分の第２の部分が、第１の部分の端部から内部容
積部の方向に延在する。いくつかの実施形態においては、リザーバは、流体媒体が気泡捕
獲部分の容積部からポートまで流れるためには、流体媒体が内部容積部を通り流れなけれ
ばならないように、形状設定される。さらに、いくつかの実施形態においては、リザーバ
は、内部容積部からポートまで通じるチャネルをさらに備え、気泡捕獲部分は、チャネル
の少なくとも一部分を丸く囲む。
【００２０】
　種々の実施形態において、このシステムは、プランジャ本体部分およびプランジャ突出
部分を有するプランジャヘッドをさらに備え、プランジャヘッドは、リザーバ内で移動可
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能である。他の実施形態においては、プランジャ突出部分の形状が、気泡捕獲部分の内方
形状と実質的に合致する。いくつかの実施形態においては、プランジャ突出部分は、プラ
ンジャヘッドがリザーバ内で完全に前進される場合に、プランジャ突出部分が気泡捕獲部
分の容積部の少なくとも８０％を占めるような、寸法を有する。さらに、いくつかの実施
形態においては、プランジャ突出部分は、プランジャヘッドがリザーバ内で完全に前進さ
れる場合に、気泡捕獲部分の容積部の９８％未満を占め、それにより、プランジャヘッド
がリザーバ内で完全に前進される場合に、空気を捕獲するための１つ以上の空気ポケット
が、プランジャ突出部分と気泡捕獲部分の内側面との間に存在することとなる。
【００２１】
　種々の実施形態において、プランジャ突出部分は、プランジャヘッドがリザーバ内で十
分に前進される場合に、気泡捕獲部分の容積部内に少なくとも部分的に延在する。さらに
、種々の実施形態において、このシステムは、リザーバ内で移動可能なプランジャヘッド
をさらに備え、このプランジャヘッドは、このプランジャヘッドがリザーバ内で十分に前
進され、針の少なくとも一部分がリザーバ内に挿入される場合に、針のこの部分を受容す
るための逃がし部を有する。いくつかの実施形態においては、リザーバは、気泡捕獲部分
の表面の少なくとも一部の上に、疎水性材料および親水性材料の少なくとも一方を含む。
さらに、いくつかの実施形態においては、リザーバは、流体媒体が内部容積部から押し出
されつつある際に、流体媒体中の気泡を、ポートから離れるように、および気泡捕獲部分
の容積部の方向にそらすための材料を含む。
【００２２】
　種々の実施形態において、このシステムは、リザーバ内で移動可能なプランジャヘッド
と、リンク装置部分、およびリンク装置部分を動かすためのモータを備える駆動デバイス
と、プランジャヘッドに連結されるプランジャアームとをさらに備え、プランジャアーム
は、駆動デバイスのリンク装置部分と噛合するための噛合部分を有する。さらに、種々の
実施形態において、このシステムは、リザーバを収容し、ユーザに固定するための、使い
捨てハウジング、および、駆動デバイスのモータを収容するための耐久性ハウジングを備
え、耐久性ハウジングは、使い捨てハウジングと選択的に係合され、使い捨てハウジング
から選択的に係合解除されるように構成される。
【００２３】
　本発明の一実施形態によるシステムは、保持ユニットおよびバイブレータを備える。保
持ユニットにより、リザーバを保持することが可能となる。保持ユニットは、この保持ユ
ニットがリザーバを保持しており、リザーバが流体媒体で充填されつつある場合に、リザ
ーバ内に位置するプランジャヘッドに連結されるプランジャアームが移動可能となるよう
に構成される。バイブレータにより、リザーバを振動させるように保持ユニットを振動さ
せることが可能となる。
【００２４】
　種々の実施形態において、バイブレータは、保持ユニットがリザーバを保持しており、
リザーバが流体媒体で充填されつつある場合に、保持ユニットを振動させ、それによりリ
ザーバを振動させ、流体媒体内の気泡をリザーバ内で上方に移動させるように、構成され
る。さらに、種々の実施形態において、バイブレータは、保持ユニットがリザーバを保持
しており、リザーバが流体媒体で充填されつつある場合に、保持ユニットを十分に揺さぶ
り、それにより流体媒体中の気泡を揺さぶり自由な状態にするように構成される。
【００２５】
　いくつかの実施形態においては、保持ユニットは、第１のホルダおよび第２のホルダを
備える。さらに、いくつかの実施形態においては、プランジャアームは、リザーバが第１
のホルダおよび第２のホルダによって保持されており、リザーバが流体媒体で充填されつ
つある場合に、第１のホルダと第２のホルダとの間のスペース内で移動可能である。他の
実施形態においては、第１のホルダおよび第２のホルダは、バイブレータに連結される。
いくつかの実施形態においては、スペースは、プランジャアームとバイブレータとの間に
も少なくとも部分的に位置する。
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【００２６】
　種々の実施形態において、保持ユニットは、保持ユニットがリザーバを保持している場
合に、流体媒体が、プランジャアームからプランジャヘッドの対向側に配置されるリザー
バのポートを介してリザーバ内に充填され得るように構成される。さらに、種々の実施形
態において、保持ユニットは、保持ユニットがリザーバを保持しており、リザーバが流体
媒体で充填されつつある場合に、プランジャアームがバイブレータの方向に移動可能であ
るように構成される。いくつかの実施形態においては、システムは、保持ユニットがリザ
ーバを保持している場合に、およびリザーバが流体媒体で充填される前に、プランジャア
ームが移動するのを防ぐための１つ以上のラッチをさらに備える。
【００２７】
　種々の実施形態において、このシステムは、保持ユニットがリザーバを保持している場
合に、バイアルからリザーバに流体媒体を移送するためのトランスファーガードをさらに
備える。いくつかの実施形態においては、トランスファーガードは、このトランスファー
ガードの針がリザーバのポート内の隔壁部を穿刺する場合に、リザーバのポートを少なく
とも部分的に囲むための第１の端部を備える。種々の実施形態において、保持ユニットは
、保持ユニットがリザーバを保持しており、リザーバが流体媒体で充填されつつある場合
に、プランジャアームに連結されるハンドルがリザーバとバイブレータとの間のスペース
内で移動可能であるように構成される。
【００２８】
　本発明の一実施形態による一方法は、保持ユニットによりリザーバを保持するステップ
、保持ユニットがリザーバを保持している場合に、流体媒体をリザーバ内に充填すること
を可能にするために、リザーバ内でプランジャヘッドを移動させるようにプランジャアー
ムを移動させるステップ、および、リザーバを振動させるようにバイブレータにより保持
ユニットを振動させるステップを含む。種々の実施形態において、振動させるステップは
、保持ユニットがリザーバを保持しており、リザーバが流体媒体を充填されつつある場合
に、バイブレータにより保持ユニットを振動させるステップを含む。さらに、いくつかの
実施形態においては、振動させるステップは、流体媒体内の気泡をリザーバ内で上方に移
動させるために、リザーバを振動させるように、バイブレータにより保持ユニットを振動
させるステップを含む。
【００２９】
　いくつかの実施形態においては、移動させるステップは、保持ユニットがリザーバを保
持している場合に、流体媒体をリザーバ内に充填することを可能にするために、リザーバ
内でプランジャヘッドを移動させるようにバイブレータの方向にプランジャアームを移動
させるステップを含む。種々の実施形態において、この方法は、保持ユニットがリザーバ
を保持している場合に、プランジャアームが移動することが可能となるように、１つ以上
のラッチを移動させるステップをさらに含む。いくつかの実施形態においては、この方法
は、流体媒体がバイアルからリザーバまでトランスファーガードの針を介して移送され得
るように、この針により、リザーバのポート内に配置される隔壁部を穿刺するステップを
さらに含む。さらに、いくつかの実施形態においては、この方法は、リザーバが振動され
た後に、リザーバから空気を押し出すステップをさらに含む。また、いくつかの実施形態
においては、流体媒体を収容するための中空内部、および流体媒体が中空内部から押し出
される際に通るポートを有する、リザーバと、リザーバの中空内部からリザーバの外側面
まで延在する１つ以上の空気通路と、１つ以上の空気通路の各空気通路の端部にそれぞれ
配置される、１つ以上のフィルタとを備えることとしてもよいし、１つ以上の空気通路は
、リザーバの中空内部からリザーバのポートまで通じる流体チャネルを囲むこととしても
よいし、１つ以上のフィルタはそれぞれ、疎水性材料を含み、１つ以上のフィルタはそれ
ぞれ、流体媒体がリザーバの中空内部内にある場合に、流体媒体が各空気通路に進入する
のを実質的に防ぐように、各空気通路の端部に配置されることとしてもよいし、１つ以上
のフィルタの各フィルタは、リザーバの中空内部内の空気が、フィルタを通過し、１つ以
上の空気通路の各空気通路を通りリザーバから出ることが可能となるように、構成される
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こととしてもよい。
　また、いくつかの実施形態においては、バイアルの内側面に連結される隔膜であって、
このバイアルの内側面およびこの隔膜の外側面が、流体媒体を収容するためのこのバイア
ルの内部容積部を画成する、隔膜と、開口を有する下面であって、開口により、流体媒体
がこのバイアルの内部容積部内にある場合に流体媒体と接触状態にある隔膜の側からは隔
膜の対向側となる、このバイアル内に、ガスおよび流体物質の少なくとも一方が進入する
ことが可能となる、下面と備える、バイアル、ならびにガスおよび流体物質の少なくとも
一方を、バイアルの下面中の開口に押し通すための、圧力供給デバイスと、を備えるシス
テムとしてもむよい。
　また、いくつかの実施形態では、システムにおいて、隔膜は、可撓性であり、隔膜は、
圧力供給デバイスがガスおよび流体物質の少なくとも一方を、バイアルの下面中の開口に
押し通す場合に、バイアル内で膨張することとしてもよいし、流体媒体を収容するための
バイアルの内部容積部は、隔膜がバイアル内で膨張する場合に、寸法が縮小されることと
してもよいし、隔膜は、ゴムを含み、可撓性であることとしてもよいし、流体媒体を収容
するための内部容積部を有するバイアル、およびバイアル内に配置され、バイアルの内部
容積部に接触するようにバイアル内で移動可能である、移動可能要素を備えることとして
もよいし、バイアルは、バレル部分および湾曲部分を備え、移動可能要素は、バレル部分
および湾曲部分を備えることとしてもよいし、移動可能要素のバレル部分の外側面の形状
が、バイアルのバレル部分の内側面の形状に実質的に合致し、移動可能要素の湾曲部分の
外側面の形状が、バイアルの湾曲部分の内側面の形状に実質的に合致することとしてもよ
いし、流体媒体がバイアルの内部容積部内にあり、移動可能要素がバイアルの内部容積部
に接触するようにバイアル内で移動される場合に、バイアルから流体媒体を受容するため
のリザーバをさらに備えることとしてもよい。
　また、いくつかの実施形態では、ポートを有するプランジャハウジング、プランジャハ
ウジング内に配置されるプランジャヘッド、プランジャヘッドに連結されるプランジャア
ーム、プランジャアームに連結される第１のアーム、バイアルを保持するための第２のア
ーム、第１のハンドル、第２のハンドル、および枢動部材を備える、脱気具を備え、第１
のハンドル、第２のハンドル、第１のアーム、および第２のアームは、枢動部材によって
共に連結され、脱気具は、第１のハンドルが第２のハンドルの方向に枢動される場合に、
第１のアームが枢動されることにより、プランジャアームによってプランジャヘッドがプ
ランジャハウジング内で引き戻されて、プランジャハウジング内にてプランジャヘッドと
ポートとの間の容積を増大させるように、構成されることとしてもよい。
　また、いくつかの実施形態では、脱気具は、第１のハンドルが第２のハンドルから離れ
るように枢動される場合に、第１のアームが枢動されることにより、プランジャアームに
よってプランジャヘッドがプランジャハウジング内で前進されて、プランジャハウジング
内にてプランジャヘッドとポートとの間の容積を縮小させるように、構成されることとし
てもよいし、脱気具は、プランジャハウジングのポートに連結される挿入部材をさらに備
え、挿入部材の一部分は、バイアルが第２のアームによって保持される場合に、バイアル
内で延在することとしてもよい。
　また、ある実施形態において、システムにおいて、流体媒体を収容するためのリザーバ
を備え、リザーバは、前面、および前面に連結されるベローズ部分であって、このベロー
ズ部分内の内部容積部を変化させるように膨張および収縮することが可能な、アコーディ
オン様構造体を備える、ベローズ部分を備えることとしてもよいし、ベローズ部分は、流
体媒体で充填される前に、完全に収縮され、ベローズ部分は、ベローズ部分が完全に収縮
された位置にあり、針がリザーバの隔壁を穿刺する場合に、膨張するように構成されるこ
ととしてもよい。
　また、ある実施形態では、表面、リザーバ内でプランジャヘッドに連結されるプランジ
ャアームに連結可能なハンドル、表面とハンドルとの間にて連結されるばね、および第１
の位置にある場合には、ハンドルを支持し、第２の位置にある場合には、ハンドルが移動
するのを可能にするための、ラッチを備える自動充填デバイスを備え、自動充填デバイス
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は、ラッチが第１の位置にある場合には、ばねが伸張位置の方向に付勢され、ハンドルに
よって圧縮されて保持されるように、構成され、自動充填デバイスは、ラッチが第２の位
置にある場合には、ばねがハンドルを移動させるようにハンドルを押すように、構成され
ることを特徴とするシステムとしてもよい。このシステムで、表面とハンドルとの間にて
連結される第２のばねをさらに備えることとしてもよい。
　また、ある実施形態では、バイアルからリザーバまでの流体経路を与えるためのトラン
スファーガードと、プランジャヘッドと、プランジャヘッドに連結される第１の端部、お
よびリザーバ内でリザーバプランジャヘッドに連結されるリザーバプランジャアームに連
結可能な第２の端部を有する、プランジャアームと、プランジャアームを移動させるよう
にプランジャヘッドに圧力を供給するための圧力供給デバイスとを備える、スタンドを備
えることとしてもよい。
　また、ある実施形態では、リザーバを受容するためのリザーバネスト、バイアルを受容
するためのバイアルネスト、真空プランジャを受容するための真空プランジャネスト、リ
ザーバネストへの流体経路を開閉するために、少なくとも開位置と閉位置との間で移動可
能な第１の弁、バイアルネストへの流体経路を開閉するために、少なくとも開位置と閉位
置との間で移動可能な第２の弁、および真空プランジャネストへの流体経路を開閉するた
めに、少なくとも開位置と閉位置との間で移動可能な第３の弁を備える、トランスファー
ガードを備えるシステムとしてもよい。
　また、ある実施形態では、リザーバ、リザーバ内に配置されるプランジャヘッド、プラ
ンジャヘッドに連結されるプランジャアーム、プランジャアームに連結される駆動シャフ
ト、および駆動シャフトに連結され、第１の動作においては、プランジャアームを移動さ
せリザーバ内でプランジャヘッドを前進させるように、駆動シャフトを移動させるように
制御可能であり、第２の動作においては、プランジャアームを移動させリザーバ内でプラ
ンジャヘッドを引き戻すように、駆動シャフトを移動させるように制御可能である、モー
タを備えることとしてもよい。この実施形態において、流体媒体を収容するためのバイア
ル、流体媒体が通過する場合に、流体媒体から気泡を実質的に除去するためのフィルタ、
バイアルからフィルタまでの流体経路を与えるための第１の針、およびフィルタからリザ
ーバまでの流体経路を与えるための第２の針をさらに備え、モータが第２の動作において
プランジャアームを移動させリザーバ内でプランジャヘッドを引き戻すように、駆動シャ
フトを移動させるように制御される場合に、流体媒体は、バイアルから、フィルタを通り
リザーバまで移送されるシステムとしてもよい。
　また、ある実施形態では、システムにおいて、リザーバ、リザーバ内で移動可能なプラ
ンジャヘッドであって、リザーバは、このプランジャヘッドの一方の側に流体媒体を収容
するための内部容積部を有し、リザーバは、内部容積部からこのプランジャヘッドの対向
側にチャンバを有する、プランジャヘッド、リザーバの内部容積部をリザーバのチャンバ
と連結するチャネル、および空気が内部容積部からチャンバまでチャネルを通り進むのを
可能にし、流体媒体が内部容積部からチャンバまでチャネルを通り進むのを防ぐための、
膜を備えるシステムとしてもよい。この実施形態において、チャンバ内でリザーバの表面
とプランジャヘッドとの間にて連結されるばねを備えることとしてもよいし、チャンバを
真空排気するのを可能にするための弁をさらに備えることとしてもよい。
　また、ある実施形態では、システムにおいて、リザーバ、リザーバ内で移動可能である
プランジャヘッドであって、このプランジャヘッドはこのプランジャヘッドの第１の面か
らこのプランジャヘッドの第２の面までのチャネルを有し、流体媒体がリザーバの内部容
積部内にある場合には、このプランジャヘッドの第１の面は流体媒体に接触状態にある、
プランジャヘッド、プランジャヘッドに連結されるベローズ部材、およびプランジャヘッ
ドのチャネル内に配置され、空気がリザーバの内部容積部からベローズ部材の内部容積部
までチャネルを通り進むのを可能にし、流体媒体がリザーバの内部容積部内にある場合に
は、流体媒体がリザーバの内部容積部からベローズ部材の内部容積部までチャネルを通り
進むのを防ぐ、膜を備えることとしてもよい。
　また、ある実施形態では、流体媒体を収容するための内部容積部を有するバイアル、空
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気を保持するための空気袋、空気袋とバイアルの内部容積部との間にて連結される空気ラ
イン、空気袋が圧縮される場合に、空気が空気袋からバイアルの内部容積部まで空気ライ
ンを通り進むのを可能にするための逆止弁、および空気袋を圧縮するように制御可能な駆
動機構を備えるシステムとしてもよい。
　また、ある実施形態では、流体媒体を収容し、出口経路を有するリザーバ袋、逆止弁、
および流体媒体がリザーバ袋から出口経路を介して押し出されるように、逆止弁を通して
リザーバ袋内に空気を押しやるための圧縮袋を備えることとしてもよい。
　また、ある実施形態ではバイアルとフィルタとの間に流体流経路を与えるための第１の
針、フィルタとリザーバとの間に流体流経路を与えるための第２の針、およびバイアルの
内部容積部を大気に通気させるためにバイアル内への空気経路を与えるための第３の針を
備える、トランスファーガードを備えることシステムとしてもよい。
　また、ある実施形態では、トランスファーガードは、第３の針の端部がリザーバ内に挿
入される場合に、第３の針を通りリザーバ内に水蒸気が進むのを実質的に阻止するための
疎水性膜をさらに備えることとしてもよいし、リザーバ、リザーバ内で移動可能なプラン
ジャヘッド、およびプランジャヘッドに対して力を供給するばねをさらに備えることとし
てもよい。
　また、ある実施形態では、隔壁部を有するリザーバ、プランジャヘッド隔壁部を備える
プランジャヘッド、プランジャヘッドに連結され、加圧下にある空気を収容する加圧容器
を備える、プランジャロッド、およびバイアルの隔壁部を穿刺するための第１の端部を有
し、リザーバの隔壁部およびプランジャヘッド隔壁部を穿刺するための第２の端部を有し
、それによりプランジャロッド内の加圧容器とバイアルとの間に空気経路を与える、針を
備えることとしとてもよい。
　また、ある実施形態では、システムにおいて、リザーバ、リザーバ内で移動可能である
プランジャヘッドであって、このプランジャヘッドの第１の面からこのプランジャヘッド
の第２の面までチャネルを有する、プランジャヘッド、プランジャヘッドのチャネル内に
配置されるプランジャヘッド隔壁部、およびプランジャヘッドに連結されるプランジャロ
ッドであって、針がこのプランジャロッド内を、およびプランジャヘッド隔壁部を貫通し
て通ることを可能にするための中空内部を有する、プランジャロッドを備えることとして
もよいし、針がプランジャヘッド隔壁部を穿刺した場合に、バイアル内の流体媒体が針を
通りリザーバ内に送られるようにバイアルに空気を供給するためのベローズをさらに備え
ることとしてもよいし、空気がリザーバから漏出するのを可能にするためにリザーバの隔
壁部を穿刺するための通気針、および通気針の端部に配置される疎水性膜をさらに備える
こととしてもよい。
　また、ある実施形態では、圧力源、リザーバのポートに連結可能なフィルタ、圧力源と
バイアルとの間に空気経路を与えるための空気針、およびバイアルとフィルタとの間に流
体経路を与えるための流体針を備えるシステムとしてもよい。
　また、ある実施形態では、トランスファーガードを備え、トランスファーガードは、ト
ランスファーガードがバイアルおよびリザーバに連結される場合に、バイアルからリザー
バまで流体経路を与えるための第１の針、およびバイアルがトランスファーガードに連結
される場合に、バイアルの隔壁部を穿刺するための第１の端部を有する第２の針であって
、この第２の針の第１の端部がバイアル内に位置する場合に、空気がバイアルに進入する
のを可能にし、液体がバイアルからこの第２の針を通り出るのを実質的に防ぐための逆止
弁に連結される、第２の端部を有する、第２の針を備えるシステムとしてもよい。
                                                                                
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の一実施形態によるシステムの概括図である。
【図２】本発明の一実施形態によるシステムの一例の図である。
【図３】本発明の一実施形態による送給デバイスの一例の図である。
【図４】本発明の一実施形態による送給デバイスの図である。
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【図５Ａ】本発明の一実施形態による送給デバイスの耐久性部分の図である。
【図５Ｂ】本発明の一実施形態による送給デバイスの耐久性部分の断面図である。
【図５Ｃ】本発明の一実施形態による送給デバイスの耐久性部分の断面図である。
【図６Ａ】本発明の一実施形態による送給デバイスの使い捨て部分の図である。
【図６Ｂ】本発明の一実施形態による送給デバイスの使い捨て部分の断面図である。
【図６Ｃ】本発明の一実施形態による送給デバイスの使い捨て部分の断面図である。
【図７Ａ】本発明の一実施形態によるシステムの断面図である。
【図７Ｂ】本発明の一実施形態によるシステムの断面図である。
【図７Ｃ】本発明の一実施形態によるプランジャヘッドのプランジャネック部分の前方向
からの断面図である。
【図７Ｄ】本発明の一実施形態によるプランジャヘッドの側面図である。
【図８】本発明の一実施形態による方法のための流れ図である。
【図９Ａ】本発明の一実施形態によるシステムの断面図である。
【図９Ｂ】本発明の一実施形態によるリザーバの断面図である。
【図１０Ａ】本発明の一実施形態によるシステムの断面図である。
【図１０Ｂ】本発明の一実施形態によるリザーバの断面図である。
【図１１Ａ】本発明の一実施形態によるシステムの断面図である。
【図１１Ｂ】本発明の一実施形態によるリザーバの断面図である。
【図１２Ａ】本発明の一実施形態によるシステムの断面図である。
【図１２Ｂ】本発明の一実施形態によるリザーバの断面図である。
【図１２Ｃ】本発明の一実施形態によるシステムの断面図である。
【図１３Ａ】本発明の一実施形態によるシステムの断面図である。
【図１３Ｂ】本発明の一実施形態によるシステムの断面図である。
【図１４】本発明の一実施形態による方法の流れ図である。
【図１５】本発明の一実施形態によるシステムの断面図である。
【図１６Ａ】本発明の一実施形態によるシステムの断面図である。
【図１６Ｂ】本発明の一実施形態によるシステムの断面図である。
【図１７Ａ】本発明の一実施形態によるシステムの断面図である。
【図１７Ｂ】本発明の一実施形態によるシステムの断面図である。
【図１８Ａ】本発明の一実施形態によるシステムの断面図である。
【図１８Ｂ】本発明の一実施形態によるシステムの断面図である。
【図１９】本発明の一実施形態によるシステムの断面図である。
【図２０Ａ】本発明の一実施形態によるシステムの断面図である。
【図２０Ｂ】本発明の一実施形態によるシステムの断面図である。
【図２１Ａ】本発明の一実施形態によるシステムの断面図である。
【図２１Ｂ】本発明の一実施形態によるシステムの断面図である。
【図２１Ｃ】本発明の一実施形態によるシステムの断面図である。
【図２１Ｄ】本発明の一実施形態によるシステムの上面断面図である。
【図２１Ｅ】本発明の一実施形態によるシステムの断面図である。
【図２１Ｆ】本発明の一実施形態によるシステムの断面図である。
【図２２Ａ】本発明の一実施形態によるシステムの断面図である。
【図２２Ｂ】本発明の一実施形態によるシステムの断面図である。
【図２２Ｃ】本発明の一実施形態によるシステムの断面図である。
【図２３Ａ】本発明の一実施形態によるシステムの断面図である。
【図２３Ｂ】本発明の一実施形態によるシステムの断面図である。
【図２４】本発明の一実施形態によるシステムの断面図である。
【図２５】本発明の一実施形態によるシステムの断面図である。
【図２６】本発明の一実施形態によるシステムの断面図である。
【図２７】本発明の一実施形態によるシステムの断面図である。
【図２８】本発明の一実施形態によるシステムの断面図である。
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【図２９】本発明の一実施形態によるシステムの断面図である。
【図３０】本発明の一実施形態によるシステムの断面図である。
【図３１】本発明の一実施形態によるシステムの断面図である。
【図３２】本発明の一実施形態によるシステムの断面図である。
【図３３】本発明の一実施形態による接着パッチの図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　図１は、本発明の一実施形態によるシステム１０の概括図を示す。システム１０は、送
給デバイス１２を備える。システム１０は、感知デバイス１４、コマンド制御デバイス（
ＣＣＤ）１６、およびコンピュータ１８をさらに備えてよい。種々の実施形態において、
送給デバイス１２および感知デバイス１４は、患者またはユーザ７の身体５の上の所望の
位置に固定されてよい。図１における、ユーザ７の身体５に送給デバイス１２および感知
デバイス１４が固定される位置は、代表的な、非限定的な例としてのみ提示される。
【００３２】
　送給デバイス１２は、ユーザ７の身体５に流体媒体を送給するように構成される。種々
の実施形態において、流体媒体には、液体、流体、ゲル、または同様のものが含まれる。
いくつかの実施形態においては、流体媒体には、疾病または病状を治療するための、薬剤
または薬物が含まれる。例えば、流体媒体には、糖尿病を治療するためのインスリンが含
まれてよく、または、疼痛、癌、肺疾患、ＨＩＶ、もしくは同様のものを治療するための
薬物が含まれてよい。いくつかの実施形態においては、流体媒体には、栄養補給剤、顔料
、トレース媒体、生理食塩水媒体、水和物媒体、または同様のものが含まれる。
【００３３】
　感知デバイス１４には、センサデータまたはモニタデータを生成するための、センサ、
モニタ、または同様のものが含まれる。種々の実施形態において、感知デバイス１４は、
ユーザ７の状態を感知するように構成されてよい。例えば、感知デバイス１４は、ユーザ
７の血糖値または同様のものなどの生物学的状態に反応する、電子機器および酵素を備え
てよい。種々の実施形態において、感知デバイス１４は、ユーザ７の身体５に固定されて
よく、または、送給デバイス１２がユーザ７の身体５に固定される位置から隔たった位置
にて、ユーザ７の身体５中に埋設されてよい。種々の他の実施形態において、感知デバイ
ス１４は、送給デバイス１２内に組み込まれてよい。
【００３４】
　送給デバイス１２、感知デバイス１４、ＣＣＤ１６、およびコンピュータ１８はそれぞ
れ、システム１０の他の構成要素との通信を可能にする送信機電子機器、受信機電子機器
、または送受信機電子機器を備えてよい。感知デバイス１４は、送給デバイス１２にセン
サデータまたはモニタデータを送信するように構成されてよい。また、感知デバイス１４
は、ＣＣＤ１６と通信するように構成されてもよい。送給デバイス１２は、センサデータ
および／または予めプログラムされた送給ルーチンにもとづいて、センサデータを分析し
、ユーザ７の身体５に流体媒体を送給するように構成された、電子機器およびソフトウェ
アを備えてよい。
【００３５】
　ＣＣＤ１６およびコンピュータ１８は、処理、送給ルーチン保存を実施し、送給デバイ
ス１２を制御するように構成された、電子機器および他の構成要素を含んでよい。ＣＣＤ
１６および／またはコンピュータ１８内に制御機能を備えることより、送給デバイス１２
は、さらに簡素化された電子機器を用いて作製され得る。しかし、いくつかの実施形態に
おいては、送給デバイス１２が、全ての制御機能を備えてよく、ＣＣＤ１６およびコンピ
ュータ１８を伴わずに作動してよい。種々の実施形態において、ＣＣＤ１６は、可搬式電
子デバイスであってよい。また、種々の実施形態において、送給デバイス１２および／ま
たは感知デバイス１４は、ＣＣＤ１６および／またはコンピュータ１８によりデータを表
示あるいは処理するために、ＣＣＤ１６および／またはコンピュータ１８にデータを送信
するように構成されてよい。通信および／または制御機能、ならびにデバイスフィーチャ
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セットおよび／またはプログラムオプションのタイプの例は、以下の参考文献、すなわち
、（ｉ）「Ｅｘｔｅｒｎａｌ　Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅ　ｗｉｔｈ　Ｒｅｍｏｔ
ｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ、Ｂｏｌｕｓ　Ｅｓｔｉｍａｔｏｒ　ａｎｄ／ｏｒ　Ｖｉｂ
ｒａｔｉｏｎ　Ａｌａｒｍ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｉｅｓ」と題された、２００３年５月２
７日に出願の、米国特許出願整理番号第１０／４４５，４７７号、（ｉｉ）「Ｈａｎｄｈ
ｅｌｄ　Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄａｔａ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ　（ＰＤＡ）　ｗｉｔｈ　ａ
　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｄｅｖｉｃｅ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　Ｕｓｉｎｇ　ｔｈｅ　
Ｓａｍｅ」と題された、２００３年５月５日に出願の、米国特許出願整理番号第１０／４
２９，３８５号、および（ｉｉｉ）「Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｔａｂｓ　ｆｏｒ　Ｉｎｆｕｓｉ
ｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　Ｕｓｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｓａｍｅ
」と題された、２００１年３月２１日に出願の、米国特許出願整理番号第０９／８１３，
６６０号において、確認することができる。これらの文献を全て、その全体として本願に
引用して援用する。
【００３６】
　図２は、本発明の一実施形態によるシステム１０の一例を示す。図２に図示される本実
施形態によるシステム１０は、送給デバイス１２および感知デバイス１４を備える。本発
明の一実施形態による送給デバイス１２は、使い捨てハウジング２０、耐久性ハウジング
３０、およびリザーバ４０を備える。送給デバイス１２は、注入経路５０をさらに備えて
よい。
【００３７】
　通常はユーザの身体に接触する、または通常は送給デバイス１２の作動中に流体媒体に
接触する、送給デバイス１２の要素を、送給デバイス１２の使い捨て部分と見なすことが
できる。例えば、送給デバイス１２の使い捨て部分は、使い捨てハウジング２０およびリ
ザーバ４０を含んでよい。送給デバイス１２の使い捨て部分は、特定の使用回数の後に処
分することが推奨されてよい。
【００３８】
　他方においては、通常は送給デバイス１２の作動中にユーザの身体または流体媒体に接
触しない送給デバイス１２の要素を、送給デバイス１２の耐久性部分と見なすことができ
る。例えば、送給デバイス１２の耐久性部分は、耐久性ハウジング３０、電子機器（図２
には図示せず）、モータおよび駆動リンク装置を有する駆動デバイス（図２には図示せず
）、ならびに同様のものを含んでよい。典型的には、送給デバイス１２の耐久性ハウジン
グ部分の要素は、送給デバイス１２の平常作動の際にはユーザまたは流体媒体との接触に
よって汚染されず、したがって、送給デバイス１２の交換された使い捨て部分と共に再利
用するために保存されてよい。
【００３９】
　種々の実施形態において、使い捨てハウジング２０は、リザーバ４０を支持し、ユーザ
の身体に固定するように構成された下面（下方におよび図２におけるページ内に対面する
）を有する。ユーザの皮膚に使い捨てハウジング２０を接着させるために、接着剤が、使
い捨てハウジング２０の下面とユーザの皮膚との間の境界面にて使用されてよい。種々の
実施形態において、接着剤は、剥離可能カバー層が接着剤材料を覆った状態で、使い捨て
ハウジング２０の下面の上に配設されてよい。この態様においては、接着剤材料を露出さ
せるためにカバー層を剥離することができ、使い捨てハウジング２０の接着剤面をユーザ
の皮膚に対接させて配置することができる。
【００４０】
　リザーバ４０は、限定しないがインスリンなどの流体媒体を収容するまたは保持するた
めに構成される。種々の実施形態において、リザーバ４０は、限定しないが円筒形状容積
部、管状形状容積部、または同様のものなどの、流体媒体を受容するための中空内部容積
部を備える。いくつかの実施形態においては、リザーバ４０は、流体媒体を収容するため
のカートリッジまたはキャニスタとして提供されてよい。種々の実施形態において、リザ
ーバ４０は、流体媒体で再充填され得る。
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【００４１】
　リザーバ４０は、任意の適切な態様において、使い捨てハウジング２０によって支持さ
れてよい。例えば、使い捨てハウジング２０は、リザーバ４０を保持するための、突出部
もしくはストラット（図示せず）、またはトラフ構成部（図示せず）を備えてよい。いく
つかの実施形態においては、リザーバ４０は、リザーバ４０を使い捨てハウジング２０か
ら取り外すことが可能となり、別のリザーバと交換することが可能となるような態様にお
いて、使い捨てハウジング２０によって支持されてよい。代替としては、または追加とし
ては、リザーバ４０は、適切な接着剤、ストラップ、または他の結合構造部によって、使
い捨てハウジング２０に固定されてよい。
【００４２】
　種々の実施形態において、リザーバ４０は、リザーバ４０の内部容積部内に流体媒体を
流入させるのを可能にするための、および／または内部容積部から流体媒体を流出させる
のを可能にするための、ポート４１を備える。いくつかの実施形態においては、注入経路
５０は、コネクタ５６、チューブ５４、および針装置５２を備える。注入経路５０のコネ
クタ５６は、リザーバ４０のポート４１に連結可能であってよい。種々の実施形態におい
て、使い捨てハウジング２０は、リザーバ４０のポート４１に注入経路５０のコネクタ５
６を選択的に連結する、およびリザーバ４０のポート４１から注入経路５０のコネクタ５
６を選択的に連結解除することが可能となるように、リザーバ４０のポート４１の付近に
開口を備えて構成される。
【００４３】
　種々の実施形態において、リザーバ４０のポート４１は、セルフシール式隔壁部または
同様のものなどの隔壁部（図２には図示せず）により覆われる、または隔壁部を支持する
。隔壁部は、隔壁部が穿刺されない場合には、流体媒体がポート４１を通りリザーバ４０
から流出するのを防ぐように構成されてよい。さらに、種々の実施形態において、注入経
路５０のコネクタ５６は、流体媒体がリザーバ４０の内部容積部から流出することが可能
になるように、リザーバ４０のポート４１を覆う隔壁部を穿刺するための針を備える。針
／隔壁部コネクタの例は、「Ｒｅｓｅｒｖｏｉｒ　Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ」と題された、２
００３年１２月２２日に出願の、米国特許出願整理番号第１０／３２８，３９３号におい
て確認することが可能である。この文献を、その全体として本願に引用して援用する。他
の代替形態においては、ルエルロックまたは同様のものなどの非隔壁式コネクタが使用さ
れてよい。種々の実施形態において、注入経路５０の針装置５２は、ユーザの皮膚を穿刺
することが可能な針を備える。また、種々の実施形態において、チューブ５４は、コネク
タ５６を針装置５２に連結し、注入経路５０がリザーバ４０からユーザの身体への流体媒
体の送給を可能にするための経路を提供することが可能となるように、中空である。
【００４４】
　本発明の種々の実施形態による送給デバイス１２の耐久性ハウジング３０は、使い捨て
ハウジング２０に対合し、固定するように構成された、ハウジングシェルを備える。耐久
性ハウジング３０および使い捨てハウジング２０は、回転式もしくはねじ式連結により、
またはこの機械技術において周知のパーツを他の適切な態様で連結することにより、２つ
のハウジングを相互に共に押し付けることによって２つのパーツを容易に共に連結させる
ことを可能にする、対応するように構成された溝、切欠部、タブ、あるいは他の適切な構
成部を備えてよい。種々の実施形態において、耐久性ハウジング３０および使い捨てハウ
ジング２０は、回転動作を利用して互いに連結されてよい。耐久性ハウジング３０および
使い捨てハウジング２０は、これら２つのハウジングを互いから連結解除させるのに十分
な力が加えられた場合に、互いから分離可能であるように構成されてよい。例えば、いく
つかの実施形態においては、使い捨てハウジング２０および耐久性ハウジング３０は、摩
擦嵌めによって共にスナップ係合されてよい。種々の実施形態において、耐久性ハウジン
グ３０と使い捨てハウジング２０との間に水が進入するのを防ぐシールを提供するために
、Ｏリングシールなどの適切なシールが、耐久性ハウジング３０および／または使い捨て
ハウジング２０の周縁部に沿って配置されてよい。
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【００４５】
　送給デバイス１２の耐久性ハウジング３０は、リザーバ４０から流体媒体を押し出し、
注入経路５０などの注入経路内に押しやり、ユーザに送給するために、リザーバ４０内の
流体媒体に力を加えるための、モータおよび駆動デバイスリンク装置部分を含む駆動デバ
イス（図２には図示せず）を支持してよい。例えば、いくつかの実施形態においては、電
動モータが、リザーバ４０内にあるプランジャヘッド（図２には図示せず）に連結された
プランジャアーム（図２には図示せず）にモータを作動的に結合させるための、および、
リザーバ４０のポート４１から流体媒体を押し出してユーザに押しやる方向にプランジャ
ヘッドを駆動させるための、適切なリンク装置と共に、耐久性ハウジング３０内に設置さ
れてよい。さらに、いくつかの実施形態においては、モータは、プランジャアームおよび
プランジャヘッドを移動させて、患者からリザーバ４０内に流体が引き込まれるように、
逆方向に制御可能であってよい。モータは、耐久性ハウジング３０内に配置されてよく、
これに対応して、リザーバ４０は、ユーザが、耐久性ハウジング３０を送給デバイス１２
の使い捨てハウジング２０に連結させると、自動的に、モータが、適切なリンク装置を介
してプランジャヘッドに作動可能に係合するように、使い捨てハウジング２０の上に配置
されてよい。リンク装置および制御構造部の他の例は、「Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｔａｂｓ　ｆ
ｏｒ　Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　Ｕｓｉｎｇ
　ｔｈｅ　Ｓａｍｅ」と題された、２００１年３月２１日に出願の、米国特許出願整理番
号第０９／８１３，６６０号において確認することができる。この文献を、その全体とし
て本願に引用して援用する。
【００４６】
　種々の実施形態において、耐久性ハウジング３０および使い捨てハウジング２０は、そ
れらの形状を維持するが、上述のように効果的に共に連結し連結解除するのに十分な可撓
性および弾性を実現する、適当な剛性の材料から作製されてよい。使い捨てハウジング２
０の材料は、皮膚との適切な適合性を得るために選択されてよい。例えば、送給デバイス
１２の使い捨てハウジング２０および耐久性ハウジング３０は、任意の適切なプラスチッ
ク、金属、複合材料、または同様のものから作製されてよい。使い捨てハウジング２０は
、耐久性ハウジング３０と同一のタイプの材料または異なる材料から作製されてよい。い
くつかの実施形態においては、使い捨てハウジング２０および耐久性ハウジング３０は、
射出成形プロセスもしくは他の成形プロセス、機械加工プロセス、またはそれらの組合せ
によって製造されてよい。
【００４７】
　例えば、使い捨てハウジング２０は、可撓性シリコン、プラスチック、ゴム、合成ゴム
、または同様のものなどの、比較的可撓性の材料から作製されてよい。ユーザの皮膚に対
して可撓性である材料から使い捨てハウジング２０を形成することにより、使い捨てハウ
ジング２０がユーザの皮膚に固定される場合に、さらに高いレベルのユーザ快適性が実現
され得る。さらに、可撓性の使い捨てハウジング２０により、使い捨てハウジング２０を
固定し得る、ユーザの身体上の部位の選択肢の増加がもたらされ得る。
【００４８】
　図２に図示される実施形態においては、送給デバイス１２は、感知デバイス１４の接続
要素１６を介して感知デバイス１４に接続される。感知デバイス１４は、送給デバイス１
２により管理されるべき治療の性質に応じて、任意の適切な生物学的または環境的感知デ
バイスを備えるセンサ１５を備えてよい。例えば、インスリンを糖尿病患者に送給するコ
ンテクストにおいては、センサ１５は、血糖センサまたは同様のものを備えてよい。
【００４９】
　センサ１５は、ユーザの皮膚に固定する外部センサであってよく、または、他の実施形
態においては、ユーザの身体中の埋設部位に配置される埋設可能センサであってよい。他
の代替形態においては、センサは、例えば、「Ｄｕａｌ　Ｉｎｓｅｒｔｉｏｎ　Ｓｅｔ」
と題された、２００５年６月８日に出願の、米国特許出願整理番号第１１／１４９，１１
９号に示されるような、注入カニューレおよび／または針と共に一部として、あるいは注



(17) JP 5102350 B2 2012.12.19

10

20

30

40

50

入カニューレおよび／または針に並設されて、備えられてよい。この文献を、その全体と
して本願に引用して援用する。図２の図示される例においては、センサ１５は、ユーザの
皮膚を穿刺するための針を備える使い捨て針パッドと、ユーザの血糖値もしくは同様のも
のなどの生物学的状態に反応する酵素および／または電子機器とを有する、外部センサで
ある。この態様においては、送給デバイス１２は、送給デバイス１２がユーザに固定され
る位置から隔たった部位にてユーザに固定されるセンサ１５から、センサデータを供給さ
れ得る。
【００５０】
　図２に図示される実施形態は、送給デバイス１２の耐久性ハウジング３０内に配置され
たセンサ電子機器（図２には図示せず）にセンサデータを供給するために、接続要素１６
によって接続されたセンサ１５を備えるが、他の実施形態は、送給デバイス１２内に配置
されたセンサ１５を使用してよい。さらに他の実施形態は、無線通信リンクによってセン
サデータを、送給デバイス１２の耐久性ハウジング３０内に配置された受信機電子機器（
図２には図示せず）と通信するための送信機を有するセンサ１５を使用してよい。種々の
実施形態において、センサ１５と送給デバイス１２の耐久性ハウジング３０内の受信機電
子機器との間の無線通信は、無線周波数（ＲＦ）接続、光接続、または別の適切な無線通
信リンクを含んでよい。他の実施形態は、感知デバイス１４の使用を必要とせず、代わり
に、センサデータの利用を伴わずに流体媒体送給機能を実施してよい。
【００５１】
　上述のように、耐久性要素から送給デバイス１２の使い捨て要素を分離させることによ
り、使い捨て要素を、使い捨てハウジング２０の上に配置することが可能となるとともに
、耐久性要素を、分離可能な耐久性ハウジング３０内に配置することが可能となる。この
点に関して、使い捨てハウジング２０は、送給デバイス１２の規定の使用回数の後に、耐
久性ハウジング３０から分離されてよく、それにより、使い捨てハウジング２０は、適切
な態様において処分されてよい。次いで、耐久性ハウジング３０は、ユーザに対するさら
なる送給の実施のために、新規の（未使用の）使い捨てハウジング２０に対合されてよい
。
【００５２】
　図３は、本発明の別の実施形態による送給デバイス１２の一例を図示する。図３の実施
形態の送給デバイス１２は、図２の実施形態の送給デバイス１２と類似のものである。図
２に図示される実施形態における送給デバイス１２は、耐久性ハウジング３０が、リザー
バ４０を覆うが、図３の実施形態における送給デバイス１２は、耐久性ハウジング３０が
、リザーバ４０を覆うことなく使い捨てハウジング２０に固定される。図３において図示
される実施形態の送給デバイス１２は、使い捨てハウジング２０を備え、図３において図
示される実施形態による使い捨てハウジング２０は、土台部２１およびリザーバ保持部分
２４を備える。一実施形態においては、土台部２１およびリザーバ保持部分２４は、単一
の一体構造として形成されてよい。
【００５３】
　使い捨てハウジング２０の土台部２１は、ユーザの身体に固定されるように構成される
。使い捨てハウジング２０のリザーバ保持部分２４は、リザーバ４０を収容するように構
成される。使い捨てハウジング２０のリザーバ保持部分２４は、リザーバ４０がリザーバ
保持部分２４内に収容されている際に、リザーバ保持部分２４の外部からリザーバ４０の
ポート４１へのアクセスを可能にするための開口を有するように構成されてよい。耐久性
ハウジング３０は、使い捨てハウジング２０の土台部２１と着脱可能に構成されてよい。
図３において図示される実施形態における送給デバイス１２は、リザーバ４０内のプラン
ジャヘッド（図３には図示せず）に連結された、またはこのプランジャヘッドに連結可能
な、プランジャアーム６０を備える。
【００５４】
　図４は、図３の実施形態の送給デバイス１２の別の図を示す。図４において図示される
実施形態の送給デバイス１２は、使い捨てハウジング２０、耐久性ハウジング３０、およ
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び注入経路５０を備える。図４の実施形態における使い捨てハウジング２０は、土台部２
１、リザーバ保持部分２４、および剥離可能カバー層２５を備える。剥離可能カバー層２
５は、土台部２１の下面２２の上の接着剤材料を覆ってよい。剥離可能カバー層２５は、
土台部２１の下面２２の上の接着剤材料を露出させるために、ユーザによって剥離可能で
あるように構成されてよい。いくつかの実施形態においては、土台部２１の下面２２の上
に、剥離可能層によって分離される複数の接着剤層があってよい。
【００５５】
　図４に図示される本発明の実施形態による注入経路５０は、図２の実施形態において図
示されるようなコネクタ５６、チューブ５４、および針装置５２ではなく、針５８を備え
る。使い捨てハウジング２０の土台部２１は、針５８が、延在された場合に、土台部２１
を貫通し、土台部２１の下のユーザの皮膚内に進むことが可能となるように、針５８の先
端部に整列する開口または穿刺可能壁部を備えてよい。この態様においては、針５８は、
ユーザの皮膚を穿刺し、ユーザに流体媒体を送給するために使用され得る。
【００５６】
　代替としては、針５８は、針５８によりユーザの皮膚を穿刺すると、中空カニューレ（
図４には図示せず）の端部が針５８によってユーザの皮膚を貫通して案内されるように、
中空カニューレを貫通して延在されてよい。その後、針５８は、リザーバ４０からユーザ
の身体にポンプ注入媒体を送るために、カニューレの一方の端部がユーザの身体内に位置
し、カニューレの他方の端部がリザーバ４０内の流体媒体と流体流通する状態で、中空カ
ニューレを定位置に残して除去されてよい。
【００５７】
　図５Ａは、本発明の一実施形態による送給デバイス１２（図３を参照）の耐久性部分８
を図示する。図５Ｂは、本発明の一実施形態による耐久性部分８の断面図を図示する。図
５Ｃは、本発明の一実施形態による耐久性部分８の別の断面図を示す。図５Ａ、図５Ｂ、
および図５Ｃを参照とすると、種々の実施形態において、耐久性部分８は、耐久性ハウジ
ング３０および駆動デバイス８０を備える。駆動デバイス８０は、モータ８４および駆動
デバイスリンク装置部分８２を備える。種々の実施形態において、耐久性ハウジング３０
は、モータ８４、駆動デバイスリンク装置部分８２、他の電子回路、および電源（図５Ａ
、図５Ｂ、および図５Ｃには図示せず）を収容するための内部容積部を備えてよい。さら
に、種々の実施形態において、耐久性ハウジング３０は、プランジャアーム６０（図３を
参照）を受容するための開口３２を備えて構成される。さらに、種々の実施形態において
、耐久性ハウジング３０は、使い捨てハウジング２０（図３を参照）の土台部２１と連結
するための、タブ、挿入穴、または同様のものなどの、１つ以上の連結部材３４を備えて
よい。
【００５８】
　図６Ａは、本発明の一実施形態による、送給デバイス１２（図３を参照）の使い捨て部
分９を図示する。図６Ｂは、本発明の一実施形態による使い捨て部分９の断面図を示す。
図６Ｃは、本発明の一実施形態による使い捨て部分９の別の断面図を示す。図６Ａ、図６
Ｂ、および図６Ｃを参照すると、種々の実施形態において、使い捨て部分９は、使い捨て
ハウジング２０、リザーバ４０、プランジャアーム６０、およびプランジャヘッド７０を
備える。いくつかの実施形態においては、使い捨てハウジング２０は、土台部２１および
リザーバ保持部分２４を備える。種々の実施形態において、土台部２１は、耐久性ハウジ
ング３０（図５Ｂを参照）の実施形態の１つ以上の連結部材３４との連結を可能にするた
めの、タブ、溝、または同様のものなどの、１つ以上の連結部材２６を有する上面２３を
備える。
【００５９】
　種々の実施形態において、リザーバ４０は、使い捨てハウジング２０のリザーバ保持部
分２４内に収容され、リザーバ４０は、流体媒体を保持するように構成される。さらに、
種々の実施形態において、プランジャヘッド７０は、リザーバ４０内に少なくとも部分的
に配設され、流体媒体をリザーバ４０内に充填し、流体媒体をリザーバ４０から押し出す
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ことが可能となるように、リザーバ４０内で移動可能である。いくつかの実施形態におい
ては、プランジャアーム６０は、プランジャヘッド７０に連結される、またはプランジャ
ヘッド７０に連結可能である。さらに、いくつかの実施形態においては、プランジャアー
ム６０の一部分が、使い捨てハウジング２０のリザーバ保持部分２４の外部に延在する。
種々の実施形態において、プランジャアーム６０は、駆動デバイス８０（図５Ｃを参照）
の駆動デバイスリンク装置部分８２と噛合するための噛合部分を有する。図５Ｃおよび図
６Ｃを参照すると、いくつかの実施形態においては、耐久性ハウジング３０は、使い捨て
ハウジング２０にスナップ嵌めされてよく、それにより、駆動デバイスリンク装置部分８
２は、プランジャアーム６０の噛合部分に自動的に係合する。
【００６０】
　耐久性ハウジング３０および使い捨てハウジング２０が、プランジャアーム６０と係合
または噛合する駆動デバイスリンク装置部分８２に共に取り付けられる場合には、モータ
８４は、駆動デバイスリンク装置部分８２を駆動するように、したがって、プランジャア
ーム６０を移動させて、プランジャヘッド７０をリザーバ４０内で移動させるように、制
御されてよい。リザーバ４０の内部容積部が流体媒体で充填され、注入経路がリザーバ４
０からユーザの身体まで設けられると、プランジャヘッド７０は、リザーバ４０内で移動
されて、リザーバ４０から注入経路内に流体媒体を押しやり、それにより流体媒体をユー
ザの身体に送給することができる。
【００６１】
　種々の実施形態において、リザーバ４０が、十分に空になると、または交換を要する場
合には、ユーザは、単に、使い捨てハウジング２０から耐久性ハウジング３０を取り外し
、リザーバ４０を含む使い捨て部分９を、新たなリザーバを有する新たな使い捨て部分と
交換すればよい。耐久性ハウジング３０は、新たな使い捨て部分の新たな使い捨てハウジ
ングに連結されてよく、新たな使い捨て部分を備える送給デバイスが、ユーザの皮膚に固
定されてよい。種々の他の実施形態においては、リザーバ４０が空になる度に使い捨て部
分９全体を交換する代わりに、リザーバ４０に流体媒体を再充填してよい。いくつかの実
施形態においては、リザーバ４０は、使い捨てハウジング２０のリザーバ保持部分２４（
図６Ｂを参照）内に留まりつつ、再充填され得る。さらに、種々の実施形態において、リ
ザーバ４０は、新しいリザーバ（図示せず）と交換されてよい一方で、使い捨てハウジン
グ２０は、新たなリザーバと共に再利用されてよい。このような実施形態においては、新
たなリザーバは、使い捨て部分９内に挿入されてよい。
【００６２】
　図３、図５Ａ、図６Ｂ、および図６Ｃを参照すると、種々の実施形態において、送給デ
バイス１２は、リザーバ状態回路（図示せず）を備え、リザーバ４０は、リザーバ回路（
図示せず）を備える。種々の実施形態において、リザーバ回路は、（ｉ）リザーバ４０を
特定する特定ストリング、（ｉｉ）リザーバ４０の製造業者、（ｉｉｉ）リザーバ４０の
内容物、および（ｉｖ）リザーバ４０の内容量、の中の少なくとも１つなど（それらに限
定されない）の情報を保存する。いくつかの実施形態においては、送給デバイス１２は、
リザーバ状態回路（図示せず）を備え、リザーバ状態回路は、リザーバ４０が使い捨て部
分９内に挿入されると、リザーバ回路からのデータを読み取るように構成される。
【００６３】
　種々の実施形態において、リザーバ状態回路は、リザーバ４０の内容物の少なくとも一
部がリザーバ４０から移送された後に、リザーバ４０内に依然として残っている内容物の
量に関するリザーバ回路内の情報をアップデートするために、リザーバ回路にデータを保
存するようにさらに構成される。いくつかの実施形態においては、リザーバ状態回路は、
リザーバ４０が使い捨て部分９内に挿入される際に、リザーバ４０内に依然として残って
いる内容物の量に関するリザーバ回路内の情報をアップデートするために、リザーバ回路
にデータを保存するように構成される。いくつかの実施形態においては、送給デバイス１
２は、リザーバ状態回路（図示せず）を備え、リザーバ４０は、リザーバ回路（図示せず
）を備え、リザーバ状態回路は、送給デバイス１２の使用を選択的に阻止し、またはリザ



(20) JP 5102350 B2 2012.12.19

10

20

30

40

50

ーバ回路からリザーバ状態回路によって読み取られた情報にもとづいて、警告信号を選択
的に生成する。
【００６４】
　図７Ａは、本発明の一実施形態によるシステム１００の断面図を示す。システム１００
は、リザーバ１１０、プランジャヘッド１２０、プランジャアーム１３０、および隔壁部
１４０を備える。種々の実施形態において、システム１００は、針１５０をさらに備える
。いくつかの実施形態においては、システム１００は、送給デバイス１２（図２および図
３を参照）の実施形態の要素と同様の要素をさらに備えてよく、この場合には、リザーバ
１１０は、リザーバ４０（図２、図３、および図６Ｃを参照）に対応することとなる。種
々の実施形態において、リザーバ１１０は、適切な金属、プラスチック、セラミック、ガ
ラス、複合材料、または同様のものなど（それらに限定されない）の材料から作製されて
よい。種々の実施形態において、プランジャヘッド１２０は、金属、プラスチック、セラ
ミック、ガラス、複合材料、または同様のものなど（それらに限定されない）の、適当な
剛性の材料から作製されてよい。種々の他の実施形態においては、プランジャヘッド１２
０は、弾性的に圧縮可能なプラスチック、ゴム、シリコン、または同様のものなど（それ
らに限定されない）の、圧縮可能材料から作製されてよい。
【００６５】
　種々の実施形態において、リザーバ１１０は、本体部分１１１、本体頭隙またはネック
部分１１２、および、本体部分１１１とネック部分１１２とを連結する湾曲部分または傾
斜部分１１７を備える。リザーバ１１０は、外側面１１３および内側面１１４を有する。
リザーバ１１０の内側面１１４は、リザーバ１１０の中空内部を画成し、リザーバ１１０
の中空内部は、流体媒体を収容することが可能である。リザーバ１１０は、ネック部分１
１２の端部にポート１１８をさらに備え、このポート１１８を介して、流体媒体は、リザ
ーバ１１０の中空内部内に充填され、リザーバ１１０の中空内部から押し出され得る。リ
ザーバ１１０の本体部分１１１は、任意の適切な形状を有してよく、例えば、円筒形状、
管状形状、バレル形状、球形状、矩形断面を有する形状、または同様のものなどを有して
よい。同様に、リザーバ１１０のネック部分１１２は、任意の適切な形状を有してよく、
例えば、円筒形状、管状形状、バレル形状、球形状、矩形断面を有する形状、または同様
のものなどを有してよい。
【００６６】
　プランジャヘッド１２０は、リザーバ１１０内に配置され、リザーバ１１０の軸方向に
移動可能であり、それにより、流体媒体が中に収容され得るリザーバ１１０の内部容積部
を膨張または収縮させる。プランジャヘッド１２０は、リザーバ１１０の軸方向へのプラ
ンジャアーム１３０の移動が、リザーバ１１０の軸方向へのプランジャヘッド１２０の移
動を生じさせるように、プランジャアーム１３０に連結される。プランジャヘッド１２０
は、プランジャ本体部分１２１、プランジャ頭隙またはネック部分１２２、および、プラ
ンジャ本体部分１２１とプランジャネック部分１２２とを連結するプランジャ湾曲部分ま
たは傾斜部分１２３を備える。種々の実施形態において、プランジャヘッド１２０は、プ
ランジャ本体部分１２１の一部分を囲む、１つ以上のＯリング１２５をさらに備える。
【００６７】
　プランジャ本体部分１２１は、プランジャ本体部分１２１の外側面の形状が、リザーバ
１１０の本体部分１１１の内側面の形状と実質的に合致する、または実質的に同一である
ように、形状設定される。種々の実施形態において、プランジャ本体部分１２１は、プラ
ンジャヘッド１２０がリザーバ１１０内で摺動することが可能となるように、リザーバ１
１０の本体部分１１１の内側面の直径よりも若干小さい直径を有する。いくつかの実施形
態においては、プランジャ本体部分１２１の上の１つ以上のＯリング１２５は、プランジ
ャヘッド１２０がリザーバ１１０内にある場合には、リザーバ１１０の本体部分１１１の
内側面と接触状態にある。
【００６８】
　プランジャネック部分１２２は、プランジャネック部分１２２の外側面の形状が、リザ
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ーバ１１０のネック部分１１２の内側面の形状に実質的に合致する、または実質的に同一
であるように、形状設定される。種々の実施形態において、プランジャネック部分１２２
は、プランジャネック部分１２２がリザーバ１１０のネック部分１１２内で摺動すること
が可能となるように、リザーバ１１０のネック部分１１２の内側面の直径よりも若干小さ
い直径を有する。いくつかの実施形態においては、プランジャネック部分１２２の外側面
の直径は、リザーバ１１０のネック部分１１２の内側面の直径の少なくとも９０％である
。さらに、いくつかの実施形態においては、プランジャネック部分１２２は、プランジャ
ヘッド１２０がリザーバ１１０内で完全に前進されると、プランジャネック部分１２２が
リザーバ１１０のネック部分１１２内の区域の少なくとも８０％を占めるように、形状設
定される。プランジャ傾斜部分１２３は、プランジャ傾斜部分１２３の外側面の形状が、
リザーバ１１０の傾斜部分１１７の内側面の形状に実質的に合致する、または実質的に同
一であるように、形状設定される。
【００６９】
　隔壁部１４０は、リザーバ１１０のポート１１８に配置される。隔壁部１４０は、ゴム
、シリコンゴム、ポリウレタン、または、針により穿刺され、針の周囲にシールを形成し
得る他の材料など（それらに限定されない）の、適切な材料から形成されてよい。ネック
部分１１２は、傾斜部分１１７の端部から隔壁部１４０まで、ある一定の長さを有する。
種々の実施形態において、プランジャネック部分１２２は、リザーバ１１０のネック部分
１１２の特定の長さと実質的に同一の長さを有する。いくつかのこのような実施形態にお
いては、プランジャネック部分１２２は、プランジャヘッド１２０がリザーバ１１０内で
完全に前進される場合に、リザーバ１１０のネック部分１１２内の実質的に全長にわたっ
て延在することが可能である。したがって、いくつかの実施形態においては、プランジャ
ヘッド１２０が、リザーバ１１０内で完全に前進される場合には、プランジャネック部分
１２２の端部が、隔壁部１４０に接近し得る、または接触状態となり得る。種々の実施形
態において、プランジャネック部分１２２の端部からプランジャ傾斜部分１２３までのプ
ランジャネック部分１２２の長さは、隔壁部１４０からリザーバ１１０の傾斜部分１１７
までのリザーバ１１０のネック部分１１２の長さの少なくとも９０％である。
【００７０】
　隔壁部１４０は、流体媒体が、針１５０を通り、リザーバ１１０の中空内部内に送られ
るのを可能にするように、針１５０によって穿刺することが可能である。種々の実施形態
において、プランジャヘッド１２０は、プランジャヘッド１２０がリザーバ１１０内で十
分に前進され、隔壁部１４０が針１５０によって穿刺される場合に、針１５０の一部分を
収容することが可能な、穴またはチャネルまたは逃がし部または空洞部１２４を備える。
空洞部１２４は、針１５０の一部分を収容するための任意の適切な形状を有してよく、例
えば、円筒形状、半球底部を有する管状形状、矩形断面を有する形状、または同様のもの
などを有してよい。種々の実施形態において、空洞部１２４の直径は、針１５０の端部が
空洞部１２４内に嵌入することが可能となるように、針１５０の直径よりも大きい。
【００７１】
　種々の実施形態において、空洞部１２４は、プランジャヘッド１２０のプランジャネッ
ク部分１２２内に位置する。いくつかの実施形態においては、隔壁部１４０からプランジ
ャ本体部分１２１への方向における、プランジャネック部分１２２内の空洞部１２４の長
さは、プランジャネック部分１２２の長さの４分の１よりも長い。さらに、いくつかの実
施形態においては、空洞部１２４は、プランジャネック部分１２２の端部面の中央部に配
置される。種々の実施形態において、リザーバ１１０のネック部分１１２の端部は、針１
５０が、プランジャヘッド１２０の空洞部１２４と整列された位置でのみ隔壁部１４０を
穿刺し得るように、隔壁部１４０を部分的に覆う。
【００７２】
　図８は、本発明の一実施形態による方法の流れ図を示す。図７Ａおよび図８を参照する
と、種々の実施形態において、図８の方法により、流体媒体でリザーバ１１０を充填し、
流体媒体をリザーバ１１０から押し出すことが可能である。Ｓ１０においては、リザーバ
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１１０の隔壁部１４０が、針１５０により穿刺され、この方法は、Ｓ１１へと続く。Ｓ１
１においては、プランジャヘッド１２０は、針１５０の少なくとも一部分がプランジャヘ
ッド１２０の空洞部１２４内に受容されるように、リザーバ１１０内で前進される。例え
ば、プランジャアーム１３０は、モータ（図７Ａには図示せず）によって、または、リザ
ーバ１１０内でプランジャヘッド１２０を前進させるようにユーザにより加えられる力に
よって、駆動されてよい。種々の実施形態において、プランジャヘッド１２０を移動させ
ることは、プランジャネック部分１２２がリザーバ１１０のネック部分１１２内に少なく
とも部分的に延在するように、リザーバ１１０内でプランジャヘッド１２０を移動させる
ことを含む（Ｓ１２）。さらに、種々の実施形態において、プランジャヘッド１２０を移
動させることは、プランジャヘッド１２０の一部分が隔壁部１４０の一部分に接触するよ
うに、リザーバ１１０内でプランジャヘッド１２０を移動させることを含む（Ｓ１３）。
いくつかの実施形態においては、プランジャヘッド１２０が移動され、次いで隔壁部１４
０が針１５０により穿刺されるように、Ｓ１０およびＳ１１が、逆の順序にて実施される
。
【００７３】
　プランジャヘッド１２０が、リザーバ１１０内で十分に前進されると、針１５０の一部
分が、プランジャネック部分１２２の空洞部１２４内に延在してよく、これにより、プラ
ンジャネック部分１２２は、隔壁部１４０まで実質的に完全に延在することが可能となり
得る。その結果、プランジャヘッド１２０が、リザーバ１１０内で完全に前進される場合
に、プランジャヘッド１２０の端部と隔壁部１４０との間に空気ポケットが存在すること
が、実質的に制限され得る、または解消され得る。リザーバ１１０を充填する前に、プラ
ンジャヘッド１２０と隔壁部１４０との間の空気ポケットを低減させることは、それによ
り、流体媒体がリザーバ１１０内に引き込まれる際に続いて流体媒体に進入する気泡の量
が制限されるため、有益である。
【００７４】
　種々の実施形態において、この方法は、次いでＳ１４に続く。Ｓ１４においては、プラ
ンジャヘッド１２０は、リザーバ１１０内で引き戻されて、それにより流体媒体は、針１
５０を通りリザーバ１１０内に流入することが可能となる。例えば、プランジャアーム１
３０は、モータ（図７Ａには図示せず）によって、または、プランジャヘッド１２０をリ
ザーバ１１０内に引き戻させるようにユーザにより加えられる引張り力によって、引き戻
されてよい。図７Ｂは、プランジャヘッド１２０がリザーバ１１０内で部分的に引き戻さ
れた場合の、本発明の一実施形態によるシステム１００の断面図を示す。プランジャヘッ
ド１２０をリザーバ１１０内で引き戻すことにより、流体媒体は、針１５０を通り、リザ
ーバ１１０の中空内部内に進むことが可能となる。例えば、針１５０の一方の端部が、リ
ザーバ１１０内に位置してよく、針１５０の別の端部が、バイアル（図７Ｂには図示せず
）または、流体媒体を保管する他の容器内に位置してよく、流体媒体が、針１５０を通り
バイアルからリザーバ１１０に進んでよい。いくつかの実施形態においては、針１５０は
、トランスファーガードまたは他の同様のデバイスの一部である。リザーバ１１０内の空
気の量が、リザーバ１１０を充填する前に制限されたため、流体媒体がリザーバ１１０内
に充填される際の流体媒体中の気泡の量もまた、制限される。流体媒体中の気泡の存在を
制限するまたは低減させることは、それにより、後にリザーバ１１０から患者またはユー
ザの中に押し出される気泡の量が制限され、したがって、ある特定の量の流体媒体をユー
ザに送給する際の送給精度の向上を助けるため、有益である。
【００７５】
　図７Ａ、図７Ｂ、および図８を参照すると、図８の方法は、次いでＳ１５に続き、針１
５０が、リザーバ１１０から取り除かれる。種々の実施形態において、隔壁部１４０は、
自己回復式隔壁部であり、針１５０がリザーバ１１０および隔壁部１４０から取り除かれ
ると、隔壁部１４０は、流体媒体がリザーバ１１０内に保持されるように閉じる。この方
法は、次いでＳ１６に続いてよい。Ｓ１６においては、リザーバ１１０の隔壁部１４０は
、別の針により穿刺される。例えば、リザーバ１１０の隔壁部１４０は、注入経路５０（
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図２を参照）のコネクタ５６（図２を参照）の針などの、流通経路のコネクタの針によっ
て穿刺されてよい。この方法は、次いでＳ１７に続く。
【００７６】
　Ｓ１７においては、別の針の少なくとも一部分が、プランジャヘッド１２０の空洞部内
に受容されるまで、プランジャヘッド１２０が、リザーバ１１０内で前進されて、それに
より別の針を介してリザーバ１１０から流体媒体を押し出す。図７Ａは、プランジャヘッ
ド１２０が、リザーバ１１０内で実質的に完全に前進された場合のシステム１００を図示
する。プランジャヘッド１２０が、リザーバ１１０内で前進されると、リザーバ１１０の
内側面に対するプランジャヘッド１２０の緊密嵌めの形状により、リザーバ１１０内に残
る、無駄になる流体媒体の量が制限または低減される。したがって、プランジャヘッド１
２０が完全に前進された場合に、リザーバ１１０のネック部分１１２内に非常に緊密に嵌
合するように形状設定されたプランジャネック部分１２２を備えるプランジャヘッド１２
０を用いることにより、流体媒体中の気泡の存在が、リザーバ１１０の充填の際に制限さ
れ得るようになり、流体媒体がリザーバ１１０から押し出される際の、無駄になる流体媒
体の量が低減され得る。この方法は、次いでＳ１８において終了する。
【００７７】
　図７Ｃは、本発明の一実施形態によるプランジャヘッド１２０のプランジャネック部分
１２２の前方向からの断面図を示す。プランジャネック部分１２２は、針を収容するため
の空洞部１２４を備える。種々の実施形態において、空洞部１２４は、プランジャネック
部分１２２の面の中央部の実質的に近傍に配置される。図７Ｄは、本発明の一実施形態に
よるプランジャヘッド１２０の側面図を示す。プランジャヘッド１２０は、プランジャ本
体部分１２１、プランジャネック部分１２２、およびプランジャ傾斜部分１２３を備える
。種々の実施形態において、プランジャ本体部分１２１は、１つ以上のくぼみ部または空
洞部１２６を備え、このくぼみ部または空洞部１２６の中には、１つ以上のＯリング１２
５（図７Ａを参照）が配置されてよい。
【００７８】
　図９Ａ、図１０Ａ、図１１Ａ、図１２Ａ、および図１２Ｃは、流体媒体と共に送給され
る気泡の数を低減させるように気泡を捕獲することを可能にする形状を有するリザーバを
備える、本発明の種々の実施形態によるシステムを図示する。このようなシステムは、気
泡捕獲形状を有するため、および、流体媒体と共に送給される気泡の数を低減させること
により、ある特定の量の流体媒体の送給を試みる際の送給精度を向上させることが可能と
なり得るため、このようなシステムにより、気泡管理が可能となる。したがって、このよ
うなシステムは、標準的なリザーバ形状よりも大量の気泡の捕獲を可能にし、それにより
捕獲された気泡がリザーバ内に留まり、流体媒体と共に送給されないようにする、リザー
バ形状を提供する。
【００７９】
　いくつかの実施形態においては、図９Ａ、図１０Ａ、図１１Ａ、図１２Ａ、および図１
２Ｃにおけるシステムが、送給デバイス１２（図２および図３を参照）の実施形態の要素
と同様の要素を備えてよく、この場合には、それらのシステムにおけるリザーバは、リザ
ーバ４０（図２、図３、図６Ｃを参照）に対応することとなる。種々の実施形態において
、図９Ａ、図１０Ａ、図１１Ａ、図１２Ａ、および図１２Ｃにおけるシステムのリザーバ
は、適切な金属、プラスチック、セラミック、ガラス、複合材料、または同様のものなど
（それらに限定されない）の材料から作製されてよい。種々の実施形態において、これら
の図面におけるシステムのプランジャヘッドは、金属、プラスチック、セラミック、ガラ
ス、複合材料、または同様のものなど（それらに限定されない）の、適当な剛性の材料か
ら作製されてよい。種々の他の実施形態において、これらのシステムにおけるプランジャ
ヘッドは、弾性的に圧縮可能なプラスチック、ゴム、シリコン、または同様のものなど（
それらに限定されない）の、圧縮可能材料から作製されてよい。
【００８０】
　図９Ａは、本発明の一実施形態によるシステム２００の断面図を示す。システム２００
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は、リザーバ２１０、プランジャヘッド２２０、およびプランジャアーム２３０を備える
。リザーバ２１０は、本体部分２１１、気泡捕獲部分２１２、およびポート２１７を備え
る。リザーバ２１０は、外側面２１３および内側面２１４を有する。リザーバ２１０の内
側面２１４は、リザーバ２１０の中空内部を画成し、リザーバ２１０の中空内部は、流体
媒体を収容することが可能である。リザーバ２１０のポート２１７により、流体媒体は、
リザーバ２１０の中空内部内に充填され得る、またはリザーバ２１０の中空内部から押し
出され得る。リザーバ２１０の本体部分２１１は、円筒形状、管状形状、バレル形状、球
形状、矩形断面を有する形状、または同様のものなど（それらに限定されない）の、任意
の適切な形状を有してよい。
【００８１】
　プランジャヘッド２２０は、リザーバ２１０内に配置され、リザーバ２１０の軸方向に
移動可能であり、それにより、流体媒体が中に収容され得るリザーバ２１０の容積部を膨
張または収縮させる。プランジャヘッド２２０は、リザーバ２１０の軸方向へのプランジ
ャアーム２３０の移動が、リザーバ２１０の軸方向へのプランジャヘッド２２０の移動を
生じさせるように、プランジャアーム２３０に連結される。プランジャヘッド２２０は、
プランジャ本体部分２２１およびプランジャ突出部分２２２を備える。種々の実施形態に
おいて、プランジャヘッド２２０は、プランジャ本体部分２２１の一部分を囲む１つ以上
のＯリング２２５をさらに備える。種々の実施形態において、１つ以上のＯリング２２５
は、ゴム、プラスチック、複合材料、または同様のものなど（それらに限定されない）の
、任意の適切な材料から作製されてよい。
【００８２】
　リザーバ２１０の気泡捕獲部分２１２は、リザーバ２１０の内部中に容積部２１６を有
するように形状設定され、それにより、流体媒体がリザーバ２１０からポート２１７を通
り押し出される際に、流体媒体中の気泡がリザーバ２１０の内部中の容積部２１６中に捕
獲され得るようにする。種々の実施形態において、気泡捕獲部分２１２の内側面は、ポー
ト２１７の付近で湾曲されて、または角度をつけられて、容積部２１６を画成する。いく
つかの実施形態においては、気泡捕獲部分２１２は、リザーバ２１０の本体部分２１１か
ら、本体部分２１１の内部容積部からの流体媒体がポート２１７に通じるリザーバ２１０
の区域またはチャネル２７２内に移動することが可能となる、リザーバ２１０の箇所２１
８を越えて延在する。
【００８３】
　種々の実施形態において、リザーバ２１０は、プランジャヘッド２２０がリザーバ２１
０内で前進されると、流体媒体がポート２１７を通り進むとともに、リザーバ２１０中の
気泡がリザーバ２１０の気泡捕獲部分２１２の湾曲面または角度面により画成された容積
部２１６内に集まることが可能となるように、形状設定される。リザーバ２１０のこのよ
うな形状により、従来のリザーバ形状と比較して、流体媒体と共に送給される気泡の量を
低減させることが可能となる。いくつかの実施形態においては、リザーバ２１０の気泡捕
獲部分２１２は、本体部分２１１により画成された内部容積部から外方に湾曲され、流体
媒体は、本体部分２１１により画成された内部容積部からポート２１７に直接進むことが
可能である。いくつかの実施形態においては、リザーバ２１０の気泡捕獲部分２１２の表
面２１５は、気泡が表面２１５に実質的に付着せず、ポート２１７から離れて容積部２１
６の方向にそらされるように、表面仕上げ部分または材料を含む。種々の実施形態におい
て、このような表面仕上げ部分または材料は、疎水性材料、親水性材料、または他の適切
な材料を含む。
【００８４】
　プランジャ本体部分２２１は、プランジャ本体部分２２１の形状が、リザーバ２１０の
本体部分２１１の内側形状と実質的に合致する、または実質的に同一であるように、形状
設定される。種々の実施形態において、プランジャ本体部分２２１は、プランジャヘッド
２２０がリザーバ２１０内で摺動することが可能となるように、リザーバ２１０の本体部
分２１１の内側面の直径よりも若干小さい直径を有する。いくつかの実施形態においては
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、プランジャ本体部分２２１の上の１つ以上のＯリング２２５は、プランジャヘッド２２
０がリザーバ２１０内にある場合には、リザーバ２１０の本体部分２１１の内側面と接触
状態にある。
【００８５】
　種々の実施形態において、プランジャ突出部分２２２は、プランジャ突出部分２２２の
形状がリザーバ２１０の気泡捕獲部分２１２の内側形状に実質的に合致する、または実質
的に同一であるように、形状設定される。いくつかの実施形態においては、プランジャ突
出部分２２２は、湾曲され、プランジャ本体部分２２１から突出する。種々の実施形態に
おいて、プランジャ突出部分２２２は、プランジャ突出部分２２２がリザーバ２１０の容
積部２１６内で摺動することが可能となるように、および、プランジャヘッド２２０がリ
ザーバ２１０内で完全に前進される場合に空気の死容積のためのスペースが残されるよう
に、リザーバ２１０の気泡捕獲部分２１２の内側面によって画成された領域よりも若干小
さな寸法を有する。したがって、種々の実施形態において、リザーバ２１０およびプラン
ジャヘッド２２０の形状により、流体媒体がリザーバ２１０のポート２１７から押し出さ
れつつある際に、気泡捕獲部分２１２の容積部２１６内に気泡を捕獲することが可能とな
る。
【００８６】
　種々の実施形態において、プランジャ突出部分２２２は、プランジャヘッド２２０がリ
ザーバ２１０内で完全に前進される場合に、プランジャ突出部分２２２が気泡捕獲部分２
１２の容積部２１６の少なくとも８０％を占めるような、寸法を有する。さらに、種々の
実施形態において、プランジャ突出部分２２２は、プランジャヘッド２２０がリザーバ２
１０内で完全に前進される場合に、気泡捕獲部分２１２の容積部２１６の９８％未満を占
め、それにより、プランジャヘッド２２０がリザーバ２１０内で完全に前進される場合に
、空気を保持するための１つ以上の空気ポケットがプランジャ突出部分２２２と気泡捕獲
部分２１２の内側面との間に存在することとなる。いくつかの実施形態においては、プラ
ンジャ突出部分２２２は、プランジャヘッド２２０がリザーバ２１０内で十分に前進され
る場合に、気泡捕獲部分２１２の容積部２１６内に少なくとも部分的に延在する。
【００８７】
　図９Ｂは、本発明の一実施形態によるリザーバ２１０の断面図を示す。図９Ｂは、リザ
ーバ２１０の種々の構成部を強調するために陰影をつけられる。リザーバ２１０は、本体
部分２１１、気泡捕獲部分２１２、およびポート２１７を備える。本体部分２１１は、流
体媒体を収容するための内部容積部２７０を有する。ポート２１７は、本体部分２１１の
内部容積部２７０と流体流通状態にある。気泡捕獲部分２１２は、流体媒体が内部容積部
２７０から押し出されつつある際に、流体媒体中に存在する気泡を捕獲するために、本体
部分２１１の内部容積部２７０と流体流通状態にある容積部２１６を有する。
【００８８】
　種々の実施形態において、ポート２１７は、内部容積部２７０のある特定の側に配置さ
れ、気泡捕獲部分２１２は、内部容積部２７０のこの特定の側に配置される。さらに、種
々の実施形態において、気泡捕獲部分２１２は、内部容積部２７０から離れるように本体
部分２１１から延在する第１の部分２８１と、内部容積部２７０の方向に戻る第２の部分
２８２とを有する。いくつかの実施形態においては、本体部分２１１および気泡捕獲部分
２１２は、単一のシームレスユニットとして共に形成される。さらに、いくつかの実施形
態においては、気泡捕獲部分２１２の第１の部分２８１は、内部容積部２７０から離れる
ように本体部分２１１から延在し、気泡捕獲部分２１２の第２の部分２８２は、第１の部
分２８１から内部容積部２７０の方向に延在する。
【００８９】
　種々の実施形態において、気泡捕獲部分２１２は、第１の端部領域２８４、第２の端部
領域２８５、および、第１の端部領域２８４と第２の端部領域２８５との間の中間領域２
８６を有する、湾曲面２８３を備える。いくつかの実施形態においては、第１の端部領域
２８４および第２の端部領域２８５は、中間領域２８６から内部容積部２７０までよりも
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、本体部分２１１の内部容積部２７０に近い。さらに、いくつかの実施形態においては、
第１の端部領域２８４は、本体部分２１１と接触状態にあり、第２の端部領域２８５は、
本体部分２１１の内部容積部２７０に隣接して配置される。
【００９０】
　種々の実施形態において、気泡捕獲部分２１２の湾曲面２８３は、流体媒体が気泡捕獲
部分２１２の容積部２１６内に存在する場合に、流体媒体と接触状態にある。他の実施形
態においては、湾曲面２８３は、略Ｕ字型である。図９Ｂは、断面図を示すが、気泡捕獲
部分２１２は、３次元においては、例えば略半トロイド状として形状設定されてよい。種
々の実施形態において、リザーバ２１０は、流体媒体が気泡捕獲部分２１２の容積部２１
６からポート２１７に流れるためには、流体媒体が本体部分２１１の内部容積部２７０を
通り流れなければならないように、形状設定される。いくつかの実施形態においては、リ
ザーバ２１０は、本体部分２１１の内部容積部２７０からポート２１７に通じるチャネル
２７２を備え、気泡捕獲部分２１２は、チャネル２７２の少なくとも一部分を丸く囲む。
【００９１】
　図１０Ａは、本発明の一実施形態によるシステム３００の断面図を示す。システム３０
０は、リザーバ３１０、プランジャヘッド３２０、およびプランジャアーム３３０を備え
る。リザーバ３１０は、本体部分３１１、気泡捕獲部分３１２、およびポート３１７を備
える。リザーバ３１０は、外側面３１３および内側面３１４を有する。リザーバ３１０の
内側面３１４は、リザーバ３１０の中空内部を画成し、リザーバ３１０の中空内部は、流
体媒体を収容することが可能である。リザーバ３１０のポート３１７により、流体媒体は
、リザーバ３１０の中空内部内に充填され得る、またはリザーバ３１０の中空内部から押
し出され得る。リザーバ３１０の本体部分３１１は、円筒形状、管状形状、バレル形状、
球形状、矩形断面を有する形状、または同様のものなど（それらに限定されない）の、任
意の適切な形状を有してよい。
【００９２】
　プランジャヘッド３２０は、リザーバ３１０内に配置され、リザーバ３１０の軸方向に
移動可能であり、それにより、流体媒体が中に収容され得るリザーバ３１０の容積部を膨
張または収縮させる。プランジャヘッド３２０は、リザーバ３１０の軸方向へのプランジ
ャアーム３３０の移動が、リザーバ３１０の軸方向へのプランジャヘッド３２０の移動を
生じさせるように、プランジャアーム３３０に連結される。プランジャヘッド３２０は、
プランジャ本体部分３２１およびプランジャ突出部分３２２を備える。種々の実施形態に
おいて、プランジャヘッド３２０は、プランジャ本体部分３２１の一部分を囲む、１つ以
上のＯリング３２５をさらに備える。
【００９３】
　リザーバ３１０の気泡捕獲部分３１２は、リザーバ３１０の内部中に容積部３１６を有
するように形状設定され、それにより、流体媒体がリザーバ３１０からポート３１７を通
り押し出される際に、流体媒体中の気泡が気泡捕獲部分３１２の容積部３１６中に捕獲さ
れ得るようにする。種々の実施形態において、気泡捕獲部分３１２の内側面は、ポート３
１７の付近で実質的に直線状のある角度で角度をつけられて、容積部３１６を画成する。
いくつかの実施形態においては、気泡捕獲部分３１２は、リザーバ３１０の本体部分３１
１から、本体部分３１１の内部容積部からの流体媒体がポート３１７に通じるリザーバ３
１０の区域またはチャネル３７２内に移動することが可能となる、リザーバ３１０の箇所
３１８を越えて、延在する。
【００９４】
　種々の実施形態において、リザーバ３１０は、プランジャヘッド３２０がリザーバ３１
０内で前進されると、流体媒体がポート３１７を通り進むとともに、リザーバ３１０中の
気泡がリザーバ３１０の気泡捕獲部分３１２の実質的に直線状の角度面により画成された
容積部３１６内に集まることが可能となるように、形状設定される。リザーバ３１０のこ
のような形状により、従来のリザーバ形状と比較して、流体媒体と共に送給される気泡の
量を低減させることが可能となり得る。いくつかの実施形態においては、リザーバ３１０
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の気泡捕獲部分３１２は、本体部分３１１により画成されたリザーバ３１０の内部領域か
ら外方に角度をつけられ、流体媒体は、本体部分３１１により画成されたリザーバ３１０
の内部領域からポート３１７に直接進むことが可能である。いくつかの実施形態において
は、リザーバ３１０の気泡捕獲部分３１２の表面３１５は、気泡が表面３１５に実質的に
付着せず、ポート３１７から離れて容積部３１６の方向にそらされるように、表面仕上げ
部分または材料を含む。
【００９５】
　プランジャ本体部分３２１は、プランジャ本体部分３２１の形状が、リザーバ３１０の
本体部分３１１の内側面の形状と実質的に合致する、または実質的に同一であるように、
形状設定される。種々の実施形態において、プランジャ本体部分３２１は、プランジャヘ
ッド３２０がリザーバ３１０内で摺動することが可能となるように、リザーバ３１０の本
体部分３１１の内側面の直径よりも若干小さい直径を有する。いくつかの実施形態におい
ては、プランジャ本体部分３２１の上の１つ以上のＯリング３２５は、プランジャヘッド
３２０がリザーバ３１０内にある場合には、リザーバ３１０の本体部分３１１の内側面と
接触状態にある。
【００９６】
　種々の実施形態において、プランジャ突出部分３２２は、プランジャ突出部分３２２の
形状がリザーバ３１０の気泡捕獲部分３１２の内側形状に実質的に合致する、または実質
的に同一であるように、形状設定される。いくつかの実施形態においては、プランジャ突
出部分３２２は、プランジャ本体部分３２１から実質的に直線状のある角度で角度をつけ
られ、プランジャ本体部分３２１から突出する。種々の実施形態において、プランジャ突
出部分３２２は、プランジャ突出部分３２２が気泡捕獲部分３１２の容積部３１６内で摺
動することが可能となるように、および、プランジャヘッド３２０がリザーバ３１０内で
完全に前進される場合に空気の死容積のためのスペースが残されるように、リザーバ３１
０の気泡捕獲部分３１２の内側面によって画成された領域よりも若干小さな寸法を有する
。したがって、種々の実施形態において、リザーバ３１０およびプランジャヘッド３２０
の形状により、流体媒体がリザーバ３１０のポート３１７から押し出されつつある際に、
気泡捕獲部分３１２の容積部３１６内に気泡を捕獲することが可能となる。
【００９７】
　種々の実施形態において、プランジャ突出部分３２２は、プランジャヘッド３２０がリ
ザーバ３１０内で完全に前進される場合に、プランジャ突出部分３２２が気泡捕獲部分３
１２の容積部３１６の少なくとも８０％を占めるような、寸法を有する。さらに、種々の
実施形態において、プランジャ突出部分３２２は、プランジャヘッド３２０がリザーバ３
１０内で完全に前進される場合に、気泡捕獲部分３１２の容積部３１６の９８％未満を占
め、それにより、プランジャヘッド３２０がリザーバ３１０内で完全に前進される場合に
、空気を保持するための１つ以上の空気ポケットがプランジャ突出部分３２２と気泡捕獲
部分３１２の内側面との間に存在することとなる。いくつかの実施形態においては、プラ
ンジャ突出部分３２２は、プランジャヘッド３２０がリザーバ３１０内で十分に前進され
る場合に、気泡捕獲部分３１２の容積部３１６内に少なくとも部分的に延在する。
【００９８】
　図１０Ｂは、本発明の一実施形態によるリザーバ３１０の断面図を示す。図１０Ｂは、
リザーバ３１０の種々の構成部を強調するために陰影をつけられる。リザーバ３１０は、
本体部分３１１、気泡捕獲部分３１２、およびポート３１７を備える。本体部分３１１は
、流体媒体を収容するための内部容積部３７０を有する。ポート３１７は、本体部分３１
１の内部容積部３７０と流体流通状態にある。気泡捕獲部分３１２は、流体媒体が内部容
積部３７０から押し出されつつある際に、流体媒体中に存在する気泡を捕獲するために、
本体部分３１１の内部容積部３７０と流体流通状態にある容積部３１６を有する。
【００９９】
　種々の実施形態において、ポート３１７は、内部容積部３７０のある特定の側に配置さ
れ、気泡捕獲部分３１２は、内部容積部３７０のこの特定の側に配置される。さらに、種
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々の実施形態において、気泡捕獲部分３１２は、内部容積部３７０から離れるように本体
部分３１１から延在する第１の部分３８１と、内部容積部３７０の方向に戻る第２の部分
３８２とを有する。いくつかの実施形態においては、本体部分３１１および気泡捕獲部分
３１２は、単一のシームレスユニットとして共に形成される。さらに、いくつかの実施形
態においては、気泡捕獲部分３１２の第１の部分３８１は、内部容積部３７０から離れる
ように本体部分３１１から延在し、気泡捕獲部分３１２の第２の部分３８２は、第１の部
分３８１から内部容積部３７０の方向に延在する。
【０１００】
　種々の実施形態において、リザーバ３１０は、流体媒体が気泡捕獲部分３１２の容積部
３１６からポート３１７に流れるためには、流体媒体が本体部分３１１の内部容積部３７
０を通り流れなければならないように、形状設定される。いくつかの実施形態においては
、リザーバ３１０は、本体部分３１１の内部容積部３７０からポート３１７に通じるチャ
ネル３７２を備え、気泡捕獲部分３１２は、チャネル３７２の少なくとも一部分を丸く囲
む。
【０１０１】
　種々の実施形態において、気泡捕獲部分３１２は、気泡捕獲部分３１２の容積部３１６
の端部を画成する第１の表面３８３と、気泡捕獲部分３１２の容積部３１６の別の端部を
画成する第２の表面３８４とを備え、第２の表面３８４は、第１の表面３８３に対してあ
る角度をなして配置される。いくつかの実施形態においては、第１の表面３８３と第２の
表面３８４との間の角度は、９０度未満である。さらに、いくつかの実施形態においては
、第１の表面３８３は、リザーバ３１０の本体部分３１１の内側面に対して平坦である。
種々の実施形態において、ポート３１７は、内部容積部３７０のある特定の側に配置され
、気泡捕獲部分３１２の第１の部分３８１は、本体部分３１１からこの特定の側に延在す
る。
【０１０２】
　図１１Ａは、本発明の一実施形態によるシステム４００の断面図を示す。システム４０
０は、リザーバ４１０、プランジャヘッド４２０、およびプランジャアーム４３０を備え
る。リザーバ４１０は、本体部分４１１、気泡捕獲部分４１２、およびポート４１７を備
える。リザーバ４１０は、外側面４１３および内側面４１４を有する。リザーバ４１０の
内側面４１４は、リザーバ４１０の中空内部を画成し、リザーバ４１０の中空内部は、流
体媒体を収容することが可能である。リザーバ４１０のポート４１７により、流体媒体は
、リザーバ４１０の中空内部内に充填され得る、またはリザーバ４１０の中空内部から押
し出され得る。リザーバ４１０の本体部分４１１は、円筒形状、管状形状、バレル形状、
球形状、矩形断面を有する形状、または同様のものなど（それらに限定されない）の、任
意の適切な形状を有してよい。
【０１０３】
　プランジャヘッド４２０は、リザーバ４１０内に配置され、リザーバ４１０の軸方向に
移動可能であり、それにより、流体媒体が中に収容され得るリザーバ４１０の容積部を膨
張または収縮させる。プランジャヘッド４２０は、リザーバ４１０の軸方向へのプランジ
ャアーム４３０の移動が、リザーバ４１０の軸方向へのプランジャヘッド４２０の移動を
生じさせるように、プランジャアーム４３０に連結される。プランジャヘッド４２０は、
プランジャ本体部分４２１およびプランジャ突出部分４２２を備える。種々の実施形態に
おいて、プランジャヘッド４２０は、プランジャ本体部分４２１の一部分を囲む、１つ以
上のＯリング４２５をさらに備える。
【０１０４】
　リザーバ４１０の気泡捕獲部分４１２は、リザーバ４１０の内部中に容積部４１６を有
するように形状設定され、それにより、流体媒体がリザーバ４１０からポート４１７を通
り押し出される際に、流体媒体中の気泡が気泡捕獲部分４１２の容積部４１６中に捕獲さ
れ得るようにする。種々の実施形態において、リザーバ４１０は、プランジャヘッド４２
０がリザーバ４１０内で前進されると、流体媒体がポート４１７を通り進むとともに、リ
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ザーバ４１０中の気泡がリザーバ４１０の容積部４１６内に集まることが可能となるよう
に、形状設定される。リザーバ４１０のこのような形状により、従来のリザーバ形状と比
較して、流体媒体と共に送給される気泡の量を低減させることが可能となり得る。
【０１０５】
　プランジャ本体部分４２１は、プランジャ本体部分４２１の外側面の形状が、リザーバ
４１０の本体部分４１１の内側面の形状と実質的に合致する、または実質的に同一である
ように、形状設定される。種々の実施形態において、プランジャ本体部分４２１は、プラ
ンジャヘッド４２０がリザーバ４１０内で摺動することが可能となるように、リザーバ４
１０の本体部分４１１の内側面の直径よりも若干小さい直径を有する。いくつかの実施形
態においては、プランジャ本体部分４２１の上の１つ以上のＯリング４２５は、プランジ
ャヘッド４２０がリザーバ４１０内にある場合には、リザーバ４１０の本体部分４１１の
内側面と接触状態にある。種々の実施形態において、プランジャ突出部分４２２は、プラ
ンジャ突出部分４２２の外側面の形状がリザーバ４１０の気泡捕獲部分４１２の内側面の
形状に実質的に合致する、または実質的に同一であるように、形状設定される。
【０１０６】
　図１１Ｂは、本発明の一実施形態によるリザーバ４１０の断面図を示す。図１１Ｂは、
リザーバ４１０の種々の機能部を強調するために陰影をつけられる。リザーバ４１０は、
本体部分４１１、気泡捕獲部分４１２、およびポート４１７を備える。本体部分４１１は
、流体媒体を収容するための内部容積部４７０を有する。ポート４１７は、本体部分４１
１の内部容積部４７０と流体流通状態にある。気泡捕獲部分４１２は、流体媒体が内部容
積部４７０から押し出されつつある際に、流体媒体中に存在する気泡を捕獲するために、
本体部分４１１の内部容積部４７０と流体流通状態にある容積部４１６を有する。
【０１０７】
　種々の実施形態において、ポート４１７は、内部容積部４７０のある特定の側に配置さ
れ、気泡捕獲部分４１２は、内部容積部４７０のこの特定の側に配置される。さらに、種
々の実施形態において、気泡捕獲部分４１２は、内部容積部４７０から離れるように本体
部分４１１から延在する第１の部分４８１と、内部容積部４７０の方向に戻る第２の部分
４８２とを有する。いくつかの実施形態においては、本体部分４１１および気泡捕獲部分
４１２は、単一のシームレスユニットとして共に形成される。さらに、いくつかの実施形
態においては、気泡捕獲部分４１２の第１の部分４８１は、内部容積部４７０から離れる
ように本体部分４１１から延在し、気泡捕獲部分４１２の第２の部分４８２は、第１の部
分４８１から内部容積部４７０の方向に延在する。
【０１０８】
　種々の実施形態において、気泡捕獲部分４１２は、湾曲面４８３を備える。いくつかの
実施形態においては、気泡捕獲部分４１２の湾曲面４８３は、流体媒体が気泡捕獲部分４
１２の容積部４１６内に存在する場合に、流体媒体と接触状態にある。種々の実施形態に
おいて、リザーバ４１０は、流体媒体が気泡捕獲部分４１２の容積部４１６からポート４
１７に流れるためには、流体媒体が本体部分４１１の内部容積部４７０を通り流れなけれ
ばならないように、形状設定される。いくつかの実施形態においては、リザーバ４１０は
、本体部分４１１の内部容積部４７０からポート４１７に通じるチャネル４７２を備え、
気泡捕獲部分４１２は、チャネル４７２の少なくとも一部分を丸く囲む。
【０１０９】
　図１１Ａおよび図１１Ｂを参照とすると、種々の実施形態において、プランジャ突出部
分４２２は、プランジャ突出部分４２２の形状が、リザーバ４１０の気泡捕獲部分４１２
の内側形状と実質的に合致する、または実質的に同一であるように、形状設定される。い
くつかの実施形態においては、プランジャ突出部分４２２は、少なくとも部分的に湾曲さ
れ、プランジャ本体部分４２１から突出する。さらに、いくつかの実施形態においては、
プランジャ突出部分は、リザーバ４１０の本体部分４１１の内側面に対して実質的に平行
である表面を備える。種々の実施形態において、プランジャ突出部分４２２は、プランジ
ャ突出部分４２２がリザーバ４１０の容積部４１６内で摺動することが可能となるように
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、および、プランジャヘッド４２０がリザーバ４１０内で完全に前進される場合に空気の
死容積のためのスペースが残されるように、リザーバ４１０の気泡捕獲部分４１２の内側
面によって画成された領域よりも若干小さな寸法を有する。したがって、種々の実施形態
において、リザーバ４１０およびプランジャヘッド４２０の形状により、流体媒体がリザ
ーバ４１０のポート４１７から押し出されつつある際に、気泡捕獲部分４１２の容積部４
１６内に気泡を捕獲することが可能となる。
【０１１０】
　種々の実施形態において、プランジャ突出部分４２２は、プランジャヘッド４２０がリ
ザーバ４１０内で完全に前進される場合に、プランジャ突出部分４２２が気泡捕獲部分４
１２の容積部４１６の少なくとも８０％を占めるような、寸法を有する。さらに、種々の
実施形態において、プランジャ突出部分４２２は、プランジャヘッド４２０がリザーバ４
１０内で完全に前進される場合に、気泡捕獲部分４１２の容積部４１６の９８％未満を占
め、それにより、プランジャヘッド４２０がリザーバ４１０内で完全に前進される場合に
、空気を保持するための１つ以上の空気ポケットがプランジャ突出部分４２２と気泡捕獲
部分４１２の内側面との間に存在することとなる。いくつかの実施形態においては、プラ
ンジャ突出部分４２２は、プランジャヘッド４２０がリザーバ４１０内で十分に前進され
る場合に、気泡捕獲部分４１２の容積部４１６内に少なくとも部分的に延在する。
【０１１１】
　図１２Ａは、本発明の一実施形態によるシステム５００の断面図を示す。システム５０
０は、リザーバ５１０、プランジャヘッド５２０、およびプランジャアーム５３０を備え
る。種々の実施形態において、システム５００は、針５５０をさらに備える。リザーバ５
１０は、システム２００（図９Ａを参照）のリザーバ２１０と類似のものであり、本体部
分５１１および気泡捕獲部分５１２を備える。気泡捕獲部分５１２は、気泡を捕獲するた
めの容積部５１６を画成する。したがって、リザーバ５１０は、気泡の捕獲を可能にする
空気捕獲形状を有する。
【０１１２】
　プランジャヘッド５２０は、システム２００（図９Ａを参照）のプランジャヘッド２２
０と類似のものである。プランジャヘッド５２０は、プランジャ本体部分５２１およびプ
ランジャ突出部分５２２を備える。プランジャヘッド５２０は、プランジャヘッド５２０
がリザーバ５１０内で完全に前進される場合に、リザーバ５１０の内部中に針５５０の少
なくとも一部分を挿入することを可能にするためのくぼみ部または逃がし部５２３をさら
に備える。種々の実施形態において、プランジャヘッド５２０は、プランジャヘッド５２
０がリザーバ５１０内で十分に前進され、針５５０の少なくとも一部分がリザーバ５１０
内に挿入される場合に、針５５０の前記部分を受容するための逃がし部５２３を有する。
種々の実施形態において、リザーバ５１０は、気泡を捕獲するように形状設定される。さ
らに、種々の実施形態において、リザーバ５１０およびプランジャヘッド５２０は、流体
媒体がリザーバ５１０から押し出される際の気泡の送給を最小限に抑えるように形状設定
される。
【０１１３】
　図１２Ｂは、本発明の一実施形態によるリザーバ５１０の断面図を示す。図１２Ｂは、
リザーバ５１０の種々の構成部を強調するために陰影をつけられる。リザーバ５１０は、
本体部分５１１、気泡捕獲部分５１２、およびポート５１７を備える。本体部分５１１は
、流体媒体を収容するための内部容積部５７０を有する。ポート５１７は、本体部分５１
１の内部容積部５７０と流体流通状態にある。気泡捕獲部分５１２は、流体媒体が内部容
積部５７０から押し出されつつある際に、流体媒体中に存在する気泡を捕獲するために、
本体部分５１１の内部容積部５７０と流体流通状態にある容積部５１６を有する。
【０１１４】
　種々の実施形態において、ポート５１７は、内部容積部５７０のある特定の側に配置さ
れ、気泡捕獲部分５１２は、内部容積部５７０のこの特定の側に配置される。さらに、種
々の実施形態において、気泡捕獲部分５１２は、内部容積部５７０から離れるように本体
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部分５１１から延在する第１の部分５８１と、内部容積部５７０の方向に戻る第２の部分
５８２とを有する。いくつかの実施形態においては、本体部分５１１および気泡捕獲部分
５１２は、単一のシームレスユニットとして共に形成される。さらに、いくつかの実施形
態においては、気泡捕獲部分５１２の第１の部分５８１は、内部容積部５７０から離れる
ように本体部分５１１から延在し、気泡捕獲部分５１２の第２の部分５８２は、第１の部
分５８１から内部容積部５７０の方に延在する。
【０１１５】
　種々の実施形態において、気泡捕獲部分５１２は、第１の端部領域５８４、第２の端部
領域５８５、および、第１の端部領域５８４と第２の端部領域５８５との間の中間領域５
８６を有する、湾曲面５８３を備える。いくつかの実施形態においては、第１の端部領域
５８４および第２の端部領域５８５は、中間領域５８６から内部容積部５７０までよりも
、本体部分５１１の内部容積部５７０に近い。さらに、いくつかの実施形態においては、
第１の端部領域５８４は、本体部分５１１と接触状態にあり、第２の端部領域５８５は、
本体部分５１１の内部容積部５７０に隣接して配置される。
【０１１６】
　種々の実施形態において、気泡捕獲部分５１２の湾曲面５８３は、流体媒体が気泡捕獲
部分５１２の容積部５１６内に存在する場合に、流体媒体と接触状態にある。他の実施形
態においては、湾曲面５８３は、略Ｕ字型である。図１２Ｂは、断面図を示すが、気泡捕
獲部分５１２は、３次元においては、例えば略半トロイド状として形状設定されてよい。
種々の実施形態において、リザーバ５１０は、流体媒体が気泡捕獲部分５１２の容積部５
１６からポート５１７に流れるためには、流体媒体が本体部分５１１の内部容積部５７０
を通り流れなければならないように、形状設定される。いくつかの実施形態においては、
リザーバ５１０は、本体部分５１１の内部容積部５７０からポート５１７に通じるチャネ
ル５７２を備え、気泡捕獲部分５１２は、チャネル５７２の少なくとも一部分を丸く囲む
。
【０１１７】
　図１２Ｃは、本発明の別の実施形態による、図１２Ａのシステム５００の断面図を示す
。図１２Ｃに図示される実施形態においては、システム５００は、プラグ５６０をさらに
備える。種々の実施形態において、プラグ５６０は、リザーバ５１０の気泡捕獲部分５１
２の内側面５１５と、流体媒体がリザーバから押し出されることが可能なリザーバの位置
との間に配置される。プラグ５６０は、気泡がリザーバ５１０のポート５１７を通り供給
されるのを実質的に防ぐ、例えば親水性材料または疎水性材料などを含んでよい。その結
果、リザーバ５１０から押し出される気泡の数がプラグ５６０によってさらに制限される
ため、送給精度を向上させることが可能となり得る。種々の実施形態において、プラグ５
６０は、流体媒体がリザーバ５１０の本体部分５１１の内部容積部から押し出されつつあ
る際に、流体媒体中の気泡を、リザーバ５１０のポート５１７から離れるように、および
、気泡捕獲部分５１２の容積部５１６の方向にそらす。
【０１１８】
　図１３Ａは、本発明の一実施形態によるシステム６００の断面図を示す。システム６０
０は、リザーバ６１０、プランジャヘッド６２０、プランジャアーム６３０、トランスフ
ァーガード６４０、バイアル６５０、および振動装置６７０を備える。バイアル６５０に
より流体媒体を収容することが可能であり、バイアル６５０は、針などにより穿刺され得
るバイアル隔壁部６５２を備える。トランスファーガード６４０は、流体媒体を移送する
ための針６４２を備える。リザーバ６１０は、針６４２などの針により穿刺され得る隔壁
部６１４を備える。振動装置６７０は、保持ユニット６７５およびバイブレータ６７７を
備える。種々の実施形態において、振動装置６７０は、１つ以上のサポート６７３、１つ
以上のラッチ６７４、および、電源６７８をさらに備える。電源６７８は、例えば、電気
ソケットにバイブレータ６７７をプラグ接続するための電気プラグ、および、バイブレー
タ６７７に電力供給するための電池、または同様のものなどを備えてよい。種々の実施形
態において、バイブレータ６７７は、電動バイブレータ、または同様のものである。
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【０１１９】
　保持ユニット６７５により、リザーバ６１０を保持することが可能となる。種々の実施
形態において、保持ユニット６７５は、リザーバ６１０を保持するための、第１のホルダ
６７１および第２のホルダ６７２を備える。保持ユニット６７５は、保持ユニット６７５
がリザーバ６１０を保持しており、リザーバ６１０が流体媒体で充填されつつある場合に
、リザーバ６１０内にあるプランジャヘッド６２０に連結されるプランジャアーム６３０
が移動可能となるように、構成される。バイブレータ６７７により、保持ユニット６７５
を振動させて、それによりリザーバ６１０を振動させることが可能となる。種々の実施形
態において、バイブレータ６７７は、保持ユニット６７５がリザーバ６１０を保持してお
り、リザーバ６１０が流体媒体で充填されつつある場合に、保持ユニット６７５を振動さ
せ、それにより、リザーバ６１０を振動させ、流体媒体内の気泡をリザーバ６１０内で上
方に移動させるように、構成される。さらに、種々の実施形態において、バイブレータ６
７７は、保持ユニット６７５がリザーバ６１０を保持しており、リザーバ６１０が流体媒
体で充填されつつある場合に、保持ユニット６７５を十分に揺さぶり、それにより、流体
媒体中の気泡を揺さぶり自由な状態にするように、構成される。
【０１２０】
　いくつかの実施形態においては、保持ユニット６７５は、第１のホルダ６７１および第
２のホルダ６７２を備え、プランジャアーム６３０は、リザーバ６１０が第１のホルダ６
７１および第２のホルダ６７２に保持されており、リザーバ６１０が流体媒体で充填され
つつある場合に、第１のホルダ６７１と第２のホルダ６７２との間のスペース６７６内で
移動可能である。種々の実施形態において、第１のホルダ６７１および第２のホルダ６７
２は、バイブレータ６７７に連結される。さらに、種々の実施形態において、スペース６
７６は、プランジャアーム６３０とバイブレータ６７７との間にも少なくとも部分的に位
置する。いくつかの実施形態においては、第１のホルダ６７１および第２のホルダ６７２
の一方または両方が、ヒンジ（図示せず）によりバイブレータ６７７に装着され、それに
より、第１のホルダ６７１および第２のホルダ６７２は、揺動して開くことが可能となっ
て、リザーバ６１０を第１のホルダ６７１と第２のホルダ６７２との間に少なくとも部分
的に配置することが可能となり、次いで、揺動して閉じ、それによりリザーバ６１０が第
１のホルダ６７１と第２のホルダ６７２との間にしっかりと保持されるようにロックする
ことが可能となる。さらに、いくつかの実施形態においては、保持ユニット６７５は、第
１のホルダ６７１とリザーバ６１０との間に、および、第２のホルダ６７２とリザーバ６
１０との間に、クッション６９３をさらに備える。種々の実施形態において、保持ユニッ
ト６７５は、リザーバ６１０が中に挿入され固定的に保持され得る、単一部材である。
【０１２１】
　種々の実施形態において、保持ユニット６７５は、保持ユニット６７５がリザーバ６１
０を保持している場合に、流体媒体が、プランジャアーム６３０からプランジャヘッド６
２０の対向側に配置されたリザーバ６１０のポート６８０を通り、リザーバ６１０内に充
填され得るように、構成される。さらに、種々の実施形態において、保持ユニット６７５
は、保持ユニット６７５がリザーバ６１０を保持しており、リザーバ６１０が流体媒体で
充填されつつある場合に、プランジャアーム６３０がバイブレータ６７７の方向に移動可
能であるように、構成される。いくつかの実施形態においては、振動装置６７０は、１つ
以上のラッチ６７４を備え、１つ以上のラッチ６７４により、保持ユニット６７５がリザ
ーバ６１０を保持している場合に、および、リザーバ６１０が流体媒体で充填される前に
、プランジャアーム６３０が移動されるのを防ぐことが可能になる。このような実施形態
においては、１つ以上のラッチ６７４は、揺動して開いて、または引き戻って、プランジ
ャアーム６３０がスペース６７６内で移動することが可能となるように制御されて、それ
により、リザーバ６１０が流体媒体で充填され得るようにすることができる。
【０１２２】
　種々の実施形態において、システム６００は、トランスファーガード６４０を備え、ト
ランスファーガード６４０により、保持ユニット６７５がリザーバ６１０を保持している
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場合に、バイアル６５０からリザーバ６１０に流体媒体を移送することが可能となる。い
くつかの実施形態においては、トランスファーガード６４０は、トランスファーガード６
４０の針６４２がリザーバ６１０のポート６８０中の隔壁部６１４を穿刺する場合に、リ
ザーバ６１０のポート６８０を少なくとも部分的に囲むための、第１の端部６４７を備え
る。種々の実施形態において、保持ユニット６７５は、保持ユニット６７５がリザーバ６
１０を保持しており、リザーバ６１０が流体媒体で充填されつつある場合に、プランジャ
アーム６３０に連結されたハンドル６３２がリザーバ６１０とバイブレータ６７７との間
のスペース６７６内で移動可能であるように、構成される。
【０１２３】
　いくつかの実施形態においては、ハンドル６３２は、バイブレータ６７７がリザーバ６
１０を振動させている間に、ユーザによって引かれてよい。種々の他の実施形態において
、ハンドル６３２は、１つ以上のラッチ６７４が開かれる場合に、ハンドル６３２を移動
させて、プランジャヘッド６２０を移動させるように、ばね（図示せず）に連結される。
いくつかの実施形態においては、このシステムは、保持ユニット６７５がリザーバ６１０
を保持している際に、ハンドル６３２を移動させて、プランジャヘッド６２０を移動させ
るためのモータ（図示せず）をさらに備える。さらに、いくつかの実施形態においては、
ハンドル６３２は、リザーバ６１０が流体媒体で充填された後に、ハンドル６３２がプラ
ンジャアーム６３０から連結解除され得るように、プランジャアーム６３０から連結解除
され得る。種々の実施形態において、振動装置６７０は、保持ユニット６７５を支持する
ための１つ以上のサポータ６７３を備え、１つ以上のサポータ６７３は、スタンド（図示
せず）または同様のものに装着されてよい。
【０１２４】
　充填プロセスの際に、トランスファーガード６４０の針６４２により、バイアル６５０
とリザーバ６１０との間に流体経路が設けられる。１つ以上のラッチ６７４が解除される
と、流体は、リザーバ６１０内に流入することが可能となる。リザーバ６１０が、流体媒
体で充填されている間に、バイブレータ６７７は、流体媒体中の気泡がリザーバ６１０内
で上方に移動するように、リザーバ６１０を振動させてよい。したがって、種々の実施形
態において、バイブレータ６７７により、リザーバ６１０を揺さぶり、それにより、リザ
ーバ６１０内に充填されつつある流体媒体中の気泡を揺さぶり自由な状態にすることが可
能となる。種々の実施形態において、システム６００において充填プロセスが完了すると
、バイアル６５０は、トランスファーガード６４０から連結解除され、リザーバ６１０内
の空気は、ハンドル６３２を押すことによって押し出される。
【０１２５】
　図１４は、本発明の一実施形態による方法の流れ図を示す。図１３Ａおよび図１４を参
照すると、Ｓ２０において、リザーバ６１０が、保持ユニット６７５により保持される。
この方法は、次いでＳ２１に続く。Ｓ２１においては、リザーバ６１０のポート６８０内
に配置された隔壁部６１４が、トランスファーガード６４０の針６４２により穿刺されて
、流体媒体を、バイアル６５０からリザーバ６１０へと針６４２を介して移送することが
可能となる。この方法は、次いでＳ２２に続く。Ｓ２２においては、保持ユニット６７５
がリザーバ６１０を保持している場合に、１つ以上のラッチ６７４が移動されて、プラン
ジャアーム６３０が移動可能となる。この方法は、次いでＳ２３に続く。
【０１２６】
　Ｓ２３においては、保持ユニット６７５がリザーバ６１０を保持している場合に、プラ
ンジャアーム６３０が、リザーバ６１０内でプランジャヘッド６２０を移動させるように
移動されて、流体媒体をリザーバ６１０内に充填することが可能となる。種々の実施形態
において、この移動は、保持ユニット６７５がリザーバ６１０を保持している場合に、プ
ランジャアーム６３０をバイブレータ６７７の方向に移動させて、リザーバ６１０内でプ
ランジャヘッド６２０を移動させて、流体媒体をリザーバ６１０内に充填することを可能
にすることを含む（Ｓ２４）。図１３Ｂは、保持ユニット６７５がリザーバ６１０を保持
している場合に、プランジャアーム６３０が移動されて、流体媒体をリザーバ６１０内に



(34) JP 5102350 B2 2012.12.19

10

20

30

40

50

充填することが可能となった場合の、本発明の一実施形態によるシステム６００の断面図
を示す。図１４のこの方法は、次いでＳ２５に続く。
【０１２７】
　図１３Ａ、図１３Ｂ、および図１４を参照すると、Ｓ２５においては、バイブレータ６
７７が、リザーバ６１０を振動させるように、保持ユニット６７５を振動させる。種々の
実施形態において、この振動は、保持ユニット６７５がリザーバ６１０を保持しており、
リザーバ６１０が流体媒体で充填されつつある場合に、バイブレータ６７７により保持ユ
ニット６７５を振動させることを含む（Ｓ２６）。さらに、種々の実施形態において、こ
の振動は、リザーバ６１０を振動させるように、バイブレータ６７７により保持ユニット
６７５を振動させて、流体媒体内の気泡をリザーバ６１０内で上方に移動させることを含
む（Ｓ２７）。この方法は、次いでＳ２８に続く。Ｓ２８においては、リザーバ６１０が
振動された後に、空気がリザーバ６１０から押し出される。例えば、バイアル６５０が、
トランスファーガード６４０から取り外されてよく、ハンドル６３２が、リザーバ６１０
から空気を押し出すように押されてよい。この方法は、次いでＳ２９において終了する。
【０１２８】
　図１５は、本発明の一実施形態によるシステム３５００の断面図を示す。システム３５
００は、リザーバ３５１０、プランジャヘッド３５２０、プランジャアーム３５３０、隔
壁部３５４０、１つ以上の疎水性フィルタ３５７１、および、１つ以上の空気通路３５７
２を備える。リザーバ３５１０は、流体媒体を収容するための中空内部を有する。プラン
ジャヘッド３５２０は、リザーバ３５１０内に配置され、リザーバ３５１０の軸方向に移
動可能であり、それにより、リザーバ３５１０の内部容積部を膨張または収縮させる。リ
ザーバは、ネック部分３５１２を備える。隔壁部３５４０は、リザーバ３５１０のネック
部分３５１２の端部に配置され、流体チャネル３５５０が、リザーバ３５１０のネック部
分３５１２内に画成されて、隔壁部３５４０から延在する。
【０１２９】
　１つ以上の空気通路３５７２は、リザーバ３５１０内から、流体媒体がリザーバ３５１
０から貫通して押し出される外側面と同一の、リザーバ３５１０の外側面まで延在する。
種々の実施形態において、１つ以上の空気通路３５７２は、流体チャネル３５５０を囲む
。１つ以上の疎水性フィルタ３５７１は、リザーバ３５１０内の１つ以上の空気通路３５
７２の端部に配置される。疎水性フィルタ３５７１は、リザーバ３５１０内の流体媒体が
１つ以上の空気通路３５７２に進入するのを実質的に防ぐ疎水性材料を含む。１つ以上の
空気通路３５７２により、リザーバ内の空気は、１つ以上の疎水性フィルタ３５７１を通
過し、リザーバ３５１０から出ることが可能となる。
【０１３０】
　本発明による一方法により、流体媒体をリザーバ３５１０から押し出すことが可能とな
る。この方法の第１のステップにおいては、流体通路が、隔壁部３５４０を貫通して流体
チャネル３５５０まで設けられる。この方法の第２のステップにおいては、プランジャヘ
ッド３５２０が、リザーバ３５１０内で押し下げられて、それにより流体媒体が、流体チ
ャネル３５５０を通り、隔壁部３５４０を貫通してリザーバ３５１０から押し出される。
流体媒体が、流体チャネル３５５０を通り押し出されつつある場合に、リザーバ３５１０
内の空気は、１つ以上の疎水性フィルタ３５７１を通過して、１つ以上の空気通路３５７
２を通りリザーバから出ることが可能である。１つ以上の疎水性フィルタ３５７１により
、流体媒体が１つ以上の空気通路３５７２に進入することが、実質的に防がれる。したが
って、この方法によれば、流体媒体が、リザーバ３５１０から押し出され得る一方で、リ
ザーバ３５１０内の空気は、流体媒体がリザーバ３５１０から出るのと同一の、リザーバ
３５１０の側において、リザーバ３５１０からの出口を有する１つ以上の空気通路３５７
２を通り漏出することが可能となる。
【０１３１】
　図１６Ａは、本発明の一実施形態によるシステム３６００の断面図を示す。システム３
６００は、リザーバ３６１０、プランジャヘッド３６２０、プランジャアーム３６３０、
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トランスファーガード３６４０、バイアル３６５０、および圧力供給デバイス３６６０を
備える。リザーバ３６１０は、流体媒体を収容するための中空内部を有する。プランジャ
ヘッド３６２０は、リザーバ３６１０内に配置され、リザーバ３６１０の軸方向に移動可
能であり、それにより、リザーバ３６１０の内部容積部を膨張または収縮させる。プラン
ジャアーム３６３０は、プランジャヘッド３６２０に連結される。種々の実施形態におい
て、リザーバ３６１０は、針によって穿刺され得る隔壁部３６１８を備え、それにより、
この針が隔壁部３６１８を穿刺すると、リザーバ３６１０の中空内部が、針を通り進む流
体媒体で充填され得る。
【０１３２】
　バイアル３６５０は、バイアル３６５０の内側面３６５１に連結される隔膜３６５３を
備える。バイアル３６５０の内側面３６５１と、隔膜３６５３の外側面とが、流体媒体を
収容することが可能なバイアル３６５０の内部容積部を画成する。種々の実施形態におい
て、隔膜３６５３は、ゴム、プラスチック、または同様のものを含み、可撓性である。い
くつかの実施形態においては、バイアル３６５０は、針により穿刺され得る隔壁部３６５
４をさらに備え、それにより、この針が隔壁部３６５４を穿刺すると、流体媒体を、バイ
アル３６５０から針を通して押し出すことが可能となる。種々の実施形態において、バイ
アル３６５０は、開口を有する底面３６５２を備え、この開口により、空気または他の動
因物が、バイアル３６５０内の流体媒体と接触状態にある隔膜３６５３の側からは隔膜３
６５３の対向側の、バイアル３６５０内に進入することが可能となる。
【０１３３】
　トランスファーガード３６４０は、バイアル３６５０の内部容積部からリザーバ３６１
０の内部容積部までの流体経路を与えるための、１つ以上の針３６４２を備える。種々の
実施形態において、トランスファーガード３６４０は、ユーザがトランスファーガード３
６４０によりバイアル３６５０およびリザーバ３６１０を連結している場合に、１つ以上
の針３６４２がユーザの手に接触するのを防ぐのを補助する壁部を備える。トランスファ
ーガード３６４０の１つ以上の針３６４２は、バイアル３６５０の隔壁部３６５４および
リザーバ３６１０の隔壁部３６１８を穿刺して、バイアル３６５０からリザーバ３６１０
までの流体経路を与えることが可能である。種々の実施形態において、流体媒体がバイア
ル３６５０からリザーバ３６１０まで流体流経路に沿って進む際に、気泡を捕獲するため
に、膜が、トランスファーガード３６４０内の流体流経路中に組み込まれてよい。
【０１３４】
　圧力供給デバイス３６６０は、流体などの空気または他の動因物をバイアル３６５０の
底面３６５２中の開口に押し通すための、例えば注入器または同様のものを備えてよい。
種々の他の実施形態において、圧力供給デバイス３６６０は、圧力を供給するための、例
えばポンプまたは同様のものなどを備えてよい。圧力供給デバイス３６６０は、例えば気
密式コネクタ、ねじ込み式連結部、クランプ、または同様のものなどにより、連結箇所３
６７０にてバイアル３６５０に連結される。図１６Ａにおいては、圧力供給デバイス３６
６０は、中空内部を画成する内側面３６６１、プランジャヘッド３６６２、プランジャヘ
ッド３６６２に連結されるプランジャアーム３６６３、および、プランジャアーム３６６
３に連結されるハンドル３６６４を有する、注入器として図示される。注入器は、ハンド
ル３６６４が押されて、プランジャヘッド３６６２が注入器の内部内で前進される場合に
、空気または他の動因物が注入器から押し出されるように、構成される。
【０１３５】
　本発明の一実施形態による一方法により、システム３６００においてリザーバ３６１０
を充填することが可能となる。この方法の第１のステップは、圧力供給デバイス３６６０
をバイアル３６５０の一端部に連結し、トランスファーガード３６４０を用いてバイアル
３６５０の別の端部をリザーバ３６１０に連結することである。このように連結された構
造体の一例が、図１６Ａに図示される。この方法の第２のステップは、圧力供給デバイス
３６６０を使用して、流体媒体と接触状態にある隔膜３６５３の側に対向するバイアル３
６５０内の隔膜３６５３の側に圧力を加えることである。例えば、圧力供給デバイスが注
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入器を備える場合においては、ハンドル３６６４が加圧されて、注入器内でプランジャヘ
ッド３６６２を前進させ、バイアル３６５０内に空気または他の動因物を押し出し、それ
により、隔膜３６５３に圧力を加える。
【０１３６】
　バイアル３６５０内の隔膜３６５３は、可撓性であり、そのため隔膜３６５３は、圧力
が圧力供給デバイス３６６０により隔膜３６５３に加えられると、膨張する。図１６Ｂは
、圧力供給デバイス３６６０のプランジャヘッド３６６２が前進されて、バイアル３６５
３内の隔膜３６５３の一方の側の圧力が上昇し、それにより隔膜３６５３がバイアル３６
５０内で膨張させられた場合を図示する。圧力供給デバイス３６６０からの圧力により隔
膜３６５３が膨張すると、流体媒体が中に収容されるバイアル３６５０の内部容積部は、
寸法が縮小され、その結果、流体媒体は、バイアル３６５０から押し出されて、流体経路
を通りリザーバ３６１０の内部容積部に送られる。リザーバ３６１０の内部容積部への流
体媒体の流入により、プランジャヘッド３６２０は、リザーバ３６１０内で後方に移動さ
れる。所望の量の流体媒体が、リザーバ３６１０内に充填されるまで、圧力供給デバイス
３６６０からバイアル３６５０の隔膜３６５３に漸増圧力が加えられてよい。
【０１３７】
　したがって、本発明の実施形態は、バイアルの底部に可撓性隔膜を形成し、外圧が可撓
性隔膜に加えられて、インスリンまたは同様のものなどの流体媒体がリザーバ内に押し入
れられるのを可能にする。種々の実施形態において、膜が、気泡を捕獲するために流体流
経路内に組み込まれる。システム３６００を使用するこの方法のいくつかの実施形態にお
いては、リザーバ３６１０を充填する前に、バイアル３６５０が、初期真空排気されて、
リザーバ３６１０のデッドスペース内の空気をバイアル３６５０内に排出する。
【０１３８】
　図１７Ａは、本発明の一実施形態によるシステム３７００の断面図を示す。システム３
７００は、リザーバ３７１０、プランジャヘッド３７２０、プランジャアーム３７５０、
トランスファーガード３７４０、バイアル３７５０、および移動可能要素３７７０を備え
る。リザーバ３７１０は、流体媒体を収容するための中空内部を有する。プランジャヘッ
ド３７２０は、リザーバ３７１０内に配置され、リザーバ３７１０の軸方向に移動可能で
あり、それにより、リザーバ３７１０の内部容積部を膨張または収縮させる。プランジャ
アーム３７３０は、プランジャヘッド３７２０に連結される。種々の実施形態において、
リザーバ３７１０は、針により穿刺され得る隔壁部３７１８を備え、それにより、この針
が隔壁部３７１８を穿刺すると、リザーバ３７１０の中空内部が、針を通り進む流体媒体
で充填され得る。
【０１３９】
　移動可能要素３７７０は、バイアル３７５０内に配置され、バイアル３７５０内で移動
可能であり、それにより、バイアル３７５０の内部容積部を膨張または収縮させる。バイ
アル３７５０の内側面３７５１と、移動可能要素３７７０の表面とが、流体媒体を収容す
ることが可能なバイアル３７５０の内部容積部を画成する。種々の実施形態において、移
動可能要素３７７０は、ゴム、プラスチック、または同様のものを含む。さらに、種々の
実施形態において、移動可能要素３７７０は、プランジャまたは同様のものを備える。い
くつかの実施形態においては、バイアル３７５０は、針により穿刺され得る隔壁部３７５
４をさらに備え、それにより、この針が隔壁部３７５４を穿刺すると、流体媒体をバイア
ル３７５０から針を通して押し出すことが可能となる。
【０１４０】
　移動可能要素３７７０は、圧力が移動可能要素３７７０に加えられる場合に、バイアル
３７５０内で移動することが可能である。種々の実施形態において、移動可能要素は、バ
レル部分３７７１および湾曲部分３７７２を備え、バレル部分３７７１の外側面の形状は
、バイアル３７５０のバレル部分３７５５の内側面３７５１の形状と実質的に同一であり
、湾曲部分３７７２の外側面の形状は、バイアル３７５０の湾曲部分３７５６の形状と実
質的に同一である。さらに、種々の実施形態において、移動可能要素３７７０は、１つ以
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上のＯリング３７７３を備え、このＯリング３７７３は、移動可能要素３７７０のバレル
部分３７７１を囲み、移動可能要素３７７０がバイアル３７５０内に位置する場合には、
バイアル３７５０のバレル部分３７５５の内側面３７５１と接触状態にある。
【０１４１】
　トランスファーガード３７４０は、バイアル３７５０の内部容積部からリザーバ３７１
０の内部容積部までの流体経路を与えるための、１つ以上の針３７４２を備える。種々の
実施形態において、トランスファーガード３７４０は、ユーザがトランスファーガード３
７４０によりバイアル３７５０およびリザーバ３７１０を連結している場合に、１つ以上
の針３７４２がユーザの手に接触するのを防ぐのを補助する壁部を備える。トランスファ
ーガード３７４０の１つ以上の針３７４２は、バイアル３７５０の隔壁部３７５４および
リザーバ３７１０の隔壁部３７１８を穿刺して、バイアル３７５０からリザーバ３７１０
までの流体経路を与えることが可能である。種々の実施形態において、トランスファーガ
ード３７４０は、流体媒体がバイアル３７５０からリザーバ３７１０まで流体流経路に沿
って進む際に、気泡を捕獲するために、トランスファーガード３７４０の流体流経路中に
組み込まれる膜３７４１を備えてよい。
【０１４２】
　本発明の一実施形態による一方法により、システム３７００においてリザーバ３７１０
を充填することが可能となる。この方法の第１のステップは、トランスファーガード３７
４０を用いてバイアル３７５０をリザーバ３７１０に連結することである。このように連
結された構造体の一例が、図１７Ａに図示される。この方法における第２のステップは、
流体媒体と接触状態にある移動可能要素３７７０の側の対向側に位置するバイアル３７５
０内の移動可能要素３７７０の側に圧力を加えることである。例えば、ユーザまたはデバ
イスが、移動可能要素３７７０の外側面を押圧して、バイアル３７５０内で移動可能要素
を前進させてよい。したがって、移動可能要素３７７０は、保管用バイアル３７５０の移
動可能底部としての役割を果たす。種々の実施形態において、移動可能要素３７７０は、
移動可能要素３７７０に圧力を加えるための、移動可能要素３７７０に連結されたハンド
ル（図示せず）をさらに備えてよい。
【０１４３】
　圧力が、移動可能要素３７７０に加えられて、バイアル３７５０内で移動可能要素３７
７０を前進させると、バイアル３７５０内の流体媒体は、針３７４２を通り、リザーバ３
７１０内に押しやられる。図１７Ｂは、移動可能要素３７７０がバイアル３７５０内で少
なくとも部分的に前進された場合の、システム３７００の断面図を示す。力が、移動可能
要素３７７０に加えられて、バイアル３７５０から流体媒体を押しやりリザーバ３７１０
を充填すると、プランジャヘッド３７２０が、リザーバ３７１０に進入する流体媒体の力
により、リザーバ３７１０内で後方に押しやられる。したがって、本発明の実施形態によ
り、移動可能底部を有する保管用バイアルが可能となり、リザーバを充填するために保管
用バイアルの移動可能底部に圧力を加えることが可能となる。さらに、流体媒体が、バイ
アル３７５０からリザーバ３７１０に進むと、流体媒体は、トランスファーガード３７４
０の膜３７４１を貫通して送られ、この膜３７４１により、流体媒体がリザーバ３７１０
を充填する前に、流体媒体から気泡が実質的に除去される。
【０１４４】
　図１８Ａは、本発明の一実施形態によるシステム３８００の断面図を示す。システム３
８００は、脱気具３８０１およびバイアル３８３０を備える。脱気具３８０１は、第１の
ハンドル３８０２、第２のハンドル３８０４、枢動部材３８１０、第１のアーム３８０８
、第２のアーム３８０６、保持アーム３８１２、プランジャハウジング３８２４、プラン
ジャヘッド３８２０、プランジャアーム３８２２、および挿入部材３８５０を備える。バ
イアル３８３０は、インスリンまたは同様のものなどの流体媒体を、バイアル３８３０内
のある一定レベルまで収容し、流体媒体の上方のバイアル３８３０の区域が、バイアル３
８３０の頭隙３８４４を形成する。バイアルは、脱気具３８０１の挿入部材３８５０によ
り穿刺され得る隔壁部３８３２を備える。
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【０１４５】
　第１のハンドル３８０２、第２のハンドル３８０４、第１のアーム３８０８、および第
２のアーム３８０６は、枢動部材３８１０により共に連結される。種々の実施形態におい
て、第１のハンドル３８０２、枢動部材３８１０、および第１のアーム３８０８が、単一
ユニットとして形成され、第２のハンドル３８０４および第２のアーム３８０６が、単一
ユニットとして形成される。第１のハンドル３８０２は、第２のハンドル３８０４の方向
におよび第２のハンドル３８０４から離れるように枢動することが可能である。第２のア
ーム３８０６は、バイアルのネックを囲むための空洞部を有してよい。保持アーム３８１
２は、第２のアーム３８０６から延在し、第１のアーム３８０８と第２のアーム３８０６
との間にプランジャハウジング３８２４を保持する。プランジャヘッド３８２０は、プラ
ンジャアーム３８２２に連結され、プランジャヘッド３８２０は、プランジャハウジング
３８２４内で摺動することが可能である。挿入部材３８５０は、例えば針であってよく、
プランジャハウジング３８２４の出口ポートに連結される。プランジャアーム３８２２は
、第１のアーム３８０８に連結される。
【０１４６】
　脱気具３８０１は、第１のハンドル３８０２が第２のハンドル３８０４から離れるよう
に枢動されると、第１のアーム３８０８が枢動して、プランジャアーム３８２２によりプ
ランジャヘッド３８２０がプランジャハウジング３８２４内で前進されて、プランジャヘ
ッド３８２０と挿入部材３８５０への出口ポートとの間のプランジャハウジング３８２２
内の容積部を縮小するように、構成される。さらに、脱気具３８０１は、第１のハンドル
３８０２が第２のハンドル３８０４の方向に枢動されると、第１のアーム３８０８が枢動
されて、プランジャアーム３８２２によりプランジャヘッド３８２０がプランジャハウジ
ング３８２４内で引き戻されて、プランジャヘッド３８２０と挿入部材３８５０への出口
ポートとの間のプランジャハウジング３８２２内の容積部を拡大するように、構成される
。
【０１４７】
　本発明による一方法により、脱気具３８０１を用いてバイアル３８３０を脱気すること
が可能である。第１のステップにおいては、脱気具３８０１の第１のハンドル３８０２が
、第２のハンドル３８０４から離れるように枢動され、これにより、第１のアーム３８０
８が、プランジャアーム３８２２を押し、したがって、プランジャハウジング３８２４内
でプランジャヘッド３８２０を前進させる。第２のステップにおいては、挿入部材３８５
０が、バイアル３８３０の隔壁部３８３２を通り、バイアル３８３０内の流体媒体３８４
２の上方の、バイアル３８３０の頭隙３８４４内に挿入される。脱気具３８０１およびバ
イアル３８３０のこのような連結の一例が、図１８Ａに図示される。
【０１４８】
　第３のステップにおいては、脱気具３８０１の第１のハンドル３８０２が、第２のハン
ドル３８０４の方向に枢動され、これにより、第１のアーム３８０８が、プランジャアー
ム３８２２を押し、したがってプランジャハウジング３８２４内でプランジャヘッド３８
２０を引き戻す。図１８Ｂは、第１のハンドル３８０２が第２のハンドル３８０４の方向
に枢動された場合の、本発明の一実施形態によるシステム３８００の断面図を示す。プラ
ンジャヘッド３８２０が、プランジャハウジング３８２４内で引き戻されると、バイアル
３８３０の頭隙３８４４内の空気またはガスが、挿入部材３８５０を通り、プランジャハ
ウジング３８２４内に引き込まれる。種々の実施形態において、脱気具３８０１は、ユー
ザの手により操作される。ガスがバイアル３８３０の頭隙３８４４から引き出されると、
バイアル３８３０は、脱気具３８０１から連結解除され、リザーバを充填するために使用
することができる。したがって、本発明の実施形態は、既存の薬物用バイアルに連結され
得る、および、ポンプ動作を行うことにより、バイアルを用いてリザーバを充填する前に
ガス抜きを行うことによって、バイアルの内部の圧力を低下させることが可能な、手動パ
ージデバイスまたは脱気具を提供する。
【０１４９】
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　図１９は、本発明の一実施形態によるシステム３９００の断面図を示す。システム３９
００は、リザーバ３９２０およびバイアル３９１０を備える。リザーバ３９２０は、前面
３９２４、前面に連結されるベローズ部分３９２２、および隔壁部３９２６を備える。ベ
ローズ部分３９２２は、アコーディオン様構造体を備え、膨張および収縮して、ベローズ
部分３９２２内の内部容積部を変化させることが可能である。このようなベローズ部分３
９２２により、ベローズ部分３９２２が完全に収縮されると、リザーバの頭隙を実質的に
排除することが可能となる。種々の実施形態において、システム３９００は、バイアル３
９１０とリザーバ３９２０との間に流体経路を与えるための針３９３０をさらに備える。
いくつかの実施形態においては、充填される前にベローズ部分３９２２が完全に収縮され
るように、リザーバ３９２０が真空排気され、次いで、針３９３０がリザーバ３９２０の
隔壁部３９２６を穿刺すると、ベローズ部分３９２２は、膨張して、バイアル３９１０か
ら針３９３０を通り移送された流体媒体で充填される。
【０１５０】
　図２０Ａは、本発明の一実施形態によるシステム４０００の断面図を示す。システム４
０００は、バイアル４０１０、リザーバ４０２０、プランジャヘッド４０２４、プランジ
ャアーム４０２６、トランスファーガード４０４０、および自動充填デバイス４０３０を
備える。バイアル４０１０は、隔壁部４０１２を備え、バイアル４０１０により、流体媒
体を収容することが可能である。リザーバ４０２０は、流体媒体を収容するための中空内
部を有する。プランジャヘッド４０２４は、リザーバ４０２０内に配置され、リザーバ４
０２０内で移動可能であり、それにより、リザーバ４０２０の内部容積部を膨張または収
縮させる。プランジャヘッド４０２４は、プランジャアーム４０２６に連結される。リザ
ーバ４０２０は、リザーバ４０２０のポートに隔壁部４０２２を備える。トランスファー
ガード４０４０は、バイアル４０１０の内部容積部からリザーバ４０２０の内部容積部ま
で流体経路を与えるための、１つ以上の針４０４２を備える。トランスファーガード４０
４０の１つ以上の針４０４２は、バイアル４０１０の隔壁部４０１２およびリザーバ４０
２０の隔壁部４０２２を穿刺して、バイアル４０１０からリザーバ４０２０までの流体経
路を与えることが可能である。
【０１５１】
　自動充填デバイス４０３０により、バイアル４０１０からの流体媒体でリザーバ４０２
０を充填する充填プロセスを自動化することが可能となる。自動充填デバイス４０３０は
、第１のばね４０３２、第２のばね４０３４、およびハンドル４０３６を備える。種々の
実施形態において、自動充填デバイス４０３０は、ラッチ４０３８をさらに備える。種々
の実施形態において、プランジャアーム４０２６およびハンドル４０３６は、プランジャ
アーム４０２６がハンドル４０３６と共にスナップ係合されて、プランジャアーム４０２
６をハンドル４０３６に連結することが可能となるように、構成される。種々の他の実施
形態において、プランジャアーム４０２６およびハンドル４０３６は、プランジャアーム
４０２６をハンドル４０３６内にねじ込むことによってなど、他の様式において連結され
るように、構成される。いくつかの実施形態においては、ハンドル４０３６は、プランジ
ャアーム４０２６の一部であり、ハンドル４０３６は、第１のばね４０３２および第２の
ばね４０３４に連結され得る。
【０１５２】
　第１のばね４０３２および第２のばね４０３４は、自動充填デバイス４０３０の上面と
ハンドル４０３６との間で連結される。第１のばね４０３２および第２のばね４０３４は
共に、初めに伸張位置の方向に付勢されるが、ハンドル４０３６によって圧縮されて保持
され、ハンドル４０３６は、ラッチ４０３８によって支持され得る。自動充填デバイス４
０３０により、リザーバ４０２０を、自動充填デバイス４０３０内にて定位置にスナップ
係合するまたは他の方法により連結することが可能となり、次いで、ラッチ４０３８が開
いて、第１のばね４０３２および第２のばね４０３４がハンドル４０３６を押し下げるこ
とが可能となると、第１のばね４０３２および第２のばね４０３４によりハンドル４０３
６に加えられる力を利用して、リザーバ４０２０を充填することが可能となる。システム
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４０００においては、ハンドル４０３６が、プランジャアーム４０２６に連結され、プラ
ンジャアーム４０２６は、プランジャヘッド４０２４に連結され、それにより、ハンドル
４０３６がリザーバ４０２０から離れるように移動することにより、プランジャヘッド４
０２４は、リザーバ４０２０内で引き戻り、リザーバ４０２０の充填を可能にする真空を
生成する。
【０１５３】
　本発明の一実施形態による一方法により、自動充填デバイス４０３０を使用して、バイ
アル４０１０からの流体媒体でリザーバ４０２０を充填することが可能となる。この方法
の第１のステップにおいては、第１のばね４０３２および第２のばね４０３４が、ハンド
ル４０３６に加えられる力によって圧縮され、ラッチ４０３８が、ハンドル４０３６に係
合されて、第１のばね４０３２および第２のばね４０３４が圧縮された状態で、ハンドル
４０３６を定位置に保持する。この方法の第２のステップにおいては、リザーバ４０２０
およびプランジャアーム４０２６は、プランジャアーム４０２６をハンドル４０３６にス
ナップ係合することなどによって、自動充填デバイスに連結される。この方法の第３のス
テップにおいては、トランスファーガード４０４０の針４０４２を使用して、バイアル４
０１０の隔壁部４０１２を穿刺し、リザーバ４０２０の隔壁部４０２２を穿刺することに
よって、流体経路が、バイアル４０１０とリザーバ４０２０との間に設けられる。種々の
実施形態において、バイアル４０１０は、流体経路がリザーバ４０２０との間に設けられ
ると、バイアル４０１０内の流体媒体が隔壁部４０１２の方向に向かうように、反転位置
に配置される。このように連結された構造体を有するシステム４０００の一例が、図２０
Ａに図示される。
【０１５４】
　この方法の第４のステップにおいては、ラッチ４０３８が解除されて、それにより、第
１のばね４０３２および第２のばね４０３４が、伸張し、リザーバ４０２０から離れるよ
うにハンドル４０３６を移動させることが可能となる。図２０Ｂは、第１のばね４０３２
および第２のばね４０３４が伸張して、ハンドル４０３６を移動させた後の、システム４
０００の断面図を示す。ハンドル４０３６が、リザーバ４０２０から離れるように移動す
ると、ハンドル４０３６は、プランジャアーム４０２６を引いて、プランジャヘッド４０
２４をリザーバ４０２０内で引き戻させる。リザーバ４０２０内でプランジャヘッド４０
２４が引き戻されることにより、真空が生成されて、この真空により、流体媒体が、バイ
アル４０１０からリザーバ４０２０内に充填され得る。種々の実施形態において、第１の
ばね４０３２および第２のばね４０３４の張力は、第１のばね４０３２および第２のばね
４０３４が伸張した場合にリザーバ４０２０が低速度で充填され得るように、選択される
。したがって、本発明の種々の実施形態により、リザーバのばね荷重式自動充填が可能と
なり、反転されたバイアルからリザーバ内に流体または薬物を低速度で引き込むことが可
能となる。いくつかの実施形態においては、送りねじ（図２０Ｂには図示せず）が、第１
のばね４０３２および第２のばね４０３４の代わりに使用されて、リザーバ４０２０の自
動充填のためにプランジャアーム４０２６を移動させてよい。
【０１５５】
　図２１Ａは、本発明の一実施形態によるシステム４１００の側断面図を示す。システム
４１００は、バイアル４１１０、リザーバ４１２０、プランジャヘッド４１２２、プラン
ジャアーム４１２４、およびスタンド４１３０を備える。バイアル４１１０は、隔壁部４
１１２を備え、バイアルにより、流体媒体を収容することが可能である。リザーバ４１２
０は、流体媒体を収容するための中空内部を有する。プランジャヘッド４１２２は、リザ
ーバ４１２０内に配置され、リザーバ４１２０内で移動可能であり、それにより、リザー
バ４１２０の内部容積部を膨張または収縮させる。プランジャヘッド４１２２は、プラン
ジャアーム４１２４に連結される。リザーバ４１２０は、リザーバ４１２０のポートに隔
壁部４１２９を備える。
【０１５６】
　スタンド４１３０は、バイアル４１１０からリザーバ４１２０までの流体経路を与える
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ために、トランスファーガードまたは同様のものなどの連結構造体を備える。スタンド４
１３０は、第１の針４１３４、第２の針４１３２、空気フィルタ４１３６、プランジャヘ
ッド４１４０、圧力供給デバイス４１４２、および、プランジャヘッド４１４０に連結さ
れるプランジャアーム４１４４を備える。第１の針４１３４は、バイアル４１１０の隔壁
部４１１２を穿刺するために使用されてよく、第２の針４１３２は、リザーバ４１２０の
隔壁部４１２９を穿刺するために使用されてよく、第１の針４１３４は、空気フィルタ４
１３６を介して第２の針４１３２に連結されてよい。空気フィルタにより、バイアル４１
１０からリザーバ４１２０に移送される流体媒体から、溶解空気を除去することが可能と
なる。
【０１５７】
　プランジャヘッド４１４０、プランジャアーム４１４４、および圧力供給デバイス４１
４２により、リザーバ４１２０の充填を補助することが可能となる。種々の実施形態にお
いて、圧力供給デバイス４１４２は、伸張位置の方向に付勢された、ばねまたは同様のも
のを備える。種々の他の実施形態において、圧力供給デバイス４１４２は、圧縮空気を有
するキャニスタを備え、圧縮空気は、圧力を供給するために放出され得る。スタンド４１
３０のプランジャアーム４１４４の端部４１４６が、プランジャアーム４１２４のレセプ
タクル４１２６内に挿入されてよく、それにより、プランジャヘッド４１４０の移動によ
ってプランジャアーム４１４４が移動されて、これによってプランジャアーム４１２４が
移動されて、これによってリザーバ４１２０内でのプランジャヘッド４１２２の移動が生
じる。
【０１５８】
　本発明の一実施形態による一方法により、バイアル４１１０からのリザーバ４１２０の
充填を補助するためのスタンド４１３０の使用が可能となる。本発明の第１のステップに
おいては、バイアル４１１０およびリザーバ４１２０が、スタンド４１３０に連結される
。例えば、スタンド４１３０は、バイアル４１１０用のネストおよびリザーバ４１２０用
のネストを備えてよい。リザーバ４１２０が、スタンド４１３０に装着される場合には、
スタンド４１３０のプランジャアーム４１４４の端部４１４６が、プランジャアーム４１
２４のレセプタクル４１２６内に挿入される。この方法の第２のステップにおいては、圧
力供給デバイス４１４２により、プランジャヘッド４１４０に圧力が供給されて、プラン
ジャヘッド４１４０を移動させて、プランジャアーム４１４４を移動させ、これにより、
プランジャアーム４１２４を移動させ、したがって、プランジャヘッド４１２２をリザー
バ４１２０内で引き戻させる。図２１Ｂは、圧力供給デバイス４１４２がプランジャヘッ
ド４１４０を移動させ、それによりリザーバ４１２０内でプランジャヘッド４１２２の移
動が生じた場合の、システム４１００の側断面図を示す。プランジャヘッド４１２２が、
リザーバ４１２０内で引き戻されると、流体媒体が、バイアル４１１０から空気フィルタ
４１３６を通り進み、リザーバ４１２０内に充填される。空気フィルタ４１３６により、
流体媒体から溶解空気が除去される。
【０１５９】
　図２１Ｃは、本発明の別の実施形態によるシステム４１００の側断面図を示す。図２１
Ｃの実施形態においては、プランジャアーム４１４４は、プランジャアーム４１４４の端
部にハンドル４１９２を備える。さらに、図２１Ｃの実施形態においては、システム４１
００は、圧力チャネル４１９０および空気経路４１９４を備える。図２１Ｃの実施形態に
おいては、ハンドル４１９２が、押されて、プランジャヘッド４１４０を移動させ、圧力
チャネル４１９０内に圧力を生成し、次いでこれにより、空気経路４１９４内の空気を押
して、バイアル４１１０内の圧力を上昇させ、その結果、流体媒体をバイアル４１１０か
らリザーバ４１２０に押しやることが可能である。
【０１６０】
　図２１Ｄは、本発明の一実施形態によるシステム４１００の上断面図を示す。システム
４１００は、バイアル４１１０を保持するための第１の保持部材４１６２、およびリザー
バ４１２０を保持するための第２の保持部材４１６４を備える。スタンド４１３０（図２
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１Ａを参照）の一部であるトランスファーガード４１３１が、バイアル４１１０を保持す
るための第１のネスト４１３９、およびリザーバ４１２０を保持するための第２のネスト
４１３８を備える。図２１Ｅは、第１の保持部材４１６２および第２の保持部材４１６４
がトランスファーガード４１３１の周囲で共に折りたたまれ得る、本発明の一実施形態に
よるシステム４１００の側断面図を示す。図２１Ｆは、第１の保持部材４１６２および第
２の保持部材４１６４が広げられた、図２１Ｅのシステム４１００の側断面図を示す。
【０１６１】
　図２２Ａは、本発明の一実施形態によるシステム４２００の断面図を示す。システム４
２００は、リザーバ４２１０、プランジャヘッド４２２０、プランジャアーム４２３０、
トランスファーガード４２４０、バイアル４２５０、および真空プランジャ４２６０を備
える。バイアル４２５０は、流体媒体を収容するための中空内部を有する。リザーバ４２
１０は、流体媒体を収容するための中空内部を有する。プランジャヘッド４２２０は、リ
ザーバ４２１０内に配置され、リザーバ４２１０内で移動可能であり、それにより、リザ
ーバ４２１０の内部容積部を膨張または収縮させる。プランジャヘッド４２２０は、プラ
ンジャアーム４２３０に連結される。真空プランジャ４２６０は、プランジャヘッド４２
６２、プランジャヘッド４２６２に連結されるプランジャアーム４２６３、および、プラ
ンジャアーム４２６３に連結されるハンドル４２６４を備える。プランジャヘッド４２６
２は、真空プランジャ４２６０のハウジング内で移動可能であり、それにより、真空プラ
ンジャ４２６０の内部容積部を膨張または収縮させる。
【０１６２】
　トランスファーガード４２４０は、リザーバネスト４２４１、バイアルネスト４２４２
、真空プランジャネスト４２４３、第１の弁の４２４４、第２の弁４２４５、第３の弁４
２４６、フィルタ４２４７、第１の針４２４８、および第２の針４２４９を備える。リザ
ーバネスト４２４１は、第１の針４２４８がリザーバ４２１０の内部容積部内に挿入され
るように、リザーバ４２１０に連結されるように構成される。バイアルネスト４２４２は
、第２の針４２４９がバイアル４２５０の内部容積部内に挿入されるように、バイアル４
２５０に連結されるように構成される。真空プランジャネスト４２４３は、真空プランジ
ャ４２６０に連結されるように構成される。第１の弁４２４４は、第１の弁４２４４が開
くと、流体媒体のリザーバ４２１０内への流入を可能にし、第１の弁４２４４が閉じると
、流体媒体のリザーバ４２１０内への流入を防ぐ。第２の弁４２４５は、第２の弁４２４
５が開くと、流体媒体のバイアル４２５０からの流出を可能にし、第２の弁４２４５が閉
じると、流体媒体のバイアル４２５０からの流出を防ぐ。第３の弁４２４６は、第３の弁
４２４６が開くと、流体媒体の真空プランジャ４２６０への流入および真空プランジャ４
２６０からの流出を可能にし、第３の弁が閉じると、流体媒体の真空プランジャ４２６０
への流入および真空プランジャ４２６０からの流出を防ぐ。フィルタ４２４７により、流
体媒体から空気をフィルタリングすることが可能となる。
【０１６３】
　本発明による一方法により、トランスファーガード４２４０を使用してリザーバ４２１
０を充填することが可能となる。この方法の第１のステップにおいては、リザーバネスト
４２４１が、リザーバ４２１０に連結され、バイアルネスト４２４２が、バイアル４２５
０に連結され、真空プランジャネスト４２４３が、真空プランジャ４２６０に連結される
。さらに、初期位置においては、プランジャヘッド４２６２は、真空プランジャ４２６０
内で押し下げられ、プランジャヘッド４２２０は、リザーバ４２１０内で押し下げられる
。さらに、初期状態においては、第１の弁４２４４、第２の弁４２４５、および第３の弁
４２４６は、全て閉じられる。このような状態におけるシステム４２００の一例が、図２
２Ａに図示される。
【０１６４】
　この方法の第２のステップにおいては、第２の弁４２４５および第３の弁４２４６が、
開かれ、ハンドル４２６４が、引かれて、プランジャヘッド４２６２を真空プランジャ４
２６０のハウジング内で引き戻させる。図２２Ｂは、プランジャヘッド４２６２が真空プ



(43) JP 5102350 B2 2012.12.19

10

20

30

40

50

ランジャ４２６０のハウジング内で引き戻された場合の、本発明の一実施形態によるシス
テム４２００の断面図を示す。第２の弁４２４５および第３の弁４２４６が開かれる場合
に、真空プランジャ４２６０のハウジング内でプランジャヘッド４２６２が引き戻される
ことにより、流体媒体は、バイアル４２５０から真空プランジャ４２６０の内部容積部内
に流入される。
【０１６５】
　この方法の第３のステップにおいては、第２の弁４２４５が、閉じられ、第１の弁４２
４４が、開かれ、ハンドル４２６４が押されて、プランジャヘッド４２６２を真空プラン
ジャ４２６０のハウジング内で前進させる。図２２Ｃは、プランジャヘッド４２６２が真
空プランジャ４２６０のハウジング内で前進された場合の、本発明の一実施形態によるシ
ステム４２００の断面図を示す。第３の弁４２４６および第１の弁４２４４が開かれた場
合に、真空プランジャ４２６０のハウジング内でプランジャヘッド４２６２が前進するこ
とにより、流体媒体は、真空プランジャ４２６０からリザーバ４２１０の内部容積部内に
流入されるとともに、プランジャヘッド４２２０をリザーバ４２１０内で引き戻させる。
フィルタ４２４７は、流体媒体が真空プランジャ４２６０からリザーバ４２１０に進む際
に、流体媒体から気泡をフィルタリングする。
【０１６６】
　したがって、本発明の実施形態により、一連の弁をトランスファーガードに組み込むこ
とが可能となり、手動真空プランジャ、および気泡をフィルタリングするためのフィルタ
または膜を使用することが可能となる。さらに、本発明の実施形態により、第１のステッ
プが真空吸引を伴い、第２のステップが流体媒体を押してフィルタを越えさせることを伴
う、２つのステップの脱気プロセスが可能となる。したがって、本発明の実施形態により
、流体媒体を押してフィルタを越えさせ、リザーバ内に送ることによって、リザーバを充
填することが可能となる。いくつかの実施形態においては、空洞部が、流体媒体を脱気す
るために使用される。
【０１６７】
　図２３Ａは、本発明の一実施形態によるシステム４３００の断面図を示す。システム４
３００は、リザーバ４３１０、プランジャヘッド４３２０、プランジャアーム４３３０、
バイアル４３５０、第１の針４３４１、第２の針４３４２、フィルタ４３４３、駆動シャ
フト４３７２、およびモータ４３７４を備える。バイアル４３５０は、流体媒体を収容す
るための中空内部を有し、バイアル４３５０は、隔壁部４３５４を備える。リザーバ４３
１０は、流体媒体を収容するための中空内部を有し、リザーバ４３１０は、隔壁部４３１
８を備える。プランジャヘッド４３２０は、リザーバ４３１０内に配置され、リザーバ４
３１０内で移動可能であり、それにより、リザーバ４３１０の内部容積部を膨張または収
縮させる。プランジャヘッド４３２０は、プランジャアーム４３３０に連結される。プラ
ンジャアーム４３３０は、駆動シャフト４３７２に係合することが可能な、例えばハーフ
ナット、クウォータナット、Ｕ字ナット、または同様のものなどを備えてよい。駆動シャ
フト４３７２は、例えば部分ねじまたは同様のものなどであってよい。駆動シャフト４３
７２は、モータ４３７４に連結され、モータ４３７４は、駆動シャフト４３７２を時計回
り方向の態様で、および反時計回り方向の態様で回転させるように、制御され得る。
【０１６８】
　リザーバ４３１０が、流体媒体をユーザの身体に供給するために流体経路に連結される
場合には、モータ４３７４は、プランジャアーム４３３０を移動させ、リザーバ４３１０
内でプランジャヘッド４３２０を前進させるある特定の方向に、駆動シャフト４３７２を
回転させるように制御され得る。充填プロセスの際に、モータ４３７４は、プランジャア
ーム４３３０を移動させ、リザーバ４３１０内でプランジャヘッド４３２０を引き戻させ
るように、この特定の方向から逆の方向に、駆動シャフト４３７２を回転させるように制
御され得る。流体経路が、バイアル４３５０からリザーバ４３１０までフィルタ４３４３
を貫通して設けられ得るように、第１の針４３４１は、バイアル４３５０の隔壁部４３５
４を穿刺することが可能であり、第２の針４３４２は、リザーバ４３１０の隔壁部４３１
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８を穿刺することが可能である。フィルタ４３４３により、バイアル４３５０からリザー
バ４３１０まで進む流体媒体から気泡を実質的に除去することが可能となる。
【０１６９】
　したがって、駆動シャフト４３７２をある特定の方向に回転させることにより、プラン
ジャヘッド４３２０をリザーバ４３１０内で引き戻させることが可能となり、したがって
、駆動シャフト４３７２をこの特定の方向に回転させることにより、流体媒体をバイアル
４３５０からリザーバ４３１０内に引き込むことができる。種々の実施形態において、同
一のモータ４３７４および駆動シャフト４３７２が、リザーバ４３１０を充填するため、
および流体媒体をリザーバ４３１０からユーザに押し出すために、使用される。図２３Ｂ
は、駆動シャフト４３７２がモータ４３７４により回転されて、プランジャヘッド４３２
０がリザーバ４３１０内で引き戻された、本発明の一実施形態によるシステム４３００の
断面図を示す。種々の実施形態において、プランジャアーム４３３０は、駆動シャフト４
３７２の回転方向にかかわらず、駆動シャフト４３７２と能動係合するように構成される
。さらに、種々の実施形態において、リザーバ４３１０を充填させるためのより高速の引
き戻し移動を可能にするために、プランジャヘッド４３２０を前進させるために駆動シャ
フト４３７２を回転させる場合よりも多くのエネルギーが、プランジャヘッド４３２０を
引き戻すために駆動シャフト４３７２を回転させる場合に、モータ４３７４に供給される
。
【０１７０】
　図２４は、本発明の一実施形態によるシステム４４００の断面図を示す。システム４４
００は、リザーバ４４１０、プランジャヘッド４４２０、プランジャアーム４４３０、隔
壁部４４４０、膜４４５２、チャネル４４５４、ばね４４７２、シール４４７４、および
弁４４７６を備える。リザーバ４４１０は、プランジャヘッド４４２０と隔壁部４４４０
との間に、流体媒体を収容するための内部容積部４４８２を有する。さらに、リザーバ４
４１０は、内部容積部４４８２からプランジャヘッド４４２０の対向側にチャンバ４４８
４を有する。プランジャヘッド４４２０は、リザーバ４４１０から流体媒体を押し出すよ
うに、リザーバ４４１０内で前進され得る。ばね４４７２は、チャンバ４４８４内のリザ
ーバ４４１０の表面とプランジャヘッド４４２０との間で連結される。シール４４７４に
より、プランジャアーム４４３０がチャンバ４４８４から出る位置において、プランジャ
アーム４４３０の周囲に実質的に気密であるシールが生成される。弁４４７６により、チ
ャンバ４４８４を真空排気することが可能となる。膜４４５２は、リザーバ４４１０の壁
部中の開口内に配置され、空気は、内部容積部４４８２から膜４４５２を通り、チャネル
４４５４を通りチャンバ４４８４内に進むことが可能である。膜４４５２は、例えば疎水
性材料または同様のものなどを含んでよい。
【０１７１】
　いくつかの実施形態においては、チャンバ４４８４内に真空を生成するために、弁４４
７６を介してチャンバ４４８４を真空排気し、次いで、弁４４７６が閉じられる。膜４４
５２およびチャネル４４５４により、プランジャヘッド４４２０の流体媒体側からプラン
ジャヘッド４４２０の裏面に気泡を移送することが可能となる。膜４４５２は、チャネル
４４５４を介した流体の損失を実質的に防ぐ。チャンバ４４８４内が若干真空状態である
こと、およびばね４４７２によりプランジャヘッド４４２０が戻ることにより、作動力に
大きな影響を及ぼすことなく、内部容積部４４８２からチャンバ４４８４へのチャネル４
４５４を介した気泡の移動が促進される。したがって、本発明の実施形態により、プラン
ジャヘッドの後方のチャンバ内の真空引力が、リザーバの内部容積部から空気を引き出し
て、チャネルを介して内部容積部からチャンバに送ることが可能となる。このような実施
形態により、リザーバの内部容積部内の流体の連続的な脱気が可能となり得る。
【０１７２】
　図２５は、本発明の一実施形態によるシステム４５００の断面図を示す。システム４５
００は、リザーバ４５１０、プランジャヘッド４５２０、プランジャアーム４５３０、隔
壁部４５４０、ベローズ部材４５７２、逆止弁４５７４、および１つ以上の膜４５９０を
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備える。プランジャヘッド４５２０は、プランジャアーム４５３０に連結され、プランジ
ャヘッド４５２０は、リザーバ４５１０内で摺動してよい。リザーバ４５１０は、プラン
ジャヘッド４５２０と隔壁部４５４０との間に流体媒体を収容するための内部容積部４５
８２を有し、隔壁部４５４０は、リザーバ４５１０の出口ポートに配置される。ベローズ
部材４５７２は、リザーバ４５１０の裏面４５１２とプランジャヘッド４５２０との間に
て連結される。ベローズ部材４５７２は、流体媒体に接触するプランジャヘッド４５２０
の側の対向側に位置する、プランジャヘッド４５２０の裏面に連結される。ベローズ部材
４５７２は、プランジャヘッド４５２０にシールされる。１つ以上の膜４５９０は、流体
媒体と接触状態になるプランジャヘッド４５２０の面の上に配置され、１つ以上の膜４５
９０は、プランジャヘッド４５２０のこの面からプランジャヘッド４５２０の裏面まで延
在する、プランジャヘッド４５２０を貫通するチャネルまで至る。
【０１７３】
　１つ以上の膜４５９０は、空気の通過を可能にするが、流体の通過を実質的に防ぐ、例
えば疎水性材料または同様のものなどを含む。したがって、空気は、リザーバ４５１０の
内部容積部４５８２から１つ以上の膜４５９０を通り、プランジャヘッド４５２０を通っ
てベローズ部材４５７２内の区域４５８４内に進むことが可能である。ベローズ部材４５
７２は、プランジャヘッド４５２０の移動と共に、膨張または収縮することが可能である
。プランジャヘッド４５２０が、前方に移動されて流体媒体を送給すると、真空が、ベロ
ーズ部材４５７２内に生成され、したがって、気泡または蒸気が、１つ以上の膜４５９０
を貫通してベローズ部材４５７２内の区域４５８４内に引き込まれる。リザーバ４５１０
が、完全に充填されると、ベローズ部材４５７２は、完全に圧縮され、ベローズ部材４５
７２内の空気は、逆止弁４５７４を押し通される。
【０１７４】
　図２６は、本発明の一実施形態によるシステム４６００の断面図を示す。システム４６
００は、バイアル４６１０、空気袋４６３０、逆止弁４６３２、空気ライン４６３４、駆
動シャフト４６３６、流体ライン４６２２、フィルタ４６２４、および挿入ライン４６２
６を備える。バイアル４６１０は、バイアル４６１０のハウジング内に流体媒体４６１４
を収容する。空気スペースが、バイアル４６１０内にて、流体媒体４６１４の上方の区域
４６１６に設けられる。流体ライン４６２２は、バイアル４６１０の隔壁部４６１２を貫
通してバイアル４６１０内に挿入されてよい。空気ライン４６３４の１つの端部が、逆止
弁に連結され、空気ライン４６３４の別の端部が、流体媒体４６１４の上方のバイアル４
６３４の区域４６１６内に挿入される。逆止弁により、空気は、空気袋４６３０から押し
出されて、空気ライン４６３４を通りバイアル４６１０内の区域４６１６内に進むことが
可能となる。
【０１７５】
　駆動シャフト４６３６により、空気袋４６３０を圧縮して、空気を逆止弁４６３２に、
および空気ライン４６３４に押し通すことが可能となる。流体ライン４６２２の１つの端
部が、バイアル４６１０内の流体媒体４６１４内に配置され、流体ライン４６２２の別の
端部が、フィルタ４６２４に連結される。フィルタ４６２４により、流体ライン４６２２
から挿入ライン４６２６までフィルタ４６２４を通り進む流体媒体から、気泡をフィルタ
リングすることが可能となる。作動の際に、駆動シャフト４６３６は、バルブまたは空気
袋４６３０を圧縮して、空気ライン４６３４を通してバイアル４６１０内に空気を押しや
る。バイアル４６１０内の空気ライン４６３４から出る空気は、流体媒体４６１４の上方
の区域４６１６内に供給され、それにより、空気ライン４６３４からの空気が、流体媒体
４６１４を透過することなく、バイアル４６１０内に供給される。空気ライン４６３４か
らの空気により生じる圧力の上昇により、流体媒体４６１４は、流体ライン４６２２を通
りフィルタ４６２４に、挿入ライン４６２６まで押しやられる。種々の実施形態において
、挿入ライン４６２６は、リザーバ（図２６には図示せず）がバイアル４６１０から充填
され得るように、リザーバ内に挿入される。さらに、種々の代替の実施形態において、流
体媒体４６１４は、フィルタ４６２４を通過することなく、流体ライン４６２２を通り直
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接送給されてよい。
【０１７６】
　図２７は、本発明の一実施形態によるシステム４７００を図示する。システム４７００
は、加圧袋４７２０、逆止弁４７７０、リザーバ袋４７１０、および出口経路４７１７を
備える。システム４７００は、リザーバ袋４７１０が流体媒体を収容する場合に、加圧袋
４７２０が空気を逆止弁４７７０に押し通し、したがって、流体媒体をリザーバ袋４７１
０から出口経路４７１７を通して押し出させるために使用し得るように、構成される。
【０１７７】
　図２８は、本発明の一実施形態によるシステム４８００の断面図を示す。システム４８
００は、リザーバ４８１０、プランジャヘッド４８２０、プランジャアーム４８３０、ハ
ンドル４８３２、ばね４８３４、隔壁部４８１４、第１の針４８７１、第２の針４８７２
、長針４８７３、疎水性膜４８７４、空気入口４８７５、バイアル４８５０、隔壁部４８
５２、トランスファーガード４８７０、およびフィルタ４８７７を備える。システム４８
００は、バイアル４８５０が反転され、長針４８７３がバイアル４８５０内に挿入される
場合に、長針４８７３が空気入口４８７５から流体媒体を収容するバイアル４８５０の区
域４６５４の上方のバイアル４８５０内の頭隙４８５６までにわたって大気に通気するよ
うに、構成される。したがって、バイアル４８５０の頭隙４８５６を大気に通気するため
に長針４８７３を使用することにより、バイアル４８５０内の流体媒体に空気を透過させ
ることがなくなる。
【０１７８】
　疎水性膜４８７４により、長針４８７３を介したバイアル４８５０への水蒸気の追加が
実質的に低減される。システム４８００は、流体媒体がリザーバ４８１０内に引き込まれ
る際に、流体媒体が膜を備え得るフィルタ４８７７を通過することにより、気泡をフィル
タリング除去するおよび／または流体媒体を脱気するように、構成される。長針４８７３
による通気により、充填が容易になり、バイアル４８５０内に空気を押し入れることを要
する、充填プロセスにおいて一般的に行われる第１のステップが不要となり得る。したが
って、バイアル４８５０内の長針４８７３により、バイアル４８５０の頭隙４８５６内に
大気圧がもたらされる。さらに、疎水性膜４８７４により、水蒸気が長針４８７３を通り
バイアル４８５０内に進入することが制限される。バイアル４８５０の圧力を大気圧と均
圧化することにより、バイアル４８５０の作動容易化が補助される。ばね４８３４は、リ
ザーバ４８１０内のプランジャヘッド４８２０の後方に保持力を供給する。したがって、
システム４８００は、プランジャヘッド４８２０の移動を支援するばね４８３４と、流体
媒体がリザーバ４８１０内に充填される際に流体媒体から気泡をフィルタリングするため
のフィルタ４８７７とを有する、長針４８７３を用いたバイアル均圧管を提供する。
【０１７９】
　図２９は、本発明の一実施形態によるシステム４９００の断面図を示す。システム４９
００は、リザーバ４９１０、プランジャヘッド４９２０、プランジャヘッド隔壁部４９２
２、プランジャロッド４９３０、ハンドル４９３４、加圧容器４９３２、リザーバ隔壁部
４９１４、第１の短針４９４２、第２の短針４９４４、空気フィルタ４９４７、疎水性膜
４９４８、トランスファーガード４９４０、バイアル４９５０、バイアル隔壁部４９５２
、および長針４９４５を備える。バイアル４９５０は、バイアル４９５０内の流体媒体４
９５４の上方に頭隙４９５６を有する。
【０１８０】
　加圧容器４９３２は、加圧された空気を収容し、プランジャロッド４９３０とハンドル
４９３４との間に配置される。長針４９４５は、プランジャヘッド隔壁部４９２２、リザ
ーバ隔壁部４９１４、およびバイアル隔壁部４９５２を穿刺して、加圧容器４９３２とバ
イアル４９５０内の頭隙４９５６との間に空気経路を与える。疎水性膜４９４８により、
流体および蒸気が長針４９４５を通過することが制限される。第１の短針４９４２、フィ
ルタ４９４７、および第２の短針４９４４により、バイアル４９５０からリザーバ４９１
０までの流体経路が形成される。したがって、空気は、長針４９４５を通り加圧容器４９
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３２からバイアル４９５０内の頭隙４９５６まで進み、バイアル４９５０内の流体媒体４
９５４は、加圧容器４９３２からの圧力によりバイアル４９５０から押し出され、流体媒
体４９５４は、バイアル４９５０から第２の短針４９４４、フィルタ４９４７、および第
１の短針４９４２を通り、リザーバ４９１０に流れる。フィルタ４９４７により、流体媒
体がバイアル４９５０からリザーバ４９１０に進む際に、流体媒体から気泡をフィルタリ
ングすることが可能となる。種々の実施形態において、加圧容器４９３２は、プランジャ
ロッド４９３０内に完全に収容される。
【０１８１】
　図３０は、本発明の一実施形態によるシステム５０００の断面図を示す。システム５０
００は、リザーバ５０１０、プランジャヘッド５０２０、プランジャヘッド隔壁部５０２
２、リザーバ隔壁部５０１４、短針５０６４、疎水性フィルタ５０６２、プランジャアー
ム５０３０、バイアル５０５０、バイアル隔壁部５０５２、ベローズ５０７０、針５０７
２、および長針５０４２を備える。リザーバ５０１０は、プランジャヘッド５０２０とリ
ザーバ隔壁部５０１４との間に流体媒体を保持するための内部容積部５０１７を有する。
プランジャヘッド５０２０は、リザーバ５０１０内で移動可能である。短針５０６４の１
つの端部が、リザーバ隔壁部５０１４を貫通して挿入され、短針５０６４の別の端部が、
疎水性膜５０６２に連結される。
【０１８２】
　バイアル５０５０は、流体媒体がバイアル５０５０からリザーバ５０１０に移送される
際の充填プロセスの際に、直立状態に留まることが可能である。針５０７２の１つの端部
が、ベローズ５０７０に連結され、針５０７２の別の端部が、バイアル隔壁部を穿刺し、
バイアル５０５０内の頭隙内に配置される。長針５０４２は、バイアル５０５０の下方領
域からバイアル隔壁部５０５２を通り、プランジャアーム５０３０を通り、プランジャヘ
ッド隔壁部５０２２を通ってリザーバ５０１０の内部容積部５０１７内に延在するように
、配置される。種々の実施形態において、プランジャヘッド隔壁部５０２２は、プランジ
ャヘッド５０２０の中央部を貫通するチャネルの端部に位置してよい。したがって、長針
５０４２は、プランジャヘッド５０２０の裏面から、リザーバ５０１０の内部容積部５０
１７内に進むことが可能である。短針５０６４により、疎水性膜５０６２を介して空気を
通気することが可能となり、疎水性膜により、充填プロセスの際に短針５０６４を介した
流体媒体の損失が実質的に防がれる。
【０１８３】
　充填プロセスの際に、ベローズ５０７０は、圧縮されて、針５０７２を通りバイアル５
０５０内に空気を押しやる。ベローズ５０７０からの空気によるバイアル５０５０内の圧
力の上昇により、流体媒体は、バイアル５０５０から長針５０４２を通り、リザーバ５０
１０の内部容積部５０１７内に押しやられる。種々の実施形態において、充填プロセスの
際に、プランジャヘッド５０２０は、静止状態に保持されるが、リザーバ５０１０は、プ
ランジャヘッド５０２０に対して上方に移動することが可能であり、それにより、内部容
積部５０１７の容積を増大させ、ベローズ５０７０が圧縮される際に、流体媒体がバイア
ル５０５０から内部容積部５０１７内に流入することが可能となる。
【０１８４】
　図３１は、本発明の一実施形態によるシステム５１００の断面図を示す。システム５１
００は、リザーバ５１１０、プランジャヘッド５１２０、プランジャアーム５１３０、ハ
ンドル５１３２、バイアル５１５０、圧力源５１６０、ピストン５１６２、空気針５１４
２、第１の流体針５１４４、第２の流体針５１４６、およびフィルタ５１４０を備える。
ピストン５１６２は、圧力を生成するように圧力源５１６０内で移動可能である。空気針
５１４２により、空気が圧力源５１６０からバイアル５１５０の内部まで進むための経路
が与えられる。バイアル５１５０は、流体媒体を収容する。バイアル５１５０は、第１の
流体針５１４４および第２の流体針５１４６によりフィルタ５１４０に連結される。フィ
ルタは、リザーバ５１１０のポートに連結される。リザーバ５１１０は、流体媒体を保持
するための内部容積部を有する。プランジャヘッド５１２０は、リザーバ５１１０内で摺
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動することが可能である。
【０１８５】
　システム５１００による充填動作の際に、ピストン５１６２は、圧力源５１６０内で前
進されて、空気針５１４２を通してバイアル５１５０内に空気を押しやる。圧力源からの
圧力によるバイアル５１５０内の圧力の上昇により、バイアル５１５０内の流体媒体は、
第１の流体針５１４４および第２の流体針５１４６を通りフィルタ５１４０に押し出され
る。フィルタ５１４０は、流体媒体から気泡をフィルタリングし、次いで、流体媒体は、
リザーバ５１１０の内部容積部内に充填される。したがって、種々の実施形態において、
インスリンなどの流体媒体または溶液は、充填の際に押されてフィルタを越えさせられ、
流体媒体は、リザーバ内に引き込まれる代わりに、リザーバ内に押し込まれる。さらに、
システム５１００は、第１の流体針５１４４および第２の流体針５１４６を有する複数針
設計のものとして図示されるが、種々の実施形態において、３つ以上の流体針を、バイア
ル５１５０とフィルタ５１４０との間にて使用し得ること、ならびに、種々の他の実施形
態において、単一の流体針を、バイアル５１５０とフィルタ５１４０との間にて使用し得
ることを、理解されたい。
【０１８６】
　図３２は、本発明の一実施形態によるシステム５２００の断面図を示す。システム５２
００は、リザーバ５２１０、プランジャヘッド５２２０、プランジャアーム５２３０、ハ
ンドル５２３２、バイアル５２５０、およびトランスファーガード５２４０を備える。ト
ランスファーガード５２４０は、第１の針５２４２、第２の針５２４５、および圧力弁５
２４４を備える。バイアル５２５０は、流体媒体５２５４を収容する。リザーバ５２１０
は、リザーバ５２１０の内部容積部内に流体媒体を収容することが可能である。プランジ
ャヘッド５２２０は、リザーバ５２１０内で摺動することが可能である。
【０１８７】
　トランスファーガード５２４０は、バイアル５２５０がトランスファーガード５２４０
に装着される場合に、第１の針５２４２および第２の針５２４５がバイアル５２５０の隔
壁部５２５２を穿刺するように、構成される。さらに、トランスファーガード５２４０は
、リザーバ５２１０がトランスファーガード５２４０に装着される場合に、第１の針５２
４２がリザーバ５２１０の隔壁部５２１４を穿刺するように、構成される。したがって、
トランスファーガード５２４０により、バイアル５２５０からリザーバ５２１０まで第１
の針５２４２を介した流体移送経路を設けることが可能となる。
【０１８８】
　第２の針５２４５の１つの端部は、トランスファーガード５２４０がバイアル５２５０
に連結される場合に、流体媒体５２５４の上方のバイアル５２５０の頭隙５２５６内に配
置される。第２の針５２４５の別の端部は、逆止弁５２４４に連結される。逆止弁５２４
４により、空気が第２の針５２４５を通りバイアル５２５０の頭隙５２５６に進入するこ
とは可能となるが、液体がバイアル５２５０から第２の針５２４５を介して出ることは実
質的に防がれる。種々の実施形態において、第２の針５２４５により、バイアル５２５０
の頭隙５２５６を大気に通気することが可能となり、したがって、初めにリザーバ５２１
０からバイアル５２５０内に空気を吸引する必要性を伴わずに、ハンドル５２３２を使用
して、プランジャヘッド５２２０を引き戻して、流体媒体をバイアル５２５０からリザー
バ５２１０内に引き込むことが可能となる。
【０１８９】
　図３３は、本発明の一実施形態による接着パッチ５４００を図示する。接着パッチ５４
００は、ある特定の接着能力を有する区域５４２０、ならびに、区域５４２０の特定の接
着能力と比較してより高い接着能力を有する区域５４４０、区域５４５０および区域５４
７０を備える。
【０１９０】
　使い捨て医療デバイスが、患者の皮膚に装着されてよい。使い捨て医療デバイス、皮膚
のタイプ、および皮膚の敏感性レベルにおける違いにより、時として、多量の接着テープ
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およびパッチが、デバイスを皮膚に固着させるために使用されるが、これは、過剰発汗、
皮膚刺激、掻痒、不快感、および感染の可能性をもたらす場合がある。特に、これは、疾
病状態または特定の薬物療養の適用により自己免疫不全に陥っている患者の場合に生じる
。注入部位、挿入部位、創傷部位、または同様の部位の近傍において高い接着度を有し、
これらのような部位からさらに隔たった区域において比較的高い通気性を有する医療接着
剤は、比較的小さな接触区域を要することとなり、したがって、皮膚刺激、発汗、および
感染の可能性を低減させ得る。さらに、このような医療接着剤は、デバイス効率を促進さ
せ得る。
【０１９１】
　図３３においては、区域５４３０が、注入部位、挿入部位、または同様の部位を示す。
接着パッチ５４００は、区域５４３０の周囲の高い接着能力を有する区域５４４０を特徴
として備える。接着パッチ５４００の区域５４４０、５４５０、および５４７０は、接着
パッチ上の高い接着能力を有する構成の一例としてのみ示される。接着パッチ５４００の
実施形態は、高い接着能力を有する区域のこのような構成に限定されず、高い接着能力を
有する区域は、接着パッチ上における任意の構成において配置され得ることを理解された
い。
【０１９２】
　本発明の実施形態により、患者の皮膚を貫通して案内されるカテーテル、センサ、また
は他のデバイスが定位置に留まるようにする、高い接着能力を有する区域を特徴として備
える接着パッチまたは接着テープが、可能となる。このような接着パッチにより、接着パ
ッチ中に均一の接着能力を有するにすぎない接着パッチと比較して、接着パッチの皮膚被
覆量を低減させることが可能となり得る。したがって、接着パッチが接着パッチ上のそれ
ぞれ異なる区域に様々なレベルの接着能力を有することにより、皮膚刺激および発汗が低
減され、このような接着パッチを使用する医療デバイスの快適性および耐久性が高められ
得る。
【０１９３】
　接着能力の高い区域を選択的に有する接着パッチにより、カテーテルの挿入部位の周囲
における高い接着能力が実現され、したがって、カテーテルが部分的に引き抜かれてねじ
れるのを防ぐのを助けることによって、注入セットの故障率が低下し得る。さらに、様々
な接着強度を有するこのような接着パッチにより、パッチ送給システムのさらに良好な固
定が可能となり、患者の皮膚の上のパッチ設置面積を最小限に抑えることが可能となり得
る。さらに、様々な接着強度を有する接着パッチにより、パッチ寸法を増大させることな
く、患者に対してグルコースセンサ製品をさらに良好に固定することが可能となり得る。
本発明の実施形態により、接着パッチの上において、増加した接着剤を選択的に使用する
ことが可能となる。
【０１９４】
　本明細書において開示された実施形態は、あらゆる点において、例示のものとして、お
よび本発明を限定しないものとして、見なされるべきである。本発明は、上述の実施形態
には全く限定されない。本発明の趣旨および範囲から逸脱することなく、これらの実施形
態に対して様々な変形および変更を行うことができる。本発明の範囲は、これらの実施形
態ではなく、添付の特許請求の範囲により規定される。特許請求の範囲の意味および均等
物の範囲内に含まれる様々な変形および変更が、本発明の範囲内に含まれるように意図さ
れる。
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