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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　システムであって、該システムは、
　プランジャとプランジャロッドとを含むリザーバと、
　該リザーバに取外し可能に取り付けられるように構成されている充填針と、
　充填アダプタデバイスと
　を含み、
　該充填アダプタデバイスは、
　　該充填針を受け取るための充填針入力と、
　　熱交換器と、
　　空気トラップと
　を含み、
　該熱交換器は、発熱体と流体経路とを含み、
　該発熱体は、光学タイプの発熱体、または、ＲＦタイプの発熱体、または、マイクロ波
タイプの発熱体のいずれかであり、
　該流体経路は、該充填針入力に流体的に接続されており、
　該空気トラップは、空気が該熱交換器から外に流出することを可能にし、
　該充填アダプタデバイスは、流体のバイアルに取り付けられるように構成されており、
該バイアルからの流体は、該流体経路を通って流れ、該発熱体によって加熱され、該充填
針を通して該リザーバの中に装填される、システム。
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【請求項２】
　前記充填アダプタデバイスは、所定の率で前記流体経路の中に流体を送出するポンプを
さらに含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記充填アダプタデバイスは、前記流体経路の中への流体の流量を制御するための逆止
弁をさらに含み、それにより、前記熱交換器を通る流体の流量が制御される、請求項１に
記載のシステム。
【請求項４】
　前記充填アダプタデバイスは、１つ以上の事前にプログラムされたプロファイルに従っ
て、前記流体の加熱を制御するためのプロセッサをさらに含む、請求項１に記載のシステ
ム。
【請求項５】
　前記充填針入力は、隔壁である、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記空気トラップは、疎水性フィルタを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　充填アダプタデバイスであって、該充填アダプタデバイスは、
　充填針を受け取るための充填針入力と、
　熱交換器と、
　空気トラップと
　を含み、
　該熱交換器は、発熱体と流体経路とを含み、
　該発熱体は、光学タイプの発熱体、または、ＲＦタイプの発熱体、または、マイクロ波
タイプの発熱体のいずれかであり、
　該流体経路は、該充填針入力およびバイアルに流体的に接続されており、それにより、
該バイアルからの流体は、該熱交換器に入り、該流体経路を通って流れ、それにより、該
流体は、該発熱体によって加熱され、
　該空気トラップは、空気が該熱交換器から外に流出することを可能にする、充填アダプ
タデバイス。
【請求項８】
　所定の率で前記流体経路の中に流体を送出するポンプをさらに含む、請求項７に記載の
充填アダプタデバイス。
【請求項９】
　前記流体経路の中への流体の流量を制御するための逆止弁をさらに含み、それにより、
前記熱交換器を通る流体の流量が制御される、請求項７に記載の充填アダプタデバイス。
【請求項１０】
　１つ以上の事前にプログラムされたプロファイルに従って、前記流体の加熱を制御する
ためのプロセッサをさらに含む、請求項７に記載の充填アダプタデバイス。
【請求項１１】
　前記充填アダプタデバイスは、流体のバイアルに取り付けられるように構成されている
、請求項７に記載の充填アダプタデバイス。
【請求項１２】
　前記充填針入力は、隔壁である、請求項７に記載の充填アダプタデバイス。
【請求項１３】
　前記空気トラップは、疎水性フィルタを含む、請求項７に記載の充填アダプタデバイス
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
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　本願は、米国仮特許出願第６１／３０１，９５７号（名称「Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｐｕｍ
ｐ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ，Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ」、２０１０年２月５日
出願、代理人整理番号Ｈ９１）の優先権を主張する非仮特許出願であって、この出願は、
その全体が参照することによって本明細書に援用される。
【０００２】
　（発明の分野）
　本開示は、医療デバイスに関し、より具体的には、注入ポンプ装置、方法、およびシス
テムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　生物学的製剤を含む、多くの潜在的に貴重な薬剤または化合物は、吸収率の悪さ、肝代
謝、または他の薬物動態学的要因により、経口的に有効ではない。さらに、いくつかの治
療化合物は、経口的に吸収することができるが、頻繁に投与されることを必要とすること
があり、患者が所望のスケジュールを維持することは困難である。これらの場合において
、非経口送達がしばしば採用されているか、または採用されることが可能である。
【０００４】
　皮下注射、筋肉内注射、および静脈内（ＩＶ）投与等の、薬剤送達ならびに他の流体お
よび化合物の効果的な非経口経路は、針またはスタイレットによる皮膚の穿刺を含む。イ
ンスリンは、数百万人の糖尿病患者によって自己注入される治療用流体の実施例である。
非経口的に送達される薬物のユーザは、一定期間にわたって必要な薬物／化合物を自動的
に送達する装着型デバイスからの恩恵を享受し得る。
【０００５】
　この目的を達成するために、治療薬の制御された放出のための携帯型および装着型デバ
イスを設計する取り組みが行われてきた。そのようなデバイスは、カートリッジ、注射器
、またはバッグ等のリザーバを有することおよび電子的に制御されることが知られている
。これらのデバイスは、故障率を含むいくつかの欠点を抱えている。これらのデバイスの
サイズ、重量、および費用を削減することも、継続的課題である。さらに、これらのデバ
イスはしばしば、皮膚に適用され、適用のための頻繁な再配置の課題をもたらす。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一側面によれば、システムが開示される。システムは、発熱体と流体経路とを
含む熱交換器を含む充填アダプタデバイスを含み、流体経路は、充填針入力に流体的に接
続され、流体は、充填針入力を通って熱交換器に進入し、流体経路を通って流れ、流体は
、発熱体によって加熱される。システムはまた、プランジャおよびプランジャロッドを含
むリザーバと、リザーバに取外し可能に取り付けられるように構成される充填針とを含み
、充填アダプタは、流体のバイアルに取り付けられるように構成され、バイアルからの流
体は、流体経路を通って流れ、加熱され、充填針を通してリザーバの中に装填される。
【０００７】
　本発明のこの側面のいくつかの実施形態は、以下のうちの１つ以上を含んでもよい。シ
ステムは、所定の率で流体経路の中に流体を送出するポンプをさらに含む。システムは、
流体経路の中への流体を計測するための逆止弁をさらに含み、それにより、熱交換器を通
る流体の流量が制御される。システムは、１つ以上の事前にプログラムされたプロファイ
ルに従って流体の加熱を制御するためのプロセッサをさらに含む。システムは、充填針入
力が隔壁であることをさらに含む。システムは、空気トラップをさらに含み、空気トラッ
プは、空気が熱交換器から流出することを可能にする。システムは、空気トラップが疎水
性フィルタを備えることをさらに含む。
【０００８】
　本発明の一側面によれば、充填アダプタデバイスが開示される。充填アダプタデバイス
は、発熱体および流体経路を含む熱交換器を含み、流体経路は、充填針入力およびバイア



(4) JP 6150523 B2 2017.6.21

10

20

30

40

50

ルに流体的に接続され、バイアルからの流体は、熱交換器に進入し、流体経路を通って流
れ、流体は、発熱体によって加熱される。
【０００９】
　本発明のこの側面のいくつかの実施形態は、以下のうちの１つ以上を含んでもよい。デ
バイスは、所定の率で流体経路の中に流体を送出するポンプをさらに含む。デバイスは、
流体経路の中への流体を計測するための逆止弁をさらに含み、それにより、熱交換器を通
る流体の流量が制御される。デバイスは、１つ以上の事前にプログラムされたプロファイ
ルに従って、流体の加熱を制御するためのプロセッサをさらに含む。デバイスは、充填ア
ダプタが流体のバイアルに取り付けられるように構成されることをさらに含む。デバイス
は、充填針入力が隔壁であることをさらに含む。デバイスは、空気トラップをさらに含み
、空気トラップは、空気が熱交換器から流出することを可能にする。デバイスは、空気ト
ラップが疎水性フィルタを備えることをさらに含む。
【００１０】
　本発明の一側面によれば、注入ポンプの中の大気軽減のための方法が開示される。方法
は、所定の間隔でデータをポンププロセッサに送信する圧力センサと、データが警告閾値
を超えるか否かを決定するステップと、データが所定の警告閾値を超える場合、プロセッ
サが、カニューレから切断するようにユーザに示すステップと、データが所定の安全閾値
を満たすか否かを決定するステップと、カニューレに再接続するようにユーザに示すステ
ップとを含む。
【００１１】
　本発明の一側面によれば、注入ポンプシステムが開示される。システムは、リザーバと
、リザーバから下流およびカニューレから上流に位置する能動型逆止弁と、リザーバから
下流に位置する、クラッキング圧力を有する受動型逆止弁と、ポンププロセッサとを含み
、能動型逆止弁は、予定されたポンプ送達のためにポンププロセッサによって開かれ、流
体圧力がクラッキング圧力を克服するときに、受動型逆止弁が開き、流体は、リザーバか
ら受動型逆止弁を通って流れる。
【００１２】
　本発明の一側面によれば、注入ポンプシステムが開示される。システムは、リザーバと
、リザーバから下流にある少なくとも１つの弁とを含み、少なくとも１つの弁は、クラッ
キング圧力を有する圧力補償弁であり、注入ポンプの高度の変化に関係する圧力差は、少
なくとも１つの弁を開かせる。
【００１３】
　本発明の一側面によれば、注入ポンプの中の大気軽減のための方法が開示される。方法
は、予定された出発および予定された着陸の時間に関係する情報を受信するステップと、
情報に基づいて、高度に関係するデータを処理する頻度を修正するステップと、情報と高
度計とを比較することによって、スケジュールの変更が発生しているか否かを決定するス
テップと、スケジュールの変更についてユーザに警告するステップと、更新されたスケジ
ュール情報を要求するステップと、入力されたスケジュールおよび高度計データに基づい
て、流体の予定された送達を修正するステップとを含む。
【００１４】
　本発明の一側面によれば、注入ポンプシステムが開示される。システムは、プランジャ
を備えるリザーバと、プランジャの場所を決定するための少なくとも１つのセンサと、少
なくとも１つのセンサから情報を受信するように構成される、プロセッサとを含む。プロ
セッサは、プランジャの場所の決定の頻度を修正するように構成され、プロセッサは、リ
ザーバの中に吸い上げられるか、またはリザーバから外に送達される流体の体積を決定し
、所定の時間量に対して予定されたポンプ送達を修正するように構成される。
【００１５】
　本発明の一側面によれば、注入ポンプの温度補償のためのシステムが開示される。シス
テムは、少なくとも１つの温度センサと、少なくとも１つのプロセッサとを含み、プロセ
ッサは、温度センサと連絡しており、プロセッサは、少なくとも温度センサからの通信に
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基づいて、標的プランジャ位置を決定し、感知された温度に基づいて、標的プランジャ位
置を修正する。
【００１６】
　本発明の一側面によれば、注入ポンプの中の圧力軽減のためのシステムが開示される。
システムは、少なくとも１つの圧力センサと、プロセッサとを含み、圧力センサは、デー
タをプロセッサに送信し、プロセッサは、圧力変化が事前にプログラムされた閾値を満た
す場合に圧力変化を軽減する。
【００１７】
　本発明のこれらの側面は、排他的となるように意図されておらず、本発明の他の特徴、
側面、および利点は、添付の特許請求の範囲ならびに添付図面と併せて読まれると、当業
者に容易に明白となるであろう。
例えば本願発明は以下の項目を提供する。
（項目１）
　システムであって、該システムは、
　充填アダプタデバイスであって、該充填アダプタデバイスは、
　　発熱体および流体経路を含む熱交換器
　　を含み、該流体経路は、充填針入力に流体的に接続され、それにより、流体は、該充
填針入力を通って該熱交換器に進入し、および該流体経路を通って流れ、それにより、該
流体は、該発熱体によって加熱される、充填アダプタデバイスと、
　プランジャおよびプランジャロッドを含むリザーバと、
　該リザーバに取外し可能に取り付けられるように構成される充填針と
　を含み、
　該充填アダプタは、流体のバイアルに取り付けられるように構成され、該バイアルから
の流体は、該流体経路を通って流れ、加熱され、該充填針を通して該リザーバの中に装填
される、システム。
（項目２）
　所定の率で前記流体経路の中に流体を送出するポンプをさらに備える、項目１に記載の
充填アダプタ。
（項目３）
　前記流体経路の中への流体を計測するための逆止弁をさらに備え、それにより、前記熱
交換器を通る流体の流量が制御される、項目１に記載の充填アダプタ。
（項目４）
　１つ以上の事前にプログラムされたプロファイルに従って、前記流体の加熱を制御する
ためのプロセッサをさらに備える、項目１に記載の充填アダプタ。
（項目５）
　前記充填針入力は、隔壁である、項目１に記載の充填アダプタ。
（項目６）
　空気トラップをさらに備え、それにより、該空気トラップは、空気が前記熱交換器から
外に流出することを可能にする、項目１に記載の充填アダプタ。
（項目７）
　前記空気トラップは、疎水性フィルタを備える、項目６に記載の充填アダプタ。
（項目８）
　充填アダプタデバイスであって、該デバイスは、
　発熱体と流体経路とを含む熱交換器を含み、
　該流体経路は、充填針入力およびバイアルに流体的に接続され、それにより、該バイア
ルからの流体は、該熱交換器に進入し、該流体経路を通って流れ、およびそれにより、該
流体は該発熱体によって加熱される、デバイス。
（項目９）
　所定の率で前記流体経路の中に流体を送出するポンプをさらに備える、項目８に記載の
充填アダプタ。
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（項目１０）
　前記流体経路の中への流体を計測するための逆止弁をさらに備え、それにより、前記熱
交換器を通る流体の流量が制御される、項目８に記載の充填アダプタ。
（項目１１）
　１つ以上の事前にプログラムされたプロファイルに従って前記流体の加熱を制御するた
めのプロセッサをさらに備える、項目８に記載の充填アダプタ。
（項目１２）
　前記充填アダプタは、流体のバイアルに取り付けられるように構成される、項目８に記
載の充填アダプタ。
（項目１３）
　前記充填針入力は、隔壁である、項目８に記載の充填アダプタ。
（項目１４）
　空気トラップをさらに備え、それにより、該空気トラップは、空気が前記熱交換器から
外に流出することを可能にする、項目８に記載の充填アダプタ。
（項目１５）
　前記空気トラップは、疎水性フィルタを備える、項目１４に記載の充填アダプタ。
（項目１６）
　注入ポンプの中の大気軽減のための方法であって、該方法は、
　所定の間隔でデータをポンププロセッサに送信する圧力センサと、
　該データが警告閾値を超えるか否かを決定することと、
　該データが所定の警告閾値を超える場合、該プロセッサは、カニューレから切断するよ
うにユーザに示すことと、
　該データが所定の安全閾値を満たすか否かを決定することと、
　該カニューレに再接続するように該ユーザに示すことと
　を含む、方法。
（項目１７）
　注入ポンプシステムであって、該システムは、
　リザーバと、
　該リザーバから下流およびカニューレから上流に位置する能動型逆止弁と、
　該リザーバから下流に位置する、クラッキング圧力を有する受動型逆止弁と、
　ポンププロセッサであって、該能動型逆止弁は、予定されたポンプ送達のために該ポン
ププロセッサによって開かれる、ポンププロセッサと
　を含み、
　流体圧力が該クラッキング圧力を克服するときに、該受動型逆止弁が開き、流体は、該
リザーバから該受動型逆止弁を通って流れる、システム。
（項目１８）
　注入ポンプシステムであって、該システムは、
　リザーバと、
　該リザーバから下流にある少なくとも１つの弁であって、該少なくとも１つの弁は、ク
ラッキング圧力を有する圧力補償弁であり、該注入ポンプの高度の変化に関係する圧力差
は、該少なくとも１つの弁を開かせる、少なくとも１つの弁と
　を含む、システム。
（項目１９）
　注入ポンプの中の大気軽減のための方法であって、該方法は、
　予定された出発および予定された着陸の時間に関係する情報を受信することと、
　該情報に基づいて、高度に関係するデータを処理する頻度を修正することと、
　該情報と高度計とを比較することによって、スケジュールの変更が発生しているか否か
を決定することと、
　スケジュールの変更についてユーザに警告することと、
　更新されたスケジュール情報を要求することと、
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　入力されたスケジュールおよび高度計データに基づいて、流体の予定された送達を修正
することと
　を含む、方法。
（項目２０）
　注入ポンプシステムであって、該システムは、
　プランジャを備えるリザーバと、
　該プランジャの場所を決定するための少なくとも１つのセンサと、
　プロセッサであって、該プロセッサは、該少なくとも１つのセンサから情報を受信する
ことと、該プランジャの場所の決定の頻度を修正するこ とと、リザーバの中に吸い上げ
られるか、またはリザーバから外に送達される流体の体積を決定することと、所定の時間
量に対して予定されたポンプ送達を修正することと
　を行うように構成される、プロセッサと
　を含む、システム。
（項目２１）
　注入ポンプの温度補償のためのシステムであって、該システムは、
　少なくとも１つの温度センサと、
　少なくとも１つのプロセッサであって、該温度センサと連絡しているプロセッサと
　を含み、
　該プロセッサは、少なくとも該温度センサからの通信に基づいて、標的プランジャ位置
を決定し、感知された温度に基づいて、該標的プランジャ位置を修正する、システム。
（項目２２）
　注入ポンプの圧力軽減のためのシステムであって、該システムは、
　少なくとも１つの圧力センサと、
　プロセッサと
　を含み、該圧力センサは、データを該プロセッサに送信し、該プロセッサは、圧力変化
が事前にプログラムされた閾値を満たす場合に、該圧力変化を軽減する、システム。
【００１８】
　本発明のこれらおよび他の特徴および利点は、以下の図面とともに解釈される以下の詳
細な説明を読むことによって、より良く理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１－１】図１Ａ～図１Ｂは、注入ポンプの実施形態の正面および背面等角図である。
【図１－２】図１Ｃ～１Ｅは、図１の注入ポンプアセンブリの側面および正面図である。
図１Ｆは、図１の注入ポンプアセンブリの正面等角図である。
【図３】図３は、遠隔制御アセンブリの一実施形態の例示的な図である。
【図４】図４は、図１の注入ポンプアセンブリの線図である。
【図１０】図１０Ａ～１０Ｅは、いくつかの実施形態による、複数のマジックテープ（登
録商標）構成を描写する。
【図１１】図１１は、ホルダの一実施形態の説明図である。
【図１２】図１２は、ホルダを装着するユーザの一実施形態の説明図である。
【図１３】図１３は、ホルダの背面の一実施形態の説明図である。
【図１４】図１４は、温度計／ラベルを伴うバイアルの一実施形態の説明図である。
【図１５】図１５は、大気圧決定および軽減のための方法の一実施形態のフローチャート
である。
【図１６】図１６は、受動および能動型逆止弁の実施形態の一実施形態の説明図である。
【図１７】図１７は、充填アダプタの一実施形態の断面図の説明図である。
【図１８】図１８は、一実施形態による、バイアル内で真空を維持するためのバイアルシ
ステムの説明図である。
【図１９】図１９は、一実施形態による、バイアル装置の説明図であり、付録Ａは、いく
つかの実施形態で使用されるマイクロ逆止弁の一実施形態である。
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【発明を実施するための形態】
【００２０】
　（定義）
　本説明および添付の特許請求の範囲において使用されるように、以下の用語は、文脈が
別段の要求をしない限り、示される意味を有するものとする。
【００２１】
　「デバイス」は、注入ポンプおよび／またはコントローラ、すなわち、別の医療デバイ
スの無線制御のためのデバイスを含むが、それに限定されない医療デバイスを意味するも
のとする。いくつかの実施形態では、「デバイス」という言葉は、「ポンプ」、「注入ポ
ンプ」、および／または「コントローラ」、および／または「コンパニオン」、および／
または「遠隔コントローラデバイス」、および／または「遠隔コントローラアセンブリ」
と交換可能に使用される。
【００２２】
　「コンパニオン」は、別の医療デバイスの無線制御のためのデバイスを意味するものと
する。例示的実施形態では、コンパニオンはまた、グルコースメータ／細片読取機を含ん
でもよい。
【００２３】
　デバイスの「入力」は、それによってデバイスのユーザまたは他のオペレータ／介護者
がデバイスの機能を制御し得る任意の機構を含む。ユーザ入力は、機械的配設（例えば、
スイッチ、押しボタン、（複数の）ジョグホイール）、電気的配設（例えば、スライダ、
タッチ画面）、遠隔コントローラとの通信のための無線インターフェース（例えば、ＲＦ
、赤外線）、（例えば、音声認識との）音響インターフェース、コンピュータネットワー
クインターフェース（例えば、ＵＳＢポート）、および他の種類のインターフェースを含
んでもよい。
【００２４】
　以下で論議されるいわゆる「ボーラスボタン」等の入力の文脈における「ボタン」は、
所望の機能を果たすことが可能である任意の種類のユーザ入力であってもよく、押しボタ
ン、スライダ、スイッチ、タッチ画面、またはジョグホイールに限定されない。
【００２５】
　「アラーム」は、それによって警告がユーザまたは第３者に生成されてもよい任意の機
構を含む。アラームは、可聴アラーム（例えば、スピーカ、ブザー、音声生成器）、視覚
アラーム（例えば、ＬＥＤ、ＬＣＤ画面）、触覚アラーム（例えば、振動要素）、無線信
号（例えば、遠隔コントローラまたは介護者への無線伝送）、または他の機構を含んでも
よい。アラームは、冗長機構（例えば、２つの異なる音響アラーム）または相補的機構（
例えば、音響アラーム、触覚アラーム、および無線アラーム）を含む複数の機構を同時に
、並行して、または順に使用して生成されてもよい。
【００２６】
　「流体」は、流線を通って流れることが可能である物質、例えば、液体を意味するもの
とする。
【００２７】
　「ユーザ」は、薬物治療または別の方法の一部としてであろうとなかろうと、流体送達
デバイスから流体を受容する個人または動物、あるいは流体を別のものに注入するように
デバイスをプログラムすること、または別様にデバイスと相互作用することに関与する介
護者または第３者を含む。
【００２８】
　「カニューレ」は、流体をユーザに注入することが可能な使い捨てデバイスを意味する
ものとする。本明細書で使用されるようなカニューレは、従来のカニューレまたは針を指
してもよい。
【００２９】
　「使い捨て」とは、固定期間にわたって使用され、次いで廃棄され、交換されることを
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目的としている部品、デバイス、部分、またはその他を指す。
【００３０】
　「再利用可能」は、制限のない使用期間を有することを目的としている部分を指す。
【００３１】
　「音響容量測定」は、それらの全体が参照することにより本明細書に組み込まれる米国
特許第５，３４９，８５２号および第５，６４１，８９２号で説明されているもの等の音
響技法、ならびに他の技法を使用する、関連容量の定量的測定を意味するものとする。
【００３２】
　「温度センサ」は、温度を測定し、温度情報をコントローラおよび／またはポンププロ
セッサに通信するための任意の温度決定デバイス／機構を含む。本明細書で説明されるデ
バイスは、ユーザの皮膚温度、ＡＶＳ温度、周囲温度、内部ポンプ温度、プランジャ温度
、駆動系温度、および流体温度のうちの１つ以上等であるが、それらに限定されないもの
を測定するための１つ以上の温度センサを含んでもよい。
【００３３】
　ここで説明されるデバイス、方法、およびシステムの実施形態の例示的な用途は、糖尿
病とともに生きる人々へのインスリンの送達のためであるが、他の用途は、上記で説明さ
れるような任意の流体の送達を含む。流体は、痛みがある人への鎮痛剤、癌患者への化学
療法、および代謝性疾患がある患者への酵素を含む。種々の治療用流体は、小分子、天然
生成物、ペプチド、タンパク質類、核酸、炭水化物、ナノ粒子懸濁液、および関連する薬
学的に容認可能な担体分子を含んでもよい。治療的に活性な分子は、デバイスの中での安
定性を向上させるように修飾されてもよい（例えば、ペプチドまたはタンパク質のペグ化
によって）。本明細書の例示的実施形態は、薬物送達用途を説明するが、実施形態は、ラ
ボオンチップ用途および毛管クロマトグラフィ等の高スループットの分析的測定のための
試薬の液体分注を含む他の用途に使用されてもよい。以下の説明の目的で、「治療的」、
「インスリン」、または「流体」という用語は、交換可能に使用されるが、他の実施形態
では、上記で説明されるように、任意の流体が使用されてもよい。したがって、本明細書
に含まれるデバイスおよび説明は、治療での使用に限定されない。
【００３４】
　流体送達デバイスのいくつかの実施形態は、糖尿病とともに生きる人々および／または
彼らの介護者による使用のために適合される。したがって、これらの実施形態では、デバ
イス、方法、およびシステムは、糖尿病とともに生きる個人（ユーザと呼ばれる）の膵島
ベータ細胞の作用を補助するか、または置き換わるインスリンを送達するように働く。イ
ンスリン送達のために適合される実施形態は、基礎レベルの流体送達ならびにボーラスレ
ベルの送達の両方を提供することによって、膵臓の作用を模倣しようとする。基礎レベル
、ボーラスレベル、およびタイミングは、無線手持ち式ユーザインターフェースを使用す
ることによってユーザまたは介護者によって設定されてもよく、またはポンプを使用する
ことによって直接設定されてもよい。加えて、基礎および／またはボーラスレベルは、例
示的実施形態では、コントローラと一体であるグルコースメータの出力に応答して、誘起
または調整されてもよい。他の実施形態では、コントローラは、加えて、血糖グルコース
センサからデータを受信するグルコース監視デバイスを含む。いくつかの実施形態では、
ボーラスは、デバイス上、すなわち、コントローラ上および／または注入ポンプ上に位置
する指定ボタンまたは他の入力手段を使用して、ユーザによって誘起されてもよい。なお
も他の実施形態では、ボーラスまたは基礎は、流体送達デバイス注入ポンプ上および／ま
たはコントローラ上のいずれか一方に位置するユーザインターフェースを介してプログラ
ムまたは投与されてもよい。
【００３５】
　画面に与えられる名前および画面の種類、ならびに種々の特徴に与えられる適正な名前
に関して、種々の実施形態の全体を通してこれらの用語は様々であってもよい。
【００３６】
　本明細書で説明されるシステムおよび方法は、注入ポンプを制御するために使用されて
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もよい。この説明の目的で、ユーザインターフェースおよび注入ポンプの種々の実施形態
は、インスリンポンプ、またはインスリンを注入するポンプを参照して説明されてもよい
。しかしながら、ユーザインターフェースは、注入ポンプ上および／またはコントローラ
上にあってもよいことを理解されたい。加えて、説明が注入ポンプ「画面」に関連する場
合、この「画面」はまた、コントローラ上にも現れてもよく、またはポンプの代わりにコ
ントローラ上に現れてもよい。
【００３７】
　本説明によって検討される注入ポンプは、インスリンを含むが、それに限定されない治
療用流体を含むが、それに限定されない任意の流体を送出し得るポンプを含む。したがっ
て、本説明がインスリンに関連して例示的実施形態を説明する場合、デバイスがインスリ
ンに限定されることを目的としていないので、これは説明目的にすぎない。他の流体も検
討される。いくつかの実施形態では、本明細書で説明される方法、システム、およびデバ
イスは、当技術分野で公知である、インスリン「ペン」および／または流体送達「ペン」
と併用されてもよい。
【００３８】
　注入ポンプは、例えば、任意の注入ポンプであってもよいが、図１Ａ～１Ｆに関して示
され、説明されるポンプデバイス、および参照することにより本明細書に組み込まれるも
のに限定されず、参照することにより本明細書に組み込まれるものを含んでもよいが、そ
れらに限定されない。種々の例示的実施形態では、注入ポンプは、注射器ポンプであり、
すなわち、プランジャが注射器の中を前進し、注射器の内部の流体をカニューレに押し込
むと、流体がユーザに送出または送達される。カニューレがユーザに接続される場合（す
なわち、カニューレがユーザの皮下領域の中にある）、流体はユーザに皮下送達される。
【００３９】
　例示的実施形態では、注入ポンプは、コントローラとの無線ＲＦ通信のためのハードウ
ェアを含む。しかしながら、種々の実施形態では、注入ポンプは、任意の注入ポンプであ
ってもよい。図１Ａ～図１Ｆおよび図２Ａ～図２Ｄを参照すると、いくつかの例示的実施
形態では、注入ポンプは、ディスプレイアセンブリ１０４を含んでもよいが、図２Ａ～図
２Ｄに示されるもの等の他の例示的実施形態では、注入ポンプは、ディスプレイアセンブ
リを含んでいなくてもよい。これらの実施形態では、図１Ａ、１Ｄ、および１Ｆに示され
るものと同様であってもよいか、またはより大きいか、もしくはより小さくてもよいディ
スプレイアセンブリが、コントローラまたはコンパニオンデバイス上に含まれる。コント
ローラまたはコンパニオンデバイスの実施形態が、図３に示されている。
【００４０】
　図１Ａ～１Ｆを参照すると、封入アセンブリ１０２の中に収納され得る注入ポンプアセ
ンブリ１００の実施形態が示されている。注入ポンプアセンブリ１００は、封入アセンブ
リ１０２を通して可視的であり得るディスプレイシステム１０４を含んでもよい。１つ以
上のスイッチアセンブリ／入力デバイス１０６、１０８、１１０が、封入アセンブリ１０
２の種々の部分の周囲に配置されてもよい。封入アセンブリ１０２は、カニューレアセン
ブリ１１４が解放可能に連結され得る注入ポートアセンブリ１１２を含んでもよい。取外
し可能なカバーアセンブリ１１６は、電源キャビティ１１８（図１Ｄにファントムで示さ
れる）へのアクセスを可能にしてもよい。
【００４１】
　図１Ａ～図１Ｆに示される注入ポンプアセンブリを参照すると、注入ポンプアセンブリ
１００は、注入ポンプアセンブリ１００が適正に動作するために必要とされ得る１つ以上
のプロセスを実行するポンププロセッサと呼ばれ得る処理論理（図示せず）を含んでもよ
い。処理論理は、１つ以上のマイクロプロセッサ（図示せず）、１つ以上の入力／出力コ
ントローラ（図示せず）、およびキャッシュメモリデバイス（図示せず）を含んでもよい
。処理論理を１つ以上のサブシステムと相互接続するために、１つ以上のデータバスおよ
び／またはメモリバスが使用されてもよい。いくつかの実施形態では、図４に示されるサ
ブシステムのうちの少なくとも１つも、図２Ａ～図２Ｄに示される注入ポンプアセンブリ
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２００の実施形態の中に含まれる。
【００４２】
　ここで、図１Ａ～図１Ｆおよび図４を参照すると、処理論理４００と相互接続されるサ
ブシステムの実施例は、メモリシステム４０２、入力システム４０４、ディスプレイシス
テム４０６、振動システム４０８、音響システム４１０、モータアセンブリ４１６、力セ
ンサ４１２、温度センサ（図示せず）、および変位検出デバイス４１８（プランジャが注
射器バレル／注射器に対して移動した距離を決定および／または検出するデバイスと呼ば
れてもよい）を含んでもよいが、それらに限定されない。注入ポンプアセンブリ１００は
、電源キャビティ１１８の中から取外し可能および設置可能に構成され、処理論理４００
の少なくとも一部分およびサブシステムのうちの１つ以上（例えば、メモリシステム４０
２、入力システム４０４、ディスプレイシステム４０６、振動システム４０８、音響シス
テム４１０、モータアセンブリ４１６、力センサ４１２、および変位検出デバイス４１８
）に電力を提供するように構成される主電源４２０（例えば、バッテリ）を含んでもよい
。
【００４３】
　注入ポンプアセンブリ１００は、注入可能流体４２２を含有するように構成されるリザ
ーバアセンブリ４３０を含んでもよい。いくつかの実施形態では、リザーバアセンブリ４
３０は、参照することによってその全体が本明細書に組み込まれる、２００９年３月３日
に発行され、Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔ　Ｓｅｎｓｏｒ　ｆｏｒ　Ｉｎ
ｆｕｓｉｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅｓと題された米国特許第７，４９８，５６３号で説明されて
いるものと同様のリザーバアセンブリ、および／または２００７年１２月１１日に発行さ
れ、Ｌｏａｄｉｎｇ　Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ　ｆｏｒ　Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｐｕｍｐと題さ
れた米国特許第７，３０６，５７８号、２００９年１０月９日に出願され、Ｉｎｆｕｓｉ
ｏｎ　Ｐｕｍｐ　Ａｓｓｅｍｂｌｙと題された国際出願第ＰＣＴ／ＵＳ２００９／０６０
１５８、現在は２０１０年４月１５日に公開された国際公開第ＷＯ２０１０／０４２８１
４（代理人整理番号Ｆ５１ＷＯ）、２００８年１０月１０日に出願され、Ｉｎｆｕｓｉｏ
ｎ　Ｐｕｍｐ　Ａｓｓｅｍｂｌｙと題された米国特許出願第１２／２４９，８８２号、現
在は２０１０年４月１５日に公開された米国特許出願公開第ＵＳ－２０１０－００９４２
２２号（代理人整理番号Ｆ５１）で説明されているようなリザーバアセンブリであっても
よく、これらはすべて、参照することによってそれらの全体が本明細書に組み込まれる。
他の実施形態では、リザーバアセンブリは、流体が、流体の少なくとも一部分がリザーバ
アセンブリから外に流出し得るように作用され得る任意のアセンブリであってもよく、例
えば、リザーバセンブリは、種々の実施形態では、プランジャを有するバレル、カセット
、および／または少なくとも部分的に可撓性膜で構築されたコンテナを含んでもよいが、
それらに限定されない。
【００４４】
　プランジャアセンブリ４２４は、注入可能流体４２２がユーザ４５４に送達され得るよ
うに、リザーバアセンブリ４３０からカニューレアセンブリ４５０（注入ポートアセンブ
リ４２４を介して注入ポンプアセンブリ１００に連結され得る）を通して注入可能流体４
２２を変位させるように構成されてもよい。この特定の実施形態では、プランジャアセン
ブリ４２４は、処理論理４００から受信された信号に応じて、モータアセンブリ４１６に
よって回転可能であり得る送りネジアセンブリ４２８に係合し得る、部分的ナットアセン
ブリ４２６によって変位可能であることが示されている。この特定の実施形態では、モー
タアセンブリ４１６、プランジャアセンブリ４２４、部分的ナットアセンブリ４２６、お
よび送りネジアセンブリ４２８の組み合わせは、リザーバアセンブリ４３０内に含有され
た注入可能流体４２２の分注を達成する、ポンプアセンブリを形成してもよい。部分的ナ
ットアセンブリ４２６の実施例は、例えば、３０度だけ送りネジアセンブリ４２６の周囲
に巻着するように構成されるナットアセンブリを含むが、それに限定されない。いくつか
の実施形態では、ポンプアセンブリは、２００７年１２月１１日に発行され、Ｌｏａｄｉ
ｎｇ　Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ　ｆｏｒ　Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｐｕｍｐと題された米国特許第
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７，３０６，５７８号（代理人整理番号Ｃ５４）、２００８年１０月１０日に出願され、
Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｐｕｍｐ　Ａｓｓｅｍｂｌｙと題された米国特許出願第１２／２４９
，８８２号、現在は２０１０年４月１５日に公開された米国特許出願公開第ＵＳ－２０１
０－００９４２２２号（代理人整理番号Ｆ５１）、および２００８年１０月１０日に出願
され、Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｐｕｍｐ　Ａｓｓｅｍｂｌｙと題された米国特許出願第１２／
２４９，８９１号、２００９年４月１６日に公開された米国特許出願公開第ＵＳ－２００
９－００９９５２３号（代理人整理番号Ｇ４６）において説明されているものと同様であ
ってもよく、これらは全て、参照することによってそれらの全体が本明細書に組み込まれ
る。
【００４５】
　（ユーザインターフェース）
　本説明の全体を通して、画面は、「ポンプ」または「コンパニオン」または「コントロ
ーラ」に関して参照されてもよい。しかしながら、種々の実施形態では、同様の画面また
は同様の方法が、別のデバイス上で達成されてもよい。例えば、画面または方法が「ポン
プ」に関して参照される場合、同様に機能的な画面または方法が、他の実施形態において
「コンパニオン」または「コントローラ」上で使用されてもよい。本説明は、ディスプレ
イを有するポンプおよびディスプレイを有しないポンプの両方に関係する実施形態を含む
ので、実施形態がディスプレイのない注入ポンプを含む場合、任意の画面がコンパニオン
またはコントローラ上で可視的となることが明らかになるはずである。同様に、方法が、
ユーザとポンプとの間の相互作用を要求する場合、ポンプがディスプレイのない注入ポン
プであるとき、ポンプ上のスイッチアセンブリを介して相互作用が達成されてもよい。
【００４６】
　いくつかの実施形態では、図４に関して示され、説明されるような少なくとも１つの要
素を含む処理論理が、ユーザまたは介護者から入力を受信するために使用される。ユーザ
または介護者は、ボタン／スイッチアセンブリ、容量スライダを含むが、それに限定され
ない、スライダアセンブリ（例えば、参照することによってその全体が本明細書に組み込
まれる、２００７年１２月４日に出願され、Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｉｎｃｌｕ
ｄｉｎｇ　ａ　Ｓｌｉｄｅｒ　Ａｓｓｅｍｂｌｙと題された米国特許出願第１１／９９９
，２６８号、現在は２００８年７月２４日に公開された米国特許出願公開第ＵＳ－２００
８－０１７７９００号（代理人整理番号Ｆ１４）で説明されている任意のスライダを含ん
でもよいが、それに限定されない）、ジョグホイール、および／またはタッチ画面のうち
の１つ以上を含むが、それらに限定されない、１つ以上の入力デバイスまたはアセンブリ
を使用する。注入デバイスは、加えて、閉塞検出プロセス４３８、確認プロセス４４０、
容量測定技術（例えば、音響容量感知）を含むが、それらに限定されない、内部システム
から入力を受信する。これらの入力を使用して、注入デバイスは、例えば、ユーザへの注
入流体送達、またはユーザへのコメント、警報、アラーム、あるいは警告を含むが、それ
らに限定されない、出力を生じさせる。したがって、入力は、直接ユーザからポンプまで
、直接ポンプシステムから処理論理まで、または別のデバイス、例えば、遠隔コントロー
ラデバイス（以下でより詳細に説明される）からポンプまでのいずれか一方である。した
がって、ユーザまたは介護者の相互作用経験は、ディスプレイ上のテキストおよび／また
は図形を読むこと／見ることを含むが、それに限定されない、ディスプレイ（注入ポンプ
デバイス自体または遠隔コントローラデバイスのいずれか一方、あるいは両方の上にある
）との相互作用、例えば、タッチ画面を通したディスプレイとの直接相互作用、１つ以上
のボタン、スライダ、ジョグホイール、１つ以上のグルコース細片読取機との相互作用、
ならびに触覚または音響、１つ以上の振動モータ、および／または音響システムのいずれ
か一方を介した感知のうちの１つ以上を含むが、それらに限定されない。したがって、「
ユーザインターフェース」という用語は、ユーザまたは介護者が、注入ポンプを制御する
ように注入ポンプと相互作用する全てのシステムおよび方法を包含するために使用される
。
【００４７】



(13) JP 6150523 B2 2017.6.21

10

20

30

40

50

　ここで図３を参照すると、注入ポンプシステムのいくつかの実施形態では、注入ポンプ
は、コントローラまたはコンパニオンとも呼ばれる遠隔コントローラアセンブリ３００を
使用して遠隔制御されてもよい。遠隔制御アセンブリ３００は、図１Ａ～図１Ｆに示され
る注入ポンプアセンブリ自体の機能性の全て、またはその一部分を含んでもよい。したが
って、上記の注入ポンプアセンブリのいくつかの例示的実施形態では、注入ポンプアセン
ブリ（図示せず、他の図の中でも特に図１Ａ～図１Ｆを参照）は、遠隔制御アセンブリ３
００を介して構成されてもよい。これらの特定の実施形態では、注入ポンプアセンブリは
、注入ポンプアセンブリと、例えば、遠隔制御アセンブリ３００との間の通信（例えば、
有線または無線）を可能にし、したがって、遠隔制御アセンブリ３００が注入ポンプアセ
ンブリ１００を制御することを可能にするテレメトリ回路（図示せず）を含んでもよい。
遠隔制御アセンブリ３００（テレメトリ回路（図示せず）も含んでもよく、注入ポンプア
センブリと通信することが可能であってもよい）は、ディスプレイアセンブリ３０２と、
入力制御デバイス（ジョグホイール３０６、スライダアセンブリ３１０、またはデバイス
に入力するための別の従来の様態等）、およびスイッチアセンブリ３０４、３０８のうち
の１つ以上を含み得る入力アセンブリとを含んでもよい。図３に示されるような遠隔制御
アセンブリ３００は、ジョグホイール３０６およびスライダアセンブリ３１０を含むが、
いくつかの実施形態は、ジョグホイール３０６またはスライダアセンブリ３１０のうちの
いずれか一方のみ、あるいはデバイスに入力するための別の従来の様態を含んでもよい。
ジョグホイール３０６を有する実施形態では、ジョグホイール３０６は、ホイール、リン
グ、ノブ、または同等物を含んでもよく、これらは、少なくとも部分的にホイール、リン
グ、ノブ、または同等物の動きに基づいて制御信号を提供するために、回転エンコーダま
たは他の回転トランスデューサに連結されてもよい。
【００４８】
　遠隔制御アセンブリ３００は、基礎率、ボーラスアラーム、送達制限を事前にプログラ
ムする能力を含み、ユーザが履歴を見ること、およびユーザ選好を確立することを可能に
してもよい。遠隔制御アセンブリ３００はまた、グルコース細片読取機３１２を含んでも
よい。
【００４９】
　使用中、遠隔制御アセンブリ３００は、遠隔制御アセンブリ３００と注入ポンプアセン
ブリとの間に確立される無線通信チャネルを介して、注入ポンプアセンブリに命令を提供
してもよい。したがって、ユーザは、注入ポンプアセンブリをプログラム／構成するため
に遠隔制御アセンブリ３００を使用してもよい。遠隔制御アセンブリ３００と注入ポンプ
アセンブリとの間の通信の一部または全ては、向上したセキュリティレベルを提供するた
めに暗号化されてもよい。
【００５０】
　ユーザインターフェースの例示的実施形態では、ユーザインターフェースは、ユーザ確
認およびユーザ入力を要求してもよい。ユーザインターフェースの例示的実施形態は、ユ
ーザがポンプへの種々の相互作用の影響を確実に把握することに重点が置かれる。ポンプ
のこの説明の全体を通して、ユーザの作用の結果をユーザに通信する多くの実施例が提示
されている。これらの特徴は、ユーザがユーザの作用を理解することを確実にし、したが
って、より優れた安全性をユーザに付与する。そのような実施例の１つは、ユーザインタ
ーフェースの例示的実施形態の全体を介したものであって、ユーザは、値が変更された後
に、画面上の戻りボタンを押下し、ユーザインターフェースは、図６に示されるように、
変更キャンセル確認画面を表示する。ユーザが「はい」を選択した場合、ユーザインター
フェースは、保留中の変更を破棄し、確認画面を閉じて以前の画面（すなわち、ユーザが
戻りボタンを押下した画面より前の画面）に戻る。「変更をキャンセルしますか？」確認
画面上において、作用選択が「いいえ」のとき、ユーザは、実施形態に応じて、確定ボタ
ンまたは他のボタンを押下し、ユーザインターフェースは、確認画面を閉じ、保留中の変
更を有する画面に戻る。この特徴は、変更が実装されたとユーザが仮定するが、実際には
実装されていないという結果を防止する。したがって、この特徴は、その状況を防止し、
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変更が実装されていないことをユーザが理解することを確実にする。
【００５１】
　（温度）　
　注入ポンプの種々の実施形態では、ユーザは、デバイスが身体上に装着されるように、
ベルトに取り付けられるか、別の部品または衣服あるいは衣類に取り付けられるか、また
はいくつかの実施形態では、下着に取り付けられるポケットの中にあるか、またはいくつ
かの実施形態では、ユーザの皮膚に取り付けられる注入ポンプを装着してもよい。ユーザ
は、概して、可能な限り１日２４時間近く注入ポンプを装着し、場合によっては、例えば
、デバイスに影響を及ぼす場合があるＭＲＩまたは他の治療中、および／またはシャワー
／入浴の間であるが、それらに限定されない、短時間の間、デバイスを除去する。したが
って、ユーザが注入ポンプを装着する通常のプロセス中に、注入ポンプは、正の温度変動
および／または負の温度変動を含み得る温度変動を含む種々の温度に暴露され得る。これ
らの温度変動は、ユーザが屋外に出る、寒い部屋に入る、暑い部屋に入る、および／また
は毛布あるいは他の加温作用物質の下に入った結果であってもよい。
【００５２】
　上記で論議されるように、インスリンを含んでもよいが、それに限定されない、ポンプ
の中にある間、リザーバ内に含有される流体は、一般体積熱膨張係数と呼ばれ得る熱膨張
係数を有する。したがって、正であろうと負であろうと、温度変動差／変化中に、流体ま
たはインスリンが膨張または収縮する。温度変化率を含むが、それに限定されない、種々
の要因が、流体の膨張または収縮に寄与してもよい。したがって、いくつかの実施形態で
は、膨張または収縮量は、温度の関数であり得る。
【００５３】
　加えて、説明されるデバイスの種々の実施形態では、ポンプの構成要素もまた、熱膨張
係数を有する。これらの熱膨張係数は、材料に応じて異なってもよい。したがって、種々
の構成要素が異なる材料でできている場合、熱膨張係数は異なり得る。
【００５４】
　いくつかの実施形態では、温度変化は、流体および／または注入ポンプの１つ以上の構
成要素の熱膨張または熱収縮に影響を及ぼし得る。例えば、これに限定されないが、温度
上昇は、リザーバ／注射器４３０（例示にすぎない、図４を参照されたい）の直径の増加
を引き起こし得る。これは、流体と比較した注射器の相対的な熱膨張が、流体が送達され
るか引き戻されるかを定めるためであり得る。したがって、これは、次に、リザーバ４３
０に向かってカニューレ４５０の中の任意の流体／インスリンを逆流させ得る。この場合
、流体インスリンの体積が、リザーバの中へ引き戻される。したがって、処理論理４００
による送達の後続要求は、この後退させられた体積をユーザに送達させるのみであっても
よい。したがって、流体／インスリンの容量（後退させられた体積）は、ユーザによる要
求または把握を伴わずに、ユーザに送達されていない。別の実施例は、温度低下を含む。
いくつかの実施形態では、温度低下は、リザーバ４３０の直径を減少させ、流体インスリ
ンをカニューレ４５０まで流れさせ得る。したがって、意図しないボーラス容量が、この
ユーザに送達される。この場合、流体インスリンは、ユーザによる要求または把握を伴わ
ずにユーザに送達されている。
【００５５】
　したがって、第１の実施例では、ユーザは、必要または要求されるよりも少ない流体イ
ンスリンを受容する場合があり、したがって、高血糖を経験する場合がある。第２の実施
例では、ユーザは、必要または要求されるよりも多い流体インスリンを受容する場合があ
り、したがって、低血糖を経験する場合がある。いずれの実施例でも、ユーザは、要求ま
たはプログラムされた療法と同じではない流体インスリン体積を受容し、相違を通知され
ない。
【００５６】
　これらの実施例では、リザーバは、円筒形であると仮定される。以下は、円筒形の体積
変化の数学モデルである（一定の線形膨張係数αを仮定する）。これは、説明目的のため
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のモデルである。付加的な数学モデルが、付加的な仮定、例えば、円筒形以外の形状、ま
たは可動プランジャを有する注射器に適応するように、以下のように決定され得る。
【００５７】
【数１】

【００５８】
これは、αΔＴ＜＜１と仮定して、
【００５９】
【数２】

【００６０】
と簡略化され得る。
【００６１】
　したがって、線形膨張係数
【００６２】
【化１】

【００６３】
を有する材料であるポリプロピレンに対しては、温度が３０Ｃから１０Ｃまで変化する場
合、ポリプロピレンから構成される円筒形の体積変化は、
【００６４】

【数３】

【００６５】
となる。
【００６６】
　３０Ｃから１０Ｃまでの水の固有の体積変化は、約０．４０％である。３ｃｃ注射器ま
たはリザーバに適用されるその２つの間の差（約０．１２％）は、約３．６μＬとなる。
しかしながら、加えて、注射器プランジャは、プランジャ材料およびポンプの中の注射器
の関係（例えば、ポンプの中の注射器保持の設計）に応じて、熱膨張に応答して移動し得
る。
【００６７】
　したがって、流体の送達への温度の影響を最小化することが所望され得る。したがって
、流体および／または注入ポンプの構成要素のうちの１つ以上の熱膨張を制限または最小
化する、および／または特性評価することが望まれる。流体および／または注入ポンプの
構成要素のうちの１つ以上の熱膨張への温度の影響を最小化するように説明されるシステ
ム、方法、および装置は、以下の例示的実施形態のうちの１つ以上を含んでもよい。
【００６８】
　いくつかの実施形態では、予測可能および好ましい熱膨張係数を有する材料の選択は、
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上記で論議されるように、流体の潜在的な過小および過剰送達を最小化してもよい。いく
つかの実施形態では、注射器材料は、例えば、流体の熱膨張と一致するように選択されて
もよい。例えば、約２０Ｃにおける水の線形膨張係数は、およそ
【００６９】
【数４】

【００７０】
である。
【００７１】
　したがって、注射器材料は、この値に近い膨張係数を有するように選択されてもよい。
例えば、ポリカーボネートとアクリロニトリルブタジエンスチレン（「ＡＢＳ」とも呼ば
れる）との混成物を、流体の熱膨張係数に一致するように使用することができる。いくつ
かの実施形態では、例えば、ポリカーボネートであるが、それに限定されない、他のプラ
スチックは、予測される温度変化による、注射器ポンプによって送達される容量が、最小
および／または容認可能であるようなまさにその膨張係数に近くてもよい。いくつかの実
施形態では、選択されるプラスチックまたは材料は、流体の熱膨張の勾配に合わせられて
もよい。
【００７２】
　いくつかの実施形態では、プランジャおよび／またはプランジャロッドの材料は、熱差
動式に温度変化を補償するように選択されてもよい。いくつかの実施形態では、注射器、
プランジャ、およびプランジャロッドのための材料は、熱差動式に温度変化を補償するよ
うに選択されてもよい。また、または加えて、いくつかの実施形態では、駆動系の１つ以
上の構成要素または注入ポンプの任意の他の構成要素の材料は、熱差動式に温度変化を補
償するように選択されてもよい。
【００７３】
　いくつかの実施形態では、任意の１つ以上の注入ポンプ構成要素のための材料は、温度
の熱膨張効果を最小化するために、反対の熱係数または熱的補償材料を有するように選択
されてもよい。例えば、注入ポンプ注射器が膨張するより高い温度において、流体の流動
は負であり得る。いくつかの実施形態では、駆動系の少なくとも１つの構成要素は、負の
熱定数を有し、したがって、反対の熱係数を有してもよい。したがって、温度上昇に応じ
て、注射器は体積変化を経験しない。
【００７４】
　いくつかの実施形態では、温度変化事象の間にフェーズ変化を受け得る材料の使用は、
注入ポンプへの温度差動／変化の影響を最小化し得る。例えば、いくつかの実施形態では
、プランジャは、所定の体積のワックスを含んでもよく、したがって、温度が上昇するこ
とに伴って、長さまたは位置が、ワックスのフェーズ変化によって増加し得る。付加的な
ワックス特徴が、いくつかの実施形態では、流動を防止するために追加されてもよい。い
くつかの実施形態では、結果として生じる体積の変化が、プランジャの直径の平方根に等
しくなるように、ワックス特徴が、（所定の）距離、プランジャを前方に移動させるため
に追加されてもよい。したがって、いくつかの実施形態では、温度／温度変化／差動に応
じてフェーズ変化を受ける材料の使用は、温度変化に起因する注射器の体積の変化を補償
するために使用されてもよい。いくつかの実施形態では、温度変化に応じてフェーズ変化
を受ける材料は、熱差動のエネルギーを吸収してもよく、したがって、例えば、注入ポン
プの温度上昇よりもむしろ温度が上昇している場合、ワックスまたは他のフェーズ変化材
料は、ワックスフェーズ変化材料を溶融し、したがって、エネルギーシンクの役割を果た
し、熱を吸収してもよい。
【００７５】
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　いくつかの実施形態では、注射器は、温度変化によってプランジャが前進させられるか
、または引き抜かれ、注射器の体積変化を補償し得るように、制約されてもよい。例えば
、いくつかの実施形態では、注射器は、金属ケースの中で担持されてもよく、使用されて
もよい金属は、鋼鉄、アルミニウム、および／またはＩＮＶＡＲ（登録商標）としても知
られる、ＦｅＮｉ３６を含んでもよいが、それに限定されない、低熱膨張係数を有する任
意の金属を含むが、それらに限定されない。プランジャは、高熱膨張係数を有する材料か
ら構成されていてもよい。したがって、本実施例では、注射器バレルの直径が減少すると
、温度低下によって注射器プランジャを引き抜かれる。したがって、これらの影響を平衡
化して、総体積変化が、最小化されてもよい。
【００７６】
　（特性化および制御補償）
　いくつかの実施形態では、注入デバイスによって送出される流体の体積への温度変化の
影響を特性化することが検討されてもよい。本実施形態では、ポンプは、温度変動（すな
わち、正および負の両方）を受けてもよく、注入ポンプによる対応する応答が記録されて
もよい。特性化は、変化の変動率（すなわち、摂氏１度／分、正および負であるか否か等
）、総温度変動（例えば、摂氏１０度、５度等）、および／または注射器プランジャの位
置を含んでもよいが、それらに限定されない。
【００７７】
　注入ポンプは、温度を決定する１つ以上のデバイスおよび／または構成要素および／ま
たはシステムを含んでもよい。いくつかの実施形態では、注入ポンプは、温度を決定する
１つ以上のサーミスタまたは他の温度センサを含んでもよい。しかしながら、他の実施形
態では、少なくとも１つの抵抗温度デバイス（ＲＴＤ）および／または少なくとも１つの
非接触赤外線デバイス（非接触ＩＲ）のうちの１つ以上を含むが、それらに限定されない
、直接的または間接的に温度を決定する種々の方法および／またはデバイスおよび／また
はシステムが使用されてもよい。１つ以上のサーミスタおよび／または温度決定デバイス
の場所は、異なってもよい。１つ以上のサーミスタおよび／または温度決定デバイスの場
所は、駆動ねじ、駆動系上の任意の場所、注射器バレル、プランジャ、および／またはプ
リント回路基板上にプリントされることを含むが、それらに限定されない注射器バレル上
を含んでもよいが、それらに限定されない。種々の実施形態では、１つ以上のサーミスタ
および／または温度決定デバイスの場所は、熱源から離れた任意の場所であってもよく、
それは潜在的に誤った示度値をもたらす。いくつかの実施形態では、１つ以上のサーミス
タは、注射器の内部、注射器の外部、ポンプの内部、および／またはポンプの外部を含む
が、それらに限定されない、１つ以上の場所の温度を決定してもよい。種々の制御は、こ
れらの場所のうちのいずれか１つ以上における温度モデルに基づいて決定されてもよい。
したがって、いくつかの実施形態では、特性化は、注射器内および注射器の外部の両方に
おいて、温度示度値を採取することによって行われてもよい。他の実施形態では、特性化
は、ポンプの外部およびポンプの内部から温度示度値を採取することによって行われても
よい。種々の実施形態では、１つ以上のサーミスタおよび／または温度決定デバイスは、
好ましくは、特性化中にあったものと同じポンプ上の場所で、ユーザによる使用のために
配置される。
【００７８】
　いくつかの実施形態では、特性化は、温度の関数として、送達される流体の容量を測定
することによって完了されてもよい。いくつかの実施形態では、これは、熱チャンバ、お
よび流体を精密なスケールに送達するリザーバ／注射器に接続された注入セット／カニュ
ーレを使用することによって達成されてもよい。しかしながら、他の実施形態では、これ
は、熱チャンバ、および流体を送達するリザーバ／注射器に接続された注入セットカニュ
ーレを使用し、その後、リザーバ内部のプランジャの位置を決定し、送達された流体の総
容量を決定することによって、完了されてもよい。
【００７９】
　いくつかの実施形態では、実践では、（１つ以上の場所における、および／または１つ



(18) JP 6150523 B2 2017.6.21

10

20

30

40

50

以上のサーミスタによって採取される）ポンプの温度が測定されてもよく、プランジャの
標的位置は、注射器および／またはプランジャの熱膨張を補償するように、温度の関数と
して異なってもよい。熱膨張示度値は、上記で論議されるように、特性化データを参照す
ることによって決定されてもよい。したがって、いくつかの実施形態では、標的位置は、
温度による注射器の体積変化の参照テーブルまたは関数近似に基づいて修正されてもよい
。
【００８０】
　いくつかの実施形態では、注入ポンプは、基礎またはボーラス送達、および／またはそ
の変種として、流体を送達する。基礎送達は、プログラムされた速度または容量／時間で
ある。注入ポンプは、事前設定された持続時間にわたって事前設定された間隔で流体の容
量を送達する。注入ポンプはまた、ボーラス容量を送達してもよい。ボーラスは、直ちに
、すなわち、要求が行われたときに送達される要求された流体の容量である。ボーラスお
よび基礎送達方法の一実施形態は、２００９年１０月９日に出願された、Ｉｎｆｕｓｉｏ
ｎ　Ｐｕｍｐ　Ａｓｓｅｍｂｌｙと題された国際出願第ＰＣＴ／ＵＳ２００９／０６０１
５８号、現在は２０１０年４月１５日に公開された特許出願公開第ＷＯ　２０１０／０４
２８１４号（代理人整理番号Ｆ５１ＷＯ）、および２００８年１０月１０日に出願され、
Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｐｕｍｐ　Ａｓｓｅｍｂｌｙと題された米国特許出願第１２／２４９
，８８２号、現在は２０１０年４月１５日に公開された米国特許出願公開第ＵＳ－２０１
０－００９４２２２号（代理人整理番号Ｆ５１）で説明されており、その両方は参照する
ことによってそれらの全体が本明細書に組み込まれる。さらに、いくつかの実施形態では
、例えば、参照することによってその全体が本明細書に組み込まれる、２００９年３月３
日に発行された、Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔ　Ｓｅｎｓｏｒ　ｆｏｒ　
Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅｓと題された米国特許第７，４９８，５６３号（代理人
整理番号Ｄ７８）で説明されている実施形態では、注入ポンプは、流体の容量、例えば、
基礎容量またはボーラス容量を送達するためにプランジャが移動しなければならない距離
を決定してもよい。したがって、注入ポンプシステムのいくつかの実施形態では、注入ポ
ンプは、光学変位センサを使用して、送達中にプランジャが移動した距離を確認してもよ
い。いくつかの実施形態では、注入ポンプは、送達当たりのモータエンコーダカウントの
数を決定し、プランジャの移動を確認する。
【００８１】
　しかしながら、種々の実施形態では、送達方法は、所望の／標的容量を送達するために
、プランジャが移動するべき距離（標的プランジャ位置と呼ばれてもよい）の決定を含む
。上記で論議されるように、これは、モータエンコーダステップの数を決定することによ
って行われてもよく、他の実施形態では、別の方法であってもよい。いずれにしても、注
入ポンプは、プランジャ距離移動の決定を行う。
【００８２】
　特性化および制御補償方法の一実施例は、以下の通りである。第１のステップは、温度
変化として送達される容量を特性化することであってもよい。この容量は、温度（これを
Ｔと呼ぶ）の関数でもあるプラスチックおよび液体／流体の熱膨張特性における変動によ
る注射器の中に含有される流体の量（これをＶと呼ぶ）の関数であり得る。関数β（Ｔ）
は、以下の式
【００８３】
【数５】

【００８４】
からわかるように体積変化を温度変化に実験的に関連付けている。
【００８５】
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　係数β（Ｔ）は、（上記で示されるように）温度の関数として求められるか、または可
能性として温度およびプランジャ位置の両方の関数β（Ｔ，ｘ）として求められる定数と
して、近似されてもよい。
【００８６】
　次に、標的プランジャ位置が、決定および調整され得る。標的位置ｘは、以下の式
【００８７】
【数６】

【００８８】
に基づいて、調整されてもよい。式中、Ｄは、プランジャ直径である。
【００８９】

【化２】

【００９０】
を代入すると（プランジャが進行端部に到達し、注射器内の流体のすべてを押し出した場
合、ｘ＝０とする）、その関係は、
【数７】

と簡略化され得る。
【００９１】
　種々の実施形態では、この補償は、以下を含むが、それらに限定されない、異なる方法
で行われてもよい。いくつかの実施形態では、補償は、例えば、３分毎に１回の送達であ
り得るが、それに限定されない基礎送達間隔よりも頻繁であり得る間隔に基づいて送達す
ることによって行われてもよいが、他の実施形態では、より頻繁、または低頻度であって
もよい。さらに、注射器の位置は、温度変化に基づいて調整され、規則的な送達、例えば
、基礎および／またはボーラス送達の間に送達されるゼロ正味容量を維持してもよい。い
くつかの実施形態では、これは、低い基礎率のために使用されてもよく、熱的に駆動され
た容量が規則的に予定された基礎送達を超え得る。しかしながら、これは、いくつかの実
施形態では、送達を防止するために注射器方向を逆転させることを必要としてもよい。
【００９２】
　別の実施形態は、流体／インスリンが送達の予定になっているときに、補正を適用する
ステップを含んでもよい。したがって、標的プランジャ位置は、測定された温度変化およ
び推定された熱的に駆動された容量送達に基づいて、補正されてもよい。これらの実施形
態のうちのいくつかでは、補正は、プランジャが１つの方向にのみ駆動されてもよいよう
に限定されてもよい。
【００９３】
　いくつかの実施形態では、モデル化が異なってもよく、注射器の長さおよび直径の両方
に関して仮定が行われてもよい。加えて、駆動系、プランジャ、プランジャロッド、注入
ポンプ筐体、およびカニューレを含むが、それらに限定されない、注入ポンプの１つ以上
の構成要素の熱膨張係数への温度の影響に関して仮定が行われてもよい。
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【００９４】
　いくつかの実施形態では、プランジャ標的を調整するステップは、注射器の出口により
近くなるように、または注射器の出口からさらに離れるように、標的を調整するステップ
を含んでもよい。いくつかの実施形態では、プランジャ前進が修正されてもよい。他の実
施形態では、プランジャは、温度を補償するように後方に駆動されてもよい。しかしなが
ら、いくつかの実施形態では、注入ポンプに応じて、注射器の出口により近く調整を限定
することが所望されてもよい。これは、バックラッシュの潜在性によるものであってもよ
い。
【００９５】
　いくつかの実施形態では、温度依存基礎率が、温度補償のためにポンプに事前にプログ
ラムされてもよい。これらの実施例では、ポンププロセッサは、少なくとも１つの温度セ
ンサからデータを受信する。温度または温度の変化率が、調整が行われるべきであるよう
なものであることを、温度データが示す場合、プロセッサは、事前にプログラムされた基
礎率を改変するように信号伝達してもよい。いくつかの実施形態では、この改変は、事前
設定された割合、例えば、３０％の増加または１５％の減少で、基礎率の追加あるいは減
少のいずれか一方であってもよい。当然ながら、これらは実施例にすぎず、これらの実施
形態では、事前設定された改変は、記述されたものとは異なると決定されてもよい。
【００９６】
　いくつかの実施形態では、注入ポンプは、少なくとも１つの温度センサと、少なくとも
１つの光学センサとを含んでもよい。いくつかの実施形態では、光学センサは、プランジ
ャが前進したことを決定するために使用されてもよい。いくつかの実施形態では、前進の
距離もまた決定されてもよい。いくつかの実施形態では、注入ポンプハードウェアの形状
因子に適合する、小型反射光学センサ（以降では「光学センサ」）が使用される。光学セ
ンサは、プランジャ変位と重複する感知範囲を有する。例示的実施形態では、Ｓｈａｒｐ
　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（大阪、日本）の米国子会社である、Ｓｈａｒｐ　Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎｉｃｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎによって製造された、Ｓｈａｒｐ　ＧＰ２Ｓ６０
を含むが、それに限定されない、任意の光学センサが使用されてもよい。この光学センサ
は、単一パッケージ内に赤外線発光ダイオードおよび赤外線感知検出器を含有する。エミ
ッタからの光は、非集束であって、感知表面から跳ね返り、その一部が、検出器に戻され
、反射体までの距離／角度の関数として変化する感知された光の強度をもたらす。いくつ
かの実施形態では、センサは、反射表面がプランジャであるように配置される。
【００９７】
　いくつかの実施形態では、光学センサが、注射器／リザーバの中の流体のレベルを決定
するために使用されてもよい。この情報は、プランジャロッドが前進したか否かを決定す
るために使用されてもよい。温度センサ情報とともに、これは、追加データ／情報を提供
し、温度依存変化を決定してもよい。
【００９８】
　その全てが参照することによってそれらの全体が本明細書に組み込まれる、２００９年
３月３日に発行され、Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔ　Ｓｅｎｓｏｒ　ｆｏ
ｒ　Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅｓと題された米国特許第７，４９８，５６３号（代
理人整理番号Ｄ７８）、２００９年１０月９日に出願され、Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｐｕｍｐ
　Ａｓｓｅｍｂｌｙと題された国際出願第ＰＣＴ／ＵＳ２００９／０６０１５８号、現在
は２０１０年４月１５日に公開された国際公開第ＷＯ２０１０／０４２８１４号（代理人
整理番号Ｆ５１ＷＯ）、および２００８年１０月１０日に出願され、Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　
Ｐｕｍｐ　Ａｓｓｅｍｂｌｙと題された米国特許出願第１２／２４９，８８２号、現在は
２０１０年４月１５日に公開され、Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｐｕｍｐ　Ａｓｓｅｍｂｌｙと題
された米国特許出願公開第ＵＳ－２０１０－００９４２２２号（代理人整理番号Ｆ５１）
で開示および説明されている実施形態を含む、注入ポンプシステムのいくつかの実施形態
では、注入ポンプは、光学変位センサを含んでもよい。このセンサは、プランジャロッド
が前方または後方のいずれか一方に前進したか否か、および前進の距離を決定するために
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使用されてもよい。この変位情報を使用して、１つ以上の温度センサからの情報とともに
、プランジャへの温度変化の影響が決定されてもよい。順に、この決定は、温度変化を補
償するために使用される制御の正確性を増大させてもよい。これは、感知された前方移動
により送達される流体の量を減少させる、および／または感知された後方移動により送達
される流体の量を増加させることを含んでもよいが、それらに限定されない。いずれの場
合も、基礎率および／または量および／またはボーラスの量（例えば、意図された量のあ
る割合だけ）の増加および／または減少は、所定の量だけ、かつ所定の時間の間である。
【００９９】
　いくつかの実施形態では、注入ポンプシステムは、温度変化に基づいて、基礎率および
／またはボーラス量を調整するためのシステムおよび／または方法を含んでもよい。した
がって、種々の実施形態では、上方または下方の閾値温度変化が生じたことをシステムが
決定する場合、システムは、自動的に、および／またはユーザによる要求および／または
確認によって、限定期間、例えば、均一の事前改訂された限定期間、例えば、２０分を有
するモードになってもよく、および／またはいくつかの実施形態では、モードは、温度変
化閾値がもはや適用可能ではなくなるまで、継続してもよい。いくつかの実施形態では、
例えば、低下温度勾配が主要な懸念である場合、注入ポンププロセッサは、「低下勾配」
モードで事前にプログラムされてもよく、注入ポンプは、意図的に、このモード、すなわ
ち、基礎率の自動割合減少において、過小送達してもよく、いくつかの実施形態では、ボ
ーラスもまた、流体の予測された付加的な送達を補償するように策定されてもよい。上記
で論議されるように、インスリン送達の割合変化の決定は、注入ポンプの特性化に依存し
てもよい。
【０１００】
　その後、いくつかの実施形態では、例えば、上昇温度勾配が主要な懸念である場合、注
入ポンププロセッサは、「上昇温度勾配」モードで事前にプログラムされてもよく、注入
ポンプは、すなわち、基礎率の自動割合増加において、意図的に過剰送達してもよく、い
くつかの実施形態では、ボーラスもまた、流体の予測された付加的な送達を補償するよう
に策定されてもよい。上記で論議されるように、割合変化の決定は、注入ポンプの特性化
に依存してもよい。
【０１０１】
　（閉ループ温度補償）　
　本説明の目的のために、「前進した」という用語は、注射器またはリザーバ本体内のプ
ランジャの移動を指す。前進は、特定の方向への移動に限定されない。注射器は、流体が
注射器から外向きに移動する、注射器の端部である、出口端を有する。
【０１０２】
　いくつかの実施形態では、システムは、注射器／プランジャへの温度の影響、および／
またはユーザ／カニューレに向かった、またはユーザ／カニューレから離れる流体の送出
の影響を決定する１つ以上のデバイスおよび／またはセンサを含んでもよい。これらのデ
バイスおよび／またはセンサは、１つ以上の流量センサ、１つ以上の閉塞デバイスおよび
／または１つ以上のバイナリ弁、および／または１つ以上の歪み梁またはセンサ、および
／または１つ以上の光学センサ、および／または１つ以上の温度センサ、および／または
１つ以上の超音波範囲センサ、および／または１つ以上の電位差計、および／または１つ
以上のロータエンコーダ、および／または１つ以上の線形エンコーダを含んでもよいが、
これらに限定されない。
【０１０３】
　光学センサに関して、いくつかの実施形態では、注入ポンプは、少なくとも１つの温度
センサと、少なくとも１つの光学センサとを含んでもよい。いくつかの実施形態では、光
学センサは、プランジャが前進したことを決定するために使用されてもよい。いくつかの
実施形態では、前進の距離もまた、決定されてもよい。いくつかの実施形態では、注入ポ
ンプハードウェアの形状因子に適合する、小型反射光学センサ（以降では「光学センサ」
）が使用される。種々の実施形態では、光学センサは、プランジャ変位と重複する感知範
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囲を有する。種々の実施形態では、　その全てがＳｈａｒｐ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（
大阪、日本）の米国子会社である、Ｓｈａｒｐ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｃｏｒｐｏｒ
ａｔｉｏｎによって製造されている、Ｓｈａｒｐ　ＧＰ２Ｓ６０、Ｓｈａｒｐ　ＧＰ２Ｓ
７００、およびＳｈａｒｐ　ＧＰ２Ａ２４０ＬＣを含むが、それらに限定されない、任意
の光学センサが使用されてもよい。この光学センサは、単一パッケージ内に赤外線発光ダ
イオードおよび赤外線感知検出器を含有する。エミッタからの光は、非集束であって、感
知表面から跳ね返り、その一部が、検出器に戻され、反射体までの距離／角度の関数とし
て変化する感知された光の強度をもたらす。いくつかの実施形態では、センサは、反射表
面がプランジャであるように配置される。
【０１０４】
　いくつかの実施形態では、光学センサは、注射器／リザーバ内の流体のレベルを決定す
るために使用されてもよい。この情報は、プランジャロッドが前進したか否かを決定する
ために使用されてもよい。温度センサ情報とともに、これは、追加データ／情報を提供し
、温度依存変化を決定してもよい。
【０１０５】
　注入ポンプシステムのいくつかの実施形態では、注入ポンプは、光学変位センサを含ん
でもよい。このセンサは、プランジャロッドが、前方（注射器出口に向かって）または後
方（注射器出口から離れるように）のいずれか一方に前進したか否か、および前進の距離
を決定するために使用されてもよい。この変位情報を使用して、１つ以上の温度センサか
らの情報とともに、プランジャへの温度変化の影響が決定されてもよい。次に、この決定
は、温度変化を補償するために使用される制御の正確性を増大させてもよい。これは、感
知された前方移動により送達される流体の量を減少させること（すなわち、送達されるこ
とが予定された流体の容量、すなわち、基礎率、または送達されるように要求された流体
の容量、すなわち、ボーラス量を減少させること）、および／または感知された後方移動
により送達される流体の量を増加させることを含んでもよいが、それらに限定されない。
【０１０６】
　いくつかの実施形態では、注入ポンプは、出口弁および／または閉塞器を含んでもよい
。したがって、これらの実施形態では、注入ポンプは、注射器からカニューレへ、および
／またはカニューレからユーザへの流体の送達を防止する少なくとも１つのデバイスを含
む。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの温度センサが信号をプロセッサに送信し
、温度変化が閾値を満たす、すなわち、温度変化が温度による送達の変化をもたらすほど
十分に大きいとプロセッサが決定するときに、デバイスが起動される。いくつかの実施形
態では、これは、閉塞器および／または出口弁を起動し、流体が注射器および／またはカ
ニューレに流入すること、および／またはそこから流出することを防止してもよい。いく
つかの実施形態では、少なくとも１つの温度センサが信号をプロセッサに送信し、温度変
化が閾値をもはや満たさない、すなわち、温度変化がもはや温度による送達の変化をもた
らすほど十分に大きくないとプロセッサが決定するときに、閉塞器および／または出口弁
デバイスが動作停止される。いくつかの実施形態では、これは、閉塞器および／または出
口弁を動作停止し、流体が注射器から流出し、および／またはカニューレへ、および／ま
たはユーザへと流れることを可能にしてもよい。再び、上記で論議されるように、いくつ
かの実施形態では、プランジャ標的は、１つ以上の温度センサからの情報に応答して調整
されてもよい。
【０１０７】
　いくつかの実施形態では、閉塞器／出口弁は、温度変化による、注射器／リザーバ内へ
の偶発的な流体の流入またはそこからの流出を防止するよう、注入ポンプが流体を能動的
に送達していないときの間隔の間に、閉鎖されてもよい。注入ポンプが流体を能動的に送
達していないときのとき間の間に、少なくとも１つの温度センサは、温度を示す信号をプ
ロセッサに送信し続けてもよい。この情報は、流体の「次の送達」、すなわち、次のプラ
ンジャ標的を修正するか否か、およびどのように修正するかを決定するために、制御シス
テムによって使用されてもよい。したがって、「次の送達」が行われるとき、閉塞器／出
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口弁は開放してもよく、流体が送達される。
【０１０８】
　したがって、これらの実施形態では、閉塞器／出口弁は主に、温度変化によって引き起
こされる場合がある、自発的な意図されない流体流動を防止するように作用してもよい。
制御システムは、送達された流体の容量が温度変化を補償するように、温度変化に基づい
て、容量送達、すなわち、プランジャ標的を調整してもよい。
【０１０９】
　いくつかの実施形態では、注入ポンプは、柔軟構成要素を含んでもよい。いくつかの実
施形態では、柔軟構成要素は、圧力定数を維持しながら、注射器／リザーバの体積変化の
差を許容してもよい。したがって、これらの実施形態では、温度変化から蓄積された圧力
が存在しないであろうため、閉塞器／出口弁が開いているときに、温度変化を補償するた
めにコントローラ補償が必要でなくてもよい。
【０１１０】
　いくつかの実施形態では、いったん閾値温度変化が決定されると、閉塞器／出口弁は、
閉鎖されてもよく、プランジャロッドは、浮遊することが許可されてもよく、すなわち、
プランジャロッドは、駆動系と係脱されてもよい。したがって、圧力変化は、プランジャ
が浮遊することを可能にし、平衡を得て、したがって、温度変化に応答してコントローラ
補償を必要とせずに調整する。
【０１１１】
　いくつかの実施形態では、注入ポンプは、出口流路内に配置される流量センサを含むが
、それに限定されない、少なくとも１つの流量センサを含んでもよい。流量センサは、流
体の流動を検出してもよい。この情報は、送達命令と相関してもよく、送達された流体が
、要求された、および／または適正な送達であるか否か、決定が行われてもよい。いくつ
かの実施形態では、流動が検出され、送達された流体が要求されなかった、および／また
は適正な送達ではないと決定される場合、閉塞器および／または出口弁は、閉鎖されても
よい。したがって、いくつかの実施形態では、流量センサは、内向きまたは外向きの流体
流動を決定してもよく、これが予期事象ではない場合、注入ポンプは、閉塞器および／ま
たは弁を含むが、これらに限定されない、少なくとも１つの機構を起動し、流体の継続流
動を防止してもよい。加えて、送達された、または内向きに流動した流体の量または容量
を決定するために、流動情報が使用されてもよく、この情報は、次の予定または要求され
た送達（例えば、基礎またはボーラス）中に、プランジャ標的を改変するために使用され
てもよく、またはいくつかの実施形態では、送達スケジュールを改変するために使用され
てもよい。いくつかの実施形態では、これは、ユーザ相互作用を伴わずに完了されてもよ
い。いくつかの実施形態では、アラートがユーザに送信されてもよく、ユーザは、提案さ
れたプロセスまたは作用を容認し、流体の過小または過剰の送達を軽減させなければなら
ない。
【０１１２】
　いくつかの実施形態では、注入ポンプは、１つ以上の光学センサを含んでもよい。これ
らのセンサは、注射器／リザーバ内の流体のレベルを決定するように、注入ポンプ内に配
置されてもよい。１つ以上の光学センサは、プロセッサが駆動系に信号伝達してプランジ
ャを前進させる前および後に、流体のレベルを決定してもよい。したがって、体積差は、
プランジャが前進される前および後に、決定されてもよい。しかしながら、少なくとも１
つの光学センサは、いくつかの実施形態では、駆動系が起動されたか否かにかかわらず、
事前設定された間隔でデータを収集してもよい。したがって、少なくとも１つの光学セン
サは、情報を収集し、プランジャが前進したときならびに前進したか否か、および／また
は流体が送達された、あるいは引き込まれたときならびにそうされたか否かを決定しても
よい。したがって、少なくとも１つの光学センサは、要求されていない事象が発生した場
合があるときをプロセッサが決定するためにデータを収集してもよい。プロセッサは、こ
の情報を少なくとも１つの温度センサと相関させ、それによって、注入ポンプが温度関連
影響を受けているか否かを決定してもよい。いくつかの実施形態では、プロセッサは、ユ
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ーザに警告してもよい。いくつかの実施形態では、情報は、例えば、限定されないが、本
明細書で論議される種々の実施形態を使用して、制御アルゴリズムに温度変化の影響を補
償させるために使用されてもよい。
【０１１３】
　いくつかの実施形態では、プランジャが注射器の出口から離れるように移動することを
識別するために、歪み梁が使用されてもよい。これらの実施形態では、プランジャロッド
が注射器出口から離れて移動し始める場合、歪み梁が歪みを感知するように、歪み梁は、
プランジャロッドに対して配置されてもよい。注入ポンプシステムのいくつかの実施形態
では、注入ポンプは、閉塞を検出および／または識別するために使用され得る歪み梁を含
む。歪み梁および方法は、いくつかの実施形態では、参照することによってそれらの全体
が本明細書に組み込まれる、２００８年１０月１０日に出願され、Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｐ
ｕｍｐ　Ａｓｓｅｍｂｌｙと題された米国特許出願第１２／２４９，８８２号、現在は２
０１０年４月１５日に公開された米国特許出願公開第ＵＳ－２０１０－００９４２２２（
代理人整理番号Ｆ５１）、および２００９年１０月９日に出願され、Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　
Ｐｕｍｐ　Ａｓｓｅｍｂｌｙと題された国際出願第ＰＣＴ／ＵＳ２００９／０６０１５８
号、現在は２０１０年４月１５日に公開された国際公開第ＷＯ２０１００４２８１４号（
代理人整理番号Ｆ５１ＷＯ）で説明されているものと同様であってもよい。しかしながら
、少なくとも１つの温度センサとともに、歪み梁は、特定の温度変化がプランジャ移動を
もたらしたか否かを決定してもよい。プランジャ移動が温度変化により検出される場合、
注入ポンプは、ユーザに警告してもよい。いくつかの実施形態では、システムは、歪みの
変化を温度変化と相関させてもよい。
【０１１４】
　（温度維持）
　上記で説明されるように、温度変化からの任意の結果を回避するように、注入ポンプの
温度を維持する所望があってもよい。いくつかの実施形態では、注入ポンプおよび流体の
送達への温度変化の上記の影響を最小化または防止するために、１つ以上の種々の装置お
よび／またはシステムが、注入ポンプの温度を維持するために採用されてもよい。
【０１１５】
　いくつかの実施形態では、注入ポンプは、加熱デバイスを含む。加熱デバイスは、プロ
セッサから命令を受信してもよい。加熱デバイスは、注入ポンプの中または上のどこかに
位置してもよいが、いくつかの実施形態では、加熱デバイスは、注入ポンプ筐体内に位置
する。いくつかの実施形態では、加熱デバイスは、注入ポンプの内部の電源またはバッテ
リによって給電される。しかしながら、いくつかの実施形態では、電源は、注入ポンプの
外部にあってもよい。
【０１１６】
　加熱源は、所望される任意の加熱源であってもよいが、例示的実施形態では、加熱源は
、部品番号ＫＨ－ＫＩＴ－ＥＦＨ－１５００１のｏｍｅｇａ．ｃｏｍ（登録商標）から入
手可能である、ＫＡＰＴＯＮ（登録商標）（ポリイミドフィルム）ヒータキットであって
もよい。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの温度センサが、注入ポンプの中また
は上に位置する。少なくとも１つの温度センサは、プロセッサに情報を通信してもよい。
温度センサデータに基づいて、プロセッサは、サーモスタットの役割を果たし、加熱源に
給電して、所望の温度で注入ポンプ内の温度を維持してもよい。いくつかの実施形態では
、所望の温度は、摂氏１５から３０度の間であってもよいが、他の実施形態では、維持温
度は異なってもよい。いくつかの実施形態では、温度をより高く維持することが望ましく
てもよい。
【０１１７】
　いくつかの実施形態では、注射器／リザーバは、注入ポンプ内の金属ケースに含有され
てもよい。金属ケースは、発熱体と注射器／リザーバとの間の熱の伝導を増加させてもよ
い。
【０１１８】
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　いくつかの実施形態では、少なくとも１つの発熱体は、注入ポンプの内部の１つ以上の
場所に位置してもよく、これらの場所のうちの１つ以上は、注射器、流体、プランジャ、
筐体、プランジャロッド、および／または駆動系を含むが、それらに限定されない、注入
ポンプの１つ以上の構成要素の温度を維持するように選択されてもよい。
【０１１９】
　いくつかの実施形態では、少なくとも１つの発熱体は、加えて、注入ポンプ内の電源お
よび／またはバッテリ寿命を延長させ得る。摂氏約３５度に温度を維持することは、バッ
テリ寿命および／または性能に有益であり得る。
【０１２０】
　いくつかの実施形態では、ヒートシンクとしてユーザの身体を利用し、ユーザの皮膚に
近接して注入ポンプを装着することが望ましくてもよい。これは、以下のうちの１つ以上
を含むが、それらに限定されない、種々のデバイスおよび装置を使用して達成されてもよ
い。
【０１２１】
　例えば、ＶＥＬＣＲＯ（登録商標）　ＵＳＡ　Ｉｎｃ．（Ｍａｎｃｈｅｓｔｅｒ、ＮＨ
）によって提供されるものであるが、それに限定されない、マジックテープ（登録商標）
システムが、注入ポンプの容易な取付／ユーザからの除去を可能にするために利用されて
もよい。したがって、接着パッチが、ユーザの皮膚に取り付けられてもよく、外向きに面
するフックまたはループ表面を含んでもよい。加えて、注入ポンプ１１４の表面は、相補
的フックまたはループ表面を含んでもよい。採用される特定の種類のマジックテープ（登
録商標）システムの分離抵抗に応じて、フックおよびループ接続の強度は、皮膚接続に対
する接着剤の強度よりも強力となることが可能であってもよい。したがって、種々のフッ
クおよびループ表面パターンが、フックおよびループ接続の強度を調節するために利用さ
れてもよい。
【０１２２】
　また、図１０Ａ－１０Ｅを参照すると、そのようなフックおよびループ表面パターンの
５つの実施例が示されている。例示的目的で、注入ポンプ筐体の１つの表面が、「ループ
」材料で覆われると仮定する。したがって、フックおよびループ接続の強度は、接着パッ
チの表面上に存在する「フック」材料のパターン（すなわち、量）を変化させることによ
って、調節されてもよい。そのようなパターンの実施例は、（図１０Ａに示されるような
）「フック」材料の単一外円２２０、（図１０Ｂに示されるような）「フック」材料の複
数の同心円２２２、２２４、（図１０Ｃに示されるような）「フック」材料の複数の放射
状スポーク２２６、（図１０Ｄに示されるような）「フック」材料の単一外円２３０と組
み合わせた「フック」材料の複数の放射状スポーク２２８、および（図１０Ｅに示される
ような）「フック」材料の複数の同心円２３４、２３６と組み合わせた「フック」材料の
複数の放射状スポーク２３２を含んでもよいが、これらに限定されない。
【０１２３】
　別の実施形態では、ホルダ、ポーチ、袋、容器、または他の種類の筐体（概して「ホル
ダ」と呼ばれる）が、注入ポンプを収容するようにサイズ決定されてもよい。いくつかの
実施形態では、ホルダは、１つ以上の絶縁層を含むが、それらに限定されない、多重層を
含むように構築されてもよい。いくつかの実施形態では、層のうちの１つ以上は、湿潤お
よび冷蔵または凍結されたときに、層が冷却効果を提供する、布地を含んでもよい。この
層は、ユーザの注入ポンプが、太陽または温暖環境に暴露されてもよい、より暖かい天候
または状況において所望されてもよい。いくつかの実施形態では、材料のうちの１つ以上
の層は、高吸収性材料であってもよい。いくつかの実施形態では、ホルダは、配備される
と、ホルダの高吸収性材料に吸収され、注入ポンプに蒸発冷却を提供してもよい、イソプ
ロピルアルコールの１つ以上の缶を含んでもよい。種々の実施形態では、ホルダは、注入
ポンプを冷却するための代替的および／または付加的な方法、システム、および／または
デバイスを含んでもよい。
【０１２４】



(26) JP 6150523 B2 2017.6.21

10

20

30

40

50

　いくつかの実施形態では、ホルダは、注入ポンプおよび／またはコントローラに情報を
伝送してもよい、１つ以上の温度測定デバイスおよび／または温度センサを含んでもよい
。１つ以上の温度センサは、ホルダの温度を通信し、アルコールの１つ以上の缶を配備す
る、および／または注入ポンプ／ユーザ／コントローラに警告する、および／または温度
センサに基づいて、加熱源をオンにしてもよい。いくつかの実施形態では、加熱および／
または冷却は、閾値温度変化に到達することによって誘起されてもよい。したがって、い
くつかの実施形態では、ホルダは、注入ポンプのための温度を維持するために、閉ループ
システムを提供してもよい。
【０１２５】
　ここで図１１を参照すると、ホルダ５００のいくつかの実施形態は、外側層５０２と、
内側層５０４と、内側ポケット５０６とを含む。ポケット５０６は、外部の力および／ま
たは温度変化から注入ポンプを保護するように、付加的なクッションまたは絶縁を含んで
もよい。ホルダ５００は、正面、頂面、または側面に沿って、ファスナを含んでもよい。
いくつかの実施形態では、ホルダ５００は、画面および／または入力アセンブリ（例えば
、ボタン、スライダ、および／またはジョグホイールを含むが、それらに限定されない）
を露出するように、正面にプルダウンフラップ（図示せず）を含んでもよい。いくつかの
実施形態では、フラップは、マジックテープ（登録商標）システムを使用して、固定閉鎖
されてもよい。他の実施形態では、フラップは、スナップ、ボタン、磁気閉鎖、およびジ
ッパを含むが、それらに限定されない、任意の他のファスナシステムを使用して、固定さ
れてもよい。
【０１２６】
　いくつかの実施形態では、ホルダ５００は、ユーザに取り付けられる設計されているス
トラップ５０８に取り付けられてもよい（例えば、図１２参照）。しかしながら、種々の
実施形態では、ストラップ５０８は、弾性および／または調整可能であってもよく、少な
くとも１つの閉鎖デバイスを含んでもよい。
【０１２７】
　ユーザ５１０の中央部の周囲に装着されるものとして図１２に示されているが、ホルダ
５００は、ユーザが所望するどこにでも装着されてもよい。
【０１２８】
　ここで図１３を参照すると、ホルダ５００の背面の実施形態が示されている。いくつか
の実施形態では、ホルダは、ベルト、ハンドル、１枚の衣服、またはその他を覆って、固
定して、かつ取外し可能に嵌合するように構成される、「ベルトクリップ」または別の種
類のクリップと呼ばれてもよい、クリップ５１２を含んでもよい。いくつかの実施形態で
は、ホルダ５００は、加えて、管類５１６がそれを通って嵌合するための開口部５１４を
含んでもよい。いくつかの実施形態では、注入ポンプ（図示せず）は、ホルダ５００の内
部に含有され、ホルダは、最小管類５１６が外部温度に暴露されるように、ユーザの挿入
部位（図示せず）に近接して装着されてもよい。したがって、管類のための開口部５１４
を含む、ホルダ５００の実施形態は、管類５１６および／または管類内の流体の温度を維
持するために有益であってもよい。
【０１２９】
　いくつかの実施形態では、プラスチック材料、例えば、Ｐｒｅｓｓ　ｎ’Ｓｅａｌ、ま
たは同様の挙動の別の材料が、ユーザの身体に対して注入ポンプを取り付けて維持するた
めに使用されてもよい。他の実施形態では、例えば、ユーザの脚、中央部、または腕に対
して嵌合される、カフおよびバンドが、注入ポンプのためのポーチを含んでもよい。他の
実施形態では、注入ポンプは、内側ポケット、ブラポケット等を通して、皮膚に対して定
位置に維持されてもよい。
【０１３０】
　ユーザの体温および／または発熱体の両方を利用して、注入ポンプの温度を維持するた
めの種々の実施形態が、本明細書で説明される。しかしながら、付加的なデバイスおよび
装置は、本発明の範囲内である。さらに、注入ポンプの温度を維持するための種々の方法
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、システム、および装置は、少なくとも１つの温度センサを含んでもよい。
【０１３１】
　（インスリン温度）
　本明細書では、注入ポンプの温度を維持するための種々の方法、システム、デバイス、
および／または装置が説明される。これらの実施形態のうちの少なくともいくつかにおい
て、注入可能流体／インスリン温度の維持が固有のものである。インスリンの温度が高温
および低温を超えないことをインスリンの製造業者が推奨していることは周知である。加
えて、いったんバイアルが使用されると、室温／周囲温度（例えば、華氏５９度から８６
度までの間）において即効性（例えば、ＨＵＭＡＬＯＧ（登録商標）、ＮＯＶＯＬＯＧ（
登録商標））を維持することが有益であり得、すなわち、製造業者は、バイアルが使用さ
れるまで冷蔵領域の中、例えば、華氏３６度から４６度までの間で、インスリンを保管す
ることを推奨している。そのために、バイアルが室温で保管されることが推奨される。
【０１３２】
　インスリンは、いったん非推奨温度に到達すると、低い有効性または無効になる場合が
あるので、運搬中、冷蔵庫の中、または使用中であろうと、インスリンが適正に保管され
ていたか否かをユーザが把握することは有益であり得る。
【０１３３】
　図１４を参照すると、一実施形態では、貼付式温度計５２０が、流体のバイアル５２２
の上、いくつかの実施形態では、インスリンのバイアルの上に配置されてもよい。温度計
は、バイアルの現在の温度をユーザに知らせてもよい。いくつかの実施形態では、温度は
、高および低範囲に向かう種々の温度を示す赤色および青色の種々の陰影として示されて
もよい。いくつかの実施形態では、いったん温度が最高または最低温度（あらかじめ定め
られ、いくつかの実施形態では、それぞれ華氏３５度および８７度であってもよい）に到
達すると、温度計は、非可逆的となり、したがって、インスリンが最高または最低温度に
到達したことをユーザに瞬時に示す。
【０１３４】
　ｏｍｅｇａ．ｃｏｍ（登録商標）から入手可能な部品番号ＴＬ－３のＮｏｎ－Ｒｅｖｅ
ｒｓｉｂｌｅ　Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　Ｌａｂｅｌｓ、３　Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　
Ｒａｎｇｅｓ、または別の同様の温度ラベル等の非可逆的温度ラベルを含む、任意の貼付
式温度計が使用されてもよい。上記で論議されるように、いくつかの実施形態では、Ｒｅ
ｖｅｒｓｉｂｌｅ　Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　Ｌａｂｅｌが使用されてもよく、または可
逆的および非可逆的構成要素の両方を有するラベルが使用されてもよい。
【０１３５】
　（大気圧）
　大気圧の低下は、注入ポンプの中のリザーバからユーザまでの流体の意図しない、およ
び／または予定されていない、および／または要求されていない送達をもたらし得る。圧
力の低下は、リザーバの中に存在し得るか、またはリザーバの中の流体に溶解させられ得
る空気を生じさせる。影響を受け得る注入ポンプのいくつかの実施形態は、注射器注入ポ
ンプ、および全てが参照することによってそれらの全体が本明細書に組み込まれ、図１Ａ
～４に示される、２００９年３月３日に発行され、Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｄｉｓｐｌａｃｅｍ
ｅｎｔ　Ｓｅｎｓｏｒ　ｆｏｒ　Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅｓと題された米国特許
第７，４９８，５６３号（代理人整理番号Ｄ７８）、２００７年１２月１１日に発行され
、Ｌｏａｄｉｎｇ　Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ　ｆｏｒ　Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｐｕｍｐと題され
た米国特許第７，３０６，５７８号（代理人整理番号Ｃ５４）、および２００９年１０月
９日に出願され、Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｐｕｍｐ　Ａｓｓｅｍｂｌｙと題された国際出願第
ＰＣＴ／ＵＳ２００９／０６０１５８号、現在は２０１０年４月１５日に公開された特許
出願公開第ＷＯ　２０１０／０４２８１４号（代理人整理番号Ｆ５１ＷＯ）に示され、説
明されている種々の実施形態を含んでもよいが、それらに限定されない、注射器注入ポン
プと同様のものである。したがって、動作中に、注射器注入ポンプが大気圧低下を受ける
場合、意図しないボーラスがユーザに送達される場合がある。意図しないボーラスはまた
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、ユーザに知られない場合があるので、これは安全性の懸念を提示する。したがって、ユ
ーザは、インスリンポンプを含む実施形態では、低血糖事象をもたらす場合がある過剰送
達事象を経験する場合がある。
【０１３６】
　大気圧の上昇は、管類／カニューレから注入ポンプの中のリザーバに向かう流体の意図
しない、および／または予定されていない吸上げをもたらし得る。影響を受け得る注入ポ
ンプのいくつかの実施形態は、２００９年３月３日に発行され、Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｄｉｓ
ｐｌａｃｅｍｅｎｔ　Ｓｅｎｓｏｒ　ｆｏｒ　Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅｓと題さ
れた米国特許第７，４９８，５６３号（代理人整理番号Ｄ７８）、２００７年１２月１１
日に発行され、Ｌｏａｄｉｎｇ　Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ　ｆｏｒ　Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｐｕ
ｍｐと題された米国特許第７，３０６，５７８号（代理人整理番号Ｃ５４）、および２０
０９年１０月９日に出願され、Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｐｕｍｐ　Ａｓｓｅｍｂｌｙと題され
た国際出願第ＰＣＴ／ＵＳ２００９／０６０１５８号、現在は２０１０年４月１５日に公
開された特許出願公開第ＷＯ　２０１０／０４２８１４号（代理人整理番号Ｆ５１ＷＯ）
、ならびに図１Ａ～４で示され、説明されている種々の実施形態を含んでもよいが、それ
らに限定されない注射器注入ポンプと同様のものである。したがって、動作中に、注射器
注入ポンプが大気圧上昇を受ける場合、意図したよりも少ない容量をユーザに送達させる
場合がある、管類／カニューレからの流体の意図しない吸い上げが発生する場合がある。
吸い上げ容量はまた、ユーザに分からない場合があるため、これは安全性の懸念を提示す
る。したがって、ユーザは、インスリンポンプを含む実施形態では、高血糖事象をもたら
す場合がある、過小送達事象を経験する場合がある。
【０１３７】
　いくつかの実施形態では、注射器注入ポンプおよび／または注射器注入ポンプ用の遠隔
コントローラは、当技術分野で公知であるものと同様である、いくつかの実施形態におい
て高度計であってもよい圧力センサを含んでもよい。「圧力センサ」および「高度計」と
いう用語は、本明細書において交換可能に使用されてもよい。高度計は、ポンププロセッ
サと通信していてもよく、したがって、高度計からのデータが、ポンププロセッサによっ
て使用されてもよい。いくつかの実施形態では、プロセッサは、注入ポンプから少なくと
も１つの応答を誘起してもよい所定の変化率および／または大気圧閾値（上昇または低下
）を含んでもよい。
【０１３８】
　いくつかの実施形態では、応答は、ユーザへの通知を含んでもよい。したがって、注入
ポンプおよび／または遠隔コントローラは、高度計が、閾値を誘起した大気圧の上昇およ
び／または低下を示すデータを送信する場合に、ユーザに通知および／または警報および
／または警告してもよい。いくつかの実施形態では、プロセッサは、潜在的な事象、例え
ば、航空機の離陸、航空機の下降、高い高度へ／高い高度から低い高度への移動を高度計
データから認識してもよい。これらの認識された事象は、いくつかの実施形態では、少な
くとも１つのコマンドをユーザに誘起してもよく、例えば、ポンプおよび／またはコント
ローラは、例えば、「航空機の離陸？」および／または「航空機の下降？」を含んでもよ
いが、それらに限定されない質問によってユーザに警告および／または警報してもよい。
ユーザによる確認時に、ポンプは、例えば、ユーザへの音響および／または視覚信号によ
る、例えば、アラートおよび／またはアラームによって、ユーザがカニューレから切断す
ることを提案してもよい。その後、閾値「安全」高度に到達した、および／またはユーザ
が所定の期間にわたって適切な高度にいることを高度計データが示すときに、ポンプ／コ
ントローラは、カニューレに再接続するようにユーザに警告および／または警報してもよ
い。したがって、いくつかの実施形態では、大気圧変化によって引き起こされるあらゆる
潜在的な悪影響が、ユーザへの通知によって最小化および／または軽減および／または回
避されてもよく、その後に続いて、ユーザが適宜に切断および／または再接続する。
【０１３９】
　ここで図１５も参照すると、大気圧軽減のための方法６００が示されている。いくつか
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の実施形態では、圧力センサ／高度計が、所定の間隔でデータをプロセッサに送信する６
０２。高度計データが所定の警戒および／または警告閾値を示す場合６０４、プロセッサ
は、カニューレから切断するようにユーザに警告および／または警報してもよい６０６。
所定の適切／安全な閾値を満たしていることを高度計が示すとき６０８、プロセッサは、
カニューレに再接続するように警告および／または警報してもよい６１０。しかしながら
、所定の適切な閾値が満たされるまで６０８、高度計は、所定の間隔でデータをプロセッ
サに送信し続ける６１２。
【０１４０】
　いくつかの実施形態では、高度計は、毎分であってもよいが、それに限定されない、所
定の間隔でデータをプロセッサに送信してもよい。いくつかの実施形態では、頻度は、高
度計データに基づいて増加または減少してもよい。例えば、いくつかの実施形態では、航
空機の離陸がユーザによって確認される場合、高度計は、より頻繁にデータをプロセッサ
に送信してもよい。いくつかの実施形態では、いったんユーザが再接続すると、高度計は
、ユーザによる入力された事象に基づいてデータをプロセッサに送信してもよい。例えば
、いくつかの実施形態では、ユーザが航空機での移動を予測する場合（航空機での移動は
実施例として使用されるにすぎず、他の実施形態では、事象は、大気圧の変化をもたらし
てもよい任意の事象であってもよい）、ユーザは、ポンプが「航空機モード」にされるこ
とを示すように、ユーザインターフェースの中のメニューオプションを、ポンプおよび／
またはコントローラ上で選択してもよい。このモードはまた、付加的な情報、例えば、予
定された離陸時間および／または予定された着陸時間を入力するようにユーザに要求して
もよい。したがって、ポンプおよび／またはコントローラは、ユーザ入力情報に基づいて
、高度計データ通信の頻度を修正してもよい。ユーザ入力情報は、加えて、高度計からの
示度値を介して事象の変化を認識するために、ポンプおよび／またはコントローラによっ
て使用されてもよい。例えば、プロセッサは、ユーザが入力した離陸時間に基づいて、大
気圧の減少が予測され得る場合が実現されないと、ポンプ／コントローラが、変更された
離陸時間に関して、ユーザからさらなる情報を要求し得ることを認識してもよい。ユーザ
が入力した事象情報は、加えて、高度計の機能および／または精度を確認するためにプロ
セッサによって使用されてもよい。例えば、事前にプログラムされた誤差限界内において
さえも、離陸中の示度値が期待通りではない場合、これが高度計の誤動作を示す場合があ
るので、ポンプ／コントローラは警報および／または警告してもよい。いくつかの実施形
態では、次いで、ポンプ／コントローラは、離陸および下降中に切断するようにユーザに
警告してもよい。
【０１４１】
　いくつかの実施形態では、高度計からのデータおよび／または圧力センサからのデータ
は、流体の予定された送達を修正するために使用されてもよい。したがって、高度計およ
び／または圧力センサは、注入ポンププロセッサと通信していてもよい。正または負の方
向における感知された圧力の変化が、プロセッサに通信されてもよい。それに応じて、プ
ロセッサは、コントローラに通信して、注入可能流体の送達の速度を減少または増加させ
てもよい。例えば、コントローラは、所定の割合で所定の期間にわたって任意の予定され
た送達を増加または減少させてもよい。いくつかの実施形態では、注入ポンプは、注入ポ
ンプが流体の送達を達成してもよい圧力の上昇または減少を受けてもよい状況に対処する
、モードまたは他の事前にプログラムされた送達スケジュール修飾因子を含んでもよい。
モードは、ユーザが、例えば、航空機での飛行であるが、それに限定されない、圧力変化
事象を経験しているか、または経験する計画であるときに、ユーザによって選択されても
よい。ユーザは、いくつかの実施形態では、「航空機モード」と称され得るモードを選択
してもよく（しかしながら、これは名称の実施例にすぎず、また、用語は、種々の実施形
態において任意の圧力変化事象を識別するために使用されてもよく、種々の実施形態では
、航空機事象に限定されない）、加えて、例えば、離陸か着陸か否かを特定してもよい。
それに応じて、注入ポンプは、送達の速度を増加または減少させてもよい。
【０１４２】
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　いくつかの実施形態では、高度計データが、流体送達の意図的ではない／意図しない増
加または減少をもたらし得る圧力変化事象を示す場合、および／またはユーザが、メニュ
ー選択および／または手動入力および／または音声認識コマンドを介して、例えば、以下
のうちの１つ以上であるが、それらに限定されない、ポンプおよび／またはコントローラ
に同じことを示した場合、ポンプは、いくつかの実施形態では、プランジャの場所の決定
の頻度の修正を含む「航空機モード」になってもよい。いくつかの実施形態では、例えば
、上記で、および／または２００９年３月３日に発行され、Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｄｉｓｐｌ
ａｃｅｍｅｎｔ　Ｓｅｎｓｏｒ　ｆｏｒ　Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅｓと題された
米国特許第７，４９８，５６３号（代理人整理番号Ｄ７８）で説明されるように、注入ポ
ンプは、プランジャの場所を決定するための少なくとも１つのセンサを含んでもよい。い
くつかの実施形態では、これは、上記で、および／または２００９年３月３日に発行され
、Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔ　Ｓｅｎｓｏｒ　ｆｏｒ　Ｉｎｆｕｓｉｏ
ｎ　Ｄｅｖｉｃｅｓと題された米国特許第７，４９８，５６３号（代理人整理番号Ｄ７８
）で説明されている方法、装置、およびシステムを使用することによって達成されてもよ
く、他の実施形態では、プランジャの移動またはプランジャの場所を決定するための他の
センサが利用されてもよい。しかしながら、種々の実施形態では、センサがプランジャの
位置を決定する頻度は、「航空機モード」において変化してもよい。例えば、いくつかの
実施形態では、通常動作中、注入ポンプは、予定および／または要求された送達の前およ
び後にプランジャの位置を決定してもよい。しかしながら、いくつかの実施形態では、航
空機モードにおいて、予定および／または要求された送達に起因するものではなくてもよ
いプランジャの移動を決定するために、注入ポンプは、センサ示度値の頻度を修正するこ
とにより、圧力事象の変化に起因して吸い上げられた、または送達された流体の容量を決
定してもよい。したがって、航空機モードに入ると、および／または高度計データがモー
ドを誘起すると、センサは、所定の間隔で、例えば、１分毎に示度値を採取してもよい。
いくつかの実施形態では、センサ示度値が送達または吸上げに向かう移動を示す場合、送
達されるか、または吸い上げられる流体の推定容量が、ユーザに提示されてもよい。した
がって、ユーザは、この情報に基づいて治療の適切な変更を行ってもよい。しかしながら
、いくつかの実施形態では、送達された、および／または吸い上げられた流体の感知され
た容量は、所定の期間にわたる予定された送達を修正するために、プロセッサによって使
用されてもよい。いくつかの実施形態では、所定の期間は、注入ポンプが補正している流
体の容量を含むが、それに限定されない、多くの要因に依存してもよい。
【０１４３】
　温度変化および軽減に関して上記の説明を参照すると、いくつかの実施形態では、圧力
変化閾値が満たされると、自動的に、および／または手動で、プランジャの位置の感知に
関する同様のモードに入れられてもよい。したがって、センサ頻度修正および送達の下流
修正に関連する種々の実施形態に関して説明される、種々の方法が、圧力軽減に使用され
てもよい。
【０１４４】
　いくつかの実施形態では、注入ポンプは、リザーバから下流に位置する少なくとも１つ
の弁を含んでもよい。種々の実施形態では、弁は、管類の中、カニューレの中、および／
またはリザーバの遠位端のうちの１つ以上を含むが、それらに限定されず、注入セット自
体に組み込まれることを含むが、それに限定されず、リザーバの遠位端からカニューレ部
位までの間のどこかに位置してもよい。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの弁は
、圧力／大気補償弁であってもよい。いくつかの実施形態では、弁は、付録Ａに示される
もの（Ｔｈｅ　Ｌｅｅ　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｗｅｓｔｂｒｏｏｋ，Ｃｏｎｎｅｃｔｉｃｕｔ
，ＵＳＡ）から入手可能な（Ｌｅｅ　２５０　Ｚｅｒｏ　Ｌｅａｋ　Ｃｈｅｋ（登録商標
））と同様のマイクロ逆止弁であってもよく、この弁は、弁のリザーバ側と比較して弁の
カニューレ側（それぞれ、「弁から下流」および「弁の上流」と呼ばれてもよい）におい
てより高い任意の圧力差によって弁が完全に閉じられたままであるように、すなわち、弁
が閉じているときに流体がリザーバに逆流し得ないように構成されている。いくつかの実
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施形態では、流出クラッキング圧力は、高度の変化に関係する差圧が弁を開かせないよう
に選択されてもよい。例えば、いくつかの実施形態では、クラッキング圧力は、５ＰＳＩ
に設定されてもよい。したがって、この実施形態では、海水面において、注入ポンプは、
５ＰＳＩを生成して流動を誘発するように要求されてもよい。例えば、航空機の飛行中に
経験されるもの等の圧力低下中に、注入ポンプは、１ＰＳＩを誘発して、例えば、高度変
化の負の圧力バイアスによる流動を誘発するように要求されてもよい。いくつかの実施形
態では、高度変化のみに基づく流体流動は、排除および／または減少および／または軽減
されてもよい。したがって、これら等の実施形態では、ユーザが意図および／または予定
および／または要求された治療送達を受信している間、圧力変化の影響が軽減されてもよ
い。
【０１４５】
　（気泡管理）
　２００９年３月３日に発行され、Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔ　Ｓｅｎ
ｓｏｒ　ｆｏｒ　Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅｓと題された米国特許第７，４９８，
５６３号（代理人整理番号Ｄ７８）、２００７年１２月１１日に発行され、Ｌｏａｄｉｎ
ｇ　Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ　ｆｏｒ　Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｐｕｍｐと題された米国特許第７
，３０６，５７８号（代理人整理番号Ｃ５４）、および２００９年１０月９日に出願され
、Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｐｕｍｐ　Ａｓｓｅｍｂｌｙと題された国際出願第ＰＣＴ／ＵＳ２
００９／０６０１５８号、現在は２０１０年４月１５日に公開された国際公開第ＷＯ２０
１０／０４２８１４号（代理人整理番号Ｆ５１ＷＯ）において示され、説明されているも
のと同様である注射器リザーバの中の流体に溶解された気泡および／または空気は、流体
送達に影響を及ぼす場合がある。流体中の気泡および／または溶解空気が脱気すると、流
体を変位させ、膨張し、および／または圧縮され得、それが送達に影響し得る。加えて、
気泡は、注入ポンプのいくつかの実施形態では、閉塞検出に影響を及ぼし得る。例えば、
多くの注入ポンプシステムにおいて、閉塞検出は、プランジャから歪み梁に向かって及ぼ
される上流圧力を検出するように、歪み梁／歪みゲージを使用して行われる。圧力が閾値
に達すると、閉塞がシステムによって決定および／または仮定され、概して、閉塞アラー
ムおよび／または警告がユーザに与えられる。しかしながら、この閉塞検出システムは、
非圧縮性であるリザーバの中に流体に依存する。
【０１４６】
　リザーバの中の流体が少なくとも１つの気泡を含むとき、空気が圧縮性であるので、閉
塞によるリザーバ内の付加的な力は、力が歪みゲージに及ぼされる前に、最初に気泡を圧
縮するはずである。これは、閉塞を検出するために、さらなる力が存在することを最終的
に必要とし得る。したがって、リザーバの中の気泡は、閉塞検出の遅延に寄与する場合が
ある。したがって、閉塞検出を含む多くの理由に対して、リザーバの中の流体中の気泡お
よび／または溶解空気を最小化、軽減、および／または排除することがで望ましくあり得
る。
【０１４７】
　加えて、気泡のサイズが増加するにつれて、気泡は、リザーバ内の流体圧力を上昇させ
得る。リザーバ内の上昇した流体圧力は、流体（いくつかの実施形態ではインスリンであ
る）の容量の意図的ではない、および／または予定されていない送達を引き起こす場合が
ある。
【０１４８】
　（空気によって引き起こされる過剰送達の軽減）
　意図的ではない、および／または予定されていない流体送達を最小化および／または排
除する気泡の軽減に関して、いくつかの実施形態では、三方弁がリザーバから下流に位置
してもよい。ここで図１６を参照すると、いくつかの実施形態では、能動型逆止弁６５０
および受動型逆止弁６５２の両方が、リザーバ６５４から下流に位置してもよい。いくつ
かの実施形態では、能動型逆止弁６５０は、意図および／または予定および／または要求
された治療送達のために開かれてもよいが、そうでなければ閉じたままであってもよい。
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受動型逆止弁６５２は、弁を克服することに十分な圧力が弁に及ぼされたときにのみ、開
けられ得る。したがって、いくつかの実施形態では、意図および／または予定および／ま
たは要求された治療送達がないとき、能動型弁６５０は閉じられたままである。これは、
流体圧力が受動型逆止弁６５２を克服することに十分ではない限り、かつ十分になるまで
続き、したがって、いずれの流体もいずれの一方の弁を通過しない。しかしながら、場合
によっては、例えば、気泡からの上昇した流体圧力が、受動型逆止弁６５２を克服し（す
なわち、受動型逆止弁６５２のクラッキング圧力を克服し）、ポンプの外部に流れ得る（
種々の実施形態では、受動型逆止弁６５２を通って流れる流体は、ユーザを除く所望され
るどこかに流れてもよい）。したがって、この実施形態では、意図および／または予定お
よび／または要求された治療送達のみが行われ、そうでなければ、上昇した流体圧力は、
受動型逆止弁６５２の使用を介して軽減されてもよい（意図および／または予定されてい
ない流体送達が回避および／または軽減および／または減少させられてもよい）。
【０１４９】
　（気泡の最小化）
　気泡は、流体脱気を含むが、それに限定されない、種々の方法によって、種々の環境に
起因してリザーバに導入され得る。場合によっては、流体は、リザーバに導入された後に
、アウトガスしてもよい。これは、温度の結果として起こってもよい。場合によっては、
例えば、インスリンが流体として使用される場合、室温を下回るインスリンは、室温にな
る間に、ある量の脱ガスを受けてもよい。比較的、ある期間にわたって室温であるインス
リンは、それほど多くの脱ガスを受けなくてもよく、したがって、この状態のインスリン
は、リザーバの中に装填されたときに室温を下回るインスリンと比較して、リザーバの中
で最小の、またはより少ない脱ガスを受け得る。
【０１５０】
　したがって、リザーバの中に装填する前にインスリンおよび／または流体の脱ガスを増
大させるための方法、システム、および装置が所望されてもよい。これは、脱ガスの影響
を最小化する、つまり、リザーバの中の気泡の影響を最小化し得る。
【０１５１】
　ここで図１７を参照すると、いくつかの実施形態では、脱ガスの影響を最小化するため
に、充填アダプタデバイス７００が使用されてもよい。いくつかの実施形態では、充填ア
ダプタ７００は、再利用可能な充填アダプタであってもよいが、他の実施形態では、充填
アダプタ７００は、使い捨てであってもよい。いくつかの実施形態では、充填アダプタ７
００デバイスは、いくつかの実施形態では、インスリンである注入可能流体によってリザ
ーバ／注射器７０４を充填および／または部分的に充填しながら、使用されるべき注入可
能流体のバイアル７０２に接続されてもよい（すなわち、バイアルに接続される、および
／または取外し可能に取り付けられるように構成される）。いくつかの実施形態では、充
填アダプタ７００は、製造時にバイアル７０２に取り付けられ、および／または取外し可
能に取りつけられてもよく、いくつかの実施形態では、ユーザは、使用時に充填アダプタ
７００を取り付けてもよい（これらの実施形態のうちのいくつかでは、充填アダプタ７０
０は、取外し可能に取り付けられてもよい）。したがって、いくつかの実施形態では、バ
イアル７０２は、充填アダプタ７００とともに提供されてもよく、いくつかの実施形態で
は、リザーバ７０４は、充填アダプタ７００とともにユーザに提供されてもよい。他の実
施形態では、充填アダプタ７００は、バイアル７０２および／またはリザーバ７０４とは
別個のデバイスであってもよい。いくつかの実施形態では、充填アダプタ７００は、さら
に、バイアルから流体経路７１２まで流体を接続する針（図示せず）を含んでもよい。い
くつかの実施形態では、充填アダプタ７００がバイアル７０２に取り付けられているとき
、針は。
【０１５２】
　デバイスは、発熱体７０６と、例えば、１本の管類／流体経路（ガラスおよび／または
プラスチックあるいは任意の流体適合性材料で作成されてもよい）であるが、それに限定
されない流体経路７１２とを含んでもよい熱交換器を含んでもよい。流体経路７１２は、
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隔壁および／または充填針入力７１４に流体的に接続されてもよい。いくつかの実施形態
では、管類の長さは、脱ガスを最も効率的かつ効果的に誘発するような任意の長さおよび
／または直径であってもよい。リザーバ／注射器７０４（いくつかの実施形態では、少な
くとも１つのプランジャ７０８を含んでもよい）を充填している間に、流体は、それが所
定の温度まで加熱され得る、発熱体７０６によって加熱される流体経路７１２を含む熱交
換器に進入し、それを通過する。所定の温度まで加熱される間に、脱ガスが起こってもよ
い。
【０１５３】
　充填アダプタ７００のいくつかの実施形態は、熱源および／または発熱体７０６を含む
。種々の実施形態では、発熱体７０６は、誘導、光学、ＲＦ、マイクロ波、電気、または
その他を含んでもよいが、それらに限定されない、当技術分野で公知である任意の発熱体
であってもよい。
【０１５４】
　いくつかの実施形態では、流体経路７１２および／または充填アダプタ７００は、所望
および／または所定の速度で流体を加熱するように設計されてもよい。したがって、いく
つかの実施形態では、流体の加熱速度および／または発熱体７０６を通る流体の流量を制
御する付加的な特徴が充填アダプタ７００上にあってもよい。これらは、ポンプおよび／
または能動弁を含んでもよいが、それらに限定されない。
【０１５５】
　いくつかの実施形態では、流体は、室温に加熱されてもよい。他の実施形態では、流体
は、室温未満に加熱されてもよく、なおも他の実施形態では、流体は、室温以上に加熱さ
れてもよい。いくつかの実施形態では、充填アダプタ７００は、１つ以上の事前にプログ
ラムされたプロファイルに従って流体の加熱を制御してもよいプロセッサ（図示せず）を
含んでもよい。１つ以上のプロファイルは、種々の状況および／または種々の種類の流体
に対して設計されてもよい。所望の温度に応じて、熱交換器および／または充填アダプタ
７００は、それに従って設計されてもよい。
【０１５６】
　したがって、種々の実施形態では、充填アダプタ７００の実施形態の使用は、少なくと
も、限定するものではないが、以下の事項のうちの１つ以上を達成するように作用しても
よい：脱ガスの下流影響を最小化、減少、および／または排除すること；脱ガスの量が制
御され、および／または予測可能であり、したがって、他の手段を介して軽減され得るよ
うに、脱ガスの主観的な量を最小化、減少、および／または排除すること；脱ガスの発生
を減少、最小化、排除、および／または低減すること；例えば、冷蔵温度と室温との間の
温度上昇の潜在的影響を最小化するように流体の温度を安定させること；リザーバ７０４
の体積変化を含むが、それに限定されない、リザーバ７０４の中の脱ガスの影響を減少、
排除、および／または最小化、および／または低減することである。
【０１５７】
　いくつかの実施形態では、熱交換器からの空気の漏出を可能にする空気トラップおよび
／または疎水性フィルタ（図示せず）またはその他があってもよい。したがって、流体が
所定の温度まで加熱されると、脱ガスが起こり、したがって、そうでなければリザーバお
よび／または注射器７０４を充填した後に起こっていてもよいような脱ガスを最小化する
。
【０１５８】
　いくつかの実施形態では、リザーバ７０４の充填または部分充填後にリザーバ７０４を
加熱するために、加熱装置（図示せず）が使用されてもよい（「充填」という用語は、流
体の容量が最大容量または部分容量に達するか否かにかかわらず、注射器／リザーバの中
への流体の任意の容量の移送を指すために使用されてもよい）。加熱装置は、誘導、光学
、ＲＦ、マイクロ波、電気、またはその他の発熱体を含んでもよい非使い捨て／再利用可
能型装置であってもよい。加熱装置は、充填されたリザーバが発熱体と加熱するように連
絡して収容されるように構成されてもよい。発熱体は、熱がリザーバに伝達されてもよく
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、熱がリザーバ内の流体を所望の温度まで加熱し得るように位置してもよい。いくつかの
実施形態では、加熱装置は、所望の速度で流体を加熱するように設計されてもよい。した
がって、いくつかの実施形態では、流体の加熱の速度を制御する付加的な特徴が加熱装置
にあってもよい。
【０１５９】
　いくつかの実施形態では、流体は、室温に加熱されてもよい。他の実施形態では、流体
は、室温未満に加熱されてもよく、なおも他の実施形態では、流体は、室温以上に加熱さ
れてもよい。いくつかの実施形態では、加熱装置は、１つ以上の事前にプログラムされた
プロファイルに従って流体を加熱してもよい。１つ以上のプロファイルは、種々の状況お
よび／または種々の種類の流体のために設計されてもよい。所望の温度に応じて、加熱装
置は、それに従って設計されてもよい。
【０１６０】
　したがって、種々の実施形態では、加熱装置の実施形態の使用は、限定するものではな
いが、少なくとも、下記の事項のうちの１つ以上を達成するように作用してもよい：脱ガ
スの下流影響を最小化、減少、および／または排除すること；脱ガスの量が制御され、お
よび／または予測可能であり、したがって、他の手段を介して軽減されてもよいように、
脱ガスの主観的な量を減少、最小化、および／または排除すること；脱ガスの発生を減少
、最小化、排除、および／または低減すること；例えば、冷蔵温度と室温との間の温度上
昇の潜在的影響を最小化するように、流体の温度を安定させること；リザーバの体積変化
を含むが、それに限定されない、リザーバの中の脱ガスの影響を減少、排除、および／ま
たは最小化、および／または低減することである。
【０１６１】
　加熱中に、流体は、アウトガスしてもよい。したがって、加熱後、リザーバが加熱装置
から除去されてもよく、リザーバ７０４を注入ポンプの中に装填する前に、限定されない
が、例えば、充填針７１０を通して空気が注射器／リザーバから押し出されてもよい。し
たがって、加熱装置は、熱により生じさせられる流体送達誤差を最小化および／または除
去し得る。
【０１６２】
　いくつかの実施形態では、流体の脱気は、リザーバに流体を装填する前に、または注入
ポンプに充填されたリザーバを装填する前に、流体を部分真空にさらすことによって達成
されてもよい。これは、以下のうちの１つ以上を含むが、それらに限定されない、いくつ
かの実施形態を介して達成されてもよい。
【０１６３】
　いくつかの実施形態では、いったん流体がリザーバの中に充填されると、次いで、充填
針が、リザーバから除去されてもよく、リザーバは、リザーバの内外への流体の移動を可
能にしないキャップで冠着されてもよい。プランジャは、リザーバの中の流体に真空を印
加するために後退させられてもよい。脱ガスが起こってもよい。次いで、放出された空気
が、注入ポンプに装填する前に、リザーバから押し出されてもよい。
【０１６４】
　いくつかの実施形態では、リザーバの充填後に、リザーバは、デバイスの中に、または
リザーバが部分真空下に置かれる他の場所に配置されてもよい。流体は、アウトガスして
もよい。次に、リザーバは、注入ポンプの中に装填されてもよい。
【０１６５】
　いくつかの実施形態では、脱ガスする加熱に加えて、システムはまた、真空を上昇温度
／発熱体と組み合わせてもよく、それは流体をより高い温度に加熱させてもよい。いくつ
かの実施形態では、温度上昇は、真空とともに印加されたときに最小化されてもよい。加
えて、印加される真空は、温度上昇とともに印加されたときに最小化されてもよい。した
がって、いくつかの実施形態では、流体が加熱され、真空が流体に印加される場合、温度
上昇および／または印加される真空のレベルが最小化されてもよい。したがって、いくつ
かの実施形態では、可能な限り低い真空を印加し、それにより、熱交換器を通る乱流の量
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および／または流量を減少させ、および／または熱交換表面にわたる接触面積を最小化さ
せ、したがって、極端な温度および／または極端な圧力変化を最小化および／または防止
することが望ましくてもよい。これは、流体の生存能力を維持することを含むが、それに
限定されない、多くの理由で望ましくてもよい。
【０１６６】
　いくつかの実施形態では、圧力を受けている間に、流体は、リザーバおよび／または注
射器あるいはその他の中へ、バイアルから除去されてもよく、いったん流体の所望の容量
がリザーバ／注射器またはその他に装填されると、リザーバ／注射器とバイアルとの間の
流体経路が閉鎖されてもよく、注射器プランジャが後退させられ続ける、すなわち、流体
上に真空を印加してもよい。その後、注射器またはその他が振動され、および／または衝
撃を受けてもよく、および／または力が、所定の期間、すなわち、力のパルスにわたって
、所定の点で提供されてもよい。これは、気泡形成、すなわち、流体の脱気を増進／増幅
してもよく、したがって、いくつかの実施形態では、振動力の印加後に、空気／ガスがリ
ザーバ／注射器から押し出されてもよい。
【０１６７】
　いくつかの実施形態では、いくつかの実施形態において充填針であってもよい流体ライ
ンによって、リザーバ／注射器を流体のバイアルに接続し得る自動充填デバイスが使用さ
れてもよい。いくつかの実施形態では、デバイスは、リザーバ／注射器の充填を自動化し
てもよい。その後、いくつかの実施形態では、デバイスは、流体ラインを閉鎖／閉塞し、
振動および／または力をリザーバ／注射器に提供してもよい（すなわち、リザーバ／注射
器に真空を引き込む）。いくつかの実施形態では、この方法は、１回よりも多く、例えば
、２回以上、および／または、いくつかの実施形態では、リザーバ／注射器の中の流体の
容量および所与の試行で抽出された空気の量に基づいて、空気の閾値容量が流体から除去
されたか否かをデバイスが決定してもよい、すなわち、抽出されるべき所定の閾値目標空
気量があってもよい。いくつかの実施形態では、例えば、１．５～５ｃｃの容量を有する
注射器が使用され、容積の半分または一部まで充填されてもよく、その後に続いて真空が
印加される。いくつかの実施形態では、デバイスは、閾値目標が満たされたか否かを決定
するために、空気抽出／脱気の前および後の流体の容量を決定するカメラおよび／または
他のセンサを含んでもよい。いくつかの実施形態では、デバイスは、リザーバが注入ポン
プに装填される前にリザーバの中の流体の量を入力するために、注入ポンプ用のコントロ
ーラおよび／または注入ポンプと通信してもよい。いくつかの実施形態では、このシステ
ムは、空気緩和を向上させること、および注射器／リザーバの中に充填される流体の容量
の精度を増加させることを含むが、それらに限定されない多くの理由のために有益であっ
てもよい。いくつかの実施形態では、上記のシステムおよび方法は、プランジャの変位を
決定する光学センサまたは他のセンサを含んでもよい。
【０１６８】
　いくつかの実施形態では、自動充填デバイスは、流体の温度を測定してもよく、これは
、充填されたリザーバ／注射器に作用している作動力の量、すなわち、空気を抽出するた
めにどれだけ多くの力が注射器に印加されているかを決定する制御システム７２８に入力
されてもよい。例えば、より寒い温度では、空気を除去することがより困難となる場合が
あり、したがって、真空のさらなる、またはより長い印加、および／または、振動および
／または力のさらなる、またはより長い印加、あるいは両方を必要としてもよい。いくつ
かの実施形態では、流体の温度は、制御システム７２８に入力されてもよく、流体の加熱
の量は、温度示度値を使用して決定されてもよい。いくつかの実施形態では、温度示度値
は、注射器に印加される力の量および流体に印加される加熱の量の両方を決定するために
使用されてもよい。
【０１６９】
　いくつかの実施形態では、リザーバ／注射器に印加される真空を最小化するために、例
えば、流体を保護することが望ましくあり得る場合、デバイスは、いくつかの実施形態で
は、力を流体に作用している圧力と相関させるために、注射器が引っ張られる力を測定し
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てもよく（例えば、圧力センサを含んでもよい）、したがって、真空がもはや機能してい
なくなるように真空が減少させられるときが決定されてもよい。したがって、リザーバ／
注射器上の力または引張は、力または引張を停止／中止するときを決定するため、また、
力に基づいて、十分な量の空気が流体から引かれた可能性が高いときを決定するための出
力であってもよい。
【０１７０】
　いくつかの実施形態では、光学センサ、例えば、光学変位センサを使用して、流体に作
用している圧力を決定する圧力センサとともに、プランジャの変位を決定するために、制
御システム７２８は、除去された空気の容量を計算し、および圧力を変位と相関させても
よい。
【０１７１】
　ここで図１８を参照すると、流体バイアル７０２の中により低い陽圧を維持するための
システムの一実施形態が示されている。流体中により多くの容量の溶解ガスをもたらし得
る圧力よりはむしろ、大気圧またはほぼ大気圧において、リザーバの中に最終的に使用さ
れる流体を維持することが望ましくあり得る。したがって、いくつかの実施形態では、大
気圧またはほぼ大気圧において流体を維持することは、バイアルの内部の圧力がより高い
、または上昇する実施形態と比較して、流体中の溶解ガスの量／容量が制限されるので、
リザーバ充填後の流体の脱ガスを最小化し得る。図１８に示されるように、いくつかの実
施形態では、針７１６は、バイアル７０２の隔壁７１８を通して挿入される。針７１６は
、それぞれ大気に開いている２つの端を含んでもよい。しかしながら、いくつかの実施形
態では、バイアル７０２の外部に暴露された端は、滅菌性を維持するために、および／ま
たは針を乾燥して維持するために、いくつかの実施形態では、疎水性フィルタ（図示せず
）であってもよいフィルタを含んでもよい。
【０１７２】
　いくつかの実施形態では、針７１６は、針７１６の一方の端に一方向逆止弁７２０を含
んでもよい。いくつかの実施形態では、一方向逆止弁７２０は、例えば、１または２ＰＳ
Ｉのクラッキング圧力を有してもよい。バイアル７０２内の圧力が十分高いときに、バイ
アル７０２が排気する。これは、バイアルの中の陽圧を低下させ得る。いくつかの実施形
態では、逆止弁７２０は、例えば、さらに１または２ＰＳＩを加えた大気圧と同じ程度に
なるように、内部バイアル７０２の圧力を制限してもよい。したがって、これらの実施形
態では、図１８に示される装置／システムは、大気圧変化に起因する圧力を制限すること
を含むが、それに限定されない、多くの理由で有益であってもよい。
【０１７３】
　ここで図１９をも参照すると、いくつかの実施形態では、図１８に示される装置／シス
テムは、さらに、バイアルマネージャ装置７２２がバイアル７０２に取外し可能に取り付
けられ得るように、バイアル７０２に適合するようにサイズ決定および成形され得るバイ
アルマネージャ装置７２２を含んでもよい。いくつかの実施形態では、バイアルマネージ
ャ装置７２２は、針７１６を介してバイアル７０２の内部と流体連通している空気ポンプ
と称され得るポンプ７２４を含んでもよい。いくつかの実施形態では、電気機械的ポンプ
および／または手動で操作され得るポンプであってもよいポンプが、バイアル７０２から
空気を送出するために使用されてもよい。ポンプ７２４は、バイアル７０２の内部に低い
真空を印加するために使用されてもよい。いくつかの実施形態では、ポンプ７２４は、バ
ッテリ動作型であり得るダイヤフラムポンプであってもよく、例えば、大気圧未満のＰＳ
Ｉを引くように働き、種々の実施形態では、１未満から１２までのＰＳＩで、例えば、バ
イアル７０２の内部において真空を引くことを含んでもよい。いくつかの実施形態では、
バイアルマネージャ装置７２２は、電力を少なくともポンプおよび／またはプロセッサに
提供する電源、すなわち、バッテリ７２６を含んでもよい。いくつかの実施形態では、バ
イアルマネージャ装置７２２は、加えて、ポンプ７２４をオンおよびオフにして真空を制
限するように事前にプログラムされ得るプロセッサ７２６および／またはタイマを含んで
もよく、例えば、ポンプ７２４は、５分毎に３０秒間送出してもよい。しかしながら、い
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くつかの実施形態では、ポンプがオンである持続時間および／または持続時間の頻度は、
バイアル７０２の漏出速度に依存してもよい。いくつかの実施形態では、ポンプ７２４は
、常に作動していてもよい。
【０１７４】
　いくつかの実施形態では、バイアルマネージャ装置７２２は、加えて、針７１６の経路
内に位置する圧力センサ（図示せず）を含んでもよい。種々の実施形態では、圧力センサ
は、プロセッサ／制御システム７２８と通信してもよく、ポンプ７２４は、圧力センサか
らの圧力データに基づいて起動されてもよい。いくつかの実施形態では、圧力センサが針
７１６に含まれる場合、デバイスは、圧力センサ示度値を使用して、バイアル７０２が傾
斜したか否かを決定してもよい。いくつかの実施形態では、傾斜が決定された場合、バイ
アルマネージャ装置７２２は、点滅または１つ以上のライト、音響アラームおよび／また
は振動アラームを含むが、それらに限定されない、任意の種類のアラームを使用して警報
してもよい。バイアル７０２が傾斜したときを決定することは、いったんバイアル７０２
が傾斜すると、流体が針７１６と接触し得るので、ポンプ７２４が空気を送出できない場
合があることを含むが、それに限定されない、多くの理由に対して有益であり得る。した
がって、バイアルマネージャ装置７２２は、バイアル７０２に真空を引くことができない
場合がある。したがって、いったんバイアル７０２が傾斜すると、警報／警告することが
望ましくあり得る。このアラーム警告は、いくつかの実施形態では、圧力センサによって
誘起されてもよい。
【０１７５】
　いくつかの実施形態では、バイアルマネージャ装置７２２は、状態を示す１つ以上のラ
イト、例えば、バイアルマネージャ装置７２２および／またはバイアル７０２の状態を示
す１つ以上の緑色ライトおよび１つ以上の赤色ライトを含んでもよい。いくつかの実施形
態では、バイアルマネージャ装置７２２は、例えば、点滅することによって種々の状態条
件を示し得る１つのライトを含んでもよい。
【０１７６】
　いくつかの実施形態では、バイアルマネージャ装置７２２は、プロセッサ７２８に接続
されてもよい少なくとも１つの加速度計を含んでもよい。これは、バイアルが保管中に傾
斜したとき／場合を決定するために使用されてもよい。いくつかの実施形態では、バイア
ルマネージャ装置７２２は、加えて、デバイスが傾斜したことをユーザ／介護者に警告す
る少なくとも１つのアラーム（例えば、振動および／または音響および／または視覚）を
含んでもよい。いくつかの実施形態では、針７１６は、いくつかの実施形態では、疎水性
フィルタ（図示せず）であり得るフィルタを含んでもよい。疎水性フィルタは、送出流体
から空気ポンプ７２４を保護することを含むが、それに限定されない、多くの理由に対し
て有益であり得る。
【０１７７】
　いくつかの実施形態では、バイアルマネージャ装置７２２のプロセッサ７２８は、バイ
アルマネージャ制御システムを含んでもよい。システムは、バイアルマネージャ装置７２
２の内部に位置してもよく、プロセッサ７２８と通信していてもよい少なくとも１つの温
度センサを含んでもよい。少なくとも１つの温度センサは、所定の頻度で、例えば、５分
毎に、温度データを提供してもよく、閾値の高または低温度示度値において、装置７０２
は、警報／警告してもよい。いくつかの実施形態では、バイアルマネージャ装置７２２は
、例えば、バイアルマネージャ装置７２２がバイアル７０２に接続されたときに、タイマ
が始動され得るタイムキーパを含んでもよく、所定の時間、例えば、２８日に、バイアル
マネージャ装置７２２は、バイアルが交換されるべきであること、および／または所定の
時間量にわたって使用されていることをユーザに警報／警告してもよい。これは、バイア
ル７０２の内部の流体が有効期限を過ぎている場合があるときにユーザに警告し、それに
より、ユーザが期限切れの流体および／または薬剤を治療に使用しないことを確実にする
ことを含むが、それに限定されない、多くの理由に対して有益であり得る。
【０１７８】
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　バイアルマネージャ装置７２２は、いくつかの実施形態では、任意の種類のプラスチッ
クおよび／または金属を含むが、それに限定されない、任意の材料でできていてもよい。
いくつかの実施形態では、バイアルマネージャ装置７２２は、バイアル７０２の最上部を
覆って配置され、いったん針７１６が隔壁７１８を穿刺すると、タイマがカウントダウン
を開始してもよい。したがって、バイアルマネージャ装置７２２は、バイアル７０２の中
の圧力を維持するため、また、バイアル７０２が最初に使用されたとき、すなわち、針７
１６が最初にバイアル７０２に挿入されたときを決定するための方法の提供を確実にする
ためのシステムを提供する。いくつかの実施形態では、バイアルマネージャ装置７２２は
、バイアル７０２が「使用中」である間、例えば、ユーザがバイアル７０２を治療に使用
している間に使用されてもよい。
【０１７９】
　いくつかの実施形態では、バイアルマネージャ装置７２２は、使い捨て部分と、再利用
可能部分とを含んでもよい。例えば、いくつかの実施形態では、針７１６を含む、バイア
ル７０２と接続するバイアルマネージャ装置７２２の部分は、使い捨て部分に含有されて
もよい。したがって、再利用可能部分は、プロセッサ、電源、およびポンプ等を含んでも
よいが、それらに限定されない。これは、バイアルマネージャ装置７２２の多くの要素の
再利用可能性を含むが、それに限定されない、多くの理由で有益であってもよい。
【０１８０】
　いくつかの実施形態では、貼付式圧力および／または力計が、流体のバイアル上に、い
くつかの実施形態では、インスリンのバイアル上に配置されてもよい。圧力計は、バイア
ルの現在の圧力をユーザに知らせてもよい。いくつかの実施形態では、圧力は、種々の色
合いとして示されてもよい。非可逆的圧力ラベルを含む、任意の貼付型圧力計が使用され
てもよい。いくつかの実施形態では、Ｒｅｖｅｒｓｉｂｌｅ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｌａｂ
ｅｌが使用されてもよく、または可逆的および非可逆的構成要素の両方を伴うラベルが使
用されてもよい。
【０１８１】
　いくつかの実施形態では、圧力および／または力ラベルは、バイアル上に含まれてもよ
い。流体の空気飽和の上昇した容量を示してもよい、すなわち、空気の付加的な脱ガスに
つながる場合がある、流体中の溶解空気の容量の増加があってもよいことを示してもよい
、圧力／力がバイアル上に及ぼされたか否かを決定することを含むが、それに限定されな
い、多くの理由で、圧力および／または力ラベルを含むことが望ましくてもよい。これは
、いくつかの実施形態では、流体のバイアルが損なわれている場合があることを示しても
よく、したがって、バイアルが損なわれているか否かをユーザ／介護者が知ることが望ま
しくてもよい。
【０１８２】
　例えば、本明細書で、ならびに参照することによりそれらの全体で本明細書に組み込ま
れる、２００９年３月３日に発行され、Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔ　Ｓ
ｅｎｓｏｒ　ｆｏｒ　Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅｓと題された米国特許第７，４９
８，５６３号（代理人整理番号Ｄ７８）、２００７年１２月１１日に発行され、Ｌｏａｄ
ｉｎｇ　Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ　ｆｏｒ　Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｐｕｍｐと題された米国特許
第７，３０６，５７８号（代理人整理番号Ｃ５４）、２００９年１０月９日に出願され、
Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｐｕｍｐ　Ａｓｓｅｍｂｌｙと題された国際出願第ＰＣＴ／ＵＳ２０
０９／０６０１５８号、現在は２０１０年４月１５日に公開された国際公開第２０１０／
０４２８１４号（代理人整理番号Ｆ５１ＷＯ）、２００７年２月９日に出願され、Ｆｌｕ
ｉｄ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓと題された米国特許
出願第１１／７０４，８９９号、現在は２００７年１０月４日に公開された米国特許出願
公開第ＵＳ－２００７－０２２８０７１－Ａ１号（代理人整理番号Ｅ７０）、２００８年
１２月３１日に出願され、Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｐｕｍｐ　Ａｓｓｅｍｂｌｙと題された米
国特許出願第１２／３４７，９８５号、現在は２００９年１２月３日に公開された米国特
許出願公開第ＵＳ－２００９－０２９９２７７－Ａ１号（代理人整理番号Ｇ７５）、およ
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び２００９年９月１５日に出願され、Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ
　Ｆｌｕｉｄ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙと題された米国特許出願第１２／５６０，１０６号、現
在は２０１０年７月２２日に公開された米国特許出願公開第ＵＳ－２０１０－０１８５１
４２－Ａ１号（代理人整理番号Ｇ４７）で示され、説明されているものを含む、種々の注
入デバイスでは、いくつかの実施形態において、注入ポンプの使い捨て／リザーバ部分は
、気泡を軽減する１つ以上の被覆を含んでもよい。被覆は、使い捨て／リザーバ部分内の
流体経路に、および／またはリザーバの外部に塗布されてもよい。流体経路に塗布される
被覆に関して、いくつかの実施形態では、表面がより親水性になるように、被覆が表面張
力特性を変化させるように塗布されてもよい。流体経路の親水性を増加させることは、気
泡と流体経路表面との間の接触角を改変してもよく、したがって、呼び水およびポンピン
グによる気泡の軽減を可能にする。いくつかの実施形態では、被覆は、硬質プラスチック
部分および／または膜部分に塗布されてもよい。
【０１８３】
　リザーバに関して、いくつかの実施形態では、被覆がリザーバの外部に塗布されてもよ
い。被覆は、リザーバの透過性を減少させるように選択されてもよく、したがって、リザ
ーバに浸透する空気の発生率を減少させてもよく、したがって、リザーバの中の気泡の発
生率を最小化および／または減少および／または低減してもよい。被覆がリザーバの外部
に塗布されてもよいので、使用され得る被覆は、所望されるどの様なものでもよく、流体
適合性材料に限定されない。いくつかの実施形態では、被覆は、パリレンおよび／または
油のうちの１つ以上を含んでもよいが、それに限定されない。いくつかの実施形態では、
リザーバは、外部が被覆されてもよく、被覆は、内向きの空気拡散および外向きの水蒸気
拡散を防止してもよい。いくつかの実施形態では、リザーバの内部は、パリレンおよび／
または油、および／またはＳｕｒＭｏｄｉｃｓ，Ｉｎｃ．（Ｅｄｅｎ　Ｐｒａｉｒｉｅ，
Ｍｉｎｎｅｓｏｔａ，Ｕ．Ｓ．Ａ．）製の親水性被覆材料、あるいはリザーバの中の流体
と適合してもよい親水性被覆を含むが、それに限定されない材料によって被覆されてもよ
い。いくつかの実施形態では、これは、空気がリザーバ材料を通って移動することを可能
にするために望ましくてもよい。
【０１８４】
　（高度計）
　２００９年３月３日に発行され、Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔ　Ｓｅｎ
ｓｏｒ　ｆｏｒ　Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅｓと題された米国特許第７，４９８，
５６３号（代理人整理番号Ｄ７８）、２００７年１２月１１日に発行され、Ｌｏａｄｉｎ
ｇ　Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ　ｆｏｒ　Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｐｕｍｐと題された米国特許第７
，３０６，５７８号（代理人整理番号Ｃ５４）、および２００９年１０月９日に出願され
、Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｐｕｍｐ　Ａｓｓｅｍｂｌｙと題された国際出願第ＰＣＴ／ＵＳ２
００９／０６０１５８号、現在は２０１０年４月１５日に公開された国際公開第ＷＯ２０
１０／０４２８１４号（代理人整理番号Ｆ５１　ＷＯ）で説明されているもの、および当
技術分野で公知である注入ポンプを含む、注入ポンプの種々の実施形態をここで参照する
と、いくつかの実施形態では、高度計が注入ポンプに導入されてもよい。
【０１８５】
　両方とも参照することによりそれらの全体が本明細書に組み込まれる、２００７年２月
９日に出願され、Ｆｌｕｉｄ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏ
ｄｓと題された米国特許出願第１１／７０４，８９９号、現在は２００７年１０月４日に
公開された米国特許出願公開第ＵＳ－２００７－０２２８０７１－Ａ１号（代理人整理番
号Ｅ７０）、２００８年１２月３１日に出願され、Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｐｕｍｐ　Ａｓｓ
ｅｍｂｌｙと題された米国特許出願第１２／３４７，９８５号、現在は２００９年１２月
３日に公開された米国特許出願公開第ＵＳ－２００９－０２９９２７７－Ａ１号（代理人
整理番号Ｇ７５）を参照すると、いくつかの実施形態では、高度計は、例えば、周囲圧力
に基づいて抑制を変化させるために、音響容量測定において使用されてもよい。２００７
年２月９日に出願され、Ｆｌｕｉｄ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅ
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ｔｈｏｄｓと題された米国特許出願第１１／７０４，８９９号、現在は２００７年１０月
４日に公開された米国特許出願公開第ＵＳ－２００７－０２２８０７１－Ａ１号（代理人
整理番号Ｅ７０）、２００８年１２月３１日に出願され、Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｐｕｍｐ　
Ａｓｓｅｍｂｌｙと題された米国特許出願第１２／３４７，９８５号、現在は２００９年
１２月３日に公開された米国特許出願公開第ＵＳ－２００９－０２９９２７７－Ａ１号（
代理人整理番号Ｇ７５）を依然として参照すると、いくつかの実施形態では、注入ポンプ
の使い捨て／リザーバ部分は、種々の実施形態で論議されているように、注入セットより
もむしろ、管類に接続された静脈内針を含んでもよい。したがって、いくつかの実施形態
では、注入ポンプは、静脈内投与するために使用されてもよく、皮下注入に限定されない
。これらの実施形態のうちのいくつかでは、注入される流体は、出血を最小化するために
使用されるものであってもよく、例えば、モルヒネおよび／または血圧降下薬剤および／
または他の治療薬であるが、それに限定されない。
【０１８６】
　（カニューレ検出）
　注入ポンプのいくつかの実施形態では、カニューレは、カニューレがユーザの皮膚と注
入ポンプとの間に直接位置し得るように、ユーザに挿入されてもよい。これは、カニュー
レが取り外されたときを決定すること、およびカニューレの中の閉塞を決定することを含
む、それらに限定されない、いくつかの課題を提示する。
【０１８７】
　いくつかの実施形態では、２つの電極接触が使用されてもよい。一方の電極接触は、注
入ポンプとユーザの皮膚との間に位置してもよく、ユーザの皮膚と接触しており、他方は
、注入ポンプと電気接触している。２つの間の電極の間の電気的経路が確立される。高い
インピーダンス／低い電圧を使用して、２つの電極の間のインピーダンスが決定され、追
跡される。インピーダンスが非常に高い値、例えば、「無限」に到達した場合、閉塞およ
び／またはカニューレの取外しが推測されてもよい。ユーザが警告されてもよい。これは
、カニューレの取外しがある場合、ユーザがもはや流体療法を受けていないので、好まし
くあり得る。インスリンポンプの場合、ユーザは、高血糖事象を経験する場合がある。早
期検出およびユーザの警告は、これらの種類の注入ポンプの安全性を増加させてもよい。
【０１８８】
　本発明の原理が本明細書で説明されてきたが、本説明は、本発明の範囲に関する限定と
してではなく、例としてのみ行われていることが当業者によって理解される。本明細書で
示され、説明される例示的実施形態に加えて、他の実施形態が本発明の範囲内で想定され
る。当業者による修正および代替は、本発明の範囲内にあると見なされる。
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