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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薬液の名称が、薬液を患者に注入するために用いられる輸液ポンプの識別に関連付けら
れる輸液モニタリングシステムであって、
　輸液ポンプとは別個に配置されたモニタと、
　輸液ポンプと通信し、且つ患者データ管理システムと通信しているコンピュータとを含
み、
　当該コンピュータが、
　患者に接続されるべき輸液ポンプを識別し、および、
　患者に注入されるための薬液の名称が輸液ポンプにより表示されることをモニタリング
し、
　前記輸液ポンプには薬剤名のライブラリが保存されており、
　前記コンピュータは、薬剤名を輸液ポンプの識別子と関連付けるとともに、輸液ポンプ
とは別個に配置されている前記モニタ上に、選択された薬剤名に輸液ポンプを関連付けて
表示するために、前記薬剤名を患者データ管理システム（"ＰＤＭＳ"）に提供するように
、プログラミングされており、
　前記コンピュータは患者に注入されるべき輸液の前記薬剤名が前記ライブラリにあるも
のであるか否かを判定し、ライブラリに保存されている薬剤名でない場合には、
　　前記ライブラリへの更新を前記ポンプが受けいれることができるか否かを判定し、
　　前記ライブラリへの更新を前記ポンプが受けいれることができると判定した場合には
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、前記薬剤名を前記ライブラリにアップロードすることによって前記ライブラリを更新し
、
　　前記ライブラリへの更新を前記ポンプが受けいれることができないと判定した場合に
は、少なくとも１つの選択可能な薬剤名を前記別個に配置されたモニタ上に表示し、およ
び前記少なくとも１つの選択可能な薬剤名のうちの１つの選択を受け付ける、
輸液モニタリングシステム。
【請求項２】
　前記コンピュータが、さらに、
　患者への輸液の開始の表示に関して輸液ポンプをモニタリングするようにプログラミン
グされ、かつ、
　輸液開始の表示が検知されたならば、選択された薬液名を輸液ポンプの識別と関連付け
るようにプログラミングされている請求項１に記載の輸液モニタリングシステム。
【請求項３】
　輸液ポンプが輸液開始スイッチを有し、
　コンピュータが、輸液の開始を表示するために輸液ポンプの輸液開始スイッチが押され
ることをモニタリングするようにプログラミングされている請求項２に記載の輸液モニタ
リングシステム。
【請求項４】
　患者のために処方された薬液名のリストを、前記別個に配置されたモニタにて表示する
ためにコンピュータがさらにプログラミングされている請求項１に記載の輸液モニタリン
グシステム。
【請求項５】
　標準的な薬液の名称のリストを、前記別個に配置されたモニタにて表示するためにコン
ピュータがさらにプログラミングされている請求項１に記載の輸液モニタリングシステム
。
【請求項６】
　輸液ポンプが配置されている医療施設により選択された薬液名の簡略化されたリストを
前記別個に配置されたモニタにて表示するようにコンピュータがプログラミングされてい
る請求項５に記載の輸液モニタリングシステム。
【請求項７】
　コンピュータが、さらに、
　少なくとも１つのポンピングパラメータを、患者に注入されるべき薬液の名称に関連付
けるようにプログラミングされ、かつ、
　関連付けられたポンピングパラメータをＰＤＭＳに提供して、薬液名、輸液ポンプの関
連付けられた識別、及び、関連付けられたポンピングパラメータを前記別個のモニタにて
表示させるようにプログラミングされている請求項１に記載の輸液モニタリングシステム
。
【請求項８】
　コンピュータが、別個に配置された前記モニタにて表示された前記選択された薬剤名を
ポンプにアップロードするようにさらにプログラミングされている請求項１に記載の輸液
モニタリングシステム。
【請求項９】
　簡略化されていない薬液名の文字数が予め決められた限界文字数を超えている場合に、
コンピュータが、選択された薬液名をより少数の文字に簡略化し、かつ、前記簡略化され
た名称に、簡略化されていない薬液名に固有の識別子を、薬液名をポンプにアップロード
する前に追加するように、コンピュータがさらにプログラミングされている請求項８に記
載の輸液モニタリングシステム。
【請求項１０】
　さらに、ポンプ内に記憶された表を含み、当該表が、前記簡略化された名称、及び、簡
略化されていない薬液名に対応する識別子を含み、この表において、異なる薬液名が同一
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の簡略化名称を有し得るが、識別子は常に異なり、これにより、同一の簡略化名称を有す
る異なる薬液名が区別される請求項９に記載の輸液モニタリングシステム。
【請求項１１】
　コンピュータが、さらに、
　患者に注入されるために選択された薬液に関する少なくとも１つのポンピングパラメー
タをポンプにアップロードするようにプログラミングされ、かつ、
　アップロードされたポンピングパラメータを、輸液ポンプの識別、及び、選択された薬
液名に、ＰＤＭＳにて関連付けて、アップロードされた薬液名、ポンピングパラメータ、
及び、前記輸液ポンプの関連付けられた識別を、前記別個に配置されたモニタにて表示さ
せる請求項１に記載の輸液モニタリングシステム。
【請求項１２】
　ポンピングパラメータのうちの少なくとも１つの限界値を格納するデータベースと、
　プロセッサであって、アップロードされたポンピングパラメータを前記データベースと
比較し、アップロードされたポンピングパラメータが前記限界値外である場合には警告を
もたらすようにプログラミングされているプロセッサとを含む請求項１１に記載の輸液モ
ニタリングシステム。
【請求項１３】
　前記ポンピングパラメータの限界値のデータベースがポンプ内に記憶されている請求項
１１に記載の輸液モニタリングシステム。
【請求項１４】
　コンピュータが、さらに、
　患者への輸液のステータスを知るために輸液ポンプをモニタリングし、輸液ポンプが、
輸液が完了する前にＰＤＭＳとの通信を切断されたならばＰＤＭＳに再接続し、
　前記通信の切断中に、ポンピングパラメータも、患者も、薬液名も変更されなかったこ
とをポンプのステータスが示すならば、輸液ポンプと薬液名との関連付けを維持し、
　前記通信の切断中に、ポンピングパラメータ、又は患者、又は薬液名が変更されたこと
をポンプのステータスが示すならば、輸液ポンプと薬液名との関連付けを取り消すように
プログラミングされている請求項１に記載の輸液モニタリングシステム。
【請求項１５】
　コンピュータが、輸液ポンプとＰＤＭＳとの通信が切断されていた時間の輸液ポンプの
ステータスを決定するために、輸液ポンプのログをモニタリングするようにプログラミン
グされている請求項１４に記載の輸液モニタリングシステム。
【請求項１６】
　薬液の名称が、薬液を患者に注入するために用いられる輸液ポンプの識別に関連付けら
れる輸液モニタリングシステムであって、
　輸液ポンプとは別個に配置されたモニタと、
　前記輸液ポンプと通信している患者データ管理システム（"ＰＤＭＳ"）コンピュータを
備える患者データ管理システムとを含み、
　当該患者データ管理システムコンピュータが、
　患者に接続されるべき輸液ポンプを識別し、および、
　患者に注入されるための薬液の名称が輸液ポンプにより表示されることをモニタリング
し、
　前記輸液ポンプには薬剤名のライブラリが保存されており、
　前記患者データ管理システムコンピュータは、薬剤名を輸液ポンプの識別子と関連付け
るとともに、輸液ポンプとは別個に配置されている前記モニタ上に、選択された薬剤名に
輸液ポンプを関連付けて表示するために、前記薬剤名を患者データ管理システムに提供す
るように、プログラミングされており、
　前記患者データ管理システムコンピュータは患者に注入されるべき輸液の前記薬剤名が
前記ライブラリにあるものであるか否かを判定し、ライブラリに保存されている薬剤名で
ない場合には、
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　　前記ライブラリへの更新を前記ポンプが受けいれることができるか否かを判定し、
　　前記ライブラリへの更新を前記ポンプが受けいれることができると判定した場合には
、前記薬剤名を前記ライブラリにアップロードすることによって前記ライブラリを更新し
、
　　前記ライブラリへの更新を前記ポンプが受けいれることができないと判定した場合に
は、少なくとも１つの選択可能な薬剤名を前記別個に配置されたモニタ上に表示し、およ
び前記少なくとも１つの選択可能な薬剤名のうちの１つの選択を受け付ける、
　輸液モニタリングシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して、医療データの伝送を制御することに関し、より詳細には、
医療用の輸液ポンプと患者データ管理システムとの間で薬剤データを伝送するためのシス
テム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　患者データ管理システム（"ＰＤＭＳ"）は、患者治療の分野において重要な進歩をもた
らしてきた。このようなシステムは、一般に、医療施設内に配置された、相互接続された
コンピュータのネットワークを含み、これらのコンピュータは、医療施設の患者及び薬剤
に関する多数のデータを記憶し、且つ利用可能にしている。一般に、薬剤投与データから
バイタルサインデータ、進行中の輸液の状況に関するデータが、ＰＤＭＳネットワークの
１以上のコンピュータ又はディスプレイにて利用可能である。１つの良く知られたシステ
ムにおいて、１又は複数の中央サーバが、医師の指示を入力する（"ＰＯＥ"）システムコ
ンピュータ、又は他の装置に接続されている。１又は複数の中央サーバは、薬局情報シス
テム（"ＰＩＳ"）コンピュータ、又は他の装置にも、また、一連のベッドサイドコンピュ
ータにも接続されている。このようなＰＤＭＳのより完全な型においては、各ベッドサイ
ドが独自のコンピュータを有して、ＰＤＭＳの一部を形成している。
【０００３】
　以上に簡単に説明したような患者データ管理システムが、今日の典型的な多忙な医療施
設において非常に望ましくなっている。今日の状況において、ナースには多くの業務があ
り、このようなシステムは、ナースの仕事を、患者情報と患者記録の更新とを自動的に相
互に関連づけ、また、投薬ミスを回避するための手段をもたらすことにより、容易にする
ことを意図されている。今日、ＰＤＭＳは、患者に関する全てのデータをナースが必要に
応じて見ることができる単一の場所を提供しようとしている。また、ナースとＰＤＭＳと
の間のインタフェースも改良されてきた。より多くのＰＤＭＳが、ナースに、データ入力
時に選択肢を提供する（テキストデータの手動入力を必要とするのでなく）ことを意図し
ている。データを選択できることがミス防止ではないが、テキストの手動入力よりは、か
なり改善された処理を可能にする。一例は、患者に注入されるべき薬液の名称の選択であ
る。薬液名をリストから選択することは、概して、より迅速でより正確なデータ入力を可
能にし、尚且つ、薬液名をナースが手動でタイプする場合に生じるようなスペルミスを回
避する。
【０００４】
　多くのＰＤＭＳが、患者及び特定の輸液情報に関する総合的な情報を利用可能にする。
このような情報は、患者に関する、体重、年齢及びアレルギーなどの身体的データを含む
。データは、また、バイタルサイン、例えば、体温、血圧などを含み得る。また、患者の
ための処方箋及び薬剤の、過去、現在又は将来に関するリストが利用可能である。上記の
ＰＤＭＳにおいて、ベッドサイドコンピュータは、高機能モニタ、例えば、グラフィック
機能を有する液晶カラーディスプレイを含むことがあり、これにより、大量のデータを、
ナース又は医師により選択されたように表示し得る。しかし、同時に、大量の即時データ
流を処理できない比較的旧式技術のプロセッサを含むこともある。このような旧式のプロ



(5) JP 5065026 B2 2012.10.31

10

20

30

40

50

セッサを用いて大量のデータを伝送することを要求することにより、プロセッサの機能が
不完全になり、又は「破壊」( "crash")されることもある。
【０００５】
　医療施設における患者薬剤投与システムの別の部分は輸液ポンプである。多くの場合、
医師は、薬液、例えば薬剤の患者への投与を、輸液ポンプを用いて行う。輸液ポンプは、
薬液を患者に長時間にわたって非常に正確に投与することができる。輸液ポンプを用いる
ことは、薬剤の最適な治療効果を得るために薬剤の正確な投与が必要である多くの場合に
おいて好ましい。しかし、輸液ポンプは、輸液パラメータを用いてプログラミングされな
ければならず、プログラミングは検査され、輸液中にモニタリングされなければならない
。このような輸液が患者に同時に６つ以上行われることがある。このような業務は、典型
的に、ナースの職務の一部を含む。これらの業務は、ナースが、或る患者のデータに関す
るＰＤＭＳのディスプレイと輸液ポンプのディスプレイとの両方をモニタリングすること
を必要とする。
【０００６】
　多くの医療施設の課題の１つは、全ての医療装置とＰＤＭＳとの「接続性」(" connect
ivity")を増大させることである。このように接続性を増大することにより、患者の情報
を見るために、ナースが１つのディスプレイのみ、すなわちＰＤＭＳディスプレイのみを
モニタリングすればよくなり、それにより、患者に固有のデータをナースがモニタリング
するためにかかる時間が減少されるであろう。医療施設は、ＰＤＭＳによりデータを共有
できるように、輸液ポンプ及び他の医療機器が、これらの機器の接続可能性を増大するこ
とを必要としてきた。いずれにせよ、医療施設は、現在実行されている輸液を、ＰＤＭＳ
がＰＤＭＳディスプレイにて提示でき、それによりナースが、患者の治療状態を一目で確
認できることを望んでいる。
【０００７】
　ほぼ全ての輸液ポンプがフロントパネルデータディスプレイを含み、このディスプレイ
は、データを、テキスト、画像、又はその両方で表示するが、全ての輸液ポンプが薬剤名
の総合リストをこのディスプレイに提示するわけではない。ナースは、患者に注入される
べき薬剤の名称を輸液ポンプの薬剤名のリストから選択し得る。そして、この薬剤名が、
輸液ポンプディスプレイに、輸液が行われているときに表示される。ポンプディスプレイ
が、現在注入されている薬剤の名称を含まない場合においても、多くの医療施設が、ＰＤ
ＭＳが薬剤名を正確に表示することを必要としている。最適なことは、ポンプがプログラ
ミングされているとき、ナース又はポンプ操作者が、正しい薬剤名をポンプディスプレイ
から選択し、ポンプは、ＰＤＭＳとの接続性により、ＰＤＭＳに正しい薬剤名を通知する
ことである。そして、ＰＤＭＳは、このポンプに関連した同一の正しい薬剤名を表示する
。しかし、ポンプが、所定の薬剤名を表示するための手段を有さない場合でも、医療施設
は、少なくともＰＤＭＳはその薬剤名を表示すべきことを必要とするであろう。ナースが
、ポンプをプログラミングし、次いで、ＰＤＭＳにアクセスして薬剤名をＰＤＭＳにタイ
プ入力し、その薬剤名をこの特定の輸液ポンプと関連付けることを要求することは、既に
多忙なナースのスケジュールにさらなる業務を追加することになる。さらに、ナースが、
特定のポンプと、それに関連する薬剤名とを誤って組み合わせることがあるため、薬液注
入及びその文書化におけるミスの原因となる可能性がある。このようなプロセスが、ナー
スのためにより容易にされ、また、患者のためにより安全にされることが望ましいであろ
う。
【０００８】
　患者の治療に用いられるために現在医療施設で利用可能な薬剤のリストは、膨大で、非
常に多数である。それでも、このような一般的なリストには載っていない特別の医療薬剤
を処方する医師もいる。これらの特別処方の医療薬剤は、知られた薬剤の組合せであり得
、その薬剤名は、組み合わされたこれらの薬剤の名称を反映するものであろう。これらの
特別処方の薬剤は、膨大な薬剤リストに載っていないが、薬局で調製されるのに十分に容
易であり、ＰＤＭＳは、これらの薬剤名を容易に収容し、表示することができる。しかし
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、輸液ポンプはメモリに限界があり、また、データ伝送のための接続性に限界があり、こ
のような特別処方の薬剤名を、また、現時点で非常に多数ある薬剤の膨大なリストさえも
、記憶できないことがしばしばある。しかし、注入されるべき薬剤をポンプスクリーンに
表示し、又は、少なくともＰＤＭＳのディスプレイにて、各輸液ポンプがどの薬剤を患者
に注入しているかを正確に表示する機能が、今日の医療施設により望まれ、必要ともされ
ている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　今日一般に入手可能な医療薬剤のリストは非常に膨大であるため、適切な薬剤の名称を
見つけるために薬剤リストをスクロールする機械的作業のためだけにもさらなる時間がか
かることがある。薬剤名のアルファベット化、及び、カテゴリ分類又は「ページ」("page
")分類などによる手段により、処理がより迅速にされ、それにより、適切な薬剤を選択す
るために、焦点がより絞られたサブリストに迅速に到達することも可能であるが、処理は
、まだ、かなりの時間を必要とする。従って、医療施設の中には、施設にて用いられる１
００個の一般的な薬剤名の「標準的な」("standard")リストに従っているものもある。こ
れは、その施設にて用いられそうな特定の薬剤を見つけるために必要とされる時間を実質
的に短縮し、また、リストが、ＰＤＭＳの一部を形成する様々な装置（輸液ポンプを含む
）の間で伝送されることが必要な場合に、データの量はかなり少なくなるであろう。しか
し、このようなリストは、医師により特別に処方される薬剤を含まないことが多い。
【００１０】
　大量の薬剤リストを有さないポンプに関しては、プログラミングされた後に良好に機能
し、薬剤名がポンプに表示されていなくても、ポンプに挿入された薬剤を注入することは
できる。このような場合、どの薬剤が注入されているかを見つける唯一の方法は、薬剤の
バッグに付いているラベルを見ることである。これは、情報収集を必要とし、これもまた
ナースの業務時間を増やし、望ましくない。
【００１１】
　幾つかのポンプは、ポンプにデータを提供することを補助するために用いられるバーコ
ードシステムを含み、これらのデータは、注入されている薬剤の名称に関連し、また、或
る場合には、このポンプ及び患者のための実際のポンピングパラメータに関する。このよ
うなシステムは、所定の状態下でデータ伝送を補助し得るが、バーコードの使用に賛成で
ない医療施設もある。バーコードは、汚れ、置き間違い、除去、又は、厳しい医療環境に
て容易に生じ得る他の変化により、不正確に、又は使用不可能になることが分かっている
。また、バーコードラベルを、バーコードラベルの使用前に印刷する必要があることも、
このような作業が、既に多忙なナースの仕事量をさらに増やすので、望ましくない。
【００１２】
　従って、輸液ポンプにより患者に注入されるべき薬剤をＰＤＭＳに示し、これにより、
このような薬剤がＰＤＭＳにて表示されることができ、従って、ナースが患者をモニタリ
ングするのに費やさなければならない時間を短縮させるシステム及び方法が、当分野にお
いて必要である。本発明は、これらのニーズなどを満たす。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　要約及び概括すると、本発明は、患者に接続された医療装置の動作に関連する薬液デー
タを提供するためのシステム及び方法に向けられている。本発明のシステム及び方法は、
患者に薬液を注入するために用いられる医療装置に関連した別のソースから、患者に固有
のデータを得て、このデータを、装置の操作者により選択されるように表示し、操作者が
データを選択したときに、このデータを特定の医療装置に関連付ける。
【００１４】
　より詳細な態様において、本発明に従うシステム及び方法は、輸液ポンプの患者への接
続を検知し、患者の処方箋を別のデータソースから得て、これらの処方箋を、看護士によ
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り選択されるように表示し、選択された処方箋をポンプに関連付ける。
【００１５】
　さらなる態様において、本発明のシステム及び方法は、ポンプが患者への薬剤の注入を
開始しても、ポンプが、患者に注入されている薬液の薬剤名を提示しなかった場合、それ
を検知する。医療施設の標準的な薬剤名のリストが、患者データ管理システム（" ＰＤＭ
Ｓ" ）から得られ、別の態様においては、患者のために処方された薬剤の名称がＰＤＭＳ
から得られる。これらのリストは、ＰＤＭＳベッドサイドコンピュータのウィンドウに表
示される。さらに詳細な態様において、本発明に従うシステム及び方法は、また、患者に
用いられるために配置された全てのポンプを表示し、薬剤名を有さずに現在動作している
ポンプを、点滅する黄色のラインで囲む。別の実施形態において、ＰＤＭＳは、ポンプの
ためのアイコンを点滅させて、ポンプに関する警告（例えば「薬剤名無し」（" ＮＯ　Ｄ
ＲＵＧ　ＮＡＭＥ" ））を発生して、ナースに、ポンプにより注入されている薬液がＰＤ
ＭＳに認識されていないことを警告する。次いで、データ伝送システム及び方法は、ナー
スが、リストアップされた薬剤名のポップアップウィンドウにて、点滅しているポンプと
薬剤名（薬液名）とを合致させることを可能にする。ナースは薬剤名を選択し、すると、
データ伝送プログラムは、その薬剤名を前記ポンプに、データ伝送システムに関連付けら
れたデータベースにて関連付け、そして、前記薬剤名と、この薬剤名に関連するポンプ及
び患者とをＰＤＭＳに通知し、ＰＤＭＳに表示させる。
【００１６】
　さらなる態様において、患者に注入される薬液の名称、及び、１以上のポンピングパラ
メータがポンプにアップロードされ得る。アップロードされた１以上のパラメータは、ポ
ンプの動作をプログラミングするために用いられる。別の態様において、輸液プロトコル
全体がポンプにアップロードされ、ポンプの動作をプログラミングする。
【００１７】
　薬液の名称を、患者に薬液を注入するために用いられる輸液ポンプの識別に関連付ける
方法が、患者に接続されるべき輸液ポンプを識別すること、輸液ポンプを、患者に注入さ
れるための薬液の名称を輸液ポンプが表示することに関してモニタリングすること、少な
くとも１つの選択可能な薬液名を、輸液ポンプとは別個に配置されたモニタに表示するこ
と、別個のモニタにて表示された薬液名を選択すること、選択された薬液名を輸液ポンプ
の識別と関連付けること、及び、選択された薬液名及び輸液ポンプの識別を、患者データ
管理システム（" ＰＤＭＳ" ）に提供し、それにより、前記選択された薬液名、及び、輸
液ポンプの関連付けられた識別を、輸液ポンプとは別個に配置されたモニタに表示させる
ことを含む。別の態様において、輸液ポンプをモニタリングするステップは、また、輸液
ポンプの、患者への輸液の開始の表示に関して、輸液ポンプ外部のコンピュータによりモ
ニタリングすること、及び、輸液の開始の表示を検知したならば、選択された薬液名を輸
液ポンプの識別と関連付けるステップを行うことを含む。
【００１８】
　さらにより詳細な態様において、輸液の開始の表示は、輸液開始スイッチが輸液ポンプ
にて押されるときに検知される。少なくとも１つの選択可能な薬液名を別個のモニタにて
表示するステップは、患者のために処方された薬液名のリストを表示することを含む。少
なくとも１つの選択可能な薬液名を別個のモニタにて表示するステップは、標準的な薬液
名のリストを表示することを含む。標準的な薬液名のリストを表示するステップは、輸液
ポンプが配置されている医療施設により選択された薬液名の簡略化されたリストを表示す
ることを含む。本発明の方法は、さらに、少なくとも１つのポンピングパラメータを、患
者に注入されるべき薬液の名称と関連付けることを含み、薬液名、及び、輸液ポンプの識
別を提供するステップは、さらに、関連付けられたポンピングパラメータをＰＤＭＳに提
供して、薬液名、輸液ポンプの関連付けられた識別、及び、関連付けられたポンピングパ
ラメータを、別個のモニタにて表示させることを含む。
【００１９】
　本発明のさらなる詳細な態様において、別個のモニタにて表示された薬液名を選択する
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ステップの後、この選択された薬液名をポンプにアップロードし、ポンプにて、アップロ
ードされた薬液名を、患者に注入されている薬液に割り当て、ポンプによりアップロード
された薬液名をＰＤＭＳに送信し、前記選択された薬液名を輸液ポンプの識別に、ＰＤＭ
Ｓにて関連付けて、アップロードされた薬液名、及び、輸液ポンプの関連付けられた識別
を、前記別個に配置されたモニタにて表示させる。さらに別の態様において、選択された
薬液名をポンプにアップロードするステップは、選択された薬液の簡略化されていない文
字数が、予め決められた限界文字数を超える場合、より少数の文字数に簡略化し、そして
、簡略化された名称に、簡略化されていない薬液名に固有のコードを、前記薬液名をポン
プにアップロードする前に追加することを含む。本発明の方法は、さらに、ポンプにて、
簡略化された名称及びアップロードされたコードを、ポンプに記憶されている表と比較す
ることを含み、表は、このような簡略化された名称、及び、簡略化されていない薬液名に
対応するコードを含み、この表において、異なる薬液名が同一の簡略名を有し得るが、コ
ードは、同一の簡略化名称を有する異なる薬液名間の区別がなされるように、常に異なる
。
【００２０】
　さらなる態様において、本発明の方法は、さらに、少なくとも１つのポンピングパラメ
ータをポンプにアップロードすること、アップロードされたこのポンピングパラメータを
用いて、ポンプを、薬液を患者に注入するためにプログラミングすること、アップロード
されたポンピングパラメータをＰＤＭＳに送信すること、選択されたポンピングパラメー
タを、輸液ポンプの識別、及び、選択された薬液名に、ＰＤＭＳにて関連付けて、アップ
ロードされた薬液名、ポンピングパラメータ、及び、輸液ポンプの関連付けられた識別を
、別個に配置されたモニタにて表示させることを含む。本発明の方法は、さらに、アップ
ロードされたポンピングパラメータを、予め決められたポンピングパラメータ限界値のデ
ータベースと比較し、アップロードされたポンピングパラメータが限界値外にあるならば
警告を発生することを含む。本発明の方法は、予め決められたポンピングパラメータ限界
値のデータベースをポンプ内に保存することをさらに含む。
【００２１】
　本発明のさらなる別の詳細な態様は、さらに以下のことを含む。すなわち、患者への輸
液の状態を知るために輸液ポンプをモニタリングし、輸液が完了する前に、もしも、輸液
ポンプがＰＤＭＳとの通信が切断され、次いでＰＤＭＳに再接続された場合：通信が切断
されていた時間に、ポンピングパラメータも、患者も薬液名も変更されなかったことをポ
ンプのステータスが示すならば、輸液ポンプと薬液名との関連付けを維持する；もし、通
信が切断されていた時間に、ポンピングパラメータ又は患者又は薬液名が変更されたこと
をポンプのステータスが示すならば、輸液ポンプと薬液名との関連付けを取り消す。ＰＤ
ＭＳとの接続が切断されている間に輸液ポンプのステータスを確認するために輸液ポンプ
をモニタリングするステップは、輸液ポンプのログをモニタリングすることを含む。
【００２２】
　本発明のシステムの態様において、薬液名が、薬液を患者に注入するために用いられる
輸液ポンプの識別と関連付けられる輸液モニタリングシステムが、輸液ポンプとは別個に
配置されたモニタ；及び、輸液ポンプと通信し、且つ患者データ管理システムと通信する
コンピュータを含む。コンピュータは、患者に接続されるべき輸液ポンプを識別するよう
に；患者に注入されるための薬液の名称を輸液ポンプが表示することに関して輸液ポンプ
をモニタリングするように；少なくとも１つの選択可能な薬液名を、別個に配置されたモ
ニタにて表示させるように；別個に配置されたモニタにて表示された薬液名を選択するよ
うに；選択された薬液名を、輸液ポンプの識別に関連付けるように；且つ、選択された薬
液名及び輸液ポンプの識別を患者データ管理システム（" ＰＤＭＳ" ）に提供し、それに
より、選択された薬液名、及び、輸液ポンプの関連付けられた識別を、輸液ポンプとは別
個に配置されたモニタにて表示させるようにプログラミングされている。
【００２３】
　さらなる詳細な態様において、コンピュータは、また、輸液ポンプを、患者への輸液の
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開始の表示に関してモニタリングし、輸液の開始の表示を検知したならば、選択された薬
液名を輸液ポンプの識別に関連付けるようにプログラミングされている。輸液ポンプは、
輸液開始スイッチを有し、コンピュータは、輸液ポンプの輸液開始スイッチが押されて輸
液の開始が表示されることをモニタリングするようにプログラミングされている。コンピ
ュータは、さらに、患者のために処方された薬液名のリストを別個に配置されたモニタに
て表示するようにプログラミングされている。コンピュータは、さらに、標準的な薬液名
のリストを、別個に配置されたモニタにて表示するようにプログラミングされている。コ
ンピュータは、輸液ポンプが配置されている医療施設により選択された、薬液名の簡略化
されたリストを、別個に配置されたモニタにて表示するようにプログラミングされている
。
【００２４】
　さらなるシステムの態様において、コンピュータは、少なくとも１つのポンピングパラ
メータを、患者に注入されるべき薬液の名称に関連付け、関連付けられたポンピングパラ
メータをＰＤＭＳに提供して、薬液名、輸液ポンプの関連付けられた識別、及び、関連付
けられたポンピングパラメータを、別個のモニタにて表示させるようにさらにプログラミ
ングされている。コンピュータは、さらに、別個のモニタにて表示された選択された薬液
名をポンプにアップロードするようにプログラミングされている。コンピュータは、選択
された薬液名を、簡略化されていない薬液名の文字数が予め決められた限界数を超えてい
るときに、より少数の文字に簡略化し、そして、この簡略化された名称に、簡略化されて
いない薬液名に固有のコードを、薬液名をポンプにアップロードする前に追加するように
、さらにプログラミングされている。
【００２５】
　さらなる態様において、本発明のシステムは、さらに、ポンプ内に記憶された表を含み
、この表は、前記簡略化された名称、及び、簡略化されていない薬液名に対応するコード
を含み、この表において、異なる薬液名が、同一の簡略化された名称を有し得るが、コー
ドは常に異なり、これにより、同一の簡略化名称を有する異なる薬液名が区別される。コ
ンピュータは、さらに、患者に注入されるために選択された薬液に関する少なくとも１つ
のポンピングパラメータをポンプにアップロードするようにプログラミングされ、且つ、
アップロードされたポンピングパラメータを、輸液ポンプの識別、及び選択された薬液名
に、ＰＤＭＳにて関連付けて、アップロードされた薬液名、輸液ポンプのポンピングパラ
メータ、及び、輸液ポンプの関連付けられた識別を、前記別個に配置されたモニタにて表
示させるようにプログラミングされている。
【００２６】
　本発明に従うさらなるシステムの態様において、本発明のシステムは、さらに、予め決
められたポンピングパラメータ限界値のデータベースと、プロセッサとを含み、このプロ
セッサは、アップロードされたポンピングパラメータを前記データベースと比較し、アッ
プロードされたポンピングパラメータが前記限界値外である場合には警告をもたらすよう
にプログラミングされている。予め決められたポンピングパラメータ限界値のデータベー
スはポンプ内に記憶されている。本発明のコンピュータは、さらに、患者への輸液のステ
ータスを知るために輸液ポンプをモニタリングするようにプログラミングされており、も
しも、輸液ポンプが、輸液が完了する前にＰＤＭＳとの接続を切断されているならばＰＤ
ＭＳに再接続し、前記接続の切断中に、ポンピングパラメータも、患者も、薬液名も変更
されなかったことをポンプのステータスが示すならば、輸液ポンプと薬液名との関連付け
を維持し、前記接続の切断中に、ポンピングパラメータ、又は患者、又は薬液名が変更さ
れたことをポンプのステータスが示すならば、輸液ポンプと薬液名との関連付けを取り消
すようにプログラミングされている。本発明のコンピュータは、輸液ポンプがＰＤＭＳと
の接続が切断されていた時間の輸液ポンプのステータスを決定するために、輸液ポンプの
ログをモニタリングするようにプログラミングされている。
【００２７】
　本発明のこれら及び他の特徴及び利点は、好ましい実施形態に関する以下の詳細な説明
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を、本発明の原理の例示として示された添付図面と共に参照することにより、明らかにな
るであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　ここで、例示を目的とした図面に関して、より詳細な説明をする。図面において、複数
の図の全体を通じて、類似の参照番号は、対応する、又は類似の要素を示す。ケアマネジ
メントシステム１０の一実施形態の全体が図１に示されており、システム１０は、本発明
の態様に従う、病院全体の情報及びケアマネジメントシステムに統合されている。図１を
参照すると、ケアマネジメントシステム１０の実施形態のブロック図が示されている。こ
の実施形態において、データストレージ１３を有する医療施設サーバ１２が示されている
。ストレージ１３は、ケアマネジメントシステムが配置されている医療施設のローカルエ
リアネットワーク又は広域ネットワーク内の様々なコンピュータから収集されたプログラ
ム及びデータを保存するために用いられるファイルサーバ及びメモリを含む。サーバ１２
及びストレージ１３に記憶されたプログラム及びデータは、医療施設及び特定の患者の様
々な投薬データ、並びに、他のデータ及びプログラムを含み得る。図１の実施形態におい
て、薬局２０が医療施設に含まれ、薬局２０は独自のコンピュータ２２を所有している。
医師からの処方箋が薬局に送られ、処方された薬液(medical fluid) が薬局にて患者のた
めに調製され、医療施設全体のナースステーション３０に送られる。医師は、作成した処
方箋を、薬局に、様々な手段２４、例えば、ラップトップコンピュータ、携帯端末（ＰＤ
Ａ）、又は他の手段（有線、又は無線）を介して送り得る。このような装置は当分野で良
く知られているため、ここではさらなる説明はしない。
【００２９】
　図１及び図２を参照すると、図１に示されたケアマネジメントシステム１０の実施形態
は、ファイルサーバ１２を有するローカルエリアネットワークを構成するものとして示さ
れており、ファイルサーバ１２に、薬局システム２０、ナースステーション３０及びベッ
ドサイドＣＰＵ５０が接続されている。ファイルサーバ１２は、ローカルエリアネットワ
ーク１４内の様々なコンピュータにより入力及び収集されたプログラム及びデータを保存
する。ケアマネジメントシステムの様々なアプリケーションモジュールが、ネットワーク
内のコンピュータの各々に存在し得る。これについては、以下に、より詳細に説明する。
一実施形態において、様々なＣＰＵをファイルサーバに接続するために、ローカルエリア
ネットワーク１４のイーサネット（登録商標）ケーブルが用いられる。ファイルサーバ１
２は、プログラム、及び、ネットワーク上で収集されたデータを保存するための、ローカ
ル及びネットワークのハードディスクストレージも有する。
【００３０】
　図１及び図２に示された患者のケアマネジメントシステム１０の機能に関するブロック
図が図３に示されている。ケアマネジメントシステム１０は、病院内の他の情報マネジメ
ントシステムと、インタフェースを介して接続されて、統合された、情報及びケアマネジ
メントのシステムを形成している。この情報及びケアマネジメントシステムは、院内の個
々のシステム（これらの院内システムの１つ、すなわち、院内投薬システム６０が図示さ
れている）の組合せと統合されており、個々の院内システムは、ネットワーク１６及び適
切なインタフェース１８を介して相互接続されている。他の院内システムも、特定の設備
に応じて相互接続され得る。様々なシステムの各々が、概して、ハードウェア、例えばデ
ジタルコンピュータの組合せを含み、コンピュータは、１以上の中央演算処理装置、高速
の命令及びデータのストレージ、オペレーティングソフトウェアのオンライン大容量記憶
装置、及び、データの短期記憶装置、データのオフライン長期記憶装置（例えば、リムー
バブルディスクドライブプラッタ、ＣＤ‐ＲＯＭ、又は磁気テープ）、及び、様々な通信
ポートを含む。通信ポートは、モデム、ローカルエリアネットワーク若しくは広域ネット
ワーク（例えばネットワーク１６）、及び、報告書を作成するためのプリンタに接続する
ためにある。このようなシステムは遠隔端末も含み、遠隔端末は、ビデオモニタ、並びに
、キーボード、タッチスクリーン、プリンタ、及び、様々な臨床装置へのインタフェース
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を含む。オペレーティングシステム、及び特定のソフトウェアアプリケーションに関して
、以下に概略的に説明する。
【００３１】
　図２及び図３に示されているケアマネジメントシステム１０は、ファイルサーバ１２（
例えば、ＩＢＭ社製又はＩＢＭ社製と互換性のあるパーソナルコンピュータ）を含み、サ
ーバ１２は、十分なマスストレージ（大容量記憶装置）１３（例えば、ローカルハードド
ライブ、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気テープ、又は他の媒体）を有し、また、ケアマネジメントシ
ステムを含む他のハードウェアと相互接続するための適切な通信インタフェース機能を有
する。多くの構成が可能であるが、一実施形態において、ファイルサーバは、ハードウェ
ア、例えば、データ通信ルータ、ネットワーク全体のためのデータを記憶する大容量のハ
ードドライブ、及び、院内ネットワークと通信するための通信ハードウェアを含む。さら
に、院内ネットワーク１６に接続するインタフェースゲートウェイ２８と通信し、インタ
フェースゲートウェイ２８を制御し、且つ設けるために、別個のコンピュータ（ＣＰＵ）
が用いられ得る。
【００３２】
　シンネット又はイーサネット（登録商標）ケーブル、又は他の通信手段（有線又は無線
）を含むローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）１４が、中央ファイルサーバ１２を、ケ
アマネジメントシステム１０を含むハードウェアに接続するために用いられている。この
実施形態において、ケアマネジメントシステムのファイルサーバ１２は、ローカルエリア
ネットワーク（ＬＡＮ）１４により、コンピュータ及び他の周辺設備（医療施設の薬局、
医療施設全体のナースステーション、及び、患者のベッドサイドに配置された）に接続さ
れている。示されている実施形態において、薬局２０に配置されたモジュールは、中央演
算処理装置２２を含み、ＣＰＵ２２に、ビデオモニタ２６及びキーボード２７が、患者の
情報、及び、薬液又は「薬剤」("drug")のパラメータを入力及び表示するために接続され
ている。また、薬局ＣＰＵに、様々な医師の指示又は処方箋を入力する装置２４も接続さ
れている。薬局ＣＰＵ２２には、汎用プリンタ２９も接続されており、プリンタ２９は、
患者の病歴及び／又は患者の治療に関する情報を含む報告書を作成するために用いられる
。また、汎用プリンタ２９は、技術者又は薬剤師が、患者又は薬剤のデータを、キーボー
ド２７又は他の手段を用いて薬局のコンピュータ２２に入力した後に薬局ＣＰＵ２２によ
り作製されるラベル（例えばバーコードラベル）を印刷するためにも用いられ得る。図３
に示されているのは、１つの装置のみ（すなわち、１つのコンピュータ２２、１つのキー
ボード２７、１つのモニタ２６）であるが、これは、図面及び説明を明瞭にしておくため
である。これらの装置、及び他の装置の各々が、医療施設の規模に応じて、より多数、薬
局に含まれ得る。また、薬局２０は、ＬＡＮ１４ではなく、院内ネットワーク１６に接続
され得るが、インタフェースゲートウェイ２８を介してＬＡＮと通信し得る。
【００３３】
　図１を再び参照すると、患者データ管理システム（" ＰＤＭＳ" ）４０が医療施設のサ
ーバ１２に接続されており、ＰＤＭＳ４０は、ＰＤＭＳサーバ４１、モニタ４２、データ
ストレージ４３、及び、ベッドサイドＰＤＭＳ４４を含む。図３を参照すると、ベッドサ
イドＰＤＭＳは、典型的に、内蔵プロセッサ、データストレージ、及び、患者情報を表示
するためのＰＤＭＳモニタ５２を有するコンピュータ５０を含む。幾つかのシステムにお
いて、施設内の各ベッドは、ＰＤＭＳベッドサイドシステム４４を含む。図１及び図３に
示されたＰＤＭＳシステムにおいて、ベッドサイドＰＤＭＳシステム４４は、患者に用い
られる輸液ポンプ５８に接続されている。１つの輸液ポンプのみが患者に接続される場合
もあるが、より多数、例えば６つの輸液ポンプが１人の患者に接続される場合もある。こ
の実施形態において、ＰＤＭＳは、全てのポンプに接続される。
【００３４】
　図２及び図３を参照すると、別のコンピュータ（本文中、ナースＣＰＵ３２として示す
）が、ナースステーション３０に配置されている。ナースステーションは、一般に、病院
又はクリニックの様々なセクション及び／又はフロアに配置されており、また、一般に、
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記録保存、及び、多数の患者のベッドをモニタリングするための中心位置を提供する。ナ
ースステーションに配置されたナースＣＰＵは、一般に、患者の情報、又は、施設の特定
のユニットの動作に関連する他の情報を表示するためのビデオモニタ３４、及びキーボー
ド３６を含み、また、他の装置、例えば、マウス、タッチスクリーン、又は他の手段（患
者データ又は特定のコマンドをナースＣＰＵに入力して、患者の病歴又は個々の患者のた
めの治療のコース及びプログラムに関する報告書を、付属のプリンタ３８又はビデオモニ
タにて作成するための手段）を含み得る。携帯端末（" ＰＤＡ" ）を含む、有線又は無線
のシステムが、ナースにより用いられ得る。また、ナースステーションＣＰＵは、他の報
告書も作成し得る。これらは、例えば、患者に投与される予定の薬剤をプリントアウトし
たもの、生産性測定（例えば、ナースが１人の患者に費やす時間）の報告書、又は、特定
のユニット若しくは病院の効率的な稼動を補助するのに有用な他の報告書である。例えば
、予定された投薬時間に対する実際の投薬時間を記載した報告書が、スタッフの要求条件
の評価を補助するために作成され得る。
【００３５】
　ナースステーションに関連するケアユニットの各々は、一般に、１以上の患者ベッドを
含み、ベッドは、個室、相部屋、又は、複数のベッドを収容している開放病棟若しくは半
開放病棟に配置されている。本発明の一実施形態に従えば、各個室、半個室、又は病棟領
域の各々が、１以上の患者をモニタリング及び治療するための、少なくとも１つのベッド
サイドＣＰＵ５０を有する。ベッドサイドＣＰＵ５０は、各々、ビデオモニタ５２及びキ
ーボード５４、マウス、タッチスクリーン、又は他の装置を有する。ベッドサイドＣＰＵ
５０は、ナース、医師又は技術者が、施設の様々なデータベースにアクセスして特定の患
者に関する様々な情報を表示するために用いることができる。この情報は、病院の薬局情
報システム２０が保持している患者の投薬履歴から引き出される、オンラインでの、リア
ルタイムの、画像による、患者への投薬記録（ＭＡＲ）を含むことができる。ベッドサイ
ドＣＰＵ５０は、また、ファイルサーバ１２により記憶されている患者の記録へのリモー
トアクセスにより、患者の投薬履歴が表示されることを可能にする。この投薬履歴は、全
ての薬剤又は他の治療（患者への、過去、現在及び未来のデリバリーを含む）のリストを
含む。さらに、この実施形態において、病院の投薬システム６０の投薬記録へのアクセス
が、ネットワーク１６を介して利用可能である。
【００３６】
　ベッドサイドＣＰＵ５０の各々が、適切なインタフェースを介して様々な設備に接続さ
れることができる。例えば、ベッドサイドＣＰＵは、患者に薬剤を配送するための輸液ポ
ンプ５８に、予め決められた、制御された方法で接続されることができ、又は、センサ５
９に接続されることができる。センサ５９は、患者のバイタルサインを自動的にモニタリ
ングし、これらのバイタルサインを示す信号を、適切なインタフェースを介してコンピュ
ータに送信することができる。これは、これらのバイタルサインを保存し、また、後に、
選択されたソフトウェアアプリケーションにより検索して、治療中に患者のバイタルサイ
ンをグラフィック表示するためである。複数のベッドサイドＰＤＭＳ４４が図に示されて
いるが、より多数又はより少数のＰＤＭＳ４４が、特定のシステム及び病院の要求条件に
応じて存在し得る。
【００３７】
　図１と類似のケアマネジメントシステム１０が図４に示されているが、このシステムは
、薬局情報システムを含まない。例示されたこのシステムは、医師が処方箋を、医師処方
箋入力装置２４を介して患者データ管理システム４０のＰＤＭＳコンピュータ４１に直接
送信する、欧州の医療施設において、より多く見られる。施設のメインコンピュータシス
テム１２も、ＰＤＭＳを介して、記録保持のために処方箋を受信する。その他の点では、
図１のシステムと図４のシステムはほぼ同じである。
【００３８】
　上記の機能の多くが、現在、ＰＤＭＳに含まれている。このようなシステムは当業者に
良く知られており、より詳細には説明しない。例として参照されたいシステムは、イタリ
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ア国、シエーナ県、ポッジボンシ、ジュッジョロ、１　５３０３６のユナイテッド・メデ
ィカル・ソフトウェア社(United Medical Software, srl)から販売されているＤＩＧＩＳ
ＴＡＴ（商標）ＰＤＭＳ、及び、ドイツ国、ザスバッハバルデン(Sasbachwalden) 、７７
８８７、アルメンデウェグ８のコープラ・システム社(Copra System GmbH) （電話番号・
４９７８４１２７００２２）から販売されているＰＤＭＳである。これらは一例に過ぎな
い。また、多くの医療施設において、上記の機能の全てが利用可能である訳ではない。例
えば、多くの欧州医療施設では、中央薬局がない。
【００３９】
　患者データ管理システムは、ナースステーションに関して先に記載した構造の幾つかと
類似している。しかし、ＰＤＭＳは、一般に、より進化したプログラムを有し、これらの
プログラムは、ナース及び他の医療専門者が、より広範な一連のデータに、選択可能なフ
ォーマットでアクセスすることを可能にする。医療の効率を高めるための機能が、このよ
うなシステムに組み込まれる。
【００４０】
　図１及び図４に示したＰＤＭＳベッドサイドシステム４４の目的の１つは、看護者が患
者に関する必要な医療情報を得るために１つの場所を見ればいいように、システム４４の
付近のベッドにいる患者に関する実際の全てのデータを提供することである。特に重要な
データは、患者のために処方された薬液の処方箋、及び、これらの処方された薬液を患者
に注入する状況である。どの薬液が注入されたか、どの薬液が注入されているか、及び、
どの薬液が今後注入される予定であるかを決定する能力がナースにとって非常に有益であ
る。これらの情報の全てを、患者の付近の１つのモニタで調べる機能が、ナース及び他の
看護専門者の能率をかなり増大させることが分かっている。患者データ管理システムは、
このような情報を連続的に提供することを目的とし、このデータを、選択可能な様々なフ
ォーマットで提示することを可能にする。このデータの収集、及び、このようなデータの
更新における自動化が望まれる。ナースのスケジュールは非常に多忙であり、可能な限り
多くのデータの収集及び提示が自動化されることが非常に望ましい。
【００４１】
　上記の望ましいデータ提示の１つの領域は、患者に接続される全ての輸液ポンプのステ
ータスをベッドサイドＰＤＭＳモニタにて表示する機能である。現在、多くの輸液ポンプ
が、他のデータシステムと通信する機能を有する。例えば、アメリカ合衆国、カリフォル
ニア州、サンディエゴのアラリス・メディカル・システムズ社(ALARIS Medical Systems)
により販売されている、メドレイ(Medley)（商標）・ポイントオブケア(Point-of-Care) 
システムが、高周波を用いて無線通信することができる。有線モードで、及び、他の無線
手段、例えば、赤外線を用いて通信できるポンプもある。送信されるデータはポンプ間で
異なり、全てのポンプが、その時点でＰＤＭＳベッドサイドモニタに表示されることが望
まれる全てのデータを通信できる訳ではない。患者データ管理システムを用いる医療施設
は、現在進行中の輸液の各々の正確な識別、輸液ポンプのステータス（例えば、「警告」
(alarming)又は「スタンバイ」(standby) ）、輸液の進捗状況（例えば、輸液された容量
）、輸液のポンピングパラメータ（例えば、輸液の速度、輸液されるべき容量）、及び、
恐らく他の情報も、ベッドサイドＰＤＭＳモニタにて表示されることを必要とする場合が
ある。輸液の識別において、ＰＤＭＳユーザは、しばしば、薬液の名称及び薬液投与量を
、プログラミングされたポンプ５８からベッドサイドＰＤＭＳシステムに直接利用できる
ようにすることを必要とする。このような機能がさらなる自動化をもたらし、これにより
、ナースの仕事の負担が軽減される。
【００４２】
　輸液及びその投与量のこのような識別及び通信を十分に行えないポンプもある。現在用
いられている多くのポンプ、例えば、英国、ベージングストークのアラリス・メディカル
・ＵＫ(ALARIS Medical UK) から販売されているアセナ（商標）(Asena) 輸液ポンプは、
薬剤名（薬液）のライブラリを含み、薬剤名のリストを輸液ポンプのフロントディスプレ
イに表示することができ、このディスプレイより、ポンプ操作者が、注入される液体を選
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択することができる。しかし、発明の背景の章にて先に述べたように、医師及び医療施設
により用いられる薬剤名のリストは膨大であり、特別な薬剤の組合せに医師独自の薬剤名
を割り当てる医師もいるため、標準的なリストはいずれも、これらの薬剤名を含まないで
あろう。それでも、医療施設は、患者に接続される各ポンプにより注入されている薬剤の
名称がベッドサイドＰＤＭＳモニタに表示され、これにより、ナースがこの１つのモニタ
を見るだけでよく、どの薬剤が、また、どれだけの投与量が患者に注入されているかを決
定するために他の何らかのデータ源を用いる必要がないことを望んでいる。輸液ポンプの
動作に関する情報を送信する機能を、概して、輸液ポンプの「接続性」("connectivity")
と称する。様々な程度の接続性があり、所望の輸液データに関するデータを伝送する輸液
ポンプは、このようなデータを伝送しない輸液ポンプよりも接続性("connectivity")が高
い。
【００４３】
　ベッドサイドＰＤＭＳモニタ５２に表示されるデータのタイプの一例が図５に示されて
おり、このデータは、ポンプを、ポンプにより注入されている薬剤の名称に関連付けるこ
とに関する。患者に関する輸液データのスクリーン９０が示されている。詳細には、患者
の名前９２が、患者の居所９３、並びに日付及び時間９４と共に、目立つように示されて
いる。薬剤名９６、及び、患者に注入されているこれらの薬剤の投与量９８も示されてい
る。各薬剤を特定のポンプ１００に関連付けることも、ポンプのステータス（状態）と共
に示されている。この場合、示されているステータスは、「ＯＫ」("OK")又は「アラート
」（警告）("Alert") であるが、他のステータスも示され得る。こうして、スクリーンデ
ィスプレイ９０は、患者と、薬剤を患者に注入するために用いられるポンプ１００により
患者に注入される薬剤９６との関連付けを示す。患者の他の輸液データ、例えば患者識別
番号も、このようなスクリーンディスプレイに含まれ得る。
【００４４】
　現在、多くのポンプにおいて、ポンププログラマーが、患者に注入されるべき薬液の名
称を、ポンプに保存されている薬剤名のライブラリから選択する。プログラマーは、正し
い薬剤名をこのライブラリから選択し、この薬剤名が、ポンプにより、ポンプのフロント
パネルに表示される。次いで、輸液ポンプが、ポンプが注入している薬剤の名称及び投与
量をＰＤＭＳ４４に直接伝送することが最も好ましいが、正確性が得られるのであれば、
薬剤名が、ベッドサイドＰＤＭＳシステムのモニタ５２に、他の手段を介して送られても
よい。ここで図６を参照すると、データ伝送システム１０６が、輸液ポンプ５８とＰＤＭ
Ｓベッドサイドコンピュータ５０との間に配置されている。データ伝送システムの目的は
、薬剤名を、患者に、及び、薬剤を患者に注入するために用いられるポンプに関連付ける
ためのシステム及び方法を提供することである。得られた関連付けは、ベッドサイドＰＤ
ＭＳモニタ５２にて介護士が見ることができるように表示される。
【００４５】
　図７のブロック図及びフローチャートを参照すると、本発明の態様に従うシステム及び
方法が示されている。患者に治療を施しているときに、輸液ポンプは所定のポンピング（
ポンプ動作）パラメータ（例えば、プログラミングされた流量）で薬剤を注入するように
プログラミングされる（１１０）。注入されるべき薬剤の名称がポンプ１１２の薬剤ライ
ブラリに存在するかどうかに関して決定がなされる。存在しなければ、薬剤名１１４をア
ップロードすることによりポンプを更新できるかどうかに関して決定がなされる。ポンプ
が、ポンプの薬剤ライブラリへの更新を受け入れることができるならば、このような更新
を行うために、データ伝送システム１０６が用いられ得る。薬剤ライブラリにおける大量
の薬剤名を処理するプロセッサ機能の過負荷に関して先に述べた問題を回避するために、
システム１０６の一態様に従うデータ伝送システムは、１つの薬剤名、又は、薬剤名の簡
略化されたリストをポンプにアップロードするだけである（１１６）。一実施形態におい
て、縮小された容量の、医療施設の標準的な薬剤名リストがアップロードされ得る。多く
の場合において、このリストは、１００個以下の薬剤名を含み、医療施設において最も頻
繁に用いられる薬剤のリストである。しかし、本発明の別の態様に従うデータ伝送システ
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ム１０６は、注入されるべきその薬剤が標準リストに含まれているかどうかを決定する。
含まれていれば、データ伝送システムは、標準リストをポンプライブラリ１１８にアップ
ロードする。
【００４６】
　注入されるべき薬剤の名称が、医療施設の標準的な薬剤リストに含まれていない場合、
本発明の別の態様に従うデータ伝送システム１０６は、患者のための処方箋のリストを得
るために、ベッドサイドＰＤＭＳコンピュータ５０にてＰＤＭＳに検索要求し、又は、こ
のコンピュータを介してＰＤＭＳサーバ４１に検索要求する。すると、処方された薬剤の
このリストが、ポンプ操作者により選択されるために、ＰＤＭＳベッドサイドモニタ５２
に表示される。そうしたら、ポンプ操作者は、このリストから薬剤名を選択し、次いで、
データ伝送システム１０６に、この薬剤名をポンプにアップロードする（１１８）ように
指示する。これにより、ポンプは、注入されるべき前記薬剤の名称を、ポンプと一体のデ
ィスプレイ６２にて表示し、また、ポンプは、注入されるべき前記薬剤名を、ポンプの識
別と共に、ＰＤＭＳコンピュータ５０に伝達する。すると、ＰＤＭＳは、前記薬剤名を、
ポンプ及び患者に関連付け、これをベッドサイドＰＤＭＳモニタにて表示させる（図５に
示されているように）。
【００４７】
　一方、通常の使用状況下でポンプが薬剤リストのアップロードを受け入れることができ
ない場合、本発明の態様に従うデータ伝送システム１０６は、ＰＤＭＳ４０に、患者、薬
剤名、及びポンプの必要な関連付けを提供する。図７のブロック１２０を参照すると、デ
ータ伝送システムは、ＰＤＭＳに、患者に処方された全ての薬剤のリストに関して検索要
求する。略語「ｘｆｅｒ」("xfer")は、用語「伝送」("transfer")を示すために用いられ
ている。同様に、略語ＩＤ("ID")は、用語「識別」("identification")を示すために用い
られている。このリストは、ベッドサイドＰＤＭＳモニタ５２にて提示される。ここで、
ポンプ操作者は、表示されたリストから、注入されるべき薬剤の正しい名称を、キーボー
ド、マウス、タッチスクリーン又は他の手段を用いて選択し得る。薬剤名が選択されたな
らば、データ伝送システム１０６は、選択された薬剤を患者及びポンプに関連付ける（１
２２）。ポンプの識別は、多くの輸液ポンプにより送信される標準的なデータである。患
者は、多くの場合、既にＰＤＭＳに識別されているが、患者の識別が確認され得る。次い
で、本発明に従うデータ伝送システムは、ＰＤＭＳに前記データを送る（１２４）。すな
わち、データ伝送システムは、ＰＤＭＳに、特定の識別を有するポンプが、前記薬剤名を
特定の患者名に与えていることを通知し、それにより、このデータの全てを、ＰＤＭＳが
使用及び表示するために関連付ける。薬剤の投与量も、ＰＤＭＳの設定に従って通知され
得る。
【００４８】
　データ伝送システム１０６は、ポンプ性能を連続的にモニタリングし、適切なデータを
ＰＤＭＳに連続的に送信する。例えば、データ伝送システムはポンプと通信し、ポンプが
何時注入の実行を開始したかを検知する。例えば、データ伝送システムは、ポンプの、患
者への薬液の注入を開始するために用いられる「ポンプスタート」("pump start")スイッ
チの作動に関してモニタリングし得る。そして、データ伝送システムは、標準的なＰＤＭ
Ｓプロトコルに従って、また、ナースの必要に応じて、ポンプＳＴＡＲＴ設定を、看護ス
タッフに表示するためにＰＤＭＳに送信する。データ伝送システムは、また、他の情報、
例えば、ポンプのＡＬＥＲＴステータス、又は、ＲＥＳＴＡＲＴステータス、及びその他
の情報をＰＤＭＳに送信し得る。こうして、データ伝送システムは、必要な輸液データを
看護スタッフに提示するためにＰＤＭＳが必要とする全ての情報をＰＤＭＳに提供する。
データ伝送システムは、ポンプとＰＤＭＳとの間にインタフェースを有し、このインタフ
ェースは、輸液に関する情報を看護スタッフに提供し続けるために、ＰＤＭＳにより要求
される必要なデータの全てをポンプが提供できない状況に対処する。
【００４９】
　注入されるべき薬剤が既にポンプの薬剤ライブラリにある場合（１１２）（最初にライ
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ブラリがその薬剤を含み、或いは、追加されたことにより）、ポンプ操作者は、その薬剤
を通常の操作手順に従って選択し得る（１２６）。一般的には、この選択によって、この
薬剤名をポンプのディスプレイスクリーン６２に表示させることができる。しかし、ポン
プが、選択された薬剤名をＰＤＭＳに送信する（１２８）ことができず、そのため、選択
された薬剤名がＰＤＭＳベッドサイドモニタ５２、及び、ＰＤＭＳ４０内の他のいずれか
の場所に表示され得る場合、データ伝送システム８０は、患者を薬液名及びポンプに関連
付けるための上記の方法を実行し（１２０，１２２，１２４）、それにより、ＰＤＭＳは
、この情報を看護スタッフに表示することができる。
【００５０】
　ポンプ５８が完全な接続性を有するならば、そして、薬剤名がポンプの表示スクリーン
６２にて選択されると薬剤名がポンプによりＰＤＭＳ４０に送信され、且つ、ＰＤＭＳに
て表示される（１２４）ならば、さらなる動作は必要ない。
【００５１】
　さらなる実施形態において、データ伝送システム１０６は、輸液ポンプと薬液名との関
連付けを、ポンプの動作ステータスにおけるログ（記録）された変更に応じて維持し、又
はキャンセルする。多くの（全てではなくても）ポンプにおいて、ポンプの全てのイベン
トが記録されたログが存在する。典型的に、ログはポンプの内部メモリに存在し、ログは
、ポンプのステータスが決定されるために、ポンプの利用レベルに応じて、多くの日数、
週、ときには数ヶ月にわたりアクセスされることができる。ポンプの各「イベント」("ev
ent") が、ログ（記録）される。イベントは、スイッチを押すこと、センサの読み取り、
プログラミング、及び他のイベントを含む。このようなイベントは、ポンプ内に収容され
ているログファイルに見つけることができ、これらのログファイルは、ポンプの動作ステ
ータスが変わるたびにポンプにより自動的に更新される。一実施形態に従えば、データ伝
送システム１０６は、患者への輸液の状態を知るために、輸液ポンプのログをモニタリン
グする。そして、もし、輸液が完了する前にＰＤＭＳとの通信が切断され、次いでＰＤＭ
Ｓに再接続された場合に、通信が切断されていた時間にポンピングパラメータも、患者も
薬液名も変更されなかったことをポンプのステータスが示すならば、データ伝送システム
は、輸液ポンプと薬液名との関連付けを維持する。しかし、もし、通信が切断されていた
時間に、ポンピングパラメータ又は患者又は薬液名が変更されたことをポンプのステータ
スが示すならば、データ伝送システムは、輸液ポンプと薬液名との関連付けを取り消す。
ポンプと薬液名との関連付けが取り消される場合、ＰＤＭＳは、ポンプは動作しているが
ＰＤＭＳが薬液名を有さないことを示すことになる。ＰＤＭＳは、このような状態を、ポ
ンプアイコンを循環させること、ポンプアイコンを点滅させること、ポンプアイコンのた
めの異なる色を用いること、又は他の方法により示すことができ、ポンプのステータスが
ＰＤＭＳにて更新される必要があることを通知する。
【００５２】
　データ伝送システム１０６は、さらなる特徴として、ポンプ内に記憶されるべき薬剤名
のリスト中の１つの薬液名を同定する文字数の並びが、ポンプにより画定された限度を超
えている場合のための手段をもたらす。この場合、データ伝送システムは、薬剤名を、人
間が読み取り可能な薬剤名（ポンプ内に記憶されることができる長さを有し、固有の識別
子又はコードを含む）に、自動的に簡略化する。一実施形態において、簡略化された薬液
名及び固有の識別子は、人間及び機械が読み取ることができる。また、一実施形態におい
て、固有の識別子は、簡略化されていない薬剤名の固有のチェックサムを含む。チェック
サムは、簡略化されていない薬剤名の全てに関して異なるため、簡略化された同一の文字
並びを有する可能性がある２つ以上の薬剤名が区別されることができる。このチェックサ
ムにより、同一の文字並びを有する簡略化された２つ以上の薬剤名が、それぞれのチェッ
クサムにより区別される。チェックサムは、簡略化されていない薬剤名が異なれば異なる
。
【００５３】
　さらに、データ伝送システム１０６は、簡略化されていない薬剤名と、適切なチェック
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サム識別子を有する簡略化された薬剤名との対を含む表を保持する。この表は、チェック
サムを有する簡略化された薬剤名の、ポンプによる読み取りを、簡略化されていない薬剤
名に変換するために用いられる。
【００５４】
　さらに別の実施形態において、データ伝送システム１０６は、ポンプをプログラミング
するためにポンピングパラメータをポンプにアップロードする。ポンピングパラメータは
、ポンプの動作により薬液を患者に配送することに関するパラメータを含むものとする。
例えば、輸液される流量及び容量がポンピングパラメータである。ポンプの性能に応じて
、ポンプは、アップロードされたポンピングパラメータによりプログラミングされること
ができ、スタートスイッチが操作者により押されると即時に動作を開始する。ポンピング
プロトコル全体がデータ伝送システムによりアップロードされ得る。別の実施形態におい
て、ポンプは、ポンピングパラメータに関する限界値を含む、統合的薬剤ライブラリを含
み得る。このような限界値は、薬剤名又は他の基準により組織化され得る。アップロード
されたポンピングパラメータ、又は、プロトコルの他のデータが、薬剤ライブラリと比較
され、もしも、パラメータが、ライブラリにより許容された限界値を超えているならば、
警告が与えられる。薬剤ライブラリ及び比較は、全て、ポンプの内部にて生じ得る。しか
し、薬剤ライブラリ、及び、薬剤ライブラリとポンピングパラメータとの比較が、ポンプ
外部の位置にて生じる他の方法も用いられ得る。このようなライブラリ－比較(library a
nd comparison)システムが、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、サンディエゴのアラリ
ス・メディカル・システム社(ALARIS Medical System, Inc.) 、及び、英国、ベージング
ストークのアラリス・メディカル・ＵＫ(ALARIS Medical UK) から入手可能である。
【００５５】
　さらなる実施形態において、データ伝送システム１０６とポンプ５８との間のデータ伝
送は安全であり得る。伝送を安全にするために暗号化を用いることができ、又は、安全な
データ伝送を行うための他の方法が用いられ得る。
【００５６】
　本発明に従うデータ伝送システム１０６は、様々な形態を有し得る。好ましい一実施形
態において、データ伝送システム１０６は、ベッドサイドＰＤＭＳコンピュータにて実行
されるソフトウェアの形態であり得る。この形態は、コンピュータがベッドサイドに既に
存在し、さらなるハードウェアを必要としないため、好ましい。ＰＤＭＳが用いられる必
要がない場合もある。本発明の他の態様に従うシステム及び方法は、ＰＤＭＳ以外のシス
テムにも用いられ得る。他の形態も可能である。
【００５７】
　この特許出願において、用語「薬液」("medical fluid") 及び用語「薬剤」("drug")が
用いられているが、これらの２つの用語を区別することは意図されていない。用語「薬剤
」("drug")は、薬剤を含有する液体に限定されないものとし、また、患者に注入される治
療用又は診断用の他の液体にも適用される。例えば、本発明の発明者は、用語「薬剤」("
drug")が、生命維持液、例えばデキストロース、及び、処置液、例えばアドレナリンにも
適用されることを意図している。
【００５８】
　本発明を、幾つかの好ましい実施形態に関して記載してきたが、当業者にとって明らか
な他の実施形態も本発明の範囲内にある。従って、本発明の範囲は、添付の特許請求の範
囲を参照することによってのみ画定されるものとする。変型例も記載し、示したが、これ
らの変型例が本発明の例に過ぎず、本発明を限定するためのものでは全くないことが理解
されよう。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】患者データ管理システム、薬局情報システム、及び、医師の指示を入力する装置
を組み込んだケアマネジメントシステムを示すブロック図（ＰＤＭＳベッドサイドシステ
ムが輸液ポンプ付近に配置されている様子を示す）。
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【図２】装置のネットワーク及びハードウェアを示し、個々の部品の統合を示す、図１の
ケアマネジメントシステムと類似のケアシステムのブロック図。
【図３】様々な装置及びシステムのネットワークとの統合を示すための、図１のブロック
図よりも詳細なブロック図。
【図４】中央薬局を有さない医療施設にて用いられる、図１のケアマネジメントシステム
と類似の患者データ管理システムのブロック図。
【図５】特定の患者に注入されるべき薬液の患者データ管理システムモニタディスプレイ
を示し、このディスプレイは、特定の薬剤を患者に注入するために用いられるポンプの識
別をもたらす、表。
【図６】本発明の態様に従うデータ伝送システムが、ポンプ、患者及び薬液を、データ伝
送システムが接続されている患者データ管理システムに関連付けるように配置されている
様子を示す、ブロック図。
【図７】本発明に従うデータ伝送システムの方法及び動作を示し、患者を薬液及びポンプ
に関連付けることを詳細に示す、フローチャート。

【図１】 【図２】
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