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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者に送達されるインスリンの体積の閉ループ制御のためのシステムであって、該シス
テムは、
　少なくとも１つのインスリンポンプであって、該インスリンポンプは、該ポンプによっ
て送出されるインスリンの体積を決定するセンサを備える、インスリンポンプと、
　少なくとも１つの連続的検体モニタと、
　コントローラであって、該コントローラは、該インスリンポンプおよび該少なくとも１
つの連続的検体モニタと通信しており、該コントローラは、プロセッサを備え、該プロセ
ッサは、該少なくとも１つの連続的検体モニタから受信されるデータと、該センサから受
信される該ポンプによって送出されるインスリンの該決定された体積とに少なくとも基づ
く該インスリンの送達のための命令と、絶食事象と運動事象と食事事象と睡眠事象とのう
ちの少なくとも１つである規定の事象に基づく該インスリンの送達のための命令と、該少
なくとも１つの連続的検体モニタから受信される該データを以前の規定の事象と比較し、
予期しない結果を示すように警告信号をユーザに送信するための命令とを備え、予期しな
い結果の場合に、該ユーザは、該予期しない結果に関する情報を入力するように促される
か、または、該ユーザは、該予期しない結果を説明する機会を有する、コントローラと
　を備える、システム。
【請求項２】
　前記センサは、音響体積センサをさらに備える、請求項１に記載のシステム。
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【請求項３】
　ネットワーク操作センターであって、前記プロセッサと通信しているネットワーク操作
センターをさらに備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記ポンプは、
　流体源との流体連通を提供するように接続可能な入口、およびポンプ出口を有する送出
チャンバと、
　該送出チャンバに圧縮ストロークを提供するように適合される加力アセンブリと
　をさらに備え、
　該圧縮ストロークは、該送出チャンバから該ポンプ出口に流体を押し進めながら、該送
出チャンバから該入口を通る流体の逆流の制限を引き起こす、請求項１に記載のシステム
。
【請求項５】
　前記加力アセンブリは、入口弁アクチュエータおよびポンプアクチュエータに連結され
、それにより、該ポンプアクチュエータが、流体を前記送出チャンバから前記ポンプ出口
まで押し進めるようにすると、前記圧縮ストロークが、前記入口と前記流体源との間に連
結された入口弁を作動させて該弁を閉鎖する、請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記加力アセンブリは、前記弁アクチュエータおよび前記ポンプアクチュエータの協調
動作のためのモータを備え、該モータは、少なくとも１つの形状記憶アクチュエータを含
む、請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記連続的検体モニタのうちの少なくとも１つは、連続的グルコースモニタである、請
求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　少なくとも１つの加速度計をさらに備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　少なくとも１つの血中酸素センサをさらに備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　少なくとも１つの加速度計と、少なくとも１つのジャイロスコープとを備える、少なく
とも１つの慣性計測装置をさらに備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　少なくとも１つの温度センサをさらに備える、請求項１に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本願は、米国仮特許出願第６１／０９７，０２１号（名称「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　
Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｆｌｕｉｄ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ（Ｆ７２）」、２００８年９月
１５日出願）、米国仮特許出願第６１／１０１，０５３号（名称「Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｐ
ｕｍｐ　Ａｓｓｅｍｂｌｙ　ｗｉｔｈ　ａ　Ｓｗｉｔｃｈ　Ａｓｓｅｍｂｌｙ（Ｆ７３）
」、２００８年９月２９日出願）、米国仮特許出願第６１／１０１，０７７号（名称「Ｉ
ｎｆｕｓｉｏｎ　Ｐｕｍｐ　Ａｓｓｅｍｂｌｙ　ｗｉｔｈ　Ｔｕｂｉｎｇ　Ｓｔｏｒａｇ
ｅ（Ｆ７４）」、２００８年９月２９日出願）、米国仮特許出願第６１／１０１，１０５
号（名称「Ｉｍｐｒｏｖｅｄ　Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｐｕｍｐ　Ａｓｓｅｍｂｌｙ　（Ｆ７
５）」、２００８年９月２９日出願）、米国仮特許出願第６１／１０１，１１５号（名称
「Ｆｉｌｌｉｎｇ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　ａｎ　Ｉｎ
ｆｕｓｉｏｎ　Ｐｕｍｐ　Ａｓｓｅｍｂｌｙ（Ｇ０８）」、２００８年９月２８日出願）
米国仮特許出願第６１／１４１，９９６号（名称「Ａｃｏｕｓｔｉｃ　Ｖｏｌｕｍｅ　Ｓ
ｅｎｓｉｎｇ　Ｍｅｔｈｏｄｓ，Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　（Ｇ０



(3) JP 6288903 B2 2018.3.7

10

20

30

40

50

７）」、２００８年１２月３１日出願）および米国仮特許出願第６１／１４１，７８１号
（名称「Ｓｐｌｉｔ　Ｒｉｎｇ　Ｒｅｓｏｎａｔｏｒ　Ａｎｔｅｎｎａ　Ａｄａｐｔｅｄ
　ｆｏｒ　Ｕｓｅ　ｉｎ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓｌｙ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｍｅｄｉｃａ
ｌ　Ｄｅｖｉｃｅ（Ｇ８１）」、２００８年１２月３１日出願）の優先権を主張する非仮
特許出願であり、これらの出願のすべてはその全体が本明細書に参考として援用される。
【０００２】
　（技術分野）
　本発明は、流体の送達に関し、より具体的には、流体送達のためのシステムおよび方法
に関する。
【背景技術】
【０００３】
　何百万人もの人々が糖尿病とともに生きている。これらの患者はさらに、１型および２
型といった、２種類の糖尿病のうちの１つに一般的に分類される。歴史的に若年性糖尿病
と呼ばれている、１型は、自己免疫疾患であり、インスリンを分泌できないことによって
特徴付けられる。２型は、インスリンに反応する、および／または十分なインスリンを産
生する能力を低下させる疾患である。両方の種類の糖尿病は、高血糖症によって特徴付け
られる。１型糖尿病とともに生きている患者は、生存するために、血糖値を低下させるホ
ルモンであるインスリンの注射を毎日必要とする。しかしながら、長期的健康を維持する
ために、糖尿病とともに生きている人々は、可能な限り「非糖尿病」血糖値の近くに維持
しようと努めている。しかしながら、健康な血糖値を維持することは、達成することが非
常に困難な目標である。
【０００４】
　この目的を達成するために、インスリンの制御された放出のための携帯用デバイス、例
えば、インスリンポンプを設計する努力があった。利用可能な多くの異なる形態のインス
リンがある。インスリンポンプを使用している大部分の患者は、現在、ポンプにおいてＵ
－１００インスリン即効型インスリン（例えば、ＨＵＭＡＬＯＧインスリンリスプロ注射
または同等物）を使用している。インスリンポンプデバイスは、カートリッジ、シリンジ
、またはバッグ等の貯留部を有すること、および電子的に制御されることが知られている
。しかしながら、送達速度は、糖尿病とともに生きている個人またはその個人の介護者に
よって手動で入力されなければならない。したがって、糖尿病患者は、患者に利用可能な
情報または因子、例えば、血糖測定器を使用して判定された血糖測定値、類似状況からの
過去のデータ、摂食する意向である、または摂食した食物、予測される、または以前に完
了した運動、および／またはストレスあるいは疾病を使用して、所与の時間／期間にわた
って送達されるインスリンの量（すなわち、「基礎」および「ボーラス」速度／量）を判
定／決定する。
【０００５】
　しかしながら、糖尿病患者が、これらの因子（または付加的な因子）のうちの１つ以上
に基づいて速度／量を判定するとはいえ、糖尿病の管理は精密科学ではない。これには、
インスリンの送達の不正確な方法、不正確な血糖測定器、炭水化物摂取量を正確に計数で
きないこと、迫る疾病を判定できないこと、運動の正確な効果を予想できないこと、およ
び体内の多くの付加的なホルモンまたは過程の効果を予測または予期できないことを含む
が、それらに限定されない、多くの理由がある。
【０００６】
　糖尿病の管理の性質は、致命的となる場合がある低血糖症の危険性によって、さらに複
雑になる。さらに、必要とされるインスリンの量を過剰計算することは、生命を脅かす場
合がある。高血糖症の短期的効果は致命的ではないが、長期的高血糖症による合併症が知
られており、より短い寿命、心臓麻痺または発作、腎不全、成人失明、神経損傷、および
非外傷性切断の増加した危険性を含む。したがって、必要とされるインスリンの量を過小
計算することは、長期的に、生活の質に大幅に影響を及ぼし、ならびに、致命的合併症に
つながる場合がある。
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【０００７】
　したがって、安全かつ効果的に、適切なときにインスリンの適切な量（すなわち、所望
の血糖値を維持するために必要とされるインスリンの量）を送達するためのシステムおよ
び方法の必要性がある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一側面によれば、医療的状態の少なくとも部分的な閉ループ制御のためのシス
テムである。システムは、少なくとも１つの医療用流体ポンプを含む。医療用流体ポンプ
は、ポンプによって送出される流体の容量を判定するためのセンサを含む。また、少なく
とも１つの連続検体モニタ、およびコントローラである。コントローラは、医療用流体ポ
ンプおよび少なくとも１つの連続検体モニタと通信している。コントローラは、プロセッ
サを含む。プロセッサは、少なくとも１つの連続検体モニタから受信されるデータに少な
くとも基づく、医療用流体の送達のための命令を含む。
【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つ以上を含む。センサはさ
らに、音響容量センサを含む。システムはさらに、ネットワーク操作センターであって、
プロセッサと通信しているネットワーク操作センターを含む。ポンプはさらに、流体源と
の流体連通を提供するように接続可能な入口、およびポンプ出口を有する、送出チャンバ
と、送出チャンバに圧縮ストロークを提供するように適合される、加力アセンブリとを含
み、圧縮ストロークは、送出チャンバからポンプ出口に流体を押し進めながら、送出チャ
ンバから入口を通る流体の逆流の制限を引き起こす。ポンプアクチュエータが、送出チャ
ンバからポンプ出口に流体を押し進めさせると、圧縮ストロークが、入口と流体源との間
に連結された入口弁を作動させて弁を閉鎖するように、加力アセンブリは、入口弁アクチ
ュエータおよびポンプアクチュエータに連結される。加力アセンブリは、弁アクチュエー
タおよびポンプアクチュエータの協調動作に対するモニタを備え、モニタは、少なくとも
１つの形状記憶アクチュエータを含む。連続検体モニタのうちの少なくとも１つは、連続
グルコースモニタである。システムは、少なくとも１つの加速度計を含む。システムは、
少なくとも１つの血中酸素センサを含む。システムはさらに、少なくとも１つの加速度計
と、少なくとも１つのジャイロスコープとを備える、少なくとも１つの慣性計測装置を含
む。システムは、少なくとも１つの温度センサを含む。
【００１０】
　本発明の一側面によれば、医療的状態の少なくとも部分的な閉ループ制御のための方法
が開示される。方法は、時間枠または事象中のグルコースデータを受信するステップと、
グルコースデータを、以前の同様な時間枠または事象と比較するステップと、時間枠また
は事象中の予期しない結果を判定するステップと、予期しない結果を示すように警告信号
を送信するステップとを含む。
【００１１】
　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つ以上を含む。警告信号を
送信するステップは、予期しない結果についてユーザに警告するステップを含む。方法は
さらに、予期しない結果に関する情報を入力するようにユーザを促すステップを含む。シ
ステムは、ユーザから予期しない結果に関する情報を受信せず、システムをシャットダウ
ンする。システムをシャットダウンするステップは、一連のアラームを通して、シャット
ダウンについてユーザに警告するステップを含む。一連のアラームを通して、シャットダ
ウンについてユーザに警告するステップは、一連の増大するアラームを通して、シャット
ダウンについてユーザに警告するステップを含む。
【００１２】
　本発明の一側面によれば、医療的状態の少なくとも部分的な閉ループ制御のための方法
である。方法は、時間枠または事象中の医療用流体送達データを受信するステップと、医
療用流体送達データを、以前の同様な時間枠または事象と比較するステップと、時間枠ま
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たは事象中の予期しない結果を判定するステップと、予期しない結果を示すように警告信
号を送信するステップとを含む。
【００１３】
　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つ以上を含む。警告信号を
送信するステップは、予期しない結果についてユーザに警告するステップを含む。方法は
さらに、予期しない結果に関する情報を入力するようにユーザを促すステップを含む。シ
ステムは、ユーザから予期しない結果に関する情報を受信せず、システムをシャットダウ
ンする。システムをシャットダウンするステップは、一連のアラームを通して、シャット
ダウンについてユーザに警告するステップを含む。一連のアラームを通して、シャットダ
ウンについてユーザに警告するステップは、一連の増大するアラームを通して、シャット
ダウンについてユーザに警告するステップを含む。
【００１４】
　本発明の一側面によれば、検体センサの完全性を監視するための方法である。方法は、
検体に対する連続検体センサにごく近接して、所定の濃度を有する検体の容量を注射する
ステップと、連続検体センサからデータを受信するステップと、検体センサが検体の注射
容量に応答するか否かを判定するように、データを分析するステップとを含む。
【００１５】
　本発明のこの側面のいくつかの実施形態は、検体がグルコースであることを含む。
【００１６】
　本発明は、例えば、以下の項目も提供する。
（項目１）
　医療的状態の少なくとも部分的な閉ループ制御のためのシステムであって、該システム
は、
　少なくとも１つの医療用流体ポンプであって、該医療用流体ポンプは、該ポンプによっ
て送出される流体の体積を決定するセンサを備える、医療用流体ポンプと、
　少なくとも１つの連続的検体モニタと、
　コントローラであって、該コントローラは、該医療用流体ポンプおよび該少なくとも１
つの連続的検体モニタと通信しており、該コントローラは、プロセッサを備え、該プロセ
ッサは、該少なくとも１つの連続的検体モニタから受信されるデータに少なくとも基づく
医療用流体の送達のための命令を備える、コントローラと
　を備える、システム。
（項目２）
　前記センサは、音響体積センサをさらに備える、項目１に記載のシステム。
（項目３）
　ネットワーク操作センターであって、前記プロセッサと通信しているネットワーク操作
センターをさらに備える、項目１に記載のシステム。
（項目４）
　前記ポンプは、
　流体源との流体連通を提供するように接続可能な入口、およびポンプ出口を有する送出
チャンバと、
　該送出チャンバに圧縮ストロークを提供するように適合される加力アセンブリと
　をさらに備え、
　該圧縮ストロークは、該送出チャンバからポンプ出口に流体を押し進めながら、該送出
チャンバから該入口を通る流体の逆流の制限を引き起こす、項目１に記載のシステム。
（項目５）
　前記加力アセンブリは、入口弁アクチュエータおよびポンプアクチュエータに連結され
、それにより、該ポンプアクチュエータが、流体を前記送出チャンバから前記ポンプ出口
まで押し進めるようにすると、前記圧縮ストロークが、前記入口と前記流体源との間に連
結された入口弁を作動させて該弁を閉鎖する、項目４に記載のシステム。
（項目６）
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　前記加力アセンブリは、前記弁アクチュエータおよび前記ポンプアクチュエータの協調
動作のためのモータをさらに備え、該モータは、少なくとも１つの形状記憶アクチュエー
タを含む、項目５に記載のシステム。
（項目７）
　前記連続的検体モニタのうちの少なくとも１つは、連続的グルコースモニタである、項
目１に記載のシステム。
（項目８）
　少なくとも１つの加速度計をさらに備える、項目１に記載のシステム。
（項目９）
　少なくとも１つの血中酸素センサをさらに備える、項目１に記載のシステム。
（項目１０）
　少なくとも１つの加速度計と、少なくとも１つのジャイロスコープとを備える、少なく
とも１つの慣性計測装置をさらに備える、項目１に記載のシステム。
（項目１１）
　少なくとも１つの温度センサをさらに備える、項目１に記載のシステム。
（項目１２）
　医療的状態の少なくとも部分的な閉ループ制御のための方法であって、該方法は、
　時間枠または事象中のグルコースデータを受信することと、
　該グルコースデータを以前の同様の時間枠または事象と比較することと、
　該時間枠または該事象中の予期しない結果を決定することと、
　予期しない結果を示すために警告信号を送信することと
　を含む、方法。
（項目１３）
　前記警告信号を送信することは、前記予期しない結果についてユーザに警告することを
さらに含む、項目１２に記載の方法。
（項目１４）
　前記予期しない結果に関する情報を入力するように前記ユーザを促すことをさらに含む
、項目１３に記載の方法。
（項目１５）
　前記システムは、前記ユーザから前記予期しない結果に関する情報を受信せず、該シス
テムをシャットダウンすることをさらに含む、項目１４に記載の方法。
（項目１６）
　前記システムをシャットダウンすることは、一連のアラームを介して、該シャットダウ
ンについて前記ユーザに警告することをさらに含む、項目１５に記載の方法。
（項目１７）
　一連のアラームを介して、前記シャットダウンについて前記ユーザに警告することは、
一連の増大するアラームを介して、該シャットダウンについて該ユーザに警告することを
さらに含む、項目１６に記載の方法。
（項目１８）
　医療的状態の少なくとも部分的な閉ループ制御のための方法であって、該方法は、
　時間枠または事象中の医療用流体送達データを受信することと、
　該医療用流体送達データを以前の同様の時間枠または事象と比較することと、
　該時間枠または該事象中の予期しない結果を決定することと、
　予期しない結果を示すために警告信号を送信することと
　を含む、方法。
（項目１９）
　警告信号を送信することは、前記予期しない結果についてユーザに警告することをさら
に含む、項目１８に記載の方法。
（項目２０）
　前記予期しない結果に関する情報を入力するように前記ユーザを促すことをさらに含む
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、項目１９に記載の方法。
（項目２１）
　前記システムは、前記ユーザから前記予期しない結果に関する情報を受信せず、該シス
テムをシャットダウンすることをさらに含む、項目２０に記載の方法。
（項目２２）
　前記システムをシャットダウンすることは、一連のアラームを介して、該シャットダウ
ンについて前記ユーザに警告することをさらに含む、項目２１に記載の方法。
（項目２３）
　一連のアラームを介して、前記シャットダウンについて前記ユーザに警告することは、
一連の増大するアラームを介して、該シャットダウンについて該ユーザに警告することを
さらに含む、項目２２に記載の方法。
（項目２４）
　検体センサの完全性を監視するための方法であって、該方法は、
　検体に対する連続的検体センサにごく近接して、所定の濃度を有する該検体の体積を注
射することと、
　該連続的検体センサからデータを受信することと、
　該検体センサが該検体の注射体積に応答するか否かを決定するために、該データを分析
することと
　を含む、方法。
（項目２５）
　さらに、前記検体は、グルコースである、項目２４に記載の方法。
　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、添付の請求項および
添付図面と併せて読むと、本発明の他の特徴、側面、および利点が、当業者にとって容易
に明白となるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
　本発明のこれらおよび他の特徴および利点は、図面とともに解釈される、以下の発明を
実施するための形態を読むことによって、より良く理解されるであろう。
【図１】図１は、糖尿病管理で使用される、いくつかの変数の概略図である。
【図２】図２は、少なくとも部分的閉ループ方法の種々の実施形態で使用される、いくつ
かの変数の概略図である。
【図３】図３は、異なるハッチによって示される深度指標を有する、カニューレの一実施
形態の説明図である。
【図４】図４は、有界ボーラス部分閉ループ方法の実施例の図式表現である。
【図５】図５は、有界基礎ボーラス部分閉ループ方法の実施例の図式表現である。
【図６】図６は、システムの一実施形態の説明図である。
【図７】図７は、注入ポンプアセンブリの側面図である。
【図８】図８は、図７の注入ポンプアセンブリの斜視図である。
【図９】図９は、図７の注入ポンプアセンブリの種々の構成要素の分解図である。
【図１０】図１０は、図７の注入ポンプアセンブリの使い捨て筐体アセンブリの断面図で
ある。
【図１１】図１１は、図７の注入ポンプアセンブリの代替実施形態の等角図である。
【図１２】図１２は、図１１の注入ポンプアセンブリの平面図である。
【図１３】図１３は、図１１の注入ポンプアセンブリの平面図である。
【図１４Ａ】図１４Ａは、図１６の注入ポンプアセンブリの種々の構成要素の分解図であ
る。
【図１４Ｂ】図１４Ｂは、図１１の注入ポンプアセンブリの一部分の等角図である。
【図１５】図１５は、図１１の注入ポンプアセンブリの使い捨て筐体アセンブリの断面図
である。
【図１６】図１６は、図１１の注入ポンプアセンブリ内の流体経路の線図である。
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【図１７】図１７Ａ－１７Ｃは、図１６の注入ポンプアセンブリ内の流体経路の線図であ
る。
【図１８】図１８は、図１１の注入ポンプアセンブリの種々の構成要素の分解図である。
【図１９】図１９は、注入ポンプアセンブリ内に含まれる容量センサアセンブリの線図で
ある。
【図２０】図２０は、図１９の容量センサアセンブリの性能特性の２次元グラフである。
【図２１】図２１は、図１９の容量センサアセンブリの性能特性の２次元グラフである。
【図２２】図２２は、図１９の容量センサアセンブリの性能特性の２次元グラフである。
【図２３】図２３は、図７の注入ポンプアセンブリ内に含まれる容量センサアセンブリの
線図である。
【図２４】図２４は、図２３の容量センサアセンブリの性能特性の２次元グラフである。
【図２５】図２５は、図２３の容量センサアセンブリの性能特性の２次元グラフである。
【図２６】図２６は、図７の注入ポンプアセンブリ内に含まれる容量センサアセンブリの
線図である。
【図２７】図２７は、図７の注入ポンプアセンブリ内に含まれる容量センサアセンブリの
性能特性の２次元グラフである。
【図２８】図２８は、図７の注入ポンプアセンブリ内に含まれる容量センサアセンブリの
性能特性の２次元グラフである。
【図２９】図２９は、図７の注入ポンプアセンブリ内に含まれる容量センサアセンブリの
性能特性の２次元グラフである。
【図３０】図３０は、図７の注入ポンプアセンブリ内に含まれる容量センサアセンブリの
性能特性の２次元グラフである。
【図３１】図３１は、図７の注入ポンプアセンブリ内に含まれる容量センサアセンブリの
性能特性の２次元グラフである。
【図３２】図３２は、図７の注入ポンプアセンブリ内に含まれる容量センサアセンブリの
制御モデルの線図である。
【図３３】図３３は、図７の注入ポンプアセンブリ内に含まれる容量センサアセンブリの
電気制御アセンブリの線図である。
【図３４】図３４は、図７の注入ポンプアセンブリ内に含まれる容量センサアセンブリの
容量コントローラの線図である。
【図３５】図３５は、図３４の容量コントローラの順方向送りコントローラの線図である
。
【図３６】図３６－３７は、図３４の容量コントローラのＳＭＡコントローラの実装を図
式的に描写する。
【図３７】図３６－３７は、図３４の容量コントローラのＳＭＡコントローラの実装を図
式的に描写する。
【図３８Ａ】図３８Ａ－３８Ｂは、ＳＭＡコントローラの代替実装である。
【図３８Ｂ】図３８Ａ－３８Ｂは、ＳＭＡコントローラの代替実装である。
【図３９】図３９は、図７の注入ポンプアセンブリ内に含まれてもよい、マルチプロセッ
サ制御構成を図式的に描写する。
【図４０】図４０は、図７の注入ポンプアセンブリ内に含まれてもよい、マルチプロセッ
サ制御構成の線図である。
【図４１Ａ】図４１Ａ－４１Ｂは、マルチプロセッサ機能性を図式的に描写する。
【図４１Ｂ】図４１Ａ－４１Ｂは、マルチプロセッサ機能性を図式的に描写する。
【図４２】図４２は、マルチプロセッサ機能性を図式的に描写する。
【図４３】図４３は、マルチプロセッサ機能性を図式的に描写する。
【図４４】図４４は、図７の注入ポンプアセンブリ内に含まれてもよい、容量センサアセ
ンブリを図式的に描写する。
【図４５】図４５は、分割リング共振器アンテナの例示的な概略図である。
【図４６】図４６は、分割リング共振器アンテナを利用するように構成される医療デバイ
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スの例示的な概略図である。
【図４７】図４７は、分割リング共振器アンテナおよび医療注入デバイスからの伝送ライ
ンの例示的な概略図である。
【図４８】図４８は、人間の皮膚との接触前の分割リング共振器アンテナの反射減衰量の
グラフである。
【図４８Ａ】図４８Ａは、人間の皮膚との接触中の分割リング共振器アンテナの反射減衰
量のグラフである。
【図４９】図４９は、誘電材料の近接近内で動作するデバイスに統合された分割リング共
振器アンテナの例示的な概略図である。
【図５０】図５０は、例示的実施形態の内側および外側部分の寸法の概略図である。
【図５１】図５１は、人間の皮膚との接触前の非分割リング共振器アンテナの反射減衰量
のグラフである。
【図５２】図５２は、人間の皮膚との接触中の非分割リング共振器アンテナの反射減衰量
のグラフである。
【図５３Ａ】図５３Ａ－５３Ｂは、基礎軌道およびその軌道に対する送達スケジュールの
実施例である。
【図５３Ｂ】図５３Ａ－５３Ｂは、基礎軌道およびその軌道に対する送達スケジュールの
実施例である。
【図５４Ａ】図５４Ａ－５４Ｂは、基礎および長期ボーラス軌道ならびにその軌道に対す
る送達スケジュールの実施例である。
【図５４Ｂ】図５４Ａ－５４Ｂは、基礎および長期ボーラス軌道ならびにその軌道に対す
る送達スケジュールの実施例である。
【図５５Ａ】図５５Ａ－５５Ｂは、基礎、長期ボーラス、および通常ボーラス軌道、なら
びにその軌道に対する送達スケジュールの実施例である。
【図５５Ｂ】図５５Ａ－５５Ｂは、基礎、長期ボーラス、および通常ボーラス軌道、なら
びにその軌道に対する送達スケジュールの実施例である。
【００１８】
　種々の図面中の類似参照記号は、類似要素を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　インスリンおよび糖尿病が本明細書で論議されているが、本開示は、糖尿病の治療のた
めのシステムおよび方法の使用に限定されない。開示された方法およびシステムは、糖尿
病を含むがそれに限定されない医療的状態の治療のための、インスリンを含むがそれに限
定されない、任意の医療用または治療用流体の送達のために使用されてもよい。
【００２０】
　本明細書では、糖尿病の閉ループまたは部分的閉ループ制御のための方法およびシステ
ムを開示する。上記で説明されるように、多くの因子が、適切な血糖値を維持するために
患者またはユーザが必要とするインスリンの量に影響を及ぼす。「適切な」という用語は
、患者にとって健康的であるものとして、患者および／または医療介護提供者によって選
択されている血糖値を意味するために、本明細書で提供される。各患者にとって適切な血
糖値は、所与の患者にとっての所与のときの適切な血糖値のように変化する場合がある。
一般に、多くの医療介護提供者は、血糖値を９０～１４０ｍｍ／ｄｌの間で維持すること
を推奨している。しかしながら、状況に応じて、範囲が変化する場合がある。例えば、患
者が、就寝前に１５０ｍｇ／ｄｌの血糖値を適切と見なす場合があるが、食事時間の前に
は同じ測定値を不適切と見なす。
【００２１】
　まず図１を参照すると、糖尿病管理で使用される変数の非限定的チャートが描写されて
いる。これらの示された変数は、糖尿病とともに生きている患者によって現在考慮されて
いるものである。これらの変数は、血糖値、運動、疾病、食物、睡眠、およびストレスを
含む。
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【００２２】
　血糖値は、少なくとも１つの血糖測定器、例えば、Ａｂｂｏｔｔ　Ｄｉａｂｅｔｅｓ　
Ｃａｒｅ（Ａｌａｍｅｄａ，Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ）によるＦＲＥＥＳＴＹＬＥ血糖測定
器を使用することによって、判定されてもよい。いくつかの血糖測定器は、測定値をポン
プに無線で伝送してもよい。しかしながら、加えて、血糖値は、少なくとも１つの連続グ
ルコースモニタ（「ＣＧＭ」）を使用して判定されてもよい。種々の実施形態では、任意
のＣＧＭ、例えば、Ａｂｂｏｔｔ　Ｄｉａｂｅｔｅｓ　Ｃａｒｅ（Ａｌａｍｅｄａ，Ｃａ
ｌｉｆｏｒｎｉａ）からのＦＲＥＥＳＴＹＬＥ　ＮＡＶＩＧＡＴＯＲ連続グルコース監視
システム、または同様のデバイスが使用されてもよい。種々のＣＧＭは、間質液グルコー
スレベル測定値に相関する電気信号を、所定の間隔で手持ち式デバイスまたは他のデバイ
スに伝送する、患者によって装着される検体センサを含む。
【００２３】
　さらに、ＣＧＭ用のセンサは、その全体で参照することにより本明細書に組み込まれる
、２００９年４月１６日に公開され、Ｍｉｃｒｏｎｅｅｄｌｅ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ
　Ａｐｐａｒａｔｕｓ（Ｇ３４）と題された米国出願公開第ＵＳ－２００９－００９９５
２２号で説明されているようないずれかであってもよい。
【００２４】
　運動は、糖尿病のある人々に異なる影響を及ぼす。また、運動の厳しさ、運動の種類（
すなわち、有酸素または無酸素）、および持続時間に応じて、所与の患者は、運動中およ
び運動後の両方で異なる効果を経験する。状況によっては、血糖値が運動中に増加するが
、運動後に減少する場合がある。状況によっては、持続時間および血糖値低下効果が変化
する場合がある。
【００２５】
　ストレスが上昇した血糖値を引き起こす場合がある。ストレスの持続時間および強度は
、異なる結果を生じる場合がある。同様に、疾病が上昇した血糖値を引き起こす場合があ
り、疾病の持続時間および強度が種々の結果を生じる。
【００２６】
　食物は、固体および液体を含むが、それらに限定されない、患者によって摂取される任
意の項目を含む。脂肪、タンパク質、および炭水化物を含む食物組成は、結果として生じ
る血糖値ならびに食物の吸収速度に多大な影響を及ぼす。吸収速度は、血糖値の増加率に
変換してもよい。例えば、脂肪および炭水化物の高い食事は、より低い速度で吸収しても
よく、したがって、増加した血糖値が、脂肪の低い食事と比較して、後になって見られる
場合がある。加えて、炭水化物に関して、食物の血糖インデックスが、血糖値の変化率に
多大な影響を及ぼす。
【００２７】
　種々の種類のインスリンが、一緒に、または個別に使用されてもよい。長時間作用型、
中間時間作用型、短時間作用型、および即効型インスリンが使用されてもよい。実施例は
、Ｅｌｉ　ＬｉｌｌｙによるＮＰＨである通常のＨＵＭＡＬＯＧ、およびＮｏｖｏ　Ｎｏ
ｒｄｉｓｋによるＮＯＶＡＬＯＧを含んでもよいが、任意のインスリンが使用されてもよ
い。インスリンはまた、種々の濃度で利用可能である。例えば、Ｕ－１００およびＵ－４
００である。システムおよび方法の種々の実施形態は、インスリンの種々の濃度を使用し
てもよい。
【００２８】
　インスリンおよび他の生物製剤／治療用および／または医療用流体化合物は、不良な吸
収、肝代謝、または他の薬物動態因子により、経口で活性ではない。加えて、いくつかの
治療用化合物は、経口で吸収されてもよいが、頻繁に投与される必要があることがあり、
患者が所望のスケジュールを維持することが困難である。これらの場合に応じて、非経口
送達がしばしば採用され、または採用することができる。
【００２９】
　インスリンおよび他の流体薬剤送達の効果的な非経口経路は、針またはスタイレットに
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よる皮膚の穿刺を含む、皮下注射、筋肉内注射、および静脈内（ＩＶ）投与を含む。多く
の糖尿病患者は、インスリンポンプの使用を通して可能である、インスリンの自動送達を
好む。これらのポンプは、他の流体の皮下送達でも使用されてもよい。
【００３０】
　ポンプは、皮膚の皮下領域に導入され、事前承認された期間、典型的には、わずか３日
間にわたって皮膚中にとどまる管または針である、カニューレを使用して、治療用流体を
皮下に送達する。カニューレは、治療用流体の貯留部に流体的に接続される。ポンプは、
患者に送達するために、貯留部からカニューレに流体を送出する。
【００３１】
　ポンプの実施例は、それらの全体で参照することによって本明細書に組み込まれる、２
００７年９月２０日に公開され、Ｐａｔｃｈ－Ｓｉｚｅｄ　Ｆｌｕｉｄ　Ｄｅｌｉｖｅｒ
ｙ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ（Ｅ７２）と題された米国出願公開第ＵＳ
－２００７－０２１９４８０号、２００７年１２月１１日に発行され、Ｌｏａｄｉｎｇ　
Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ　ｆｏｒ　Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｐｕｍｐ（Ｃ５４）と題された米国特
許第７，３０６，５７８号、２００９年３月３日に発行され、Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｄｉｓｐ
ｌａｃｅｍｅｎｔ　Ｓｅｎｓｏｒ　ｆｏｒ　Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅｓ（Ｄ７８
）と題された米国特許第７，４９８，５６３号、または２００７年１０月４日に公開され
、Ｆｌｕｉｄ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ（Ｅ７０）
と題された米国出願公開第ＵＳ－２００７－０２２８０７１号を含むが、それらに限定さ
れない公知の任意のポンプ、または他の流体送達ポンプを含む。
【００３２】
　加えて、いくつかの実施形態では、２種類以上の流体を送達する流体送達ポンプが使用
されてもよい。２００７年９月２０日に公開され、Ｐａｔｃｈ－Ｓｉｚｅｄ　Ｆｌｕｉｄ
　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ（Ｅ７２）と題された前
述の米国出願公開第ＵＳ－２００７－０２１９４８０号、２００７年１２月１１日に発行
され、Ｌｏａｄｉｎｇ　Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ　ｆｏｒ　Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｐｕｍｐ（Ｃ
５４）と題された前述の米国特許第７，３０６，５７８号、２００９年３月３日に発行さ
れ、Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔ　Ｓｅｎｓｏｒ　ｆｏｒ　Ｉｎｆｕｓｉ
ｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅｓ（Ｄ７８）と題された前述の米国特許第７，４９８，５６３号、ま
たは２００７年１０月４日に公開され、Ｆｌｕｉｄ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｓｙｓｔｅｍｓ
　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ（Ｅ７０）と題された前述の米国出願公開第ＵＳ－２００７－
０２２８０７１号で説明されているポンプは、１つ以上の付加的な貯留部を組み込むよう
にわずかに改変されてもよい。これらの貯留部は、同じカニューレ、または別個のカニュ
ーレに流体的に接続されてもよい。加えて、上記のカニューレの全てについては、その全
体で参照することにより本明細書に組み込まれる、２００９年４月１６日に公開され、Ｍ
ｉｃｒｏｎｅｅｄｌｅ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ（Ｇ３４）と題さ
れた米国出願公開第ＵＳ－２００９－００９９５２２号で説明されているもの等のカニュ
ーレである。
【００３３】
　例示的実施形態は、少なくとも、それらの全体で参照することによって本明細書に組み
込まれる、２００７年９月２０日に公開され、Ｐａｔｃｈ－Ｓｉｚｅｄ　Ｆｌｕｉｄ　Ｄ
ｅｌｉｖｅｒｙ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ（Ｅ７２）と題された米国出
願公開第ＵＳ－２００７－０２１９４８０号、２００７年１０月４日に公開され、Ｆｌｕ
ｉｄ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ（Ｅ７０）と題され
た米国出願公開第ＵＳ－２００７－０２２８０７１号、２００７年９月２０日に公開され
、Ｐｕｍｐｉｎｇ　Ｆｌｕｉｄ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈ
ｏｄｓ　Ｕｓｉｎｇ　Ｆｏｒｃｅ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ａｓｓｅｍｂｌｙ（Ｅ７１
）と題された米国出願公開第ＵＳ－２００７－０２１９４９６号、２００７年９月２０日
に公開され、Ａｄｈｅｓｉｖｅ　ａｎｄ　Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎ
ｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｄｅｖｉｃｅｓ（Ｅ７３）と題された米
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国出願公開第ＵＳ－２００７－０２１９５９７号、２００８年１２月３１日に公開され、
Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｐｕｍｐ　Ａｓｓｅｍｂｌｙ（Ｇ７５）と題された米国出願公開第１
２／３４７，９８５号、２００８年１２月３１日に公開され、Ｗｅａｒａｂｌｅ　Ｐｕｍ
ｐ　Ａｓｓｅｍｂｌｙ（Ｇ７６）と題された米国特許出願第１２／３４７，９８２号、２
００８年１２月３１日に公開され、Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｐｕｍｐ　Ａｓｓｅｍｂｌｙ（Ｇ
７７）と題された米国特許出願第１２／３４７，９８１号、および２００８年１２月３１
日に公開され、Ｐｕｍｐ　Ａｓｓｅｍｂｌｙ　Ｗｉｔｈ　Ｓｗｉｔｃｈ（Ｇ７９）と題さ
れた米国特許出願第１２／３４７，９８４号で説明され、示されているものと同様である
、少なくとも１つのポンプの使用を含む。
【００３４】
　具体的には、例示的実施形態は、ポンプによって送出される流体の容量を測定すること
が可能な音響容量センサ装置を有する、ポンプを含む。
【００３５】
　種々の実施形態では、システムは、少なくとも１つの連続検体センサを含み、いくつか
の実施形態では、少なくとも１つの連続グルコースモニタ（「ＣＧＭ」）、注入ポンプ、
少なくとも１つの医療用流体，例えば、インスリンを送出する、流体ポンプまたは医療用
流体ポンプ、およびコントローラを含む。いくつかの実施形態では、システムは、加えて
、検体であろうとその他であろうと、１つ以上の付加的な連続センサを含む。システム構
成要素は、データを伝送する、またはコントローラによって制御される。
【００３６】
　ここで図２を参照すると、システムコントローラ、または流体送達容量およびタイミン
グを判定する方法は、分注流体のタイミング容量を判定するときに、いくつかの因子を考
慮する。図２に提示された、これらの因子は、コントローラが考慮してもよい、因子の非
排他的リストである。システムおよび方法は、データを考慮して、インスリンを送達する
、または、インスリンを逆調節して、所望の血糖値を維持することを目指す。
【００３７】
　システムは、少なくとも１つのＣＧＭを使用してもよい。ＣＧＭは、グルコースセンサ
（「センサ」または「検体センサ」と呼ばれる）を含む。種々の実施形態では、ＣＧＭセ
ンサが導入され、身体上、例えば、腹部上に位置する、ユーザの間質液の中にとどまる。
ＣＧＭは、電気信号を所定の間隔で受信機またはコントローラに送信する。受信機または
コントローラは、これらの電気信号をグルコース値に相関する。いくつかの実施形態では
、安全性の懸念のために、所与の測定時間に２つ以上の間質グルコース測定値を提供する
ために、冗長ＣＧＭが使用される。いくつかの実施形態では、冗長ＣＧＭは、患者の異な
る部分に位置する、１つ以上の付加的なＣＧＭ（同じＣＧＭ）であってもよい。他の実施
形態では、冗長性は、センサの全てが患者の上の同様の場所に導入される、単一ＣＧＭ装
置上に統合される１つ以上のセンサによって提供されてもよく、いくつかの実施形態では
、同じ自動挿入器を使用する。いくつかの実施形態では、１つ以上の冗長センサは、患者
に異なる深度で導入されるセンサであってもよく、例えば、４つの冗長センサがある場合
、各センサは、患者に異なる深度で導入される。
【００３８】
　冗長センサは、付加的な安全性を提供する。センサ測定値は、送達するインスリンの量
を判定する際に使用するために、システムが測定値を受け入れるべきか否か、またはどの
測定値をシステムが受け入れるべきかを判定するために種々の方法を使用してもよい、プ
ロセッサに送信されてもよい。例えば、プロセッサは、値が例えば６％以上変化するか否
かを判定してもよく(他の実施形態では、異なる割合は、異なってもよく、１つ以上の較
正技法に基づいて判定および／または特定されてもよい)次いで、測定値は、送達に使用
されなくてもよく、再較正（すなわち、指先穿刺による）が必要とされる。プロセッサが
１つのセンサから信号を受信しなければ、プロセッサは、そのセンサを無視するようにプ
ログラムされてもよい。全ての冗長センサが同一または同様の値（再度、事前にプログラ
ムされてもよい、または所定であってもよい割合以内）を読み取る場合には、システムに
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確信があるほど、値が正確に近い。
【００３９】
　いくつかの実施形態では、冗長センサは、異なる方法で較正されてもよい。例えば、１
つのセンサが、他のセンサよりも感受性が高くなるように較正されてもよい。いくつかの
実施形態では、種々のセンサが、異なるダイナミックレンジに同調される。例えば、２つ
のセンサが使用される場合、２つのセンサのそれぞれが異なる範囲に同調され、一方は低
血糖値に対して感受性が非常に高くなるように同調され、他方は高血糖値に同調される。
例えば、低く同調されたセンサが６０ｍｇ／ｄｌを読み取っている場合、システムは、セ
ンサが患者の中にあって読み取っていることを認識する。高く同調されたセンサが２５０
ｍｇ／ｄｌを読み取っている場合、システムは、センサが患者の中にあって読み取ってい
ることを確認してもよい。他の実施形態では、冗長センサは、時定数に基づいて同調され
てもよく、すなわち、１つのセンサが次のセンサよりも速く読み取る等である。
【００４０】
　いくつかの実施形態では、患者は、所与の日に、データをコントローラ/システムに提
供する較正センサが常にあるように、１つ以上のＣＧＭの導入を交互交代にしてもよい。
いくつかの実施形態では、１つ以上のＣＧＭは、埋込型ＣＧＭである。
【００４１】
　種々の実施形態では、システムは、患者の種々の症状／健康または他の検体を感知する
、１つ以上の付加的なセンサを含んでもよい。感知された症状は、例示的実施形態では、
患者のインスリン必要量に影響を及ぼす、検体または他の健康指標である。付加的なセン
サは、以下のうちの１つ以上を含んでもよいが、それらに限定されない。
【００４２】
　心拍数センサ、
　１つ以上のホルモンに対する検体センサ、
　患者体温を監視するサーミスタ、
　医療用流体温度を監視する温度センサ
　加速度計、
　ジャイロスコープ、
　慣性計測装置（「ＩＭＵ」）、
　呼吸数モニタ、
　カルボックスシメトリセンサ、
　ガルバニック皮膚、
　アドレナリンセンサ、
　酸素飽和センサ、
　水和センサ、
　白血球数センサ、および／または
　信号伝達ホルモンセンサ。
【００４３】
　加えて、センサのうちの１つ以上は、いくつかの実施形態では、その全体で参照するこ
とにより本明細書に組み込まれる、２００９年４月１６日に公開され、Ｍｉｃｒｏｎｅｅ
ｄｌｅ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ（Ｇ３４）と題された、米国出願
公開第ＵＳ－２００９－００９９５２２号で説明されているものと同様の極小針センサと
して具現化されてもよい。
【００４４】
　いくつかの実施形態では、システムは、少なくとも１つの慣性計測装置（「ＩＭＵ」）
を含んでもよい。種々の実施形態では、任意の種類のＩＭＵが使用されてもよい。いくつ
かの実施形態では、ＩＭＵは、センサの組み合わせを使用して、運動を感知することが可
能なデバイスである。種々のＩＭＵは、例えば、加速度計および／またはジャイロスコー
プの組み合わせを使用して、感知の種類、速度、および方向を含むが、それらに限定され
ない、重力に対する配向を測定するように、１つ以上の加速度計および／または１つ以上
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のジャイロスコープを含んでもよい。少なくとも１つのＩＭＵから収集されたデータは、
ユーザが動いているか否かを判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
、収集されたデータは、ユーザが眠っているか、または倒れたかを判定するために使用さ
れてもよい。他の実施形態では、ＩＭＵは、ユーザが行っている活動の種類、例えば、走
ること、スキーをすること、テニスをすること等を示してもよい、ユーザの速度および方
向変化を判定するために使用されてもよい。したがって、少なくとも１つのＩＭＵは、ユ
ーザの運動を判定するために使用されてもよく、データは、コントローラによって制御さ
れ、プロセッサによって使用されてもよい。
【００４５】
　ユーザの運動を判定するための少なくとも１つのＩＭＵの使用が本明細書で説明されて
いるが、少なくとも１つのＩＭＵは、血中酸素センサを含むがそれに限定されない、ユー
ザの運動または活動を判定する、任意の１つ以上の種々のデバイスおよびセンサと併せて
使用されてもよいことを理解されたい。いくつかの実施形態では、ＩＭＵは、Ｍｉｃｒｏ
ｓｔｒａｉｎ，Ｉｎｃ．，Ｗｉｌｌｉｓｔｏｎ，ＶＴによるＭＩＣＲＯＳＴＲＡＩＮ（登
録商標）３ＤＭ－ＧＸ１（登録商標）であってもよい。いくつかの実施形態では、ＩＭＵ
は、ポンプの中またはコントローラの中に位置してもよく、ユーザによって、またはユー
ザ上で装着される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、使用される
ＩＭＵは、加速度計およびジャイロスコープを含む、３軸ＩＭＵであってもよい。いくつ
かの実施形態では、ＩＭＵは、３つの加速度計および３つのジャイロスコープを含んでも
よい。これらのＩＭＵは、ピッチ、ロール、およびヨーに関する出力を含む。しかしなが
ら、これらのデバイスは、大きい、および／または重くてもよく、および／または大量の
所要電力を有してもよい。したがって、いくつかの実施形態では、少なくとも１つの加速
度計および少なくとも１つのジャイロスコープを含む、ＩＭＵを使用することが望ましく
てもよい。
【００４６】
　いくつかの実施形態では、ユーザが運動をしているか、または別様にストレスを受けて
いるか、あるいは、インスリン感度またはインスリン必要量を変化させる場合がある状況
を経験しているかを判定するために、心拍数モニタ、呼吸数モニタ、アドレナリンセンサ
、サーミスタ、および／または水和センサのうちの１つ以上が使用されてもよいが、それ
らに限定されない。いくつかの実施形態では、予期しないグルコースデータに寄与する場
合がある、ユーザが脱水状態となり得るか否かを判定するために、水和センサが使用され
る。いくつかの実施形態では、予期しない結果を予測する、および／または温度が推奨さ
れるよりも高い、あるいは低いときに、ユーザに注意／警告するために使用されてもよい
、インスリンを含んでもよい医療用流体の温度を監視するために、温度センサが使用され
てもよい。種々の他の実施形態では、付加的なセンサが使用されてもよい。種々の実施形
態では、１つ以上のセンサが使用されてもよく、これらのセンサは、ユーザの上、ポンプ
の中、および／またはコントローラの中で、および／または別個のデバイスとして、ある
いはそれらの組み合わせで使用されてもよい。
【００４７】
　コントローラは、少なくとも１つのユーザインターフェースとして、また、ＣＧＭ／セ
ンサ、ポンプ、および制御システムを伴う患者／ユーザのインターフェース用の中央ユー
ザインターフェースとしての機能も果たす。本明細書の目的で、コントローラは、患者、
「ユーザ」、介護者、医療介護提供者、またはそれらの組み合わせによってプログラムさ
れてもよい。しかしながら、この説明の目的で、「患者」または「患者／ユーザ」あるい
は「ユーザ」という用語は、コントローラに情報を入力する、または患者に介護を提供す
るためにコントローラを利用する誰かを指す。例示的実施形態では、システムコントロー
ラは、無線、例えば、無線周波数（「ＲＦ」）通信および／または他の種類の遠隔通信を
介して、種々のシステム構成要素と通信する。例示的実施形態では、コントローラは、グ
ラフィカルユーザインターフェース（「ＧＵＩ」）および１つ以上の入力デバイス、例え
ば、ボタン、容量性スライダ、ジョグホイール、タッチスクリーン、キーパッド、電子キ
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ーパッド、および任意の他の入力デバイスを含む。コントローラはまた、少なくとも１つ
のプロセッサも含むが、例示的実施形態では、コントローラは、少なくとも２つのプロセ
ッサ、制御プロセッサ、および安全性プロセッサを含む。これらのプロセッサは、冗長プ
ロセッサ、または、冗長処理を提供する、あるいは相互の処理をチェックする２つの異な
るプロセッサであってもよい。
【００４８】
　コントローラのいくつかの実施形態は、少なくとも１つの「事象」または特殊ボタン、
例えば、「食事」ボタン、「運動」ボタン、および「ボーラス」ボタンを含んでもよい。
いくつかの実施形態では、コントローラは、単一の「事象」ボタンを含有してもよい。こ
のボタンを押す、または作動させることにより、潜在的な事象のリストを含んでもよい、
事象メニューをユーザにもたらしてもよく、そのうちの１つ以上は、ユーザにとってカス
タマイズ可能であってもよい。
【００４９】
　全ての事象ボタンに関して、これらのボタンは、押されると、例えば、運動、食事、ま
たはボーラスに対する処理論理に、患者／ユーザが直接入力することを可能にする、メニ
ューまたは処理論理を患者／ユーザにもたらす。次いで、論理は、付加的な情報、例えば
、どれだけ長く運動が続くことが予期されるか、どれだけ厳しいか、どれだけ多くの食物
か（すなわち、どれだけ多くの炭水化物か）、血糖インデックス、食物の脂肪含有量およ
びタンパク質含有量を入力するように、患者／ユーザに問い合せを行ってもよい。ボーラ
スに関して、患者／ユーザは、一連のボタン押下を使用することによって、または、イン
スリンの要求された容量、すなわち、インスリンの単位を入力するために、別の入力デバ
イス、すなわち、ジョグホイール、ボタン、またはスライダを使用することによって、ボ
ーラスの容量を入力することが可能となる。いくつかの実施形態では、ユーザインターフ
ェースは、当技術分野で公知であるインスリンポンプおよびポンプコントローラ上で見出
されるのと同じ特徴のうちの多くを含む。
【００５０】
　例示的実施形態では、コントローラはまた、「細片読取機」、例えば、「指先の穿刺」
または「指先穿刺」の測定値で使用するためのグルコース試験細片を受け入れる空間も含
み、例えば、患者が指を指し、「指先穿刺」に塗布するために指からの血液を使用する。
「細片読取機」は、電気化学試験を使用して、血液の血糖値を判定する。細片読取機は、
予期しない、または異常な測定値を二重にチェックするように、あるいは、ＣＧＭ故障の
場合にＣＧＭへのバックアップとして、ＣＧＭを較正するために使用されてもよい。いく
つかの実施形態では、細片読取機は、グルコース測定器等の別個のデバイスであってもよ
い。これらの実施形態では、グルコース測定器が指先穿刺測定値を無線で受信してもよく
、または、ユーザが測定値をコントローラに手動で入力してもよい。
【００５１】
　ＧＵＩは、カラーＧＵＩ、ブラックオングレイスクリーン、および／またはタッチスク
リーン、あるいはその他であってもよい。ＧＵＩは、加えて、音声コマンドを受け入れる
、および／または与え、および／または要求に応じて拡大を提供してもよい。
【００５２】
　コントローラは、加えて、少なくとも１つのスピーカを含み、いくつかの実施形態では
、少なくとも１つの振動モータを含む。いくつかの実施形態では、コントローラは、その
全体で参照することにより本明細書に組み込まれる、２００８年８月２１日に公開され、
Ｄｅｖｉｃｅ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｆｏｏｄ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（Ｆ２
１）と題された、米国出願公開第ＵＳ－２００８－０１９８０１２号で説明されている特
徴のうちのいずれか１つ以上を含んでもよい。
【００５３】
　コントローラは、いくつかの実施形態では、少なくとも１つのＣＧＭを含むがそれに限
定されない、少なくとも１つセンサ用の受信機としての機能を果たす。そのようなものと
して、ユーザは、新しいセンサが体内に導入されたときをコントローラに示す。いくつか
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の実施形態では、ユーザは、加えて、例えば、右腹部、左腹部、右腕、左腕、右臀部、左
臀部、右足、左足等を含むが、それらに限定されない、ユーザの身体上のセンサの場所を
入力してもよい。これは、センサが身体上の異なる領域中で異なって機能してもよいよう
に、望ましくてもよい。コントローラがこのデータを記録し、処理するにつれて、コント
ローラは、身体の同じ領域からの「ラグ」および／または「ドリフト」情報を示す、過去
のプロファイル情報に基づいて、センサを較正してもよい。
【００５４】
　種々の実施形態における医療用流体ポンプ／注入ポンプ／インスリンポンプ／流体ポン
プは、インスリンを含む医療用流体を送達するために使用され、１つ以上の流体を送達す
るための１つ以上の貯留部を含んでもよい（したがって、種々の貯留部が、同じ流体、ま
たは異なる流体を含有してもよい）。いくつかの実施形態では、医療用ポンプは、２つ以
上の種類のインスリン（例えば、上記で説明される種類のうちの１つ以上）を送達しても
よい。しかしながら、いくつかの実施形態では、２つ以上の貯留部を含む医療用ポンプが
、インスリンおよび少なくとも１つの逆調節ホルモン、例えば、グルカゴンを送達するた
めに使用されてもよい。医療用ポンプは、それらの全体で参照することにより本明細書に
組み込まれる、２００７年９月２０日に公開され、Ｐａｔｃｈ－Ｓｉｚｅｄ　Ｆｌｕｉｄ
　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ（Ｅ７２）と題された米
国出願公開第ＵＳ－２００７－０２１９４８０号、２００７年１２月１１日に発行され、
Ｌｏａｄｉｎｇ　Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ　ｆｏｒ　Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｐｕｍｐ（Ｃ５４）
と題された米国特許第７，３０６，５７８号、２００９年３月３日に発行され、Ｏｐｔｉ
ｃａｌ　Ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔ　Ｓｅｎｓｏｒ　ｆｏｒ　Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｄｅｖ
ｉｃｅｓ（Ｄ７８）と題された米国特許第７，４９８，５６３号、２００７年１０月４日
に公開され、Ｆｌｕｉｄ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ
（Ｅ７０）と題された米国出願公開第ＵＳ－２００７－０２２８０７１号、２００７年９
月２０日に公開され、Ｐｕｍｐｉｎｇ　Ｆｌｕｉｄ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｓｙｓｔｅｍｓ
　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｕｓｉｎｇ　Ｆｏｒｃｅ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ａｓｓ
ｅｍｂｌｙ（Ｅ７１）と題された米国出願公開第ＵＳ－２００７－０２１９４９６号、２
００７年９月２０日に公開され、Ａｄｈｅｓｉｖｅ　ａｎｄ　Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　Ｓ
ｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｄｅｖｉｃｅｓ（Ｅ
７３）と題された米国出願公開第ＵＳ－２００７－０２１９５９７号、２００８年１２月
３１日に公開され、Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｐｕｍｐ　Ａｓｓｅｍｂｌｙ（Ｇ７５）と題され
た米国出願公開第１２／３４７，９８５号、２００８年１２月３１日に公開され、Ｗｅａ
ｒａｂｌｅ　Ｐｕｍｐ　Ａｓｓｅｍｂｌｙ（Ｇ７６）と題された米国特許出願第１２／３
４７，９８２号、２００８年１２月３１日に公開され、Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｐｕｍｐ　Ａ
ｓｓｅｍｂｌｙ（Ｇ７７）と題された米国特許出願第１２／３４７，９８１号、２００８
年１２月３１日に公開され、Ｐｕｍｐ　Ａｓｓｅｍｂｌｙ　Ｗｉｔｈ　Ｓｗｉｔｃｈ（Ｇ
７９）と題された米国特許出願第１２／３４７，９８４号、２００９年４月１６日に公開
され、Ｍｉｃｒｏｎｅｅｄｌｅ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ（Ｇ３４
）と題された、米国出願公開第ＵＳ－２００９－００９９５２２号、および２００９年４
月１６日に公開され、Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｐｕｍｐ　Ａｓｓｅｍｂｌｙ（Ｇ４６）と題さ
れた、米国出願公開第ＵＳ－２００９－００９９５２３号で説明されているポンプのうち
のいずれか、または複数の貯留部を収容する、その修正であってもよい。
【００５５】
　システムは、コントローラ上の１つ以上の振動モータおよび／または１つ以上のススピ
ーカ、ならびにいくつかの実施形態では、医療用ポンプ上の１つ以上の振動および／また
はスピーカモータを含むが、それらに限定されない、1つ以上のアラームを含んでもよい
。いくつかのアラームは、いくつかの実施形態では、進行性アラームであってもよく、す
なわち、アラームの種類に応じて、アラームが次第により大きく、または活発になる。ア
ラームは、高血糖、低下する血糖または低い血糖、閉塞、空またはほぼ空の貯留部、取り
外されたカニューレ、取り外されたセンサ、または患者が認識することを希望し得る任意
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の他の状態を含むが、それらに限定されない、無数の状態のうちのいずれかを示すために
使用されてもよい。
【００５６】
　いくつかの実施形態では、アラームシステムは、さらにポンプおよびコントローラとは
別の信号増幅器を含んでもよい。増幅器は、アラーム信号を受信し、アラームを増幅して
もよい。信号増幅器は、いくつかの実施形態では、ポンプおよび／またはコントローラか
ら無線伝送を受信してもよい、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
、信号増幅器は、例えば、別のデバイスに信号伝達して、テレビまたはステレオをオンに
し、電話が鳴るように自動的に誘起してもよく、または、いくつかの実施形態では、アラ
ームが患者／ユーザによって確認されない場合、信号増幅器は、患者／ユーザによって事
前にプログラムされる緊急サービスまたは緊急連絡番号に電話をしてもよい。
【００５７】
　いくつかの実施形態では、患者／ユーザは、異なる事象／時刻に対して異なる種類のア
ラームを選択してもよい。これらの選択は、事前にプログラムされてもよく（例えば、午
後６時から午前６時までの毎晩、アラーム状態が感知された場合に夜間アラームシーケン
スが使用される）、または所望される時に選択されてもよい（例えば、水泳前に、メニュ
ーを使用して、患者／ユーザが、例えば、振動のみであってもよい「水泳アラーム」を選
択してもよい）。コントローラは、例示的実施形態では、患者／ユーザが、いくつかの状
況に対して漸増または進行性アラームを選択し、他の状況に対して振動を選択してもよい
ように、アラームに関して完全にプログラム可能であってもよい。患者／ユーザによって
プログラムされてもよい付加的なアラーム状態は、アラームを無音にするために必要な状
態を含むが、それに限定されない（例えば、夜間アラーム無音状態は、患者が状態を確認
することなく睡眠中にアラームをオフにしないことを確実にするために、一連の入力を必
要としてもよい）。
【００５８】
　システムは、１つ以上のカニューレが患者から取り外されたときを判定するために、１
つ以上の指標を使用してもよい。いくつかの実施形態では、カニューレが患者から取り外
されたか否かを判定するために、伝導性センサが使用されてもよい。いくつかの実施形態
では、カニューレは、カニューレの周囲の伝導パッド、例えば、中央プロセッサに電気的
に連結された２つの電極を含むパッドを含んでもよい。カニューレが取り外された場合、
インスリンがパッドの中へ送達され、したがって、パッドの伝導性を変化させる。
【００５９】
　ここで図３を参照すると、いくつかの実施形態では、システムで使用されるカニューレ
は、抜去の視覚的指標として機能する２つ以上の管類の色を含むカニューレであってもよ
い。例示目的で、管類の色は、異なるハッチマークで表される。例えば、カニューレの先
端は赤であってもよく、中央は青であってもよく、端は透明の管類であってもよい。した
がって、患者は、目視検査を介してカニューレが患者から取り外されているか否かを判定
してもよい。
【００６０】
　システムは、１つ以上のＣＧＭセンサが故障したか、または、誤ったか、あるいは不正
確な情報を提供しているか否かを判定するように、１つ以上の完全性試験を含んでもよい
。「誤った」または「不正確な」情報という用語は、ＣＧＭ測定値と指先穿刺測定値との
間の差異率として定義されてもよい。差異率は、ＣＧＭ測定値が指先穿刺測定値よりも高
い割合または低い割合であるときを指してもよい。いくつかの実施形態では、例えば、指
先穿刺とＣＧＭとの間の３０％差異より高い任意の数が、「誤った情報」または「不正確
な情報」と称されてもよい。他の実施形態では、この割合は、３０％よりも高い、または
低くてもよい。いくつかの実施形態では、この割合は、ユーザとＣＧＭシステムとの間で
変化してもよい。
【００６１】
　いくつかの実施形態では、温度完全性試験が使用されてもよい。いくつかのＣＧＭセン
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サは、温度偏移の程度ごとにドリフトを経験する場合がある。これらのＣＧＭセンサにつ
いて、いくつかの実施形態では、温度がより高く、または低く変調される場合、システム
は、ＣＧＭ値の同様の割合および／または比例ドリフトを予期する。いくつかの実施形態
では、システムは、最初に指先穿刺を行うようにユーザを促し、次いで、温度偏移に遭遇
し、第２の指先穿刺測定値を採取し、ならびにＣＧＭ測定値に注目してもよい。これは、
ＣＧＭの完全性試験を提供してもよい。いくつかの実施形態では、システムは、このよう
にユーザを促してもよく、かつ温度偏移（ポンプまたはコントローラの中の温度センサに
よって判定され得る）を待ち、次いで、第２の指先穿刺を行うようにユーザを促してもよ
い。次いで、システムは、温度偏移の前および後に、指先穿刺測定値をＣＧＭ測定値と比
較してもよい。温度による偏移を経験することが予期される、特定のＣＧＭが偏移しない
場合には、これは、ＣＧＭシステムの完全性が低下しているという指標であってもよい。
これらの場合において、システムは、このエラーについてユーザに通知し、制御の半閉ま
たは閉ループシステムの継続を中止する。
【００６２】
　いくつかの実施形態では、システムは、ＣＧＭセンサにごく近接する領域中で、皮膚の
下の領域の中へ少量のグルコースを注射するようにユーザに促してもよい。少量のグルコ
ースは、特定の濃度のグルコースを含有する溶液であってもよい。システムは、注射後の
短時間にＣＧＭからグルコース測定値の増加を予期してもよい。いくつかの実施形態では
、この同じ試験が同じユーザで実施される場合、および溶液が以前に使用されたものと同
一である場合、および注射が同じ方式で、かつセンサに関して以前と同じ領域で実施され
た場合、ユーザの反応の結果およびプロファイルは、システムの中にあってもよく、した
がって、システムは、新しい結果を古い結果または古い結果の平均と比較してもよい。Ｃ
ＧＭ測定値がグルコースの割合を示さない、または古い結果あるいは限界内の古い結果の
平均に一致しない場合には、これは、ＣＧＭシステムの完全性が低下しているという指標
であってもよい。これらの場合において、システムは、このエラーについてユーザに通知
し、制御の半閉または閉ループシステムの継続を中止する。
【００６３】
　いくつかの実施形態では、システムは、要求に応じて指先穿刺測定値を採取するように
ユーザに促してもよい。この測定値は、システム完全性チェックとして、および／または
１つ以上のＣＧＭセンサを較正するために使用されてもよい。完全性チェックとしての要
求に応じた指先穿刺に関して、指先穿刺測定値が、ある割合以内のＣＧＭ測定値を確認し
ない場には、これは、ＣＧＭシステムの完全性が低下しているという指標であってもよい
。これらの場合において、システムは、このエラーについてユーザに通知し、制御の半閉
または閉ループシステムの継続を中止する。較正としての要求に応じた指先穿刺に関して
、指先穿刺測定値が、ある割合以内のＣＧＭ測定値を確認しない場には、これは、ＣＧＭ
システムの完全性が低下しているかもしれないという指標であってもよい。システムは、
第２の指先穿刺を入力して、第１の指先穿刺測定値を確認するようにユーザに要求しても
よい。第２の指先穿刺測定値の後に、第２の測定値が第１の測定値を確認する場合、シス
テムが再開してもよく（測定値がＣＧＭ完全性を確認する場合）、または完全性が低下さ
れる場合があることを測定値が確認する場合、システムは、エラーについてユーザに通知
し、制御の半閉または閉ループシステムの継続を中止してもよい。
【００６４】
　いくつかの実施形態では、要求に応じた指先穿刺に関して、システムが指先穿刺を要求
し、システムが、所定の時間量、例えば、５分または１０分以内に指先穿刺測定値を受信
しない場合、システムは、デフォルトで閉ループまたは半閉ループモードを終了してもよ
い。これは、付加的な安全性を提供し、また、いくつかの実施形態では、システムが、信
頼性のあるＣＧＭ測定値を確保するために頻繁な較正を必要としてもよいため、ＣＧＭ測
定値の精度を増加させてもよい。
【００６５】
　本明細書で説明される種々の完全性試験に関して、いくつかの実施形態では、システム
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エラーまたはアラートを送信するよりもむしろ、いくつかの実施形態では、かつ場合によ
っては、完全性チェックのうちのいずれかを用いて、システムは、予期されるそこからの
ＣＧＭ測定値の差異率を判定し、それに応じて測定値を調整してもよい。
【００６６】
　いくつかの実施形態では、ＣＧＭは、ユーザがセンサに圧力を印加している、例えば、
睡眠中にセンサに寝返りを打ったときに、異なる、または「不良」データを提供してもよ
い。いくつかの実施形態では、システムは、これらの時間の間にセンサをオフにしてもよ
く、加えて、コントローラ画面上に指標アラートを含んでもよい。いくつかの実施形態で
は、ユーザが睡眠時であることをコントローラが感知すると、システムがシャットダウン
してもよく、ある経過時間量、例えば、３０分後に、システムがセンサをオンにしてもよ
い。問題／圧力が自ら訂正した場合には、システムが再開してもよい。これは、夜間に目
を覚ますよりもむしろ、ユーザが睡眠を継続し、おそらく、自らセンサから圧力を取り除
くことを可能にするために望ましくてもよい。いくつかの実施形態では、シャットダウン
中に、インスリンの送達も停止する。
【００６７】
　いくつかの実施形態では、経過時間後に、システムが自ら訂正しなければ、システムが
警報を鳴らし、システムがシャットダウンをしたことをユーザに警告する。
【００６８】
　少なくとも部分的閉ループ方法を使用して糖尿病を管理するために、説明されたシステ
ムの構成要素は、そのうちのいくつかが本明細書で説明される、種々の方法に従って、イ
ンスリン、およびいくつかの実施形態では、逆調節ホルモン、例えば、グルカゴンの制御
された容量を送達するために使用されてもよい。例示的実施形態では、制御方法は、（ユ
ーザによって要求される、または送達されるようにユーザによって事前にプログラムされ
る、インスリンの容量を測定することとは対照的に）患者に実際に送達されるインスリン
または他の流体の容量を積極的に測定する能力を含むシステムの使用、少なくとも１つの
ＣＧＭおよびユーザインターフェース、ならびに少なくとも部分的な閉ループアルゴリズ
ムに対する命令を含有する過程に依存する。上記でさらに詳細に説明されるように、他の
センサおよびデータ入力モデルも含まれてもよい。しかしながら、いくつかの実施形態で
は、ポンプが実際に患者に送達しているインスリンまたは他の流体の容量を積極的に測定
しないポンプも、使用されてもよい。これらの実施形態では、（機械的誤動作または閉塞
が検出されない限り、または検出されるまで）患者に送達される容量がプロセッサによっ
て要求された容量であるという仮定が立てられる。
【００６９】
　図６を参照すると、患者１２が、医療用流体ポンプ１４、センサ装置１６を装着し、コ
ントローラ１８を保持して示されている。センサ装置１６は、１つ以上のＣＧＭ、および
１つ以上の付加的なセンサを含有してもよい。センサは、データをコントローラ１８に伝
送する。医療用流体ポンプ１４は、それらの全体で参照することにより本明細書に組み込
まれる、２００７年９月２０日に公開され、Ｐａｔｃｈ－Ｓｉｚｅｄ　Ｆｌｕｉｄ　Ｄｅ
ｌｉｖｅｒｙ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ（Ｅ７２）と題された米国出願
公開第ＵＳ－２００７－０２１９４８０号、２００７年１０月４日に公開され、Ｆｌｕｉ
ｄ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ（Ｅ７０）と題された
米国出願公開第ＵＳ－２００７－０２２８０７１号、２００７年９月２０日に公開され、
Ｐｕｍｐｉｎｇ　Ｆｌｕｉｄ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏ
ｄｓ　Ｕｓｉｎｇ　Ｆｏｒｃｅ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ａｓｓｅｍｂｌｙ（Ｅ７１）
と題された米国出願公開第ＵＳ－２００７－０２１９４９６号、２００７年９月２０日に
公開され、Ａｄｈｅｓｉｖｅ　ａｎｄ　Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ
　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｄｅｖｉｃｅｓ（Ｅ７３）と題された米国
出願公開第ＵＳ－２００７－０２１９５９７号、２００８年１２月３１日に公開され、Ｉ
ｎｆｕｓｉｏｎ　Ｐｕｍｐ　Ａｓｓｅｍｂｌｙ（Ｇ７５）と題された米国出願公開第１２
／３４７，９８５号、２００８年１２月３１日に公開され、Ｗｅａｒａｂｌｅ　Ｐｕｍｐ



(20) JP 6288903 B2 2018.3.7

10

20

30

40

50

　Ａｓｓｅｍｂｌｙ（Ｇ７６）と題された米国特許出願第１２／３４７，９８２号、２０
０８年１２月３１日に公開され、Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｐｕｍｐ　Ａｓｓｅｍｂｌｙ（Ｇ７
７）と題された米国特許出願第１２／３４７，９８１号、２００８年１２月３１日に公開
され、Ｐｕｍｐ　Ａｓｓｅｍｂｌｙ　Ｗｉｔｈ　Ｓｗｉｔｃｈ（Ｇ７９）と題された米国
特許出願第１２／３４７，９８４号、２００９年４月１６日に公開され、Ｍｉｃｒｏｎｅ
ｅｄｌｅ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ（Ｇ３４）と題された、米国出
願公開第ＵＳ－２００９－００９９５２２号、および２００９年４月１６日に公開され、
Ｉｎｆｕｓｉｏｎ　Ｐｕｍｐ　Ａｓｓｅｍｂｌｙ（Ｇ４６）と題された、米国出願公開第
ＵＳ－２００９－００９９５２３号で示され、説明されているパッチポンプのうちのいず
れか１つと同様のパッチポンプとして示されている。パッチポンプ１４は、（いくつかの
実施形態では、患者／ユーザによる制御を可能にするユーザインターフェースも含んでも
よいが）コントローラによって制御され、情報をコントローラ１８に伝送する。したがっ
て、コントローラは、１つ以上のセンサおよびポンプに関する情報を受信する。加えて、
コントローラは、ユーザからの入力、例えば、事象を受信し、かつ指先穿刺測定値または
指先穿刺データの手動入力を受信してもよい。加えて、コントローラは、いくつかの実施
形態では、食物またはグルコース測定値等に関する情報を無線で受信してもよい。いくつ
かの実施形態では、コントローラは、音声認識を含み、したがって、これらの実施形態で
は、コントローラは、音声を介してコマンドを受信してもよい。
【００７０】
　本明細書で説明される制御方法は、例示的実施形態では、システムに対するユーザ較正
を含んでもよい。ユーザ較正とは、ユーザに対してシステムを較正することを指す。これ
は、規定の事象の間または後に、規定のときにＣＧＭデータを収集することを含んでもよ
いが、それに限定されない。これらは、本明細書で挙げられる実施例のうちの１つ以上を
含んでもよいが、それらに限定されない。
【００７１】
　規定の事象は、システムが要求する任意の事象、例えば、絶食事象、運動事象、食事事
象、および／または睡眠事象を含んでもよい。システムは、ユーザが「絶食事象」を受け
ることを規定してもよい。いくつかの実施形態では、これは、ある期間中に絶食するよう
にユーザに促すことを含んでもよい。例えば、絶食時間は、午前０時から午前１０時の間
、午前９時から午後２時の間、午後２時から午後７時の間、および午後７時から午前０時
の間を含んでもよいが、それらに限定されない。これらは、朝の絶食、昼食の絶食、夕食
の絶食、および一晩の絶食に相関してもよい。システムは、この時間中に周期的測定値を
採取して、ユーザを特性化またはプロファイルしてもよい。いくつかの実施形態では、シ
ステムは、この時にＣＧＭの検証として、ある間隔で指先穿刺を実施するように、ユーザ
に要求し、促してもよい。これらの結果として生じるプロファイルは、基礎設定変更を推
奨すること、異常を識別すること、および／または基礎境界の変更を推奨することを含む
が、それらに限定されない、多くの方法で使用されてもよい。いくつかの実施形態では、
システムは、絶食プロファイルを１年に数回完成させるようにユーザに推奨する、または
促してもよく、または、システムがインスリン必要量またはＣＧＭデータの異常を識別す
ると、システムは、ポンプ、ＣＧＭ、またはコントローラシステム完全性に関連する潜在
的な問題を識別する、または、ユーザが境界および／または軌道あるいは速度等を再考慮
することを希望し得る時刻または事象を識別するよう、絶食プロファイルを完成させるよ
うにユーザを促してもよい。
【００７２】
　他の規定の事象は、１つ以上の運動事象を含んでもよい。これらの事象中、ユーザは、
行われている運動の種類を入力してもよい。システムは、定期的なＣＧＭ測定値を採取し
、事象中に指先穿刺検証を促してもよい。再度、絶食事象と同様に、システムは、運動プ
ロファイルを１年に数回完成させるようにユーザに推奨する、または促してもよく、また
は、システムがインスリン必要量またはＣＧＭデータの異常を識別すると、システムは、
ポンプ、ＣＧＭ、またはコントローラシステム完全性に関連する潜在的な問題を識別する
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、または、ユーザが境界および／または軌道あるいは速度等を再考慮することを希望し得
る時刻または事象を識別するよう、運動プロファイルを完成させるようにユーザを促して
もよい。いくつかの実施形態では、システムが促してもよく、またはユーザがこれらの事
象を要求してもよい。また、いくつかの実施形態では、例えば、無酸素事象、長時間の有
酸素事象、短時間の無酸素事象、長時間の無酸素事象等を含むが、それらに限定されない
、多くの異なる種類の運動事象が行われてもよい。このように、ユーザは、これらの事象
のうちのいずれかに着手している時をシステムに入力してもよく、したがって、システム
は、これらの事象中に異常および／または境界および／または軌道を考慮する推奨を識別
するために使用されてもよい、付加的なデータを収集してもよい。
【００７３】
　摂食事象が、システムまたはユーザからの要求によって実施されてもよい。摂食事象は
、摂食事象を識別するのにユーザおよび／またはシステムに役立ってもよい（ユーザがシ
ステムに事象を入力できなかった場合、システム自体がパターンを認識し、例えば、「食
事をしていますか？」という質問でユーザを促してもよい）。いくつかの実施形態では、
２種類以上の摂食事象が捕捉されてもよく、例えば、これらは、朝食、昼食、夕食、午前
の間食、午後の間食、および夜の間食を含むが、それらに限定されない。いくつかの実施
形態では、システムは、例えば、「キャンディバーを食べる」ことをユーザに要求しても
よい。これらの実施形態では、ユーザが、キャンディバーを選択し、入力を通して、キャ
ンディバーに関する情報をコントローラに入力してもよい。次いで、ユーザは、要求され
た較正を開始することを選択してもよい。ユーザは、キャンディバーを食べてもよく、コ
ントローラは、この時間の間に、種々のグルコースまたは他の種類のデータを収集しても
よい。したがって、システムは、同じキャンディバーに対して、および／または同一また
は同様の状況下で、その特定の時間におけるキャンディバーに対して、後に使用されても
よい、このキャンディバーの「プロファイル」を収集する。いくつかの実施形態では、シ
ステムは、較正日の間に、非運動較正に対して「運動なし」を特定してもよい。いくつか
の実施形態では、システムは、ユーザが「運動し」、次いで、特定の食事を食べることを
特定してもよい。それぞれの場合において、ユーザは、コントローラと相互作用し、食事
の種類および持続時間、および／または、運動の種類および／または持続時間を含むが、
それらに限定されない、種々の情報を入力してもよい。
【００７４】
　一般に、患者較正とは、患者のインスリン感受性、患者における所与のインスリンの全
反応時間（および動態プロファイル）、体脂肪指数、特定の食物または食物の種類に対す
る血糖プロファイル、特定の運動に対する血糖プロファイル（種類／厳しさおよび持続時
間の両方）、現在の薬剤、他の疾患、および、夜間／睡眠、疾病、就業日、授業日、試験
期間、週末、旅行、および同等物、すなわち、システムがその経験／状況に対する血糖プ
ロファイルを習得するために患者（または介護者、医療介護提供者）が役立たせるのに十
分頻繁に患者が経験し得る、任意の生活状況のうちの１つ以上であるが、それらに限定さ
れないものに対する血糖プロファイルのうちのいずれか１つ以上であるが、それらに限定
されないものに対して、システムを較正することを指す。
【００７５】
　いったん上記のうちのいずれか（またはその他）に対する患者較正が完了すると、シス
テムは、較正の種類のうちのいずれかに対する予期しない結果（すなわち、予期しない血
糖プロファイル）を識別することが可能であってもおい。いくつかの実施形態では、シス
テムは、予期しない結果により、１つ以上の較正が反復されなければならない、または反
復されるべきであることを患者に警告してもよい。
【００７６】
　患者／ユーザは、これらの警告のときに対する選好をプログラムし、例えば、警告また
は所与の較正を誘起する、予期された割合から外れた割合を事前にプログラムしてもよい
。したがって、患者／ユーザは、特定／事前設定の逸脱に基づいて警告および再較正を制
限してもよい。また、患者／ユーザは、警告を無効にしてもよい。さらに、患者／ユーザ
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は、逸脱が夜間に３％である場合に警告が誘起されることを選好してもよい一方で、スト
レスを受けている間には１０％を選好してもよい。
【００７７】
　いくつかの実施形態では、コントローラは、種々の状況に対する較正のメニューを含ん
でもよい。いくつかの実施形態では、患者は、較正メニューに追加する、および／または
メニューをカスタマイズする能力を有してもよい。患者が状況のうちのいずれかを経験し
ている場合、患者は、この情報をコントローラに入力してもよく、したがって、プロセッ
サ／コントローラは、測定値およびインスリン送達を較正と比較することを知る。また、
プロセッサは、各状況に対するデータを記憶し、データから習得する、すなわち、このデ
ータに基づいて送達を調整してもよい。
【００７８】
　いくつかの実施形態では、予期しない結果がある場合、ユーザは、逸脱／予期しない結
果を説明する機会を有してもよい。例えば、患者が食事をする意向であり、この情報をシ
ステムに入力したが食べられなかった、例えば、気が変わった、または忘れた場合、シス
テムは、血糖測定値を見直す際に、患者の血糖値が予期されるように上昇しておらず、し
たがって、これが予期される値からの逸脱として適格であってもよいと見なしてもよい。
システムは、逸脱について患者に警告してもよく、患者は、意図された食事が行われなか
ったことを入力する（メニューまたはその他を通して）。
【００７９】
　他の実施形態では、ユーザが事象をシステムに入力しておらず、システムが、ＣＧＭま
たは指先穿刺データを通して、事象と同様のプロファイルを感知する、または予期しない
結果を示すプロファイルが、ＣＧＭ故障、カニューレ故障、インスリン機能不全（例えば
、閉塞、温度または加齢による減少した活性等）によるものであり得る場合、システムは
、インスリンの送達の容量またはスケジュールを変更しなくてもよく、むしろ、システム
は、インスリン送達のスケジュールを変更する前に、付加的な情報、例えば、事象を入力
するようにユーザに促してもよい。例えば、ユーザが食事事象をシステムに入力せず、シ
ステムが、ＣＧＭまたは指先穿刺データを通して、時刻にとって特徴的ではない血糖値を
感知する、および／または事前にプログラムされた基礎境界を超えることをシステムに要
求する場合、システムは、その時刻に許容されるよりも多量のインスリンが送達されるこ
とが要求されてもよい、すなわち、容量が事前にプログラムされた境界を超えてもよい、
または、送達が１日の最大容量を超えるという指標があることを、ユーザに警告してもよ
い。いくつかの実施形態では、ユーザは、警告から事前にプログラムされた時間以内、例
えば、５分以内に、事象または付加的な情報を入力する機会を有してもよい。入力された
情報は、例えば、所定のプロファイルに基づいて、血糖データを確認してもよく、または
情報が血糖データを確認しなければ、予期しない血糖データは、予期および予想されない
ことが発生したという指標であってもよく、ユーザに警告し、閉ループまたは半閉ループ
システムをシャットダウンしてもよい。これらの実施形態では、ユーザが、予期しない血
糖データを説明する情報を提供できなかった場合、閉ループまたは半閉ループシステムは
シャットダウンしてもよい。
【００８０】
　種々の実施形態では、閉ループおよび／または半閉ループシステムは、最初にユーザに
通知せずにシャットダウンしなくてもよく、すなわち、システムは、無音シャットダウン
、例えば、シャットダウンする前にユーザに通知することがないシャットダウンを行わな
い。
【００８１】
　いくつかの実施形態では、上記で論議されるように、システムは、ＣＧＭセンサにごく
近接する領域中で、皮膚の下の領域の中へ少量のグルコースを注射するようにユーザに促
してもよい。少量のグルコースは、特定の濃度のグルコースを含有する溶液であってもよ
い。システムは、注射後の短時間にＣＧＭからグルコース測定値の増加を予期してもよい
。システムは、注射後の短時間にＣＧＭからグルコース測定値の増加を予期してもよい。
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いくつかの実施形態では、この同じ試験が同じユーザで実施された場合、および溶液が以
前に使用されたものと同一である場合、および注射が同じ方式で、かつセンサに関して以
前と同じ領域で実施された場合、ユーザの反応の結果およびプロファイルは、システムの
中にあってもよく、したがって、システムは、新しい結果を古い結果または古い結果の平
均と比較してもよい。しかしながら、この手順は、加えて、ユーザ較正過程で使用されて
もよく、その場合、ユーザの結果として生じるグルコースプロファイルは、ユーザにおけ
るXグラムの即効炭水化物からの予期された反応の参照として、システムによって使用さ
れてもよい。このプロファイルは、いくつかの実施形態では、予測または感知された低血
糖発作を治療するように、ある種類の間食をユーザに推奨するために使用されてもよい。
【００８２】
　種々の制御アルゴリズムが、少なくとも部分的閉ループシステムに適用されてもよい。
いくつかの実施形態では、適用される制御アルゴリズムは、患者／ユーザ選択される。い
くつかの実施形態では、種々の制御アルゴリズムは、患者選択されるパラメータを含む。
【００８３】
　制御アルゴリズムは、患者／ユーザによって、いつでもオンまたはオフにされてもよい
。種々のアルゴリズムが、異なるときに使用されてもよく、患者駆動される。したがって
、例示的実施形態では、患者／ユーザが、所与のアルゴリズムの使用に対する制御を維持
し、そのアルゴリズムは、いつでも無効にされてもよい。
【００８４】
　以下で説明されるアルゴリズムのうちのいずれか１つ以上は、いつでも使用されてもよ
い。アルゴリズムのいくつかの実施例が以下で論議されるが、上記で説明されるシステム
の種々の実施形態は、患者／ユーザが所望する任意の制御アルゴリズムと併せて使用され
てもよい。したがって、少なくとも部分的にインスリンの送達を制御するために使用され
るコントローラ上に容易に統合される、付加的なアルゴリズムが開発されてもよい。
【００８５】
　制御アルゴリズムは、例示的実施形態では、コントローラ上に存在する。しかしながら
、いくつかの実施形態では、制御アルゴリズムは、コントローラに加えて、またはコント
ローラの代わりに、ポンプ上に存在してもよい。無数の制御アルゴリズムが制御システム
によってアクセスされてもよい。制御システムは、任意の制御アルゴリズムによって利用
されてもよい、いくつかの患者特有の入力を受信してもよい。これらの入力は、患者較正
を含む。
【００８６】
　いくつかの実施形態では、システムは、ネットワーク操作センター（「ＮＯＣ」）を含
む。ＮＯＣは、活動およびリソースを協調させるために使用されてもよい。ＮＯＣは、ネ
ットワーク接続を介して、または無線で、コントローラおよび／またはポンプと通信して
もよい。コントローラ／ポンプから遠隔にあるＮＯＣは、コントローラまたはポンプより
も優れた処理能力を含んでもよく、したがって、適応型ソフトウェアを含んでもよい。い
くつかの実施形態では、ＮＯＣは、人工知能および／または臨床ソフトウェアを含んでも
よい。したがって、これらの実施形態では、ポンプまたはコントローラ（あるいは、ユー
ザのパーソナルコンピュータまたは「ＰＣ」）よりもむしろ、ＮＯＣが、臨床ソフトウェ
アのホストになる。これは、ソフトウェア改ざんを防止し、また、ソフトウェア更新のた
めの中心点を提供するためにも望ましくてもよい。これらの更新は、ネットワークを介し
て、ポンプおよび／またはコントローラおよび／またはユーザのＰＣ上にダウンロードさ
れてもよい。
【００８７】
　いくつかの実施形態では、患者／ユーザは、時間範囲または他の特性化された経験に対
する「標的血糖値」または「標的血糖範囲」を特定し、すなわち、運動、疾病、夜間、食
事前、食事後、食事中等に対する標的範囲のうちの１つ以上を含むが、それらに限定され
ない。これらの標的値は、与えられる許可に基づいて、患者／ユーザによっていつでも変
更されてもよい（すなわち、いくつかの実施形態では、特定のユーザ、すなわち、患者お
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よび介護者のみが、標的値を変更する許可またはアクセスを有する）。
【００８８】
　患者較正データとともに、１つ以上のセンサからのデータを使用して、制御アルゴリズ
ムは、患者へのインスリンの送達を制御するための方法としての機能を果たす。
【００８９】
　利用されてもよい１つのアルゴリズムは、部分的閉ループアルゴリズムである。これは
、インスリンの送達の閉ループ制御を提供するが、「範囲」または「一式の許可」以内の
アルゴリズムを指す。例えば、ここで図４を参照すると、「有界ボーラス」アルゴリズム
の実施形態が示されている。この実施形態では、「ボーラス」インスリンがコントローラ
によって送達するために要求されてもよい時間である、「ボーラスウィンドウ」をユーザ
が特定する。特定されたボーラスウィンドウ内で、コントローラは、インスリンの特定の
「有界」容量を送達することのみが可能となるか、または送達する許可のみを有する。異
なる解釈をすると、有界ボーラスアルゴリズムは、特定のボーラスウィンドウ中に特定の
容量を超えるインスリンの送達を防止する。
【００９０】
　いくつかの実施形態では、ボーラスが必要とされると患者／ユーザが判定する場合、患
者／ユーザは、「有界ボーラス」アルゴリズムを要求し、持続時間および容量の許可を入
力してもよい。
【００９１】
　いくつかの実施形態では、ユーザは、例えば、１５単位といった、コントローラが送達
してもよい最大ボーラス容量である、「ボーラス最大値」を特定してもよい。いくつかの
実施形態では、ユーザは、例えば、４０単位といった、２４時間の期間中に送達されるボ
ーラスインスリンの全容量を制限する「２４時間ボーラス最大値」を特定してもよい。
【００９２】
　種々の実施形態では、これらの境界のうちの１つ以上は、ユーザによって特定され、事
前にプログラムされてもよい。種々の実施形態では、特定の容量が送達されるべきである
が、特定の容量が１つ以上の境界を超えることをコントローラが血糖値から判定する場合
、コントローラは、付加的な情報を入力するようにユーザを促してもよく、または１つ以
上の境界が満たされていることをユーザに警告した後にシャットダウンしてもよい。利用
されてもよい別のアルゴリズムは、閉ループボーラスアルゴリズムである。これは、アル
ゴリズムによって判定される時間および容量において、患者較正ならびに事象および標的
に関する情報に基づいて、インスリンを送達するコントローラの能力を指す。したがって
、閉ループアルゴリズムは、無数のセンサまたは他の入力からのデータを使用し、インス
リンの送達のための適切な時間および容量を判定する。
【００９３】
　上記で説明される部分的閉ループボーラスアルゴリズムと同様に、部分的閉ループ基礎
とは、インスリンの送達の閉ループ制御を提供するが、「範囲」または「一式の許可」以
内のアルゴリズムを指す。例えば、ここで図５を参照すると、「有界ボーラス」アルゴリ
ズムの実施形態が示されている。この実施形態では、「基礎」インスリンがコントローラ
によって送達するために要求されてもよい時間である、「基礎ウィンドウ」をユーザが特
定する。特定された基礎ウィンドウ内で、コントローラは、インスリンの特定の「有界」
容量を送達することのみが可能となるか、または送達する許可のみを有する。異なる解釈
をすると、有界基礎アルゴリズムは、特定の基礎ウィンドウ中に特定の容量を超えるイン
スリンの送達を防止する。いくつかの実施形態では、患者／ユーザは、事前にプログラム
された基礎速度を有してもよい。いくつかの実施形態では、事前にプログラムされた速度
の数は、１～１００であってもよい。有界基礎アルゴリズムを使用して、患者／ユーザは
、コントローラが、事前にプログラムされたパラメータ以内であるが、特定の要求時間枠
にわたって基礎速度を変更する／変化させることを可能にする。例えば、システムは、事
前選択された期間中に基礎速度を増加または減少できるようになってもよいが、速度は「
有界」となり、すなわち、システムは、事前選択された有界範囲内のみであるが、期間中
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に基礎速度を自由に変化させることができる。システムは、事前選択された期間にわたっ
て、有界速度よりも高い、または低い速度で送達できるようにはならない。
【００９４】
　「有界」アルゴリズムのいくつかの実施形態では、システムは、有界範囲が延長される
ことを患者／ユーザに推奨してもよい。これらの実施形態では、患者／ユーザは、システ
ムが有界範囲を超えて送達するために合意する／許可を与える必要がある。いくつかの実
施形態では、システムは、１回の送達のための有界範囲外で送達する許可を推奨してもよ
い。他の実施形態では、システムは、推奨された期間にわたって有界範囲外で送達する許
可を推奨してもよい。
【００９５】
　いくつかの実施形態では、ユーザは、例えば、毎時間２単位といった、コントローラが
送達してもよい基礎速度である、「基礎速度最大値」を特定してもよい。いくつかの実施
形態では、ユーザは、例えば、４０単位といった、２４時間の期間中に送達されるボーラ
スインスリンの全容量を制限する、「２４時間基礎最大値」を特定してもよい。
【００９６】
　種々の実施形態では、これらの境界のうちの１つ以上は、ユーザによって特定され、事
前にプログラムされてもよい。種々の実施形態では、特定の容量が送達されるべきである
が、特定の容量が１つ以上の境界を超えることを、コントローラが血糖値から判定する場
合、コントローラは、付加的な情報を入力するようにユーザを促してもよく、または１つ
以上の境界が満たされていることをユーザに警告した後にシャットダウンしてもよい。利
用されてもよい別のアルゴリズムは、閉ループ基礎アルゴリズムである。これは、アルゴ
リズムによって判定される時間および容量において、患者較正ならびに事象および標的に
関する情報に基づいて、インスリンを送達するコントローラの能力を指す。したがって、
閉ループアルゴリズムは、無数のセンサまたは他の入力からのデータを使用し、インスリ
ンの送達のための適切な時間および容量を判定する。
【００９７】
　別のアルゴリズムは、完全閉ループアルゴリズムである。したがって、システムには、
「基礎」および「ボーラス」送達の両方に対して、インスリン送達の時間および容量を判
定するための完全制御が与えられる。したがって、このアルゴリズムのいくつかの実施形
態では、システムは、「基礎」および「ボーラス」送達を区別しなくてもよく、むしろ、
システムは、患者較正および無数の患者センサから受信されたデータに基づいてインスリ
ンを送達する。閉ループアルゴリズムのいくつかの実施形態では、システムはまた、事象
／経験に関するユーザ入力を受け入れ、送達時間および容量を計算する時に、これらの入
力を考慮してもよい。
【００９８】
　本明細書で説明されるシステムおよび方法の例示的実施形態では、システムによって使
用される任意のアルゴリズムについて、予期しない結果が発生した場合、システムは自動
的にシャットダウンしてもよい。いくつかの実施形態では、システムは、自動シャットダ
ウンを推奨してもよいが、患者／ユーザ確認を要求する。他の実施形態では、システムは
、一連の増大するアラームを使用して患者／ユーザに通知することを含む、自動シャット
ダウンの方法を採用してもよく、システムが確認を受信しない場合は、自動的にシャット
ダウンする。
【００９９】
　システムの例示的実施形態では、ユーザは、所定の間隔にわたってシステムがユーザか
らいずれの入力も受信しなかった場合に、自動シャットダウン手順を事前にプログラムし
てもよい。例えば、患者が午前６時から午前１０時までの間に指先穿刺測定値を採取して
いない場合、システムは、自動シャットダウン手順を経験してもよい。例示的実施形態で
は、これらの事前にプログラムされた自動シャットダウン手順および時間枠は、患者／ユ
ーザによって特定されてもよい。
【０１００】
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　いくつかの実施形態では、指先穿刺測定値およびＣＧＭ測定値が、システムによって許
容可能であるか、または患者／ユーザによって事前にプログラムされるよりも高い割合だ
け変化する場合に、自動シャットダウン手順が誘起されてもよい。いくつかの実施形態で
は、同様に、自動シャットダウン手順は、システムで使用されるセンサのうちのいずれか
１つ以上から受信されたデータに基づいて誘起されてもよい。
【０１０１】
　種々の実施形態では、閉ループおよび／または半閉ループシステムは、予期されないグ
ルコースデータおよび／または予期されないインスリン必要量を含んでもよいが、それら
に限定されない異常を検出する。いずれか一方は、システム構成要素のうちのいずれか１
つ以上が故障している、または故障したという、および／または、ユーザが、例えば、高
炭水化物食、長時間の食事、長時間の運動、新しい運動、および／またはストレスのうち
の１つ以上を含むが、それらに限定されない、予期しない事象および／または事象からの
予期しない結果を体験または経験しているという指標であってもよい。本明細書で開示さ
れる半閉および／または閉ループシステムの例示的実施形態では、システムが異常を検出
すると、システムがシャットダウンしてもよい。
【０１０２】
　いくつかの実施形態では、異常は、「良好な」制御であってもよい。例えば、いくつか
の実施形態では、血糖データが複数の測定値と比べて一貫および／または安定した血糖測
定値を示す場合、これは、１つ以上のＣＧＭセンサが故障した、または故障していること
、および／または血糖測定器が故障したことを示してもよい。したがって、予期しないグ
ルコースデータは、予想外に「高い」または予想外に「低い」を指すだけでなく、むしろ
予想外に一貫していることを指してもよい。
【０１０３】
　さらに、いくつかの実施形態では、グルコースデータが予期しない低血糖事象を示す場
合、これは、インスリンポンプが故障を経験しているという、またはユーザが予期しない
事象を体験している（その場合、上記で論議されるように、システムは、シャットダウン
する前にさらなる情報についてユーザを促してもよい）という指標であってもよい。
【０１０４】
　いくつかの実施形態では、１つ以上のセンサが、ユーザによって示されるような、また
はグルコースデータによって示されるような「事象」を確認しない場合、これは１つ以上
のセンサが故障したという指標であってもよい。したがって、これが検出された異常であ
ると、システムがシャットダウンしてもよい。
【０１０５】
　いくつかの実施形態では、異常が検出された場合、コントローラは、例えば、「大丈夫
ですか？」といった質問でユーザを促してもよい。ユーザが「はい」と応答する場合、シ
ステムは、故障があることを確認し、シャットダウンしてもよい。代替として、ユーザが
「いいえ」と応答した場合、これは、ユーザに発生している予期しない事象、例えば、ス
トレスまたは疾病があることを示してもよく、システムがシャットダウンしてもよい。い
くつかの実施形態では、システムは、指先穿刺を入力するようにユーザを促してＣＧＭデ
ータを確認してもよく、いくつかの実施形態では、ＣＧＭセンサを較正するために指先穿
刺データを使用してもよい。
【０１０６】
　いくつかの実施形態では、完全性試験として、または較正として、システムは、１つ以
上の基礎送達を意図的に送達せず、結果として生じるセンサおよび／またはグルコースデ
ータを記録してもよい。これは、治療法を最適化するために使用されてもよい、各基礎送
達のグルコースデータへの影響を示すデータを提供してもよい。例えば、システムは、意
図的に送達されない送達からの較正データに基づいて、より良好に基礎を調整してもよい
。この情報はまた、インスリン感受性を判定するために使用されてもよい。
【０１０７】
　例示的実施形態では、コントローラが意図的に送達されない送達を制定する場合、ユー
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ザは、送達されない送達の前に通知されてもよく、いくつかの実施形態では、ユーザは、
この較正を容認または拒否するように促されてもよい。いくつかの実施形態では、ユーザ
が所定の時間領内に応答できなかった場合、システムは較正を進めなくてもよい。
【０１０８】
　いくつかの実施形態では、システムは、（アルゴリズムまたは軌道に基づいて）要求さ
れた基礎の割合を加算または減算することによって、インスリン感受性試験を実施しても
よい。例えば、いくつかの実施形態では、システムは、ある持続時間にわたって１０％基
礎を減算または加算し、少なくとも１つのセンサデータを記録してもよい。これは、定期
的に、例えば、毎月、または種々の事象、例えば、睡眠、運動等の間に実施されてもよい
。これらの較正は保存され、システムは、インスリン感受性を判定するか、または、いく
つかの実施形態では、再び実施される較正を要求するようにシステムを促してもよい、イ
ンスリン感受性の変化を識別するように、それらを再度参照してもよい。したがって、シ
ステムは、別の較正を促してもよい、考えられる予期しないデータを識別するために使用
されてもよい、プロファイルを日常的に作成する。これらの実施形態では、システムは、
インスリン感受性因子および基礎速度を日常的に最適化している。
【０１０９】
　いくつかの実施形態では、閉ループ制御であろうと半閉ループ制御であろうと、システ
ムは、開ループシステムとして初期化してもよく、いくつかの実施形態では、徐々に閉ル
ープまたは半閉ループシステムに変換してもよい。いくつかの実施形態では、開ループ起
動は、閉ループまたは半閉ループシステムに遷移する前に、所定の時間量、例えば、３時
間にわたって実施することを要求されてもよい。いくつかの実施形態では、システムは、
遷移前の起動時に最小数の較正を実施することを要求されてもよい。
【０１１０】
　いったんシステムに遷移の準備ができると、いくつかの実施形態では、遷移は段階的で
あってもよい。いくつかの実施形態では、システムは、事前設定された基礎送達による送
達であってもよい。いくつかの実施形態では、事前設定された基礎送達は、そのときのそ
のユーザに対する平均または要求より少ない割合、例えば、１０％、２０％等であっても
よい。いくつかの実施形態では、事前設定された基礎送達は、要求よりも５０％少なく開
始してもよく、次いで、０％少ない比率に到達するまで、４０％、次いで３０％に進んで
もよい。したがって、各ステップで、システムは、少なくとも１つのグルコースセンサか
らのデータ、いくつかの実施形態では付加的なセンサからのデータ、および／または指先
穿刺データに基づいて、次のセットに進むことが安全であるか否かを判定してもよい。
【０１１１】
　いくつかの実施形態では、システムは、グルコースデータを分析し、偏位が発生したと
きを判定する。偏位は、事前にプログラムされた標的範囲外にあるグルコース測定値とし
て定義されてもよい。システムのいくつかの実施形態では、多くの異なる標的が、時間ま
たは事象によって事前にプログラムされてもよい。偏位は、「時間」または「事象」に対
して定義されてもよい。例えば、食事事象中に、ユーザのグルコースが食事前の標的グル
コース値を上回って上昇し、次いで、標的内の値に戻ることが予期されてもよい。したが
って、システムは、食事ボーラス後の最初の１２０分間の１つの標的定義と、食事ボーラ
ス後の１２０～１８０分間の別の定義とを含んでもよい。
【０１１２】
　いずれの場合でも、システムは、ユーザが「偏位」に費やした１日あたりの全時間量を
判定してもよい。これは、インスリン感受性、炭水化物比、標的、および／または境界を
含むが、それらに限定されない、１つ以上の事前にプログラムされた値のうちの１つ以上
をユーザが再評価するために、付加的なデータを提供してもよい。いくつかの実施形態で
は、システムは、ユーザの血糖値の「等級」または「格付け」を含んでもよい。等級また
は格付けは、平均血糖値、標的内で費やされた全時間量、偏位に費やされた全時間量、血
糖値が所定の割合よりも大きい割合で変化していた全時間量、および／または標的を下回
って費やされた全時間量を含むが、それらに限定されない、１つ以上を考慮することによ
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って判定されてもよい。いくつかの実施形態では、これらの因子のうちの１つ以上は、格
付け方法でより重視されてもよく、例えば、偏位に費やされた全時間量は、標的を下回っ
て費やされた全時間量よりも重視されてもよい。いくつかの実施形態では、等級または格
付けは、標的を上回って、または下回って費やされた全時間量をより重視することによっ
て判定されてもよい。いくつかの実施形態では、血糖値が所定の割合よりも大きい割合で
変化していた全時間量が、他の因子よりも重視されてもよい。
【０１１３】
　いくつかの実施形態では、平均血糖値は、「予測された」Ａ１Ｃレベルと相関があって
もよい。例えば、ユーザが過去９０日間で１３５ｍｇ／ｄｌの平均血糖値を有する場合、
システムは、これが６．０％のＡ１Ｃレベルに変換する見込みであることをユーザに示し
てもよい。
【０１１４】
　上記で論議されるように、システムの種々の実施形態は、参照することにより本明細書
に組み込まれる、種々の注入ポンプのうちの１つ以上を含んでもよい。以下は、システム
のいくつかの実施形態で使用されてもよい、注入ポンプのいくつかの実施形態の説明であ
る。
【０１１５】
　図７～９を参照すると、注入ポンプアセンブリ１００は、再利用可能な筐体アセンブリ
１０２を含んでもよい。再利用可能な筐体アセンブリ１０２は、圧縮に抵抗する、硬質ま
たは剛性プラスチック等の任意の好適な材料から構築されてもよい。例えば、耐久性材料
および部品の使用は、より長く持続し、より耐久性のある再利用可能な部分を提供し、そ
の中に配置された構成要素にさらに優れた保護を提供することによって、品質を向上させ
、費用を削減する。
【０１１６】
　再利用可能な筐体アセンブリ１０２は、ポンプアセンブリ１０６および少なくとも１つ
の弁アセンブリ１０８を有する、機械制御アセンブリ１０４を含んでもよい。再利用可能
な筐体アセンブリ１０２はまた、１つ以上の制御信号を機械制御アセンブリ１０４に提供
し、ユーザへの注入可能な流体の基礎および／またはボーラス送達を達成するように構成
される、電気制御アセンブリ１１０を含んでもよい。使い捨て筐体アセンブリ１１４は、
流体経路を通る注入可能な流体の流動を制御するように構成されてもよい、弁アセンブリ
１０８を含んでもよい。再利用可能な筐体アセンブリ１０２はまた、流体経路からユーザ
に注入可能な流体を送出するように構成されてもよい、ポンプアセンブリ１０６を含んで
もよい。
【０１１７】
　電気制御アセンブリ１１０は、送出された、および／または送出されている注入可能な
流体の量を監視し、制御してもよい。例えば、電気制御アセンブリ１１０は、容量センサ
アセンブリ１４８から信号を受信し、分注された注入可能な流体の量を計算し、ユーザに
よって必要とされる投与量に基づいて、十分な注入可能な流体が分注されたか否かを判定
してもよい。十分な注入可能な流体が分注されていない場合、電気制御アセンブリ１１０
は、より多くの十分な注入可能な流体が送出されるべきであると判定してもよい。付加的
な必要投与量が送出されてもよいように、電気制御アセンブリ１１０は、適切な信号を機
械制御アセンブリ１０４に提供してもよく、または付加的な投与量が次の投与量とともに
分注されてもよいように、電気制御アセンブリ１１０は、適切な信号を機械制御アセンブ
リ１０４に提供してもよい。代替として、過剰な量の注入可能な流体が分注された場合、
より少ない注入可能な流体が次の投与量で分注されてもよいように、電気制御アセンブリ
１１０は、適切な信号を機械制御アセンブリ１０４に提供してもよい。
【０１１８】
　機械制御アセンブリ１０４は、少なくとも１つの形状記憶アクチュエータ１１２を含ん
でもよい。ポンプアセンブリ１０６および／または機械制御アセンブリ１０４の弁アセン
ブリ１０８は、少なくとも１つの形状記憶アクチュエータ、例えば、ワイヤまたはバネ構
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成の形状記憶ワイヤであってもよい、形状記憶アクチュエータ１１２によって作動させら
れてもよい。形状記憶アクチュエータ１１２は、機械制御アセンブリ１０４を作動させる
ために使用される熱および／または電気エネルギーのタイミングおよび量を制御してもよ
い、電気制御アセンブリ１１０に動作可能に接続され、かつそれによって起動されてもよ
い。形状記憶アクチュエータ１１２は、例えば、温度とともに形状を変化させる、伝導性
形状記憶合金ワイヤであってもよい。形状記憶アクチュエータ１１２の温度は、加熱器に
より、またはより便宜的には、電気エネルギーの印加によって変化させられてもよい。形
状記憶アクチュエータ１１２は、ＮＩＴＩＮＯＬＴＭまたはＦＬＥＸＩＮＯＬ（登録商標
）等の、ニッケル／チタン合金で構築された形状記憶ワイヤであってもよい。
【０１１９】
　注入ポンプアセンブリ１００は、注入ポンプアセンブリ１００によって注入される流体
の量を監視するように構成される、容量センサアセンブリ１４８を含んでもよい。例えば
、容量センサアセンブリ１４８は、例えば、音響容量感知を採用してもよい。音響容量測
定技術は、その全ての開示全体が参照することによって本明細書に組み込まれるＤＥＫＡ
　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐに譲渡された米国特許第
５，５７５，３１０号および第５，７５５，６８３号、ならびに米国特許出願公開第ＵＳ
２００７／０２２８０７１Ａ１号、第ＵＳ２００７／０２１９４９６Ａ１号、第ＵＳ２０
０７／０２１９４８０Ａ１号、第ＵＳ２００７／０２１９５９７Ａ１の主題である。例え
ば、ドップラーベースの方法、羽根またはフラッパ弁と組み合わせたホール効果センサの
使用、ひずみビームの使用（例えば、可撓性部材の偏向を感知するように、流体貯留部上
の可撓性部材に関係付けられる）、プレートを用いた容量性感知の使用、または熱的飛行
時間方法といった、流体流量を測定するための他の代替技法も使用されてもよい。１つの
そのような代替技法は、その開示全体が参照することによって本明細書に組み込まれる、
２００７年２月９日出願のＦｌｕｉｄ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍ
ｅｔｈｏｄｓと題された米国特許出願第１１／７０４，８９９で開示されている。注入ポ
ンプアセンブリ１００は、容量センサアセンブリ１４８によって生成される容量測定が、
フィードバックループを通して、ユーザに注入される注入可能な流体の量を測定するため
に使用されてもよいように、構成されてもよい。
【０１２０】
　注入ポンプアセンブリ１００はさらに、使い捨て筐体アセンブリ１１４を含んでもよい
。例えば、使い捨て筐体アセンブリ１１４は、単回使用のために、または、特定された期
間、例えば、３日間または任意の他の時間量にわたる使用のために構成されてもよい。使
い捨て筐体アセンブリ１１４は、注入可能な流体と接触する注入ポンプアセンブリ１００
の中の任意の構成要素が、使い捨て筐体アセンブリ１１４上および／または内に配置され
るように、構成されてもよい。例えば、貯留部を含む流体経路またはチャネルが、使い捨
て筐体アセンブリ１１４内に位置付けられてもよく、単回使用のために、または廃棄前の
特定された使用回数のために構成されてもよい。使い捨て筐体アセンブリ１１４の使い捨
ての性質は、注入ポンプアセンブリ１００の衛生を向上させてもよい。
【０１２１】
　図１０も参照すると、使い捨て筐体アセンブリ１１４は、再利用可能な筐体アセンブリ
１０２に解放可能に係合するように構成されてもよく、注入可能な流体（図示せず）、例
えば、インスリンを受容するための貯留部１１８を有する、空洞１１６を含む。そのよう
な解放可能な係合は、例えば、ネジ式、ツイストロック、または圧縮嵌合構成によって達
成されてもよい。使い捨て筐体アセンブリ１１４および／または再利用可能な筐体アセン
ブリ１０２は、特定配向での係合のために、使い捨て筐体アセンブリ１１４および再利用
可能な筐体アセンブリ１０２を整合させるのを支援するように構成される、整合アセンブ
リを含んでもよい。同様に、基部結節１２０および最上部結節１２２が、整合および完全
係合の指標として使用されてもよい。
【０１２２】
　空洞１１６は、使い捨て筐体アセンブリ１１４によって少なくとも部分的に形成され、
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それと一体化してもよい。空洞１１６は、貯留部１１８を少なくとも部分的に画定するた
めの膜アセンブリ１２４を含んでもよい。貯留部１１８はさらに、使い捨て筐体アセンブ
リ１１４によって、例えば、使い捨て筐体アセンブリ１１４の基礎部分１２８に形成され
る陥凹１２６によって画定されてもよい。例えば、膜アセンブリ１２４は、陥凹１２６上
に配置され、基礎部分１２８に取り付けられ、それにより、貯留部１１８を形成してもよ
い。膜アセンブリ１２４は、シール１３０が膜アセンブリ１２４と基礎部分１２８との間
に形成されるように、接着、熱融着、および／または圧縮嵌合等の従来の手段によって、
基礎部分１２８に取り付けられてもよい。膜アセンブリ１２４は、可撓性であってもよく
、膜アセンブリ１２４と基礎部分１２８の陥凹１２６との間に形成される空間は、貯留部
１１８を画定してもよい。貯留部１１８は、加圧されず、流体経路（図示せず）と流体連
通してもよい。膜アセンブリ１２４は、少なくとも部分的に折り畳み式であってもよく、
空洞１１６は、通気アセンブリを含み、それにより、注入可能な流体が貯留部１１８から
流体経路に送達されるにつれて、貯留部１１８の中の真空の蓄積を有利に防止してもよい
。好ましい実施形態では、膜アセンブリ１２４は、完全に折り畳み式であり、したがって
、注入可能な流体の完全な送達を可能にする。空洞１１６は、貯留部１１８が注入可能な
流体で充填されたときでさえも、常にいくらかの空隙があることを確実にするのに十分な
空間を提供するように構成されてもよい。
【０１２３】
　本明細書で説明される膜および貯留部は、シリコーン、ＮＩＴＲＩＬＥ、および、本明
細書で説明されるように機能するための所望の弾力性および特性を有する、任意の他の材
料を含むが、それらに限定されない材料から作られてもよい。加えて、他の構造が同じ目
的を果たすことができる。
【０１２４】
　部分的に折り畳み式の非加圧貯留部の使用は、貯留部の中の流体が枯渇するにつれて、
貯留部の中の空気の蓄積を有利に防止してもよい。通気された貯留部の中の空気の蓄積は
、エアポケットが貯留部に含有された流体と貯留部の隔壁との間に介在するように、特に
システムが傾転された場合に、貯留部からの流体の流出を防止することができる。システ
ムの傾転は、装着型デバイスとしての正常な動作中に予期される。
【０１２５】
　貯留部１１８は、従来、１日以上にわたる送達に十分なインスリン供給を保持するよう
にサイズ決定されてもよい。例えば、貯留部１１８は、約１．００～３．００ｍｌのイン
スリンを保持してもよい。３．００ｍｌインスリン貯留部は、潜在的ユーザの約９０％に
対する３日間供給にほぼ対応してもよい。他の実施形態では、貯留部１１８は、任意のサ
イズまたは形状であってもよく、任意の量のインスリンまたは他の注入可能な流体を保持
するように適合されてもよい。いくつかの実施形態では、空洞１１６および貯留部１１８
のサイズおよび形状は、空洞１１６および貯留部１１８が保持するように適合される、注
入可能な流体の種類に関係する。
【０１２６】
　使い捨て筐体アセンブリ１１４は、貯留部１１８の偶発的な圧縮を防止するように構成
される支持部材１３２（図９）を含んでもよい。貯留部１１８の圧縮は、経路流体を通っ
てユーザに押し進められている注入可能な流体の意図しない投与量をもたらしてもよい。
好ましい実施形態では、再利用可能な筐体アセンブリ１０２および使い捨て筐体アセンブ
リ１１４は、容易に圧縮可能ではない剛性材料で構築されてもよい。しかしながら、追加
予防策として、支持部材１３２は、注入ポンプアセンブリ１００およびその中の空洞１１
６の圧縮を防止するように、使い捨て筐体アセンブリ１１４内に含まれてもよい。支持部
材１３２は、基礎部分１２８からの剛性突起であってもよい。例えば、支持部材１３２は
、空洞１１６内に配置されてもよく、貯留部１１８の圧縮を防止してもよい。
【０１２７】
　上記で論議されるように、空洞１１６は、貯留部１１８が注入可能な流体で充填された
ときでさえも、常にいくらかの空隙があることを確実にするのに十分な空間を提供するよ
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うに構成されてもよい。したがって、注入ポンプアセンブリ１００が偶発的に圧縮された
場合、注入可能な流体は、カニューレアセンブリ１３６を通して押し進められてなくても
よい。
【０１２８】
　空洞１１６は、貯留部１１８が注入可能な流体で充填されることを可能にするように構
成される、隔壁アセンブリ１４６（図９）を含んでもよい。隔壁アセンブリ１４６は、ゴ
ムまたはプラスチックでできた従来の隔壁であってもよく、ユーザがシリンジまたは他の
充填デバイスから貯留部１１８を充填することを可能にするように構成される、１方向流
体弁を有してもよい。いくつかの実施形態では、隔壁１４６は、膜アセンブリ１２４の最
上部に位置してもよい。これらの実施形態では、空洞１１６は、針が空洞１１６に注入可
能な流体を導入しているときに隔壁シールの完全性を維持するように、隔壁の裏面の周囲
の領域を支持するための支持構造（例えば、図９の支持部材１３２）を含んでもよい。支
持構造は、空洞１１６に注入可能な流体を導入するための針の導入を依然として可能にし
ながら、隔壁を支持するように構成されてもよい。
【０１２９】
　注入ポンプアセンブリ１００は、例えば、空洞１１６の中へ突出してもよく、例えば、
貯留部１１８の過剰充填を防止してもよい、過剰充填防止アセンブリ（図示せず）を含ん
でもよい。
【０１３０】
　図１１～１３も参照すると、代替実施形態の注入ポンプアセンブリ５００が示されてい
る。ポンプアセンブリ１００、１００’と同様に、注入ポンプアセンブリ５００は、再利
用可能な筐体アセンブリ５０２と、使い捨て筐体アセンブリ５０４とを含んでもよい。
【０１３１】
　再利用可能な筐体アセンブリ４０２と同様に、再利用可能な筐体アセンブリ５０２は、
機械制御アセンブリ（少なくとも１つのポンプアセンブリと、少なくとも１つの弁アセン
ブリとを含む）を含む。再利用可能な筐体アセンブリ５０２はまた、制御信号を機械制御
アセンブリに提供し、ユーザへの注入可能な流体の送達を達成するように構成される、電
気制御アセンブリを含んでもよい。弁アセンブリは、流体経路を通る注入可能な流体の流
動を制御するように構成されてもよく、ポンプアセンブリは、流体経路からユーザに注入
可能な流体を送出するように構成されてもよい。
【０１３２】
　使い捨て筐体アセンブリ４０４と同様に、使い捨て筐体アセンブリ５０４は、単回使用
のために、または、特定された期間、例えば、３日間または任意の他の時間量にわたる使
用のために構成されてもよい。使い捨て筐体アセンブリ５０４は、注入可能な流体と接触
する注入ポンプアセンブリ５００の中の任意の構成要素が、使い捨て筐体アセンブリ５０
４上および／または内に配置されるように、構成されてもよい。
【０１３３】
　この注入ポンプアセンブリの特定の実施形態では、注入ポンプアセンブリ５００は、注
入ポンプアセンブリ５００の周囲に位置付けられるスイッチアセンブリ５０６を含んでも
よい。例えば、スイッチアセンブリ５０６は、注入ポンプアセンブリ５００の半径方向縁
に沿って位置付けられてもよく、それは、ユーザによる、より容易な使用を可能にしても
よい。スイッチアセンブリ５０６は、防水膜で覆われてもよく、および／または注入ポン
プアセンブリ５００の中への水の浸透を防止するように構成されるＯリングあるいは他の
密閉機構が、スイッチアセンブリ５０６の柄部５０７上に含まれてもよい。しかしながら
、いくつかの実施形態では、スイッチアセンブリ５０６は、外側被覆したゴムのボタンを
含み、したがって、防水膜またはＯリングを使用せずに防水シールとしての機能性を提供
してもよい。しかしながら、さらに他の実施形態では、外側被覆したゴムのボタンは、加
えて、防水膜で覆われてもよく、および／またはＯリングを含んでもよい。再利用可能な
筐体アセンブリ５０２は、主要本体部分５０８（上記の機械および電気制御アセンブリを
収納する）と、（矢印５１２の方向に）主要本体部分５０８の周りを回転するように構成
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されてもよい、係止リングアセンブリ５１０とを含んでもよい。
【０１３４】
　再利用可能な筐体アセンブリ４０２および使い捨て筐体アセンブリ４０４と同様に、再
利用可能な筐体アセンブリ５０２は、使い捨て筐体アセンブリ５０４に解放可能に係合す
るように構成されてもよい。そのような解放可能な係合は、例えば、ネジ式、ツイストロ
ック、または圧縮嵌合構成によって、達成されてもよい。ツイストロック構成が利用され
る実施形態では、注入ポンプアセンブリ５００のユーザは、最初に、使い捨て筐体アセン
ブリ５０４に対して再利用可能な筐体アセンブリ５０２を適正に位置付けてもよく、次い
で、（矢印５１２の方向に）係止リングアセンブリ５１０を回転させて、再利用可能な筐
体アセンブリ５０２を使い捨て筐体アセンブリ４０４と解放可能に係合させてもよい。
【０１３５】
　注入ポンプアセンブリ５００内に含まれる係止リングアセンブリ５１０が、係止リング
アセンブリ４１０よりも高くてもよいため（すなわち、矢印５１４によって示されるよう
に）、係止リングアセンブリ５１０は、ボタン５０６が通過してもよい通路５１６を含ん
でもよい。したがって、再利用可能な筐体アセンブリ５０２を組み立てるときに、係止リ
ングアセンブリ５１０は、（矢印５１８の方向に）主要本体部分５０８の上に設置されて
もよい。いったん係止リングアセンブリ５１０が主要本体部分５０８の上に設置されると
、１つ以上の係止タブ（図示せず）は、係止リングアセンブリ５１０が主要本体部分５０
８から除去されることを防止してもよい。次いで、通路５１６を通って突出するスイッチ
アセンブリ５０６の部分が、（矢印５２０の方向に）主要本体部分５０８に押込まれ、し
たがって、スイッチアセンブリ５０６の設置を完了してもよい。
【０１３６】
　ボタン５０６が、注入ポンプアセンブリ５００上の種々の場所で示されているが、ボタ
ン５０６は、他の実施形態では、注入ポンプアセンブリ５００上の望ましいどの場所に位
置してもよい。
【０１３７】
　係止リングアセンブリ５１０の使用を通して、再利用可能な筐体アセンブリ５０２は、
使い捨て筐体アセンブリ５０４に対して適正に位置付けられ、次いで、係止リングアセン
ブリ５１０を回転させることによって解放可能に係合され、したがって、使い捨て筐体ア
センブリ５０４に対して再利用可能な筐体アセンブリ５０２を回転させる必要性を排除し
てもよい。したがって、再利用可能な筐体アセンブリ５０２は、係合前に使い捨て筐体ア
センブリ５０４と適正に整列させられてもよく、そのような整列は、係合過程中に乱され
てはいけない。係止リングアセンブリ５１０は、再利用可能な筐体アセンブリ５０２およ
び使い捨て筐体アセンブリ５０４が相互に対して適正に位置付けられるまで、係止リング
アセンブリ５１０の回転を防止する、掛け金機構（図示せず）を含んでもよい。通路５１
６は、スイッチアセンブリ５０６の周囲での係止リング５１０の移動を可能にするように
、細長くてもよい。
【０１３８】
　図１４Ａ－１４Ｂおよび１５－１６も参照すると、再利用可能な筐体アセンブリ５０２
と、スイッチアセンブリ５０６と、主要本体部分５０８とを含むことが示される、注入ポ
ンプアセンブリ５００の種々の図が示されている。上記で論議されるように、主要本体部
分５０８は、複数の構成要素を含んでもよく、その実施例は、容量センサアセンブリ１４
８、プリント回路基板６００、振動モータアセンブリ６０２、形状記憶アクチュエータア
ンカ６０４、スイッチアセンブリ５０６、バッテリ６０６、アンテナアセンブリ６０８、
ポンプアセンブリ１０６、測定弁アセンブリ６１０、容量センサ弁アセンブリ６１２、お
よび貯留部弁アセンブリ６１４を含むが、それらに限定されない。明確性を向上させるた
めに、プリント回路基板６００は、プリント回路基板６００の下に位置付けられた種々の
構成要素の視認を可能にするように、図１４Ｂから除去されている。
【０１３９】
　プリント回路基板６００と電気的に連結されてもよい、種々の電気的構成要素は、接続
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をはんだ付けする必要なしで、電気的連結を可能にする、バネ付勢された端子を含んでも
よい。例えば、振動モータアセンブリ６０２は、振動モータアセンブリ６０２がプリント
回路基板６００上に位置付けられると、プリント回路基板６００上の対応する伝導性パッ
ドを圧迫するように構成される、１対のバネ付勢された端子（１つの正端子および１つの
負端子）を利用してもよい。しかしながら、例示的実施形態では、振動モータアセンブリ
６０２は、プリント回路基板に直接はんだ付けされる。
【０１４０】
　上記で論議されるように、容量センサアセンブリ１４８は、注入ポンプアセンブリ５０
０によって注入される流体の量を監視するように構成されてもよい。例えば、容量センサ
アセンブリ１４８は、その全ての開示全体が参照することにより本明細書に組み込まれる
、ＤＥＫＡ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐに譲渡された
米国特許第５，５７５，３１０号および第５，７５５，６８３号、ならびに、米国特許公
開第ＵＳ２００７／０２２８０７１Ａ１号、第ＵＳ２００７／０２１９４９６Ａ１号、第
ＵＳ２００７／０２１９４８０Ａ１号、第ＵＳ２００７／０２１９５９７Ａ１の主題であ
る音響容量感知を採用してもよい。
【０１４１】
　振動モータアセンブリ６０２は、注入ポンプアセンブリ５００のユーザに振動に基づい
た信号を提供するように構成されてもよい。例えば、バッテリ６０６（注入ポンプアセン
ブリ５００に電力供給する）の電圧が最小許容電圧を下回る場合、振動モータアセンブリ
６０２は、注入ポンプアセンブリ５００を振動させて、注入ポンプアセンブリ５００のユ
ーザに振動に基づいた信号を提供してもよい。形状記憶アクチュエータアンカ６０４は、
上記の形状記憶アクチュエータ（例えば、形状記憶アクチュエータ１１２）に対する載置
点を提供してもよい。上記で論議されるように、形状記憶アクチュエータ１１２は、例え
ば、温度とともに形状を変化させる、伝導性形状記憶合金ワイヤであってもよい。形状記
憶アクチュエータ１１２の温度は、加熱器により、またはより便宜的には、電気エネルギ
ーの印加によって、変化させられてもよい。したがって、形状記憶アクチュエータ１１２
の一方の端は、形状記憶アクチュエータアンカ６０４に強固に付加（すなわち、固着）さ
れてもよく、形状記憶アクチュエータ１１２の他方の端は、例えば、弁アセンブリおよび
／またはポンプアクチュエータに適用されてもよい。したがって、形状記憶アクチュエー
タ１１２に電気エネルギーを印加することによって、形状記憶アクチュエータ１１２の長
さが制御されてもよく、したがって、それが取り付けられる弁アセンブリおよびポンプア
クチュエータが操作されてもよい。
【０１４２】
　アンテナアセンブリ６０８は、例えば、注入ポンプアセンブリ５００と遠隔制御アセン
ブリとの間で、無線通信を可能にするように構成されてもよい。上記で論議されるように
、遠隔制御アセンブリは、ユーザが、注入ポンプアセンブリ５００をプログラムし、例え
ば、ボーラス注入事象を構成することを可能にしてもよい。上記で論議されるように、注
入ポンプアセンブリ５００は、（注入ポンプアセンブリ５００内の）流体経路を通る注入
可能な流体の流量を制御するように構成される、１つ以上の弁アセンブリを含んでもよく
、ポンプアセンブリ１０６は、流体経路からユーザに注入可能な流体を送出するように構
成されてもよい。この注入ポンプアセンブリ５００の特定の実施形態では、注入ポンプア
センブリ５００は、３つの弁アセンブリ、すなわち、測定弁アセンブリ６１０、容量セン
サ弁アセンブリ６１２、および貯留部弁アセンブリ６１４を含むことが示されている。
【０１４３】
　上記で論議されるように、図１６も参照すると、注入可能な流体は、貯留部１１８内に
貯蔵されてもよい。ユーザへの注入可能な流体の送達を達成するために、注入ポンプアセ
ンブリ５００内に含まれる処理論理（図示せず）が、形状記憶アクチュエータアンカ６０
４を使用して一方の端の上に固着されてもよい、形状記憶アクチュエータ１１２に通電し
てもよい。図１７Ａも参照すると、形状記憶アクチュエータ１１２は、ポンプアセンブリ
１０６および貯留部弁アセンブリ６１４の起動をもたらしてもよい。貯留部弁アセンブリ
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６１４は、貯留部弁アクチュエータ６１４Ａと、貯留部弁６１４Ｂとを含んでもよく、貯
留部弁アセンブリ６１４の起動は、貯留部弁アクチュエータ６１４Ａの下向きの変位、お
よび貯留部弁６１４Ｂの閉鎖をもたらし、貯留部１１８の効果的な隔離をもたらしてもよ
い。さらに、ポンプアセンブリ１０６は、ポンププランジャ１０６Ａと、ポンプチャンバ
１０６Ｂとを含んでもよく、ポンプアセンブリ１０６の起動は、ポンププランジャ１０６
Ａをポンプチャンバ１０６Ｂの中へ下向きに変位させ、（矢印６１６の方向に）注入可能
な流体の変位をもたらしてもよい。
【０１４４】
　容量センサ弁アセンブリ６１２は、容量センサ弁アクチュエータ６１２Ａと、容量セン
サ弁６１２Ｂとを含んでもよい。図１７Ｂも参照すると、容量センサ弁アクチュエータ６
１２Ａは、機械力を提供して容量センサ弁６１２Ｂを密閉する、バネアセンブリを介して
、閉鎖されてもよい。しかしながら、ポンプアセンブリ１０６が起動されるときに、変位
された注入可能な流体が、容量センサ弁アセンブリ６１２の機械的密閉力を克服するのに
十分な圧力であれば、注入可能な流体の変位は、矢印６１８の方向に発生する。これは、
容量センサアセンブリ１４８内に含まれる容量センサチャンバ６２０の充填をもたらして
もよい。スピーカアセンブリ６２２、ポートアセンブリ６２４、参照マイクロホン６２６
、バネダイヤフラム６２８、不変容量マイクロホン６３０の使用を通して、容量センサア
センブリ１４８は、容量センサチャンバ６２０内に含まれる注入可能な流体の容量を判定
してもよい。
【０１４５】
　図１７Ｃも参照すると、いったん容量センサチャンバ６２０内に含まれる注入可能な流
体の容量が計算されると、形状記憶アクチュエータ６３２が通電され、測定弁アクチュエ
ータ６１０Ａおよび測定弁６１０Ｂを含んでもよい、測定弁アセンブリ６１０の起動をも
たらしてもよい。いったん起動されると、かつバネダイヤフラム６２８によって容量セン
サチャンバ６２０内の注入可能な流体に及ぼされる機械エネルギーにより、容量センサチ
ャンバ６２０内の注入可能な流体は、使い捨てカニューレ１３８を通してユーザの体内へ
（矢印６３４の方向に）変位されてもよい。
【０１４６】
　図１８も参照すると、注入ポンプアセンブリ５００の分解図が示されている。形状記憶
アクチュエータ６３２は、（第１端上で）形状記憶アクチュエータアンカ６３６に固着さ
れてもよい。加えて、形状記憶アクチュエータ６３２の他方の端が、弁アセンブリ６３８
に機械エネルギーを提供するために使用されてもよく、それは、測定弁アセンブリ６１０
を起動してもよい。容量センサアセンブリバネ保持器６４２は、注入ポンプアセンブリ５
００の種々の他の構成要素に対して容量センサアセンブリ１４８を適正に位置付けてもよ
い。弁アセンブリ６３８は、ポンププランジャ１０６Ａを起動するために、形状記憶アク
チュエータ１１２と併せて使用されてもよい。測定弁６１０Ｂ、容量センサ弁６１２Ｂ、
および／または貯留部弁６１４Ｂは、主要本体部分５０８の下面に弁を上向きに押し込む
ことによって、注入ポンプアセンブリ５００の組立中に設置を可能にするように構成され
る、内蔵型弁であってもよい。
【０１４７】
　上記で論議されるように、注入ポンプアセンブリ１００は、注入ポンプアセンブリ１０
０によって注入される流体の量を監視するように構成される、容量センサアセンブリ１４
８を含んでもよい。さらに、上記で論議されるように、注入ポンプアセンブリ１００は、
容量センサアセンブリ１４８によって生成される容量測定値が、フィードバックループを
介して、ユーザに注入される注入可能な流体の量を制御するために使用されてもよいよう
に、構成されてもよい。
【０１４８】
　以下の論議は、容量センサアセンブリ１４８（図１９に簡略化形態で示される）の設計
および動作に関する。以下の論議について、以下の名称が使用されてもよい。
【０１４９】



(35) JP 6288903 B2 2018.3.7

10

20

30

40

【表１】

　（容量センサアセンブリ１４８に対する方程式の導出：）
　（音響容量のモデル化）
　理想的な断熱ガスの圧力および容量は、以下によって関係付けられてもよい。
【０１５０】
　ＰＶγ＝Ｋ［ＥＱ＃１］
　式中、Ｋは、システムの初期条件によって定義される定数である。
【０１５１】
　ＥＱ＃１は、以下のように、平均圧力Ｐ、および容量Ｖ、これらの圧力に加えて、わず
かな時間依存性擾乱ｐ（ｔ）、ｖ（ｔ）に関して記述され得る。
【０１５２】
　（Ｐ＋ｐ（ｔ））（Ｖ＋ｖ（ｔ））γ　＝Ｋ［ＥＱ＃２］
　この方程式を微分することにより、以下の式をもたらし得る。
【０１５３】
【数１】

　これは、以下の式に簡略化し得る。
【０１５４】
【数２】

　音圧レベルが大気圧よりもはるかに少ない場合、方程式は以下の式へとさらに簡略化さ
れ得る。
【０１５５】
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【数３】

　この仮定がどれほど有効であるか。断熱関係式を使用して、以下が示され得る。
【０１５６】
【数４】

　したがって、仮定の誤差は、以下のようになる。
【０１５７】
【数５】

　非常に大きい音響信号（１２０ｄＢ）は、約２０パスカルの振幅を伴う圧力正弦波に対
応し得る。大気条件（γ＝１．４、Ｐ＝１０１３２５Ｐａ）における空気を仮定すると、
結果として生じる誤差は０．０３％である。ｄＢからＰａへの変換は、以下の通りである
。
【０１５８】

【数６】

　式中、ｐｒｅｆ＝２０・μＰａである。
【０１５９】
　理想気体の法則Ｐ＝ρＲＴを適用し、圧力に代入することにより、以下の式をもたらし
得る。
【０１６０】
【数７】

　ＥＱ＃９は、以下のように、音速
【０１６１】
【数８】

に関して記述され得る。
【０１６２】

【数９】

　音量に対する音響インピーダンスは、以下のように定義され得る。
【０１６３】
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　（音響ポートのモデル化）
　音響ポートは、剛体シリンダが軸方向に往復運動するにつれて、ポートの中の流体の全
てが本質的に移動することを仮定して、モデル化されてもよい。チャネルの中の流体の全
てが同じ速度で移動すると仮定され、チャネルが一定の断面であると仮定され、チャネル
に進入し、退出する流体に起因する「末端効果」が無視される。
【０１６４】
　形式
【０１６５】

【数１１】

の層流摩擦を仮定する場合、チャネルの中の流体の質量に作用する摩擦力は、以下のよう
に記述され得る。
【０１６６】
【数１２】

　次いで、チャネルの中の流体の動態について、二階微分方程式
【０１６７】
【数１３】

が記述され得、または、体積流量に関しては、以下の通りである。
【０１６８】
【数１４】

　次いで、チャネルの音響インピーダンスは、以下のように記述され得る。
【０１６９】

【数１５】

　（システム伝達関数）
　上記で定義される容量およびポート動態を使用して、容量センサアセンブリ１４８は、
以下の連立方程式によって表され得る（ｋ＝スピーカ、ｒ＝共振器）。
【０１７０】
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【数１６】

　ｐ０が
【０１７１】

【数１７】

に代入する入力として扱われる場合、１つの方程式が省略され得る。
【０１７２】

【数１８】

　（システム間伝達関数）
　スピーカ音量と可変容量との間の関係は、システム間伝達関数と呼ばれてもよい。この
伝達関数は、上記の方程式から導出されてもよく、以下の通りである。
【０１７３】

【数１９】

　図２０も参照すると、ＥＱ＃２３のボード線図が示されている。
【０１７４】
　この関係の難点は、複素極が可変容量Ｖ２および参照容量Ｖ１に依存することである。
スピーカの平均位置の変化は、推定容量の誤差をもたらす場合がある。
【０１７５】
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　（ポート間伝達関数）
　音響ポートの両側の２つの容量の間の関係は、ポート間伝達関数と呼ばれてもよい。こ
の関係は、以下の通りであり、
【０１７６】
【数２０】

これは、図２１にグラフで示されている。
【０１７７】
　この関係には、極が可変容量のみに依存し、参照容量に依存しないという利点がある。
しかしながら、共振ピークが、実際は、参照容量圧力に応じたゼロの反転によるものであ
るという困難がある。したがって、参照チャンバ中の圧力測定値は、共振の付近で低い振
幅を有し、潜在的に測定値の雑音を増加させる。
【０１７８】
　（スピーカ間伝達関数）
　圧力は、スピーカの両側からも測定されてもよい。これは、スピーカ間伝達関数と呼ば
れ、
【０１７９】
【数２１】

これは、図２２のグラフに示されている。
【０１８０】
　この伝達関数には、一式の複素極に加えて、一式の複素ゼロ点がある。
【０１８１】
　この伝達関数の極限を見ると、
【０１８２】

【数２２】

である。
【０１８３】
　（共振品質係数およびピーク応答）
　共振の質は、共振周波数によって増加させられる電力損失に対する貯蔵されるエネルギ
ーの比である。純粋な二次系について、品質係数は、減衰比の関数として表され得る。
【０１８４】

【数２３】

　低周波共振に対するピーク応答の比もまた、減衰比の関数として記述され得る。
【０１８５】
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　これは、減衰固有周波数
【０１８６】

【数２５】

において発生し得る。
【０１８７】
　（容量推定）
　（ポート間位相を使用する容量推定）
　可変容量（すなわち、容量センサチャンバ６２０内）もまた、ポート間位相を使用して
推定されてもよい。共振ポートにわたる圧力比の伝達関数は、以下の通りであってもよい
。
【０１８８】
【数２６】

　９０°の位相点において、ω＝ωｎであり、式中、
【０１８９】
【数２７】

である。
【０１９０】
　共振周波数は、多数の方法を使用して、物理的システム上で求められてもよい。９０°
の位相点を求めるために、位相ロックループが採用されてもよく、この周波数は、システ
ムの固有周波数に対応し得る。代替として、共振周波数は、任意の２つの周波数における
位相を使用して計算されてもよい。
【０１９１】
　所与の周波数における位相φは、以下の関係式
【０１９２】
【数２８】

を満たす。
【０１９３】
　Ｖ２の値を求めると、以下の式をもたらす。
【０１９４】



(41) JP 6288903 B2 2018.3.7

10

20

30

40

50

【数２９】

　したがって、システムの固有周波数を計算するために、２つの異なる周波数ω１とω２

とにおける位相の比
【０１９５】

【数３０】

を使用することができる。
【０１９６】
　計算効率のために、実際に位相が計算される必要はない。共振（ｔａｎφ）の実数部と
虚数部との比があれば十分である。
【０１９７】
　可変容量に関してＥＱ＃３３を書き直すと、以下の式をもたらす。
【０１９８】
【数３１】

　（掃引正弦波を使用する容量推定）
　システムの共振周波数は、掃引正弦波系識別を使用して推定されてもよい。この方法で
は、正弦波圧力変動へのシステムの応答が、多数の異なる周波数において求められてもよ
い。次いで、この周波数応答データは、線形回帰を使用してシステム伝達関数を推定する
ために使用され得る。
【０１９９】
　システムの伝達関数は、ｓの有理関数として表されてもよい。一般的場合を、ｎ次分子
およびｍ次分母を伴う伝達関数について以下に表す。ＮおよびＤは、それぞれ、分子およ
び分母の係数である。方程式は、分母の首位係数が１であるように正規化されている。
【０２００】
【数３２】

　この方程式は、以下のように書き直され得る。
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【数３３】

　この総和を行列表記で表すと、以下をもたらす。
【０２０２】

【数３４】

　式中、kは、掃引正弦波において収集されるデータ点の数である。表記を簡略化するた
めに、この方程式はベクトルを使用して要約され得る。
【０２０３】
　ｙ＝Ｘｃ［ＥＱ＃３９］
　式中、ｙはｋ×１であり、ｘはｋ×（ｍ＋ｎ－１）であり、ｃは（ｍ＋ｎ－１）×１で
ある。次いで、係数は、最小二乗法を使用して求められてもよい。誤差関数は、以下のよ
うに書かれてもよい。
【０２０４】
　ｅ＝ｙ－Ｘｃ［ＥＱ＃４０］
　最小化される関数は、誤差関数の加重二乗である。Ｗはｋ×ｋ対角行列である。
【０２０５】
【数３５】

　中央の２つの項がスカラーであるため、転置は無視されてもよい。
【０２０６】
【数３６】

　これらの場合の全てにおいて、複素転置を使用することが必要であってもよい。この手
法は、複素係数をもたらし得るが、過程は、全ての係数が実在することを確実にするため
に修正され得る。最小二乗の最小化法は、誤差関数が以下の式に変更される場合に、実係
数のみを生じるように修正され得る。
【０２０７】
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【数３７】

　したがって、係数は、以下の関係式により求めら得る。
【０２０８】
【数３８】

　（二次系の解決法）
　伝達関数で示されるような、０次分子および２次分母を伴うシステムについて、
【０２０９】

【数３９】

である。
【０２１０】
　この伝達関数の係数は、以前のセクションで求められる式に基づいて求められ得、
【０２１１】

【数４０】

である。
【０２１２】
　アルゴリズムを簡略化するために、項のうちのいくつかを組み合わせ得、
【０２１３】

【数４１】

である。
【０２１４】
　複素応答ベクトルＧおよび固有周波数ｓ＝ｊωに関してＤの式を求めるために、Ｘは、
その実数部および虚数部に分けられ得る。
【０２１５】
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　次いで、Ｄの式の実数部および虚数部は、以下となり得る。
【０２１６】

【数４３】

　これらの項を組み合わせることにより、実数値のみを含有し得るＤ行列の最終式をもた
らす。
【０２１７】

【数４４】

　Ｇおよびωに関してｂベクトルの式を求めるために、同じ手法が取られてもよい。ｙの
実数部および虚数部は、以下の通りである。
【０２１８】
【数４５】

　実数部および虚数部を組み合わせることにより、以下のようなｂベクトルの式をもたら
す。
【０２１９】



(45) JP 6288903 B2 2018.3.7

10

20

30

40

50

【数４６】

　次のステップは、Ｄ行列を反転させることである。行列は対称かつ正定値であるので、
逆数を求めるために必要な計算の数は、一般的な３×３の場合から削減される。逆行列の
一般式は、以下である。
【０２２０】
【数４７】

　Ｄが以下のように表される場合は、
【０２２１】
【数４８】

次いで、随伴行列が以下のように記述され得る。
【０２２２】
【数４９】

　対称性により、上位対角行列のみが計算される必要があり得る。
【０２２３】
　次いで、元の配列の中の零元を利用して、随伴行列に関して行列式が計算され得る。
【０２２４】
【数５０】

　最終的に、Ｄの逆数は以下のように記述され得る。
【０２２５】
【数５１】
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　以下の式を解こうとしているので、
【０２２６】
【数５２】

そこで、以下の式となる。
【０２２７】

【数５３】

　最終ステップは、データがどれだけよくモデルに適合するかという定量的評価を得るこ
とである。したがって、誤差の元の式は、以下の通りである。
【０２２８】
【数５４】

　これは、Ｄ行列、ならびにｂおよびｃベクトルに関して、以下のように表され得、
【０２２９】
【数５５】

である。
【０２３０】
　モデル適合誤差は、センサ故障を検出するためにも使用され得る。
【０２３１】
　（二次系の代替解決法）
【０２３２】

【数５６】

　この方程式は、以下のように書き直され得る。
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【０２３３】
【数５７】

　この総和を行列表記に入れることにより、以下をもたらす。
【０２３４】

【数５８】

　伝達関数で示されるような、０次分子および２次分母を伴うシステムについて、
【０２３５】
【数５９】

である。
【０２３６】
　この伝達関数の係数は、以前のセクションで求められた式に基づいて求められ得、
【０２３７】
【数６０】

である。
【０２３８】
　アルゴリズムを簡略化するために、いくつかの項を組み合わせてもよく、
【０２３９】
【数６１】

である。
【０２４０】
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たＸは、その実数部および虚数部に分けられ得る。
【０２４１】
【数６２】

　次いで、Ｄの式の実数部および虚数部は、以下となり得る。
【０２４２】
【数６３】

　これらの項を組み合わせることにより、実数値のみを含有し得る、Ｄ行列の最終式をも
たらす。
【０２４３】

【数６４】

　Ｇおよびωに関してｂベクトルの式を求めるように、同じ手法が取られてもよい。ｙの
実数部および虚数部は、以下の通りである。
【０２４４】
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【数６５】

　実数部および虚数部を組み合わせることにより、以下のようなｂベクトルの式をもたら
す。
【０２４５】

【数６６】

　（音響容量感知の実装）
　（周波数応答データの収集および複素応答の計算）
　容量センサアセンブリ１４８を実装するために、容量センサアセンブリ１４８は、スピ
ーカアセンブリ６２２によって設定される音波に対する参照マイクロホン６２６および不
変容量マイクロホン６３０の相対応答を判定するべきである。これは、既知の周波数にお
ける正弦波出力でスピーカアセンブリ６２２を駆動することによって達成されてもよい。
次いで、マイクロホン６２６、６３０の複素応答が、その駆動周波数において見出されて
もよい。最終的に、マイクロホン６２６、６３０の相対応答が見出され、例えば、アナロ
グ／デジタル変換器（すなわち、ＡＤＣ）によって、交互サンプリングのために補正され
てもよい。
【０２４６】
　加えて、総信号分散が計算され、離散フーリエ変換（すなわち、ＤＦＴ）を使用して抽
出される純音の分散と比較され得る。これは、信号電力のうちのどれだけ多くが雑音源ま
たはひずみに由来するのかという尺度をもたらし得る。次いで、この値は、不良な測定値
を拒絶し、反復するために使用されてもよい。
【０２４７】
　（離散フーリエ変換の計算）
　マイクロホンからの信号は、１つの波長について固定数の点Ｎが取られるように、スピ
ーカアセンブリ６２２への出力と同期してサンプリングされてもよい。波長の各点におけ
る測定された信号は、整数の数の波長Ｍにわたって合計され、その周波数に対する全ての
データが収集された後に処理するために、ＩＳＲによって配列ｘに記憶されてもよい。
【０２４８】
　ＤＦＴは、スピーカの駆動周波数に対応する整数値において、データに対して実行され
てもよい。ＤＦＴの第１の高調波の一般式は、以下の通りである。
【０２４９】

【数６７】

　積ＭＮは、点の総数であり得、２の係数は、解の結果として生じる実数部および虚数部
が正弦波の振幅に一致するように、加算され得る。
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【０２５０】
【数６８】

　この式のこの実数部は、以下の通りであってもよい。
【０２５１】

【数６９】

　ＤＦＴを計算するために必要な計算の数を削減するために、余弦関数の対称性を利用し
得る。上記の式は、以下の式と同等であり得る。
【０２５２】

【数７０】

　同様に、方程式の虚数部については、
【０２５３】

【数７１】

である。
【０２５４】
　これは、以下のように表され得る。
【０２５５】

【数７２】

　この信号の分散は、以下のように計算され得る。
【０２５６】

【数７３】

　ｘの実数部および虚数部の最大可能値は、２１１であり得、これはＡＤ範囲の半分に対
応する。音分散の最大値は、ＡＤ範囲の二乗の半分である２２１であってもよい。
【０２５７】
　（信号分散の計算）
　信号の疑似分散は、以下の関係式を使用して計算されてもよい。
【０２５８】

【数７４】
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　結果は、ＡＤカウントの二乗を単位にし得る。「平均」期間にＮ個のサンプルにわたっ
て分散が計算される前に、Ｍ個の期間にわたって信号が平均化されているため、これは「
疑似分散」にすぎなくてもよい。しかしながら、これは、「平均」信号が予期された周波
数において正弦波のように見えるか否かを見出すための、有用な測定基準であってもよい
。これは、全信号分散を離散フーリエ変換において見出される正弦波の分散と比較するこ
とによって、行われてもよい。
【０２５９】
　総和は、１２ビットＡＤＣについて、およそ
【０２６０】
【数７５】

であってもよい。Ｎ＜２７＝１２８およびＭ＜２６＝６４であれば、総和は、２４３未満
となり、６４ビット整数に記憶されてもよい。分散の最大可能値は、ＡＤＣが振動した場
合、各連続サンプルで０から２１２の間の値を生じて得る。これが
【０２６１】

【数７６】

のピーク分散をもたらし得るため、結果は、最大１／２９の分解能で符号付き３２ビット
整数に記憶され得る。
【０２６２】
　（相対マイクロホン応答の計算）
　マイクロホン６２６、６３０の相対応答（Ｇ）は、個々のマイクロホンの複素応答から
計算され得る。
【０２６３】
【数７７】

　いずれか一方の式の分母は、以下のように、以前のセクションで計算された参照音分散
に関して表されてもよい。
【０２６４】
【数７８】

　（Ａ／Ｄスキューの補正）
　マイクロホン６２６、６３０からの信号は、同時にサンプリングされなくてもよい。Ａ
／Ｄ　ＩＳＲは、マイクロホン６２６、６３０を繰り返し、マイクロホン６２６、６３０
のそれぞれに対する波長について合計Ｎ個のサンプルを取る。結果は、



(52) JP 6288903 B2 2018.3.7

10

20

30

【０２６５】
【数７９】

という２つのマイクロホン６２６、６３０の間の位相オフセットであり得る。この位相オ
フセットを補正するために、複素回転が、以前のセクションで計算された相対周波数応答
に適用され得る。
【０２６６】

【数８０】

　（参照モデル）
　（二次および高次モデル）
　容量センサチャンバ６２０のシール（例えば、シールアセンブリ１４０４）を通る漏出
は、外部容量（例えば、外部容量１５０６、図２３）に接続される第２の共振ポート（例
えば、ポート１５０４、図２３）としてモデル化され得る。
【０２６７】
　３チャンバ構成を表す連立方程式は、以下の通りであり得る。
【０２６８】
【数８１】

　これらの方程式を状態空間に入れることにより、以下の式をもたらす。
【０２６９】
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【数８２】

　その周波数応答は、図２４に示されるボード線図においてグラフで表され得、また、伝
達関数の形で記述され得る。
【０２７０】
【数８３】

　分母を拡張することにより、以下の式をもたらす。
【０２７１】
【数８４】

　可変容量中のダイヤフラム材料の下の気泡は、漏出経路と同じ動的方程式に従う。この
場合、ダイヤフラム材料は、漏出ポートよりもむしろ共振塊の役割を果たし得る。したが
って、方程式は、以下の通りであり得る。
【０２７２】

【数８５】

　式中、ｍは、ダイヤフラムの質量であり、Ａは、共振することができるダイヤフラムの
断面積であり、ｂｍは、機械的減衰である。ＥＱ＃１０６は、体積流量に関して記述され
得る。
【０２７３】

【数８６】

　式中、気泡の体積はＶ３である。気泡体積が音響容量よりも実質的に小さい、Ｖ３＜＜
Ｖ２である場合、伝達関数は、以下の式に簡略化され得る。
【０２７４】
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【数８７】

　（時間遅延を伴う二次）
　上記で導出される、容量センサアセンブリ１４８の方程式は、圧力が音響容量中のいず
れの場所においても同じであると仮定する。容量を通る音波の伝搬と関連する時間遅延が
あるため、これは近似式にすぎない。この状況は、マイクロホンおよびスピーカの相対位
置に基づく、時間遅延または時間前進のように見える場合がある。
【０２７５】
　時間遅延は、以下のようにラプラス領域で表され得る。
【０２７６】

【数８８】

　これは、一式の非線形方程式を生じる。しかしながら、以下のように、時間遅延の１次
パデ近似式が使用されてもよい。
【０２７７】
【数８９】

　これは、図２５のグラフに示されている。
【０２７８】
　（３チャンバ容量推定）
　容量センサアセンブリ１４８はまた、別個の共振ポート（例えば、ポート１５１０、図
２６）に接続される第３の参照容量（例えば、参照容量１５０８、図２６）を使用して、
構成されてもよい。この構成は、温度非依存性容量推定を可能にし得る。
【０２７９】
　３チャンバ構成を表す連立方程式は、以下の通りであり得る。
【０２８０】
【数９０】
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により、以下の式をもたらす。
【０２８１】
【数９１】

であり、
【０２８２】

【数９２】

である。
【０２８３】
　容量センサチャンバ６２０の容量は、以下のように、２つの共振ポートの固有周波数の
比を使用して推定され得る。
【０２８４】

【数９３】

　ＥＱ＃１２０は、容量センサチャンバ６２０の容量が参照容量１５０８に比例し得るこ
とを図示する。（理想モデルにおける）これらの２つの容量の比は、共振ポート（例えば
、ポート１５１０、図２６）の形状のみに依存してもよく、温度には依存しない。
【０２８５】
　（指数容量モデル）
　流動抵抗を通る流出が、以下の形態であると仮定する。
【０２８６】
【数９４】

　ポンプチャンバからの固定入力流量を仮定すると、容量センサチャンバ６２０の容量は
、以下の微分方程式に基づく。
【０２８７】
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　これは、ゼロ初期容量を仮定する、以下の解をもたらす。
【０２８８】
【数９６】

　したがって、出力流量は、以下のように流れる。
【０２８９】
【数９７】

　ポンプ位相中に送達される容量は、以下のように記述され得る。
【０２９０】
【数９８】

　（デバイス較正）
　モデル適合は、ポートの共振周波数が正弦波掃引データから抽出されることを可能にす
る。次のステップは、この値を送達容量に関連付けることである。共振周波数と送達容量
との間の理想的な関係は、以下のように表される。
【０２９１】

【数９９】

　音速は温度とともに変動するので、温度効果を分割することが有用であり得る。
【０２９２】
【数１００】

　次いで、容量は、測定された共振周波数および温度の関数として表され得る。
【０２９３】
【数１０１】

　式中、ｃは較正定数
【０２９４】
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【数１０２】

である。
【０２９５】
　（実装の詳細）
　（末端効果）
　ポート（例えば、ポートアセンブリ６２４）の中で共振する空気は、各振動の終わりに
おいて、音響容量の中まで延在し得る。空気が延在する距離は、基本容量センサアセンブ
リ方程式に基づいて推定され得る。所与の音響容量について、空気が容量の中へ延在する
距離は、圧力およびポート断面積の関数として表され得る。
【０２９６】
【数１０３】

　以下の値を仮定した場合、
【０２９７】
【数１０４】

である。
【０２９８】
　したがって、空気は、音響チャンバの中へ約１．９ｍｍ延在する。
【０２９９】
　（Ｖ２（すなわち、可変容量）に対するＶ１（すなわち、固定容量）のサイズ決定）
　Ｖ１（例えば、固定容量１５００）のサイズ決定は、極の相対位置および伝達関数にお
けるゼロとの、音響容量のトレードオフを必要とし得る。Ｖ１およびＶ２（例えば、可変
容量１５０２）の両方の伝達関数を、スピーカアセンブリ６２２の容量変位に対して以下
に示す。
【０３００】
【数１０５】
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【０３０１】
　Ｖ１が増加させられるにつれて、利得が減少し得、同じ音圧レベルを得るようにスピー
カがより高い振幅で駆動され得る。しかしながら、Ｖ１を増加させることにも、複素極に
向かってｐ１伝達関数における複素ゼロを移動させる便益があってもよい。Ｖ１→∞、α
→１である限定的な場合においては、極零点相殺および平坦応答がある。したがって、Ｖ

１を増加させることには、ｐ１伝達関数における共振およびノッチの両方を低減させ、ω

ｎに向かってｐ２極を移動させるという便益があってもよく、ｐ２／ｐ１の伝達関数を計
算するときの測定誤差に対する低い感受性をもたらす。
【０３０２】
　図２７は、以下の式のグラフ表示である。
【０３０３】
【数１０６】

　図２８は、以下の式のグラフ表示である。
【０３０４】
【数１０７】

　（エイリアシング）
　より高い周波数は、関心の周波数まで下方にエイリアシングしてもよく、エイリアシン
グされた周波数は、以下のように表され得る。
【０３０５】
【数１０８】

　式中、ｆｓはサンプリング周波数であり、ｆｎは雑音源の周波数であり、ｎは正の整数
であり、ｆは雑音源のエイリアシングされた周波数である。
【０３０６】
　復調ルーチンは、復調の特定の周波数を除いて、効果的に雑音を除去し得る。サンプル
周波数が復調周波数の固定倍数となるように動的に設定される場合は、復調周波数まで下
方にエイリアシングすることができる雑音の周波数が、その基本周波数の固定された一式
の高調波であり得る。
【０３０７】
　例えば、サンプリング周波数が復調周波数の８倍である場合は、その周波数まで下方に
エイリアシングすることができる雑音周波数は、以下の通りである。
【０３０８】
【数１０９】

　式中、
【０３０９】
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【数１１０】

である。β＝１６については、以下の級数が生じる。
【０３１０】
【数１１１】

　（性能）
　（温度に対する感受性）
　温度に対する感受性は、利得変化および雑音変化に分けられてもよい。温度がｄＴの因
数によって外れた場合、結果として生じる利得誤差は、以下の式となり得る。
【０３１１】

【数１１２】

　したがって、同じ温度が両方の正弦波掃引に使用される場合、温度測定の誤差は、シス
テムに対する利得変化のように見える場合がある。
【０３１２】

【数１１３】

　したがって、１°Ｋの温度誤差については、結果として生じる容量誤差は、２９８°Ｋ
において０．３％であり得る。この誤差は、温度センサの誤差、および、センサ温度と容
量センサアセンブリ１４８内の空気の温度との間の差の両方を含み得る。
【０３１３】
　しかしながら、測定は、温度測定の雑音の影響をより受けやすい場合がある。微分正弦
波掃引中の温度変化は、利得変化よりもむしろオフセットのように見える誤差をもたらす
場合がある。
【０３１４】
【数１１４】

　したがって、２回の測定正弦波掃引中に測定値が０．１Ｋだけ変動する場合、差異は、
０．０１２μＬであり得る。したがって、（図３０に示されるように）各正弦波掃引に対
する別個の温度測定を行うよりもむしろ、各送達に対する一貫した温度推定値を使用する
ほうが有効であり得る。
【０３１５】
　ＬＭ７３温度センサは、＋／－１℃の公表精度および０．０３Ｃの分解能を有し得る。
さらに、ＬＭ７３温度センサは、（図３１に示されるように）水平になるために約５回の
正弦波掃引を要する、約０．３℃の開始過渡状態を一貫して有するように思われる。
【０３１６】
　上記の注入ポンプアセンブリ（例えば、注入ポンプアセンブリ１００、１００’、４０
０、５００）は、注入可能な流体の離散送達を提供するため、上記の注入ポンプアセンブ
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下の式に要約され得る。
【０３１７】
【数１１５】

　離散時間ＰＩ調節器は、以下の式に従って機能し得る。
【０３１８】
【数１１６】

　上記で説明されるＡＶＳシステムは、固定容量１５００および可変容量１５０２におけ
る音響応答をスピーカ駆動入力と比較し、可変容量１５０２の容量を抽出することによっ
て、稼働する。そのようなものとして、これらの別個の容量のそれぞれと接触しているマ
イクロホン（例えば、マイクロホン６２６、６３０）がある。使い捨て筐体アセンブリ１
１４の有無を検出するために、より全体的な方式で、可変容量マイクロホン６３０の応答
も使用されてもよい。具体的には、使い捨て筐体アセンブリ１１４が可変容量１５０２に
取り付けられていない（すなわち、近接して位置付けられていない）場合、スピーカ駆動
入力に対する音響応答が、実質的に全く感知されないはずである。しかしながら、固定容
量１５００の応答は、依然としてスピーカ入力に関係したままとなるべきである。したが
って、単純に、両方のマイクロホンが音響応答を示すことを確実にすることによって、使
い捨て筐体アセンブリ１１４が取り付けられているか否かを判定するために、マイクロホ
ンデータが使用されてもよい。
【０３１９】
　マイクロホン６２６（すなわち、固定容量１５００に近接して位置付けられたマイクロ
ホン）が音響応答を示し、マイクロホン６３０（すなわち、可変容量１５０２に近接して
位置付けられたマイクロホン）が音響応答を示さない場合は、使い捨て筐体アセンブリ１
１４が再利用可能な筐体アセンブリ１０２に取り付けられていないことが合理的に断定さ
れてもよい。可変容量マイクロホン６３０の故障は、使い捨て筐体アセンブリ１１４が取
り付けられていないときに予期されるマイクロホン応答からほぼ区別ができない中域測定
値をもたらす場合があるため、可変容量マイクロホン６３０の故障は、取り付けられてい
ない使い捨て筐体アセンブリ１１４も示すと考えられてもよいことに留意されたい。
【０３２０】
　以下の論議について、以下の名称が使用されてもよい。
【０３２１】
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【表２】

　各周波数応答計算で採用される復調ルーチンの一部として、固定容量マイクロホン６２
６および可変容量マイクロホン６３０の両方の最小および最大測定値が計算されてもよい
。これらの最大値および最小値の合計は、以下のように、マイクロホン６２６およびマイ
クロホン６３０の両方について、（上記で論議されるような）正弦波掃引全体にわたって
計算され得る。
【０３２２】

【数１１７】

　これら２つの総和の間の差は、以下のように簡略化され得る。
【０３２３】
【数１１８】

　式中、δは、正弦波掃引の平均最小／最大差（これは次いで、閾値と比較される）を得
るように、正弦波掃引の数で割られ得、閾値は、計算効率のために、同等にＮを掛けられ
得る。したがって、基本的な利用可能検出アルゴリズムは、以下のように定義され得る。
【０３２４】
【数１１９】

　最大／最小差が閾値よりも大きいという追加条件は、故障したスピーカが受信された音
響応答の原因ではないことを確実にするように行われるチェックである。このアルゴリズ
ムは、任意の正弦波掃引について反復されてもよく、したがって、例えば、多くても２回
の連続掃引以内に、使い捨て筐体アセンブリ１１４の脱離が感知される（すなわち、進行
中の正弦波掃引の後半に使い捨て筐体アセンブリ１１４が除去される、最悪の場合のシナ



(62) JP 6288903 B2 2018.3.7

10

20

30

40

50

リオで）ことを可能にする。
【０３２５】
　上記のアルゴリズムに対する閾値化は、完全に数値的証拠に基づいてもよい。例えば、
典型的な最小／最大応答差の調査は、いずれの個別差も、５００ＡＤＣカウント未満では
ないことを示し得る。したがって、使い捨て筐体アセンブリ１１４が再利用可能な筐体ア
センブリ１０２から脱離されている間に調査される全てのデータは、十分に５００ＡＤＣ
カウント未満であるものとして、全ての最小／最大応答差を示し得る。したがって、δの
閾値は、Ｔ＝５００に設定されてもよい。
【０３２６】
　容量センサアセンブリ１４８は、注入ポンプアセンブリ（例えば、注入ポンプアセンブ
リ１００）内で利用されるものとして上記で説明されているが、他の構成が可能であり、
本開示の範囲内であると見なされるため、これは例示目的にすぎず、本開示の制限となる
ことを目的としない。例えば、容量センサアセンブリ１４８は、例えば、一緒に混合され
た化学物質の分量を制御するために、過程制御環境内で使用されてもよい。代替として、
容量センサアセンブリ１４８は、例えば、一緒に混合された原料の分量を制御するために
、飲料分注システム内で使用されてもよい。
【０３２７】
　容量センサアセンブリ１４８は、共振器としてポート（例えば、ポートアセンブリ６２
４）を利用するものとして上記で説明されているが、他の構成が可能であり、本開示の範
囲内であると見なされるため、これは例示目的にすぎない。例えば、固体塊（図示せず）
が、ポートアセンブリ６２４内で浮遊させられてもよく、かつ容量センサアセンブリ１４
８に対する共振器として機能してもよい。具体的には、共振器用の塊（図示せず）は、ポ
ートアセンブリ６２４にまたがるダイヤフラム（図示せず）上で浮遊させられてもよい。
代替として、ダイヤフラム自体（図示せず）が、共振器用の塊の役割を果たし得る。容量
センサアセンブリ１４８の固有周波数は、可変容量１５０２の容量の関数であってもよい
。したがって、容量センサアセンブリ１４８の固有周波数を測定することができれば、可
変容量１５０２の容量が計算されてもよい。
【０３２８】
　容量センサアセンブリ１４８の固有周波数は、多数の異なる方法で測定されてもよい。
例えば、時間変動力が、ダイヤフラム（図示せず）に印加されてもよく、力とダイヤフラ
ム（図示せず）の運動との間の関係が、容量センサアセンブリ１４８の固有周波数を推定
するために使用されてもよい。代替として、塊（図示せず）が摂動を受け、次いで、振動
させられてもよい。次いで、塊（図示せず）の非強制的運動が、容量センサアセンブリ１
４８の固有周波数を計算するために使用されてもよい。
【０３２９】
　共振塊（図示せず）に印加される力は、種々の方法で達成されてもよく、その例は、以
下を含んでもよいが、それらに限定されない。
・スピーカアセンブリ６２２が、固定容量１５００内で時間変動圧力を生成してもよい。
・共振塊（図示せず）が、時間変動電圧／電流に反応する圧電材料であってもよい。
・共振塊（図示せず）が、時間変動電圧／電流に反応する音声コイルであってもよい。
【０３３０】
　共振塊に印加される力は、種々の方法で測定されてもよく、その例は、以下を含んでも
よいが、それらに限定されない。
・固定容量中の圧力を測定する。
・共振塊（図示せず）が、圧電材料であってもよい。
・ひずみゲージが、ダイヤフラム（図示せず）、または共振塊（図示せず）を支持する他
の構造部材に接続されてもよい。
【０３３１】
　同様に、共振塊（図示せず）の変位は、可変容量中の圧力を測定することによって測定
されるか、または種々の方法で直接測定されてもよく、その例は、以下を含んでもよいが
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、それらに限定されない。
・圧電センサを介する。
・容量センサを介する。
・光学センサを介する。
・ホール効果センサを介する。
・電位差計（時間変動インピーダンス）センサを介する。
・誘導型センサを介する。
・線形可変差動変圧器（ＬＶＤＴ）を介する。
【０３３２】
　さらに、共振塊（図示せず）は、力型センサまたは変位型センサのいずれか一方と一体
であってもよい（すなわち、共振塊（図示せず）は、圧電材料でできていてもよい）。
【０３３３】
　力の印加および変位の測定は、単一のデバイスによって達成されてもよい。例えば、圧
電材料が共振塊（図示せず）に使用されてもよく、時間変動力を生成するように、時間変
動電圧／電流が圧電材料に印加されてもよい。圧電材料に印加される、結果として生じる
電圧／電流が、測定されてもよく、２つの間の伝達関数が、容量センサアセンブリ１４８
の固有周波数を推定するために使用されてもよい。
【０３３４】
　上記で論議されるように、容量センサアセンブリ１４８の共振周波数は、掃引正弦波系
識別を使用して推定され得る。具体的には、上記のモデル適合は、ポートアセンブリの共
振周波数が正弦波掃引データから抽出されることを可能にしてもよく、それは次いで、送
達容量を判定するために使用され得る。共振周波数と送達容量との間の理想的な関係は、
以下のように表され得る。
【０３３５】
【数１２０】

　音速は温度とともに変化するので、温度効果を分割することが有用であり得る。
【０３３６】
【数１２１】

　次いで、容量は、測定された共振周波数および温度の関数として表され得る。
【０３３７】

【数１２２】

　式中、ｃは較正定数
【０３３８】

【数１２３】

である。
【０３３９】
　次いで、注入ポンプアセンブリ１００は、この計算された容量Ｖ２（すなわち、ユーザ
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に送達された注入可能な流体の実際の容量を表す）を、標的容量（すなわち、ユーザに送
達されるはずだった流体の分量を表す）と比較し得る。例えば、注入ポンプアセンブリ１
００は、３０分ごとに、ユーザに注入可能な流体の０．１００単位基礎用量を送達するも
のであったと仮定する。さらに、そのような送達を達成すると、容量センサアセンブリ１
４８が、０．０９５単位の注入可能な流体の計算された容量Ｖ２（すなわち、ユーザに送
達された注入可能な流体の実際の容量を表す）を示すと仮定する。
【０３４０】
　容量Ｖ２を計算するときに、注入ポンプアセンブリ１００は、最初に、注入可能な流体
の用量の投与前の容量センサチャンバ６２０内の流体の容量を判定し得、後に、注入可能
な流体の用量の投与後の容量センサチャンバ６２０内の流体の容量を判定し得、これら２
つの測定値の差は、容量Ｖ２（すなわち、ユーザに送達された注入可能な流体の実際の容
量）を示す。したがって、Ｖ２は、示差測定値である。
【０３４１】
　Ｖ２は、可変容量チャンバの中のダイヤフラムを覆う全空隙であってもよい。患者への
実際の流体送達は、チャンバが満杯であったときから、測定弁が開放されてチャンバが空
にされた後までの、Ｖ２の差であってもよい。Ｖ２は、直接的に送達容量でなくてもよい
。例えば、空気容量が測定されてもよく、一連の示差測定値が採取されてもよい。閉塞に
ついては、虚無測定値が採取されてもよく、チャンバが充填されてもよく、完全測定値が
採取されてもよく、次いで、出口弁が開いた後に最終測定値が採取されてもよい。したが
って、第１の測定値と第２の測定値との間の差は、送出された量であってもよく、第２の
測定値と第３の測定値との間の差は、患者に送達された量である。
【０３４２】
　したがって、電気制御アセンブリ１１０は、送達された注入可能な流体が、求められた
ものより少ない０．００５単位であることを判定してもよい。この判定に応じて、電気制
御アセンブリ１１０は、任意の追加必要投与量が送出されてもよいように、適切な信号を
機械制御アセンブリ１０４に提供してもよい。代替として、電気制御アセンブリ１１０は
、追加投与量が次の投与量とともに分注されてもよいように、適切な信号を機械制御アセ
ンブリ１０４に提供してもよい。したがって、注入可能な流体の次の０．１００単位用量
の投与中に、標的と送達された量との間の差に基づいて、ポンプに対する出力コマンドが
修正されてもよい。
【０３４３】
　図３３をも参照すると、以前に投与された注入可能な流体の分量に少なくとも部分的に
基づいて、現在注入されている注入可能な流体の分量を制御するための制御システムの１
つの特定の実装が示されている。具体的には、上記の実施例を続けると、例示目的で、電
気制御アセンブリ１１０が、ユーザへの注入可能な流体の０．１００単位用量の送達を要
求すると仮定する。したがって、電気制御アセンブリ１１０は、容量コントローラ１６０
２に、標的示差容量信号１６００（形状記憶アクチュエータ１１２のサイクルにつき、注
入可能な流体の０．０１０単位の部分的基礎用量を識別する）を提供してもよい。したが
って、この特定の実施例では、形状記憶アクチュエータ１１２は、注入可能な流体の０．
１００単位の所望基礎用量を達成するために、１０回循環させられる必要があってもよい
（すなわち、１０サイクル×（１サイクルにつき０．０１０単位）＝０．１００単位）。
順に、容量コントローラ１６０２は、ＳＭＡ（すなわち、形状記憶アクチュエータ）コン
トローラ１６０８に「オンタイム」信号１６０６を提供してもよい。また、バッテリ電圧
信号１６１０もＳＭＡコントローラ１６０８に提供される。
【０３４４】
　具体的には、形状記憶アクチュエータ１１２は、形状記憶アクチュエータ１１２に印加
される熱エネルギーの量（例えば、ジュール）を変動させることによって、制御されても
よい。したがって、バッテリ６０６の電圧レベルが低減された場合、形状記憶アクチュエ
ータ１１２に印加されるジュールの分量もまた、定義された期間にわたって低減されても
よい。逆に、バッテリ６０６の電圧レベルが増加させられた場合、形状記憶アクチュエー
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タ１１２に印加されるジュールの分量もまた、定義された期間にわたって増加させられて
もよい。したがって、（バッテリ電圧信号１６１０を介して）バッテリ６０６の電圧レベ
ルを監視することによって、バッテリ電圧レベルにかかわらず、適切な分量の熱エネルギ
ーが形状記憶アクチュエータ１１２に印加されることを確実にするように、形状記憶アク
チュエータ１１２に印加される信号の種類が変化させられてもよい。
【０３４５】
　ＳＭＡコントローラ１６０８は、「オンタイム」信号１６０６およびバッテリ電圧信号
１６１０を処理して、形状記憶アクチュエータ１１２に印加する適切なＳＭＡ駆動信号１
６１２を判定してもよい。ＳＭＡ駆動信号１６１２の一実施例は、ＳＭＡ駆動信号１６１
２の振幅が形状記憶アクチュエータ１１２（したがって、ポンプアセンブリ１０６）のス
トローク長さを本質的に制御し、ＳＭＡ駆動信号１６１２の負荷サイクルが形状記憶アク
チュエータ１１２（したがって、ポンプアセンブリ１０６）のストローク率を本質的に制
御する、一連のバイナリパルスであってもよい。さらに、ＳＭＡ駆動信号１６１２が示差
容量（すなわち、形状記憶アクチュエータ１１２の各サイクル中に注入される容量）を示
すため、ＳＭＡ駆動信号１６１２は、形状記憶アクチュエータ１１２の複数のサイクル中
に注入される注入可能な流体の総分量を示してもよい、容量信号１６１６を生成するよう
に、離散時間積分器１６１４によって積分されてもよい。例えば、（上記で論議されるよ
うに）０．１００単位の注入可能な流体を注入するために、（１サイクルにつき０．０１
０単位で）形状記憶アクチュエータ１１２の１０サイクルを要してもよいため、離散時間
積分器１６１４は、これらの１０サイクルにわたってＳＭＡ駆動信号１６１２を積分して
、（容量信号１６１６によって表されるような）注入可能な流体の注入された総分量を判
定してもよい。
【０３４６】
　ＳＭＡ駆動信号１６１２は、例えば、１サイクルにわたって、ポンプアセンブリ１０６
を作動させ、容量センサアセンブリ１４８内に含まれる容量センサチャンバ６２０の充填
をもたらしてもよい。次いで、注入ポンプアセンブリ１００は、（上記で論議されるよう
に）容量センサチャンバ６２０内に含まれる流体の分量の第１の測定を行ってもよい。さ
らに、上記で論議されるように、測定弁アセンブリ６１０が後に通電され、容量センサチ
ャンバ６２０内の流体の全てまたは一部分をユーザに送達させてもよい。次いで、注入ポ
ンプアセンブリ１００は、（上記で説明されるように）容量センサチャンバ６２０内に含
まれる流体の分量の測定を行い、Ｖ２（すなわち、形状記憶アクチュエータ１１２の現在
のサイクル中にユーザに送達された注入可能な流体の実際の容量）を判定するために、こ
れら２つの測定値を使用してもよい。いったん判定されると、Ｖ２（すなわち、信号１６
１８によって表されるような）は、以前に受信した標的示差容量との比較のために、容量
コントローラ１６０２に提供（すなわち、フィードバック）されてもよい。
【０３４７】
　示差標的容量が０．０１０単位の注入可能な流体であった、上記の実施例を続けると、
Ｖ２（すなわち、信号１６１８によって表されるような）が、ユーザに送達されたものと
して０．００９単位の注入可能な流体を識別すると仮定する。したがって、注入ポンプア
センブリ１００は、次の示差標的容量を０．０１１単位まで増加させて、前の０．００１
単位貯蔵を相殺してもよい。したがって、上記で論議されるように、ＳＭＡ駆動信号１６
１２の振幅および／または負荷サイクルは、ユーザに注入可能な流体の次の基礎用量を送
達するときに増加させられてもよい。この過程は、（上記で論議されるように）形状記憶
アクチュエータ１１２の残りの９サイクルにわたって反復されてもよく、離散時間積分器
１６１４は、ユーザに送達された注入可能な流体の総分量を定義してもよい、ＳＭＡ駆動
信号１６１２を（容量信号１６１６を生成するために）積分してもよい。
【０３４８】
　図３４も参照すると、容量コントローラ１６０２の１つの可能な実施形態が示されてい
る。この特定の実装では、容量コントローラ１６０２は、ＰＩ（比例積分器）コントロー
ラ１６５０を含んでもよい。容量コントローラ１６０２は、「オンタイム」信号１６０６
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に関する初期「推測」を設定するための順方向送りコントローラ１６５２を含んでもよい
。例えば、標的示差容量信号１６００が、形状記憶アクチュエータ１１２の１サイクルに
つき注入可能な流体の０．０１０単位の部分基礎用量を識別する、上記で説明される状況
について、順方向送りコントローラ１６５２は、例えば、１ミリ秒の初期「オンタイム」
を定義してもよい。順方向送りコントローラ１６５２は、例えば、標的示差容量信号１６
００に少なくとも部分的に基づく、初期「オンタイム」を定義する、参照テーブルを含ん
でもよい。容量コントローラ１６０２はさらに、標的示差容量信号１６００を積分するた
めの離散時間積分器１６５４と、Ｖ２（すなわち、信号１６１８によって表されるような
）を積分するための離散時間積分器１６５６とを含んでもよい。
【０３４９】
　図３５も参照すると、順方向送りコントローラ１６５２の１つの可能な実施形態が示さ
れている。この特定の実装では、順方向送りコントローラ１６５２は、定値信号１６５８
を定義してもよく、かつ増幅器１６６０（例えば、統一利得増幅器）を含んでもよく、そ
の出力は、加算ノード１６６２において定値信号１６５８と合計されてもよい。結果とし
て生じる合計信号（すなわち、信号１６６４）は、例えば、参照テーブル１６６６に、入
力信号として提供されてもよく、それは、順方向送りコントローラ１６５２の出力信号を
生成するように処理されてもよい。
【０３５０】
　上記で論議されるように、ポンプアセンブリ１０６は、形状記憶アクチュエータ１１２
によって制御されてもよい。さらに、上記で論議されるように、ＳＭＡコントローラ１６
０８は、「オンタイム」信号１６０６およびバッテリ電圧信号１６１０を処理して、形状
記憶アクチュエータ１１２に印加する適切なＳＭＡ駆動信号１６１２を判定してもよい。
【０３５１】
　図３６－３７も参照すると、ＳＭＡコントローラ１６０８の１つの特定の実装が示され
ている。上記で論議されるように、ＳＭＡコントローラ１６０８は、「オンタイム」信号
１６０６およびバッテリ電圧信号１６１０に応答してもよく、ＳＭＡ駆動信号１６１２を
形状記憶アクチュエータ１１２に提供してもよい。ＳＭＡコントローラ１６０８は、フィ
ードバックループ（単位遅延１７００を含む）を含んでもよく、その出力は、乗算器１７
０２においてバッテリ電圧信号１６１０で乗じられてもよい。乗算器１７０２の出力は、
例えば、統一利得増幅器１７０４で増幅されてもよい。増幅器１７０４の出力は、（「オ
ンタイム」信号１６０６が印加される）加算ノード１７０６の負の入力に印加されてもよ
い。加算ノード１７０６の出力は、（例えば、統一利得増幅器１７０８を介して）増幅さ
れてもよい。ＳＭＡコントローラはまた、（容量コントローラ１６０２の順方向送りコン
トローラ１６５２と同様に、図３５参照）ＳＭＡ駆動信号１６１２の初期値を提供するよ
うに、順方向送りコントローラ１７１０を含んでもよい。順方向送りコントローラ１７１
０の出力は、ＳＭＡ駆動信号１６１２を形成するように、加算ノード１７１２において、
増幅器１７０８の出力および増幅器１７０８の出力の積分表現（すなわち、信号１７１４
）と合計されてもよい。
【０３５２】
　ＳＭＡ駆動信号１６１２は、形状記憶アクチュエータ１１２への電力の印加を達成する
制御回路に提供されてもよい。例えば、ＳＭＡ駆動信号１６１２は、形状記憶アクチュエ
ータに電流信号１７１８（バッテリ６０６から供給される）および／または固定信号１７
２０を選択的に印加してもよい、切替アセンブリ１７１６に印加されてもよい。例えば、
ＳＭＡ駆動信号１６１２は、ＳＭＡ駆動信号１６１２によって定義される負荷サイクルを
達成する方式で、切替アセンブリ１７１６を介したエネルギー（電流信号１７１８を介し
てバッテリ６０６から供給される）の印加を達成してもよい。単位遅延１７２２は、バッ
テリ電圧信号１６１０（ＳＭＡコントローラ１６０８に印加されてもよい）を形成するよ
うに、形状記憶アクチュエータ１１２に印加される信号の遅延バージョンを生成してもよ
い。
【０３５３】
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　形状記憶アクチュエータ１１２に電力を印加するとき、電圧は、固定時間量にわたって
、ａ）未調節の電圧を伴う固定負荷サイクルにおいて、ｂ）調節された電圧を伴う固定負
荷サイクルにおいて、ｃ）測定された電流値に基づく可変負荷サイクルにおいて、ｄ）測
定された電圧値に基づく可変負荷サイクルにおいて、およびｅ）測定された電圧値の二乗
に基づく可変負荷サイクルにおいて、印加されてもよい。代替として、電圧は、測定され
たインピーダンスに基づいて、可変時間量にわたって形状記憶アクチュエータ１１２に印
加されてもよい。
【０３５４】
　固定負荷サイクルにおいて固定時間量にわたって未調節の電圧を印加するとき、内側ル
ープフィードバックが使用されてもよく、固定負荷サイクルにおいて、かつ外側容量ルー
プによって判定されるオンタイムで、形状記憶アクチュエータが駆動されてもよい。
【０３５５】
　固定負荷サイクルにおいて固定時間量にわたって調節された電圧を印加するとき、内側
ループフィードバックが使用されなくてもよく、固定負荷サイクルにおいて、かつ外側容
量ループによって判定されるオンタイムで、形状記憶アクチュエータ１１２が駆動されて
もよい。
【０３５６】
　測定された電流値に基づく可変定負荷サイクルにおいて、未調節の電圧を印加するとき
、形状記憶アクチュエータ１１２に印加される実際の電流が測定されてもよく、正しい平
均電流を維持するように、形状記憶アクチュエータ１１２の作動中に負荷サイクルが調整
されてもよい。
【０３５７】
　測定された電圧値に基づく可変定負荷サイクルにおいて、未調節の電圧を印加するとき
、形状記憶アクチュエータ１１２に印加される実際の電圧が測定されてもよく、正しい平
均電圧を維持するように、形状記憶アクチュエータ１１２の作動中に負荷サイクルが調整
されてもよい。
【０３５８】
　測定された電圧値の二乗に基づく可変定負荷サイクルにおいて、未調節の電圧を印加す
るとき、形状記憶アクチュエータ１１２に印加される実際の電圧が測定されてもよく、（
形状記憶アクチュエータ１１２のインピーダンスに基づいて）形状記憶アクチュエータ１
１２に所望レベルの電力を提供するために必要なレベルで、電圧の二乗を維持するように
、形状記憶アクチュエータ１１２の作動中に負荷サイクルが調整されてもよい。
【０３５９】
　図３８Ａ－３８Ｂも参照すると、ＳＭＡコントローラ１６０８の他の実装が示されてい
る。具体的には、図３８Ａは、スイッチアセンブリを開閉してもよいＰＷＭ信号を提供す
るように構成されてもよい、マイクロプロセッサおよび種々の制御ループを含んでもよい
、電気回路図である。スイッチアセンブリは、形状記憶アクチュエータを通って流れるこ
とが可能になる電流を制御してもよい。バッテリは、形状記憶アクチュエータに電流を提
供してもよい。さらに、１１４Ｂは、容量コントローラおよび内部形状記憶アクチュエー
タコントローラを開示する。形状記憶アクチュエータコントローラは、ＰＷＭ信号をポン
プに提供してもよく、それはバッテリ電圧に基づいて修正されてもよい。これは、固定オ
ンタイムに発生してもよく、結果として、容量が容量センサアセンブリ１４８によって測
定され、容量コントローラにフィードバックされてもよい。
【０３６０】
　好ましい実施形態では、ほぼ一貫した電力を与えるように、測定されたバッテリ電圧に
基づいて負荷サイクルを変化させる。負荷サイクルを調整して、より低いバッテリ電圧を
補う。バッテリ電圧は、１）バッテリが放電されるにつれて、電圧がゆっくりと減少する
、および２）バッテリに負荷を印加すると、内部インピーダンスがあるため、その電圧が
徐々に低下する、といった２つの理由で変化してもよい。これは、任意の種類のシステム
で発生するものであり、負荷サイクルを調整し、したがって、より低い、または変化する
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バッテリ電圧を軽減することによって、これを補う。バッテリ電圧は、マイクロプロセッ
サによって測定されてもよい。他のシステムでは、１）電圧が調節されてもよく（安定し
た電圧で電圧を維持するように調節器を入れる）、２）フィードバックが他のもの（すな
わち、必ずしもバッテリ電圧を測定するわけではない、モータの速度または位置）に基づ
いてもよい。
【０３６１】
　形状記憶アクチュエータを制御するために、他の構成が利用されてもよい。例えば、Ａ
）形状記憶アクチュエータは、未調節の電圧を伴う固定負荷サイクルにおいて制御されて
もよい。電圧が変化するにつれて、形状記憶アクチュエータの加熱の再現性が低減される
。Ｂ）バッテリ電圧の変化を補う、調節された電圧の固定負荷サイクルが利用されてもよ
い。しかしながら、電圧を下方に調節することは、エネルギーにより、あまり効率的では
ない。Ｃ）負荷サイクルは、電流の変化に基づいて変動させられてもよい（これは、より
複雑な測定回路を必要としてもよい）。Ｄ）負荷サイクルは、測定された電圧に基づいて
変化させられてもよい。Ｅ）負荷サイクルは、電流の二乗、または抵抗で割られた電圧の
二乗に基づいて変化させられてもよい。Ｆ）電圧は、測定されたインピーダンスに基づい
て、可変時間量にわたって印加されてもよい（例えば、ホイートストンゲージ（図示せず
）を使用して、インピーダンスを測定してもよい）。形状記憶アクチュエータのインピー
ダンスは、ひずみと相関があってもよい（すなわち、そのインピーダンスに基づいて、Ｓ
ＭＡがどれだけ移動するかを相関させてもよい）。
【０３６２】
　図３９も参照して、上記で論議されるように、注入ポンプアセンブリ１００の安全性を
向上させるために、電気制御アセンブリ１１０は、２つの別個かつ個別のマイクロプロセ
ッサ、すなわち、スーパーバイザプロセッサ１８００およびコマンドプロセッサ１８０２
を含んでもよい。具体的には、コマンドプロセッサ１８０２は、上記で論議される機能（
例えば、ＳＭＡ駆動信号１６１２を生成する）を果たしてもよく、（この実施例では）形
状記憶アクチュエータ１１２、６３２（それぞれ）の機能性を制御する、中継／スイッチ
アセンブリ１８０４、１８０６を制御してもよい。コマンドプロセッサ１８０２は、形状
記憶アクチュエータ１１２、６３２に印加される電圧信号の状態（例えば、電圧レベル）
に関して、信号調整器１８０８からフィードバックを受信してもよい。コマンドプロセッ
サ１８００は、中継／スイッチアセンブリ１８０４、１８０６とは無関係に、中継／スイ
ッチアセンブリ１８１０を制御してもよい。したがって、注入事象が所望されるときに、
注入事象が適正であることを、スーパーバイザプロセッサ１８００およびコマンドプロセ
ッサ１８０２の両方が同意しなければならず、両方がそれぞれの継電器／スイッチを作動
させなければならない。スーパーバイザプロセッサ１８００およびコマンドプロセッサ１
８０２のいずれか一方が、それぞれの継電器／スイッチを作動させられなかった場合は、
注入事象が発生しない。したがって、スーパーバイザプロセッサ１８００およびコマンド
プロセッサ１８０２、ならびに発生しなければならない協働および同時発生を通して、注
入ポンプアセンブリ１００の安全性が向上させられる。
【０３６３】
　スーパーバイザプロセッサは、コマンドプロセッサが送達するべきではないときに送達
することを防止してもよく、また、コマンドプロセッサが送達しているはずであるときに
送達しなければ、警報を鳴らしてもよい。スーパーバイザプロセッサは、コマンドプロセ
ッサが間違ったスイッチを作動させた場合、またはコマンドプロセッサが過剰に長く電力
を印加しようとした場合に、継電器／スイッチアセンブリを動作停止状態にしてもよい。
【０３６４】
　スーパーバイザプロセッサは、どれだけ多くのインスリンが送達されるべきかについて
、冗長的に計算を行ってもよい（すなわち、コマンドプロセッサの計算を二重にチェック
する）。コマンドプロセッサは、送達スケジュールを決定してもよく、スーパーバイザプ
ロセッサは、これらの計算を冗長的にチェックしてもよい。
【０３６５】



(69) JP 6288903 B2 2018.3.7

10

20

30

40

50

　スーパーバイザはまた、ＲＡＭでプロファイル（送達プロファイル）を冗長的に保持し
てもよいため、コマンドプロセッサが正しい計算を行っていてもよいが、不良なＲＡＭが
ある場合は、コマンドに間違った結果を出させる。スーパーバイザは、例えば、二重にチ
ェックするために、基礎プロファイルのローカルコピーを使用する。
【０３６６】
　スーパーバイザは、ＡＶＳ測定を二重にチェックすることができ、ＡＶＳ計算を見て、
安全性チェックを適用する。ＡＶＳ測定値が採取されるたびに、二重にチェックを行う。
【０３６７】
　図４０も参照すると、スーパーバイザプロセッサ１８００およびコマンドプロセッサ１
８０２のうちの１つ以上は、注入ポンプアセンブリ１００の種々の部分に診断を行っても
よい。例えば、分圧器１８１２、１８１４は、例えば、形状記憶アクチュエータ１１２の
遠位端において感知される、電圧（それぞれ、Ｖ１およびＶ２）を監視するように構成さ
れてもよい。継電器／スイッチアセンブリ１８０４、１８１０に印加される信号を知った
上で、電圧Ｖ１およびＶ２の値は、（例示的な診断表１８１６に示されるのと同様に）図
４０に示される回路の種々の構成要素に診断が行われることを可能にする。
【０３６８】
　上記で論議されるように、図３９－４０に図示されるように、注入ポンプアセンブリ１
００の安全性を向上させるために、電気制御アセンブリ１１０は、複数のマイクロプロセ
ッサ（例えば、スーパーバイザプロセッサ１８００およびコマンドプロセッサ１８０２）
を含んでもよく、そのそれぞれは、注入可能な流体の用量の送達を達成するために、相互
作用し、同時動作することが要求されてもよい。マイクロプロセッサが相互作用／同時動
作できなかった場合は、注入可能な流体の用量の送達が失敗する場合があり、１つ以上の
アラームが誘起されてもよく、したがって、注入ポンプアセンブリ１００の安全性および
信頼性を向上させる。
【０３６９】
　容量誤差を経時的に追跡する、マスタアラームが利用されてもよい。したがって、誤差
の合計が大きくなりすぎれば、マスタアラームが起動され、システムに異常があり得るこ
とを示してもよい。したがって、マスタアラームは、実施されている総容量比較および留
意されている相違を示してもよい。マスタアラームを起動するために必要とされる相違の
典型的な値は、１．００ミリリットルであってもよい。マスタアラームは、漏洩様式で合
計を監視してもよい（すなわち、不正確性が時間の水平軸を有する）。
【０３７０】
　図４１Ａ－４１Ｂも参照すると、注入可能な流体の用量の送達中の、複数のマイクロプ
ロセッサ間のそのような相互作用の１つのそのような例示的実施例が示されている。具体
的には、コマンドプロセッサ１８０２が、最初に、容量センサチャンバ６２０内の注入可
能な流体の初期容量を判定してもよい１９００。次いで、コマンドプロセッサ１８０２は
、スーパーバイザプロセッサ１８００に「ポンプ電力要求」メッセージを提供してもよい
１９０２。「ポンプ電力要求」メッセージを受信すると１９０４、スーパーバイザプロセ
ッサ１８００が、例えば、継電器／スイッチ１８１０に通電してもよく１９０６（したが
って、形状記憶アクチュエータ１１２に通電する）、コマンドプロセッサ１８０２に「ポ
ンプ電力オン」メッセージを送信してもよい１９０８。「ポンプ電力オン」メッセージを
受信すると１９１０、コマンドプロセッサ１８０２が、例えば、（継電器／スイッチ１８
０４に通電することによって）ポンプアセンブリ１０６を作動させてもよく１９１２、そ
の間に、スーパーバイザプロセッサ１８００が、例えば、ポンプアセンブリ１０６の作動
を監視してもよい１９１４。
【０３７１】
　いったんポンプアセンブリ１０６の作動が完了すると、コマンドプロセッサ１８０２が
、スーパーバイザプロセッサ１８００に「ポンプ電力オフ」メッセージを提供してもよい
１９１４。「ポンプ電力オフ」メッセージを受信すると１９１６、スーパーバイザプロセ
ッサ１８００が、継電器／スイッチ１８１０の電源を切り１９１８、コマンドプロセッサ
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１８０２に「ポンプ電力オフ」メッセージを提供してもよい１９２０。「ポンプ電力オフ
」メッセージを受信すると１９２２、コマンドプロセッサ１８０２が、ポンプアセンブリ
１０６によって送出された注入可能な流体の分量を測定してもよい１９２４。これは、容
量センサチャンバ６２０内の流体の現在の分量を測定し、それを上記で（ステップ１９０
０で）判定された分量と比較することによって、達成されてもよい。いったん判定される
と１９２４、コマンドプロセッサ１８０２が、スーパーバイザプロセッサ１８００に「弁
開放電力要求」メッセージを提供してもよい１９２６。「弁開放電力要求」メッセージを
受信すると１９２８、スーパーバイザプロセッサ１８００が、継電器／スイッチ１８１０
に通電してもよく１９３０（したがって、形状記憶アクチュエータ６３２に通電する）、
コマンドプロセッサ１８０２に「弁開放電力オン」メッセージを送信してもよい１９３２
。「弁開放電力オン」メッセージを受信すると１９３４、コマンドプロセッサ１８０２が
、例えば、（継電器／スイッチ１８０６に通電することによって）測定弁アセンブリ６１
０を作動させてもよく１９３６、その間に、スーパーバイザプロセッサ１８００が、例え
ば、測定弁アセンブリ６１０の作動を監視してもよい１９３８。
【０３７２】
　いったん測定弁アセンブリ６１０の作動が完了すると、コマンドプロセッサ１８０２が
、スーパーバイザプロセッサ１８００に「弁電力オフ」メッセージを提供してもよい１９
４０。「弁電力オフ」メッセージを受信すると１９４２、スーパーバイザプロセッサ１８
００が、継電器／スイッチ１８１０の電源を切り１９４４、コマンドプロセッサ１８０２
に「弁電力オフ」メッセージを提供してもよい１９４６。
【０３７３】
　「弁電力オフ」メッセージを受信すると１９４８、コマンドプロセッサ１８０２が、ス
ーパーバイザプロセッサ１８００に「弁閉鎖電力要求」メッセージを提供してもよい１９
５０。「弁閉鎖電力要求」メッセージを受信すると１９５２、スーパーバイザプロセッサ
１８００が、継電器／スイッチ１８１０に通電してもよく１９５４（したがって、形状記
憶アクチュエータ６５２に通電する）、コマンドプロセッサ１８０２に「電力オン」メッ
セージを送信してもよい１９５６。「電力オン」メッセージを受信すると１９５８、コマ
ンドプロセッサ１８０２が、形状記憶アクチュエータ６５２に通電するように構成される
通電継電器／スイッチ（図示せず）を作動させてもよく１９６０、その間に、スーパーバ
イザプロセッサ１８００が、例えば、形状記憶アクチュエータ６５２の作動を監視しても
よい１９６２。
【０３７４】
　形状記憶アクチュエータ６５２は、電気接点６５４を使用して第１端に固着されてもよ
い。形状記憶アクチュエータ６５２の他方の端は、ブラケットアセンブリ６５６に接続さ
れてもよい。形状記憶アクチュエータ６５２が起動されると、形状記憶アクチュエータ６
５２は、ブラケットアセンブリ６５６を前方に引き、弁アセンブリ６３４を解放してもよ
い。そのようなものとして、測定弁アセンブリ６１０は、形状記憶アクチュエータ６３２
を介して起動されてもよい。いったん測定弁アセンブリ６１０が起動されると、ブラケッ
トアセンブリ６５６は、起動位置で弁アセンブリ６１０に手動で掛け金を掛けてもよい。
形状記憶アクチュエータ６５２を作動させることにより、ブラケットアセンブリ６５６を
前方に引き、弁アセンブリ６３４を解放してもよい。形状記憶アクチュエータ６３２がも
はや起動されないと仮定して、いったんブラケットアセンブリ６５６が弁アセンブリ６３
４を解放すると、測定弁アセンブリ６１０が動作停止状態になってもよい。したがって、
形状記憶アクチュエータ６５２を作動させることによって、測定弁アセンブリ６１０が動
作停止状態になってもよい。
【０３７５】
　いったん形状記憶アクチュエータ６５２の作動が完了すると、コマンドプロセッサ１８
０２が、スーパーバイザプロセッサ１８００に「電力オフ」メッセージを提供してもよい
１９６４。「電力オフ」メッセージを受信すると１９６６、スーパーバイザプロセッサ１
８００が、継電器／スイッチ１８１０の電源を切り１９６８、コマンドプロセッサ１８０
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２に「電力オフ」メッセージを提供してもよい１９７０。「電力オフ」メッセージを受信
すると１９７２、コマンドプロセッサ１８０２が、容量センサチャンバ６２０内の注入可
能な流体の分量を判定してもよく、したがって、コマンドプロセッサ１８０２が、この測
定された分量を、上記で（ステップ１９２４で）判定された分量と比較して、ユーザに送
達された注入可能な流体の分量を判定することを可能にする１９７４。
【０３７６】
　ユーザに送達された注入可能な流体の分量１９７４が、基礎／ボーラス注入事象に対し
て特定される注入可能な流体の分量より少ない場合は、（ループ１９７６を介して）上記
の手順が反復されてもよい。
【０３７７】
　図４２を参照すると、今回は、注入可能な流体の用量のスケジューリング中の、プロセ
ッサ１８００、１８０２間の相互作用の別の例示的実施例が示されている。コマンドプロ
セッサ１８０２は、（それぞれ）基礎スケジューリングメッセージまたはボーラス要求メ
ッセージの受信について監視してもよい２０００、２００２。これらのメッセージのうち
のいずれか一方を受信すると２０００、２００２、コマンドプロセッサ１８０２が、所望
の送達容量を設定してもよく２００４、スーパーバイザプロセッサ１８００に「送達要求
」メッセージを提供してもよい２００６。「送達要求」メッセージを受信すると２００８
、スーパーバイザプロセッサ１８００が、コマンドプロセッサ１８０２によって定義され
る容量２００４を検証してもよい２０１０。いったん検証されると２０１０、スーパーバ
イザプロセッサ１８００が、コマンドプロセッサ１８０２に「送達容認」メッセージを提
供してもよい２０１２。「送達容認」メッセージを受信すると２０１４、コマンドプロセ
ッサ１８０２は、コントローラ（例えば、上記で論議され、図３３に図示されるコントロ
ーラ）を更新し２０１６、注入可能な流体の基礎／ボーラス用量の送達を実行してもよい
２０１８。コマンドプロセッサ１８０８は、（上記で論議され、かつ図４１Ａ－４１Ｂに
図示されるように）ユーザに送達された注入可能な流体の総分量を監視し、更新してもよ
い２０２２。いったん適切な分量の注入可能な流体がユーザに送達されると、コマンドプ
ロセッサ１８０２が、スーパーバイザプロセッサ１８００に「送達終了」メッセージを提
供してもよい２０２４。「送達終了」メッセージを受信すると２０２６、スーパーバイザ
プロセッサ１８００が、ユーザに送達された注入可能な流体の総分量を更新してもよい２
０２８。ユーザに送達された注入可能な流体の総分量２０１８が、上記で（ステップ２０
０４で）定義された分量より少ない場合は、（ループ２０３０を介して）上記で論議され
る注入過程が反復されてもよい。
【０３７８】
　図４３も参照すると、（上記で説明されるように）容量センサアセンブリ１４８を介し
た容量測定を達成しながら、スーパーバイザプロセッサ１８００およびコマンドプロセッ
サ１８０２が相互作用してもよい方式の実施例が示されている。
【０３７９】
　具体的には、コマンドプロセッサ１８０２が、容量センサアセンブリ１４８を初期化し
２０５０、容量センサアセンブリ１４８からデータを収集し始めてもよく２０５２、その
過程は、上記の正弦波掃引で利用される各周波数について反復されてもよい。データが特
定の掃引周波数について収集されるたびに、データ点メッセージがコマンドプロセッサ１
８０２から提供されてもよく２０５４、それは、スーパーバイザプロセッサ１８００によ
って受信されてもよい２０５６。
【０３８０】
　いったん正弦波掃引全体についてデータ収集２０５２が完了すると、コマンドプロセッ
サ１８０２が、注入ポンプアセンブリ１００によって送達される注入可能な流体の容量を
推定してもよい２０５８。コマンドプロセッサ１８０２は、スーパーバイザプロセッサ１
８００に容量推定メッセージを提供してもよい２０６０。この容量推定メッセージを受信
すると２０６２、スーパーバイザプロセッサ１８００が、容量推定メッセージをチェック
（すなわち、確認）してもよい２０６４。いったんチェック（すなわち、確認）されると
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、スーパーバイザプロセッサ１８００が、コマンドプロセッサ１８０２に検証メッセージ
を提供してもよい２０６６。いったんスーパーバイザプロセッサ１８００から受信される
と２０６８、コマンドプロセッサ１８０２が、容量センサアセンブリ１４８によって送達
された注入可能な流体の用量に対する測定状態を設定してもよい。
【０３８１】
　注入ポンプアセンブリ１００の流体送達経路に沿ってどこでも、閉塞および／漏出が発
生する場合がある。
【０３８２】
　例えば、図４４を参照すると、閉塞／漏出は、貯留部１１８と貯留部弁アセンブリ６１
４との間の流体経路で、貯留部弁アセンブリ６１４とポンプアセンブリ１０６との間の流
体経路で、ポンプアセンブリ１０６と容量センサ弁アセンブリ６１２との間の流体経路で
、容量センサ弁アセンブリ６１２と容量センサチャンバ６２０との間の流体経路で、容量
センサチャンバ６２０と測定弁アセンブリ６１０との間の流体経路で、測定弁アセンブリ
６１０と使い捨てカニューレ１３８の先端との間の流体経路で、発生する場合がある。注
入ポンプアセンブリ１００は、そのような閉塞／漏出を検出して場所を特定し、注入ポン
プアセンブリ１００の安全性／信頼性を向上させる、１つ以上の閉塞／漏出検出アルゴリ
ズムを実行するように構成されてもよい。
【０３８３】
　上記で論議されるように、注入可能な流体を投与するときに、注入ポンプアセンブリ１
００は、最初に、注入可能な流体の用量の投与前の容量センサチャンバ６２０内の注入可
能な流体の容量を判定してもよく、後に、注入可能な流体の用量の投与後の容量センサチ
ャンバ６２０内の注入可能な流体の容量を判定してもよい。これらの値を監視することに
よって、閉塞／漏出の発生が検出されてもよい。
【０３８４】
　閉塞型・完全：完全閉塞が発生しているとき、注入可能な流体の用量の投与前の初期測
定値と、注入可能な流体の用量の投与後の最終測定値との間の差は、ゼロ（または本質的
にゼロ）となり、容量センサチャンバ６２０内の多量に残留した注入可能な流体を示す。
したがって、容量センサチャンバ６２０から流体が全く退出していなくてもよい。
【０３８５】
　具体的には、使い捨てカニューラの先端が閉塞された場合、容量センサチャンバ６２０
の下流の流体経路が流体で充填し、最終的に、バネダイヤフラム６２８によって及ぼされ
る機械的圧力と同等のレベルまで加圧される。したがって、測定弁アセンブリ６１０が開
くと、ゼロ（または本質的にゼロ）の流体が分注され、したがって、初期および最終測定
（容量センサアセンブリ１４８によって行われるような）の値は、本質的に等しくなる。
【０３８６】
　そのような状態の発生を検出すると、完全閉塞フラグが設定されてもよく、注入ポンプ
アセンブリ１００が、例えば、アラームを誘起し、したがって、ユーザが治療法を受容す
るための代替的手段を求める必要があることを示してもよい。
【０３８７】
　閉塞型・部分：部分閉塞が発生しているとき、注入可能な流体の用量の投与前の初期測
定値と、注入可能な流体の用量の投与後の最終測定値との間の差は、注入可能な流体の完
全より少ない用量が送達されたことを示す。例えば、特定のポンプサイクルの終わりに、
０．１０マイクロリットルの注入可能な流体が容量センサチャンバ６２０の中に存在した
ことを、容量センサアセンブリ１４８が示したと仮定する。さらに、後に測定弁アセンブ
リ６１０が閉鎖され、後にポンプアセンブリ１０６が作動させられ、容量センサチャンバ
６２０が注入可能な流体で充填されると仮定する。さらに、容量センサチャンバ６２０が
現在１．００マイクロリットルの注入可能な流体で充填されている（０．９０マイクロリ
ットルの送出容量を示す）ことを、容量センサアセンブリ１４８が判定すると仮定する。
【０３８８】
　したがって、測定弁アセンブリ６１０の開放時に、容量センサチャンバ内に含まれる注
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入可能な流体の分量は、０．１０マイクロリットル（または合理的にその近く）まで低下
するとことが予期される。しかしながら、部分閉塞の場合、容量センサチャンバ６２０か
らの通常よりも遅い流速により、容量センサチャンバ６２０内の注入可能な流体の分量は
、０．４０マイクロリットルまでしか低減されない場合がある（０．６０マイクロリット
ルの送達容量を示す）。したがって、送出容量（０．９０マイクロリットル）と送達容量
（０．６０マイクロリットル）との間の差を監視することによって、残留容量が定義され
てもよく、部分閉塞の発生が検出されてもよい。
【０３８９】
　そのような状態の発生を検出すると、部分閉塞フラグが設定されてもよく、注入ポンプ
アセンブリ１００が、例えば、アラームを誘起してもよく、したがって、ユーザが治療法
を受容するための代替的手段を求める必要があることを示す。しかしながら、これは（完
全閉塞とは対照的に）部分閉塞を示すため、部分閉塞が自ら解消する場合があると、アラ
ームの発行が遅延する場合がある。
【０３９０】
　代替として、注入ポンプアセンブリ１００は、ポンプオンタイム対送達容量の比を計算
し、それを時間とともに追跡し、ポンプオンタイムの高速移動および低速移動指数平均値
を使用することによって追跡してもよい。指数平均値は、漏洩合計積分器と同様に、追跡
されてもよい。注入ポンプアセンブリ１００は、信号をフィルタにかけ、高速変化を探し
てもよい。流体流出速度および／または残留容量が監視されてもよい。残留容量が変化し
ない場合は、完全閉塞があってもよい。残留容量が変化した場合は、部分閉塞があっても
よい。さらに代替として、残留値が合計されてもよい。弁作動の数または掛け金の時間が
変化させられている場合、たとえ容量センサアセンブリ１４８の中で圧力を蓄積しても、
流体流速が調査されてもよい。
【０３９１】
　完全／部分的に空の貯留部：貯留部１１８が空になりつつあるときは、容量センサチャ
ンバ６２０を所望のレベルまで充填することがさらに困難となる。典型的に、ポンプアセ
ンブリ１０６は、１ミリ秒につき１．０マイクロリットルを送出することが可能である。
例えば、容量センサチャンバ６２０の「空」の状態が０．１０マイクロリットルであり、
容量センサチャンバ６２０の「満杯」状態が１．００マイクロリットルであると仮定する
。しかしながら、貯留部１１８が空になり始めると、ポンプアセンブリ１０６が容量セン
サチャンバ６２０を「満杯」状態まで充填することがさらに困難となる場合があり、一貫
して目標達成に失敗する場合がある。したがって、正常動作中に、ポンプアセンブリ１０
６が容量センサチャンバ６２０を「満杯」の状態まで充填するのに１秒かかってもよく、
貯留部１１８が空になるにつれて、容量センサチャンバ６２０を「満杯」状態まで充填す
るのに３秒かかってもよい。最終的に、貯留部１１８が完全に空になった場合、容量セン
サチャンバ６２０は、決して「満杯状態」を達成することができなくてもよい。したがっ
て、ポンプアセンブリ１０６が容量センサチャンバ６２０を「満杯」の状態まで充填でき
ないことは、貯留部１１８が空であることを示してもよい。代替として、そのような状態
の発生は、他の状況を示してもよい（例えば、ポンプアセンブリ１０６の故障、容量セン
サチャンバ６２０の前の流体経路の閉塞）。注入ポンプアセンブリ１００は、「満杯」状
態と実際に送出された量との間の差を判定してもよい。これらの差は、合計され、次いで
、いったん貯留部の状態に対処したときのために構成されてもよい。
【０３９２】
　そのような状態の発生を検出すると、空のフラグが設定されてもよく、注入ポンプアセ
ンブリ１００が、例えば、アラームを誘起し、したがって、ユーザが、例えば、使い捨て
筐体アセンブリ１１４を交換する必要があることを示してもよい。
【０３９３】
　加えて、貯留部１１８が空になるにつれて、貯留部１１８が最終的に「真空」状態をも
たらし、ポンプアセンブリ１０６が容量センサチャンバ６２０に流体を送達する能力が損
なわれる場合がある。上記で論議されるように、容量コントローラ１６０２は、「オンタ
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イム」信号１６０６に関して初期「推測」を設定するために、順方向送りコントローラ１
６５２を含んでもよく、この初期推測は、ポンプ較正曲線に基づく。例えば、ポンプアセ
ンブリ１０６が０．０１０単位の注入可能な流体を送達するために、順方向送りコントロ
ーラ１６５２は、例えば、１ミリ秒の初期「オンタイム」を定義してもよい。しかしなが
ら、貯留部１１８が空になり始めると、損なわれたポンプ条件により、０．０１０単位の
注入可能な流体を送達するのに２ミリ秒かかってもよい。さらに、貯留部１１８が完全に
空の状態に近づくにつれて、０．０１０単位の注入可能な流体を送達するのに１０ミリ秒
かかってもよい。したがって、空の状態に近づいている貯留部１１８の発生は、ポンプア
センブリ１０６の実際の動作（例えば、０．０１０単位の注入可能な流体を送達するため
の２秒）が、ポンプアセンブリ１０６の予期された動作（例えば、０．０１０単位の注入
可能な流体を送達するための１秒）とは異なるレベルを監視することによって、検出され
てもよい。
【０３９４】
　そのような状態の発生を検出すると、留保フラグが設定されてもよく、注入ポンプアセ
ンブリ１００が、例えば、アラームを誘起し、したがって、ユーザが、例えば、使い捨て
筐体アセンブリ１１４をすぐに交換する必要があることを示してもよい。
【０３９５】
　漏出検出：流体経路内の漏出（例えば、漏出弁または破裂／穿孔）の場合には、流体経
路が流圧を保持する能力が損なわれる場合がある。したがって、流体経路内の漏出につい
てチェックするために、ポンプアセンブリ１０６が容量センサチャンバ６２０を加圧する
ために使用される、流出試験が行われてもよい。次いで、容量センサアセンブリ１４８は
、（上記で説明されるような）第１の容量測定を行って、容量センサチャンバ６２０内の
注入可能な流体の容量を判定してもよい。次いで、注入ポンプアセンブリ１００は、漏出
の場合に、流出を可能にする定義された期間を待ってもよい。例えば、６０秒の流出期間
後、容量センサアセンブリ１４８は、（上記で説明されるような）第２の容量測定を行っ
て、容量センサチャンバ６２０内の注入可能な流体の容量を判定してもよい。漏出がなけ
れば、２つの容量測定値は本質的に同じはずである。しかしながら、漏出の場合には、第
２の測定値が第１の測定値より少なくてもよい。加えて、漏出の重篤性に応じて、ポンプ
アセンブリ１０６は、容量センサチャンバ６２０を充填できなくてもよい。典型的に、漏
出チェックは、注入可能な流体の送達の一部として実施されてもよい。
【０３９６】
　第１の容量測定値と第２の容量測定値との間の差が許容閾値を超える場合には、漏出フ
ラグが設定されてもよく、注入ポンプアセンブリ１００が、例えば、アラームを誘起し、
したがって、ユーザが治療法を受容するための代替的手段を求める必要があることを示し
てもよい。
【０３９７】
　図４５および図４６を参照すると、無線制御された医療デバイスで使用するために適合
され、注入ポンプアセンブリの例示的実施形態で使用される、分割リング共振器アンテナ
の例示的実施形態は、少なくとも１つの分割リング共振器アンテナ（以降、「ＳＲＲアン
テナ」）２５０８、アンテナに電力供給することが可能である、無線制御された医療注入
装置（以降、「注入装置」）２５１４等の装着型電気回路、および制御ユニット２５２２
を含む。
【０３９８】
　種々の実施形態では、ＳＲＲアンテナ２５０８は、非導電性基板２５００の表面上に存
在し、１つ（または複数の）金属層が所定の周波数で共振することを可能にしてもよい。
基板２５００は、難燃材２（ＦＲ－２）、ＦＲ－３、ＦＲ－４、ＦＲ－５、ＦＲ－６、Ｇ
－１０、ＣＥＭ－１、ＣＥＭ－２、ＣＥＭ－３、ＣＥＭ－４、ＣＥＭ－５、ポリイミド、
Ｔｅｆｌｏｎ、セラミック、または可撓性Ｍｙｌａｒ等の、標準プリント回路基板材料か
ら構成されてもよい。ＳＲＲアンテナ２５０８を備える金属共振体は、例えば、プラチナ
、イリジウム、銅、ニッケル、ステンレス鋼、銀、または他の導電性材料でできている、
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２つの長方形の金属層２５０２、２５０４でできていてもよい。他の種々の実施形態では
、ＳＲＲアンテナ２５０８は、１つだけの金属共振体を含有してもよい。
【０３９９】
　例示的実施形態では、金めっきを施した銅の外層２５０２が、物理的に接触することな
く、金めっきを施した銅の内側リング２５０４を包囲する。つまり、内側リング２５０４
が、外層２５０２によって形成される空洞２５１０（または開口）の中に存在する。内側
リング２５０４は、その表面に沿って間隙または分割２５０６を含有し、材料を完全に分
断して不完全なリング形状を形成してもよい。両方の金属共振体２５０２、２５０４が、
基板２５００の同じ平面上に存在してもよい。そのような構成では、外層２５０２は、例
えば、外層２５０２に連結される伝送ライン２５１２を介して、駆動されてもよい。加え
て、種々の他の実施形態では、伝送ライン２５１２は、内側リング２５０４に連結されて
もよい。
【０４００】
　アンテナ性能等の電磁幾何学形状をシミュレートすることが可能である、ＡＷＲ　Ｍｉ
ｃｒｏｗａｖｅ　Ｏｆｆｉｃｅ等のアンテナ設計ソフトウェアは、アンテナを物理的に製
造し、試験することと比較して、満足のいく寸法を生成するために必要な時間を有意に短
縮してもよい。したがって、そのようなソフトウェアを用いて、ＳＲＲアンテナ２５０８
は、共振体２５０２、２５０４の幾何学寸法が２．４ＧＨｚの動作周波数を促進するよう
に設計されてもよい。図５０は、内側リング２５０４および外層２５０２の例示的寸法、
および内側リング２５０４が存在する空洞２５１０の位置付けを描写する。外層２５０２
と内側リング２５０４との間の距離は、空洞２５１０の周囲に沿って、一定の０．００５
インチである。しかしながら、他の実施形態では、外層と内側リングとの間の距離が変化
してもよく、いくつかの実施形態では、動作周波数が変化してもよい。
【０４０１】
　種々の実施形態では、ＳＲＲアンテナ２５０８は、電気的に小さいと分類することがで
きるように寸法を有してもよく、つまり、アンテナの最大寸法が動作周波数における１つ
の波長よりもはるかに小さくなる。
【０４０２】
　種々の他の実施形態では、ＳＲＲアンテナ２５０８は、同様の形状の１つ以上の金属内
層を包囲する、円形、五角形、八角形、または六角形等の、１つ以上の代替的形状の金属
外層から構成されてもよい。さらに、種々の他の実施形態では、ＳＲＲアンテナ２５０８
の１つ以上の金属層は、材料に間隙を含有し、不完全な形状を形成してもよい。
【０４０３】
　図４８を参照すると、例示的幾何学形状を有するＳＲＲアンテナ２５０８は、ヒトの皮
膚と接触して配置されると、許容反射減衰量および周波数値を示す。図４８に示されるよ
うに、グラフ上のマーカー１および２によって表される関心の帯域に注目すると、２．４
４ＧＨｚを中心とする周波数帯域を監視している間に、ヒトの皮膚と接触する前の反射減
衰量は、ほぼ－１５ｄＢである。ヒトの皮膚と接触中の反射減衰量は、図４８Ａに示され
るように、同じ周波数でほぼ－２５ｄＢの好適な値のままであり、約９７％伝送電力を生
じる。
【０４０４】
　これらの結果は、特に、Ｉｎｖｅｒｔｅｄ－Ｆ等の非分割リング共振器アンテナ型と比
較すると有利である。Ｉｎｖｅｒｔｅｄ－Ｆアンテナの反射減衰量は、アンテナがヒトの
皮膚に接触するときに差異を示し、アンテナから外向きに伝送される電力の低い割合をも
たらしてもよい。一例として、図５１に示されるように、グラフ上のマーカー１および２
によって表される関心の帯域に再度注目すると、ヒトの皮膚と接触する前のＩｎｖｅｒｔ
ｅｄ－Ｆアンテナの反射減衰量は、２．４４ＧＨｚを中心とする周波数において、ほぼ－
２５ｄＢである。ヒトの皮膚と接触中の反射減衰量は、同じ周波数でほぼ－２ｄＢであり
、約３７％伝送電力を生じる。
【０４０５】
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　（無線医療デバイスとの統合）
　例示的実施形態において、図５０および図４６を参照すると、ＳＲＲアンテナ２５０８
の１つの用途は、ユーザ／患者２５２４に流体薬剤を送達することが可能な装着型注入装
置２５１４への統合であってもよい。そのような用途において、ユーザ／患者の安全性は
、これらの電気構成要素間の流体動作に依存し、したがって、制御ユニット２５２２を往
復する確実な無線伝送が大いに重要である。
【０４０６】
　注入装置２５１４は、人体に直接装着されてもよい。一例として、そのようなデバイス
は、ヒトの皮膚と直接接触して、股関節の上または上側に取り付けられてもよく、電気動
作における周波数偏移を引き起こす、意図しない誘電体装荷の危険性にＳＲＲアンテナ２
５０８をさらす。しかしながら、そのような用途では、近くの寄生オブジェクトに対して
アンテナの感受性を低下させる、ＳＲＲアンテナ２５０８の電気特性が、性能の劣化を低
減または排除するのに有益である。制御ユニット２５２２（概して図４９に示される）等
の制御構成要素は、注入装置２５１４と対合されてもよく、２．４ＧＨｚ等の所定の周波
数で注入装置２５１４に無線信号を伝送し、そこから無線信号を受信するように設計され
てもよい。例示的実施形態では、制御ユニット２５２２は、それを通して患者または第三
者がインスリン送達を管理してもよい、主要ユーザインターフェースとしての機能を果た
す。他の実施形態では、注入装置２５１４は、１つ以上の制御ユニット２５２２と通信す
るためにＳＲＲアンテナ２５０８を利用してもよい。
【０４０７】
　種々の実施形態では、プロトコルおよび転送されるデータ型がアンテナの電気特性と無
関係であるため、多数の異なる無線通信プロトコルが、ＳＲＲアンテナ２５０８と併せて
使用されてもよい。しかしながら、例示的実施形態では、通信の双方向性マスタ／スレー
ブ手段が、ＳＲＲアンテナ２５０８を通してデータ転送を組織化する。制御ユニット２５
２２は、情報について注入装置２５１４またはスレーブに周期的にポーリングすることに
よって、マスタの役割を果たしてもよい。例示的実施形態では、スレーブがポーリングさ
れたときのみ、スレーブが制御ユニット２５２２に信号を送信してもよい。しかしながら
、他の実施形態では、スレーブは、ポーリングされる前に信号を送信してもよい。このシ
ステムを通して送信される信号は、制御、アラーム、状態、患者治療プロファイル、治療
ログ、チャネル選択およびネゴシエーション、ハンドシェイキング、暗号化、およびチェ
ックサムを含んでもよいが、それらに限定されない。いくつかの実施形態では、ＳＲＲア
ンテナ２５０８を通した伝送はまた、患者へのインスリンの投与の電気的途絶に対する追
加予防策として、ある注入動作中に停止させられてもよい。
【０４０８】
　例示的実施形態では、ＳＲＲアンテナ２５０８は、伝送ライン２５１２上の１つ以上の
ピン２５１６を介して、電源回路に連結されてもよい。種々の他の実施形態では、伝送ラ
インは、それによってＳＲＲアンテナ２５０８がある周波数で共振することができる、チ
ャネルを提供する、ワイヤ、複数対のワイヤ、または他の制御されたインピーダンス方法
を備えてもよい。伝送ライン２５１２は、基板２５００の表面上に存在してもよく、金め
っきを施した銅等のＳＲＲアンテナ２５０８と同じ材料から構成されてもよい。加えて、
グラウンド面が、伝送ライン２５１２の反対側の基板の表面に取り付けられてもよい。
【０４０９】
　ＳＲＲアンテナ２５０８に連結される電気回路は、回路に最も近い伝送ライン２５１２
の端にＲＦ信号を印加し、ＳＲＲアンテナ２５０８の全体を通して電磁場を生成し、ＳＲ
Ｒアンテナ２５０８から伝搬してもよい。ＳＲＲアンテナ２５０８に連結される電気回路
は、２．４ＧＨｚ等の所定の周波数における共振を促進する。好ましくは、伝送ライン２
５１２およびＳＲＲアンテナ２５０８の両方は、回路シミュレーションおよび特性化を簡
略化するように、５０オームのインピーダンスを有する。しかしながら、他の種々の実施
形態では、伝送ラインおよび分割リング共振器アンテナは、他のインピーダンス値、また
は異なる共振周波数を有してもよい。
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【０４１０】
　図４７を参照すると、フィルタ、増幅器、またはスイッチ等の信号処理構成要素２５１
８は、伝送ライン２５１２に統合されるか、または、信号源接続ピン２５１６とＳＲＲア
ンテナ２５０８との間のある点にあってもよい。例示的実施形態では、信号処理構成要素
２５１８は、例示的周波数のみがアンテナに伝送されることを可能にする、およびその範
囲外の周波数を拒絶する等の、所望の信号処理を促進する帯域通過フィルタである。例示
的実施形態では、くし形帯域通過フィルタ２５１８が、アンテナと信号源との間の伝送ラ
イン２５１２に含まれてもよい。しかしながら、他の実施形態では、例えば、フィルタ、
増幅器、または当技術分野で公知の任意の他の信号処理デバイスであるが、それらに限定
されない、任意の他の信号処理デバイスが含まれてもよい。
【０４１１】
　種々の実施形態では、ＳＲＲアンテナ２５０８は、可撓性または剛性基板上で共振する
ことが可能な金属体から構成されてもよい。図４６に示されるように、例示的実施形態は
、可撓性ポリイミド基板２５２０上の湾曲ＳＲＲアンテナを組み込む。ポリイミドは、代
替的基板よりも可撓性となる傾向があるため、例示的な材料であってもよい。この構成は
、円形デバイス（無線制御された医療注入装置２５１４等）、不規則な形状の外部筐体を
伴うデバイス、または空間の節約が最重要であるデバイスへの簡略化した統合を可能にし
てもよい。
【０４１２】
　種々の実施形態では、制御ユニット２５２２および基礎ユニット２５１４の両方が、分
割ＳＲＲアンテナ２５０８を組み込んでもよい。この構成は、制御ユニットがヒトの皮膚
にごく近接した手持ち式になるように意図されているか、または、様々な誘電率を伴う様
々な数の材料にごく近接する可能性がある場合に、有益となってもよい。
【０４１３】
　種々の実施形態では、ＳＲＲアンテナ２５０８は、人体内で動作する１つ以上の埋込型
医療デバイスが、手持ち式、身体載置型、または遠隔の制御ユニットに無線通信する、医
療構成要素の構成に統合されてもよい。ある実施形態では、身体載置型および体内無線デ
バイスの両方が、無線通信にＳＲＲアンテナ２５０８を利用してもよい。加えて、ＳＲＲ
アンテナ２５０８を利用する構成要素のうちの１つ以上が、ヒトの皮膚、組織、または他
の誘電材料によって完全に包囲されてもよい。一例として、そのような構成は、無線デー
タ伝送の安定性および一貫性が基本的な関心事である、心臓監視／制御システムと併せて
使用されてもよい。
【０４１４】
　種々の他の実施形態では、ＳＲＲアンテナ２５０８は、注入ポンプアセンブリの実施形
態に統合されてもよい。医療構成要素の構成では、人体上に位置付けられた、または人体
に取り付けられた１つ以上の電気センサが、遠隔送受信ユニットに無線通信する。一例と
して、身体上に位置付けられた複数の電極は、遠隔に位置する心電図機械への無線伝送用
のＳＲＲアンテナ２５０８を採用する、無線ユニットに連結されてもよい。一例として、
ヒトの皮膚と接触している無線温度センサは、センサが存在する部屋の温度調節のために
、コントローラユニットへの無線通信用のＳＲＲアンテナ２５０８を採用してもよい。
【０４１５】
　本明細書で説明される注入ポンプは、ＮＩＴＩＮＯＬ、または形状記憶合金の作動バイ
ナリ弁（測定弁）を含有する。この弁は、ワイヤに位相を変化させ、収縮させ、弁を作動
させる、ＮＩＴＩＮＯＬワイヤに電流を印加することによって作動させられる。１）電力
消費を最小化するため、２）サイクル時間を最小化するため、および３）ＮＩＴＩＮＯＬ
のサイクル寿命を最大化するためといった理由を含むが、それらに限定されない、多くの
理由で、電流がＮＩＴＩＮＯＬに印加される時間を最小化することが望ましい。電力消費
を最小化することにより、バッテリ寿命を延長し、したがって、再充電間のポンプのより
長い機能性を提供してもよい。ＮＩＴＩＮＯＬのサイクル寿命を最大化することにより、
注入ポンプの再利用可能な部分の寿命を延長し、ポンプのより長い性能を提供する。これ
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らの両方は、閉ループまたは半閉ループシステムで、ならびに開ループシステムで望まし
くてもよい。
【０４１６】
　ポンプの通常の動作は、とりわけ、以下のステップを伴う。最初に、音響容量センサ（
ＡＶＳ）を使用して、音響容量センサチャンバの初期容量測定値が採取される。次に、パ
ルスポンプを使用して、流体が貯留部からＡＶＳチャンバに送出される。次いで、満杯の
ＡＶＳチャンバの別の測定値が採取される。次に、測定弁が作動させられ、流体が管類セ
ットを通してＡＶＳチャンバからユーザ／患者へ解放される。最終的に、最終ＡＶＳ測定
値が採取される。
【０４１７】
　種々の実施形態では、第２および第１のＡＶＳ測定値の間の差は、送出容量であり、こ
れはＡＶＳチャンバの中へ送出された容量である。第２および第３のＡＶＳ測定値の間の
差は、送達容量であり、これはユーザ／患者に送達された容量である。送出容量と送達容
量との間の差は、残留容量であり、これは測定弁の作動後にＡＶＳチャンバの中に残留し
ている容量である。
【０４１８】
　測定弁は、所与の負荷サイクルおよびオンタイムで、電流が弁ＮＩＴＩＮＯＬワイヤを
通って流れることを可能にすることによって作動させられる。例示的実施形態では、弁は
、供給電圧の変動を補うように調整される、公称８％負荷サイクルで駆動されてもよい。
例示的実施形態では、電力を最小化するように変化させられるオンタイムは、弁を作動さ
せるために使用される。しかしながら、他の実施形態では、例えば、オンタイムの代わり
に負荷サイクルを変化させることによって、または２つの組み合わせを使用することによ
って、同様の結果が達成されてもよい。オンタイムは、以下で説明されるアルゴリズムを
使用して変化させられる。
【０４１９】
　コントローラが初期化されると、弁オンタイムｔｏｎは、最初に、弁を作動させるため
に必要な最小オンタイム（いくつかの実施形態では約２００ｍｓ）を下回る低い値に設定
される。上記で説明されるステップ＃１から＃５を使用して、送達が行われる。これらの
ステップが完了すると、次の付加的なステップが取られる。残留容量が計算され、残留容
量が０に近くなければ、弁が開かなかった可能性が高い。この場合、ｔｏｎが増加させら
れ（例示的実施形態では、ｔｏｎは反復ごとに固定の２０ｍｓだけ増加させられるが、他
の実施形態では、増加オンタイムが変化してもよい）、弁が開き、残留容量がゼロに近く
なるか、または最大許容弁オンタイムに到達するまで、ステップ＃４から＃７が繰り返さ
れる。
【０４２０】
　このアルゴリズムは、弁を開くのに十分なだけ（オンタイム増分内まで）弁オンタイム
を効果的に増加させる。しかしながら、必要なオンタイムが経時的に減少する場合がある
か、または所与の送達中に以上に高くなる場合があることが考えられる。この場合、弁オ
ンタイムは、補うように増加するが、次いで、コントローラ／アルゴリズムがリセットさ
れるまで高いままとなる。
【０４２１】
　例示的実施形態では、ＡＶＳ弁が必要よりも長く作動させられたか否かを判定すること
が完了されなくてもよい。したがって、いくつかの実施形態では、この未判定を補うため
に、いったん弁が開くと、余分な開放時間にかかわらず、残留容量がゼロに近くなる。次
いで、弁コントローラは、送達ごとに弁オンタイムを減少させる（例示的実施形態では、
減少は２ｍｓであるが、しかしながら、他の実施形態では、この減少量が異なってもよい
）。これは、弁を開くのに不十分となるまで、弁オンタイムが徐々に減少することを可能
にする。その時点で、上記で説明されるアルゴリズムは、より大きい増分（例えば、２０
ｍｓ）で弁オンタイムを増加させ、過程が継続する。結果は、弁を開くために必要な最小
値に近い弁オンタイムの制御プロファイルである。これらの実施形態では、システムは、
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測定弁を作動させるために、最小量の電力を使用する。例示的実施形態では、上記で説明
されるコントローラを参照すると、容量センサアセンブリは、注入ポンプアセンブリによ
って注入される流体の量を監視する。したがって、容量センサチャンバからの流体の注入
後に、コントローラは、注入された容量が、そのパルスに対する所望の容量または予定容
量よりも少ないか、または多いかを判定する。その後、コントローラは、パルスで、また
は一連のパルスにわたって送達される容量を増加または減少させてもよい。これは、コン
トローラが、所与の期間にわたる今度の予定送達容量の１つ以上のパルスから、ある容量
を加算または減算することを含むが、それに限定されない。したがって、流体送達システ
ムの実施形態は、送達される注入可能な流体の容量を計算するとともに、また、必要に応
じて、所与のパルスで送達された容量に基づいて今度の送達容量を再計算する、コントロ
ーラを含む。これは、所望の容量が、所与のパルスから短期間内に送達されることを確実
にする。
【０４２２】
　上記で論議されるように、例示の目的でインスリンの送達を参照すると、種々の送達容
量は、所与のときにプログラムまたは要求されてもよい。これらは、通常ボーラス、長期
ボーラス、複合ボーラス（すなわち、通常ボーラスとして送達される一定の割合の長期ボ
ーラス、その後に続いて、残りの割合が所望／要求または所定の期間にわたって送達され
る）、および基礎速度（多くの実施形態では、２４時間の期間につき１つ以上の事前にプ
ログラムされた基礎速度を含んでもよい）を含むが、それらに限定されない。
【０４２３】
　注入可能な流体の送達を制御するためのシステムは、送達軌道、すなわち、基礎、通常
ボーラス、長期ボーラス、および／または複合ボーラスであろうと、送達される流体の容
量、ならびにスケジュール、すなわち、種々の容量が送達されるときを含む。上記で論議
されるように、例示的実施形態では、コントローラは、フィードバック機構を含む。した
がって、いくつかの実施形態では、軌道および送達のスケジュールは、容量センサアセン
ブリ測定容量に基づいて変化してもよい。
【０４２４】
　例示的実施形態では、一定またはほぼ一定の軌道が有益であってもよい。一定の軌道は
、過渡を排除または軽減するように一定の軌道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。過渡は、形状記憶アクチュエータに印加されるジ
ュールのマッピング、および容量センサアセンブリによって送達または測定される、結果
として生じる容量に基づいて、システムに導入されてもよい。経時的に、マッピングは変
化してもよい。マッピングを変化させてもよい寄与因子は、温度、貯留部容量、および／
または形状記憶アクチュエータの時間および使用を含むが、それに限定されない。したが
って、導入されてもよい、および／またはシステムに影響を及ぼしてもよい、変数の影響
を排除するために、一定に近い軌道を維持することが望ましくてもよい。加えて、一定の
軌道は、コントローラが容量センサアセンブリ測定に応じて送達容量を調整するためのさ
らなる機会を生じさせる。
【０４２５】
　この送達方法およびシステムの種々の実施形態では、例えば、ボーラス、長期ボーラス
、複合ボーラス、および基礎を含んでもよい、システムが受信する送達コマンドに基づい
て、軌道が計算される。送達の間隔は、１）最大パルス容量、２）最小パルス容量、３）
電力消費、および／または４）最小パルス間隔といった因子のうちの１つ以上に基づいて
判定されてもよい。例示的実施形態では、１つ以上の因子が考慮されてもよい。種々の実
施形態では、システムが軌道を判定し、間隔因子の境界内で稼働して、いくつかの実施形
態では、各送達が同等容量であるという、および（容量の調整を可能にするように）可能
な限り多くの同等容量送達で送達が完了するという選好で、所望の軌道を満たす流体送達
の間隔および容量を判定する。したがって、間隔は変化してもよいが、例示的実施形態で
は、間隔ごとに送達される容量は一定に、または一定に近くなる。
【０４２６】



(80) JP 6288903 B2 2018.3.7

10

20

30

40

50

　例示的実施形態では、ボーラス送達に関して、ボーラス容量の送達のための間隔を判定
するときに、システムは、システム選好（すなわち、システム性能を最適化してもよい値
）および／またはシステム制約（すなわち、最小および最大パルスならびに最小および最
大間隔）内で、ボーラス容量が可能な限り迅速に送達されるための送達スケジュールを判
定してもよい。例えば、例示的実施形態では、システムは、２．０マイクロリットルの最
大パルス送達容量と、０．５マイクロリットルの最小パルス送達容量とを含んでもよい。
さらに、いくつかの実施形態では、最小パルス間隔が６分であることが好ましくてもよい
。したがって、最小間隔とともに、最大および最小パルス容量を考慮すると、システムは
、送達の最適スケジュール、すなわち、各送達の容量（選好は各予定容量が等しいことで
ある）および各送達間の間隔を判定してもよい。
【０４２７】
　いくつかの実施形態では、ボーラス容量に対する送達数を判定する際に、システムは、
ボーラス送達に対する各予定パルスが等しいことを考慮して、可能な限り迅速にボーラス
容量を送達することに従ってもよい。しかしながら、いくつかの実施形態では、システム
は、一式のパルス数、例えば、１０に従うことによって、ボーラス容量に対する送達数を
判定してもよい。次いで、この服従を考慮すると、システムは、ボーラス容量を１０で割
ることによって、各パルスの間隔および容量を判定してもよい。その後、結果として生じ
る送達容量が、最小送達容量、例えば、０．５マイクロリットル未満である場合、システ
ムは、１０未満のパルスに基づいてスケジュールを判定してもよい。結果として生じる送
達容量が、最大送達容量、例えば、２．０マイクロリットルより多い場合、システムは、
１０より多いパルスに基づいてスケジュールを判定してもよい。したがって、例示的実施
形態では、システムは、要求容量を送達するように所与の数のパルスに従ってもよいが、
容量が最小パルス容量よりも少ない、または最大パルス容量よりも多い場合に、システム
は、その所与の数のパルスを減少または増加させてもよい。例示的実施形態が説明されて
いるが、これは例示目的のためにすぎないことに留意されたい。他の実施形態では、シス
テムは、パルス数に対する異なる服従数、および／または、最小および最大パルス容量に
対する差分値を有してもよい。さらに、例示的間隔も変化してもよく、したがって、いく
つかの実施形態では、好ましい間隔は、６分未満であるか、または６分を上回ってもよい
。
【０４２８】
　上記で論議されるように、ボーラススケジューリングに加えて、他の送達間隔、例えば
、長期ボーラス、複合ボーラス、および基礎もまた、各パルス容量が等しいという所望で
判定されてもよい。したがって、間隔は変化してもよいが、上記で論議されるように、シ
ステムは、最小間隔、例えば、６分を含んでもよい。基礎送達のスケジューリングに関し
て、例示的実施形態では、所与の基礎速度送達のスケジュールは、最初に、毎時間の速度
を好ましい間隔（例えば、６分）で割ることによって判定されてもよい。例えば、毎時間
１単位の速度（すなわち、Ｕ－１００インスリンに関して、１０マイクロリットル）では
、スケジュールは、６分毎に１．０マイクロリットルの１回の送達であってもよく、１時
間に１．０マイクロリットルの１０回の送達と同じである。上記で論議されるように、種
々の実施形態では、システムは、パルス最大値および最小値ごとの容量を含んでもよく、
したがって、ボーラス速度スケジューリングに関して上記で挙げられる実施例と同様に、
容量最小値または最大値に到達した場合、それに応じて、パルスごとに同等容量を維持す
るために、パルス数が増加または減少させられてもよい。基礎速度軌道の実施例、ならび
にその軌道に対する送達スケジュールの実施例が、図５３Ａ－５３Ｂに示されている。
【０４２９】
　本明細書で説明される送達システムおよび方法の実施形態に加えて、所与の時間間隔に
わたって、すなわち、通常の基礎送達中に、１つ以上の送達事象が所望される場合、ボー
ラスが要求され、このスケジューリングの実施形態は、他の計算、例えば、「インスリン
オンボード」計算の目的で、基礎に起因する容量およびボーラスに起因する容量を判定す
ることを含むが、それらに限定されない多くの理由で有益である。この例示的実施形態の
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いくつかの実施形態に関して、基礎軌道および予定送達が進行中であり、ボーラスが要求
されると、システムは、ボーラススケジュールを計算し、次いで、基礎スケジュールを再
計算してもよい。例えば、場合によっては、単一については、パルス容量の一部分が「ボ
ーラス」に起因し、一部分が「基礎」に起因してもよく、進行中の基礎とともに、所与の
ボーラス送達については、パルスは同等容量を送達してもよい。基礎速度とともに、送達
される長期ボーラスに関して、同様の送達スケジュールが計算されてもよい。ここで図５
４Ａ－５４Ｂを参照すると、基礎および長期ボーラス軌道ならびにその軌道に対する送達
スケジュールの実施例が示されている。基礎および長期ボーラス送達スケジュールは、長
期ボーラスに対する時間枠、および任意の基礎に対する重複率を考慮することによって判
定されてもよい。通常ボーラスと違って、例示的実施形態では、システム制約を考慮して
、長期ボーラスを「可能な限り迅速に」送達することが、システムの目標ではなくてもよ
いが、むしろ、所与の期間にわたって送達される。したがって、送達スケジュールは、最
初に、長期ボーラスの送達に対する最適なスケジュールを計算し、次いで、基礎および長
期ボーラスが、長期ボーラスに対する時間枠にわたって同等容量パルスで送達されてもよ
いように、長期ボーラスの時間枠の基礎送達を再計算することによって、判定されてもよ
い。
【０４３０】
　ここで図５５Ａ－５５Ｂを参照すると、基礎、長期ボーラス、および通常ボーラス軌道
、ならびにその軌道に対する送達スケジュールの実施例が示されている。基礎、通常ボー
ラス、および長期ボーラスの送達のスケジューリングに関する上記の考察を組み合わせて
、３つ全てが重複期間中に送達されるものであるときに、図５５Ａ－５５Ｂは、例示的実
施形態による、結果として生じるスケジュールの実施例である。しめされるように、基礎
および長期ボーラスが第１の間隔で送達されてもよい一方で、通常ボーラスは第２の間隔
で送達されてもよいが、第１および第２の間隔のそれぞれは、同等の送達容量を含む。
【０４３１】
　図５４Ａ－５４Ｂおよび図５５Ａ－５５Ｂを再び参照すると、複合容量が、重複時間枠
にわたって同等容量の単一パルスで送達されるときでさえも、システムは、「基礎」とし
て送達される容量と、「ボーラス」（長期ボーラスを含む）として送達される容量とを区
別してもよいことが理解されてもよい。この区別は、「オンボード」のボーラスまたは基
礎の量を計算するのに有益であってもよく、すなわち、インスリンオンボードが、送達の
時間および容量を含む多くの因子に依存する計算であるため、「ボーラス」の特定の容量
とは対照的な「基礎」の特定の容量が図５４Ｂおよび５５Ｂで送達された時間は、インス
リンオンボードのより正確な計算を可能にする。
【０４３２】
　システムの種々の実施形態は、閉ループまたは半閉ループ制御方法に対する種々の制御
ループアルゴリズムを含んでもよい。いくつかの実施形態では、システムは、規準軌道を
含む。上記で論議されるように、システムは、軌道が変化してもよいことを１つ以上のセ
ンサデータが決定するまで、この軌道を辿る。いくつかの実施形態では、軌道の変更は、
ユーザ／介護者によって事前にプログラムされてもよい、境界によって管理されてもよい
。上記で論議されるように、軌道の変更は、いくつかの実施形態では、ユーザへの通知時
に行われてもよく、いくつかの実施形態では、通知時に行われ、その後にユーザによる確
認が続く。いくつかの実施形態では、軌道変化が予期しない結果に応じてもよい場合、シ
ステムは、システムをシャットダウンする前にユーザに通知してもよい。
【０４３３】
　したがって、種々の実施形態では、制御ループアルゴリズムは、生理学的モデル（規準
モデルからの適応型であってもよい）、少なくとも１つのセンサ、例えば、ＣＧＭシステ
ムからのデータ、すなわち、間質液血糖値を表すデータ、および医療用流体、例えば、送
達されるインスリンの容量、ならびに、すなわち血糖値を表す指先穿刺を考慮する。
【０４３４】
　種々の実施形態では、推定器がコントローラとともに稼働する。コントローラは、推定
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器の予想に基づいて、送達する医療用流体またはインスリンの量を判定する。したがって
、推定器の誤差は、コントローラからの間違った送達要求を提供する。
【０４３５】
　より重要なことには、コントローラから送達される間違った量（すなわち、コントロー
ラが０．２５０単位の送達を要求し、実際には０．２０または０．３０、あるいは、要求
された容量よりも高い、または低い別の容量を送達する）が、推定器の効果を改変する。
【０４３６】
　種々の実施形態では、推定器は、「軌道」を確立するように生理機能と連動する。軌道
は、いくつかの因子に基づいてもよく、かつ継続的に更新／変更されてもよい。軌道は、
１）グルコース値を予想し、２）送達容量およびスケジュールを判定するために、ＣＧＭ
データ（本明細書で論議されるような指先穿刺によってチェックまたは較正されてもよい
）、およびいくつかの実施形態では、確立された正規化または「規準」基礎送達スケジュ
ールを使用する。
【０４３７】
　上記で論議されるように、軌道は、実際のＣＧＭまたは指先穿刺データ（指先穿刺デー
タは、ＣＧＭデータを確認するか、またはＣＧＭデータを較正するために使用されてもよ
い）、および送達されたインスリンの実際の容量に基づいて、常に更新または変更されて
もよい。したがって、制御ループまたは半制御ループシステムでは、ＣＧＭ／指先穿刺か
らのデータおよび送達されたインスリンの実際の容量の両方が、システムにとって重要な
構成要素である。これらの値の一方または両方が不正確である場合、システムは、所望さ
れるほど効果的に機能しない場合がある。
【０４３８】
　事前に確立された、または「規準」送達軌道を使用する、いくつかの実施形態では、軌
道が基本的な「規準」送達スケジュール（送達の容量および時間）を含んでもよいため、
事前に確立された軌道は「外側ループ」と呼ばれてもよい。軌道は、ポンプの最小および
／または最大ストローク、最適な送達パターン、および／またはエネルギー効率、すなわ
ち、バッテリ寿命を含むが、それらに限定されない、ハードウェアの１つ以上の制限を使
用して確立されてもよい。
【０４３９】
　実際の軌道は、検出された食事、または、運動（持続時間およびレベルまたは種類を含
む）、疾病、脱水、睡眠、月経、および／またはストレスを示す１つ以上の入力（手動ユ
ーザ入力またはセンサデータを介する）を含むが、それらに限定されない、インスリン感
受性に影響を及ぼす場合がある因子または「事象」の存在を示す入力に応じて、修正され
てもよい。加えて、ユーザによって消費されている食事または炭水化物も、軌道に影響を
及ぼす、または軌道を改変する場合がある事象である。上記で論議されるように、較正お
よびプロファイル記録を通して、および／またはセンサデータを通して、システムは、こ
れらの事象のうちの１つ以上を予想してもよい。
【０４４０】
　推定器への入力として、送達された実際の容量を使用することにより、正確に満たされ
た軌道を達成してもよい。加えて、送達された実際の容量を使用することにより、より正
確かつ精密な予測アルゴリズムをもたらしてもよい。例えば、コントローラがインスリン
送達を要求し、送達された実際の容量が、要求された容量または送達される仮定容量とは
異なる場合には、予測アルゴリズムが不正確な場合がある。したがって、軌道または外側
ループ自体が、その持続時間にわたって可能な限り正確に近いことが望ましいが、軌道が
正しい場合でさえも、ポンプが所望の容量または所望の時間に送達できない場合は、軌道
が満たされない。これは、要求された軌道または外側ループと異なる実際の軌道の実施例
である。
【０４４１】
　したがって、ポンプによって送達された容量が不正確であるか、または要求と異なる場
合に、軌道と対比した実際の送達は、非常に異なる場合がある。不正確な送達は、ポンプ
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よい。例示的実施形態では、システムは、ポンプによって送達されるインスリンの容量を
正確かつ精密に測定するために、ＡＶＳセンサおよび本明細書で説明される方法を使用す
る。
【０４４２】
　送達されるインスリンの容量を正確かつ精密に判定する能力は、制御ループシステムの
多くの側面を達成する。非限定的な実施例として、送達されるインスリンの容量の精密か
つ正確な判定は、インスリンオンボードまたは「ＩＯＢ」の精密かつ正確な判定に投入す
る。ＩＯＢの精密な推定または判定は、１）送達を計上すること、および２）正確な送達
に関する因子である。
【０４４３】
　また、本明細書で説明される種々の実施形態では、送達される医療用流体／インスリン
の容量の正確な測定はまた、センサ故障または１つ以上のセンサの完全性不具合のより正
確かつ精密な認識を可能にしてもよい。例えば、１つ以上のＣＧＭセンサに関して、例え
ば、インスリンの２単位送達が要求され、ポンプが２単位を送達したことを制御システム
が仮定し、その後、上記で論議されるような予期しない結果を示すグルコースデータを受
信した場合、システムは、いくつかの実施形態では、デフォルトシャットダウンを引き起
こしてもよい。したがって、システムは、「予期しない」ＣＧＭデータに基づいてシャッ
トダウンする。しかしながら、ポンプが、２単位よりもむしろ１単位を実際に送達したと
仮定し、かつグルコースデータが１単位送達と一致することを仮定すると、ＣＧＭセンサ
は、実際の予期しない結果を生じておらず、むしろ、送達されているインスリンの、予期
されるよりも低い容量に基づく、知覚された予期しない結果であった。したがって、送達
されるインスリン（または他の医療用流体）の容量の精密かつ正確な判定は、医療用流体
療法の送達のための、より正確かつ安全な制御ループシステムを提供してもよい。
【０４４４】
　さらに、ＡＶＳ測定センサを使用する、本明細書で説明される種々の実施形態に関して
、閉塞、気泡、および空または部分的に空の貯留部の存在が、迅速かつ正確に判定されて
もよい。再度、これは、送達されるインスリンの実際の容量のより正確な判定、また、空
の貯留部、閉塞、または気泡の正確な検出も提供する。したがって、ＡＶＳ測定センサは
、医療用流体療法の送達のための、より安全かつ正確な制御ループシステムを提供する。
さらに、閉塞、気泡、および空または部分的に空の貯留部の存在を判定することは、ユー
ザの治療法および安全にとって極めて有益であってもよい。
【０４４５】
　送達されるインスリンの容量の精密な判定はまた、システムの較正も達成する。したが
って、精密な測定を有して、システムは、より正確に較正してもよく、したがって、完全
性不具合という予期しない結果をより早く判定してもよい。
【０４４６】
　したがって、制御ループの種々の実施形態は、実際の容量および軌道容量を含む。シス
テムが軌道容量に最も近い実際の容量を含む場合、血漿およびＩＳＧの推定値は、より真
に近い。これは、より正確なインスリン感受性の判定および計算、ならびにより正確な予
測アルゴリズムにつながってもよい。
【０４４７】
　本発明の原則を本明細書で説明したが、この説明は、本発明の範囲に関して制限として
ではなく一例のみとして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検討される
。当業者による修正および置換は、本発明の範囲内であると見なされる。
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