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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薬液を注入する注入ポンプが装着可能であると共に、記憶媒体から前記薬液の注入時間
、注入速度及び注入量を含む注入プロトコルを読み込み可能である携帯型注入装置であっ
て、
　前記注入ポンプを装着する装着部と、
　前記記憶媒体を挿入するスロットと、
　前記注入ポンプに接続される駆動部と、
　前記注入プロトコルを前記記憶媒体から読み込む読込部と、
　前記駆動部及び前記読込部を制御する制御部と、
　使用者の行動による状態の変化又は使用者がおかれた環境の変化を示す情報を複数の種
類の中から選択して入力するための操作部であって、前記選択された情報が入力された場
合に、前記制御部へ前記選択された情報に対応した変更信号を出力する操作部とを備え、
　前記制御部は、前記注入プロトコルに従って前記薬液の注入量又は注入速度を変更する
ように、前記駆動部を制御すると共に、前記変更信号が入力されると、変更後の状態又は
変更後の環境に対応する注入プロトコルを読み込み、前記読み込んだ注入プロトコルに従
って前記薬液の注入量を変更するように前記駆動部を制御することを特徴とする携帯型注
入装置。
【請求項２】
　前記駆動部に接続されたネジ部を備え、
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　前記装着部には、シリンジ及びプランジャーを有するシリンジポンプが装着可能であり
、
　前記駆動部は、前記ネジ部に回転力を加え、
　前記ネジ部は、前記回転力により摺動すると共に、前記プランジャーを前進及び後進さ
せることを特徴とする請求項１に記載の携帯型注入装置。
【請求項３】
　前記携帯型注入装置には、外部センサーが接続可能であり、
　前記制御部は、前記外部センサーから入力された検知情報に基づいて、前記薬液の注入
量又は注入速度を変更するように前記駆動部を制御することを特徴とする請求項１又は２
に記載の携帯型注入装置。
【請求項４】
　前記読込部は、前記記憶媒体に情報を書き込み可能であり、
　前記制御部は、前記検知情報を前記記憶媒体に書き込むように前記読込部を制御するこ
とを特徴とする請求項３に記載の携帯型注入装置。
【請求項５】
　前記読込部は、前記記憶媒体に情報を書き込み可能であり、
　前記制御部は、前記薬液の注入結果の情報を前記記憶媒体に書き込むように前記読込部
を制御することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の携帯型注入装置。
【請求項６】
　追加注入ポンプを装着する追加装着部をさらに備えることを特徴とする請求項１乃至５
のいずれか１項に記載の携帯型注入装置。
【請求項７】
　薬液を注入する注入ポンプを装着する装着部と、記憶媒体を挿入するスロットと、前記
注入ポンプに接続される駆動部と、前記薬液の注入時間、注入速度及び注入量を含む注入
プロトコルを前記記憶媒体から読み込む読込部と、前記駆動部及び前記読込部を制御する
制御部と、使用者の行動による状態の変化又は使用者がおかれた環境の変化を示す情報を
複数の種類の中から選択して入力するための操作部とを備えた携帯型注入装置の制御方法
であって、
　前記記憶媒体から、前記読込部が前記注入プロトコルを読み込み、
　前記注入プロトコルに従って前記薬液の注入量又は注入速度を変更するように、前記制
御部が前記駆動部を制御し、
　使用者が前記情報を複数の種類の中から選択して入力した場合、前記操作部は前記制御
部へ前記選択された情報に対応した変更信号を出力し、
　前記変更信号が入力されると、前記制御部は、変更後の状態又は変更後の環境に対応す
る注入プロトコルを読み込み、前記読み込んだ注入プロトコルに従って前記薬液の注入量
を変更するように前記駆動部を制御することを特徴とする携帯型注入装置の制御方法。
【請求項８】
　前記読込部は、前記記憶媒体に情報を書き込み可能であり、
　所定の情報を前記記憶媒体に書き込むように、前記制御部が前記読込部を制御すること
を特徴とする請求項７に記載の携帯型注入装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯型注入装置及び携帯型注入装置の制御方法に関し、特に、記憶媒体が挿
入可能な携帯型注入装置、及び当該携帯型注入装置の制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、携帯可能な注入装置として、注入速度設定器を備える携帯用輸液注入ポンプが存
在した（特許文献１）。この注入速度設定器は、患者の状態、投与する薬剤を考慮し、患
者に対して最適な注入速度となるように、医療従事者により操作される。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－２４５９７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、従来の注入装置では、医療従事者である医師等による操作が必要であるため、
院内又は医師が監視できる範囲内での使用に限られていた。そのため、使用者である患者
の移動範囲が限られてしまっていた。また、薬液の注入速度、注入量及び注入時間等を一
定時間内に増減又は維持するように、若しくは注入を一時停止するように作成された薬液
の注入プロトコルを、カルテ情報や医師の指示により注入速度設定器へ入力する必要があ
った。具体的には、患者の体重、身長、体表面積、性別及び病変部位等を勘案して薬液の
注入プロトコルを作成し、この注入プロトコルを注入速度設定器へ入力していた。そのた
め、注入プロトコルの作成及び入力を含んだ注入準備に時間がかってしまっていた。また
、入力以外の注入準備も同時に行われるため、作業工数の多さに起因する入力ミスが生じ
る可能性もあった。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するために、本発明は、薬液を注入する注入ポンプが装着可能であると
共に、記憶媒体が挿入可能である携帯型注入装置であって、前記注入ポンプを装着する装
着部と、前記記憶媒体を挿入するスロットと、前記注入ポンプに接続される駆動部と、前
記薬液の注入プロトコルを前記記憶媒体から読み込む読込部と、前記駆動部及び前記読込
部を制御する制御部とを備え、前記制御部は、前記注入プロトコルに従って前記薬液の注
入量又は注入速度を変更するように、前記駆動部を制御することを特徴とする携帯型注入
装置を提供する。
【０００６】
　また、本発明は、薬液を注入する注入ポンプを装着する装着部と、記憶媒体を挿入する
スロットと、前記注入ポンプに接続される駆動部と、前記薬液の注入プロトコルを前記記
憶媒体から読み込む読込部と、前記駆動部及び前記読込部を制御する制御部とを備えた携
帯型注入装置の制御方法であって、挿入された前記記憶媒体から、前記注入プロトコルを
読み込み、前記注入プロトコルに従って前記薬液の注入量又は注入速度を変更するように
、前記駆動部を制御することを特徴とする携帯型注入装置の制御方法を提供する。
【０００７】
　本発明によれば、電子カルテのカルテ情報等又は医師の指示等により薬液の注入プロト
コルを作成し、予め記憶媒体に記憶させておくことができる。これにより、記憶媒体を携
帯型注入装置に挿入するだけですぐに注入を開始することができる。そのため、注入直前
に注入プロトコルを算出及び入力する必要がなくなる。また、注入プロトコルの入力ミス
を防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】携帯型注入装置と記憶媒体の外観斜視図を示す。
【図２】携帯型注入装置の安全カバーが開いた状態を示す。
【図３】携帯型注入装置の概略断面図を示す。
【図４】第１実施形態の注入装置の概略構成のブロック図を示す。
【図５】注入を停止するまでのフローチャートを示す。
【図６】第２実施形態における注入装置の概略構成のブロック図を示す。
【図７】注入を再開するまでのフローチャートを示す。
【図８】第３実施形態における制御のフローチャートを示す。
【図９】メモリーカードに書き込まれる情報の表を示す。
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【図１０】第４実施形態における制御のフローチャートを示す。
【図１１】第５実施形態における制御のフローチャートを示す。
【図１２】肩掛けバッグの外観斜視図を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
［第１実施形態］
　図１は、本発明の携帯型注入装置１（以下、単に注入装置という）と、注入装置１に装
着可能な薬液の注入ポンプ２と、注入装置１に挿入可能な記憶媒体３とを概略的に示して
いる。図２は、注入装置１の安全カバー１３を開いた状態を概略的に示している。
【００１０】
　記憶媒体であるメモリーカード３は、注入装置１の本体１０の側面上部に設けられたス
ロット３１に着脱可能に挿入される。なお、メモリーカード３の内部には不揮発性のメモ
リが設けられており、各種のデータを記憶させることができる。記憶媒体には、ＳＤカー
ド（登録商標）、コンパクト・フラッシュ・カード（登録商標）、スマートメディア（登
録商標）、メモリースティック（登録商標）、マルチメディアカード（登録商標）、ＩＣ
カード、磁気ディスク等が含まれる。
【００１１】
　メモリーカード３には、電子カルテのカルテ情報等又は医師の指示等により予め作成さ
れた薬液の注入プロトコルが記憶されている。そして、このメモリーカード３が、本体１
０のスロット３１に挿入される。スロット３１は、突起３２が形成されたスライドカバー
３３によって覆われている。そして、メモリーカード３を挿入する際には、当該突起３２
に指をかけて、スライドカバー３３を本体１０の前部方向にスライドさせる。その後、露
出したスロット３１へメモリーカード３を挿入する。スライドカバー３３は防液機能を有
しており、スライドカバー３３を閉じることにより外部からの液体の侵入を防止すること
ができる。なお、スライドカバー３３に代えて、垂直方向又は水平方向に回動して開閉す
るカバーを設けても良い。
【００１２】
　また、本体１０の前部には、注入ポンプ２が装着される装着部１１（図２）が設けられ
ている。装着された注入ポンプ２は、薬液の注入を開始する前に、不図示のダブルチェッ
クバルブ及びチューブ等を介して不図示の薬液バッグ及びカテーテルと接続される。本実
施形態では、注入ポンプ２として、５ｍｌ～１０ｍｌの薬液を充填できるシリンジ２１と
、シリンジ２１内を前進及び後進させることが可能なプランジャー２２を有するシリンジ
ポンプが装着されている。例えば、このようなシリンジ２１は、抗がん剤が充填された薬
液バッグと、生理食塩水又はブドウ糖液が充填された薬液バッグとに接続される。
【００１３】
　本体１０には、確認スイッチ１２１、スタート／ストップボタン１２３（図２）、前進
ボタン１２４及び後進ボタン１２５（図２）を有する操作部１２が設けられている。スタ
ート／ストップボタン１２３、前進ボタン１２４及び後進ボタン１２５は、本体１０の前
部に設けられ、開閉式の安全カバー１３に覆われている。この安全カバー１３は防液機能
を有しており、安全カバー１３を閉じることにより外部からの液体の侵入を防止すること
ができる。一方、確認スイッチ１２１は本体１０の外面に設けられている。
【００１４】
　注入装置１を準備する医師又は看護師等の操作者は、前進ボタン１２４及び後進ボタン
１２５を使用して薬液の充填とエア抜きを行う。まず、操作者は注入ポンプ２を装着部１
１に装着し、前進ボタン１２４を押してシリンジポンプのプランジャー２２を前進させる
。その後、シリンジ２１にダブルチェックバルブ及びチューブ（不図示）を接続し、当該
チューブを薬液バッグ（不図示）に接続する。この状態で、操作者は後進ボタン１２５を
押してシリンジポンプのプランジャー２２を後進させる。なお、図２には、プランジャー
２２が限界まで後進した状態が示されている。プランジャー２２が後進すると、チューブ
を介して薬液バッグから薬液がシリンジ２１内に充填される。薬液が充填された後、操作
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者は前進ボタン１２４を押し、プランジャー２２を前進させる。これにより、カテーテル
（不図示）と接続されたチューブ内が薬液で満たされチューブ内のエアが抜かれる。その
後、操作者は後進ボタン１２５を押し、プランジャー２２を後進させる。最後に、操作者
は前進ボタン１２４を押し、プランジャー２２を僅かに前進させる。これにより、薬液が
チューブ及びシリンジ２１内に充填され、薬液の注入準備が整う。この一連の動作は、注
入装置１に自動的に行わせることも可能である。
【００１５】
　注入装置１の本体１０の外面には、薬液の注入プロトコルを確認するための表示部１４
が設けられている。スロット３１にメモリーカード３を挿入すると、表示部１４は薬液の
注入量、薬液の注入速度及び薬液の注入時間等の情報を自動的に表示する。操作者は、薬
液を注入する前に表示された注入プロトコルの内容を確認する。そして、内容が正しけれ
ば確認スイッチ１２１を押して注入プロトコルを確定させる。なお、表示部１４は、注入
状況、外部センサー４（図６）によって検知された検知情報、気泡を検知した旨の表示及
び気泡のサイズ、注入開始又は注入停止の表示等の様々な情報を表示できる。
【００１６】
　操作者は、注入プロトコルを確定した後に安全カバー１３を開く。そして、操作者がス
タート／ストップボタン１２３を押すことで、薬液の注入が開始される。注入装置１の本
体１０にはランプ１５が設けられており、薬液の注入中はランプ１５が点滅する。そして
、薬液の注入が停止又は終了すると、ランプ１５は消灯する。これにより、操作者は、薬
液が注入されているのか注入されていないのかを判断できる。薬液の注入開始を確認した
操作者は、安全カバー１３を閉じる。なお、操作者が再度スタート／ストップボタン１２
３を押すと、薬液の注入が停止される。
【００１７】
　図３は、注入装置１の概略断面図である。本実施形態の注入装置１は、シリンジポンプ
のプランジャー２２を進退させるために本体１０内で摺動するネジ部１６を備えている。
また、本体１０内部には、駆動部としてステッピングモータ等のモーター１７が設けられ
、ネジ部１６を介して注入ポンプ２に接続されている。モーター１７にはプーリー及びベ
ルトを備えたプーリー部１７１が接続されており、このプーリー及びベルトを介してモー
ター１７がネジ部１６に回転力を加える。ネジ部１６は、ボールネジ又はすべりネジと螺
合するネジナットを含み、モーター１７からの回転力により本体１０内を摺動する。すな
わち、ネジ部１６は、モーター１７からの回転力により軸受に支持されたネジ軸が回転す
ることにより摺動する。また、ネジ部１６は装着部１１を介してプランジャー２２に接続
されており、ネジ部１６が本体１０内を摺動するとプランジャー２２を前進及び後進させ
ることができる。このようなモーター１７及びネジ部１６を備えることにより、本実施形
態の注入装置１は、長時間に渡って高い精度で薬液を注入できる。
【００１８】
　具体的にボールネジが用いられた注入装置１を、詳細に説明する。この場合、ネジ部１
６は、軸受に回転可能に支持されたボールネジ軸と、ボールネジ軸の中間部に螺合された
ボールネジナットとを含む。そして、ボールネジナットが、本体１０に摺動可能に取り付
けられたプランジャーフック１１（装着部１１）と係合する。モーター１７の回転軸の回
転は、プーリーとベルト（プーリー部１７１）を介して、ボールネジ軸に伝達される。こ
れにより、ボールネジ軸が伝達された回転力に従って回転し、ボールネジ軸の回転に伴い
ボールネジナットが摺動する。ボールネジナットが摺動すると、プランジャーフック１１
を介してプランジャー２２が前進又は後進する。すなわち、シリンジ２１に対してプラン
ジャー２２が出し入れされる。そして、プランジャー２２が後進すると、薬液バッグから
シリンジ２１内に薬液が流入する。一方、プランジャー２２が前進すると、シリンジ２１
内の薬液がチューブへと流出し、カテーテルを介して使用者に注入される。この前進と後
進の動作を繰り返すことにより、薬液を長時間連続して使用者に注入することができる。
【００１９】
　なお、図３ではプランジャー２２を１段構造にしているが、２段構造を用いることもで



(6) JP 6058873 B2 2017.1.11

10

20

30

40

50

きる。この場合、プランジャー２２の１段目は、シリンジ２１内部の前進方向端面に当接
可能となるように設けられる。そして、プランジャー２２の２段目は、１段目から後進方
向に離れて、シリンジ２１内部の後進方向端面に当接可能となるように設けられる。これ
により、塵埃がシリンジ２１内に侵入することを防止できる。
【００２０】
　図４は、注入装置１の要部の構成を概略的に示すブロック図である。注入装置１の本体
１０には、上述した操作部１２、表示部１４及びモーター１７の他、制御部１００、記憶
部１０１、読込部１０２、電源１０３及びタイマー１０４が設けられている。なお、本実
施形態のモーター１７は、不図示のシリンジポンプに接続されるが、シリンジポンプに代
えて、ぜん動注入ポンプ、スクリュー又は羽根を用いた注入ポンプ等に接続することもで
きる。
【００２１】
　制御部１００はＣＰＵからなり、モーター１７、表示部１４、記憶部１０１、読込部１
０２を制御する。記憶部１０１はＲＯＭとＲＡＭとを備え、注入プロトコルに従い制御部
１００で実行される制御プログラムを記憶している。表示部１４は、液晶ディスプレイ又
は有機ＥＬディスプレイ等からなる。例えば、表示部１４は、薬液の注入プロトコルの確
認のために注入量等を表示する。また、表示部１４は、薬液の注入速度、注入開始からの
総注入量及び薬液の残量等の情報を、薬液の注入中に表示することもできる。操作部１２
は、確認スイッチ１２１、スタート／ストップボタン１２３、前進ボタン１２４及び後進
ボタン１２５を有する。操作者が操作部１２を操作すると、操作部１２は制御部１００に
信号を出力する。制御部１００は、操作部１２からの信号に応じてモーター１７の回転軸
の回転方向及び回転速度を制御する。モーター１７は、制御部１００から不図示のドライ
バを介して入力された信号に従って駆動する。これにより、制御部１００は、薬液の注入
量及び注入速度を変更できる。また、モーター１７は不図示のエンコーダーを有し、モー
ター１７の回転数等の情報を制御部１００に出力している。電源１０３は、モーター１７
に電力を供給し、制御部１００に残量情報を出力する。
【００２２】
　タイマー１０４は、現在の時刻等の時間情報を制御部１００に出力する。また、読込部
１０２は、本体１０のスロット３１に挿入された記憶媒体であるメモリーカード３から、
注入プロトコルを読み込む。制御部１００は、読み込まれた注入プロトコルに従い、薬液
の注入量又は注入速度を変更するようにモーター１７を制御する。この際、モーター１７
の回転数等の情報及び時間情報がモーター１７の制御に使用される。例えば、これらの情
報から、制御部１００は薬液の総注入量と注入開始からの経過時間とを算出することがで
きる。そして、注入プロトコルに従い薬液の注入速度及び注入量を決定する。その後、制
御部１００は、決定した注入速度及び注入量に従い、薬液の注入速度及び注入量を変更す
るようにモーター１７を制御する。また、変更の必要が無ければ、制御部１００は、現在
の注入速度及び注入量を維持するようにモーター１７を制御する。なお、注入速度及び注
入量の変更には、注入の停止及び開始が含まれる。
【００２３】
　注入装置１に挿入可能であるメモリーカード３は、薬液の注入プロトコルを記憶してい
る。そして、注入プロトコルには、少なくとも注入時間、注入速度及び注入量の情報が含
まれている。この注入プロトコルは、所定のプログラムがインストールされたコンピュー
ターに患者である使用者の情報を入力することによって、自動的に作成することができる
。使用者情報には、使用者の病名及び身体的特徴（体重、身長、体表面積、年齢又は性別
等）、使用者名、使用者ＩＤ、病名、病変部位、又は薬液名等の各種の情報が含まれる。
これらの情報は、病院内のシステムに記録された電子カルテから自動的にコンピューター
に取得させることができると共に、医師等が自らコンピューターに入力することもできる
。また、医師等は、使用者情報に基づいて自ら注入プロトコルを作成することもできる。
このように作成された注入プロトコルは、コンピューターを用いて予めメモリーカード３
に記憶される。なお、使用者情報の全て又はその一部を、メモリーカード３に記憶するこ
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ともできる。
【００２４】
　例えば、抗がん剤の注入プロトコルを計算する場合は、体重及び身長、又は体表面積に
対応した抗がん剤の注入量が設定されたデータに基づいて注入プロトコルが計算される。
この注入量は、入力された体重及び身長から体表面積を計算し、この体表面積に比例した
抗がん剤の注入量として計算される。さらに、コンピューターには、薬液の注入速度を時
間経過に応じて変化させる可変パターンが入力されている。そして、コンピューターは、
可変パターンと計算により求められた注入量に基づいて、薬液の注入速度を計算する。そ
の結果、注入プロトコルは、可変パターンに対応して経時的に変化する注入速度で、所定
時間に計算された量の薬液を注入させるように作成される。
【００２５】
　メモリーカード３の挿入から薬液の注入が開始されるまでの流れを、図５のフローチャ
ートを参照して説明する。まず、操作者は、注入プロトコルが記憶されたメモリーカード
３を本体１０に挿入する（Ｓ１）。メモリーカード３が挿入されると、制御部１００は読
込部１０２を制御し、読込部１０２はメモリーカード３から注入プロトコルを読み込む（
Ｓ２）。次いで、制御部１００は、読み込まれた注入プロトコルの内容、例えば、注入時
間、注入速度及び注入量を表示部１４に表示する（Ｓ３）。操作者は、表示部１４に表示
された注入プロトコルの内容を確認する。そして、注入プロトコルの内容が正しければ（
Ｓ４でＹＥＳ）、操作者は操作部１２の確認スイッチ１２１を押す。表示部１４に表示さ
れた注入プロトコルの内容が間違っていた場合（Ｓ４でＮＯ）、操作者はスロット３１か
らメモリーカード３を取り出す（Ｓ７）。そして、操作者は、正しい注入プロトコルが記
憶されたメモリーカード３を挿入する。または、操作者は、取り出したメモリーカード３
に正しい注入プロトコルを記憶させ、スロット３１へ再び挿入する。（Ｓ１）。
【００２６】
　注入プロトコルの内容を表示した後、制御部１００は、確認条件が満たされたか否かを
判断する（Ｓ５）。具体的には、確認スイッチ１２１が押された場合、又は注入プロトコ
ルを表示した後に所定時間が経過した場合、制御部１００は確認条件が満たされたと判断
する。確認条件が満たされていれば（Ｓ５でＹＥＳ）、制御部１００は、注入プロトコル
を記憶部１０１に記憶させる（Ｓ６）。一方、確認条件が満たされていなければ（Ｓ５で
ＮＯ）、制御部１００は確認条件が満たされるまで待機する。
【００２７】
　記憶部１０１に注入プロトコルを記憶させた後、制御部１００は、薬液注入の開始条件
が満たされたか否かを判断する（Ｓ８）。具体的には、スタート／ストップボタン１２３
が押された場合、又は安全カバー１３が閉じられた場合に、制御部１００は開始条件が満
たされたと判断する。開始条件が満たされていなければ（Ｓ８でＮＯ）、制御部１００は
開始条件が満たされるまで待機する。一方、開始条件が満たされていれば（Ｓ８でＹＥＳ
）、制御部１００はモーター１７を駆動させる。これにより、注入ポンプ２が作動し、薬
液の注入が開始される（Ｓ９）。そして、制御部１００は注入プロトコルに従いモーター
１７を制御し、注入速度又は注入量を変更する。
【００２８】
　その後、制御部１００は注入状況を監視し、薬液注入の停止条件が満たされたか否かを
判断する（Ｓ１０）。具体的には、所定注入量の薬液の注入が終了した場合、スタート／
ストップボタン１２３が押された場合、安全カバー１３が開けられた場合、又は後述する
外部センサー４が所定サイズ以上の気泡を検知した場合等に、制御部１００は停止条件が
満たされたと判断する。停止条件が満たされていなければ（Ｓ１０でＮＯ）、制御部１０
０は停止条件が満たされるまで薬液の注入を継続する。一方、停止条件が満たされていれ
ば（Ｓ１０でＹＥＳ）、制御部１００はモーター１７を停止し、薬液の注入が停止される
（Ｓ１１）。
【００２９】
　本実施形態の注入装置１によれば、予め薬液の注入プロトコルを作成し、記憶媒体に記
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憶させておくことができる。そして、記憶媒体を注入装置に挿入するだけですぐに注入を
開始することができる。そのため、注入直前の短い時間に注入プロトコルを作成及び入力
する必要がない。これにより、時間に余裕を持ってデータ入力を行うことができるので、
入力ミスを防ぐことができる。また、注入装置が作動しない場合であっても、別の注入装
置にメモリーカードを挿入するだけですぐに注入を開始することができる。さらに、本実
施形態によれば、注入装置の記憶部に注入プロトコルが記憶される。そのため、注入中に
誤ってメモリーカードを取り出してしまっても、注入が停止してしまうことがない。
【００３０】
［第２実施形態］
　図６は、第２実施形態に係る注入装置１の要部の構成を概略的に示すブロック図である
。本実施形態の注入装置１には、外部センサー４が接続可能である。外部センサー４は、
本体１０に形成された不図示のポートを介して有線接続される。本実施形態に係る注入装
置１は、外部センサー４を除いて第１実施形態と同様の構成を備える。すなわち、本実施
形態の注入装置１の本体１０にも、操作部１２、表示部１４、モーター１７、制御部１０
０、記憶部１０１、読込部１０２、電源１０３及びタイマー１０４が設けられており、第
１実施形態と同様に制御される。よって、第１実施形態と重複する部分の説明は省略する
。なお、モーター１７は、シリンジポンプ、ぜん動注入ポンプ、スクリュー又は羽根を用
いた注入ポンプ等の不図示の注入ポンプに接続される。
【００３１】
　外部センサー４には、チューブ内の気泡のサイズ又は気泡の有無を検知するエアセンサ
ー、使用者の体温、脈拍数、血圧、脳波、血糖値、発汗量、血中酸素濃度等を検知する生
体センサー、及び気温、湿度又は照度等の外部環境の変化を検知する環境センサー等が含
まれる。そして、外部センサー４は、検知した検知情報を本体１０の制御部１００に出力
する。また、本体１０の電源１０３からは外部センサー４に電力が供給される。制御部１
００は、検知情報をモーター１７の制御に利用する他、表示部１４に表示させることもで
きる。例えば、制御部１００は、気泡のサイズ、使用者の体温、脳波、脈拍数、気温、湿
度又は照度等の検知情報を、表示部１４に表示させることができる。
【００３２】
　図７は、外部センサー４が検知を開始してから、制御部１００が注入を停止し、その後
に注入を再開するまでの流れを示すフローチャートである。外部センサー４は、注入装置
１の電源１０３から電力が供給されると検知を開始する（Ｓ２１）。具体的には、電源１
０３がオンされた状態の本体１０に外部センサー４が接続されると、自動的に電力が外部
センサー４へ供給される。また、外部センサー４が接続された状態で本体１０の電源１０
３がオンされると、自動的に電力が外部センサー４へ供給される。なお、外部センサー４
のスタートスイッチを押すことにより、外部センサー４が検知を開始してもよい。
【００３３】
　検知を開始した外部センサー４は、検知した検知情報を制御部１００に出力する（Ｓ２
２）。制御部１００は、検知情報に基づいて注入を停止するか否かを判断する（Ｓ２３）
。例えば、検知情報として気泡のサイズが入力された場合、制御部１００は気泡のサイズ
が所定値よりも大きいか否かを判断する。そして、気泡のサイズが所定値よりも大きい場
合は、注入を停止すると判断する（Ｓ２３でＹＥＳ）。また、検知情報として使用者の体
温が入力された場合、制御部１００は体温が所定値よりも高いか否かを判断する。そして
、体温が所定値よりも高い場合は、注入を停止すると判断する（Ｓ２３でＹＥＳ）。
【００３４】
　注入を停止する場合、制御部１００はモーター１７の動作を停止し（Ｓ２４）、表示部
１４に異常発生を表示させる（Ｓ２５）。また、必要であれば、制御部１００は異常の内
容を表示部１４に表示する。例えば、所定値よりも大きいサイズの気泡が検知された場合
、制御部１００はモーター１７を停止し、気泡を検知した旨を表示部１４に表示する。な
お、表示部１４への表示は、モーター１７の停止と同時でなくともよい。例えば、制御部
１００は、モーター１７を停止させた後に、表示部１４に異常発生を表示してもよい。
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【００３５】
　表示を確認した使用者又は操作者は、表示された異常の内容に応じて適切な処理を行う
。例えば、気泡を検知した旨が表示された場合、使用者又は操作者はエア抜き作業を行う
。これにより異常が解消すれば、使用者又は操作者は薬液の注入を再開させる。異常発生
の表示後に、制御部１００は、再開のための開始条件が満たされたか否かを判断する（Ｓ
２６）。開始条件が満たされていなければ（Ｓ２６でＮＯ）、制御部１００は薬液の注入
を再開せずに待機を続ける。例えば、スタート／ストップボタン１２３が押された場合、
又は安全カバー１３が閉じられた場合、制御部１００は開始条件が満たされたと判断する
。
【００３６】
　一方、開始条件が満たされていれば（Ｓ２６でＹＥＳ）、制御部１００は異常が解消し
たか否かを判断する（Ｓ２７）。具体的には、制御部１００は、Ｓ２３と同様の方法で注
入の停止を維持するか否かを判断する。そして、制御部１００は、注入の停止を維持する
と判断すれば（Ｓ２７でＹＥＳ）、すなわち注入装置１が注入を停止する状態であると判
断すれば、再び異常発生を表示部１４に表示する。例えば、開始条件を満たした後に所定
値よりも大きいサイズの気泡が検知された場合、制御部１００はモーター１７の駆動を開
始しない。そして、制御部１００は、気泡を検知した旨を再び表示部１４に表示する。そ
の後、制御部１００は、開始条件が再び満たされるまで待機を続ける。
【００３７】
　一方、制御部１００は、注入の停止を維持しないと判断すれば、すなわち注入装置１が
注入を停止する必要が無いと判断すれば（Ｓ２７でＮＯ）、停止していた時間の長さを算
出する。具体的には、制御部１００は、タイマー１０４から入力された停止時の時刻情報
と現在の時刻情報との差に基づき停止していた時間の長さを算出する。そして、算出した
時間に基づいて、薬液の注入プロトコルを修正する（Ｓ２８）。例えば、４時間で２４ｍ
ｌの抗がん剤を注入する注入プロトコルにおいて、１８ｍｌの抗がん剤が注入された後に
注入が１時間停止された場合について説明する。この場合、制御部１００は、停止時間に
対応して注入時間を１時間延長する。そして、延長時間内に、６ｍｌの抗がん剤を注入す
るように注入プロトコルを修正する。修正が完了すると、制御部１００はモーター１７の
駆動を開始し、薬液の注入が再開される（Ｓ２９）。なお、注入プロトコルの修正が不要
である場合、制御部１００は、修正せずに薬液の注入を再開することもできる。
【００３８】
　このように、本実施形態の注入装置１の制御部１００は、異常が発生したと判断すると
注入を停止する。つまり、外部センサー４から入力された検知情報に基づいて、薬液の注
入量を変更するようにモーター１７を制御する。そのため、本実施形態の注入装置１は、
医師等が使用者のそばにいない場合であっても高い安全性を保つことができる。さらに、
本実施形態の注入装置１によれば、注入動作の停止後に、使用者が誤ってスタート／スト
ップボタン１２３を押してしまったとしても、異常が解消させるまでは注入が再開されな
い。
【００３９】
　なお、図６においては一つのみの外部センサー４が図示されている。しかし、本実施形
態の注入装置１には、２つ以上の外部センサー４が接続されても良い。例えば、２つの外
部センサー４として、エアセンサーと体温を検知する生体センサーとを本体１０に接続す
ることができる。この場合、制御部１００は、それぞれの外部センサー４から入力される
検知情報に基づいて異常の発生を判断する。そして、いずれか一方の検知情報に基づいて
異常が発生したと判断されれば、制御部１００は薬液の注入を停止する。
【００４０】
　また、本実施形態では、異常発生に起因して注入を停止する場合が説明されている。し
かし、使用者自らがスタート／ストップボタン１２３を押して注入を停止した場合も、同
様のフローを利用することができる。すなわち、操作部１２から制御部１００に停止信号
が入力されると、制御部１００はモーター１７の駆動を停止する。同時に、制御部１００
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は表示部１４に注入停止を表示する。その後、制御部１００は、注入再開のための開始条
件が満たされたか否か、例えば、スタート／ストップボタン１２３が押されたか否かを判
断する。そして、開始条件が満たされていた場合、制御部１００は検知情報に基づき異常
が発生しているか否かを判断する。異常が発生していなければ、制御部１００は注入プロ
トコルを修正する。修正が完了すると、制御部１００はモーター１７を再び駆動し、薬液
の注入を再開する。
【００４１】
　なお、本実施形態では、薬液の注入停止に代えて薬液の注入量又は注入速度を変更する
こともできる。例えば、制御部１００は、異常が発生したと判断すると注入速度を減速す
る。つまり、外部センサー４から入力された検知情報に基づいて、薬液の注入速度を減速
するようにモーター１７を制御する。その後、開始条件を満たし且つ異常が解消されたと
判断すれば、制御部１００は注入量又は注入速度を元に戻す。
【００４２】
［第３実施形態］
　第３実施形態の注入装置１は、読込部１０２がメモリーカード３に情報を書き込み可能
である。これにより、所定の情報をメモリーカード３に書き込むように、制御部１００が
読込部１０２を制御できる。所定の情報には、外部センサー４からの検知情報又は薬液の
注入結果の情報が含まれる。なお、本実施形態の注入装置１は、図６に示された第２実施
形態と同様の構成を備える。すなわち、注入装置１の本体１０には、操作部１２、表示部
１４、モーター１７、制御部１００、記憶部１０１、読込部１０２、電源１０３及びタイ
マー１０４が設けられており、外部センサー４が接続されている。よって、第２実施形態
と重複する部分の説明は省略する。
【００４３】
　図８は、外部センサー４が検知を開始してから、検知情報がメモリーカード３に書き込
まれるまでの流れを示すフローチャートである。電源１０３から電力が供給されると、外
部センサー４は検知を開始する（Ｓ３１）。そして、外部センサー４は、検知した検知情
報を制御部１００へ出力する（Ｓ３２）。制御部１００は、検知情報と薬液の注入結果の
情報とを、タイマー１０４から入力された時間情報と関連付けて記憶部１０１に出力する
（Ｓ３３）。時間情報、検知情報及び注入結果の情報が入力されると、記憶部１０１はこ
れらの情報を一時的に記憶する（Ｓ３４）。その後、制御部１００は所定のタイミングで
読込部１０２を制御し、読込部１０２は記憶部１０１に記憶されている情報をメモリーカ
ード３へ書き込む（Ｓ３５）。具体的には、外部センサー４から検知情報が入力されたタ
イミング、注入開始から所定の時間が経過したタイミング、又は制御部１００が注入量及
び注入速度を変更したタイミング等に、制御部１００は読込部１０２を制御する。
【００４４】
　図９Ａ及び図９Ｂは、メモリーカード３に書き込まれる情報の例を示している。図９Ａ
は、検知情報としての１時間毎の平均体温と、時間情報としての時刻の例を示し、午前０
時から２４時間の１時間毎の平均体温を示している。例えば、０時から１時までの平均体
温は３６．３℃であり、２３時から２４時までの平均体温は３６．４℃である。このよう
に、検知情報は、時間情報と関連付けてメモリーカード３に書き込まれる。なお、本実施
形態においては、検知情報が時間情報と関連付けられているが、読込部１０２は検知情報
のみを書き込むこともできる。
【００４５】
　図９Ｂは、時間情報としての時刻と、注入結果の情報としての１時間毎の抗がん剤の注
入量の情報と、検知情報としての１時間毎の平均体温（℃）と、検知情報としての所定値
を超えたサイズの気泡の検知又は非検知の例を示している。図９Ｂにおいては、２２時～
１０時までの１２時間に９００ｍｌの抗がん剤を注入する場合を例示している。例えば、
０時から１時までの注入量は７５ｍｌであり、この間に所定値を超えるサイズの気泡は検
知されていない。また、９時から１０時までの注入量は５５ｍｌであり、この間に所定値
を超えるサイズの気泡が検知されている。なお、この例の注入プロトコルに従えば、９時
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から１０時になる前までの間の予定注入量も７５ｍｌである。しかし、気泡の検知に伴い
注入を停止し、２０ｍｌの未注入の薬液が生じたので、注入時間を延長して１０時以降に
２０ｍｌの薬液を注入している。このように、検知情報及び注入結果の情報が、時間情報
と関連付けてメモリーカード３に書き込まれる。なお、読込部１０２は、注入結果の情報
のみ、又は注入結果の情報と時間情報のみを書き込むこともできる。
【００４６】
　検知情報と時間情報、又は注入結果の情報と時間情報がメモリーカード３に書き込まれ
ることにより、医師は詳細な臨床データを取得できる。そして、取得されたデータは、使
用者にとってより適切な薬液の注入プロトコルの作成に利用できる。なお、図９Ａ及び図
９Ｂにおいては時間情報として時刻を用いたが、注入開始からの経過時間を用いても良い
。また、検知情報としては、脈拍数、血圧、脳波、血糖値、発汗量、血中酸素濃度、気温
、湿度及び照度等の各種情報を用いることができる。また、注入結果の情報としては、注
入量、注入速度及び注入時間等の各種情報を用いることができる。
【００４７】
［第４実施形態］
　第４実施形態の注入装置１は、操作部１２から入力された情報に応じて、所定の制御を
行うことができる。また、読込部１０２は、メモリーカード３に情報を書き込み可能であ
る。図１０は、操作部１２から入力された情報に応じて、制御部１００がモーター１７を
制御し、所定の情報をメモリーカード３に書き込むまでの流れを示すフローチャートであ
る。なお、本実施形態の注入装置１は、図４に示された第１実施形態と同様の構成を備え
る。すなわち、注入装置１の本体１０には、操作部１２、表示部１４、モーター１７、制
御部１００、記憶部１０１、読込部１０２、電源１０３及びタイマー１０４が設けられて
いる。よって、第１実施形態と重複する部分の説明は省略する。
【００４８】
　注入装置１の使用中に、使用者は食事及び睡眠等の様々な行動をとる。そして、薬液の
種類によっては、食事の前後、睡眠の前後等、状態の変化に応じて注入量を異ならせるこ
とが好ましい。例えば、食事中及び食後の所定の時間に薬液の注入を停止することが好ま
しい場合、睡眠中に薬液の注入量を増加させることが好ましい場合等がある。また、薬液
の種類によっては、夜間と昼間等、環境の変化に応じて薬液の注入量を異ならせることが
好ましいこともある。例えば、昼間には薬液を注入せずに、夜間に薬液を注入することが
好ましい場合がある。そこで、本実施形態の注入装置１は、操作部１２から入力された情
報に応じて、制御部１００が使用者の状態の変化又は環境の変化を判断する。そして、制
御部１００は、判断結果に応じてモーター１７を制御し、薬液の注入量を変更する。
【００４９】
　まず、使用者の状態が「通常」から「食事」へと変更される場合について説明する。使
用者は、所定の行動をとる前に、注入装置１の本体１０の確認スイッチ１２１を押して変
更する状態の種類を選択する（Ｓ４１）。例えば、食事をとる場合、使用者は、注入装置
１の本体１０の確認スイッチ１２１を押して「食事」を選択する。表示部１４には、確認
スイッチ１２１を押す毎に「通常」、「食事」又は「睡眠」等が表示される。そして、使
用者は、「食事」が表示されるまで確認スイッチ１２１を複数回押す。「食事」が表示さ
れたならば、使用者は確認スイッチ１２１を押すことを止め、その状態で食事をとる。
【００５０】
　確認スイッチ１２１が押され、特定の状態の種類が選択されてから所定時間が経過した
場合、操作部１２は制御部１００へ状態の種類に対応した変更信号を出力する（Ｓ４２）
。変更信号が入力された制御部１００は、記憶部１０１から変更後の状態に対応する薬液
の注入プロトコルを読み込む（Ｓ４３）。そして、制御部１００は、読み込んだ薬液の注
入プロトコルに従ってモーター１７を制御する（Ｓ４４）。すなわち、状態の種類として
「食事」が選択された場合、操作部１２は、使用者の状態が「食事」へ変更された旨の変
更信号を出力する。変更信号が入力された制御部１００は、「食事」に対応する薬液の注
入プロトコルを読み込む。そして、制御部１００はモーター１７を停止し、薬液の注入が
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停止される。
【００５１】
　その後、制御部１００は、状態の種類の情報、注入結果の情報及び時間情報を、それぞ
れ関連付けて記憶部１０１へ出力する（Ｓ４５）。これらの情報が入力された記憶部１０
１は、情報を記憶する（Ｓ４６）。そして、制御部１００は、所定のタイミングで読込部
１０２を制御し、読込部１０２は記憶部１０１が記憶している情報をメモリーカード３に
書き込む（Ｓ４７）。すなわち、状態の種類として「食事」が選択されている場合、「食
事」を示す状態の種類の情報、状態の種類が変更された時刻を示す時間情報、状態の種類
が変化された後の注入量を示す注入結果の情報が、記憶部１０１に記憶される。そして、
読込部１０２は、これらの情報をメモリーカード３に書き込む。
【００５２】
　なお、使用者の状態が「食事」から「通常」へと変更される場合も、制御部１００が同
様の制御を行う。すなわち、使用者は、食事が終わったときに再び確認スイッチ１２１を
押して状態の種類の「通常」を選択する。すると、操作部１２は制御部１００へ状態の種
類に対応した変更信号を出力する。そして、変更信号が入力された制御部１００は、記憶
部１０１から変更後の状態に対応する薬液の注入プロトコルを読み込む。例えば、制御部
１００は、「通常」に対応する注入プロトコルを読み込む。そして、制御部１００は、読
み込んだ注入プロトコルに従ってモーター１７を制御する。例えば、制御部１００は、状
態の種類が「通常」に変更されてから１時間を経過した後に、モーター１７の駆動を開始
して薬液の注入を再開させる。
【００５３】
　このように、本実施形態の注入装置１は、使用者の状態の変化に応じて薬液の注入プロ
トコルを切り替えることができる。さらに、本実施形態の注入装置１は、使用者の状態の
種類の情報、注入結果の情報及び時間情報を、メモリーカード３に書き込むことができる
。これにより、医師は詳細な臨床データを取得することができ、使用者にとってより適切
な注入プロトコルの作成にデータが利用される。
【００５４】
　また、本実施形態の注入装置１は、環境の変化に応じて、薬液の注入プロトコルを切り
替えることもできる。続いて、昼から夜へと環境が変化した場合について説明する。所定
の環境の変化が生じた場合、使用者は、注入装置１の本体１０の確認スイッチ１２１を押
して、変化後の環境の種類を選択する（Ｓ４１）。すなわち、夜になった場合、使用者は
、注入装置１の本体１０の確認スイッチ１２１を押して「夜間」を選択する。表示部１４
には、確認スイッチ１２１を押す毎に「昼間」又は「夜間」等が表示される。そして、使
用者は、現在の環境に対応した種類が表示されるまで確認スイッチ１２１を複数回押す。
適切な種類が表示されたならば、使用者は確認スイッチ１２１を押すことを止める。
【００５５】
　確認スイッチ１２１が押され、特定の環境の種類が選択された状態で所定時間が経過し
た場合、操作部１２は制御部１００へ環境の種類に対応した変更信号を出力する（Ｓ４２
）。変更信号が入力された制御部１００は、記憶部１０１から変更後の状態に対応する薬
液の注入プロトコルを読み込む（Ｓ４３）。そして、制御部１００は、読み込んだ注入プ
ロトコルに従ってモーター１７を制御する（Ｓ４４）。すなわち、環境の種類として「夜
間」が選択された場合、操作部１２は、環境の種類が「夜間」へ変更された旨の変更信号
を出力する。そして、制御部１００は、「夜間」に対応する注入プロトコルを読み込む。
その後、読み込んだ注入プロトコルに従い、制御部１００がモーター１７の駆動を開始し
、薬液の注入が開始される。
【００５６】
　また、制御部１００は、環境の種類の情報、注入結果の情報及び時間情報を、それぞれ
関連付けて記憶部１０１へ出力する（Ｓ４５）。これらの情報が入力された記憶部１０１
は、情報を記憶する（Ｓ４６）。すなわち、「夜間」を示す環境の種類の情報、環境の種
類が変化された時刻を示す時間情報、環境の種類が変更された後の注入量を示す注入結果
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の情報が、記憶部１０１に入力及び記憶される。そして、制御部１００は、所定のタイミ
ングで読込部１０２を制御し、読込部１０２は記憶部１０１が記憶している情報をメモリ
ーカード３に書き込む（Ｓ４７）。
【００５７】
　なお、環境が「夜間」から「昼間」に変更した場合も、制御部１００が同様の制御を行
う。すなわち、使用者は、再び確認スイッチ１２１を押して環境の種類の「昼間」を選択
する。すると、操作部１２は制御部１００へ環境の種類に対応した変更信号を出力する。
そして、変更信号が入力された制御部１００は、記憶部１０１から変更後の状態に対応す
る薬液の注入プロトコルを読み込む。そして、制御部１００は、読み込んだ注入プロトコ
ルに従ってモーター１７を制御する。すなわち、制御部１００は、「昼間」に対応する注
入プロトコルを読み込む。そして、制御部１００はモーター１７の駆動を停止し、薬液の
注入が停止される。
【００５８】
　このように、本実施形態の注入装置１は、使用者がおかれた環境の変化に応じて薬液の
注入プロトコルを切り替えることができる。そして、注入装置１は、環境の種類の情報、
注入結果の情報及び時間情報を、メモリーカード３に書き込むことができる。これにより
、医師は詳細な臨床データを取得することができ、使用者にとってより適切な薬液の注入
プロトコルの作成にデータを利用できる。
【００５９】
　なお、本実施形態において、注入結果の情報は、注入プロトコルとしてメモリーカード
３に書き込むこともできる。例えば、１３時に状態の種類を「食事」へと変更して薬液の
注入を停止した場合、１３時に薬液の注入を停止する注入プロトコルとしてメモリーカー
ド３に書き込むことができる。また、２２時に環境の種類を「夜間」へと変更して薬液の
注入を開始した場合、２２時に薬液の注入を開始する注入プロトコルとしてメモリーカー
ド３に書き込むことができる。このように書き込まれた注入プロトコルは、そのまま次回
の薬液注入に使用できる。これにより、使用者の生活習慣又は生活環境に合わせた注入プ
ロトコルを作成できる。そのため、使用者に応じて適切な注入プロトコルを作成及び使用
できる。なお、医師等は、注入装置１から取り出したメモリーカード３を用いて、注入プ
ロトコルを保存又は修正できる。
【００６０】
　また、本実施形態の注入装置１の本体１０には、状態又は環境を選択する選択スイッチ
、例えば、「通常」、「食事」、「睡眠」、「昼間」及び「夜間」に対応する独立した選
択スイッチを設けることもできる。この場合は、確認スイッチ１２１を押す代わりに、使
用者は状態又は環境の種類に対応する選択スイッチを押す。
【００６１】
［第５実施形態］
　第５実施形態の注入装置１の制御部１００は、外部センサー４から入力された検知情報
に応じて、所定の制御を行うことができる。また、読込部１０２は、メモリーカード３に
情報を書き込み可能である。なお、本実施形態の注入装置１は、図６に示された第２実施
形態と同様の構成を備える。すなわち、注入装置１の本体１０には、操作部１２、表示部
１４、モーター１７、制御部１００、記憶部１０１、読込部１０２、電源１０３及びタイ
マー１０４が設けられており、外部センサー４が接続されている。よって、第２実施形態
と重複する部分の説明は省略する。
【００６２】
　本実施形態の注入装置１は、外部センサー４から入力された検知情報に応じて、制御部
１００が使用者の状態の変化又は環境の変化を判断する。そして、制御部１００は、判断
結果に応じてモーター１７を制御し、薬液の注入量を変化させる。
【００６３】
　まず、外部センサー４として体温を検知する生体センサーを用いて、使用者の状態が「
覚醒」から「睡眠」に変更される場合について説明する。外部センサー４は所定のタイミ
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ングで、検知情報を制御部１００に出力する（Ｓ５１）。制御部１００は、検知情報が状
態の種類の変更条件を満たすか否か判断する（Ｓ５２）。そして、変更条件を満たさない
場合（Ｓ５２でＮＯ）、制御部１００は再び検知情報が入力されるまで待機する。
【００６４】
　一方、所定の変更条件を満たす場合（Ｓ５２でＹＥＳ）、制御部１００は状態の種類が
変更されたと判断し、記憶部１０１から変更後の薬液の注入プロトコルを読み込む（Ｓ５
３）。そして、制御部１００は、読み込んだ注入プロトコルに従ってモーター１７を制御
する（Ｓ５４）。すなわち、外部センサー４は、使用者の体温を制御部１００に出力する
。そして、制御部１００は、予め記憶部１０１に記憶されている情報と比較して、使用者
の体温が所定値よりも低いか否かを判断する。使用者の体温が所定値よりも低い場合、制
御部１００は使用者が眠ったと判断し、「睡眠」に対応する注入プロトコルを読み込む。
そして、制御部１００は、読み込んだ注入プロトコルに従ってモーター１７を加速し、薬
液の注入量を増加させる。この場合、状態の種類の変更条件は、体温が所定値よりも低い
か否かである。
【００６５】
　その後、制御部１００は、変更後の状態の種類の情報、注入結果の情報及び時間情報を
、それぞれ関連付けて記憶部１０１へ出力する（Ｓ５５）。これらの情報が入力された記
憶部１０１は、情報を記憶する（Ｓ５６）。すなわち、「睡眠」を示す状態の種類の情報
、状態の種類が変更された時刻を示す時間情報、変更後の注入量を示す注入結果の情報が
、記憶部１０１に記憶される。そして、制御部１００は所定のタイミングで読込部１０２
を制御し、読込部１０２は記憶部１０１が記憶している情報をメモリーカード３に書き込
む（Ｓ５７）。
【００６６】
　その後も同様に、外部センサー４は検知を継続し、所定のタイミングで検知情報を制御
部１００に出力する。制御部１００は、入力された検知情報が状態の種類の変更条件を満
たすか否か判断する。そして、所定の変更条件を満たす場合、制御部１００は状態の種類
が再び変更されたと判断し、記憶部１０１から変更後の薬液の注入プロトコルを読み込む
。そして、制御部１００は、読み込んだ注入プロトコルに従ってモーター１７を制御する
。

【００６７】
　つまり、「睡眠」から「覚醒」への変化を判断する場合も、制御部１００が同様の制御
を行う。すなわち、外部センサー４は使用者の体温を制御部１００に出力する。そして、
制御部１００は、予め記憶部１０１に記憶されている情報と比較して、使用者の体温が所
定値よりも高いか否かを判断する。使用者の体温が所定値よりも高い場合、制御部１００
は使用者が覚醒したと判断し、「覚醒」に対応する薬液の注入プロトコルを読み込む。そ
して、制御部１００は、読み込んだ注入プロトコルに従ってモーター１７に減速信号を出
力し、薬液の注入量を減少させる。この場合、状態の種類の変更条件は、体温が所定値よ
りも高いか否かである。
【００６８】
　このように、本実施形態の注入装置１は、外部センサー４から入力された検知情報に基
づき、使用者の状態の変化を判断し、薬液の注入プロトコルを切り替えることができる。
そのため、使用者が操作部１２から状態の変更を入力する手間を省くことができる。さら
に、本実施形態の注入装置１は、使用者の状態の種類の情報、注入結果の情報及び時間情
報を、メモリーカード３に書き込むことができる。これにより、医師は詳細な臨床データ
を取得することができ、使用者にとってより適切な注入プロトコルの作成にデータが利用
される。
【００６９】
　次に、外部センサー４として照度を検知する環境センサーを用いて、環境の種類が「昼
間」から「夜間」へと変更される場合について説明する。外部センサー４は所定のタイミ
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ングで、検知情報を制御部１００に出力する（Ｓ５１）。制御部１００は、検知情報が環
境の種類の変更条件を満たすか否か判断する（Ｓ５２）。そして、変更条件を満たさない
場合（Ｓ５２でＮＯ）、制御部１００は再び検知情報が入力されるまで待機する。一方、
所定の変更条件を満たす場合（Ｓ５２でＹＥＳ）、制御部１００は環境の種類が変更され
たと判断し、記憶部１０１から変更後の薬液の注入プロトコルを読み込む（Ｓ５３）。そ
して、制御部１００は、読み込んだ注入プロトコルに従ってモーター１７を制御する（Ｓ
５４）。
【００７０】
　すなわち、「昼間」から「夜間」への環境の変更を判断する場合、外部センサー４は注
入装置１が置かれた環境の照度を制御部１００に出力する。そして、制御部１００は、予
め記憶部１０１に記憶されている情報と比較して、照度が所定値よりも低いか否かを判断
する。照度が所定値よりも低い場合、制御部１００は夜になったと判断し、「夜間」に対
応する薬液の注入プロトコルを読み込む。そして、制御部１００は、読み込んだ注入プロ
トコルに従ってモーター１７の駆動を開始し、薬液の注入を開始させる。この場合、環境
の種類の変更条件は、照度が所定値よりも低いか否かである。
【００７１】
　その後、制御部１００は、変更後の環境の種類の情報、注入結果の情報及び時間情報を
、それぞれ関連付けて記憶部１０１へ出力する（Ｓ５５）。情報が入力された記憶部１０
１は、これらの情報を記憶する（Ｓ５６）。そして、制御部１００は、所定のタイミング
で読込部１０２を制御し、読込部１０２は記憶部１０１が記憶している情報をメモリーカ
ード３に書き込む（Ｓ５７）。すなわち、「夜間」を示す環境の種類の情報、環境の種類
が変更された時刻を示す時間情報、変更後の注入量を示す注入結果の情報が、記憶部１０
１に記憶される。読込部１０２は、記憶部１０１に記憶された情報をメモリーカード３に
書き込む。
【００７２】
　その後も同様に、外部センサー４は検知を継続し、検知情報を制御部１００に出力する
。制御部１００は、検知情報が環境の種類の変更条件を満たすか否か判断する。そして、
所定の変更条件を満たす場合、制御部１００は環境の種類が再び変更されたと判断し、記
憶部１０１から変更後の薬液の注入プロトコルを読み込む。そして、制御部１００は、読
み込んだ注入プロトコルに従ってモーター１７を制御する。
【００７３】
　つまり、「夜間」から「昼間」への変更を判断する場合も、制御部１００が同様の制御
を行う。すなわち、外部センサー４が検知情報として照度を制御部１００に出力する。そ
して、制御部１００は、予め記憶部１０１に記憶されている情報と比較して、照度が所定
値よりも高いか否かを判断する。照度が所定値よりも高い場合、制御部１００は昼になっ
たと判断し、「昼間」に対応する注入プロトコルを読み込む。この場合、環境の種類の変
更条件は、照度が所定値よりも高いか否かである。そして、制御部１００は、読み込んだ
注入プロトコルに従ってモーター１７の駆動を停止し、薬液の注入を停止させる。
【００７４】
　このように、本実施形態の注入装置１は、外部センサー４から入力された検知情報に基
づき、環境の変化を判断し、薬液の注入プロトコルを切り替えることができる。そのため
、使用者が環境の変化を入力する手間を省くことができる。さらに、本実施形態の注入装
置１は、環境の種類の情報、注入結果の情報及び時間情報を、メモリーカード３に書き込
むことができる。これにより、医師は詳細な臨床データを取得することができ、使用者に
とってより適切な薬液の注入プロトコルの作成にデータが利用される。
【００７５】
　本実施形態において、注入結果の情報は、薬液の注入プロトコルとしてメモリーカード
３に書き込むこともできる。例えば、２２時に状態の種類が「睡眠」へと変更され薬液の
注入を開始した場合、２２時に薬液の注入を開始する薬液の注入プロトコルとしてメモリ
ーカード３に書き込むことができる。このように書き込まれた薬液の注入プロトコルは、
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そのまま次回の薬液注入に使用できる。これにより、使用者の生活習慣又は生活環境に合
わせた薬液の注入プロトコルを作成できる。そのため、使用者に応じて適切な注入プロト
コルを作成及び使用できる。
【００７６】
［第６実施形態］
　図１２は、本発明の携帯型注入装置１を収容するバッグ５を示す。このバッグ５は、肩
に掛けて用いられる肩掛けバッグであり、第１～第５実施形態において説明した注入装置
１を収容できる。また、バッグ５は、肩に掛ける際に用いられるベルト部５１と、携帯型
注入装置１を収容するバッグ本体５２とを有する。バッグ本体５２の側面には、チューブ
２３をバッグ５の外側に延在させるための穴５３が形成されている。そして、この穴５３
を通って、携帯型注入装置１のシリンジ２１に接続されたチューブ２３が不図示のカテー
テル又は薬液バッグ等に接続される。また、バッグ本体５２に、携帯型注入装置１と共に
薬液バッグを収容することもできる。なお、本発明の携帯型注入装置１を収容する構成は
、肩掛けバッグには限られず、ウエストポーチ又は収容部を有するジャケットを用いるこ
ともできる。
【００７７】
［変形形態］
　以上説明した各実施形態では、１つの注入ポンプが装着される注入装置について説明し
た。しかし、本発明の注入装置はこれに限られず、２つ以上の注入ポンプを装着可能であ
るように構成しても良い。具体的に本発明の注入装置は、装着部１１に加えて追加装着部
をさらに設け、当該追加装着部に追加注入ポンプを装着させるように構成できる。この場
合、追加注入ポンプのプランジャーは、注入ポンプ２のプランジャー２２と同様に進退さ
せる。すなわち、ネジ部１６及びプーリー部１７１を介して、駆動部であるモーター１７
により追加注入ポンプのプランジャーを進退させる。また、追加ネジ部、追加プーリー部
及び追加駆動部をさらに設けることも可能である。この場合、追加注入ポンプのプランジ
ャーは、追加ネジ部及び追加プーリー部を介して、追加駆動部により進退させることがで
きる。また、追加注入ポンプのシリンジの先端には、追加薬液が充填された薬液バッグ、
注入用のチューブ及びカテーテル等が接続される。なお、注入ポンプ２からの薬液注入と
追加注入ポンプからの薬液注入とは、同時に行うことも、別々に行うこともできる。
【００７８】
　また、本変形形態においては、操作部１２に追加薬液用注入ボタンをさらに設けること
ができる。この追加薬液用注入ボタンを使用者が押すことにより、追加注入ポンプから追
加薬液が注入される。また、本変形形態の注入装置においても、第３実施形態と同様に、
読込部１０２を介してメモリーカード３に追加薬液の注入結果の情報を書き込むことがで
きる。
【００７９】
　このような本変形形態の注入装置によれば、使用者が痛みを感じた場合等に、鎮痛剤な
どの追加薬液を注入することが可能となる。このような追加薬液としては、一例としてモ
ルヒネが考えられる。モルヒネは抗がん剤を注入している間に持続的に皮下注射（筋肉注
射）され、例えば、１時間毎に１ｍｌの注入量で２４時間、合計２４ｍｌのモルヒネが使
用者に注入される。
【００８０】
　なお、本変形形態の追加注入ポンプは、薬液が予め充填されたプレフィルドシリンジを
使用しても良い。具体的には、追加薬液が予め充填されたプレフィルドシリンジを使用し
、例えば、ワンショット１時間分として、１ｍｌ又は０．５ｍｌの追加薬液を注入するこ
とができる。この場合、抗がん剤を注入している間に痛みを感じたときに、使用者が追加
薬液用の注入ボタンを押して追加薬液を注入する。
【００８１】
　また、以上説明した各実施形態では、２つの薬液バッグを使用した注入装置１について
説明したが、本発明はこれに限られない。抗がん剤と、ブドウ糖液又は生理食塩水との混
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、ブドウ糖液又は生理食塩水に代えて、高カロリー液を注入することもできる。
【００８２】
　さらに、注入量が少ない場合は、予めシリンジ２１内に所定量の薬液を充填することも
可能である。そして、シリンジ２１内に予め充填された薬液は、メモリーカード３に記憶
された薬液の注入プロトコルに従って使用者に注入される。この場合、薬液バッグと、シ
リンジ２１と薬液バッグとを接続するチューブとが不要になるという利点がある。
【００８３】
　また、上記実施形態では、シリンジポンプを備えた注入装置１について説明したが、本
発明はこれに限られない。シリンジポンプに代えて、ぜん動注入ポンプ、スクリュー又は
羽根を用いた注入ポンプを使用することもできる。
【００８４】
　また、本発明の携帯型注入装置は、警報装置、ＧＰＳ又は無線通信装置等の付属機器を
備えていても良い。例えば、無線通信装置を備えた注入装置の場合、外部のスキャナー又
はＩＣタグリーダーから送信されたデータを無線通信装置に受信させることができる。医
師等の操作者は、注入準備の段階でスキャナー又はＩＣタグリーダーを使ってデータを注
入装置に送信する。このスキャナーは、使用者が身に付けたリストバンド又は薬液バッグ
の表面に記録された磁気ストライプ、二次元コード又はバーコード等からデータを取得し
、無線通信装置に送信する。また、ＩＣタグリーダーは、リストバンドや薬液バッグのＩ
Ｃタグからデータを読み出し、無線通信装置に送信する。無線通信装置に送信されるデー
タには、薬液の種類の情報又は使用者の情報が含まれる。
【００８５】
　その後、無線通信装置は、受信したデータを本体１０の制御部１００に出力する。制御
部１００は、入力されたデータの情報と、メモリーカード３に記憶された薬液の種類の情
報又は使用者の情報とを比較する。そして、比較した情報が一致しない場合、制御部１０
０は表示部１４にエラー表示を表示させる。このように、注入準備の段階で薬液の種類又
は使用者の比較確認が行われることにより、誤った薬液の注入又は使用者である患者の取
り違えを確実に防止できる。
【００８６】
　なお、上述の各実施形態及び変形形態は、本発明の内容を実質的に変化しない範囲で、
適宜組み合わせることができる。
【符号の説明】
【００８７】
１：携帯型注入装置
２：注入ポンプ
３：記憶媒体
１０：本体
１１：装着部
１７：駆動部
３１：スロット
１００：制御部
１０２：読込部
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