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(57)【要約】
　事象データを動的に収集し、記憶するように構成され
たプロセッサ手段と、プロセッサ手段によって制御され
る表示手段と、システムを表示モードまたはデータ転送
モードに設定することを可能にするスイッチ手段とを備
えるシステム。システムが表示モードであるときには、
プロセッサ手段は、ユーザが読取り可能な数値を使用し
て数値、記憶された事象データをディスプレイ表示で表
示するように表示手段を制御するように構成され、デー
タ転送モードであるときには、プロセッサ手段は、記憶
された事象データの少なくとも一部分の機械読取り専用
の視覚的表現を生成するように構成され、かつ、機械読
取り専用の視覚的表現を表示するように表示手段を制御
するように構成される。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　システム（１０、２１０、５００、６００）であって、
　事象データを動的に収集し、記憶するように構成されたプロセッサ手段と、
　前記プロセッサ手段によって制御される表示手段（１２、２６０、５１５、６１５）と
、
　前記システムを表示モードまたはデータ転送モードに設定することを可能にするスイッ
チ手段（１３、２４２、５１６）と
を備え、
　前記表示モードであるときには、前記プロセッサ手段は、ユーザが読取り可能な数値を
使用して、記憶された事象データを数値ディスプレイ表示で表示するように前記表示手段
を制御するように構成され、
　前記データ転送モードであるときには、前記プロセッサ手段は、前記記憶された事象デ
ータの少なくとも一部分の機械読取り専用の視覚的表現を生成するように構成され、かつ
、前記機械読取り専用の視覚的表現を表示するように前記表示手段を制御するように構成
される、
システム。
【請求項２】
　前記生成された機械読取り専用の視覚的表現が、複数の連続する表現ディスプレイ表示
を使用して表示される、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記表現ディスプレイ表示が、数値ディスプレイ表示の数に対応するデータを表示する
ことが可能である、請求項１または２に記載のシステム。
【請求項４】
　データの前記機械可読視覚的表現が、２Ｄマトリックスコード（６２０）の形態である
、請求項１から３のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項５】
　データの前記表示された機械読取り専用の視覚的表現をキャプチャし、
　データの前記キャプチャされた視覚的表現を処理して、前記視覚的表現によって表され
る前記事象データを生成し、
　前記生成された事象データを記憶し、
　前記生成された事象データのユーザが読み取り可能な数値表現を表示する
ように構成された受信側ユニット（６５０）を備える、請求項１から４のいずれか一項に
記載のシステム。
【請求項６】
　前記受信側ユニットが、事象データの前記表示された機械読取り専用の視覚的表現をキ
ャプチャするように構成されたカメラ（６５１）と、前記機械読取り専用の視覚的表現に
よって表される前記事象データを生成し、記憶するために、事象データの前記キャプチャ
された表現を処理するように構成されたプロセッサ手段と、前記生成された事象データの
ユーザが読み取り可能な数値表現を表示するように前記プロセッサ手段によって制御され
る表示手段（６５２）とを備える、請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記受信側ユニットが、前記生成された事象データを外部受信機に送信するように構成
される、請求項５または６に記載のシステム。
【請求項８】
　薬剤リザーバまたは薬剤リザーバを受容するための手段と、
　前記リザーバから一定量の薬剤を放出するための薬剤放出手段であって、
　　放出すべき投与量をユーザが設定することを可能にする設定手段、および
　　前記設定された用量を放出するために前記薬剤放出手段を駆動するまたは解放するた
めの作動手段
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を備える、薬剤放出手段と、
　前記放出手段によって前記リザーバから放出される薬剤の量に関係するプロパティを表
す事象データをキャプチャするための電子制御式検出手段であって、前記キャプチャされ
た事象データが、前記プロセッサ手段によって収集され、記憶される、電子制御式検出手
段と
を備える、請求項１から７のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項９】
　患者の血液を分析し、前記患者の血液の血中グルコース値に対応する血中グルコース事
象データを作成する血中グルコース計であって、前記作成された事象データが、前記プロ
セッサ手段によって収集され、記憶される、血中グルコース計
を備える、請求項１から８のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１０】
　収集されたデータの送信のための方法において、
　システムを提供するステップであって、
　　事象データを動的に収集し、記憶するように構成されたプロセッサ手段、
　　前記プロセッサ手段によって制御される表示手段、および
　　前記システムを表示モードまたはデータ転送モードに設定することを可能にするスイ
ッチ手段
を備えるシステムを提供するステップと、
　事象データを収集するステップと
　前記表示モードであるときには、数字を使用してユーザに事象データを表示するように
前記表示手段を制御するステップと、
　前記データ転送モードであるときには、事象データの機械読取り専用の視覚表現を生成
し、前記機械読取り専用の視覚的表現を前記表示手段に表示するステップと
を含む、方法。
【請求項１１】
　前記収集されたデータが、動的にキャプチャされる、および／または動的に計算される
、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　データの前記機械可読視覚的表現が、２Ｄマトリックスコードの形態である、請求項１
０または１１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、患者または医療供給者のような他の人が、たとえば、薬剤投与療法
に関する医療データを管理すること、または、体液パラメータをキャプチャすることを可
能にするシステムおよび方法に関する。例示的な実施形態では、本発明は、用量設定およ
び用量放出手段と、薬剤送達用量データをキャプチャし、記憶するための組込み手段とを
備える薬剤送達デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明の開示では、主に、インスリンの送達による糖尿病の治療のような、注射可能な
薬剤および生物学的薬剤を使用する医学的治療について参照するが、これは、本発明の例
示的な使用にすぎない。
【０００３】
　薬剤送達デバイスは、薬剤および生物学的薬剤を自己投与しなければならない患者の生
活を大幅に改善してきた。薬剤送達デバイスは、単純な使い捨て可能なデバイスを含む多
くの形態を取ることができるが、これらは注入手段をもつアンプルくらいしかなく、ある
いは、事前充填されたカートリッジとともに使用するように構成された恒久性のデバイス
とすることもできる。進化した形態では、薬剤送達デバイスは、注入ポンプの形態であり
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得る。これらの薬剤送達デバイスは、それらの形態およびタイプにかかわらず、注射可能
な薬剤および生物学的薬剤を患者が自己投与するのを支援する際に大きな助けとなること
が分かった。また、これらの薬物送達デバイスは、注射可能な薬品を、自己注射を行うこ
とができない患者に投与する際に、介護者を大いに支援する。
【０００４】
　正しい時刻に正しいサイズで必要なインスリン注射を行うことは、糖尿病を管理するた
めに必須である、すなわち、指定されたインスリン療法を順守することが重要である。医
療従事者が処方された投与パターンの効果を判断することを可能にするために、糖尿病患
者は、各注射のサイズおよび時間のログを残すように奨励される。しかしながら、そのよ
うなログは、通常、手書きのノートに残され、記録された情報から、データ処理のための
コンピュータに容易にアップロードすることができない。さらに、患者が書き留めた事象
だけが記録されるので、ノートによるシステムでは、記録された情報が患者の疾患の治療
において任意の価値を有するものである場合、患者が各注入を記録するのを忘れないよう
にすることが必要とされる。ログに記録がないと、またはログの記録が誤っていると、注
射履歴に関する画像が誤りを招き、したがって、将来の薬物療法に関する医療従事者の意
思決定の根拠に誤りを招く結果となる。したがって、薬物送達システムから放出情報のロ
ギングを自動化することが望ましいことがある。
【０００５】
　それに応じて、いくつかの注射デバイスは、この監視／獲得機構をデバイス自体に組み
込んで、たとえば、ＵＳ２００９／０３１８８６５およびＷＯ２０１０／０５２２７５に
開示したように、自動化された電子ロギングフィーチャを提供する。そのようなデバイス
は、典型的には、単に、ユーザが個々の投与事象、たとえば、投与量および用量送達の時
間を表すデータを示すリストをトグルする、あるいはスクロールアップおよびスクロール
ダウンすることを可能にする比較的小さなディスプレイを有する。より優れた概観を提供
するために、ユーザは、ＥＰ１１１６１９１２．８に開示されるように、ワイヤード転送
またはワイヤレス転送、たとえば、ブルートゥースまたはＮＦＣを使用して、スマートフ
ォンのような外部デバイスにログデータを転送することが可能であり得、これにより、ロ
グデータを、はるかに大きいディスプレイ上に図式的にカラーで提示することが可能にな
る。しかしながら、そのようなワイヤレス送信機能を提供すると、電力消費を増大させる
ことがあるので、薬剤送達デバイスがさらに複雑になる。さらに、受信側のスマートフォ
ンは、薬剤送達デバイスのワイヤレス送信手段に適合しなければならない。
【０００６】
　ＵＳ２００７／１４５１３７は、データの転記中のエラーを防止することを目的として
、患者測定データを、数字フォーマットとバーコードフォーマットの両方で左右に並べて
表示するように適合されたデバイスを開示する。ＵＳ２００７／００４５４２１は、人が
データを変更する可能性なしにデータを転送するために、バーコードを生成し、表示する
ように適合された自動販売機のためのバーコード表示デバイスを開示する。ディスプレイ
は、たとえば、時間および広告メッセージを表示することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記を考慮して、本発明の目的は、用量ログデータを収集し、記憶し、表示するように
構成された薬剤送達デバイスのような、データを収集し、記憶し、表示するように構成さ
れたデバイスからのデータの、コスト効果が高いと同時にエネルギー効果の高い転送をサ
ポートするシステム、デバイスおよび方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の開示では、上述の目的のうちの１つまたは複数に対処する、または、以下の開
示ならびに例示的な実施形態に関する記載から明らかな目的に対処する実施形態および態
様について記載する。
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【０００９】
　したがって、本発明の第１の態様では、事象データを動的に収集し、記憶するように構
成されたプロセッサ手段と、プロセッサ手段によって制御される表示手段と、システムを
表示モードまたはデータ転送モードに設定することを可能にするスイッチ手段とを備える
システムが提供される。システムが表示モードであるときには、プロセッサ手段は、ユー
ザが読取り可能な数値を使用して数値、記憶された事象データをディスプレイ表示で表示
するように表示手段を制御するように構成され、データ転送モードであるときには、プロ
セッサ手段は、記憶された事象データの少なくとも一部分の機械読取り専用の視覚的表現
を生成するように構成され、かつ、機械読取り専用の視覚的表現を表示するように表示手
段を制御するように構成される。
【００１０】
　本発明のコンテキストでは、「機械読取り専用の」という用語は、（通常の）人間には
解読できないサイン、パターンまたはコードとして理解すべきである。ユーザが読み取り
可能な数値を使用して記憶されたデータを表示することに加えて、単位、日付、時刻、ヘ
ッダ、セパレータなどのような他の関連情報を表示するようにディスプレイを制御するこ
ともできる。
【００１１】
　この構成によって、本発明のシステムは、たとえば、スマートフォン、タブレットコン
ピュータ、またはＰＣのような、カメラおよびディスプレイを備える多くの民生用電子装
置およびデバイスにおいて容易に利用できるような、データを光学的にキャプチャするよ
うに構成されたデバイスの特徴と組み合わせて使用することができ、したがって、かかる
デバイスを利用することができる。したがって、本発明と比較したときに高価で消費電力
の大きな無線データ転送のための専用エレクトロニクスをなくすことが可能である。さら
に、本発明は、無線通信レギュレータ、たとえば、ＦＣＣ（典型的には、様々な市場にお
いて異なる機関）から承認を得るという要件をなくし、かつ、新しい光プロトコルおよび
ソフトウェア更新を介したプロトコル更新を可能にすることができるので、同時に複数の
光通信プロトコルを簡単にサポートする。また、本発明は、ユーザに送信側と受容側の両
方を制御させることによって、直観的なデータ転送をサポートするので、データ転送を開
始するデータ受信機へのデータ送信機の近接度を要求することによって、データの機密性
および確実性をまた向上させることができる。近接センサが使用される場合には、追加の
ユーザステップは必要とされず、近接センサが使用されない場合には、ユーザは、手動ア
クティベーションによって、システムをデータ転送モードにすることができる。たとえば
、携帯電話がデータレシーバとして使用される場合、データレシーバは、受信したデータ
を、複数の手段、たとえば、ＳＭＳ、データおよびＵＳＢを介して転送することができる
。
【００１２】
　事象データは、自動的に収集されたデータ（たとえば、薬剤用量サイズ、薬剤タイプ、
ＢＧ値、時刻／日付、デバイスデータ／、セットアップパラメータ）、あるいは手動で入
力されたデータ（たとえば、患者が入力したログ（たとえば、運動、食生活）、または属
性（たとえば食前ＢＧ）またはコメント（たとえば、「嘔吐」））であり得る。すべての
データを組み合わせて「フルログ」として転送することができ、あるいは、選択されたデ
ータのみを転送することができる。さらに、セキュリティーデータおよび他のデータの保
護および識別手段を追加することができる。
【００１３】
　単一の実際の事象に対応するデータを転送することが可能であるが、本システムにより
、単純で効率的な方法で履歴データを「全体を」転送することが可能になる。転送すべき
データ量および送信側ディスプレイのサイズに応じて、生成された機械読取り専用の視覚
的表現は、複数の連続する表現ディスプレイ表示を使用して表示され得る。異なる画像が
、たとえば５秒ごとに、自動的に生成され得、あるいは、ユーザによってプロンプトされ
得る。データの機械読取り専用の視覚的表現は、いくつかの規格が存在する２Ｄマトリッ
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クスコード（２Ｄシステムは、一般的なドットパターンの様々なシンボルを使用するが、
しばしば「バーコード」と呼ばれる）の形態であり得る。ディスプレイの解像度がより細
かくなると、各ディスプレイ表示に、より多くのデータを表示することができ、たとえば
、２Ｄバーコードを使用して、ディスプレイ表示当たり１０個の用量ログエントリを送信
することができる。
【００１４】
　本発明のシステムは、データの前記表示された機械読取り専用の視覚的表現をキャプチ
ャし、データのキャプチャされた視覚的表現を処理して、視覚的表現によって表される事
象データを生成し、生成された事象データを記憶し、生成された事象データのユーザが読
み取り可能な数値表現を表示するように構成された受信側ユニットを備えることができる
。データは、第三者システム（たとえば、リモートストレージ、データ解析および、たと
えば医療提供者との共有のためのインターネットウェブページ）にさらに送信することが
できる。
【００１５】
　例示的実施形態では、本システムは、薬剤リザーバまたは薬剤リザーバを受容するため
の手段と、リザーバから一定量の薬剤を放出するための薬剤放出手段であって、放出すべ
き投与量をユーザが設定することを可能にする設定手段、および設定された用量を放出す
るために薬剤放出手段を駆動するまたは解放するための作動手段を備える、薬剤放出手段
とを備える薬物送達デバイスの形態である。本システムは、放出手段によってリザーバか
ら放出される薬剤の量に関係するプロパティを表す事象データをキャプチャするための電
子制御式検出手段であって、キャプチャされた事象データが、たとえば、投与量およびキ
ャプチャ時刻を表すログデータセットとして、プロセッサ手段によって収集され、記憶さ
れる、電子制御式検出手段をさらに備える。薬物送達は、一体設計のもの、すなわち、単
一のハウジングに異なる素子を備えるものとすることができ、あるいは、異なるユニット
の間でのデータ転送またはキャプチャを備えるモジュラとすることができ、たとえば、プ
ロセッサ手段（完全な、または部分的な）、記憶手段およびディスプレイは、別個のハウ
ジング、たとえば、キャップユニットに、または、アドオンユニットに配列され得る。薬
剤送達デバイスからキャップがいつ少なくとも部分的に取り外されたかを検出するための
手段をもつキャップを提供することによって、薬物送達の実際の使用を示す情報を収集し
、表示する非常に単純でコスト効果の高い方法を提供することができる。このキャブは、
ＢＧ値と脱キャップデータとを同時に示すように構成されたディスプレイユニットと組み
合わせて使用することができ、これにより、医療従事者の推奨との患者のコンプライアン
スの概観が提供される。
【００１６】
　さらなる例示的な実施形態では、本システムは、患者の血液サンプルを受け取り、患者
の血液サンプルの血中グルコース値に対応する血中グルコース事象データを生成するため
の血中グルコース計（ＢＧＭ）であって、生成された事象データが、プロセッサ手段によ
って収集され、記憶される、血中グルコース計を備える。そのようなシステムは、従来の
ＢＧＭの形態、または、たとえば、薬物送達ペンに装着するように構成されたＢＧキャッ
プの形態とすることができる。代替的には、持続血中グルコース計（ＣＧＭ）からデータ
を受信することができる。
【００１７】
　上述のシステムが、事象データの表示された機械読取り専用の視覚的表現をキャプチャ
するように構成されたカメラと、機械読取り専用の視覚的表現によって表される事象デー
タを生成し、記憶するために、事象データのキャプチャされた表現を処理するように構成
されたプロセッサ手段と、生成された事象データのユーザが読み取り可能な数値表現を表
示するようにプロセッサ手段によって制御される表示手段とを備える、たとえば、スマー
トフォンの形態の受信側ユニットを備えることができる。さらに、そのデータを外部シス
テムにアップロードすることができる。
【００１８】
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　本発明のさらなる態様は、収集されたデータの送信のための方法において、（ａ）シス
テムを提供するステップであって、事象データを動的に収集し、記憶するように構成され
たプロセッサ手段、プロセッサ手段によって制御される表示手段、およびシステムを表示
モードまたはデータ転送モードに設定することを可能にするスイッチ手段を備えるシステ
ムを提供するステップと、（ｂ）事象データを収集するステップと、（ｃ）表示モードで
あるときには、数字を使用してユーザに事象データを表示するように表示手段を制御する
ステップと、（ｄ）データ転送モードであるときには、事象データの機械読取り専用の視
覚表現を生成し、機械読取り専用の視覚的表現を表示手段に表示するステップとを含む、
方法が提供される。収集されたデータは、動的にキャプチャされ得る、および／または動
的に計算され得る。データの機械可読視覚的表現が、たとえば、２Ｄマトリックスコード
の形態とすることができる。
【００１９】
　本出願のコンテキストでは、本明細書および特許請求の範囲で使用する場合、「プロセ
ッサ手段」という用語は、たとえば、データを処理し、記憶すると同時に、すべての接続
された入出力デバイスを制御する特定の機能を提供するために好適な電子回路の任意の組
合せをカバーする。プロセッサは、典型的には、サポート機能、ストレージ機能または制
御機能のための追加デバイスによって補われ得る１つまたは複数のＣＰＵまたはマイクロ
プロセッサを備える。たとえば、通信インターフェース（たとえば、ワイヤレス）が提供
される場合には、送信機および受信機は、プロセッサと完全にまたは部分的に統合しても
、あるいは、個々のユニットによって提供してもよい。プロセッサ回路を構成する構成要
素の各々は、特定用途デバイスまたは汎用デバイスとすることができる。「ディスプレイ
手段」という用語は、特定の機能を視覚的に提供することが可能な任意のタイプのディス
プレイ、たとえば、ＬＣＤまたはＯＬＥＤをカバーする。
【００２０】
　本明細書で使用する場合、「インスリン」という用語は、カニューレまたは中空針のよ
うな送達手段を制御された方法で通過させることが可能である、液体、溶液、ゲルまたは
微細懸濁液のような、また、血中グルコース制御効果を有する任意の薬剤含有流動可能薬
品、たとえば、ＧＬＰ－１およびその類似体を包含することを意味するが、本発明は、他
の注射可能なまたは吸入可能な薬剤ならびに生物学的薬剤、たとえば、成長ホルモンまた
は抗体と組み合わせて使用することもできる。
【００２１】
　以下に、図面を参照しながら、本発明についてさらに記載する。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】装着されたキャップデバイスと組み合わせた薬剤送達デバイスを示す図である。
【図２】さらなるキャップデバイスを示す図である。
【図３】図２のキャップデバイスの分解図を示す図である。
【図４】薬剤送達デバイスに装着された、さらなるキャップデバイスを示す図である。
【図５】電子ロギングおよびディスプレイ手段を備える薬剤送達デバイスを示す図である
。
【図６】カメラ付き携帯電話と組み合わせた薬剤送達デバイスを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　各図において、同様の構造は、ほとんど、同様の参照番号によって示されている。
【００２４】
　「上側」および「下側」、「右」および「左」、「水平」および「垂直」、あるいは類
似する関連する表現のような用語を使用するとき、これらは単に添付の図を参照するもの
であり、実際の使用状況を指すものではない。示された各図は概略図であり、そのため、
異なる構造の構成ならびにそれらの相対寸法は、例示的な目的を果たすことのみ目的とす
る。
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【００２５】
　図１は、インスリン製剤を収容し、キャップデバイス１０がその上に装着された薬剤送
達デバイス２０を備える薬剤送達アセンブリ１を示す。キャップは、キャップの内部に配
列されたＢＧＭのためのストリップポートと、ＢＧ値および他の値ならびに２Ｄマトリッ
クスコードを示すように構成された高解像度ディスプレイ１２（たとえばＬＣＤ、ＯＬＥ
Ｄまたはｅインクディスプレイ）と、所与の値（たとえば、ＢＧ読取値）を確認するよう
に適合された入力ボタン１３と、ディスプレイモードと転送モードとの間のトグルと、所
与のログ（たとえば、ＢＧログ）をスクロールするように適合されたアップ／ダウンボタ
ン１５とを備える。キャップは、薬剤送達デバイスからキャップがいつ取り外されたかを
検出するための手段をさらに備える。
【００２６】
　患者がキャップデバイス１０を使用するので、ログは（容認された）ＢＧ値ならびに脱
キャップ事象の作成された記憶ログである。ログは、実時間または相対時間のいずれかに
基づき得る。ログが相対時間である場合、相対時間スタンプは、外部デバイスに転送され
る絶対時間スタンプを備えている。
【００２７】
　図２は、ＢＧＭキャップ２１０の代替構成を示しており、キャップの遠位端には、スト
リップポート２２２、ディスプレイ２６０およびユーザボタン２４２が配列されている。
図３を見ると分かるように、キャップ２１０は、全体的に管状のメインシャシー２２０が
配列されたハウジング部材２０１を備え、メインシャシー２２０は、ねじ２２３によって
ストリップポート２２２が取り付けられた頂部シャシー２２１を有する。メインシャシー
には、ばね支持部材２３０が取り付けられている。アクチュエータカップ２３１は、摺動
してメインシャシーに受けられ、非装填位置と装填位置との間で移動することができ、ア
クチュエータカップは、ばね支持とカップの遠位端との間に配列されたばね２３２によっ
てその初期位置に向かって付勢され、アクチュエータカップは、図１に示されるように対
応する薬剤送達デバイスの遠位端にキャップが装着されたときに遠位方向に移動するよう
に適合される。キャップは、ボタンスイッチ２４１ならびにエネルギー源、コントローラ
およびメモリ手段（図示せず）が配列された第１のＰＣＢ２４０と、カップ作動スイッチ
手段２５１およびＢＧＭユニット（図示せず）が配列された第２のＰＣＢ２５０とをさら
に備える。カップ２３１が軸方向に移動し、それにより、脱キャップ事象を検出したとき
に、スイッチ手段２５１を作動させる。ディスプレイ２６１は、第１のＰＣＢに接続され
、頂部シャシーに取り付けられた透明窓部材２６２によって覆われており、頂部シャシー
にはさらに、アクセル２４３を用いて２つのボタン２４２が取り付けられており、ボタン
を枢動させることが可能である。
【００２８】
　図４は、キャップデバイス３１０がその上に装着された、図１に示すタイプの薬剤送達
デバイス３２０を備える薬剤送達アセンブリ３０１を示している。キャップデバイスは、
図２のＢＧＭキャップデバイスと同様であるが、たとえば、ソフトウェアのアップデート
を可能するワイヤード通信に適合するＩ／Ｏポート３１９を備えている。
【００２９】
　図１の図示の実施形態では、薬剤送達デバイスは、１度だけ使用するように意図された
事前充填されたペンデバイスであるが、ペンは、交換可能な薬剤カートリッジとともに使
用されるように意図された恒久的デバイスとすることもできる。ペンは、恒久タイプのも
のである場合、用量ログを検出し生成するため電子手段ならびに表示手段を備えることが
できる。
【００３０】
　図５に、そのようなペン５００を示す。このペンデバイスは、（ここでは、キャップデ
バイス１０とは関係のない通常のキャップとして示された）キャップ部分５０１と主要部
分５０２とを備え、主要部分５０２は、薬剤放出機構が配列された近位部５１０と、遠位
の針が貫通可能なセプタムをもつ交換可能な、薬剤が充填された透明なカートリッジ５２
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位置に保持された遠位リザーバ部５２０とを有し、カートリッジホルダは、カートリッジ
の一部分を検査することができるようにする開口部を有している。カートリッジは、放出
機構の一部を形成するピストンロッド５１１によって駆動されるピストン５２３を備え、
ピストンロッドは、新たなカートリッジを装着するときに押し戻されるように適合される
。最も近位にあるボタン５１２は、所望の用量の薬剤を手動で設定し放出するように機能
する。このタイプの機械式ペン型薬剤送達デバイスがよく知られている（たとえば、図示
のタイプのペンの内部構造についてさらに詳細に示しているＷＯ９９／３８５５４を参照
）。カートリッジ（または代替的にはカートリッジホルダ）は、図示の例では、針アセン
ブリ５３０のハブ５３１の内部ねじを係合するように適合された雄ねじを有するハブマウ
ント５２５の形態の遠位結合手段を備えている。近位部は、ディスプレイ５１５と、ユー
ザによる作動が可能なキー５１６と、排出機構によって実行される動作を表す情報を検出
し、記憶するための電子手段（図示せず）とをさらに備える。ディスプレイは、たとえば
、３０×３０ピクセルを提供する高解像度のドットマトリックス部分を備え、これにより
、２Ｄマトリックスコードを、たとえば、Ｑｕｉｃｋ　ＲｅｓｐｏｎｓｅコードまたはＡ
ｚｔｅｋコードで表示することが可能になる。
【００３１】
　設定用量および／または放出用量を検出するための検出手段は、ピストンロッドの位置
を直接的にまたは間接的に検出するように適合され得る（たとえば、参照により本明細書
に組み込まれるＵＳ６，５８５，６９８を参照）。電子手段は、ユーザによって実行され
た注射を表すデータを、時間および用量ログの形態で記憶するように適合される。ディス
プレイは、ボタン５１２を使用してユーザによって設定される実際の用量、最後の用量（
たとえば、放出されたユニットの量）、および最後の用量後の経過時間（または最後の用
量に関する実時間）を示すことができ、あるいは、ユーザはログをスクロールして前に放
出したデータを表示するためにキー５１６を使用することができる。
【００３２】
　図６は、スマートフォンタイプの携帯電話６５０と組み合わせた薬剤送達ペン６００を
簡略図で示している。このペンは、上記で説明したペン５００と同じ一般的なタイプのも
のであり、所望の解像度で、たとえば３０ｘ３０ピクセルで２Ｄマトリックスコード６２
０を表示することが可能なディスプレイ６１５を備える。携帯電話は、この電話の組込み
ソフトウェアによる復号を可能にするために、必要とされる解像度およびシャープネスの
画像をキャプチャするように適合されたカメラ６５１を備える。次いで、復号したデータ
を、たとえば、都合のよいフォーマットで、たとえば、表およびグラフの形態でデータを
表示するためにペン製造業者によって供給されたソフトウェアを使用して、携帯電話のデ
ィスプレイ６５２に表示することができる。ペンは、ローリングスタックに、限られた数
のデータ、たとえば、３０個のログエントリを保持することができ、それらのデータは、
転送セッションごとにその全体が転送される。携帯電話によって受信されると、これらデ
ータは、すでに携帯電話中にあるデータとマッチングされ、冗長データが削除される。ま
た、携帯電話に内蔵されたデータ伝送フィーチャを使用して、キャプチャされたデータを
他のシステムまたはデバイス、たとえば、ＰＣに送信することができる。
【００３３】
　好ましい実施形態に関する上述の説明では、異なる構成要素に上述した機能を提供する
異なる構造および手段について、本発明の概念が当業者に明らかになる程度に記載してき
た。異なる構成要素のための詳細な構成および仕様は、本願明細書に述べたラインに沿っ
て当業者によって実行される通常の設計手順の目的と考えられる。
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