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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用の際に互いに固定される構成とされた第一ユニットと第二ユニットを備える医療装
置（１、１００、５００）であって、第一ユニットが、
－　経皮的装置（５３０）と、
－　該医療装置の患者の皮膚表面への取付けを可能とする接着手段を有する装着表面
を備えた経皮的装置ユニット（５０２）の形態であり、
第二ユニットが、
－　流体薬剤を収容する構成とされたリザーバ（７６０）と、
－　リザーバと協働してリザーバから経皮的装置を介して患者の皮膚中に流体薬剤を放出
する構成とされた放出アセンブリ（３００、５８０）であって、電子制御される作動手段
と組み合わせた機械的ポンプの形態である放出アセンブリ
を備えたリザーバユニット（５０５）の形態である医療装置。
【請求項２】
　経皮的装置ユニットとリザーバユニットを互いに固定すると、経皮的装置とリザーバと
の間の液体が流通する、請求項１に記載の医療装置。
【請求項３】
　経皮的装置ユニットとリザーバユニットを互いに固定すると、放出手段が起動されるか
又は起動可能となり、これらユニットを互いに分離すると放出手段が起動停止される、請
求項１又は２に記載の医療装置。
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【請求項４】
　放出アセンブリが、リザーバから流体が流れ込むように構成された流入口（３２１）と
、経皮的装置へ流体を流すように構成された流出口（３２２)とを有するポンプを備え、
それによってリザーバ内部から経皮的装置へ流体を流通させることができる、請求項１な
いし３のいずれか１項に記載の医療装置。
【請求項５】
　ポンプが流入口と流出口との間に配置される内部流路を備え、流入口と流出口がポンプ
内部と流路を初期無菌状態にシールする、請求項４に記載の医療装置。
【請求項６】
　リザーバユニットが、ポンプとリザーバとの間に流体が流通していない初期状態から、
ポンプユニットが初めて針ユニットに固定されて、ポンプの流入口とリザーバとの間に流
体が流通する非可逆的作動状態へと転換できる、請求項５に記載の医療装置。
【請求項７】
　流入口（３５１)及び流出口（３５３)を備える流体コネタクタ（３５０)が初期状態に
おいてポンプ内部に位置しており、流体コネタクタが、初期状態から、リザーバ内部とポ
ンプ内部との間に流体コネタクタを介して流体が流れ、流体コネタクタの流出口がポンプ
の流路に位置する作動状態まで操作される、請求項６に記載の医療装置。
【請求項８】
　流体コネタクタが尖った流入口末端を備え、リザーバが、流体コネタクタの尖った流入
口末端の挿入を可能にする侵入可能部（７６１）を備える、請求項７に記載の医療装置。
【請求項９】
　経皮的装置が患者の皮膚に侵入するのに適した尖った末端を備え、尖った末端が、装着
表面から後退している初期位置から、装着表面から突出する伸張位置の間で移動可能であ
る、請求項１ないし８のいずれか１項に記載の医療装置。
【請求項１０】
　経皮的装置が、作動手段を作動させると経皮的装置の尖った末端を初期位置と伸張位置
との間で移動させる作動手段（５４０）を備える、請求項９に記載の医療装置。
【請求項１１】
　経皮的装置ユニットが作動手段を阻止する手段を備え、阻止手段は、経皮的装置ユニッ
トとリザーバユニットとを互いに固定したとき解除され、それによって作動手段が作動さ
れる、請求項１０に記載の医療装置。
【請求項１２】
　作動手段が作動すると、放出アセンブリが起動する、請求項１０に記載の医療装置。
【請求項１３】
　経皮的装置の尖った末端が、装着表面から突出する伸張位置と装着表面から後退してい
る格納位置との間で移動可能である、請求項９ないし１２のいずれか１項に記載の医療装
置。
【請求項１４】
　作動すると、経皮的装置の尖った末端を伸張位置と格納位置との間で移動させる格納手
段（５５０）を更に備える、請求項１３に記載の医療装置。
【請求項１５】
　格納手段が作動すると放出アセンブリが起動停止する、請求項１４に記載の医療装置。
【請求項１６】
　経皮的装置が、尖った末端を有する第１部分（５３１）、及び第１部分と流体が流通し
、第２末端を有する第２部（５３２）を備える、請求項１ないし１５のいずれか１項に記
載の医療装置。
【請求項１７】
　第２末端が尖った針先を備え、ポンプの流出口が、針の侵入が可能な隔膜（３３２）を
備えることにより、経皮的装置の第２末端とポンプ内部の間で流体が流通可能である、請
求項１６に記載の医療装置。
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【請求項１８】
　経皮的装置ユニットとリザーバユニットを互いに固定するための、解除可能な互いに一
致する連結手段（５０６、５１１）を備える、請求項１ないし１７のいずれか１項に記載
の医療装置。
【請求項１９】
　２つのユニットを互いに分離すると、放出アセンブリが起動停止する、請求項１８に記
載の医療装置。
【請求項２０】
　リザーバが流体薬剤で予め充填されている、請求項１ないし１９のいずれか１項に記載
の医療装置。
【請求項２１】
　リザーバは、使用に際して実質的に遊離ガスを含まない流体薬剤を含有する、請求項１
ないし２０のいずれか１項に記載の医療装置。
【請求項２２】
　請求項１に記載の医療装置に請求項１に記載のリザーバユニットを少なくとももう一つ
組み合わせ、経皮的装置ユニット（５０２）と該複数のリザーバユニット（５０５）がシ
ステムを構成する組合せ装置であって、
－　各リザーバユニットが流体薬剤を含有するリザーバを備え、各リザーバユニットが異
なる機能を有し、
－　経皮的装置ユニット及びリザーバユニットが互いに一致する連結手段（５１１、５０
６）を備えることにより、リザーバユニットを経皮的装置ユニットに固定してリザーバと
経皮的装置との間に流体を流通させることができ、
－　経皮的装置ユニットとリザーバユニットとの組み合わせの各々が異なる機能を提供す
るアセンブリとなる、組合せ装置。
【請求項２３】
　第１リザーバユニットが第１の量の薬剤を含有し、第２リザーバユニットが第２の量の
薬剤を含有する、請求項２２に記載の組合せ装置。
【請求項２４】
　第１リザーバユニットが第１の種類の薬剤を含有し、第２リザーバユニットが第２の種
類の薬剤を含有する、請求項２２に記載の組合せ装置。
【請求項２５】
　第１リザーバユニットが第１の所定流量で薬剤を放出するように構成され、第２リザー
バユニットが第２の所定流量で薬剤を放出するように構成された、請求項２２に記載の組
合せ装置。
【請求項２６】
　第１リザーバユニットが所定の流量で薬剤を放出するように構成され、第２リザーバユ
ニットが選択可能な流量で薬剤を放出するように構成された、請求項２２に記載の組合せ
装置。
【請求項２７】
　第１リザーバユニットが、流量指示に基づいてリザーバから流体を放出するための、放
出アセンブリに操作可能に連結されるプロセッサ、及び制御器に操作可能に連結されて別
の制御装置から流量指示を受信し、プロセッサに流量指示を与える受信機を備え、第２リ
ザーバユニットは別の制御装置から流量指示を受信しない、請求項２２に記載の組合せ装
置。
【請求項２８】
　受信機が無線受信機である、請求項２７に記載の組合せ装置。
【請求項２９】
　請求項１に記載の医療装置に請求項１に記載の経皮的装置ユニットを少なくとももう一
つ組み合わせ、該複数の経皮的装置ユニット（５０２）とリザーバユニット（５０５）が
システムを構成する組合せ装置であって、



(4) JP 4658951 B2 2011.3.23

10

20

30

40

50

－　リザーバユニットが流体薬剤を含有するリザーバを備え、
－　経皮的装置ユニット及びリザーバユニットが互いに一致する連結手段（５１１、５０
６）を備えることにより、リザーバユニットを経皮的装置ユニットに固定し、リザーバか
ら経皮的装置へ流体を流通させることができ、
－　経皮的装置ユニットとリザーバユニットとの組み合わせの各々が異なる機能を有する
アセンブリとなる、組合せ装置。
【請求項３０】
　第１経皮的装置ユニットが中空皮下針を備え、第２経皮的装置ユニットが、カニューレ
と挿入針とのアセンブリ及びマイクロ針アレイからなる群より選択された経皮的装置を備
える、請求項２９に記載の組合せ装置。
【請求項３１】
　請求項１に記載の医療装置に複数の制御ユニット（９１１、９１２、９１３、９１４）
を組み合わせた組合せ装置であって、
－　リザーバユニットが流体薬剤を含有するリザーバを備え、
－　各制御ユニットが放出アセンブリを制御するための制御器を備え、各制御ユニットが
異なる機能を有し、
－　経皮的装置ユニット及びリザーバユニットが互いに一致する連結手段（９３１）を備
えることにより、リザーバユニットを経皮的装置ユニットに固定し、リザーバから経皮的
装置へ流体を流通させることができ、
－　制御ユニット及びリザーバユニットが互いに一致する連結手段（９１７、９２１）を
備えることにより、制御ユニットをリザーバユニットに固定し、放出アセンブリを制御す
ることができ、
－　経皮的装置ユニット、リザーバユニット、及び制御ユニットの組み合わせの各々が異
なる機能を有するアセンブリとなる、組合せ装置。
【請求項３２】
　第１の量の薬剤を含有する第１リザーバユニット及び第２の量の薬剤を含有する第２リ
ザーバユニットを備える、請求項３１に記載の組合せ装置。
【請求項３３】
　第１の種類の薬剤を含有する第１リザーバユニット及び第２の種類の薬剤を含有する第
２リザーバユニットを備える、請求項３１に記載の組合せ装置。
【請求項３４】
　第１制御ユニットが第１の所定流量で薬剤を放出し、第２制御ユニットが第２の所定流
量で薬剤を放出する、請求項３１に記載の組合せ装置。
【請求項３５】
　第１制御ユニットが所定の流量で薬剤を放出し、第２制御ユニットが選択可能な流量で
薬剤を放出する、請求項３１に記載の組合せ装置。
【請求項３６】
　第１制御ユニットが、流量指示に基づいてリザーバから流体を放出するように操作可能
なプロセッサ、及び制御器に操作可能に連結されて、別の制御装置から流量指示を受信し
、プロセッサに流量指示を与える受信機を備え、第２制御ユニットは別の制御装置から流
量指示を受信しない、請求項３１に記載の組合せ装置。
【請求項３７】
　受信機が無線受信機である、請求項３６に記載の組合せ装置。
【発明の詳細な説明】
【発明の開示】
【０００１】
　本発明は一般に、患者の皮膚表面に適用するのに適し、患者の皮膚を通して液体を導入
するための経皮的装置を備える装置に関する。特定の態様において、このような装置は流
体薬剤を含有するリザーバ、及びリザーバから経皮的装置を介して患者の皮膚中に流体薬
剤を放出する放出手段を備える。
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【０００２】
発明の背景
　本発明の開示では、概ねインシュリンの注射又は注入による糖尿病の治療について言及
しているが、これは本発明の例示的な一使用法に過ぎない。
　患者に薬剤を送達するための携帯用の薬剤送達装置はよく知られており、一般に、液体
薬剤を含有し、中空注入針へ液体を流し込む流出口を有するリザーバ、並びにリザーバか
ら中空針を介して患者の皮膚中に薬剤を放出する放出手段を備える。そのような装置はし
ばしば注入ポンプと称される。
【０００３】
　基本的に、注入ポンプは２種類に分ける事ができる。第１の種類は、３～４年の使用を
意図した比較的高価なポンプである注入ポンプを含み、そのようなポンプに対する初期コ
ストがこの種の治療法に対する障壁となる場合が多い。従来の注射器やペンに比べて複雑
であるが、ポンプは、インシュリンの連続的注入、投与量の正確さ、及び場合によっては
プログラム可能な送達プラン並びに食事と結びついたユーザ作動による大量瞬時注入が可
能であるという利点を有する。
　上記問題への対処として、低コストで使用に便利な第２の種類の薬剤注入装置を提供し
ようとする試みが行われてきた。これらの装置の一部は、その一部又は全部が使い捨てで
あり、付随コストや不便性のない注入ポンプに伴う多くの利点を提供し、例えば薬剤リザ
ーバを事前に充填できるので、充填又は再充填の必要がない。この種の注入装置は、米国
特許第４３４００４８号及び第４５５２５６１号（浸透圧ポンプに基づくもの）、米国特
許第５８５８００１号（ピストンポンプに基づくもの）、米国特許第６２８０１４８号（
膜ポンプに基づくもの）、米国特許第５９５７８９５号（流量制限ポンプ（ブリーディン
グホールポンプとしても知られる）に基づくもの）、米国特許第５５２７２８８号（ガス
生成ポンプに基づくもの）又は米国特許第５８１４０２０号（膨潤性ゲルに基づくもの）
に公知であり、これらは全て最近１０年間に安価で基本的に使い捨ての薬剤注入装置用に
提案されたものであり、本明細書に参照文献として包含する。米国特許第６３６４８６５
号には、２つの小びん型容器を連結し、その内の一方の内部を加圧することによりその容
器中の薬剤を放出する手持ち式注入装置が開示されている。
【０００４】
　使い捨てポンプは一般に、接着手段により患者の皮膚に適用するのに適した皮膚に接触
する装着表面を備え、使用の際に装着表面から突出して患者の皮膚に侵入する注入針を有
し、器具使用中は針が皮膚に侵入する部分は被覆される。米国特許第２６０５７６５号及
び第４３４００４８号、及び欧州特許第１１７７８０２号に開示されているように、注入
針は注入ポンプの適用と同時に挿入されるように装着表面から恒久的に突出しているよう
に構成することができ、或いは、米国特許第５８５８００１号及び第５８１４０２０号に
開示されているように、引っ込んだ状態、即ち針の尖った遠位端がポンプ装置内部に「隠
れた」状態で装置に針を供給し、これにより患者が針を見る事なく装置を皮膚上に配置で
きるようにすることができる。ポンプに加えて流体薬剤を輸送するための代替手段、例え
ば以下に述べるイオン泳動を用いてもよい。
　上記第２の種類の全部又は一部が使い捨ての注入装置は、従来の耐久性の注入ポンプに
比べてかなり安価に製造可能であることが期待されるが、従来の注入ポンプの実際の代替
装置として日常ベースで使用するには依然として高価であると思われる。
【０００５】
　本発明を開示する前に、針又は針様構造の挿入に基づく異なる種類の装置を説明する。
　使い捨て又は耐久性の薬剤注入ポンプにより、使用の利便性が向上し、取り扱いの制御
が改善されるが、閉ループ制御に依存する糖尿病の治療用薬剤注入システム、即ち糖尿病
のインシュリン治療の場合の血糖値レベル等、治療対象となる状態の指標となる数値の測
定に基づくシステムのように、多かれ少なかれ全自動のシステムを提供する事が長年の目
的であった。
【０００６】



(6) JP 4658951 B2 2011.3.23

10

20

30

40

50

　特定の物質の濃度を測定するための特定のモニタシステムは、観血的又は非観血的測定
原理に基づいている。後者の例としては、患者の皮膚表面に配置され、近赤外分光分析を
用いる非観血的ブドウ糖モニタが挙げられるが、本発明は主に、例えば針形状のセンサ素
子のような経皮的装置を備える装置に関する。
　センサは配線により外部装置に接続されて皮下に配置されるか、又は分析される物質（
例えば液体）が外部センサ素子へ輸送される。それらの構成は共に、皮下構成要素（例え
ば、小型のカテーテル又は配管）の配置を必要とし、本発明はその両方の配置に対処する
。しかしながら説明を簡単にするため、用語「センサ」は以降、患者の体内に導入される
両方の型の素子に対して用いる。
【０００７】
発明の開示
　上記の問題に関連し、本発明の目的は、皮膚に装着可能な薬剤送達装置又はシステム及
びその構成要素を提供することにより、そのような装置又はシステムを便利で費用効率の
高い方法で用いる事を可能にする事である。従って、本システム及び構成要素の構成は、
容易で迅速であり、且つ使用に際して信頼性のある操作を可能にする医療用送達手段を提
供する。
　本発明の開示において、上記目的の１つ以上に対処するか、又は後述及び例示的実施例
の説明から明らかとなる目的に対処する実施形態及び態様について説明する。
【０００８】
　よって、第１の態様では、経皮的ユニット及びリザーバユニットを備える医療装置が提
供され、この装置では経皮的ユニットは患者の皮膚部分を通して液体を輸送する経皮的手
段、及び患者の皮膚に適用するのに適した装着表面を備える。リザーバユニットは、流体
薬剤を含有し、リザーバ内部から経皮的手段に流体を流入させる流出口を備えたリザーバ
、及び使用に際して流体薬剤をリザーバから経皮的手段を介して患者の皮膚中に放出する
放出手段を備える。経皮的ユニット及びリザーバユニットは更に、使用の際にリザーバユ
ニットを経皮的ユニットに固定する事を可能にする連結手段を備える。
　用語「経皮的」は、皮内投与又は皮下投与等、液体を皮膚部分を通して輸送する投与の
全形態を包含する。経皮的手段は経皮的装置、ジェット注射手段、又はイオン性薬剤がイ
オン泳動の原理を用いて皮膚表面の所定の部位から患者の皮下組織中に浸透する事を可能
にする電極の形状である。イオン泳動の更に詳細な説明については、本明細書に参考文献
として包含する米国特許第６６２２０３７号を参照されたい。経皮的手段の性質に応じて
、放出手段は種々の構成や性質を有する。例えば、１つ以上の中空注入針又はカニューレ
を使用する場合、放出手段はリザーバから流体薬剤を押し出す又は吸引するように構成す
ることができ、一方、イオン泳動の場合、放出手段は電極セットに電流を印加する手段、
即ち「駆動」手段とすることができる。
【０００９】
　更なる態様では、経皮的装置ユニット及びリザーバユニットを備える医療装置が提供さ
れ、この装置の経皮的装置ユニットは、経皮的装置及び患者の皮膚に適用するための装着
表面を備える。リザーバユニットは、流体薬剤を含有するリザーバ、及びリザーバと協働
して流体薬剤をリザーバから経皮的装置を介して患者の皮膚中に放出するための放出アセ
ンブリを備える。経皮的装置ユニット及びリザーバユニットは更に、使用の際互いに固定
されることにより、リザーバと経皮的装置との間に流体を流通させる事ができる。経皮的
装置ユニット及びリザーバユニットは、使用の際にリザーバユニットを経皮的装置ユニッ
トに固定する事を可能にする解除可能な連結手段を備える。２つのユニットを備えるこの
ような医療用装置はまた、医療用システムと考えられる。経皮的装置ユニット及びリザー
バユニットは各々、その中にそれぞれ経皮的装置と、リザーバ及び放出アセンブリが配置
されるハウジングとを備える。
　用語「放出アセンブリ」は、共同でリザーバから液体を放出可能にする構成要素又は構
造の集合を含む。放出アセンブリは、例えば電子制御の作動手段と組み合わせた機械的ポ
ンプ（例えば、膜ポンプ、ピストンポンプ又はローラポンプ）、機械的駆動ポンプ（例え
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ばバネ駆動）、ガス駆動ポンプ、又は浸透圧エンジン駆動のポンプである。放出アセンブ
リはまた、アセンブリ外部の制御器により制御又は作動した場合に、共同でリザーバから
流体を放出する構成要素又は構造の集合の形態とすることができる。
【００１０】
　経皮的装置（この用語には、この技術分野で従来用いられている類似の用語である経皮
的接続装置及び経皮的接続器具も包まれる）は、尖った中空注入針、マイクロ針アレイ、
或いは、尖った経皮的装置となるような、比較的柔軟性のそれ自体が太針であるカニュー
レと尖った挿入針との組み合わせであって、経皮的装置の太針部を挿入した後に挿入針を
格納できる組み合わせの形態にすることができる。後者の場合、実際に患者の体内に挿入
されてその後本明細書に述べる格納手段によって格納される経皮的装置の部分は、必ずし
も組み合わせた経皮的装置の部分の皮膚への挿入を可能にし、経皮的装置の挿入の間に後
退される尖った末端を備えなくともよい。有利には、カニューレは、一般に硬いスチール
針である挿入針に比べて柔らかく柔軟性がある。本発明の開示内容及び例示的実施形態の
説明では、概ね注入針の形状の経皮的装置について言及する。経皮的装置の長さは実際の
使用に応じて選択され、例えば、皮膚表面に対しほぼ直角に挿入する中空スチール針は２
～８ｍｍ、好ましくは３～５ｍｍの挿入長を有し、皮膚表面に対し斜めの角度で挿入する
カニューレはそれよりも長い、例えば４～２０ｍｍの挿入長を有する。
　装着表面は被験者（例えばユーザ又は患者）の皮膚に適用するのに適しており、装着表
面外部の取り付け手段（例えば、医療装置と、皮膚に装着可能な装置とを連結する連結装
置、接着性包帯又は包帯）又は装着表面上に提供される接着手段によって、皮膚との接触
が保たれる。装着表面はまた、皮膚に装着可能な装置の中間構成要素を介して皮膚に装着
するのに適しており、例えば皮膚に装着可能な装置は医療装置が取り付けられる受容部位
を備え、受容部位中の開口を通して経皮的装置を皮膚に挿入することができる。
【００１１】
　上記の構成により、種々の構想が実現可能である。例えば、一方のユニットを少なくと
も２つの異なるユニットとする事により、経皮的装置ユニットとリザーバユニットの各組
み合わせからなる各アセンブリが、以下に更に詳細に説明するような異なる機能を有する
、２種類以上の組み合わせを提供する事が可能となる。解除可能な連結手段を有するユニ
ットが提供される場合、ユニットの一方を新規ユニット又は別のユニットと交換すること
ができ、しかもその際他方のユニットを再使用することで、再使用ユニットの作動寿命を
延ばすことができる。従って、本発明の例示的一実施形態では、ユーザとの接点を提供す
る構成要素が第１ユニットに組み込まれており、薬剤送達を行う構成要素が第２ユニット
に組み込まれる装置を提供し、それにより、組み合わされる構成要素を単純で、確実に、
及び操作が容易な方法で組み合わせ又は交換する事ができる。
　例えば、リザーバユニットは一定量の薬剤、及び例えば１０日間に亘って薬剤を供給す
る事が可能なエネルギ源を備える供給ポンプを備え、一方経皮的装置ユニットは、経皮的
装置、及び予想される（又は推奨される）動作寿命が２日である装着表面上の接着表面を
備え、よってリザーバユニットは５つの経皮的装置ユニットを用いて１０日間使用可能と
なり、これにより組み合わされた装置の総使用コストが著しく低下する。リザーバは予め
充填されるか、又は１回以上充填される。
【００１２】
　一方、経皮的装置ユニットは、例えば針又は軟質のカニューレと、針ユニットを取り付
け、そのユニットを長時間使用可能にする接着手段（例えば、人工肛門袋の取り付けに用
いられる型のもの）とを備え、例えば比較的大量の薬剤を注入しなければならないとき、
リザーバユニットの予想作動寿命は短くなる。これに対して、異なる種類の薬剤を含む異
なるリザーバユニットを上記の「長寿命」装着針ユニットと組み合わせで用いる事ができ
る。
　使用を容易にするため、針ユニットとリザーバユニットを互いに固定したとき、針とリ
ザーバとの間に流体が流通し、同様に、針ユニットとリザーバユニットを互いに固定する
と放出手段が起動され、これらユニットを互いに切り離すと放出手段は起動停止する。実



(8) JP 4658951 B2 2011.3.23

10

20

30

40

50

際は、これら操作の一方又は両方をユーザが手動で行うことができる。
【００１３】
　例示的一実施形態において、放出アセンブリは、リザーバの流出口から流体が流れ込む
ように構成された流入口と、経皮的装置へ流体が流れるように構成された流出口とを有す
るポンプを備え、それによって経皮的装置とリザーバ内部との間に液体が流通可能となっ
ている。このような構成により、ポンプはリザーバから薬剤を引き込む吸引ポンプとして
機能し、従ってリザーバは折り畳み可能でなければならないか、折り畳み可能でない場合
はベントを設ける必要がある。放出アセンブリはまた、リザーバを加圧するの構成の形態
、例えば取り換え可能なピストンを備えるリザーバ中のピストンを駆動する構成とするこ
とができる。リザーバユニットは２以上のリザーバ及び２以上の放出アセンブリを備えて
もよい。例えば、単独の放出アセンブリを使用して、２以上のリザーバから同時に複数の
薬剤を混合しながら放出するか、又は交替に薬剤を放出することができ、或いは、各リザ
ーバが、共通の経皮的装置又は個々の経皮的装置に連結している１の放出アセンブリを備
えることができ、例えば経皮的装置ユニットが、放出アセンブリと連結する２以上の経皮
的装置を備えてもよい。
　ポンプの流路を初期的に無菌にするために、流入口と流出口がポンプ内部及び流路を初
期無菌状態にシールするように、流路を流入口と流出口との間に配置することができる。
このような構成により、リザーバユニット全体を無菌ユニットとして提供する必要がなく
なり、使用の際には薬剤は無菌状態で提供される。
【００１４】
　例示的一実施形態において、リザーバユニットは、ポンプとリザーバとの間に流体が流
れない初期状態から、ポンプユニットが初めて針ユニットに固定されて、ポンプの流入口
手段とリザーバの流出口手段との間に流体が流れる非可逆作動状態へ変形可能である。こ
のような構成により、ポンプとリザーバとの再連結時に望ましくない物質がリザーバ内に
導入されるのを回避することができる。
　ポンプとリザーバとの清浄な接続を確保するため、別個の流体コネクタを初期状態のポ
ンプ内部に配置する。そのような流体コネタクタは、尖った流入口端及び流出口を備え、
一方ポンプの流入口及びリザーバの流出口は２つの針が侵入可能な隔膜の形態である。こ
のような構成により、流体コネタクタ（例えば接続針）の尖った末端は、２つの隔膜を通
して移動可能で、これにより初期状態と、リザーバ内部とポンプ内部との間に流体コネタ
クタを介して流体が流れ、流体コネタクタの流出口が流路中に配置される作動状態との間
で移動可能である。有利には、流体コネタクタは、リザーバユニットが経皮的装置ユニッ
トに初めて連結されるとき、その２つの位置の間を移動する。それに対応して、最初の連
結時に、２つの流体流通が確立され（経皮的装置ユニットの経皮的装置とポンプとの間、
及びポンプとリザーバとの間）、一方、次の連結の間に、単一の新しい流体流通だけが確
立される（経皮的装置ユニットの経皮的装置とポンプとの間）。
【００１５】
　例示的一実施形態において、経皮的装置は尖った遠位末端を有する第１部、及び第１部
との間に流体が流通し、第２末端を有する第２部を備える。有利には、経皮的装置の第２
末端は尖っており、ポンプの流出口手段は、好ましくは２つのユニットが互いに連結され
るとき、経皮的装置の第２末端とポンプの内部との間に流体を流通させることができる、
針が侵入可能な隔膜を備える。
　これに対応して、本発明の別の態様では、流体供給源から流体が流れ込むように配置さ
れる流入口手段、及び流出口手段を有するポンプが提供され、本ポンプは、流入口手段と
流出口手段との間に配置される内部流路を備え、流入口手段及び流出口手段がポンプ内部
をシールすることにより、流路が初期無菌状態にシールされる。流体連絡手段は、初期状
態でポンプ内部に位置するように配置され、流入口末端及び流出口を備え、初期状態と、
流入口の末端がポンプの流入口手段から突出する作動状態との間を移動するように構成さ
れている。それによって流体供給源源とポンプ内部との間に、流体連絡手段を介して、且
つ流路中に配置される流体連絡手段の流出口により、流体が流れる。
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【００１６】
　経皮的装置ユニットは例えば装着表面から突出する針を備えるが、針が偶発的に損傷す
る危険を制限するため、有利には、経皮的装置の尖った末端は、装着表面から尖った末端
が後退している初期位置と、装着表面から尖った末端が突出する伸張位置との間を移動可
能である。装置をユーザに装着する方法に応じて、２つのユニットが互いに連結されると
きに経皮的装置が２つの位置の間を移動するようにすることができ、これはリザーバユニ
ットを連結する前に経皮的装置ユニットをユーザの皮膚に装着する場合に適切である。し
かしながら、２つのユニットを互いに連結した後で組み立てられたユニットをユーザの皮
膚に装着する場合、有利には、経皮的装置ユニットは、経皮的装置の尖った末端を初期位
置と伸張位置との間で移動させるための、ユーザによる作動が可能な作動手段を備える。
　２つのユニットを組み合わせる前の、経皮的装置の不慮の作動を防止するため、経皮的
装置ユニットは作動手段を阻止する手段を備え、この阻止手段は経皮的装置ユニットとリ
ザーバユニットとを互いに固定すると解除され、それによって作動手段が作動可能となる
。
【００１７】
　経皮的装置の損傷の可能性を更に低減するため、経皮的装置の尖った末端は、装着表面
から突出する伸張位置と、装着表面から後退している格納位置との間を移動可能である。
これに対応して、組み合わされた装置は、作動させると伸張位置と格納位置との間で経皮
的装置の尖った末端を移動させることができる、ユーザによる作動が可能な格納手段を備
える。経皮的装置の再使用を防止するため、経皮的装置は格納位置に恒久的にロックする
ことができる。
　ユーザエラーを防止するために、経皮的装置を導入するための作動手段は、初期状態で
格納手段を覆い、作動手段の作動によって格納手段が開放される。例えば、作動手段は装
置から取り外される把持手段（例えば小片）の形状であってもよく、それが除去される事
により経皮的装置の挿入が起動され、それと同時に格納手段が開放されて経皮的装置が引
き込まれる。
【００１８】
　上記のように、放出アセンブリは、２つのユニットを組み立てると起動され、分解する
と起動停止するが、作動手段及び格納手段を使用して、放出アセンブリをそれぞれ起動及
び起動停止することもできる。ポンプとリザーバとの初期連結に関しては、放出アセンブ
リの初期起動の結果、電子制御手段が起動し、それによってポンピング動作をスタートさ
せることができる。一方、その後の起動停止は実際のポンプ動作だけを起動停止し、制御
手段はなお作動中である（例えば、制御手段を初期起動してからの時間の計測など）。
　本発明の上記開示内容において、２つのユニットは主として「単一の」ユニットとして
記述したが、これは単に例示的構成であって、これら２つの「主要な」ユニットは、必要
に応じて更に細かいユニットに細分されてもよい。例えば、リザーバユニットが交換可能
な制御ユニットを備え、それによって種々の制御ユニットをリザーバユニットに連結する
事ができる。例えば、第１の種類の制御ユニットは単一の送達特性を提供し、第２の制御
ユニットはプログラムにより送達パターンを変更することができ、又は第３の制御ユニッ
トは外部手段と連絡する手段を備える。第３制御ユニットの場合、制御ユニットは無線遠
隔制御を用いて制御することができる。これに対応してリザーバは交換可能であり、よっ
て異なる大きさのリザーバ又は異なる種類の薬剤の使用が可能である。
【００１９】
　本発明の更なる態様において、経皮的装置ユニットは上記のように提供され、上記のよ
うにリザーバユニットと組み合わせて用いられる。これに対応して、本発明はまた、上記
のようなリザーバユニットも提供し、このリザーバユニットは上記のように経皮的装置ユ
ニットと組み合わせて用いられる。例示的一実施形態において、このような経皮的装置ユ
ニットは中空針を備え、中空針は、出口となる開口を有し、患者の皮膚に侵入するのに適
した尖った遠位末端と、流体供給源から流体が流れ込むように構成されて流体流入手段を
形成する入口となる開口を有する尖った近位末端を有する。このような構成によって、針



(10) JP 4658951 B2 2011.3.23

10

20

30

40

50

には、針の入口となる開口と出口となる開口（例えば金属製）との間で安定した流体圧で
流体が流れ、それによって、針の上流の圧力蓄積を監視する事で閉塞の早期検出が可能と
なる。
　また別の態様では、本システムは、上記のような第１針ユニット及び第１リザーバユニ
ットを、上記のような少なくとも１つの更なる針ユニット又はリザーバユニットと組み合
わせて備え、更なるユニット（単数又は複数）は第１ユニットとは異なる機能を有する。
異なる機能とは、針の種類、ユーザによる作動が可能な手段の種類、送達／ポンプ手段の
種類、又はリザーバ／薬剤の種類等、ユニットのあらゆる構造的特性に関するものである
。
【００２０】
　具体的には、例示的一実施形態において、本システムは、上記のような経皮的装置ユニ
ット、及び各々が流体薬剤を含有するリザーバとリザーバから流体薬剤を放出するための
放出アセンブリとを備える複数のリザーバユニットを備える。経皮的装置ユニット及び複
数のリザーバユニットは、リザーバユニットを経皮的装置ユニットに固定する事によりリ
ザーバと経皮的装置との間に流体を流通させることが可能な互いに一致する連結手段を備
え、経皮的装置ユニットとリザーバユニットとの各組み合わせが形成するアセンブリは異
なる機能を有する。異なる機能は、同じ種類の薬剤の異なる量を有するリザーバユニット
、異なる薬剤又は特定の薬剤の複数の変種を有するリザーバユニット、薬剤を異なる所定
流量で放出するリザーバユニット、又は薬剤を選択可能なそれぞれの固定流量で放出する
リザーバユニット等を使用する事により実現可能である。リザーバユニットの内の１つは
、放出アセンブリを制御する処理装置、及び別の制御装置から流量指示を受信して処理装
置に流量指示を供給するために制御器に操作可能に連結された受信機を備える。受信機は
無線の受信機でもよい。リザーバユニットは更に種々の入力手段（例えば、無線又は有線
接続用、或いは手動入力用）又は異なる出力手段（例えば、無線又は有線接続用、種々の
表示手段、又は種々の警報手段）を備えることができる。
　更なる例示的実施形態において、本システムは、上記のような複数の経皮的装置ユニッ
ト、及び流体薬剤を含有するリザーバとリザーバから流体薬剤を放出するための放出アセ
ンブリとを備えるリザーバユニットを備える。経皮的装置ユニット及びリザーバユニット
は、経皮的装置ユニットをリザーバユニットに固定する事によりリザーバと経皮的装置と
の間に流体を流通させるための、互いに一致する連結手段を備え、経皮的装置ユニットと
リザーバユニットとの各組み合わせが形成するアセンブリは異なる機能を有する。異なる
機能は、中空皮下針、カニューレと挿入針とのアセンブリ、及びマイクロ針アレイなどの
種々の経皮的装置を有する経皮的装置ユニットを備える事、種々の接着剤を備える事、種
々の挿入手段又は格納手段を備える事、又は種々の連結手段を備える事により実現される
。
【００２１】
　更なる例示的実施形態において、本システムは、経皮的装置及び患者の皮膚に適用する
のに適した装着表面を備える経皮的装置ユニット、流体薬剤を含有するリザーバ及びリザ
ーバから流体薬剤を放出するための放出アセンブリの少なくとも一部分を備えるリザーバ
ユニット、並びに、各々が放出アセンブリを制御するための制御器を備え、種々の機能を
有する複数の制御ユニットを備える。経皮的装置ユニット及びリザーバユニットは、リザ
ーバユニットを経皮的装置ユニットに固定することにより、リザーバと経皮的装置との間
に流体を流通させるための、互いに一致する連結手段を備え、制御ユニット及びリザーバ
ユニットは、制御ユニットをリザーバユニットに固定する事により放出アセンブリを制御
するための、互いに一致する連結手段を備え、経皮的装置ユニット、リザーバユニット、
及び制御ユニットの各組み合わせによって形成されるアセンブリは異なる機能を有する。
制御ユニットは、複数のリザーバユニットを備えるシステムに関して上記のような種々の
制御機能を有する。別の構成において、リザーバユニット及び経皮的装置ユニットは、制
御ユニットと協働するのに適した単一の構造として提供される。
　本発明はまた、経皮的装置及び装着表面を備える経皮的装置ユニットを提供するステッ
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プ、流体薬剤を含有するリザーバ及びリザーバから流体薬剤を放出するための放出アセン
ブリを備えるリザーバユニットを提供するステップ、及び経皮的装置ユニットとリザーバ
ユニットとを組み立てることによりリザーバと経皮的装置との間に流体を流通させるステ
ップを含む方法を提供する。経皮的装置とリザーバの間における流体の流通は、２つのユ
ニットが組み立てられるか、又は組み立てたうえで作動されると確立され、上記定義はこ
れら両方の選択肢を包含する。本方法は、更に、装着表面を患者の皮膚表面に装着するス
テップ、及び装着表面を患者の皮膚表面へ装着した後、経皮的装置を作動させてリザーバ
と患者との間に流体を流通させるステップを含むことができる。
【００２２】
　更なる方法は、薬剤を所定流量で分配する薬剤送達装置を提供し、本方法は、経皮的装
置及び患者の皮膚に適用するのに適した装着表面を備える経皮的装置ユニットを備え、更
に各々が流体薬剤を含有するリザーバと流体薬剤を所定流量でリザーバから放出するため
の放出アセンブリとを備える複数のリザーバユニットを備えるシステムを提供するステッ
プ、望ましい所定流量を有するリザーバユニットを選択するステップ、及び経皮的装置ユ
ニットと選択されたリザーバユニットとを組み立てることによりリザーバと経皮的装置と
の間に流体を流通させるステップを含む。
　上記開示において、薬剤送達装置に関して本発明について説明したが、本発明の構想は
多数の利点を提供するモジュラーシステムとみなす事ができる。従って、経皮的装置ユニ
ットは針センサの形態であってもよく、これに対応して「リザーバユニット」はセンサを
介して得られるデータを伝達及び／又は処理する装置の形態であってもよい。
【００２３】
　本明細書中で用いる用語「薬剤」には、液体、溶液、ゲル又は微細懸濁液のように、制
御された方法で中空針などの送達手段を通過可能で、薬剤を含有し、流動可能な全ての医
薬品が含まれる。代表的な薬剤の例としては、ペプチド、タンパク質及びホルモンなどの
医薬品、生物学的に誘導されたか又は活性な薬剤、ホルモン剤及び遺伝子に基づく薬剤、
栄養剤、及び固形（調剤された）及び液体形状のその他の物質などが挙げられる。例示的
実施形態の説明では、インシュリンの使用について言及する。これに対応して、用語「皮
下」注入には、患者への経皮的送達のための全ての方法が含まれる。更に、用語「針」は
、（特にことわりのない限り）患者の皮膚に侵入するのに適した穿孔部材として定義され
る。
　以降、添付図面を参照して本発明を更に詳細に説明する。
　図面において、同じ構造は主として同じ参照番号により識別される。
【実施例】
【００２４】
　以降、例えば「上側」及び「下側」、「右側」及び「左側」、「水平」及び「垂直」又
はこれらと同様の相対的表現が用いられる場合、これらは単に添付図面に言及するもので
あって、実際の使用状況に言及するものではない。示した図面は模式的な表現であり、そ
のため種々の構造の構成、並びに相対的な寸法は、説明のみを目的としている。
　まず、図１～１２に関し、薬剤送達装置の実施形態を、主として直接的にユーザに関わ
る特性に焦点を合わせて記述する。経皮的装置ユニット２は中空注入針の形状の経皮的装
置を備え、よって以降針ユニットと呼ぶが、針は流体薬剤の送達に適するあらゆる経皮的
装置に置き換えることができる。
【００２５】
　具体的には、図１は、パッチ様の針ユニット２及びリザーバユニット５を備えるモジュ
ラー式皮膚装着可能薬剤送達装置１の形態の医療装置の斜視図を示す。ユーザに提供され
るとき、各ユニットは専用のシールされたパッケージ（図示しない）に包装されるのが好
ましい。
　針ユニットはユーザの皮膚に適用するのに適した下部装着表面を有するベース部１０、
及びその中に中空注入針（図示しない）が配置されたハウジング部２０を備える。針は、
ユーザの皮膚に侵入するのに適した尖った遠位末端を有する第１針部、及びリザーバから
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流体が流れ込むように配置される尖った第２末端を備える。図示される実施形態において
、針の尖った末端は、装着表面から後退している初期位置と、装着表面から突出している
伸張位置との間を移動可能である。更に、針は、尖った末端が装着表面から突出している
伸張位置と、尖った末端が装着表面から後退している格納位置との間を移動可能である。
針ユニットは更に、作動手段を作動させたとき、針の尖った末端を初期位置と第２位置と
の間で移動させるための第１小片部材２１の形態の把持可能な作動手段、及び格納手段を
作動させたとき、針の尖った末端を伸張位置と格納位置との間で移動させるための第２小
片部材２２の形態の把持可能な格納手段を備える。図示するように、第２小片は初め第１
小片に覆われている。ハウジングは更に、リザーバユニット上の対応するメスの連結手段
と協働する一対の弾力的に配置されるフック部材の形態の、ユーザによる作動が可能なオ
スの連結手段４０を備え、これにより、使用の際に、リザーバユニットを針ユニットに解
除可能に固定する事ができる。図示の実施形態では、ベース部はそれ自体が装着表面とな
る下部接着表面を有する比較的軟質の接着シート部材１２に取り付けられた剛性の上部部
分１１を備え、接着表面には剥離可能な保護シートが付いている。ベース部はまた、リザ
ーバユニット上の対応する溝と係合する突起部材１３を備える。
【００２６】
　リザーバユニット５は、液体薬剤組成（例えば、インシュリン）を含有する充填済みリ
ザーバ、及び使用の際にリザーバから針を通して薬剤を放出するための電子制御ポンプの
形態の放出手段を備える。リザーバユニットは、ベース部の上部表面上に装着される全般
的に平坦な下部表面を有し、ハウジング部２０の対応する空洞内に受容される突出部５０
、並びに針ユニット上の対応するフック部材３１と係合するメスの連結手段５１を備える
。突出部は２つのユニット間の接続手段となり、ポンプ流出口、及び２つのユニットを組
み立てたときポンプを始動させる接触手段（図示しない）を備える。下部表面は、ユーザ
がリザーバの内容物を視覚的に制御する事を可能にするウィンドゥ（図示しない）も備え
る。
　装着手順の第１ステップでは、リザーバユニットを単純にスライドさせて針ユニットと
係合する事により２つのユニットを組み立てる（図２）。フック部材が適切にリザーバユ
ニットと係合すると「カチッ」という音がする（図３）ので、ユーザは２つのユニットが
適切に組み立てられた事が判る。必要に応じて可視又は可聴の信号を発生させる事も可能
である。その後、ユーザが剥離可能なシート１４を除去して接着表面の覆いを外す（図４
）と、ユーザの皮膚表面、一般的には腹部（図５）に装置を取り付ける事が可能となる。
薬剤の注入は、作動小片２１をつかみ矢印の方向へ引き剥がす事により開始され、その際
、針が挿入され注入が自動的に開始される（図６）。針挿入機構は、予め加圧した状態で
提供され、その後作動手段により解放されるか、又はユーザが針挿入を行ってもよい。警
告音信号により装置が作動して薬剤が注入されている事が確認される。好適には、リザー
バユニットは、閉塞、ポンプの故障又は内容物の終了等の場合をユーザに知らせるための
警報音信号を提供する信号手段及び検出手段を備える。
【００２７】
　針ユニットの使用に推奨される時間（例えば４８時間）に亘り装置が所定の位置に配置
された後、又はリザーバが空になった場合、或いはその他の理由で、格納用小片２２を掴
み（図７）、矢印方向に引っ張る（図８）事により装置を皮膚から除去する。その際、針
が格納され、薬剤注入が自動的に停止し、その後、接着パッチに付着した小片を使用して
装置を皮膚表面から除去する（図９）。
　装置が除去されると、２つのフック部材３１を矢印の方向へ同時に押す事により２つの
ユニットが分離され（図１０）、それによってリザーバユニット５を針ユニット２との係
合から矢印の方向へ引き離す事が可能となり（図１１）、針ユニット２は廃棄可能となる
。その後、新しい針ユニットを取り付けて、リザーバユニットをその中身が空になるまで
再び使用することができる。
【００２８】
　リザーバユニットは固定の基本注入速度で提供されるか、又は医師及び／又はユーザ／
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患者による注入速度設定を可能にする調節手段５５付きの調節可能ユニット（図１２）と
して提供される。リザーバユニットは、制御手段を電子的にプログラム又は設定する事を
可能にする手段（図示しない）を備えることもできる。
　図１ないし図１１を参照して説明した装置を、別の方法で用いる事もできる。例えば、
針ユニットを皮膚に装着し、その後リザーバを取り付ける事もできる。針ユニットの構成
に応じて、リザーバユニットを取り付ける前に針を導入する事ができる、又はそれを防止
できる。
【００２９】
　図１３は、実質的に図１の実施形態に対応する医療装置５００の更なる実施形態を表し
、装置はパッチ様針ユニット５０２及びそれに取り付け可能なリザーバユニット５０５を
備える。
　図１４は、上部ハウジング部５１０、持針器５２０及びそれに取り付けられる注入針５
３０、作動部材５４０、解除部材５５０、下部ハウジング部５６０、並びにシート部材５
７０を備える針ユニットの分解斜視図を表す。作動部材はユーザ把持部５４１及び針作動
部５４２を備え、解除部材はユーザ把持部５５１及び針格納部５５２を備える。図１５に
示す組み立てられた状態では、上下のハウジング部は、針及び持針器を搭載したハウジン
グ５０３を形成し、作動部材及び解除部材は、ハウジングの外部に配置されるユーザ把持
部により持針器に操作可能に連結されている。図１の実施形態と対照的に、針ユニットは
ベース板部を備えず、代わりにハウジングから伸張する２つの突起部材５６１を備え、突
起部材及びハウジングの下部表面は、下部表面に下部接着層５７１を備える柔軟なシート
部材に取り付けられ、その下部接着層によって針ユニットを患者の皮膚部位に取り付ける
ことができる。シート部材は更に、経皮的装置の出口となる開口の周りに設けられた下部
突起５６５に対応する位置に開口５７２を備え、同様にシートはシートの通気性を改善す
るために多数の小さい穿孔を備える。ハウジング５０３は、リザーバユニットを針ユニッ
ト５０２に着脱可能にするユーザによる作動が可能な連結手段５１１を備え、リザーバユ
ニットは互いに一致する連結手段５０６と表示画面５８７を備える。表示画面は、例えば
ユニットの適切な機能、リザーバ内の薬剤の量、又は種々のエラー状況を表示する。
　図示するように、解除部材のユーザ把持部５５１は初期状態では作動部材の一部で覆わ
れており、これにより、ユーザが誤って作動部材の代わりに解除部材を操作してしまう確
率が低減する。更に、作動部材及び解除部材（又はそれらの一部分）を色分けし、ユーザ
が装置を正しく用いるための更なる手助けとすることができる。例えば、作動部材は「開
始」を示す緑色である一方、解除部材は「停止」を示す赤色である。
【００３０】
　図１６は、針５３０付きの持針器５２０及び作動部材５４０の針作動部５４２の斜視図
である。針作動部はハウジングに対してスライド可能な２本の脚５４３を備え、脚はハウ
ジングの各開口５６３を通して配置される。持針器は下部ハウジング部のヒンジ部材５６
２に接続され、それによって持針器及び針は、ヒンジが規定する旋回軸の周りを旋回する
ことができる。図に示される実施形態において、持針器は曲げられたシート状の金属部材
であり、担体は、ヒンジ部５２３によって互いに連結された上腕部５２１及び下腕部５２
２を備え、ヒンジ部が旋回軸となることにより、下腕部は旋回軸を中心に上腕部に対して
旋回できる。下腕部は、中に中空注入針５３０が取り付けられる（例えば、溶接又は接着
剤によって）トレイを形成し、針は針ユニットの装着表面に対し通常垂直な、患者の皮膚
に侵入する尖った遠位部５３１、及び実質的に旋回軸と重なるように配置されて流体供給
源と係合する近位部５３２を有する。従って、上腕部の一部をハウジングに取り付けると
、下腕部は、針の遠位部がハウジング内部に後退している第１格納位置と、遠位部が装着
表面から突出する第２伸張位置との間で旋回可能である。図に示される実施形態において
、持針器は２つの位置の間で下腕部を移動させるための駆動手段を提供する。この機能は
、本実施形態のようにヒンジ部に対応するシート部材自体の弾性により提供されるか、或
いは２つの腕の間に追加のバネを設けることにより、２つの腕を引き離す。作動され、且
つ解除可能な状態で下腕部を第１位置に固定するため、上腕部に柔軟な解除腕５２６を設
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け、この解除腕が下腕部を下方に付勢された初期位置に支持及び拘束する捕持部５２７、
並びに針作動部５４２の傾斜表面５４４と係合する解除部５２８を備え、捕持部は更に、
下腕部が伸張位置から格納位置へ移動するとき、下腕部と係合する傾斜端部５２９を備え
る。これについては後述する。
　針を作動するため、ユーザ把持部５４１（好ましくは図示するような折りたたまれた初
期位置に保持するための接着部を備える）を形成する柔軟な小片を握り、針作動部５４２
をハウジングの外へ引き出すと、作動部材５４０がハウジングから完全に外れる。具体的
には、傾斜表面５４４が移動すると、強制的に捕持部５２７が下腕部から離れて解除され
、その後解除部５２８が傾斜表面を解放し、２つの脚がハウジングから引き出される。図
１７に示すように、作動部材が除去されると解除部材のユーザ把持部５５１が露出する。
作動部材に関しては、解除部材のユーザ把持部は、図示の折りたたまれた初期位置にこれ
を保持する接着部を備えるのが好ましい。
【００３１】
　図示される実施形態において、解除部材は、内部末端と外部末端を有し、可撓性材料か
らなる小片の形態であり、小片はハウジングの開口５１２を通り、よってユーザ把持部５
５１及び針格納部５５２を形成する。小片の内部末端はハウジングに取り付けられ、小片
の外部末端はシート部材５７０の周辺部、或いはハウジングの周辺部に取り付けられる。
図１８に示す投影図では、解除部材は初期位置にあって、格納部が持針器の下腕部の下方
に配置されるループ５５５を形成しており、この位置で下腕部は作動位置へ移動する事が
可能であり、よって針は伸張位置へ移動する事ができる。
　ユーザが針ユニットを皮膚から取り外す場合、ユーザ把持部５５１を握り、それをハウ
ジングから離れるように持ち上げて上方に引くと、ループが縮んで下腕部が強制的に上に
持ち上がる。この位置は解除の中間状態に対応する。このような動作により、下腕部が捕
持部５２７の傾斜末端部５２９と噛み合うことによって、傾斜末端部は強制的に外側に向
けられ、捕持部が下腕部の下の位置まで戻る（図１６に示す位置に対応）。作動部材５４
０が針ユニットから除去されると、持針器は格納位置に不可逆的に固定される。ユーザが
解除部材を更に引くと、解除部材が取り付けられているシート部材の周辺部が皮膚から持
ち上がり、針ユニットと、それに取り付けられているリザーバユニットを皮膚から除去す
ることができる。この過程は図７ないし図９を参照して上述した通りである。
　有利には、作動部材及び解除部材はリザーバユニットと連絡するように形成及び配置さ
れる（図示しない）。例えば、作動部材の脚の一方は初期位置においてハウジングを貫通
して突出し、リザーバユニット上の対応する接点と係合することができる。これにより、
針ユニットがリザーバユニットに取り付けられた事が示され、一方、作動部材が除去され
た事により、針が挿入されて薬剤注入が開始可能である事が示される。同様に、解除部材
の作動によりポンプを停止することができる。
【００３２】
　図１９には、針ユニット５０２のリザーバユニットと連結する側面を示す。２つの突起
部材５６１及びユーザによる作動が可能な連結手段５１１に加えて、針ユニットは、リザ
ーバユニットとの機能的インターフェースを提供するためにリザーバユニットと連結及び
／又は係合する更なる構造を備える。具体的には、針ユニットは、針ユニットから突出す
る針の尖った近位部５３２により提供され、リザーバユニットの流体流出口と係合する流
体流入口、針ユニットから突出してリザーバユニットの流体コネタクタと係合し、それを
作動させるアクチュエータ５１５（下記参照）、並びにリザーバユニット上の対応する接
点と係合する第１及び第２接触アクチュエータ５４８及び５５８を備える。第１接触アク
チュエータはハウジングの開口を通して突出する針作動部の一方の脚５４３の遠位末端か
らなり、第２接触アクチュエータは解除部材５５０の針格納部５５２に接続されるハウジ
ングのヒンジ部からなる。針ユニットが最初にリザーバユニットに連結されると、両方の
接触アクチュエータがハウジングから突出してリザーバユニット上の対応する接点と係合
し、それによって針ユニットが接続された事が示される。針を作動すると、第１接触アク
チュエータが後退することにより、リザーバユニット上の対応する接点が外れ、ポンプが
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作動開始する。針を格納すると、第２接触アクチュエータが旋回し、リザーバユニット上
の対応する接点が外れてポンプが作動停止する。
【００３３】
　図２０は、ハウジングの上部が除去されたリザーバユニットを表す。リザーバユニット
は、リザーバ７６０、及びポンプアセンブリ３００とポンプ用の制御手段及び作動手段５
８０及び５８１とを備える放出アセンブリを備える。ポンプアセンブリは、経皮的接続装
置（例えば、針５３０）に接続する流出口３２２及び内部流体コネタクタを作動可能にす
る開口３２３を備える（下記参照）。リザーバ７６０は、ポンプアセンブリとの間に液体
を流通させる、針の侵入が可能な隔膜を備えた柔軟で折りたたみ可能な充填済みポーチの
形態である（下記参照）。図示されるポンプアセンブリは機械的に作動される膜ポンプで
あるが、リザーバ及び放出手段は、図２５Ａ～２５Ｄに開示されるもの等、あらゆる適切
な構成を持つことができる。
　制御手段及び作動手段は、膜ポンプのピストンを作動するコイルアクチュエータ５８１
の形態のポンプ作動部材、特にポンプの作動を制御するマイクロプロセッサ５８３が接続
されたＰＣＢ又はフレックス-プリント、針ユニットの接触アクチュエータと協働する接
点５８８及び５８９、可聴及び／又は可触知信号を生成するための信号生成手段５８５、
表示画面（図示しない）及びエネルギ源５８６を備える。接点はハウジングの柔軟な部分
で形成される膜により保護されるのが好ましい。
【００３４】
　図２１は、図１３のリザーバユニット５０５の分解図であり、このユニットは、上部ハ
ウジング部材５０７、透明領域５０９と、針ユニットから伸びる突起部材５６１を受ける
溝５０４とを有する下部ハウジング部材５０８、上に隔膜部材７６１が取り付けられる円
形末端部７６２を有する可撓性リザーバ７６０、アクチュエータを有するポンプアセンブ
リ３００、及びリザーバの上方に配置され、ポンプ作動を制御するための電子部品を備え
る回路基板（図示しない）を備える。上下のハウジング部材は、リザーバと係合してリザ
ーバをハウジング中に装着するための対向する上下の隆起部７８０（下方の隆起部は図示
しない）の形態のリザーバ装着手段を備える。各隆起部は、ハウジング部材を組み立てる
ことによりハウジング内の所定の位置にリザーバを固定するとき、対向する表面上の隔膜
部材と係合する中央切り欠き部７８１を備える。固定の強さは、隔膜部材にかかる圧力、
隔膜部材の弾性特性、及び隆起部と隔膜部材との間の摩擦により決定される。隆起部は、
切り欠き部の両側に、リザーバをハウジング内に装着する助けとなる直線部７８２を有す
る。直線部は予め充填されたリザーバと係合し、リザーバを所定の位置に固定する助けと
なることができるが、リザーバが空になって平らに萎んだときこの把持力は小さくなる。
これに対し、隔膜との係合は、リザーバが空になったとき、リザーバを所定の位置に適切
に保持する。直線部はまた、リザーバを締め付けて完全に萎ませることにより、追加的装
着手段として機能する。追加の装着手段（図示しない）により、溶接端７６５に沿った部
分等、他の位置でリザーバを係合及び把持してもよい。
【００３５】
　図２２Ａに、リザーバに接続されるポンプの模式的概観図を示す。このポンプが備える
一般的構成要素は、リザーバへの流体接続３９１、リザーバ３９０、安全弁３９２、流入
口バルブ３９３及び流出口バルブ３９４、付属のピストン３９６付きのポンプ室３９５、
及び流出口３９７である。矢印は個々の構成要素間の流れの方向を示す。ピストンが下方
（図中）に移動すると、それに比例してポンプ室内部に負圧が発生し、流入口バルブが開
き、続いてリザーバから安全弁の開いた一次側を介して流体が流れ込む。ピストンが上方
（図中）に移動すると、それに比例してポンプ室内部に過圧が発生し、流入口バルブが閉
じ、流出口バルブ及び安全弁が開くことにより、ポンプ室から流出口バルブ及び安全弁の
二次側を通って流体が流出口へ流れる。図に示すように、通常の操作では、流体の吸引及
び放出の両方の間、安全弁によって液体の流動が可能となり、従って安全弁は通常操作で
は「受動的」である。しかしながら、リザーバが加圧される（可撓性リザーバの場合に起
こるように）場合、リザーバ内の上昇した圧力は、安全弁の一次側と、ポンプ室を通して
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安全弁の二次側との両方に伝達され、この場合安全弁の一次側の圧力によって二次側が開
く事が防止される。
　図２２Ｂは、図２２Ａに示すポンプの原理を利用したポンプアセンブリ３００の分解図
である。このポンプアセンブリ（以降、「ポンプ」とも称する）は、図１ないし図１３の
リザーバユニットと共に用いるのに適している。ポンプは、流量制御された流入口バルブ
及び流出口バルブを有するピストン作動式ポンプ膜を備える膜ポンプである。ポンプは、
第１部材３０１、第２部材３０２、及び第３部材３０３を備える一般的な層構造を有し、
部材間に第１膜層３１１及び第２膜層３１２が挿入されていることによって、第１部材及
び第２部材が第１膜層と組み合わさることによりポンプ室３４１が形成され、第１部材及
び第３部材が第１膜層と組み合わさることにより安全弁３４５が形成され、第２部材及び
第３部材が第２膜層と組み合わさることにより流入口バルブ３４２及び流出口バルブ３４
３が形成される（図２２Ｃ参照）。これらの層は、外側クランプ３１０により、積み重な
った構造に保持される。ポンプは更に、流入口３２１、流出口３２２、並びに接続開口３
２３を備え、これら３つは全てポンプ内部を初期無菌状態にシールする膜３３１、３３２
及び３３３によりそれぞれ被覆される。膜は針又は所定のシールを通して導入されるその
他の部材によって侵入可能又は破壊可能（例えば紙製）である。流出口は更に、ポンプを
流出口針に接続する針侵入可能な自己シール隔膜３３４（例えばゴム様材料）を備える。
図２２Ｃに示されるように、流入口３２１（下記参照）から安全弁３４５の一次側を経由
して流入口バルブ３４２に至るまでの間、流入口バルブ、ポンプ室３４１及び流出口バル
ブ３４３の間、並びに流出口バルブから安全弁の二次側を経由して流出口３２２に至るま
での間に流路（太線で示す）が形成されており、この流路は異なる層内又は層間に形成さ
れる。ポンプはまた、ポンプ膜を作動するためのピストン３４０を備え、ピストンは外部
駆動手段（図示しない）によって駆動される。
【００３６】
　ポンプは更に、接続開口の後方に配置される針室３６０中にスライド可能に配置される
中空接続針３５０の形態の流体コネタクタを備える（図２２Ｄ参照）。針室はポンプの複
数の層に亘って形成され、内部シール隔膜３１５を備え、それを通して針がスライド可能
に配置され、隔膜は第１膜層により形成されている。針は尖った遠位末端３５１、上に針
ピストン３５２が配置される近位末端、及び遠位末端との間で液体が流通する近位側部開
口３５３を備え、針とピストンは内部隔膜及び室に対してスライド可能に配置される。図
２２Ｄに示すように、初期位置にある針ピストンには１以上の放射状に配置されたキー溝
３５９が通っている。これらのキー溝は蒸気消毒を可能にするため、及び流体コネタクタ
が針室内を前進する際、空気を放出するため又は取り込むために設けられる。
　上述のポンプアセンブリは、図１ないし図２０に示される種類の薬剤送達装置に取り付
けることができる。リザーバユニットを針ユニットに取り付けて使用する場合、注入針の
近位末端５３２をポンプの流出口シール及び隔膜３３４を通して導入し、接続膜３３３を
通してアクチュエータ５１５（図１９参照）を導入する。このような操作により、接続針
は図２２Ｄに示す初期位置から図２２Ｅに示す作動位置へ押し出され、遠位末端が、流入
口膜３３１及び更には近くに位置するリザーバの針侵入可能な隔膜を通して移動する。そ
れにより、リザーバから針の近位開口３５３を介して流入口バルブまでの液体流路が確立
する。この位置において、針ピストンと針室との間にシールが形成されている。
【００３７】
　図示のように、２つのユニットを分離すると、注入針の近位末端５３２がポンプ流出口
から後退し、一方接続針はポンプとリザーバとの間に恒久的に液体を流通させる。
　上記実施形態において、単一の針装置（例えば図示の注入針又は針センサ（図示しない
））の形態の経皮的装置を説明したが、経皮的装置は、挿入針と組み合わされて、針の挿
入後に退けられるカニューレ又はセンサの形態でもよい。例えば、第１針部は（比較的軟
質の）注入カニューレ（例えば、テフロン（登録商標）のカニューレ）及びそれを通して
配置される除去可能な挿入針の形態であってもよい。この種類のカニューレと針の構成は
、いわゆる注入セットとして周知であり、このような注入セットは一般的に（耐久性の）
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注入ポンプと組み合わせた注入セットを提供するために用いられる。
【００３８】
　従って、図２３Ａ及び図２３Ｂは、カニューレと挿入針との組み合わせを、所定の医療
装置６００（部分的に図示）、例えば注入装置又は注入セットのハウジング６０１内に配
置する方法を模式的に示す。具体的には、医療装置は、下部部材６５３に担持される比較
的軟質のカニューレ６５１（例えば、軟質型のテフロン（登録商標）製）及びカニューレ
内にスライド可能に配置され、上部部材６６３に担持される尖った挿入針６６１（例えば
、医療用グレードのステンレス鋼製）を備え、両部材が搭載されることにより、カニュー
レと挿入針の各々が軸方向に移動可能である。カニューレは、流体源から流体が流れ込む
ように配置される近位流入口（図示しない）を備える。医療装置は更に、カニューレ用の
開口６２１、並びに解除部材６２２を有する基板６２０を備える。下部部材はエラストマ
ーシール６５２を備え、それを通して挿入針が配置される。カニューレ及び挿入針は、両
部材の装置への取り付け方法に応じて直線的であっても湾曲していてもよく、例えば旋回
軸に対応して弓形であるか、又は図示されるように直線的な動きに対応して直線的である
。上部部材は、図２３Ａに示すように、カニューレの遠位開口から挿入針の遠位末端が伸
びている初期位置に２つの部材を固定するための連結部材６６７を備え、基板は、基板の
開口を通してカニューレの遠位末端が伸びる伸張位置に固定するための連結部材６５７を
備える（図２３Ｂ参照）。装置のハウジングと上部部材との間に、第１バネ６６８が配置
され、上部部材を上方に付勢する。それに対応して、装置はまた、下部部材を上方に付勢
する第２バネ６５８を備える。医療装置は更に、図１に示される実施形態に対応して、把
持用タブ６７６及び引っ張り部材６７７を備える。
　使用の際、手動で、又はハウジングの開口を通して作動するバネ付き部材（図示しない
）のような解除可能な挿入補助器具によって部品を下方に移動させると、突出する挿入針
付きのカニューレが患者の皮膚中に挿入される。この位置で下部部材が連結部材６５７と
係合することにより、カニューレが伸張位置に固定され、同時に解除部材６２２により連
結部材６６７が解放され、それによって第１バネにより上部部材が初期位置に戻る事がで
きる。
【００３９】
　送達装置を皮膚表面から取り外すときは、タブの把持部分を掴み、皮膚表面にほぼ平行
な第１の方向へ引くと、可撓性小片６７７により下部部材から連結部材６５７が解放され
、それによって下部部材及びカニューレが第２バネにより後退する。カニューレが皮膚か
ら後退したら、今度は折りたたまれていないタブを用いて、例えばタブを皮膚表面から遠
ざかる方向に引っ張る事により装置全体を皮膚表面からはがす。
　図２４には、図１ないし図１２を参照して記載した後者の装着過程（即ち最初に針ユニ
ットを装着する過程）を有する装置の実施形態を示す。
【００４０】
　具体的には、図２４は薬剤送達装置１００の形態の医療装置の斜視図であり、この薬剤
送達装置は、針ハウジング１１０、患者の皮膚に適用される下部装着表面１３３を有する
ベース部材１３０、及び分離型ポンプユニット１５０を備える。図示される実施形態にお
いて、ベース部材は比較的剛性の上部部分１３１を備え、この上部部分はそれ自体が装着
表面となる下部接着面を有する柔軟性の接着パッチ部材１３２に取り付けられる。針ハウ
ジングはベース部材と一体的に形成されるか又は別のユニットとしてベース部材に取り付
けられ、これら２つの構成要素は組み合わされてプラットフォームユニットを形成する。
図示される実施形態において、針ユニットはハウジング１１１を備え、ハウジング内には
中空針１１２が旋回可能に配置される。
　ハウジングは、第１及び第２被覆手段で被覆された第１及び第２開口（又は窓）を備え
る。図示される実施形態において、第１被覆手段は針の侵入が可能なゴム膜１２１の形態
であり、第２被覆手段は構成要素をハウジングの内部に導入する事を可能にする破壊可能
な紙シートの形態である。紙シートは殺菌用ガスを透過可能であり、紙シート、ゴム膜及
びハウジングが組み合わされて封入された針部の無菌バリアとなる。
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【００４１】
　針は、患者の皮膚に侵入する第１の尖った末端を有し、通常は装着表面に垂直な第１針
部１１３、及び中間針部１１５を介して第１針部との間に液体が流通し、第２の尖った末
端を有し、装着表面にほぼ平行な第２針部１１４を備える。針は装着部材１１７によりハ
ウジングに連結され、それにより針は第２針部が規定する軸を中心に旋回することができ
、これによって第１針部が装着表面に対して後退している初期無菌位置と、第１針部の尖
った末端がゴム隔膜を通して装着表面から突出する第２位置との間を移動することができ
る。ハウジングはまた、針を初期位置の方へ付勢する付勢部材１１８を備える。多くの場
合、針の「下流」部（ここでは第１部）を遠位部と呼び、針の「上流」部（ここでは第２
部）を近位部と呼ぶ。
　リザーバ（又はポンプ）ユニット１５０は、中にリザーバ及び放出手段が配置されるハ
ウジングを備える。リザーバは、液体薬剤を含有し（例えば、予め充填されるか又はユー
ザが充填する）、突出した針が侵入可能な隔膜１５５の形態の流出口手段を備え、この流
出口手段は第２針部と流体が流通するように配置される。放出手段（図示しない）は、使
用の際にリザーバから中空針を介して薬剤を患者の皮膚中へ放出する。ポンプユニットは
更に、リザーバ流出口に隣接して配置される傾斜部材１５６を備える。リザーバ及び放出
手段は、例えば図２５Ａ～２５Ｄを参照して開示するように、あらゆる適切な構成とする
ことができる。
【００４２】
　装着プラットフォームは受容部を備え、受容部及びポンプユニットが互いに一致する連
結手段１６０を備えることにより、ポンプユニットをプラットフォームユニットに固定す
る事ができる。互いに一致する連結手段は解放可能なので、耐久性ポンプユニット又は多
数回使用ポンプユニットを使い捨てプラットフォームユニットに複数回に亘り取り付ける
事ができる。
　使用の際、プラットフォームユニットをユーザの皮膚に装着し（例えば、装着表面上に
配置される接着手段により）、プラットフォームにほぼ平行にポンプユニットをスライド
させてプラットフォームユニットに係合する事により、プラットフォームユニットに取り
付け、固定する。後者の操作の間、突出する隔膜及び傾斜部材が移動して針と係合し、そ
れにより紙製バリア被覆１２２が破られ、その間に第２針部とリザーバとの間に液体が流
通する。同時に、針が初期位置から第２位置へ旋回し、それによって尖った第１針末端が
ゴム膜及びユーザの皮膚に侵入する。
【００４３】
　ポンプユニットが接続され、針が皮下に導入された後、ポンプを始動する事ができる。
これは２つのユニットが連結されたとき自動的に、或いは始動ボタン（図示しない）等の
別のユーザ作動可能な始動手段により行うことができる。
　別の実施形態（図示しない）において、第２針部は固定的に（即ち回転不可能に）装着
部材１１７に取り付けられ、中間針部１１５が傾斜部材１５６によって下方に押し下げら
れて弾性的に曲がる。このような構成では、付勢部材１１８は不要である。
【００４４】
　上述の実施形態では、放出手段の一実施例と組み合わせた可撓性リザーバを備える装置
として送達装置を説明した。しかしながら、リザーバ及び放出手段は、皮膚に装着可能な
薬剤送達装置内の構成に適切ないかなる種類のものであってもよい。更に、本発明の針は
針センサの形態であってもよいので、医療装置は内部に針センサと協働するセンサ手段を
備える事もできる。
　図２５Ａ～２５Ｅには、本発明と共に用いるのに適した放出手段の実施例を模式的に示
すが、これらは単に実施例であって、図示される個々の構成要素の構成は、上記に示され
る送達装置への直接の応用には必ずしも適切ではない。具体的には、図２５Ａはポンプの
一構成例を表し、この装置は、針を接続できる遠位閉鎖部材１０１１と、中にスライド可
能に配置されるピストン１０１５とを有し、リザーバを形成する薬剤含有カートリッジ１
０１０、可撓性歯状ピストンロッド１０２０（例えば、米国特許第６３０２８６９号に開
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示されているようなもの）、ウォームギア構成１０３１を介してピストンロッドを駆動す
ることにより薬剤をカートリッジから放出する電動モータ１０３０、モータを制御するた
めの制御手段１０４０、及び制御手段とモータとにエネルギを供給するためのバッテリ１
０５０を備える。針を挿入した（方法は図示しない）とき、又は挿入器を送達装置から取
り外した後、別のユーザ作動手段（図示しない）により、ポンプを起動する。
【００４５】
　図２５Ｂはポンプの一構成例を表し、この装置は、遠位閉鎖部材１１１１、近位閉鎖部
材１１１２、及びその中にスライド可能に配置されるピストン１１１５を有する薬剤含有
カートリッジ１１１０、導管１１２１を介してカートリッジ内部から流体が流れ込むガス
発生手段１１２０であって、ピストンを駆動してカートリッジから薬剤を放出するガス発
生手段、ガス発生手段を制御するための制御手段１１４０、及びガス発生手段と制御手段
とにエネルギを供給するためのバッテリ１１５０を備える。ポンプは上記と同様に起動さ
れる。薬剤送達装置用のこのようなガス発生手段の詳細な開示は、例えば米国特許第５８
５８００１号を参照されたい。
　図２５Ｃはポンプの一構成例を表し、この装置は、遠位閉鎖部材１２１１、近位閉鎖部
材１２１２、及びその中にスライド可能に配置されるピストン１２１５を有する薬剤含有
カートリッジ１２１０、導管１２２１を介してカートリッジ内部から流体が流れ込む浸透
圧エンジン１２２０であって、ピストンを駆動してカートリッジから薬剤を放出する浸透
圧エンジンを備える。浸透圧エンジンは、食塩水を含有する第１剛性リザーバ１２２５及
び水を含有する折り畳み可能な第２のリザーバ１２２６を備え、２つのリザーバは半透明
な膜１２２７により分離される。装置がユーザに提供されるとき、第２リザーバと隔膜と
の間の流体コネタクタ１２２８は、ユーザにより分離可能な膜（例えば、軽く溶接された
もの）によって閉じられており、これを分離すると浸透圧プロセスが始まり、膜を通して
第２リザーバから第１リザーバに水を流通させることができる。ポンプは上述のようにし
て起動することができる。浸透圧駆動原理の詳細な開示は、例えば米国特許第５１６９３
９０号を参照されたい。
　図２５Ｄはポンプの一構成例を表し、この装置は、一次リザーバ１３２０、制流子１３
３１を備える導管１３３０を介して一次リザーバと流体が流通する流体充填済みの剛性二
次リザーバ１３１１、二次リザーバ内に配置され、薬剤を含有する可撓性リザーバ１３１
０を備える。一次リザーバは可動ピストン１３２１を有するカートリッジの形態であり、
粘性の駆動流体を含有する。ピストンに作用して一次リザーバから二次リザーバへ液体を
駆動するバネ１３４０が配置され、それによって、二次リザーバが注入針（図示しない）
に接続されるとき、可撓性リザーバから薬剤が放出される。流量は、駆動流体中のバネに
より発生する圧力、駆動流体の粘度、及び制流子中の流体抵抗（即ち、ブリーディングホ
ールの原理）により決定される。ポンプは、バネを引っ張るか、又は予め圧縮されたバネ
を解放する事により、針を挿入した（方法は図示しない）時、或いは挿入器を送達装置か
ら取り外した後、別のユーザ作動手段（図示しない）により、起動される。薬剤注入に利
用されるこの原理の一例はドイツ国特許第２５５２４４６号に公知である。別の構成にお
いては、例えば米国特許第６０７４３６９号に開示されているように、薬剤リザーバを直
接加圧することにより、制流子を介して薬剤を放出することができる。
【００４６】
　図２６には、図１～１１の実施形態に対応する医療装置９００を示すが、リザーバユニ
ットは、リザーバ及び制御ユニットにより接点９２１を通して制御可能な放出アセンブリ
を備えるリザーバユニット９２０に装着される「耐久性」制御ユニット９１０を備えるモ
ジュラー式設計を有する。経皮的装置ユニット９３０は、図１～１１に示すものと同じと
することができる。経皮的装置ユニット及びリザーバユニットは、リザーバユニットを経
皮的装置ユニットに固定してリザーバと経皮的装置との間に液体を流通させることができ
る互いに一致する連結手段（９３１）を備え、制御ユニット及びリザーバユニットは、制
御ユニットをリザーバユニットに固定して放出アセンブリを制御する事を可能にする互い
に一致する連結手段（９１７、９２１）を備える。制御ユニットは、バイブレータ、無線
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周波発信機、無線周波受信機、表示画面、大量瞬時注入ボタン９１８（図示）又はその他
のユーザ入力手段、バックアップバッテリ及びメモリのうち１以上の機能を備える。更に
、制御ユニットは固定流量を提供するものでもよく、又は特定の流量又は流量分布を提供
するようにプログラム可能（例えば遠隔制御を介して）である。異なる制御ユニットも、
異なるリザーバユニット（例えば、異なる種類の薬剤又は異なる量の薬剤を備える）と共
に、又は異なる針ユニット（例えば、針又は軟質カニューレ）と共に用いる事が可能であ
る。上述のように、制御器を耐久性の装置として用いることができるが、制御器の（より
単純な）複数のバージョンをリザーバユニットに前もって装備し、種々の使い捨て装置を
提供する手段として用いることができる。
　図２７は、基本針パッチユニット９３０及び基本リザーバユニット９２０に加えて多数
の異なる種類の制御ユニットを備えるモジュラーシステムを表す。遠隔制御器９４０を一
部の制御ユニットと組み合わせて用いる事ができる。制御ユニットは、遠隔制御器によっ
てのみ制御可能な遠隔制御可能なユニット９１１の形態とすることができる。それらの１
つの変形例９１２にはユーザが遠隔制御器を用いることなしに大量瞬時注入剤を摂取でき
る大量瞬時注入剤ボタン９１８を追加する事ができる。制御ユニットは、各々がユニット
上に示された固定の流量を提供する、予めプログラムされた様々な制御ユニット９１３と
して提供することができる。そのようなユニットは、遠隔制御器無しで用いるように作製
されており、図示されるように表示画面９１９を備える事ができる。プログラム可能な制
御ユニット９１４も提供する事ができ、これにより、例えば開業医が個々の患者のために
制御ユニットをプログラムする事ができる。ダミー９１５は、リザーバユニットと針ユニ
ットとを組み合わせた形態の、ここに開示するあらゆる制御ユニットを表す。
【００４７】
　好ましい実施形態の上記説明では、異なる構成要素について説明した機能を提供する様
々な構造及び手段を、本発明の構想が当業者に明らかとなる程度に記載した。種々の構成
要素の詳細な構造及び仕様は、本明細書に従って当業者が行う通常の設計過程の目的と考
えられる。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】薬剤送達装置の第１の実施形態の使用手順の一段階を示す斜視図である。
【図２】薬剤送達装置の第１の実施形態の使用手順の別の一段階を示す斜視図である。
【図３】薬剤送達装置の第１の実施形態の使用手順の別の一段階を示す斜視図である。
【図４】薬剤送達装置の第１の実施形態の使用手順の別の一段階を示す斜視図である。
【図５】薬剤送達装置の第１の実施形態の使用手順の別の一段階を示す斜視図である。
【図６】薬剤送達装置の第１の実施形態の使用手順の別の一段階を示す斜視図である。
【図７】薬剤送達装置の第１の実施形態の使用手順の別の一段階を示す斜視図である。
【図８】薬剤送達装置の第１の実施形態の使用手順の別の一段階を示す斜視図である。
【図９】薬剤送達装置の第１の実施形態の使用手順の別の一段階を示す斜視図である。
【図１０】薬剤送達装置の第１の実施形態の使用手順の別の一段階を示す斜視図である。
【図１１】薬剤送達装置の第１の実施形態の使用手順の別の一段階を示す斜視図である。
【図１２】リザーバユニットの別の実施形態を示す。
【図１３】薬剤送達装置の更に別の実施形態による針ユニット及びリザーバユニットの組
み立て前の状態を示す。
【図１４】図１３の針ユニットの分解図である。
【図１５】図１３の針ユニットの第１の状態を示す斜視図である。
【図１６】図１４の持針器の斜視図である。
【図１７】図１３の針ユニットの第２の状態を示す斜視図である。
【図１８】図１３の針ユニットの側面図である。
【図１９】図１３の針ユニットの更なる斜視図である。
【図２０】図１３のリザーバユニットの内部を示す斜視図である。
【図２１】更なるリザーバユニットの分解図である。
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【図２２】Ａはリザーバに接続されたポンプの模式的概略図であり、Ｂはポンプアセンブ
リの分解図であり、ＣはＢのポンプアセンブリの断面図であり、Ｄ及びＥは、Ｂのポンプ
アセンブリの部分的断面図である。
【図２３】Ａ及びＢは、カニューレと挿入針との組み合わせの形態の経皮的装置を模式的
に示す。
【図２４】更に別の薬剤送達装置の斜視図である。
【図２５】Ａ～Ｄは、本発明の装置に用いるのに適した種々の放出手段を示す。
【図２６】モジュラー式リザーバユニットを有する医療装置を示す。
【図２７】医療装置のモジュラー式システムを示す。
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【図７】
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【図２２Ｄ】 【図２２Ｅ】
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