
JP 5460051 B2 2014.4.2

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の糖尿病の治療の展開に関わる個人を支援するシステムであって、
　個人に患者モードまたは医師モードを選択させ、患者モードが選択された場合に、前記
患者に関連するインプットを受信し、かつシミュレーションの経過時間を受信し、医師モ
ードが選択された場合に、前記患者に関連するインプットを受信するユーザインターフェ
イス制御モジュールと、
　患者モードが選択された場合に、前記インプットを受信し、前記インプットに基づいて
前記シミュレーションの経過時間までの前記患者に対する複数の血糖測定値を生成し、か
つ前記複数の血糖測定値を転送し、医師モードが選択された場合に、前記インプットを受
信し、前記インプットに基づいて、所定のシミュレーションの期間について前記患者に対
する複数の血糖測定値を生成し、かつ前記複数の血糖測定値を転送するシミュレーション
エンジンと、
　前記複数の血糖測定値を受信し、かつ前記複数の血糖測定値を表示するチャート作成お
よび表示モジュールと、を具備することを特徴とするシステム。
【請求項２】
　前記シミュレーションエンジンは、選択された患者モデルに基づいて患者パラメータラ
イブラリから患者パラメータを受信することを特徴とする請求項1に記載のシステム。
【請求項３】
　複数のシナリオを格納し、前記シナリオのそれぞれは前記選択された患者モデルに対す
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る多数の測定値を表す、内蔵シナリオライブラリをさらに具備し、
　前記複数のシナリオのうちの1つは、前記患者モデルの選択と共に選択されることを特
徴とする請求項2に記載のシステム。
【請求項４】
　複数の食事インプットを格納する食物データライブラリをさらに具備し、
　前記インプットは、前記複数の食事インプットのうちの1つから選択されることを特徴
とする請求項1に記載のシステム。
【請求項５】
　前記ユーザインターフェイス制御モジュールは、前記食事インプットを前記チャート作
成および表示モジュールに転送し、
　前記チャート作成および表示モジュールは、前記食事インプットのグラフを表示するこ
とを特徴とする請求項4に記載のシステム。
【請求項６】
　前記食事インプットは、炭水化物の数量として入力されることを特徴とする請求項5に
記載のシステム。
【請求項７】
　前記ユーザインターフェイスモジュールが、さらに、前記インプットへの調整を受信し
、
　前記シミュレーションエンジンが、さらに、前記インプットへの前記調整を受信し、前
記インプットへの前記調整に基づいてシミュレーション期間にわたる前記患者に対する複
数の血糖測定値を生成し、かつ前記調整に基づく複数の血糖測定値を転送し、
　前記チャート作成および表示モジュールが、さらに、前記調整に基づく複数の血糖測定
値を受信し、かつ現在表示されている血糖測定値の表示を前記受信した調整に基づく複数
の血糖測定値に基づいて変更することを特徴とする請求項1に記載のシステム。
【請求項８】
　実際の患者データを格納するストレージをさらに具備し、
　前記実際の患者データは、前記ユーザインターフェイス制御モジュールに転送されるこ
とを特徴とする請求項7に記載のシステム。
【請求項９】
　前記実際の患者データは、前記ユーザインターフェイス制御モジュールから前記チャー
ト作成および表示モジュールに転送され、
　前記チャート作成および表示モジュールは、前記入力された実際の患者データの少なく
とも一部をコンピューティングデバイスのディスプレイに表示することを特徴とする請求
項8に記載のシステム。
【請求項１０】
　実際の患者データを格納するストレージと、前記シミュレーションエンジンで使用する
数学的パラメータを決定する患者パラメータフィットモジュールと、をさらに具備し、
　前記入力された実際の患者データは、前記患者パラメータフィットモジュールに転送さ
れ、
　前記患者パラメータフィットモジュールは、前記数学的パラメータを決定することを特
徴とする請求項7に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記シミュレーションエンジンは、前記インプットへの前記調整と共に前記数学的パラ
メータを使用して前記複数の血糖測定値を生成することを特徴とする請求項10に記載のシ
ステム。
【請求項１２】
　前記実際の患者データは、グルコースセンサーおよびインシュリンポンプのうちの少な
くとも１つから前記システムの前記ストレージに送信されることを特徴とする請求項8に
記載のシステム。
【請求項１３】
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　前記実際の患者データは、無線通信を利用して送信されることを特徴とする請求項12に
記載のシステム。
【請求項１４】
　シミュレーションの実行によって患者に対する糖尿病管理を助ける治療の展開に関わる
個人を支援する方法であって、
　個人に患者モードまたは医師モードを選択させる選択ステップと、
　患者モードが選択された場合に、前記患者の前記糖尿病管理に関連するインプットまた
はイベントを受信し、かつ前記シミュレーションの第1時間を取得し、医師モードが選択
された場合に、前記患者の糖尿病管理に関連するインプットを受信する受信ステップと、
　患者モードが選択された場合に、前記受信したインプットまたはイベントに基づいて、
前記患者に対する前記シミュレーションの前記第1時間までのシミュレートされた複数の
血糖測定値を計算し、医師モードが選択された場合に、前記受信したインプットに基づい
て、前記患者に対する所定のシミュレーションの期間についてシミュレートされた複数の
血糖測定値を計算する計算ステップと、
　前記患者に対する前記シミュレートされた複数の血糖測定値を表示する表示ステップと
、を有することを特徴とする方法。
【請求項１５】
　前記表示ステップは、前記受信ステップの直後に実行されることを特徴とする請求項14
に記載の方法。
【請求項１６】
　操作する患者モデルを選択した後に画面上にヘルプを表示するステップをさらに有する
ことを特徴とする請求項14に記載の方法。
【請求項１７】
　前記糖尿病管理のための前記治療の展開における前記患者の成果を詳細に記述するラボ
レポートを生成および表示するステップをさらに有することを特徴とする請求項14に記載
の方法。
【請求項１８】
　第1インプットのグラフを前記シミュレートされた複数の血糖測定値の表示とは異なる
表示領域に表示するステップをさらに有することを特徴とする請求項14に記載の方法。
【請求項１９】
　患者モードが選択された場合に、第2インプットまたはイベントを受信し、かつ前記シ
ミュレーションの第2時間を取得するステップと、
　患者モードが選択された場合に、前記受信した第2インプットまたはイベントに基づい
て、前記シミュレーションの前記第1時間から前記シミュレーションの前記第2時間までの
期間について、前記患者に対する第2のシミュレートされた複数の血糖測定値を計算する
ステップと、
　患者モードが選択された場合に、前記シミュレーションの前記第1時間から前記シミュ
レーションの前記第2時間までの期間について、前記第2のシミュレートされた複数の血糖
測定値を表示するステップと、をさらに有することを特徴とする請求項14に記載の方法。
【請求項２０】
　コンピュータ可読の記憶媒体と、
　前記コンピュータ可読の記憶媒体に格納されたコンピュータ可読のプログラムコードと
、を具備し、前記コンピュータ可読のプログラムコードは、実行された場合にコンピュー
ティングデバイスに、
　個人に患者モードまたは医師モードを選択させる選択ステップと、
　患者モードが選択された場合に、前記患者の前記糖尿病管理に関連するインプットまた
はイベントを受信し、かつシミュレーションの第1時間を取得し、医師モードが選択され
た場合に、前記患者の糖尿病管理に関連するインプットを受信する受信ステップと、
　患者モードが選択された場合に、前記受信したインプットまたはイベントに基づいて、
前記患者に対する前記シミュレーションの前記第1時間までのシミュレートされた複数の
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血糖測定値を計算し、医師モードが選択された場合に、前記受信したインプットに基づい
て、前記患者に対する所定のシミュレーションの期間についてシミュレートされた複数の
血糖測定値を計算する計算ステップと、
　前記患者に対する前記シミュレートされた複数の血糖測定値を表示する表示ステップと
、を実行させる命令を有することを特徴とするプログラムコード記憶装置。
【請求項２１】
　前記表示ステップは、前記受信ステップの直後に実行されることを特徴とする請求項20
に記載のプログラムコード記憶装置。
【請求項２２】
　前記コンピュータ可読のプログラムコードは、実行された場合に前記コンピューティン
グデバイスに、操作する前記患者モデルを選択した後に画面上にヘルプを表示させる命令
をさらに有することを特徴とする請求項20に記載のコンピュータプログラムコード記憶装
置。
【請求項２３】
　前記コンピュータ可読のプログラムコードは、実行された場合に前記コンピューティン
グデバイスに、前記糖尿病管理のための治療の展開における前記患者の成果を詳細に記述
するラボレポートを生成および表示させる命令をさらに有することを特徴とする請求項20
に記載のコンピュータプログラムコード記憶装置。
【請求項２４】
　前記コンピュータ可読のプログラムコードは、実行された場合に前記コンピューティン
グデバイスに、第1インプットのグラフを前記シミュレートされた複数の血糖測定値の表
示とは異なる表示領域に表示させる命令をさらに有することを特徴とする請求項20に記載
のコンピュータプログラムコード記憶装置。
【請求項２５】
　前記コンピュータ可読のプログラムコードは、実行された場合に前記コンピューティン
グデバイスに、
　患者モードが選択された場合に、第2インプットまたはイベントを受信し、かつ前記シ
ミュレーションの第2時間を取得するステップと、
　患者モードが選択された場合に、前記受信した第2インプットまたはイベントに基づい
て、前記シミュレーションの前記第1時間から前記シミュレーションの前記第2時間までの
期間について、前記患者に対する第2のシミュレートされた複数の血糖測定値を計算する
ステップと、
　患者モードが選択された場合に、前記シミュレーションの前記第1時間から前記シミュ
レーションの前記第2時間までの期間について、前記患者に対する前記第2のシミュレート
された複数の血糖測定値を表示するステップと、を実行させる命令をさらに有することを
特徴とする請求項20に記載のコンピュータプログラムコード記憶装置。
【請求項２６】
　医師モードが選択された場合に、第2インプットを受信するステップと、
　医師モードが選択された場合に、前記受信した第2インプットに基づいて、前記シミュ
レーションの期間について、前記患者に対する第2のシミュレートされた複数の血糖測定
値を計算するステップと、
　医師モードが選択された場合に、前記第2のシミュレートされた複数の血糖測定値を前
記ディスプレイ上に表示するステップと、をさらに有することを特徴とする請求項14に記
載の方法。
【請求項２７】
　前記コンピュータ可読のプログラムコードは、実行された場合にコンピューティングデ
バイスに、
　医師モードが選択された場合に、第2インプットを受信するステップと、
　医師モードが選択された場合に、前記受信した第2インプットに基づいて、前記シミュ
レーションの期間について、前記患者に対する第2のシミュレートされた複数の血糖測定
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値を計算するステップと、
　医師モードが選択された場合に、前記第2のシミュレートされた複数の血糖測定値を前
記ディスプレイ上に表示するステップと、を実行させる命令をさらに有することを特徴と
する請求項20に記載のプログラムコード記憶装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、一般に糖尿病患者へのインシュリン投与を管理する上で、患者と
医師を支援する方法および装置に関する。具体的には、本発明は、患者および/またはメ
ディカルプロフェッショナル(medical professional)がインシュリン投与、食物摂取、お
よび運動プログラムのさまざまな局面の変更に応答する血糖値を監視できるようにするバ
ーチャルペイシェント(Virtual Patient)ソフトウェアシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　血糖の代謝は、無数のプロセスによって制御され、主要な効果のインプット、食物、運
動の大幅な変動に対しても正常血糖になるように最適化される。疾病は、1つまたは複数
の生物学的なプロセスにおける制御不能によって特徴付けられる。疾病管理は、治療でき
ない苦痛に悩まされている患者のための1つの解決策である。換言すると、重要性のある
パラメータを注意深く監視し、インシュリン注射など(毎日複数回のインシュリン注射ま
たはインシュリンポンプによるインシュリンの連続的な皮下注入(subcutaneous insulin 
infusion))の是正処置を併用することで、効果的な疾病管理が実現する。
【０００３】
　たとえば、糖尿病患者は内因性の血糖(BG)制御機能がほとんどまたは全くないので、イ
ンシュリンの注射または注入を行うことによって血清グルコース(serum glucose)の許容
範囲を超える変動を調整する必要がある。糖尿病は深刻な疾病であり、その発生率は過去
20～30年の間に増加してきている。研究によれば、血糖値を厳格に管理することで合併症
が飛躍的に削減されることが示されている。血糖値を厳格に管理するには、こうした状態
にある患者が、血糖測定値を集中的に監視し、頻繁にインシュリンを注射して血糖値の許
容範囲を超える変動に対処し、かつ/またはインシュリンポンプを使用したインシュリン
の定期的な注入によって許容可能な血糖値を維持することを必要とする。
【０００４】
　技術の進歩により、患者はインシュリン注射またはインシュリン注入を自宅で行えるよ
うになり、さらに血糖値を自宅で監視できるようになっている。血糖値の監視には、ユー
ザが指に刺し傷を付けてフィンガーストリップ(fingerstrip)に血液を絞り出し、血糖メ
ーターを使用して血糖値を測定する家庭用の血糖測定システムが必要である。このような
タイプの測定値では、ユーザは指定された時点での血糖測定値を取得できるが、正確な血
糖値が連続的に得られるわけではない。具体例で説明すると、時間の経過に伴う血糖値を
表示するグラフでは、フィンガーストリップの測定値を利用する場合は、ユーザの測定値
に対応するデータポイントのみが表示され、次回のフィンガースティック(finger sticks
)が行われるまでの血糖値の変動は表示されない。したがって、患者だけでなくメディカ
ルプロフェッショナルでも、データポイント間を連結する血糖値曲線の形状を完全な精度
で予測することはできない。
【０００５】
　患者は、患者の皮膚の一部(臀部周辺、臀部右上、腹部付近など)に挿入する皮下グルコ
ースセンサーを(sub-cutaneous glucose sensor)使用して患者の血糖値を測定することも
できる。グルコースセンサーは、定期的に血糖値を監視できる。特定の動作条件の下では
、グルコースセンサーは連続的に血糖値を監視できる。したがって、より多くの測定値が
得られるので、患者の血糖値をより正確に図示できる。
【０００６】
　こうしたツールによって特定の期間(一定の時間を超える)における患者の血糖値を十分



(6) JP 5460051 B2 2014.4.2

10

20

30

40

50

に把握することはできるが、患者またはメディカルプロフェッショナル(たとえば、医師
、ナースプラクティショナー(nurse practitioner)、または患者)に対して、特定の摂取
または処置が患者の血糖値に及ぼす影響に関するシミュレーション情報を迅速に(リアル
タイムで)提供する教示または教育用のツールはない。さらに、患者に対して、特定の摂
取または処置が実際の患者の血糖値に及ぼす影響に関するパーソナライズされた情報を、
迅速にまたはリアルタイムで提供するツールもない。対話型の糖尿病アドバイザソフトウ
ェア(Interactive Diabetes Advisor software)AIDAを使用すると、システムのユーザは
、イントラネットを経由して指定された期間(たとえば24時間)についてユーザの予想され
る食事、運動スケジュール、および予測されるインシュリン摂取(ボーラス投与(boluses)
、注射、および/またはインシュリンポンプによる)を入力できる。AIDAソフトウェアは、
ユーザが指定したインプットに基づいて血糖値を予測する。このソフトウェアは、スケジ
ュールを非常に厳格に管理され、常にこれに従うことができる患者には有効と考えられる
が、リアルタイムの環境では正確な結果が得られない。AIDAソフトウェアは、リアルタイ
ムまたはリアルタイムに近い対話を実現するようには設計されていない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　したがって、糖尿病患者およびメディカルプロフェッショナルの両方に対して、特定の
摂取およびイベントが血糖値に及ぼす影響を説明し、この情報を読みやすく、わかりやす
いユーザ用の形式で表示する対話型のビジュアルな教育ツールを提供する必要がある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一実施形態では、バーチャルペイシェントソフトウェアは、仮想患者のモデル
を利用した教育的な方式で利用できる。患者または医師は、バーチャルペイシェントソフ
トウェアを教育的な方式で利用してもよい。本発明の一実施形態では、患者モデルは患者
専用に開発され、患者のインシュリンポンプまたはインシュリンセンサーはバーチャルペ
イシェントソフトウェアに測定値と情報を提供できるので、バーチャルペイシェントソフ
トウェアはむしろ実際の患者を管理するツールとして変形することもできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明について、方法、装置、およびコンピュータプログラム製品の流れ図を参照して
以下で説明する。流れ図の各ブロックおよび流れ図の複数ブロックの組合せは、コンピュ
ータプログラムの命令によって実装できる(図面で説明する任意のメニュー画面で可能で
ある)。このようなコンピュータプログラムの命令がコンピュータまたはその他のプログ
ラム可能なデータ処理装置にロードされてマシンを生成し、こうした命令がコンピュータ
またはその他のプログラム可能なデータ処理装置上で実行されることによって、流れ図の
一ブロックまたは複数ブロックで指定された機能を実装するための命令を作成できる。ま
た、このようなコンピュータプログラムの命令は、コンピュータ可読メモリ内に格納され
、コンピュータまたはその他のプログラム可能なデータ処理装置に対して特定の方式で機
能するように指示できる。このように、コンピュータ可読メモリ内に格納された命令は、
流れ図の一ブロックまたは複数ブロックで指定された機能を実装する命令を含む製品を作
成できる。コンピュータプログラムの命令は、コンピュータまたはその他のプログラム可
能なデータ処理装置にロードされ、コンピュータまたはその他のプログラム可能なデータ
処理装置で一連の動作可能なステップを実行してコンピュータに実装されるプロセスを生
成し、コンピュータまたはその他のプログラム可能なデータ処理装置で実行される命令に
よって、流れ図の一ブロックまたは複数ブロック、および/または本明細書に示すメニュ
ーで指定された機能を実装するステップを提供することもできる。
【００１０】
　図1Aは、本発明の一実施形態によるバーチャルペイシェントソフトウェアプログラムが
組み込まれたコンピューティングデバイスを示すブロック図およびデータフロー図である
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。コンピューティングデバイス100には、バーチャルペイシェントソフトウェア105が組み
込まれている。図1Aに示す本発明の実施形態では、バーチャルペイシェントソフトウェア
105には、チャート作成および表示モジュール110、ユーザインターフェイス制御モジュー
ル120、食物データライブラリ125、患者パラメータライブラリ115、およびシミュレーシ
ョンエンジン150が含まれている。本発明の一実施形態では、バーチャルペイシェントソ
フトウェア105には内蔵シナリオライブラリ(stored scenarios library)130が含まれてい
てもよい。
【００１１】
　バーチャルペイシェントソフトウェア105をホストするコンピューティングデバイス100
は、デスクトップコンピュータ、ノートブックコンピュータ、サーバー、ネットワークコ
ンピュータ、携帯情報端末(PDA: personal digital assistant)、コンピュータの機能を
備える携帯電話、ディスプレイ付きのインシュリンポンプ、ディスプレイ付きのグルコー
スセンサー、ディスプレイ付きのグルコースメーター、および/またはインシュリンポン
プ/グルコースセンサーの組合せのいずれでもよいが、これらに限定はされない。また、
コンピューティングデバイス100は、ノートブックコンピュータ、デスクトップコンピュ
ータ、ネットワークコンピュータ、またはPDAにインストールされたブラウザを使用して
アクセスできるインターネット上のサーバーでもよい。
【００１２】
　本発明の一実施形態では、バーチャルペイシェントソフトウェア105はコンピューティ
ングデバイス100にインストールされていてもよい。ただし、コンピューティングデバイ
ス100にはMicrosoft.NET(登録商標)フレームワークが含まれている。本発明のその他の実
施形態では、バーチャルペイシェントソフトウェア105はJava(登録商標)プログラミング
言語で記述され、Java(登録商標)対応マシンにインストールされていてもよい。
【００１３】
　コンピューティングデバイス100上でバーチャルペイシェントソフトウェア105が起動す
ると、ユーザインターフェイス制御モジュール120によって入力画面が表示され、ユーザ
は動作モードを選択できる。具体例で説明すると、動作モードには患者シミュレーション
モードまたはメディカルプロフェッショナル(たとえば、医師またはナースプラクティシ
ョナー)シミュレーションモードを含めてもよい。本発明の別の実施形態では、動作モー
ドには、患者対話モードまたはメディカルプロフェッショナル対話モードを含めてもよい
。本発明の一実施形態では、ユーザインターフェイス制御モジュール120は、動作モード
ごとに異なるWebページまたはアクティブサーバーページにアクセスでき、こうしたペー
ジを格納できる。たとえば、ユーザインターフェイス制御モジュール120には、患者シミ
ュレーションモード用の多くのWebページ、アクティブサーバーページ、またはスクリー
ンショットを含めることができる。あるいは、こうしたWebページ、アクティブサーバー
ページ、またはスクリーンショットにアクセスできる。ユーザインターフェイス制御モジ
ュール120には、さらにWebページ、アクティブサーバーページ、またはスクリーンショッ
トが相互に対話する方法を指定する情報を含めてもよい。
【００１４】
　本発明の一実施形態では、医師のモードが選択された場合に(たとえばメディカルプロ
フェッショナルモード)、ユーザインターフェイス制御モジュール120は、内蔵シナリオラ
イブラリ130にアクセスして選択された患者モデルに該当するシナリオを抽出してもよい
。特定の動作条件の下では、内蔵シナリオライブラリ130から提供された情報は、ユーザ
インターフェイス制御モジュール120に転送される。その他の動作条件の下では、ユーザ
インターフェイス制御モジュール110は、インプット、イベント、またはアクティビティ
の入力に応答して内蔵シナリオライブラリ130にアクセスしてもよい。また、患者モード
のバーチャルペイシェントソフトウェア105が選択された場合は、以下で説明するように
、ユーザインターフェイス制御モジュール120は、内蔵シナリオライブラリ130を利用して
バーチャルペイシェントソフトウェアにユーザが選択できるさまざまなシナリオのデータ
を提供することもできる。
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　このモードが選択されると、ユーザインターフェイス制御モジュール120によって複数
の患者代謝モデル(患者モデルと呼ぶこともできる)が表示される。患者モデルを使用する
と、さまざまなイベントやアクティビティに対する患者の反応をシミュレートしたり、さ
まざまなイベントやアクティビティに対する実際の反応を提供したりする。患者パラメー
タライブラリ115には、さまざまな患者モデルのさまざまなパラメータが格納される。た
とえば、6人の患者を選択できる場合は、患者パラメータライブラリ115内に6つの患者パ
ラメータセットを格納できる。患者パラメータライブラリ115内に複数の患者パラメータ
セットが格納されている場合に、ユーザは多くの代謝モデル(たとえば、低年齢の小児、
妊娠性糖尿病の女性、または成人発症型糖尿病の中年男性などに対応するモデル)の中か
ら選択することができる。
【００１６】
　本発明の実施形態では、患者パラメータは、実際の患者のものでも仮想患者(たとえば
特定の特性を備える患者)のものでもよい。糖尿病の治療に使用する多くの代謝モデルが
開発されており、当業者に知られている。本発明の一実施形態では、後で説明するように
、新しい代謝モデルで患者パラメータライブラリの患者パラメータを利用し、この新しい
代謝モデルからシミュレーションエンジンに数学的アルゴリズムを提供することによって
、シミュレーションエンジン150で数学的アルゴリズムを実行できるようにしてもよい。
【００１７】
　Medtronic MiniMed(メドトロニックミニメッド)社のモデルは、最小限の仮定セットに
基づいている。インシュリンの一度のボーラス投与に応答する仮定または測定されたイン
シュリンのプロフィールは、インパルス応答I(t)として求められる。この応答から、任意
のインシュリン投与(たとえばインシュリンポンプによる)のプラズマインシュリン濃度(p
lasma insulin concentration)(Ip(t))は、以下のようにインパルス応答(I(t))と任意の
インシュリン投与(ID(t))プロフィールとの畳み込み(convolution)によって記述される。
【００１８】
【数１】

【００１９】
　好ましい実施形態では、I(t)は、以下のように2つの時間遅延(l/αlおよび1/α2、分単
位)とスケーリング係数(scaling factor)"A"(インシュリン濃度の単位、通常はμU/mlま
たはpmol/L)とで特徴付けられる2を底とする指数曲線(biexponential curve)によって記
述される。
【００２０】

【数２】

【００２１】
　実装しやすいように、式1と式2は以下の連立微分方程式で表すことができる。
【００２２】
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【数３】

【００２３】
　ただし、変数Ir(t)はリモートコンパートメント(remote compartment)のインシュリン
を表す。
【００２４】
　インシュリンは、周辺のグルコース吸収率(uptake)を向上させ、内因性のグルコース生
成を抑えることによって、グルコース濃度(glucose concentration)の変化に影響を及ぼ
す。グルコース吸収率はグルコース濃度に比例すると仮定され、内因性のグルコース生成
はグルコース濃度に反比例すると仮定される。いずれの場合も、インシュリンの効果は比
例の割合(proportional rate)が高くなることである。全体的な効果はプラズマインシュ
リン濃度の変化と同時には発生しない。好ましい実施形態では、2つの効果の遅延時間は
同じであると仮定されており、完了時間(time complete time)プロフィール(X(t))は次の
一次微分方程式で表される。
【００２５】

【数４】

【００２６】
　この式で、Ip(t)はプラズマインシュリン濃度(式2)、IBは望ましい基底レベルのグルコ
ース濃度(GB)を維持するために必要な基底インシュリン濃度であり、l/p2はインシュリン
処置の時定数(分)を定義し、さらにp3/p2は被験者(subject)のインシュリン感受性(insul
in sensitivity)(一般的な単位はmin-1/(μU/ml))を定義する。
【００２７】
　グルコース濃度は外因性のグルコース出現(食事)に応答して上昇するが、食事の直後に
プラズマ空間内のグルコース出現が発生するわけではない。経時変化(time course)は、
出現率に影響を及ぼす複数の要因(たとえば脂肪分のパーセンテージ)によって非常に複雑
になる可能性がある。この曲線を説明するために、複数のモデルが提案されている(たと
えばAIDA)。Medtronic MiniMed社で使用されている好ましい実施形態は、以下のように食
事中にインパルス(δ(t))として出現する炭水化物(CHO)の総数量を示し、続いてリモート
空間での出現率(RaR)を示し、さらにプラズマ空間での出現率Rap(t)を示すものである。
【００２８】

【数５】

【００２９】
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　この式で、p4はリモートコンパートメントでの炭水化物の出現率を表し、p5はリモート
コンパートメントからプラズマ空間への転送率を表す(p4はp5と等しい場合もある)。
【００３０】
　個々の効果およびプロセス(式3～5)は、それぞれがグルコース濃度(G(t))の変化をもた
らす。このような変化を説明する最終的な、または好ましい実施形態は次のようになる。
【００３１】
【数６】

【００３２】
　この実施形態(式6)で、グルコース濃度(G(t)、一般的な単位はmg/dl)は、プラズマのグ
ルコース出現率(Rap(t)、一般的な単位はmg/minに等しい)とグルコース分布容積(V、単位
はdl、一般的な推定値は細胞外空間(extracellular space)の65%に等しい)とに基づく効
果の規模に応答して上昇する。インシュリンは、現行のグルコース濃度に応じてグルコー
ス濃度を低下させる。パラメータp1は、グルコースの廃棄を増大させ、かつ内因性のグル
コース生成を抑えるグルコースそれ自体(per se)の効果を表し、p1GBは、定常状態のプラ
ズマインシュリン濃度(IB、通常は基底または定常状態の絶食条件の下で測定する)で測定
されたグルコース分布容積に基づいて正規化された内因性のグルコース出現((mg/min)/dl
)を表す。
【００３３】
　拡張版のモデルには、すべてのパラメータ(p1～p5、αl、α2、A)を時間依存とし、任
意のプロセスまたはすべてのプロセスに複数のグルコースコンパートメントに関する個別
の記述を追加し、一部のプロセスまたはすべてのプロセスに非線形性を導入し、さらにさ
まざまな食事パラメータ(p4、p5)と代謝パラメータ(pl～p3)とを相互関連付ける機能が組
み込まれている。
【００３４】
　対話モード(患者または医師)が選択され、かつ患者モデルが選択されると、ユーザイン
ターフェイス制御モジュール120によってインプット、アクティビティ、またはイベント
をバーチャルペイシェントソフトウェア105に入力することができる。たとえば、患者モ
ードが選択されており、患者の特性がKevinのモデルに似ていることから小児(Kevin)の代
謝モデルが選択された場合に、バーチャルペイシェントソフトウェア105のユーザはボー
ラス投与の単位数、摂取した炭水化物の数量、またはインシュリンポンプのインシュリン
基礎注入量を調整するかどうかを入力できる。また、バーチャルペイシェントソフトウェ
アのユーザは、患者が運動した時刻および継続時間などを入力することもできる。さらに
、バーチャルペイシェントソフトウェア105のユーザはセンサーによる測定が実行された
こと、またはフィンガースティックが行われ、血糖値メーターによる測定値が得られたこ



(11) JP 5460051 B2 2014.4.2

10

20

30

40

50

とを指定することもできる。
【００３５】
　ユーザインターフェイス制御モジュール120は、インプット、アクティビティ、または
イベントを受信する。本発明の一実施形態では、ユーザインターフェイス制御モジュール
120は、入力されたインプット、アクティビティ、またはイベントをチャート作成および
表示モジュール110に転送し、コンピューティングデバイス100のディスプレイに表示する
こともできる。ユーザインターフェイス制御モジュール120は、インプットを受信すると
きにシミュレーションの時刻を取得または確認できる。特定の動作条件の下では、ユーザ
インターフェイス制御モジュール120はインプットを受信するときにシミュレーションの
時刻を(ユーザからの入力として)受信してもよい。本発明の一実施形態では、チャート作
成および表示モジュール110は、コンピューティングデバイス100のディスプレイに1つの
グラフを表示してもよい。他の動作条件の下では、チャート作成および表示モジュール11
0は、コンピューティングデバイス100のディスプレイに複数のグラフを表示することもで
きる。たとえば、チャート作成および表示モジュール110は、炭水化物の摂取量、摂取さ
れたインシュリンの内容、および患者が行った運動の量に関する情報を表示してもよい。
【００３６】
　インプット、アクティビティ、またはイベントが入力されると、ユーザインターフェイ
ス制御モジュール120は、入力された情報をシミュレーションエンジン150に転送する。特
定の動作条件の下では、患者パラメータライブラリ115は、患者のパラメータ(ユーザが選
択した患者モデルに基づいてあらかじめ選択されている)をシミュレーションエンジン150
に提供する。
【００３７】
　特定の動作条件の下では、患者パラメータライブラリ115は、ベースラインデータをシ
ミュレーションエンジン150に転送してもよい。この方法では、シミュレーションエンジ
ン150は、ベースラインデータを利用してシミュレートされた血糖測定値を生成してもよ
い。シミュレーションエンジン150は、入力されたインプット、アクティビティ、または
イベントと患者のパラメータとを受信する。シミュレーションエンジン150は、入力され
たインプット、アクティビティ、またはイベントと患者のパラメータとに基づいて選択さ
れた患者のシミュレートまたは推定された血糖値を生成する。特定の動作条件の下では、
複数の期間についてシミュレートまたは推定された血糖値が生成される。たとえば、バー
チャルペイシェントソフトウェアが患者モードで動作しており、60分が経過した場合は(
ユーザが1時間経過の(hour advance time)ツールバーを押したことによる)、シミュレー
ションエンジン150は、60分間のシミュレートされた血糖値またはシミュレートされた血
糖測定値を計算できる。たとえば、バーチャルペイシェントソフトウェア105が医師モー
ドまたはメディカルプロフェッショナルモードで動作している場合は、シミュレーション
エンジン150は、シミュレートされた血糖測定値または血糖値をシミュレーション全体に
ついて計算できる。換言すると、シミュレーションエンジン150は、シミュレーション期
間について複数の血糖値を計算する。複数の血糖値または血糖測定値は、血糖データと呼
ぶこともある。本発明の一実施形態では、シミュレーションエンジン150は、シミュレー
ションの残りの時間についてシミュレートされた血糖値を計算することもできる。前述の
ように、バーチャルペイシェントソフトウェア105は、1つのインプットまたは複数のイン
プットに基づいて新しいシミュレートされた血糖値を計算し、この新しいシミュレートさ
れた血糖値をさまざまな形式で表示することができる。
【００３８】
　インプット、アクティビティ、またはイベントによる患者の血糖値への影響は、ある期
間にわたって発生するため、このような動作条件の下では、シミュレーションエンジン15
0は、多くの測定値を計算する。シミュレーションエンジン150は、患者の以前の測定値の
少なくとも1つを考慮に入れて患者のシミュレートされた血糖値を計算する。本発明の一
実施形態では、これがバーチャルペイシェントソフトウェアで最初に受信されたインプッ
ト、イベント、またはアクティビティである場合は、選択された期間についてあらかじめ
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存在している測定値またはデフォルトの測定値に、シミュレーションエンジン150によっ
て生成された数の測定値を追加または統合してもよい。このような測定値は、統合された
(combined)血糖測定値と呼ぶこともできる。以前に生成された数の血糖測定値がすでにシ
ミュレーションエンジン150によって生成されている場合は、以前に生成された数の血糖
測定値をシミュレーションエンジン150によって生成された数の測定値に追加して、患者
に関する多くの統合された血糖値を作成することもできる。統合された血糖測定値は、統
合された血糖データと呼ぶこともある。
【００３９】
　シミュレーションエンジン150は、この血糖データをチャート作成および表示モジュー
ル110に転送できる。換言すると、シミュレーションエンジン150は、複数の統合された血
糖測定値をチャート作成および表示モジュール110に転送できる。具体例で説明すると、
バーチャルペイシェントソフトウェア150が患者モードの場合は、シミュレーションエン
ジン150はシミュレーションで経過した特定の期間についてシミュレートされた血糖測定
値のみを転送できる。換言すると、シミュレーションで2時間が経過した場合は、シミュ
レーションエンジンは、この2時間の測定値のみをチャート作成および表示モジュール110
に転送できる。たとえば、バーチャルペイシェントソフトウェアがメディカルプロフェッ
ショナルモードまたは医師モードで動作している場合は、シミュレーションエンジン150
は、シミュレーション全体の期間についてシミュレートされた血糖データを転送できる。
チャート作成および表示モジュール110は、この血糖データ(すなわち複数の血糖測定値)
を受信する。
【００４０】
　チャート作成および表示モジュール110がコンピューティングデバイス100のディスプレ
イに表示できる患者の血糖測定値の部分または領域は、ユーザが選択する動作モード(た
とえば、患者モードまたは医師モード)によって異なっている。具体例で説明すると、バ
ーチャルペイシェントソフトウェア105が患者モードの場合は、チャート作成および表示
モジュール110は、ユーザが選択した期間の統合された血糖測定値のみを表示できる。た
とえば、ユーザインターフェイス制御モジュール120で基礎注入量の調整が入力され、シ
ミュレーションエンジンに転送された場合に、シミュレーションエンジン150は、入力さ
れた基礎注入量に基づいて多くの血糖測定値を生成する。具体例で説明すると、シミュレ
ーションで60分が経過した場合に、シミュレーションエンジン150は、60分間について複
数の血糖測定値を生成する。バーチャルペイシェントソフトウェア105が患者モードで動
作している場合は、チャート作成および表示モジュール110は、ユーザがシミュレートし
た期間までの統合された血糖測定値のみを表示できる。バーチャルペイシェントソフトウ
ェアがメディカルプロフェッショナル(または医師)モードの場合は、チャート作成および
表示モジュール110は、シミュレーション期間の複数の血糖測定値を表示できる。メディ
カルプロフェッショナルモードでは、たとえばチャート作成および表示モジュール110は
、初めは3日間の血糖値を表示できる。これは、チャート作成および表示モジュール110が
シミュレーションエンジンから新しい血糖データを受信するときに変更することができる
。
【００４１】
　本発明の一実施形態では、シミュレーションエンジン150は、患者について生成された
数の血糖測定値のみをチャート作成および表示モジュール110に転送できる。これは、本
発明のこの実施形態では、以前に生成された血糖測定値またはデフォルト/あらかじめ存
在している血糖測定値が、チャート作成および表示モジュール110に格納されているため
である。このように、生成された血糖データのみが、チャート作成および表示モジュール
110に転送される。患者モードのバーチャルペイシェントソフトウェアでは、生成された
血糖データが、チャート作成および表示モジュール110内に格納された血糖測定値に統合
され、チャート作成および表示モジュール110は、ユーザがシミュレーションを実行した
期間までについてのみ統合された血糖測定値を表示する。医師モードのバーチャルペイシ
ェントソフトウェアでは、生成された血糖データが、チャート作成および表示モジュール
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内に格納された血糖測定値に統合され、チャート作成および表示モジュールは、シミュレ
ーションの期間(たとえば3日間)について統合された血糖測定値を表示する。医師モード
のバーチャルペイシェントソフトウェアでは、チャート作成および表示モジュール110は
、インプット(たとえば、基礎注入量の調整またはボーラス投与)が血糖値に及ぼす影響を
シミュレーションの期間について表示する。
【００４２】
　図1Bは、本発明の一実施形態による、現実または実際の患者のデータを利用するバーチ
ャルペイシェントソフトウェアを示している。バーチャルペイシェントソフトウェア105
には、チャート作成および表示モジュール110、ユーザインターフェイス制御モジュール1
20、現実または実際の患者情報を格納するためのストレージ155、患者パラメータフィッ
トモジュールライブラリ(patient parameter fit module library)160、およびシミュレ
ーションエンジン150が含まれていてもよい。図1Bに示す本発明の実施形態では、バーチ
ャルペイシェントソフトウェア105は、現実または実際の患者のデータを利用している。
現実または実際のデータは、インシュリンポンプ、血糖メーター、ユーザが報告した値(
たとえば食事のデータ)、および/またはインシュリン皮下注入装置のセンサー(insulin s
ubcutaneous sensor)から受信できる。現実または実際のデータは、バーチャルペイシェ
ントソフトウェア105に入力され、かつ実際の患者情報ストレージ155に格納される。
【００４３】
　図1Bに示す本発明の実施形態では、現実または実際の入力データは、実際の患者入力ス
トレージ155から患者パラメータフィットモジュール160に転送される。たとえば、血糖セ
ンサーの血糖測定値、インシュリン投与(インシュリンポンプおよび/またはインシュリン
注射による)、および/または運動データを患者パラメータフィットモジュール160に送信
してもよい。つまり、バーチャルペイシェントソフトウェア105は、基盤となる代謝モデ
ルを使用して実際の患者の血糖測定値を最適に近似する。このような動作条件の下では、
患者パラメータフィットモジュール160は、患者のグルコースセンサーの測定値が患者に
ついて患者モデルで予測される値に対応するかどうか、またはこれに近いかどうかを測定
された期間にわたって判断する。換言すると、患者パラメータフィットモジュール160は
、実際の患者のデータを受信し、このデータを分析し、患者の数学的なパラメータを決定
する。このようにして決定された数学的なパラメータは、シミュレーションエンジン150
に転送または提供される。現実または実際の患者の入力データは、実際の患者データスト
レージ155からユーザインターフェイス制御モジュール120にも転送される。医師モードが
選択されている場合は、現実または実際の患者のインプットデータは、ユーザインターフ
ェイス制御モジュール120からチャート作成および表示モジュール110に転送される。チャ
ート作成および表示モジュール110は、この情報(たとえばグラフ)をコンピューティング
デバイスのディスプレイに表示する。特定の動作条件の下では、グラフは、時間の経過に
伴う血糖値、時間の経過に伴う炭水化物、時間の経過に伴う運動、および時間の経過に伴
う患者へのインシュリン投与を表示できる。患者モデルが選択された場合は、シミュレー
ションが実行されたときまでの現実または実際の患者のインプットデータのみがチャート
作成および表示モジュール110によって表示される。
【００４４】
　バーチャルペイシェントソフトウェア105のユーザは、ユーザインターフェイス制御モ
ジュール110を使用してインプット、イベント、またはアクティビティを変更または修正
してもよい。本来、ユーザは、患者が最近摂取した食事を実際に入力する必要がある。ユ
ーザは、チャート作成および表示モジュール110によって表示されたグラフを確認し、イ
ンプット、イベント、またはアクティビティ、たとえば患者の炭水化物摂取やインシュリ
ン投与に関する変更を指定することができる。具体例で説明すると、ユーザは、基礎注入
量を調整したシナリオを作成するように指定できる。調整すると、バーチャルペイシェン
トソフトウェア105は、患者の血糖値における応答をシミュレートする。調整されたイン
プット、イベント、またはアクティビティは、ユーザインターフェイス制御モジュール12
0からシミュレーションエンジン150に転送される。シミュレーションエンジン150は、調
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整されたインプット、イベント、またはアクティビティを受信し、調整されたインプット
、イベント、またはアクティビティに応答する患者の推定された血糖値を計算する。シミ
ュレーションエンジン150は、患者パラメータフィットモジュール160によって抽出された
パラメータまたは定数を利用して、患者の推定またはシミュレートされた血糖値応答の生
成を支援する。血糖値応答は、血糖データと呼ぶこともある。また、特定の期間にわたる
多くの、一連の、または複数の血糖測定値と呼ぶこともある。こうした血糖データまたは
多くの血糖測定値は、シミュレーションエンジン150からチャート作成および表示モジュ
ール110に転送できる。前述のように、この血糖データはシミュレーションエンジン150に
よって生成された血糖データでもよい。シミュレーションエンジン150から受信した生成
された血糖データは、ここでバーチャルペイシェントソフトウェアのチャート作成および
表示モジュール110によってコンピューティングデバイス100のディスプレイに表示される
。患者モードのバーチャルペイシェントソフトウェア105では、生成された血糖データは
、バーチャルペイシェントソフトウェア105に入力された期間のみについて表示される。
具体例で説明すると、ユーザが仮想患者に関するシミュレーションを12:00(正午)までに
ついてのみ実行した場合は、チャート作成および表示モジュール110によって12:00(正午)
までの血糖データのみが表示される。本発明の一実施形態では、シミュレーションエンジ
ン150は、12:00(正午)までの期間の血糖測定値のみを計算し、この12:00(正午)までの期
間の血糖測定値のみを転送できる。メディカルプロフェッショナルまたは医師モードのバ
ーチャルペイシェントソフトウェア105では、生成された血糖値がチャート作成および表
示モジュール110によってシミュレーションの期間(たとえば2～3日)について表示される
。
【００４５】
　図2は、本発明の一実施形態によるバーチャルペイシェントソフトウェアシステムの初
期画面を示している。これは、バーチャルペイシェントソフトウェアの操作を開始するた
めの選択画面であり、ここでバーチャルペイシェントソフトウェアアイコンを選択する。
本システムの一実施形態では、ユーザはメインインタラクション(main interaction)ボタ
ン210を選択してバーチャルペイシェントソフトウェアの操作を開始することができる。
初期画面のその他のボタンまたはツールバーは、システム管理者が選択した場合に、バー
チャルペイシェントソフトウェアの追加機能を追加したり、特定のパラメータを変更した
りできる。具体例で説明すると、バーチャルペイシェントソフトウェアに新しいイベント
または基底のオプションを追加できる。さらに、4つのモデルボタンまたはツールバーを
利用してさまざまなモデルを追加することもできる。ユーザは、コンピューティングデバ
イスのデスクトップ画面に表示されたアイコンを選択してバーチャルペイシェントソフト
ウェアの操作を開始することもできる。
【００４６】
　図4Aは、本発明の一実施形態による患者モードのバーチャルペイシェントソフトウェア
についての流れ図を示している。本ソフトウェアを起動すると、対話のタイプを選択でき
る(400)。具体例で説明すると、対話のタイプは医師の対話または患者の対話でもよい。
医師の対話が選択された場合は(410)、医師対話タイプのメニューで患者選択画面を選択
できる。医師対話タイプの画面は図4Bで説明されている。図5はバーチャルペイシェント
ソフトウェアの対話選択画面を示している。図5に示す本発明の実施形態では、メイン対
話画面500のボタンをクリックすることによって2つのオプションのいずれかを選択できる
。この実施形態では、表示される2つのオプションは、"Be the Patient(患者)"オプショ
ン(ボタン502をクリックすることによって選択できる)と"Be the Doctor(医師)"オプショ
ン(ボタン504をクリックすることによって選択できる)とである。"Be the Patient"のソ
フトウェアシミュレーションを使用すると、シミュレートされる患者の食事、運動、ボー
ラス投与、およびサンプル日の経過の確認による応答が表示され、バーチャルペイシェン
トソフトウェア105のユーザは、グルコースセンサーを利用することによって患者の意思
決定をどう改善できるかを理解する機会が提供される。"Be the Doctor"のソフトウェア
シミュレーションを使用すると、フィンガースティックによる血糖測定値および/または
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グルコースセンサーの測定値に応答するメディカルプロフェッショナルの意思決定が仮想
患者に与える効果が表示され、ユーザまたはメディカルプロフェッショナルは、インシュ
リンポンプによる治療を最適化する方法を理解する機会が提供される。本発明の別の実施
形態では、対話選択画面に複数のオプション(たとえば、Be the Patient(患者)、Be the 
Medical Professional(メディカルプロフェッショナル)、Be the Patient utilizing the
 patient's own metabolic model(患者、患者自身の代謝モデルを使用)、Be the Doctor 
utilizing patient's own metabolic model and actual data(医師、患者自身の代謝モデ
ルと実際のデータを使用)など)が表示されてもよい。
【００４７】
　図4Aの流れ図に戻り、患者の対話タイプが選択されると、患者モデルのタイプを選択で
きる(420)。特定の動作条件の下では、各個人が一意の特性(代謝率、グルコース生成率(g
lucose creation rates)、運動に対する応答など)を備えているので、特定のイベントや
投薬に対する個人の反応を評価するための複数のモデルが作成されている。本発明の一実
施形態では、3人の患者モデルを選択できる。他の動作条件の下では、各個人について、
患者モデル、すなわち運動、ボーラス投与、特定の量の炭水化物摂取、またはインシュリ
ンポンプの基礎注入量の調整に対する個人の応答を評価または予測するためにその個人専
用に作成されたモデルを割り当てることができる。
【００４８】
　図6は、本発明の一実施形態によるバーチャルペイシェントソフトウェアの患者選択画
面を示している。図6に示す本発明の実施形態では、患者選択画面で3人の患者モデルの1
人を選択できる。バーチャルペイシェントソフトウェアのユーザは、個々の特性、たとえ
ば、1)糖尿病のタイプ、2)年齢、3)性別、および4)その他の医学的な条件などに関して、
ユーザに最も近いモデルを選択できる。モデルすなわち仮想患者は、それぞれのプロフィ
ール、経歴、ならびに炭水化物(carbs)およびインシュリンに対する応答が異なっている
。具体例で説明すると、図6に示す3人の患者モデルをKevin、Stanley、およびMeganとす
る。Kevinは、タイプ1の糖尿病を患う11才の少年、非常に活発であり、約7年間にわたっ
て自身の状態を認識している。Stanleyは、これもタイプ1の糖尿病を患う57才の男性、体
をよく動かしており、約45年間にわたって自身の状態を認識している。Meganは34才の女
性で妊娠性糖尿病(自身の妊娠による)と診断されており、現在のところはあまり活動的で
はないが、ウォーキングやガーデニングを楽しんでいる。患者選択メニュー600には、Kev
inのメニューセレクタもしくはボタン602、Stanleyのメニューセレクタもしくはボタン60
4、またはMeganのメニューセレクタもしくはボタン606が表示されている。患者選択メニ
ュー600には、バーチャルペイシェントソフトウェアのユーザが容易に対話選択画面に戻
って対話モード(たとえば、患者対話モードまたはメディカルプロフェッショナル対話モ
ード)を選択できるやり直し(start over)のボタン、アイコン、またはセレクタが含まれ
ている。
【００４９】
　図4Aに戻り、患者モデル(たとえばMegan)が選択されると、患者イベント画面を表示で
きる(430)。本発明の一実施形態では、患者イベント画面の使い方を説明するヘルプボタ
ンが表示されてもよい。これは、バーチャルペイシェントシステムの初期へルプ画面と呼
ぶことができる。図7は、本発明の一実施形態による患者モードの操作および表示画面を
示している。図7に示す本発明の一実施形態により、患者モードの操作および表示画面700
には、時間(timing)ツールバー702、フィンガースティック実行ツールバーまたはセレク
タボタン704、ボーラス投与ツールバーまたはセレクタボタン706、基礎注入量調整ツール
バーまたはセレクタボタン708、食事または食物摂取ツールバーまたはセレクタボタン710
、運動ツールバーまたはセレクタボタン712、およびグラフ表示セクション714が表示され
てもよい。患者モードの操作および表示画面700には、さらにセンサー起動ツールバーま
たはセレクタボタン716が表示されてもよい。本発明の一実施形態では、モデルとなった
個人の写真がペイン720に表示されてもよい。特定の動作条件の下では、異常な症状また
は問題の可能性のある状態の特定の症状が、モデルになった個人の写真が表示されている
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ペイン720の下の領域722にメッセージとして表示されてもよい。こうした症状または問題
の可能性のある状態は、時間に対する血糖値のグラフで、患者が危険性のあると考えられ
る領域またはレベルに入ったことによって表示されてもよい。 
【００５０】
　図4Aに戻ると、バーチャルペイシェントソフトウェアのユーザは、患者モードの操作お
よび表示画面を使用してさまざまなイベントまたはさまざまなインプットを入力できる。
イベントは、バーチャルペイシェントソフトウェアで結果がグラフに表示されるためのア
クションとして定義できる。たとえば、イベントには任意の時間ツールバー(たとえば、3
0分待ち、1時間待ち、2時間待ち)、または"take fingerstick(フィンガースティック実行
)"ツールバーもしくはセレクタボタンの選択を含めてもよい。具体例で説明すると、イン
プットは、"taking bolus(ボーラス投与)"ツールバー、"adjust basal(基礎注入量調整)"
ツールバー、"eat(食物)"ツールバー、および"exercise(運動)"ツールバーでもよい。イ
ンプットが入力されると、患者モデルは、そのインプットと対話し、出力が生成され、こ
の出力が患者モードの操作および表示画面700のグラフ表示セクション714に表示される。
たとえば、個人が運動し、運動ツールバーまたはセレクタボタンを選択して運動のレベル
と期間を入力すると、患者モデルは、このインプットを受信し、これが特定の期間にわた
って患者モデルの血糖値に及ぼす影響に関する測定値を生成する。図7に示す本発明の実
施形態により、さまざまなイベントが入力されると、患者モデルは、モデルデータベース
から適切な測定値を抽出し、患者モードの操作および表示画面700のグラフ表示セクショ
ン714にこの情報を表示する。たとえば、"take fingerstick"ツールバーまたはセレクタ
ボタンを利用すると、Meganのモデルのプロフィールで指定された特性に基づいてMeganの
患者モデルからMeganの測定値が抽出され、この測定値がグラフ表示セクション714に表示
される。
【００５１】
　図8は、本発明の一実施形態によるバーチャルペイシェントソフトウェアの操作および
表示画面700を示している。図8に示す操作および表示画面700には、アクティビティログ8
10が含まれている。アクティビティログ810には、患者モデル(たとえばMeganのモデル)と
の現在の対話の間にこのモデルに関して発生したイベントまたは入力されたインプットが
すべて表示される。具体例で説明すると、フィンガースティックツールバー、ボーラス投
与ツールバー、または食事ツールバーが選択されるたびに、アクティビティログ810はこ
うした情報で更新される。
【００５２】
　操作および表示画面700のグラフ表示セクション714には、情報を提供する複数のグラフ
を表示できる。図9は、本発明の一実施形態によるバーチャルペイシェントソフトウェア
の操作および表示画面のグラフ表示セクションを示している。具体例で説明すると、バー
チャルペイシェントソフトウェアの操作および表示画面700には、2日間にわたるインシュ
リン投与を示すグラフ825が含まれている。具体例で説明すると、グラフ825は、1日半の
間にインシュリンが4回投与されたことを示している。グラフのピークは、患者にたとえ
ば6.5単位のインシュリンが投与されたときのレベルを示している。インシュリンのボー
ラス投与は、参照番号822、824、826、および828で表されている。参照番号822、826、お
よび828のボーラス投与は、通常のボーラス投与を示している。参照番号824は、デュアル
ウェーブ(dual wave)のボーラス投与を示している。さらに、方形波(squarewave)のボー
ラス投与を入力してもよい。グラフ825は、インシュリンポンプまたは連続的なインシュ
リンソースからのグラフ825のベースライン820によるインシュリン投与を表している。こ
のグラフには、特定の期間830に関する方形波としての運動が表示されている。運動によ
って、たとえば、食事の炭水化物が吸収または消費されて、血糖値が低下している。さら
に、バーチャルペイシェントソフトウェア105では、表示されているイベントまたはイン
プットの上にカーソルが移動すると、小さなポップアップウィンドウが表示される。具体
例で説明すると、図9では、カーソルが運動の方形波830上に置かれた場合にポップアップ
ウィンドウ832が表示され、運動が実行されたこと、運動が実行された時刻、運動を継続
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した時間、運動実行のレベルが識別される。さらに、カーソルがいずれかのボーラス投与
の上に置かれると(たとえば、7:30 amの6.5単位のボーラス投与)、ポップアップウィンド
ウ834が表示される。
【００５３】
　グラフ表示セクション714には、1日のさまざまな時刻に患者が摂取した炭水化物を示す
グラフ835が表示されてもよい。たとえば、図9に示すように、1日目の正午頃に患者は60
グラムの炭水化物(carb)を摂取している。バーの高さは摂取した炭水化物の量を表してい
る。換言すると、バーが高いほど炭水化物の量も多い。いずれかのバーの上、または隣に
カーソルが置かれると、小さなポップアップウィンドウに、食物または食事の摂取に関す
る情報(食事の種類、摂取したcarb(炭水化物)のグラム数、および吸収率(たとえば"25% s
low"))が表示される。
【００５４】
　グラフ表示セクション714には、特定の期間(たとえば2日間)にわたる患者の血糖値を表
すグラフ840を表示できる。本発明の一実施形態では、患者対話モードの画面に情報が入
力されない場合に備えて、モデルにあらかじめタイムポイントが指定されている。たとえ
ば、患者モデルとしてMeganが選択され、時刻(たとえば7:00 am)が選択されると、Megan
の患者モデルから最初の測定値119が読み出される。"take fingerstick"セレクタツール
バーまたはモジュールが選択されると、フィンガースティックの測定値がグラフ840に表
示される。本発明のこの実施形態では、患者は自身のフィンガースティックを入力しない
。代わりに、バーチャルペイシェントソフトウェアの患者モデルがフィンガースティック
の測定値を提供する。グラフ840は2日間にわたる時間の経過として表示される。換言する
と、たとえば、患者が目を覚まして時刻を7:00 amに設定すると、グラフ825，835，840は
患者モデルから提供されたパラメータに従って表示される。最初に時刻を入力した後で、
ユーザは7:30 amの食事、7:30 amの標準のボーラス投与、および4:00 pm頃の運動などの
インプットを入力してもよい。グラフ840は、インシュリンおよび炭水化物の摂取に関し
て調整された患者モデルから提供されたデータの組合せによって形作られる。換言すると
、インプットが入力され、これが患者モデル(シミュレーションエンジン)に入力され、患
者モデル(シミュレーションエンジン)は、その既知の特性および測定値(患者パラメータ)
を利用して、インプットが血糖測定値に及ぼす効果を考慮して血糖測定値を決定する。前
述のように、カーソルがいずれかの測定値の上に置かれると(数字が表示されている場合)
、小さなポップアップウィンドウが表示され、測定値のタイプおよび測定値の数値が表示
される。他の動作条件の下では、小さなポップアップウィンドウ870にシミュレーション
の時刻が表示される。この時刻を表示する小さなポップアップウィンドウ870には、現在
の血糖測定値、血糖測定値の時刻、および血糖測定値の傾向の指標が表示される。たとえ
ば、図9に示すように、血糖測定値の動向は急激に低下している。本発明の一実施形態で
は、矢印は真上または真下に向いていてもよい。矢印の数は、下の表に示すように、血糖
値の変化の速度に対応してもよい。
【００５５】
【表１】

【００５６】
　本発明の一実施形態では、グルコースセンサーツールバーを選択してグルコースセンサ
ーを起動すると、グルコースセンサーから入力されたのと同様に患者モデルが血糖測定値
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を提供する。換言すると、本発明のこの実施形態では、患者の実際のグルコースセンサー
は、バーチャルペイシェントソフトウェアに接続されておらず、バーチャルペイシェント
ソフトウェアに測定値を提供していない。
【００５７】
　図4Aの流れ図に戻ると、バーチャルペイシェントソフトウェアでイベントが選択された
かインプットが選択されたかについて判断が行われている。図4Aでは、イベント(時間入
力ツールバーまたはフィンガースティック実行ツールバーなど)が選択されたかどうかに
ついての判断が行われている(450)。図4Aの流れ図は、本ソフトウェアの1つまたは予想さ
れるいくつかのシーケンスフローのみを示していることに留意されたい。他の動作条件の
下では、バーチャルペイシェントソフトウェア105は、最初にインプットが受信されたか
どうかを判断してもよい。イベントが選択された場合に、バーチャルペイシェントソフト
ウェアは、イベントの測定値またはアクションを患者対話モード画面のグラフィックモジ
ュールの1つまたは複数のグラフに表示する(460)。たとえば、ユーザが1時間待ち(つまり
、患者対話モードで1時間先)を選択した場合に、患者対話モード画面のグラフ表示セクシ
ョン714に表示されたグラフが更新され、1時間の経過を反映する。バーチャルペイシェン
トソフトウェア105がイベントの測定値またはアクションをグラフに表示すると、バーチ
ャルペイシェントソフトウェア105は、ステップ450に戻ってさらにイベントまたはインプ
ットが選択されたかどうかの判断を待つ。
【００５８】
　イベントが選択されていない場合に、バーチャルペイシェントソフトウェア105は、イ
ンプットが受信されたかどうか、さらにどのタイプのインプットが受信されたかを判断す
る(470)。インプットが受信されていない場合に、バーチャルペイシェントソフトウェア
は、ステップ450の入力に戻り、インプットまたはイベントのいずれかを待つ。ユーザが
基礎注入量の変更を入力した場合は、基礎注入量のインプットが受信され、選択された患
者モデルは基礎注入量のインプットの変更に基づいて結果を生成し、この情報がグラフ表
示セクション714のグラフ(1つまたは複数)に表示される(480)。具体例で説明すると、基
礎注入量が変更された場合に、図9のグラフ825でベースラインの値820を増加または減少
することによって、次の期間にグラフ825が変更される。基礎注入量の変更が特定の期間
にわたってモデル患者の血糖値に及ぼす影響に基づいて、グラフ840も調整される。
【００５９】
　バーチャルペイシェントソフトウェアに新しいボーラス投与が入力された場合は、この
新しいボーラス投与が受信され、患者モデル(シミュレーションエンジン150)は、この新
しいボーラス投与を受信して、この新しいボーラス投与のインプットに基づく血糖値の結
果を生成する。さらに、このボーラス投与インプットの情報と患者モデルによって生成さ
れた結果とは、患者モードの操作および表示画面のグラフ表示セクション714に表示され
る(484)。具体例で説明すると、バーチャルペイシェントソフトウェアに新しいボーラス
投与が入力された場合は、グラフ825が変更され、ボーラス投与が行われた時刻とボーラ
ス投与の量が表示される。さらに、選択された患者の血糖値を表すグラフ840も変更され
、特定の期間にわたるボーラス投与の影響を反映する。
【００６０】
　バーチャルペイシェントソフトウェアに運動インプットが入力された場合は、この新し
い運動インプットが受信され、患者モデル(シミュレーションエンジン150)は、この新し
い運動インプットを受信してこの新しい運動インプットに基づく血糖値の結果を生成する
。さらに、この運動インプットの情報と患者モデルによって生成された結果は、患者モー
ドの操作および表示画面のグラフ表示セクションに表示される(488)。具体例で説明する
と、バーチャルペイシェントソフトウェアで新しい運動インプットが受信された場合は、
グラフ825が変更され、患者が行った運動の時刻、期間、およびレベルが表示される。さ
らに、グラフ840も変更され、特定の期間にわたる患者の運動の影響を反映する。
【００６１】
　バーチャルペイシェントソフトウェアに新しい食事インプットが入力された場合は、こ
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の新しい食事インプットが受信され、患者モデルは、この新しい食事インプットを受信し
てこの新しい食事インプットに基づく血糖値の結果を生成する。さらに、この食事インプ
ットの情報と患者モデルによって生成された結果とは、患者モードの操作および表示画面
のグラフ表示セクションに表示される(492)。さらに、バーチャルペイシェントソフトウ
ェア105は、食事中に摂取した炭水化物の量に対処するために患者に必要となる適切なボ
ーラス投与を算出して提供する。具体例で説明すると、バーチャルペイシェントソフトウ
ェアで新しい食事インプットが受信された場合は、グラフ835が変更され、食事、食事に
どれだけの炭水化物量が含まれると推定されるか、その炭水化物がどの程度消化しやすい
かが表示される。さらに、グラフ840も変更され、患者が入力された食事を摂取した後、
特定の期間にわたる血糖値への影響を反映する。
【００６２】
　図3Aは、本発明の一実施形態によるボーラス入力ウィンドウおよびボーラスウィザード
ウィンドウを示している。本発明の一実施形態では、バーチャルペイシェントソフトウェ
ア105のユーザは、ボーラス入力ウィンドウ310でボーラス投与の量(インシュリンの単位
数による)を入力できる。バーチャルペイシェントソフトウェア105は、この情報を選択さ
れた患者モデル(またはシミュレーションエンジン150)に入力する。入力されたボーラス
投与が患者モデルの血糖値に及ぼす効果が計算され、グラフ840に表示される。さらに、
インシュリン投与のグラフ825が更新され、新しく追加されたボーラス投与が反映される
。特定の動作条件の下では、ユーザが新しい期間を選択すると、グラフ825およびグラフ8
40が更新される。具体的に言えば、こうした動作条件の下では、11:30 amにボーラス投与
が行われ、グラフが11:30 amまでの期間のみを表示している場合は、新しい期間が選択さ
れるまでグラフ825(血糖値)およびグラフ840(インシュリン投与)は更新されない。
【００６３】
　バーチャルペイシェントソフトウェアのユーザは、ボーラスウィザードウィンドウ320
を使用すると、患者が食事の時間に摂取した炭水化物量に基づいて投与または対抗するボ
ーラスの単位数を決定することができる。バーチャルペイシェントソフトウェアのユーザ
は、ボーラスウィザードウィンドウ320で炭水化物の数量(たとえばグラム数)を入力して"
calculate(計算)"セレクタボタンまたは"calculate"ツールバーを押すと、バーチャルペ
イシェントソフトウェアが決定した炭水化物の摂取に対処するボーラス投与の量が表示さ
れる。特定の動作条件の下では、選択された患者モデルは、患者が摂取する炭水化物のグ
ラム数をユーザがたびたび少なく見積もったり多く見積もったりすることを考慮に入れて
いる。
【００６４】
　図3Bは、本発明の一実施形態による患者モードの操作および表示メニューの運動入力画
面を示している。発明の一実施形態では、運動入力画面330は小さなポップアップウィン
ドウである。運動(Exercise)入力画面330には、運動の期間を入力できる1つの入力ウィン
ドウ333と運動のレベル(たとえば、低、中、高)を入力できるもう1つの入力ウィンドウ33
6とが表示される。特定の動作条件の下では、入力ウィンドウ333およびもう1つの入力ウ
ィンドウ336は、ドロップダウンメニューとして実装されてもよい。運動の時間が長いほ
ど、または運動が激しいほど、一般的には運動を実行中または終了後の患者の血糖値が上
昇することを意味する。運動入力画面330には、"Exercise(運動)"入力ボタン340も表示さ
れている。"Exercise"入力ボタン340がクリックされた場合または選択された場合に、入
力ウィンドウ333およびもう1つの入力ウィンドウ336に入力されたインプットが患者モデ
ル(またはシミュレーションエンジン150)に入力される。患者モデルまたはシミュレーシ
ョンエンジン150は、入力された運動の期間および激しさが患者の血糖値に及ぼす影響を
計算する。入力された運動インプットによる血糖値の変化は、患者モードの操作および表
示画面のグラフ表示セクションのグラフ840に表示される。さらに、図3Bに示すように、
運動インプットは、インシュリン投与のグラフ825にも緑の矩形342によって表示されてい
る。
【００６５】
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　図3Cは、本発明の一実施形態による患者対話モードの操作および表示画面の基礎注入量
調整メニューを示している。本発明の一実施形態では、"adjust basal rate(基礎注入量
調整)"メニュー350は、ポップアップメニュー、すなわち患者モードの操作および表示画
面上に重ねて表示されるメニューでもよい。"adjust basal rate"メニューでは、基礎注
入量の調整を入力ウィンドウ352に入力できるが、"+"または"-"ボタンを押して指定する
こともできる。適切な基礎注入量が指定された後に、"adjust basal rate(基礎注入量調
整)"ボタン354が選択され、基礎注入量が選択された患者モデルに入力される。選択され
た患者モデルは調整された基礎注入量を受信し、調整された基礎注入量が患者の血糖値に
及ぼす影響を計算する。バーチャルペイシェントソフトウェア105は、特定の期間にわた
る患者の血糖値への効果を血糖値のグラフ840に表示する。バーチャルペイシェントソフ
トウェアは、さらにインシュリン投与のグラフ825にも調整された基礎注入量を反映でき
る。特定の動作条件の下では、基礎注入量が調整された後の期間についてのみ調整された
基礎注入量がインシュリン投与のグラフ825に表示される。
【００６６】
　図3Dは、本発明の一実施形態による炭水化物判定メニューを示す図である。本発明の一
実施形態では、ユーザは炭水化物のグラム数がわかっている場合、たとえばあらかじめセ
ットになっている食事を摂取する場合または摂取した場合は、この情報を入力するだけで
よい。図3Dに示す本発明の実施形態では、ユーザが患者モードの操作および表示画面の"e
at(食物)"ツールバーを選択すると、炭水化物判定メニュー360が表示される。炭水化物判
定メニュー360には、さまざまな食事および/または軽食の組合せが表示される。食事およ
び/または軽食の組合せは、予想される多くの標準的な患者の食事を表しており、患者ま
たはユーザは、最近摂取した食事(またはこれから摂取する食事)の炭水化物の数量を判定
できる。特定の動作条件の下では、選択した2つの食事の炭水化物の数量は、同じかまた
は非常に類似している場合がある。しかし、炭水化物には、消化が遅いものや、患者の血
糖値への影響が遅いもの、あるいは早いものがある。食事および/または軽食の組合せを
選択すると、バーチャルペイシェントソフトウェアの選択された患者モデルは、炭水化物
のグラム数だけでなく炭水化物の作用が遅いか早いかも考慮に入れる。炭水化物の数量を
入力するか食事を選択すると、バーチャルペイシェントソフトウェアは、摂取した炭水化
物が選択された患者の血糖値に及ぼす影響を判定し、結果の血糖値をグラフ840に表示す
る。さらに、炭水化物のグラム数がグラフ表示セクションのグラフ835に表示される。
【００６７】
　図4Bは、本発明の一実施形態による医師対話モードのバーチャルペイシェントソフトウ
ェアを示す流れ図である。医師またはメディカルプロフェッショナルの対話モードが選択
されると(540)、患者モデルを選択できる(550)。図4Bに示す本発明の一実施形態では、医
師対話モードのメニューが表示され、選択された患者モデルに対応する患者が表示される
(560)。患者の情報表示画面には、患者モデルの患者の初期状態の概要が表示され、さら
に患者の数日間のデータも表示される。特定の動作環境の下では、患者の初期状態の概要
の表示が前面に表示され、患者の数日間のデータは背面に表示される。
【００６８】
　図10は、本発明の一実施形態による医師対話モードのバーチャルペイシェントソフトウ
ェアで表示する1人の患者(たとえばMegan)の情報表示画面1000を示している。情報表示ポ
ップアップメニュー1010には、患者の統計情報を表示できる。こうした統計情報は、数日
間(たとえば3日間)のデータに基づいている。本発明の一実施形態では、統計情報はあら
かじめ患者モデルに格納されている。本発明の代替の実施形態では、統計情報を外部のソ
ースから入力できる。患者がストレージ機能付きのグルコースセンサー(Medtronic社のグ
ルコースセンサーなど)を装着している場合は、センサーの数日間の測定値を患者の測定
値データベースにロードし、バーチャルペイシェントソフトウェア105の医師対話モード
でメディカルプロフェッショナルが患者の実際のデータを利用できるようにしてもよい。
統計情報は、表示される期間の平均血糖測定値、HbA1cのパーセンテージ、平均血糖測定
値からの偏差、およびMeganの治療が最適な治療からどのくらい外れているかの指標とな
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るコントロールスコア(control score)を含めてもよいが、これらに限定はされない。特
定の動作条件の下では、すべての設定が最も効率的に調整された場合の最適なコントロー
ルスコアは100である。患者情報表示メニューには、患者の状態に関する簡単な説明を表
示してもよい。
【００６９】
　図11は、本発明の一実施形態による医師対話モードの操作および表示画面を示している
。医師対話モードの操作および表示メニューには、表示オリエンテーション(display ori
entation)メニュー1105、センサー表示(display sensor)チェックボックス1110、インプ
ット変更またはポンプ設定(modify input or pump settings)メニュー1115、実際の調整(
actual adjustment)ツールバー1120、イメージプロフィール1125、およびグラフ表示セク
ション1130が表示される。図11に示す本発明の実施形態では、表示オリエンテーションメ
ニュー1105を使用して、情報のシーケンシャル(たとえば3日間連続)表示と、情報のオー
バーレイまたはモーダル表示(たとえば、グラフの範囲を1日とし、3日間のすべての測定
値を1日分ずつ重ねて表示)と、情報の食事中心の表示(たとえば、各食事が個別の小さな
メニューに表示され、3日間の各食事を中心とするデータが個別の小さなメニューに表示
される)とを選択できる。
【００７０】
　センサー表示チェックボックス1110を選択すると、バーチャルペイシェントシステムの
ユーザは、センサーの測定値を医師モードの操作および表示画面のグラフ表示セクション
1130に連続的または定期的に表示できる。センサー表示チェックボックス1110が選択され
ていない場合は、フィンガースティックの測定値に対応するデータポイントのみがグラフ
表示セクション1130に表示される。イメージプロフィール1125には、選択された患者モデ
ルに対応する患者の写真が表示される。インプット変更またはポンプ設定サブメニュー11
15を使用すると、異なる基礎注入量、異なる炭水化物/インシュリンの比率、ならびに特
定のボーラス投与の量およびボーラス投与のタイミングを選択できる。実際の調整ツール
バー1120を使用すると、1日のさまざまな期間におけるさまざまな基礎注入量の設定と、1
日のさまざまな期間におけるさまざまな炭水化物/インシュリンの比率の設定と、さまざ
まなボーラス投与の量および患者のボーラス投与を行うタイミングの指定とができる。グ
ラフ表示セクション1130には、医師モードの操作および表示メニュー1130の表示オリエン
テーションメニューの選択に基づいて、複数のグラフが表示される。
【００７１】
　図4Bに戻ると、ユーザは医師対話モードのメニューから、"basal profile(基礎プロフ
ィール)"オプションを選択し、さまざまな期間について基礎注入量を調整できる(570)。
基礎注入量が調整されると、バーチャルペイシェントソフトウェア105は、調整された基
礎注入量(1つまたは複数)が血糖値に及ぼす影響を計算し、調整された基礎注入量の結果
と増加または減少した基礎注入量とをグラフ表示セクション1130に表示する(575)。医師
対話モードの操作および表示画面で"boluses(ボーラス投与)"オプションを選択すると、
ボーラス投与入力画面を表示できる。
【００７２】
　図12Aは、本発明の一実施形態によるボーラス投与入力画面が表示された医師対話モー
ドのメニューを示している。本発明の一実施形態では、それぞれが食事の時間に対応する
3度のボーラス投与が入力されてもよい。ボーラス投与の形状とボーラス投与が行われた
タイミングを入力できる。ボーラス投与が特定のタイプである場合は、ユーザがボーラス
投与が行われた期間を患者システムに入力できる。
【００７３】
　図4Bの流れ図に戻ると、バーチャルペイシェントソフトウェアはすでに標準または既存
のボーラス投与インプットを備えていてもよいが、バーチャルペイシェントソフトウェア
ではボーラス投与の形状およびタイミング(食事の前後、食後30分など)を選択できる(580
)。バーチャルペイシェントソフトウェアは、入力されたボーラス投与の情報を取得し、
この情報を選択された患者モデルに適用し、さらに選択された患者モデルの血糖値が調整
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された入力ボーラス投与の情報にどう応答するかについて、結果のグラフ(たとえば結果
のデータポイント)を生成する。得られたグラフは医師モードの操作および表示画面のグ
ラフ表示セクションに表示される(585)。さらに、調整されたボーラス投与の情報もグラ
フ表示セクション1130のインシュリン投与のグラフに表示される。
【００７４】
　医師対話モードの操作および表示画面から、インシュリン/炭水化物の比率を調整する
こともできる。炭水化物/インシュリンの比率は、さまざまな期間について調整できる。
実際の患者のインシュリン/炭水化物の比率は一日のうちで変化する可能性があるため、
ポンプ利用者は、インシュリンポンプをプログラムするときにこれに対応する指定が可能
である。図12Bは、適切な炭水化物/インシュリンの比率が選択された医師モードの操作お
よび表示画面を示している。本発明の実施形態では、24時間を6時間ごとに分割し、それ
ぞれに異なる炭水化物/インシュリンの比率を指定できる。選択された期間の炭水化物/イ
ンシュリンの比率をユーザが調整すると、調整された炭水化物/インシュリンの比率が血
糖値に及ぼす効果が、医師モードの操作および表示画面のグラフ表示セクション1130に表
示される(595)。さらに、グラフ表示セクションのインシュリン投与のグラフには、炭水
化物およびインシュリンが相互に関連して表示される。たとえば、炭水化物/インシュリ
ンの比率が6:1の場合は、72グラムの炭水化物は、インシュリン投与グラフで12単位(Us)
のインシュリンと同じ高さである。
【００７５】
　さらに、バーチャルペイシェントソフトウェア105にはさまざまな表示モードがある(時
系列、モーダル、および/または食事中心表示モード)。図14A、図14B、図14Cは、選択に
より、時系列、モーダル、および/または食事中心の表示モードを示している。ユーザは
、表示オリエンテーションメニュー1105でいずれかの選択項目またはオプションを押すこ
とによって表示モードを選択できる。
【００７６】
　任意のインプット(基礎注入量、ボーラス投与の形状とタイミング、および炭水化物/イ
ンシュリンの比率)が調整された後、または表示オリエンテーションが選択または調整さ
れた後に、プロセスまたはバーチャルペイシェントソフトウェアはステップ560の出力に
戻る。換言すると、たとえば表示モードが変更された後に、バーチャルペイシェントソフ
トウェアのユーザは基礎注入量の調整に戻ることができる。同様に、ユーザはボーラス投
与の形状とタイミングを調整できる。これは、図4Bのボックス560の出力に戻るリンクで
示されている。
【００７７】
　メディカルプロフェッショナルが選択された患者モデルに対して望まれる必要な調整を
すべて実行した後で、メディカルプロフェッショナルは、選択された患者モデルに関する
ラボレポートの実行を要求してもよい(598)。換言すると、メディカルプロフェッショナ
ルは患者の治療に対して行った変更が全体的な統計情報においてどう作用したかを詳細に
示すレポートを表示する必要がある。図13は、本発明の一実施形態による医師対話モード
の画面に表示されたラボレポートを示している。本発明の一実施形態では、ラボレポート
が医師対話モード画面のグラフ表示セクションに表示されるグラフの代わりにポップアッ
プウィンドウとして表示されてもよい。ラボレポートは、選択された患者モデルにユーザ
、たとえばメディカルプロフェッショナルが行った最適化(または調整)に関連する患者の
最新の成果を示している。特定の動作条件の下では、バーチャルペイシェントソフトウェ
アの動作中に患者に関する複数のラボレポートを実行できる。ラボレポートは、"lab rep
ort(ラボレポート)"選択ボタンが選択され、前回ラボレポートを実行してから設定値の調
整または変更があった場合に実行できる。ラボレポートは、メディカルプロフェッショナ
ルが患者モデルに対する最適な処置を決定する上での指針となるコントロールスコアを提
供する。
【００７８】
　図14Aは、本発明の一実施形態による医師対話モードの操作および表示画面に表示され
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た食事中心ビューを示している。図14Aに示す本発明の実施形態では、医師対話モードの
操作および表示メニューの食事中心ビューに5つの異なるグラフが表示されている。医師
モードの操作および表示メニューの食事中心モードには、"evening/overnight(夜食)"サ
ブメニュー1410、数日間の血糖値(blood glucose multiple day)サブメニュー1420、"bre
akfast(朝食)"サブメニュー1430、"lunch(昼食)"サブメニュー1440、および"dinner(夕食
)"サブメニュー1450が表示されている。夜食サブメニュー1410には、選択された患者の夜
間(たとえば10:00 pm～6:00 am)の血糖値が表示される。数日間の血糖値サブメニュー142
0には、数日間(たとえば3日間)の測定値が表示される。測定値には、選択された患者の血
糖値、選択された患者へのインシュリン投与、選択された患者の炭水化物摂取、および選
択された患者の運動インプットが含まれる。数日間サブメニュー1420は、バーチャルペイ
シェントソフトウェアの医師モードの操作および表示メニューの時系列ビューに類似して
いる。朝食サブメニュー1430には、数日間の朝食を中心とする期間の血糖値が表示される
。朝食サブメニュー1430には、朝食時および朝食を中心とする期間における、選択された
患者の炭水化物摂取およびインシュリン投与も表示される。本発明の一実施形態では、炭
水化物の総量とこれに対応する(患者の食事または炭水化物摂取による影響に対処するた
めに必要な)ボーラス投与の量が表示される。
【００７９】
　昼食サブメニュー1440および夕食サブメニュー1450は、朝食サブメニュー1430と同様で
あるが、これらのメニューにはそれぞれ昼食の期間および夕食の期間を中心とする血糖値
、炭水化物摂取量、およびボーラス投与の単位数が表示される。
【００８０】
　図14Bは、本発明の一実施形態による医師モードの操作および表示画面に表示されたモ
ーダルビューを示している。医師モードの操作および表示画面には、インシュリン投与の
グラフ825、炭水化物摂取のグラフ835、および血糖値のグラフ840が表示されている。医
師モードの操作および表示画面のモーダルモードのビューでグラフに表示される期間は1
日である。医師モードの操作および表示画面に表示される数日分の測定値は、日ごとに異
なる色または異なる幅/線種で表示される。具体例で説明すると、ライン1466は月曜日を
表し、ライン1468は火曜日を表し、ライン1470は水曜日を表している。このビューにより
、医師はバーチャルペイシェントソフトウェアを使用して特定の患者に関する数日分の測
定値を表示し、時間帯に固有の問題が発生しているかどうかを判断できる。
【００８１】
　図14Cは、本発明の一実施形態による医師モードの操作および表示画面に表示された時
系列ビューを示している。
【００８２】
　図15は、本発明の一実施形態によるグルコースセンサー、バーチャルペイシェントソフ
トウェアを備えるコンピューティングデバイス、およびインシュリンポンプを含む閉ルー
プシステムを示している。図15には、グルコースセンサー1510、バーチャルペイシェント
ソフトウェアを備えるコンピューティングデバイス(たとえば携帯情報端末(たとえばPDA 
1520)、およびインシュリンポンプ1530が個別のデバイスとして示されているが、本発明
の代替の実施形態では、3台のデバイスが1台のデバイス(すなわち、バーチャルペイシェ
ントソフトウェア1550を格納し、実行できるメモリと、システムのユーザにグラフを表示
できるディスプレイとを備える一体型のグルコースセンサー/インシュリンポンプ)に統合
されてもよい。本発明の代替の実施形態では、グルコースセンサー1510とインシュリンポ
ンプ1530とが1台のデバイスとして統合され、バーチャルペイシェントソフトウェア1550
は、携帯コンピューティングデバイス、たとえば携帯情報端末(PDA)1520、携帯電話、bla
ckberry、またはノートブックコンピュータにインストールされていてもよい。パラレル
、シリアル、またはEthernet(登録商標)通信プロトコルを使用して通信する通信ケーブル
を使用して、3台のデバイスを物理的に接続してもよい。本発明の代替の実施形態では、
デバイスは、無線通信プロトコル(たとえば、BluetoothまたはいずれかのIEEE 802.11無
線通信プロトコル)を使用する無線通信を介して相互に通信してもよい。たとえば、グル
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コースセンサー1510は、患者のグルコース測定値を携帯情報端末(PDA)1520上のバーチャ
ルペイシェントソフトウェア1550にBluetoothを使用して送信してもよい。バーチャルペ
イシェントソフトウェア1550には、患者モデル1560およびユーザインターフェイスユニッ
ト1540が含まれていてもよい。
【００８３】
　図16は、本発明の一実施形態によるカスタマイズされたバーチャルペイシェントソフト
ウェアの動作を示す流れ図である。バーチャルペイシェントソフトウェア105は、選択さ
れた患者のセンサー測定値をグルコースセンサーから受信してもよい(1600)。バーチャル
ペイシェントソフトウェアは、グルコースセンサーの測定値を連続的、定期的(たとえば
数時間ごと)、または一括(たとえば数日分の測定値をバーチャルペイシェントソフトウェ
アにロード)のいずれの方法で受信してもよい。グルコースセンサーの測定値は、通信ケ
ーブル、無線、または移植可能なメモリデバイス(メモリカード、メモリスティック、移
植可能なハードドライブ、フロッピー(登録商標)ディスク、CD、DVDなど)のいずれを経由
して転送してもよい。本ソフトウェアで仮想患者モデルを作成するには、追加の個人情報
(たとえば、体重、糖尿病の期間、患者のライフスタイル、患者の趣味など)が必要である
。
【００８４】
　バーチャルペイシェントソフトウェアは、測定値および個人データを受信した選択され
た患者モデルに何が「最適」であるかを決定する(1602)。つまり、本ソフトウェア105は
、基盤となる代謝モデルを使用して実際の患者の血糖測定値を最適に近似する。このよう
な動作条件の下では、患者モデル(患者パラメータフィットモジュール160)は、患者のグ
ルコースセンサーの測定値がこの患者について、患者モデル(患者パラメータフィットモ
ジュール160)で予測した値に対応するかどうか、またはこれに近いかどうかを測定された
期間にわたって判断できる。
【００８５】
　患者のグルコースのデータに「適合」する代謝モデルがない場合は、バーチャルペイシ
ェントソフトウェア105は、この特定の患者についてグルコースの代謝をシミュレートす
ることはできない。本発明の代替の実施形態では、患者モデルは、バーチャルペイシェン
トソフトウェア105の外部でグルコースセンサーの測定値を直接受信し、患者モデルがバ
ーチャルペイシェントソフトウェア105の外部で作成された後で、患者パラメータフィッ
トモジュールに配置された患者パラメータと任意の数学的アルゴリズムまたはロジックと
をシミュレーションエンジン150に提供することによって、新しく作成された患者モデル
をバーチャルペイシェントソフトウェアにインポートすることもできる。
【００８６】
　バーチャルペイシェントソフトウェア利用のモードを選択できる(1608)。本発明の一実
施形態では、モードには、指導モード(教育モード)または監視モードを含めてもよい。一
般的に言えば、指導モードでは、患者またはメディカルプロフェッショナルは、選択され
た患者モデルについて選択された治療の結果を表示できる。このモードでは、結果は実際
に患者のグルコースセンサーに表示されるものではない。代わりに、特定の治療またはイ
ベント(たとえば、基礎注入量または食事摂取の変更)が発生した場合の推定または予測で
ある。
【００８７】
　指導モードが選択されており、バーチャルペイシェントソフトウェアがグルコースセン
サーからセンサーの測定値を受信した場合は、バーチャルペイシェントソフトウェアは、
あらかじめ指定された期間に対応するセンサーの測定値を表示できる(1610)。本発明の一
実施形態では、バーチャルペイシェントソフトウェア105は、最近3日間のセンサー測定値
を、患者について入力されたイベントまたはインプット(たとえば、食事の摂取、インシ
ュリン投与、インシュリン注射)と共に表示できる。特定の動作条件の下では、バーチャ
ルペイシェントソフトウェア105は、インシュリンポンプから情報(たとえば基礎注入量な
どの情報について)を受信してもよい。本発明のいくつかの実施形態では、グルコースセ
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ンサーの血糖測定値は、バーチャルペイシェントソフトウェアに提供される唯一の情報の
可能性もあるので、操作および表示メニューのグラフ表示セクション714には血糖値のグ
ラフ(たとえばグラフ840)のみを表示し、他の2つのグラフは表示しなくてもよい(患者モ
デルには患者の炭水化物摂取のデータもインシュリン投与のデータも提供されていないた
め)。
【００８８】
　特定の動作条件の下では、バーチャルペイシェントソフトウェアの表示オリエンテーシ
ョンまたは表示モードの変更を指定できる(1612)。具体例で説明すると、デフォルトで時
系列モードを選択できるが、ユーザは、この表示モードを食事中心モードまたはモーダル
モード(選択された日のそれぞれについて24時間のグラフ順に重ねて表示される)に変更で
きる。
【００８９】
　バーチャルペイシェントソフトウェアにはイベントが入力されてもよい。あるいは、基
礎注入量、食事、またはボーラス投与などのインプットがバーチャルペイシェントソフト
ウェア105に入力されてもよい(1614)。イベントがインプットの場合は、バーチャルペイ
シェントソフトウェア105はこうしたイベントに対応する。イベントが時間の入力(たとえ
ば、操作および表示画面の時間入力ツールバーを使用して)の場合は、バーチャルペイシ
ェントソフトウェア105は、データグラフ表示セクション714に表示された情報を、前回選
択された期間のデータから新しい選択された期間のみを組み込むように変更できる。たと
えば、新しい時間(たとえば3:00 pm)が選択され、前回選択された時間が12:00(正午)だっ
た場合は、バーチャルペイシェントソフトウェアは12:00(正午)から3:00 pmまでの3時間
の情報のみが表示される。具体例で説明すると、これは患者モードで使用される。
【００９０】
　特定の動作条件の下では、これは指導モードなので、時間ツールバーを無効にできる。
指導モードは、教育用のツールとして構築されており、リアルタイムの監視には利用でき
ないためである。
【００９１】
　本発明の一実施形態では、入力されるイベントは、"take fingerstick(フィンガーステ
ィック実行)"イベント(ユーザ/患者が実際にフィンガースティックの測定を実行する)で
もよい。グルコースセンサーも患者の血糖値の測定に利用されるので、フィンガースティ
ック実行イベントを使用してグルコースセンサーをキャリブレーションしてもよい。換言
すると、バーチャルペイシェントソフトウェア105は、ユーザにフィンガースティックの
測定値を要求し、それを受信し、このグルコースセンサーの測定値と比較することもでき
る。この比較に基づいて、バーチャルペイシェントソフトウェアは、グルコースセンサー
に対して03 mg/dlのキャリブレーションを実行し、フィンガースティックの測定値に合わ
せるように指示することもできる。本発明の代替の実施形態では、バーチャルペイシェン
トソフトウェアは、コンピューティングデバイスの画面にユーザに対してキャリブレーシ
ョンの実行を指示するメッセージを表示することもできる。本発明の代替の実施形態では
、バーチャルペイシェントソフトウェア105は、キャリブレーションのメッセージまたは
コマンドをグルコースセンサー1510に直接送信してもよい。
【００９２】
　バーチャルペイシェントソフトウェア105は、患者の治療を改善するために患者が必要
と考えるインプットを受信することもできる。指導モードでは、こうしたインプットは基
本的にテストインプットであり、患者モデルのテストインプットに対する応答を表示する
。たとえば、ユーザは、提案された基礎注入量の変更をバーチャルペイシェントソフトウ
ェア105に入力してもよい。バーチャルペイシェントソフトウェア105は、調整されたイン
プットおよび/またはイベントを受信し、こうしたインプットを患者モデルに入力する。
これで、インプットおよび/またはイベント基づいて新しい測定されたパラメータの新し
い値が計算される。これで、バーチャルペイシェントソフトウェア105によって更新され
た推定情報が表示され(1616)、患者は提案されたインプットが選択された患者モデルに及
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ぼす影響を理解できる。患者は、バーチャルペイシェントソフトウェア105を使用して多
くの提案された変更をシミュレートし、こうしたインプットが患者の実際の測定データに
及ぼす影響を確認できる。多くの変更をシミュレートする機能は、ステップ1616に戻る矢
印で説明されている。多くの提案されたインプットの変更またはイベントにより、患者の
ためのまたは患者による試験的な治療を設定できる。患者はこの試験的な治療を保存また
は印刷でき、後でこれを利用することができる。こうした提案されたインプットの変更ま
たは提案されたイベントは、テストインプット(または試験的な治療)にすぎず、患者に対
して実施された実際のインプットではないため、患者モデルの基盤となる測定値または患
者モデル自体には影響しないことに留意されたい。このモードでは、特定の処置が患者モ
デルにどう影響するかを患者またはメディカルプロフェッショナルに教示することが重要
である。
【００９３】
　バーチャルペイシェントソフトウェアの監視モードが選択されている場合は、監視モー
ドの開始時刻が入力される(1618)。これで、開始時刻すなわち患者またはメディカルプロ
フェッショナルがバーチャルペイシェントソフトウェアと対話する時間が設定される。具
体例で説明すると、患者またはメディカルプロフェッショナルが患者の監視を7:00 amに
開始する場合は、開始時刻7:00 amが入力され、患者モデルは選択された患者の測定値を
表示する。この情報は、バーチャルペイシェントソフトウェア105のグラフ表示セクショ
ン714に表示される。本発明の一実施形態では、グルコースセンサー1510は、患者の血糖
値(入力された期間より前の値)をバーチャルペイシェントソフトウェア1550に提供してい
る。本発明の一実施形態では、インシュリンポンプ1530は、患者の基礎注入量(入力され
た期間より前の値)をバーチャルペイシェントソフトウェア1550に提供している。特定の
動作条件の下では、その他のインプット(食事および/またはボーラス投与など)があらか
じめ提供されている。バーチャルペイシェントソフトウェア1550は、提供されたいかなる
情報(入力された期間より前の値)も、操作および表示メニューのグラフ表示セクション71
4に表示する。
【００９４】
　本発明の一実施形態では、バーチャルペイシェントソフトウェアのユーザ(患者または
メディカルプロフェッショナル)は、イベントまたはインプットを入力できる(1620)。ユ
ーザは、イベント(フィンガースティックの測定値と実行時刻など)を入力してもよい。ユ
ーザがグルコースセンサーを利用している場合は、前述のようにフィンガースティックの
測定値を使用してグルコースセンサーのキャリブレーションを実行してもよい。インプッ
トが食事(たとえば炭水化物の量を入力)およびこれに伴うボーラス投与の場合は、ユーザ
が炭水化物のグラム数およびボーラス投与の単位数の他にインプットの時刻(たとえば9:3
0 am)を入力する。
【００９５】
　イベントまたはインプットと時刻の入力に基づいて、バーチャルペイシェントソフトウ
ェア1550は、イベントまたはインプットの入力時刻での最新の結果を表示する。バーチャ
ルペイシェントソフトウェア1550は、測定されたパラメータ(血糖値、炭水化物摂取、イ
ンシュリン投与)について入力された時刻までの測定値をグラフ表示セクションに表示す
る。具体例で説明すると、60グラムの炭水化物摂取に伴って14.0単位のボーラス投与を行
った場合に、バーチャルペイシェントソフトウェアは、食物摂取をグラフ835(炭水化物の
グラフ)に表示し、これに伴う14.0単位のボーラス投与をインシュリン投与のグラフ825に
表示する。バーチャルペイシェントソフトウェアは、血糖測定値のグラフ840も入力され
た時刻または選択された時刻までに更新する。本発明の一実施形態では、バーチャルペイ
シェントソフトウェアは、グルコースセンサーからの入力を受信し、こうした入力を血糖
値のグラフに表示することができる。本発明の一実施形態では、バーチャルペイシェント
ソフトウェアは、(グルコースセンサーから入力が提供されない場合)、最新のフィンガー
スティックの測定値を挿入し、患者の代謝の特性に関する知識を利用して患者の血糖値を
算出し、前回の時刻から今回入力された時刻までの患者の血糖値を推定する。この推定値
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は、グラフ表示セクションの血糖値のグラフ840に表示される。
【００９６】
　前述のように、バーチャルペイシェントソフトウェアでは、ユーザが複数のイベントお
よび/またはインプットを入力できる。これは、ステップ1622からステップ1620に進む矢
印で表される。特定の動作条件の下では、ユーザは、バーチャルペイシェントソフトウェ
ア1550を使用して、患者の治療によって患者の糖尿病がどうコントロールされるかを監視
し続ける。コンピューティングデバイスが動作可能である限り、バーチャルペイシェント
ソフトウェア1550は実行を継続する。監視モードでは、(指導モードとは異なり)、バーチ
ャルペイシェントソフトウェア1550は、すべての測定値、イベント、およびインプットを
格納できる。患者はバーチャルペイシェントソフトウェアをリアルタイムの環境で利用し
ているので、データの保守は重要である。本発明の実施形態では、コンピューティングデ
バイスの電源が切断されている場合でも、バーチャルペイシェントソフトウェアは、バー
チャルペイシェントソフトウェアが終了し、動作していない期間の測定値を、起動時に受
信する。本発明の実施形態では、バーチャルペイシェントソフトウェアは、バーチャルペ
イシェントソフトウェアが動作していないときの、たとえばグルコースセンサーおよび/
またはインシュリンポンプから受信できない情報を入力するように指示する。
【００９７】
　また、バーチャルペイシェントソフトウェアは、患者の治療の成果を記述するラボレポ
ートを生成することもできる(1626)。前述のように、ラボレポートは、選択された患者モ
デルにユーザ、たとえばメディカルプロフェッショナルが行った最適化(または調整)に関
連する患者の最新の成果を示している。このレポートは、教育または指導モードでは特に
重要である。
【００９８】
　図17Aないし図17Hは、本発明の一実施形態による患者モードのバーチャルペイシェント
ソフトウェアの使用例を示している。図17Aは、患者モデル(たとえばKevin)が選択された
患者モードの操作および表示メニューを示している。バーチャルペイシェントソフトウェ
アで図17Aの画面を表示するには、ユーザは、患者モードを選択し、次に患者モデル(Kevi
n)を選択する。ユーザは、さらに時間エントリ(30分、1時間、2時間)の1つを選択する。
この最初の選択を行うと、アクティビティサブメニュー1720に時刻および発生したイベン
ト(たとえば、"woke up hungry(起床、空腹)")も表示される。本発明の代替の実施形態で
は、患者モデルが選択されると、アクティビティサブメニュー1720に最初の時刻が自動的
に表示されてもよい。操作および表示画面には、選択された患者の写真を表示することも
できる。
【００９９】
　図17Bは、本発明の一実施形態による患者モードのバーチャルペイシェントソフトウェ
アで複数のフィンガースティック測定値が受信された後の操作および表示画面を示してい
る。図17Bでは、ユーザは、"take fingerstick(フィンガースティック実行)"セレクタボ
タンを2度選択し、2つのフィンガースティック測定値(たとえば148と151)が、操作および
表示画面の血糖値のグラフ840(図8を参照)に表示される。本発明の一実施形態では、こう
したフィンガースティック測定値がアクティビティサブメニュー1720にも表示されてもよ
い。
【０１００】
　図17Cは、本発明の一実施形態によるバーチャルペイシェントソフトウェアの食物入力
画面を示している。食物入力画面1725を表示するには、バーチャルペイシェントソフトウ
ェアの操作および表示画面で、ユーザが"eat(食事)"ツールバーを選択する必要がある。
食物入力画面では、ユーザは、自身が摂取した食事、または予定している食事に完全に一
致するもの、またはその食事に近いものを選択できる。ユーザは、選択する食事の上にカ
ーソルを移動してenterキーを押すことによって食事を選択できる。たとえば、図17Cでは
サラダの昼食(炭水化物(carbs)は28グラム)が選択されている。適切な食事を選択してか
ら(図では四角で囲まれている)、"eat"ボタンまたはツールバーを選択または押下する。"
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eat"ボタンまたはツールバーが選択されると、選択された食事(たとえば28グラムの炭水
化物)が操作および表示メニュー(具体的には炭水化物摂取のグラフ835)に表示される。
【０１０１】
　患者は、食事を摂取した後に、この食事で摂取した炭水化物に対処するためのボーラス
投与を行うのが一般的である。図17Dは、本発明の一実施形態によるボーラスウィザード
サブメニューまたはポップアップメニューを示している。ボーラスウィザードサブメニュ
ーは、入力された炭水化物の量を対応するボーラス投与の単位数に変換する。たとえば、
選択された患者モデルでは、図17Dに示すように、28グラムの炭水化物は、4.7単位のイン
シュリンに対応する。ボーラス投与の単位数が計算された後で、"take bolus(ボーラス投
与)"ボタンまたはツールバーを選択する。"take bolus"ボタンまたはツールバーを選択す
ると、図17Eに示すように、バーチャルペイシェントソフトウェアの操作および表示メニ
ューで、入力されたボーラス投与の単位数がインシュリン投与のグラフ825に表示される
。
【０１０２】
　図17Eは、本発明の一実施形態による操作および表示画面で、食事インプットおよびボ
ーラス投与インプットを入力してから2時間後を示している。バーチャルペイシェントソ
フトウェア1550のユーザは、シミュレーションで2時間を経過させる(時間エントリツール
バーの1つを押下)。ユーザは、システムに"take fingerstick"イベントを入力してもよい
。それに応じて、バーチャルペイシェントソフトウェア1550の操作および表示メニューに
は、たとえば推定またはシミュレートされた血糖値(たとえば100)が10:00 amまで経過し
た血糖値のグラフ840に表示される。ボーラス投与インプット(たとえば4.7単位)はインシ
ュリン投与のグラフの8:00 amに表示され、さらに食事インプット(28グラムの炭水化物)
も炭水化物摂取のグラフ835の8:00 amに表示される。10:00 amに表示された血糖測定値は
、食事の摂取量およびボーラス投与の単位数の両方を考慮している。換言すると、食事の
摂取量およびボーラス投与の単位数がシミュレーションエンジン150で使用され、10:00 a
mの血糖測定値が計算されている。
【０１０３】
　図17Fは、本発明の一実施形態による基礎注入量の調整を示している。"basal rate(基
礎注入量)"サブメニューまたはドロップダウンメニューでは、1時間あたり1/10単位ずつ
調整できる。基礎注入量が調整された後で、ユーザが"adjust basal(基礎注入量の調整)"
ボタンまたはツールバーを選択すると、調整された基礎注入量がバーチャルペイシェント
ソフトウェアに入力される。
【０１０４】
　図17Gは、基礎注入量が調整された後の期間の操作および表示画面を示している。バー
チャルペイシェントソフトウェア105は、基礎注入量が調整されても、自動的にまたは直
ちにインシュリン投与のグラフ825を変更しないことに留意されたい。特定の動作条件の
下では、シミュレーションで時間を経過させた後に基礎注入量の調整が表示される。図17
Gに示すように、ユーザは12:00(正午)の基礎注入量の調整を入力し、シミュレーションを
1時間経過させる。基礎注入量の調整は12:00(正午)に行われたとして示されているが、シ
ミュレーションを経過させると(この場合は1:00 pmまで)より明確に表示される。
【０１０５】
　図17Hは、グルコースセンサーのシミュレーション機能が有効にされた後の操作および
表示画面を示している。図17Hに示す本発明の実施形態では、ユーザは"use sensor(セン
サー使用)"チェックボックスを選択している。"use sensor"チェックボックスが選択され
ると、操作および表示メニューの血糖値のグラフ840に、グルコースセンサーから受信さ
れているのと同様に連続的な血糖測定値が表示される。したがって、バーチャルペイシェ
ントソフトウェアのユーザは患者の血糖値に関する連続的なデータポイントセットを参照
できるので、この機能は特に有効である。バーチャルペイシェントソフトウェア1550、具
体的にはシミュレーションエンジン150は、シミュレーションが1分経過するたびに血糖測
定値を計算する。この多くの測定値(たとえば1時間分の60個)により、センサーの測定値
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を表す曲線をなめらかに表示できる。操作および表示メニューには、シミュレーションの
現在時刻の血糖測定値をその他の情報と共に示す小さなポップアップウィンドウも表示さ
れている。
【０１０６】
　図18A～18Eは、本発明の一実施形態による医師(またはメディカルプロフェッショナル)
対話モードの使用例を示している。図18Aは、本発明の一実施形態による医師モードの初
期操作および表示画面を示している。医師モードの操作および表示メニューは、時系列ス
タイルで表示される。つまり、数日間の患者データが横方向に連続して表示される。医師
モードの操作および表示画面は、ユーザが医師モードを選択し、さらに患者モデル(たと
えば、この場合はMeghan)を選択した後で表示される。
【０１０７】
　図18Bは、本発明の一実施形態による基礎注入量が調整された後の操作および表示画面
を示している。図18Bに示すように、実際の入力ツールバーで、シミュレーションを行う
日ごとに6:00 amから正午までの期間の基礎注入量を増し、シミュレーションを行う日ご
とに正午から6:00 pmまでの期間の基礎注入量を減らし、さらにシミュレーションを行う
日ごとに6:00 pmから午前0時までの期間の基礎注入量を増すことによって調整を行う。図
18Bに示すように、こうした基礎注入量の調整によってシミュレートされた患者の血糖値
の変化が生成される。たとえば、シミュレートされた日ごとの血糖値のグラフに表示され
る2番目のデータポイントは(9:00 am前後の血糖値を表す)大きく低下している。たとえば
、シミュレートされた日ごとの血糖値のグラフに表示される5番目のデータポイントは(6:
00 pmの血糖測定値を表す)調整前の測定値に比べて上昇している。
【０１０８】
　図18Cは、本発明の一実施形態によるバーチャルペイシェントソフトウェアの操作およ
び表示画面に表示される炭水化物/インシュリンの比率の調整および結果のグラフを示し
ている。本来、炭水化物/インシュリンの比率を表すスライダーは、1日4分割したインジ
ケータの下に表示されている(たとえば、図18Cでは"noon to 6:00 pm(正午～6:00 pm)"の
スライダーが表示されている)。図18Cに示すように、"midnight to 6:00 am(午前0時～6:
00 am)"の期間と"6:00 am to 12 noon(6:00 am～正午)"の期間では、炭水化物/インシュ
リンの比率が高く設定されている。"6:00 pm to midnight(6:00 pm～午前0時)"の期間は
、炭水化物/インシュリンの比率が低く設定されている。血糖値に及ぼす影響は図18Cに示
されている。さまざまな期間について炭水化物/インシュリンの比率が変更されると、イ
ンシュリン投与のグラフ825は再計算されることに留意されたい。具体例で説明すると、
図18Cに示すように、炭水化物/インシュリンの比率が高い期間では、インシュリン投与が
大きく低下している。
【０１０９】
　図18Dは、本発明の一実施形態による医師モードのバーチャルペイシェントソフトウェ
アで"use sensor"チェックボックスが選択された状態の操作および表示画面を示している
。"use sensor"チェックボックスが選択されると、操作および表示メニューの血糖値のグ
ラフには、患者のシミュレートされた連続的な血糖測定値が表示される。前に表示された
データポイントとの間の測定値および動向が表示されるので、連続的な血糖測定値と共に
患者の血糖値の動向に関する適切な推定が医師に示される。本発明の一実施形態では、シ
ミュレーションエンジンは、シミュレーションが1分経過するたびに血糖測定値を生成す
る。
【０１１０】
　図18Eは、本発明の一実施形態によるモーダル表示モードの操作および表示画面を示し
ている。モーダル表示モードでは、ユーザは数日分のデータを相互に重ね合わせて参照で
きる。これは、患者の傾向を把握し、1昼夜の間に患者が望ましい血糖値を維持しにくい
時間帯があるかどうかを確認しようとする場合に便利である。血糖値のグラフ840に表示
される曲線は、それぞれが1日のシミュレーションを表している。多くの動作条件の下で
は、モーダル表示モードのグラフに表示される期間は1日(24時間)である。
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【０１１１】
　以上の説明は、本発明の特定の実施形態に関連するが、本発明の精神を逸脱しないさま
ざまな変更が可能であることは言うまでもない。添付の特許請求の範囲が意図するところ
により、こうした変更は本発明の真の範囲と精神を逸脱しないものとみなされる。したが
って、本明細書で開示された実施形態は、あらゆる点で説明を目的としており、限定的な
ものではないと考えられる。また、以上の説明ではなく添付の特許請求の範囲に示される
本発明の範囲、ならびに特許請求の範囲と同等の意味および範囲内のすべての変更は、本
発明に含まれるものとする。
【図面の簡単な説明】
【０１１２】
【図１Ａ】本発明の一実施形態によるバーチャルペイシェントソフトウェアプログラムが
組み込まれたコンピューティングデバイスを示すブロック図とデータフロー図である。
【図１Ｂ】本発明の一実施形態によるバーチャルペイシェントソフトウェアで現実または
実際の患者のデータを利用する方法を示す図である。
【図２】本発明の一実施形態によるバーチャルペイシェントソフトウェアシステムの初期
画面を示す図である。
【図３Ａ】本発明の一実施形態によるボーラス入力ウィンドウおよびボーラスウィザード
ウィンドウを示す図である。
【図３Ｂ】本発明の一実施形態による患者モードの操作および表示メニューの運動入力画
面を示す図である。
【図３Ｃ】本発明の一実施形態による患者対話モードの操作および表示画面の基礎注入量
調整(basal adjustment rate)メニューを示す図である。
【図３Ｄ】本発明の一実施形態による炭水化物判定(carbohydrate determination)メニュ
ーを示す図である。
【図４Ａ】本発明の一実施形態による患者モードのバーチャルペイシェントソフトウェア
を示す流れ図である。
【図４Ｂ】本発明の一実施形態による医師対話モデルのバーチャルペイシェントソフトウ
ェアを示す流れ図である。
【図５】バーチャルペイシェントソフトウェアの対話選択画面を示す図である。
【図６】本発明の一実施形態によるバーチャルペイシェントソフトウェアの患者選択画面
を示す図である。
【図７】本発明の一実施形態による患者モードの操作および表示画面を示す図である。
【図８】発明の一実施形態によるバーチャルペイシェントソフトウェアの操作および表示
画面700を示す図である。
【図９】本発明の一実施形態によるバーチャルペイシェントソフトウェアの操作および表
示画面のグラフ表示セクションを示す図である。
【図１０】本発明の一実施形態による医師対話モードのバーチャルペイシェントソフトウ
ェアで表示する1人の患者(たとえばMegan)の情報表示(presenting)画面1000を示す図であ
る。
【図１１】本発明の一実施形態による医師対話モードの操作および表示画面を示す図であ
る。
【図１２Ａ】本発明の一実施形態によるボーラス投与入力画面が表示された医師対話モー
ドのメニューを示す図である。
【図１２Ｂ】炭水化物/インシュリンの比率の調整が選択された医師モードの操作および
表示画面を示す図である。
【図１３】本発明の一実施形態による患者対話モードの画面に表示されたラボレポート(l
ab report)を示す図である。
【図１４Ａ】本発明の一実施形態による医師対話モードの操作および表示画面に表示され
た食事中心(around meals)ビューを示す図である。
【図１４Ｂ】本発明の一実施形態による医師モードの操作および表示画面に表示されたモ
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ーダルビュー(modal view)を示す図である。
【図１４Ｃ】本発明の一実施形態による医師モードの操作および表示メニューに表示され
た時系列(longitudinal)ビューを示す図である。
【図１５】本発明の一実施形態によるグルコースセンサー、バーチャルペイシェントソフ
トウェアを備えるコンピューティングデバイス、およびインシュリンポンプを含む閉ルー
プシステムを示す図である。
【図１６】本発明の一実施形態によるカスタマイズされたバーチャルペイシェントソフト
ウェアの動作を示す流れ図である。
【図１７Ａ】本発明の一実施形態による患者モードのバーチャルペイシェントソフトウェ
アの使用例を示す図である。
【図１７Ｂ】本発明の一実施形態による患者モードのバーチャルペイシェントソフトウェ
アの使用例を示す図である。
【図１７Ｃ】本発明の一実施形態による患者モードのバーチャルペイシェントソフトウェ
アの使用例を示す図である。
【図１７Ｄ】本発明の一実施形態による患者モードのバーチャルペイシェントソフトウェ
アの使用例を示す図である。
【図１７Ｅ】本発明の一実施形態による患者モードのバーチャルペイシェントソフトウェ
アの使用例を示す図である。
【図１７Ｆ】本発明の一実施形態による患者モードのバーチャルペイシェントソフトウェ
アの使用例を示す図である。
【図１７Ｇ】本発明の一実施形態による患者モードのバーチャルペイシェントソフトウェ
アの使用例を示す図である。
【図１７Ｈ】本発明の一実施形態による患者モードのバーチャルペイシェントソフトウェ
アの使用例を示す図である。
【図１８Ａ】本発明の一実施形態による医師モードのバーチャルペイシェントソフトウェ
アの使用例を示す図である。
【図１８Ｂ】本発明の一実施形態による医師モードのバーチャルペイシェントソフトウェ
アの使用例を示す図である。
【図１８Ｃ】本発明の一実施形態による医師モードのバーチャルペイシェントソフトウェ
アの使用例を示す図である。
【図１８Ｄ】本発明の一実施形態による医師モードのバーチャルペイシェントソフトウェ
アの使用例を示す図である。
【図１８Ｅ】本発明の一実施形態による医師モードのバーチャルペイシェントソフトウェ
アの使用例を示す図である。
【符号の説明】
【０１１３】
　１００　コンピューティングデバイス
　１０５　バーチャルペイシェントソフトウェア
　１１０　チャート作成および表示モジュール
　１１５　患者パラメータライブラリ
　１２０　ユーザインターフェイス制御モジュール
　１２５　食物データライブラリ
　１３０　内蔵シナリオライブラリ
　１５０　シミュレーションエンジン
　１５５　実際の患者データストレージ
　１６０　患者パラメータフィットモジュール
　２０２　メイン対話ボタン
　３１０　ボーラス入力ウィンドウ
　３２０　ボーラスウィザードウィンドウ
　３３０　運動入力画面
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　３３３　運動の期間入力ウィンドウ
　３３６　運動のレベル入力ウィンドウ
　３４０　運動入力ボタン
　３５０　基礎注入量調整メニュー
　３５２　基礎注入量入力ウィンドウ
　３５４　基礎注入量調整ボタン
　３６０　炭水化物判定メニュー
　５００　メイン対話画面
　５０２　患者ボタン
　５０４　医師ボタン
　６００　患者選択メニュー
　６０２　Kevinのメニューセレクタまたはボタン
　６０４　Stanleyのメニューセレクタまたはボタン
　６０６　Meganのメニューセレクタまたはボタン
　７００　患者モードの操作および表示画面
　７０２　時間ツールバー
　７０４　フィンガースティック実行ツールバーまたはセレクタボタン
　７０６　ボーラス投与ツールバーまたはセレクタボタン
　７０８　基礎注入量調整ツールバーまたはセレクタボタン
　７１０　食事または食物摂取ツールバーまたはセレクタボタン
　７１２　運動ツールバーまたはセレクタボタン
　７１４　グラフ表示セクション
　８１０　アクティビティログ
　８２０　ボーラス投与ベースライン
　８２２　ボーラス投与
　８２４　ボーラス投与(デュアルウェーブ)
　８２５　インシュリン投与のグラフ
　８２６　ボーラス投与
　８２８　ボーラス投与
　８３０　運動の方形波
　８３２　運動のポップアップウィンドウ
　８３４　ボーラス投与のポップアップウィンドウ
　８３５　炭水化物摂取のグラフ
　８４０　血糖値のグラフ
　８７０　ポップアップウィンドウ(シミュレーションの時刻)
　１０００　患者の情報表示画面(Megan)
　１０１０　情報表示ポップアップメニュー
　１１０５　表示オリエンテーションメニュー
　１１１０　センサー表示チェックボックス
　１１１５　インプット変更またはポンプ設定メニュー
　１１２０　実際の調整ツールバー
　１１２５　イメージプロフィール
　１１３０　グラフ表示セクション
　１４１０　夜食サブメニュー
　１４２０　数日間の血糖値サブメニュー
　１４３０　朝食サブメニュー
　１４４０　昼食サブメニュー
　１４５０　夕食サブメニュー
　１４６６　月曜日のグラフ
　１４６８　火曜日のグラフ
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　１４７０　水曜日のグラフ
　１５１０　グルコースセンサー
　１５２０　携帯情報端末(PDA)
　１５３０　インシュリンポンプ
　１５４０　インターフェイスユニット
　１５５０　バーチャルペイシェントソフトウェア
　１５６０　患者モデル
　１７２０　アクティビティサブメニュー
　１７２５　食物入力画面

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図２】 【図３（ａ）】

【図３（ｂ）】 【図３（ｃ）】
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【図３（ｄ）】 【図４Ａ】

【図４Ｂ】 【図５】
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【図６】 【図７】

【図８】 【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１２（ｂ）】
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【図１３】 【図１４（ａ）】

【図１４（ｂ）】 【図１４（ｃ）】
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【図１５】 【図１６】

【図１７（ａ）】 【図１７（ｂ）】
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【図１７（ｃ）】 【図１７（ｄ）】
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