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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アクチュエータデバイスを用いて、流体を含むチャンバに対してプランジャを動かすス
テップと、
　センサを用いて、プランジャがチャンバに対して動くときにプランジャに作用する力を
検出するステップと、
　力の測定値を、センサからプロセッサへと電子的に通信するステップと、
　プロセッサを用いて、（１）力の変化が閾値を超えるトリガ事象が発生する場合、およ
び（２）トリガ事象の後、現在の平均力が基線平均力よりも小さく、プランジャに作用す
る基線平均力と、プランジャに作用する現在の平均力との間の差分が、規定の遅延範囲内
で予測力差分を超える場合に、チャンバが空気を含むと判定するステップであって、基線
平均力が、トリガ事象まで発生している、規定の基線範囲にわたってプランジャに作用す
る平均力を含んでおり、現在の平均力が、プランジャの現在の点までのサイクルの一定数
の点にわたってとられるプランジャに対する平均力を含んでいるステップと
を含む、注入システムのチャンバ内の空気を検出するための方法。
【請求項２】
　（１）トリガ事象が、チャンバを出る流体の送達される体積あたりのプランジャに作用
する微分力が微分閾値を超えることをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　（１）が、トリガ事象からのプランジャのサイクルの連続したいくつかの測定点につい
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て、チャンバを出る流体の送達される体積あたりのプランジャに作用する微分力が、チャ
ンバに対するプランジャのサイクルの測定点の閾値数よりも多い場合、微分閾値を超え続
けることをさらに含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　基線平均力が、トリガ事象まで発生している、規定の基線範囲にわたってプランジャに
作用する平均力を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　基線平均力が、チャンバに流体が充填されていることを表す、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　アクチュエータデバイスを用いて、流体を含むチャンバに対してプランジャを動かすス
テップと、
　センサを用いて、プランジャがチャンバに対して動くときにプランジャに作用する力を
検出するステップと、
　力の測定値を、センサからプロセッサへと電子的に通信するステップと、
　プロセッサを用いて、（１）基線力プロファイル、（２）チャンバに対してプランジャ
に作用する現在の力を表す現在の力プロファイル、（３）現在の力プロファイルと基線力
プロファイルとの間の差、および（４）現在の力が基線力よりも小さく、計算された差が
閾値を超える場合にチャンバが空気を含むと判定するステップと
を含む、注入システムのチャンバ内の空気を検出するための方法。
【請求項７】
　基線力プロファイルが、チャンバに流体が充填されていることを表す、請求項６に記載
の方法。
【請求項８】
　プロセッサが、チャンバに対するプランジャのサイクルにわたって複数のプランジャ位
置において力測定値をとることによって、基線力プロファイルを求める、請求項６に記載
の方法。
【請求項９】
　プロセッサが、チャンバに対するプランジャのサイクルにわたって複数のプランジャ位
置においてとられる力測定値を平均することによって、基線力プロファイルを求める、請
求項６に記載の方法。
【請求項１０】
　プロセッサが、チャンバに対するプランジャの現在のサイクル中にプランジャに作用す
る現在の力プロファイルをさらに考慮に入れることによって、基線力を求める、請求項９
に記載の方法。
【請求項１１】
　プロセッサがさらに、どのくらいの割合の基線力プロファイルが平均力測定値から構成
されるか、および、どのくらいの割合の基線力プロファイルが現在の力プロファイルから
構成されるかを制御する忘却率を適用する、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　プロセッサが、チャンバに対するプランジャの現在のサイクルにわたって複数のプラン
ジャ位置において力測定値をとることによって、現在の力プロファイルを求める、請求項
６に記載の方法。
【請求項１３】
　プロセッサが、基線力プロファイルのそれぞれの複数の点に対する現在の力プロファイ
ルの複数の点の間のそれぞれの差を計算し、それぞれの差の最小差を求めることによって
、現在の力プロファイルと基線力プロファイルとの間の差を計算する、請求項６に記載の
方法。
【請求項１４】
　プロセッサが、最小差が閾値よりも小さいときにチャンバが空気を含むと判定する、請
求項１３に記載の方法。
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【請求項１５】
　プロセッサが、計算された差が閾値を下回るときにチャンバが空気を含むと判定する、
請求項６に記載の方法。
【請求項１６】
　アクチュエータデバイスを用いて、流体を含むチャンバに対してプランジャを動かすス
テップと、
　センサを用いて、プランジャがチャンバに対して動くときにプランジャに作用する力を
検出するステップと、
　力の測定値を、センサからプロセッサへと電子的に通信するステップと、
　プロセッサを用いて、（１）センサによって検出された、プランジャに作用する力プロ
ファイルを前処理し、（２）センサによって検出された、プランジャに作用する力プロフ
ァイルから特徴を抽出し、（３）力プロファイルの抽出された特徴に基づいて、センサに
よって検出された、プランジャに作用する力プロファイルを空気力プロファイルまたは液
体力プロファイルとして分類するステップと
を含む、注入システムのチャンバ内の空気を検出するための方法。
【請求項１７】
　プロセッサが、基線力プロファイルに正規化するための信号正規化を適用することなく
、力プロファイルを空気力プロファイルまたは液体力プロファイルとして分類する、請求
項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　プロセッサが、力プロファイルを取得すること、角度のセットについて力プロファイル
を再サンプリングすること、力プロファイルに対する角度のサブセットを選択すること、
および、角度のサブセットにおける力プロファイルに基づいて力プロファイルの微分を計
算することによって、センサによって検出された力プロファイルを前処理する、請求項１
６に記載の方法。
【請求項１９】
　プロセッサが、力プロファイルを取得すること、力プロファイルにローパスフィルタを
適用すること、角度のセットについて力プロファイルを再サンプリングすること、力プロ
ファイルに範囲限界を適用すること、および、力プロファイルの差を計算することによっ
て、センサによって検出された力プロファイルを前処理する、請求項１６に記載の方法。
【請求項２０】
　プロセッサが、力プロファイルに線形判別分析を適用することによって、力プロファイ
ルから特徴を抽出する、請求項１６に記載の方法。
【請求項２１】
　プロセッサが、力プロファイルのスコアを計算することによって、力プロファイルから
特徴を抽出する、請求項１６に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、注入システム内の空気を検出するためのシステムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　注入デバイスのライン内の空気を検出するための既存のシステムおよび方法は、一般的
に、空気が２つのセンサ対の間の容積をふさぐときに生じる開回路を検出する超音波セン
サを使用することを伴う。空気センサ信号が事前定義の空気／流体閾値を超えて変化する
と、アラーム条件が発生して静脈注射が一時停止される。不都合なことに、空気の存在が
隠れてしまい、これが偽陰性をもたらすか、または、誤ったアラームを生成してしまうか
のいずれかの様々な状況が存在する。基本的に、この問題は、単変量信号を用いる単一の
センサが、複数の次元を有する相対的に複雑な問題に適用されるために発生する。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許第７９８１０８２号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　注入デバイスのライン内の空気をより正確に検出するシステムおよび方法が必要とされ
ている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本開示の一実施形態において、注入システムのチャンバ内の空気を検出するための方法
が開示される。１つのステップにおいて、プランジャが、アクチュエータデバイスを用い
て流体を含むチャンバに対して動かされる。別のステップにおいて、プランジャがチャン
バに対して動くと、プランジャに作用する力がセンサを用いて検出される。追加のステッ
プにおいて、プランジャに作用する力の測定値が、センサからプロセッサへと電子的に通
信される。また別のステップにおいて、プロセッサを用いて、（１）力の変化が閾値を超
えるトリガ事象が発生する場合、および（２）トリガ事象の後、プランジャに作用する基
線平均力と、プランジャに作用する現在の平均力との間の差分が、規定の遅延範囲内で予
測力差分を超える場合に、チャンバが空気を含むという判定が為される。
【０００６】
　本開示の別の実施形態において、注入システムのチャンバ内の空気を検出するための方
法が開示される。１つのステップにおいて、プランジャが、アクチュエータデバイスを用
いて流体を含むチャンバに対して動かされる。別のステップにおいて、プランジャがチャ
ンバに対して動くと、プランジャに作用する力がセンサを用いて検出される。追加のステ
ップにおいて、プランジャに作用する力の測定値が、センサからプロセッサへと電子的に
通信される。また別のステップにおいて、（１）基線力プロファイル、（２）チャンバに
対してプランジャに作用する現在の力を表す現在の力プロファイル、（３）現在の力プロ
ファイルと基線力プロファイルとの間の差、および（４）計算された差が閾値を超える場
合にチャンバが空気を含むと判定するためにプロセッサが使用される。
【０００７】
　本開示のまた別の実施形態において、注入システムのチャンバ内の空気を検出するため
の方法が開示される。１つのステップにおいて、プランジャが、アクチュエータデバイス
を使用して流体を含むチャンバに対して動かされる。別のステップにおいて、プランジャ
がチャンバに対して動くと、プランジャに作用する力がセンサを用いて検出される。また
別のステップにおいて、プランジャに作用する力の測定値が、センサからプロセッサへと
電子的に通信される。また別のステップにおいて、（１）センサによって検出された力プ
ロファイルを前処理し、（２）力プロファイルから特徴を抽出し、（３）力プロファイル
の抽出された特徴に基づいて、力プロファイルを空気力プロファイルまたは液体力プロフ
ァイルとして分類するために、プロセッサが使用される。
【０００８】
　本開示のこれらのおよび他の特徴、態様および利点は、添付の図面、以下の説明および
添付の特許請求の範囲を参照してよりよく理解されることになる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本開示の一実施形態に基づく薬剤送達注入システムのブロック図である。
【図２】送達される流体の体積あたりのプランジャセンサ力曲線をプロットしたグラフを
示す図である。
【図３】送達される流体の体積あたりのプランジャセンサ力負微分曲線をプロットした図
２に対応するグラフを示す図である。
【図４】送達される流体の体積あたりのインラインセンサＡＤＣ曲線をプロットした図２
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および図３に対応するグラフを示す図である。
【図５】空気がポンプのチャンバ内に含まれるか否かを判定するための、本開示に基づく
、連続した流れ図を含む、方法の一実施形態を示す図である。
【図６】代表的な例について、平均プランジャセンサ力曲線、プランジャセンサ力微分曲
線、基線、微分閾値、規定の基線範囲、予測される力差分Δ、およびΔ遅延点閾値をプロ
ットしたグラフを示す図。
【図７】本注入システムのチャンバ内の空気を検出するための方法の一実施形態の流れ図
である。
【図８】液体曲線および空気曲線の力センサプロファイルをプロットした、一実施形態の
代表的なグラフを示す図である。
【図９】プランジャ力プロファイルに対して行われた、主成分分析（ＰＣＡ）の一実施形
態の代表的なグラフを示す図である。
【図１０】プランジャ力プロファイルをプロットした、一実施形態の代表的なグラフを示
す図である。
【図１１】液体プランジャ力曲線および空気プランジャ力曲線をプロットした、一実施形
態の代表的なグラフを示す図である。
【図１２】２０ｍｌ／時の注入流量における、基準プランジャ力プロファイルと、空気曲
線および液体曲線を含む後続のプロファイルとの間の最大絶対差の分布をプロットした、
一実施形態の代表的なグラフを示す図である。
【図１３】５５０ｍｌ／時の注入流量における、基準プランジャ力プロファイルと、空気
曲線および液体曲線を含む後続のプロファイルとの間の最大絶対差の分布をプロットした
、一実施形態の代表的なグラフを示す図である。
【図１４】２０ｍｌ／ｈｒの注入流量における、空気プロットおよび液体プロットをプロ
ットした、一実施形態の代表的なグラフを示す図である。
【図１５】空気がポンプのチャンバ内に含まれるか否かを判定するための、本開示に基づ
く、連続した流れ図を含む、方法の一実施形態を示す図である。
【図１６】図１５の流れ図の続きを示す図である。
【図１７】力センサプロファイルをプロットした、一実施形態の代表的なグラフを示す図
である。
【図１８】図１７のプランジャの各サイクルについてプロットしたグラフを示し、６つの
それぞれの差点が、チャンバ内に液体があることを含む基線と、プランジャの各それぞれ
のサイクルの対応する点との間の測定差を表す図である。
【図１９】図１７の力センサプロファイルの最初の６つの完全なサイクルをプロットした
グラフを示す図である。
【図２０】図１８のプランジャの最初の６つの完全なサイクルの各々についてプロットし
たグラフを示し、６つのそれぞれの差点が、液体がチャンバ内にあることを含む基線と、
プランジャの各それぞれのサイクルの対応する点との間の測定差を表す図である。
【図２１】図１７の力センサプロファイルの第４２のサイクル～第４５のサイクルをプロ
ットしたグラフを示す図である。
【図２２】図１８のプランジャの第４２のサイクル～第４５のサイクルについてプロット
したグラフを示し、６つのそれぞれの差点が、液体がチャンバ内にあることを含む基線と
、プランジャの各それぞれのサイクルの対応する点との間の測定差を表す図である。
【図２３】本注入システムのチャンバ内の空気を検出するための方法の一実施形態の流れ
図である。
【図２４】プランジャ力プロファイルの形状に基づいて空気がポンプのチャンバ内に含ま
れるか否かを判定するための、連続した流れ図を含む、方法の一実施形態を示す図である
。
【図２５】流体、空気、および遷移の各々の代表的な点を含む空気センサデータをプロッ
トしたグラフを示す図である。
【図２６】流体、空気、および遷移の各々の、図２８の実施形態に対応するプランジャに
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対する平均力プロファイルをプロットしたグラフを示す図である。
【図２７】流体、空気、および遷移の各々の、図２６および図２８の実施形態に対応する
プランジャに対する力プロファイルの微分をプロットしたグラフを示す図である。
【図２８】２ミリリットル毎時の注入流量における代表的な点をプロットした、主成分分
析を適用しているグラフを示す図である。
【図２９】流体、空気、および遷移の各々の代表的な点を含む空気センサデータをプロッ
トしたグラフを示す図である。
【図３０】流体、空気、および遷移の各々の、図３２の実施形態に対応するプランジャに
対する平均力プロファイルをプロットしたグラフを示す図である。
【図３１】流体、空気、および遷移の各々の、図３０および図３２の実施形態に対応する
プランジャに対する力プロファイルの微分をプロットしたグラフを示す図である。
【図３２】１，０００ミリリットル毎時の注入流量における代表的な点をプロットした、
主成分分析を適用しているグラフを示す図である。
【図３３】本注入システムのチャンバ内の空気を検出するための方法の一実施形態の流れ
図である。
【図３４】アルゴリズムセンサと、ライン内空気またはチャンバ内の空気の指示を生成す
るのに使用され得る先見的情報との組合せを示すベイズネットワークの流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下の詳細な説明は、本開示を実行する現在企図されている最良の形態のものである。
この説明は限定的な意味にとられるべきではなく、本開示の範囲は添付の特許請求の範囲
によって最良に画定されているため、本開示の一般原理を例示することのみを目的に成さ
れている。図面は純粋に例示を目的としたものであり、縮尺通りではないことに留意され
たい。
【００１１】
　本開示は、注入システム内に空気が存在するか否かを判定するための方法および装置を
提供する。Ｈｏｓｐｉｒａ，　Ｉｎｃ．によって販売されているＳｙｍｂｉｑ（ＴＭ）、
Ｐｌｕｍ（ＴＭ）、およびＧｅｍｓｔａｒ（ＴＭ）ポンプのようないくつかのタイプのポ
ンプは、薬剤容器から患者へと制御された流量で流体を圧送するために作動されるプラン
ジャによって圧縮されるチャンバを有するカセットを使用することを伴う。チャンバは、
一方向の流れを保証するために補完的に開閉する弁に囲まれている。ポンピングサイクル
中に測定される力は、チャンバ内の流体のタイプの直接関係付けられる。流体は、相対的
に圧縮不可能であり、空気より高い異なる力プロファイルを生成する。同様に、チャンバ
内で流体と空気が組み合わさる結果として、流体と空気の両方の混合した割合を示すハイ
ブリッド形状プロファイルがもたらされる。本開示は、空気が患者内に注入される前に空
気塞栓を検出するためにチャンバ内の空気の存在を検出するためにプランジャ力を利用す
るためのアルゴリズムを開示する。
【００１２】
　本開示の一実施形態において、プランジャに対して加えられる平均力の変化に基づいて
、ポンピングチャンバ内の流体から空気への変化を判定する事象検出アルゴリズムが開示
される。アルゴリズムは、変化の性質を確認するために、事象検出に関する微分スパイク
、および平均力の系統的な低減を利用する。
【００１３】
　本開示の別の実施形態において、ポンピングチャンバ内の流体、空気、またはそれらの
混合物を認識するためのパターン認識システム／方法が提供される。システムは、チャン
バに対してプランジャに作用する力信号／プロファイルを基線に対して正規化する。その
後、システムは、プランジャ位置に関してｘ軸を平滑化して標準サンプリング間隔に再サ
ンプリングするために、力信号／プロファイルを前処理する。その後、システムは、基線
と各後続の力プロファイルとの間の最大絶対差、または他のタイプの特徴のような特徴を
抽出する。その後、システムは、線形判別分析または別のタイプの分析システム／方法を
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使用して、力プロファイルを空気、流体、またはそれらの組合せであると分類する。
【００１４】
　本開示のまた別の実施形態において、ポンピングチャンバ内の流体、空気、またはそれ
らの混合物を認識するための様々なパターン認識システム／方法が提供される。システム
は、基線に対して正規化することなく、ローパスフィルタを適用することによって、また
は、別のタイプの前処理システム／方法を適用することによって、チャンバに対してプラ
ンジャに作用する力信号／プロファイルを前処理する。その後、システムは、力プロファ
イル全体、または、信号周波数成分、信号位相、標準偏差または分散、最大値、範囲、重
要な点のプランジャ位置、主成分分析に基づくスコアのようなそのサブセットから特徴を
抽出するか、または他のタイプの特徴を抽出する。その後、システムは、線形判別分析、
ｋ近傍法、サポートベクターマシン、または別のタイプの分析システム／方法を使用して
、力プロファイルを空気、流体、またはそれらの組合せであると分類する。
【００１５】
　本開示の１つまたは複数のシステム／方法は、ポンピングチャンバ内の流体の送達流量
に従って最適化／カスタマイズされる構成要素を含む。既存のアルゴリズムのいくつかで
は、観測されるプランジャセンサ力プロファイルおよび検出電子機器に対する送達流量の
深い影響を計上することができない。本開示の１つまたは複数のシステム／方法は、この
影響を低減し、それゆえ、感度を改善する正規化またはクラスタリング状態を提供する。
【００１６】
　本開示の１つまたは複数のシステム／方法は、空気検出システムの信頼性を向上させる
ために、注入システム内の空気を検出するための任意の既存のシステム／方法と組み合わ
されてもよい。たとえば、多くの現行のシステム／方法は、チューブ部内の空気の存在を
検出するために音響または超音波センサを使用する。しかしながら、これらのシステム／
方法は、音響短絡、または、気泡がセンサの正面にとどまるか、センサの正面を繰り返し
通過する可能性を考慮していないことが多い。多くのシステム／方法は、空気センサ信号
を空気および流体を表す２つの領域に分離する固定閾値を有する単一の空気超音波センサ
に依拠する。空気信号領域内にある電圧が測定されると、信号によって表される空気の体
積が、アラーム条件が満たされるまで累積される。本開示は、既存の空気検出システム／
方法の信頼性を向上させるために、力センサ信号の出力を１つまたは複数の空気センサと
組み合わせることを可能にする。そうすることにおいて、開示されるシステム／方法は、
追加のハードウェア変更を必要とせず、代わりに、取得される力信号を活用する。加えて
、本開示は、空気検出のための既存のソフトウェアモジュールを置き換えることを必ずし
も必要とせず、既存の空気検出システムおよび方法のロバスト性を向上させるために、追
加の安全性および／または信頼性層を追加する。
【００１７】
　図１は、本開示の一実施形態に基づく薬剤送達注入システム１００のブロック図を示す
。薬剤送達注入システム１００は、流体供給容器１０２と、流体送達ライン１０４と、流
体送達ライン１０４に接続されている空気センサ１０５と、チャンバ１０８に対して可動
に配置されているプランジャ１０７を備えるポンプ１０６と、アクチュエータデバイス１
０９と、センサ１１０と、位置センサ１１２と、処理デバイス１１４と、プログラミング
コード１１８を記憶する持続性メモリ１１６と、クロック１２０と、アラーム１２２と、
入出力デバイス１２４と、送達／抽出デバイス１２６とを備える。薬剤送達注入システム
１００は、Ｐｌｕｍ　Ａ＋（ＴＭ）、Ｇｅｍｓｔａｒ（ＴＭ）、Ｓｙｍｂｉｑ（ＴＭ）、
または他のタイプの薬剤送達注入システムのような薬剤送達注入システムを含んでもよい
。流体供給容器１０２は、チャンバ１０８に対するプランジャ１０７の運動に起因して静
脈注射流体または薬剤のような流体を、チャンバ１０８を通じて患者１２８に送達するた
めの容器を含む。流体送達ライン１０４は、流体供給容器１０２から、ポンプ１０６を通
り、送達／抽出デバイス１２６を通じて患者１２８に液体を輸送するための、流体供給容
器１０２、ポンプ１０６、および送達／抽出デバイス１２６の間に接続されている１つま
たは複数のチューブを含む。流体送達ライン１０４は、ポンプ１０６のポンプ作用の結果
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として送達／抽出デバイス１２６を使用して患者１２８から抽出される血液を輸送するの
にも使用されてもよい。ポンプ１０６は、供給容器１０２から流体を圧送するための、ま
たは、患者１２８から血液を圧送するためのポンプを含む。
【００１８】
　ポンプ１０６は、プランジャベースのポンプ、蠕動ポンプ、または別のタイプのポンプ
を含んでもよい。チャンバ１０８は、アクチュエータデバイス１０９の結果として可動配
置されているプランジャ１０７がチャンバ１０８に対して動くのに起因して流体供給容器
１０２からの流体がその中に、およびそれを通じて圧送されるポンプ１０６の内部空洞を
備える。アクチュエータデバイス１０９は、プランジャ１０７をチャンバ１０８に対して
動かすためのモータまたは別のタイプの作動デバイスを含んでもよい。センサ１１０は、
チャンバ１０８内に含まれ、プランジャ１０７がチャンバに対して動くときにチャンバに
作用する力を検出する。センサ１１０は、圧力センサ、弾性柱、歪みゲージ、または圧電
性結晶力変換器を含む力センサ信号を含んでもよい。位置センサ１１２は、チャンバ１０
８に対するプランジャ１０７の位置を求めるのに使用される。位置センサ１１２はエンコ
ーダを備えてもよく、または、アクチュエータに送信されるコマンドに基づいて予測され
る位置を利用してもよい。
【００１９】
　処理デバイス１１４は、ポンプ１０６、アクチュエータデバイス１０９、センサ１１０
、位置センサ１１２、プログラミングコード１１８を記憶する持続性メモリ１１６、クロ
ック１２０、アラーム１２２、および入出力デバイス１２４と電子的に通信している。処
理デバイス１１４は、ポンプ１０６、センサ１１０、位置センサ１１２、およびクロック
１２０から受信される情報を処理し、空気、液体（流体）、またはそれらの組合せがポン
プ１０６のチャンバ１０８内に位置するか否かを判定するために、持続性メモリ１１６内
に記憶されているプログラミングコード１１８内に含まれるソフトウェアアルゴリズムを
実行するためのプロセッサを含む。持続性メモリ１１６は、処理デバイス１１４内、また
はその外部に位置してもよい。
【００２０】
　クロック１２０は、プランジャ１０７、センサ１１０、位置センサ１１２、およびその
他の構成要素を含む薬剤送達注入システム１００の作動のタイミングをとる。アラーム１
２２は、処理デバイス１１４によってトリガされると、臨床医に、チャンバ１０８内の空
気の存在について通知し、空気塞栓が流体送達ライン１０４および送達／抽出デバイス１
２６を通じて患者１２８に送達されてしまう前に、ポンプ１０６を停止するように構成さ
れている。入出力デバイス１２４は、ユーザによって入力される医薬注入プログラムのよ
うな情報を臨床医が処理デバイス１１４に入力することを可能にし、また臨床医に対して
情報を出力するデバイスを含む。送達／抽出デバイス１２６は、流体供給容器１０２から
患者１２８へと流体を送達するための、または、患者１２８から血液を抽出するための患
者血管アクセス点デバイスを含む。送達／抽出デバイス１２６は、針、カテーテル、また
は別のタイプの送達／抽出デバイスを含んでもよい。
【００２１】
　本開示の一実施形態において、図１の薬剤送達注入システム１００は、プランジャ１０
７に対する力、および、チャンバ１０８を出る流体または空気の送達される体積あたりの
、プランジャ１０７に作用する力の微分を分析することによって、チャンバ１０８内に空
気が存在する場合を判定してもよい。これは、空気がチャンバ１０８に達すると、チャン
バ１０８を出る流体の送達される体積あたりのプランジャ１０７に作用する微分力が、下
向き方向においてスパイクを生じ、その後、基線値に戻ること、および、その後、チャン
バ１０８が空気でふさがるために、プランジャ１０７に対する平均力がわずかに下降する
ようになることが判明している。この情報を処理するために、プランジャ１０７のサイク
ルあたり６つのデータ点が収集され得る。他の実施形態において、プランジャ１０７のサ
イクルあたりの様々な数のデータ点が収集されてもよい。
【００２２】
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　対応する図２～図４は、一回の反復の一実施形態、および、図１のチャンバ内で空気が
発見される詰まり（ｅｎｄ－ｏｆ－ｂａｇ）事象の一般的なデータを示す。図２は、送達
される流体の体積あたりのプランジャセンサ力曲線１２５をプロットしたグラフを示す。
Ｙ軸は、プランジャ力センサによって検出される、プランジャに対するポンド単位の力を
表し、Ｘ軸は、チャンバから送達される流体のミリリットル単位の体積を表す。図３は、
送達される流体の体積あたりのプランジャセンサ力負微分曲線１２７をプロットした図２
に対応するグラフを示す。Ｙ軸は、単位体積あたりのポンド単位の図２のプランジャに対
する平均力の微分を表し、Ｘ軸は、チャンバから送達される流体のミリリットル単位の体
積を表す。図４は、送達される流体の体積あたりのライン内空気センサＡＤＣ曲線１２９
をプロットした図２および図３に対応するグラフを示す。Ｙ軸は、空気センサによって検
出されるライン内流体のＡＤＣカウント（アナログ－デジタルカウントとも称される）を
表し、Ｘ軸は、チャンバから送達される流体のミリリットル単位の体積を表す。図３によ
って示されるように、流体から空気への遷移は、位置１３０における、プランジャに対す
る力の微分がスパイクを生じる体積の点において発生する。図２によって示されるように
、プランジャに対する力はこの同じ位置１３０において下降する。図４によって示される
ように、ＡＤＣカウントはこの同じ位置１３０において劇的に増大する。
【００２３】
　図５は、空気がポンプのチャンバ内に含まれるか否かを判定するための、本開示に基づ
く、連続した流れ図を含む、方法１３２の一実施形態を示す。方法１３２は、図１の薬剤
送達注入システム１００を使用して実施されてもよく、プランジャがアクチュエータデバ
イスを用いて流体を含むチャンバに対して動かされ、プランジャがチャンバに対して動く
ときにプランジャに作用する力をセンサが検出し、プロセッサが、センサによってとられ
る力測定値を処理し、方法１３２に示されているアルゴリズムを使用してチャンバ内に空
気が含まれているか否かを判定するために持続性メモリ内に記憶されているプログラミン
グコードを実行し、チャンバ内に空気が含まれているとプロセッサが判定した場合にアラ
ームがオンになり、これによってポンプの停止をトリガし得る。その上、方法１３２は、
プランジャまたはセンサの作動のタイミングをとるために図１の薬剤送達注入システム１
００のクロックを利用してもよく、プランジャの位置を求めるために位置センサを使用し
てもよい。他の実施形態において、方法１３２は、方法を実施するために様々な構成要素
を利用してもよい。
【００２４】
　ステップ１３４において、方法が開始する。ステップ１３４の後、ステップ１３６にお
いて、詰まり（ＥＯＢ）、または、チャンバが空気を含む等価な状況が検出されたか否か
について判定が行われる。ステップ１３６における判定への回答が「はい」であり、詰ま
りが検出された場合、方法は１３８に進み、チャンバ内に空気があることを示すためにエ
ンドオブバッグアラームがオンにされる。この詰まり（ＥＯＢ）事象は、ポンプ注入を中
断するか、または、ライン内空気アラームを適用するための別のアルゴリズムによって使
用されてもよい。ステップ１３６における判定への回答が「いいえ」であり、エンドオブ
バッグが検出されなかった場合、方法は１４０に進み、以前に確認されたピークがあるか
否かについて判定が行われる。ステップ１４０における判定への回答が「はい」であり、
確認されたピークがある場合、方法は、下記により完全に説明されるステップ１４２に進
む。ステップ１４０における判定への回答が「いいえ」であり、以前に確認されたピーク
がなかった場合、方法はステップ１４４に進み、チャンバを出る流体の送達される体積あ
たりのプランジャの力の現在の負微分（平均力の）Ｄ（ｉ）が、空気がチャンバ内に入っ
た可能性があることを表す可能性のあるエンドオブバッグ（ＥＯＢ）事象の開始を示す微
分閾値Ｄｔｈを超えるトリガ事象が発生したか否かについて判定が行われる。変数ｉは最
初は１に設定されることに留意されたい。微分閾値Ｄｔｈは流量依存性である。微分閾値
Ｄｔｈは、２００ミリリットル毎時を下回る流体の流速については１．５に設定され、２
００ミリリットル毎時を上回る流体の流速については３．０に設定されてもよい。他の実
施形態において、微分閾値Ｄｔｈは、流速の１次関数として変更されてもよい。
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【００２５】
　ステップ１４４における判定への回答が「いいえ」である場合、方法はステップ１４６
に進み、式ｉ＝ｉ＋１を使用して変数ｉを増分し、その後、ステップ１３６に戻り、反復
する。ステップ１４４における判定への回答が「はい」である場合、方法はステップ１４
８に進み、式Ｐ＝Ｐ＋１を適用して変数Ｐを増分する。変数Ｐは最初は０に設定されるこ
とに留意されたい。ステップ１４８の後、方法はステップ１５０に進み、変数Ｐが連続点
閾値Ｐｔｈよりも大きいか否かについて判定が行われる。一実施形態において、連続点閾
値Ｐｔｈは１に設定される。他の実施形態において、連続点閾値Ｐｔｈは変更されてもよ
い。連続点閾値Ｐｔｈは、空気がチャンバ内にある可能性があることを表す可能性のある
エンドオブバッグ（ＥＯＢ）事象を示すために、送達される流体の体積に対するプランジ
ャの力の現在の負微分（平均）Ｄ（ｉ）が微分閾値Ｄｔｈを超えなければならない連続点
Ｐの数よりも小さいものを表す。ステップ１５０における判定への回答が「いいえ」であ
る場合、方法はステップ１４６に進み、式ｉ＝ｉ＋１を適用して変数ｉを増分し、その後
、ステップ１３６に戻り、反復する。ステップ１５０における判定への回答が「はい」で
ある場合、方法はステップ１５２に進み、ピークが確認され、基線Ｂがとられる。
【００２６】
　基線Ｂは、チャンバに流体が充填される注入中の平均力を表す。一実施形態において、
基線Ｂは、トリガ事象まで発生している、規定の基線範囲にわたってプランジャに作用す
る平均力を含む。一実施形態において、規定の基線範囲は、トリガ事象の直前およびトリ
ガ事象までにとられる、プランジャに関する平均力データの直前１００マイクロリットル
を含む。一実施形態において、基線範囲は、複数サイクルの平均力データを含んでもよい
。他の実施形態において、基線範囲は変化してもよい。トリガ事象は、最初にチャンバを
出る流体の送達される体積あたりのプランジャに作用する負微分力Ｄ（ｉ）が、その後、
チャンバを出る流体の送達される体積あたりのプランジャに作用する負微分力Ｄ（ｉ）が
微分閾値Ｄｔｈを超え続けるトリガ事象からのプランジャのサイクルの連続測定点Ｐの数
が、連続測定点閾値Ｐｔｈを超える限り、微分閾値Ｄｔｈを超える点を含む。他の実施形
態において、トリガ事象は変化してもよい。ステップ１５２の後、方法はステップ１４６
に進み、式ｉ＝ｉ＋１を使用して変数ｉを増分し、その後、ステップ１３６に戻り、反復
する。
【００２７】
　前に参照されたように、ステップ１４０における判定への回答が「はい」である場合、
確認されたピークがあり、方法はステップ１４２に進み、式（遅延点）＝（遅延点）＋１
を適用して遅延点ＤＰを増分する。遅延点は最初はゼロに設定される。遅延点は、確認さ
れたピーク以降のプランジャのサイクルからとられるデータ点数を表す。ステップ１４２
の後、方法はステップ１５４に進み、基線Ｂと現在の平均力σ（ｉ）との間の差分が予測
力差分Δよりも大きいか否かについて判定が行われる。現在の平均力σ（ｉ）は、プラン
ジャの現在の点までのサイクルの一定数の点にわたってとられるプランジャに対する現在
の平均力を含む。一実施形態において、プランジャに対する現在の平均力は、プランジャ
の現在の点の直前およびそこまでのプランジャの２サイクルに基づいて計算されてもよい
。他の実施形態において、プランジャに対する現在の平均力は、変更された範囲にわたっ
てとられてもよい。一実施形態において、予測力差分Δは０．１５ポンドの力を含む。他
の実施形態において、予測力差分Δは変更してもよい。
【００２８】
　ステップ１５４における判定への回答が「はい」である場合、方法はステップ１５６に
進み、詰まり（ＥＯＢ）または等価の事象が発生したことを確認し、チャンバ内に空気が
あることを示すためにエンドオブバッグアラームをオンにするためにステップ１４６、１
３６、および１３８を通じて進む。この詰まり（ＥＯＢ）事象は、ポンプをオフにし得る
。ステップ１５４における判定への回答が「いいえ」である場合、方法はステップ１５８
に進み、遅延点ＤＰがΔ遅延点閾値よりも大きいか否かについて判定が行われる。Δ遅延
点閾値は、トリガ事象の点から開始する規定の遅延範囲を含み、その範囲にわたって、基
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線Ｂと現在の平均力σ（ｉ）との間の差分は、詰まり（ＥＯＢ）事象が発生したことを決
定するために予測力差分Δを超えなければならない。一実施形態において、Δ遅延点閾値
は、２００マイクロリットルの送達される流体を含む。他の実施形態において、Δ遅延点
閾値は変更してもよい。
【００２９】
　ステップ１５８における判定への回答が「いいえ」である場合、方法はステップ１４６
に進み、式ｉ＝ｉ＋１を使用して変数ｉを増分し、その後、ステップ１３６に戻り、反復
する。ステップ１５８における判定への回答が「はい」である場合、方法はステップ１６
０に進み、確認されたピークがないと判定し、詰まり（ＥＯＢ）事象がないと判定し、遅
延点ＤＰをゼロにリセットし、ステップ１４６に進み、式ｉ＝ｉ＋１を使用して変数ｉを
増分し、その後、ステップ１３６に戻り、反復する。他の実施形態において、方法１３２
の１つまたは複数のステップは変更されてもよく、続けられなくてもよく、または１つも
しくは複数の追加のステップが追加されてもよい。その上、方法１３２の変数のいずれか
は入力デバイスを使用してユーザに設定されるか、またはプロセッサにプリセットされる
かのいずれかであってもよい。
【００３０】
　図６は、代表的な例について、平均プランジャセンサ力曲線１６２、プランジャセンサ
力（負）微分曲線１６４、基線１６６、微分閾値１６８、規定の基線範囲１７０、予測力
差分Δ１７２、およびΔ遅延点閾値１７４をプロットしたグラフを示す。右端のＹ軸は、
プランジャ力センサによって検出される、プランジャに対するポンド単位の平均力を表し
、左端のＹ軸は、ミリリットル当たりのポンド単位の、図２のプランジャに対する力の微
分（平均）を表し、Ｘ軸は、チャンバから送達される流体のミリリットル単位の体積を表
す。平均プランジャセンサ力曲線１６２は、プランジャのサイクルの測定点を表す各円に
よって伝達される平均力を含み、測定データ点１がグラフ内に示されている第１の円であ
る。プランジャセンサ力微分曲線１６４は、プランジャのサイクルの測定点を表す各三角
形によって伝達される体積あたりの微分力を含み、測定微分データ点１がグラフ内に示さ
れている第１の微分三角形である。基線１６６は、水平線１６６を含む。微分閾値１６８
は、水平線を含む。規定の基線範囲１７０は、この例では１００マイクロリットルである
水平距離を含む。予測力差分Δ１７２は、垂直距離を含む。Δ遅延点閾値１７４は、この
例では２００マイクロリットルである水平距離を含む。
【００３１】
　チャンバ内に空気が含まれているか否かを判定するために以下のように図５の方法が図
６の例に適用されてもよい。ステップ１３４において、方法が開始する。その後、方法は
ステップ１３６に進み、測定点ｉ＝１について詰まり（ＥＯＢ）が検出されなかったとい
う判定が為される。その後、方法はステップ１４０に進み、測定点ｉ＝１について確認さ
れたピークがないという判定が為される。その後、方法はステップ１４４に進み、測定点
ｉ＝１についての微分が微分閾値を超えていないという判定が為される。その後、方法は
ステップ１４６に進み、変数ｉを増分し、その後、方法はステップ１３６を反復する。方
法は、ステップ１４４において測定点ｉ＝１７についての微分が微分閾値を超えるという
判定が為されるまで、同じようにループし続ける。その後、方法はステップ１４８に進み
、変数Ｐを０から１に増分する。その後、方法はステップ１５０に進み、現在１に等しい
変数Ｐが１の連続点閾値Ｐｔｈよりも大きくないと判定する。その後、方法はステップ１
４６に進み、ｉを１８に増分し、ステップ１３６、１４０、および１４４を反復する。ス
テップ１４４において、測定点ｉ＝１８の微分が微分閾値を超えるという判定が為される
。その後、方法はステップ１４８に進み、変数Ｐを１から２に増分する。その後、方法は
ステップ１５０に進み、現在２に等しい変数Ｐが１の連続点閾値Ｐｔｈより大きいと判定
する。その後、方法はステップ１５２に進み、ピークを確認し、トリガ事象である測定点
ｉ＝１７の直前および測定点ｉ＝１７のまでの平均力データの１００マイクロリットルの
基線範囲の基線Ｂをとる。その後、方法はステップ１４６に進み、変数ｉを１９に増分し
、その後、ステップ１３６に戻り、反復する。
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【００３２】
　ステップ１３６において、測定点１９について詰まり（ＥＯＢ）が検出されなかったと
いう判定が為される。その後、方法はステップ１４０に進み、測定点ｉ＝１９について確
認されたピークがあるという判定が為される。その後、方法はステップ１４２に進み、遅
延点ＤＰを１に増分する。その後、方法はステップ１５４に進み、基線Ｂと測定点ｉ＝１
９についての現在の平均力σ（ｉ）との間の差分が予測力差分Δよりも大きくないと判定
する。その後、方法は、ステップ１５８に進み、１の遅延点ＤＰが、チャンバから送達さ
れる２００マイクロリットルの流体内の、トリガ事象から開始するプランジャのサイクル
内の測定点の数を含むΔ遅延点閾値よりも大きくないと判定する。その後、方法はステッ
プ１４６に進み、変数ｉを増分し、ステップ１３６に戻り、反復する。方法は、基線Ｂと
測定点ｉ＝２３についての現在の平均力σ（ｉ）との間の差分が予測力差分Δよりも大き
いとステップ１５４において判定されるまで、ステップ１３６、１４０、１４２、および
１５４を通じてループし続ける。その後、方法はステップ１５６に進み、詰まり（ＥＯＢ
）事象が発生したことを確認し、チャンバ内に空気があることを示すために詰まりアラー
ムをオンにするためにステップ１４６、１３６、および１３８を通じて進む。詰まりアラ
ームがオンにされていることは、注入を中断することをさらに含んでもよい。
【００３３】
　図５の方法は、様々な流速についての４７２個のデータセットを分析するために実施さ
れた。試験の結果、空気がチャンバ内にあるという偽陽性判定はなく、偽陰性が１度だけ
発生し、これはセットのうち０．２％のみが不正確な結果をもたらすことに等しかった。
【００３４】
　図７は、本注入システムのチャンバ内の空気を検出するための方法１８０の一実施形態
の流れ図を示す。方法１８０は、図１の薬剤送達注入システム１００を使用して実施され
てもよく、プランジャがアクチュエータデバイスを用いて流体を含むチャンバに対して動
かされ、プランジャがチャンバに対して動くときにプランジャに作用する力をセンサが検
出し、プロセッサが、センサによってとられる力測定値を処理し、方法１８０に示されて
いるアルゴリズムを使用してチャンバ内に空気が含まれているか否かを判定するために持
続性メモリ内に記憶されているプログラミングコードを実行し、チャンバ内に空気が含ま
れているとプロセッサが判定した場合にアラームがオンになり、これによってポンプの停
止がトリガされ得る。その上、方法１８０は、プランジャまたはセンサの作動のタイミン
グをとるために図１の薬剤送達注入システム１００のクロックを利用してもよく、プラン
ジャの位置を求めるために位置センサを使用してもよく、これらの各々はプロセッサと電
子的に通信している。他の実施形態において、方法１８０は、方法を実施するために様々
な構成要素を利用してもよい。
【００３５】
　ステップ１８２において、プランジャがアクチュエータデバイスを用いて流体を含むチ
ャンバに対して動かされる。ステップ１８４において、プランジャがチャンバに対して動
くと、プランジャに作用する力がセンサで検出される。ステップ１８６において、力の測
定値が、センサからプロセッサへと電子的に通信される。ステップ１８７において、プロ
セッサを用いて、（１）チャンバを出る流体の送達される体積あたりのプランジャに作用
する力の変化が閾値を超えるトリガ事象が発生する場合、および（２）トリガ事象の後、
プランジャに作用する基線平均力と、プランジャに作用する現在の平均力との間の差分が
、規定の遅延範囲内で予測力差分を超える場合、チャンバが空気を含むという判定が為さ
れる。ステップ１８８において、チャンバが空気を含むとプロセッサが判定すると、プロ
セッサがアラームをオンにする。ステップ１８８は、アラームがオンにされたときにポン
プを停止することをさらに含んでもよい。
【００３６】
　ステップ１８７の一実施形態において、チャンバが空気を含むことをプロセッサが判定
するために行われなければならないステップ（１）は、トリガ事象からのプランジャのサ
イクルの連続した数の測定点について、チャンバを出る流体の送達される体積あたりのプ
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ランジャに作用する微分力が、チャンバに対するプランジャのサイクルの測定点の閾値数
よりも多い場合、微分閾値を超え続けることをさらに含んでもよい。ステップ１８７の一
実施形態において、ステップ（２）の基線平均力は、トリガ事象まで発生している、規定
の基線範囲にわたってプランジャに作用する平均力を含んでもよい。基線平均力は、チャ
ンバに流体が充填されていることをさらに表し得る。他の実施形態において、方法１８０
のステップのいずれかは変更されてもよく、続けられなくてもよく、または追加のステッ
プが追加されてもよい。
【００３７】
　本開示の別の実施形態において、図１の薬剤送達注入システム１００は、プランジャ１
０７に対する力プロファイルの形状を分析すること、および、プランジャ１０７に対する
力プロファイルの形状がチャンバ１０８内にある液体を表す力プロファイルの基線形状か
ら大幅に変化するときにチャンバ１０８内に空気が含まれていると判定することによって
、チャンバ１０８内に空気が存在する場合を判定してもよい。これは、空気がチャンバ１
０８に達すると、プランジャ１０７のストロークまたはサイクル中にプランジャ１０７に
対する力プロファイルの形状が、チャンバ１０８内にある流体からチャンバ１０８内にあ
る空気への遷移が行われるとき、およびその後に、一貫して変化することが判明している
ためである。プランジャ１０７に対する力プロファイルの形状は、空気および流体に関連
付けられる力プロファイル形状を判別することによって、ライン内空気を検出するための
ものとして使用され得る。力プロファイルの形状の特性は、メカニズム、セット、流体タ
イプ、ならびに遠位および近位圧力に関連付けられるいくらかの変動性をもって、チャン
バ１０８から送達されている流体の送達流量に依存する。
【００３８】
　図８は、液体曲線１９０および空気曲線１９２の力センサプロファイルをプロットした
、一実施形態の代表的なグラフを示す。Ｙ軸は、プランジャ力センサによって検出される
、プランジャに対するポンド単位の力を表し、Ｘ軸は、２５０Ｈｚのレートで収集される
サンプルの数を表す。液体曲線１９０は、チャンバ内に液体が配置されていることを表す
。空気曲線１９２は、チャンバ内に空気が配置されていることを表す。図示されているよ
うに、液体曲線１９０は、プランジャの各サイクルｃの拡張部分ｅの間、プランジャに対
する力が空気曲線１９２よりも著しく大きい力である、一方、後退段階ｒの間の曲線１９
０と１９２との間の差は著しく小さい。
【００３９】
　図９は、プランジャ力プロファイルに対して行われた主成分分析（ＰＣＡ）の一実施形
態の代表的なグラフを示し、点１９４はチャンバ内に液体が配置されていることを表し、
点１９６はチャンバ内に空気が配置されていることを表す。Ｘ軸は第１のスコアを表し、
Ｙ軸は第２のスコアを表す。図示されている用に、チャンバ内に液体が配置されているこ
とを表す点１９４は、チャンバ内に空気が配置されていることを表す点１９６よりも高い
第１のスコアを有する。
【００４０】
　図１０は、プランジャ力プロファイル１９８をプロットした、一実施形態の代表的なグ
ラフを示す。Ｙ軸は、プランジャ力センサによって検出される、プランジャに対するポン
ド単位の力を表し、Ｘ軸は、プランジャの各サイクルｃのサンプル数を表す。図示されて
いるように、６点ベクトルパターンを含む６つの点ｐ１～ｐ６が、プランジャの各サイク
ル（またはストローク）ｃの拡張部分ｅの間に特定のプランジャ位置においてサンプリン
グされている。プランジャの各サイクルｃの後退部分ｒの間は点はサンプリングされてい
ない。各サイクルのこの力サンプリングは、測定された力プロファイルの形状に基づいて
チャンバ内に空気または液体が含まれているかを判定するのに使用され得る。流体のパタ
ーン分散対チャンバ内にある空気の間の相関を判定するために、主成分分析（ＰＣＡ）を
使用して判定が行われ得る。セット／針高さおよび様々なメカニズムにわたるパターンを
正規化するために前処理が適用され得る。各別個の流体注入流量または注入流量の範囲に
ついて別個の分析が実行される。他の実施形態において、プランジャのサイクルあたり様
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々な数の点が利用されてもよく、様々なタイプの分析を使用して判定が行われてもよい。
【００４１】
　図１１は、液体プランジャ力曲線２００および空気プランジャ力曲線２０２をプロット
した、一実施形態の代表的なグラフを示す。Ｙ軸は、プランジャ力センサによって検出さ
れる、プランジャに対するポンド単位の力を表し、Ｘ軸は、プランジャのサイクルのサン
プル数を表す。液体プランジャ力曲線２００は、チャンバ内に液体が配置されていること
を表す。空気プランジャ力曲線２０２は、チャンバ内に空気が配置されていることを表す
。図示されているように、液体プランジャ力曲線２００は、プランジャに対する力が空気
プランジャ力曲線２０２よりも著しく大きい力がある。
【００４２】
　図１２は、２０ｍｌ／ｈｒの注入流量における、基準プランジャ力プロファイルと、空
気曲線２０４および液体曲線２０６を含む後続のプロファイルとの間の最大絶対差の分布
をプロットした、一実施形態の代表的なグラフを示す。Ｙ軸はプロファイルの数を表し、
Ｘ軸は、測定力プロファイルと基線プロファイルとの間の最大絶対差の点に関連付けられ
る差を表す。空気曲線２０４はチャンバ内に空気が配置されていることを表し、液体曲線
２０６はチャンバ内に液体が配置されていることを表す。図示されているように、液体曲
線２０６の（液体）基線からの差は、空気曲線２０４よりも著しく小さい。図１３は、５
５０ｍｌ／ｈｒの注入流量における、基準プランジャ力プロファイルと、空気曲線２０８
および液体曲線２１０を含む後続のプロファイルとの間の最大絶対差の分布をプロットし
た、一実施形態の代表的なグラフを示す。Ｙ軸はプロファイルの数を表し、Ｘ軸は、測定
力プロファイルと基線プロファイルとの間の最大絶対差の点に関連付けられる差を表す。
空気曲線２０８はチャンバ内に空気が配置されていることを表し、液体曲線２１０はチャ
ンバ内に液体が配置されていることを表す。図示されているように、液体曲線２１０の（
液体）からの差は、空気曲線２０８よりも著しく小さい。図１２および図１３は、最大差
計算が特徴抽出のために計算された後、様々な注入流量にわたって空気と流体との間に著
しい差があることを実証している。
【００４３】
　図１４は、２０ｍｌ／ｈｒの注入流量における、空気の描写２１２および液体の描写２
１４をプロットした、一実施形態の代表的なグラフを示す。Ｙ軸は観測される力と（　　
）との間の差を表し、Ｘ軸は、（１）プランジャチャンバ内の液体に関連付けられる差の
グループ、および（２）プランジャチャンバ内の空気との差の２つのグループを表す。空
気の描写２１２はチャンバ内に空気が配置されていることを表し、液体の描写２１４はチ
ャンバ内に液体が配置されていることを表す。図示されているように、空気の描写２１２
は液体基線からの差が著しく低く（より負であり）、一方で流体２１２の差は、液体基線
からゼロに近い。２つのグループの間が離れていることが、空気に関連付けられる力測定
値を流体に関連付けられる力測定値から区別するための方法の原理をもたらす。
【００４４】
　チャンバ内に空気が含まれているか否かを評価するために、各注入プログラムに特有の
基線力プロファイルを求めることによって、および、注入プログラム／流量とは無関係に
１つの一般的な特徴を使用することによって、プランジャの力形状プロファイルを正規化
するアルゴリズムが発見されている。アルゴリズムを実行するために、プランジャの各力
形状プロファイルが基線力プロファイルと比較され、力形状プロファイルと基線力プロフ
ァイルとの間の点毎の差が求められ、力形状プロファイルと基線力プロファイルとの間の
最小（最も負の）差が閾値を下回って下降するとき、チャンバが空気を含むという判定が
為される。基線力プロファイルは、チャンバ内に液体が配置されていることを表し得る。
他の実施形態において、プランジャの力形状プロファイルに基づいてチャンバ内に空気が
含まれている場合を判定するのに様々なアルゴリズムが実行されてもよい。
【００４５】
　図１５および図１６は、空気がポンプのチャンバ内に含まれるか否かを判定するための
、本開示に基づく、連続した流れ図を含む、方法２２０の一実施形態を示す。方法２２０
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は、図１の薬剤送達注入システム１００を使用して実施されてもよく、プランジャがアク
チュエータデバイスを用いて流体を含むチャンバに対して動かされ、プランジャがチャン
バに対して動くときにプランジャに作用する力をセンサが検出し、プロセッサが、センサ
によってとられる力測定値を処理し、方法２２０に示されているアルゴリズムを使用して
チャンバ内に空気が含まれているか否かを判定するために持続性メモリ内に記憶されてい
るプログラミングコードを実行し、チャンバ内に空気が含まれているとプロセッサが判定
した場合にアラームがオンになり、これによってさらにポンプが停止され得る。その上、
方法２２０は、プランジャまたはセンサの作動のタイミングをとるために図１の薬剤送達
注入システム１００のクロックを利用してもよく、プランジャの位置を求めるために位置
センサを使用してもよい。他の実施形態において、方法２２０は、方法を実施するために
様々な構成要素を利用してもよい。
【００４６】
　ステップ２２２において、方法が開始する。ステップ２２２の後、方法はロケーション
ステップ２２４～ステップ２２６を通じて進む。ステップ２２６において、プランジャの
力プロファイルＸ（ｋ）がプランジャの第１のサイクルについて取得され、Ｋ＝１がプラ
ンジャの第１のサイクルを表す。力プロファイルＸ（ｋ）は、プランジャのｋ番目のサイ
クルの間のプランジャの６つの位置／点の各々における、プランジャに対する６つの力を
含むベクトルを表す。他の実施形態において、力プロファイルはプランジャの様々な数の
位置によって取得されてもよい。その後、方法はステップ２２８に進み、式ＰＣ＝ＰＣ＋
１を使用してプロファイルカウントＰＣを増分し、ＰＣは最初は０であり、それによって
、ＰＣは１に増分されることになる。その後、方法はステップ２３０に進み、プロファイ
ルカウントＰＣがＮｉ＝２に設定されているＮｉを無視するためのプランジャの初期サイ
クルの数以下であるか否かを判定する。他の実施形態において、Ｎｉは他の値に設定され
てもよい。
【００４７】
　プロファイルカウントＰＣがＮｉを無視するためのプランジャの初期サイクルの数以下
であるとステップ２３０が判定する場合、方法は、ステップ２２４、２２６、２２８、お
よび２３０に戻り、プロファイルカウントＰＣがＮｉを無視するためのプランジャの初期
サイクルの数を超えるまで反復し、大きくなると、方法はステップ２３２に進む。ステッ
プ２３２において、基線カウントＢＳ＿ＬＮ＿ＣＮＴが基線準備変数ＢＳ＿ＬＮ＿ＲＤＹ
よりも小さいか否かについて判定が為される。基線カウントＢＳ＿ＬＮ＿ＣＮＴは最初、
ＢＳ＿ＬＮ＿ＣＮＴ＝０に設定される。基線準備変数ＢＳ＿ＬＮ＿ＲＤＹはＢＳ＿ＬＮ＿
ＲＤＹ＝５に設定される。他の実施形態においてＢＳ＿ＬＮ＿ＣＮＴおよびＢＳ＿ＬＮ＿
ＲＤＹは他の値に設定されてもよい。ＢＳ＿ＬＮ＿ＣＮＴがＢＳ＿ＬＮ＿ＲＤＹ以上であ
るとステップ２３２が判定する場合、方法は、図１５のロケーションステップ２３４を通
り、図１６のロケーションステップ２３６を通じて、後述される図１６のステップ２３８
へと進む。
【００４８】
　ステップ２３２において、基線カウントＢＳ＿ＬＮ＿ＣＮＴがＢＳ＿ＬＮ＿ＲＤＹ未満
であるという判定が為される場合、方法はステップ２４０に進む。ステップ２４０におい
て、その瞬間におけるアナログ－デジタルカウント（ＡＤＣ）が流体ＴＰＲＩの一次閾値
未満であるか否かについて、および、ＰＣがＮｉ＋２よりも大きいことによって表される
、プロファイルカウントＰＣが無視するためのプランジャの初期サイクルの数に２を加え
た数よりも大きいか否かについて判定が為される。流体ＴＰＲＩの一次閾値は３，０００
に設定される。他の実施形態において、流体ＴＰＲＩの一次閾値は他の値に設定されても
よい。ステップ２４０において、チャンバの下流にある空気センサによって読み取られる
アナログ－デジタルカウント（ＡＤＣ）が流体ＴＰＲＩの一次閾値以上であること（チャ
ンバ内に空気があることを意味する）、または、ＰＣがＮｉ＋２よりも大きいことによっ
て表される、プロファイルカウントＰＣが無視するためのプランジャの初期サイクルの数
に２を加えた数以下である（空気センサがチャンバの下流に位置することに起因して２サ
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イクルの遅延がある）ことのいずれかの判定が為された場合、方法はステップ２４２に進
み、基線カウントＢＳ＿ＬＮ＿ＣＮＴが０よりも大きいか否かを判定する。他の実施形態
において、使用されるサイクルの遅延数は変化してもよい。基線カウントＢＳ＿ＬＮ＿Ｃ
ＮＴが０以下であるとステップ２４２が判定した場合、方法はロケーションステップ２２
４～ステップ２２６に戻り、ループを継続する。基線カウントＢＳ＿ＬＮ＿ＣＮＴが０よ
りも大きいとステップ２４２が判定する場合、方法は、図１５のロケーションステップ２
３４を通り、図１６のロケーションステップ２３６を通じて、後述される図１６のステッ
プ２３８へと進む。
【００４９】
　ステップ２４０において、チャンバの下流にある空気センサによって読み取られるアナ
ログ－デジタルカウント（ＡＤＣ）が流体ＴＰＲＩの一次閾値未満（チャンバ内に液体が
あることを意味する）であること、または、ＰＣがＮｉ＋２よりも大きいことによって表
される、プロファイルカウントＰＣが無視するためのプランジャの初期サイクルの数に２
を加えた数よりも大きい（空気センサがチャンバの下流に位置することに起因する２サイ
クルの遅延が満了していることを示す）ことのいずれかの判定が為された場合、方法はス
テップ２４４に進む。ステップ２４４において、式Ｘｔ＝Ｘｔ＋Ｘ（ｋ－２）を使用して
累積基線プロファイルＸｔが求められ（Ｘ（ｋ－２）は、空気センサがチャンバの下流に
位置することに起因する２サイクル前の、６点ベクトルとして表現される力プロファイル
を表す）、Ｘｔは最初は０に設定され、ｋはプランジャの現在のサイクルの数を表す。他
の実施形態において、Ｘｔの式は変化してもよい。ステップ２４４の後、方法はステップ
２４６に進み、式ＢＳ＿ＬＮ＿ＣＮＴ＝ＢＳ＿ＬＮ＿ＣＮＴ＋１を使用して基線カウント
ＢＳ＿ＬＮ＿ＣＮＴを増分する。ステップ２４６の後、方法はステップ２４８に進み、プ
ランジャの基線カウントＢＳ＿ＬＮ＿ＣＮＴサイクルの数にわたって液体がチャンバ内に
あるときにとられるプランジャに対する力測定値を平均する式Ｘｍ＝Ｘｔ／ＢＳ＿ＬＮ＿
ＣＮＴを使用して、６点ベクトルとして表現される基線力プロファイルＸｍを求める。基
線力プロファイルＸｍは、空気センサがチャンバの下流に位置することに起因する現在の
サイクルの２サイクル前に、液体（流体）がチャンバ２内に含まれている状況についての
基線力ベクトルを表す。他の実施形態において、基線力プロファイルＸｍは、様々な式を
使用して計算されてもよい。ステップ２４８の後、方法は、図１５のロケーションステッ
プ２３４を通り、図１６のロケーションステップ２３６を通じて、図１６のステップ２３
８へと進む。
【００５０】
　図１６のステップ２３８において、プランジャの現在のベクトル力プロファイルと基線
力ベクトルとの間の最小距離Ｄが、式Ｄ＝ｍｉｎ（Ｘ（ｋ）－Ｘｍ）を使用して求められ
、ｋはプランジャの現在のサイクルを表し、Ｘｍは基線力ベクトルを表し、Ｄは、２つの
ベクトルの対応する６点の間の単一の最小距離である。ステップ２３８の後、方法はステ
ップ２５０に進み、Ｄは－３に設定される所与の注入流量の閾値Ｔｒａｔｅよりも大きい
か否かを判定する。他の実施形態において、Ｔｒａｔｅは、注入流量、または信号分散の
ような他の要因に応じて様々な数に設定されてもよい。加えて、高確率対低確率の領域を
提供するために、Ｔｒａｔｅに対して２つ以上の値が使用されてもよい。ステップ２５０
において、プランジャの現在のベクトル力プロファイルと基線力ベクトルとの間の最小距
離Ｄが所与の注入流量の閾値Ｔｒａｔｅ以下であるという判定が為された場合、これはチ
ャンバ内に空気があることを意味し、方法はステップ２５２に進む。
【００５１】
　ステップ２５２において、式Ｎｗ　ｃｏｕｎｔ＝Ｎｗ　ｃｏｕｎｔ＋１を使用してＮｗ
カウントが増分され、Ｎｗカウントは最初は０に設定される。Ｎｗカウントは、観測され
ている空気サイクルの現在の数を表す。ステップ２５２の後、方法はステップ２５４に進
み、ＮｗカウントがＮｗ以上であるか否かを判定し、Ｎｗはプランジャの連続して観測さ
れる空気サイクルの閾値数を表し、その後、空気アラームがオンにされることになり、こ
れはチャンバ内に空気が含まれていることを示す。ステップ２５４においてＮｗカウント
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がＮｗ未満であるまたは同じであると判定される場合、方法は、ロケーションステップ２
５６を通じて図１５のロケーションステップ２２４に戻って図１５のステップ２２６へと
進み、ループを反復する。ステップ２５４においてＮｗカウントがＮｗ以上または同じで
あると判定される場合、方法はステップ２５８に進み、Ｆｌａｇ　Ｄｅｌｔａをチャンバ
内に空気が存在することを示す１に設定し、チャンバ内に空気が存在することを示すため
にアラームをオンにし、ロケーションステップ２５６を通じて図１５のロケーションステ
ップ２２４に戻って図１５のステップ２２６へと進み、ループを反復する。ステップ２５
８は、ポンプを停止することをさらに含んでもよい。
【００５２】
　ステップ２５０において、プランジャの現在のベクトル力プロファイルと基線力ベクト
ルとの間の最小距離Ｄが所与の注入流量の閾値Ｔｒａｔｅよりも大きいという判定が為さ
れた場合、これはチャンバ内に液体が含まれていることを意味し、方法はステップ２６０
に進む。ステップ２６０において、Ｎｗカウントが０にリセットされ、Ｎｗカウントは観
測されている空気サイクルの現在の数を表し、Ｆｌａｇ　Ｄｅｌｔａも０にリセットされ
、Ｆｌａｇ　Ｄｅｌｔａはチャンバ内に空気が存在することを表す。ステップ２６０の後
、方法はステップ２６２に進み、基線カウントＢＳ＿ＬＮ＿ＣＮＴがＢＳ＿ＬＮ＿ＲＤＹ
＝５に設定されている基線準備変数ＢＳ＿ＬＮ＿ＲＤＹ以上または同じであるか否かを判
定する。他の実施形態において、基線準備変数ＢＳ＿ＬＮ＿ＲＤＹは他の値に設定されて
もよい。
【００５３】
　ステップ２６２において基線カウントＢＳ＿ＬＮ＿ＣＮＴが基線準備変数ＢＳ＿ＬＮ＿
ＲＤＹ未満または同じであると判定される場合、方法は、ロケーションステップ２５６を
通じて図１５のロケーションステップ２２４に戻って図１５のステップ２２６へと進み、
ループを反復する。ステップ２６２において、基線カウントＢＳ＿ＬＮ＿ＣＮＴが基線準
備変数ＢＳ＿ＬＮ＿ＲＤＹ以上または同じであると判定された場合、方法はステップ２６
４に進む。ステップ２６４において、６点ベクトルとして表現される基線力プロファイル
Ｘｍが適応的基線力プロファイル式Ｘｍ＝Ｘｍ＊（１－α）＋α＊Ｘ（ｋ）を使用して計
算され、αはどのくらいの割合の計算された基線力プロファイルＸｍが先行して計算され
た基線力プロファイルＸｍを含むか、またどのくらいの割合の基線力プロファイルＸｍが
現在の力プロファイルＸ（ｋ）を含むかを判定する忘却率を含み、Ｘ（ｋ）はプランジャ
のｋ番目のサイクルのプランジャの現在の力プロファイルである。一実施形態において、
忘却率αは１に設定されてもよい。他の実施形態において、忘却率αは様々な値に設定さ
れてもよい。適応的基線は、移動平均またはカルマンフィルタのような代替方式で求めら
れてもよい。
【００５４】
　ステップ２６４は、忘却率αを制御することによってユーザが基線力プロファイルＸｍ
に対する制御を評価することを可能にする適応的基線ステップを含む。他の実施形態にお
いて、忘却率αは事前にプログラムされてもよい。また他の実施形態において、基線力プ
ロファイルＸｍを計算するのに様々な方法が使用されてもよい。ステップ２６４の後、方
法は、図１５のロケーションステップ２５６を通じて図１５のロケーションステップ２２
４に戻り、図１５のステップ２２６へ進んでループを反復する。他の実施形態において、
方法２２０の１つまたは複数のステップは変更されてもよく、続けられなくてもよく、ま
たは１つもしくは複数の追加のステップが追加されてもよい。その上、方法２２０の変数
のいずれかは入力デバイスを使用してユーザに設定されるか、またはプロセッサにプリセ
ットされるかのいずれかであってもよい。
【００５５】
　図１７は、力センサプロファイル２６６をプロットした、一実施形態の代表的なグラフ
を示す。Ｙ軸は、プランジャ力センサによって検出される、プランジャに対するポンド単
位の力を表し、Ｘ軸は、秒単位の時間を表す。プランジャの各サイクルｃの拡張部分ｅの
間に６つの点ｐ１～ｐ６が計算される。プランジャの各サイクルｃの後退部分ｒの間は点
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はサンプリングされていない。ライン２６８はプランジャの第４５のサイクルの間の点を
表し、この点において、図１５および図１６の方法２２０が適用されると空気がチャンバ
内にあることに起因して空気アラームがオンにされ、これは下記により完全に説明される
。
【００５６】
　図１８は、図１７のプランジャの各サイクルｃについてプロットしたグラフを示し、６
つのそれぞれの差点ｄｐが、チャンバ内に液体があることを含む基線と、プランジャの各
それぞれのサイクルの対応する点との間の測定差を表す。Ｙ軸は差を表し、Ｘ軸は時間を
表す。円で囲まれた点ｃｐは、プランジャの各サイクルの６つのそれぞれの差点ｄｐと基
線との間の、プランジャの各サイクルについての最小差を表す。ライン２７０は、－０．
３に設定されている所与の注入流量の閾値Ｔｒａｔｅを表す。下記により完全に説明され
るように、図１５および図１６の方法が適用されると、方法は、プランジャの最初の４３
サイクル中にチャンバ内に液体が含まれていると判定し、プランジャの第４４のサイクル
中にチャンバ内に空気があると判定し、ライン２６８の後、図１７においてそうであるよ
うに、プランジャの第４５のサイクル中に空気アラームをオンにし、チャンバ内に空気が
あることを表す。
【００５７】
　図１９は、図１７の力センサプロファイル２６６の最初の６つの完全なサイクルＣ１～
Ｃ６をプロットしたグラフを示す。Ｙ軸は、プランジャ力センサによって検出される、プ
ランジャに対するポンド単位の力を表し、Ｘ軸は、秒単位の時間を表す。プランジャの各
サイクルｃの拡張部分ｅの間に６つの点ｐ１～ｐ６が計算される。プランジャの各サイク
ルｃの後退部分ｒの間は点はサンプリングされていない。
【００５８】
　図２０は、図１８のプランジャの最初の６つの完全なサイクルＣ１～Ｃ６の各々につい
てプロットしたグラフを示し、６つのそれぞれの差点ｄｐが、液体がチャンバ内にあるこ
とを含む基線と、プランジャの各それぞれのサイクルの対応する点との間の測定差を表す
。Ｙ軸は差を表し、Ｘ軸は時間を表す。円で囲まれた点ｃｐは、プランジャの各サイクル
の６つのそれぞれの差点ｄｐと基線との間の、プランジャの各サイクルについての最小差
を表す。ライン２７０は、図１８においてそうであるように、－０．３に設定されている
所与の注入流量の閾値Ｔｒａｔｅを表す。下記により完全に説明されるように、図１５お
よび図１６の方法が適用されると、方法は、プランジャの最初の６つの完全なサイクルＣ
１～Ｃ６の各々の間にチャンバ内に液体が含まれていると判定する。
【００５９】
　図２１は、図１７の力センサプロファイル２６６の第４２のサイクルＣ４２～第４５の
サイクルＣ４５をプロットしたグラフを示す。Ｙ軸は、プランジャ力センサによって検出
される、プランジャに対するポンド単位の力を表し、Ｘ軸は、秒単位の時間を表す。プラ
ンジャの各サイクルｃの拡張部分ｅの間に６つの点ｐ１～ｐ６が計算される。プランジャ
の各サイクルｃの後退部分ｒの間は点はサンプリングされていない。
【００６０】
　図２２は、図１８のプランジャの第４２のサイクルＣ４２～第４５のサイクルＣ４５に
ついてプロットしたグラフを示し、６つのそれぞれの差点ｄｐが、液体がチャンバ内にあ
ることを含む基線と、プランジャの各それぞれのサイクルの対応する点との間の測定差を
表す図である。Ｙ軸は差を表し、Ｘ軸は時間を表す。円で囲まれた点ｃｐは、プランジャ
の各サイクルの６つのそれぞれの差点ｄｐと基線との間の、プランジャの各サイクルにつ
いての最小差を表す。ライン２７０は、図１８および図２０においてそうであるように、
－０．３に設定されている所与の注入流量の閾値Ｔｒａｔｅを表す。下記により完全に説
明されるように、図１５および図１６の方法が適用されると、方法は、プランジャの最初
の４３サイクル中にチャンバ内に液体が含まれていると判定し、プランジャの第４４のサ
イクル中にチャンバ内に空気があると判定し、ライン２６８の後、図１７においてそうで
あるように、プランジャの第４５のサイクル中に空気アラームをオンにし、チャンバ内に
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空気があることを表す。
【００６１】
　ここで、図１５および図１６の方法２００がどのように機能するかを実証するために、
図１７～図２２の例に当該方法が適用される。効率的にするために、方法２２０のステッ
プのいくつかのみが下記に説明される。図１５および図１６の方法２２０が図１７～図２
２の例に適用されると、１および２のプロファイルカウントＰＣはそれぞれＮｉ＝２以下
または同じであるため、最初の２つのサイクルＣ１およびＣ２がスキップされる。ＰＣが
４（Ｎｉ＋２＝２＋２＝４）よりも大きいことによって表されるように、３および４のプ
ロファイルカウントＰＣはそれぞれ無視するためのプランジャの初期サイクルの数（Ｎｉ
＝２）に２を加えた数よりも大きくないため、第３のサイクルＣ３および第４のサイクル
Ｃ４のための力プロファイルＸ（ｋ）は取得されるが、使用されない。第５のサイクルＣ
５においてプロファイルカウントＰＣが５に達すると、１，６７３の測定ＡＤＣは３，０
００の流体ＴＰＲＩの一次閾値よりも小さく、プロファイルカウントＰＣ＝５は４（Ｎｉ
＋２＝２＋２＝４）よりも大きいため、累積基線プロファイルＸｔが求められる。この時
点において、６点ベクトルとして表現される基線力プロファイルＸｍは、式Ｘｍ＝Ｘｔ／
ＢＳ＿ＬＮ＿ＣＮＴを使用して計算され、ここでＸｔ＝Ｘｔ［最初は０に設定される］＋
Ｘ（ｋ－２）＝０＋Ｘ（５－２）＝０＋Ｘ（３）＝Ｘ（３）［第３のサイクルの力プロフ
ァイルを表す］であり、ＢＳ＿ＬＮ＿ＣＮＴ＝ＢＳ＿ＬＮ＿ＣＮＴ［最初は０に設定され
る］＋１＝０＋１＝１である。この式を適用すると、結果として、６点力ベクトルとして
表現される基線力プロファイルは、Ｘｍ＝（０．５７４２５２，１．１９２６２７，１．
９９０７６８，２．５５１２６１，３．１４４９２１，３．８２３６５１）になる。その
後、方法２２０は、プランジャの現在のベクトル力プロファイルＸ（ｋ）、ここでｋ＝５
、と、基線力ベクトルとの間の最小距離Ｄを、式Ｄ＝ｍｉｎ（Ｘ（ｋ）－Ｘｍ）＝ｍｉｎ
（Ｘ（５）－Ｘｍ）＝ｍｉｎ（（０．５７４２５２，１．１９２６２７，１．９９０７６
８，２．５５１２６１，３．１４４９２１，３．８２３６５１）－（０．６０１８７６，
１．２２６８６６，１．９６８０４０，２．５４２２５３，３．０５８２６６，３．７８
７４１２））＝ｍｉｎ（（０．５７４２５２－０．６０１８７６），（１．９２６２７－
１．２２６８６６），（１．９９０７６８－１．９６８０４０），（２．５５１２６１－
２．５４２２５３），（３．１４４９２１－３．０５８２６６），（３．８２３６５１－
３．７８７４１２））＝ｍｉｎ（０．０２７６２４，０．０３４２３９，－０．０２２７
２７，－０．００９００８，－０．０８６６５５，－０．０３６２３９）＝－０．０８６
６５５を使用して求める。Ｄ＝－０．０８６６５５はＴｒａｔｅ＝－０．３よりも大きい
ため、方法は、現在のサイクル／プロファイルが液体がチャンバ内にあることに関するも
のであると判定し、基線カウントＢＳ＿ＬＮ＿ＣＮＴ＝１は基線準備変数ＢＳ＿ＬＮ＿Ｒ
ＤＹ＝５未満または同じであるため、忘却率αを使用した適応的基線は適用されない。
【００６２】
　第６のサイクルＣ６について、プロファイルカウントＰＣは６に増大し、１，７４０の
測定ＡＤＣは３，０００の流体の一次閾値ＴＰＲＩよりも小さく、プロファイルカウント
ＰＣ＝６は４（Ｎｉ＋２＝２＋２＝４）よりも大きいため、累積基線プロファイルＸｔが
求められる。この時点において、６点ベクトルとして表現される基線力プロファイルＸｍ
は、式Ｘｍ＝Ｘｔ／ＢＳ＿ＬＮ＿ＣＮＴを使用して計算され、ここでＸｔ＝Ｘｔ＋Ｘ（ｋ
－２）であり、ＢＳ＿ＬＮ＿ＣＮＴ＝２である。この式を適用すると、結果として、６点
力ベクトルとして表現される基線力プロファイルは、Ｘｍ＝（０．５８４９８４，１．２
３４１６７，１．９４７９２０，２．５５６５６６，３．１０３７２０，３．８１８８７
１）になる。その後、方法２２０は、プランジャの現在のベクトル力プロファイルＸ（ｋ
）、ここでｋ＝６、と、基線力ベクトルとの間の最小距離Ｄを、式Ｄ＝ｍｉｎ（Ｘ（ｋ）
－Ｘｍ）＝ｍｉｎ（Ｘ（６）－Ｘｍ）＝ｍｉｎ（（０．６００３８７，１．２６６４４４
，１．９１６１７９，２．５４７２７３，３．０３１６８６，３．８０５０７６）－（０
．５８４９８４，１．２３４１６７，１．９４７９２０，２．５５６５６６，３．１０３
７２０，３．８１８８７１））＝ｍｉｎ（（０．６００３８７－０．５８４９８４），（



(20) JP 6306566 B2 2018.4.4

10

20

30

40

50

１．２６６４４４－１．２３４１６７），（１．９１６１７９－１．９４７９２０），（
２．５４７２７３－２．５５６５６６），（３．０３１６８６－３．１０３７２０），（
３．８０５０７６－３．８１８８７１））＝ｍｉｎ（０．０１５４０２，０．０３２２７
７，－０．０３１７４１，－０．００９２９３，－０．０７２０３５，－０．０１３７９
５）＝－０．０７２０３５を使用して求める。Ｄ＝０．０７２０３５はＴｒａｔｅ＝－０
．３よりも大きいため、方法は、現在のサイクル／プロファイルが液体がチャンバ内にあ
ることに関するものであると判定し、基線カウントＢＳ＿ＬＮ＿ＣＮＴ＝２は基線準備変
数ＢＳ＿ＬＮ＿ＲＤＹ＝５未満または同じであるため、忘却率αを使用した適応的基線は
適用されない。
【００６３】
　方法が第４３のサイクルＣ４３（中間のサイクル計算は、効率的にするためにここでは
説明されない）に達すると、プロファイルカウントＰＣは４３に増大し、測定ＡＤＣは３
，０００の流体の一次閾値ＴＰＲＩよりも小さく、プロファイルカウントＰＣ＝４３は４
（Ｎｉ＋２＝２＋２＝４）よりも大きいため、累積基線プロファイルＸｔが求められる。
この時点において、６点ベクトルとして表現される基線力プロファイルＸｍは、式Ｘｍ＝
Ｘｔ／ＢＳ＿ＬＮ＿ＣＮＴを使用して計算され、ここでＸｔ＝Ｘｔ＋Ｘ（ｋ－２）であり
、ＢＳ＿ＬＮ＿ＣＮＴ＝３９である。この式を適用すると、結果として、６点力ベクトル
として表現される基線力プロファイルは、Ｘｍ＝（０．５０７９０４，０．８８２２１５
，１．６４２３２９，２．３２６６０９，２．８９３２２７，３．６２３１９９）になる
。その後、方法２２０は、プランジャの現在のベクトル力プロファイルＸ（ｋ）、ここで
ｋ＝４３、と、基線力ベクトルとの間の最小距離Ｄを、式Ｄ＝ｍｉｎ（Ｘ（ｋ）－Ｘｍ）
＝ｍｉｎ（Ｘ（４３）－Ｘｍ）＝ｍｉｎ（（０．５２１０２１，０．７２９３７６，１．
５１５７７７，２．２４９４４８，２．８２８８６７，３．５８２６４１）－（０．５０
７９０４，０．８８２２１５，１．６４２３２９，２．３２６６０９，２．８９３２２７
，３．６２３１９９））＝ｍｉｎ（（０．５２１０２１－０．５０７９０４），（０．７
２９３７６－０．８８２２１５），（１．５１５７７７－１．６４２３２９），（２．２
４９４４８－２．３２６６０９），（２．８２８８６７－２．８９３２２７），（３．５
８２６４１－３．６２３１９９））＝ｍｉｎ（０．０１３１１７，－０．１５２８３９，
－０．１２６５５２，－０．０７７１６１，－０．０６４３６０，－０．０４０５５８）
＝－０．１５２８３９を使用して求める。Ｄ＝－０．１５２８３９はＴｒａｔｅ＝－０．
３よりも大きいため、方法は、現在のサイクル／プロファイルが、液体がチャンバ内にあ
ることに関するものであると判定し、基線カウントＢＳ＿ＬＮ＿ＣＮＴ＝３９は基線準備
変数ＢＳ＿ＬＮ＿ＲＤＹ＝５以上または同じであるため、忘却率αを使用した適応的基線
が求められる。適応的基線を計算するために忘却率α＝０．１０００００を適用する結果
として、適応的基線Ｘｍ＝Ｘｍ＊（１－α）＋α＊Ｘ（ｋ）＝（０．５０９２１６，０．
８６６９３１，１．６２９６７３，２．３１８８９３，２．８８６７９１，３．６１９１
４４）となる。
【００６４】
　方法が第４４のサイクルＣ４４に達すると、プロファイルカウントＰＣは４４に増大し
、測定ＡＤＣは３，０００の流体の一次閾値ＴＰＲＩよりも小さく、プロファイルカウン
トＰＣ＝４４は４（Ｎｉ＋２＝２＋２＝４）よりも大きいため、累積基線プロファイルＸ
ｔが求められる。この時点において、６点ベクトルとして表現される基線力プロファイル
Ｘｍは、式Ｘｍ＝Ｘｔ／ＢＳ＿ＬＮ＿ＣＮＴを使用して計算され、ここでＸｔ＝Ｘｔ＋Ｘ
（ｋ－２）であり、ＢＳ＿ＬＮ＿ＣＮＴ＝４０である。この式を適用すると、結果として
、６点力ベクトルとして表現される基線力プロファイルは、Ｘｍ＝（０．５０９２１６，
０．８６６９３１，１．６２９６７３，２．３１８８９３，２．８８６７９１，３．６１
９１４４）になる。その後、方法２２０は、プランジャの現在のベクトル力プロファイル
Ｘ（ｋ）、ここでｋ＝４４、と、基線力ベクトルとの間の最小距離Ｄを、式Ｄ＝ｍｉｎ（
Ｘ（ｋ）－Ｘｍ）＝ｍｉｎ（Ｘ（４４）－Ｘｍ）＝ｍｉｎ（（０．６１６６７５，０．６
９０７３２，０．９７４９０７，１．４４６４４７，２．０６４３０９，３．０９７７０
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４）－（０．５０９２１６，０．８６６９３１，１．６２９６７３，２．３１８８９３，
２．８８６７９１，３．６１９１４４））＝ｍｉｎ（（０．６１６６７５－０．５０９２
１６），（０．６９０７３２－０．８６６９３１），（０．９７４９０７－１．６２９６
７３），（１．４４６４４７－２．３１８８９３），（２．０６４３０９－２．８８６７
９１），（３．０９７７０４－３．６１９１４４））＝ｍｉｎ（０．１０７４５９，－０
．１７６１９９，－０．６５４７６７，－０．８７２４４６，－０．８２２４８２，－０
．５２１４３９）＝－０．８７２４４６を使用して求める。Ｄ＝－０．８７２４４６はＴ
ｒａｔｅ＝－０．３よりも大きくないため、方法は、現在のサイクル／プロファイルが、
空気がチャンバ内にあることに関するものであると判定し、ＮｗカウントをＮｗ　ｃｏｕ
ｎｔ＋１＝０＋１＝１に増分する。
【００６５】
　方法が第４５のサイクルＣ４５に達すると、プロファイルカウントＰＣは４５に増大し
、測定ＡＤＣは３，０００の流体の一次閾値ＴＰＲＩよりも小さく、プロファイルカウン
トＰＣ＝４５は４（Ｎｉ＋２＝２＋２＝４）よりも大きいため、累積基線プロファイルＸ
ｔが求められる。この時点において、６点ベクトルとして表現される基線力プロファイル
Ｘｍは、式Ｘｍ＝Ｘｔ／ＢＳ＿ＬＮ＿ＣＮＴを使用して計算され、ここでＸｔ＝Ｘｔ＋Ｘ
（ｋ－２）であり、ＢＳ＿ＬＮ＿ＣＮＴ＝４１である。この式を適用すると、結果として
、６点力ベクトルとして表現される基線力プロファイルは、Ｘｍ＝（０．５０９２１６，
０．８６６９３１，１．６２９６７３，２．３１８８９３，２．８８６７９１，３．６１
９１４４）になる。その後、方法２２０は、プランジャの現在のベクトル力プロファイル
Ｘ（ｋ）、ここでｋ＝４５、と、基線力ベクトルとの間の最小距離Ｄを、式Ｄ＝ｍｉｎ（
Ｘ（ｋ）－Ｘｍ）＝ｍｉｎ（Ｘ（４４）－Ｘｍ）＝ｍｉｎ（（０．６１３０８４，０．６
７４０５９，０．８９１７５６，１．４２１０７５，１．９９００８３，２．８５９７２
８）－（０．５０９２１６，０．８６６９３１，１．６２９６７３，２．３１８８９３，
２．８８６７９１，３．６１９１４４））＝ｍｉｎ（（０．６１３０８４－０．５０９２
１６），（０．６７４０５９－０．８６６９３１），（０．８９１７５６－１．６２９６
７３），（１．４２１０７５－２．３１８８９３），（１．９９００８３－２．８８６７
９１），（２．８５９７２８－３．６１９１４４））＝ｍｉｎ（０．１０３８６８，－０
．１９２８７２，－０．７３７９１７，－０．８９７８１８，－０．８９６７０８，－０
．７５９４１５）＝－０．８９７８１８を使用して求める。Ｄ＝－０．８９７８１８はＴ
ｒａｔｅ＝－０．３よりも大きくないため、方法は、現在のサイクル／プロファイルが、
空気がチャンバ内にあることに関するものであると判定し、ＮｗカウントをＮｗ　ｃｏｕ
ｎｔ＋１＝１＋１＝２に増分し、ＦｌａｇＤｅｌｔａ＝１に設定し、空気がチャンバ内に
あることを示す空気アラームをシグナリングする。
【００６６】
　図１５および図１６の方法は、様々な流速についての多数のデータセットを分析するた
めに実施された。試験の結果、偽陰性は発生しなかった。
【００６７】
　図２３は、本注入システムのチャンバ内の空気を検出するための方法２８０の一実施形
態の流れ図を示す。方法２８０は、図１の薬剤送達注入システム１００を使用して実施さ
れてもよく、プランジャがアクチュエータデバイスを用いて流体を含むチャンバに対して
動かされ、プランジャがチャンバに対して動くときにプランジャに作用する力をセンサが
検出し、プロセッサが、センサによってとられる力測定値を処理し、方法２８０に示され
ているアルゴリズムを使用してチャンバ内に空気が含まれているか否かを判定するために
持続性メモリ内に記憶されているプログラミングコードを実行し、チャンバ内に空気が含
まれているとプロセッサが判定した場合にアラームがオンになり、これによってポンプの
停止がトリガされ得る。その上、方法２８０は、プランジャまたはセンサの作動のタイミ
ングをとるために図１の薬剤送達注入システム１００のクロックを利用してもよく、プラ
ンジャの位置を求めるために位置センサを使用してもよく、これらの各々はプロセッサと
電子的に通信している。他の実施形態において、方法２８０は、方法を実施するために様
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々な構成要素を利用してもよい。
【００６８】
　ステップ２８２において、プランジャがアクチュエータデバイスを用いて、流体を含む
チャンバに対して動かされる。ステップ２８４において、プランジャがチャンバに対して
動くときにプランジャに作用する力を検出するためにセンサが使用される。ステップ２８
６において、力の測定値が、センサからプロセッサへと電子的に通信される。ステップ２
８８において、プロセッサは、（１）基線力プロファイル、（２）チャンバに対してプラ
ンジャに作用する現在の力を表す現在の力プロファイル、（３）現在の力プロファイルと
基線力プロファイルとの間の差、および（４）計算された差が閾値を超える場合にチャン
バが空気を含むと判定する。ステップ２９０において、チャンバが空気を含むとプロセッ
サが判定すると、プロセッサがアラームをオンにする。ステップ２９０は、アラームがオ
ンにされたときにポンプを停止することをさらに含んでもよい。
【００６９】
　一実施形態において、基線力プロファイルは、チャンバに流体が充填されていることを
表す。別の実施形態において、プロセッサは、チャンバに対するプランジャのサイクルに
わたって複数のプランジャ位置において力測定値をとることによって、基線力プロファイ
ルを求める。追加の実施形態において、プロセッサは、チャンバに対するサイクルにわた
って複数のプランジャをとられる力測定値を平均することによって、基線力プロファイル
を求める。また別の実施形態において、プロセッサは、チャンバに対するプランジャの現
在のサイクル中にプランジャに作用する現在の力プロファイルをさらに考慮に入れること
によって、基線力を求める。
【００７０】
　また別の実施形態において、プロセッサはさらに、更新された基線力プロファイルのい
ずれの部分が平均または推定基線力測定値から構成されるか、および、更新された基線力
プロファイルのいずれの部分が現在の力プロファイルから構成されるかを制御する忘却率
、移動平均またはカルマンフィルタを適用する。追加の実施形態において、プロセッサは
、チャンバに対するプランジャの現在のサイクルにわたって複数のプランジャ位置におい
て力測定値をとることによって、現在の力プロファイルを求める。別の実施形態において
、プロセッサは、基線力プロファイルのそれぞれの複数の点に対する現在の力プロファイ
ルの複数の点の間のそれぞれの差を計算し、それぞれの差の最小差またはそれぞれの差の
絶対最大差を求めることによって、現在の力プロファイルと基線力プロファイルとの間の
差を計算する。追加の実施形態において、プロセッサは、最小差が閾値よりも小さいとき
にチャンバが空気を含むと判定する。また別の実施形態において、プロセッサは、計算さ
れた差が閾値を下回るときにチャンバが空気を含むと判定する。他の実施形態において、
方法２８０のステップのいずれかは変更されてもよく、続けられなくてもよく、または１
つもしくは複数の追加のステップが追加されてもよい。
【００７１】
　図２４は、プランジャ力プロファイルの形状に基づいて空気がポンプのチャンバ内に含
まれるか否かを判定するための、本開示に基づく連続した流れ図を含む、方法３００の一
実施形態を示す。方法３００は、図１の薬剤送達注入システム１００を使用して実施され
てもよく、プランジャがアクチュエータデバイスを用いて流体を含むチャンバに対して動
かされ、プランジャがチャンバに対して動くときにプランジャに作用する力をセンサが検
出し、プロセッサが、センサによってとられる力測定値を処理し、方法３００に示されて
いるアルゴリズムを使用してチャンバ内に空気が含まれているか否かを判定するために持
続性メモリ内に記憶されているプログラミングコードを実行し、チャンバ内に空気が含ま
れているとプロセッサが判定した場合にアラームがオンになり、これによってポンプの停
止がトリガされ得る。その上、方法３００は、プランジャまたはセンサの作動のタイミン
グをとるために図１の薬剤送達注入システム１００のクロックを利用してもよく、プラン
ジャの位置を求めるために位置センサを使用してもよい。他の実施形態において、方法３
００は、方法を実施するために様々な構成要素を利用してもよい。
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【００７２】
　ステップ３０２において、方法３００が開始する。ステップ３０２の後、方法はロケー
ションステップ３０４を通りステップ３０６に進む。ステップ３０６において、チャンバ
のプランジャの１サイクルにわたる力プロファイルがセンサを使用して取得される。一実
施形態において、ボックス３０８に示されているように、サンプリング周波数は６２．５
Ｈｚであってもよい。他の実施形態において、様々なパラメータが使用されてもよい。ス
テップ３０６の後、方法はステップ３１０に進み、位置に関して均一に増分しながら、ま
たは特定の位置においてプランジャのサイクルの力プロファイルを再サンプリングする。
一実施形態において、ボックス３１２に示されているように、再サンプリングは、角度の
セットにわたって行われてもよく、一次、二次または三次補間を使用して実行されてもよ
い。他の実施形態において、様々なパラメータが使用されてもよい。ステップ３１０の後
、方法はステップ３１４に進み、角度のサブセット（すなわち、１つまたは複数の範囲）
を選択する。一実施形態において、ボックス３１６に示されているように、角度のサブセ
ットは、注入流量に基づく角度の範囲を含んでもよい。他の実施形態において、様々なパ
ラメータが使用されてもよい。ステップ３１４の後、方法はステップ３１８に進み、微分
を計算する。一実施形態において、ボックス３２０に示されているように、このステップ
は平滑化演算を同時に適用することを含んでもよい。他の実施形態において、このステッ
プは、様々なパラメータを適用することを含んでもよい。ステップ３０６～３１８は、取
得および前処理ステップを含む。
【００７３】
　ステップ３１８の後、方法はステップ３２２に進み、式Ｓ＝Ｄ＊Ｍを使用してスコアを
計算し、Ｄは微分を含み、Ｍは、ボックス３２４に示されているように、主成分分析を使
用して計算される、注入流量によるＮ個の固有ベクトルのセットを含む。一実施形態にお
いて、Ｎ＝８である。他の実施形態において、スコアは、様々なパラメータを使用して計
算されてもよい。ステップ３２２の後、方法はステップ３２６に進み、Ｌ＝Ｓ＊Ｗを計算
するために線形確定分析を適用し、ここでＬは線形確定結果を表し、Ｓはスコアを表し、
Ｗは、ボックス３２８に示されているように、線形確定分析の重みを表す。一実施形態に
おいて、ボックス３２８に示されているように、このステップは注入流量によるクラス平
均も含んでもよい。他の実施形態において、様々なパラメータが使用されてもよい。ステ
ップ３２６の後、方法はステップ３３０に進み、線形確定分析の結果に基づいて分類を確
定する。このステップは、ボックス３２８に示されているように、注入流量によるクラス
平均も考慮に入れてもよい。ステップ３３０の後、方法はステップ３３２に進み、分類に
基づいて空気がチャンバ内にあるか否かを判定する。チャンバ内に空気が含まれていると
ステップ３３２が判定する場合、方法はステップ３３４に進み、空気アラームを発し、そ
の間、ポンプは停止されてもよい。分類に基づいてチャンバ内に空気がないとステップ３
３２が判定する場合、方法はロケーションステップ３０４に戻る。
【００７４】
　代替的な実施形態において、ステップ３２２およびステップ３２６の代わりに、ボック
ス３３６に示すように、式Ｌ＝Ｄ＊（Ｍ＊Ｗ）－Ｄ＊Ｐを使用して線形確定分析が実行さ
れてもよく、ここでＰ＝Ｍ＊Ｗであり、変数は上記で説明されたものと同一である。別の
代替的な実施形態において、ステップ３０６～ステップ３１８の代わりに、前処理ステッ
プ３３８、３４０、３４２、３４４、および３４６が続けられてもよい。ステップ３３８
において、チャンバのプランジャの１サイクルにわたるプランジャの力プロファイルがセ
ンサを使用して取得される。一実施形態において、ボックス３０８に示されているように
、サンプリング周波数は６２．５Ｈｚであってもよい。他の実施形態において、様々なパ
ラメータが使用されてもよい。ステップ３４０において、ローパスフィルタが適用される
。ステップ３４２において、再サンプリングが行われる。一実施形態において、ボックス
３１２に示されているように、再サンプリングは角度のセットにわたって行われてもよい
。他の実施形態において、様々なパラメータが使用されてもよい。ステップ３４４におい
て、範囲限界が適用される。一実施形態において、ボックス３１６に示されているように
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、角度のサブセットは、注入流量に基づく角度の範囲を含む。他の実施形態において、様
々なパラメータが使用されてもよい。ステップ３４６において、差が計算される。一実施
形態において、この差は、力プロファイルの点における差を求めることを含んでもよい。
他の実施形態において、この差は、様々なパラメータを使用してもよい。
【００７５】
　図２５は、流体３４８、空気３５０、および遷移３５２の各々の代表的な点を含む空気
センサデータをプロットしたグラフを示す。Ｙ軸はセンサによって測定されるチャンバの
流体のＡＤＣカウントを表し、Ｘ軸はサンプル数を表す。グラフは、合計１０回の実行に
わたるサンプル数に対する、観測される空気センサＡＤＣ読み値を提供する。各実行は、
流体から空気への遷移によって終了する。流体読み値（ハッチング印）３４８は、空気に
関連付けられる読み値（中白印）３５０から明瞭に区別される。空気から流体への遷移領
域に近いか、またはその上にある点は、中黒印３５２によってマークされる。
【００７６】
　図２６は、流体３４８、空気３５０、および遷移３５２の各々の、図２５の実施形態に
対応するプランジャに対する力平均プロファイルをプロットしたグラフを示す。グラフは
、図２５の３つの状態（流体３４８、空気３５０、および遷移３５２）に関連付けられる
平均力の系統的な差を実証している。Ｙ軸は力を表し、Ｘ軸はプランジャを駆動するモー
タの角度位置を表す。
【００７７】
　図２７は、流体３４８、空気３５０、および遷移３５２の各々の、図２６および図２８
の実施形態に対応するプランジャに関する力プロファイルの微分をプロットしたグラフを
示す。Ｙ軸は力の微分を表し、Ｘ軸はプランジャを駆動するモータの角度位置を表す。グ
ラフは、図２８の３つの状態の間の系統的な差が、一次微分を適用することによって増強
され、メカニズム特有の変動から区別され得ることを実証している。
【００７８】
　図２８は、２ミリリットル毎時の注入流量において代表的な点をプロットするために主
成分分析を適用しているグラフを示し、ハッチング印は流体点３４８を表し、中白印は空
気３５０に関連付けられる点を表し、中黒印は遷移（不確定）点３５２を表す。Ｙ軸はス
コア４を表し、Ｘ軸はスコア２を表す。グラフに提供されている二次元ビューは、複数の
アクチュエータ、流体、およびセットにわたる良好な分離を実証している。
【００７９】
　図２９は、流体３４８、空気３５０、および遷移３５２の各々の代表的な点を含む空気
センサデータをプロットしたグラフを示す。Ｙ軸はセンサによって測定されるチャンバの
流体のＡＤＣカウントを表し、Ｘ軸はサンプル数を表す。グラフは、合計１０回の実行に
わたるサンプル数に対する、観測される空気センサＡＤＣ読み値を提供する。各実行は、
流体から空気への遷移によって終了する。流体読み値（ハッチング印）３４８は、空気に
関連付けられる読み値（中白印）３５０から明瞭に区別される。空気から流体への遷移領
域に近いか、またはその上にある点は、中黒印３５２によってマークされる。
【００８０】
　図３０は、流体３４８、空気３５０、および遷移３５２の各々の、図３２の実施形態に
対応するプランジャに対する力平均プロファイルをプロットしたグラフを示す。グラフは
、図２９の３つの状態（流体３４８、空気３５０、および遷移３５２）に関連付けられる
平均力の系統的な差を実証している。Ｙ軸は力を表し、Ｘ軸はプランジャを駆動するモー
タの角度位置を表す。
【００８１】
　図３１は、流体３４８、空気３５０、および遷移３５２の各々の、図３０および図３２
の実施形態に対応するプランジャに関する力プロファイルの微分をプロットしたグラフを
示す。Ｙ軸は力の微分を表し、Ｘ軸はプランジャを駆動するモータの角度位置を表す。グ
ラフは、図３２の３つの状態の間の系統的な差が、一次微分を適用することによって増強
され、メカニズム特有の変動から区別され得ることを実証している。
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【００８２】
　図３２は、１，０００ミリリットル毎時の注入流量において代表的な点をプロットする
ために主成分分析を適用しているグラフを示し、ハッチング印は流体点３４８を表し、中
白印は空気３５０に関連付けられる点を表し、中黒印は遷移（不確定）点３５２を表す。
Ｙ軸はスコア４を表し、Ｘ軸はスコア２を表す。グラフに提供されている二次元ビューは
、複数のアクチュエータ、流体、およびセットにわたる良好な分離を実証している。
【００８３】
　図３３は、本注入システムのチャンバ内の空気を検出するための方法３６０の一実施形
態の流れ図を示す。方法３６０は、図１の薬剤送達注入システム１００を使用して実施さ
れてもよく、プランジャがアクチュエータデバイスを用いて流体を含むチャンバに対して
動かされ、プランジャがチャンバに対して動くときにプランジャに作用する力をセンサが
検出し、プロセッサが、センサによってとられる力測定値を処理し、方法３６０に示され
ているアルゴリズムを使用してチャンバ内に空気が含まれているか否かを判定するために
持続性メモリ内に記憶されているプログラミングコードを実行し、チャンバ内に空気が含
まれているとプロセッサが判定した場合にアラームがオンになり、これによってポンプの
停止がトリガされ得る。その上、方法３６０は、プランジャまたはセンサの作動のタイミ
ングをとるために図１の薬剤送達注入システム１００のクロックを利用してもよく、プラ
ンジャの位置を求めるために位置センサを使用してもよく、これらの各々はプロセッサと
電子的に通信している。他の実施形態において、方法３６０は、方法を実施するために様
々な構成要素を利用してもよい。
【００８４】
　ステップ３６２において、プランジャがアクチュエータデバイスを用いて流体を含むチ
ャンバに対して動かされる。ステップ３６４において、プランジャがチャンバに対して動
くときにプランジャに作用する力を検出するためにセンサが使用される。ステップ３６６
において、力の測定値が、センサからプロセッサへと電子的に通信される。ステップ３６
８において、プロセッサは、（１）センサによって検出された力プロファイルを前処理し
、（２）力プロファイルから特徴を抽出し、（３）力プロファイルの抽出された特徴に基
づいて、力プロファイルを空気力プロファイルまたは液体力プロファイルとして分類する
。ステップ３７０において、チャンバが空気を含むとプロセッサが判定すると、プロセッ
サがアラームをオンにする。ステップ３７０は、アラームがオンにされたときにポンプを
停止することをさらに含んでもよい。
【００８５】
　一実施形態において、プロセッサは、基線力プロファイルに正規化するための信号正規
化を適用することなく、力プロファイルを空気力プロファイルまたは液体力プロファイル
として分類する。別の実施形態において、プロセッサはさらに、力プロファイルを基線力
プロファイルに対して正規化するために信号正規化を適用する。追加の実施形態において
、プロセッサは、力プロファイルを取得すること、角度のセットについて力プロファイル
を再サンプリングすること、力プロファイルに対する角度のサブセットを選択すること、
および、角度のサブセットにおける力プロファイルに基づいて力プロファイルの微分を計
算することによって、センサによって検出された力プロファイルを前処理する。また別の
実施形態において、プロセッサは、力プロファイルを取得すること、力プロファイルにロ
ーパスフィルタを適用すること、角度のセットについて力プロファイルを再サンプリング
すること、力プロファイルに範囲限界を適用すること、および、力プロファイルの差を計
算することによって、センサによって検出された力プロファイルを前処理する。
【００８６】
　別の実施形態において、プロセッサは、力プロファイルのスコアを計算すること、また
は、力プロファイルに線形判別分析を適用することのうちの少なくとも一方によって、力
プロファイルから特徴を抽出する。また別の実施形態において、プロセッサは、力プロフ
ァイルの微分に固有ベクトルのセットを乗算することによって力プロファイルのスコアを
計算し、スコアに重みを乗算することによって線形判別分析を適用する。追加の実施形態
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において、プロセッサは、式Ｌ＝Ｄ＊（Ｍ＊Ｗ）－Ｄ＊Ｍ＊Ｗを使用して力プロファイル
から特徴を抽出し、ここでＬは線形判別分析であり、Ｄは微分であり、Ｍは固有ベクトル
のセットであり、Ｗは重みである。別の実施形態において、プロセッサは、力プロファイ
ルに適用される線形判別分析の平均に基づいて、力プロファイルを空気力プロファイルま
たは液体力プロファイルとして分類する。他の実施形態において、方法３６０のステップ
のいずれかは変更されてもよく、続けられなくてもよく、または追加のステップが追加さ
れてもよい。
【００８７】
　別の実施形態において、力プロファイルの特徴は、好ましくは変位または位置に対する
力の変化に基づいて求められるが、時間にも基づいて計算されてもよい。特徴は、空気の
存在、または分かっていることが所望される他の条件に関連付けられるプロファイルの特
性である。たとえば、特徴は、主成分分析（ＰＣＡ）のような抽出因子分析からのスコア
、力プロファイルのピーク振幅、力プロファイルの時間または位置に関する位相シフト、
位置に関する一次微分の最大または最小値、空気および流体を表す例示的なプロファイル
との力プロファイルの相関係数、観測されているプロファイルとテンプレートプロファイ
ルのセットとの間の距離（たとえば、ユークリッドまたはマハラノビス距離）、力プロフ
ァイル内の１つまたは複数の点または平均化領域の間の比および／または差、力プロファ
イルと追加のセンサ読み値（たとえば、近位および遠位圧力）間の相関、力プロファイル
の平均からの分散、ならびに、力プロファイルの平均からの差を含んでもよい。
【００８８】
　加えて、特徴は、力プロファイルまたは力プロファイルの微分と予測値との間の差を表
す残差のセットとして見られてもよい。予測値は、カルマンフィルタリングのような適応
的フィルタリングを使用して、または、移動もしくは指数的に重み付けされた移動平均と
して求められてもよい。この方式において、経時的に特定の位置において観測される力プ
ロファイルを表すチャネルのセットが規定される。１つまたは複数のチャネルは、モデル
、平均プロファイル、および／または問題のあるネットワークに基づくそれらの予測レベ
ルの変化を検出するために、経時的な分析を受ける。残差レベルが所定の閾値を超えるか
、または、空気／流体遷移の確率が設定レベルを超えて増大するかのいずれかの場合、ポ
ンピングチャンバでの空気が示される。
【００８９】
　微分ベースのアルゴリズムの場合、代替的な実施形態は、上述されたような一連のチャ
ネルを含む。各チャネルは、移動平均、スパイク除去フィルタおよび／またはローパスフ
ィルタを使用して経時的に別個にフィルタリングされる。これは、経時的に変化する複数
の信号を提供する。このとき、信号のセットは、前述されたような事象検出および変化確
認方法を使用して変化検出が行われる微分ベースのアルゴリズムを受ける。各チャネルが
流体チャンバステータスの指示を提供するため、インジケータを組み合わせるための方法
が採用され、１つの最終的なインジケータを提供する。好ましい方法は、空気に最も関連
付けられる読み値を提供するチャネルを常に利用することである。たとえば、これは、高
い微分および経時的な最も大きい変化を経験したチャネルを含んでもよい。代替的に、投
票アルゴリズム、ファジー理論、決定木、サポートベクターマシンまたはベイズネットワ
ークを使用して、信号の集約を行うことができる。
【００９０】
　別の実施形態において、上述した複数のチャネルは、Ｎ次カルマンフィルタを受け、予
測値からの残差を生成するのに使用されてもよい。残差がプリセット閾値を超えるとき、
変化が検出される。他の実施形態において、他の方法が利用されてもよい。
【００９１】
　図３４は、アルゴリズムセンサと、ライン内空気またはチャンバ内の空気の指示を生成
するのに使用され得る先見的情報との組合せを示すベイズネットワークの流れ図を示す。
たとえば、以下の空気デバイス、試験、またはアルゴリズム、すなわち、最近の近位圧力
の変化３８６、最近の力事象インジケータ３８８、形状インジケータ３９０、フロスイン
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ジケータ（たとえば、分散）３９２、揺動バブルインジケータ３９４、空気センサインジ
ケータ３９６、最近の空気センサインジケータ３９８、固着液滴インジケータ４００、遠
位圧力の変化４０２、流速４０４、または流体タイプ４０６のいずれかが、空気アラーム
３８４を発するためにライン内空気３８０またはチャンバ３８２内の空気を特定するため
に種々の数または重みにおいて個々にまたはまとめて利用されてもよい。これらの異なる
試験とともに、以下の特許および特許出願、すなわち、米国特許第７，９８１，０８２号
明細書、米国特許出願第６１／４６０，７６６号明細書、および米国特許出願第６１／５
２５，５８７号明細書が、参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。参照特許によ
って組み込まれる、リストされているもののいずれかのシステム、方法、およびアルゴリ
ズム／試験は、本開示のシステム、方法、およびアルゴリズム／試験とともに利用されて
もよい。たとえば、本明細書に説明されているような空気インジケータまたは空気アラー
ムは、他のセンサからのアラームを制限し、それによって不快なアラームの確率を低減す
るのに使用されてもよい。
【００９２】
　本開示の１つまたは複数のシステム／方法は、注入デバイスのライン内の空気を、多く
の現行のシステムおよび方法よりも正確に検出する。本開示の１つまたは複数のシステム
／方法は、空気検出システムの信頼性を向上させるために、注入システム内の空気を検出
するための既存のシステム／方法と組み合わされてもよい。本開示は、既存の空気検出シ
ステム／方法の信頼性を向上させるために、力センサ信号の出力を１つまたは複数の空気
センサと組み合わせることを可能にする。そうすることにおいて、開示されるシステム／
方法は、追加のハードウェア変更を必要とせず、代わりに、取得される力信号を活用する
。加えて、本開示は、空気検出のための既存のソフトウェアモジュールを置き換えること
を必ずしも必要とせず、既存の空気検出システムおよび方法のロバスト性を向上させるた
めに、追加の安全性層を追加する。
【００９３】
　無論、上記は本開示の例示的な実施形態に関係すること、および、添付の特許請求の範
囲に記載されているような本開示の範囲から逸脱することなく変更を行うことができるこ
とは理解されたい。
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