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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリンジの長軸方向に線対称な傾斜面を有し、シリンジサイズによらず筒部の底面が２
つの前記傾斜面による谷底面に位置するように、該シリンジの筒部を支持可能な置き台と
、
　前記置き台に支持されたシリンジの筒部を、前記傾斜面との間で挟持するクランプと、
　シリンジのフランジ部がセットされることで、該シリンジの長軸方向の位置を規定する
凹部と、
　開閉可能に動作し、前記置き台に筒部が支持されたシリンジの、押子部を把持するフッ
ク部材を有し、該シリンジの内容物を送り出すために、該押子部を押圧するスライダ手段
と、を備えるシリンジポンプであって、
　前記傾斜面との間で前記シリンジの筒部を挟持した際の、該シリンジの筒部の径方向に
おける前記クランプの位置を検出する第１検出部と、
　前記置き台に支持されたシリンジの筒部の底面を検出する第２検出部と、
　前記シリンジの筒部が前記置き台に支持され、かつ、該シリンジのフランジ部が前記凹
部にセットされた場合において、シリンジサイズによらず、該シリンジのフランジ部と当
接する位置に検出端が配されており、前記凹部にシリンジのフランジ部がセットされたこ
とを検出する第３検出部と、
　前記フック部材の開度により、該フック部材が、前記置き台に筒部が支持されたシリン
ジの、押子部を把持したことを検出する第４検出部と、を備え、
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　前記第１乃至第４検出部における検出結果に基づいて、シリンジ内の内容物の送り出し
可否を判断することを特徴とするシリンジポンプ。
【請求項２】
　前記第１検出部により検出された、前記クランプの位置に基づいて、前記シリンジの有
無及び前記シリンジの筒部の径を検出することを特徴とする請求項１に記載のシリンジポ
ンプ。
【請求項３】
　前記第２検出部は、前記シリンジの筒部の底面が当接することによりアクチュエータが
待機位置から検出位置へと移動することで、前記置き台に支持されたシリンジの筒部の底
面を検出することを特徴とする請求項１に記載のシリンジポンプ。
【請求項４】
　前記第３検出部は、前記シリンジのフランジ部の円盤面が当接することによりアクチュ
エータが待機位置から検出位置へと移動することで、前記凹部にシリンジのフランジ部が
セットされたことを検出することを特徴とする請求項１に記載のシリンジポンプ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、種々の異なるシリンジを不動状態に保持し、スライダ手段に対してシリンジ
の押子を不動状態にセットし、スライダ手段を駆動することでシリンジの内容物を正確に
送り出すシリンジポンプに係り、特に安全性をより改善したシリンジポンプおよびこれの
使用方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　シリンジポンプは、集中治療室（ＩＣＵ）などで患者への栄養補給や輸血、化学療法剤
、麻酔剤などの薬液注入を高い精度で比較的長時間に渡り行うことを主目的としたもので
あり、その薬液流量制御等が他の形式のポンプに比較して優れていることから多用されて
いる。その使用方法は、薬液を入れたシリンジを、シリンジポンプのクランプを用いて不
動状態にセットし、スライダに対してシリンジ押子をセットし、スライダを初期位置とな
る輸液開始位置まで手動で駆動することで、シリンジ押子のピストン運動によりシリンジ
中の内容物を正確に送り出すものであり、構造が単純の割には比較的輸液精度が良いこと
から多く実用化されている。
【０００３】
　また、特表平９－５０６２８８号公報において、スライダに対してシリンジ押子をセッ
トしたことを検出し、スライダを初期位置となる輸液開始位置まで手動で駆動するように
構成されたシリンジポンプが提案されている。（特許文献１）
　さらに、特開２００４－７３３７３号公報において、シリンジ筒部が置き台上に正しく
セットされていることを検出するように構成されたシリンジポンプが提案されている。（
特許文献２）
【特許文献１】特表平９－５０６２８８号公報
【特許文献２】特開２００４－７３３７３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　一方、シリンジポンプにおいて、シリンジ装着不良があると、シリンジサイズ(外径・
内径)を誤って認識してしまい、薬液の過少・過大注入のリスクが発生する。上記の特開
２００４－７３３７３号公報に開示された技術によればシリンジ筒部がシリンジポンプの
置き台上に正しくセットされたことを検出できるが、置き台の近傍の凹部内にセットされ
るべきシリンジフランジ部が正しくセットされたことを検出していない。
【０００５】
　シリンジの装着姿勢を正せず置き台上に置くと、凹部内にセットされるべきシリンジフ
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ランジ部が凹部から外れることとなるが、この状態からシリンジ内が負圧状態になると、
シリンジ筒部（外筒）がスライダ側に移動することで薬液の過大注入のリスクとなる。シ
リンジ押子がスライダにセットされ輸液が開始されると、シリンジ筒部がスライダ側に移
動する結果、薬液の過大注入のリスクとなる。
【０００６】
　また、患者より高い位置にシリンジポンプを置き、シリンジ押子がスライダから外れた
ままでシリンジを放置しておくと、患者とシリンジポンプ間の落差によるサイフォニング
現象が発生し、薬液の過大注入のリスクが発生する。
【０００７】
　したがって、本発明は上記の事情に鑑みてなされたものであり、シリンジ装着不良発生
を厳密に防止することで、より安全性に優れたシリンジポンプおよびこれの使用方法の提
供を目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を解決し、目的と達成するために、本発明に係るシリンジポンプは以下のよ
うな構成を備える。すなわち、
　シリンジの長軸方向に線対称な傾斜面を有し、シリンジサイズによらず筒部の底面が２
つの前記傾斜面による谷底面に位置するように、該シリンジの筒部を支持可能な置き台と
、
　前記置き台に支持されたシリンジの筒部を、前記傾斜面との間で挟持するクランプと、
　シリンジのフランジ部がセットされることで、該シリンジの長軸方向の位置を規定する
凹部と、
　開閉可能に動作し、前記置き台に筒部が支持されたシリンジの、押子部を把持するフッ
ク部材を有し、該シリンジの内容物を送り出すために、該押子部を押圧するスライダ手段
と、を備えるシリンジポンプであって、
　前記傾斜面との間で前記シリンジの筒部を挟持した際の、該シリンジの筒部の径方向に
おける前記クランプの位置を検出する第１検出部と、
　前記置き台に支持されたシリンジの筒部の底面を検出する第２検出部と、
　前記シリンジの筒部が前記置き台に支持され、かつ、該シリンジのフランジ部が前記凹
部にセットされた場合において、シリンジサイズによらず、該シリンジのフランジ部と当
接する位置に検出端が配されており、前記凹部にシリンジのフランジ部がセットされたこ
とを検出する第３検出部と、
　前記フック部材の開度により、該フック部材が、前記置き台に筒部が支持されたシリン
ジの、押子部を把持したことを検出する第４検出部と、を備え、
　前記第１乃至第４検出部における検出結果に基づいて、シリンジ内の内容物の送り出し
可否を判断することを特徴とする。
【０００９】
　また、前記第１検出部により検出された、前記クランプの位置に基づいて、前記シリン
ジの有無及び前記シリンジの筒部の径を検出することを特徴とする。
【００１０】
　また、前記第２検出部は、前記シリンジの筒部の底面が当接することによりアクチュエ
ータが待機位置から検出位置へと移動することで、前記置き台に支持されたシリンジの筒
部の底面を検出することを特徴とする。
【００１１】
　また、前記第３検出部は、前記シリンジのフランジ部の円盤面が当接することによりア
クチュエータが待機位置から検出位置へと移動することで、前記凹部にシリンジのフラン
ジ部がセットされたことを検出することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、シリンジ筒部（外筒）が置き台上において３次元方向（Ｘ-Ｙ-Ｚ方向



(4) JP 4833732 B2 2011.12.7

10

20

30

40

50

）に沿う正しい姿勢でセットされ、かつシリンジ押子がスライダにおいて正しくセットさ
れたことを検出することで、サイフォニングや薬液の過大注入などのリスクの無いより安
全なシリンジポンプおよびこれの使用方法を提供することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態につき添付図面を参照して説明する。
【００１４】
　先ず、図１はシリンジポンプ１の外観斜視図であって、操作パネル部２ｆを前方にし、
通常右手で操作されるべき設定ダイヤル６を破線で示した図である。
【００１５】
　本図において、このシリンジポンプ１は、ＩＣＵ、ＣＣＵ、ＮＩＣＵでの、栄養補給や
輸血、化学療法剤、麻酔剤などの薬液注入を目的とした微量持続注入ポンプとも呼ばれる
装置であり、流量表示等を行うための操作パネル部２ｆが図示のように上面において略集
中するように設けることで操作性を良くしている。
【００１６】
　また、この操作パネル２ｆは基本的にエンボスシートカバーで覆われており、ＪＩＳＣ
０９２０の防まつ試験を満足する防滴設計が施されており、例えば不注意でこぼれた薬液
等を簡単に拭きとることができるようにするとともに、薬液等が内部に侵入するのを防ぐ
ための、高い防滴性を備えている。
【００１７】
　このためにシリンジポンプ１の本体をなす上カバー２と下カバー３は耐薬品性を備える
成形樹脂材料から一体成形されるとともに、各カバー２、３の互いの接続面において例え
ばシリコーンエラストマー製のラバーシール４を介在させてからネジ止めする構成にする
ことで、内部に液体等の異物が入り込むことを防止するように構成されている。
【００１８】
　また、注入の高精度と操作性の向上を重視するためにマイクロコンピュータ制御による
精密な注入動作制御を実現可能にするとともに、外部から見易い位置において上方に突出
して設けられた動作インジケータ７を図示のように設け、この動作インジケータ７内部の
発光ダイオードが赤色または緑色に多色に点灯、点滅したり、回転点灯表示するようにし
て、輸液動作状態や警告状態が遠方からでもモニターできるようにすることで、その安全
性を万全にしている。さらにまた、ブザーも内蔵されており、安全性を考えた、各種警報
機能が備わっている。
【００１９】
　また、小型・軽量でありさらにハンドル４を下カバー３の左側面から一体成形している
ので、持ち運びも簡単であり、複数台数を同時使用する場合にも使用に便利となるように
設計されている。さらに右側面の設定ダイヤル６を回すことで回転速度と回転方向に応じ
た数値設定が短時間でできるようにする一方で、表示パネルの表示部１１に設定値を表示
できるようにして、流量などの数値の設定変更時は、設定ダイヤル６の操作によりワンア
クションで簡単に行えるようにしている。
【００２０】
　さらに、多連使用（多数併用）できる形状と、使い易くさらにビルドアップ可能なデザ
インとなっており、形状寸法は、例えば高さＨ：７０ｍｍ×幅Ｗ：３００ｍｍ×奥行きＤ
：１１０ｍｍと小型であり、また重量は１．２Ｋｇ程度とするとともに、電源はＡＣ商用
電源と、内蔵バッテリ、ＤＣ１２ＶＡの３系統としている。
【００２１】
　また内蔵バッテリは充電時間は１６Ｈ（時間）程度であり、外部から簡単に交換可能に
するために下カバー３の底部において蓋で被われて、コネクタ接続されて着脱可能に設け
られている。また、交換寿命は２年以上とする一方で、定電流一定電圧充電コントロール
で過充電とならないようにしている。さらに、内蔵バッテリの容量、充電時の電圧／電流
、放電時の電圧／電流などを監視、制御することにより過放・充電防止を実現している。
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そして、耐熱用リチウムイオンバッテリを使用し、新品バッテリで警報発生まで１２Ｈ（
時間）以上，シャットダウンまで少なくとも約１２．５Ｈ（時間）以上動作できるように
している。
【００２２】
　また、積算量、ガンマ注入のための表示部１０と、流量の表示部１１他が操作パネル２
ｆ上に設けられる一方で、設定ダイヤル６は洗浄のために簡単に取り外すことができるよ
うに形成されており、この爪先を入れて回動しつつ外側に移動して外すことができるよう
に構成されている。
【００２３】
　次に、図１に、シリンジとともに図示したシリンジポンプの外観斜視図である図２をさ
らに参照して、シリンジをセットするために、上カバー２には置き台置き台２ａとシリン
ジ筒部Ｓと一体的に形成されているシリンジフランジ部ＳＦがセットされるべき凹部８、
９凹部８、９が一体射出成形される。また、クランプ５を回動自在に支持するクランプ支
柱２ｂ（図１にて破線図示）も同様に一体形成されている。
【００２４】
　そして、図１の破線図示の位置の間で矢印Ｄ方向に駆動されるスライダ組立体５０は、
下ケースの段差部２ｄ上を往復移動する一方で、スライダー送り機構に対して後述するパ
イプシャフト、インナークラッチシャフトの端部において連結固定されており、スライダ
組立体５０のクラッチレバー５２を手動で操作することでシリンジ押子ＳＰを簡単に装着
および取り外すことができるように構成されている。
【００２５】
　また、操作パネル部２ｆには、電源スイッチと、ＡＣ／ＤＣランプとバッテリーランプ
が左端部において集中配設されている。これらランプの隣りには表示部１０が配設されて
いる。また、クランプ５を使用してシリンジをセットしたときに、クランプ５の上下方向
の移動量を電気信号に変換してからシリンジ直径を自動計測してセットされたシリンジの
容積５ｃｃ（ｍｌ）、１０ｃｃ（ｍｌ）、２０ｃｃ（ｍｌ）、３０ｃｃ（ｍｌ）、５０ｃ
ｃ（ｍｌ）、１００ｃｃ（ｍｌ）を表示するようにしたシリンジ表示ランプが設けられて
いる。
【００２６】
　また、シリンジポンプに設けられている閉塞検出機構による設定検出圧力を３段切り換
え表示する表示ランプ、残量アラームランプ、バッテリーアラームランプ他が集中的に配
設されている。
【００２７】
　表示部１１は流量、予定量、積算量などを表示する７セグメントのＬＥＤを内蔵してお
、機能スイッチと積算クリアスイッチと早送りスイッチと、開始スイッチと停止／消音ス
イッチなどをさらに設けている。
【００２８】
　また、凹部８の近くにはシリンジ筒部Ｓが置き台２ａに対する前後方向（Ｘ方向）に正
しく不動状態にセットされたことを検出するために、置き台２ａの角度αで傾斜した前後
傾斜面２ａ－１、２ａ－２の谷底面２ｈにおいて設けられたゴムカバー１３で覆われた第
２検出部となるセンサが設けられている。
【００２９】
　次に、図２を参照して、シリンジ押子ＳＰはシリンジの押子ＳＰをスライダー組立体５
０に当接させ形状部５５ａに置いてから、クラッチレバー５２を離すと、左右フック５３
、５４がシリンジＳの押子ＳＰを自動的に保持するようになる。即ち、クラッチレバー５
２を離すと、スライダーのフックがシリンジの押子を挟み込む状態になる。以上が基本の
セット動作である。このスライダ組立体５０はスライダ送り機構のインナークラッチシャ
フト４３とパイプシャフト４０の端部において固定されて種々の異なるシリンジを不動状
態に着脱自在に保持し、かつこれを駆動することでシリンジ内容物を正確に送り出すため
の重要な機能を有する。また、防水のためのブーツ５１がパイプシャフト４０に被せられ
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ている。
【００３０】
　そして、シリンジ押子ＳＰを把持するために、クラッチレバー５２を矢印Ｋ１方向に押
圧すると、左右フック部材５３、５４が夫々矢印Ｋ２方向に開き、クラッチレバー５２を
離すと左右フック部材が把持位置になり、このことをスライダ機構部と連動して検出する
ことで、シリンジ押子ＳＰがスライダ組立体５０に正しくセットされたことを検出するよ
うに一端がトーションバネの作用により常時突出するように付勢されたストッパー部品５
７が設けられており、シリンジ押子ＳＰを把持したときにこのストッパー部品５７が引っ
込むように構成された特許第３５８１６９５号に記載のクラッチ機構（詳細は省略する）
を備えている。
【００３１】
　図３は、上カバー２に内蔵されるスライダ送り機構の外観斜視図である。本図において
、アルミダイカスト製のように剛性と防振性に優れたベース３４には左右壁面３４ａ（但
し、片方は不図示）が一体形成されており、ギアトレイン３６のギアを一端に固定したリ
ードネジ３７と、インナークラッチシャフト４３と、案内シャフト３８の夫々を左右壁面
３４ａで挟まれる空間部位において支持しており、リードネジ３７は不図示の軸受により
回動自在に支持されている。また、圧力センサ７２を一方の軸受けに設けており、閉塞検
出を可能にしている。
【００３２】
　インナークラッチシャフト４３にはガイドブッシュ４８により矢印Ａ４方向に移動可能
になるようにされたパイプシャフト４０が同軸状に摺動自在に案内されている。また、案
内シャフト３８は不動状態でベース３４に固定されている。このパイプシャフト４０の端
部には上記の案内シャフト３８に挿通されて回り止めするためのポリアセタール樹脂製の
ブッシュ４２を固定したブロック４１が固定されている。また、インナークラッチシャフ
ト４３には図示の破線矢印Ａ１方向に常時付勢されており歯部４５ａがリードネジ３７の
歯部に常時歯合するようにしたハーフナットブロック４５を固定したナットホルダー４４
が固定されており、このインナークラッチシャフト４３が実線の矢印Ａ３方向に回動され
たときのみ歯合状態が外れたフリー状態になるようにして、両矢印Ａ５方向に自由に移動
できるように構成されている。また、案内シャフト３８にはクラッチセンサ板３９が回動
軸支されている。
【００３３】
　また、このスライダ送り機構３３にはさらに上記の圧力センサ７２による閉塞検出機構
が設けられている。スライダ送り機構３３の構成は、エンコーダをその出力軸に固定した
モータ３５の回転をギアトレイン３６を介して送りネジであるリードネジ３７に固定して
ある最終ギアに動力伝達することによりナットホルダー４４が移動し、シリンジ押子ＳＰ
を押すことによりシリンジ中の薬液の輸液ができるようにしている。この時に、ナットホ
ルダー４４は送り方向へ進もうとするが、シリンジＳ及びその他の輸液流路中の抵抗の作
用によって、逆方向へ作用する力が生じる。
【００３４】
　このようにして、生じた力はナットホルダー４４に固定されたハーフナット４５とシー
ドネジ３７の噛合状態によって、送りネジ全体が送り方向とは逆方向の反力を受ける。こ
の結果、送りネジ全体が逆方向に移動して、送りネジの先端部位が不図示のレバーを経由
して圧力センサ７２にその力が伝達される。
【００３５】
　このようにして、伝達された力は、圧力センサ７２のたわみとなり、この機構的なたわ
みを電気的な出力に変換して、設定テーブルまで達すると異常状態を知らせるアラームと
して動作インジケータ７に表示するとともに警報音（ブザー）を発生（鳴動）する。
【００３６】
　また、このようにシリンジ及びその他の輸液流路中の抵抗から生じる負荷設定は、上カ
バー２上の表示パネルに設けられた３個の表示ランプで３段切り換え表示されて、その負
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荷設定値がＨ（高）；（８００±２００ｍｍＨｇ）、Ｍ（中）；（５００±１００ｍｍＨ
ｇ）、Ｌ（小）；（３００±１００ｍｍＨｇ）として表示される。
【００３７】
　また、閉塞検出機構にはシリンジの摺動抵抗の考慮もなされており、各メーカー，シリ
ンジ容積種類（１０ｃｃ、５０ｃｃ、３０ｃｃ、２０ｃｃ、１０ｃｃ、５ｃｃ）を検知し
て、シリンジの摺動抵抗により自動補正するように構成されている。またＣＰＵ内部の交
換式メモリには、４０社分のシリンジの摺動抵抗データが予め記憶されており、任意のメ
ーカーを設定することができるようになっている。
【００３８】
　一方、残量検出機構は動作途中で残量が少なくなった場合に重要な機能であって、ポン
プが動作を継続してブロック４１とナットホルダー４４が移動されてシリンジの押子ＳＰ
が移動されてある任意の位置に到達すると、パイプシャフト４０に固定されているブロッ
ク４１に固定されている不図示の金具が本体の上カバー２の内部に固定されているポテン
ショメータのレバーに接する状態になる。このように当接した状態から、さらに移動が継
続されると、ポテンショメータの値が予め記憶された所定値に達する。この時に、異常状
態を知らせるアラームとして動作インジケータ７に表示するとともに警報音を発生して残
量アラームを表示する。
【００３９】
　以上のようにして、ポンプの薬液注入の動作が完了すると、送り方向とは逆方向へ移動
して、初期の位置へスライダーは戻されて、ポテンショメータのレバーは、レバーに接続
された引張りバネの力により、初期の位置に戻るように構成されている。また、クラッチ
はずれ検出機構は、ポンプの送り動作中に、誤ってクラッチレバー５２が握られて、クラ
ッチ組立体を構成するハーフナット４５とリードネジ３７の歯合状態が切られたか、或い
は、何らかの負荷の作用等により、同様のことが起った場合に警報音を発生し、動作イン
ジケータ７により異常を知らせるものである。
【００４０】
　このためにスライダ組立体５０のクラッチレバー５２を握ると、パイプシャフト４０を
介して、ハーフナット４５が破線矢印Ａ１とは逆方向に回転されることになる結果、リー
ドネジ３７のネジ山部３７ａとハーフナット４５のネジ山部４５ａとの間の歯合状態が外
れるように構成されている。また、このようにハーフナット４５が回転されると、ハーフ
ナット４５の摺動面４５ｃに対して常時摺動面３９ｃが当接するように不図示の付勢手段
により付勢力を受けているクラッチセンサー板３９が同時に回転されて、クラッチセンサ
ー板３９の一端のレバー部３９ｂが上カバーの内部に固定されている第４検出部であるフ
ォトセンサ（透過型）４６により検出される。このセンサ４６は、通常は遮光しており、
クラッチセンサー板３９が回転することにより、光が透過する状態になるので、これを検
出することによってシリンジ押子ＳＰがフック部材で把持されていないことを検出すると
ともに、アラーム表示するように構成されている。
【００４１】
　図４は、以上の構成において、シリンジを正しくセットする様子を示した外観斜視図で
ある。本図において、既に説明済みの構成または部品については同様の符号を附して説明
を割愛すると、クランプ支柱２ｂの縦突起部に対してスプライン嵌合した状態に保持され
たクランプ５が上方の矢印Ｊ１に引き上げられるとクランプ支柱の上端部において不図示
の引っ張り力に抗して留まることができる状態になる。
【００４２】
　続いて、シリンジフランジＳＦを凹部８、９にセットし、シリンジ筒部Ｓを置き台２ａ
上にセットしてから、シリンジ筒部Ｓを置き台２ａ上に正しくセットし、矢印Ｊ２方向に
約９０度回転する。すると、上記のロック状態が解除されて図中の矢印Ｊ１とは反対方向
に引っ張られてシリンジのクランプが行われる。
【００４３】
　以上で置き台の近傍の凹部８、９内にセットされるべきシリンジフランジ部ＳＦが置き
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台に対する左右方向（Ｙ方向）に正しく不動状態にセットされ、またシリンジ筒部Ｓが前
後方向（Ｘ方向）に正しくセットされる。ここで、以上の凹部８、９と置き台２ａには小
径の円弧溝部がさらに一体形成されており、小容量小径のシリンジを不動状態で保持する
ことができるようにしている。続いてクラッチレバー５２を解除してスライダーを移動さ
せ、シリンジ押子ＳＰをスライダ組立体５０に正しく把持する状態にする。
【００４４】
　この後、再度図３において、モータ３５が駆動されると、リードネジ３７が回転駆動さ
れ、これに歯合するハーフナット４５を固定しているナットホルダー４４が移動されるの
でパイプシャフト４０も移動されることでスライダ組立体５０の移動が行われる。このと
き、クラッチセンサー板３９の一端のレバー部３９ｂはフォトセンサー（透過型）４６を
遮光している。
【００４５】
　以上の構成により、シリンジ筒部Ｓが置き台２ａ上においてＸ-Ｚ方向に沿う正しい姿
勢でセットされ、かつシリンジ押子ＳＰがスライダ組立体５０に正しくセットされたこと
を検出することができるが、シリンジフランジ部ＳＦが凹部８，９内においてＹ方向に正
しくセットされたことは検出できない。
【００４６】
　図で説明すると、図５（ａ）、（ｂ）の模式図に図示されるような不良セット状態また
は図５（ｃ）に図示のようにシリンジフランジ部ＳＦをクランプ５で検出する不良セット
状態については検出できなくなる。
【００４７】
　すなわち、図５（ａ）において、シリンジの装着姿勢を正しくせず置き台２ａ上に置く
と、凹部８，９内にセットされるべきシリンジフランジ部ＳＦが凹部から外れることにな
り、この状態からシリンジ押子がスライダにセットされると、シリンジ筒部（外筒）Ｓが
スライダ側に破線図示の位置まで移動する結果、シリンジ内の薬液が吐出されてしまうこ
ととなる。また、図５（ｂ）において、シリンジフランジ部ＳＦが上記のゴムカバーを備
えた第２検出部となるセンサ上に位置し、クランプ５で保持すると正しい直径計測ができ
なくなる。
【００４８】
　また、図５（ｃ）において、シリンジフランジ部ＳＦの大きな外形部分が上記のゴムカ
バーを備えた第２検出部となるセンサ上に位置し、クランプ５で保持すると正しい直径計
測ができなくなる。
【００４９】
　また、図６（ａ）の模式図に図示されるような不良セット状態であって、シリンジ押子
ＳＰを破線図示のスライダ組立体５０から外れた状態に放置し、シリンジフランジ部ＳＦ
を凹部８，９にセットし、患者より高い位置にシリンジポンプを置いて放置しておくと、
患者とシリンジポンプ間の落差によりサイフォニング現象が発生して、薬液の過大注入の
リスクが発生する。
【００５０】
　以上のセット不良を防止するためには、上記の第４検出部であるセンサ４６と第１検出
部である第１センサ２１に加えて、図６（ａ）に図示のようにクランプ５に連動する第２
検出部である第２センサ２２と、凹部８，９中に設けられることでシリンジフランジ部Ｓ
Ｆの有無を検出する第３検出部である第３センサ２３をさらに設ければ全てのセット不良
に対応できることとなる。
【００５１】
　具体的には、図６（ａ）のＡ－Ａ線矢視断面図である図７において、既に説明済みの構
成または部品については同様の符号を附して説明を割愛すると、置き台２ａ上には直径寸
法ｄ１、ｄ３の異なる直径のシリンジ筒部Ｓがセットされる。このとき、上記の傾斜面に
沿うように置かれるので前後方向（Ｘ方向）の位置決めが自動的に行われる。
【００５２】
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　また、クランプ５にはアクチエータ１５を固定した軸部５ｃが設けられており、この軸
部５ｃに対してコイルバネ６８を図示のように挿通後に蓋体５ｂを固定して上記のように
クランプを行えるように構成されている。このアクチエータ１５は、シリンジ筒部Ｓの直
径が小さくなると下方に移動され、光軸を遮ることで第１センサ２１による高さ検出およ
びシリンジ筒部Ｓの有無検出を行う。
【００５３】
　次に、図６（ａ）のＡ－Ａ線矢視断面図である図６（ｂ）において、既に説明済みの構
成または部品については同様の符号を附して説明を割愛すると、置き台２ａ上に直径寸法
の異なる直径のシリンジ筒部Ｓが上記のようにセットされることで、ゴムカバー１３を下
方に押す状態となる。
【００５４】
　このゴムカバー１３の下方にはシリンジ筒部Ｓに対する当接により実線図示の待機位置
から破線図示の検出位置に移動されるように軸体１６周りに回動軸支され、引張りバネ１
７で付勢されたアクチエータ１５が設けられており、このアクチエータ１５により第２セ
ンサ２２の光軸を遮ることでシリンジ筒体Ｓが正しくセットされたことを検出するように
構成されている。
【００５５】
　また、図６（ｃ）において、凹部８，９の間の空間には不図示のゴムカバーが設けられ
ており、その下方にはシリンジフランジ部ＳＦに対する当接により実線図示の待機位置か
ら破線図示の検出位置に移動されるように軸体１６周りに回動軸支され、引張りバネ１７
で付勢されたアクチエータ１５が設けられており、このアクチエータ１５により第３セン
サ２３の光軸を遮ることでシリンジフランジ部ＳＦが凹部８，９内に正しくセットされた
ことを検出するように構成されている。
【００５６】
　図８はシリンジポンプのブロック図である。本図において、既に説明済みの構成または
部品については同様の符号を附して説明を割愛すると、ＣＰＵ１００には、上記の第１セ
ンサ２１、第２センサ２２、第３センサ２３、第４センサ４６をアンド回路を介して接続
したシリンジ装着検出手段１２０が接続されており、全てのセンサにより検出が行われた
場合のみ輸液を許可するようにしている。
【００５７】
　また、ＣＰＵ１００には、クランプ５で検出されるシリンジ直径を判断するシリンジ径
検出手段１０１と、シリンジメーカーの入力を行うメーカー入力手段１０２と、輸液に関
する上記の設定を行う設定入力手段１０３と、シリンジ押子ＳＰの駆動位置を検出する押
子位置検出手段１０４と、上記の圧力センサ７２に接続される閉塞圧レベル変更手段１０
５と、比較手段１０６と、記憶手段１０７と、駆動モータ３５に接続される駆動手段１０
８と、動作インジケータ７と表示部１１に接続される警告手段１０９と、表示部１０に接
続されることで所定メッセージの表示制御を行う表示手段１１０と、予告位置演算手段１
１１とが接続される。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】シリンジポンプ１の外観斜視図であって、操作パネル部２ｆを前方にし、通常右
手で操作されるべき設定ダイヤル６を破線で示した図である。
【図２】シリンジとともに図示したシリンジポンプの外観斜視図である。
【図３】上カバー２に内蔵されるスライダ送り機構の外観斜視図である。
【図４】シリンジを正しくセットした様子を図示したシリンジポンプの外観斜視図である
。
【図５】（ａ）、（ｂ）はシリンジを不良セット状態にセットした模式図、（ｃ）はシリ
ンジフランジ部ＳＦをクランプ５で検出する不良セット状態の模式図である。
【図６】（ａ）はシリンジを不良セット状態にセットした模式図、（ｂ）は（ａ）のＡ－
Ａ線矢視断面図、（ｃ）は第３検出部の模式図である。
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【図７】図６（ａ）のＡ－Ａ線矢視断面図である。
【図８】シリンジポンプのブロック図である。
【符号の説明】
【００５９】
１　シリンジポンプ
２　上カバー
２ａ　置き台
３　下カバー
４　ハンドル
５　クランプ
７　動作インジケータ
８、９　凹部
１０　表示部
１１　表示部
１３　ゴムカバー（防水カバー）
１４　アクチエータ
２１　第１センサ（第１検出部）
２２　第２センサ（第２検出部）
２３　第３センサ（第３検出部）
４６　第４センサ（第４検出部）
５０　スライド組立体
５２　クラッチレバー
５３、５４　フック部材
Ｓ　シリンジ筒部
ＳＦ　シリンジフランジ部
ＳＰ　シリンジ押子



(11) JP 4833732 B2 2011.12.7

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(12) JP 4833732 B2 2011.12.7

【図５】 【図６】
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              特開２００１－１７８８２１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－０００４９８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－０７０９１１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－０７３３７３（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｍ　　　５／１４５　　　
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