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(57)【要約】
　本発明は、医療装置のためのディスポーザル機器内で
、正および負の流体圧力を測定する圧力計測機器に関す
る。発明では、ディスポーザル機器の一部分が剛性計測
チャンバから成り、弾性を形成する部分により覆われて
いる。この計測チャンバは、圧力変換器が備えられてい
る医療装置に接続される。弾性を形成する部分の特定の
形状および特定の器具の接合部分は、計測中の大気圧の
影響を排除するように、この弾性を形成する部分、計測
チャンバおよび圧力変換器の間の接続を確保する。
　結合および大気圧に対する密封の能力が制御され得る
。このような圧力計測機器は、ディスポーザル機器にお
いて、例えば流体ポンプを制御するために流体の圧力を
計測することに用いられる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　剛性壁および一の弾性壁（５）により画定される医療流体チャンバ（２）を備え、前記
医療流体チャンバ（２）は、医療流体の入口（３）および医療流体の出口（４）を含む医
療装置のための流体圧力測定機器であって、
　平坦な計測表面（１６）を有する圧力変換器（１０）をさらに備え、
　前記弾性壁（５）および前記平坦な計測表面（１６）は平行であり、流体密封チャンバ
（８）を介して離れていることを特徴とする、流体圧力測定機器。
【請求項２】
　前記弾性壁（５）および前記変換器（１０）は、少なくとも１つの剛性要素（１４）お
よび１つの弾性要素（１１）を介して、互いに機械的に接触していることを特徴とする、
請求項１に記載の流体圧力計測機器。
【請求項３】
　前記弾性壁（５）の外側の表面（１５）は、前記弾性壁（５）と前記剛性要素（１４）
との間の流体の厳密な密封を確保する様に適合されている密閉突起（６）を周囲に含むこ
とを特徴とする、請求項２に記載の流体圧力計測機器。
【請求項４】
　前記弾性壁（５）および前記平坦な計測表面（１６）は、水平であることを特徴とする
、請求項１から３のいずれか一項に記載の流体圧力計測機器。
【請求項５】
　前記弾性壁（５）および前記平坦な計測表面（１６）は、鉛直であることを特徴とする
、請求項１から３のいずれか一項に記載の流体圧力計測機器。
【請求項６】
　前記密閉突起（６）は、環状の形状を有し、鉛直に延びていることを特徴とする、請求
項５に記載の流体圧力計測機器。
【請求項７】
　前記密閉突起（６）は、環状の形状を有し、水平に延びていることを特徴とする、請求
項４に記載の流体圧力計測機器。
【請求項８】
　前記流体密封チャンバ（８）は、換気流路（１２）を含むことを特徴とする、請求項１
から７のいずれか一項に記載の流体圧力計測機器。
【請求項９】
　前記流体密封チャンバ（８）は、側壁に環状の溝（１３）を有し、
　前記環状の溝（１３）は、換気チャンバとして作動するように適合されていることを特
徴とする、請求項８に記載の流体圧力計測機器。
【請求項１０】
　前記流体密封チャンバ（８）は、気体を含むように設計されていることを特徴とする、
請求項１から９のいずれか一項に記載の流体圧力計測機器。
【請求項１１】
　前記流体密封チャンバ（８）は、液体を含むように設計されていることを特徴とする、
請求項１から９のいずれか一項に記載の流体圧力計測機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療装置の圧力計測に関し、例えば、ディスポーザル（使い捨て）機器にお
ける圧力の計測に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最新技術
　ディスポーザル機器と医療装置との接合部分は、簡易で信頼性を有する技術的な解決が



(3) JP 2009-524817 A 2009.7.2

10

20

30

40

50

要求される。特に、計測の目的においては、設計は機能性および制御性を確保しなければ
ならない。圧力変換器は、損傷に対して保護されなければならない。ディスポーザル機器
と器具との間の機械的な係合は、その器具によって達成および制御されるべきである。ど
のような機能不良であっても、使用者に知らされるべきである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　現在の技術的な解決手法は、すべての必要な要求を満たすことはできない。当初の設計
は、臨床環境において使われるように形成され、そして医療スタッフにより操作される様
に形成されており、例えば、患者の自宅での環境で使われる様には形成されていない。
【０００４】
　したがって、医療装置において流体の圧力計測を改善する必要性がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　発明の概要
　上記に記載された問題は、剛性壁および１つの弾性壁により画定される医療流体チャン
バを含む医療装置のための流体圧力計測機器に関する本発明により解決される。医療流体
チャンバは、医療流体の入口および医療流体の出口を有する。流体圧力計測機器は、さら
に、平坦な計測表面を有する圧力変換器を含み、上記弾性壁および上記平坦な計測表面は
平行であり、そして流体密封チャンバを介して離れている。
【０００６】
　有利には、弾性壁および変換器は、少なくとも一の剛性要素および一の弾性要素を介し
て互いに機械的に接触している。
【０００７】
　発明の好ましい形態においては、弾性壁の外側の表面は、密閉突起を周囲に有する。密
閉突起は、弾性壁と剛性要素との間の流体を厳密に密封することを確保するように適合さ
れている。
【０００８】
　好ましくは、弾性壁および平坦な計測表面は水平であるが、これらの要素は鉛直でも構
わない。
【０００９】
　一の実施形態においては、密閉突起は環状の形状を有し、鉛直に延びている。
【００１０】
　他の実施形態においては、密閉突起は環状に形成されているが、水平に延びている。
【００１１】
　さらに他の実施形態においては、流体密封チャンバは、換気流路を有する。有利には、
換気流路の出口に電磁気が使われる。好ましくは、流体密封チャンバは、側壁に形成され
ている環状の溝を有する。環状の溝は、換気チャンバとして作動するように設計されてい
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　発明の詳細な説明
　発明は、後述の図により説明される例と共に、より詳細な方法により以下に議論される
。
【００１３】
　次の記述は、数ある中でも特に、弾性を形成する部分により覆われている計測チャンバ
と圧力変換器とを結合する２つの解決方法を示している。ここでは２つの解決方法を、鉛
直密閉および水平密閉という。
【００１４】
　鉛直密閉（図１）
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　圧力が計測されるべき流体１は、ディスポーザル機器の一部分を形成する剛性チャンバ
２の内部に配置されている。チャンバ２は、入口３および出口４を含む。剛性チャンバ２
の底は、外側が弾性壁５により密封されている。さらに、弾性壁５には、環状の形状を有
する鉛直密閉リブ６が備えられている。
【００１５】
　鉛直密閉リブ６は、医療装置の境界面に対して、剛性チャンバ２の環状の密閉壁の表面
７に合わせられる器具によって押圧され得る。剛性チャンバ２の密閉壁の表面７は、大気
圧に対して内側のシステムを密封するように、挿入の後に鉛直密閉リブ６に所定の力を付
与する。医療装置の境界面は、圧力変換器１０に備えられている。圧力変換器の筐体は、
Ｏ－リング１１により、大気圧に対して密封されている。機器の結合では、圧力変換器の
膜９および弾性を形成する部分５が、小さな残存距離を空けて取り付けられることが確保
され、最終的な空気チャンバ８が形成される。
【００１６】
　ディスポーザル機器と器具との結合の後に、弾性を形成する部分５と圧力変換器１０の
膜９との平行な配置が達成されることが確保されると、変換器の筐体の周りの環状の空間
１３は、換気流路１２と共にこのシステムを換気するために使われ得る。この換気流路の
出口には、電磁弁が接続される（図示せず）。
【００１７】
　水平密封（図２）
　圧力が計測されるべき流体１は、ディスポーザル機器の一部分を形成する剛性チャンバ
２の内部に配置されている。チャンバ２は、入口３および出口４を含む。剛性チャンバ２
の底は、外側が弾性壁５により密封されている。
【００１８】
　さらに、弾性を形成する部分５には、環状の形状を有する水平密閉形状６が備えられて
いる。
【００１９】
　この水平密閉形状６は、医療装置の環状の密閉壁７ａと剛性チャンバ２のチャンバ壁７
ｂの一部分との間を結合する器具により押圧され、また、挿入後に大気圧に対して密閉を
形成する。医療装置の環状の密閉壁７ａは、組み立てられている圧力変換器１０の上側お
よび周囲に配置されている。圧力変換器の筐体は、Ｏ－リング１１により大気圧に対して
密封されている。器具の結合により圧力変換器の膜９と弾性を形成する部分５とが、小さ
な残存距離を空けて共に動くことが確保され、最終的な空気チャンバ８が形成される。
【００２０】
　ディスポーザル機器と器具との結合の後に、弾性を形成する部分５と圧力変換器１０の
膜９との平行な配置が達成されることが確保されると、変換器の筐体の周りの環状の空間
は、換気流路１２と共にこのシステムを換気するために使われ得る。この換気流路の出口
には、電磁弁が接続される（図示せず）。
【００２１】
　システムの機能
　液体１が正の圧力の場合には、弾性を形成する部分５は、圧力変換器１０に向かって押
圧される。この機械的な移動は、空気容積８を圧縮して、増加した空気圧力が圧力変換器
１０に伝達される。液体１が負の圧力の場合には、弾性を形成する部分５は、反対側に移
動する。この場合においては、空気容積８が減圧され、減少した空気圧力が圧力変換器１
０に伝達される。
【００２２】
　結合および密封制御
　正確なディスポーザル機器－器具との結合および密封を監視するために、係合している
期間では換気流路が閉じられる。したがって、係合および駆動工程の期間に、空気チャン
バ８の内部で所定の過剰な加圧が生じる。密閉構造（鉛直または水平）が、弾性を形成す
る部分５と変換器の膜９との間に空気を閉じ込めるとすぐに、チャンバ８の内部の空気圧



(5) JP 2009-524817 A 2009.7.2

10

20

力が増加する。この増加した圧力信号は伝達され、圧力変換器により検知される。所定の
待ち時間の後には、この圧力が一定の水準になり、このことは大気圧に対して正しく密閉
されていることを確認することに用いることができる。換気流路１２が解放されている期
間には、大気圧力の水準に対する圧力降下が検知され得る。この方法は、ディスポーザル
機器と器具との間の正しい係合を確保し、また確認するために用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】図１は、計測部分と医療流体チャンバとの間の鉛直密閉を有する第１の実施形態
である。
【図２】図２は、計測部分と医療流体チャンバとの間の水平密閉を有する第２の実施形態
である。
【符号の説明】
【００２４】
　１　　医療流体
　２　　剛性チャンバ
　３　　入口
　４　　出口
　５　　弾性壁
　６　　密閉リブ
　７　　密閉剛性壁の表面
　８　　流体密封チャンバ
　９　　変換器の膜
　１０　　変換器
　１１　　Ｏ－リング
　１２　　換気流路
　１３　　換気チャンバ
　１４　　剛性要素
　１５　　弾性壁の外側表面
　１６　　計測表面
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【国際調査報告】
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