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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯型負圧創傷治療システムであって、
　負圧を創傷に印加するように該創傷の上に設置するためのドレッシングアセンブリと、
　ユーザによって着用されるように寸法設定されたキャニスタアセンブリと
　を備え、
　該キャニスタアセンブリは、
　　負圧源とコントローラと第１の変換器ポートとを有する制御ユニットと、
　　該ドレッシングアセンブリと連通する収集キャニスタであって、該創傷から流体を受
容するように動作可能であるチャンバを有する収集キャニスタと
　を含み、
　　該収集キャニスタは、
　　　該負圧源と流体連通する吸引ポートと、
　　　ボールフロートを有するボールフロート配設であって、該ボールフロートは、該収
集キャニスタの中の所定容量の浸出液の収集、所定の配向角度を超えた該収集キャニスタ
の傾転、または該収集キャニスタの反転のうちの１つに応答して、該吸引ポートを実質的
に閉鎖するように動作可能である、ボールフロート配設と
　　を含み、
　該制御ユニットは、該第１の変換器ポートが該収集キャニスタによって少なくとも部分
的に閉じられたとき、該収集キャニスタ内の圧力レベルを測定するように動作可能である
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圧力変換器をさらに備え、該圧力変換器は、疎水性フィルタと該第１の変換器ポートとに
接続されている、携帯型負圧創傷治療システム。
【請求項２】
　前記圧力変換器は、前記測定圧力レベルに基づいて信号を前記コントローラに提供し、
該コントローラは、該信号に基づいて前記負圧源を制御する、請求項１に記載の携帯型負
圧創傷治療システム。
【請求項３】
　前記第１の変換器ポートは、それに連結される突出部を有し、
　前記収集キャニスタは第２の変換器ポートを有し、該第２の変換器ポートは、浸出液が
該収集キャニスタから出ることを防止する弁を有し、
　該突出部は、該圧力変換器が該収集キャニスタの中の前記圧力レベルを測定することが
できるように、該制御ユニットが該収集キャニスタに取り付けられると、該弁を開く、請
求項１に記載の携帯型負圧創傷治療システム。
【請求項４】
　前記負圧源の入口における圧力レベルを測定するように動作可能である圧力変換器をさ
らに備え、
　該圧力変換器は、前記ボールフロートが前記吸引ポートを閉鎖すると、該圧力レベルの
増大を測定し、前記コントローラは、該圧力レベルの該測定した増大に基づいて、該負圧
源の出力をオフにするか、または低減する、請求項１に記載の携帯型負圧創傷治療システ
ム。
【請求項５】
　前記圧力変換器は、圧力スイッチである、請求項４に記載の携帯型負圧創傷治療システ
ム。
【請求項６】
　前記ボールフロートを有する前記ボールフロートアセンブリは、前記吸引ポートに連結
されるボールシート筐体を含み、該ボールシート筐体は、該吸引ポートと流体連通するボ
ールシートを有し、該ボールフロートは、前記収集キャニスタの中の前記所定容量の浸出
液が収集されると、該ボールシートの中に静置する、請求項１に記載の携帯型負圧創傷治
療システム。
【請求項７】
　前記ボールシート筐体に連結されるボールケージをさらに備え、前記ボールフロートは
、該ボールケージの中に収納される、請求項５に記載の携帯型負圧創傷治療システム。
【請求項８】
　前記ボールフロートは、被覆を有し、該被覆は、疎水性材料、ラテックス、またはＴｅ
ｆｌｏｎを含む、請求項１に記載の携帯型負圧創傷治療システム。
【請求項９】
　前記ボールフロートは、少なくとも１つの溝を有する、請求項１に記載の携帯型負圧創
傷治療システム。
【請求項１０】
　前記制御ユニットは、再使用可能である、請求項１に記載の携帯型負圧創傷治療システ
ム。
【請求項１１】
　前記収集キャニスタは、使い捨てである、請求項１に記載の携帯型負圧創傷治療システ
ム。
【請求項１２】
　携帯型負圧創傷治療システムであって、
　負圧を創傷に印加するように該創傷の上に設置するためのドレッシングアセンブリと、
　キャニスタアセンブリと
　を備え、
　該キャニスタアセンブリは、
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　　負圧源とコントローラと第１の変換器ポートとを有する制御ユニットと、
　　該ドレッシングアセンブリと連通する収集キャニスタであって、該創傷から流体を受
容するように動作可能であるチャンバを有する収集キャニスタと
　を含み、
　　該収集キャニスタは、
　　　該負圧源と流体連通する吸引ポートと、
　　　該吸引ポートに隣接して載置される閉鎖弁であって、該負圧源が該吸引ポートを通
して該収集キャニスタの中を真空に引くことが可能である開放位置と、該収集キャニスタ
の中の所定容量の浸出液の収集、所定の配向角度を超えた該収集キャニスタの傾転、また
は該収集キャニスタの反転のうちの１つに応答して、該吸引ポートが実質的に閉鎖される
、閉鎖位置とから移動するように適合される、閉鎖弁と
　　を含み、
　該制御ユニットは、該第１の変換器ポートが該収集キャニスタによって少なくとも部分
的に閉じられたとき、該収集キャニスタ内の圧力レベルを測定するように動作可能である
圧力変換器をさらに備え、該圧力変換器は、疎水性フィルタと該第１の変換器ポートとに
接続されている、携帯型負圧創傷治療システム。
【請求項１３】
　前記閉鎖弁は、旋回運動のために載置され、それにより、その前記開放位置と閉鎖位置
との間で旋回する、請求項１２に記載の携帯型システム。
【請求項１４】
　前記閉鎖弁を前記開放位置に向かって付勢するための手段を含む、請求項１３に記載の
携帯型システム。
【請求項１５】
　前記真空ポートに隣接して配置されるフィルタを含み、前記閉鎖弁は、該閉鎖弁の前記
閉鎖位置にあるときに、該フィルタを少なくとも部分的に覆うように適合される、請求項
１３に記載の携帯型システム。
【請求項１６】
　前記フィルタは、疎水性フィルタである、請求項１３に記載の携帯型システム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本願は、米国仮特許出願第６１／０７８，８３８号（２００８年７月８日出願）の優先
権を主張し、この出願の開示は、本明細書に参考として援用される。
【０００２】
　（発明の分野）
　本発明は、概して、負圧を創傷に適用することによって創傷を治療することに関し、よ
り具体的には、創傷を治療するための携帯型負圧創傷治療デバイスに関する。
【背景技術】
【０００３】
　創傷閉鎖は、創傷が閉鎖するまで、創傷の中央に向かう、および創傷の基部から離れる
ような、創傷に隣接した皮上および皮下組織の移動を伴う。残念ながら、大きい創傷、慢
性の創傷、または感染した創傷については閉鎖が困難である。そのような創傷では、鬱血
帯（すなわち、組織の局部的な膨張が、組織への血液の流れを制限する領域）を創傷の表
面近くに形成する。十分な血流が無ければ、創傷を囲む上皮および皮下組織は、受け取る
酸素および栄養が減少するだけでなく、成功裏に微生物感染と戦うことがより困難になり
、したがって、創傷を閉鎖することがより困難になる。このような創傷は、長年にわたっ
て医療関係者に問題を提示してきた。
【０００４】
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　吸引または真空療法としても知られる負圧創傷療法（ＮＰＷＴ）は、創傷を治療して回
復させる際に使用されている。創傷の上の局部的な貯留部への、例えば減圧または準大気
圧といった負圧の適用は、その領域への血流を増進し、肉芽組織の形成を刺激し、また、
創傷の上への健常組織の移動を助長することによって、創傷の閉鎖を補助することが分か
っている。負圧はまた、菌を保持する傾向があり得る浸出液等の流体を創傷から引き出す
ことによって、細菌の成長を阻害し得る。この技術は、慢性の、または回復耐性のある創
傷に特に効果があることが証明されており、また、手術後の創傷のケア等の他の目的にも
使用されている。
【０００５】
　概して、負圧治療は、創傷領域での吸引を促進するために、創傷の上に設置される創傷
カバーを提供する。外部真空源との流体連通を提供するために、創傷カバーを通して導管
が導入される。したがって、創傷の回復を刺激するために、大気ガス、創傷浸出液、また
は他の流体は、貯留部から流体導管を通して引き出され得る。貯留部から引き出される浸
出液は、収集キャニスタの中に堆積させてもよい。
【０００６】
　しばしば、患者が、静止位置に拘束される代わりに、移動できる状態を維持するように
、携帯型ＮＰＷＴデバイスは、患者によって着用される。患者が移動する間、携帯型ＮＰ
ＷＴデバイスは、いろいろな方向に傾斜または傾転する傾向がある。収集キャニスタの中
に十分な浸出液が存在する場合、流体がそれ自体の水平を得ようとするので、浸出液が、
真空源から収集キャニスタに通じる吸引ポートを覆い得る。吸引ポートを覆うことは、創
傷への負圧の適用を妨げ、それによって、創傷治療が中断される。加えて、吸引ポートを
覆うことは、キャニスタの中に浸出液を充填する付加的な空間が存在し得る場合でも、収
集キャニスタが一杯で交換する必要がある旨の誤った指示が提供され得る。
【０００７】
　加えて、携帯型ＮＰＷＴデバイスは、キャニスタに取り付けられる制御ユニットを有す
る。制御ユニットは、概して、吸引ポンプと、圧力変換器、マイクロプロセッサ等の高感
度電子部品とを含有する。ＮＰＷＴデバイスが傾斜したときには、浸出液がキャニスタか
ら制御ユニットの中に吸引され、それによって、吸引ポンプおよび／または電子構成要素
に損害を与え得る。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本開示は、負圧を創傷に印加するように創傷の上に設置するためのドレッシング（ｄｒ
ｅｓｓｉｎｇ）アセンブリと、キャニスタアセンブリとを含む、携帯型ＮＰＷＴに関する
。キャニスタアセンブリは、真空源およびコントローラを有する制御ユニットと、創傷か
ら流体を受容するように動作可能であるドレッシングアセンブリと連通する、収集キャニ
スタとを含む。収集キャニスタは、真空源から収集キャニスタに真空を導入するポートを
有する。ボールフロートは、収集キャニスタの中の所定容量の浸出液の収集、所定の配向
角度を超えた収集キャニスタの傾転、または収集キャニスタの反転のうちの１つに応答し
て、吸引ポートを実質的に閉鎖するために提供される。
【０００９】
　本開示はまた、負圧を創傷に印加するために創傷の上に設置するためのドレッシングア
センブリと、キャニスタアセンブリとを含む、携帯型ＮＰＷＴに関する。キャニスタアセ
ンブリは、真空源およびコントローラを有する制御ユニットと、創傷から流体を受容する
ように動作可能であるドレッシングアセンブリと連通する収集キャニスタとを含む。収集
キャニスタは、真空源から収集キャニスタに真空を導入するポートを有する。吸引ポート
に隣接して載置される閉鎖弁は、負圧源が、吸引ポートを通して収集キャニスタの中を真
空に引くことが可能である、開放位置から、吸引ポートが、収集キャニスタの中の所定容
量の浸出液の収集、所定の配向角度を超えた収集キャニスタの傾転、または収集キャニス
タの反転のうちの１つに応答して、実質的に閉鎖される、閉鎖位置に移動させるように適
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合される。
例えば、本願発明は以下の項目を提供する。
（項目１）
　携帯型負圧創傷治療システムであって、
　負圧を創傷に印加するように該創傷の上に設置するためのドレッシングアセンブリと、
　ユーザによって着用されるように寸法設定されたキャニスタアセンブリであって、
　　負圧源およびコントローラを有する制御ユニットと、
　　収集キャニスタであって、該収集キャニスタは、該ドレッシングアセンブリと連通し
、該創傷から流体を受容するように動作可能であるチャンバを有し、該収集キャニスタは
、
　　　該負圧源と流体連通する吸引ポートと、
　　　ボールフロートを有するボールフロート配設であって、該ボールフロートは、該収
集キャニスタの中の所定容量の浸出液の収集、所定の配向角度を超えた該収集キャニスタ
の傾転、または該収集キャニスタの反転のうちの１つに応答して、該吸引ポートを実質的
に閉鎖するように動作可能である、ボールフロート配設と
　　を含む、収集キャニスタと
　を含む、キャニスタアセンブリと
　を備える、携帯型負圧創傷治療システム。
（項目２）
　前記制御ユニットは、前記収集キャニスタの中の圧力レベルを測定するように動作可能
である圧力変換器をさらに備える、項目１に記載の携帯型負圧創傷治療システム。
（項目３）
　前記圧力変換器は、前記測定圧力レベルに基づいて信号を前記コントローラに提供し、
該コントローラは、該信号に基づいて前記負圧源を制御する、項目２に記載の携帯型負圧
創傷治療システム。
（項目４）
　前記制御ユニットは、前記圧力変換器に連結される第１の変換器ポートをさらに備え、
該第１の変換器ポートは、それに連結される突出部を有し、
　前記収集キャニスタは第２の変換器ポートを有し、該第２の変換器ポートは、浸出液が
該収集キャニスタから出ることを防止する弁を有し、
　該突出部は、該圧力変換器が該収集キャニスタの中の前記圧力レベルを測定することが
できるように、該制御ユニットが該収集キャニスタに取り付けられると、該弁を開く、項
目２に記載の携帯型負圧創傷治療システム。
（項目５）
　前記負圧源の入口における圧力レベルを測定するように動作可能である圧力変換器をさ
らに備え、
　該圧力変換器は、前記ボールフロートが前記吸引ポートを閉鎖すると、該圧力レベルの
増大を測定し、前記コントローラは、該圧力レベルの該測定した増大に基づいて、該負圧
源の出力をオフにするか、または低減する、項目１に記載の携帯型負圧創傷治療システム
。
（項目６）
　前記圧力変換器は、圧力スイッチである、項目５に記載の携帯型負圧創傷治療システム
。
（項目７）
　前記ボールフロートを有する前記ボールフロートアセンブリは、前記吸引ポートに連結
されるボールシート筐体を含み、該ボールシート筐体は、該吸引ポートと流体連通するボ
ールシートを有し、該ボールフロートは、前記収集キャニスタの中の前記所定容量の浸出
液が収集されると、該ボールシートの中に静置する、項目１に記載の携帯型負圧創傷治療
システム。
（項目８）
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　前記ボールシート筐体に連結されるボールケージをさらに備え、前記ボールフロートは
、該ボールケージの中に収納される、項目６に記載の携帯型負圧創傷治療システム。
（項目９）
　前記ボールフロートは、被覆を有し、該被覆は、疎水性材料、ラテックス、またはＴｅ
ｆｌｏｎを含む、項目１に記載の携帯型負圧創傷治療システム。
（項目１０）
　前記ボールフロートは、少なくとも１つの溝を有する、項目１に記載の携帯型負圧創傷
治療システム。
（項目１１）
　前記制御ユニットは、再使用可能である、項目１に記載の携帯型負圧創傷治療システム
。
（項目１２）
　前記収集キャニスタは、使い捨てである、項目１に記載の携帯型負圧創傷治療システム
。
（項目１３）
　携帯型負圧創傷治療システムであって、
　負圧を創傷に印加するように該創傷の上に設置するためのドレッシングアセンブリと、
　キャニスタアセンブリであって、
　　負圧源およびコントローラを有する制御ユニットと、
　　該ドレッシングアセンブリと連通し、該創傷から流体を受容するように動作可能であ
るチャンバを有する収集キャニスタであって、
　　　該負圧源と流体連通する吸引ポートと、
　　　該吸引ポートに隣接して載置される閉鎖弁であって、該負圧源が該吸引ポートを通
して該収集キャニスタの中を真空に引くことが可能である開放位置と、該収集キャニスタ
の中の所定容量の浸出液の収集、所定の配向角度を超えた該収集キャニスタの傾転、また
は該収集キャニスタの反転のうちの１つに応答して、該吸引ポートが実質的に閉鎖される
、閉鎖位置とから移動するように適合される、閉鎖弁と
　　を含む、収集キャニスタと
　を含む、キャニスタアセンブリと
　を備える、携帯型負圧創傷治療システム。
（項目１４）
　前記閉鎖弁は、旋回運動のために載置され、それにより、その前記開放位置と閉鎖位置
との間で旋回する、項目１３に記載の携帯型システム。
（項目１５）
　前記閉鎖弁を前記開放位置に向かって付勢するための手段を含む、項目１４に記載の携
帯型システム。
（項目１６）
　前記真空ポートに隣接して配置されるフィルタを含み、前記閉鎖弁は、該閉鎖弁の前記
閉鎖位置にあるときに、該フィルタを少なくとも部分的に覆うように適合される、項目１
４に記載の携帯型システム。
（項目１７）
　前記フィルタは、疎水性フィルタである、項目１４に記載の携帯型システム。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
　本開示の創傷ドレッシングシステムの種々の実施形態は、図面を参照して本明細書で説
明される。
【図１】図１は、本開示によるＮＰＷＴシステムの一実施形態の図である。
【図２】図２は、本開示によるＮＰＷＴシステムの一実施形態の図である。
【図３】図３は、本開示によるＮＰＷＴシステムのための制御システムのシステム図であ
る。
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【図４】図４Ａは、本開示によるＮＰＷＴシステムのためのキャニスタアセンブリの図で
ある。図４Ｂは、本開示によるＮＰＷＴシステムのためのキャニスタアセンブリの図であ
る。
【図５】図５は、本開示によるＮＰＷＴシステムのための制御ユニットの図である。
【図６】図６は、本開示によるＮＰＷＴシステムのための収集キャニスタの図である。
【図７－１】図７Ａは、本開示によるＮＰＷＴシステムのための収集キャニスタの図であ
る。
【図７－２】図７Ｂ－７Ｆは、本開示によるＮＰＷＴシステムのためのボールフロートの
図である。
【図８】図８は、本開示によるＮＰＷＴシステムのためのキャニスタアセンブリの図であ
る。
【図９】図９は、本開示によるＮＰＷＴシステムのための収集キャニスタの上面図である
。
【図１０】図１０は、本開示によるＮＰＷＴシステムのためのキャニスタアセンブリの図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本開示の種々の実施形態は、創傷流体を回収するチャンバを有する収集キャニスタを含
むＮＰＷＴシステム（または装置）を提供する。本開示のＮＰＷＴシステムの実施形態は
、概して、種々の治療法に従って創傷の回復を促進するために、負圧を創傷に印加する際
の使用に好適である。本開示のＮＰＷＴシステムの実施形態は、完全に携帯型であり、か
つユーザが治療期間中に完全に移動できるように、ユーザによって着用または持ち運ばれ
得る。本開示のＮＰＷＴ装置の実施形態およびその構成要素は、完全に再使用可能であっ
てもよく、または所定の使用期間後に完全に使い捨てであってもよく、もしくは個々に使
い捨てであってもよく、それによって、構成要素のうちのいくつかが、以降の治療適用の
ために再利用される。
【００１２】
　以下に、本開示のＮＰＷＴシステムの実施形態、およびＮＰＷＴシステムで使用するた
めの本開示のセンサについて添付図面を参照して説明する。同じ参照符号は、図面の説明
全体を通して類似または同一の要素を示し得る。本明細書で使用する場合、「創傷浸出液
」または単純に「浸出液」は、概して、例えば血液、血清、および／または膿等の、創傷
から排出されるあらゆる流体を指す。本明細書で使用する場合、「流体」は、概して、液
体、ガス、またはその両方を指す。
【００１３】
　図１を参照すると、本開示の一実施形態によるＮＰＷＴ装置は、概して、健常な皮膚「
ｓ」によって囲まれた創傷ベッド「ｗ」上において使用するためのものであり、概して１
０で示される。ＮＰＷＴ装置１０は、創傷ベッド「ｗ」の周囲に真空チャンバ１４を画定
して創傷領域において負圧を保持するために、創傷ベッド「ｗ」に対して設置される創傷
ドレッシング１２を含む。創傷ドレッシング１２は、接触層１８と、創傷充填剤２０と、
創傷カバー２４とを含む。
【００１４】
　接触層１８は、創傷ベッド「ｗ」の範囲内での設置を意図したものであり、創傷ベッド
「ｗ」の構成に実質的に合致するために、比較的に非支持的または可撓性であり得る。接
触層１８には様々な材料が使用され得る。接触層１８の選択は、患者の状態、創傷周辺の
皮膚の状態、浸出液の量、および／または創傷ベッド「ｗ」の状態等の、種々の因子に依
存し得る。接触層１８は、有孔フィルム材料から形成されてもよい。接触層１８の多孔性
特徴は、浸出液が、創傷ベッド「ｗ」から接触層１８を通過できるようにする。接触層１
８を通る創傷浸出液の通路は、浸出液が創傷ベッド「ｗ」の中に逆流し難くなるように、
実質的に単一方向性であってもよい。単一方向性流れは、例えば起伏の頂点に設置される
開口または接触層１８から突出する円錐形の形成物といった、方向性開口によって助長さ
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れ得る。単一方向性流れはまた、接触層１８のそれとは異なる吸収特性を有する材料で接
触層１８をラミネートすることによって、または方向性流れを促進する材料の選択によっ
て助長され得る。接触層１８の形成には、接触層１８が除去されるときに創傷ベッド「ｗ
」または組織の周囲組織に付着し難くなるように、非接着性材料が選択され得る。接触層
１８としての使用に好適であり得る材料の一例は、Ｔｙｃｏ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ　Ｇ
ｒｏｕｐ　ＬＰ（ｄ／ｂ／ａ　Ｃｏｖｉｄｉｅｎ）によって提供される、商標名ＸＥＲＯ
ＦＬＯＷ（登録商標）で市販されている。接触層１８としての使用に好適であり得る材料
の別の例は、Ｔｙｃｏ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ　Ｇｒｏｕｐ　ＬＰ（ｄ／ｂ／ａ　Ｃｏｖ
ｉｄｉｅｎ）によって提供される、市販のＣＵＲＩＴＹ（登録商標）非接着性ドレッシン
グである。
【００１５】
　創傷充填剤２０は、接触層１８の上の創傷ベッド「ｗ」の中に設置され、かつ創傷浸出
液を透過することを意図している。創傷充填剤２０は、あらゆる創傷ベッド「ｗ」の形状
を呈するように適合可能であり、また、例えば健常な皮膚「ｓ」のレベルまで、または創
傷充填剤２０が健常な皮膚「ｓ」の上に突出するように創傷を過充填するまで、といった
任意のレベルまで詰められ得る。創傷充填剤２０は、感染の発生を低減するポリヘキサメ
チレンビグアニド（ＰＨＭＢ）等の薬剤、および／または創傷の治癒を促進する他の薬物
で処理され得る。様々な材料が、創傷充填剤２０に使用されてもよい。創傷充填剤２０と
しての使用に好適であり得る材料の一例は、Ｔｙｃｏ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ　Ｇｒｏｕ
ｐ　ＬＰ（ｄ／ｂ／ａ　Ｃｏｖｉｄｉｅｎ）によって提供される、商標名ＫＥＲＬＩＸＴ

Ｍ　ＡＭＤＴＭで市販されている抗菌性ドレッシングである。
【００１６】
　カバー層２４は、例えばポリマーまたはエラストマー膜といった可撓性膜で形成されて
もよく、例えばカバー層２４の外周２６において、カバー層２４の少なくとも一部分上に
生体適合性接着剤を含んでもよい。代替として、カバー層２４は、実質的に剛体の部材で
あってもよい。カバー層２４は、カバー層２４の外周２６において、生体適合性接着剤の
実質的に連続する帯が、周囲の皮膚「ｓ」との実質的な液密封止を形成するように、創傷
ベッド「ｗ」の上に設置されてもよい。カバー材料２４としての使用に好適であり得る材
料の一例は、Ｔｙｃｏ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ　Ｇｒｏｕｐ　ＬＰ（ｄ／ｂ／ａ　Ｃｏｖ
ｉｄｉｅｎ）によって提供される、商標名ＣＵＲＡＦＯＲＭ　ＩＳＬＡＮＤ（登録商標）
で市販されている。
【００１７】
　カバー層２４は、汚染物が創傷ベッド「ｗ」に浸入することを防止し、かつその完全性
を保持するように、微生物バリアおよび流体バリアの両方としての役割を果たし得る。
【００１８】
　一実施形態では、カバー層２４は、例えば創傷ベッド「ｗ」と大気との間における酸素
および水分の交換を促進するために、水蒸気透過性膜から形成される。好適な水蒸気透過
率（ＭＶＴＲ）を提供し得る膜の一例は、Ｔｙｃｏ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ　Ｇｒｏｕｐ
　ＬＰ（ｄ／ｂ／ａ　Ｃｏｖｉｄｉｅｎ）によって提供される、商標名ＰＯＬＹＳＫＩＮ
（登録商標）ＩＩで市販されている。透明膜は、創傷状態の視覚的評価を、カバー層２４
の除去を必要とせずに行うことができるようにすることに役立ち得る。
【００１９】
　創傷ドレッシング１２は、真空システムへの真空チャンバ１４の接続を容易にするため
に、フランジ３４を有する真空ポート３０を含んでもよい。真空ポート３０は、剛性また
は可撓性の扁平な構成要素として構成されてもよく、また、解放可能で液密な態様で導管
３６を受容するように適合されてもよい。真空ポート３０をカバー層２４に固定するため
の機構を提供するために、フランジ３４の下側の少なくとも一部分に接着剤を使用しても
よい。真空ポート３０およびフランジ３４の相対的位置、サイズ、および／または形状は
、図１に示される実施形態とは異なっていてもよい。例えば、フランジ３４は、フランジ
３４の上側表面の少なくとも一部分の上の接着剤が、真空ポート３０をカバー層２４に固
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定するために真空チャンバ１４内に設置されてもよい。真空ポート３０の中空の内側部分
は、導管３６と真空チャンバ１４との間に流体連通を提供する。導管３６は、真空チャン
バ１４と真空源４０との間に流体連通を提供するために、真空ポート３０から延在する。
代替として、導管３６との流体連通を提供するために他の備えが行われる場合、真空ポー
ト３０をドレッシング１２の中に含まなくてもよい。
【００２０】
　可撓性エラストマーまたはポリマー材料から製造される導管を含む、あらゆる好適な導
管を、導管３６に使用してもよい。図１に示されるＮＰＷＴ装置１０では、導管３６は、
第１の導管区間３６Ａと、第２の導管区間３６Ｂと、第３の導管区間３６Ｃと、第４の導
管区間３６Ｄとを含む。第１の導管区間３６Ａは、真空ポート３０から延在し、流体管路
連結器１００を介して第２の導管区間３６Ｂに連結されて、収集キャニスタ３８まで延在
する。第３の導管区間３６Ｃは、収集キャニスタ３８から延在し、別の流体管路連結器１
００を介して第４の導管区間３６Ｄに連結されて、真空源４０まで延在する。導管３６の
導管区間の形状、サイズ、および／または数は、図１に示される第１、第２、第３、およ
び第４の導管区間３６Ａ、３６Ｂ、３６Ｃ、および３６Ｄとは異なっていてもよい。
【００２１】
　導管３６の第１、第２、第３、および第４の導管区間３６Ａ、３６Ｂ、３６Ｃ、および
３６Ｄは、例えば摩擦嵌合、バヨネット連結器、または有刺コネクタ等の、従来の気密手
段によって、装置１０の構成要素に接続されてもよい。接続は、永続的に成されてもよい
。代替として、装置１０にいくつかの調整の柔軟性を提供するために、着脱コネクタまた
は他の解放可能である接続手段を用いてもよい。
【００２２】
　収集キャニスタ３８は、創傷流体を含有することに好適である、あらゆる種類の容器で
形成されてもよい。例えば、半剛性のプラスチックボトルを収集キャニスタ３８に使用し
てもよい。可撓性ポリマーパウチまたは他の中空容器本体を収集キャニスタ３８に使用し
てもよい。収集キャニスタ３８は、創傷流体または細片を固めるか、または含有するため
に吸収材料を含有してもよい。例えば、高吸水性ポリマー（ＳＡＰ）、シリカゲル、ポリ
アクリル酸ナトリウム、カリウムポリアクリルアミド、または関連する化合物を収集キャ
ニスタ３８内に提供してもよい。キャニスタ３８の少なくとも一部分は、例えば、創傷浸
出液の視覚的評価が、浸出液の色、質、および／または分量の評価を支援することを可能
にするために、透明または半透明であってもよい。収集キャニスタ３８の透明または半透
明の部分は、視覚的評価がキャニスタの残りの収容量または空き容積の決定を支援するこ
とを可能にし得、および／または収集キャニスタ３８を交換するか否かの決定を支援し得
る。
【００２３】
　収集キャニスタ３８は、第１および第２の導管区間３６Ａ、３６Ｂを介して、創傷ドレ
ッシング１２と流体連通する。第３および第４の導管区間３６Ｃ、３６Ｄは、収集キャニ
スタ３８を、収集キャニスタ３８に負圧を発生させるか、あるいは提供する真空源４０に
接続する。真空源４０は、蠕動ポンプ、横隔膜ポンプ、または他の好適な機構を含んでも
よい。真空源４０は、生体適合性であってもよく、かつ十分な治療用真空レベルを保持ま
たは引き出し得る小型ポンプまたはマイクロポンプであってもよい。達成される準大気圧
の真空レベルは、約２０ｍｍＨｇ乃至約５００ｍｍＨｇの範囲であり得る。複数の実施形
態では、真空レベルは、約７５ｍｍＨｇ乃至約１２５ｍｍＨｇ、または約４０ｍｍＨｇ乃
至約８０ｍｍＨｇであり得る。真空源４０として使用され得る蠕動ポンプの一例は、Ｔｙ
ｃｏ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ　Ｇｒｏｕｐ　ＬＰ（ｄ／ｂ／ａ　Ｃｏｖｉｄｉｅｎ）によ
って提供される、市販のＫａｎｇａｒｏｏ　ＰＥＴ　Ｅｔｅｒｎａｌ　Ｆｅｅｄｉｎｇ　
Ｐｕｍｐである。真空源４０は、例えば交流（ＡＣ）モータ、直流（ＤＣ）モータ、音声
コイルアクチュエータ、ソレノイド等を含む、当業者に公知のあらゆる手段であり得る、
アクチュエータ（図示せず）によって作動され得る。アクチュエータは、真空源４０内に
組み込まれてもよい。
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【００２４】
　複数の実施形態では、ＮＰＷＴ装置１０は、導管区間の選択可能である連結および脱連
結を可能にする、１つ以上の流体管路連結器１００を含む。例えば、流体管路連結器１０
０は、係合されたときには、第１および第２の導管区間３６Ａ、３６Ｂの間の流体連通を
保持し、係脱されたときには、第１および第２の導管区間３６Ａ、３６Ｂの間の流体の流
れを遮断するために使用され得る。したがって、流体管路連結器１００は、収集キャニス
タ３８の交換を含む、ＮＰＷＴ装置１０の構成要素の接続、分離、または保守を容易にし
得る。導管３６と同一線上の任意の場所における１つ以上の流体管路連結器１００の付加
的な、または代替の配置は、他の手順を容易にし得る。例えば、図１に示されるように、
第３および第４の導管区間３６Ｃ、３６Ｄの間への流体管路連結器１００の配置は、真空
源４０の補修を容易にし得る。
【００２５】
　図２を参照すると、概して２００で示されるＮＰＷＴシステムは、患者またはユーザに
よって着用することができ、ドレッシングアセンブリ２１０と、創傷ポートアセンブリ２
２０と、延長部アセンブリ２３０と、キャニスタアセンブリ２４０とを含む。ドレッシン
グアセンブリ２１０は、創傷領域の周囲に真空チャンバを画定して創傷領域において負圧
を保持するために、創傷領域に対して設置される。ドレッシングアセンブリ２１０は、例
えば接着カバーを使用して、不要な空気漏出から実質的に封止され得る。創傷ポートアセ
ンブリ２２０は、ドレッシングアセンブリ２１０に載置される。例えば、創傷ポートアセ
ンブリ２２０は、創傷ポートアセンブリ２２０をドレッシングアセンブリ２１０に固定す
るために、実質的に連続する帯状の接着剤をその外周に含んでもよい。延長部アセンブリ
２３０は、創傷ポートアセンブリ２２０とキャニスタアセンブリ２４０との間に連結され
、創傷ポートアセンブリ２２０とキャニスタアセンブリ２４０との間に流体流路を画定す
る。創傷ポートアセンブリ２２０の中空内部は、延長部アセンブリ２３０とドレッシング
アセンブリ２１０の内側との間に流体連通を提供する。図２に示されるドレッシングアセ
ンブリ２１０および創傷ポートアセンブリ２２０は、図１の創傷ドレッシング１２の構成
要素に類似しており、簡潔にするために、そのさらなる説明は省略される。
【００２６】
　キャニスタアセンブリ２４０は、制御ユニット２４６と、制御ユニット２４６の下に配
置される収集キャニスタ２４２とを含む。制御ユニット２４６は、再使用可能であっても
よく、収集キャニスタ２４２は、使い捨てであってもよい。制御ユニット２４６および収
集キャニスタ２４２は、解放可能に連結されてもよい。制御ユニット２４６と収集キャニ
スタ２４２との選択的な連結および脱連結のための機構には、ファスナ、ラッチ、クリッ
プ、ストラップ、バヨネットマウント、磁気連結器、および他のデバイスが挙げられる。
収集キャニスタ２４２は、創傷流体を含有するのに好適なあらゆる容器から成ってもよい
。
【００２７】
　一実施形態では、ＮＰＷＴシステム２００は、連続モードまたは交互モードで動作させ
ることが可能である。連続モードでは、制御ユニット２４６は、選択された真空レベルを
収集キャニスタ２４２に連続的に供給してドレッシングアセンブリ２１０内に減圧状態を
生じさせるように、ポンプを制御する。交互モードでは、制御ユニット２４６は、事前設
定された固定時間量にわたって約８０ｍｍＨｇといった第１の負圧を収集キャニスタ２４
２に供給し、そして事前設定された固定時間量にわたって約５０ｍｍＨｇといった第２の
異なる負圧を収集キャニスタ２４２に供給するように、ポンプを制御する。
【００２８】
　一般に、ポンプの排出量は、ＮＰＷＴシステム２００の中の空気漏出の程度および収集
キャニスタ２４２の空き容積に直接的に関連する。十分な空気漏出が、例えばドレッシン
グアセンブリ２１０といった、システム２００の中に存在する場合は、ポンプを連続的な
ままにしておくことができ、制御ユニット２４６は、ポンプ速度を調整することによって
、収集キャニスタ２４２における負圧を制御することができる。代替として、ポンプを連
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続的なままにしておくことができる十分な空気漏出がシステム２００の中に存在しない場
合、制御ユニット２４６は、例えば等しくないオン／オフの期間といった、ポンプのオン
およびオフを調整することによって、収集キャニスタ２４２における負圧を調整すること
ができる。
【００２９】
　キャニスタアセンブリ２４０は、ＬｕｃｉｔｅＴＭポリカーボネート、金属、合金、プ
ラスチック、または通常の使用中に印加される力に耐えることが可能である他の耐久性材
料等の、様々な材料から構築されてもよく、また、誤用の結果として生じる可能性のある
過剰な力に耐えることができるいくつかの能力を有し得る。収集キャニスタ２４２は、流
体レベルの刻印を伴う、または収集キャニスタ２４２内に含有される浸出液の量の視覚的
評価を促進するための、窓を含んでもよい。透明または部分的に透明な収集キャニスタ２
４２は、したがって、収集キャニスタ２４２の残りの容量、および／またはいつ収集キャ
ニスタ２４２を交換すべきかを決定することを支援し得る。
【００３０】
　図３を参照すると、ＮＰＷＴデバイスは、概して３００で示される制御システムを有す
る。制御システム３００は、ＮＰＷＴデバイスの動作を制御する、コントローラ３１０を
含み得る。コントローラ３１０は、少なくとも１つのプロセッサ３１２と、少なくとも１
つのメモリモジュール３１４を含み得る。メモリモジュール３１４は、揮発性メモリ（例
えば、ＤＲＡＭ、ＳＲＡＭ等）または不揮発性メモリ（例えば、ＲＯＭ、ＰＲＯＭ、ＥＰ
ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、半導体フラッシュメモリ等）であってもよい。メモリモジュール
３１４は、ＮＰＷＴデバイスを制御するためにプロセッサ３１２によって実行される命令
を記憶する。
【００３１】
　コントローラ３１０は、選択された治療モード、ならびに圧力変換器３３０および圧力
変換器３３０から受信した入力に基づいて、真空源３２０を制御する。真空源３２０は、
生体適合性であってもよく、かつ十分な治療用真空レベルを保持または引き出し得る、小
型ポンプまたはマイクロポンプであってもよい。達成される準大気圧の真空レベルは、約
２０ｍｍＨｇ乃至約５００ｍｍＨｇの範囲であり得る。複数の実施形態では、真空レベル
は、約７５ｍｍＨｇ乃至約１２５ｍｍＨｇ、または約３０ｍｍＨｇ乃至８０ｍｍＨｇであ
り得る。真空源３２０は、例えばＡＣモータ、ＤＣモータ、音声コイルアクチュエータ、
ソレノイド等を含む、当業者に公知のあらゆる手段であり得るアクチュエータによって作
動される。
【００３２】
　コントローラ３１０は、圧力変換器３３０を使用してキャニスタ２４２の中の圧力を監
視することによって、キャニスタ２４２において選択真空レベルを保持する。圧力変換器
３４０で測定したときに、キャニスタ２４２の真空レベルが閾値を上回っていた場合、コ
ントローラ３１０は、キャニスタ２４２の中の真空レベルを低減するために、真空源３２
０をオフにするか、または真空源３２０の排出量を低減する。圧力変換器３４０で測定し
たときに、キャニスタ２４２の真空レベルが閾値を下回っていた場合、コントローラ３１
０は、キャニスタ２４２の中の真空レベルを増大させるために、真空源３２０をオンにす
るか、または真空源３２０の排出量を増大させる。
【００３３】
　コントローラ３１０はまた、圧力変換器３４０の排出量に基づいて、真空源３２０の動
作を制御する。圧力スイッチとすることが可能である圧力変換器３４０は、以下により詳
細に説明する、キャニスタの交換状態を示す圧力スパイクを判定するために、真空源３２
０の入口の圧力を監視する。代替として、圧力スイッチを使用する場合、負圧の閾値に到
達するとそれが作動し、それによって真空源３２０をオフにするように信号をコントロー
ラ３１０に送る。
【００３４】
　制御システム３００は、例えば漏出、キャニスタアセンブリの傾斜、圧力センサの故障
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、ポンプの故障、過度の真空、または低バッテリ状態、といった状態をユーザに通知する
ために、可聴表示を生じさせるスピーカ３５０を含んでもよい。制御システム３００はま
た、アラーム状態、ＮＰＷＴデバイスの状態、またはＮＰＷＴデバイスによる創傷の治療
に関連する他の情報をユーザに通知するために、ディスプレイ３６０を含んでもよい。デ
ィスプレイ３６０は、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、発光ダイオード（ＬＥＤ）、または
任意の数のＬＥＤ、ネオンランプ、白熱電球等であってもよい。
【００３５】
　制御システム３００は、警告音を送ることによって種々の感知イベントに応答する。各
種状態は、アラームによって知らせてもよい。複数の実施形態では、制御システム３００
は、圧力センサ故障状態、失効オドメータの使用、監視リセット状態、ポンプ故障状態、
漏出状態、キャニスタ交換状態、過度の真空状態、ＬＥＤ故障状態、低バッテリ状態、超
低バッテリ状態、およびバッテリ故障状態について、アラームを送ることが可能である。
優先レベルをアラームに関連付けてもよい。複数の実施形態では、アラームの優先レベル
は、低優先度アラーム、中優先度アラーム、およびシステムアラーム（最も高い優先度）
である。低優先度アラームは、トリガされたときに、連続的に示されてもよい。中優先度
アラームおよびシステムアラームは、トリガされたときに、フラッシュ表示を有してもよ
い。
【００３６】
　制御システム３００は、アラームに応答して、例えばアラームの種類および／または優
先レベルに応じて、動作を停止し得る。複数の実施形態では、制御システム３００は、例
えば、故障圧力センサシステムアラーム、使用オドメータ失効システムアラーム、監視リ
セットシステムアラーム、故障ポンプシステムアラーム、過度真空システムアラーム、お
よび／または故障ＬＥＤシステムアラームといった、システムアラームに応答してポンプ
の動作を停止する。
【００３７】
　ＮＰＷＴシステム２００の中、例えばドレッシングアセンブリ２１０において、空気漏
出が発生し、それに対して制御ユニット２４６が、ポンプ速度を増大することよって補う
ことができない場合、制御システム３００はアラームを示し得る。例えば、制御システム
３００は、真空レベルが現在の設定点より低い（または設定点範囲の最小レベルより低い
）動作が２分間連続した後に漏出アラームを示してもよい。
【００３８】
　複数の実施形態では、制御システム３００は、ディスプレイ３６０に組み込まれてもよ
いか、または一組のユーザ作動スイッチまたはボタンであってもよいか、ユーザインター
フェース（図示せず）を含む。ユーザは、電源ボタン（図示せず）を押下することによっ
て、キャニスタアセンブリ２４０をオンにする。電源ボタンが押下されたときに、制御シ
ステム３００は、立ち上がり中に一連の内部検査を行う。一実施形態では、電源投入タス
クを成功裏に完了した後に、制御システム３００は、記憶された設定を使用してポンプ３
２０をオンにする。キャニスタアセンブリ２４０の初期起動において、記憶された設定は
、デフォルト設定である。一実施形態では、ポンプ３２０を制御するためのデフォルト設
定は、８０ｍｍＨｇで連続モードである。一実施形態では、現在記憶されている真空レベ
ル設定は、ユーザによって、例えば５０ｍｍＨｇに変更することができる。一実施形態で
は、現在記憶されているモード設定は、ユーザによって、例えば交互モードに変更するこ
とができる。
【００３９】
　図４Ａおよび４Ｂを参照すると、キャニスタアセンブリ２４０の２つの断面図は、本開
示の一実施形態に従うＮＰＷＴデバイスの、電子、電気、および空気的構成要素を示す。
制御ユニット２４６の上部分において、ユーザインターフェース（図示せず）の真下には
、プリント回路基板（ＰＣＢ）４０２がある。圧力変換器３３０は、ＰＣＢ４０２に取り
付けられる。コントローラ３１０は、圧力変換器３３０に電力を供給する、およびその圧
力信号（すなわち、測定されている負圧を示す電気信号）を受信する、回路を含む。ＰＣ
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Ｂ４０２は、電気的雑音を除去してクリーンな信号をコントローラ３１０に提供するフィ
ルタリングを含む、信号を調整する、信号処理回路を含む。
【００４０】
　圧力変換器３３０は、浸出液流体が圧力変換器管（図示せず）に入った場合に、圧力変
換器３３０を保護する、疎水性フィルタを領域４０４に有する。圧力変換器は、領域４０
４において疎水性フィルタに取り付けられ、圧力変換器管の反対端は、制御ユニット２４
６の底部において変換器ポート５０３（図５に示す）に取り付けられる。管は、摩擦によ
って嵌合される。制御ユニット２４６の底部の変換器ポート５０３は、キャニスタ２４２
が制御ユニット２４６に接続されたときに、キャニスタ変換器ポート６０４（図６に示す
）を通して、キャニスタ２４２と空気連通する。圧力変換器３３０は、キャニスタ変換器
ポート６０４において真空レベルを直接的に監視する。
【００４１】
　圧力スイッチとすることが可能である圧力変換器３４０（図４Ｂに示す）も、ＰＣＢ４
０２に取り付けられてもよい。圧力変換器３４０は、必要に応じて、コントローラ３１０
の中にそれ自体の一組の信号調整回路を有する。圧力変換器管３４０Ｔは、圧力変換器３
４０の首部に取り付けられる。圧力変換器管３４０Ｔの他端は、ポンプ入口管４０８（図
４Ａに示す）に取り付けられる。圧力変換器３４０は、以下に説明するキャニスタ交換状
態を示す圧力スパイクを判定するために、ポンプ入口４１２で圧力を監視する。
【００４２】
　直流（ＤＣ）モータ駆動ポンプ４１０は、制御ユニット２４６の中に含有される。振動
減衰テープ、例えば粘弾性の減衰テープを、振動およびその関連する雑音を低減するため
にポンプ４１０の外面に適用してもよい。ポンプ４１０は、例えば、動作中の排出空気の
音エネルギーを低減することによって音の軽減を提供するサイレンサとして使用される、
中空または完全に開いたセル成形発泡体で形成され得るそれ自体のサブ筐体４１４内に含
有されてもよい。音軽減配設の一部として、管をポンプのサブ筐体４１４に嵌合し得る。
【００４３】
　ポンプ入口管４０８は、一端がポンプ４１０の入口ポート４１２の一端に取り付けられ
る。ポンプ入口管４０８の他端は、フィルタアセンブリ４１６に取り付ける。フィルタア
センブリ４１６は、オリフィス４１８を有する。吸引チャンバは、キャニスタ２４２が制
御ユニット２４６に取り付けられたときに、キャニスタ吸引ポート６０１（図６および７
に示す）を受容する、フィルタアセンブリ４１６の真下に設置される。
【００４４】
　図５は、制御ユニット２４６の底部分を示す図であり、制御ユニット吸引ポートポート
５０４および制御ユニット変換器ポート５０３を示す。制御ユニット吸引ポート５０４は
、内部でポンプ５１０に接続される。制御ユニット変換器ポート５０３は、内部で圧力変
換器３３０に接続される。制御ユニット変換器ポート５０３には、シリコーン弁４２０（
図４Ｂに示す）を押し開く、キャニスタ変換器ポート６０４と結合する、突出部５０５が
関連付けられる。
【００４５】
　図６は、キャニスタ２４２の開き容積を囲む、キャニスタ頂部６００を示す。図６では
、キャニスタ頂部６００は、キャニスタ２４２に関して組立状態で示される。キャニスタ
頂部６００は、キャニスタ吸引ポート６０１と、キャニスタ変換器ポート６０４とを含む
。キャニスタ吸引ポート６０１およびキャニスタ変換器ポート６０４は、制御ユニット２
４６がキャニスタ頂部６００に載置されたときに、液密関係で、制御ユニット（図５）の
それぞれの制御ユニット吸引ポート５０４および制御ユニット変換器ポート５０３内で受
容される、それぞれのＯリング６０２、６０５を含む。キャニスタ頂部６００はさらに、
創傷からの浸出液を受容するために、延長部アセンブリ２３０と流体連通するキャニスタ
２４２の空き容積部分６０８の中に延在する、創傷浸出液ポート６０７を含む。
【００４６】
　図７Ａは、キャニスタ頂部６００の底部分７００を示す。底部分７００は、上述のよう
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にＯリング６０２を伴う吸引ポート６０１を含有する。回転スリーブ弁としても知られる
シリコーン弁７０３を、吸引ポート６０１の底部に設置してもよい。シリコーン弁７０３
の下にはスプラッシュガード７０４があるが、これは、制御ユニット２４６に取り付けら
れていない間に、キャニスタ２４２が傾斜した、または揺さぶられた場合に、シリコーン
弁７０３と流体の接触を制限する。スプラッシュガード７０４の下にはボールシート筐体
７０５があり、さらにシリコーン弁を保護し、また、ボールケージ７０７への付着点を提
供する。ボールシート筐体７０５の内部は、ボールシート７０８を受容する陥凹部である
。オリフィス７０９は、ボールシート筐体の中に埋め込まれたボールシート７０８の中央
にある。乾燥浸出液による底部分７００および全ての関連部品の堆積物を防止するために
、構成要素に被覆が適用されてもよく、これは、タンパク質の形成および結合に影響を及
ぼすことによってこの堆積物を抑制し、または液体を流すことができるようにする湿潤性
を減少させてもよい。スプラッシュガード７０４と連動する第２の層を、浸透性があり、
浸出液がその上に堆積できないようにする、空き容積キャニスタに面する浸出液側に追加
してもよい。膜の堆積物は、それを通る空気流を抑制する。
【００４７】
　ボールフロート７０６がシート７０８と接触した時、ポンプ４１０への空気流が遮断さ
れ、一方で、ポンプ４１０は、動作を継続し、それによって、上述した圧力スパイクが生
じ、これがキャニスタの交換状態を示す。静止漏出は、ポンプ４１０またはポンプ入口管
４０８のいずれかに組み込まれ、これは、フローティングボール７０６が封止位置から抜
け落ちることができるように、ポンプ入口およびフローティングボールシート７０８での
負圧を解放することを意味する。
【００４８】
　図７Ｂ～７Ｆは、本開示の一実施形態による、ＮＰＷＴデバイス使用され得る、ボール
フロートの実施例を示す。乾燥浸出液によるボールフロートの堆積物を防止するために、
ボールフロート７１０（図７Ｂに示す）に被覆７１２が適用されてもよく、これは、タン
パク質の形成および結合に影響を及ぼすことによってこの堆積物を抑制し、または液体を
流すことができるようにする湿潤性を減少させてもよい。被覆７１２は、疎水性材料、ラ
テックス、またはＴＥＦＬＯＮ（登録商標）で作製されてもよい。
【００４９】
　図７Ｃは、ボールフロート７２０の中心に沿って延びる溝またはトラック７２２を有す
る、ボールフロート７２０を示す。溝７２２は、直線または波線とすることが可能である
。図７Ｄは、複数の溝またはトラック７３２を有するボールフロート７３０を示す。溝７
３２は、ボールフロート７３０周囲に同心円状に配列されてもよい。各同心円の間の距離
は、一定であってもよく、または変動してもよい。図７Ｅは、第１の溝またはトラック７
４２と、第２の溝またはトラック７４４とを有するボールフロート７４０を示す。溝７４
２および溝７４４は、ボールフロート７４０上の２つの点で相互に交差する。溝７４２と
溝７４４との間の角度「α」は、０°超から１８０°未満まで変動させることができる。
図７Ｆは、複数の溝７５２を有するボールフロート７５０を示す。溝７５２は、ボールフ
ロートの周囲に均一に離間してもよく、または様々な程度で離間してもよい。溝７５２は
、概して７５４で示されるボールフロート７５０の軸で相互に交差する。
【００５０】
　図８および９は、本開示の実施形態に従うキャニスタアセンブリ８００を示す。キャニ
スタアセンブリ８００は、筐体８１０と、筐体８１０内に配置される制御ユニット８１２
と、収集キャニスタ８１４とを含む。筐体８１０は、対象患者によって装着するために適
合されるあらゆる好適な剛体部材であってもよい。制御ユニット８１２は、真空源または
ポンプ８２４と、真空源８２４と軌道するためのアクチュエータまたはモータ８２６と、
電源８２８とを組み込んでもよい。真空源８２４は、創傷に対して負圧を発生させる、あ
るいは提供する。
【００５１】
　電源８２８は、筐体８１０内に配置されてもよく、または筐体８１０に別個に載置可能
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である。好適な電源８２８には、アルカリバッテリ、湿電池バッテリ、乾電池バッテリ、
ニッケルカドミウムバッテリ、太陽発電手段、リチウムバッテリ、ＮｉＭＨバッテリ（ニ
ッケル金属水素）が挙げられ、それぞれ使い捨てまたは再充電可能なものであってもよい
。
【００５２】
　筐体８１０はさらに、排気ポート８３２を通して真空源８２４から排気を通気させるよ
うに構成される、通気ポータル８３０を含む。通気ポータル８３０は、筐体８１０から延
在して、真空源８２４に直接的に接続されてもよい。また、通気ポータル８３０は、真空
源８２４から直接的にではなく、筐体８１０内から空気を排出し得ることも想定する。排
気ポート８３２は、排気ポート８３２を覆って延在するフィルタ８３４を含んでもよい。
フィルタ８３４は、筐体８１０からのバクテリアの放出を防止するために、細菌フィルタ
であってもよい。
【００５３】
　収集キャニスタ８１４は、導管または管系８０６を通して、治療中に創傷ベッド「ｗ」
から除去された浸出液「ｅ」を回収する。収集キャニスタ８１４は、筐体８１０と関連付
けられて、筐体８１０内に組み込まれるか、または従来の手段によって筐体８１０に解放
可能に接続されてもよい。キャニスタアセンブリ８００の筐体８１０および収集キャニス
タ８１４は、解放可能に連結されてもよい。筐体８１０と収集キャニスタ８１４との選択
的な連結および脱連結のための機構には、ファスナ、ラッチ、クリップ、ストラップ、バ
ヨネットマウント、磁気連結器、および他のデバイスが挙げられる。
【００５４】
　収集キャニスタ８１４は、創傷流体を含有するのに好適なあらゆる容器を備えてもよく
、管系８０６と流体連通する内部チャンバ８３６を画定する、実質的に剛体である。収集
キャニスタ８１４は、創傷の排液または細片を固めるまたは含有するために、吸収材料を
含有してもよい。複数の実施形態では、収集キャニスタ８１４の少なくとも一部は、創傷
浸出液の色、質、分量を評価することを支援するために、透明であってもよい。透明キャ
ニスタは、したがって、キャニスタの残りの容量、またはいつキャニスタを交換すべきか
を決定することを支援し得る。代替として、収集キャニスタ８１４は、比較的に可撓性が
あってもよい。
【００５５】
　収集キャニスタ８１４は、流体入口８３８と、吸引ポート８４０とを含む。流体入口８
３８は、導管８０６を動作可能に係合するように構成される。流体入口８３８は、上記に
説明されたもの等の従来の気密および液密手段によって、導管８０６と接続可能であって
もよい。複数の実施形態では、流体入口８３８は、導管８０６の端部を流体入口８３８と
固定するために、ルアーロック、または当業者の範囲内で他のコネクタを含有してもよい
。流体入口８３８は、筐体８１０がキャニスタ８１４から分離されるときに、収集キャニ
スタ８１４の内部チャンバ８３６からの浸出液の漏出および臭気を防止するために、キャ
ップを受容するように構成されることを想定する。
【００５６】
　吸引ポート８４０は、真空源８２４と流体連通して、筐体８１０の壁の中に画定される
開口部であってもよい。疎水性膜またはバッフリング（ｂａｆｆｌｉｎｇ）等の、浸出液
がポンプ８１０の中に吸引されることを防止するためのフィルタ８４２は、吸引ポート８
４０に隣接して、またはその中に配置されてもよい。フィルタ８４２はまた、炭または他
の臭気吸収材料を含んでもよく、また、バクテリアの通過を防止してもよい。ポンプ８２
４は、吸引ポート８４０を通して空気を引くことによって、収集キャニスタ８３２の内部
チャンバ８３６内に真空を生じさせる。
【００５７】
　収集キャニスタ８１４は、閉鎖弁８４４を含む。閉鎖弁８４４は、収集キャニスタ８１
４の内部チャンバ表面に接続されるヒンジ８４６の周囲を旋回可能に載置される。閉鎖弁
８４４は、収集キャニスタ８１４が直立しており、浸出液「ｅ」が充填されていないとき
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た状態である場合に、閉鎖弁を開放状態まで旋回させることを確実にする。代替として、
閉鎖弁８４４はまた、図８に示されるような開放位置に弾性的に付勢されてもよい。閉鎖
弁８４４を付勢するための手段は、ヒンジ８４６の周囲に装着され、かつ閉鎖弁８４４と
動作可能に係合できる、ねじりばね８４８を含むことが想定される。代替として、閉鎖弁
８４４を開放位置に垂直に付勢するために、板ばね８５０をキャニスタ８１４の内側面に
接続し、閉鎖弁８４４と係合するように延在してもよい。複数の実施形態では、閉鎖弁８
４４は、全開位置にあるときには、所定の角度「Δ」にある。角度は、収集キャニスタ８
１４の縦軸「ｋ」に対して約１０°乃至約７０°の範囲であってもよい。閉鎖弁８４４は
、ポンプ８２４の動作中に発生する真空引きの存在下であっても、開放状態を保つための
十分な重量または質量があるものである。
【００５８】
　閉鎖弁８４４は、収集キャニスタ８１４が反転または傾転位置にあるときに、浸出液が
ポンプ８２４または制御ユニット８１２を詰まらせるか、および／またはそこに入ること
を防止する。例えば、収集キャニスタ８４４が、所定の配向を超えて傾転したときに、例
えば、通常の下向きにある吸引ポート８４０が横倒し、またはそれとともに傾斜したとき
に、閉鎖弁８４４は、その自重、浸出液の重量、および／または重力の下で閉鎖位置に移
動する。さらに、傾転または反転したときに、閉鎖弁８４４は、モーメントアームを画定
し、それによって、閉鎖弁８４４に、開放位置から閉鎖位置（図１０）までヒンジ８４６
の周囲を旋回させる。閉鎖弁８４４によって画定されるモーメントアームは、閉鎖弁８４
４の長さまたは重量を調整することによって変化させられ得る。
【００５９】
　図１０の閉鎖位置では、閉鎖弁８４４は、吸引ポート８４０を封止し、それによって、
キャニスタ８１４内の浸出液「ｅ」を封止する、および／またはフィルタ８４２の詰まり
を防止する。閉鎖弁８４４は、吸引ポート８４０を画定する壁表面と封止結合して吸引ポ
ート８４４内に存在する、シート８５２を画定し得ることを想定する。シート８５２は、
２つの構成要素間の封止の形成を促進するために、エラストマー部材を含んでもよい。閉
鎖位置では、真空の変化（例えば、真空の低下）は、キャニスタの配向が変化したことを
対象患者に通知する。真空の変化は、真空源８２４の増大した雑音または泡立ちを通して
ユーザによって識別または認識され得る。代替として、圧力変換器８５６は、圧力の変化
を検出するために、内部チャンバ８３６と連通してもよい。変換器８５６および真空源８
２４に関連する論理は、真空源８２４の速度を低減し得、または真空源８２４の動作を停
止させ得る。
【００６０】
　本開示を例示して説明してきたが、示される詳細に限定することを意図したものではな
く、本開示の精神から逸脱することなく、種々の変更および置換を行うことができる。こ
のように、本明細書で開示される本発明のさらなる変形例および同等物は、当業者が単に
日常的実験を使用して見出すことができ、またそのような変形例および同等物は、以下の
請求項によって定義される本開示の精神および範囲内にあるものとみなされる。
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