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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体を脈動式に送り出すための送り出し装置（１０、５０）にして、
　本体部分（１１、５１）と、
　該本体部分内に配置された送り出しチャンバ（１４、５２）と、
　該送り出しチャンバと流体連通した吸入流路（１５、５３）と、
　該送り出しチャンバと流体連通した送出流路（１６、５４）と、
　該吸入流路から送り出しチャンバまでの液体の流れを制御する吸入弁（２６、５８）と
、
　該送り出しチャンバから排出流路までの液体の流れを制御する吐出弁（３３、５９）と
、
　前記送り出しチャンバ（１４、５２）内に配置されたダイヤフラム（１９、５５）と、
を備え、
　前記吸入弁（２６、５８）及び吐出弁（３３、５９）の少なくとも一方がリップ弁であ
り、該リップ弁が、該リップ弁に作用する流体力学的な力に対応して、開放位置と閉鎖位
置との間で可動であり、
　前記ダイヤフラム（１９、５５）が、脈動状の流れが液体に付与されるように往復運動
状に第一の位置と第二の位置との間で可動であり、
　前記送り出しチャンバ（１４、５２）、前記ダイヤフラム（１９、５５）、前記吸入流
路（１５、５３）、前記送出流路（１６、５４）、及び前記リップ弁が同軸状であり、
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　前記ダイヤフラム（１９、５５）が円形の形状であることを特徴とする送り出し装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の送り出し装置にして、前記吸入弁（２６、５８）及び吐出弁（３３、
５９）の双方がリップ弁であることを特徴とする送り出し装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の送り出し装置にして、前記リップ弁の一側部が前記本体部分（
１１、５１）に固定されることを特徴とする送り出し装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれかに記載の送り出し装置にして、更に送り出しチャンバ内の液
体に流体力学的な力を付与する流体動力学作動装置（Ｄ、５６）を備えることを特徴とす
る送り出し装置。
【請求項５】
　液体を脈動式に送り出すための送り出し装置（７０）にして、
　本体部分（７１）と、
　該本体部分内に配置された送り出しチャンバ（８０）と、
　該送り出しチャンバと流体連通した吸入流路（８３）と、
　該送り出しチャンバと流体連通した送出流路（８４）と、
　該吸入流路から送り出しチャンバまでの液体の流れを制御する吸入弁（８５）と、
　該送り出しチャンバから排出流路までの液体の流れを制御する吐出弁（８６）と、
　前記送り出しチャンバ（８０）内に配置されたダイヤフラム（８１）と、を備え、
　前記吸入弁（８５）及び吐出弁（８６）の少なくとも一方がリップ弁であり、該リップ
弁が、該リップ弁に作用する流体力学的な力に対応して、開放位置と閉鎖位置との間で可
動であり、
　前記ダイヤフラム（８１）が、脈動状の流れが液体に付与されるように往復運動状に第
一の位置と第二の位置との間で可動であり、
　前記送り出しチャンバ（８０）、前記ダイヤフラム（８１）、前記吸入流路（８３）、
前記送出流路（８４）、及び前記リップ弁が同軸状であり、
　前記ダイヤフラム（８１）が、環状の形状であり、凹状の外面を有しており、その凹状
部分がチャンバ（８０）に対向し且つ一側部にてチャンバを画成することを特徴とする送
り出し装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の送り出し装置にして、前記リップ弁が、該リップ弁を本体部分に定着
する第一の部分と、開放位置と閉鎖位置との間にて可動である第二の突出部分とを備える
ことを特徴とする送り出し装置。
【請求項７】
　前記液体は血液である請求項５又は６に記載の送り出し装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の送り出し装置にして、静脈リザーバ（８７）、熱交換器（７４）、酸
素発生器（７７）から選択された少なくとも一つの血液処理装置を更に備え、該少なくと
も一つの血液処理装置が、前記送り出し装置の本体内を血液が流れるときに通る流路に配
置されることを特徴とする送り出し装置。
【請求項９】
　請求項８に記載の送り出し装置にして、前記血液処理装置、前記送り出しチャンバ、前
記ダイヤフラム、前記吸入流路、前記送出流路及び前記リップ弁が同軸状であることを特
徴とする送り出し装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、血液のような液体を脈動状に送り出す装置に関する。より具体的には、本発明
は、一体型の心肺バイパス装置に組み込むことの出来る血液ポンプであって、吸入弁を通
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じて血液を受け取り、吐出弁を通じて血液を排出する送り出しチャンバを備え、該弁の少
なくとも一つがリップ弁である血液ポンプに関する。
【０００２】
【従来の技術】
送り出しチャンバが液体に対し脈動状の流れを付与する送り出し装置は公知である。該送
り出し装置は、送り出しチャンバ内への吸入流及び送り出しチャンバからの排出流を調節
すべく、送り出しチャンバの上流及び下流にそれぞれ配置された二つの適当な方向弁を備
えている。かかる送り出し装置の一つの適用例は、血液ポンプである。かかる血液ポンプ
は、例えば、心臓のバイパス手術におけるような臨床的処置又は外科手術において心臓の
働きの代わりをするために使用することが出来る。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
これらの送り出し装置には、各種型式の方向弁が使用されている。例えば、メカニカルな
ボール弁又はディスク弁、及び生物の形態弁(biomorphous valves)のような、流体により
駆動される可動の部材を備える弁が使用されている。しかしながら、血液ポンプにおける
これらの弁の性能は満足し得るものではない。これらの弁は、一般に、流体を送り出しチ
ャンバに導入し、又は、流体を送り出しチャンバから排出することを目的とする円筒状又
は同様の形状の流路部分内に配置されている。これらの弁は、補綴的インプラントのため
に開発され且つ使用される弁を基本とすることがある。かかる場合、これらの弁は、ある
種の構造的な簡略化及び／又は予想される作動寿命が短い材料を使用すること、及び／又
は送り出しチャンバに接続するための領域の形状が異なることを特徴とする。こうした特
徴のため、これらの弁を脈動型の血液ポンプに使用することは困難である。この型式の弁
は、血液が通るための面積が狭いという更なる不利な点がある。こうした流動面積が狭い
ことは、血液が損傷し且つ溶血の機会を増大させる。このため、このような弁を備える弁
は、血液ポンプに望まれる溶血が少ないことや、血液の損傷の程度が少ないことを実現す
ることが困難となる。更に、こうした狭小な面積は、酸素発生装置、熱交換器、フィルタ
、静脈リザーバ等のようなその他の構成要素と一体化したとき、脈動型の送り出し装置の
流体力学的特性を好適にし得ない位置にある。また、これらの弁は、更なる問題点がある
。例えば、メカニカル弁は、騒音の点で更に不利な点がある。生物形態弁(Biomorphous v
alves)は、作動中に著しく変形し易く、このため、顕著な応力が生じる。更に、その構造
的な複雑さを考慮すると、これらの弁は、製造コスト及び品質管理コストが高くなる。
【０００４】
もう一つのグループの弁は、制御された遮断装置を備えることを特徴としている。これら
の遮断装置は、送り出しチャンバに接続された吸入流路及び送出流路を遮断する。また、
これらの遮断装置は、パイプを圧搾することにより閉鎖させる変形可能なパイプから成る
遮断装置の形態とすることも可能である。また、これらの遮断装置は、作動中に生ずる溶
血分がパイプを遮断するという不利な点がある。
【０００５】
また、弁の機能は、特別な構造とし、及び送り出しチャンバの可動壁を移動させることに
より、吸入領域及び送出領域を遮断することにより実行することが出来る。これらの可動
壁は、送り出しチャンバの壁を変形させることにより、又は剛性であり、また、送り出し
チャンバ内で回転一並進動作を行うことが可能である構成要素を設けることの何れかによ
り、かかる機能を果たす。この場合にも、この遮断は、溶血を最低限とする観点からは好
適でない流体力学的な設計を伴う。更に、この装置は、複雑であり、このため、製造コス
トが高くつく。
【０００６】
本発明の目的は、従来技術の上述の不利な点を回避することの出来る脈動型送り出し装置
を提供することである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
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この目的は、液体、特に、血液を脈動状に送り出す装置により達成される。この装置は、
本体を備えており、該本体内には、その内部で脈動状の流れが液体に付与される送り出し
チャンバと、該送り出しチャンバの上流に設けられ且つ該送り出しチャンバと連通する吸
入流路と、該送り出しチャンバの下流に設けられ且つ該送り出しチャンバと連通する送出
流路とが形成される。また、この装置は、送り出しチャンバ内への液体の吸入流を遮断す
る第一の弁部材と、送り出しチャンバからの液体の排出流を遮断する第二の弁部材とを備
えている。これらの第一の部材及び第二の部材の少なくとも一方は、リップ弁であり、該
リップ弁の一側部は本体内に固定されている。また、このリップ弁は、流路と送り出しチ
ャンバとの間の連通が遮断される位置と、リップ弁に作用する流体力学的な力に対応して
、この連通が開放される位置との間で曲がることが出来る。この送り出しチャンバ内のダ
イヤフラムは、アクチュエータにより往復運動状に駆動されて、弁の開閉を行う流体力学
的な力を付与する。このリップ弁及びダイヤフラムは、選択可能な各種の形態とすること
が出来る。また、ポンプは、静脈リザーバ、酸素発生器及び熱交換器を含むことの出来る
心肺バイパス装置に組み込むことが可能である。
【０００８】
【発明の実態の形態】
本発明の一層の理解を図るため、添付図面に示した本発明の実施例に関して以下に詳細に
説明する。
【０００９】
先ず、この脈動型の送り出し装置について説明する。
【００１０】
図１及び図２に全体として符号１０で示した送り出し装置は、互いに固定された上半殻体
１２と、下半殻体１３とから成る円形の本体１１を備えている。この本体１１内には、円
形の脈動型送り出しチャンバ１４と、該チャンバ１４の上流にあり且つ該チャンバと連通
する、上半殻体１２に形成された環状の吸入流路１５と、該チャンバ１４の下流にあり且
つ該チャンバと連通する、下半殻体１３に形成された環状の送出流路１６とがある。また
、上半殻体１２及び下半殻体１３とそれぞれ一体に形成された外部の吸入接続パイプ１７
と、外部の排出接続パイプ１８とがある。
【００１１】
該チャンバ１４の底部は、下半殻体１３に固定された下方支持体２０に取り付けた円形の
弾性ダイヤフラム１９により画成される。このチャンバ１４の頂部は、ダイヤフラム１９
に対向するドーム２１により画成され、該ドーム２１は、上半殻体１２及び上方支持体２
２に固定される一方、該上方支持体２２は、流路１５を画成する上半殻体１２に固定され
る。該ダイヤフラム１９は、該ダイヤフラム１９を支持体２０に固定する環状部分２３と
、膨脹可能な凸状部分２４とを備えている。該支持体２０は、ブロックＤで概略図的に示
した、公知の型式の流体力学的作動式装置の作動流体供給管に接続される供給接続パイプ
２５を備えている。
【００１２】
環状の吸入流路１５と送り出しチャンバ１４との間には、定着部分２７及び突出部分２８
を備える弾性的な環状の吸入リップ弁２６が設けられている。該定着部分２７は、一部分
がドーム２１に形成され、一部分が支持体２２に形成された対応する着座部分に収容され
て、弁２６をこれらのドーム及び支持体に定着する。該突出部分２８は、その自由端に向
けてその断面が漸進的に小さくなるが、その先端部に厚さを厚くした部分を有する。
【００１３】
送り出しチャンバ１４と環状の送出流路１６との間には、符号２９で示した弾性的な環状
のもう一つのリップ弁がある。該リップ弁２９は、定着部分３０と、突出部分３１とを備
えている。該定着部分３０は、一部分が上半殻体１２に形成され、一部分が下半殻体１３
に形成された対応する着座部分に収容されて、リップ弁２９をこれらの殻体に定着する。
この突出部分３１の断面は、その自由端に向けて漸進的に小さくなる。
【００１４】
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送り出し装置の本体１１は、ポリカーボネートで形成することが出来る一方、リップ弁２
６、２９はポリウレタンで形成することが出来る。説明し且つ図示した送り出し装置１０
は、全体として液体を送り出すこと、特に、血液を送り出すことを目的としている。
【００１５】
次に、該脈動型ポンプの作用について説明する。
【００１６】
作動中、パイプ１７は、血液流入管に適宜に接続される一方、パイプ１８は血液流出管に
接続される。装置Ｄは、パイプ２５を通って流れる作動流体により正圧及び負圧をダイヤ
フラム１９に作用させる。特に、作動流体は、チャンバ１４を向いた面と反対側のダイヤ
フラム側の面に作用する。このため、ダイヤフラムは、図２に破線で示すように往復運動
状に動いて、実線で示した最初の位置に復帰する。これに対応して、送り出しチャンバ１
４内で正圧及び負圧が交互に発生する。
【００１７】
チャンバ１４内に負圧が発生されたとき、弁２６の突出部分２８は、上半殻体１２の隣接
する壁から離れる方向に動く位置にあり、このため、血液を流入管からパイプ１７及び流
路１５を通ってチャンバ１４内に吸引することが可能となる。これと同時に、弁２９の突
出部分３１は、流路１６を画成する要素３２の対面壁に押し付けられ、これにより、血液
がチャンバ１４から流路１６内に流れるのを防止する。これと逆に、チャンバ１４内に正
圧が発生したとき、弁２６の突出部分２８は、図２に破線で示すように動いて、上半殻体
１２の壁に押し付けられ、これにより、血液がチャンバ１４から流路１５に戻るのを防止
する。これと同時に、弁２９の突出部分３１は、図２に破線で示すように、要素３２の壁
から離れる方向に動き、これにより、血液を流路１６及びパイプ１８を通じて流出管に送
ることを可能にする。このようにして、送り出し装置１０は、その脈動状の圧送機能を果
たし、リップ弁２６、２９は、送り出し装置内で血液を一方向に流動させる。
【００１８】
リップ弁の別の実施例について説明する。
【００１９】
図３には、吐出リップ弁の変形例が示してある。この場合、符号３３で示した吐出弁は、
吸入弁２６と略同一の形態であり且つ該吸入弁と同一の側に配置されている。特に、吐出
弁３３は、リップ弁２６の突出部分２８と同一の突出部分３４と、ダイヤフラム１９に形
成された対応する着座部分に収容された、形状の異なる定着部分３５とを備えている。吐
出弁３３の突出部分３４は、上半殻体１２の壁と相互作用する。勿論、吐出弁のこの異な
る形態を許容すべく、一部の構成要素の形態は、上述の実施例と比べて変更が加えられて
いる。吐出弁３３の作用は、リップ弁２９について上述したものと同一である。
【００２０】
図４には、弁に関するもう一つの変形例が示してある。特に、この送り出し装置は、単一
の要素により形成された吸入リップ弁３６及び吐出リップ弁３７を備えている。これらの
弁３６、３７は、共通の定着部分３８を備え、その弁の各々は、弁３６に対する突出部分
３９と、弁３７に対する突出部分４０とをそれぞれ備えている。該共通の定着部分３８は
、一部分が上半殻体１２に形成され、また、一部分が下半殻体１３に形成された対応する
着座部分に収容される。突出部分３９、４０は、第一の実施例の吐出弁２９の突出部分３
１と同一の側部に配置され、また、その形状も突出部分３１の形状と同一である。弁３６
の突出部分３９は、ドーム２１の対面壁と相互作用する。勿論、この異なる弁の形態を許
容すべく、一部の構成要素の形態は、第一の実施例と比べて、変更が加えられている。こ
れらの弁３６、３７の作用は、その前の実施例の弁に対応する。
【００２１】
上述の脈動型送り出し装置には、多くの利点がある。リップ弁は、生物液体に対する流入
及び流出面積を大きくすることを可能にし、このため、圧力の損失を少なくし、流体力学
的応力を極めて小さくし、その結果、血液の損傷の程度が軽減される。更に、弁の開放動
作は、大きい流動面積を提供するが、この動作程度は小さく、このため、これに伴う慣性
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力も極めて小さい。従って、開放は直ちに且つ圧送動作とタイミングを合わせて行われ、
このため、圧力損失及び乱流が少ない。更に、この最低限の開放動作のため、弁構造体の
変形、従って、該弁に作用する応力は極めて小さい。
【００２２】
該リップ弁は、その形状が特に単純であるから、低コストの技術で製造するのに適してい
る。また、この形状が単純であることから、製造が容易であり、また、必要とされる品質
管理も簡単となる。
【００２３】
次に、一体型の心肺バイパス装置について説明する。
【００２４】
リップ弁を備える脈動型送り出し装置は、上述のように独立的な構成要素として使用する
ことが可能であるが、その構造は、一体型の心肺バイパス装置に組み込むのに特に適して
いる。このリップ弁が特定の環状の形状である結果、一体型の構造体における吸入弁及び
吐出弁の組み、又は一体の弁及び送り出しチャンバ壁の組みを軸方向に対称の形態にて、
一体に製造することが著しく簡略化される。特に、この環状の形状は、送り出し装置が、
熱交換器、酸素発生器、フィルタ、静脈リザーバ等のような、生物液体（即ち、血液）を
処理する装置と関係付けられたときに、有利である。実際には、小さい円形の面積を必要
とする従来の弁のように、血液の流量が少ない領域にて結合されないから、コンパクトで
低廉、また、寸法が小さい一体型の装置を製造することが可能である。更に、リップ弁を
使用することにより、好適な流体力学的状態が実現され、デッドスペースは少なくなる。
【００２５】
図５及び図６には、圧送ダイヤフラム及び環状のリップ弁を備える二つの血液送り出し装
置が示してあり、該血液送り出し装置の各々は、静脈リザーバと、熱交換器と、酸素発生
器とを備えている。全体として、符号５０で示した図５の装置は、略円筒状の本体５１を
備えており、該本体の底部には、円形の脈動型送り出しチャンバ５２と、環状の吸入流路
５３と、環状の送出流路５４とが形成されている。チャンバ５２の底部を画成するダイヤ
フラム５５は、往復運動してダイヤフラム５５に作用する、プレート５７を備える公知の
型式の電気機械式アクチュエータ５６による作用を受ける。符号５８で示した環状の吸入
リップ弁は、図１、図２、図３の弁２６、３３の形態に対応した形態をしているが、内方
を向いた突出部分を備えている。符号５９で示した環状の吐出リップ弁は、図１、図２の
弁２９の形態に対応した形態をしている。
【００２６】
吸入流路５３の上流にて、本体５１は、略円形のチャンバ５２及び環状の流路５３、５４
と同軸状である、プレートを備える公知の型式とした、例えば、略円筒状の熱交換器６０
を収容している。例えば、水のような熱交換器の流体が循環する流路、及び適当な熱交換
壁を通じて流体と熱接触した血液に対する流路が熱交換器に形成される。熱交換流体用の
流路は、熱交換流体の吸入パイプ６１及び排出パイプ６２により外部に接続される。血液
の流路は、一側部にて、本体５１に形成された略円筒状の静脈リザーバ６７に接続され、
該リザーバは、軸方向の血液吸入パイプ６３により外部と連通している。その反対側にて
、血液の流路は環状の吸入流路５３に接続される。
【００２７】
送出流路５４の下流にて、本体５１は、例えば、微孔質の中空の繊維薄膜層から成る中空
の繊維束を備える公知の型式の酸素発生器６８を収容しており、該酸素発生器は、熱交換
器６０と同軸状であり且つ該熱交換器６０の外側に設けられた環状の形態をしている。酸
素が循環する流路、及び適当な熱交換壁を通じて気体の熱交換を可能にする血液の流路が
酸素発生器６８に形成されている。酸素の流路は、酸素吸入パイプ６４、及び酸素排出パ
イプ６５により外部に接続されている。この血液の流路は、一側部にて環状の送出流路５
４に接続され、その反対側部にて血液排出パイプ６６に接続されている。
【００２８】
装置の作動中、パイプ６１、６２は、熱交換流体の供給管及び吸入管にそれぞれ接続され
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る。パイプ６４、６５は、酸素供給管及び吸入管にそれぞれ接続される。パイプ６３、６
６は、血液流入管及び流出管にそれぞれ接続される。装置５０を通る血液の流路は、矢印
で示してある。特に、ダイヤフラム５５の往復動作によって血液は、供給管から装置内の
静脈リザーバ内に吸入される。次に、血液は、熱交換器６０内に流れ、その内部にて、熱
交換器流体により加熱され、又は冷却される。血液は、熱交換器６０から流路５３に流れ
、該流路から、弁５８を通じて送り出しチャンバ５２に流れ、次に、弁５９を通じて送出
流路５４に流れる。次に、血液は、酸素発生器６８に流れ、ここで血液は酸素を受け取り
、血液排出管パイプ６６を通じて装置５０から排出される。
【００２９】
このようにして、形態の異なる一又は複数のリップ弁を備える脈動型の送り出し装置は、
圧送作用に加えて、静脈のリザーブ、熱交換及び酸素付与の機能を果たす、一体型の装置
と有利に組み合わせることが出来る。該送り出し装置は、コンパクトで且つ低廉である。
更に、上述のように、装置を構成する略円形／円筒状の形状をした各種の要素は、好適な
流体動力学状態を実現し、また、デッドスペースを少なくするものである。
【００３０】
一体型装置の更に別の実施例が図６に示してある。全体として符号７０で示した図６の送
り出し装置は、図５の送り出し装置と多くの類似点がある。また、該送り出し装置は、略
円筒状の本体７１と、血液吸入パイプ７２及び血液排出パイプ７３と、略円筒状の静脈リ
ザーバ８７と、熱交換器の流体吸入パイプ７５及び流体排出パイプ７６に接続された、例
えば、プレート型の略円筒状の熱交換器７４と、酸素吸入パイプ７８及び排出パイプ７９
に接続された、例えば、中空の繊維状の徴孔質から成る薄膜型式で環状の酸素発生器７７
とを備えている。しかしながら、図５の送り出し装置と異なり、脈動型送り出しチャンバ
８０の形状は環状であり、また、符号８１で示したダイヤフラムの形状も略「Ｃ」字形の
断面となる環状である。該ダイヤフラムは、凹状の外面を有しており、その凹状部分がチ
ャンバ８０に対向し且つ一側部にてチャンバを画成する。流体動力学型であるダイヤフラ
ムは、流体動力学作動の装置に接続された吸入パイプ８２により、図１の送り出し装置の
作動方法と同様の方法で作動する。また、符号８３及び８４で示した吸入流路及び送出流
路も図５の送り出し装置５０におけるものと異なる形状をしている。符号８５、８６でそ
れぞれ示した吸入弁及び吐出弁は、図１の送り出し装置１０の弁の形状に対応する。送り
出し装置７０の作用は、送り出し装置５０の作用と同様であり、血液が流れる流路も同様
に、矢印で示してある。しかしながら、この場合、ダイヤフラム８２は、半径方向に動く
。送り出し装置７０の利点は、送り出し装置５０のものと同様である。
【００３１】
本発明の特定の実施例に関する上述の詳細な説明から、液体、特に、血液を脈動式に送り
出す、改良に係る装置が開示されたことが明らかであろう。本明細書では、本発明の特別
な実施例について詳細に開示したが、これは、説明の目的にのみ掲げたものであり、特許
請求の範囲の記載を何ら限定することを意図するものではない。
【００３２】
例えば、リップ弁に関しては、定着部分の形状及び／又は厚さは必要とされる作動パラメ
ータ（流路の面積、付与される圧力勾配等）に対応して、変更するこが可能である。一例
として図示した実施例に示すように、突出部分は、最小厚さまで薄く設計し、又は、可動
の端部にて拡がるようにする出来る。これらの突出部は、特定の接触方法を満足させるの
に適し、また、弁構造体の応力に耐え、または、異なる流体動力学を達成するのに適した
その他の任意の形状とすることが出来る。吸入弁及び吐出リップ弁は、同一の側に設ける
か、又は反対側部に設けてもよい。吸入弁及び吐出リップ弁の双方を内方又は外方に方向
決めするか、または、その一方の弁を内方に、もう一方の弁を外方に方向決めしてもよい
。更に、これらの弁は、その双方を下方に、又は上方に方向決めするか、または、その一
方を下方に、もう一方を上方に方向決めするか、或いは任意の中間の方向に方向決めする
ことが可能である。
【００３３】
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上述のように、リップ弁が環状に可動であることは、特に有利であることが判明した。し
かしながら、これらの弁は、弁の特定部分のみが可動であるように設計してもよい。この
場合、流体が弁を通って流れるのに必要な面積に伴い、弁の孔を大きくすることが必要と
なるが、この孔は、何れの場合でも制限されたままであり、また、低レベルの材料の応力
に適合したものでなければならない。
【００３４】
環状以外の形状のリップ弁とすることも考えられる。例えば、この形状は、個別化した環
状の連続体又は不連続体とすることが出来る。この環状は、必ずしも円形である必要はな
く、楕円形等であつてもよい。
【００３５】
また、送り出しチャンバ及び弾性的なダイヤフラムは、異なる形状でよく、また、一例と
して示した実施例に示す如く、ダイヤフラムは、流体力学装置、又は電子機械装置で作用
させることが可能である。
【００３６】
例えば、遠心ポンプと比較可能な別の型式の脈動型装置の使用を考えることが可能である
。更に、送り出し装置内の二つの弁である、吸入弁及び吐出弁の一方のみをリップ弁の形
態とし、その他方の弁は従来通りのままとすることも可能である。血液を送り出す場合、
吸入弁及び吐出弁は、動脈及び／又は心室嚢を形成し得るよう弾性的に収縮することが出
来る。
【００３７】
上述したものと同様の送り出し装置は、直列に配置することが可能である。例えば、第一
の送り出し装置は、生物流体を吸引するとを目的とし、また、下流に設けられた第二の送
り出し装置の実際の送り出しチャンバを好適な状態にし且つ該チャンバを迅速に充填し得
る方法で制御することが出来る。このように、血液を送り出す場合、第一の送り出し装置
は、弁制御による作用可能な心房を形成する。
【００３８】
更に、送り出し装置の本体、及びその構成要素の形状を変更することも可能である。この
ことは、ポンプのみである単純な装置、及び一体型の多機能装置の双方に当て嵌まる。こ
の一体型の多機能の装置は、上述したもの、又はその他のもの、例えばフィルタのような
、血液を処理する一又は複数の手段を備えることが出来る。
【００３９】
図５及び図６に示した一体型の心肺装置の実施例は、熱交換器及び酸素発生器をそれぞれ
ポンプの上流及び下流に配置するものであるが、これは、本発明の範囲をかかる配置に限
定することを意図するものではないことを理解すべきである。具体的には、熱交換器及び
酸素発生器を含む、送り出し装置の任意の構成要素は、血液流路に沿ってポンプの上流又
は下流の何れかに配置することが可能である。
【００４０】
更に、上述の送り出し装置は、血液又はその他の生物流体以外の液体を脈動式に送り出す
ためにも使用可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による送り出し装置の断面斜視図である。
【図２】図１の送り出し装置の圧送要素及び弁要素の作用を示す、図１の送り出し装置の
詳細な半径方向断面図である。
【図３】図１の送り出し装置の弁要素の代替例を示す図である。
【図４】図１の送り出し装置の弁要素のもう一つの代替例を示す図である。
【図５】静脈リザーバ、熱交換器及び酸素発生器を備える、本発明による送り出し装置の
別の実施例の断面斜視図である。
【図６】静脈リザーバ、熱交換器及び酸素発生器を備える、本発明による送り出し装置の
更に別の実施例の断面斜視図である。
【符号の説明】
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１０　送り出し装置　　　　　　　１１　本体
１２　上半殻体　　　　　　　　　１３　下半殻体
１４　脈動型送り出しチャンバ　　１５　吸入流路
１６　送出流路　　　　　　　　　１７　吸入接続パイプ
１８　排出接続パイプ　　　　　　１９　弾性ダイヤフラム
２０　支持体　　　　　　　　　　２１　ドーム
２２　上方支持体　　　　　　　　２３　環状部分
２４　凸状部分　　　　　　　　　２５　供給接続パイプ
２６　吸入リップ弁　　　　　　　２７　吸入リップ弁の定着部分
２８　吸入リップ弁の突出部分　　２９　リップ弁
３０　リップ弁の定着部分　　　　３１　リップ弁の突出部分
３２　排出流路を画成する要素　　３３　吐出弁
３４　吐出弁の突出部分　　　　　３５　吐出弁の定着部分
３６　吸入リップ弁　　　　　　　３７　吐出リップ弁
３８　吸入リップ弁、吐出リップ弁の共通定着部分
３９　吸入リップ弁の突出部分　　４０　吐出リップ弁の突出部分
５０　血液送り出し装置　　　　　５１　本体
５２　脈動型送り出しチャンバ　　５３　吸入流路
５４　送出流路　　　　　　　　　５５　ダイヤフラム
５８　吸入リップ弁　　　　　　　５９　吐出リップ弁
６０　熱交換器　　　　　　　　　６１　熱交換流体の吸入パイプ
６２　熱交換流体の排出パイプ　　６３　血液吸入パイプ
６４　酸素吸入パイプ　　　　　　６５　酸素排出パイプ
６６　血液排出パイプ　　　　　　６７　静脈リザーバ
６８　酸素発生
【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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