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(57)【要約】
本発明は、カテーテルポート入口の微生物汚染を削減す
る上で効果的なカテーテル洗浄デバイスを提供する。例
えば、本発明は、それぞれカテーテルポート入口におけ
る潜在的な微生物汚染を削減する、カテーテル、カテー
テル洗浄デバイス、およびカテーテル洗浄注入ポートキ
ャップを提供する。また、本発明は、本体であって、該
本体の遠位端から近位端まで延在するキャビティを有す
る、本体と、可動フリットであって、当該フリットと本
体の近位端との間にリザーバを形成するように、キャビ
ティ内に位置する、可動フリットと、可動フリットを本
体の遠位端の方へ付勢するように配置されたバイアス要
素と、本体の遠位端と隣接してキャビティ内に位置する
吸収性要素とを備える、注入ポートキャップを提供する
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体であって、該本体の遠位端から近位端まで延在するキャビティを有する、本体と、
　可動フリットであって、該フリットと該本体の近位端との間にリザーバを形成するよう
に、該キャビティ内に位置する、可動フリットと、
　該可動フリットを該本体の遠位端の方へ付勢するように配置されたバイアス要素と、
　該本体の遠位端と隣接して、該キャビティ内に位置する吸収性要素と
　を備える、注入ポートキャップ。
【請求項２】
　前記フリットは多孔質材料で構成される、請求項１に記載の注入ポートキャップ。
【請求項３】
　前記バイアス要素はバネを含む、請求項１に記載の注入ポートキャップ。
【請求項４】
　前記バイアス要素はつる巻きバネを含む、請求項１に記載の注入ポートキャップ。
【請求項５】
　前記バイアス要素は、前記リザーバ内に配置された、つる巻きバネを含む、請求項１に
記載の注入ポートキャップ。
【請求項６】
　前記吸収性要素は、スポンジを含む、請求項１に記載の注入ポートキャップ。
【請求項７】
　前記フリットは、前記リザーバと前記吸収性要素との間に流体経路を提供するように構
成される、請求項１に記載の注入ポートキャップ。
【請求項８】
　前記リザーバ内の液体は、前記フリットが前記バイアス要素に対して前記本体の近位端
の方へ移動させられる際に、該フリットを介して前記吸収性要素に押し付けられる、請求
項７に記載の注入ポートキャップ。
【請求項９】
　前記キャビティは、実質的に円筒形状を有する、請求項１に記載の注入ポートキャップ
。
【請求項１０】
　前記吸収性要素は、前記本体の遠位端と隣接する前記キャビティの外周の少なくとも一
部に沿って位置する、請求項９に記載の注入ポートキャップ。
【請求項１１】
　前記本体は、前記フリットの位置を示すように配置された窓をさらに備える、請求項１
に記載の注入ポートキャップ。
【請求項１２】
　前記キャビティは、前記本体の近位端に閉鎖端部を、前記本体の遠位端に開口部を備え
る、請求項１に記載の注入ポートキャップ。
【請求項１３】
　前記リザーバは、前記フリットの上面と前記キャビティの閉鎖端部との間に位置する、
請求項１２に記載の注入ポートキャップ。
【請求項１４】
　前記キャビティの開口部は、カテーテルを収容するようにサイズ決定される、請求項１
２に記載の注入ポートキャップ。
【請求項１５】
　前記キャビティの開口部は、前記本体の遠位端に隣接するネジ山をさらに備える、請求
項１２に記載の注入ポートキャップ。
【請求項１６】
　前記ネジ山は、無針注入ポートのルアーフィッティングを収容するように構成される、
請求項１５に記載の注入ポートキャップ。
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【請求項１７】
　前記キャップは、前記フリットの側面と前記キャビティの内面との間に位置する密封部
材をさらに備える、請求項１に記載の注入ポートキャップ。
【請求項１８】
　前記密封部材は、前記フリットの側面の周囲に位置するエラストマーＯリングを備える
、請求項１７に記載の注入ポートキャップ。
【請求項１９】
　前記リザーバ内に位置する抗菌剤溶液をさらに備える、請求項１に記載の注入ポートキ
ャップ。
【請求項２０】
　近位端に隣接する近位開口部から遠位端まで延在する通路を備える本体と、
　該通路内の該近位端と隣接して位置する貫通可能な密封要素と、
　該通路内で、該遠位端と該貫通可能な密封要素との間に位置する吸収性要素と、
　該貫通可能な密封要素と該吸収性要素との間に位置する少なくとも１つのブラシと、
　該通路内で、該遠位端と該ブラシとの間に位置するルアーコネクタと、
　該通路内で、該ルアーコネクタと該貫通可能な密封要素との間に形成されるリザーバと
　を備える、カテーテル洗浄デバイス。
【請求項２１】
　前記ルアーコネクタは、雌型ルアーコネクタである、請求項２０に記載のカテーテル洗
浄デバイス。
【請求項２２】
　前記貫通可能な密封要素は、吸収性発泡体を含む、請求項２０に記載のカテーテル洗浄
デバイス。
【請求項２３】
　前記貫通可能な密封デバイスは、ルアーフィッティングが前記近位開口部内に挿入され
る場合には第１の位置において、ルアーフィッティングが該近位開口部内に挿入されない
場合には第２の位置において動作するように構成される、請求項２０に記載のカテーテル
洗浄デバイス。
【請求項２４】
　前記貫通可能な密封要素は、前記第１の位置において動作する場合、半径方向に圧縮す
る、請求項２３に記載のカテーテル洗浄デバイス。
【請求項２４】
　前記貫通可能な密封デバイスは、前記第２の位置で動作して前記通路内の流体の蒸発を
減少させるように構成される、請求項２３に記載のカテーテル洗浄デバイス。
【請求項２５】
　前記吸収性要素は、前記通路の主軸と実質的に並んでいる主軸を有する中央開口部を含
む、請求項２０に記載のカテーテル洗浄デバイス。
【請求項２６】
　前記吸収性要素の、その中央開口部に沿った内面は、前記ルアーコネクタと隣接して配
置されたルアーフィッティングと接触するように構成される、請求項２５に記載のカテー
テル洗浄デバイス。
【請求項２７】
　前記吸収性要素の底部は、前記ルアーコネクタの上部と隣接して位置する、請求項２０
に記載のカテーテル洗浄デバイス。
【請求項２８】
　前記吸収性要素は、少なくとも部分的に抗菌剤溶液を含浸されている、請求項２０に記
載のカテーテル洗浄デバイス。
【請求項２９】
　前記吸収性要素は、前記抗菌剤溶液の一部が該吸収性要素から前記リザーバまで移動す
るように、前記ルアーコネクタにルアーフィッティングが装着されている場合、半径方向
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に圧縮するように構成される、請求項２８に記載のカテーテル洗浄デバイス。
【請求項３０】
　前記リザーバ内の前記抗菌剤溶液の一部は、前記ルアーフィッティングと前記ルアーコ
ネクタとの間の界面に隣接して位置する、請求項２９に記載のカテーテル洗浄デバイス。
【請求項３１】
　前記通路内に位置し、前記ルアーコネクタから前記本体の遠位端を通って延在するピス
トンをさらに備える、請求項２０に記載のカテーテル洗浄デバイス。
【請求項３２】
　前記貫通可能な密封要素は、発泡体を含む、請求項２０に記載のカテーテル洗浄デバイ
ス。
【請求項３３】
　前記吸収性要素は、開放気泡発泡体を含む、請求項２０に記載のカテーテル洗浄デバイ
ス。
【請求項３４】
　近位端から遠位端まで延在する通路を備える本体と、
　閉鎖位置および開放位置において動作可能な該近位端と、
　該近位端を該閉鎖位置から該開放位置まで変更するように構成される作動部材をさらに
備える該本体と、
　該近位端と隣接して該通路内に位置する複数の分離可能な吸収性要素と、
　該本体の外部の少なくとも一部を覆う流体不浸透性シースと
　を備える、カテーテル洗浄注入ポートキャップ。
【請求項３５】
　前記吸収性要素は、抗菌剤溶液が含浸されている、請求項３４に記載のカテーテル洗浄
注入ポートキャップ。
【請求項３６】
　前記吸収性要素は、前記近位端が前記閉鎖位置において動作される場合、実質的に閉鎖
した表面を形成する、請求項３４に記載のカテーテル洗浄注入ポートキャップ。
【請求項３７】
　前記吸収性要素は、前記近位端が前記開放位置において動作される場合、互いに空間的
に離間している、請求項３４に記載のカテーテル洗浄注入ポートキャップ。
【請求項３８】
　前記近位端は、前記開放位置において動作される場合、ルアーフィッティングを収容す
るように構成される、請求項３４に記載のカテーテル洗浄注入ポートキャップ。
【請求項３９】
　前記吸収性要素のうちの１つ以上は、前記近位端に挿入されているルアーフィッティン
グの外部と接触するように構成される、請求項３４に記載のカテーテル洗浄注入ポートキ
ャップ。
【請求項４０】
　前記複数の分離可能な吸収性要素は、実質的に半円筒形の２つのスポンジを含み、該ス
ポンジは、前記近位端が前記閉鎖位置において動作される場合には互いに隣接し、該近位
端が前記開放位置において動作される場合には互いに離間している、請求項３４に記載の
カテーテル洗浄注入ポートキャップ。
【請求項４１】
　前記本体は、変形可能な材料で構築される、請求項３４に記載のカテーテル洗浄注入ポ
ートキャップ。
【請求項４２】
　前記作動部材は、前記通路の主軸から半径方向外向きに突出する少なくとも１つの圧縮
可能な部分を備える、請求項３４に記載のカテーテル洗浄注入ポートキャップ。
【請求項４３】
　前記少なくとも１つの圧縮可能な部分が圧縮されている場合、前記近位端は前記開放位
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置にあり、該少なくとも１つの圧縮可能な部分が圧縮されていない場合、該近位端は前記
閉鎖位置にある、請求項４２に記載のカテーテル洗浄注入ポートキャップ。
【請求項４４】
　前記遠位端は、無針弁と結合される、請求項３４に記載のカテーテル洗浄注入ポートキ
ャップ。
【請求項４５】
　前記遠位端が前記無針弁と結合されている場合、前記吸収性要素の底面は、該無針弁の
開口部に隣接している、請求項４４に記載のカテーテル洗浄注入ポートキャップ。
【請求項４６】
　ルアー駆動型無針弁を適合させる方法であって、該ルアー駆動型無針弁の開口部上にカ
テーテル洗浄注入ポートキャップを結合するステップを含む、方法。
【請求項４７】
　前記カテーテル洗浄注入キャップは、
　近位端から遠位端まで延在する通路を備える本体と、
　閉鎖位置および開放位置において動作可能な該近位端と、
　該近位端を該閉鎖位置から該開放位置まで変更するように構成される作動部材をさらに
備える該本体と、
　該近位端と隣接して該通路内に位置する複数の分離可能な吸収性要素と、
　該本体の外部の少なくとも一部を覆う流体不浸透性シースと
　を備える、請求項４６に記載の方法。
【請求項４８】
　キャビティを有する本体と、該キャビティ内に設置された可動フリットであって、該キ
ャビティ内にリザーバを形成するように配置されたフリットと、該リザーバ内に設置され
たバネと、該フリットと該キャビティの壁との間に設置されたＯリングと、該キャビティ
内で、該フリットの近位且つ該リザーバの遠位に設置されたスクラブ発泡体とを備える、
カテーテル洗浄デバイス。
【請求項４９】
　前記キャビティ内における前記フリットの位置を示すように配置された窓をさらに備え
る、請求項４８に記載のカテーテル洗浄デバイス。
【請求項５０】
　前記リザーバ内に分散された抗菌剤溶液をさらに備える、請求項４８に記載のカテーテ
ル洗浄デバイス。
【請求項５１】
　キャビティを有する本体と、該キャビティ内に設置された栓と、該キャビティ内の該栓
の近位に配置されたピストンと、該ピストンの近位のスクラブ発泡体と、該スクラブ発泡
体の近位のブラシと、該ブラシの近位のシールと、該キャビティ内において該スクラブ発
泡体と隣接するリザーバとを備え、雄型ルアーの挿入により、該スクラブ発泡体、ブラシ
、およびシールの貫通ならびに該リザーバ内への流体の移動を可能にする、カテーテル洗
浄デバイス。
【請求項５２】
　前記スクラブ発泡体およびブラシ内に、分散された抗菌剤溶液をさらに備える、請求項
５１に記載のカテーテル洗浄デバイス。
【請求項５３】
　キャビティおよび圧縮可能な位置を有する本体と、該キャビティ内に設置されたスクラ
ブ発泡体であって、該キャビティから外側を向く流体不浸透側面を有する、スクラブ発泡
体と、該キャビティ内に配置された無針ポートとを備える、カテーテル洗浄デバイス。
【請求項５４】
　前記スクラブ発泡体内に分散された抗菌剤溶液をさらに備える、請求項５３に記載のカ
テーテル洗浄デバイス。
【請求項５５】
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　キャビティを有する本体であって、閉鎖端部および開放端部を有する、本体と、該キャ
ビティ内に設置されたスクラブ発泡体と、該スクラブ発泡体によって分散された抗菌剤溶
液とを備える、カテーテル洗浄デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、概して医学分野に関し、より具体的には、カテーテルデバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　中央静脈カテーテル（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｖｅｎｏｕｓ　Ｃａｔｈｅｔｅｒ）（ＣＶＣ）
は、医療行為のために、特に、重症患者、癌患者、および点滴注入を受けている患者の間
で、不可欠なデバイスである。これらのデバイスは、通常ならば、四肢末梢静脈に挿入さ
れた標準的な静脈内カテーテルを介して投与されることができない、濃縮された薬剤、流
体、または血液製剤の急速注入を可能にする。そのようなカテーテルは必要な血管アクセ
スを提供するが、生命を脅かし得る重篤な感染症の危険に患者をさらすことにもなる。
【０００３】
　米国では毎年推定３００万人、英国では２０万人にＣＶＣの挿入が行われている（非特
許文献１）。米国において、そのようなカテーテルは、ＩＣＵだけで推定１，５００万カ
テーテル日の間（１つのカテーテルを１人の患者において１日間＝１カテーテル日）、適
所に留まる（非特許文献２）。カテーテル関連血流感染症は、院内感染菌血症の最多原因
である（非特許文献３）。米国では年間８０，０００～４００，０００の中央静脈カテー
テル関連血流感染症（ＣＲＢＩ）が発生しており、入院は平均１週間延長され、２，４０
０～６０，０００人の患者が死亡する（Ｍｅｒｍｅｌ，Ａｎｎ．Ｉｎｔｅｒｎ．Ｍｅｄ．
　１３２：３９１－４０２（２０００）；Ｒａａｄ　ａｎｄ　Ｄａｒｏｕｉｃｈｅ，Ｃｕ
ｒｒ．Ｏｐｉｎ．Ｃｒｉｔ．Ｃａｒｅ　２：３６１－３６５１９９６；Ａｒｎｏｗ　ｅｔ
　ａｌ．，Ｃｌｉｎ．Ｉｎｆｅｃｔ．Ｄｉｓ．１６：７７８－７８４（１９９３）；ＣＤ
Ｃ，Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｎｏｓｏｃｏｍｉａｌ　Ｉｎｆｅｃｔｉｏｎｓ　Ｓｕｒｖｅｉｌ
ｌａｎｃｅ　Ｓｙｓｔｅｍ（ＮＮＩＳ）ｒｅｐｏｒｔ，ｄａｔａ　ｓｕｍｍａｒｙ　ｆｒ
ｏｍ　Ｏｃｔｏｂｅｒ　１９８６－Ａｐｒｉｌ　１９９８，ｉｓｓｕｅｄ　Ｊｕｎｅ，１
９９８．Ａｍ．Ｉｎｆｅｃｔ．Ｃｏｎｔｒｏｌ　２６：５２２－５３３，（１９９８）；
Ｄｉｇｉｏｖｉｎｅ　ｅｔ　ａｌ．，Ａｍ．Ｊ．Ｒｅｓｐｉｒ．Ｃｒｉｔ．Ｃａｒｅ　Ｍ
ｅｄ．１６０：９７６－９８１（１９９９）；Ｒｅｌｌｏ　ｅｔ　ａｌ．，Ａｍ．Ｊ．Ｒ
ｅｓｐｉｒ．Ｃｒｉｔ．　Ｃａｒｅ　Ｍｅｄ．１６２：１０２７－１０３０（２０００）
；Ｓｏｕｆｉｒ　ｅｔ　ａｌ．，Ｉｎｆｅｃｔ．Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｈｏｓｐ．Ｅｐｉｄｅ
ｍｉｏｌ．２０：３９６－４０１（１９９９）；Ｋｌｕｇｅｒ　ａｎｄ　Ｍａｋｉ，Ａｂ
ｓｔｒａｃｔｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　３９ｔｈ　Ｉｎｔｅｒｓｃｉｅｎｃｅ　Ｃｏｎｆｅｒｅ
ｎｃｅ　ｏｎ　Ａｎｔｉｍｉｃｒｏｂｉａｌ　Ａｇｅｎｔｓ　ａｎｄ　Ｃｈｅｍｏｔｈｅ
ｒａｐｙ．Ｓａｎ　Ｆｒａｎｃｉｓｃｏ，ＣＡ：Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｆ
ｏｒ　Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌｏｇｙ，５１４（１９９９））。これらの患者におけるＣＶＣ
関連感染症の看護にかかった年間コストの推定額は、２０００年において、２億９，６０
０万ドルから２３億ドルであった（Ｍｅｒｍｅｌ，Ａｎｎ．Ｉｎｔｅｒｎ．Ｍｅｄ．１３
３：３９５（２０００））。無針（ｎｅｅｄｌｅｌｅｓｓ）カテーテルデバイスの使用は
、血流感染症の危険性の増大に関連していた（Ｋｅｌｌｅｒｍａｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．
Ｐｅｄｉａｔｒ．１２９：７１１－７１７（１９９６）；Ｄｏ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｉｎ
ｆｅｃｔ．Ｄｉｓ．１７９：４４２－４４８，（１９９９））。
【０００４】
　長期にわたるカテーテルの使用（１０日間超）に関連するほとんどのカテーテル関連血
流感染症（ＣＲＢＩ）は、内視鏡汚染およびその後のカテーテルハブのコロニー形成に起
因する。ハブは、患者の皮膚、気管切開分泌物、創傷、オストミー（人工肛門、人工膀胱
）および排泄物等との接触によって、または、医師もしくは看護師がカテーテルを操作す
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ることによるハブ表面への移行によって、外部ハブ表面上に微生物が存在する場合に、汚
染され得る（Ｃｉｃｃｏ　ｅｔ　ａｌ．，Ｌａｎｃｅｔ　２：１２５８－１２６０（１９
８９））。ＣＲＢＩのほとんどの発症は、コアグラーゼ陰性ブドウ球菌、黄色ブドウ球菌
（Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ　ａｕｒｅｕｓ）、腸球菌種、肺炎桿菌（Ｋｌｅｂｓｉ
ｅｌｌａ　ｐｎｅｕｍｏｎｉａ）、大腸菌（Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ　ｃｏｌｉ）、およ
びカンジダ（Ｃａｎｄｉｄａ）種によって引き起こされる（ＣＤＣ．Ｇｕｉｄｅｌｉｎｅ
ｓ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｐｒｅｖｅｎｔｉｏｎ　ｏｆ　ｉｎｔｒａｖａｓｃｕｌａｒ　ｃａ
ｔｈｅｔｅｒ－ｒｅｌａｔｅｄ　ｉｎｆｅｃｔｉｏｎｓ．ＭＭＷＲ　５１：１－２９，（
２００２））。
【０００５】
　カテーテルハブ（カテーテルと静脈内チューブ類との接合部）は、１０日間超にわたっ
て留置カテーテルを有する患者におけるＣＲＢＩの主要源として同定されている（Ｓｉｔ
ｇｅｓ－Ｓｅｒｒａ　ａｎｄ　Ｌｉｎａｒｅｓ，Ｌａｎｃｅｔ　１：６６８（１９８３）
；Ｓｉｔｇｅｓ－Ｓｅｒｒａ　ｅｔ　ａｌ．，Ｓｕｒｇｅｒｙ　９７：３５５－２５７（
１９８５）；Ｓｉｔｇｅｓ－Ｓｅｒｒａ　ｅｔ　ａｌ．，ＪＰＥＮ　８：６６８－６７２
（１９８４）；Ｌｉｎａｒｅｓ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｃｌｉｎ．Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌ．　
２１：３５７－３６０（１９８５）；Ｆｏｒｓｅ　ｅｔ　ａｌ．，Ｓｕｒｇｅｒｙ　８６
：５０７－５１４（１９７９）；Ｍｏｒｏ　ｅｔ　ａｌ．，Ｉｎｆｅｃｔ．Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ　Ｈｏｐｓ．Ｅｐｉｄｅｍｉｏｌ．　１５：２５３－２６４（１９９４）；Ｌｌｏｐ　
ｅｔ　ａｌ．，Ｃｌｉｎ．Ｎｕｔｒ．　２０：５２７－５３４（２００１）；Ｂｏｕｚａ
　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｈｏｓｐ．Ｉｎｆｅｃｔ．５４：２７９－２８７（２００３）；Ｓ
ａｌｚｍａｎ　ａｎｄ　Ｒｕｂｉｎ，Ｎｕｔｒｉｔｉｏｎ　１３：１５Ｓ－１７Ｓ（１９
９７）；Ｔａｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｉｎｆｅｃｔ．Ｄｉｓ．１６９：１３９３－１３９
７（１９９４））。ハブは、多くの場合、血液試料を採取するため、薬剤、流体、または
非経口的栄養を投与するために必要な操作中に汚染される。外部ハブ表面上またはその付
近（オストミー、創傷、瘻孔、皮膚、気管切開部、毛布／衣服）に存在する微生物は、カ
テーテルハブが取り扱われる際に、患者、看護師、または医師の指によってハブ内腔へ移
行される（Ｄｅ　Ｃｉｃｃｏ　ｅｔ　ａｌ．，Ｌａｎｃｅｔ　２：１２５８－１２６０（
１９８９））。１日６回穿刺されるピギーバック式側面ポートの１０～２０％もが、病原
微生物によって侵される（Ｂｒｉｓｍａｒ　ｅｔ　ａｌ．，Ｃｌｉｎ．Ｎｕｔｒ．６：３
１－３６（１９８２）。
【０００６】
　現在のハブ設計は、主として静脈内チューブ類との密な接続を確実にするために設計さ
れたものであるが、ハブおよび内視鏡カテーテルの微生物コロニー形成を防止するために
特別に設計されたものではない。ハブのコロニー形成の、したがってハブ媒介感染症の防
止は、チューブ類の接続／切断中、直接注入中、および採血中における汚染の回避、なら
びに、チューブ類に接続されている間のハブの汚染に対する保護に依存している。実験的
証拠により、ハブ表面の意図的な細菌汚染は、消毒が不十分なハブにおいて１００％の内
液通路汚染をもたらし、ハブキャップの消毒は内液通路の潜在的汚染を最大９９％まで防
止することが示されている（Ａｒｄｕｌｎｏ　ｅｔ　ａｌ．，Ａｍ．Ｊ．Ｉｎｆｅｃｔ．
Ｃｏｎｔｒｏｌ　２６：３７７－３８０（１９９７））。現在使用されている無針システ
ムは、以前の有針システムと比較して、感染の危険性の増大も招き得る（Ｄａｎｚｉｇ　
ｅｔ　ａｌ．，ＪＡＭＡ　２７３：１８６２－１８６４（１９９５）；Ｋｅｌｌｅｒｍａ
ｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｐｅｄｉａｔｒ．１２９：７１１－７１７（１９９６））。これ
らのシステムは、それらのハブ設計という性質により、旧来の針収納型システムとは異な
る。
【０００７】
　したがって、ハブのコロニー形成の防止は、カテーテル内腔内への微生物の導入を削減
または防止することになる。そのような防止は、使用前のカテーテルの入念な洗浄および
準備によって誘起され得る。しかしながら、多くの場合、そのような手入れは最善ではな
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く、特に緊急事態において、カテーテルハブが適切に洗浄されることはあまりない（Ｓｔ
ｏｔｔｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，ＪＰＥＮ　１１：１５９－１６２（１９８７）；Ｓｉｔｇｅ
ｓ－Ｓｅｒｒａ，Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｃａｒｅ　Ｃａｎｃｅｒ　７：３９１－３９５　（１
９９９））。現在使用されているルアー係止コネクタおよびゴム膜「ピギーバック」シス
テムはいずれも抗菌性を有さず、したがって、厳重な無菌操作法を必要とする。また、適
切なハブの手入れは、さらなる訓練を必要とし、既に制約されている医療専門家に必要な
時間を増大させる。
【非特許文献１】ＬｉｔｔｌｅおよびＰａｌｍｅｒ，Ｎｕｒｓｉｎｇ　Ｓｔａｎｄａｒｄ
　１２：４２－４４，１９９８
【非特許文献２】Ｍｅｒｍｅｌ，Ａｎｎ．Ｉｎｔｅｒｎ．Ｍｅｄ．　１３２：３９１－４
０２（２０００）
【非特許文献３】Ｖａｌｌｅｓら．Ｃｌｉｎ．Ｉｎｆｅｃｔ．Ｄｉｓ．　２４：３８７－
３９５（１９９７）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　よって、カテーテル接続部の微生物汚染を削減する上で効果的となり得る技術およびデ
バイスの必要性が存在する。本発明はこの必要性を満たすものであり、関連する利点も提
供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、本体であって、該本体の遠位端から近位端まで延在するキャビティを有する
、本体と、可動フリットであって、当該フリットと本体の近位端との間にリザーバを形成
するようにキャビティ内に位置する、可動フリットと、可動フリットを本体の遠位端の方
へ付勢するように配置されたバイアス要素と、本体の遠位端と隣接してキャビティ内に位
置する吸収性要素とを備える、注入ポートキャップを提供する。
【００１０】
　本発明は、近位端に隣接する近位開口部から遠位端まで延在する通路を備える本体と、
通路内の近位端と隣接して位置する貫通可能な密封要素と、通路内の遠位端と貫通可能な
密封要素との間に位置する吸収性要素と、貫通可能な密封要素と吸収性要素との間に位置
する少なくとも１つのブラシと、通路内の遠位端とブラシとの間に位置するルアーコネク
タと、通路内のルアーコネクタと貫通可能な密封要素との間に形成されたリザーバとを備
える、カテーテル洗浄デバイスも提供する。
【００１１】
　本発明はさらに、近位端から遠位端まで延在する通路を備える本体と、閉鎖位置および
開放位置において動作可能な近位端と、近位端を閉鎖位置から開放位置まで変更するよう
に構成された作動部材をさらに備える本体と、通路内に近位端と隣接して位置する複数の
分離可能な吸収性要素と、本体の外部の少なくとも一部を覆う流体不浸透性シースとを備
える、カテーテル洗浄注入ポートキャップを提供する。
【００１２】
　本特許または出願ファイルは、カラーで作成された少なくとも１つの図面を包含する。
カラー図面を有する本特許または公開特許公報の複写は、依頼および必要手数料の支払時
に、特許庁によって提供されることになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明は、カテーテルポート入口の微生物汚染を削減する上で効果的なカテーテル洗浄
デバイスを提供する。本発明のカテーテル洗浄デバイスは、カテーテルポート入口を介し
て患者に感染症を導入する可能性を削減する。本発明のカテーテル洗浄デバイスは、ポー
トエントランスを抗菌剤溶液中に浸して継続的に洗浄することにより、カテーテルポート
入口における微生物汚染を削減する。カテーテル洗浄デバイスは、カテーテル接続部をこ
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すり落とし、抗菌剤溶液を塗布するように機能するスクラブ（ｓｃｒｕｂｂｉｎｇ）表面
も組み込む。このように、カテーテルポートは抗菌剤溶液中に浸され、その部分を無菌且
つ清潔に保つ。
【００１４】
　本願において開示するように、カテーテルを接続するために使用される技術またはカテ
ーテルの手入れの欠如にかかわらず、カテーテルハブが常に消毒されていることを確実に
する無針静脈内システムと共に使用されるように設計されたデバイスが開発されてきた。
このデバイスは、ハブ汚染の発生率、カテーテル内腔の微生物コロニー形成、したがって
ＣＲＢＩの危険性をも減少させる。この抗菌バリアは、内視鏡カテーテル汚染を効果的に
防止する。カテーテルへの挿入前に針が通過し得る３％ヨウ素化アルコールのチャンバを
組み込んだ先のハブモデルは、体外および体内両方での内視鏡カテーテルの微生物コロニ
ー形成の防止において効果的であった（Ｓｅｇｕｒａ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｃｌｉｎ．Ｍ
ｉｃｒｏｂｉｏｌ．２７：２６５６－２６５９（１９８９）；Ｓｅｇｕｒａ　ｅｔ　ａｌ
．，Ｊ．Ｃｌｉｎ．Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌ．２８：２５５１－２５５４（１９９０）；Ｓｅ
ｇｕｒａ　ｅｔ　ａｌ．，Ａｎｎ．Ｓｕｒｇ．２２３：３６３－３６９　１９９６））。
【００１５】
　８つの研究のメタ分析およびより最近のいくつかの調査の結果に基づいて、結果は、ク
ロルヘキシジンを有する皮膚用製品（０．５％もしくは１０％のグルコン酸クロルヘキシ
ジンアルコール溶液、または０．５％もしくは２％のグルコン酸クロルヘキシジン水溶液
）が、１０％ポビドンヨードよりも、細菌コロニー形成およびＣＲＢＩの防止に効果的で
あることを示している（Ｃｈａｉｙａｋｕｎａｐｒｕｋ　ｅｔ　ａｌ．，Ａｎｎ．Ｉｎｔ
ｅｒｎ．Ｍｅｄ．　１３６：７９２－８０１（２００２）；Ｍａｋｉ　ｅｔ　ａｌ．，Ｃ
ｒｉｔ．Ｃａｒｅ　Ｍｅｄ．２８：Ａ４２（２０００）；Ｇａｒｌａｎｄ　ｅｔ　ａｌ．
，Ｐｅｄｉａｔｒｉｃｓ　１０７：１４３１－１４３６（２００１）；Ｃａｓｅｙ　ｅｔ
　ａｌ．，Ｊ．Ｈｏｓｐ．Ｉｎｆｅｃｔ．５４：２８８－２９３（２００３））ことから
、現在の標準的な手入れは、クロルヘキシジンによるカテーテルハブの消毒を含む（Ｎｏ
ｒｔｈｗｅｓｔｅｒｎ　Ｍｅｍｏｒｉａｌ　Ｈｏｓｐｉｔａｌ（ＮＭＨ）ｎｕｒｓｉｎｇ
　ｐｒｏｔｏｃｏｌ；Ｉｎｏｕｅ　ｅｔ　ａｌ．，ＪＰＥＮ　１６：５８１－５８５（１
９９２）；Ｂｏｕｚａ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｈｏｓｐ．Ｉｎｆｅｃｔ．５４：２７９－２
８７（２００３））。
【００１６】
　本発明のカテーテル洗浄デバイスは、無針注入ポート入口エリアの表面上に常在する細
菌のコロニー形成を削減することを意図したものである。嵌め合いルアーフィッティング
をポートに挿入する場合、中央静脈カテーテル（ＣＶＣ）を入れている人は、１週間に最
大４２回、入口ポートを洗浄しなくてはならない。これを行うたびに、細菌が患者の静脈
系に導入される若干の可能性がある。ポート入口エリアの不適切な洗浄は、細菌がポート
に入ることを可能にしてしまう。本発明は、イソプロピルアルコール（ＩＰＡ）とクロル
ヘキシジン（ＣＨＧ）の混合物等の抗菌剤溶液中に無針ポートを継続的に浸すことにより
、偶発的な挿入が可能な細菌を削減する。この溶液は、細菌およびその他の微生物に対し
て極めて効果的であることが示されている。
【００１７】
　現在、病院では概して、３回のＣｈｌｏｒａｐｒｅｐＴＭ１ステップ拭き取りでポート
のエリアを単純に拭き取るための手順を使用している。これらの拭き取りを小さな物体に
対して使用するのは容易でなく、細菌総数をいかに良好に削減するかを決定する上で、誰
がどのようにポートを洗浄するかについては、極めて主観的である。不適切な、慌ただし
く行われた、または雑な洗浄手順は、より高い細菌進入の可能性をもたらすことになる。
【００１８】
　本願において使用する場合、「血流感染症」は、細菌または真菌微生物等の微生物類が
陽性である血液培養をいう。
【００１９】
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　本願において使用する場合、「カテーテル関連血流感染症」または「ＣＲＢＩ」は、感
染の別の源が、元来、創傷、尿、呼吸器、または腹腔内ではない、中央静脈カテーテル（
ＣＶＣ）を入れている患者における血流感染症の発生をいう。
【００２０】
　本願において使用する場合、「カテーテル内視鏡コロニー形成」は、血液培養陽性また
はあらゆる感染病巣の不在下、カテーテルの内壁上において培養液内で成長することがで
きる、細菌または酵母等の生存微生物の存在をいう。
【００２１】
　本願において使用する場合、「カテーテルハブ」は、静脈内カテーテルと静脈内チュー
ブ類またはその他の接続デバイスとの間の接合部をいう。
【００２２】
　一実施形態において、本発明は、キャップ設計であるカテーテル洗浄デバイスを提供す
る。カテーテル洗浄デバイス用のキャップ設計は、無針注入ポートの標準的なルアーフィ
ッティングにねじ込まれる。
【００２３】
　キャップ設計である例示的なカテーテル洗浄デバイスは、図１に示すように、本体１０
とコネクタ／上端２０とを収納する。本体１０およびコネクタ／上端２０は、例えば、そ
の他すべての部分が据え付けられる最終組み立て中に、超音波で溶接または接着剤で接合
され得る。キャップ設計であるカテーテル洗浄デバイスのその他の部分は、洗浄液の低速
移行のための移動フリット３０と、ポートネジを洗浄するためのワイピング発泡体または
スポンジ４０等の開放気泡スクラブ表面と、溶液をそのリザーバ内に密封するためのＯリ
ング５０と、当該デバイスがポートに据え付けられていない場合にフリット３０を遠位に
押すためのバネ６０とを含む。リザーバ７０は、ＩＰＡおよびＣＨＧ抗菌洗浄溶液等の抗
菌剤溶液用のものである。デバイスは、ルアーフィッティングにねじ込み、移動フリット
３０をリザーバ７０まで押すことにより、ＣＶＣ無針ポートを洗浄する。リザーバ内にお
ける圧力の上昇は、フリット３０を通って発泡体４０の中へ溶液を押し通し、そして、ポ
ート開口部を抗菌剤溶液中に浸し、ルアー上端、注入ポートピストン、およびネジに対し
てスクラブ作用を有する。雄型ルアーがカテーテルに装着される場合、このデバイスは除
去されるが、コネクタ／上端２０とＣＶＣポートとの間を走る任意のストラップによって
当該ポートに繋がれてもよい。バネ６０は、デバイスの除去中、フリット３０を押し出し
てわずかな真空を作り出し、これによって溶液をリザーバ７０内へ引き戻す。この真空は
、ルアーフィッティングにキャップが据え付けられていない場合に、溶液蒸発の量を制限
する。続いてキャップがルアーに再装着されると、フリット３０は再度リザーバ７０内へ
押し付けられ、溶液がフリット３０および発泡体４０内に押し通されて、無針ポートを抗
菌剤溶液中に再度浸す。フリット３０がリザーバ７０内へさらに押される場合、デバイス
は任意で視覚インジケータを観察するための窓を包含し、当該インジケータ中において、
視覚化を容易にするために着色され得るＯリング５０が、本体１０の側面にある透明部分
を介して視覚化されることができ、抗菌剤溶液の容積が低く、新しいキャップを据え付け
るべきであることを示す。フリット３０およびスクラブ用発泡体４０、ならびに抗菌洗浄
溶液に対する正圧は、ポートエントランスを継続的に浸す。リザーバからの負圧は、カテ
ーテルポートに装着されていない場合に、洗浄液の蒸発を制限する。
【００２４】
　一実施形態において、本発明は、キャビティを有する本体と、キャビティ内に設置され
た可動フリットであって、キャビティ内にリザーバを形成するように配置されたフリット
と、リザーバ内に設置されたバネと、フリットとキャビティの壁との間に設置されたＯリ
ングと、キャビティ内で、フリットの近位且つリザーバの遠位に設置されたスクラブ用発
泡体とを備える、カテーテル洗浄デバイスを提供する。カテーテル洗浄デバイスは、キャ
ビティ内におけるフリットの位置を示すように配置された窓をさらに備えてもよい。カテ
ーテル洗浄デバイスは、リザーバ内に分散された抗菌剤溶液をさらに備えてもよい。
【００２５】
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　別の実施形態において、本発明は、本体の遠位端から近位端まで延在するキャビティを
有する本体と、可動フリットであって、当該フリットと本体の近位端との間にリザーバを
形成するように、キャビティ内に位置する可動フリットと、可動フリットを本体の遠位端
の方へ付勢するようにキャビティ内に配置されたバイアス要素と、本体の遠位端と隣接し
て位置する吸収性要素とを備える、注入ポートキャップを提供する。そのような注入ポー
トキャップにおいて、フリットは多孔質材料で構成されてもよい。
【００２６】
　本発明の注入ポートキャップにおいて、バイアス要素は、リザーバ内に位置し得るバネ
、例えば、つる巻きバネを含んでもよい。本発明の注入ポートキャップは、スポンジを含
む吸収性要素を収納してもよい。
【００２７】
　本発明の注入ポートキャップの一実施形態において、フリットは、リザーバと吸収性要
素との間に流体経路を提供するように構成され得る。注入ポートキャップのリザーバ内の
液体は、フリットがバイアス要素に対して本体の近位端の方へ移動させられる際に、フリ
ットを介して吸収性要素に押し付けられ得る。概して、本発明の注入ポートキャップのキ
ャビティは、実質的に円筒形状を有する。
【００２８】
　本発明の注入ポートキャップにおいて、吸収性要素は、本体の遠位端と隣接するキャビ
ティの外周の少なくとも一部に沿って位置し得る。注入ポートキャップの本体は、フリッ
トの位置を示すように、または、リザーバ内の液体のレベルを示すように配置された窓を
さらに備えてもよい。
【００２９】
　注入ポートキャップにおいて、キャビティは、本体の近位端に閉鎖端部を、本体の遠位
端に開口部を備えてもよい。そのような注入ポートキャップにおいて、リザーバは、フリ
ットの上面とキャビティの閉鎖端部との間に位置し得る。概して、注入ポートキャップの
キャビティの開口部は、カテーテルを収容するようにサイズ決定される。特定の実施形態
において、キャビティの開口部は、本体の遠位端に隣接するネジ山をさらに備えてもよく
、例えば、当該ネジ山は、無針注入ポートのルアーフィッティングを収容するように構成
される。
【００３０】
　本発明の注入ポートキャップにおいて、キャップは、フリットの側面とキャビティの内
面との間に位置する密封部材をさらに備えてもよい。例えば、密封部材は、フリットの側
面の周囲に位置するエラストマーＯリングを備えてもよい。本発明の注入ポートキャップ
は、リザーバ内に位置する抗菌剤溶液をさらに備えてもよい。
【００３１】
　別の実施形態において、本発明は、貫通設計を有するカテーテル洗浄デバイスを提供す
る。カテーテル洗浄デバイス用の貫通設計は、現在の無針注入ポートを一体型設計と置換
したものである。このデバイスは、設計内に含まれる無針注入ポートシステムを有する。
【００３２】
　貫通設計を有する例示的なカテーテル洗浄デバイスは、中央静脈カテーテル（ＣＶＣ）
への装着用に含まれるルアーネジと補給チューブまたは雄型ルアーとを有するデバイス本
体１１０を含む、ポートを構成する部分を有する（図２参照）。その他の部分としては、
ＣＶＣへの雄型ルアー内にある底栓１２０と、流体が流れることを可能にするために圧縮
されるピストン１３０とを含む。当該デバイスの新規な部分は、スクラブ表面／メモリ開
放気泡発泡体１４０、入ってくるルアーの洗浄およびスクラブ表面１４０の移動を補助す
るためのスクラブブラシ１５０、ならびに、溶液を保持し、蒸発から保護するための密封
発泡体１６０である。密封発泡体１６０は、湿性且つ抗菌性のままであるべきである。リ
ザーバ１７０は、抗菌剤溶液を収納する。
【００３３】
　貫通設計を有するカテーテル洗浄デバイスは、ピストン１３０の上端の傍にあるカテー
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テルへのエントランスがＩＰＡ／ＣＨＧ溶液等の抗菌剤溶液中に継続的に浸されるように
、ＣＶＣの標準的な無針ポートを置換するものである。雄型ルアーコネクタが必要な場合
、当該コネクタは、密封発泡体１６０、ブラシ１５０、およびスクラブ発泡体１４０を介
して押され、雌型ルアーフィッティングにねじ込まれる。スクラブ発泡体１４０、密封発
泡体１６０、およびブラシ１５０は、半径方向の側壁に対して押され、抗菌剤溶液がリザ
ーバ１７０内に移動させられる。雄型ルアーが除去されると、スクラブ発泡体１４０はそ
の位置を取り戻してポート開口部を覆い、それをＩＰＡ／ＣＨＧ溶液等の抗菌剤溶液中に
浸す。ブラシ１５０および密封発泡体１６０も、それらの元の位置を取り戻して、微生物
類が侵入しないように密封する。抗菌剤溶液は、ブラシ１５０、スクラブ発泡体１４０、
および密封発泡体１６０を再貫通し、それらを洗浄して抗菌性表面とする。当該デバイス
のスクラブ発泡体１４０、密封発泡体１６０、およびブラシ１５０は、カテーテルエント
ランスを微生物類進入から保護する。
【００３４】
　別の実施形態において、本発明は、キャビティを有する本体と、キャビティ内に設置さ
れた栓と、キャビティ内の栓の近位に配置されたピストンと、ピストンの近位のスクラブ
発泡体と、スクラブ発泡体の近位のブラシと、ブラシの近位のシールと、キャビティ内に
おいてスクラブ発泡体と隣接するリザーバとを備え、雄型ルアーの挿入により、スクラブ
発泡体、ブラシ、およびシールの貫通ならびにリザーバ内への流体の移動を可能にする、
カテーテル洗浄デバイスを提供する。カテーテル洗浄デバイスは、スクラブ発泡体および
ブラシ内に分散された抗菌剤溶液をさらに備えてもよい。
【００３５】
　また別の実施形態において、本発明は、近位端に隣接する近位開口部から遠位端まで延
在する通路を備える本体と、通路内の近位端と隣接して位置する貫通可能な密封要素と、
通路内の遠位端と貫通可能な密封要素との間に位置する吸収性要素と、貫通可能な密封要
素と吸収性要素との間に位置する少なくとも１つのブラシと、通路内の遠位端とブラシと
の間に位置するルアーコネクタと、通路内のルアーコネクタと貫通可能な密封要素との間
に形成されたリザーバとを備える、カテーテル洗浄デバイスを提供する。そのようなカテ
ーテル洗浄デバイスにおいて、ルアーコネクタは、雌型ルアーコネクタであってもよい。
カテーテル洗浄デバイスの貫通可能な密封要素は、吸収性発泡体を含んでもよい。
【００３６】
　本発明のカテーテル洗浄デバイスにおいて、貫通可能な密封デバイスは、近位開口部内
にルアーフィッティングが挿入される場合には第１の位置で、近位開口部内にルアーフィ
ッティングが挿入されない場合には第２の位置で動作するように構成され得る。例えば、
貫通可能な密封要素は、第１の位置において動作する場合、半径方向に圧縮し得る。貫通
可能な密封デバイスは、第２の位置で動作する通路内の流体の蒸発を削減するように構成
され得る。
【００３７】
　本発明のカテーテル洗浄デバイスにおいて、吸収性要素は、通路の主軸と実質的に一直
線上にある主軸を有する中央開口部を含んでもよい。吸収性要素の、その中央開口部に沿
った内面は、ルアーコネクタと隣接して配置されたルアーフィッティングと接触するよう
に構成され得る。別の実施形態において、吸収性要素の底部は、ルアーコネクタの上部と
隣接して位置し得る。
【００３８】
　本発明のカテーテル洗浄デバイスの吸収性要素は、少なくとも部分的に抗菌剤溶液を含
浸していてもよい。カテーテル洗浄デバイスの吸収性要素は、抗菌剤溶液の一部が吸収性
要素からリザーバへ進行するように、ルアーコネクタにルアーフィッティングが装着され
ている場合、半径方向に圧縮するように構成され得る。リザーバ内の抗菌剤溶液の一部は
、ルアーフィッティングとルアーコネクタとの間の界面に隣接して位置し得る。
【００３９】
　カテーテル洗浄デバイスは、通路内に位置し、ルアーコネクタから本体の遠位端を通っ
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て延在するピストンをさらに備えてもよい。カテーテル洗浄デバイスにおいて、貫通可能
な密封要素は、発泡体を含んでもよい。吸収性要素は、開放気泡発泡体を含んでもよい。
【００４０】
　さらに別の実施形態において、本発明は、ポップオープン型設計を有するカテーテル洗
浄デバイスを提供する。カテーテル洗浄デバイス用のポップオープン型設計は、現在製造
されているルアー駆動型無針注入ポート／コネクタに、新しく設計されたキャップを結合
する。この新しい組み合わせユニットを、ＣＶＣカテーテル上の現在の単純な注入ポート
の代わりに使用する。
【００４１】
　ポップオープン型キャップ設計を有する例示的なカテーテル洗浄デバイスは、「閉鎖」
位置に描写された図３に示すように、デバイス本体２１０、流体シース２２０、およびス
クラブ表面／浸漬発泡体２３０を有する。本体デバイス２１０は、デバイス本体２１０が
「開放」位置にある（図４に描写する）ように圧縮され得るような、隆起した側面を包含
する。この設計内におけるそれ以外の唯一の部分は、市販のルアー駆動型無針弁／ポート
／コネクタ２４０である。浸漬発泡体２３０は、発泡体に浸透する洗浄液の蒸発を制限す
るための膜を有する。近似半円筒の２個の浸漬発泡体２３０は、膜側を外側または外部に
向けてデバイス本体２１０に結合される。続いてこのアセンブリは、発泡体部分が無針弁
開口部と接触するように、市販の無針弁に結合および密封される。この近接は、キャップ
／デバイスの作動および閉鎖時にスクラブ発泡体２３０が弁開口部をスクラブすることを
可能にするであろう。また、弁開口部との常時接触は、ＩＰＡおよびＣＨＧ溶液等の抗菌
剤溶液に継続的に浸すことを可能にするであろう。次のステップは、抗菌剤溶液の漏出を
防止するために基盤に沿って、且つ、シースの適切な載置を確実にするために本体上の棘
針に沿って、デバイス本体２１０の外面に流体シース２２０を結合することである。流体
シース２２０およびデバイス本体２１０は、超音波で溶接または接着剤で接合され得る。
このシースは、抗菌剤溶液を収容することを支援する第２の外板として作用し、ルアーポ
ート除去時にキャップ端部を閉鎖し、ルアーポートが据え付けられる際に、細片がその部
分へ入ることを阻止する。最後に、膜の内側のスクラブ発泡体２３０に抗菌剤溶液が添加
される。
【００４２】
　続いて、無針弁／ポート／コネクタ２４０の上端の傍にあるカテーテルへのエントラン
スが抗菌剤溶液中に継続的に浸されるように、ＣＶＣの標準的な無針ポートの代わりにこ
の最終アセンブリを使用する。ルアーをポートに接続する必要がある場合、デバイスは隆
起した側面上で圧迫されて浸漬発泡体スクラバ２３０を分裂させ、洗浄された状態の雌型
ルアーフィッティングを見せる（図４参照）。雄型ルアーが挿入されて側面が解放され、
保護された環境内に接続部を包囲する。無針弁のアクセスが完了すると、雄型ルアーはネ
ジが緩められて除去され、無針弁開口部上で発泡体が圧縮され、次のアクセスが必要とな
るまで、それを抗菌剤溶液中に再度浸す。この閉鎖位置も、外部源による直接汚染から弁
開口部を保護する。発泡体２３０は、エントランスを微生物類進入から保護する。デバイ
ス本体は堅固なプラスチックであり、デバイスの側面が圧迫される際にプラスチックが変
形し、デバイスを二等分に押し開いて、ルアー弁へのアクセスを可能にする。流体シース
は、変形する際に、プラスチックのデバイス本体から付与される力によって伸びる極めて
弾性の材料で作られている。
【００４３】
　例示的なカテーテル洗浄デバイスを図５に描写する。そのような例示的なカテーテル洗
浄デバイスを、本願においては、「キャップ」または「ＡＢキャップ」とも称する。例示
的なカテーテル洗浄デバイスを、図６～１２に示し、実施例２において記載するようにし
て製造した。
【００４４】
　さらに別の実施形態において、本発明は、キャビティおよび圧縮可能な位置を有する本
体と、キャビティ内に設置されたスクラブ発泡体であって、キャビティから外側を向く流
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体不浸透側面を有するスクラブ発泡体と、キャビティ内に配置された無針ポートとを備え
る、カテーテル洗浄デバイスを提供する。そのようなカテーテル洗浄デバイスは、スクラ
ブ発泡体内に分散された抗菌剤溶液をさらに備えてもよい。
【００４５】
　また別の実施形態において、本発明は、近位端から遠位端まで延在する通路を備える本
体と、閉鎖位置および開放位置において動作可能な近位端と、近位端を閉鎖位置から開放
位置まで変更するように構成された作動部材をさらに備える本体と、通路内に近位端と隣
接して位置する複数の分離可能な吸収性要素と、本体の外部の少なくとも一部を覆う流体
不浸透性シースとを備える、カテーテル洗浄注入ポートキャップを提供する。そのような
カテーテル洗浄注入ポートキャップにおいて、吸収性要素は、抗菌剤溶液を含浸していて
もよい。吸収性要素は、近位端が閉鎖位置において動作される場合、実質的に閉鎖した表
面を形成し得る。吸収性要素は、近位端が開放位置において動作される場合、互いに空間
的に離間していてもよい。
【００４６】
　本発明のカテーテル洗浄注入ポートキャップにおいて、近位端は、開放位置において動
作される場合、ルアーフィッティングを収容するように構成され得る。吸収性要素のうち
の１つ以上は、近位端に挿入されているルアーフィッティングの外部と接触するように構
成され得る。本発明のカテーテル洗浄注入ポートキャップにおいて、複数の分離可能な吸
収性要素は、実質的に半円筒形の２つのスポンジを含んでもよく、当該スポンジは、近位
端が閉鎖位置において動作される場合には互いに隣接し、近位端が開放位置において動作
される場合には互いに離間している。
【００４７】
　本発明のカテーテル洗浄注入ポートキャップの本体は、変形可能な材料で構築され得る
。本発明のカテーテル洗浄注入ポートキャップの作動部材は、通路の主軸から半径方向外
向きに突出する少なくとも１つの圧縮可能な部分を備えてもよい。例えば、少なくとも１
つの圧縮可能な部分が圧縮されている場合、近位端は開放位置にあり、少なくとも１つの
圧縮可能な部分が圧縮されていない場合、近位端は閉鎖位置にある。カテーテル洗浄注入
ポートキャップの遠位端は、無針弁と結合されてもよい。例えば、遠位端が無針弁と結合
されている場合、吸収性要素の底面は、当該無針弁の開口部に隣接している。
【００４８】
　本発明のカテーテル洗浄デバイスは、カテーテルポート入口を洗浄および衛生化するた
めに、抗菌剤溶液を含んでもよい。一実施形態において、抗菌剤溶液は、イソプロピルア
ルコールとクロルヘキシジンまたは含水クロルヘキシジンとの混合物である。例えば、抗
菌剤溶液は、約０．０５％～約１０％、特に約０．０５％～約４％、例えば、約０．１％
、約０．２％、約０．５％、約１％、約２％、約３％、約４％、約５％、約６％、約７％
、約８％、約９％、または約１０％のグルコン酸クロルヘキシジン（ＣＨＧ）を含有して
もよい。特に有用な抗菌剤溶液は、７０％イソプロピルアルコール中の約２％クロルヘキ
シジンである。その他の適切なアルコール、またはアルコールの混合物を使用してもよい
。アルコールは、概して約５０％～約８０％、特に、約７０％もしくは７５％アルコール
の範囲である。あるいは、グルコン酸クロルヘキシジンの水溶液を、ＣＨＧの約０．５％
～約２％の範囲で、抗菌剤溶液として使用してもよい。その他の適切な抗菌剤溶液として
は、ヨードおよびその誘導体、例えばヨウ素化アルコール、例えば３％ヨウ素化アルコー
ル、およびポビドンヨード、例えば１０％溶液、または、抗菌活性を有するその他適切な
濃縮物を含む。その他の適切な抗菌剤溶液としては、スルファジアジン銀またはその他の
防腐剤を含む。種々の抗菌剤の混合物を使用してもよいことが理解される。これらおよび
その他の抗菌剤溶液が、当業者には既知である（Ｓｅｇｕｒａ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｃｌ
ｉｎ．Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌ．　２７：２６５６－２６５９（１９８９）；Ｓｅｇｕｒａ　
ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｃｌｉｎ．Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌ．２８：２５５１－２５５４（１９９
０）；Ｓｅｇｕｒａ　ｅｔ　ａｌ．，Ａｎｎ．Ｓｕｒｇ．２２３：３６３－３６９　１９
９６）；（Ｃｈａｉｙａｋｕｎａｐｒｕｋ　ｅｔ　ａｌ．，Ａｎｎ．Ｉｎｔｅｒｎ．Ｍｅ
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ｄ．１３６：７９２－８０１（２００２）；Ｍａｋｉ　ｅｔ　ａｌ．，Ｃｒｉｔ．Ｃａｒ
ｅ　Ｍｅｄ．　２８：Ａ４２（２０００）；Ｇａｒｌａｎｄ　ｅｔ　ａｌ．，Ｐｅｄｉａ
ｔｒｉｃｓ　１０７：１４３１－１４３６（２００１）；Ｃａｓｅｙ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ
．Ｈｏｓｐ．Ｉｎｆｅｃｔ．５４：２８８－２９３（２００３）），Ｉｎｏｕｅ　ｅｔ　
ａｌ．，ＪＰＥＮ　１６：５８１－５８５（１９９２）；Ｂｏｕｚａ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ
．Ｈｏｓｐ．Ｉｎｆｅｃｔ．５４：２７９－２８７（２００３））。
【００４９】
　上記で説明し、図１～４に示した本発明のカテーテル洗浄デバイスは、特定の実施形態
を示すものであるが、当業者には、カテーテルポート接続部が抗菌剤溶液中に浸され、カ
テーテルポート入口の微生物汚染を削減する限り、当該デバイスの修正が為され得ること
が理解される。当業者であれば、本発明のカテーテル洗浄デバイスの適切な修正を容易に
判断することができる。
【００５０】
　本発明のカテーテル洗浄デバイスのいずれについても、デバイス内の適切な場所への抗
菌剤溶液の補充または分散を容易にするために、種々の修正が為され得る。例えば、新鮮
な抗菌剤溶液をデバイスに導入して、当該デバイスのフリット、発泡体、または表面を貫
通する、または覆うために、弁システムを追加してもよい。任意で、弁は、弁上端を密封
して開口部上でそれを洗浄するために、カメラに見られるようなアパーチャまたは虹彩絞
りを有してもよい。また、流体移行を促進してデバイス内の必要な地点への抗菌剤溶液の
分散を容易にするために、圧力ピストンを使用してもよい。また、圧力を作り出して抗菌
剤溶液の動きを容易にするために、ネジ機構または戻り止めシステムが含まれてもよい。
これは、本発明のカテーテル洗浄デバイス、特に、キャップ設計デバイスの流体容量を増
大させる役割を果たし得る。リザーバから、キャップ設計用のネジを拭き取る発泡体、ま
たは貫通設計の発泡体およびブラシ等の、抗菌剤溶液と接触する物質へ流体が移行するの
を支援するために、本発明のカテーテル洗浄デバイスに排出口が含まれてもよい。また、
カテーテル洗浄デバイスは、カテーテル接続部を洗浄するために利用可能な溶液を補充す
るために使用され得る、さらなる抗菌剤溶液のリザーバを含んでもよい。例えば、リザー
バは、例えばデバイスを特定の位置に把持することによってデバイス内への抗菌剤溶液の
注入を可能にするシールまたは弁を収納してもよいし、または、溶液は、圧縮可能なリザ
ーバを圧迫することによって注入されてもよい。カテーテル洗浄デバイス内における抗菌
剤溶液の補充または分散を容易にするために、そのようなリザーバを上記した修正形態と
組み合わせてもよい。
【００５１】
　本発明のカテーテル洗浄デバイスのさらなる修正形態は、流体のさらなる損失を防止す
るために、無針ポートの周囲に形成された発泡体を含み得る。例えば、デバイス内の発泡
体は、円筒体のルアー本体により近い、ルアーのネジの端部まで到達する指状突出部を有
し得る。指部は、デバイス内のあらゆる遊離した流体を捕捉し、それを発泡体の主本体内
に吸い込むことを支援するために、エリア上で軽く圧縮され得る。これにより、デバイス
が上下逆に駆動された場合の流体損失を大きく抑えることができる。また、発泡体または
スポンジで作られているスクラブ表面は、デバイス内により深く突入して、抗菌剤溶液を
吸い上げることを支援するように設計されてもよい。また、デバイス内の適切な位置を接
続ルアーの標的とすることを支援するために、スクラブ表面もしくは発泡体またはデバイ
スのその他のコンポーネントに、着色を組み込んでもよい。さらに、発泡体は、好都合に
も新しいデバイスを使用する必要性を示すために使用され得る、抗菌剤溶液の蒸発、例え
ば、アルコールの蒸発を反映する色変化を組み込んでもよい。また、特定のデバイスに適
した修正を、特定のデバイスに組み込んでもよい。
【００５２】
　キャップ設計を有するカテーテル洗浄デバイスでは、当該デバイスは、リザーバの過剰
締め付けおよび過剰加圧を制限するために使用され得るネジ込み式フリットを含み得る。
さらに、キャップ設計のスクラブ表面／発泡体は、ルアーフィッティングのネジを洗浄し
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ないように、省略され得る。そのような場合、デバイス内に微生物溶液を保持するために
、発泡体の適所にシールが設けられる。代わりに、デバイスは、発泡体によるスクラブ作
用がなくてもカテーテル接続部を浸すために抗菌剤溶液を提供する。
【００５３】
　貫通設計を有するカテーテル洗浄デバイスでは、開口部を覆って蒸発および微生物類の
進入を防止するために、プラスチックキャップが含まれ得る。貫通設計を有するカテーテ
ル洗浄デバイスは、スクラブ発泡体の吸い上げ作用および完全飽和を保証するために、リ
ザーバ内に載置された発泡体またはスポンジを含んでもよい。また、スクラブ発泡体は任
意で省略されてもよく、この場合、ポートエントランスを密封および洗浄することをブラ
シに依存する。
【００５４】
　ポップオープン型設計を有するカテーテル洗浄デバイスでは、キャップを駆動／開放す
るためにどこを押させるかを示すために、ポップオープン型デバイスの側面上の着色され
た標的が使用され得る。
【００５５】
　本発明はさらに、現存する無針カテーテルコンポーネントを洗浄するのに適したワイピ
ングキャップであるカテーテル洗浄デバイスを提供する。そのようなワイピングキャップ
は、ルアーシステムのサイズに近似する発泡体挿入物を有する密封キャップである。本発
明のカテーテル洗浄デバイスと同様に、発泡体は、無針ポートの端部を洗浄するために抗
菌剤溶液で飽和されてもよい。この設計は、抗菌剤溶液を有するポート入口エリアの良好
な被覆率を可能にする。デバイスは、必要に応じて、毎使用後に廃棄されてもよい。その
ようなデバイスは、好都合にも、医療専門家によって現在実践されているようなカテーテ
ルポートの物理的拭き取りの代用となり、現在の実践を使用する医療専門家間のばらつき
を排除する。そのような設計において、開放端部は、抗菌剤溶液の蒸発を防止するために
、使用前にキャップで覆われる。
【００５６】
　本発明は、キャビティを有する本体であって、閉鎖端部および開放端部を有する本体と
、キャビティ内に設置されたスクラブ発泡体と、スクラブ発泡体によって分散された抗菌
剤溶液とを備える、カテーテル洗浄デバイスも提供する。
【００５７】
　本発明はさらに、ルアー駆動型無針弁の開口部上にカテーテル洗浄注入ポートキャップ
を結合することにより、ルアー駆動型無針弁を適合させる方法を提供する。当該方法の特
定の実施形態において、カテーテル洗浄注入キャップは、近位端から遠位端まで延在する
通路を備える本体と、閉鎖位置および開放位置において動作可能な近位端と、近位端を閉
鎖位置から開放位置まで変更するように構成された作動部材をさらに備える本体と、通路
内に近位端と隣接して位置する複数の分離可能な吸収性要素と、本体の外部の少なくとも
一部を覆う流体不浸透性シースとを備えてもよい。
【００５８】
　本発明はさらに、本発明のカテーテル洗浄デバイスを使用して、個体における微生物感
染を抑制する方法を提供する。当該方法は、非ウイルス、非原虫、非カビのヒト感染性有
機体による個体の感染症を抑制するために有用である。したがって、当該方法は、グラム
陽性、グラム陰性、または酵母等の非カビ菌類による感染症の見込みを減少させることに
より、カテーテル部位における感染症を抑制または防止するために有用である。
【００５９】
　本発明の種々の実施形態の働きに実質的に影響を及ぼさない修正形態も、本願において
提供される本発明の定義内で提供されることが理解される。したがって、以下の実施例は
、説明を意図したものであり、本発明を限定するものではない。
【実施例】
【００６０】
　（実施例１）
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　（カテーテルポート入口の微生物汚染を削減するためのカテーテル洗浄デバイスの試験
）
　本実施例は、カテーテル洗浄デバイスの有効性の試験について記載するものである。
【００６１】
　ＣＶＣ無針ポートのカテーテルキャップの外側部分を綿棒で拭い、種々の量の微生物培
養を採る。特に、代表的な微生物は、グラム陽性、グラム陰性、および菌類から選択する
。試験する微生物培養は、黄色ブドウ球菌、肺炎桿菌、大腸菌、カンジダ・アルビカンス
（Ｃａｎｄｉｄａ　ａｌｂｉｃａｎｓ）等のカンジダ種である。その他の微生物、例えば
、表皮ブドウ球菌（Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ　ｅｐｉｄｅｒｍｉｄｉｓ）、クレブ
シエラ・プランチコラ（Ｋｌｅｂｓｉｅｌｌａ　ｐｌａｎｔｉｃｏｌａ）、緑膿菌（Ｐｓ
ｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ａｅｒｕｇｉｎｏｓａ）等についても同様に試験することが可能で
ある。これらおよびその他のヒト感染性微生物についても同様に試験することが可能であ
る。
【００６２】
　試験は、カテーテルキャップの外側部分（雄型ルアーが通過する部分）を２０００ｃｆ
ｕ（コロニー形成単位）の細菌または菌類と交換することを伴う。その他の量の微生物培
養も試験することが可能である。例えば、貫通設計を有するカテーテル洗浄デバイスと共
に、デバイス内に収納された雌型部分への雄型ルアーを使用して、滅菌チューブをデバイ
スに接続する。続いて生理食塩水を注入し、廃液を平板培養および液体培養して、微生物
増殖を検出および定量化する。
【００６３】
　特定のデバイスに使用されるカテーテル接続部の外側部分の細菌または菌類を綿棒で拭
って採ることにより、本発明のその他のデバイスについても同様の実験を行う。その後、
カテーテルを接続し、生理食塩水を注入および収集する。廃液を培養して、微生物増殖を
検出および定量化する。
【００６４】
　（実施例２）
　（カテーテル洗浄デバイスの生成）
　本実施例は、例示的なカテーテル洗浄デバイスの生成について記載するものである。そ
のようなデバイスを、「キャップ」または「ＡＢキャップ」とも称する。
【００６５】
　カテーテル洗浄デバイスまたはキャップは、それらを洗浄液中に封入することにより、
無針ルアー弁を清潔に保つように設計されたものであった。雄型ルアー係止部の装着のた
めに圧迫して開かれることが可能な標準製造の無針ルアー弁にキャップを装着させた。Ａ
Ｂキャップは、インナーシェル（白い部品、図７の上面図参照）、外膜シース（霧状の透
明な外被、図７の上面図参照）、および発泡体ブラシ（黄色の内部、図７の上面図参照）
という３つの主要コンポーネントを有する。
【００６６】
　ＩｎＶｉｓｉｏｎ－Ｐｌｕｓ（登録商標）無針ルアー弁（ＲｙＭｅｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌ
ｏｇｉｅｓ，Ｉｎｃ．（テネシー州フランクリン））等の標準製造の無針ルアー弁上にＡ
Ｂキャップを貼り付けた。無針ルアー弁のその他任意の製造業者を含む、カテーテル洗浄
デバイスに適したいかなる種類の無針ルアー弁を使用してもよい。発泡体ブラシは、無針
ルアーのエントランスにまで接する（図５参照）。
【００６７】
　一般的なネジ込み式雄型ルアー係止具および開放されたＡＢキャップの計測結果に基づ
くと、当該ルアーはデバイス内へ容易に通過し、無針ルアー弁のプランジャーに到達する
（図６～１２参照）。さらに、図８は、ルアー開放により、無針注入弁の緑色のプランジ
ャーが容易に見え、一方、横方向に配置されたＡＢキャップの発泡体ブラシは、雄型ルア
ーの装着を妨げる位置にないことを示す。図１０、１１、および１２は、無針注入ポート
に対する雄型ルアーの装着を詳細に説明し、ＡＢキャップが解放されると、当該キャップ
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は、雄型ルアーを除去することによってプロセスが反転されるまで雄型ルアーを包囲する
ことを実証するものである。
【００６８】
　本出願全体を通して、種々の出版物を参照した。これらの出版物の開示は、本発明が属
する分野の事情をより完全に記述するために本出願において参照することにより、その全
体が本願に組み込まれる。上記に提供した例を参照して本発明を説明したが、本発明の精
神から逸脱することなく、種々の修正が為され得ることを理解すべきである。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】図１は、例示的なカテーテル洗浄デバイスをキャップ設計として示す。キャップ
は、図１に示すように、本体１０およびコネクタ／上端２０という２つの部分で構成され
ている。その他の部分としては、移動フリット３０と、開放気泡ワイピング発泡体または
スポンジ４０と、Ｏリング５０と、バネ６０とを含む。フリット３０は、本体１０のキャ
ビティ内にリザーバ７０を形成する。
【図２】図２は、例示的なカテーテル洗浄デバイスを貫通設計として示す。当該貫通設計
のポートを構成する部分は、中央静脈カテーテル（ＣＶＣ）への装着用に含まれるルアー
ネジと補給チューブまたは雄型ルアーとを有するデバイス本体１１０を含む。その他の部
分としては、ＣＶＣに対して雄型ルアー内にある底栓１２０と、ピストン１３０と、スク
ラブメモリ開放気泡発泡体１４０と、スクラブブラシ１５０と、密封発泡体１６０とを含
む。
【図３】図３は、例示的なカテーテル洗浄デバイスを、ポップオープン型設計として示す
。ポップオープン型キャップ設計は、デバイス本体２１０、流体シース２２０、およびス
クラブ／浸漬発泡体２３０という３つの部分で構成されている。分離したルアー駆動型無
針弁／ポート／コネクタ２４０も示されている。描写されている位置は、「閉鎖」位置で
ある。
【図４】図４は、「開放」位置に描写された、図３に示すカテーテル洗浄デバイスを示す
。
【図５】図５は、例示的なカテーテル洗浄デバイスを断面図に示す。
【図６】図６は、例示的なカテーテル洗浄デバイスの側面図を示す。
【図７】図７は、例示的なカテーテル洗浄デバイスの上面図を示す。
【図８】図８は、例示的なカテーテル洗浄デバイスを「開放」位置に示し、開放位置の計
測結果を共に示す。
【図９】図９は、例示的な雄型ルアーをその直径の計測結果と共に示す。
【図１０】図１０は、例示的なカテーテル洗浄デバイスに入る雄型ルアーを示す。
【図１１】図１１は、例示的なカテーテル洗浄デバイス内に係止された雄型ルアーを示す
。
【図１２】図１２は、例示的なカテーテル洗浄デバイス内に挿入および係止された雄型ル
アーの上面図を示す。
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【図１１】

【図１２】



(22) JP 2009-526617 A 2009.7.23

10

20

30

40

【国際調査報告】



(23) JP 2009-526617 A 2009.7.23

10

20

30

40



(24) JP 2009-526617 A 2009.7.23

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(BF,
BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,
CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,L
A,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,LY,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU,SC,SD,SE
,SG,SK,SL,SM,SV,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW

Ｆターム(参考) 4C167 AA17  AA31  BB04  BB33  BB34  CC08  GG16  HH08  HH10 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

