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(57)【要約】
　開示の主題は、流体ラインの誤接続を防止または阻止
する流体結合の実施形態を含む。継手装置が、共通ライ
ンに接合される複数の雄型および雌型コネクタを含む。
継手装置は、複数の雄型および雌型コネクタの全てが適
切に接合されるときにのみ、適合する継手装置にかみ合
う。コネクタのいずれかが、対応するコネクタに適切に
かみ合わない場合、継手は漏れを生じる。継手装置は、
コネクタの配置、コネクタの数、コネクタの形状、また
は干渉するコネクタ部分の配置を提供することによって
一意にし、２つの流体ラインを不適切に結合しようとす
る任意の試みが、１つまたは複数のコネクタの不完全な
かみ合いをもたらし、それにより、流体の漏れを発生さ
せ、継手が係合できず、または他の方法で接続しようと
する試みが失敗することを確実にする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体を搬送するチャネルを備える装置と、前記チャネルを相互接続する継手装置とを含
むキット；
を含む、流体ラインを不適切な相互接続から守るシステムであって、
　前記継手装置の各々が、前記継手装置のうちの対にされた継手装置の少なくとも１つの
コネクタに接続するために、予め定められた物理的関係で方向付けられる必要のある少な
くとも１つのコネクタを備えて構成されており；
　前記継手装置のうちの少なくともいくつかに、少なくとも１つの干渉要素が配置されて
おり、前記干渉要素は、前記少なくともいくつかが前記継手装置の第１の他の継手装置と
の接続は防止されるが前記少なくともいくつかが前記継手装置の第２の他の継手装置に接
続されるようにし；
　前記継手装置のうちの前記少なくともいくつかを、前記予め定められた方法での前記方
向付けによって、前記少なくともいくつかの各々の前記少なくとも１つの干渉要素が前記
第１の他の継手装置の前記少なくとも１つの干渉要素と干渉係合されるように、構成して
いる、システム。
【請求項２】
　前記継手装置のうちの少なくともいくつかの各々の前記少なくとも１つのコネクタが、
非丸型のコネクタ、または前記少なくともいくつかのそれぞれにおいて単一のチャネルに
合流する又状分岐チャネルにそれぞれつながる複数のコネクタである、請求項１に記載の
システム。
【請求項３】
　前記継手装置が、結合するために、いずれか２つのかみ合い対の前記少なくとも１つの
コネクタを方向付けることによって各継手装置対の干渉要素を位置決めするように、構成
されて、各継手装置対の複数のコネクタが封止式に係合されるときに継手装置対の部材を
一体にまとめることができるかまたは一体とならないようにし、かつ前記継手装置を同一
の継手装置と結合できないようにしている、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記予め定められた位置関係が、平行となるように位置合わせされた、継手装置対の各
部材の軸を含む、請求項１または２に記載の方法。
【請求項５】
　前記継手装置が前記継手装置の干渉要素を有し、前記干渉要素は、それぞれの対の前記
継手装置をそれらのコネクタに封止式に係合するように方向付けることによって、前記継
手装置の相互干渉を発生させ、それによりそれらの相互接続を防止するように、配置され
る、請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記予め定められた向きが、特定の継手装置対の干渉要素を位置決めし、前記干渉要素
が、前記各継手装置対の複数のコネクタを、互いに封止式に係合できるようにそれぞれの
軸が位置合わせされた状態で位置決めするときに、干渉するようにし、それにより、前記
特定の継手装置対の相互接続を防止する、請求項１～５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記継手装置の他方の対応するコネクタを封止式に係合するコネクタをそれぞれ有する
継手装置；
を含む流体チャネル結合システムであって、
　前記継手装置のコネクタの各々が、共通ポートによって流体連通し、２つの継手装置の
前記コネクタが相互に係合されると、前記それぞれのポートが互いに流体連通するように
し、かつ前記２つの継手装置の前記コネクタのいくつかが相互に係合されると、流体が、
前記それぞれのポートのいずれかから流出でき、それにより漏れを発生させる、流体チャ
ネル結合システム。
【請求項８】
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　前記継手装置の第１の継手装置が、前記継手装置の第２の継手装置の少なくとも１つの
干渉要素と干渉する少なくとも１つの干渉要素を有し、前記第１の継手装置の両コネクタ
が、前記第２の継手装置の両コネクタと封止式に係合できない、請求項７に記載のシステ
ム。
【請求項９】
　第１の１つまたは複数の前記継手装置が流体の容器に取り付けられて、前記容器から流
体を除去するためのアクセスポートを形成し、および前記流体の容器の内容物が異なる、
請求項７または８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記第１の１つまたは複数の継手装置と互換性がありかつ流体の容器に取り付けられた
第２の継手装置と互換性のない継手装置を有する流体回路をさらに含む、請求項９に記載
のシステム。
【請求項１１】
　第１の継手装置を第２の継手装置へ接続することを防止する方法であって、
　第１の端部に１つの開口部を備える単一ポート、第２の端部に２つの開口部を備えるダ
ブルポートを備える本体を有する継手装置を提供することであって、前記単一ポートと前
記ダブルポートが、流体連通のために、分岐チャネルによって相互接続されていること；
　前記単一ポートを流体源に取り付けて、前記流体源を使用部位に提供すること；
を含み、
　前記開口部間のサイズおよび接続が、前記ダブルポートの前記２つの開口部のうちの一
方を流体受け部に接続しようという任意の試み、および流体を前記流体源から前記流体受
け部へ移す試みは、実質的に流体の漏れを発生させるようにされている、方法。
【請求項１２】
　第１の本体を備える第１の継手装置と、第２の本体を備える第２の継手装置と；
を含む流体結合システムであって、
　前記第１の本体が、第１の端部に１つの開口部を備える単一ポート、第２の端部に２つ
の開口部を備えるダブルポートを有し、前記単一ポートと前記ダブルポートが、流体連通
のために、前記本体にある分岐チャネルによって相互接続されており；
　前記第２の本体が、第１の端部に１つの開口部を備える単一ポート、第２の端部に２つ
の開口部を備えるダブルポートを備え、前記単一ポートと前記ダブルポートが、流体連通
のために、前記本体にある分岐チャネルによって相互接続されており；
　前記第１の本体のダブルポートが、前記第２の本体のダブルポートに接続して、封止さ
れたチャネルを形成し、前記第１の本体の単一ポートを前記第２の本体の単一ポートに接
続するように構成されている、システム。
【請求項１３】
　前記第１および第２の継手装置が同一である、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記第１および第２の継手装置が、前記第１の本体の２つの開口部と前記第２の本体の
２つの開口部との摩擦係合を可能にして、前記封止されたチャネルを形成するように構成
されている、請求項１２または１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記第１の本体が少なくとも１つの第１のラッチ部材を有し、および第２の本体が少な
くとも１つの第２のラッチ部材を有し、前記第１のラッチ部材が、前記第２のラッチ部材
に干渉するように係合して、分離に対する前記第１および第２の継手装置の抵抗性を高め
るように構成されている、請求項１２～１４のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記第１のラッチ部材が前記第１の本体の前記主要部分に対して可動であり、前記第１
のラッチ部材と第２のラッチ部材の係合を解除できる、請求項１２～１５のいずれか一項
に記載のシステム。
【請求項１７】
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　前記第１の本体のダブルポートが、雄型のシリンダー状取付具と、雌型のシリンダー状
取付具とを有し、前記第１の本体の２つの開口部が各々、前記２つの開口部のそれぞれに
ある、請求項１２～１６のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１８】
　少なくとも２つの雄型および／または雌型コネクタを有する第１の継手装置；
　前記第１の継手装置の少なくとも２つの雄型および／または雌型コネクタと封止式に係
合するように構成された少なくとも２つの雄型および／または雌型コネクタを有する第２
の継手装置；
を含む流体ライン継手装置のキットであって、
　前記第１および第２の継手装置の各々が、前記少なくとも２つの雄型および／または雌
型コネクタが１つ残らず、前記第１および第２の継手装置の各々の単一のそれぞれのポー
トに流体的に結合されるように構成されており；
　前記第１および第２の継手装置の各々が、さらに、前記第２の継手装置の少なくとも２
つの雄型および／または雌型コネクタが前記第１の継手装置の前記少なくとも２つの雄型
および／または雌型コネクタと封止式に係合するように構成されるとき、前記第１の継手
装置の前記単一のそれぞれのポートからの流れが前記第１および第２の継手装置の各々の
前記少なくとも２つの雄型および／または雌型コネクタの双方を通って前記第２の継手装
置の前記単一のそれぞれのポートまで流れるように、構成されている、キット。
【請求項１９】
　前記第２の継手装置の少なくとも２つの雄型および／または雌型コネクタが封止式に係
合するように構成されるときに、相互に係合されるように構成されている前記第１および
第２の継手装置の各々のラッチ部品をさらに含む、請求項１８に記載のキット。
【請求項２０】
　少なくとも２つの雄型および／または雌型コネクタをそれぞれ有する第３および第４の
継手装置をさらに含み、前記雄型および／または雌型コネクタは、前記第３および第４の
継手装置の他方の継手装置の少なくとも２つの雄型および／または雌型コネクタと封止式
に係合するように構成され、かつ前記第３および第４の継手装置の少なくとも双方が前記
第１および第２の継手装置のいずれかの前記少なくとも２つの雄型および／または雌型コ
ネクタと封止式に係合できないようにさらに構成されている、請求項１８または１９に記
載のキット。
【請求項２１】
　前記第３および第４の継手装置が、互いに相互接続できるようにするが前記第１および
第２の継手装置のいずれかとの相互接続を防止する干渉部材を備えて構成され、かつ前記
第３および第４の継手装置の少なくとも一方の前記少なくとも２つの雄型および／または
雌型コネクタが、前記干渉部材による係合がなければ、前記第１および第２の継手装置の
少なくとも一方の前記少なくとも２つの雄型および／または雌型コネクタを封止式に係合
できるようにさらに構成されている、請求項２０に記載のキット。
【請求項２２】
　前記第１および第２の継手装置が同一に構成されている、請求項１９～２１のいずれか
一項に記載のキット。
【請求項２３】
　前記第１および第２の継手装置が、二部品型を用いて成形できるように構成されている
、請求項２２に記載のキット。
【請求項２４】
　第１の源のチャネルを第１の行先チャネルに接続して連続的な流路を形成すること；
　流体を、前記第１の源のチャネルを通して前記第１の行先チャネルまで流すことであっ
て、前記流すことが、前記流れを別個の分岐流に分けてから、前記源のチャネルと行先チ
ャネルとの合流点で前記流れを再合流させることを含むこと
を含む、流体を搬送する方法。
【請求項２５】
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　前記第１の源のチャネルおよび前記第１の行先チャネルと第２の源および第２の行先チ
ャネルとを備えるキットを提供すること、および前記第１の源のチャネルを前記第２の行
先チャネルに接続することを防止することをさらに含む、請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　前記防止することが、前記第１の源のチャネルが前記第２の行先チャネルに接続される
または前記第２の源のチャネルが前記第１の行先チャネルに接続される場合に、前記分岐
流の一方に漏れが生じることを含む、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記防止することが、前記第１の源のチャネルが前記第２の行先チャネルに接続される
または前記第２の源のチャネルが前記第１の行先チャネルに接続される場合に、前記分岐
流の一方の全体に漏れが生じることを含む、請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記防止することが、前記接続に使用される継手装置の予め定められた向きが、前記又
状分岐流の一方の全体の前記漏れを防止するために必要であり、およびこの向きの結果、
前記第１の源のチャネルに取り付けられた前記継手装置の干渉する部分が、前記第２の行
先チャネルに取り付けられた継手装置の一部分と干渉係合されるようになるか、または前
記第２の源のチャネルに取り付けられた前記継手装置の干渉する部分が、前記第１の行先
チャネルに取り付けられた継手装置の一部分と干渉係合されるようになることを確実にす
ることを含む、請求項２６に記載の方法。
【請求項２９】
　流体を搬送する流体チャネルと、前記チャネルを相互接続するように構成された継手装
置とを備える装置；
を含む、流体ラインを不適切な相互接続から守る流体回路を有するキットであって、
　前記継手装置が、各継手装置対の複数のコネクタを封止式に係合することに関して、接
続時に、各継手装置対がそれぞれの継手装置を通る流れを分割しかつ前記それぞれの継手
装置対の端部において前記流れを再び一緒にするように方向付けられるように、構成され
ており、前記コネクタの配置が、相互接続する継手装置に対する前記継手装置の可能な向
きを限定するようにされている、キット。
【請求項３０】
　前記継手装置が、継手装置対の前記複数のコネクタを位置合わせして相互に封止係合す
る試みが行われるときに、相互に干渉する干渉要素を備えるように構成されている、請求
項２９に記載のキット。
【請求項３１】
　相互接続できる継手装置対が、継手装置対の各部材の軸を、それらが平行となるように
位置合わせすることを必要とするように構成されている、請求項２９または３０に記載の
キット。
【請求項３２】
　相互接続できる継手装置対が、各継手装置の前記複数のコネクタをそれぞれの共通の軸
上に位置決めすることを必要とするように構成されている、請求項３０または３１に記載
のキット。
【請求項３３】
　前記継手装置が、前記コネクタが相互に位置合わせされるようにいくつかの対の前記継
手装置が方向付けられるとき、それらを封止式に係合できるように配置された干渉要素を
含み、前記方向付けは、前記継手装置の相互干渉を発生させて、それらの相互接続を防止
するようにする、請求項２９～３２のいずれか一項に記載のキット。
【請求項３４】
　前記継手装置が、前記コネクタが相互に位置合わせされるようにいくつかの対の前記継
手装置が方向付けられるとき、それらを封止式に係合できるように配置された干渉要素を
含み、前記方向付けは、前記干渉要素を位置決めしてそれらが干渉しないようにし、それ
により、前記いくつかの対を相互接続できるようにする、請求項２９～３３のいずれか一
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項に記載のキット。
【請求項３５】
　流体を搬送するチャネルを備える装置と、前記チャネルを相互接続する継手装置とを含
むキットを提供すること；
　各継手装置対の複数のコネクタを封止式に係合することに関して、接続時に、各継手装
置対がそれぞれの継手装置を通る流れを分割しおよび前記それぞれの継手装置対の端部に
おいて前記流れを再び一緒にするように、前記継手装置の少なくとも１つを方向付けるこ
とであって、前記コネクタの配置が、相互接続する継手装置に対する前記継手装置の可能
な向きを限定するようにされていること
を含む、流体回路を不適切な相互接続から守る方法。
【請求項３６】
　前記継手装置の前記少なくとも１つが、接続時に、そこを通る流れを分割しないものを
含む複数の継手装置の配置の一部である、請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
　前記複数の継手装置の配置の継手装置が固く相互接続されて、それぞれの対にされた継
手装置に対して継手装置の全部材を同時に位置決めしかつ方向付ける、請求項３５または
３６に記載の方法。
【請求項３８】
　前記複数の継手装置の配置が、それらの前記継手装置間で流体連通するように選択的に
結合するために構成されているマニホールドを含む、請求項３５～３７のいずれか一項に
記載の方法。
【請求項３９】
　前記複数の継手装置の配置が、別個の流体チャネルを有する継手装置を含む、請求項３
５～３７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４０】
　前記方向付けが、各継手装置対の前記複数のコネクタが封止式に係合されるとき、前記
干渉要素が相互干渉せずに、前記継手装置対の前記部材を一体にまとめることができるよ
うに、各継手装置対の干渉要素を位置決めすることを含む、請求項３５～３９のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項４１】
　前記方向付けが、継手装置対の各部材の軸を、それらが平行となるように位置合わせす
ることを含む、請求項３５～４０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４２】
　前記位置合わせによって、各継手装置の前記複数のコネクタをそれぞれの共通の軸上に
位置決めする、請求項３５～４１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４３】
　前記提供が、前記継手装置の干渉要素を有する複数の継手装置を提供することを含み、
前記干渉要素が、それらのコネクタを封止式に係合するようにそれぞれの対の前記継手装
置を方向付けることによって前記継手装置の相互干渉を発生させ、それによりそれらの相
互接続を防止するように配置されている、請求項３５～４２のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項４４】
　前記方向付けが、互いに封止式に係合できるようにそれぞれの軸が位置合わせされて、
各継手装置対の前記複数のコネクタが位置決めされるときに干渉するように特定の継手装
置対の干渉要素を位置決めし、それにより、前記特定の継手装置対の相互接続を防止する
ことを含む、請求項３５～４３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４５】
　１組の継手装置；
を含む、材料搬送の誤接続を防止するシステムであって、
　前記１組の各継手装置が、流体などの材料を送り出すまたは受け取るＮ個の流体チャネ
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ルを有し；
　前記１組の各継手装置が、前記Ｎ個の材料チャネルに接続されたＮ＋１個のコネクタを
有し、前記Ｎ個の材料チャネルの少なくとも１つが又状分岐され、かつ複数のコネクタと
接続されており；
　前記１組の各継手装置が、前記Ｎ＋１個のコネクタのうちの１つから漏れがない状態で
、そのＮ＋１個のコネクタを前記１組の少なくとも１つの他の継手装置の少なくともＮ＋
１個のコネクタと接続するように構成されており；
　前記１組の各継手装置が、前記Ｎ＋１個のコネクタのうちの１つから漏れがない状態で
、そのＮ＋１個のコネクタと前記１組の少なくとも別の継手装置の前記少なくともＮ＋１
個のコネクタとの前記接続を防止するように構成されており；
　それにより、前記１組が、継手装置の様々な一意の継手対を形成できる様々な継手装置
を形成し、それにより、継手装置の誤接続を防止する、システム。
【請求項４６】
　前記１組の第１の継手装置が、前記１組の第２の継手装置と干渉するように位置決めさ
れ、付形され、およびそのようなサイズにされた干渉部材を有する、請求項４５に記載の
システム。
【請求項４７】
　前記１組の第１の継手装置が、前記Ｎ＋１個のコネクタが前記１組の別の継手装置のＮ
＋１個のコネクタと接続するように位置決めされるとき、前記１組の第２の継手装置と干
渉するように位置決めされ、付形され、およびそのようなサイズにされた干渉部材を有し
、前記第１の継手装置が、前記第２の継手装置と結合できないようにする、請求項４５に
記載のシステム。
【請求項４８】
　前記コネクタが、雄型および雌型コネクタ、当接タイプのコネクタ、および／または針
および隔壁タイプのコネクタを含む、請求項４５、４６、または４７に記載のシステム。
【請求項４９】
　前記１組の前記継手装置のいくつかが、又状分岐している前記Ｎ個の材料チャネルの少
なくとも１つのコネクタをブロックすることによって漏れを防止するように構成されかつ
そこに接続されているコネクタを有する、請求項４５に記載のシステム。
【請求項５０】
　前記１組の前記継手装置のいくつかが、又状分岐チャネルのコネクタから材料を受け取
るまたはそこへ材料を搬送するための連続的な又状分岐チャネルを形成することによって
漏れを防止するように構成されたコネクタを有する、請求項４５に記載のシステム。
【請求項５１】
　前記継手装置を、１つの継手装置の前記Ｎ＋１個のコネクタが別の継手装置に接続され
かつ前記１つの継手装置と別の継手装置との間に材料の流れが確立されるとき、前記流れ
の少なくとも一部分がその前記又状分岐チャネルの１つを通って分割されるように、構成
している、請求項４５に記載のシステム。
【請求項５２】
　前記継手装置を、１つの継手装置の前記Ｎ＋１個のコネクタが別の継手装置に接続され
かつ前記１つの継手装置と別の継手装置との間に材料の流れが確立されるとき、その前記
又状分岐チャネルの１つを通って通常は流出する前記流れの少なくとも一部分が阻止され
るように、構成している、請求項４５に記載のシステム。
【請求項５３】
　もっぱら、予め決められた１組のプロセスにおいて使用するためまたは予め決められた
１組の装置と共に使用するために、請求項４５～５２のいずれか一項に記載のシステムに
適合する継手装置を提供することを含む、安全システムを提供する方法。
【請求項５４】
　前記１組の流体継手装置の予め定められたサブセットが、もっぱら、予め定められたク
ラスの材料容器に接続される、請求項５３に記載の方法。
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【請求項５５】
　前記１組の流体継手装置の予め定められたサブセットが、もっぱら、予め定められたク
ラスの医療機器に接続される、請求項５３または５４に記載の方法。
【請求項５６】
　一意の相互接続可能な対を形成する１組の継手装置であって、それにより、互換性のあ
るおよび互換性のない継手装置の組を形成する、１組の継手装置；
を含む、材料搬送要素を相互接続するためのシステムであって、
　前記システムが、前記１組の継手装置のうちの１つが予め取り付けられた容器および他
の医療用流体源を含み；
　前記システムが、前記１組の継手装置のうちの１つがさらに予め取り付けられた医療機
器を含み；
　各継手装置が、互換性のある継手装置に接続されるとき、流体を少なくとも１つの内部
フローチャネルに通過させ、かつ互換性のない継手装置と接続される場合には、前記少な
くとも１つの内部フローチャネルから流体を漏らすように構成されている、システム。
【請求項５７】
　流体を搬送するチャネルを備える装置と、前記チャネルを相互接続する継手装置とを含
むキットを提供すること；
　各継手装置対の複数のコネクタを封止式に係合することに関して、接続時に、各継手装
置が、それぞれの継手装置を通る流れを分割する又状分岐チャネルの対を有し、別の又状
分岐チャネルを備える接続された継手装置が、前記それぞれの継手装置対の端部において
前記流れを再び一緒にするように、前記継手装置のうちの少なくともいくつかを方向付け
ることであって、前記コネクタの配置が、相互接続する継手装置に対する前記継手装置の
可能な向きを限定するようにされていること；
を含む、流体ラインを不適切な相互接続から守る方法であって、
　前記継手装置の少なくとも１つが、前記一対の継手装置の少なくとも１つの非又状分岐
チャネルを含み、単一のコネクタによって、前記一対の継手装置の他方の非又状分岐チャ
ネルに接続する、方法。
【請求項５８】
　前記方向付けが、各継手装置対の前記複数のコネクタが封止式に係合されるとき、前記
干渉要素が相互干渉せずに、前記継手装置対の部材を一体にまとめることができるように
各継手装置対の干渉要素を位置決めすることを含む、請求項５７に記載の方法。
【請求項５９】
　前記方向付けが、継手装置対の各部材の軸を、それらが平行となるように位置合わせす
ることを含む、請求項５７または５８に記載の方法。
【請求項６０】
　前記位置合わせによって、各継手装置の前記複数のコネクタをそれぞれの共通の軸上に
位置決めする、請求項５８または５９に記載の方法。
【請求項６１】
　前記提供が、コネクタを封止式に係合するためにそれぞれの対の前記継手装置を方向付
けることによって前記継手装置の相互干渉を発生させ、それによりそれらの相互接続を防
止するように配置された前記継手装置の干渉要素を有する複数の継手装置を提供すること
を含む、請求項５７～６０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６２】
　前記方向付けが、特定の継手装置対の干渉要素を位置決めして、各継手装置対の前記複
数のコネクタが、互いに封止式に係合できるようにそれぞれの軸が位置合わせされて位置
決めされ、それにより前記特定の継手装置対の相互接続を防止するときに、前記干渉要素
が干渉するようにすることを含む、請求項５７～６１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６３】
　コネクタをそれぞれ有する継手装置であって、前記コネクタが、前記継手装置の他方の
継手装置対応するコネクタに封止式に係合する、継手装置；



(9) JP 2014-520237 A 2014.8.21

10

20

30

40

50

を含む、流体チャネル結合システムであって、
　前記継手装置のコネクタの少なくとも１つが共通ポートと流体連通し、かつ他方の継手
装置が、共通ポートまたは閉鎖体に接続されたコネクタを有し、２つの継手装置の前記コ
ネクタが相互に係合されるとき、前記それぞれのポートの少なくとも１つが別のポートと
流体連通し、かつ前記２つの継手装置の前記コネクタのいくつかが相互に係合されるとき
、流体は、前記それぞれのポートのうちの１つから流出でき、それにより漏れを発生させ
る、システム。
【請求項６４】
　前記継手装置の第１の継手装置が、前記継手装置の第２の継手装置の少なくとも１つの
干渉要素と干渉する少なくとも１つの干渉要素を有して、前記第１の継手装置の両コネク
タが前記第２の継手装置の両コネクタと封止式に係合できないようにする、請求項６３に
記載のシステム。
【請求項６５】
　第１の１つまたは複数の前記継手装置が流体の容器に取り付けられて、前記容器から流
体を除去するためのアクセスポートを形成し、および前記流体の容器の内容物は異なる、
請求項６３または６４に記載のシステム。
【請求項６６】
　前記第１の１つまたは複数の継手装置と互換性がありかつ流体の容器に取り付けられた
第２の継手装置と互換性のない継手装置を有する流体回路をさらに含む、請求項６５に記
載のシステム。
【請求項６７】
　第１の端部に１つの開口部を備える少なくとも１つのポート、および第２の端部に２つ
の開口部を備えるダブルポートを備える本体を有する第１の継手装置を提供することであ
って、前記単一ポートと前記ダブルポートが、流体連通のために、分岐チャネルによって
相互接続されていること；
　前記単一ポートを流体源に取り付け、かつ前記流体源を使用部位に提供すること；
　前記第１の継手装置に対する器具の別の継手装置の互換性に応答して前記流体を消費す
るために前記別の継手装置を選択することであって、前記別の継手装置は、前記ダブルポ
ートにつながる２つのコネクタを含み、前記コネクタの少なくとも１つが、そこを通る流
体の流れを提供するように構成されていること
を含む、第１の継手装置を第２の継手装置へ接続することを防止する方法であって、
　前記開口部間のサイズおよび接続が、前記ダブルポートの前記２つの開口部のうちの一
方を流体受け部に接続しようという任意の試み、および流体を前記流体源から前記流体受
け部へ移す試みは、実質的に流体の漏れを発生させるようにされている、方法。
【請求項６８】
　前記コネクタの他方が、前記ダブルポートの少なくとも１つのポートからブロックされ
るように構成されている、請求項６７に記載の方法。
【請求項６９】
　第１の端部に１つの開口部を備える少なくとも１つのポート、および第２の端部におけ
る複数ポートを備える本体を有する第１の継手装置を提供することであって、前記単一ポ
ートと前記複数ポートが、流体連通のために、分岐チャネルによって相互接続されて、そ
こを通る又状分岐流を発生させること；
　前記単一ポートを流体源に取り付け、かつ前記流体源を使用部位に提供すること；
　前記第１の継手装置に対する器具の別の継手装置の互換性に応答して前記流体を消費す
るために前記別の継手装置を選択することであって、前記別の継手装置が、前記複数ポー
トにつながる複数のコネクタを含み、前記コネクタの少なくとも１つが、そこを通る流体
の流れをもたらすように構成されていること
を含む、第１の継手装置を第２の継手装置へ接続することを防止する方法であって、
　前記開口部間のサイズおよび接続が、前記複数ポートの前記２つの開口部のうちの一方
を流体受け部に接続しようとする任意の試み、および流体を前記流体源から前記流体受け
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部へ移す試みは、実質的に流体の漏れを発生させるようにされている、方法。
【請求項７０】
　前記コネクタのうちの少なくともいくつかが、前記複数ポートの少なくとも１つのポー
トからブロックされるように構成されている、請求項６９に記載の方法。
【請求項７１】
　第１の本体を備える第１の継手装置と、第２の本体を備える第２の継手装置と；
を含む、流体結合システムであって、
　前記第１の本体が、第１の端部に１つの開口部を備える単一ポートと、第２の端部に複
数の開口部を備える複数ポートとを有し、前記単一ポートと前記複数ポートが、流体連通
のために、前記本体にある分岐チャネルによって相互接続されており；
　前記第２の本体が、第１の端部に１つの開口部を備える単一ポート、第２の端部に複数
の開口部を備える複数ポートを有し、前記単一ポートと前記複数ポートが、流体連通のた
めに、前記本体にある分岐チャネルによって相互接続されており；
　前記第１の本体のダブルポートが、前記第２の本体の複数ポートに接続されて、前記第
１の本体の単一ポートを前記第２の本体の単一ポートに接続する封止されたチャネルを形
成するように構成されている、流体結合システム。
【請求項７２】
　前記第１および第２の本体の前記複数ポートが接続のために位置決めされかつ方向付け
られるときに、前記第１の本体が、前記第２の本体の別のポートに接続するために自動的
に位置決めされかつ方向付けられる非分岐チャネルを有する１つまたは複数の別のポート
を含む、請求項７１に記載のシステム。
【請求項７３】
　前記第１および第２の継手装置が同一である、請求項７１または７２に記載のシステム
。
【請求項７４】
　前記第１および第２の継手装置が、前記第１の本体の２つの開口部と前記第２の本体の
２つの開口部の摩擦係合を可能にして、前記封止されたチャネルを形成するように構成さ
れている、請求項７１～７３のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項７５】
　前記第１の本体が少なくとも１つの第１のラッチ部材を有し、および第２の本体が少な
くとも１つの第２のラッチ部材を有し、前記第１のラッチ部材が、前記第２のラッチ部材
に干渉するように係合して、分離に対する前記第１および第２の継手装置の抵抗性を高め
るように構成されている、請求項７１～７４のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項７６】
　第１のラッチ部材が、前記第１の本体の前記主要部分に対して可動であり、前記第１の
ラッチ部材と第２のラッチ部材の係合を解除できる、請求項７１～７５のいずれか一項に
記載のシステム。
【請求項７７】
　前記第１の本体の複数ポートが、雄型のシリンダー状取付具と、雌型のシリンダー状取
付具とを有し、前記第１の本体の２つの開口部が、各々、前記２つの開口部のそれぞれに
ある、請求項７１～７６のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項７８】
　少なくとも２つの雄型および／または雌型コネクタを有する第１の継手装置；
　前記第１の継手装置の少なくとも２つの雄型および／または雌型コネクタと封止式に係
合するように構成された少なくとも２つの雄型および／または雌型コネクタを有する第２
の継手装置；
を含む、流体ライン継手装置のキットであって、
　前記第１および第２の継手装置の少なくとも一方を、前記少なくとも２つの雄型および
／または雌型コネクタが１つ残らず、前記第１および第２の継手装置の前記少なくとも一
方の単一のそれぞれのポートに流体的に結合されるように、構成しており；



(11) JP 2014-520237 A 2014.8.21

10

20

30

40

50

　前記第１および第２の継手装置の一方を、さらに、前記第２の継手装置の少なくとも２
つの雄型および／または雌型コネクタが前記第１の継手装置の前記少なくとも２つの雄型
および／または雌型コネクタと封止式に係合するように構成されかつ前記第１の継手装置
の前記単一のそれぞれのポートからの流れが漏れのない状態で第１の継手装置の前記少な
くとも２つの雄型および／または雌型コネクタの一方または双方を通って前記第２の継手
装置の前記単一のそれぞれのポートまで流れるようにさらに構成されるときに、前記雄型
および／または雌型コネクタの少なくとも一方が、接続された前記雄型および／またはコ
ネクタの一方からの前記流れを捕えるすなわち阻止するように構成されるように、構成し
ている、キット。
【請求項７９】
　前記第２の継手装置の少なくとも２つの雄型および／または雌型コネクタが封止式に係
合するように構成されるときに、相互に係合するように構成された前記第１および第２の
継手装置の各々のラッチ部品をさらに含む、請求項７８に記載のキット。
【請求項８０】
　少なくとも２つの雄型および／または雌型コネクタをそれぞれ有する第３および第４の
継手装置をさらに含み、前記雄型および／または雌型コネクタは、前記第３および第４の
継手装置の他方の少なくとも２つの雄型および／または雌型コネクタと封止式に係合する
ように構成され、かつ前記第３および第４の継手装置の少なくとも双方が前記第１および
第２の継手装置のいずれかの前記少なくとも２つの雄型および／または雌型コネクタと封
止式に係合できないようにさらに構成されている、請求項７８または７９に記載のキット
。
【請求項８１】
　前記第３および第４の継手装置を、互いに相互接続できるようにするが前記第１および
第２の継手装置のいずれかとの相互接続を防止する干渉部材を備えて構成し、かつ前記第
３および第４の継手装置の少なくとも一方の前記少なくとも２つの雄型および／または雌
型コネクタが、前記干渉部材による係合がなければ、前記第１および第２の継手装置の少
なくとも一方の前記少なくとも２つの雄型および／または雌型コネクタを封止式に係合で
きるようにさらに構成している、請求項８０に記載のキット。
【請求項８２】
　前記第１および第２の継手装置が同一に構成されている、請求項７８～８０のいずれか
一項に記載のキット。
【請求項８３】
　前記第１および第２の継手装置を、二部品型を用いて成形できるように構成している、
請求項８２に記載のキット。
【請求項８４】
　第１の源のチャネルを第１の行先チャネルに接続して連続的な流路を形成すること；
　流体を、前記第１の源のチャネルを通して前記第１の行先チャネルまで流すことであっ
て、前記流すことが、前記コネクタを通って流れる前記流れをそれらの境界面において別
個の分岐流に分けてから、前記流れを再合流させることを含むこと
を含む、流体を搬送する方法。
【請求項８５】
　前記第１の源のチャネルおよび前記第１の行先チャネルと第２の源および第２の行先チ
ャネルとを備えるキットを提供すること、および前記第１の源のチャネルを前記第２の行
先チャネルに接続することを防止することをさらに含む、請求項８４に記載の方法。
【請求項８６】
　前記防止することが、前記第１の源のチャネルが前記第２の行先チャネルに接続される
または前記第２の源のチャネルが前記第１の行先チャネルに接続される場合に、前記分岐
流の一方に漏れが生じることを含む、請求項８に記載の方法。
【請求項８７】
　前記防止することが、前記第１の源のチャネルが前記第２の行先チャネルに接続される
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または前記第２の源のチャネルが前記第１の行先チャネルに接続される場合に、分岐流の
一方の全体に漏れが生じることを含む、請求項８６に記載の方法。
【請求項８８】
　前記防止することが、前記接続に使用される継手装置の予め定められた向きが前記分岐
流の一方の全体の前記漏れを防止するために必要とされ、かつこの向きの結果、前記第１
の源のチャネルに取り付けられた前記継手装置の干渉する部分が、前記第２の行先チャネ
ルに取り付けられた継手装置の一部分と干渉係合される、または前記第２の源のチャネル
に取り付けられた前記継手装置の干渉する部分が、前記第１の行先チャネルに取り付けら
れた継手装置の一部分と干渉係合されるようになることを確実にすることを含む、請求項
８７に記載の方法。
【請求項８９】
　流体を搬送する流体チャネルと、前記チャネルを相互接続するように構成された継手装
置とを備える装置；
を含む、流体ラインを不適切な相互接続から守る流体回路を有するキットであって、
　各継手装置対の複数のコネクタを封止式に係合することに関して、接続時に、各継手装
置対が、それぞれの継手装置を通る流れを分割しかつ前記それぞれの継手装置対の端部に
おいて前記流れを阻止するかまたは再び一緒にするときに、前記コネクタの配置が、相互
接続する継手装置に対する前記継手装置の可能な向きを限定するように、前記継手装置を
方向付けるように構成している、キット。
【請求項９０】
　前記継手装置を、継手装置対の前記複数のコネクタを相互に封止係合するために位置合
わせする試みを行うときに相互に干渉する干渉要素を備えて構成している、請求項８９に
記載のキット。
【請求項９１】
　相互接続できる継手装置対を、継手装置対の各部材の軸をそれらが平行となるように位
置合わせする必要があるように構成している、請求項８９または９０に記載のキット。
【請求項９２】
　相互接続できる継手装置対を、各継手装置の前記複数のコネクタをそれぞれの共通の軸
上に位置決めする必要があるように構成している、請求項９０または９１に記載のキット
。
【請求項９３】
　前記継手装置が、前記コネクタが相互に位置合わせされてそれらを封止式に係合できる
ようにいくつかの対の前記継手装置が方向付けられるときに、前記方向付けによって、前
記継手装置の相互干渉を発生させ、それにより相互接続を防止するように配置された干渉
要素を含む、請求項８９～９２のいずれか一項に記載のキット。
【請求項９４】
　前記継手装置が、前記コネクタが相互に位置合わせされてそれらを封止式に係合できる
ようにいくつかの対の前記継手装置が方向付けられるときに、前記方向付けによって、前
記干渉要素を干渉しないように位置決めし、それにより、前記いくつかの対を相互接続で
きるように配置された干渉要素を含む、請求項８９～９３のいずれか一項に記載のキット
。
【請求項９５】
　流体を搬送するチャネルを備える装置と、前記チャネルを相互接続する継手装置とを含
むキットを提供すること；
　各継手装置対の複数のコネクタを封止式に係合することに関して、接続時に、各継手装
置対が、それぞれの継手装置を通る流れを分割し、かつ前記それぞれの継手装置対の端部
において前記流れの１つを阻止するかまたは前記分割された流れを再び一緒にするように
、前記継手装置の少なくとも１つを方向付けることであって、前記コネクタの配置が、相
互接続する継手装置に対する前記継手装置の可能な向きを限定するようになっていること
を含む、流体回路を不適切な相互接続から守る方法。
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【請求項９６】
　前記継手装置の前記少なくとも１つが、接続時に、そこを通る流れを分割しないものを
含む複数の継手装置の配置の一部である、請求項９５に記載の方法。
【請求項９７】
　前記複数の継手装置の配置の継手装置が固く相互接続されて、それぞれの対にされた継
手装置に対して継手装置の全部材を同時に位置決めしかつ方向付ける、請求項９５または
９６に記載の方法。
【請求項９８】
　前記複数の継手装置の配置が、それらの前記継手装置間で流体連通するように選択的に
結合するために構成されたマニホールドを含む、請求項９５～９７のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項９９】
　前記複数の継手装置の配置が、別個の流体チャネルを有する継手装置を含む、請求項９
５～９７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１００】
　前記方向付けが、各継手装置対の前記複数のコネクタが封止式に係合されるとき、前記
干渉要素が相互干渉せずに、前記継手装置対の前記部材を一体にまとめることができるよ
うに各継手装置対の干渉要素を位置決めすることを含む、請求項９５～９９のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項１０１】
　前記方向付けが、継手装置対の各部材の軸を、それらが平行となるように位置合わせす
ることを含む、請求項９５～１００のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０２】
　前記位置合わせによって、各継手装置の前記複数のコネクタをそれぞれの共通の軸上に
位置決めする、請求項９５～１０１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０３】
　前記提供が、それらのコネクタを封止式に係合するためにそれぞれの対の前記継手装置
を方向付けることによって、前記継手装置の相互干渉を発生させ、それによりそれらの相
互接続を防止するように配置された前記継手装置の干渉要素を有する複数の継手装置を提
供することを含む、請求項９５～１０２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０４】
　前記方向付けが、特定の継手装置対の干渉要素を、各継手装置対の前記複数のコネクタ
が互いに封止式に係合できるようにそれぞれの軸が位置合わせされて位置決めされるとき
に、干渉要素が干渉するように位置決めし、それにより前記特定の継手装置対の相互接続
を防止することを含む、請求項９５～１０３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０５】
　１つまたは複数の構成可能な干渉要素を備える少なくとも１つ非丸型のコネクタを有す
る少なくとも１つの継手装置のプラットフォームを有するキットを提供することであって
；前記継手装置のプラットフォームおよび構成可能な干渉要素は、複数の干渉要素構成を
形成するように適合されており、各構成は、少なくとも１つの第１の予め定められた継手
装置の構成との干渉のない接続を可能にし、かつ、機械的な干渉によって、少なくとも１
つの第２の予め定められた継手装置への接続を防止すること；前記少なくとも１つの第１
の予め定められた継手装置の構成を取り付けるために継手装置を構成するために前記キッ
トを使用することを含む、先行する装置またはシステムの請求項のいずれか一項に記載の
継手装置を作製する方法。
【請求項１０６】
　少なくとも２つの異なる継手装置の配置を形成するように修正され得る少なくとも１つ
流体ラインコネクタと少なくとも１つ構成可能な干渉要素とを備える継手装置のプラット
フォームを有するキットを提供すること；
を含む、継手装置の作製方法であって、
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　前記２つの異なる継手装置の配置のうちの第１の配置は、外部継手装置の第１の構成に
接続するのに適しており；
　前記２つの異なる継手装置の配置のうちの第２の配置は、外部継手装置の第２の構成に
接続するのに適しており；
　前記２つの異なる継手装置の配置のうちの前記第２の配置は、前記少なくとも１つ構成
可能な干渉要素の係合に起因する干渉があるが、外部継手装置の前記第１の構成への接続
を防止するように適している、方法。
【請求項１０７】
　前記２つの異なる継手装置の配置のうちの前記第１の配置が、前記少なくとも１つ構成
可能な干渉要素の係合に起因する干渉があるが、外部継手装置の前記第２の構成への接続
を防止するように適合されている、請求項１０９に記載の方法。
【請求項１０８】
　第１の断面形状を有するシーリング部分と、軸に沿って前記接続要素の近位端部からそ
の遠位端部まで延在するルーメンとを備える第１の接続要素；
を含む接続装置であって、
　前記第１の接続要素のシーリング部分が、シールを形成するように構成された少なくと
も１つのエラストマーシール部材を有し；
　前記第１の接続要素が、その遠位端部に、前記第１の断面形状とは異なる第２の断面形
状を備える、付形された部分を有し、前記第１および第２の断面形状が、前記第１の接続
要素に垂直な平面に対して画成される、接続装置。
【請求項１０９】
　前記第１の断面形状が非丸型形状である、請求項１１１に記載の装置。
【請求項１１０】
　第１の断面形状を有するシーリング部分と、第１の接続要素の軸に沿って前記第１の接
続要素の近位端部からその遠位端部まで延在するルーメンとを備える第１の接続要素であ
って；
　前記第１の接続要素のシーリング部分が、シールを形成するように構成された少なくと
も１つのエラストマーシール部材を有し；
　前記第１の接続要素が、その遠位端部に、前記第１の断面形状とは異なる第２の断面形
状を備える、付形された部分を有し、前記第１および第２の断面形状が、前記第１の接続
要素に垂直な平面に対して画成される、第１の接続要素と；
　ルーメンと、前記少なくとも１つエラストマーシール部材とシールを形成するように付
形されたシーリング部分とを有する第２の接続要素であって；
　前記第２の接続要素が、前記第１の接続要素のシーリング部分が前記第２の要素のシー
リング部分とシールを形成できるようにしかつ前記第１の接続要素と同一の別の接続要素
とのシールの形成を防止するように付形された部分を有するが、前記第１の断面形状とは
異なる断面形状にされた、付形された部分を有する、第２の接続要素と
を含む、接続システム。
【請求項１１１】
　長手方向の第１のコネクタであって、その軸に沿って延在しかつ近位端部と遠位端部と
を有するルーメンを有する長手方向の第１のコネクタ；
　前記遠位端部の近位にあるシール面；
を含むコネクタであって、
　前記遠位端部が、前記長手方向の第１のコネクタの挿入を防止して、予め定められた第
２のコネクタとシールを形成するように構成された干渉要素を有する、コネクタ。
【請求項１１２】
　ルーメンを有し、かつ前記第１のコネクタのシール面を係合するように構成されたシー
ル面を有する第３のコネクタ；
を含み、
　前記第３のコネクタが、前記第１のコネクタの干渉要素が前記第３のコネクタの方へ前



(15) JP 2014-520237 A 2014.8.21

10

20

30

40

50

進できるようにするように付形された干渉形体を有して、前記第１のコネクタのシール面
が前記第３のコネクタのシール面に係合してシールを形成するようにする、請求項１１１
に記載のコネクタを含むコネクタセット。
【請求項１１３】
　前記予め定められた第２のコネクタの構成を有する第４のコネクタをさらに含む、請求
項１１２のコネクタセットを含むシステム。
【請求項１１４】
　少なくとも１つのコネクタを備えてそれぞれ構成された継手装置であって、前記継手装
置対にされた他方と流体連通するように接続するために、前記継手装置の前記対にされた
他方に対して予め定められた物理的関係で方向付けられる必要があるように各々構成され
ている継手装置；
を含む、流体ラインを不適切な相互接続から守るシステムであって、
　前記継手装置のうちの少なくともいくつかに、少なくとも１つの干渉要素が配置されて
おり、それにより、前記少なくともいくつかが第１の他の前記継手装置と接続するのを防
止するが、前記少なくともいくつかが第２の他の前記継手装置と接続できるようにし；
　前記継手装置のうちの前記少なくともいくつかが、前記予め定められた方法での前記方
向付けにより、前記少なくともいくつかの各々の前記少なくとも１つの干渉要素を前記第
１の他の継手装置の前記少なくとも１つの干渉要素と干渉係合させるように構成されてお
り；
　前記継手装置の異なる継手装置の前記少なくとも１つの干渉要素が、異なる少なくとも
１つの干渉要素の構成を有して、それらが、前記継手装置の間で互換性のあるおよび互換
性のない対の組を画成するようにする、システム。
【請求項１１５】
　流体を搬送するチャネルを備える装置と、前記チャネルを相互接続する継手装置とを含
むキット；
を含む、流体ラインを不適切な相互接続から守るシステムであって、
　前記継手装置のうちの対にされた継手装置の少なくとも１つのコネクタに接続するため
に、前記継手装置の各々が、予め定められた物理的関係で方向付けられる必要のある少な
くとも１つのコネクタを備えて構成されており；
　前記継手装置のうちの少なくともいくつかに、少なくとも１つの干渉要素が配置されて
おり、それにより、前記少なくともいくつかが第１の他の前記継手装置と接続するのを防
止するが、前記少なくともいくつかが第２の他の前記継手装置と接続するようにし；
　前記継手装置のうちの前記少なくともいくつかが、前記予め定められた方法での前記方
向付けによって、前記少なくともいくつかの各々の前記少なくとも１つの干渉要素を、前
記第１の他の継手要素の前記少なくとも１つの干渉要素と干渉係合させるように構成され
ている、システム。
【請求項１１６】
　前記継手装置のうちの少なくともいくつかの各々の前記少なくとも１つのコネクタが、
非丸型のコネクタ、または前記少なくともいくつかの各々において、単一のチャネルに合
流する又状分岐チャネルに各々接続された複数のコネクタである、請求項１１５に記載の
システム。
【請求項１１７】
　一意の相互接続可能な対を形成する１組の継手装置であって、それにより、互換性のあ
るおよび互換性のない対の組の継手装置を形成する、継手装置；
を含む、材料搬送要素を相互接続するためのシステムにおいて、
　前記システムが、容器と、前記組の継手装置の１つが予め取り付けられた他の医療用流
体源とを含み；
　前記システムが、前記組の継手装置の１つがさらに予め取り付けられた医療機器を含み
；
　各継手装置が、流体を、互換性のある継手装置に接続されるとき、少なくとも１つの内
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部フローチャネルを通過させ、かつ互換性のない継手装置に接続される場合、前記少なく
とも１つの内部フローチャネルから流体を漏らすように構成している、システム。
【請求項１１８】
　第２のポートを備える第２の共通チャネルを有する第１の本体を備える第１の継手装置
；
を含む、継手装置対であって、
　前記第１の共通チャネルが、別個の第１のコネクタに接続される第２の又状分岐チャネ
ルに又状分岐し；
　第２の本体を備える第２の継手装置が第２のチャネルを有し；
　前記又状分岐チャネルが封止式に係合され、かつ前記第２の継手装置の第２のチャネル
に接続されるように、前記別個の第１のコネクタに接続するように前記第２の共通チャネ
ルを構成している、継手装置対。
【請求項１１９】
　長手方向の第１のコネクタであってその軸に沿って延在するルーメンを有し、かつ近位
端部と遠位端部とを有する長手方向の第１のコネクタ；
　前記遠位端部の近位にあるシール面；
を含む、コネクタであって、
　前記遠位端部が、前記長手方向の第１のコネクタを差し込めないようにして、予め定め
られた第２のコネクタとシールを形成するように構成するようにされている干渉要素を有
する、コネクタ。
【請求項１２０】
　前記継手装置のうちの対にされた継手装置の前記少なくとも１つのコネクタに接続する
ために、予め定められた物理的関係で方向付けられる必要のある少なくとも１つのコネク
タを備えて各々が構成されている継手装置；
を含む、流体ラインを不適切な相互接続から守るシステムであって、
　前記継手装置のうちの少なくともいくつかに、少なくとも１つの干渉要素が配置されて
おり、それにより、前記少なくともいくつかが第１の他の前記継手装置と接続するのを防
止するが、前記少なくともいくつかが第２の他の前記継手装置と接続できるようにし；
　前記前記継手装置のうちの少なくともいくつかが、前記予め定められた方法での前記方
向付けによって、前記少なくともいくつかの各々の前記少なくとも１つの干渉要素を前記
第１の他の継手装置の前記少なくとも１つの干渉要素と干渉係合させるように、構成され
ている、システム。
【請求項１２１】
　前記継手装置のうちの少なくともいくつかの各々の前記少なくとも１つのコネクタが、
非丸型のコネクタ、または前記少なくともいくつかの各々において単一のチャネルに合流
する又状分岐チャネルに各々接続された複数のコネクタである、請求項１２０に記載のシ
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
　本出願は、２０１１年６月８日出願の米国仮特許出願第６１／４９４，５０４号の利益
を主張し、その全体を参照することにより本願明細書に援用する。
【０００２】
　継手装置、方法、およびシステムが、例えば、気体や液体の流体搬送の誤接続を防止す
る。
【背景技術】
【０００３】
　流体継手装置は、流体流路を接続するために、例えば、容器などの流体源を、患者の輸
液ラインなどの消費ラインまたは装置に結合するために作製されてきた。流体ライン源お
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よびシンクは、気体や液体のためのもの、またはエアゾール固体、多相流、加圧流体、加
圧されていない流体、粒状材料などの固体の流動化流（ｆｌｕｉｄｉｚｅｄ　ｆｌｏｗ）
などのためのものも含み得る。多くの応用が、装置、マニホールドなどを含む不適切なま
たは不適合の源と消費者との間で誤接続が行われると生じる可能性のある危険を伴う。こ
れは、複数の流体源および消費者が存在する環境、例えば全てチューブを通して供給され
る、複数成分の薬剤および薬物を用いる臨床的な治療環境において、発生し得る。単一の
治療装置は、単一のシステムの様々な源および消費者部分への複数の接続を行うことを含
んでもよいことが多い。これらの継手の多くは、急速着脱式の継手部材を備え、源から効
率的に接続および分離できるようにする。
【０００４】
　病院および他の医療施設では、供給物は、気体および／または液体を供給するための複
数の排出口を備えるマニホールドに組み込まれ得る。供給ラインを接続するときには、確
実に適切な接続を行うように注意する必要がある。誤接続は死に至ることが知られており
、例えば、血圧計カフ用の圧力ラインを注入ポートに接続すると、患者の血液に空気が注
入されて、致死的な空気塞栓症を発生させる。これらのコネクタは互換性があったため、
接続を容易に行えた。米国の食品医薬品局（ＦＤＡ：Ｆｏｏｄ　ａｎｄ　Ｄｒｕｇ　Ａｄ
ｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ）のＭａｕｄｅデータベースに報告されているいくつかの例も
、操作者の誤用によって、似てもいないコネクタが強制的に一緒にされる場合の強制的な
誤接続が、患者に危害を加えることを示している。米国のＦＤＡは、いくつかの規制基準
機関；国際標準化機構（ＩＳＯ）、医療器具開発協会（ＡＡＭＩ）、および米国規格協会
（ＡＮＳＩ）と一緒に、これらの問題の解決法を見つけるために数年にわたり活動してき
た。これは、難しい問題であり、幅広い医療用品において用いられている多くの既存のコ
ネクタシステムによってさらに複雑になっている。提案された多くの解決法は複雑であり
、かつ製造するのが困難である。例えば、なかには、複動型（ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｔ
ｉｏｎ）の射出成形と高い許容差とを必要とするものがある。一部の応用では、使い捨て
できる無菌の医療用チューブセットなど、可能な限りコストを低くする必要がある。提案
された他の流体継手装置は、大型で扱いにくいか、または使用が困難である。さらに他の
ものは、不適切な接続を明らかにすることには限界があり、かつまた、基本的な構成によ
って可能にされる、相互接続可能な集団および非相互接続可能な集団の多様性に限界があ
る。不適合の流体結合を防止または阻止する流体継手装置の分野の改良が継続的に必要と
されている。公知のシステムは、米国特許第４２１１４３９号明細書、同第４６１９６４
０号明細書、同第４７９０５６７号明細書、同第５７２５５１１号明細書、同第６４０２
２０７号明細書、同第６１６８２０９号明細書、同第６００７１０７号明細書、米国再発
行特許第３８２０４号明細書、米国特許第６４９９７１９号明細書、および米国特許出願
公開第２００６００４７２５１号明細書、同第２００８００７７１７６号明細書、同第２
０１１０２０３５８２号明細書、同第２０１００２８３２３８号明細書、および同第２０
１１０１４４６２６号明細書に説明されている。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　開示の主題は、工業規格のコネクタを含む他の装置またはラインに取り付けられたコネ
クタの誤接続を防止または阻止する、または不可能にする、流体（多相流、流動固体、非
レオロジー流体、粒状材料などの他の媒質を含む）の継手装置、方法、およびシステムの
実施形態を含む。実施形態は、公知のシステムにおけるよりも、不適切なコネクタを取り
付けたことから、逃れるがより困難となる。実施形態では、これは、標準的なコネクタな
どの、互換性のないコネクタを強制的に接続しようと試みる場合でも、周囲への漏れ経路
を発生させることによって達成される。
【０００６】
　実施形態では、継手装置は、第１の流れポートが第１の継手装置に接続されるコネクタ
配置を含み、この第１の継手装置は、共通のチャネルから延在する又状分岐チャネルと連
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通し、この共通のチャネルは、又状分岐チャネルを第２の継手装置の共通ポートへ合流さ
する。実施形態では、２つの又状分岐チャネルは、各々、継手装置間の境界面にある複数
のコネクタに接続される。特定の例では、一方の継手装置は、雄型コネクタ、雄型コネク
タと雌型コネクタの組み合わせ、または雌型コネクタのみを有し得る。同じ種類の他方の
継手装置（すなわち、１つの継手装置とかみ合うことができる継手装置）は、少なくとも
１つの相補的なセットのコネクタを有する。各継手装置は、複数のコネクタ（例えばこの
場合雄型および雌型）の全てが互換性のある継手装置に接合されるときにのみ、互換性の
ある継手装置にかみ合い（互換性のあるは、本出願人らは、継手装置と完全に流体的に接
続し得る構成の継手装置を意味している）、および継手装置に設けられたいずれかの干渉
要素は、コネクタによってシールを形成できる。コネクタは、任意のタイプとしてよく、
雄型または雌型と特徴づけられるような陥入タイプのコネクタが、単に例として説明され
ていることに留意されたい。例えば、当接タイプの圧縮シールまたは他の封止係合は、使
用されるコネクタのいずれかに用い得る。複数のコネクタの代わりに、単一の非丸型のコ
ネクタを使用する代替的な実施形態も説明する。単一の非丸型のコネクタは継手装置を位
置合わせし、それにより、干渉要素の複数の構成を用いることができるようにし得る。
【０００７】
　継手装置のコネクタのいずれかが別の継手装置のコネクタに適切にかみ合わない場合、
各側にあるコネクタがそれぞれのチャネルに接合されるため、不適切にかみ合った継手装
置は漏れを生じる。１つの完成流体接続中の流れは、不完全な、すなわち接続欠陥から漏
れ得る。実施形態では、継手装置は、互換性のあるおよび互換性のない組を形成するよう
に構成され得る。互換性のある継手装置は、かみ合うことができるものであり、および互
換性のない継手装置は、かみ合うことができないものである。コネクタの配置、コネクタ
の数、コネクタの形状、または干渉要素の配置、形状、タイプ、サイズなどを提供するこ
とによって様々な形態をなしてもよく、それにより、２つの継手装置を不適切に結合しよ
うとする任意の試みが、１つまたは複数のコネクタの不完全なかみ合いをもたらし、それ
により流体の漏れを発生させ、継手が係合できず、または他の方法で接続しようとする試
みを失敗させることを確実にする。
【０００８】
　上述の開示およびさらなる開示から、システムが、互換性があるべきそれぞれの互換性
のある継手装置とは互換性のない継手装置のファミリーと互換性のある（かみ合うことが
できる）継手装置を提供することも明らかである。それゆえ、マスタ継手装置Ａは、継手
装置ＢおよびＣ（ＢとＣは異なる種類である）と互換性があってもよい。それゆえ、Ｂは
、Ｄと互換性があってもよく、およびＣはＥと互換性があってもよいが、ＢはＥと互換性
がなく、およびＣはＤと互換性がないとし得る。それゆえ、設計者は、様々な相互接続の
スキームを形成し得る。例えば、流体源は、消費装置に取り付けられた継手装置の種類に
適合するマスタ継手装置を備えるようにすることによって、様々な異なる「クライアント
」消費装置と互換性のあるようにし得る。しかし、他の流体源は、それぞれ、クライアン
トの一方とのみそれぞれ接続できかつ他方との接続を防止するコネクタの種類を備えても
よい。
【０００９】
　継手装置システムまたはスキームは、別の組の実施形態の形式で、各々又状分岐チャネ
ルを備える２つの継手装置を有する代わりに、一方の継手装置のみが又状分岐チャネルを
有するように拡張し得る。他方の継手装置は、又状分岐チャネルを備える継手装置のコネ
クタのうちの１つのために閉鎖体を有する。閉鎖体を備える継手装置は、そのフローチャ
ネルを、又状分岐チャネルを備える開いているコネクタの継手装置のフローチャネルに接
続するコネクタを有する。実施形態では、閉鎖体を備える継手装置は、流体源などの安全
なラインにおいてのみ使用され、危険な流体を行先まで、例えば漂白剤を輸液ラインまで
搬送してそこで被害をもたらし得るのに使用され得る閉鎖体を備える継手装置での不良（
ｒｏｇｕｅ）コネクタの使用を防止する。
【００１０】
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　実施形態では、使用者による選択的な強制および強制機構を逃れるのを防止することの
有効性は、完全かつ漏れのない接続を形成するためにコネクタに特定の相互方向付けが必
要であることを複数のコネクタが必要とするという事実から、高められている。例えば雄
型の第１のコネクタを雌型の他方のコネクタに接続すると同時に雌型の第１のコネクタを
雄型の他方のコネクタに接続することによって完全な接続を作製するために、継手装置を
互いに対して相互に方向付けることが必要である。この向きを確実にすることによって、
異なる構成のコネクタ間で様々なタイプの選択性を提供できる干渉部材のアレイを提供す
ることが可能になる。これは、継手装置が適切に方向付けられる条件の結果、確実に干渉
係合される選択点に干渉要素を配置できるためである。他の箇所で述べた通り、コネクタ
は、必ずしも雄型および／または雌型タイプではないことに留意されたい。
【００１１】
　開示の主題の実施形態の目的および利点は、添付図面と併せて考慮するときに、以下の
説明から明らかとなる。
【００１２】
　以下、添付図面を参照して実施形態を詳細に説明する。図面では、同様の参照符号は同
様の要素を表す。添付図面は、必ずしも縮尺通りではない。適用できる場合、いくつかの
特徴は、基礎となる特徴の説明を支援するために図示されなくてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１Ａ】誤接続の防止、製造の経済性および小型化を含む利点をもたらす開示の継手装
置の実施形態の、実施形態の概略的な特徴を示す。
【図１Ｂ】誤接続の防止、製造の経済性および小型化を含む利点をもたらす開示の継手装
置の実施形態の、実施形態の概略的な特徴を示す。
【図１Ｃ】誤接続の防止、製造の経済性および小型化を含む利点をもたらす開示の継手装
置の実施形態の、実施形態の概略的な特徴を示す。
【図１Ｄ】誤接続を防止する干渉特徴を含む、図１Ａおよび図１Ｂの継手装置の実施形態
の変形例を示す。
【図１Ｅ】誤接続を防止する干渉特徴を含む、図１Ａおよび図１Ｂの継手装置の実施形態
の変形例を示す。
【図１Ｆ】継手装置の誤接続を防止するコネクタの形状の特徴を含む図１Ａおよび図１Ｂ
の継手装置の実施形態の別の変形例を示す。
【図１Ｇ】互換性のない継手装置の上首尾のかみ合いを防止するために、継手装置の角度
および／または位置の不一致を使用し得る方法を示す継手装置の配置を示す。
【図１Ｈ】互換性のない継手装置の上首尾のかみ合いを防止するために、継手装置の角度
および／または位置の不一致を使用し得る方法を示す継手装置の配置を示す。
【図１Ｊ】互換性のない継手装置の上首尾のかみ合いを防止するために、継手装置の角度
および／または位置の不一致を使用し得る方法を示す継手装置の配置を示す。
【図１Ｋ】開示の実施形態において用いられ得る特徴を示し、この特徴は、二部品の単動
型構成においてＹ字路を形成する方法を含む。
【図１Ｌ】複数のコネクタ配置を封止できるようにするために、キャップとシールを形成
するための環状のリムが設けられた特徴を示す。
【図１Ｍ】開示の主題の別の実施形態による相補的なコネクタの特徴を示す。
【図１Ｎ】変形例を示すために、全体的な継手装置の実施形態を示す。
【図１Ｐ】変形例を示すために、全体的な継手装置の実施形態を示す。
【図１Ｑ】変形例を示すために、全体的な継手装置の実施形態を示す。
【図２Ａ】二部品の単動成形から作製できる非対称的な設計の継手アセンブリの実施形態
を示す。
【図２Ｂ】二部品の単動成形から作製できる非対称的な設計の継手アセンブリの実施形態
を示す。
【図２Ｃ】二部品の単動成形から作製できる非対称的な設計の継手アセンブリの実施形態
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を示す。
【図２Ｄ】二部品の単動成形から作製できる非対称的な設計の継手アセンブリの実施形態
を示す。
【図３Ａ】図２Ａ～２Ｄの構成で使用し得るキャップとシーリングのアセンブリを示す。
【図３Ｂ】図２Ａ～２Ｄの構成で使用し得るキャップとシーリングのアセンブリを示す。
【図３Ｃ】図２Ａ～２Ｄの構成で使用し得るキャップとシーリングのアセンブリを示す。
【図４Ａ】ロッキングスキームを特に示す、非対称的な設計の結合システムの実施形態を
示す。
【図４Ｂ】ロッキングスキームを特に示す、非対称的な設計の結合システムの実施形態を
示す。
【図４Ｃ】別のロッキングスキームを備える結合システムを示す。
【図４Ｄ】別のロッキングスキームを備える結合システムを示す。
【図５Ａ】適切な接続のほかは全て困難にするかまたは行うことを不可能にする様々な干
渉のスキームを特に示す非対称的な設計の結合システムの様々な実施形態を示す。
【図５Ｂ】適切な接続のほかは全て困難にするかまたは行うことを不可能にする様々な干
渉のスキームを特に示す非対称的な設計の結合システムの様々な実施形態を示す。
【図５Ｃ】適切な接続のほかは全て困難にするかまたは行うことを不可能にする様々な干
渉のスキームを特に示す非対称的な設計の結合システムの様々な実施形態を示す。
【図５Ｄ】適切な接続のほかは全て困難にするかまたは行うことを不可能にする様々な干
渉のスキームを特に示す非対称的な設計の結合システムの様々な実施形態を示す。
【図５Ｅ】適切な接続のほかは全て困難にするかまたは行うことを不可能にする様々な干
渉のスキームを特に示す非対称的な設計の結合システムの様々な実施形態を示す。
【図５Ｆ】適切な接続のほかは全て困難にするかまたは行うことを不可能にする様々な干
渉のスキームを特に示す非対称的な設計の結合システムの様々な実施形態を示す。
【図６】二部品成形プロセスによって継手装置の配置においてＹ字路を形成し得る方法を
示す継手装置の断面を示す。
【図７Ａ】ロッキングおよび保護特徴を備える対称的な実施形態の詳細を示す。
【図７Ｂ】ロッキングおよび保護特徴を備える対称的な実施形態の詳細を示す。
【図７Ｃ】互換性のあるおよび互換性のない組の継手装置を形成するために、開示の実施
形態の全てと使用し得るスキームを示す。
【図７Ｄ】共通の要素から様々な種類を作製するための成形概念を示す。
【図８】様々な種類の継手装置を形成する能力を提供するために方向付け強制機構を使用
する継手装置を示す。
【図９】最低１つのＮ個に又状分岐した継手装置部分および干渉形体を備える連動継手装
置対を示す。
【図１０】開示の主題の実施形態による継手装置および他の特徴を組み込むマニホールド
装置を示す。
【図１１Ａ】開示の主題を利用しかつ様々な実施形態を形成するために様々なタイプのコ
ネクタを使用し得ることを示す。
【図１１Ｂ】開示の主題を利用しかつ様々な実施形態を形成するために様々なタイプのコ
ネクタを使用し得ることを示す。
【図１２Ａ】かみ合い継手装置の代替的な機構および他の代替的な特徴を示す。
【図１２Ｂ】かみ合い継手装置の代替的な機構および他の代替的な特徴を示す。
【図１２Ｃ】かみ合い継手装置の代替的な機構および他の代替的な特徴を示す。
【図１３】かみ合い継手装置の代替的な機構および他の代替的な特徴を示す。
【図１４Ａ】様々な種類の継手装置を形成するために使用し得る代替的なスキームを示す
。
【図１４Ｂ】様々な種類の継手装置を形成するために使用し得る代替的なスキームを示す
。
【図１４Ｃ】継手装置が、単一のチャネルにつながる２つのチャネルを有して、二重から
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単一になる（ｄｏｕｂｌｅ－ｔｏ－ｓｉｎｇｌｅ）コネクタの実施形態を形成する実施形
態を示す。
【図１４Ｄ】継手装置が、単一のチャネルにつながる２つのチャネルを有して、二重から
単一になる（ｄｏｕｂｌｅ－ｔｏ－ｓｉｎｇｌｅ）コネクタの実施形態を形成する実施形
態を示す。
【図１５Ａ】６個の干渉要素を有する単純なスキーム、および多くの種類の互換性のある
および互換性のない継手装置を生じさせる方法をさらに説明する。
【図１５Ｂ】６個の干渉要素を有する単純なスキーム、および多くの種類の互換性のある
および互換性のない継手装置を生じさせる方法をさらに説明する。
【図１５Ｃ】６個の干渉要素を有する単純なスキーム、および多くの種類の互換性のある
および互換性のない継手装置を生じさせる方法をさらに説明する。
【図１５Ｄ】６個の干渉要素を有する単純なスキーム、および多くの種類の互換性のある
および互換性のない継手装置を生じさせる方法をさらに説明する。
【図１５Ｅ】６個の干渉要素を有する単純なスキーム、および多くの種類の互換性のある
および互換性のない継手装置を生じさせる方法をさらに説明する。
【図１６Ａ】開示の主題の実施形態による標準に適合する１つまたは複数の継手装置の作
製方法を表すフロー図である。
【図１６Ｂ】開示の主題の実施形態による標準に従う１つまたは複数の継手装置を使用す
る方法を表すフロー図である。
【図１７Ａ】追加的な実施形態を示すためにコネクタの代替的な構成を示す。
【図１７Ｂ】追加的な実施形態を示すためにコネクタの代替的な構成を示す。
【図１８Ａ】コネクタの実施形態および継手装置の別の実施形態におけるその使用を説明
する。
【図１８Ｂ】コネクタの実施形態および継手装置の別の実施形態におけるその使用を説明
する。
【図１８Ｃ】コネクタの実施形態および継手装置の別の実施形態におけるその使用を説明
する。
【図１８Ｄ】コネクタの実施形態および継手装置の別の実施形態におけるその使用を説明
する。
【図１８Ｅ】コネクタの実施形態および継手装置の別の実施形態におけるその使用を説明
する。
【図１８Ｆ】コネクタの実施形態および継手装置の別の実施形態におけるその使用を説明
する。
【図１８Ｇ】コネクタの実施形態および継手装置の別の実施形態におけるその使用を説明
する。
【図１８Ｈ】コネクタの実施形態および継手装置の別の実施形態におけるその使用を説明
する。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図１Ａを参照して説明すると、第１および第２の継手装置１Ａおよび１Ｂは各々、それ
ぞれの雄型コネクタ１６Ａ、１６Ｂおよび雌型コネクタ１５Ａ、１５Ｂをそれぞれの共通
ライン１０Ａ、１０ＢにつなぐＹ字路１２Ａおよび１２Ｂを含む。各継手装置１Ａ、１Ｂ
は干渉要素１８Ａ、１８Ｂを有する。図１Ｂを参照して説明すると、継手装置１Ａおよび
１Ｂが適切にかみ合うと、各雄型コネクタ１６Ａおよび１５Ｂが、対応する雌型コネクタ
１５Ａ、１６Ｂとシールを形成する。図１Ｃに示すように、１つの継手装置１Ａの雌型コ
ネクタ１５Ａと、別の継手装置１Ｂの雄型コネクタ１５Ｂとをかみ合わせようと試みる場
合、結合されない対１５Ａおよび１６Ｂから流体が漏れ、それにより、結合が不首尾だっ
たことが明らかとなる。また、干渉要素１８Ａは、接続の完了に干渉し得るため、干渉要
素１８Ａのような干渉要素を備える一部の構成では、図１Ｃに示すように、一対のコネク
タ、例えばコネクタ１５Ａと１５Ｂとを接続することができない可能性がある。
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【００１５】
　図１Ｌは、環状のリム２５を設けてキャップ２２とシールを形成して、複数のコネクタ
（１５Ａ、１６Ａ）配置を封止できるようにする、上述の実施形態の修正例１７を示す。
この構造は、無菌の継手アセンブリとしてパッケージングされ得る。実施形態では、干渉
要素１８Ａ、１８Ｂは、他の目的を果たしてもよく、例えばシールド機能を果たしても、
または操作を容易にする表面を提供してもよいことに留意されたい。
【００１６】
　図１Ｎは、かみ合いコネクタ４Ｂ、５Ｂ、４Ａ、および５Ａを有するかみ合い継手装置
４１Ｂおよび４１Ａを備える実施形態の図であり、これらコネクタはそれぞれかみ合って
、ポート３Ａと３Ｂとの間に又状分岐チャネルを形成する。この例では、継手装置４１Ｂ
および４１Ａの各々は、雄型コネクタ５Ａ、５Ｂおよび雌型コネクタ４Ａ、４Ｂを１つず
つ有する。この例では、コネクタ４Ｂ、５Ｂ、４Ａ、および５Ａ自体が依存して、継手装
置を係合し得る。あるいは、非流れ接続装置を使用して、コネクタ４Ｂ、５Ｂ、４Ａ、お
よび５Ａを一緒に保持し得る。さらに、コネクタの数、サイズ、および形状は、継手装置
のかみ合いの種類を形成するために使用し得る。
【００１７】
　図１Ｐは、かみ合いコネクタ６Ｂ、８Ｂ、６Ａ、および８Ａを有するかみ合い継手装置
４４Ｂおよび４４Ａを備える実施形態の図であり、これらコネクタはそれぞれかみ合って
、ポート７Ａと７Ｂとの間に又状分岐チャネルを形成する。この例では、一方の継手装置
４４Ｂが一対の雄型コネクタ８Ｂ、６Ｂを有し、かつ他方の継手装置４４Ａが一対の雌型
コネクタ６Ａ、８Ａを有する。この例では、コネクタ６Ｂ、８Ｂ、６Ａ、８Ａ自体が依存
して、継手装置を係合し得る。あるいは、非流れ接続装置を使用して、コネクタ４Ｂ、５
Ｂ、４Ａ、および５Ａを一緒に保持し得る。さらに、コネクタの数、サイズ、および形状
は、継手装置のかみ合いの種類を形成するために使用し得る。
【００１８】
　図１Ｑは、継手装置４５Ａのそれぞれの雌型コネクタ２６Ｂと封止式に係合する２つの
かみ合い雄型コネクタ２６Ａと、継手装置４５Ｂの１つの雄型コネクタ２７Ｂとかみ合う
１つの雌型コネクタ２７Ａとを有する、かみ合い継手装置４５Ｂおよび４５Ａを備える実
施形態の図である。これらは、ポート２４Ａと２４Ｂとの間に三又に分かれたチャネルを
形成し、コネクタ２６Ａ、２７Ａのルーメンは、又状分岐チャネル２４Ａに接続され、お
よびコネクタ２６Ｂおよび２７Ｂのルーメンは、又状分岐チャネル２４Ｂに接続されてい
る。この例では、コネクタ２４Ｂ、２７Ｂ、２６Ａ、２７Ａ自体が依存して、継手装置を
係合し得る。あるいは、非流れ継手装置を使用して、コネクタを一緒に保持し得る。シー
ルド性または操作性を高める特徴を用いてもよいし、またはそれらを干渉要素と組み合わ
せてもよい。さらに、コネクタの数、サイズ、および形状は、継手装置の互換性のあるお
よび互換性のない種類を規定する、選択的に干渉する係合要素を形成するために使用し得
る。
【００１９】
　上述の例、および下記の他の例では、誤接続された継手装置が、主チャネルを構成する
未接続のコネクタを有するため、各コネクタが、最大流量全体の半分に対応する責任を負
うように作製され得る場合、不完全な接合部は大きくて、接続の不適切さがかなり明らか
となる。それゆえ、使用者や観察者によって見落とされるまたは容認される可能性は低い
。また、漏れを検出する医療機器は、不適切な接続の試みによってトリガされる漏れ検出
機構を有し得る。従来技術の実施形態の欠点は、誤接続によって生じた漏れが、流れ全体
よりもかなり少ないため、誤接続があまり明らかとならないことがあることである。それ
ゆえ、実施形態では、本明細書の装置は、適切にかみ合わされたときの全流れ断面のほぼ
半分である開放チャネルによって、相互接続された互換性のない継手装置が規定される接
続を形成できる。三又にされたまたはＮ個に又状分岐されたコネクタでは、誤接続が各端
部の１つのコネクタのみとの間でなされると仮定すると、漏れ流れは、全体のさらに高い
割合となり得る。
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【００２０】
　別の実施形態は、上記に基づいて発展され、３つ以上の雄型－雌型コネクタが各継手装
置において使用され得る。そのような実施形態では、継手装置の不首尾なかみ合いは、流
面積の半分未満であるが全流面積の少なくともかなりの割合を構成する裂け目を生じ得る
。雄型および雌型コネクタの相対的サイズをまた変化させて、様々な異なる一意的な継手
対を形成し得る。雄型および雌型コネクタの相対的位置をまた変化させて、様々な異なる
一意的な継手対を形成し得る。雄型および雌型コネクタの形状をまた変化させて、様々な
異なる一意的な継手対を形成し得る。これらの変形例の組み合わせを使用して、さらに継
手対の範囲を拡張し得る。干渉および接続要素から、干渉要素１８Ａ、１８Ｂの形状、位
置、またはサイズなどの、さらに別の一意的な対を生成できる。
【００２１】
　干渉要素１８Ａ、１８Ｂは、様々なサイズおよび／または形状としてもよく、例えば干
渉要素は、コネクタ１６Ａ、１６Ｂ、１５Ａ、１５Ｂの周りに部分的に巻き付いて、部分
的なカバーの機能を果たし得ることに留意されたい。干渉要素はまた、継手装置の適切な
相対的な方向付けを容易にするために、取扱いを容易にする、および／または方向付け機
能をもたらす働きをし得る。
【００２２】
　上述の（および多くの別の）実施形態の共通特徴は、不首尾なかみ合いから生じる漏れ
経路が、適切に接続されるときの通常のフローチャネルの部分を形成することである。従
来技術のシステムでは、漏れ経路は、流れ用には通常使用されない側方チャネルを含む。
これは、不適切な接続が行われてから正された場合、未使用の流路部分が液溜まり（ｓｔ
ａｇｎａｎｔ　ｌｉｑｕｉｄ）を含む危険性がないという結果をもたらし得る。そのよう
な淀み領域（ｓｔａｇｎａｎｔ　ｐｏｏｌ）は、多相流または生体液、例えば沈殿または
トロンボゲン形成の危険性を生じ得る。そのため、実施形態では、二部品の継手装置シス
テムは、互換性スキームを提供するための主チャネルのみを使用し、かつ側方チャネルは
必要としない。これは、単純かつ流れが淀み得る側方ポケットを生じることができない清
浄なシステムを生み出す。
【００２３】
　上述の特徴は、それらによる変形例であるような以下の実施形態に共通である。
【００２４】
　上記および下記で説明する実施形態では、誤接続を防止するために用いられる装置は、
干渉要素を含み得るが、他のタイプの接続防止装置、例えば、継手装置を一体にまとめる
ことができるようにするためには嵌合がきつすぎる陥入ポストと凹部などの過度の摩擦を
引き起こす装置も用い得ることを留意されたい。
【００２５】
　上述の実施形態の特徴は、特定の流体源または上流または下流の構成要素の継手装置が
、対応する継手装置とのみかみ合うことができることである。実施形態の特徴は、特定の
継手装置が、接続を本質的に役に立たない状態にせずに、任意の他のタイプの継手装置に
接続しないようにすること、および、さらに接続が可能ではないことを使用者に対し明ら
かにするかま、たは不適切な接続は成功しないことを明白にすることである。
【００２６】
　上記では、継手アセンブリの有用な特性が明白である。これは、不適合の継手装置の機
能性が明らかにされかつ役に立たない状態にすることを打破する任意の試みである。上述
の、少なくとも雄型側および雌型側をそれぞれ有する雌雄同体の継手アセンブリは、かみ
合わせることができる。雄型または雌型コネクタのみを用いていずれかの継手装置をチュ
ーブに接続する場合、各側がＹ字型の分岐を有するため、接続は漏れが生じる。別の実施
形態は、一方の側に雄型のみおよび他方の側に雌型のみを備える継手装置を含むことがで
きる。図示はしないが、それらの構成は、本開示から明白である。
【００２７】
　上記で示した実施形態は、かみ合い対の各部材が構成において同一であってもよく、そ
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れゆえ同じ型から製造可能である点で製造の経済性をもたらしたが、例えば源をシンクへ
ではなく、１つの源と別の源との相互接続を防止することが望ましい。その場合、同一の
継手対が相互接続されることを示すまたは防止する特徴が、もたらされ得る。１つの例は
、互換性のない干渉要素を提供することによって、または雄型コネクタを一方の継手装置
におよび雌型コネクタを他方の継手装置に提供することによってなど、継手装置を同一で
なく作製することである。別の例は、源用の一方の継手装置にポスト（以下の実施形態参
照）などの干渉要素を、および異なる組のポストを他方の継手装置に提供し、源と源との
結合が試みられると、ポストが継手装置のかみ合いを防止することである。実施形態に色
およびラベルを追加して、適切なおよび不適切なかみ合い対をさらに明確にする。
【００２８】
　上述のおよび別の実施形態は、滅菌されるチューブセットの部分として提供され得る。
また、薬剤および薬物を備えてもよい。例えば、第１の一意的な対の継手要素は、薬物容
器ポートに、およびその補完物は輸液ライン継手に設けられ得る。異なる一意的な対は、
透析液袋などの薬剤容器に、およびその補完物は、透析治療装置と相互操作が行える流体
回路上に設けられ得る。別の例は、複数の成分から腹膜透析液を生成するのに使用される
流体回路としてもよく、この場合、各成分は、それぞれの一意的な対によってマニホール
ドのそれぞれのポートに付着可能である。
【００２９】
　実施形態は、普遍的に互換性のある、または準普遍的に互換性のある継手装置を形成す
るために、ポストや他の相互接続要素の好適な配置によって形成され得る。例えば、干渉
要素のない継手装置は、異なる配置の干渉要素のものとかみ合い、同様に干渉要素を有す
る特定の他の継手要素に対して選択的にし得る。実施形態を下記で説明する。そのような
普遍的な継手装置は、例えば、危険があるまたは害を及ぼすとみなされない流体源で使用
し得る。例えば、普遍的な継手装置は、生理食塩水袋に設けられ得る一方、より選択的な
継手装置は、薬物容器に設けられ得る。
【００３０】
　図１Ｄおよび図１Ｅを参照して説明すると、継手装置３０Ａおよび３０Ｂは、対の雄型
および雌型コネクタ１５Ａ、１５Ｂ、１６Ａ、および１６Ｂを有することに加え、３２Ａ
、３２Ｂおよび３４Ａ、３４Ｂで示す互換性のある干渉または係合要素の対も有する。図
示の通り配置すると、継手装置３０Ａおよび３０Ｂがくっつけられると、３２Ａ、３２Ｂ
および３４Ａ、３４Ｂで示す干渉または係合要素の対が雄型コネクタ１６Ａを雌型コネク
タ１６Ｂにおよび雄型コネクタ１５Ｂを雌型コネクタ１５Ａに差し込むことができるよう
にするように、要素３２Ａおよび３２Ｂは位置決めされる。しかしながら、図１Ｅに３０
Ｃで示す異なる種類が、要素３２Ｂおよび３４Ｂに嵌らない干渉要素３２Ｃおよび３４Ｃ
を有し、雄型コネクタ１６Ａおよび１５Ｂをそれぞれの雌型コネクタ１６Ｂおよび１５Ａ
へ差し込むことを阻止する。
【００３１】
　要素３２Ｃおよび３２Ｂは、それらの形状、位置、角度、および／または他の態様によ
って、コネクタ１５Ａ、１５Ｂ、１６Ａ、および１６Ｂがかみ合わないように干渉し、そ
れにより、これら要素が、コネクタ１５Ａ、１５Ｂ、１６Ａ、および１６Ｂが完全にかみ
合うことができるようにする継手装置３０Ａと３０Ｃの完全な位置決めを阻止し得る。干
渉とは、要素が相互に邪魔をするまたはそらすことを伝えるものである。干渉要素は、機
能要素の形態、例えば滅菌シールド、操作面、または継手装置がバラバラにならないよう
にするラッチ、またはアライメント装置や取り扱いを容易にする装置などの他の特徴をと
り得る。干渉要素は、ポストおよび適合穴などの別個の要素を構成し得る。下記で例を説
明する。
【００３２】
　これらの説明は概念的なものであり、および実際の市販の実施形態の詳細な構成を示す
ものではなく、その詳細は、当業者によって提供することが可能であることを強調する。
【００３３】
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　雄型および雌型コネクタ要素は、それらの形状、サイズ、および／または位置によって
相互かみ合いまたは非かみ合い対を形成するように形成され得る。例えば、図１Ｆでは、
雄型および雌型コネクタ３７Ａ、３７Ｂおよび３５Ａ、３５Ｂの形状および／またはサイ
ズは、それらとかみ合うことができる継手装置３１Ａ、３１Ｂとのみ互換性のあるように
されており、かつ互換性のない種類の継手装置との完全な接続を防止する。例は、図１Ｌ
に４３で示すようなそれらの向きのために一意的な互換性があるとし得る楕円形状（断面
）のコネクタ、または、誤接続される場合には漏れを生じ、４２で示すような先端の傾斜
したルアー様のコネクタを含む。
【００３４】
　ここで図１Ｇおよび図１Ｈを参照して説明すると、一対のかみ合い雄型および雌型コネ
クタの角度方向は、一意的に互換性のある対の継手装置を規定し得る。継手装置５０およ
び５１は、雄型片割れコネクタ５６Ａ、５６Ｂおよび雌型片割れコネクタ５５Ａ、５５Ｂ
を有していて、シールド部分６０Ａおよび６０Ｂが係合するように方向付けられるときに
、これらコネクタを係合できるように位置決めする。シールド部分の係合縁部（図示せず
）に係合するようにラッチクリップ６２Ａおよび６２Ｂも位置決めされる。継手装置５１
を背面から示し、かつ隠線を使用して、雄型および雌型コネクタ５５Ｂおよび５６Ｂの位
置を示すことに留意されたい。図１Ｈは、継手装置５２、５３の一対のコネクタ７２Ａお
よび７２Ｂは相互に互換性のあるものの、図１Ｇのコネクタ５５Ａ、５６Ａおよび５５Ｂ
、５６Ｂのいずれか（５０および５１）とは互換性がないことを除いて、図１Ｇの特徴と
同じ特徴を本質的に示す。
【００３５】
　ここで図１Ｊを参照すると、図１Ｇおよび図１Ｈのものと同様の継手装置８９Ａ、８９
Ｂを側面図で示す。シールド部分８７Ａ、８７Ｂは、コネクタ８４Ａ、８４Ｂ、８６Ａ、
８６Ｂを、接触による汚染から保護するのを助け、かつ取り扱いを容易にする。継手装置
８９Ａは、シールド部分８７Ａが見ている人の方に向いている状態で示す。タブ８５Ａ、
８５Ｂが、それぞれのスロット８８Ａ、８８Ｂとインターロックする。共通ライン８２Ａ
および８２Ｂは、コネクタ８４Ａ、８４Ｂ、８６Ａ、８６Ｂにそれぞれ接続、および相互
接続される。
【００３６】
　図１Ｋは、２つのシリンダー状セクション９３および９１と１つのシリンダー状セクシ
ョンとの間の境界面にポート９５を画成することによってＹ字路を形成する機構を示し、
１つのシリンダー状セクションはＹ字路の共通ラインを形成し、および２つのシリンダー
状セクションは雄型および雌型コネクタを形成する。この配置は、単動型によって形成さ
れ得る。破線９４は、下型のシリンダー状のポスト形状を収容するために上型のポスト形
状部分に形成され得る切り欠き部を示す。
【００３７】
　図２Ａ～２Ｄは、二部品の単動成形から作製できる非対称的な設計の継手装置１０１お
よび１０３を有する継手の実施形態を示す。継手装置１０１および１０３の各々は、本体
１０２、１０４をぞれぞれ有し、本体には、供給または行先ラインまたは装置に接続する
ためにコネクタ１１０、１１２、１３２、および１３４をそれぞれの共通ポート１２１お
よび１２０に接続する内部通路がある。それぞれの組のコネクタをリム１１８、１１９が
取り囲み、リムは、コネクタが使用中に接触汚染されないように保護するのを助け、取り
扱いを容易にし、かつ下記の通りカバー１４０に係合する。ロッキングタブ１１４Ａをポ
ート１０６Ａの端部に差し込んで係合でき、かつロッキングテーブル１１４Ｂを、ポート
１０６Ｂの端部に差し込んで係合できる。ロッキングタブ１１４Ｂは大きいため、ポート
１０６Ａに差し込むことはできない。別の実施形態では、タブ１１４Ａ、１１４Ｂと、対
応するポート１０６Ａおよび１０６Ｂの対の角度は、本明細書で様々なロッキングタブの
サイズを使用するのと同じ方法で、互換性のあるおよび互換性のない継手装置の種類なら
びに互換性のあるおよび互換性のない向きをなす特徴を規定できる。
【００３８】
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　本実施形態に示し、かつ他の実施形態およびこれによって可能にできる変形例に適用さ
れ得る特徴、コネクタ１１０および１１２および１３２および１３４は、図３Ａ、図３Ｂ
、および図３Ｃに示すような形状にされたカバー１４０で周囲を囲まれ、かつそれぞれの
窪み１３７、１４８に挿入され得る。カバー１４０は、リム１４２および凹部１４４を有
して、コネクタ１１０および１１２および１３２および１３４を収容し得る。カバーは、
真空成形によって形成され、かつ剛性を高めるためにリブを有し得る。
【００３９】
　コネクタ１１０および１１２および１３２および１３４は、数、角度、形状、および／
または干渉要素などの追加的な要素の変形例を含む、上述したような特徴を追加すること
によって、別の実施形態に拡張し得る。継手装置１０１および１０３は互換性があるが、
互換性のあるおよび互換性のない変形例が容易に可能である、本明細書の上記および下記
で説明する装置のツールキットを使用することが明らかである。
【００４０】
　継手装置１０１、１０３の構造の形状は、単動型から形成され得ることが明らかである
ようなものである。すなわち、各部分の対向面の形状は、中立または正の抜き勾配を有し
、各部分全体が、複雑な行為を全く行うことなく、単一の二部品型から形成できるように
する。また、設計は、図１Ａ～１Ｑを参照して上記で説明した特徴を有するか、または上
記の説明に従ってそれらを含めるように、容易に修正し得る。
【００４１】
　図４Ａおよび図４Ｂは、互換性のある継手装置対２００の実施形態を示す。第１の継手
装置２０２は、第２の継手装置２０３とかみ合う。第１の継手装置２０２は、第２の継手
装置２０３のポート２０８に挿入してラッチする一対のラッチタブ２０６を有する。雄型
および雌型コネクタ２１０および２１２（継手装置２０２には図示せず）は、図３Ａを参
照して説明したようなカバーを収容し得るそれぞれの環状シールド２０８、２１１内に位
置決めされる。２０４で示すような共通ポートが設けられ、雄型および雌型コネクタ２１
０、２１２に分岐する。図４Ａは、離間した継手装置を示し、および図４Ｂは、相互接続
間近の継手装置を示す。タブ２０６は、ひとたび接続されたら、２つの継手装置が不注意
にバラバラにされないことを保証する。継手装置は、タブ２０６を一緒に内向きに押すこ
とによって、係合が解除され得る。２０４でおよび同様の実施形態のどこかで示すような
共通ポートは、継手装置を、普通のチューブを含むチューブ、流体回路の部分、容器など
の流体源、および他の外部装置に接続する能力を提供する。
【００４２】
　図４Ｄは、タブ２１８で雌ねじ（ロックリング２３０の内側で見えない）に係合するロ
ックリング２３０を使用する別のタイプのロッキングシステムを備える継手装置２０９を
示す。図４Ｃは、ロックリング２３０の下にある特徴を明らかにするために、ロックリン
グ２３０のない状態の継手装置２０７を示す。共通ポート２３２が、本体の内部で雄型お
よび雌型コネクタ２２０および２２２に接続する。ガイド２２６がスロット２２８に入っ
て回転を防止し、かつ継手装置の選択的に互換性のある対（すなわち組）を形成する特徴
を提供する。図４Ｃは、各部分の係合方法を示すために、ロックリング２３０のない状態
で継手装置２０７（ロックリング２３０を有するもの）を示すことに留意されたい。使用
に際し、ロックリング２３０は、予め組立てられる。
【００４３】
　図５Ａは、一対の雄型コネクタ３４２および雌型コネクタ３４４をそれぞれ有する第１
および第２の継手装置３０２および３０８を示す。スロット３３２がタブ３３０を収容し
、および２つのコネクタ３４２および３４４に関する、タブ３３０に対するスロットの位
置によって、継手装置３０２および３０８に互換性があるかどうかを決定する。図示の例
では、タブ３３０はスロット３３２に位置合わせされている。スロット３３２およびタブ
３３０の角度位置が、図示の装置対の変形例において、位置合わせされていない場合、コ
ネクタ３４２および３４４が相互に接続するように位置合わせされると、干渉が発生し、
かつ継手装置３０２および３０８は、雄型コネクタ３４２と雌型コネクタ３４４を接続す
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るように十分に一体とならない。装置は、上述のものと同じロッキングタブ３３１および
ポート３３３の特徴を使用する。このロッキング特徴は、図５Ａ～５Ｆの実施形態に共通
であり、再度説明はしない。しかしながら、ロッキングタブ３３１Ａは、ロッキングタブ
３３１Ｂよりも小さく、方向付け機構または互換性選択機構として供し、タブおよびスロ
ット機構と組み合わせられて様々な種類の互換性のあるおよび互換性のない継手装置を形
成し得ることに留意されたい。
【００４４】
　図５Ｂは、ポスト３２２および３２０の形態の、異なる形態の干渉素子を備える別の一
対の継手装置３０４および３１０を示す。ポストは、雄型および雌型コネクタが接続のた
めに位置決めされるときに位置合わせされる場合、干渉し、それにより、接続を防止し得
る。一方の継手装置３０４または３１０を回転させて、干渉ポスト３２０および３２２が
互いに避けるようにする場合、雄型および雌型コネクタは位置合わせされず、かつ、ロッ
キングタブ３３４Ａのサイズを、継手装置３０４および３１０をそのように回転させかつ
相互接続させるようなサイズにした種類でも、再び接続ができなくなる。図５Ｃは、タブ
３２６を備える継手装置３０６および３１２を示し、このタブは、ポート３２４に入り、
ポートと位置合わせされていない場合には他の方法で継手装置３０６の他の部分と干渉す
る。
【００４５】
　図５Ｄおよび図５Ｅは、ここで説明する干渉要素を有することによって、それぞれ継手
装置３５１、３５３、および３５５と互換性のない継手装置３５０、３５２、および３５
４を示す。図５Ｄの一対３５０および３５１では、ポスト３５６および３５８の位置は、
継手装置対が閉鎖しないようにする。これらのポストは、面３５７の様々な位置に配置さ
れ、他の実施形態を形成してもよく、および様々な範囲の互換性のあるおよび互換性のな
い種類を形成するために、数、およびサイズは様々にされ得る。図６Ｂの一対３５２およ
び３５３では、ポスト３６２および３６４および／または３６６および３６８の位置によ
って、継手装置対の閉鎖を防止するかまたは可能にする。図５Ｆは、互換性のある一対の
継手装置３５４および３５５を示す。これは、互いに干渉しないが、同様の特徴が異なる
配置を有する継手装置とは干渉するように配置される干渉素子を有する。継手装置３５４
および３５５は、様々なポスト３７２および隆起面３７４を形成するように修正されても
よく、ポストと隆起面は、異なる位置に位置決めされて、様々な互換性のあるおよび互換
性のない（かみ合いおよび非かみ合い）対を形成し得る。
【００４６】
　調査によって、単純な二部品型を使用して上述の実施形態を成形し得ることが確認され
得ることに留意されたい。実施形態では、これは事実であるが、決して開示の主題に不可
欠なものではない。
【００４７】
　図６は、継手装置の実施形態４００において、共通ライン４０６およびかみ合いコネク
タ（それらの一方を４０２において示す）のルーメン４０６、４０２の体積部分が重なり
合うことによって、Ｙ字路が形成されている上述の特徴を示す。これにより、コネクタ（
例えば、４０２）と共通ライン４０６との間に接合部（すなわちポート）４０４を形成す
る。この構成は、二部品型によって形成するのに適している。図面はまた、形状が中立ま
たは正の抜き勾配面によって特徴づけられることが明白であるように、同様の成形作業で
ポスト４０８を設けることができる方法も示す。
【００４８】
　図７Ａおよび図７Ｂは、対称的な形状を有するため、単一の型でかみ合い対を形成でき
る継手装置を示す。２つの継手装置は、雄型コネクタおよび雌型コネクタ４６２および４
６０が十分に封止するために一体にまとめられると、縁部４５６に係合するタブ４５４に
よってインターロックする。シールド４５２は、シールド４５２を曲げて、縁部４５６を
半径方向外向きに動かすように（矢印４６８参照）、４６７の矢印によって示すように挟
んで締め付け、それにより、タブ４５４を解放する。共通ポートを４５０で示す。別の対
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称的な実施形態では、ポスト４６６を様々な位置に位置決めして、互換性のあるおよび互
換性のない組の継手装置を形成できる。対称的な装置は、互いに鏡像であるため常に互換
性があるが、変形例は、必ずしも互いに互換性があるわけではない。
【００４９】
　図７Ｃは、様々な実施形態を形成するためにポスト４６６および追加的なポストを配置
するためのスキームを示す。考えられるポストの位置は、５０８で示される。異なる種類
の継手装置は、これらの箇所に異なる組み合わせおよび数のポストを有し得る。５０８の
ポスト（例えばポスト４６６に対応するが、本明細書で開示する他の実施形態にも適用可
能である）は、継手装置５０２上の雄型コネクタ５０４および雌型コネクタ５０６の周り
に図示の６つの位置のみを有し得るという不必要に限定的な仮定でも、多数の配置を形成
することが可能である。さらに、ポスト５０８が単一の長さおよびサイズを有すると仮定
すると、ポスト５０８を１つ備える継手装置は、他の５つの非干渉位置において（ポスト
のないものを含む）、複数のポストおよび倍数のポストを備える多くの他の継手装置とか
み合うことができる。ポストの長さおよびサイズを変化させることによって、または他の
数にすることによって、はるかに多数の組が可能になる。これは、図１５Ａ～１５Ｅの説
明から明らかとなる。
【００５０】
　それゆえ、図７Ｃに示す単純なスキームでも、非常に多数の組み合わせおよび互換性の
ある組を形成し得ることが観察される。ロッキングタブおよび別の干渉素子のサイズおよ
び角度などの他の特徴、例えばコネクタ間隔、サイズ形状および本明細書で説明する他の
特徴を組み合わせることによって、多種多様の継手装置の種類が可能になる。上述の単純
な多様化のスキームは、図７Ａおよび図７Ｂの基本的な設計を使用して適用されたが、本
明細書で説明する他の実施形態に適用可能であることが明白であることに留意されたい。
このスキームは、他の対に対して直接的に一般化できる。このスキームは、図１５Ａ～１
５Ｅを参照して下記でさら詳述する。
【００５１】
　図７Ｃを参照して説明したポストのスキームは、標準的な型における交換可能なインサ
ートと共に使用し得る。そのインサートは、容易に機械加工できる（図７Ｄおよび付随す
る説明も参照のこと）。例えば床４６１およびポスト（ポスト）２６６、５０８は、型部
分４７０を用いて成形してもよく、この型部分は、インサート４７２に取り付けられ得る
孔４７４、または４７４に示すような左開口部を含み、１つまたは複数のポストを、選択
した位置に形成できるようにする。窪み部分４７９に、この実施形態においてコネクタ部
分４６２を形成するピン４７５を示す。図７Ｄの図は詳細ではなく、成形の概念を説明す
るためのものにすぎない。この概念は、本明細書で説明する他の実施形態にも適用可能で
あり、かつ本明細書で説明するものとは異なる形状および説明の他のタイプの干渉素子に
拡張し得る。
【００５２】
　上述の実施形態のいずれかでは、例えば図７Ｃに示すような平面上のポストの代わりに
、平面を不規則に作製して、それにより、選択的な干渉の可能性を有する様々なポストの
効果を生み出す。
【００５３】
　図８は、かみ合い継手装置の同様な形状のインサート部（図示せず）にぴったりと合う
回転非対称的なスリーブ部６０２を有することによって、強制的に予め定められた向きに
する（不適切な向きを回避する）、機械的特徴のある継手装置６１１を示す。予め定めら
れた向きは、ポスト６０４（全てに符号が付されてはいないが、任意の数で存在し得る）
が、対応する対向ポストまたはかみ合い継手装置上のポストに確実に干渉するようにする
。コネクタ６０６は、かみ合い継手装置上の好適なコネクタ（図示せず）とかみ合う。
【００５４】
　図８は、代替的な方向付け強制機構を形成することが可能であるが、又状分岐機構には
、一般的に入手可能な不良接続、例えばスリーブ部６０２上を滑り得るチューブ端部に簡
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単に敗れることはないという利点があることを示す。使用者は、開示の実施形態に従って
継手装置の複数のコネクタを係合することが困難であると分かる。
【００５５】
　図９は、それぞれコネクタ（例えば、６９９）に至る非又状分岐チャネル６２６および
６２４（および図示の通り他のもの）と、それぞれ又状分岐チャネル６２５、６３０、６
２７、および６２９の開放端部においてコネクタ（例えば、６８９）に至る又状分岐チャ
ネル６２８および６３６とを備える第１および第２の継手装置本体６２２および６３３を
備える連動継手装置対６２４Ａおよび６２４Ｂを示す。コネクタ６８９、６９９は全て同
一としてもよく、かつ例えば、合わせ面を有するエラストマーのシールリングやＯリング
によって形成され得る。１組の非又状分岐チャネル６２４および６２６のみに符号を付し
て、図面が分かり難くならないようにしているが、他のものも表していることに留意され
たい。又状分岐および非又状分岐チャネルは、連動継手装置６２４Ａおよび６２４Ｂに組
み込まれる又状分岐型の継手装置６２６Ａおよび６２６Ｂ、ならびに同様に連動継手装置
６２４Ａおよび６２４Ｂに組み込まれる非又状分岐型の継手装置６３２Ａおよび６３２Ｂ
を画成する。又状分岐型継手装置および非又状分岐型継手装置の数は、追加的な実施形態
を形成するために変更し得る。例えば、連動継手装置は、もっぱら又状分岐型継手装置の
みを、または任意の割合で又状分岐および非又状分岐型の継手装置を含むことができる。
実施形態の顕著な特徴は、連動継手装置対６２４Ａおよび６２４Ｂには少なくとも１つの
又状分岐型継手装置があることである。あるいは、図１４Ａおよび図１４Ｂを参照して下
記で説明するように、連動継手装置のうちの一方が、又状分岐チャネルではなく閉鎖体を
有する１つまたは複数の継手装置を有してもよい。これは、図１４Ａおよび図１４Ｂの説
明で以下に詳述する、開示の主題の代替的な延長である。
【００５６】
　コネクタ６８９、６９９は、好適なラッチ機構（図示せず）によって圧縮されるＯリン
グ６２３または他の好適なエラストマーシールによって封止され得る。当然ながら、本開
示の実施形態において説明したタイプのいずれかを含む任意の好適なコネクタタイプで置
き換えることができる。各非又状分岐チャネル６２４および６２６は、それぞれのチュー
ブ６２０、６２１に、またはパネルタイプのカートリッジ流体回路（図示せず）などの他
のなんらかの流体回路システムに接続され得る。同様に、又状分岐チャネル６２８、６３
６は、それぞれのチューブに、またはパネルタイプのカートリッジ流体回路（図示せず）
などの他のなんらかの流体回路システムに接続し得る。互換性のない種類の連動継手装置
との誤接続に抗することを保証できる干渉素子が、連動継手装置の一方での１つまたは複
数のポスト（６３８に１つ示す）および１つまたは複数の対応する凹部（６３９に１つ示
す）の配置など、連動継手装置対に設けられ得る。先の実施形態におけるように、干渉素
子は、互換性のあるおよび互換性のないファミリーの連動継手装置の種類を作製するため
に、様々な形態をとってもよく、かつ様々なパターンまたは位置に配置され得る。
【００５７】
　図１０はマニホールド装置６１３Ａおよびマニホールド継手装置６１３Ｂを示す。マニ
ホールド装置６１３Ａは、単一のチャネルにおいてコネクタ、例えばコネクタ６７４、６
７６、および６８０の端部を流体的に結合する複数コネクタチャンバ６７３を有し、マニ
ホールドを形成する。コネクタ６７４、６７６、および６８０は比喩的に示し、任意の好
適なタイプを使用できる。実際のシステムでは、マニホールド６７３は、例えば６８１で
示すような後面ポートにおいてそれぞれのコネクタに当接する膜６７１の部分を押すこと
によってコネクタ端部を選択的に開閉するためのプランジャ６７２を備えるアクチュエー
タ機構６７０に結合され得る。コネクタ６７４および６７６は又状分岐しており、かつ流
れの方向に依存して、ポート６８１を通る流れを合わせるかまたは分割する。コネクタ６
７４および６７６は、又状分岐チャネル６７８に至るコネクタ６７５および６７７を有す
る又状分岐型継手装置６８３によって相互接続する継手装置を形成する。非又状分岐コネ
クタ６７９および６８０（ここでも、全て同一であるため、１つにのみ符号を付す）は、
それぞれの非又状分岐チャネル（６８８で１つを示す）に至る。マニホールド継手装置の
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チャネルおよびコネクタは、コネクタと継手要素をユニットとして永久的に一緒に付着さ
せる部材６８２によって相互接続され得る。マニホールド継手装置６１３Ｂおよびマニホ
ールド装置６１３Ａは、様々な方法で修正されて作製されて、本明細書で説明する方法ま
たは構成のいずれかおよびそれらの変形例に従って、そのような装置の選択的な種類の対
を形成し得る。例えば、又状分岐型継手装置６８３は、本明細書の他の箇所で説明する干
渉要素を備え得る。また、干渉要素は、例えば図９を参照して説明するように、部材６８
２およびマニホールド装置６１３Ａに設けられ得る。
【００５８】
　マニホールド継手装置は単一装置として提供され得る。これは、全ての接続のためのコ
ネクタおよび継手装置の一式を、ユニットとして好都合に利用可能にし、それにより、又
状分岐型継手装置６８３に互換性がある限り、誤接続を阻止する。部材６８２は剛性フレ
ームとして構成してもよく、コネクタ６７４、６７６に対して又状分岐型継手装置６８３
が予め定められた向きにあるときにのみコネクタが取り付けられるようにし得る。その後
、部材６８２の方向付けの結果、全てのコネクタ６７９を位置決めして、対応するコネク
タ６８０とかみ合うようにし、継手装置６８３の選択性によって、他のコネクタが適切に
かみ合わされることを確実にする。図１０の実施形態に基づく様々な実施形態では、又状
分岐および非又状分岐型の継手装置の数は変化してもよく、およびそれぞれ任意の数が含
まれ得る。また、図１４Ａおよび図１４Ｂを参照して説明した変形例を用いて、別の実施
形態を形成し得る。
【００５９】
　図１１Ａは、当接シールタイプのコネクタを用いる継手装置７００を示す。本体７０２
が、一方の側面に又状分岐チャネル７０６を提供し、かつ別の本体７０４が、他方の側面
に又状分岐チャネル７０８を提供する。コネクタ７１５は、２つの本体７０２および７０
４が一緒になるように強いられかつ本体７０４の縁部７１２に係合するラッチ７１０によ
って適所に留められると、エラストマーシール７０５（１つにのみ符号を付す）を使用し
てコネクタ７１７に対し封止れる。当然ながら、追加的な実施形態では、エラストマーシ
ールは、他のブロックまたはブロック７０２と７０４の組み合わせに再配置され得る。さ
らに説明するために、様々な異なるタイプのコネクタを使用して、開示の主題の様々な機
能を達成してもよく、針７４０および隔壁７４２を用いる別のタイプのコネクタを示す。
本体７２９は、一方の側面に又状分岐チャネル７２８を提供し、かつ別の本体７２４は、
他方の側面に又状分岐チャネル７３０を提供する。隔壁７４２のある各コネクタは、２つ
の本体７２９および７２４が一緒になるように強いられかつ本体７２４の縁部７２５に係
合するラッチ７２６によって適所に留められると、それぞれの針７４０によってコネクタ
に対し封止する。当然ながら、追加的な実施形態では、針および隔壁は、他のブロックま
たはブロック７２９と７２４の組み合わせに再配置され得る。
【００６０】
　ここで図１２Ａおよび１２Ｂを参照して説明すると、第１および第２の継手装置６０３
Ａおよび６０３Ｂは、互いにかみ合っている。第１の継手装置６０３Ａは、チャネル６４
８および６５１に又状分岐するフローチャネル６４６のある本体６４４を有する。第２の
継手装置は、チャネル６５０および６５２に又状分岐するフローチャネル６４９のある本
体６４７を有する。それぞれの接続は、チャネル６４９および６４６に対して行われ得る
。継手装置６０３Ａの本体６４４は、窪み６３１に載置されて、チャネル６４８の開口部
をチャネル６５０に対し、およびチャネル６５１の開口部をチャネル６５２に対し封止し
て、チャネル６４６と６４９との間に流路を形成し得る。アパーチャ６５３によって、不
適切な接続では確実に流体を漏らすようにするのを助け、かつチャネル６５０および６５
２を形成するために使用され得る要素を成形するためのアクセスを提供し得る。ここで同
様に図１２Ｃを参照すると、７８０で示す平面Ａ－Ａおよび７８１で示すＢ－Ｂの辺りで
取られた図が、継手装置６０３Ａが溝７５４および突起部７５６などの形体を備える、か
み合わせ得る種類の対、および種類に依存して互換性のあるおよび互換性のない突起部お
よび溝の位置、サイズ、形状を変化させることによってそれら形体とかみ合わせることの
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できない種類を形成するスキームを形成し得る方法を示す。
【００６１】
　図１３は、かみ合うことができる一対の継手装置８００Ａおよび８００Ｂを示し、それ
らは、磁気ブロック８１２および８２２の磁力を使用して、コネクタ８１８および８１４
をそれぞれコネクタ８２０および８２６と強制的に一緒にする。本実施形態では、ブロッ
ク８２２の単一のエラストマーシール８２４が、ブロック８１２の相補的な溝８１６に係
合して、コネクタの対８１８、８１４および８２０、８２６の双方を囲むシールを形成す
る。例えばポスト８２８および窪み８２９、または他の干渉要素の配置を使用して、他の
実施形態からの特徴および教示を使用してかみ合うことのできる種類、およびかみ合うこ
とのできない種類を形成し得る。また、シールの形状は、異なるパターンに従って変更し
て、別の機構を形成してもよく、この機構も、他の実施形態にも適用でき、かみ合うこと
のできるまたはかみ合うことのできない追加的な種類を形成し得る。それゆえ、シールが
、位置合わせできないように付形される場合、漏れが発生して、継手装置が不適合である
ことを示すことになる。
【００６２】
　図１４Ａおよび図１４Ｂは、様々な種類の継手装置を形成するために使用し得る代替的
なスキームを示す。上述の実施形態の全てに関する教示は、内部チャネルを又状分岐する
第１の継手装置を提供して、それを、同様に又状分岐チャネルを有するものとかみ合わせ
るのではなく、１つの継手装置が、単一のチャネルおよびコネクタおよび装置を含んで、
コネクタ（または他のタイプの開口部）の１つを閉鎖するスキームにおいて適用し得る。
本体８４０を備える第１の継手装置８７０Ａは、端部にエラストマータイプの当接コネク
タ８４９を備える単一のチャネル８４４を含む。第１の継手装置本体８４０はまたプラグ
８４８も有する。本体８４２を備える第２の継手装置８７０Ｂは、２つのチャネル８５２
および８５４に又状分岐するチャネル８４６を有し、それぞれのコネクタは、８５６およ
び８５８においてそれぞれの開口部によって構成される。これらのチャネルのうちの一方
８５８は、図１４Ｂに示すように継手装置８７０Ａおよび８７０Ｂが相互接続されると、
コネクタ８４９によって封止される。他方の開口部８５６はプラグ８４８によって閉鎖さ
れる。好適なラッチ機構は、本体８４０および８４２を一緒にして保持するために設けら
れ得る。このスキームによって、他の実施形態の機能と同様の機能が生じ得る。スキーム
は、開示の実施形態と機械的に同様である継手装置の実施形態を用い得る。先に開示した
実施形態の修正例として、１つのコネクタの又状分岐チャネルのうちの１つのチャネル（
またはコネクタ数に依存してそれよりも多数）が完全に塞がれている、様々な実施形態を
考慮し得る。当然ながら、継手装置は、必ずしもそのように製造されるわけではない。そ
れゆえ、継手装置８７０Ａ、８７０Ｂの実施形態の背後にある概念は、新しい実施形態を
形成するために上述の実施形態のいずれかを修正するための規定を提供することが提案さ
れる。
【００６３】
　図１４Ｃおよび図１４Ｄは、継手装置が単一のチャネルにつながる２つのチャネルを有
して、二重から単一になるチャネル継手装置を形成する実施形態を示す。図１４Ｃを参照
すると、第１の雌型継手装置は、１０１０で示す単一のチャネルを備える本体１００２を
有し、そのチャネルは、２つのチャネル１００７を備える雄型継手装置本体１００６を受
け入れる。単一のチャネル１０１０は、雄型本体１００６の外表面に、少なくともその一
部分にわたって従う形状にされ、雄型継手装置本体１００６とシールを形成する。それゆ
え、継手装置を接続すると、２つのチャネル１００７は単一のチャネル１０１０によって
接続され得る。継手装置の配置で実装される接続の概念は、本明細書の他の箇所で説明さ
れる継手装置において使用するために適合され、新しい実施形態を形成し得る。
【００６４】
　図１４Ｄを参照して説明すると、第２の雌型継手装置は、１０１１で示す単一のチャネ
ルを備える本体１０１２を有し、そのチャネルは、２つのチャネル１００９を備える雄型
継手装置本体１００５を受け入れる。単一のチャネル１０１１は、雄型本体１００５の外
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表面に、少なくともその一部分にわたって従う形状にされ、雄型継手装置本体１００５と
シールを形成する。それゆえ、継手装置を接続すると、２つのチャネル１００９は単一の
チャネル１０１０によって接続される。継手装置の配置において実装される接続の概念は
、本明細書の他の箇所で説明される継手装置において使用するために適合され、新しい実
施形態を形成し得る。
【００６５】
　雌型本体のチャネルは、図１４Ｃおよび図１４Ｄの実施形態における雄型本体のチャネ
ルのいずれかからの漏れを防止するように、適合する形状を提供する必要があることは明
らかである。この特徴は、不注意に接続されているルアーなどのコネクタや普通のチュー
ブ端部の使用を阻止する。
【００６６】
　ここで図１５Ａ～１５Ｅを参照すると、図７Ｃを参照して上記で説明したように、開示
の実施形態は、様々な互換性のあるおよび互換性のない種類の継手装置を作製するための
根拠を提供する。図１５Ａは、一対の継手装置９０２および９０４を示す。継手装置９０
２は、一対の流れコネクタ９１０および９１２を有し、および継手装置９０４は、一対の
流れコネクタ９１４および９１６を有する。各継手装置９０２および９０４は、ポスト９
０６、９０７、９０８、および９０９の標準位置を示す（図面を見難くしないために、各
継手装置の６箇所全ての位置は図示しない）。各継手装置の面の異なる点に６つの位置が
ある。継手装置９０２が継手装置９０４にかみ合わされると、図面に示す２つの面が、互
いに対面する。それゆえ、同一の位置にある任意のポストが干渉して、および使用者が、
それぞれのコネクタ９１４～９１２と９１６～９１０との間の接続を行えないようにする
。ポストは、図面に示す２進法のスキームに従って、１、２、４、８、１６、および３２
と符号が付され得る。２進法のスキームは、図１５Ｂ～１５Ｅに示す単一の表（表は、読
みやすくするために四分円に分割されている）でポストのレイアウトを表すために２進数
を使用できるようにし、これら表は、互換性のあるおよび互換性のない種類の継手装置を
形成するためのポストの位置の組み合わせを示す。ここでも、互換性のある種類の継手装
置は、流体を流すために上首尾に接続された一対である。ポストは、２つの例の継手装置
では干渉位置にあり、干渉位置がそれらの相互接続を防止するため、それら２つは互換性
がない。
【００６７】
　例では、継手装置Ａが、位置９０６および９０７に配置された２つのポストを有し、お
よび継手装置Ｂが、位置９０８および９０９に配置された２つのポストを有すると仮定す
る。また、他の箇所にはポストが存在しないと仮定する。両配置とも、２進数１１０００
０（すなわち、３２＋１６＝４８＝１１００００二進数）に対応する１６および３２の位
置にポストを有する。レイアウトの組み合わせ：
・継手装置Ａは１１００００（位置１６および３２のポスト）を使用する
・継手装置Ｂは１１００００（位置１６および３２のポスト）を使用する
が、表１５Ｅに示される。検査によって確認されるように、この例では、ポストは、互い
に正反対であり、それゆえ干渉して、一対の継手装置を互換性がないようにする。表１５
Ｅは、Ｘで不一致を表す（表１５Ｅの円）。他方では、継手装置Ａが、位置１、２、４、
および８に配置されたポストを有し、および他方の継手装置が位置１６および３２のポス
トを有する場合、干渉は発生しない。この対では、継手装置Ａは、１５すなわち００１１
１１二進数で表され、および継手装置Ｂは、４８すなわち二進数１１００００で表される
。この組み合わせを、図１５Ｄの表に重ね合わせた円で示す。この箇所にはＸがなく、継
手装置の組み合わせに互換性があることを示している。
【００６８】
　図１５Ａ～１５Ｅを参照して説明した特徴は、容易に適用されるかまたは本明細書の他
の実施形態に拡張されること、および図１５Ａに示す継手装置に特有の形状および構成に
限定されないことが明白であることに留意されたい。また、継手装置の設計は、図１５Ａ
に示す範囲では、対称的である。スキームは、対称的な継手装置の構成に限定されず、例
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えば図５Ａの実施形態に適用し得ることが容易に分かる。
【００６９】
　全ての実施形態において、および開示の主題の範囲内にある別の実施形態において、使
用者が、詳しい検査を行わなくても、互換性のあるおよび互換性のない継手装置を容易に
特定できる継手装置を構成することが望ましいとし得る。それゆえ、継手装置が継手装置
の標準仕様に一致するかどうか、かつどの継手装置が互換性のあるものであるかを明らか
にする１つまたは複数の顕著な特徴が望ましい。そのような指摘をもたらす多くの公知の
方法がある、例えば、標準セットのカラーコーディングを使用し得る。特有の形状のタグ
によって継手装置にラベル付けすることも、使用し得る。継手装置は、保護キャップまた
はシールを使用してラベル付けしてもよく、それらは、例えば、エンボス加工されたコー
ドやカラーコーディングを有し得る。例は、図３Ａに示すカバー１４０である。
【００７０】
　前述の通り、上述のスキームおよび本開示に基づいて生成され得る他のスキームは、互
換性のあるおよび互換性のない継手装置のファミリーを作製することに留意されたい。こ
れらの「規定」を使用して、継手装置が取り付けられる、定義されたクラスの装置に基づ
いて許容される継手装置のための標準を確立し得る。例えば、標準は、透析液の容器のク
ラスを規定する。標準は、透析液の容器に取り付けられた全ての継手装置が、特定の継手
装置の実施形態、例えば、図１５Ａ～１５Ｅを参照して上記で説明した具体例のうちの１
つなどの（およびそれぞれの表に円で示す）、予め定められた配置のポストを使用するこ
とを規定し得る。物品は、継手装置のタイプおよび／または結合される物品のクラスを示
す顕著な特徴を有し、かつそのような特徴はまた、標準の一部としてもよく、かつ標準デ
ータによって規定されてもよい。本開示の主題は、互換性のあるおよび互換性のない代替
的な構成の大きなファミリーを製造する方法を提供することによってだけでなく、コネク
タの構成、例えば、一意とし得る複数のコネクタの構成を提供することによっても、その
ような標準に役立つ。この一意の構成は、その形状によって公知の継手装置に接続するこ
とを困難にする。それゆえ、標準に一致しない継手装置は、ほぼ確実に、そのような標準
によって規定されかつ本開示の主題の継手装置構成を用いる継手装置とは互換性がないこ
とが明らかである。
【００７１】
　追加的な実施形態では、９０８などの位置は、一方の継手装置にあるポスト、およびポ
スト担持継手装置が通過できるようにし、それにより、２つの継手装置がかみ合う凹部を
特定し得ることに留意されたい。そのため、互換性のある継手装置の各対は、いずれかの
ポストに一致する凹部を有し、および互換性のない継手装置は、全てのポストに一致しな
いため、継手装置は相互接続できない。
【００７２】
　図１６Ａを参照すると、共通標準に従って継手装置を製造するプロセスが示されている
。Ｓ１０において、継手装置の製造者が、適合する装置と、様々なクラスの応用、すなわ
ち、継手装置を取り付け得る物品、装置、またはシステムのタイプとを作製する方法を表
す標準仕様を調べる。Ｓ１２において、製造者は、製造される継手装置の応用のクラスを
特定し得る。例えば、製造者は、それぞれの物品、装置、またはシステムに継手装置を組
み込む顧客製造者のために、継手装置を作製する製造者とし得る。製造者はまた、一体型
継手装置を備える装置、物品、またはシステムを作製する製造者とし得る。Ｓ１４におい
て、適合する継手装置の説明は、標準仕様によるクラスに応答して特定される。Ｓ１６で
は、製造者は、適合の説明で示したように、１つまたは複数の継手装置および／または継
手装置の取り付けられた物品、装置、またはシステムを作製する製造プロセスを構成し得
る。Ｓ１８において、継手装置を製造し、これには、物品、装置、またはシステムの製造
を含み得る。
【００７３】
　物品、装置、およびシステムの例は、容器（特定のタイプの流体で満たされている容器
および空の容器）、治療用の使い捨ての流体回路、水処理プラント（生産水用の継手装置
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を有し得る）；針セット、圧縮空気ホース、オンライン透析液調製プラント、またはフィ
ルタを含む。
【００７４】
　図１６Ｂを参照すると、使用者は、Ｓ２２において、キットとして、システムの一部と
して、または装置に組み込まれた、１つの継手装置または複数の継手装置を提供し得る。
例えば、使用者は、流体回路および治療用流体を提供しかつセットアップする透析担当の
看護師とし得る。流体回路および流体パッケージングは、標準仕様に適合する継手装置が
予め取り付けられて提供され得る。購買代理業者が、標準に適合する流体回路および流体
のみを購入しかつ透析担当の看護師に供給するように選択し得る。Ｓ２４において、第１
の継手装置が選択されて接続される。例えば、この例の看護師は、流体回路を透析装置に
取り付け、かつ他の継手装置と結合されるべき１つまたは複数の継手装置を特定し得る。
例えば、第１の継手装置は、流体回路の継手装置と結合されるべきフィルタに取り付けら
れ得る。Ｓ２６において、第２の継手装置が特定され、およびＳ２８において、継手装置
が結合される。これを、使用者が数回繰り返し得る。
【００７５】
　図１７Ａおよび図１７Ｂは、継手装置の追加的な実施形態を説明するためにコネクタの
代替的な構成を示す。継手装置９２２は、図７Ｃおよび図１５Ａのように見る人の方に向
けて示すが、図７Ｃおよび図１５Ａを参照して説明したように様々な方法で位置決めされ
得る干渉要素９２４のアレイを有する。図１７Ａの実施形態は、複数のコネクタ９１４、
９１６または９１０、９１２の代わりに、単一の非回転対称的なコネクタが使用されると
いう点で、上述のものとは異なり、このコネクタは、強制的に予め定められた向きにする
（すなわち、コネクタは、かみ合っているコネクタの部分が予め定められた角度に向けら
れているときにのみ、接続できる）。本明細書では、雄型コネクタ９２０を形成するピー
ナッツ形状のチューブ状拡張部を継手装置９２２の面に示し、他の部分は、図７Ｃおよび
図１５Ａを参照して説明した実施形態と同様である。ピーナッツ形状の雄型コネクタ９２
０は、本体９３５を備える雌型コネクタ９２１に収まる。雄型および雌型コネクタ９２０
および９２１は、図１７Ａに示すピーナッツ形状を有し得る。他の実施形態は、任意の種
類の非丸型コネクタを有してもよく、および雄型および雌型タイプのコネクタの代わりに
当接タイプのコネクタを含んでもよい。それゆえ、実施形態は、継手装置が結合され得る
向きの範囲を制限し得る任意の様々な形状を有し得る。凹部９３４に収まるポストの形態
の干渉要素９３２を示す。１つまたは複数の干渉要素および／または孔を配置して、他の
箇所で説明するような様々な互換性のあるおよび互換性のない実施形態を形成し得る。複
数のコネクタの実施形態の機能の多くを、単一の非丸型コネクタの実施形態、およびそこ
から生じた、同様に単一のコネクタを有する実施形態によって提供し得ることが明らかで
ある。
【００７６】
　ここで図１８Ａ～１８Ｈを参照すると、９４０で雄型コネクタをおよび９６０で雌型コ
ネクタを備えるコネクタの対の実施形態を示す。雄型コネクタ９４０は、付形された遠位
部分９４５を有し、この遠位部分は、本明細書では三角形で示すが、異なる実施形態では
他の形状を使用し得る。本体９４０は丸い。本体９４０上にあるＯリング９４４が、雌型
コネクタ９６０にある丸い開口部９６７とのシールをもたらす。付形された遠位部分９４
５が、対応して付形されたチャネル９６９に収まる。付形されたチャネル９６９および付
形された遠位部分９４５は、他の形状の遠位部分がチャネル９６９に入ることができない
実施形態を保証する。その結果、そのような実施形態は、図１８Ｇに示すようなシールを
形成できない。雄型コネクタ９４０は、内部にルーメン９４３を有し、および雌型コネク
タは、内部にルーメン９６２を有する。シールを形成するように挿入されたら、雄型コネ
クタのルーメンは、雌型コネクタのルーメン９６２と連通して、封止された流路を形成す
る。
【００７７】
　図１８Ｈを参照すると、図１８Ａ～１８Ｇのコネクタの実施形態およびそれらの同様の
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変形例を使用して、付形された遠位部分の形状の形態にある追加的な範囲の干渉要素を形
成し得る。図１８Ａ～１８Ｇの開示の実施形態は、別の継手の実施形態、例えば、図１８
Ｈにおいて９７０および９７２で示すような複数のコネクタを備えるものを形成する基礎
を形成し得る。９７０において、継手装置は、付形された遠位端部と第１の角度関係を形
成するコネクタ９８１および９８２を有し、および継手装置は、付形された遠位端部と第
２の角度関係を形成するコネクタ９８３および９８４を有する。それゆえ、継手装置９７
２は、継手装置９７０と互換性がない。各コネクタの角度が適合する場合、それらには互
換性がある。上述の特徴は、他の干渉要素のスキームと組み合わせて、干渉効果を兼ね備
えるスキームに拡張し得る。図１８Ａ～１８Ｈの特徴の代替的な変形例は、付形された部
分を、雄型コネクタ９４０のシーリング部分に近接して配置することを含む。
【００７８】
　実施形態では、使用者による継手装置の選択強制、および強制機構からを逃れることを
禁止することの有効性は、完全かつ漏れのない接続を形成するためにコネクタの特定の相
互の方向付けを必要とすることを複数のコネクタが必要とするという事実によって、高め
られる。完全な接続を行うために、例えば第１のコネクタの雄型を他方のコネクタの雌型
に接続すると同時に、第１のコネクタの雌型を他方のコネクタの雄型に接続することによ
って、継手装置を互いに対して相互に方向付ける必要がある。この方向付けを確実するこ
とによって、異なる構成のコネクタ間で様々なタイプの選択性を提供できる干渉部材のア
レイを提供することが可能となる。これは、選択した位置に干渉要素を配置でき、これら
の位置では、継手装置が適切に方向付けられる条件の結果、確実に干渉係合状態になるた
めである。また、上述の通り、開示の主題の継手装置を使用することによって、継手装置
との封止係合を行うために単一の単純なチューブ状装置または軟質プラスチックのチュー
ブ端部を使用することは困難であるか、またはその使用は不可能である。
【００７９】
　別の実施形態および変形例を下記および特許請求の範囲で説明する。
【００８０】
　実施形態によれば、開示の主題は、流体ラインを不適切な相互接続から守る方法を含む
。この方法は、流体を搬送するチャネルを備える装置と、チャネルを相互接続する継手装
置とを含むキットを提供することを含む。この方法は、さらに、接続時に、各継手装置対
がそれぞれの継手装置を通る流れを分割しかつそれぞれの継手装置対の端部で流れを再び
一緒にするように各継手装置対の複数のコネクタを封止式に係合するように、継手装置の
うちの少なくともいくつかを方向付けることを含み、コネクタの配置は、相互接続する継
手装置に対して可能なそれら継手装置の向きを限定するようにされている。あるいは、コ
ネクタの取り付けは、接続された継手装置のコネクタのうちの１つを通る流れを阻止して
、そこからの漏れを防止し得る。コネクタの数を変更してもよく、そのため、他の実施形
態は、好適な互換性のあるコネクタによって阻止されるかまたは合わされるかまたはそれ
らの組み合わせにされるかのいずれかでＮ個のサブフローに分けられる可能性のある流れ
を有するＮ個のコネクタを有し得る。
【００８１】
　方向付けは、各継手装置対の複数のコネクタが封止式に係合されるときに、干渉要素が
相互に干渉することなく、継手装置対の部材を一体にまとめることができるように、各継
手装置対の干渉要素を位置決めすることを含み得る。方向付けは、継手装置対の各部材の
軸を、それらが平行となるように位置合わせすることを含み得る。位置合わせによって、
各継手装置の複数のコネクタを、それぞれの共通の軸上に位置決めする。提供は、それぞ
れの対の継手装置を、それらのコネクタに封止式に係合するように方向付けて継手装置の
相互干渉を生じ、それによりそれらの相互接続を防止するように、装置の干渉要素が配置
されている複数の継手装置を提供することを含み得る。方向付けは、特定の継手装置対の
干渉要素を、各継手装置対の複数のコネクタがそれぞれの軸を位置合わせして互いに封止
式に係合できるように位置決めされるときに、それら干渉要素が干渉するように、位置決
めし、それにより前記特定の継手装置対の相互接続を防止することを含み得る。
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【００８２】
　実施形態によれば、開示の主題は、コネクタをそれぞれ有する継手装置を備える流体チ
ャネル結合システムを含み、これらコネクタは、継手装置の他方にある、対応するコネク
タを封止式に係合する。継手装置のコネクタの各々は共通ポートと流体連通して、２つの
継手装置のコネクタが相互に係合されると、それぞれのポートが互いに流体連通するよう
に、および２つの継手装置のコネクタのいくつかが相互に係合されるとき、流体が、それ
ぞれのポートのいずれかから流出し、それにより漏れを発生できるようにする。継手装置
の第１の継手装置は少なくとも１つの干渉要素を有し、これは、継手装置の第２の継手装
置の少なくとも１つの干渉要素と干渉して、第１の継手装置の両コネクタが第２の継手装
置の両コネクタと封止式に係合できないようにする。第１の１つまたは複数の継手装置は
、流体の容器に取り付けられて、容器から流体を除去するためのアクセスポートを形成し
てもよく、および流体の容器の内容物は異なる。流体回路は、第１の１つまたは複数の継
手装置と互換性がありかつ流体の容器に取り付けられた第２の継手装置と互換性のない継
手装置を有し得る。
【００８３】
　実施形態によれば、開示の主題は、第１の継手装置を第２の継手装置へ接続することを
防止する方法を含む。この方法は、第１の端部に１つの開口部を備える単一ポート、第２
の端部に２つの開口部を備えるダブルポートを備える本体を有する継手装置であって、単
一ポートとダブルポートが、流体連通のために、分岐チャネルによって相互接続される、
継手装置を提供することを含む。この方法は、単一ポートを流体源に取り付けて、流体源
を使用部位に提供することを含む。開口部間のサイズおよび接続は、ダブルポートの２つ
の開口部のうちの一方を流体受け部に接続しようとする任意の試み、および流体源から流
体受け部へ流体を移す試みは、実質的な流体の漏れを生じるようにされている。
【００８４】
　実施形態によれば、開示の主題は流体結合システムを含む。システムは、第１の本体を
備える第１の継手装置と、第２の本体を備える第２の継手装置とを含む。第１の本体は、
第１の端部に１つの開口部を備える単一ポート、第２の端部に２つの開口部を備えるダブ
ルポートを有し、単一ポートとダブルポートは、流体連通のために、前記本体にある分岐
チャネルによって相互接続される。第２の本体は、第１の端部に１つの開口部を備える単
一ポート、第２の端部に２つの開口部を備えるダブルポートを有し、単一ポートとダブル
ポートは、流体連通のために、前記本体にある分岐チャネルによって相互接続される。第
１の本体のダブルポートは、第２の本体のダブルポートに接続して、第１の本体の単一ポ
ートを第２の本体の単一ポートに接続する封止されたチャネルを形成するように構成され
る。第１および第２の継手装置は同一とし得る。第１および第２の継手装置は、第１の本
体の２つの開口部と第２の本体の２つの開口部との摩擦係合を可能にして、封止されたチ
ャネルを形成するように構成され得る。第１の本体は、少なくとも１つの第１のラッチ部
材を有してもよく、および第２の本体は少なくとも１つの第２のラッチ部材を有し、第１
のラッチ部材は、第２のラッチ部材に干渉するように係合して、分離に対する第１および
第２の継手装置の抵抗性を高めるように構成する。第１のラッチ部材は、第１の本体の主
要部分に対して可動であり、第１のラッチ部材と第２のラッチ部材の係合を解除できるよ
うにし得る。第１の本体のダブルポートは、雄型のシリンダー状取付具と雌型のシリンダ
ー状取付具とを有し、第１の本体の２つの開口部の各々は、２つの開口部のそれぞれにあ
るようにし得る。
【００８５】
　実施形態によれば、開示の主題は、少なくとも２つの雄型および／または雌型コネクタ
を有する第１の継手装置を有する流体ライン継手装置のキットを含む。キットは、第１の
継手装置の少なくとも２つの雄型および／または雌型コネクタと封止式に係合するように
構成された少なくとも２つの雄型および／または雌型コネクタを有する第２の継手装置を
含む。第１および第２の継手装置の各々を、少なくとも２つの雄型および／または雌型コ
ネクタが１つ残らず前記第１および第２の継手装置の各々の単一のそれぞれのポートに流
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体的に結合されるように、構成する。第１および第２の継手装置の各々を、さらに、前記
第２の継手装置の少なくとも２つの雄型および／または雌型コネクタが第１の継手装置の
少なくとも２つの雄型および／または雌型コネクタに封止式に係合するように構成される
とき、第１の継手装置の単一のそれぞれのポートからの流れが第１および第２の継手装置
の各々の少なくとも２つの雄型および／または雌型コネクタの双方を通って第２の継手装
置の単一のそれぞれのポートまで流れるように、構成する。第１および第２の継手装置の
各々のラッチ部品を、前記第２の継手装置の少なくとも２つの雄型および／または雌型コ
ネクタが封止式に係合するように構成されるときに、相互に係合するように構成し得る。
第３および第４の継手装置は、各々、少なくとも２つの雄型および／または雌型コネクタ
を有し、それらコネクタは、第３および第４の継手装置の他方の少なくとも２つの雄型お
よび／または雌型コネクタと封止式に係合するように構成され、かつさらに、第３および
第４の継手装置の少なくとも両方が、第１および第２の継手装置のいずれかの少なくとも
２つの雄型および／または雌型コネクタと封止式に係合できないように構成され得る。第
３および第４の継手装置は、それらを互いに相互接続できるようにするが第１および第２
の継手装置のいずれかとの相互接続を防止する干渉部材を備えて構成し、かつさらに、第
３および第４の継手装置の少なくとも一方の少なくとも２つの雄型および／または雌型コ
ネクタが、干渉部材による係合がなければ、第１および第２の継手装置の少なくとも一方
の少なくとも２つの雄型および／または雌型コネクタと封止式に係合できるように構成し
得る。第１および第２の継手装置は、同じ型から成形できるように、同一に構成し得る。
開示の主題は、それに従って成形する方法を含む。第１および第２の継手装置は、二部品
型によって成形できるように構成し得る。
【００８６】
　実施形態によれば、開示の主題は、流体を搬送する方法を含む。この方法は、連続的な
流路を形成するために、第１の源のチャネルを第１の行先チャネルへ接続することを含む
。この方法は、第１の源のチャネルを通して第１の行先チャネルまで流体を流すことを含
み、流すことには、流れを別個の分岐流に分けてから、源のチャネルと行先チャネルとの
間の合流点において流れを再合流させることを含む。この方法は、第１の源のチャネルお
よび第１の行先チャネルと、第２の源および第２の行先チャネルとを備えるキットを提供
すること、および第１の源のチャネルを第２の行先チャネルへ接続することを防止するこ
とを含み得る。防止することは、第１の源のチャネルが第２の行先チャネルに接続される
かまたは第２の源のチャネルが第１の行先チャネルに接続される場合に、分岐流の一方に
漏れが生じることを含み得る。防止することは、第１の源のチャネルが第２の行先チャネ
ルに接続されるかまたは第２の源のチャネルが第１の行先チャネルに接続される場合に、
分岐流の一方の全体に漏れが生じることを含み得る。防止することは、分岐流の一方の全
体の漏れを防止するために、接続に使用される継手装置の予め定められた向きが必要とさ
れ、かつこの向きの結果、第１の源のチャネルに取り付けられた前記継手装置の干渉する
部分が、第２の行先チャネルに取り付けられた継手装置の部分と干渉係合されるようにな
るか、または第２の源のチャネルに取り付けられた前記継手装置の干渉する部分が、第１
の行先チャネルに取り付けられた継手装置の部分と干渉係合されるようになることを確実
にすることを含み得る。
【００８７】
　実施形態によれば、開示の主題は、流体ラインを不適切な相互接続から守る流体回路を
有するキットを含む。キットは、流体を搬送する流体チャネルを備える装置と、チャネル
を相互接続するように構成された継手装置とを含む。継手装置を、各継手装置対の複数の
コネクタを封止式に係合することに関して、接続時に、各継手装置対がそれぞれの継手装
置を通る流れを分割しかつそれぞれの継手装置対の端部において流れを再び一緒にし、コ
ネクタの配置が、相互接続される継手装置に対して継手装置の可能な向きを限定するよう
に方向付けられるように、構成する。継手装置は、干渉要素を備えて構成してもよく、そ
れら干渉要素は、相互封止係合のために継手装置対の複数のコネクタを位置合わせする試
みを行うとき、相互に干渉する。相互接続できる継手装置対を、継手装置対の各部材の軸
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を位置合わせして平行にする必要があるように構成する。相互接続できる継手装置対を、
各継手装置の複数のコネクタをそれらそれぞれの共通の軸上に位置決めする必要があるよ
うに構成し得る。継手装置は干渉要素を含み、それら干渉要素は、コネクタが封止式に係
合可能とするように相互に位置合わせされるようにいくつかの対の継手装置が方向付けら
れるときに、その向きによって、継手装置の相互干渉を発生させ、それによりそれらの相
互接続を防止するように配置され得る。継手装置は干渉要素を含み、それら干渉要素は、
コネクタが封止式に係合可能とするように相互に位置合わせされるようにいくつかの対の
継手装置が向けられるときに、その向きによって、干渉要素を干渉しないように位置決め
し、それによりいくつかの対を相互接続できるように、配置され得る。
【００８８】
　実施形態によれば、開示の主題は、流体回路を不適切な相互接続から守る方法を含む。
この方法は、流体を搬送するチャネルを備える装置と、チャネルを相互接続する継手装置
とを含むキットを提供することを含む。この方法は、さらに、継手装置の少なくとも１つ
を、各継手装置対の複数のコネクタを封止式に係合することに関して、接続時に、各継手
装置対がそれぞれの継手装置を通る流れを分割しかつそれぞれの継手装置対の端部におい
て流れを再び一緒にし、コネクタの配置が、それらが相互接続される継手装置に対する継
手装置の可能な向きを限定するようなものであるように、方向付けることを含む。継手装
置の少なくとも１つは、接続時に、そこを通る流れを分割しないものを含む、複数の継手
装置の配置の一部とし得る。複数の継手装置の配置の継手装置は、その全ての部材の継手
装置を、それぞれの対にされた継手装置に対して同時に位置決めしかつ方向付けを行うよ
うに、固く相互接続され得る。複数の継手装置の配置は、それら継手装置の間で流体連通
するように選択的に結合するために構成されたマニホールドを含み得る。複数の継手装置
の配置は、別個の流体チャネルを有する継手装置を含み得る。方向付けは、各継手装置対
の複数のコネクタが封止式に係合されるときに、干渉要素が相互干渉せずに、継手装置対
の部材を一体にまとめることができるように、各継手装置対の干渉要素を位置決めするこ
とを含み得る。方向付けは、継手装置対の各部材の軸を、それらが平行となるように位置
合わせすることを含み得る。位置合わせによって、各継手装置の複数のコネクタをそれぞ
れの共通の軸上に位置決めし得る。この方法は、継手装置の干渉要素を有する複数の継手
装置を提供することを含み、それら干渉要素は、それぞれの対の継手装置のコネクタを封
止式に係合するようにそれら継手装置を方向付けることによって継手装置の相互干渉を発
生させ、それによりそれらの相互接続を防止するように配置され得る。方向付けは、各継
手装置対の複数のコネクタが、それぞれの軸が互いに封止式に係合できるように位置合わ
せされた状態で位置決めされ、それにより、特定の継手装置対の相互接続を防止すると、
前記特定の継手装置対の干渉要素を、それらが干渉するように位置決めすることを含み得
る。
【００８９】
　実施形態によれば、開示の主題は、材料搬送の誤接続を防止するシステムを含む。シス
テムは、１組の継手装置を含み、１組の各継手装置は、流体などの材料を送り出すまたは
受け取るためのＮ個の流体チャネルを有する。１組の各継手装置は、前記Ｎ個の材料チャ
ネルに接続されたＮ＋１個のコネクタを有し、Ｎ個の材料チャネルの少なくとも１つが又
状分岐されかつ複数のコネクタとつながっている。１組の各継手装置は、Ｎ＋１個のコネ
クタのうちの１つから漏れがない状態で、そのＮ＋１個のコネクタを、１組の少なくとも
１つの他の継手装置の少なくともＮ＋１個のコネクタと接続するように構成する。１組の
各継手装置は、Ｎ＋１個のコネクタのうちの１つから漏れがない状態で、そのＮ＋１個の
コネクタを、１組の少なくとも別の継手装置の少なくともＮ＋１個のコネクタとの接続を
防止するように構成する。その結果、１組が、継手装置の様々な一意の継手対を形成でき
る様々な継手装置を形成し、それにより、継手装置の誤接続を防止する。１組の第１の継
手装置は、１組の第２の継手装置と干渉するように位置決めされ、付形され、およびその
ようなサイズにされた干渉部材を有し得る。１組の第１の継手装置は、Ｎ＋１個のコネク
タが１組の別の継手装置のＮ＋１個のコネクタと接続するように位置決めされるとき、１
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組の第２の継手装置と干渉するように位置決めされ、付形され、およびそのようなサイズ
にされた干渉部材を有し、第１の継手装置が第２の継手装置と結合できないようにし得る
。
【００９０】
　コネクタは、任意の好適なタイプのコネクタを含んでもよく、例えば、雄型および雌型
コネクタ、当接タイプのコネクタ、および／または針および隔壁タイプのコネクタを含み
得る。これらの説明を図面に示し、かつさらなる例は、従来技術において見出し得る。当
業界で利用可能な様々なコネクタの多くの単純な代用品は、開示の主題の可能な実施形態
の範囲を拡張するために簡単に作製できると考えられている。１組の継手装置のいくつか
は、又状分岐されかつ接続されるＮ個の材料チャネルの少なくとも１つのコネクタをブロ
ックすることによって漏れを防止するように構成されたコネクタを有し得る。１組の継手
装置のいくつかは、又状分岐チャネルのコネクタから材料を受け取るまたはそこへ材料を
搬送するための連続的な又状分岐チャネルを形成することによって漏れを防止するように
構成されたコネクタを有し得る。継手装置を、１つの継手装置のＮ＋１個のコネクタが別
のものと接続され、かつ１つの継手装置と別の継手装置との間に材料の流れが確立される
とき、流れの少なくとも一部分がその又状分岐チャネルのうちの１つを通って分割される
ように、構成し得る。継手装置を、１つの継手装置のＮ＋１個のコネクタが別のものと接
続されかつ１つの継手装置と別の継手装置との間に材料の流れが確立されるとき、その又
状分岐チャネルの１つから通常は流出する流れの少なくとも一部分が阻止されるように構
成し得る。
【００９１】
　実施形態によれば、開示の主題は、安全システムを提供する方法を含む。この方法は、
もっぱら、予め決められた一連のプロセスにおいて使用するため、または予め決められた
組の装置と共に使用するために、請求項４５～５２に記載のシステムに適合する継手装置
を提供することを含む。前記組の流体継手装置の予め定められたサブセットは、もっぱら
、予め定められたクラスの材料容器に接続され得る。前記組の流体継手装置の予め定めら
れたサブセットは、もっぱら、予め定められたクラスの医療機器に接続され得る。
【００９２】
　実施形態によれば、開示の主題は、材料搬送要素を相互接続するためのシステムを含む
。システムは、一意の相互接続可能な対を形成する１組の継手装置を含み、それにより、
互換性のあるおよび互換性のない継手装置の組を形成する。システムは、さらに、前記組
の継手装置のうちの１つが予め取り付けられた、容器および他の医療用流体源を含む。シ
ステムは、前記組の継手装置のうちの１つがさらに予め取り付けられた、医療機器を含む
。各継手装置は、互換性のある継手装置に接続されると、流体を少なくとも１つの内部フ
ローチャネルに通過させ、かつ互換性のない継手装置に接続される場合、前記少なくとも
１つの内部フローチャネルから流体を漏らすように構成される。
【００９３】
　実施形態によれば、開示の主題は、流体ラインを不適切な相互接続から守る方法を含む
。この方法は、流体を搬送するチャネルを備える装置と、チャネルを相互接続する継手装
置とを含むキットを提供することを含む。この方法はまた、各継手装置対の複数のコネク
タを封止式に係合することに関して、接続時に、各継手装置が、それぞれの継手装置を通
る流れを分割する又状分岐チャネルの対を有してもよく、さらに又状分岐チャネルを備え
る接続された継手装置が、それぞれの継手装置対の端部において流れを再び一緒にするよ
うに、継手装置のうちの少なくともいくつかを方向付けることを含み、コネクタの配置が
、相互接続する継手装置に対する継手装置の可能な向きを限定するようにされている。継
手装置の少なくとも１つは、１対の継手装置の少なくとも１つの非又状分岐チャネルを含
み、かつ単一のコネクタによって１対の他方の非又状分岐チャネルにつながる。方向付け
は、各継手装置対の複数のコネクタが封止式に係合されるとき、干渉要素が相互干渉せず
に、継手装置対の部材を一体にまとめることができるように、各継手装置対の干渉要素を
位置決めすることを含み得る。方向付けは、継手装置対の各部材の軸を、それらが平行と
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なるように位置合わせすることを含み得る。位置合わせによって、各継手装置の複数のコ
ネクタを、それぞれの共通の軸上に位置決めし得る。提供は、コネクタを封止式に係合す
るようにそれぞれの対の継手装置を方向付けて、継手装置の相互干渉を発生させ、それに
よりそれらの相互接続を防止するように配置された継手装置の干渉要素を有する複数の継
手装置を提供することを含み得る。方向付けは、各継手装置対の複数のコネクタが、互い
に封止式に係合できるようにそれぞれの軸が位置合わせされて位置決めされると干渉要素
が干渉し、それにより、特定の継手装置対の相互接続を防止するように、前記特定の継手
装置対の干渉要素を位置決めすることを含み得る。
【００９４】
　実施形態によれば、開示の主題は、流体チャネル結合システムを含む。システムは、コ
ネクタをそれぞれ有する継手装置を含み、それらコネクタは、他方の継手装置にある対応
するコネクタを封止式に係合する。継手装置のコネクタの少なくとも１つは、共通ポート
によって流体連通し、かつ他方は、そのコネクタが共通ポートまたは閉鎖体に接続されて
おり、２つの継手装置のコネクタが相互に係合するとき、それぞれのポートの少なくとも
１つが別のポートと流体連通し、２つの継手装置のコネクタのいくつかが相互に係合する
とき、流体は、それぞれのポートのうちの１つから流出でき、漏れを発生させるようにす
る。継手装置の第１の継手装置は、継手装置の第２の継手装置の少なくとも１つの干渉要
素と干渉する少なくとも１つの干渉要素を有してもよく、第１の継手装置の両コネクタは
、第２の継手装置の両コネクタと封止式に係合できない。第１の１つまたは複数の継手装
置は、流体の容器に取り付けられ、容器から流体を除去するためのアクセスポートを形成
してもよく、および流体の容器の内容物は異なる。流体回路は、第１の１つまたは複数の
継手装置と互換性がありかつ流体の容器に取り付けられた第２の継手装置と互換性のない
継手装置を有し得る。
【００９５】
　実施形態によれば、開示の主題は、第１の継手装置を第２の継手装置へ接続することを
防止する方法を含む。この方法は、第１の端部に１つの開口部を備える少なくとも１つの
ポートと、第２の端部に２つの開口部を備えるダブルポートとを備える本体を有する第１
の継手装置を提供することであって、単一ポートとダブルポートは、流体連通のために、
分岐チャネルによって相互接続されること、および単一ポートを流体源に取り付けて、流
体源を使用部位に提供することを含む。開口部間のサイズおよび接続は、ダブルポートの
２つの開口部のうちの一方を流体受け部に接続する任意の試み、および流体を流体源から
流体受け部へ移す試みは、実質的に流体の漏れを発生させるようにされている。この方法
は、さらに、第１の継手装置に対する器具の別の継手装置の互換性に応答して前記流体を
消費するために前記別の継手装置を選択することを含み、別の継手装置は、前記ダブルポ
ートに接続する２つのコネクタを含んでもよく、コネクタの少なくとも１つは、そこを通
る流体をもたらすように構成される。コネクタの他方は、ダブルポートの少なくとも１つ
のポートからブロックされるように構成され得る。
【００９６】
　実施形態によれば、開示の主題は、第１の継手装置を第２の継手装置へ接続することを
防止する方法を含む。この方法は、第１の端部に１つの開口部を備える少なくとも１つの
ポート、および第２の端部における複数ポートを備える本体を有する第１の継手装置を提
供することであって、単一ポートと複数ポートは、流体連通のために、又状分岐流を生成
させる分岐チャネルによって相互接続されること、および単一ポートを流体源に取り付け
て、流体源を使用部位に提供することを含む。開口部間のサイズおよび接続は、複数ポー
トの２つの開口部のうちの一方を流体受け部に接続しようとする任意の試み、および流体
を流体源から流体受け部へ移す試みは、実質的に流体の漏れを発生させるようにされてい
る。この方法は、さらに、第１の継手装置に対する器具の別の継手装置の互換性に応答し
て前記流体を消費する前記別の継手装置を選択することを含み、別の継手装置は、前記複
数ポートに接続する複数のコネクタを含んでもよく、コネクタの少なくとも１つは、そこ
を通る流体をもたらすように構成される。コネクタのうちの少なくともいくつかは、複数
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ポートの少なくとも１つのポートからブロックされるように構成され得る。
【００９７】
　実施形態によれば、開示の主題は、流体結合システムを含む。システムは、第１の本体
を備える第１の継手装置と、第２の本体を備える第２の継手装置とを含む。第１の本体は
、第１の端部に１つの開口部を備える単一ポートと、第２の端部に複数の開口部を備える
複数ポートとを含み、単一ポートと複数ポートは、流体連通のために、前記本体にある分
岐チャネルによって相互接続される。第２の本体は、第１の端部に１つの開口部を備える
単一ポート、第２の端部に複数の開口部を備える複数ポートを有し、単一ポートと複数ポ
ートは、流体連通のために、前記本体にある分岐チャネルによって相互接続される。第１
の本体のダブルポートは、第２の本体の複数ポートにつないで、第１の本体の単一ポート
を第２の本体の単一ポートに接続する封止されたチャネルを形成するように構成し得る。
第１の本体は、非分岐チャネルを有する１つまたは複数の別のポートを含んでもよく、こ
れら非分岐チャネルは、第１および第２の本体の複数ポートが接続のために位置決めされ
かつ方向付けられると、第２の本体の別のポートに接続するために自動的に位置決めされ
かつ方向付けられる。第１および第２の継手装置は、単一の型を用いて成形できるように
同一とし得る。第１および第２の継手装置は、第１の本体の２つの開口部と第２の本体の
２つの開口部との摩擦係合を可能にして、封止されたチャネルを形成するように構成し得
る。第１の本体は少なくとも１つの第１のラッチ部材を有してもよく、および第２の本体
は少なくとも１つの第２のラッチ部材を有し、第１のラッチ部材は、第２のラッチ部材に
干渉するように係合して、分離に対する第１および第２の継手装置の抵抗性を高めるよう
に構成する。第１のラッチ部材は、第１の本体の主要部分に対して可動であり、第１のラ
ッチ部材と第２のラッチ部材の係合を解除できるようにし得る。第１の本体の複数ポート
は、雄型のシリンダー状取付具と、雌型のシリンダー状取付具とを有してもよく、第１の
本体の２つの開口部は、それぞれ、２つの開口部のそれぞれにある。
【００９８】
　実施形態によれば、開示の主題は、流体ライン継手装置のキットを含む。キットは、少
なくとも２つの雄型および／または雌型コネクタを有する第１の継手装置と、第１の継手
装置の少なくとも２つの雄型および／または雌型コネクタと封止式に係合するように構成
された少なくとも２つの雄型および／または雌型コネクタを有する第２の継手装置とを含
む。第１および第２の継手装置の少なくとも一方は、少なくとも２つの雄型および／また
は雌型コネクタが１つ残らず、第１および第２の継手装置の前記少なくとも一方の単一の
それぞれのポートに流体的に結合するように構成する。第１および第２の継手装置の一方
を、前記第２の継手装置の少なくとも２つの雄型および／または雌型コネクタが第１の継
手装置の少なくとも２つの雄型および／または雌型コネクタに封止式に係合するように構
成されかつ第１の継手装置の単一のそれぞれのポートからの流れが第１の継手装置の少な
くとも２つの雄型および／または雌型コネクタの一方または双方を通って第２の継手装置
の単一のそれぞれのポートまで漏れのない状態で流れるようにさらに構成されるときに、
雄型および／または雌型コネクタの少なくとも一方が雄型および／またはコネクタのうち
の接続された一方からの流れを捕えるすなわち阻止するように構成されるように、さらに
構成する。第１および第２の継手装置の各々のラッチ部品を、前記第２の継手装置の少な
くとも２つの雄型および／または雌型コネクタが封止式に係合するときに、相互に係合す
るように構成し得る。第３および第４の継手装置は、各々、少なくとも２つの雄型および
／または雌型コネクタを有してもよく、これら雄型および／または雌型コネクタは、第３
および第４の継手装置の他方の少なくとも２つの雄型および／または雌型コネクタと封止
式に係合するように構成され、かつ第３および第４の継手装置の少なくとも双方が第１お
よび第２の継手装置のいずれかの少なくとも２つの雄型および／または雌型コネクタと封
止式に係合できないようにさらに構成される。第３および第４の継手装置は、互いに相互
接続できるが第１および第２の継手装置のいずれかとの相互接続を防止する干渉部材を備
えて構成し、かつ第３および第４の継手装置の少なくとも一方の少なくとも２つの雄型お
よび／または雌型コネクタが、干渉部材による係合がなければ、第１および第２の継手装
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置の少なくとも一方の少なくとも２つの雄型および／または雌型コネクタに封止式に係合
できるようにさらに構成し得る。第１および第２の継手装置は、同一に構成し得る。第１
および第２の継手装置は、二部品型を用いて成形できるように構成し得る。
【００９９】
　実施形態によれば、開示の主題は、第１の源のチャネルを第１の行先チャネルに接続し
て連続的な流路を形成して、流体を搬送する方法を含む。この方法は、流体を、第１の源
のチャネルを通して第１の行先チャネルまで流すことを含み、流すことは、流れを、それ
らの境界面にあるコネクタを通って流れる別個の分岐流に分けてから流れを再合流させる
ことを含む。この方法は、第１の源のチャネルおよび第１の行先チャネルと、第２の源お
よび第２の行先チャネルとを備えるキットを提供すること、および第１の源のチャネルを
第２の行先チャネルへ接続することを防止することを含み得る。防止することは、第１の
源のチャネルが第２の行先チャネルに接続されるまたは第２の源のチャネルが第１の行先
チャネルに接続される場合に、分岐流の一方に漏れが生じることを含み得る。防止するこ
とは、第１の源のチャネルが第２の行先チャネルに接続されるまたは第２の源のチャネル
が第１の行先チャネルに接続される場合に、分岐流の一方の全体に漏れが生じることを含
み得る。防止することは、接続に使用される継手装置の予め定められた向きが、分岐流の
一方の全体の漏れを防止するために必要とされ、およびこの向きの結果、第１の源のチャ
ネルに取り付けられた前記継手装置の干渉する部分が、第２の行先チャネルに取り付けら
れた継手装置の一部分と干渉係合されるようになるか、または第２の源のチャネルに取り
付けられた前記継手装置の干渉する部分が、第１の行先チャネルに取り付けられた継手装
置の一部分と干渉係合されるようになること確実にすることを含み得る。
【０１００】
　実施形態によれば、開示の主題は、流体ラインを不適切な相互接続から守る流体回路を
有するキットを含む。キットは、流体を搬送する流体チャネルと、チャネルを相互接続す
るように構成された継手装置とを備える装置を含む。継手装置は、各継手装置対の複数の
コネクタを封止式に係合することに関し、接続時に、各継手装置対がそれぞれの継手装置
を通る流れを分割しかつそれぞれの継手装置対の端部において流れを阻止するかまたは再
び一緒にするかのいずれかを行うように方向付けられるように構成し、コネクタの配置は
、相互接続される継手装置に対する継手装置の可能な向きを限定するものである。継手装
置は、相互の封止係合のために継手装置対の複数のコネクタを位置合わせする試みが行わ
れるときに、相互に干渉する干渉要素を備えて構成し得る。相互接続できる継手装置対は
、継手装置対の各部材の軸を、それらが平行となるように位置合わせすることを必要とす
るように構成し得る。
【０１０１】
　実施形態によれば、開示の主題は、流体回路を不適切な相互接続から守る方法を含む。
この方法は、流体を搬送するチャネルを備える装置と、チャネルを相互接続する継手装置
とを含むキットを提供すること、および各継手装置対の複数のコネクタを封止式に係合す
ることに関して、接続時に、各継手装置対のそれぞれの継手装置を通る流れを分割しかつ
それぞれの継手装置対の端部において流れの一方を阻止するかまたは分割した流れを再び
一緒にするように、継手装置の少なくとも１つを方向付けることを含み、コネクタの配置
は、相互接続される継手装置に対する継手装置の可能な向きを限定する。継手装置の少な
くとも１つは、接続時に、そこを通る流れを分割しないものを含む複数の継手装置の配置
の一部とし得る。複数の継手装置の配置の継手装置は、それぞれの対にされた継手装置に
対して同時に継手装置の全部材を位置決めおよび方向付けするように、固く相互接続され
得る。複数の継手装置の配置は、その継手装置間を流体連通のために選択的に結合するよ
うに構成されたマニホールドを含み得る。
【０１０２】
　上述の実施形態全てにおいて、干渉要素は、互換性のない継手装置の結合を阻止するた
めに、磁力または電気力に依存する装置とし得る。また、磁力を使用して、強制的に方向
付け得る。実施形態では、永久磁石が継手装置の実施形態に組み込まれる。選択的な干渉
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要素を形成するために、干渉要素は、様々な配置（または形状、サイズ、または別の方法
での構成）において位置決めされかつ番号付けされ、様々な互換性のあるおよび互換性の
ない種類を形成し得る。磁石はまた、接続を行う手段を提供してもよいため、互換性のな
い種類は互いに離れ得る一方、互換性のある種類は引き合って、かみ合い得る。
【０１０３】
　それゆえ、本開示によれば、流体ラインを接続するための方法、装置およびシステムが
提供されることが明白である。多くの代替例、修正例、および変形例が本開示によって可
能にされる。開示の実施形態の特徴は、本発明の範囲内で、組み合わせる、再配置する、
省略するなどして、追加的な実施形態を生成できる。さらに、いくつかの特徴は、対応し
て他の特徴を使用することなく、好都合に使用されることがあってもよい。それゆえ、本
出願人らは、そのような全ての代替例、修正例、均等物、および変形例が、本発明の趣旨
および範囲内にあることを包含することを意図する。
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