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(57)【要約】
　生体内又は生体表面の治療部位から流体物質を汲み出
すためのポンプで、３つのコンパートメントを包含する
。治療部位において、又はその付近において創傷カバー
内部に負圧を生成させるためにモータ駆動式ポンプエレ
メントが設けられており、また、このポンプエレメント
に駆動力を提供するためのモータが第１コンパートメン
トに設けられている。ポンプエレメントは第２コンパー
トメントに包含され、治療部位から汲み出された液体を
捕集するための容器に包含又は統合される。第２コンパ
ートメントは第１コンパートメント及び／又は前記第３
コンパートメントに着脱可能に接続され、第３コンパー
トメントは第１コンパートメント及び／又は第２コンパ
ートメントに着脱可能に接続される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体内又は生体表面の治療部位から流体物質を汲み出すためのポンプであって、
・　第１、第２及び第３のコンパートメント、
・　治療部位において、又はその付近において創傷カバー内部に負圧を生成させるための
モータ駆動式ポンプエレメント、
・　前記ポンプエレメントに駆動力を提供するためのモータであって、前記第１コンパー
トメントに包含され、ポンプエレメントは前記第２コンパートメントに包含されるモータ
、
・　治療部位から汲み出された液体を捕集するための容器であって、前記第３コンパート
メントに包含又は統合される容器
を包含し、
　前記第２コンパートメントが前記第１コンパートメント及び／又は前記第３コンパート
メントに着脱可能に接続され、前記第３コンパートメントが前記第１コンパートメント及
び／又は前記第２コンパートメントに着脱可能に接続される
ポンプ。
【請求項２】
　前記第３コンパートメントが前記第１コンパートメント及び前記第２コンパートメント
から外されている時だけ、前記第２コンパートメントを前記第１コンパートメントから外
すことができる、請求項１に記載のポンプ。
【請求項３】
　前記容器が、
・　液体と気体を前記容器に入れるための少なくとも１つの入口、及び、
・　気体を前記容器から前記ポンプエレメントに移すための少なくとも１つの出口
を有し、
前記入口と出口が前記容器と前記ポンプエレメントに関して前記ポンプエレメントの上流
で液体が気体から分離されるように配置されており、
前記ポンプが更に、前記ポンプエレメントを通して汲み出された気体を前記ポンプから逃
がす気体出口を包含する、
請求項１又は２に記載のポンプ。
【請求項４】
　前記ポンプエレメントが、
・　液体と気体を前記ポンプエレメントに入れるための少なくとも１つの入口、及び、
・　液体と気体を前記ポンプエレメントから出すための少なくとも１つの出口
を有し、
これにより、前記ポンプエレメントの出口が前記容器に接続され、これで、前記ポンプエ
レメントを通して汲み出された液体が前記容器に運ばれことになり、
前記ポンプが更に、前記ポンプエレメントを通して汲み出された気体を前記ポンプから逃
がす気体出口を包含する、
請求項１又は２に記載のポンプ。
【請求項５】
　前記ポンプエレメントが前記第２コンパートメントに統合されている、
請求項１～４のいずれか１つに記載のポンプ。
【請求項６】
　前記気体出口が前記第２コンパートメントに設けられている、請求項１～５のいずれか
１つに記載のポンプ。
【請求項７】
　前記気体出口が前記第３コンパートメントの中に設けられている、請求項１～６のいず
れか１つに記載のポンプ。
【請求項８】



(3) JP 2009-525085 A 2009.7.9

10

20

30

40

50

　前記ポンプエレメントがポンプヘッドを包含し、これを通して治療部位からの気体及び
／又は液体がポンプ作動中に汲み出される、及び、液密シール及び／又は気密シールが前
記ポンプヘッドと前記第１コンパートメントの間に設けられており、これで、気体及び／
又は液体が第１コンパートメントに進入することが防止される、請求項１～７のいずれか
１つに記載のポンプ。
【請求項９】
　更に、創傷カバー内部の負圧を検出するための感圧エレメントを包含する、請求項１～
８のいずれか１つに記載のポンプ。
【請求項１０】
　更に、容器内部の負圧を検出するための感圧エレメントを包含する、請求項１～９のい
ずれか１つに記載のポンプ。
【請求項１１】
　前記感圧エレメントが前記第１コンパートメントの中に設けられている、請求項９又は
１０に記載のポンプ。
【請求項１２】
　前記感圧エレメントが、少なくとも部分的に前記第２コンパートメントを通って延びる
圧力導管の一端又はその付近に配置されている、請求項１１に記載のポンプ。
【請求項１３】
　前記圧力導管が前記容器の中に開いている、請求項１２に記載のポンプ。
【請求項１４】
　前記圧力導管が前記第２コンパートメント又は第３コンパートメントの圧力入口の中に
開いている、請求項１２に記載のポンプ。
【請求項１５】
　前記感圧エレメントが前記第２コンパートメントの中に設けられている、請求項９又は
１０に記載のポンプ。
【請求項１６】
　更に、前記感圧エレメントの気体及び／又は液体による汚染を防止するためにほぼ気密
及び／又は液密のバリヤを包含する、請求項９～１５のいずれか１つに記載のポンプ。
【請求項１７】
　前記第２コンパートメントが、前記第２コンパートメントを前記第１コンパートメント
から外すためのラッチを包含する、及び、前記第３コンパートメントが前記第２コンパー
トメントに取り付けられている時、前記ラッチが接近不能である、請求項１～１６のいず
れか１つに記載のポンプ。
【請求項１８】
　流体入口と気体出口を包含する分離手段が設けられていて、この分離手段の気体出口に
前記ポンプヘッドが接続されており、前記ポンプヘッドが前記第１コンパートメントに着
脱可能に取り付けられ、これで、使用時、前記分離手段の流体入口が例えば導管を介して
創傷カバーに接続される、請求項１～１７のいずれか１つに記載のポンプ。
【請求項１９】
　前記ポンプエレメントがダイアフラムポンプを含む、請求項１～１８のいずれか１つに
記載のポンプ。
【請求項２０】
　前記ポンプヘッドが使い捨てである、請求項１８に記載のポンプ。
【請求項２１】
　前記分離手段と前記ポンプヘッドが前記コンパートメントの１つだけに包含される、請
求項１８～２０のいずれか１つに記載のポンプ。
【請求項２２】
　前記分離手段と前記ポンプヘッドが前記コンパートメントの異なる２つに包含される、
請求項１８～２０のいずれか１つに記載のポンプ。
【請求項２３】
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　更にフィルタを包含する、請求項１～２２のいずれか１つに記載のポンプ。
【請求項２４】
　前記フィルタが前記ポンプヘッドの上流に位置する、請求項２３に記載のポンプ。
【請求項２５】
　前記フィルタが前記ポンプヘッドの出口に位置する、請求項２３に記載のポンプ。
【請求項２６】
　更に、モータを制御するコントロールユニットを包含する、請求項１～２５のいずれか
１つに記載のポンプ。
【請求項２７】
　前記コントロールユニットが前記第１コンパートメントに統合されている、請求項２６
に記載のポンプ。
【請求項２８】
　前記ポンプヘッドが再使用可能である、請求項１８～２７のいずれか１つに記載のポン
プ。
【請求項２９】
　前記ポンプヘッドが滅菌できる、請求項１８～２７のいずれか１つに記載のポンプ。
【請求項３０】
　前記分離手段が前記容器を包含する、請求項１～２９のいずれか１つに記載のポンプ。
【請求項３１】
　前記容器が吸収剤エレメントを包含する、請求項１～３０のいずれか１つに記載のポン
プ。
【請求項３２】
　生体内又は生体表面の治療部位から流体物質を汲み出すためのシステムであって、
・　創傷カバー、
・　第１、第２及び第３のコンパートメント、
・　治療部位において、又はその付近において創傷カバー内部に負圧を生成させるための
モータ駆動式ポンプエレメント、
・　前記ポンプエレメントに駆動力を提供するためのモータであって、前記第１コンパー
トメントに包含され、ポンプエレメントは前記第２コンパートメントに包含されるモータ
、
・　治療部位から汲み出された液体を捕集するための容器であって、前記第３コンパート
メントに包含又は統合される容器、
・　創傷を第１、第２又は第３のコンパートメントに接続するための導管
を包含し、
　前記第２コンパートメントが前記第１コンパートメント及び／又は前記第３コンパート
メントに着脱可能に接続され、前記第３コンパートメントが前記第１コンパートメント及
び／又は前記第２コンパートメントに着脱可能に接続される
システム。
【請求項３３】
　更に、システム内の圧力レベルを検出するための感圧エレメントを包含する、請求項３
２に記載のシステム。
【請求項３４】
　前記感圧エレメントが前記創傷カバー内の圧力レベルを検出すべく配置されている、請
求項３３に記載のシステム。
【請求項３５】
　前記感圧エレメントが前記容器内の圧力レベルを検出すべく配置されている、請求項３
３に記載のシステム。
【請求項３６】
　前記感圧エレメントが前記コンパートメントの１つに包含又は接続される、及び、前記
創傷カバーが多管腔導管を介して前記容器に接続され、前記多管腔導管が、前記創傷カバ
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ー内部に負圧を加えるための第１通路、及び、負圧を前記感圧エレメントに送るための第
２通路を包含する、請求項３３～３５のいずれか１つに記載のシステム。
【請求項３７】
　前記感圧エレメントが創傷カバーに包含され、前記感圧エレメントが電子信号を前記デ
バイスのコントロールユニットに伝送するようになっている、請求項３２～３６のいずれ
か１つに記載のシステム。
【請求項３８】
　前記創傷カバーが１つのエンクロージャを形成し、前記ポンプエレメントが、前記エン
クロージャにおける負圧と周囲スペースの空気圧の間に圧力差を設けるべく配置されてお
り、更に、前記エンクロージャを基準として前記圧力差が反りを生じさせるように配置さ
れた反り可能部材を包含し、前記感圧デバイスが前記エンクロージャの外側に位置し、前
記圧力又は前記反り可能部材の反りに応答して信号を提供すべく配置されており、前記反
り可能部材が、前記センサと前記エンクロージャの間にほぼ気密のバリヤを形成する、請
求項３３～３７のいずれか１つに記載のシステム。
【請求項３９】
　前記反り可能部材が前記感圧デバイスに着脱可能に嵌合できる、請求項３８に記載のシ
ステム。
【請求項４０】
　前記反り可能部材が前記感圧デバイスに相対する固定位置において着脱可能に取り付け
できる、請求項３８又は３９に記載のシステム。
【請求項４１】
　前記反り可能部材が、前記エンクロージャを前記周囲スペースから分離する壁部分を形
成する、請求項３８～４０のいずれか１つに記載のシステム。
【請求項４２】
　前記反り可能部材が、前記エンクロージャと連通する圧力信号導管の壁部分を形成する
、請求項３８～４１のいずれか１つに記載のシステム。
【請求項４３】
　前記圧力信号導管がエンクロージャへの入口を形成し、この入口が、液体物質の前記圧
力信号導管への進入を阻止する分離構造を包含する、請求項４２に記載のシステム。
【請求項４４】
　前記エンクロージャと前記ポンプの間の連通を作るドレナージ導管を包含し、このドレ
ナージ導管と前記圧力信号導管が単一の細長い部材の中に形成される、請求項４２又は４
３に記載のシステム。
【請求項４５】
　前記圧力信号導管が前記ドレナージ導管より小さい横断面積を有する、請求項４４に記
載のシステム。
【請求項４６】
　前記ポンプエレメントが前記第１、第２及び第３のコンパートメントの１つの中に入れ
られており、該コンパートメントが更にセンサ、及び、前記反り可能部材を前記センサに
動作位置において固定するための結合構造を含む、請求項３８～４５のいずれか１つに記
載のシステム。
【請求項４７】
　前記結合構造が更に前記ドレナージ導管を前記ポンプに接続するようになっている、請
求項４６に記載のシステム。
【請求項４８】
　前記結合構造が、単独ユーザ対話により前記ドレナージ導管と前記圧力信号導管の両方
をポンプハウジングから切り離すようになっている、請求項４７に記載のシステム。
【請求項４９】
　所望の負圧を提供すべく前記圧力信号に基づいてポンプを制御する制御構造を包含する
、請求項３８～４８のいずれか１つに記載のシステム。
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【請求項５０】
　前記反り可能部材が可撓性ばね手段により第１の方向に押される、請求項３８～４９の
いずれか１つに記載のシステム。
【請求項５１】
　前記反り可能部材が、前記周囲スペースの圧力より低い負圧の間の差によって前記第１
の方向と反対の方向に押される、請求項５０に記載のシステム。
【請求項５２】
　前記創傷カバーが半透過性のカバーシートを包含する、請求項３２～５１のいずれか１
つに記載のシステム。
【請求項５３】
　更に、前記創傷カバー内部に滲出物の運搬を許す可撓性構造を包含する、請求項３２～
５２のいずれか１つに記載のシステム。
【請求項５４】
　前記可撓性構造がポリマーフォームを包含する、請求項５３に記載のシステム。
【請求項５５】
　前記ポリマーフォームがオープンセル型ポリマーフォームを包含する、請求項５３に記
載のシステム。
【請求項５６】
　更に、創傷を灌注するための灌注システムを包含する、請求項３２～５５のいずれか１
つに記載のシステム。
【請求項５７】
　更に、請求項１～３１のいずれかのポンプのいずれかの特徴を有する、請求項３２～５
６のいずれか１つに記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、創傷からの流体の除去のための、従ってまた、創傷治癒のための負
圧システム、すなわち吸引システムに関する。このようなシステムは、囲いを形成すべく
生体の創傷周囲に貼着できるカバー、及び、前記囲いにおける負圧と周囲スペースの空気
圧の間に圧力差をもたらすべく前記囲いと連通するポンプを包含してよい。
【背景技術】
【０００２】
　創傷からの流体排出が組織成長を促進し、それによって治癒時間の短縮を容易にするこ
とが判明した。治療は数年間実施され、創傷に吸引を施すための多様な治療装置が開発さ
れてきた。特許文献１は、トラッピング剤を入れたキャニスタを使用する真空乾燥器につ
いて記述し、特許文献２は、携帯使用を促進するハウジングの中にキャニスタとポンプを
配置した、例えば衣服の上に、又はベルトに通して装着できる携帯型治療装置を開示して
いる。
【０００３】
　この周知の装置では、創傷カバーが生体の皮膚に密封的に止着されるので、創傷の周囲
に囲いが形成される。カバーはポンプに接続され、吸引が施される。吸引が、囲いからの
滲出液を受容器に強制的に追いやる。
【０００４】
　特許文献３は、創傷内空部に気密シールを施すために、創傷内空部の中に配置された有
孔パッドと、このパッドの上に締着された気密包帯を包含する組織治癒を刺激するシステ
ムを開示している。導管の近位端が包帯に接続可能である。導管の遠位端が負圧源に接続
可能であり、その負圧源は、携帯型ハウジングの中に収納された電気ポンプであっても吸
引壁であってもよい。負圧を加えている間、創傷側から吸引された滲出液を保持するため
に、キャニスタが導管に沿って位置決めされる。キャニスタの満杯状態を検出するために
、第１の疎水フィルタがキャニスタの開口部に位置決めされる。創傷から引き出された滲
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出液によるシステムの処置不可能な部分の汚染を防ぐために、第２の疎水フィルタが第１
の疎水フィルタと負圧源の間に位置決めされる。悪臭蒸気の減少を助長するために、臭気
フィルタが第１の疎水フィルタと第２の疎水フィルタの間に位置決めされる。携帯型ハウ
ジングをベッドレールや静脈内液支持極などの定置物に締着できるようにする締着手段が
供給される。開放創の治癒を更に促進し、刺激するために、時間全体にわたって圧力を自
動的に発生させる手段が提供される。電池寿命を延長させ、患者運動性を改善するために
、ポンプ駆動周波数を変更する手段、及び、携帯型電源を管理する手段が提供される。
【０００５】
　固体も液体も気体も汲むポンプは、代表的に、固体だけ、液体だけ又は気体だけを汲む
ポンプより複雑であり、そのような複合型ポンプの方がコストは高くなる。システムの単
純さとコストの最小化はしばしばリンクしており、コストの最小であることが一般のヘル
スケアにおいて高く評価されることから、創傷の治療に適していると同時にできる限りシ
ンプルであるポンプを使用することが望ましい。代表的には、真空型創傷治癒システムが
各患者又は各ユーザにおいて限られた時間使用され、使用後は、別のユーザが使用できる
ようにシステムを取り外すのが普通である。こうして、異なる多くのユーザが1つのシス
テムをその寿命の間使用することはあり得る。
【０００６】
　マルチユーザタイプの創傷治療用ポンプシステムでは、ユーザ間の相互汚染を回避しな
ければならない。
【特許文献１】米国特許第６，６４８，８６２号明細書
【特許文献２】国際公開第９７／１８００７号明細書
【特許文献３】国際公開第０３／０１８０９８号明細書
【特許文献４】欧州特許第０６２０７２０号明細書
【特許文献５】国際公開第０３／０５７０７０号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の好ましい実施例の１つの対象は、製造コストならびに相互汚染の危険を最小化
する改良型創傷治癒システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　第１の態様において、本発明は、下記のものを包含する、生体内又は生体表面の治療部
位から流体物質を汲み出すためのポンプを提供する。
・　第１、第２及び第３のコンパートメント、
・　治療部位において、又はその付近において創傷カバー内部に負圧を生成させるための
モータ駆動式ポンプエレメント、
・　ポンプエレメントに駆動力を提供するためのモータ（このモータは前記第１コンパー
トメントに包含さ、ポンプエレメントは前記第２コンパートメントに包含される）、
・　治療部位から汲み出された液体を捕集するための容器（この容器は前記第３コンパー
トメントに包含又は統合される）。
ここで、第２コンパートメントは第１コンパートメント及び／又は第３コンパートメント
に着脱可能に接続され、第３コンパートメントは第１コンパートメント及び／又は第２コ
ンパートメントに着脱可能に接続される。
【０００９】
　第２の態様において、本発明は、下記のものを包含する、生体内又は生体表面の治療部
位から流体物質を汲み出すためのポンプを提供する。
・　創傷カバー、
・　第１、第２及び第３のコンパートメント、
・　治療部位において、又はその付近において創傷カバー内部に負圧を生成させるための
モータ駆動式ポンプエレメント、
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・　ポンプエレメントに駆動力を提供するためのモータ（このモータは前記第１コンパー
トメントに包含され、ポンプエレメントは前記第２コンパートメントに包含される）、
・　治療部位から汲み出された液体を捕集するための容器（この容器は前記第３コンパー
トメントに包含又は統合される）、
・　創傷を第１コンパートメント、又は、好ましくは第２又は第３コンパートメントに接
続するための導管。
ここで、第２コンパートメントは第１コンパートメント及び／又は第３コンパートメント
に着脱可能に接続され、第３コンパートメントは第１コンパートメント及び／又は第２コ
ンパートメントに着脱可能に接続される。
【００１０】
　よって、本発明は、液体を捕集するための容器とポンプエレメントがその交換又は清浄
のために着脱可能に取り付けられたポンプ及びシステムを提供するものであることが、容
易に察知されるであろう。上で述べた通り、３つのコンパートメントが設けられているお
かげで、容器は、ポンプエレメントを取り外すことなく、又は、ポンプエレメントを取り
替えることなく、交換しても空にしてもよい。ポンプエレメントは容器と比べて相対的に
高価なコンポーネントを構成するので、本発明は、容器を取り替えなければならない場合
にポンプエレメントの取り替えが要求されないという意味で費用のかからないポンプ及び
システムを提供する。
【００１１】
　本発明の好ましい実施例では、第１コンパートメントが駆動ユニット、すなわち、ポン
プエレメントをポンプ動作させるために要求されるエレメントとコンポーネントを収容す
るユニットを構成することが理解されるであろう。下で詳述する通り、ポンプエレメント
は、第１コンパートメントを第１コンパートメント及び／又は第３コンパートメントに取
り付けた時に駆動コンポーネントと接続され、１つの駆動体を形作ってよい。
【００１２】
　ここで使用される通り、用語“ポンプエレメント”及び“ポンプヘッド”は、汲み出さ
れた物質及び／又は気体がポンプ動作中に通流するようなエレメントを表す。よって、用
語“ポンプエレメント”及び“ポンプヘッド”は、この文脈において通常、ポンプエレメ
ント又はポンプヘッドを駆動するための駆動エレメントを含まない。用語“ポンプ”及び
“負圧を加える手段”は、ポンプエレメント又はポンプヘッドを駆動する駆動エレメント
を含む、ポンプ動作を行うポンプ又は何らかのポンプ構造を表す。
【００１３】
　本文脈において、第１、第２及び／又は第３のコンパートメントは、ポンプのハウジン
グの部分々々を構成する、又は部分々々を含むものと理解されたい。よって、好ましくは
、コンパートメントがポンプのハウジングを構成すべく組み立てられ、ポンプのハウジン
グの外壁を構成する時、各コンパートメントが少なくとも１つの壁部分を有する。各コン
パートメントの内部に、容器、ポンプキャビティ、モータケーシングなど１つ以上のサブ
コンパートメントが設けてあってよい。
【００１４】
　コンパートメント同士を互いに着脱可能に取り付けることは、多くの異なる方法で実行
できる。例えば、コンパートメント同士を互いに着脱可能に締め付けるためのラッチ及び
／又はロック構造を含む機械式係合手段を設けてよい。加えて、又は、その代わりに、磁
気手段を設けてよい。
【００１５】
　ポンプエレメントは、チューブの流れ横断面の連続的な収縮と膨張により負圧を加える
蠕動エレメントを包含してよく、その収縮と膨張は、例えば、チューブの外表面に作用す
る１つ以上の突出部分を付けた回転可能なエレメントによって実現でき、それによって、
チューブの流れ横断面は連続的に収縮、膨張させられる。あるいは代わりに、ポンプは、
ポンプキャビティを連続的に収縮、膨張できるようにし、それで、ポンプキャビティの入
口と出口にそれぞれ一方弁が設けられるようにすべく配置されたピストン又はダイアフラ
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ムなど、少なくとも１つの往復可能なエレメントを包含してよい。
【００１６】
　あるいは代わりに、ポンプエレメントは、例えばピストン又はダイアフラムを包含して
よく、これにより、第１コンパートメントは、ポンプエレメントを往復させる、又はポン
プ動作を起こさせるのに必要なエレメントを包含してよい。好ましくは、ポンプエレメン
トと駆動ユニットの間に液密シール又は気密シールが設けられており、これで、気体及び
／又は液体が駆動ユニットに進入することが防止される。例えば、ピストン又はダイアフ
ラムを包含するポンプヘッドが壁仕切りに対して周囲を密封してよい。これにより、駆動
ユニットの汚染が回避され、又は、駆動ユニットの汚染の危険が減少させられる。よって
、ポンプを別の患者で使おうとする時、代表的に容器を付けた第３コンパートメントは取
り替えられるので、ポンプを使用する異なる患者同士の間で、第２コンパートメントのポ
ンプヘッドだけ滅菌する必要がある。あるいは代わりに、第２コンパートメントは使い捨
てであってよく、この場合は、ポンプを一患者から別の患者に移動させる時に第２コンパ
ートメントを交換すればよい。
【００１７】
　第１、第２及び第３のコンパートメントは、様々な構成で配置してあってよい。例えば
、これらのコンパートメントはほぼ矩形の横断面を有し、第２コンパートメントの第１の
表面が第１コンパートメント及び／又は第３コンパートメントの一表面と面一であってよ
い。第２コンパートメントの第１の表面と反対側の第２の表面が、第１コンパートメント
及び第３コンパートメントの他の表面と面一であってよい。あるいは代わりに、コンパー
トメントはほぼパイ形又は弧形であってよい。例えば、各コンパートメントが約１２０゜
の角度にまたがるパイ形エレメント又は弧形エレメントを形成し、これで、各コンパート
メントが他の２つのコンパートメントと接触する形であってよい。都合よく、第２コンパ
ートメントは第１コンパートメントに直接取り付けられ、こうして、第２コンパートメン
トが第１コンパートメントに取り付けられることにより、ポンプエレメントは第１コンパ
ートメントのモータドライブと駆動目的で協働できるようになる。
【００１８】
　安全策として、コンパートメントは、第３コンパートメントが第１コンパートメント及
び第２コンパートメントから外されている時だけ、第２コンパートメントを第１コンパー
トメントから外すことができるように構成してあってよい。これで、装置が治療部位から
液体及び他の物質を汲み出している間、ポンプエレメントが外されるのは回避できる。一
実施例では、第３コンパートメントが第２コンパートメントに取り付けられている時、第
２コンパートメントを第１コンパートメントから引き外すためのラッチが第３コンパート
メントで覆われている。別の実施例では、例えば１つ以上のスイッチ及び／又は発光ダイ
オードを含む電子制御手段が配置され、第３コンパートメントが正しい位置にあるか否か
検出し、あれば、第２コンパートメントが外されるのを防ぐ働きをする。
【００１９】
　ポンプは、ポンプエレメントを通して気体だけを汲み、及び／又は、ポンプエレメント
を通して気体と液体を汲むように構成してあってよい。第１の代替実施例では、容器は、
液体と気体を容器に入れるための少なくとも１つの入口、及び、気体を容器からポンプエ
レメントに移すための少なくとも１つの出口を有し、その入口と出口は容器とポンプエレ
メントに関してポンプエレメントの上流で液体が気体から分離されるように配置されてい
る。このような実施例では、ポンプは更に、ポンプエレメントを通して汲み出された気体
をポンプから逃がす気体出口を包含する。この実施例では、創傷から汲み出された流体が
、また場合によっては、固体物質もポンプに進入することが少なくともほとんど防止され
、これにより、ポンプの摩耗やポンプの閉塞の危険が回避される。
【００２０】
　他の代替実施例では、ポンプエレメントは、液体と気体をポンプエレメントに入れるた
めの少なくとも１つの入口、及び、液体と気体をポンプエレメントから出すための少なく
とも１つの出口を有し、ここで、ポンプエレメントのための出口が容器に連結されており
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、これにより、ポンプエレメントを通して汲み出された液体が容器に運ばれる。このよう
な実施例では、ポンプは更に、ポンプエレメントを通して汲み出された気体をポンプから
逃がす気体出口を包含する。この実施例は、ポンプエレメントの閉塞が危険でない用途に
好適である。
【００２１】
　上の記述から理解される通り、ポンプエレメントは、好ましくは第２コンパートメント
に統合してあってよい。好ましくは、ポンプエレメントの往復運動により収縮、膨張させ
られるポンプキャビティも、第２コンパートメントに完全に統合されている。これにより
、汲み出された物質が、ポンプの駆動コンポーネントを収容する第１コンパートメントに
進入し、汚染するのを防止することが可能となる。
【００２２】
　気体出口は、どのコンパートメントに設けてあってもよいが、ポンプの駆動コンパート
メントを収容する第１コンパートメントの汚染を回避するために、気体出口を第２又は第
３コンパートメントに設けておくことが好ましい。１つ以上のフィルタが下で述べる通り
設けてあってよい。
【００２３】
　ポンプエレメントがポンプヘッドを包含し、これを通して治療部位からの気体及び／又
は液体がポンプ作動中に汲み出される実施例では、液密シール及び／又は気密シールが好
ましくはポンプヘッドと第１コンパートメントの間に設けられており、これで、気体及び
／又は液体が第１コンパートメントに進入することは防止される。シールは、例えばポン
プエレメントにより提供され、例えばダイアフラム又はピストンにより構成され、第２コ
ンパートメントを密封するものであってよく、これで、第２コンパートメントが第１コン
パートメント及び／又は第３コンパートメントと動作結合した時、そのポンプキャビティ
は密封され、汲み出された物質が第２コンパートメントから第１コンパートメントへ逃げ
るは防止されることになる。あるいは代わりに、ポンプエレメントは、第２コンパートメ
ントの中に入れられたチューブの流れ横断面の連続的な収縮と膨張により負圧を加える蠕
動エレメントを包含してよい。チューブの収縮と膨張は、例えば、チューブの外表面に作
用する１つ以上の突出部分を付けた回転可能なエレメントによって実現でき、このような
回転可能なエレメントが第１コンパートメントの中に包含され、又は、第１コンパートメ
ントの中の駆動コンパートメントにより駆動される。
【００２４】
　創傷カバー内部の負圧を検出するための感圧エレメントが設けてあってよい。あるいは
代わりに、又は、これに加えて、容器内部の負圧を検出するための感圧エレメントが設け
てあってよい。このような感圧エレメントをポンプモータの動作を制御するコントロール
ユニットに接続し、所望の負圧が治療部位で確実に維持されるようにしてよい。一実施例
では、感圧エレメントが第１コンパートメントに設けてあってよい。これで、大抵の実施
例において使い捨てである第２コンパートメント及び第３コンパートメントは、感圧エレ
メントの存在するにより、無駄に高価なものとはならない。
【００２５】
　感圧エレメントが第１コンパートメントに設けられている場合、感圧エレメントは、少
なくとも部分的に第２コンパートメントを通って延びる圧力導管の一端又はその付近に配
置してあってよく、これで、別個の外部導管又はチューブが第１コンパートメントに進入
する必要はなくなる。これにより、組み立てるべき部品の数を減らすことができ、ポンプ
の操作は容易になり、第１コンパートメントの汚染の危険は減少する。
【００２６】
　圧力導管は、第２又は第３コンパートメントの容器の中に、又は圧力入口の中に開いて
いてよい。後者の場合、圧力入口は治療部位、例えば創傷カバーで覆われた創傷に接続し
てあってよく、その場合は、感圧エレメントが治療部位にかかる圧力を検出する。同様に
、圧力がシステムの別の部分で検出されてもよい。前者の場合、感圧エレメントは容器内
部の圧力を検出する。容器内部の圧力は、治療部位にかかる圧力に等しくてよい、すなわ
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ち、少なくともそれを代表する圧力であってよい。
【００２７】
　他の実施例では、感圧エレメントは第２コンパートメントに設けられている。
【００２８】
　ポンプは、更に、下で更に詳述する通り、圧力センスエレメントの気体及び／又は液体
による汚染を確実に防止するための気密及び／又は液密のバリヤを包含してよい。
【００２９】
　本発明の装置及びシステムには、流体入口と気体出口を包含する分離手段が設けてあっ
てよく、この分離手段の気体出口にポンプヘッドが接続され、このポンプヘッドが第１コ
ンパートメントに着脱可能に取り付けられ、これで、使用時、分離手段の流体入口が例え
ば導管を介して創傷カバーに接続されてよい。
【００３０】
　分離手段は、創傷から汲み出された流体を、汲み出された物質がポンプに進入する前に
気体から分離する。これで、創傷から汲み出された流体が、また場合によっては、固体物
質もポンプに進入することが少なくともほとんど防止され、これにより、ポンプの摩耗や
ポンプの閉塞の危険が回避される。その上、液体及び固体物質を汲み出さないポンプであ
れば、より単純であってよく、ポンプ内部の粘性抵抗が小さいゆえ、少しの駆動力しか要
求せず、液体及び／又は固体物質を汲み出すポンプより低いコストで製造できる。
【００３１】
　負圧を加える手段は、創傷から液体を取り去るのに十分な圧力差、例えば、周囲雰囲気
に相対して１０～６００ｍｍＨｇの範囲内の負圧を生成させてよい。
【００３２】
　創傷カバーを取り替えた時、真空漏れを防ぐために創傷部位の上にほぼ気密のシールが
形成されてよい。創傷の上にカバーをかぶせることでそのようなシールを形成してよい。
そのカバーが創傷部位を囲む健康な皮膚に貼り付く一方、創傷自体の上の気密シールを維
持する。この文脈において、“気密”及び“ほぼ気密”は、少なくともポンプ作動中、創
傷にかかる負圧が維持され得ることを意味するものと理解されたい。
【００３３】
　創傷カバーは、閉塞タイプ又は半閉塞タイプ、例えば蒸気を通すが、水を通さないタイ
プであってよい。本発明の一実施例では、創傷カバーは、半透過性カバーシートを付けた
ことによって半透過性タイプである。これに関して、用語“半透過性”は水蒸気を通す性
質を意味する。一実施例では、創傷カバーは、創傷カバーの表面の一部又は全部に施され
た接着剤によって正しい位置に保たれる。本発明の別の実施例では、創傷カバーは、シス
テムに加えられた負圧によって正しい位置に保たれる。
【００３４】
　負圧を加えるための手段を２つの着脱可能な部分として設けることで幾つかの利点が得
られる。ポンプヘッドは、代表的に主として機械部品を包含し、他方、駆動ユニットはよ
り高い感度のエレメント、例えば電動機、電子回路を包含し、場合によってはコントロー
ルユニットも包含する。ポンプヘッドで行われるのは、負圧又は均一な真空の生成である
。部分々々は互いに脱着可能であるので、また、駆動ユニットは、潜在的にウィルス又は
細菌を運ぶ空気又は滲出物との接触に関して絶縁されているので、駆動ユニットは、ウィ
ルス又は細菌を考えられる下記のシステムユーザに転送する危険なしに再使用することが
できる。これで、本発明に係るシステムは、システムの主要部分、すなわち、負圧を加え
るための手段の駆動ユニットが再使用できるので、コスト利点をもたらす。駆動ユニット
がその電子コンポーネントのために最も費用のかかる部分であるので、このコスト利点は
、システムの全体コストに関連して大いに価値がある。
【００３５】
　ポンプヘッドと駆動ユニットは、互いに脱着可能に取り付けられている。ポンプヘッド
と駆動ユニットの間の接続は、幾つかの異なる方法で設けてあってよい。当業者であれば
、このような接続を作るのに適した方法を容易に察知するであろう。
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【００３６】
　本発明の好ましい実施例では、ポンプヘッドは使い捨てである。脱着可能のポンプヘッ
ドは使い捨てで、取り替えるでき、駆動ユニットの方は、滲出物とも潜在的にウィルス又
は細菌を運ぶ空気とも接触しなかったので、再使用できる。ポンプヘッドは、主として単
純な機械部品を包含するので、相対的に費用のかからない材料から製造することが可能で
あり、これにより、ポンプヘッドのコストは低減できる。
【００３７】
　ポンプヘッドは、例えば、創傷又は治療部位から流体を捕集するためのキャニスタ又は
容器に統合してあってよい。容器は、例えば、治療部位への流れ通路を作る導管につなが
る入口を含んでよい。加えて、容器は、ポンプの入口につながる出口を含んでよい。本発
明の第１の形態の装置では、また、本発明の第２の形態のシステムでは、ポンプの出口が
、好ましくは気体排出口につながり、これを通して汲み出された気体が周囲雰囲気へ排出
されてよい。本発明の第３の形態のポンプでは、また、本発明の第４の形態のシステムで
は、ポンプの上流で液体が気体から分離される場合、ポンプの出口が気体排出口につなが
ってよく、また、ポンプの上流で液体が気体から分離されない場合、ポンプの出口が液体
を捕集する容器につながってよい。この場合、気体排出口は、好ましくはポンプの上流、
例えば捕集容器に設けられている。
【００３８】
　ここで、用語“上流”及び“下流”は、流れ方向を基準とした場所を表すのに使用され
る。よって、第１の場所又はエレメントが第２の場所又はエレメントの上流にあると言え
ば、これは、液体及び／又は気体の流れが第２の場所又はエレメントに到達する前に第１
の場所又はエレメントに到達することを意味する。同様に、第１の場所又はエレメントが
第２の場所又はエレメントの下流にあると言えば、これは、液体及び／又は気体の流れが
第１の場所又はエレメントに到達する前に第２の場所又はエレメントに到達することを意
味する。
【００３９】
　捕集容器は、ポンプのための駆動エレメントを収容する駆動ユニットと接続又は統合し
てあってよい。捕集容器は、好ましくは、駆動ユニットに着脱可能に取り付けられた使い
捨てエレメントである。
【００４０】
　上で述べた通り、容器は、分離手段の統合部分として設けることも、分離手段と組み合
わされる別個のユニットとして設けることもできる。容器は、創傷から滲出物を捕集し、
収容するために設けてあってよい。容器は、異なるユーザの異なる要望に応えられるよう
に幾つかの異なるサイズで設けてあってよく、例えば、高い可動性と快適性を望むユーザ
のための小容量の容器、及び、大量の滲出物の捕集及び／又は寝たきりのユーザによる使
用に適した大容量の容器であってよい。容器は、当業者が容易に察知する通り、幾つかの
形で設けてあってよい。例えば、相対的に剛性の箱形の容器であっても、運動可能なユー
ザの運動に合わせられるように曲げたり折り畳んだりすることのできる相対的に薄肉の材
料からなる平形の容器であってもよい。
【００４１】
　本発明の一実施例では、分離手段は、流体入口と流体出口と気体出口を付けた細長い分
離部分を包含する。
【００４２】
　本発明の別の実施例では、分離手段は導管の統合部分である。
【００４３】
　好ましくは、１つ以上のフィルタが気体排出口の中又は上流に設けられている。１つ以
上のフィルタは、ポンプヘッドの手前、すなわち、その上流に設けてあってよく、及び／
又は、その出口に設けてあってもよい。例えば、臭気（脱臭）フィルタ及び／又は細菌フ
ィルタが設けてあってよい。臭気フィルタ及び／又は細菌フィルタを含めて他の何らかの
代替フィルタ、例えば１つ以上の活性炭（カーボン）フィルタが設けてあってよい。フィ
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ルタは疎水性及び／又は疎油性であってよい。一実施例では、フィルタはポンプヘッドの
手前に位置する。フィルタは、液体又は固体粒子がポンプヘッドに進入するのを防ぐため
に分離手段の気体出口に、又はその付近に位置してよい。一実施例では、フィルタは、疎
水性で、好ましくは疎油性でもある細菌フィルタである。従って、水性及び油性の液体が
フィルタ表面で玉になる。通常の使用の間、十分な量の空気がフィルタを通流するので、
フィルタに重大な圧力降下が生じることはない。
【００４４】
　ポンプヘッド（すなわちポンプエレメント）がポンプの駆動コンポーネントに脱着可能
に取り付けられている実施例では、ポンプヘッドを新品と交換することも、清浄又は滅菌
の目的で一時的に除去することも容易にできるので、フィルタは、ポンプヘッドの下流に
設けてあってよい。従って、ポンプヘッドがポンプの駆動コンポーネントに向けて密封さ
れていれば、ポンプヘッドを故意に汚してよく、フィルタの故障の場合でも、ポンプに駆
動コンポーネントは危険にならない。
【００４５】
　分離手段に包含されてよい容器は、流体及び気体を容器に進入させる少なくとも１つの
入口、及び、容器から気体を出し、負圧を加えるための手段に向かわせる少なくとも１つ
の出口を含んでよい。このような実施例では、入口と出口は、容器を基準として液体がポ
ンプの上流で気体から分離されるように配置してあってよい。ポンプを通して汲み出され
た気体を外へ逃がす気体出口が、ポンプに包含されるか、ポンプに接続されることが望ま
しい。
【００４６】
　容器は、例えば、創傷から汲み出された液体を吸収するための吸収剤エレメントを包含
してよい。吸収剤エレメントは、例えば、ゲル化剤、乾燥剤、又は、いわゆる超吸収剤粒
子（ＳＡＰ）を包含してよい。
【００４７】
　ポンプヘッドは、使い捨てであっても、再使用可能、すなわち、多数患者に使用できる
ものであってもよい。例えば、ポンプヘッドと分離手段が１つのユニットに包含又は統合
されていてよい。そこで、分離手段が汲み出された液体を捕集するためのキャニスタ又は
容器を包含する実施例では、ポンプは、例えば容器を空にするか交換する目的でこの容器
と共に駆動ユニットから取り外される。脱着可能で使い捨てのポンプヘッドは分離手段と
統合されて１つの部分を形成するので、ポンプヘッドと分離手段は、本発明に係るシステ
ムを使用した後、同時に処分することができる。これは、システムの取り扱いをより単純
にすることになるので、有利である。同時に、それは、システムを使用した後、異なる患
者又はユーザに負圧を加えるための手段のポンプヘッドを誤って再使用する危険は減少さ
せられる。
【００４８】
　ポンプエレメント又はポンプヘッドが再使用可能である場合、それは滅菌できることが
好ましい。例えば、ポンプヘッドは放射線で滅菌できるものであってよい。別の実施例で
は、ポンプヘッドはオートクレーブで滅菌できる。別の実施例では、ポンプヘッドは蒸気
で滅菌できる。一実施例では、ポンプヘッドは酸化エチレンを使って滅菌してよい（ＥＴ
Ｏ滅菌）。なお別の実施例では、ポンプヘッドは洗浄により滅菌できる。ポンプヘッドな
らびに駆動ユニットは再使用できる。脱着可能に取り付けられる２つの部分を設けること
により、ウィルス又は細菌を運ぶ可能性のあるポンプヘッドを、ウィルス又は細菌と接触
しなかった駆動ユニットから分離することが可能である。ポンプヘッドを駆動ユニットか
ら外した後、ポンプヘッドは、残留するウィルス又は細菌が全部除去されるように適宜清
浄してよい。好ましい実施例では、ポンプヘッドは主として機械部品を包含し、精緻な電
子品を包含しない。従って、ポンプヘッドは、その機能性を損なうことなく、内側と外側
の両方から効果的に清浄でき、その上で再使用できるようになる。
【００４９】
　ポンプヘッドは、容器に永久的に統合してあってよく、すなわち、着脱不能にしてあっ
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てよく、又は、容器に着脱可能に統合してあってもよい。
【００５０】
　駆動ユニットは電動機を包含してよい。電動機は、従来の電力プラグに接続してあって
よく、電池パックに接続してあってもよく、又は、電力プラグと電池パックの組み合わせ
に接続してあってもよい。電池パックは、システムを運動可能なユーザの治療に使用する
時、最も有利であろう。
【００５１】
　装置のコントロールユニットは、例えば、電動機を制御するための手段を包含してよい
。例えば、電動機の動作が、創傷部位において、分離手段において、創傷カバーを分離手
段に接続する導管において、又は、他のどこか適当な場所において求められた圧力に基づ
いてコントロールユニットにより制御されてよい。電動機は、ポンプを間欠的に作動させ
るべく間欠的に運転可能であってよく、又は、可変速度で連続的に運転可能であってもよ
い。コントロールユニットは、好ましくは駆動ユニットの統合部分である。
【００５２】
　容器内の液体がポンプエレメントに進入するのを防ぐための構造がポンプエレメントの
圧力側に設けてあってよい。このような構造は、１つ以上のサイフォントラップ、バルブ
、又は他の一方向機構などの機械的バリヤ手段を含んでよい。
【００５３】
　気体を周囲雰囲気に逃がすための気体出口が設けてあってよく、この気体逃がし出口が
フィルタを具備してよい。
【００５４】
　本発明に係るシステムでは、創傷カバーは半透過性カバーシートを包含してよい。例え
ば、カバーシートは、創傷からカバーシートの外へ滲み出る液体を通さないが、蒸気を通
すものであってよい。
【００５５】
　スクリーン手段、例えばオープンセル型ポリマーフォームのようなポリマーフォームが
創傷カバー内部に設けてあってよい。好適なスクリーン手段が特許文献４で説明されてお
り、その開示内容を参考としてここに組み入れる。あるいは代わりに、滲出物の運搬を許
す他の可撓性構造が設けてあってよい。
【００５６】
　上で述べた通り、システム内の圧力レベルを検出し、その圧力値を前記装置のコントロ
ールユニットに通信するための感圧エレメントが設けてあってよい。感圧エレメントは、
創傷カバー内部又はシステムの流体捕集容器内部の圧力レベルを検出すべく配置してあっ
てよい。感圧エレメントが創傷カバー内部の圧力レベルを検出すべく配置されている、す
なわち、創傷の位置にある場合、創傷カバーは、二重管腔導管などの多管腔導管を介して
捕集室に接続してよい。多管腔導管は、創傷カバー内部に負圧を加えるための第１通路、
及び、負圧を感圧エレメントに送るための第２通路を包含してよい。
【００５７】
　あるいは代わりに、感圧エレメントは創傷カバー内部、又は創傷カバーの位置に設けて
あってよく、この場合、感圧エレメントは、例えばワイヤ接続又はワイヤレス接続を通し
て電子信号を前記デバイスのコントロールユニットに伝送するようになっていてよい。
【００５８】
　創傷を灌注するための灌注システムが設けてあってよい。好適な灌注システムの１つが
特許文献５で説明されており、その開示内容を参考としてここに組み入れる。
【００５９】
　本発明では、創傷カバーは１つのエンクロージャを形成してよく、ポンプエレメントは
、エンクロージャにおける負圧と周囲スペースの空気圧の間に圧力差を設けるべく配置し
てあってよい。本発明のポンプ又はシステムは反り可能部材を包含してよく、この反り可
能部材は、エンクロージャを基準として圧力差が反り可能部材の反りを生じさせるように
配置してあってよい。感圧デバイスがエンクロージャの外側に位置し、圧力又は反り可能
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部材の反りに応答して信号を提供すべく配置されている。反り可能部材は、好ましくは、
センサとエンクロージャの間にほぼ気密のバリヤを形成する。
【００６０】
　従って、反り可能部材は、感圧デバイスをエンクロージャ内の滲出物から分離する。
【００６１】
　反り可能部材は、その反りによって圧力の測定を容易にするだけでなく、感圧デバイス
を滲出物から分離もするので、駆動ユニットの汚染の危険は減少し、感圧デバイスは滅菌
なしに数回再使用できる。従って、コストが下げる一方、安全は高まる。好ましくは、反
り可能部材は細菌、ウィルス、気体及び液体に対するバリヤを形成する。
【００６２】
　ポンプは、例えば創傷から汲み出された液体を捕集するための容器を含む少なくとも１
つの使い捨て部分、及び、例えばポンプのための駆動コンポーネントを含む少なくとも１
つの耐久性ある（すなわち再使用可能な）部分を包含してよい。このような実施例では、
好ましくは、感圧デバイスを耐久性ある部分に配置し、反り可能部材を使い捨て部分に配
置し、それで、コストと汚染の危険の両方を減少させる。
【００６３】
　一般に、創傷カバー、反り可能部材、及び、治療中に汚染される可能性のある他のシス
テムコンポーネントは、使い捨てであってよく、これは、当該コンポーネントが、例えば
ポンプを作動させる再使用可能な駆動ユニットに相対して短期間使用すべく設計されてい
ることを意味する。
【００６４】
　反り可能部材は、できればほぼ気密であることが好ましく、それにより、一般にダイア
フラムを通して細菌及び滲出物の拡散を防止することが好ましい。反り可能部材は、空気
又は他の気体をほとんど通さない不透過性に優れた材料で作ってあってよい。どのポリマ
ーも長期間にわたって気体をまったく通さないわけはないので、ここで使用する用語“不
透過性に優れた”は、反り可能部材を使った１回の治療の間の透過が測定上取るに足らぬ
程度であることを意味する。反り可能部材は、特に細菌をほとんど通さないものであって
よい。細菌は、代表的に約０．２μｍの直径を有する。よって、バリヤは、約１０の安全
係数を持たせて、０．０２μｍより大きい粒子をほとんど通さないものであってよい。反
り可能部材はまた、ウィルスも通さないものであってよく、そこで、単独使用環境と周囲
環境の間のバリヤとして働くものであってよい。小サイズ（２０～３００ｎｍ）であるが
、ウィルスは、不透過性の反り可能部材のような固体材料を通過できないであろう。その
ような材料の一例が、実験用手袋に使用されるニトリルゴムである。反り可能部材は、可
撓性ポリマー材料から作ってあってよい。ＰＥ、ＰＰ、ＰＶＣなどのプラスチック材料が
代表的で安価であり、射出成形又はブロー成形に適しているので、これらを選択してよい
。反り可能部材はまた、合成ゴム、天然ゴム、ラテックス、ガラス、金属、セラミックな
ど、熱可塑性エラストマー（ＴＰＵ、ＳＩＳ、ＳＢＳ及びＳＥＢＳ）、熱硬化性エラスト
マー又は加硫エラストマーからなるグループから選択された材料で作ってあってもよい。
いずれの場合でも、反り可能部材は、上で述べた範囲の圧力差、すなわち１０～６００ｍ
ｍＨｇ、又は１０～２００ｍｍＨｇの範囲内の圧力差により反り曲がるように設計してあ
ることが好ましい。
【００６５】
　反り可能部材の実施例とこれに対する要求についてここで考慮したことは、蠕動ポンプ
で使用されるチューブ、ダイアフラムポンプで使用されるダイアフラム、又はピストンポ
ンプで使用されるポンプなど、ポンプエレメント（すなわちポンプヘッド）の実施例にも
類推によって当てはまる。
【００６６】
　一般に、反りの原理は下記のものをベースにしてよい。
ｉ）ダイアフラムの弾性膨張、又は
ｉｉ）反り可能部材の形状変化、すなわち、例えば材料の弾性曲げなどの曲げ場合による
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形状変化、又は
ｉｉｉ）反り可能部材の１つのエレメントの別のエレメントに相対する運動。
【００６７】
　ｉ）について。反りが弾性膨張をベースにする場合、反り可能部材は、
相対的に薄い膜又はダイアフラム、例えば、カプセルにかぶせて伸張させる、又はチュー
ブの開放端にかぶせて伸張させる、又は２つ以上の間隔をあけたディスクにかぶせて伸張
させ、それでシリンダなどの中に可撓壁を形成させるバルーン又はダイアフラムを含んで
よく、ここで、反り可能部材はエンクロージャと連通する。
【００６８】
　ｉｉ）について。反りが材料の曲げをベースにする場合、反り可能部材は、圧力差をベ
ースにして一方向に膨張、収縮できるベローズ形部材を含んでよく、又は、反り可能部材
はブルボン管、すなわち、内部圧力に応じて自らの形状を変える管を含んでよい。
【００６９】
　ｉｉｉ）について。反りがエレメント同士の相対運動をベースにする場合、エレメント
は、“ローリングするダイアフラム”、又はピストン／シリンダ配置、又はチューブ内部
の液体ストリングを含んでよい。
【００７０】
　反りの原理に関係なく、ある一定の圧力差にとっての反りの度合い、すなわち、反りに
対する反り可能部材の抵抗の度合いは、選択された材料の性質、反り可能部材の寸法、又
は、反りに影響する別個の力をもたらす構造により制御され得る。反りに影響するそのよ
うな構造の一例として、ばね、例えば螺旋状に巻かれたコイルばねを設置することができ
ろう。
【００７１】
　反り可能部材は、下記の二通りの仕方で利用してよい。
ａ）何ら目立った抵抗なしに反り、単にエンクロージャと感圧デバイスの間の気密バリヤ
として働くだけの受動部材として、又は、
ｂ）創傷エンクロージャ内部の圧力と釣り合う反りを見せ、この反りが感圧デバイスを介
して検出される能動部材として。従って、この場合の反り可能部材は感圧デバイスも一部
である。
【００７２】
　ａ）について。反り可能部材は、測定用の導管又はチャンバを介してエンクロージャの
反対側で圧力センサに接続される。反り可能部材は、目立った抵抗なしに運動するので、
又はほとんど応力なしに反るので、反り可能部材の両側に同じ圧力がかかるような位置を
取ることになり、その圧力がバリヤを通して周知の何らかの種類の圧力センサで精確に測
定できるようになる。
【００７３】
　一般に、センサは、問題の種類の圧力差を測定できるどんなタイプのセンサでもよい。
例えば、センサは、下記のグループから選択されたエレメントを包含してよい。
・　歪み計エレメント
・　ピエゾ抵抗エレメント
・　圧電エレメント
・　ブルボン管
・　マイクロエレクトロメカニックシステム（ＭＥＭＳ又はソリッドステートＭＥＭＳ）
・　振動エレメント（シリコンレスポンス）
・　可変容量エレメント、及び
・　マイクロピラニ真空ゲージ。
【００７４】
　ｂ）について。感圧デバイスは、エンクロージャの外側に位置してよく、反り可能部材
の反りをベースにして信号を提供するようになっている。一般に、感圧デバイスは、寸法
、距離、反り、運動、又は力を測定できるどんな種類のものでもよい。
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【００７５】
　適用された感圧原理は、感圧デバイスと反り可能部材の間の接触をベースにしてよい。
すなわち接触測定である。又は、それは直接的な接触から独立してよい。すなわち、非接
触測定である。
【００７６】
　接触感圧用の感圧デバイスは、下記のグループから選択されたエレメントを包含してよ
い。
・　ピエゾ抵抗エレメント
・　圧電エレメント
・　振動エレメント（シリコンレスポンス）
・　可変容量エレメント、及び
・　機械式反り測定エレメント、例えば
　　・歪み計エレメント
　　・直線運動位置センサ
　　・ポテンショメータ
　　・力センサ
　　・力感知レジスタエレメント（ＦＳＲ）。
【００７７】
　非接触測定は、下記のものをベースにしてよい。
・　超音波反射
・　反射光（赤外線ＬＥＤ／レーザダイオード）
・　三角測量（赤外線ＬＥＤ／レーザダイオード及び光位置センサ（ＰＳＤ））。
【００７８】
　いずれの場合でも、信号は好ましくは、リーダ又はディスプレイを介してエンクロージ
ャ内の負圧を監視し、及び／又は、所望の負圧を提供すべくポンプを制御するのに使用で
きる電気信号である。
【００７９】
　圧力センサ又は感圧デバイスのコストは、使い捨てコンポーネントのコストと比べて相
対的に高いことが多い。更に、使い捨てセンサは、信号を耐久性ある（再使用可能な）デ
ィスプレイ又はコントロールユニットに転送するための手段と電源を必要とする電子部品
を含む。従って、感圧デバイスを反り可能部材から離しておき、それで、反り可能部材を
使用後にその都度処分できるようにすることが有利であり得る。従って、反り可能部材は
、着脱可能に圧力センサに接続可能であることが好ましいが、又は、例えば、感圧デバイ
スに相対する反り可能部材の正確な位置決めを容易にするスナップ接続システムを介して
、非接触測定デバイスに相対する正確な位置で噛み合うように、又は、接触感知デバイス
と噛み合うように配置してあってもよい。正確な測定を確実にするために、接続システム
は、反り可能部材の位置がセンサに相対して正確でなければポンプの使用を阻止するよう
に配置してあってよい。
【００８０】
　一実施例では、反り可能部材は創傷カバーの壁部分を形成し、又は、エンクロージャと
連通するエレメントの一部、例えば、エンクロージャから延びるチューブ部分を形成する
。
【００８１】
　反り可能部材は、創傷カバーの一部を形成してよく、又は、エンクロージャと連通する
圧力信号導管の壁部分を形成してよい。圧力信号導管は、センサを創傷から遠隔の位置に
設置できるようにし、センサは、これによってポンプを作動させるために駆動ユニットに
内蔵されてよい。
【００８２】
　圧力信号導管は、医療用チューブによって形成されても、チューブに埋め込まれてもよ
い。一実施例では、チューブは幾つかの管腔を形成し、ここで、１つの管腔が圧力信号導
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管を形成し、別の管腔がドレナージ導管を形成する。多管腔チューブを使用する代わりと
して、圧力信号導管とドレナージ導管が個別の医療用チューブによって形成されてよく、
また、チューブ同士は、システムのハンドリングを向上させるために、かつ、創傷カバー
とポンプと圧力センサの接続を向上させるために結合してよい。部分々々の接続を更に向
上させるために、多管腔チューブ又は単管腔チューブは、１回の結合動作でポンプをドレ
ナージ導管に、圧力信号導管をセンサに接続できる結合手段を包含してよい。同様に、減
結合は、両チューブについて唯１回の減結合動作で達成してよい。
【００８３】
　信号導管は、ドレナージ導管と反対に、単に圧力信号を通すだけで、流体を通さないの
で、滲出物などの液体物質が圧力信号導管に進入すべく処分されることはない。但し、シ
ステムの信頼性を高めるため、信号導管はエンクロージャへの入口を形成してよく、この
入口が、液体物質や滲出物の信号導管への進入を阻止する分離構造を包含する。分離構造
は、例えば可撓性に優れたバリヤ、例えば上で述べた反り可能部材、又は第２の“応力な
し”反り可能部材であってよい。
【００８４】
　迅速かつ精確な伝送を提供し、反り可能部材の反り又は運動を制限するため、圧力信号
導管の体積を相対的に小さくする、好ましくはドレナージ導管の体積より小さくすること
が好ましい。従って、信号導管は、好ましくはドレナージ導管より小さい横断面積を有し
てよい。
【００８５】
　一実施例では、反り可能部材は、測定導管に接続された、ほとんど応力なしで反ること
のできる部品であり、感知デバイスは圧力センサである。
【００８６】
　別の実施例では、反り可能部材は、ほとんど応力なしで反ることのできる部品と、力を
もたらすばね構造を包含し、このばね構造は、反り可能部材の不可欠の一体的部分であっ
ても別個のエレメントであってもよく、感知デバイスは非接触型距離センサである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００８７】
　以下、本発明の実施例を図面に則して詳細に説明する。
【００８８】
　図１及び２は、本発明に係るポンプの一実施例の２つの垂直平面における横断面図であ
る。デバイスは、３つのコンパートメント、第１コンパートメント１０１、第２コンパー
トメント１０２、及び第３コンパートメント１０３を包含する。更に下で詳述する通り、
第１コンパートメント１０１は、第２コンパートメント１０２のポンプエレメントに創傷
から滲出物を汲み出させる駆動コンパートメントを収容する。第３コンパートメント１０
３は、創傷から汲み出された液体を捕集するための捕集容器１０５を包含する。
【００８９】
　第３コンパートメント１０３は第２コンパートメント１０２に脱着可能に取り付けられ
ており、第２コンパートメントの方は第１コンパートメント１０１に脱着可能に取り付け
られている。コンパートメント相互の脱着可能の締着は、例えば、ばね付勢ラッチなどの
１つ以上のラッチ、磁気手段、１つ以上のロック、又は、前記手段を組み合わせた何らか
の手段により達成してよい。第２コンパートメント１０２が第１コンパートメント１０１
から不意に外されるのを防止するために、第２コンパートメントをその第１コンパートメ
ント１０１との脱着可能の結合から解放するためのレリーズスイッチ又はレリーズボタン
が、第２コンパートメント１０２の表面に設けてあってよく、第３コンパートメント１０
３が第２コンパートメント１０２に取り付けられている時、該表面が当たり、第３コンパ
ートメント１０３により接近不能にされる。
【００９０】
　ポンプ作動中に３つのコンパートメントが分離されないようにするために電子コントロ
ールユニットが設けてあってよい。例えば、感圧エレメント１３２により測定された通り
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の容器１０５内部及び／又は創傷における負圧がある一定の閾値より高い場合、第２コン
パートメント１０２及び／又は第１コンパートメント１０１からの第３コンパートメント
１０３の解放が電子式の磁石又はロックにより不可能にされてよい。あるいは代わりに、
ポンプを駆動するモータ１１６が作動中である場合、又は、ポンプの電源が入っている場
合、コンパートメントはコントロールユニットによりインタロックされていてよい。
【００９１】
　第２コンパートメント１０２は、この第２コンパートメントの外表面の壁仕切りを形成
する往復可能な使い捨てダイアフラム１０４を含む。ダイアフラム１０４は、第２コンパ
ートメント１０２の外表面に対して液密かつ気密の仕方で周囲を密封する。ダイアフラム
１０４の往復により、ポンプキャビティ１０６は、ポンプ動作を起こさせるべく膨張、収
縮させられる。ポンプキャビティ１０６の入口と出口に、又はその中に、それぞれ第１及
び第２の一方弁１０８、１１０が設けられている。ポンプキャビティ１０６が膨張する時
、第２の弁１１０が閉じたままであるのに対し、第１の弁１０８は開く。ポンプキャビテ
ィ１０６が収縮すると、第１の弁１０８は閉じ、第２の弁１１０は開く。
【００９２】
　第１コンパートメント１０１は、モータ１１６に関して偏心で取り付けられた駆動ロッ
ド１１４に接続された永久ダイアフラム１１２を収容する。ダイアフラム１１２は、第１
コンパートメント１０１の外表面部分に周方向で張り付く。好ましい実施例では、ダイア
フラム１１２は第１コンパートメント１０１の外表面部分も密封し、これにより、第１コ
ンパートメントの外表面部分の清浄が容易になる。加えて、第２コンパートメント１０２
の使い捨てダイアフラム１０４は、永久ダイアフラム１１２の外表面部分に対して周方向
シールを形成し、これで、２つのダイアフラムの間で中間キャビティ１１８が囲まれるこ
とになる。但し、ポンプ作動中、ダイアフラム１０４とダイアフラム１１２は通常、相互
間にほとんどギャップを持たずに互いに平らに横たわることを理解されたい。モータが回
転運動を生じさせることにより、駆動ロッド１１４は、そこでまた、ダイアフラム１１２
が往復させられる。ダイアフラム１１２の往復により、使い捨てダイアフラム１０４は往
復させられ、そこでまた、ポンプキャビティ１０６は膨張、収縮させられる。
【００９３】
　ポンプの入口１２０が第２コンパートメント１０２を通って延び、第３コンパートメン
ト１０３の捕集容器１０５の中へと開く。気体排出用の出口１２２がポンプの下流に設け
られている。出口１２２はまた、第２コンパートメント１０２を通って延び、第３コンパ
ートメント１０３の中へと開く。出口１２２が通じる、第３コンパートメント１０３の中
のその部分に、臭気フィルタ１２４と細菌フィルタ１２６が設けられている。
【００９４】
　何らかのフィルタがポンプキャビティ１０６の上流か下流かどちらかで第３コンパート
メントに設けられていることが一般に有利である。そこで、第３コンパートメントを交換
する時に新しいフィルタを設ける。そうすることにより、第２コンパートメント１０２の
耐久寿命は延長される。
【００９５】
　ダイアフラム１０４の往復により作り出されるポンプ動作は、第３コンパートメント１
０３の捕集容器１０５内部に負圧を提供する。捕集容器１０５は、ドレナージ導管１２８
を介して創傷（図示なし）に接続され、これにより、負圧が創傷側に生成させられる。第
２コンパートメント１０２と第３コンパートメント１０３を通って延びる圧力ポートを介
して創傷側を感圧エレメント１３２と接続するために圧力導管１３０が設けられている。
好ましくは、センサ１３２の上流、すなわち、センサ１３２と創傷エンクロージャ（図示
なし）の間でほぼ気密のバリヤを形成する反り可能部材１３２*が設けられている。反り
可能部材と圧力センサ１３２は、図１～２８に則して下で述べる通り、埋め込んであって
よい。
【００９６】
　導管１２８及び１３０は、都合よく多管腔チューブ、例えば二重管腔チューブにより構
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成してあってよい。但し、２つの導管のために２つの別個のチューブが設けてあって、圧
力導管が第２コンパートメント１０２の中まで直接延び、又は、第１コンパートメント１
０１の中までも直接延びることも考えられる。但し、圧力センサ１３２を含めて第１コン
パートメント１０１に収容されたコンポーネントの汚染の危険を減少させるために、圧力
は第２コンパートメント又は第３コンパートメントに接続することが好ましい。
【００９７】
　図３～６は、図１及び２のポンプの改良実施例を示し、ここで、容器１０５の頂部から
気体が吸引されるのを確実にするために壁１３６（図３及び４）及び１３８（図５及び６
）が設けられている。
【００９８】
　図７及び８の実施例では、ドレナージ導管１２８をポンプ入口１２０に接続する通路を
形成する壁１４０が第３コンパートメントに設けられている。これにより、液体を含めて
創傷から汲み出されたどんな物質も、ポンプキャビティ１０６を通して汲み出される。そ
こで、ポンプの出口１２２は、液体及び気体を第３コンパートメント１０３の捕集容器１
０５に排出すべく配置されている。この実施例では、臭気フィルタ１２４と細菌フィルタ
１２６を包含する気体排出口が、捕集容器１０５を外部と連絡させ、気体を容器から排出
できるようにしている。
【００９９】
　図９は、本発明に係るシステムの第１実施例を示し、ここで、創傷カバー２０１は、導
管２０２により流体入口２０３を介して、容器２１０を包含する分離手段２０４に接続さ
れている。分離手段は液体を気体から分離し、それで、ほとんど気体だけが気体出口２０
５を通ってポンプヘッド２０６に向かう。この実施例では、分離された液体と存在し得る
固体物質が容器２１０で捕集される。駆動ユニット２０８は、システムが負圧を提供する
ようにポンプヘッド２０６を駆動する。ポンプヘッド２０６も、出口２０７とフィルタ２
０９を包含する。
【０１００】
　図１０は、本発明に係るシステムの第２実施例を示し、ここで、ポンプヘッド２０６は
分離手段２０４と統合され、１つのユニットを形成する。例えば、ポンプヘッド２０６は
容器２１０と統合してあってよい。
【０１０１】
　図１１は、分離手段２０４の一実施例の側面斜視図を示す。
【０１０２】
　図１２は、図１０の分離手段２０４の底面斜視図を示す。この実施例では、分離手段２
０４は、第２流体入口２１２、流体出口２１１、及び第２気体出口２１３を付けた細長い
部分を包含する。流体出口２１１は、第２流体入口２１２と第２気体出口２１３の間に位
置する。創傷からの流体が第２流体入口２１２を通過すると、流体は続いて液体と気体と
に分離され、液体は流体出口２１１を通って容器（図示なし）に入り、気体は気体出口２
１３を通過する。分離は、重力を使って、液体が流体出口２１１を通って落下する一方、
気体が第２気体出口２１３へと流れ続けるようにして達成できる。
【０１０３】
　図１３は、図１１の分離手段２０４の実施例に係る駆動ユニット２０８、ポンプヘッド
２０６及び容器２１０の側面斜視図を示す。駆動ユニット２０８、ポンプヘッド２０６及
び容器２１０の頂面の中心にある凹部は、図１１及び１２の分離手段２０４を収容するた
めに設けられている。ポンプヘッド２０６は、分離手段の気体出口２１３に対応するよう
に設けられたポンプ気体入口２１３’を備えている。容器２１０は、分離手段２０４の流
体出口２１１に対応する流体入口２１１’を備えている。
【０１０４】
　図１４は、分離手段２０４と導管２０２の別の実施例を示し、ここで、分離手段２０４
と導管２０２は１つのユニットに組み合わされている。この実施例では、分離手段２０４
と導管２０２は、遠位セクションに第２流体出口２１５及び第３気体出口２１６を包含す
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る１つのチューブとして設けられている。流体を液体と気体に分離する工程は、図１１～
１３に示した実施例と同様の仕方で行われる。別の実施例では、液体がポンプヘッド２０
６に進入しないようにするために流体入口２１１’の手前に位置する。
【０１０５】
　図１～８のポンプ構造は、図９～１４に則して説明したシステムに適用してよいことは
、容易に察知されるであろう。
【０１０６】
　図１５は、創傷３０３の周囲に取り付けられ、それでエンクロージャ３０４を形成する
創傷カバー３０２を包含する吸引システム３０１を示す。ドレナージ導管３０５が、エン
クロージャ３０４をポンプ構造（以下、ポンプヘッド３０６と呼ぶ）に接続し、圧力信号
導管３０７が入口３０８を介してエンクロージャ３０４と連通する。圧力信号導管３０７
の軸方向反対側の端３０９は、エンクロージャ内の滲出物が逃げるのを防ぎ、それでセン
サ３１１を汚染から守る反り可能部材３１０で密封されている。図１５では、反り可能部
材とセンサは概略的に描かれているだけである。エンクロージャ３０４内の圧力と周囲ス
ペース３１２内の圧力の間の圧力差が、反り可能部材３１０の反りを生じさせ、センサ３
１１がその反りを検出し、それで圧力差を求める働きをする。センサ３１１はモータハウ
ジング（以下、駆動ユニット３１３と呼ぶ）の中に位置し、駆動ユニットは、ドライブ構
造３１４を介してポンプヘッド３０６を作動させる動力駆動式手段も含む。駆動ユニット
は、更に自給式／自家用の携帯型バッテリを包含する。反り可能部材３１０は、駆動ユニ
ット３１３に脱着可能に接続でき、そこでまた、センサ３１１に脱着可能に接続できる。
図に描かれた通り、圧力信号導管３０７はドレナージ導管３０５より小さい横断面積を有
する。
【０１０７】
　排出された液体及び他の滲出物３１５は、ポンプヘッド３０６から排出され、貯蔵容器
３１６に入れられ、吸引された気体は、フィルタ３１７と出口３１８を通して周囲スペー
ス３１２へ排出される。フィルタは、周囲環境の細菌汚染を防止し、また、悪臭を防止し
得る。
【０１０８】
　図１６は、圧力信号導管３０７が前記センサに取り付けられている状況における反り可
能部材３１９とセンサ３２０の細部を示す。反り可能部材３１９はベローズの形を有し、
エンクロージャ３０４内の負圧と周囲スペースの圧力――すなわち、このケースでは大気
圧――の間の圧力差に基づいて形を変える。負圧が下がるにつれて、ベローズ形部分は短
くなり、減少した長さはセンサ３２０で感知される。破線は、伸張した状態のベローズ形
部分を表し、実線は圧縮された状態を表す。
【０１０９】
　図１７ａは、エンクロージャに位置する反り可能部材の側面図を示す。番号３２１は創
傷カバー、番号３２２はエンクロージャ内に位置する吸引ヘッド、番号３２３は測定カプ
セル、番号３２４は測定チューブ、番号３２５は吸引チューブを指す。図１７ｂは、ベロ
ーズ３２６が圧力差に基づいて反る同じ実施例における測定カプセルの平面図を示す。
【０１１０】
　図１８ａはリモートセンサ接続を示す。番号３２７は測定チャンバ、番号３２８はセン
サを指す。図１８ｂは、１つの測定点につながるチューブ接続３２９を備えた代替実施例
を示す。図１８ａ及び１８ｂは反り可能部材を描いているのでなく、単にセンサ配置を描
いているだけであることは、容易に察知されるであろう。
【０１１１】
　図１９は、測定チューブ３３２に接続された、シリンダ３３１の中を運動するピストン
３３０の形の反り可能部材を示す。
【０１１２】
　図２０は、圧力差に基づいて測定チューブ３３４の中を運動する液体ピストン３３３を
示す。
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【０１１３】
　図２１は、リモートセンサに位置するダイアフラムの形の反り可能部材を示す。番号３
３５は測定チューブ、番号３３６はダイアフラム３３７を備えたハウジング、番号３３８
はスナップフィット、番号３３９は測定チャンバ、番号３４０はセンサを指す。
【０１１４】
　図２２は、センサの正面に位置するベローズの形の反り可能部材を示す。番号３４１は
測定チューブ、番号３４２はスナップフィット、番号３４３は測定チャンバ、番号３４４
はセンサを指す。
【０１１５】
　図２３は、使い捨てポンプヘッド又は廃物容器の中の反り可能部材を示す。番号３４５
は使い捨てポンプヘッド又は廃物容器、番号３４６は駆動ユニット、番号３４７はセンサ
、番号３４８は別個の測定チャンバを指す。
【０１１６】
　図２４は、ハウジングをエンクロージャに接続する通路３５０を包含するハウジング３
４９、ダイアフラム３５１、ばね押さえ３５２、ばね３５３、及びポテンショメータ３５
４を使用する接触測定を示す。ポテンショメータは、ダイアフラムとの直接接触によって
これと噛み合わされ、これによって運動させられる。
【０１１７】
　図２５は、接触測定を可能にする代替実施例を示す。この実施例では、使い捨て部分内
側の補助ばね３５５がデバイスの感度を提供し、他方、力の弱い補助ばね３５３がポテン
ショメータを反り可能部材に接触させる。これで、２つを噛み合わされる必要なしに、ポ
テンショメータは運動に追従することになる。
【０１１８】
　図２６は、距離センサを使用する非接触測定を示す。番号３５６はハウジング、番号３
５７はハウジングをエンクロージャに接続する通路、番号３５８はダイアフラム、番号３
５９はセンサ、番号３６０はデバイスの感度を提供するばねを指す。
【０１１９】
　図２７は、磁気抵抗を使用する非接触測定を示す。番号３６１はハウジング、番号３６
２はダイアフラム、番号３６３はハウジングをエンクロージャに接続する通路、番号３６
４はばね、番号３６５は鉄心、番号３６６はコイルを指す。
【０１２０】
　図２８は、滲出物を捕集する使い捨てキャニスタ又は使い捨て容器の中に位置する反り
可能部材を使用する非接触測定を示す。番号３６７は、滲出物３６８を入れたキャニスタ
、番号３６９は別個の測定チャンバ、番号３７０はウィンドウ、番号３７１はセンサ、番
号３７２は駆動ユニットを指す。
【図面の簡単な説明】
【０１２１】
【図１】本発明に係るポンプの実施例の横断面である。
【図２】本発明に係るポンプの実施例の横断面である。
【図３】本発明に係るポンプの実施例の横断面である。
【図４】本発明に係るポンプの実施例の横断面である。
【図５】本発明に係るポンプの実施例の横断面である。
【図６】本発明に係るポンプの実施例の横断面である。
【図７】本発明に係るポンプの実施例の横断面である。
【図８】本発明に係るポンプの実施例の横断面である。
【図９】本発明に係るシステムの実施例の概観図である。
【図１０】本発明に係るシステムの実施例の概観図である。
【図１１】ポンプ上流で気体と液体を分離するための分離手段の一実施例の側面斜視図で
ある。
【図１２】図１１の分離手段の底面斜視図である。
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【図１３】図１１の分離手段の実施例に係る駆動ユニット、ポンプヘッド及び容器の側面
斜視図である。
【図１４】分離手段と導管の別の実施例で、ここで、分離手段と導管は１つのユニットに
組み合わされている。
【図１５】本発明に係るシステムの概観図である。
【図１６】圧力センサと反り可能部材の概観図である。
【図１７ａ】反り可能部材とその感知デバイスに相対する位置の一実施例の概観図である
。
【図１７ｂ】反り可能部材とその感知デバイスに相対する位置の一実施例の概観図である
。
【図１８ａ】反り可能部材とその感知デバイスに相対する位置の一実施例の概観図である
。
【図１８ｂ】反り可能部材とその感知デバイスに相対する位置の一実施例の概観図である
。
【図１９】反り可能部材とその感知デバイスに相対する位置の一実施例の概観図である。
【図２０】反り可能部材とその感知デバイスに相対する位置の一実施例の概観図である。
【図２１】反り可能部材とその感知デバイスに相対する位置の一実施例の概観図である。
【図２２】反り可能部材とその感知デバイスに相対する位置の一実施例の概観図である。
【図２３】反り可能部材とその感知デバイスに相対する位置の一実施例の概観図である。
【図２４】反り可能部材とその感知デバイスに相対する位置の一実施例の概観図である。
【図２５】反り可能部材とその感知デバイスに相対する位置の一実施例の概観図である。
【図２６】反り可能部材とその感知デバイスに相対する位置の一実施例の概観図である。
【図２７】反り可能部材とその感知デバイスに相対する位置の一実施例の概観図である。
【図２８】反り可能部材とその感知デバイスに相対する位置の一実施例の概観図である。
【符号の説明】
【０１２２】
　１０１　　第１コンパートメント
　１０２　　第２コンパートメント
　１０３　　第３コンパートメント
　１０４　　使い捨てダイアフラム
　１０５　　捕集容器
　１０６　　ポンプキャビティ
　１０８　　第１の一方弁
　１１０　　第２の一方弁
　１１２　　永久ダイアフラム
　１１４　　駆動ロッド
　１１６　　モータ
　１１８　　中間キャビティ
　１２０　　ポンプ入口
　１２２　　ポンプ出口
　１２４　　臭気フィルタ
　１２６　　細菌フィルタ
　１２８　　ドレナージ導管
　１３０　　圧力導管
　１３２　　感圧エレメント
　１３６　　壁
　１３８　　壁
　１４０　　壁
　２０１　　創傷カバー
　２０２　　導管
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　２０３　　流体入口
　２０４　　分離手段
　２０５　　気体出口
　２０６　　ポンプヘッド
　２０７　　出口
　２０８　　駆動ユニット
　２０９　　フィルタ
　２１０　　容器
　２１１　　流体出口
　２１１’　　流体入口
　２１２　　第２流体入口
　２１３　　第２気体出口
　２１３’　　ポンプ気体入口
　２１５　　第２流体出口
　２１６　　第３気体出口

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】



(25) JP 2009-525085 A 2009.7.9

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】



(26) JP 2009-525085 A 2009.7.9

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７ａ】

【図１７ｂ】

【図１８ａ】

【図１８ｂ】

【図１９】

【図２０】
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【図２１】

【図２２】

【図２３】

【図２４】

【図２５】

【図２６】

【図２７】

【図２８】
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