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(57)【要約】
　第一開口及び第二開口を有するハウジングと、前記ハ
ウジング内に設置されたエラストマ部材と、を具備する
弁であって、前記エラストマ部材は、表面部から突出す
る連続周囲壁と、前記表面部を通り延在する切れ目と、
を具備し、前記連続周囲壁の連続部は、前記ハウジング
との連続密閉可能接触部を形成し、前記ハウジングを上
側部分と下側部分とに分割し、前記エラストマ部材は、
前記ハウジングの前記上側部分と前記下側部分との間に
差圧を与えるときに、（ｉ）前記エラストマ部材の周り
の流体流れを可能とするように前記連続周囲壁が前記ハ
ウジングから引き離される、又は、（ｉｉ）前記エラス
トマ部材を通る流体流れを可能とするように前記切れ目
が開くことのいずれかを引き起こすように形成される、
弁。上記の弁を使用する方法。
【選択図】図４Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一開口及び第二開口を有するハウジングと、前記ハウジング内に設置されたエラスト
マ部材と、を具備する弁であって、前記エラストマ部材は、表面部から突出する連続周囲
壁と、前記表面部を通り延在する切れ目と、を具備し、前記連続周囲壁の連続部は、前記
ハウジングとの連続密閉可能接触部を形成し、前記ハウジングを上側部分と下側部分とに
分割し、前記エラストマ部材は、前記ハウジングの前記上側部分と前記下側部分との間に
差圧を与えるときに、
（ｉ）前記エラストマ部材の周りの流体流れを可能とするように前記連続周囲壁が前記ハ
ウジングから引き離される、又は、
（ｉｉ）前記エラストマ部材を通る流体流れを可能とするように前記切れ目が開くことの
いずれかを引き起こすように形成される、弁。
【請求項２】
　さらに、前記ハウジング内に設置されて前記連続周囲壁により取り囲まれる支持部を具
備し、前記支持部は、前記第一開口と前記第二開口との間の流体的連通を提供するように
形成される請求項１に記載の弁。
【請求項３】
　前記支持部は、前記ハウジングによって受け入れられるか、又は、前記ハウジングと一
体化される請求項２に記載の弁。
【請求項４】
　前記支持部は、前記第二開口の周りに配置された複数の離間する支柱を具備し、複数の
前記支柱の末端部が前記連続周囲壁によって取り囲まれる請求項２又は３に記載の弁。
【請求項５】
　前記支持部は、前記第二開口の周りに配置された環状壁を具備し、前記環状壁は前記下
側部分と前記第二開口との間の流体的連通を提供する少なくとも一つの流体流れ通路を有
する請求項２又は３に記載の弁。
【請求項６】
　前記第二開口は、前記ハウジング内へ延在して前記連続周囲壁により取り囲まれる流路
を具備する請求項２に記載の弁。
【請求項７】
　前記ハウジング内へ延在する前記流路の一部は、前記ハウジングへ外部から延在する流
路より大きな内径である請求項６に記載の弁。
【請求項８】
　前記ハウジングの一部は傾斜し、前記連続周囲壁の末端部は前記ハウジングの前記一部
との密閉可能接触のために傾斜する請求項１～７のいずれか一項に記載の弁。
【請求項９】
　前記ハウジングの前記上側部分は内側壁を具備し、前記内側壁は、前記内側壁に実質的
に前記ハウジングの長手軸線に沿って延在する少なくとも一つの凹状通路を具備し、前記
ハウジングからの前記連続周囲壁の引き離しは、実質的に、少なくとも一つの前記凹状通
路の配置に対応する請求項１～８のいずれか一項に記載の弁。
【請求項１０】
　前記ハウジングは、流体密閉部組立体を形成するように密閉可能に接続可能な二つ以上
の構成部品を具備する請求項１に記載の弁。
【請求項１１】
　前記表面部は、上面と、第一厚さによって前記上面から分離された底面と、を具備し、
前記連続周囲壁が第二厚さを有し、前記連続周囲壁は前記底面から突出する請求項１に記
載の弁。
【請求項１２】
　前記第二厚さは、前記第一厚さより薄い請求項１１に記載の弁。
【請求項１３】
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　前記エラストマ部材は、さらに、前記表面部の周囲縁に沿う連続横方向突起部を具備し
、前記ハウジングは、前記連続横方向突起部を受け入れて前記エラストマ部材の前記表面
部へ半径方向の応力を提供するための対応凹部が形成される請求項１、１１及び１２のい
ずれか一項に記載の弁。
【請求項１４】
　前記エラストマ部材は、さらに、前記上面に一つ以上の垂直突起部を具備し、前記ハウ
ジングは、一つ以上の前記垂直突起部へ垂直応力を提供するように形成される請求項１１
の弁。
【請求項１５】
　厚さ部は、凹状、凸状、又は、前記厚さ部の反対側において凹状及び凸状である請求項
１に記載の弁。
【請求項１６】
　前記エラストマ部材の前記上面は、周囲縁において終端する一つ以上の流体通路を有す
る請求項１１に記載の弁。
【請求項１７】
　前記エラストマ部材は、環形状、長円形状、筒形状、半球形状、又は、カップ形状であ
る請求項１に記載の弁。
【請求項１８】
　前記エラストマ部材は、円錐切頭体形状である請求項１に記載の弁。
【請求項１９】
　前記切れ目は、前記ハウジングから前記連続周囲壁を引き離すのに必要とされる閾値圧
力より大きな閾値圧力で開く請求項１に記載の弁。
【請求項２０】
　前記第一開口及び前記第二開口との組み合わせにおける前記切れ目は、前記ハウジング
を通して細長い医療装置を受け入れるように形成される請求項１～１９のいずれか一項に
記載の弁。
【請求項２１】
　前記支持部は、前記ハウジングを通して細長い医療装置を受け入れる及び／又は案内す
るように形成される請求項２に記載の弁。
【請求項２２】
　前記切れ目との組み合わせにおける前記支持部は、前記ハウジングを通して細長い医療
装置を受け入れる及び／又は案内するように形成される請求項２に記載の弁。
【請求項２３】
　装置を通る流れ方向を制御する方法において、
　前記方法は、
　請求項１～２２のいずれか一項に記載の弁を具備する装置において、前記ハウジングの
前記上側部分と前記下側部分との間に差圧を与える段階と、
　前記連続周囲壁が前記ハウジングから引き離されることを引き起こして前記エラストマ
部材の周りの流体流れを可能とする段階、又は選択的に、
　前記エラストマ部材を通る流体の吸引を可能とするように前記切れ目を開くことを引き
起こす段階、とを備え、
　前記装置を通る流体の流れ方向を制御する方法。
【請求項２４】
　前記ハウジングの前記上側部分と前記下側部分との間の前記差圧は、前記切れ目が前記
ハウジングの前記上側部分と前記下側部分との間の流体流れを可能とするように、前記ハ
ウジングの前記上側部分へ提供される負圧によって又は前記ハウジングの前記下側部分へ
提供される正圧によって与えられる請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　前記ハウジングの前記上側部分と前記下側部分との間の前記差圧は、前記連続周囲壁が
前記エラストマ部材の周りの流体流れを可能とするように、前記ハウジングの前記上側部
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分へ提供される正圧によって与えられる請求項２３に記載の方法。
【請求項２６】
　前記第一開口を介して前記ハウジングの前記上側部分へ洗浄溶液を導入する段階と、
　正圧によって前記ハウジングからの前記連続周囲壁の引き離しを引き起こす段階と、
　前記エラストマ部材の周りに前記洗浄溶液を押圧する段階と、
　前記ハウジングの前記下側部分において流体流れを方向変換する段階と、
　前記ハウジングの前記下側部分の少なくとも一部を浄化する段階と、をさらに備える請
求項２３～２５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２７】
　前記浄化する段階は、さらに、前記装置を通しての体液の吸引後における前記装置内の
血栓を防止する段階を備える請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記浄化する段階は、さらに、吸引後における前記装置内の細菌増殖を防止する段階を
備える請求項２６に記載の方法。
【請求項２９】
　さらに、前記装置内の逆流を防止する段階を備える請求項２３～２５のいずれか一項に
記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して、医薬物質と共に使用される移送装置に関する。特に、本発明は、圧
力制御弁装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　中心管及び血管カテーテルの他の種類への血液逆流は、静脈接続装置の完全又は部分的
な閉鎖を与える管内血栓をもたらす可能性がある。このような閉鎖物は、静脈治療を妨げ
、病原菌のために養分豊富領域を提供し、又は、カテーテルから分離して静脈血栓をもた
らす可能性がある。管内血栓がさらなる健康に関する合併症をもたらさない場合でさえ、
このような状態は、カテーテルの交換を必要とし、この処置は、時間浪費と、除去部及び
新たな導入部における障害をもたらすこととの両方となる可能性がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
　（原文に記載なし）
【発明の概要】
【０００４】
　第一実施形態において、一つの弁が提供される。この弁は、第一開口及び第二開口を有
するハウジングと、ハウジング内に設置されたエラストマ部材と、を具備し、エラストマ
部材は、厚さ部と、厚さ部から突出する連続周囲壁と、厚さ部を通り延在する切れ目と、
を具備し、周囲壁の連続部は、ハウジングとの連続密閉可能接触部を形成し、ハウジング
を上側部分と下側部分とに分割し、エラストマ部材は、ハウジングの上側部分と下側部分
との間に差圧を与えるときに、（ｉ）エラストマ部材周りの流体流れを可能とするように
周囲壁がハウジングから引き離されること、又は、（ｉｉ）エラストマ部材を通る流体流
れを可能とするように切れ目が開くことのいずれかを引き起こすように形成される。
【０００５】
　第一実施形態の態様において、弁は、さらに、ハウジング内に設置されて周囲壁により
取り囲まれる支持部を具備し、支持部は、第一開口と第二開口との間の流体的連通を提供
するように形成される。もう一つの態様において、単独で、又は、第一実施形態の前述の
態様のいずれかと組み合わせて、支持部は、ハウジングによって受け入れられるか、又は
、ハウジングと一体化される。もう一つの態様において、単独で、又は、第一実施形態の
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前述の態様のいずれかと組み合わせて、支持部は、第二開口周りに配置された複数の離間
する支柱を具備し、複数の支柱の末端部が周囲壁によって取り囲まれる。もう一つの態様
において、単独で、又は、第一実施形態の前述の態様のいずれかと組み合わせて、支持部
は、第二開口周りに配置された環状壁を具備し、環状壁は下側部分と第二開口との間の流
体的連通を提供する少なくとも一つの流体流れ通路を有する。
【０００６】
　もう一つの態様において、単独で、又は、第一実施形態の前述の態様のいずれかと組み
合わせて、第二開口は、ハウジング内へ延在して周囲壁により取り囲まれる流路を具備す
る。もう一つの態様において、単独で、又は、第一実施形態の前述の態様のいずれかと組
み合わせて、ハウジング内へ延在する流路の一部は、ハウジングへ外部から延在する流路
より大きな内径である。
【０００７】
　もう一つの態様において、単独で、又は、第一実施形態の前述の態様のいずれかと組み
合わせて、ハウジングの一部は傾斜し、周囲壁の末端部はこのハウジングの一部との密閉
可能接触のために傾斜する。
【０００８】
　もう一つの態様において、単独で、又は、第一実施形態の前述の態様のいずれかと組み
合わせて、ハウジングの上側部分は内側壁を具備し、内側壁は、内側壁に実質的にハウジ
ングの長手軸線に沿って延在する少なくとも一つの凹状通路を具備し、ハウジングからの
周囲壁の引き離しは、実質的に、少なくとも一つの凹状通路の配置に対応する。
【０００９】
　もう一つの態様において、単独で、又は、第一実施形態の前述の態様のいずれかと組み
合わせて、ハウジングは、流体密閉部組立体を形成するように密閉可能に接続可能な二つ
以上の構成部品を具備する。
【００１０】
　もう一つの態様において、単独で、又は、第一実施形態の前述の態様のいずれかと組み
合わせて、厚さ部は、上面と、厚さ部によって上面から分離された底面と、を具備し、周
囲壁が第二厚さ部を有し、周囲壁が底面から突出する。もう一つの態様において、単独で
、又は、第一実施形態の前述の態様のいずれかと組み合わせて、第二厚さ部は、上面と底
面との間の厚さ部より薄い。
【００１１】
　もう一つの態様において、単独で、又は、第一実施形態の前述の態様のいずれかと組み
合わせて、エラストマ部材は、さらに、厚さ部の周囲縁に沿う連続の横方向突起部を具備
し、ハウジングは、連続の横方向突起部を受け入れてエラストマ部材の表面部へ半径方向
の応力を提供するための対応凹部が形成される。もう一つの態様において、単独で、又は
、第一実施形態の前述の態様のいずれかと組み合わせて、エラストマ部材は、さらに、上
面に一つ以上の垂直突起部を具備し、ハウジングは、一つ以上の垂直突起部へ垂直応力を
提供するように形成される。
【００１２】
　他の態様において、単独で、又は、第一実施形態の前述の態様のいずれかと組み合わせ
て、厚さ部は、凹状、凸状、又は、厚さ部の反対側において凹状及び凸状である。
【００１３】
　もう一つの態様において、単独で、又は、第一実施形態の前述の態様のいずれかと組み
合わせて、エラストマ部材は、環形状、長円形状、筒形状、半球形状、又は、カップ形状
である。もう一つの態様において、単独で、又は、第一実施形態の前述の態様のいずれか
と組み合わせて、エラストマ部材は、円錐切頭体形状である。
【００１４】
　もう一つの態様において、単独で、又は、第一実施形態の前述の態様のいずれかと組み
合わせて、エラストマ部材の上面は、周囲縁において終端する一つ以上の流体通路を有す
る。
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【００１５】
　もう一つの態様において、単独で、又は、第一実施形態の前述の態様のいずれかと組み
合わせて、切れ目は、ハウジングから周囲壁を引き離すのに必要とされる閾値圧力より大
きな閾値圧力で開く。
【００１６】
　もう一つの態様において、単独で、又は、第一実施形態の前述の態様のいずれかと組み
合わせて、第一開口及び第二開口との組み合わせにおける切れ目は、ハウジングを通して
細長い医療装置を受け入れるように形成される。もう一つの態様において、単独で、又は
、第一実施形態の前述の態様のいずれかと組み合わせて、支持部は、ハウジングを通して
細長い医療装置を受け入れる及び／又は案内するように形成される。もう一つの態様にお
いて、単独で、又は、第一実施形態の前述の態様のいずれかと組み合わせて、切れ目との
組み合わせにおける支持部は、ハウジングを通して細長い医療装置を受け入れる及び／又
は案内するように形成される。
【００１７】
　第二実施形態において、装置を通る流れ方向を制御する方法が提供される。本方法は、
第一実施形態の任意の態様において定められたような弁を具備する装置において、ハウジ
ングの上側部分と下側部分との間に差圧を与えることと、及び、周囲壁がハウジングから
引き離されることを引き起こしてエラストマ部材の周りの流体流れを可能とすること、又
は選択的に、エラストマ部材を通る流体の吸引を可能とするように切れ目を開くこと、と
を備え、装置を通る流体の流れ方向が制御される。
【００１８】
　第一態様において、単独で、又は、第二実施形態の前述の態様のいずれかと組み合わせ
て、ハウジングの上側部分と下側部分との間の差圧は、切れ目がハウジングの上側部分と
下側部分との間の流体流れを可能とするように、ハウジングの上側部分へ提供される負圧
によって又はハウジングの下側部分へ提供される正圧によって与えられる。
【００１９】
　もう一つの態様において、単独で、又は、第二実施形態の前述の態様のいずれかと組み
合わせて、ハウジングの上側部分と下側部分との間の差圧は、周囲壁がエラストマ部材周
りの流体流れを可能とするように、ハウジングの上側部分へ提供される正圧によって与え
られる。
【００２０】
　もう一つの態様において、単独で、又は、第二実施形態の前述の態様のいずれかと組み
合わせて、本方法は、さらに、第一開口を介してハウジングの上側部分へ洗浄溶液を導入
することと、正圧によってハウジングからの周囲壁の引き離しを引き起こすことと、エラ
ストマ部材周りに洗浄溶液を押圧することと、ハウジングの下側部分において流体流れを
方向変換することと、ハウジングの下側部分の少なくとも一部を浄化すること、とを備え
る。
【００２１】
　もう一つの態様において、単独で、又は、第二実施形態の前述の態様のいずれかと組み
合わせて、浄化することは、さらに、装置を通しての体液の吸引後における装置内の血栓
を防止すること、又は、吸引後における装置内の細菌増殖を防止することを備える。もう
一つの態様において、単独で、又は、第二実施形態の前述の態様のいずれかと組み合わせ
て、本方法は、さらに、装置内の逆流を防止することを備える。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明による圧力作動弁の実施形態の断面Ａ－Ａを備える図である。
【図２】断面４Ａ－４Ａ及び４Ｂ－４Ｂを示す図１の上面図である。
【図３】図１の実施形態の分解図である。
【図４Ａ】断面４Ａ－４Ａに沿う図１の実施形態の断面図である。
【図４Ｂ】断面４Ｂ－４Ｂに沿う図１の実施形態の断面図である。
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【図５】図１の実施形態の上側ハウジングの斜視図である。
【図６】図１の実施形態の下側ハウジングの斜視図である。
【図７Ａ】作動の第一状態における断面４Ａ－４Ａに沿う図１の実施形態の断面図である
。
【図７Ｂ】作動の第二状態における断面４Ｂ－４Ｂに沿う図１の実施形態の断面図である
。
【図８Ａ】本発明の実施形態によるエラストマ部材の斜視図である。
【図８Ｂ】本発明の実施形態によるエラストマ部材の斜視図である。
【図８Ｃ】本発明の実施形態によるエラストマ部材の斜視図である。
【図８Ｄ】本発明の実施形態によるエラストマ部材の斜視図である。
【図９】本発明による圧力作動弁のもう一つの実施形態の断面Ｂ－Ｂを備える図である。
【図１０】断面１２Ａ－１２Ａ及び１２Ｂ－１２Ｂを示す図９の上面図である。
【図１１Ａ】図９の実施形態の分解図である。
【図１１Ｂ】図９の実施形態の分解断面図である。
【図１２Ａ】断面１２Ａ－１２Ａに沿う図９の実施形態の断面図である。
【図１２Ｂ】断面１２Ｂ－１２Ｂに沿う図９の実施形態の断面図である。
【図１３Ａ】図９の実施形態の下側ハウジングの平面図である。
【図１３Ｂ】図９の実施形態の下側ハウジングの斜視図である。
【図１４Ａ】作動の第一状態における断面１２Ａ－２Ａに沿う図９の実施形態の断面図で
ある。
【図１４Ｂ】作動の第二状態における断面１２Ｂ－１２Ｂに沿う図９の実施形態の断面図
である。
【図１５Ａ】本発明による圧力作動弁のもう一つの実施形態の断面図である。
【図１５Ｂ】９０°回転させた図１５Ａの実施形態を示している。
【図１５Ｃ】本発明による圧力作動弁のもう一つの実施形態の断面図である。
【図１６Ａ】本発明による圧力作動弁のもう一つの実施形態の断面１６Ｂ－１６Ｂを備え
る平面図である。
【図１６Ｂ】図１６Ａの実施形態の断面１６Ｂ－１６Ｂに沿う断面図である。
【図１７Ａ】本発明による圧力作動弁のもう一つの実施形態の断面１７Ｂ－１７Ｂを備え
る平面図である。
【図１７Ｂ】図１７Ａの実施形態の断面１７Ｂ－１７Ｂに沿う断面図である。
【図１８Ａ】本発明による圧力作動弁のもう一つの実施形態の断面１８Ｂ－１８Ｂを備え
る平面図である。
【図１８Ｂ】図１８Ａの実施形態の断面１８Ｂ－１８Ｂに沿う断面図である。
【図１９Ａ】本発明による圧力作動弁のもう一つの実施形態の断面１９Ｂ－１９Ｂを備え
る平面図である。
【図１９Ｂ】図１９Ａの実施形態の断面１９Ｂ－１９Ｂに沿う断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本発明の弁及びこの弁を具備する装置は、血管カテーテルの末端への血液の逆流を低減
又は排除する。本発明の弁を具備する装置は、ルーア開口のための独立式交換品として、
又は、静脈接続弁の使用だけでは拒絶急速投与から血液の逆流を引き起こすときでさえ、
現存の静脈接続弁と共に使用されることができる。弁は、計画的に、高い注入方向流量と
高い内部流体混合とを有し、細菌転移増殖及びカテーテル関連血流感染（ＣＲＢＳＩ）を
もたらす可能性がある非洗浄容積を防ぐ。これら二つの主な利点は、関連技術の現在の弁
及び装置において容易に得られない。
【００２４】
　「圧力作動弁」として、又は、選択的に、「注入開放弁」として言及されることもでき
る本発明の弁は、医療装置のような装置に組み付けるのに適した弁である。本弁は、ハウ
ジング内に存するように形成されたエラストマ部材を具備し、エラストマ部材は、厚さ部



(8) JP 2016-512732 A 2016.5.9

10

20

30

40

50

を貫通する切れ目を有し、エラストマ部材は、さらに、流体密閉部を形成してハウジング
を上側部分と下側部分とに分割するように、ハウジングの内側に締りばめ接触する引き離
し可能な周囲壁を有する。各分割部分は、自身に関連して、流体の入口及び出口のための
開口を有する。
【００２５】
　一態様において、開示された弁は、弁及び装置の開口を通り流れるように一方向に低水
頭圧力流体放出を可能とする。この種の流体放出は、注入又は静脈ポンプによる連続の静
脈治療及び間欠的な放出の両方に矛盾しない。ルーア取り付け部又は他の注入装置の一方
を通る流体が、開示された開放弁を具備する装置の基端部へ導入されるときに、ハウジン
グの分割部分の間に差圧が与えられる。一つの状態において、差圧は、エラストマ部材の
周囲壁表面を引き離し、ハウジングの流体密閉部をこじ開ける。これは、エラストマ部材
周りの流体流れを可能とし、この一時的な連通を介して、エラストマ部材により分割され
たハウジングの他部分へ流体を導入する。
【００２６】
　一つの状態、例えば、ハウジングの上側分割部分と下側分割部分との間に形成される正
の差圧が存在する注入において、本発明の弁は、低い弁こじ開け圧力を提供する。低いこ
じ開け圧力に加えて、本発明の弁は、さらに、注入方向（基端から末端への流れ方向）に
流れるのに弱い制限を提供し、これは、弁を具備する装置が現存の静脈注入系と共に使用
されることを可能とする。ここで開示された弁のゼロではないが低いこじ開け圧力は、依
然として、弁が注入位置の垂直高さ近傍にあるときの注入方向における空気の進入を防止
する。これは、とりわけ、エラストマ部材周りの流れ構造、及び、大きな流量を提供する
一方で弁の洗浄能力の助けとなるようなハウジングの内側形状を形成することによって、
提供される。
【００２７】
　もう一つの状態、例えば、ハウジングの上側分割部分と下側分割部分との間に形成され
る負の差圧が存在する吸引において、本発明の弁は、注入方向におけるより高い閾値こじ
開け圧力を提供する。本発明の弁のこの形状は、とりわけ、一般的に、ルーア部、注入付
属品、又は、ニードルフリー接続弁の取り外しによって引き起こされる一時的な減圧から
生じるカテーテル管内への血液の逆流を防止する。本発明の弁及びこの弁を具備する装置
の設計及び形状の結果として、血液逆流防止が提供され、それにより、管内血栓、及び、
細菌転移増殖又は感染の危険は、低減され、又は、排除される。吸引方向における本発明
の弁のこじ開け圧力は、それが、依然として、一般的に行われるような注射器又は減圧管
を使用する流体の計画的な抜き取りを可能とするのに十分に低いように、設定される。
【００２８】
　本発明の弁及びこの弁を具備する装置のもう一つの利点は、装置内の弁の形状が、高い
流体混合性及び／又は血液接触表面洗浄性を提供することである。注入方向における流体
量及び／又は速度は、装置の分割空間における流体混合性を最大化するように制御される
。この高い混合程度は、弁の洗浄を改善し、そうしないと非洗浄の養分豊富注入液から細
菌転移増殖をもたらす可能性のある死容積を制限する。
【００２９】
　本発明の弁は、一実施形態において、カテーテルのような穴を有する医療装置の一端部
に取り付けられるように形成され、とりわけ、開放弁接続部へ適合する医療装置の一つ又
は複数の穴内への血液又は他の流体の逆流を防止するように設計される。単独の又は接続
部内のいずれかの弁の包含物は、穴を有する医療装置、例えば血管カテーテルと組み合わ
せて、又は、一体に使用されることができ、カテーテルの製作中、製作後、又は、使用時
点において、このような装置に連結するように形成されるか、又は、組み込むように形成
されることができる。
【００３０】
　本発明の弁及びこの弁を具備する装置の一つの利点は、本弁を具備する装置の基端部か
らの接続ルーア取り付け装置の取り外し、又は、本弁を具備する装置の基端部へ取り付け
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られたニードルフリー接続弁からの取り外しは、中心穴（単数又は複数の）への血液の逆
流を引き起こさないであろうことである。さらに、本弁を具備する装置は、依然として、
接続注射器又は減圧容器（例えば、バキュテーナ）によって穴を通して血液又は他の体液
のような流体の抜き取りを可能とする。
【００３１】
　一態様において、弁は、ハウジングとエラストマ部材とを具備する。もう一つの態様に
おいて、弁は、ハウジングとエラストマ部材と支持部とを具備する。弁の様々な態様が、
例示的な実施形態及び／又は添付図面を参照して述べられる。
【００３２】
　弁を具備するハウジングは、単一構成部品から構成され又は多数の構成部品形状である
ことができる。一つの態様において、ハウジングは、上側部分と、水密組立体を提供する
ように上側部分へ密閉可能に接続可能な下側部分と、を具備する。もう一つの態様におい
て、ハウジングは、水密組立体を提供するように下側部分へ密閉可能に接続可能な二つ以
上の部品から構成される上側部分を具備する。ハウジングは、ポリカーボネート、ポリエ
ステル、環状オレフィン共重合体、及び、アクリロニトリルブタジエンスチレン（ＡＢＳ
）などのような医療装置のために適当な一般的なプラスチックであることができる。
【００３３】
　エラストマ部材は、上側部分及び下側部分へハウジングを分割するように形成される。
概して、エラストマ部材は、環形状、長円形状、筒形状、半球形状、カップ形状、又は、
円錐切頭体形状であることができる。一つの態様において、エラストマ部材は、その基部
及びその表面部の間に形成された内側空洞を備えるカップ形状又は円錐切頭体形状である
ことができる。一つの態様において、カップ形状又は円錐切頭体形状を形成する表面部か
らの周囲壁突出部を備える水平、又は、凸又は凹表面部が、都合よく使用されることがで
きる。このような構造からの周囲壁は、長円形状、円形状、又は、もう一つの形状である
ことができ、連続の流体密閉部は、ハウジングを上側部分及び下側部分に分割して弁又は
装置へ流れ方向付け機能を提供するようにハウジングの内側部及び周囲壁の外側表面と協
働して配置されることができることが提供される。周囲壁は、それが突出する表面部から
傾斜して離間し、又は、表面部に垂直に突出することができる。選択的に、又は、傾斜に
組み合わせて、周囲壁及び／又はそれが突出する表面部の外径は、締りばめ及び／又は流
体密閉及び／又はハウジングの分割を提供するように、ハウジングの対応適合部の対応内
径より大きくすることができる。周囲壁の傾斜角度は、ハウジングの上側部分と下側部分
との間の流体密閉部を容易にすることができる程度の締りばめ関係を提供して、装置のハ
ウジングを少なくとも二つの部分へ効果的に分割するように、ハウジングの内側壁の傾斜
より大きくすることができる。選択的に、又は、前述に組み合わせて、周囲壁の厚さは、
末端部へ向けて傾斜させられることができる。
【００３４】
　一つの態様において、エラストマ部材は、表面部を有する円錐切頭体形状を具備し、こ
の表面部が、上面と第一厚さによって上面から分離された底面とを有し、底面から突出す
る周囲壁が第二厚さを有し、周囲壁が底面を含む空洞を形成する。第二厚さは、第一厚さ
より薄いか又は第一厚さに等しくすることができる。表面部は、反対側において凹形状及
び凸形状にすることができ、又は、一方側だけを凹形状又は凸形状にすることができる。
エラストマ部材の上面は、周囲縁において終端する一つ以上の流体通路を有することがで
きる。他の特徴は、以下及び図面において述べられる。
【００３５】
　エラストマ部材は、ハウジングの上側部分及び下側部分の間の差圧で開くように、厚さ
を貫通する一つ以上の切れ目を具備し、この差圧は、例えば、エラストマ部材を具備する
装置のいずれかの末端部から流体を抜き取ることによって与えられることができる。エラ
ストマ部材の切れ目は、ハウジングから周囲壁を引き離すのに必要な閾値圧力より大きな
閾値圧力で開くように形成される。ハウジングは、エラストマ部材より上方の頭隙及び上
側ハウジングの内側表面が、切れ目を開くための十分な隙間を提供するように、形成され
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る。第一状態において、切れ目は、とりわけ、基端から末端への流れ方向において開くよ
うな切れ目の能力を制限する一態様において、基端から末端への流れ方向（例えば、注入
）に流れることに耐える。しかしながら、もう一つの方向（吸引）における流れは、切れ
目を通り許可される。
【００３６】
　一つの態様において、エラストマ部材は、概して平らな又は凸又は凹形状の上面を有し
、ハウジングの長手軸線に整列されて突出する一つ以上の支持部（例えば、突出する突起
又は壁）によって支持された底面を含有する円錐切頭体形状の空洞を有する。支持部（単
数又は複数の）は、下側ハウジングと一体とすることができ、又は、製作中において所定
位置に設置されることができる。エラストマ部材の少なくとも一部の締りばめは、上側及
び／又は下側ハウジング構成部品及び／又はエラストマ部材のいずれかの特徴によって維
持される。エラストマ部材は、製作中及び装置の使用中においてエラストマ部材を所定位
置に置くために及び／又は切れ目に半径方向圧縮応力を提供するために（例えば、切れ目
のこじ開け圧力を調整又は制御するために）、環状取り付け部又は前述の支持部を有する
又は有しない突出部を介して所定位置に固定されても良い。例えば、エラストマ部材は、
その円錐切頭体上面の周囲縁に沿って連続横方向突起部を具備することができ、ハウジン
グには、連続横方向突起部を受け入れてエラストマ部材の表面部厚さへ締りばめ及び／又
は半径方向応力を提供するための対応凹部が形成されることができる。連続横方向突起部
は、表面部の厚さと等しい又はそれより薄い厚さとすることができる。加えて、又は、組
み合わせて、エラストマ部材は、その円錐切頭体の上面からの一つ以上の垂直突起部を具
備することができ、ハウジングは、組み立て中又は使用中において、エラストマ部材を固
定するために一つ以上の垂直突起部へ垂直応力を提供するように形成されて寸法決定され
る。
【００３７】
　一つの態様において、エラストマ部材は、弁組立体の一部である。弁組立体は、二方向
、三方向、及び、四方向の連結部のような流体連結部のために設計された様々なハウジン
グ形状に適して形成されることができる。弁組立体は、エラストマ部材と、ハウジング内
への導入に適して形成された選択的な支持部とを具備する。本組立体は、上側及び下側ハ
ウジング、長手軸線に沿って分割された二部品のハウジング、又は、それらの組み合わせ
、例えば、強固な下側ハウジング及び二部品の上側ハウジングのいずれかを有する二部品
ハウジング構造に適合するように形成されることができる。
【００３８】
　注入開放弁を通る流体の抜き取り（末端から基端方向への流体流れ）は、エラストマ部
材の中心軸線を通り形成される切れ目（単数又は複数の）の閾値こじ開け圧力より下に制
限される。閾値こじ開け圧力は、ルーア注入付属品又は取り付けられたニードルフリー接
続弁の取り外しによって引き起こされる一時的な減圧が、この方向に流れるための切れ目
、ゆえに、弁を開かないほど十分に高いように設定される。しかしながら、吸引流れ方向
の「こじ開け圧力」は、必要ならば、注射器又は減圧管によって流体の計画的な抜き取り
を可能とするほど十分に低くなるように設定される。エラストマ部材の円錐切頭体状部分
の形状及びハウジングの円錐内側部とのその締りばめは、漏れなし作用及び容易使用を有
して、ハウジングの開口の間のハウジング内の流体流れを制御するいずれかの方向に作動
可能な一方向流体流れを提供する。
【００３９】
　弁及びこの弁を備えて形成される装置は、案内線材又は他の医療装置のような医療装置
、例えば、導入器の通路に適して形成されることができる。本弁を備える装置は、「案内
線材を超える」設置又は交換技術を提供し、血液逆流又は空気塞栓を排除又は防止するこ
とができる。本発明の一つの態様において、実施形態のそれぞれは、スプリング作動弁組
立体、又は、弁ハウジングの空洞内に導入弁を有するスプリング作動弁組立体、又は、圧
縮リング作動弁組立体を除いている。もちろん、このような装置は、本発明の弁に組み合
わせて使用されることができる。ここで開示された弁の実施形態は、例えば、穴によって
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続けられ、もう一つの切れ目開口によって続けられる切れ目開口の三層形状の必要性を排
除する。実際、ある態様において、本発明は、エラストマ部材を支持するためにハウジン
グの二つの半部分の間におけるエラストマ部材の押し付けがなく、一方、その代わりに、
ハウジングの内側壁との協働関係のエラストマ部材の形状が使用される。同様に、本発明
の弁の実施形態は、弁組立体の上方及び下方の死容積を最小化し、及び／又は、任意のこ
のような死容積の効果的な洗浄を提供する。さらに、本弁の実施形態は、１）二方向流体
移動のための切れ目を有するドーム状隔壁を通る流体の漏れ、２）ハウジングの壁の間の
「トランポリンのような」切れ目を有する装置を通して重力送りすることができないこと
、３）切れ目を通る二つの流体流れのために設計された弁を備える装置の内側を効果的に
洗浄することができないこと、のような、医療装置において使用される圧力作動弁の他の
形状の共通の問題を回避する。本弁は、対照的に、弁を具備する装置の内側の改善された
洗浄と共に、漏れの排除と、重力送りする能力と、を提供する。さらに、本発明の弁のさ
らなる利点は、概して公知の弁装置に関連する欠点又は問題なしに、エラストマ部材を通
る又はエラストマ周りのいずれかの通路を介して装置を通る流体流れの方向制御、死容積
の最小化、及び／又は、改善された洗浄能力、繰り返し可能な案内線材接近を含有する。
【００４０】
　エラストマ部材は、一般的な熱硬化性ゴム（合成及び非合成）から製造されることがで
きる。エラストマ部材は、製作中において、基端側ハウジング及び末端側ハウジングの間
に形成される。エラストマ部材の円錐周囲部と基端側ハウジングの円錐部との間の締りば
めは、常時閉の弁を形成する。この締りばめは、とりわけ、一方向における液体の低圧通
過を可能とする。
【００４１】
　圧力作動開放弁の形状は、装置の中心軸線を通る線材又はカニューレの通過を可能とす
る。これは、短い補助的な静脈カテーテルと共に、末梢挿入中心静脈カテーテル（ＰＩＣ
Ｃ）、又は、中心静脈カテーテル（ＣＶＣ）の設置に役立つ。こうして、本発明の弁は、
「出血なしの開始」の弁として機能するように役立つことができ、それにより、カテーテ
ルの設置時に臨床医師が血液にさらされることを制限する。挿入時において、線材又はニ
ードルカニューレは除去されることができ、その除去時において、切れ目は自動的に閉じ
られ、介護者は、血液に過剰にさらされることから保護される。これは、さらに、この場
所での感染の可能性から患者も保護するために、カテーテルハブを養分豊富流体がより存
在しないように保持するかもしれない。ハウジングの第一開口及び第二開口に協力して、
エラストマ部材の位置は、ハウジングを通る細長い医療装置を受け入れるように形成され
ることができる。ハウジングは支持部を含有しても良く、又は、第二開口へ送る内側へ傾
斜された開口は、ハウジングを通る細長い医療装置を受け入れ、及び／又は、案内するよ
うに形成される。
【００４２】
　前述の弁は、本発明の弁を具備するハウジングの上側部分と下側部分との間の差圧を与
える方法を提供する。この差圧は、周囲壁がハウジングから引き離され、エラストマ部材
周りの流体流れを可能とするか、又は、選択的に、エラストマ部材を通る流体の吸引を可
能とするように切れ目を開くことのいずれかを引き起こす。この方法において、装置を通
る流体流れ方向が制御される。例として、ハウジングの上側部分と下側部分との間の差圧
は、切れ目がハウジングの上側部分と下側部分との間の流体流れを可能とするように、ハ
ウジングの上側部分に提供される負圧によって、又は、ハウジングの下側部分に提供され
る正圧によって、与えられる。他の例において、ハウジングの上側部分と下側部分との間
の差圧は、周囲壁がエラストマ部材周りの流体流れを可能とするように、ハウジングの上
側部分へ提供される正圧によって与えられる。
【００４３】
　本方法は、さらに、第一開口を介してハウジングの上側部分へ洗浄溶液を導入すること
と、正圧によって、ハウジングからの周囲壁の引き離しを引き起こすこと、とを含有する
。これは、ハウジングの下側部分における流体流れの方向変換に加えて、エラストマ部材
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周りに、円錐切頭体形状のエラストマ部材の空洞の下側及びそれ内に、洗浄溶液を押圧す
ることを結果としてもたらす。これは、ハウジングの下側部分の少なくとも一部の浄化を
提供する。この浄化は、装置を通る体液の吸引後の装置内の血栓を防止し、及び／又は、
吸引後の装置内の細菌増殖を防止する。
【００４４】
　ここに開示された全ての実施形態の上側及び下側ハウジングは、超音波溶接、溶剤接着
、接着、粘着、及び／又は、関連技術において公知の他の熱的又は化学的方法によって、
固定されても良い。本発明の少なくとも一つの態様において、ハウジング又はその部分組
立体は、溶接工程がエラストマ部材をハウジングの間に保持して常時閉の密閉部をもたら
すように形成される。ハウジング構成部品は、スナップ嵌め、接着、回転溶接、及び、溶
剤接着などに適して形成されることができる。
【００４５】
　エラストマ部材の任意の部分及び／又はエラストマ部材の切れ目は、潤滑剤を塗布され
ても良い。一態様において、シリコン潤滑剤が使用されても良い。異なる潤滑材が、エラ
ストマ部材の異なる表面に使用されても良い。一つ以上のシリコン流体が、型成形中にエ
ラストマ部材内へ混合されても良い。
【００４６】
　ハウジング及び／又は支持部は、ポリカーボネート、環状オレフィン共重合体（ＣＯＣ
又は透過アクリロニトリルブタジエンスチレン（ＭＡＢＳ））などのような強固な拒絶反
応を起こさない工学的標準樹脂から射出成型されることができる。エラストマ部材のある
形状は、同様に射出成型される熱可塑性エラストマ（ＴＰＥ）を使用して構成されても良
い。液体射出成型（ＬＩＭ）は、エラストマ部材のために、及び／又は、弁組立体を形成
するために、使用されることができる。圧力型成形又は回転圧力型成形は、エラストマ部
材を製作するのに使用されることができる。エラストマ部材は、このような型成形に適し
てシリコン、ポリウレタンとすることができる。
【００４７】
　本発明の実施形態は、本発明の実施形態が図示された添付図面を参照して以下により完
全に述べられるであろう。しかしながら、本発明は、多くの異なる形状に具体化されても
良く、ここに述べられた実施形態に限定されるように解釈されるべきではない。むしろ、
これらの実施形態は、本発明が、綿密で完璧であり、当業者へ請求の範囲を完全に伝える
ように提供される。全体に渡って、同じ番号は同じ要素を指している。
【００４８】
　図面を参照すると、図１は装置１００を示す第一実施形態の斜視図である。装置１００
は、雄ルーア適合部への接続を提供するための強固な上側ハウジング１０１と、雌ルーア
適合部への接続を提供する強固な下側ハウジング１０２とを具備している。本装置は、患
者の安楽のための滑らかな外形を有している。装置１００は、第一開口１０１ａ及び第二
開口１０２ａを有している。第一開口１０１ａはねじ山を有するように図示されている一
方で、ねじ山のない滑らかに形成されることもできる。図２は、以下にさらに述べられる
断面を示す装置１００の上面図である。
【００４９】
　図３は、支持部１１２を有する下側ハウジング１０２と、下側ハウジング１０２へ向け
て表面部１６７から突出する周囲壁１６９を有するエラストマ部材１１０とを示す装置１
００の分解斜視図である。表面部１６７には、切れ目１１７がある。上側ハウジング１０
１は、下側ハウジング１０２と共に流体密閉部を構成するように形成される。上側ハウジ
ング１０１は、図示されたように、ねじ山を有する雌ルーア適合部１０６が形成されるこ
とができる。下側ハウジングは、図示されたように、雄ルーア部１０７及び取り囲み内側
ねじ山１０８が形成されることができる。
【００５０】
　図４Ａ及び４Ｂを参照すると、組み立て形状において第一実施形態の装置１００のそれ
ぞれ９０°離間する断面図が図示されている。
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【００５１】
　図４Ａは、上側ハウジング１０１の内側壁１１１との連続密閉部を形成するように内側
壁１１１との締りばめを有するエラストマ部材１１０の周囲壁１６９の一部を示している
。エラストマ部材１１０は、装置１００を、第一開口１０１ａに対応する上側部分と、第
二開口１０２ａに対応する下側部分とに分割する。エラストマ部材１１０は、支持部１１
２によって支持されて図示されている。支持部１１２は、開口１０９を形成し、下側ハウ
ジング１０２と貫通第二開口１０２ａとの間の流体的連通を提供する。エラストマ部材１
１０は、ここでは、切れ目１１７及び内側壁１１１との連続密閉部の両方が差圧による装
置１００の作動以前の開口１０１ａ及び１０２ａの間の流体流れを防止するような常時閉
の弁として、図示されている。エラストマ部材１１０とハウジングの内側壁１１１との間
の締りばめは、製作中に上側ハウジング１０１及び下側ハウジング１０２を固定するとき
、例えば、例えば溶接部１１４においてハウジング構成部品を共に接合又は溶接するとき
に、提供されることができる。エラストマ部材は支持部１１２によって支持され、エラス
トマ部材は上側ハウジングの内側壁１１１に対して密閉させられる。流体は、支持部の開
口１０９と貫通第一開口１０１ａとの間を流れることができる。下側ハウジング１０２は
、第二開口１０２ａの一部として基部１０２ｅから突出する突出部１０２ｃを取り囲む基
部１０２ｅを含有する。表面（又は基部）１０２ｅは、傾斜壁１０２ｄへ半径外方向に延
在する。傾斜壁１０２ｄの外径の一部は、上側ハウジング１０１の内径と共に、溶接部１
１４により密閉可能構造に形成される。
【００５２】
　図４Ｂは第一実施形態の態様を示しており、それにより、流体通路１１５ｃが上側ハウ
ジング１０１の内側壁１１１に設けられている。図示されたように、流体通路１１５ｃは
、概して、下側ハウジング１０２へ向けて装置１００の長手軸線と平行に延在する。流体
通路１１５ｃの長さの末端部（例えば、末端部１１５ｄ）は、周囲壁１６９の少なくとも
一部（例えば、図示されたような末端部１６９ａ）が、内側壁１１１との連続的な締りば
めとされたままであるように形成される。一つの実施形態において、装置１００は流体通
路１１５ｃなしに形成されることができる（幅が０に等しい）。
【００５３】
　一態様において、二つ以上の流体通路１１５ｃが、上側ハウジング１０１の内側壁１１
１に設けられる。このような態様において、二つの流体通路１１５ｃは、装置１００の長
手軸線と実質的に整列されたそれら両方の対応する長手軸線を有する平行形状に配置され
ることができる。一実施形態において、エラストマ部材は単一の切れ目から形成される切
れ目１１７を有し、二つの流体通路１１５ｃは単一の切れ目１１７の長手軸線に直交され
るように配置される。この形状において、流体の注入中における周囲壁１６９の引き離し
時に、半径方向力は、切れ目１１７の閉鎖の維持を容易にするように、表面部１６７へ与
えられる。
【００５４】
　図５は、図示されたように、第一開口１０１ａと流体的連通状態で、上側ハウジング１
０１の長手軸線と概して平行な長さを有する流体通路１１５ｃを示す上側ハウジング１０
１の斜視図を図示している。流体通路１１５ｃの幅は、０より大きく上側ハウジング１０
１の最大内周長さの半分より小さい数値にほぼ等しい任意の幅に選択されることができる
。一態様において、流体通路１１５ｃの幅は、注入中及び／又は装置１００の洗浄中にお
いて周囲壁１６９上の集中圧力又は力（及び／又は、加速させた流体速度）を促進するよ
うに、第一開口１０１ａの最小内側直径より小さくなるように選択される。図６は、第二
開口１０２ａの突出部１０２ｃ周りに配置された複数の支持部１１２を示す下側ハウジン
グ１０２の斜視図を示している。支持部１１２は、注入中において上側ハウジング１０１
の第一開口１０１ａと下側ハウジング１０２の第二開口１０２ａとの間の流体的連通を可
能にするように、離間して突出部１０２ｃ周りに半径方向に配置される。支持部１１２は
、エラストマ部材１１０の下側表面に接触して組み立て中又は使用中にハウジング内での
エラストマ部材１１０の移動を最小化し、及び／又は、予め負荷を与えるか、及び／又は
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、上側及び下側ハウジング構成部品の積み重ねを保証するように形成された末端突出部１
１２ｃを有することができる。
【００５５】
　図７Ａ及び７Ｂは、それぞれ、第一状態（例えば、注入）及び第二状態（例えば、吸引
）において図示された装置１００の断面図である。矢印Ａ１及びＡ２は、装置１００内の
流体流れ方向を示している。
【００５６】
　第一状態における図７Ａを参照すると、分割されたハウジングの間の差圧は第一開口１
０１ａを通る流体の注入をもたらし、これは、流体通路１１５を形成する上側ハウジング
１０１の内側壁１１１からの周囲壁１６９の引き離しを引き起こし、エラストマ部材１１
０周りの装置１００の上側部分と下側部分との間の流体的連通を許容し、一方、第二開口
１０２ａを通る第一開口１０１ａからの指向性流体流れを提供するように切れ目１１７の
閉鎖を維持する。下側ハウジング１０２の構造、例えば、傾斜壁１０２ｄ及び突出部１０
２ｃは、乱流及び／又は実際の流れと接触するエラストマ部材の一部（例えば、周囲壁１
６９の内側表面）の効果的な洗浄を可能とするような流体流れ方向を提供することができ
る。様々な態様において、長円形状、カップ形状、又は、円錐切頭体形状（又は切頭円錐
形状）を提供する周囲壁１６９は、比較的低い注入こじ開け圧力閾値により差圧を与える
ときに（例えば、注入流体の開口１０１ａへの導入を通して）、装置１００の中心長手軸
線へ向けて内方向に引き離され及び／又は曲がるように形成される。比較的低い注入こじ
開け圧力閾値は、約１５水柱センチメートル（６水柱インチ）から約９１水柱センチメー
トル（約３６水柱インチ）（１．４×１０3ＰａＧ（０．２ｐｓｉｇ）から９．０×１０3

ＰａＧ（約１．３ｐｓｉｇ）、ここで、用語「約」は確定値の±２０％を包含する）の圧
力である。このような圧力は、例えば、輸液バックが患者の注入位置の高さより上へ持ち
上げられるときに得られる。注入状態及び吸引状態の両方においてエラストマ密閉弁を通
り流れる現存の弁とは異なり、本発明の弁は、注入状態において弁の周りを、吸引状態に
おいて弁を通り流れるように形成される。この本形状の利点は、吸引後の漏れ及び「逆流
」が殆ど排除され、重力により流体を容易に注入する所望の能力が図７Ａ及び７Ｂの例示
的な実施形態を参照して述べられるように提供されることである。
【００５７】
　第二状態における図７Ｂを参照すると、第二開口１０２ａを通る流体の吸引時に与えら
れる差圧は切れ目１１７が開くことを引き起こし、一方、周囲壁１６９の末端部１６９ａ
は上側ハウジング１０１の内側壁１１１と接触する連続の密閉可能な締りばめが維持され
る。一態様において、切れ目は、流体が第二開口１０２ａから切れ目を通過して第一開口
１０１ａを通ることを可能とするのに吸引圧力閾値が必要とされるように形成される。一
態様において、吸引圧力閾値は、注入こじ開け圧力閾値よりかなり高い。一態様において
、吸引圧力閾値と注入こじ開け圧力閾値との間の差は、吸引閾値こじ開け圧力が注入閾値
こじ開け圧力よりほぼ３．４×１０4ＰａＧ（ほぼ５ｐｓｉｇ）大きいようになっている
。閾値こじ開け圧力におけるこの差は、約２．１×１０4ＰａＧ（約３ｐｓｉｇ）と約４
．８×１０4ＰａＧ（約７ｐｓｉｇ）との間の範囲内とすることができる（ここで、「約
」は値の±２０％を包含する）。閾値こじ開け圧力における差の設定は、さらに以下に述
べられる切れ目１１７の形状及び配置と共に、エラストマ部材１１０の弾性率、厚さ、及
び／又は、厚さ変動、傾斜、架橋又は加硫、及び、材料選択、及び、寸法を変化させるこ
とによって、達成されることができる。こじ開け圧力閾値に関して調整されることができ
るさらなる因子は、流れ通路１１５ｃの数、幅、及び、長さと、及び／又は、上側及び下
側ハウジング構成部品の内側形状を含有する。
【００５８】
　図８Ａ、８Ｂ、８Ｃ、及び、８Ｄを参照すると、エラストマ部材の変形が図示されてい
る。図８Ａ及び８Ｂは、単一切れ目１１７形状及び複数切れ目１１７ａ形状を有するエラ
ストマ部材１１０を示している。他の切れ目形状が使用されることができる。
【００５９】
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　図８Ｃ及び８Ｄは、それぞれに、例示的な円錐切頭体形状部材１１０ａ，１１０ｂ上の
さらなる特徴、すなわち、円錐切頭体形状部材１１０ａの表面部上の突出部１１００又は
円錐切頭体形状部材１１０ｂの表面部の一つ以上の通路１１５０を有する変形エラストマ
部材１１０ａ及び１１０ｂを示している。
【００６０】
　図８Ｄは、さらに、エラストマ部材の実施形態を示しており、ここで、円錐切頭体形状
部材１１０ｂは、周囲壁１６９ｃによって取り囲まれて、それを貫通する流路（図示せず
）を備える茎部１１７５を含有し、この流路は、第二開口１０２ａを取り囲むか、又は、
下側ハウジング１０１の突出部１０２ｃを確実に取り囲むように形成される。茎部１１７
５は、開口１０２ａ及び切れ目１１７との流体的連通のための流路として形成されること
ができる。この形状において、茎部１１７５は、必然的に、注入中の流体通路又は洗浄の
ための一つ以上の垂直に配置された（ハウジングの長手軸線に沿って）それを貫通する開
口又は切れ目（図示せず）を具備し、この開口又は切れ目は、圧縮注入圧力又は力に応じ
て、流体が開口１０２ａへ入ることを可能とするように少なくとも部分的に開くように形
成されることができ、一方、吸引中において、この開口又は切れ目は、圧縮応力を受けず
、開口１０２ａと茎部１１７５と切れ目１１７とハウジングの上側部分と開口１０１ａと
を通る実質的な全ての流体流れを容易にするように閉じられたままとなるであろう。上述
されたエラストマ部材の実施形態のこの変形において、エラストマ部材１１０のための上
述されたような全ての他の機能的特質は維持されるであろう。
【００６１】
　図９を参照すると、本発明の弁の第二実施形態が図示され、第一開口２０１ａを備える
上側ハウジング２０１と下側ハウジング２０２とを有する装置２００の斜視図を示してい
る。
【００６２】
　図１０は断面１２Ａ－１２Ａ及び１２Ｂ－１２Ｂを備える装置２００の上面図を示して
いる。
【００６３】
　図１１Ａ及び１１Ｂは、それぞれ、装置２００の分解図と分解断面図とを示している。
装置２００の下側ハウジング２０２は環状壁２１２を含有する。この例示的な実施形態に
おいて、環状壁２１２は、周囲壁２６９によって取り囲まれるエラストマ部材２１０への
支持部を提供する。環状壁２１２は、図示されたように下側ハウジング２０１と一体にす
ることができ、又は、別に型成形されて組み立て中にハウジング内に配置されることがで
きる。エラストマ部材２１０は、上側ハウジング２０１の内側壁２１１内の凹部２１８ａ
によって受け入れられるように形成された表面部２６７の縁部からの横方向環状突起部２
１８を有する。加えて、エラストマ部材２１０は、上側及び下側ハウジング構成部品２０
１，２０２の組み立て時の締りばめを提供するための表面部２６７からの縦方向環状突出
部２１１０を含有する。エラストマ部材２１０の表面部２６７は、表面部２６７の厚さを
貫通する切れ目２１７を含有する。前述の実施形態との違いとして、装置２００の下側ハ
ウジング２０２は、第二開口２０２ａへ送り込む傾斜開口２０２ｃを含有する。傾斜開口
２０２ｃは、より小さな直径の第二開口２０１ａへの案内線材などのような医療装置の挿
入案内を提供し、このような装置のよじれ及び／又は曲りを防止する。
【００６４】
　図１２Ａ及び１２Ｂを参照すると、それぞれ、組み立て形状における第二実施形態の装
置２００の９０°離間する断面図が図示されている。図１２Ａは、上側ハウジング２０１
の内側壁２１１と共に連続密閉部を形成するように内側壁２１１との締りばめを有するエ
ラストマ部材２１０の周囲壁２６９の一部を示している。エラストマ部材２１０は、装置
２００を第一開口２０１ａに対応する上側部分と第二開口２０２ａに対応する下側部分と
に分割する。エラストマ部材２１０は、下側ハウジング２０２と貫通第二開口２０２ａと
の間の流体的連通を提供する流れ通路２０９を含有する環状突出部２１２によって支持さ
れて図示される。エラストマ部材２１０は、ここでは、切れ目２１７及び内側壁２１１と
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の連続密閉部の両方が差圧による装置２００の作動以前の開口２０１ａと２０２ａとの間
の流体流れを防止するような常時閉の弁として図示されている。エラストマ部材２１０と
内側ハウジング壁２１１との間の締りばめは、製作中に上側ハウジング２０１及び下側ハ
ウジング２０２を固定するとき、例えば、例えば溶接部２１４においてハウジング構成部
品を共に接合又は溶接するときに、提供されることができる。エラストマ部材２１０の周
囲壁２６９は、内側壁２１１との流体密閉部を形成する。流体は、開口２０９において環
状支持部２１２と第二開口２０２ａとを通り流れることができる。下側ハウジング２０２
は、第二開口２０２ａの一部として基部２０２ｅから突出する環状支持部２１２を取り囲
む表面又は基部２０２ｅを含有する。表面又は基部２０２ｅは、傾斜壁２０２ｄへ半径外
方向に延在する。傾斜壁２０２ｄの外径の一部は、上側ハウジング２０１の内径と共に、
溶接部２１４により密閉可能構造に形成される。図１２Ｂは、第二実施形態の態様を示し
、それにより、環状支持部２１２の内径は第二開口２０２ａの内径へ内方向に傾斜し、こ
れは、装置を通り挿入されるかもしれない医療装置のための案内手段としても役立つ。
【００６５】
　第一実施形態と同様に、装置２００は、下側ハウジング２０２へ向けて装置２００の長
手軸線と概して平行に延在する選択的な流体通路２１５ｃを具備する。一実施形態におい
て、ここに開示された装置のいずれも流体通路２１５ｃなしに形成されることができる。
【００６６】
　図１３Ａは、環状支持部２１２及び通路２０９を示す下側ハウジング２０２の側面図を
図示している。図１３Ｂは、環状支持部２１２及び第二開口２０２ａに送り込む傾斜開口
２０２ｆを図示する下側ハウジング２０２の斜視図である。環状支持部２１２は、エラス
トマ部材２１０の下側表面に接触して、組み立て中又は使用中にハウジング内でのエラス
トマ部材２１０の移動を最小化するように形成された末端突出部２１２ｃを有することが
できる。
【００６７】
　装置２００は、それぞれ、第一状態（例えば注入）及び第二状態（例えば吸引）におい
て図示された装置２００の断面図を図示する図１４Ａ及び１４Ｂに示されたように、第一
実施形態と同様に機能する。矢印Ｂ１及びＢ２は、装置２００内の流体流れ方向を示して
いる。第一状態における図１４Ａを参照すると、第一開口２０１ａを通る流体の注入時に
おいて、差圧が装置２００の分割されたハウジングの間に与えられ、これは、流体通路２
１５を形成する上側ハウジング２０１の内側壁２１１からの周囲壁２６９の引き離しを引
き起こし、エラストマ部材２１０周りの装置２００の上側部分と下側部分との間の流体的
連通を可能とする一方、第一開口２０１ａから第二開口２０２ａを通る指向性流体流れを
提供するように切れ目２１７の閉鎖を維持する。下側ハウジング２０２の構造、例えば、
傾斜壁２０２ｄは、乱流及び／又は実際の流れと接触するエラストマ部材の一部（例えば
、周囲壁２６９の内側表面）の効果的な洗浄を可能とするような流体流れ方向を提供する
ことができる。周囲壁２６９は、第一実施形態のために前述されたような比較的低い注入
こじ開け圧力閾値により差圧を与えるときに（例えば、注入流体の開口２０１ａへの導入
を通して）、装置２００の中心長手軸線へ向けて内方向に引き離され及び／又は曲がるよ
うに形成される。
【００６８】
　第二状態における図１４Ｂを参照すると、第二開口２０２ａを通る流体の吸引時に分割
されたハウジング内に差圧が与えられ、これは切れ目２１７が開くことを引き起こし、一
方、周囲壁２６９の末端部２６９ａは上側ハウジング２０１の内側壁２１１と接触する連
続の密閉可能な締りばめが維持される。一態様において、切れ目は、流体が第二開口２０
２ａから切れ目を通過して第一開口２０１ａを通ることを可能とするのに吸引圧力閾値が
必要とされるように形成される。
【００６９】
　図１５Ａ及び１５Ｂは、第二実施形態の装置２００からの上側ハウジング２０１及びエ
ラストマ部材２１０を備えて形成され図示された第三実施形態３００を示し、一方、開口
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３０９を有する環状支持部３１２は、エラストマ部材２１０の下側表面に接触しないよう
に形成されている。エラストマ部材２１０の支持は、上述されたように、もっぱら、横方
向の環状突起部２１８及び凹部２１８ａとの締りばめによって提供される。図１５Ｃは、
装置３００の下側ハウジング構成部品への変更を有する装置３３３を示し、ここで、環状
支持部３１２は完全に存在せず、下側ハウジング３０２´の表面又は基部３０２ｅは第二
開口３０２ａへ送り込むための開口３０２ｃを有している。
【００７０】
　図１６Ａ及び１６Ｂは、雄ルーアロックハウジング組立体を備える圧力作動弁の実装を
図示する第四実施形態の装置４００の斜視図及び断面１６Ｂ－１６Ｂに沿う断面図である
。配管４０１ａが、雄ルーアハウジング４０２に結合される管ハウジング４０１に接合さ
れる。雄ルーアロックハブ４０２ｃは、下側ハウジング４０２へスナップ嵌めされる。装
置４００の機能及び動作は、前述の実施形態のために述べられたと同様である。
【００７１】
　図１７Ａ及び１７Ｂは、それぞれ、上側ハウジング２０１を備えて組み立てられた第五
実施形態の装置５００の斜視図及び断面１７Ｂ－１７Ｂに沿う断面図である。装置５００
は、圧力作動弁がどのように血管カテーテルハブ５０２内へ直接的に一体化されることが
できるかを明示する。カテーテル５０２ａは、末梢静脈カテーテル、末梢挿入中心静脈カ
テーテル（ＰＩＣＣ）、又は、中心静脈カテーテル（ＣＶＣ）などであることができる。
【００７２】
　図１８Ａ及び１８Ｂは、それぞれ、上側ハウジング２０１を備えて組み立てられ、さら
に雄ルーア装置６５０に連結された第五実施形態の装置６００の斜視図及び断面１８Ｂ－
１８Ｂに沿う断面図である。装置６００は、エラストマ部材２１０の切れ目がどのように
傾斜内側流路６０２ｅによって案内されてカテーテル６０２ａを通り挿入された医療装置
６７５を収納することができるかを明示する。
【００７３】
　図１９Ａ及び１９Ｂは、それぞれ、第六実施形態の装置７００の斜視図及び断面１９Ｂ
－１９Ｂに沿う断面図である。装置７００は、ルーア作動弁７０１に直接的に一体化され
た本発明の圧力作動弁を明示する。この圧力作動弁組立体は、７２７においてルーア作動
弁組立体に結合される。ルーア作動弁７０１は、雌ルーアハウジング７０３内に組み付け
られ、７２８において雌ルーアハウジング内に密閉される。図示されたようなルーア作動
弁を具備する装置７００は一つの弁の例であり、しかしながら、圧力作動弁組立体は、こ
こで開示されたような利点を提供するために、任意の数のルーア作動弁と一体化されるこ
とができる。
【００７４】
　第一及び第二などの用語が、様々な要素を述べるためにここで使用されているかもしれ
ないが、これら要素が、これら用語によって限定されるべきでないことは、理解されるで
あろう。これら用語は、一つの要素をもう一つから区別するために使用されるだけである
。例えば、本発明の範囲から逸脱することなく、第一要素は第二要素と称されることがで
き、同様に、第二要素は第一要素と称されることができる。ここで使用されるように、用
語「及び／又は」は、一つ以上の関連して列挙された箇条の任意又は全ての組み合わせを
包含する。
【００７５】
　「下方」又は「上方」又は「下側」又は「上側」又は「水平」又は「垂直」のような相
対的な用語は、図面に図示されたような一つの要素、層、又は、領域のもう一つの要素、
層、又は、領域への関係を述べるために、ここで使用されているかもしれない。これらの
用語が、図面に示された配置に加えて、装置の異なる配置を包含することを意図している
ことは、理解されるであろう。
【００７６】
　ここで使用された学術用語は、特定の実施形態だけを述べるためのものであり、本発明
の制限となることを意図していない。ここで使用されるように、単数形は、そうでないこ
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とを明確に示す内容でなければ、同様に複数形を含有することを意図している。
【００７７】
　ここで使用されるときに、用語「具備する」、「具備」、「包含する」、及び／又は、
「包含」は、明言された特徴、完全体、段階、動作、要素、及び／又は、構成部品の存在
を特定するが、そうでないことが定められなければ、一つ以上の他の特徴、完全体、段階
、動作、要素、構成部分、及び／又は、それらの集団の存在又は追加を排除せず、ここで
使用される全ての用語（技術的及び科学的用語を含有する）は、本発明が属する当業者の
一人によって普通に理解されるとの同じ意味を有することは、さらに理解されるであろう
。ここで使用される用語が、本明細書の内容及び関連技術におけるそれらの意味に一致す
る意味を有するように解釈されるべきであり、ここで明確に定められなければ、理想化さ
れた又は過度に正式的な感覚に解釈されないことは、さらに理解されるであろう。
【００７８】
　そうでないことが明確に述べられないならば、「より少ない」及び「より多い」のよう
な相対的な量に関する用語は、量の概念を包含することを意図している。例のように、「
より少ない」は、最も厳密な数学的な感覚において「より少ない」だけを意味するのでな
く、「より少ない又は等しい」も意味する。
【００７９】
　ここで使用されるような用語「流体」は、液体、気体、又は、それらの組み合わせに及
ぶ。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】

【図７Ａ】

【図７Ｂ】

【図８Ａ】



(20) JP 2016-512732 A 2016.5.9

【図８Ｂ】

【図８Ｃ】

【図８Ｄ】

【図９】

【図１０】

【図１１Ａ】
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【図１１Ｂ】 【図１２Ａ】

【図１２Ｂ】

【図１３Ａ】

【図１３Ｂ】

【図１４Ａ】
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【図１４Ｂ】 【図１５Ａ】
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【図１６Ａ】 【図１６Ｂ】

【図１７Ａ】 【図１７Ｂ】
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【図１８Ａ】 【図１８Ｂ】

【図１９Ａ】 【図１９Ｂ】
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【手続補正書】
【提出日】平成27年10月21日(2015.10.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００２】
　中心管及び血管カテーテルの他の種類への血液逆流は、静脈接続装置の完全又は部分的
な閉鎖を与える管内血栓をもたらす可能性がある。このような閉鎖物は、静脈治療を妨げ
、病原菌のために養分豊富領域を提供し、又は、カテーテルから分離して静脈血栓をもた
らす可能性がある。管内血栓がさらなる健康に関する合併症をもたらさない場合でさえ、
このような状態は、カテーテルの交換を必要とし、この処置は、時間浪費と、除去部及び
新たな導入部における障害をもたらすこととの両方となる可能性がある（例えば、特許文
献１～２参照。）。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００３】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００９／０２６４８３２号明細書
【特許文献２】国際公開第９０／０００７１号
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