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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
創傷部を覆って閉塞部を形成する被覆材と、
前記創傷部の洗浄または治療の少なくとも１つをおこなうための液体を貯留した液体供給
容器と、
前記液体供給容器から閉塞部内に液体を供給する供給流路と、
前記閉塞部内から廃液が排出される吸引流路と、
前記吸引流路に廃液を吸引する吸引手段と、
前記吸引流路の途中に配置され、廃液を収容する収容容器と、
前記供給流路に接続された第１圧力測定手段と、
前記閉塞部の圧力を測定する第２圧力測定手段と、
前記第２圧力測定手段に備えられた供給流路または吸引流路に接続するための接続用経路
、または閉塞部に直接接続するための測定用経路と、
を備え、
前記閉塞部の圧力が所望の陰圧値に制御されている際に、前記第１圧力測定手段の圧力値
と前記第２圧力測定手段の圧力値の圧力差の変動を使用して、供給流路、吸引流路、接続
用経路および測定用経路の少なくとも１つに発生した詰まりを検出する陰圧治療装置。
【請求項２】
創傷部を覆って閉塞部を形成する被覆材と、
前記創傷部の洗浄または治療の少なくとも１つをおこなうための液体を貯留した液体供給
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容器と、
前記液体供給容器から閉塞部内に液体を供給する供給流路と、
前記閉塞部内から廃液が排出される吸引流路と、
前記吸引流路に廃液を吸引する吸引手段と、
前記吸引流路の途中に配置され、廃液を収容する収容容器と、
前記供給流路に接続された第１圧力測定手段と、
前記閉塞部の圧力を測定する第２圧力測定手段と、
を備え、
前記第１圧力測定手段の圧力値と他の圧力測定手段の圧力値を使用して、供給流路および
吸引流路の少なくとも１つに発生した詰まりを検出し、
前記第２圧力測定手段が、供給流路または吸引流路に接続するための接続用経路、または
第２圧力測定手段を閉塞部に直接接続するための測定用経路、のいずれかを備え、
前記吸引手段を駆動した際に、
前記の各圧力測定手段の圧力値の変動状態から供給流路、吸引流路、接続用経路および測
定用経路の少なくとも１つの詰まりを検出する
陰圧治療装置。
【請求項３】
前記第２圧力測定手段の圧力値と他の圧力測定手段の圧力値とを使用して、接続用経路ま
たは測定用経路に発生した詰まりを検出する請求項２の陰圧治療装置。
【請求項４】
前記第１圧力測定手段が供給流路に接続される位置が液体供給容器、吸引手段および収容
容器の少なくとも１つと一定の位置関係にあり、
前記第１圧力測定手段の圧力値と第２圧力測定手段との圧力値の差圧を用いて、第１圧力
測定手段が供給流路に接続される位置と閉塞部の位置との高低差を検出する
請求項１から３のいずれかの陰圧治療装置。
【請求項５】
検出された前記高低差が変動した場合に、吸引手段の吸引力を調節する請求項４の陰圧治
療装置。
【請求項６】
創傷部を覆って閉塞部を形成する被覆材と、
前記創傷部の洗浄または治療の少なくとも１つをおこなうための液体を貯留した液体供給
容器と、
前記液体供給容器から閉塞部内に液体を供給する供給流路と、
前記閉塞部内から廃液が排出される吸引流路と、
前記吸引流路に廃液を吸引する吸引手段と、
前記吸引流路の途中に配置され、廃液を収容する収容容器と、
前記供給流路に接続された供給流路圧力測定手段と、
前記収容容器の圧力を測定する収容容器圧力測定手段と、
を備え、
前記第１圧力測定手段が、閉塞部の圧力を測定し、
前記閉塞部の圧力が所望の陰圧値に制御されている際に、前記供給流路圧力測定手段の圧
力値と前記収容容器圧力測定手段の圧力値の圧力差の変動を使用して、供給流路または吸
引流路に発生した詰まりを検出する陰圧治療装置。
【請求項７】
前記第１圧力測定手段、第２圧力測定手段および前記収容容器の圧力を測定する第３圧力
測定手段と、
を備え、
検出された前記高低差を用いて、吸引手段の吸引力により詰まりを解消するために吸引可
能な収納容器の最大圧力値を算出し、
前記吸引流路に詰まりが発生したことを検出した場合に、
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前記吸引流路の詰まりが解消されたことを検出するか、または第３圧力測定手段の圧力値
が最大圧力値に到達するまで吸引手段を駆動する請求項４または５のいずれかの陰圧治療
装置。
【請求項８】
創傷部を覆って閉塞部を形成する被覆材と、
前記創傷部の洗浄または治療の少なくとも１つをおこなうための液体を貯留した液体供給
容器と、
前記液体供給容器から閉塞部内に液体を供給する供給流路と、
前記閉塞部内から廃液が排出される吸引流路と、
前記吸引流路に廃液を吸引する吸引手段と、
前記吸引流路の途中に配置され、廃液を収容する収容容器と、
前記供給流路に接続された第１圧力測定手段と、
前記閉塞部の圧力を測定するための第２圧力測定手段と、
を備え、
前記第１圧力測定手段が供給流路に接続される位置が、液体供給容器、吸引手段および収
容容器の少なくとも１つと一定の位置関係にあり、
前記第１圧力測定手段の圧力値と第２圧力測定手段の圧力値との差圧を用いて、第１圧力
測定手段が供給流路に接続される位置と閉塞部の位置との高低差を検出する陰圧治療装置
。
【請求項９】
検出された前記高低差が変動した場合に、吸引手段の吸引力を調節する請求項８の陰圧治
療装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、創傷部を陰圧に保持して治療する陰圧治療装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、創傷部を治療するための装置が種々開発されている。例えば、創傷部を陰圧に保
持して治療する陰圧治療装置が挙げられる（下記特許文献１参照）。その陰圧治療装置１
００は、図５に示すように、創傷部１２を覆って閉塞部３８を形成する被覆材１４、閉塞
部３８から廃液２２を排出するための吸引流路Ｔ３、吸引流路Ｔ３に廃液２２を吸引する
吸引手段２６、廃液２２を収容する収容容器２８、２つの圧力測定手段ＰＳｂ、ＰＳｃを
備える。廃液２２には、創傷部１２から生じた老廃物や滲出液が含まれている。
【０００３】
　吸引流路Ｔ３は柔軟性のあるチューブを用いる。圧力測定手段ＰＳｂ、ＰＳｃは、吸引
流路Ｔ３における被覆材１４の近傍および吸引手段２６に接続される。接続は、吸引流路
Ｔ３などと同様の柔軟性のあるチューブからなる測定用経路Ｔ２'、Ｔ３'を介しておこな
う。圧力測定手段ＰＳｂは閉塞部３８の圧力を測定し、圧力測定手段ＰＳｃは吸引手段２
６の圧力を測定する。吸引手段２６の吸引力によって閉塞部３８の圧力が陰圧になるが、
圧力測定手段ＰＳｂで測定された圧力値を利用して、閉塞部３８が所望の陰圧値になるよ
うに吸引力を制御する。
【０００４】
　廃液２２内の老廃物などによって吸引流路Ｔ３で詰まりが発生すると、閉塞部３８への
陰圧の適用が阻害され、所望の治療をおこなえなくなる。測定用経路Ｔ２'に詰まりが発
生すると、閉塞部３８の圧力を正確に測れなくなり、吸引手段２６の吸引力を制御できな
くなる。
【０００５】
　引用文献１では、吸引流路Ｔ３において閉塞部３８と収容容器２８の間に詰まりが発生
しているかを確認するために、吸引手段２６を駆動して圧力測定手段ＰＳｂに直接的に対
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応する変化が生じるかを確認する。詰まりが発生している場合には、詰まりを取り除き所
望の治療を続けるために、２つの圧力測定手段ＰＳｂ、ＰＳｃの圧力値から圧力差を求め
、圧力差が「第１の最大差圧」に到達するまで吸引手段２６を駆動する。詰まりが発生し
てなく、閉塞部３８の圧力値が所望の陰圧値まで到達していない場合は、圧力差が「第２
の最大差圧」に到達するまで吸引手段２６を駆動する。
【０００６】
　「第１の最大差圧」を設けることで、詰まりが解消されたとき、閉塞部３８内が急激に
過陰圧になり、創傷部１２にダメージを与えることを防いでいる。また、「第２の最大差
圧」を設けることで、閉塞部３８と収容容器２８の高低差による吸引流路Ｔ３内の廃液２
２による圧力ロスを解消している。引用文献１では、高低差を予め想定して「第２の最大
差圧」を設定しているが、閉塞部３８と収容容器２８の高低差を検知できれば、更に最適
な最大差圧を設定することが可能となり、安全な治療を行うことができる。
【０００７】
　また下記特許文献２のように、引用文献１の陰圧治療装置１００を改良して、創傷部１
２に洗浄や治療をおこなう液体を供給する陰圧治療装置１００'もある（図６）。陰圧治
療装置１００'は、陰圧治療装置１００に対して、創傷部１２に対する洗浄や治療をおこ
なうための液体１６を貯留した液体供給容器１８、液体１６を閉塞部３８に供給するため
の供給流路Ｔ１が追加される。供給流路Ｔ１は、吸引流路Ｔ３と同様のチューブである。
この供給流路Ｔ１も吸引流路Ｔ３等と同様に、折れ曲がったりすることによって詰まりが
発生する場合がある。引用文献２では、圧力測定手段ＰＳｂ、ＰＳｃのいずれか１つを備
えた構成となっているが、図６に示す陰圧治療装置１００'では引用文献１と同様に圧力
測定手段ＰＳｂ、ＰＳｃを備えた構成を示している。
【０００８】
　図６の構成において、引用文献１と同様の方法で詰まりを検出した場合、供給流路Ｔ１
で詰まりが発生しても、圧力測定手段ＰＳｂ、ＰＳｃの圧力値は詰まりがない場合と同じ
になる。そのため、供給流路Ｔ１の詰まりを検出できず、所望の治療ができない。陰圧治
療装置１００'は、供給流路Ｔ１に詰まりが発生した場合に対処できない。
【０００９】
　詰まりが発生した場合に、見た目ではどの位置が詰まっているか判断できない場合が多
い。素早く対応するためには、どの位置に詰まりがあるかを特定することが必要である。
詰まりの発生する箇所によっては、正確に閉塞部３８の圧力測定ができないため、吸引手
段２６の吸引力が過剰になる場合があり、創傷部１２にダメージを与える。
【００１０】
　また、詰まりが無くても、患者の動きによって閉塞部３８が上下した場合、吸引流路Ｔ
３内は全てが廃液２２で満たされていないため、吸引流路Ｔ３内の廃液２２の動きにより
閉塞部３８の圧力が変動する。変動に過剰に反応して吸引手段２６を制御すると、閉塞部
３８の圧力が過陰圧になる場合があり、治療に好ましくない。閉塞部３８の動きを検知で
きることが好ましい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特許４６７１２４９号（図１）
【特許文献２】特許４９９０７５９号（図１１ａ）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明の目的は、供給流路を備えた陰圧治療装置においても、適切に圧力測定をおこな
うことによって、各流路内に発生した詰まりを検出することが可能な陰圧治療装置を提供
することにある。
【００１３】
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　また、供給流路を備えた陰圧治療装置において、患者の動きによって閉塞部が上下した
場合でも、閉塞部の圧力値を所望の陰圧値に制御することで、更に安全な治療を行うこと
ができる陰圧治療装置を提供することにある。
【００１４】
　さらに、供給流路を備えた陰圧治療装置において、吸引流路に詰まりが発生した場合で
も、詰まりを解消するための吸引手段による最大吸引圧を適切に設定し、更に安全な治療
を行うことができる陰圧治療装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の陰圧治療装置は、創傷部を覆って閉塞部を形成する被覆材、液体を貯留した液
体供給容器、閉塞部に液体を供給するための供給流路、閉塞部から廃液を排出するための
吸引流路、廃液を吸引する吸引手段、吸引流路の途中で廃液を収容する収容容器、供給流
路に接続された第１圧力測定手段、および閉塞部内の圧力を測定する第２圧力測定手段ま
たは収容容器の圧力を測定する第３圧力測定手段の少なくとも１つを備える。
【００１６】
　本発明は、第１圧力測定手段の圧力値と他の圧力測定手段の圧力値を使用して、供給流
路および吸引流路の少なくとも１つに発生した詰まりを検出する。
【００１７】
　また本発明の陰圧治療装置は、創傷部を覆って閉塞部を形成する被覆材、液体を貯留し
た液体供給容器、閉塞部に液体を供給するための供給流路、閉塞部から廃液を排出するた
めの吸引流路、廃液を吸引する吸引手段、吸引流路の途中で廃液を収容する収容容器、供
給流路に接続された第１圧力測定手段、および閉塞部内の圧力を測定する第２圧力測定手
段を備える。
【００１８】
　第１圧力測定手段が供給流路に接続される位置が、液体供給容器、吸引手段および収容
容器の少なくとも１つと一定の位置関係にあり、第１圧力測定手段の圧力値と第２圧力測
定手段の圧力値の差圧を用いて、第１圧力測定手段が供給流路に接続される位置と閉塞部
との高さを検出する。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明は、各圧力測定手段で測定された圧力値を使用することによって、供給流路、吸
引流路、接続経路または測定用経路に発生した詰まりを検出することができる。
【００２０】
　また、第１圧力測定手段の圧力値と第２圧力測定手段の圧力値との差圧を用いて、第１
圧力測定手段が供給流路に接続される位置と閉塞部との高低差を検出することができる。
さらに、検出した高低差から吸引手段による吸引力を制限し、詰まりが解消された場合に
起こりうる創傷部への悪影響を未然に防ぐことができる。
【００２１】
　また、閉塞部の上下動を検出することによって、吸引力を過剰に変動させないようにす
ることができ、創傷部へ悪影響を及ぼしにくくなっている。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の陰圧治療装置の構成を示す図である。
【図２】被覆材の周辺の拡大図であり、（ａ）は接続部品を使用した図であり、（ｂ）は
接続部品を使用していない図である。
【図３】本発明の別の実施形態の陰圧治療装置の構成を示す図である。
【図４】本発明の更に別の実施形態の陰圧治療装置の構成を示す図である。
【図５】従来の陰圧治療装置の構成を示す図である。
【図６】液体を創傷部に供給する従来の陰圧治療装置の構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
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【００２３】
　本発明の陰圧治療装置について図面を使用して説明する。
【実施例１】
【００２４】
　図１に示す本発明の陰圧治療装置１０は、創傷部１２を覆って閉塞部３８を形成する被
覆材１４、液体１６を貯留した液体供給容器１８、閉塞部３８に液体１６を供給するため
の供給流路Ｔ１、閉塞部３８から廃液２２を排出するための吸引流路Ｔ３、廃液２２を吸
引流路Ｔ３に吸引するための吸引手段２６、廃液２２を収容する収容容器２８、供給流路
Ｔ１に接続された第１圧力測定手段ＰＳａ、閉塞部３８の圧力を測定する第２圧力測定手
段ＰＳｂ、収容容器２８の圧力を測定する第３圧力測定手段ＰＳｃを備える。
【００２５】
　図２に示すように、被覆材１４は創傷部１２よりも面積を広くし、被覆材１４の周縁部
が皮膚３４に密着されることで、被覆材１４で覆われた空間が閉塞部３８を形成する。被
覆材１４は、創傷側に粘着層を備えた高分子フィルムなどの柔軟なフィルムである。創傷
部１２を直接被覆材１４で覆うのではなく、創傷部１２を被覆材１４で覆う前に、創傷部
１２の上にスポンジなどの柔軟性のある多孔質部材３６を配置する。
【００２６】
　吸引手段２６はポンプであり、吸引手段２６により吸引することによって閉塞部３８内
を所望の陰圧値に制御する。図示しない大気開放弁を備えても良い。大気開放弁を開閉す
ることによっても閉塞部３８内の陰圧値を制御することができ、更に安定した制御が可能
となる。閉塞部３８内を陰圧にすることによって、創傷部１２から老廃物や滲出液が排出
される。また、創傷部１２およびその周囲の血流を増加させ、肉芽形成が促進されて創傷
部治癒機能が回復し、創傷部１２の治療が早くなる。
【００２７】
　液体供給容器１８に貯留される液体１６は、創傷部１２の洗浄、治療またはその両方を
おこなうための液体である。例えば、生理食塩水などが挙げられる。液体供給容器１８は
、流体の減少により変形可能な樹脂製の容器が好ましい。液体１６は、図示しない定量ポ
ンプなどによって供給流路Ｔ１に供給することができる。また、閉塞部３８が陰圧になっ
ているため、供給流路Ｔ１上に流量調整手段を設けることで液体１６を閉塞部３８に供給
することもできる。
【００２８】
　供給流路Ｔ１は、液体供給容器１８から閉塞部３８まで通じるチューブである。供給流
路Ｔ１を通って閉塞部３８に上記の液体１６が供給される。患者の動きに合わせられるよ
うに、供給流路Ｔ１は柔軟性のあるチューブが好ましい。
【００２９】
　吸引流路Ｔ３は、閉塞部３８から吸引手段２６まで通じるチューブである。供給流路Ｔ
１と同様に、吸引流路Ｔ３は柔軟性のあるチューブで構成するのが好ましい。創傷部１２
から生じた老廃物および滲出液は、閉塞部３８に供給された液体１６と一緒に吸引手段２
６の吸引力によって廃液２２として閉塞部３８から吸引流路Ｔ３に排出される。
【００３０】
　吸引流路Ｔ３の途中に廃液２２を収容する収容容器２８を備える。吸引流路Ｔ３のチュ
ーブを２本に分割し、各チューブを収容容器２８につなげる。吸引流路Ｔ３に吸引された
廃液２２は、収容容器２８に収容され、吸引手段２６には到達できないようにする。
【００３１】
　吸引手段２６が廃液２２で破損しないように保護しても良い。例えば、収容容器２８内
の廃液２２の量を検出するセンサなどを適宜備える。所定量になれば、モニタに表示した
り警報装置で警報音を発したりして、収容容器２８の取り替えなどを指示する。
【００３２】
　また、吸引流路Ｔ３における収容容器２８と吸引手段２６の間に、液体検知センサなど
を取り付け、廃液２２を検知しても良い。廃液２２を検知すると、吸引手段２６に廃液２
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２が到達する前に吸引手段２６を停止させ、モニタに表示したり警報装置で警報音を発し
たりする。液体検知センサの替わりに非透水性のフィルタを取り付け、吸引手段２６に廃
液２２が到達できないようにしても良い。したがって、吸引流路Ｔ３における収容容器２
８と吸引手段２６の間に廃液２２が存在することはなく、吸引流路Ｔ３における詰まりは
閉塞部３８から収容容器２８の間で発生する。
【００３３】
　第１圧力測定手段ＰＳａ、第２圧力測定手段ＰＳｂおよび第３圧力測定手段ＰＳｃは圧
力センサである。第１圧力測定手段ＰＳａは、測定用経路Ｔ１'を介して供給流路Ｔ１に
接続され、供給流路Ｔ１の圧力を測定する。第２圧力測定手段ＰＳｂは、測定用経路Ｔ２
'を介して被覆材１４に接続され、閉塞部３８の圧力を測定する。第３圧力測定手段ＰＳ
ｃは、測定用経路Ｔ３'を介して収容容器２８に接続され、収容容器２８の圧力を測定す
る。
【００３４】
　測定用経路Ｔ１'、Ｔ２'、Ｔ３'は、供給流路Ｔ１と吸引流路Ｔ３と同じチューブを使
用しても良い。圧力を測定する際、測定用経路Ｔ１'、Ｔ２'、Ｔ３'を考慮して、実測値
を補正しても良い。
【００３５】
　閉塞部３８への供給流路Ｔ１、吸引流路Ｔ３および測定用経路Ｔ２'の接続方法につい
て、図２を参照して説明する。図２（ａ）に示すように、接続部品４０には供給流路Ｔ１
、吸引流路Ｔ３および測定用経路Ｔ２'（図示省略）が予め取り付けられている。被覆材
１４には穴４２が形成されており、接続部品４０のパッド４４がその穴４２の周縁の被覆
材１４上に取り付けられる。接続部品４０は、閉塞部３８の内外に通じる経路４６を形成
しており、各接続部品４０に各流路Ｔ１、Ｔ３と測定用経路Ｔ２'を接続することによっ
て、閉塞部３８に液体１６を供給し、閉塞部３８から廃液２２を排出し、閉塞部３８の圧
力を測定することができる。接続部品４０を用いることで、被覆材１４の周縁を皮膚３４
に密着させやすく、閉塞部３８の形成が容易である。被覆材１４と接続部品４０が一体に
なっていても良い。接続部品４０の形状などは適宜変更されても良い。
【００３６】
　また、図２（ｂ）に示すように、被覆材１４の周縁において被覆材１４と皮膚３４との
間に各流路Ｔ１、Ｔ３と経路Ｔ２'（図示省略）を通しても良い。接続部品４０を使用せ
ず、簡単な構成である。被覆材１４の任意の位置に穴を形成し、その穴に各流路Ｔ１、Ｔ
３と経路Ｔ２'を通しても良い。マニホールド等の部品を使用して、被覆材１４の１つの
穴から各流路Ｔ１、Ｔ３と測定用経路Ｔ２'を通しても良い。
【００３７】
　なお、閉塞部３８の圧力を測定する圧力測定手段ＰＳｂは、閉塞部３８の圧力を測定で
きるのであれば、被覆材１４に測定用経路Ｔ２'を介して直接接続されることには限定さ
れず、供給流路Ｔ１または吸引流路Ｔ３における被覆材１４の近傍に接続用経路Ｔ２'を
介して接続しても良い。例えば、被覆材１４から約２０ｃｍ以内の位置に接続用経路Ｔ２
'を接続する。接続用経路Ｔ２'が供給流路Ｔ１または吸引流路Ｔ３に接続される位置と閉
塞部３８の高さが略同じ高さであれば、閉塞部３８の圧力を測定することができる。
【００３８】
　本実施例のように、第２圧力測定手段ＰＳｂを備えている場合には、第１圧力測定手段
ＰＳａは、供給流路Ｔ１の閉塞部３８から可能なかぎり離れた位置に測定用経路Ｔ１'を
介して接続されることが好ましい。供給経路Ｔ１における詰まりを検出することができる
範囲は、後述の通り第１圧力測定手段ＰＳａが供給経路Ｔ１に接続された位置よりも閉塞
部３８側のみである。
【００３９】
　陰圧治療装置１０は制御手段４８を備えている。各圧力測定手段ＰＳａ、ＰＳｂ、ＰＳ
ｃで測定された圧力値は制御手段４８に入力され、制御手段４８から吸引手段２６を制御
する信号が出力される。制御手段４８に入力された圧力値は、閉塞部３８を所望の陰圧値
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にするために、吸引手段２６の吸引力を制御することに使用される。複数の圧力測定手段
ＰＳａ、ＰＳｂ、ＰＳｃが有るが、少なくとも１つの圧力値を用いれば良い。閉塞部３８
の圧力を直接測定している第２圧力測定手段ＰＳｂの圧力値を用いて制御することが好ま
しい。
【００４０】
　制御手段４８による制御は以下のようになる。所望の陰圧値を設定値として、閉塞部３
８内の圧力値が設定値になるように吸引手段２６の吸引力を制御する。閉塞部３８内の圧
力値が設定値よりも陽圧であれば、設定値との乖離状態に応じて吸引手段２６の吸引力を
高め、設定値に到達すると吸引手段２６による吸引を停止させる。更に、吸引手段２６を
停止させてもなお設定値よりも陰圧である場合には、図示しない大気開放弁を制御し、閉
塞部３８内に大気を取り込むようにしても良い。
【００４１】
　閉塞部３８の圧力値が設定値になったとき、吸引手段２６は停止状態を維持する。その
後、閉塞部３８でのリークや供給流路Ｔ１から液体１６が供給されることにより、第１圧
力測定手段ＰＳａおよび第２圧力測定手段ＰＳｂの圧力値が徐々に上昇していき、吸引手
段２６の制御に使用している第２圧力測定手段ＰＳｂの圧力値が、設定値から一定値以上
乖離すると、吸引手段２６が駆動され、閉塞部３８を設定値に維持する。
【００４２】
　また、制御手段４８は、上記の制御状態において、入力された各圧力測定手段の圧力値
から下記のように詰まりを検出（判定）する。供給流路Ｔ１に詰まりが発生した場合、供
給流路Ｔ１には液体１６が供給されているため、第１圧力測定手段ＰＳａの圧力値のみが
急激に上昇する。これにより、供給流路Ｔ１に発生した詰まりを検出することができる。
ただし、第１圧力測定手段ＰＳａが供給流路Ｔ１に接続されている位置から閉塞部の間が
検出可能な範囲となる。通常、供給流路Ｔ１には液体１６が流れているため、供給流路Ｔ
１内で詰まりが発生することはない。供給流路Ｔ１で詰まりが発生するのは、患者の動き
により閉塞部３８付近で供給流路Ｔ１が折れ曲がって供給流路Ｔ１が塞がったり、供給流
路Ｔ１の先端が閉塞部３８が陰圧になることにより押し潰されたり、多孔性部材３６によ
り塞がれる場合がほとんどである。
【００４３】
　患者の動きによっても、第１圧力測定手段ＰＳａの圧力値が急激に上昇する場合もある
。しかしながら、その場合は、患者の動きが止まれば、第１圧力測定手段ＰＳａの圧力値
の上昇も止まる。供給流路Ｔ１に詰まりが発生した場合は、第１圧力測定手段ＰＳａの圧
力値は継続的に上昇するため、患者の動きとは区別することができる。制御手段４８は、
圧力値の上昇時間に閾値を設けておき、一定時間以上継続して圧力値が上昇した場合に、
供給流路Ｔ１に詰まりが発生していると判定する。
【００４４】
　同様に、測定用経路Ｔ２'に詰まりが発生した場合は、第１圧力測定手段ＰＳａの圧力
値は徐々に上昇していくが、第２圧力測定手段ＰＳｂの圧力値は上昇しない。制御手段４
８は、第１圧力測定手段ＰＳａの圧力値は徐々に上昇し、かつ第２圧力測定手段ＰＳｂの
圧力値が上昇しない場合、すなわち第１圧力測定手段Ｐｓａの圧力値と第２圧力測定手段
Ｐｓｂの圧力差が徐々に広がっていく場合に、測定用経路Ｔ２'に詰まりが発生している
と判定する。測定用経路Ｔ２'で詰まりが発生するのは、閉塞部３８が陰圧になることに
より測定用経路Ｔ２'の先端が押し潰されたり、多孔性部材３６により測定用経路Ｔ２'の
先端が塞がれた場合などである。
【００４５】
　同様に、吸引流路Ｔ３に詰まりが発生した場合は、吸引手段２６の制御に使用している
第２圧力測定手段ＰＳｂの圧力値が徐々に上昇していき、所望の陰圧値から一定値以上乖
離した場合に、吸引手段２６が駆動されても第２圧力測定手段ＰＳｂの圧力値が変化しな
い。制御手段４８は、第２圧力測定手段ＰＳｂの圧力が所望の陰圧値から一定値以上乖離
し、その後に吸引手段２６を駆動しても第２圧力測定手段Ｐｓｂの圧力値が変化しない場
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合に、吸引流路Ｔ３に詰まりが発生していると判定する。
【００４６】
　実施例１では３つの圧力測定手段ＰＳａ、ＰＳｂ、ＰＳｃを用いた構成を示したが、上
記のような方法で詰まりを検出する場合は、第３圧力測定手段ＰＳｃは備えていなくても
よい。第３圧力測定手段ＰＳｃを省略することで、装置構成を簡略化できる。
【００４７】
　以上のように、本発明は従来検出できなかった供給流路Ｔ１の詰まりを検出できる。従
来検出できなかった詰まりを検出でき、従来では所望の陰圧治療ができなかった詰まりで
あっても、早急に詰まりを解消して所望の陰圧治療を継続することができる。また、詰ま
りの発生している位置を特定することもできる。
【実施例２】
【００４８】
　第１圧力測定手段ＰＳａと第３圧力測定手段ＰＳｃのみを備えた構成でも詰まりを検出
することができる。この構成では、第１圧力測定手段ＰＳａを閉塞部３８の近傍に測定用
経路Ｔ１'を介して供給流路Ｔ１に接続し、第１圧力測定手段ＰＳａで閉塞部３８の圧力
を測定し、第１圧力測定手段ＰＳａの圧力値を用いて吸引手段２６の吸引力を制御するこ
とが好ましい。この場合、２つの圧力測定手段ＰＳａ、ＰＳｃを使用して、実施例１同様
に各流路Ｔ１、Ｔ３の詰まりを検出することができる。第２圧力測定手段ＰＳｂを備えて
いても問題はないが、第２圧力測定手段ＰＳｂを陰圧治療装置１０から省略することで、
装置構成を簡略化できる。第２圧力測定手段ＰＳｂが無いため測定用経路Ｔ２'が省略で
き、閉塞部３８に接続するチューブの数も減らすことができる。
【００４９】
　実施例１と２で示したように、第２圧力測定手段ＰＳｂ、第３圧力測定手段ＰＳｃのい
ずれかを省略しても、詰まりを検出することは可能である。また、制御手段４８にモニタ
や警報装置を接続し、詰まりを検出した際に、詰まりの発生と詰まった箇所を知らせるよ
うにしても良い。
【実施例３】
【００５０】
　実施例１および２では、閉塞部３８の圧力を所望の陰圧値に制御している際に、詰まり
検出を検出する方法を記載したが、吸引手段２６を駆動させた際の各圧力測定手段ＰＳａ
、ＰＳｂ、ＰＳｃで測定された圧力値の変化の有無でも、詰まりを検出することができる
。
【００５１】
　実施例１の構成において、詰まりが発生していない場合、吸引手段２６を駆動させた際
には、各圧力測定手段ＰＳａ、ＰＳｂ、ＰＳｃの圧力値が変化する。しかしながら、供給
流路Ｔ１に詰まりが発生した場合には、第１圧力測定手段ＰＳａの圧力値のみ変化しない
。測定用経路Ｔ２'に詰まりが発生した場合には、第２圧力測定手段ＰＳｂの圧力値のみ
変化しない。吸引流路Ｔ３に詰まりが発生した場合には、第１圧力測定手段ＰＳａおよび
第２圧力測定手段ＰＳｂの圧力値の両方が変化しない。制御手段４８は、吸引手段２６を
駆動させた際にいずれかの圧力測定手段の圧力値に変化がない場合に詰まりが発生したと
判定する。この場合も第３圧力測定手段Ｐｓｃは備えていなくてもよい。また、実施例２
の構成においても、同様に詰まりを検出することができる。
【００５２】
　通常の制御状態において、吸引手段２６を駆動させた際に、上記方法を用いて詰まりの
有無を検出してもよい。また、治療開始時や治療途中で意図的に吸引手段２６を駆動させ
るようにして、詰まりの有無を確認しても良い。第１圧力測定手段ＰＳａ、第２圧力測定
手段ＰＳｂおよび第３圧力測定手段ＰＳｃの全てを備えている必要はない。
【実施例４】
【００５３】
　図３に示す陰圧治療装置５０のように、第１圧力測定手段ＰＳａを閉塞部３８から離れ
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た位置で、測定用経路Ｔ１'を介して供給流路Ｔ１に接続するようにする。閉塞部３８に
液体供給容器１８内の液体１６を供給するために、供給流路Ｔ１は液体１６で満たされて
いる。このため、第１圧力測定手段ＰＳａの圧力値と第２圧力測定手段ＰＳｂとの圧力値
の差圧を用いて、第１圧力測定手段ＰＳａが供給流路Ｔ１に接続される位置（供給流路Ｔ
１と測定用経路Ｔ１'の接続位置）と閉塞部３８の位置との高低差ｈを検出することがで
きる。
【００５４】
　通常、吸引手段２６は治療ユニットの筐体の内部に納められており、液体供給容器１８
および収容容器２８は治療ユニットと一定の位置関係で設置される。第１圧力測定手段Ｐ
Ｓａが（測定用経路Ｔ１'を介して）供給流路Ｔ１に接続される位置が、液体供給容器１
８、吸引手段２６および収容容器２８の少なくとも１つと一定の位置関係で固定されてい
れば、閉塞部３８と治療ユニットとの高さ方向の位置関係（高低差ｈ）を把握することが
可能となる。
【００５５】
　第１圧力測定手段ＰＳａが供給流路Ｔ１に接続される位置は、治療ユニットと同じ高さ
であることが好ましい。この場合、治療ユニットを閉塞部３８と同じ高さにすれば、第１
圧力測定手段ＰＳａの圧力値と第２圧力測定手段ＰＳｂとの圧力値の圧力差が無くなる。
治療ユニットを閉塞部３８よりも上方や下方に配置すると、第１圧力測定手段ＰＳａの圧
力値と第２圧力測定手段ＰＳｂとの圧力値の圧力差が生じる。閉塞部３８が上下すること
によって、供給流路Ｔ１に接続された第１圧力測定手段ＰＳａの圧力値が変動し、両圧力
測定手段ＰＳａ、ＰＳｂで測定された圧力値の差圧が変動する。制御手段４８は、この差
圧変動によって、閉塞部３８が上下動したと判定する。
【００５６】
　一方、吸引流路Ｔ３には廃液２２が排出されているが、廃液２２のみでなく、気体（空
気）も含まれている。この気体（空気）は閉塞部３８のリーク部分を通して取り込まれた
り、図示しない大気開放弁から取り込まれたものである。このため、閉塞部３８の圧力値
（第２圧力測定手段の圧力値）と収容容器２８の圧力値（第３圧力測定手段の圧力値）の
差圧から、閉塞部３８と治療ユニットの高さ方向の位置関係（高低差ｈ）や閉塞部３８の
上下動を検出することはできない。
【００５７】
　閉塞部３８が上下動しているとき、吸引流路Ｔ３内の廃液２２が動くことにより、閉塞
部３８の圧力が頻繁に変動する。閉塞部３８の上下動を検出することができれば、その場
合は単位時間あたりの圧力値の平均値を使用した制御をおこなうなどすることによって、
吸引手段２６の吸引力が頻繁に変わらないようにしてもよい。また、吸引流路Ｔ３が上下
方向（高さ方向）にループしている場合も、廃液２２がループを乗り越えた際に閉塞部３
８の圧力が大きく変動する。その場合も同様の制御を行うようにしてもよい。
【００５８】
　なお、閉塞部３８と治療ユニットの高さ方向の位置検出と、実施例１に示すような詰ま
り検出を組み合わせることで、更なる効果を得ることもできる。図４に示す陰圧治療装置
６０は、さらに収容容器２８の圧力を測定する第３圧力測定手段ＰＳｃを備えている。制
御手段４８は、実施例１に示すような詰まり検出で吸引流路Ｔ３の詰まりを検出した場合
に、検出された高低差ｈを用いて吸引手段２６の吸引力により詰まりを解消するために吸
引可能な収納容器２８の最大圧力値（最大陰圧値）を算出する。
【００５９】
　吸引手段２６の吸引力を高め、収容容器２８の圧力値を陰圧方向に高めることで、吸引
流路Ｔ３の詰まりを解消した場合、詰まりが解消されたと同時に、閉塞部３８の圧力値が
急激に過陰圧になる。このため、創傷部１２にダメージを与える場合がある。これを回避
するために、検出された高低差ｈから吸引手段２６の吸引力により収容容器２８に与える
ことのできる最大圧力値（最大陰圧値）を決定すれば良い。すなわち、制御手段４８は、
閉塞部３８の所望の陰圧値にさらに加えることのできる圧力値を予め設定しておき、検出
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値）として決定する。これにより、吸引流路Ｔ３の詰まりを解消した際に、創傷部１２に
ダメージを与えることがなく、安全な治療を行うことができる。創傷部１２にダメージを
与えない陰圧値を予め設定しておき、それに高低差ｈを加味して収容容器２８に与えるこ
とのできる最大圧力値（最大陰圧値）を決定してもよい。
【００６０】
　また、吸引流路Ｔ３の詰まりが解消されるまでに、最大圧力値（最大陰圧値）に到達し
た場合は、それ以上吸引力を高めずに、吸引手段２６による吸引を停止する。さらに、制
御手段４８にモニタや警報装置を接続し、最大圧力に到達し詰まりを解消できなかったこ
とを知らせるようにしても良い。
【００６１】
　その他、本発明は、その主旨を逸脱しない範囲で当業者の知識に基づき種々の改良、修
正、変更を加えた態様で実施できるものである。種々の実施例を説明したが、各実施例は
独立的または排他的ではなく、適宜組み合わせて実施しても良い。
【符号の説明】
【００６２】
１０、５０、６０：陰圧治療装置
１２：創傷部
１４：被覆材
１６：液体
１８：液体供給容器
２２：廃液
２６：吸引手段
２８：収容容器
３４：皮膚
３６：多孔質部材
３８：閉塞部
４０：接続部品
４２：被覆材に設けた穴
４４：接続部品のパッド
４６：内外に通じる経路
Ｔ１：供給流路
Ｔ３：吸引流路
Ｔ１'、Ｔ３'：測定用経路
Ｔ２'：測定用経路（接続用経路）
ＰＳａ、ＰＳｂ、ＰＳｃ：圧力測定手段
ｈ：高低差
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