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(57)【要約】
使用は、患者の血液中の液体除去セッションを開始する
こと；血液中の液体除去セッション中に、患者の組織液
量又はその一部のインジケータをモニターすること；血
液中の液体除去セッション中に、患者の血液中の液体量
のインジケータをモニターすること；血液中の液体量の
インジケータに対する組織液量のインジケータの比が所
定の範囲外であるか否かを決定すること；及び、比が所
定の範囲外である場合に、血液中の液体除去セッション
中に液体除去速度を変更することを含む。血液中の液体
除去システムは、使用を実施するように構成することが
できる。
【選択図】図１３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の血液の液体を除去するセッションを開始するステップと、
　前記血液の液体を除去するセッションの間に、前記患者の組織液の量、又は、その一部
のインジケータをモニターするステップと、
　前記血液の液体を除去するセッションの間に、前記患者の血液の液体の量のインジケー
タをモニターするステップと、
　前記血液の液体の量のインジケータに対する前記組織液の量のインジケータの比が、所
定の範囲外であるかどうかを決定するステップと、
　前記比が前記所定の範囲外であると判断された場合、前記血液の液体を除去するセッシ
ョンの間に、液体除去の速度を変化させるステップとを含む、血液の液体除去システムに
より実施される使用。
【請求項２】
　前記所定の範囲が、前記血液の液体を除去するセッションを開始するステップの前に得
られた、前記組織液の量のインジケータ及び、前記血液の液体の量のインジケータの測定
値に基づく、請求項１に記載の使用。
【請求項３】
　前記血液の液体の量のインジケータに対する、前記組織液の量のインジケータの前記比
が、前記所定の範囲外であり、血液の液体の量に対する組織液の量の閾値を超えたことを
示す場合、前記液体の除去速度を減少させる、請求項１に記載の使用。
【請求項４】
　前記血液の液体の量のインジケータに対する、前記組織液の量のインジケータの前記比
が、前記所定の範囲外であり、血液の液体の量に対する組織液の量の閾値を下回ることを
示す場合、前記液体の除去速度を増加させる、請求項１に記載の使用。
【請求項５】
　前記血液の液体を除去するセッションを開始するステップの前に前記患者の組織液の量
の前記インジケータをモニターするステップ、又は、前記血液の液体を除去するセッショ
ンを開始するステップの前に前記患者の血液の液体の量の前記インジケータをモニターす
るステップと、
　前記血液の液体を除去するセッションを開始するステップの前にモニターされた組織液
の量の前記インジケータ、又は、前記血液の液体を除去するセッションの前にモニターさ
れた前記血液の液体の量のインジケータに基づいて前記血液の液体を除去するセッション
についての初期の液体の除去の量の指示を設定するステップとを、更に含む、請求項１に
記載の使用。
【請求項６】
　前記血液の液体を除去するセッションを開始するステップの前の前記患者の組織液の量
の前記インジケータをモニターするステップ又は前記血液の液体を除去するセッションの
開始するステップの前の前記患者の血液の液体の量の前記インジケータのモニターするス
テップが、組織液の量の前記インジケータの長期に亘ってモニターするステップを含む、
請求項５に記載の使用。
【請求項７】
　（ｉ）前記血液の液体を除去するセッションを開始するステップの前にモニターされた
、組織液の量の前記インジケータ又は血液の液体の量のインジケータが、所定の閾値を超
えているか否かを判断するステップ、及び、（ｉｉ）前記血液の液体を除去するセッショ
ンをスケジューリングするステップ又は、前記インジケータが前記閾値を超えている場合
、警告を与えるステップを、更に含む、請求項６に記載の使用。
【請求項８】
　前記組織液の量のインジケータが所定の範囲外であるかどうかを決定するステップ、又
は、前記血液の液体の量のインジケータが所定の範囲外であるかどうかを決定するステッ
プと、
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　前記組織液の量のインジケータが所定の範囲外であると決定された場合、又は、前記血
液の液体の量のインジケータが所定の範囲外であると決定された場合、前記液体除去速度
を変更するステップと、
を更に含む、請求項１に記載の使用。
【請求項９】
　前記組織液の量のインジケータの前記所定の範囲又は、前記血液の液体の量の所定の範
囲が、前記血液の液体の量に対する組織液の量の前記インジケータの前記比に基づいて決
定される、請求項８に記載の使用。
【請求項１０】
　前記組織液の量のインジケータが所定の範囲外であるか否かについての決定が行われる
、請求項８に記載の使用。
【請求項１１】
　前記組織液の量のインジケータが、前記患者の組織を通る電気の流れのインピーダンス
である、請求項１に記載の使用。
【請求項１２】
　前記インピーダンスが、前記患者の皮膚と接触して配置された二つの電極間で測定され
る、請求項１１に記載の使用。
【請求項１３】
　前記血液の液体の量のインジケータのモニターが、ヘマトクリットレベル又はそのイン
ジケータを測定するステップを含む、請求項１に記載の使用。
【請求項１４】
　前記ヘマトクリットレベル又は、前記そのインジケータの測定が、酸素化ヘモグロビン
濃度の測定を含む、請求項１３に記載の使用。
【請求項１５】
　患者の血液の液体を除去するセッションを開始するステップと、
　前記血液の液体を除去するセッションの間に、前記患者の組織液の量又は、その一部の
インジケータをモニターするステップと、
　前記モニターした組織液の量のインジケータに基づいて、組織液の量を示す値を計算す
るステップと、
　前記血液の液体を除去するセッションの間に、前記患者の血液の液体の量のインジケー
タをモニターするステップと、
　前記モニターした血液の液体の量のインジケータに基づいて、血液の液体の量を示す値
を計算するステップと、
　前記血液の液体の量を示す値に対する、前記組織液の量を示す値の比が、所定の範囲外
であるか否かを決定するステップと、及び、
　前記比が前記所定の範囲外であると決定される場合に、前記血液の液体を除去するセッ
ションの間の前記液体除去速度を変更するステップとを含む、血液の液体除去システムに
より実行される使用。
【請求項１６】
　（ｉ）患者から血液を受け取るための注入口、
　（ｉｉ）前記患者からの血液を戻すための第一の排出口
　（ｉｉｉ）前記注入口及び前記第一の排出口の間に位置する、前記血液から液体及び汚
染物質を除去するための媒体
　（ｉｖ）液体除去速度制御装置、及び
　（ｖ）前記除去された液体及び汚染物質を流すための、第二の排出口
を含む、血液の液体除去デバイス、
　組織液の量のインジケータをモニタリングするための第一のセンサー、
　血液の液体の量のインジケータをモニタリングするための第二のセンサー、
　組織液の量のインジケータをモニタリングするための前記センサー、血液の液体の量の
インジケータをモニタリングするための前記センサー、及び前記液体除去速度制御装置と
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作動可能に通信する制御電気機器、を含み、
　前記制御電子機器が、前記第一のセンサー及び前記第二のセンサーから得られたデータ
に基づいて液体を除去する前記速度を調整するように構成されている、
システム。
【請求項１７】
コンピュータ可読媒体を更に含み、前記コンピュータ可読媒体が、前記制御電子機器に、
前記第一のセンサー及び前記第二のセンサーから得られたデータに基づいて液体を除去す
る前記速度を調整させる命令を含む、請求項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
前記コンピュータ可読媒体が、前記制御電子機器に（ｉ）それぞれ前記第一のセンサー及
び前記第二のセンサーから得られたデータに基づいて、前記血液の液体の量のインジケー
タに対する、前記組織液のインジケータの比を計算させ、（ｉｉ）前記計算した比が所定
の範囲外であるか否かを判断させ、及び（ｉｉｉ）前記比が前記所定の範囲外であると判
断された場合、前記液体除去速度を変更させる命令を含む、請求項１６に記載のシステム
。
【請求項１９】
前記コンピュータ可読媒体が、前記制御電子機器に（ｉ）前記第一のセンサーから得られ
たデータに基づいて、組織液の量を示す値を計算させ、（ｉｉ）前記第二のセンサーから
得られたデータに基づいて、血液の液体の量を示す値を計算させ、（ｉｉｉ）前記血液の
液体の量を示す値に対する、前記組織液の量を示す値の比が、所定の範囲外であるか否か
を判断させ、及び（ｉｖ）前記比が前記所定の範囲外であると判断された場合、前記液体
除去速度を変更させる命令を含む、請求項１６に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記液体除去速度制御装置が、血液の液体制御部、負圧制御部、透析液流量制御部、及
び、新鮮な液体流量制御部の内の一つ以上を含む、請求項１６に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記血液からの液体及び汚染物質の除去のための前記媒体が、濾過膜を備える、請求項
１６に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記第一のセンサー、前記第二のセンサー及び前記制御電子機器の内の一つ以上の構成
要素が、前記血液の液体除去デバイス内に収容されている、請求項１６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
　本出願は、２０１２年３月２０日に出願された米国実用出願第１３／４２４，４５４号
明細書の利益を主張し、これは、米国仮出願番号第６１／４８０，５３９号明細書、米国
仮出願番号第６１／４８０，５４４号明細書、米国仮出願番号第６１／４８０，５４１号
明細書、米国仮出願番号第６１／４８０，５３５号明細書、米国仮出願番号第６１／４８
０，５３２号明細書、米国仮出願番号第６１／４８０，５３０号明細書、及び米国仮出願
番号第６１／４８０，５２８号明細書の利益を主張し、各優先仮出願は、２０１１年４月
２９日に出願され、各優先仮出願は、本明細書中に提示された開示と矛盾しない程度に、
参照によりその全体が本明細書中に組み込まれる。
【０００２】
分野
　本開示は、一般的に、血液透析及び限界濾過を受ける患者などの、腎疾患を有する患者
における液量モニターのためのデバイス、システム及び使用、並びに、血液中の液体量及
び組織液量の間のバランスのモニターにおけるデバイス、システム及び使用に関する。
【背景技術】
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【０００３】
背景
　第一の目標として、血液透析及び限界濾過は、余分な液体の除去を共有する。除去され
るべき液体の量は、治療セッションの前に決定され、且つ、患者の治療前の体重、治療の
間の液体の添加量及びその理論的な乾燥重量に関連している。除去する液体の量及び、除
去速度は、透析又は濾過機械において設定され、重量測定により確認する。
【０００４】
　しかしながら、患者の腎臓が正常に機能していた場合のその人の重量である、患者の乾
燥重量を、正確に測定するのは困難である可能性がある。患者の腎臓が正常に機能してい
た場合の与えられた患者の重量は、しばしば未知の変数であり、時間の経過とともに変化
する可能性がある。それにもかかわらず、患者の乾燥重量の正確な測定は、液体除去セッ
ションの結果の成功のために重要である。
【０００５】
　残念なことに、患者の乾燥重量は、通常、計算されていないし、頻繁には再評価されて
いない。液体除去セッションの開始前及び終了後に測定される患者の実際の重量とは異な
り、乾燥重量は多くの場合、例えば、毎月など、あまり頻繁に測定されず、且つ、乾燥重
量の測定及び通常週に三回生じる所定の液体除去セッションの間の時間に、多くが変化し
得る。液体の除去の考慮において重要な変数でありながら、乾燥重量は、多くの場合計算
することが困難であり、且つ、セッションの間で変化し得る。
【０００６】
　液量の除去における間違いは、重症低血圧をもたらす可能性があり、血液透析治療後又
は治療中に、患者が意識を失ってしまう可能性もある。突然心臓死（うっ血性心不全、心
筋梗塞及び突然死による死亡を含む）は、血液透析患者において一般的である。Ｂｌｅｙ
ｅｒ　ｅｔ　ａｌ，“Ｓｕｄｄｅｎ　ａｎｄ　ｃａｒｄｉａｃ　ｄｅａｔｈ　ｒａｔｅｄ
　ｉｎ　ｈｅｍｏｄｉａｌｙｓｉｓ　ｐａｔｉｅｎｔｓ，”　Ｋｉｄｎｅｙ　Ｉｎｔｅｒ
ｎａｔｉｏｎａｌ，（１９９９），５５：１５５２－１５５９を参照されたい。
【０００７】
　そのような突然死を回避するために部分的には、速すぎる除去を防ぐため、又は、特定
の除去プロファイルを達成するために、血液透析セッション中に、液体の除去速度を調整
することができる。除去速度は、ポンプパラメータを調整することによって制御され、除
去される液体の量は、重量測定により（即ち、計量することにより）確認される。しかし
ながら、現在の標準治療血液透析は、実際の液体状態の正確な測定値を取得するための、
組織内における液体量のモニターを全く含んでいない。液体不均衡の恐ろしい結果を潜在
的に回避するための試みにおいて血液量をモニターするために、透析中にヘマトクリット
レベルをモニターするいくつかの提案がされている。しかしながら、血液中の液体量のみ
のモニターは、患者の安全の目的のために、血液透析中における組織液量に対する血液量
の比をモニターし、所定のパラメータの範囲内にその比を必ず留めておくのと同じほどの
正確な状態が示されない可能性がある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本開示は、とりわけ、血液透析、限界濾過などの液体除去セッションの間の、患者の血
液及び組織区画内の液体量をモニターするため、及び、前記モニターした液体量に基づい
て、その液体が血液から除去される際の速度を制御するための、デバイス、システム及び
使用を説明する。組織液量及び血液中の液体量をモニターすることにより、血液浄化セッ
ションの間の血液からの液体除去速度を、患者の安全性を促進し、血液浄化の効果を増加
させるために、血液及び組織の間の液体の許容可能なバランスを維持するように調整する
ことができる。
【０００９】
　本明細書に記載の様々な実施形態において、使用は、（ｉ）患者の血液中の液体除去セ
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ッションを開始すること；（ｉｉ）前記血液中の液体除去セッションの間に、前記患者の
組織液量、又は、その一部のインジケータをモニターすること；（ｉｉｉ）前記血液中の
液体除去セッションの間に、前記患者の血液中の液体のインジケータをモニターすること
；（ｉｖ）血液中の液体量のインジケータに対する組織液量のインジケータの比が所定の
範囲外であるか否かを決定すること；及び（ｖ）前記比が所定の範囲外であると決定され
た場合、前記血液中の液体除去セッションの間に、前記液体除去速度を変更すること、を
含む。
【００１０】
　本明細書に記載の多数の実施形態において、システムは、（ｉ）患者からの血液を受け
取るための注入口、（ｉｉ）前記患者へ還元した液体血液を返すための第一の排出口、（
ｉｉｉ）前記血液からの液体を除去するための媒体であって、前記媒体が前記注入口及び
前記第一の排出口の間に位置する、媒体、（ｉｖ）液体除去速度制御装置；（ｖ）前記除
去した液体及び汚染物質を流すための第二の排出口を有する、血液中の液体除去デバイス
を含む。前記システムはまた、（ｉ）組織液量のインジケータをモニターするための第一
のセンサー；（ｉｉ）血液中の液体量のインジケータをモニターするための第二のセンサ
ー；及び（ｉｉｉ）組織液量のインジケータをモニターするためのセンサー、血液中の液
体量のインジケータをモニターするためのセンサー、及び、液体除去速度制御装置と作動
可能に通信するプロセッサを含む。プロセッサは、第一のセンサー及び第二のセンサーか
ら得られたデータに基づいて液体が除去される速度を調整するように構成される。
【００１１】
　本明細書に記載のシステム、デバイス及び使用の一つ以上の実施形態は、患者における
血液中の液体除去のための従来のシステム、デバイス、及び使用に対して、一つ以上の利
点を提供し得る。そのような利点は、以下の詳細な説明を読めば、当業者には明らかであ
ろう。
【００１２】
　本明細書に組み込まれ、その一部を形成している添付の図面は本開示のいくつかの実施
形態を例示し、説明とともに、本開示の原理を説明するのに役立つ。図面は、本開示の実
施形態を例示する目的のみのためであり、本開示を限定するものとして解釈されるべきで
はない。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、血液の流れ（点線矢印）及び液体の流れ（実線矢印）を示す、血液中の
液体除去デバイスと患者との相互作用を示す概略ブロック図であり、この血液中の液体除
去デバイスは、本明細書に記載の様々な実施形態で使用することができる。
【図２】図２は、血液の流れ（点線矢印）及び液体の流れ（実線矢印）を示す、血液中の
液体除去デバイスと患者との相互作用を示す概略ブロック図であり、この血液中の液体除
去デバイスは、本明細書に記載の様々な実施形態で使用することができる。
【図３】図３は、血液の流れ（点線矢印）及び液体の流れ（実線矢印）を示す、血液中の
液体除去デバイスと患者との相互作用を示す概略ブロック図であり、この血液中の液体除
去デバイスは、本明細書に記載の様々な実施形態で使用することができる。
【図４】図４は、血液の流れ（点線矢印）及び液体の流れ（実線矢印）を示す、血液中の
液体除去デバイスと患者との相互作用を示す概略ブロック図であり、この血液中の液体除
去デバイスは、本明細書に記載の様々な実施形態で使用することができる。
【図５】図５は、本明細書に記載される特定の原理の理解を容易にするために提示される
、患者の血液区画及び組織区画の間の、液体の流れの概略ブロック図である。
【図６】図６は、本明細書に記載される特定の原理の理解を容易にするために提示される
、患者の血液区画及び組織区画の間の、液体の流れの概略ブロック図である。
【図７】図７は、本明細書に記載される特定の原理の理解を容易にするために提示される
、患者の血液区画及び組織区画の間の、液体の流れの概略ブロック図である。
【図８】図８は、患者の組織区画及び血液区画の間の、血液（点線の矢印）及び、液体（
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実線の矢印）の流れ、並びに、血液中の液体除去デバイスを示すのみならず、本明細書に
おいて提示した様々な実施形態による、液体のモニターの可能性のある配置を示す概略ブ
ロック図である。
【図９】図９は、管に対する血液中の液体量のインジケータをモニターするための、セン
サーの選択された構成要素の概略ブロック図である。
【図１０】図１０は、患者の外部のインピーダンスセンサーの選択された構成要素の概略
ブロック図である。
【図１１】図１１は、患者の体内に移植したインピーダンスセンサーの選択された構成要
素の概略ブロック図である。
【図１２】図１２は、本明細書に記載の様々な実施形態による、使用の概要を示すフロー
図である。
【図１３】図１３は、本明細書に記載の様々な実施形態による、使用の概要を示すフロー
図である。
【図１４】図１４は、本明細書に記載の様々な実施形態による、使用の概要を示すフロー
図である。
【図１５】図１５は、本明細書に記載の様々な実施形態による、使用の概要を示すフロー
図である。
【図１６】図１６は、本明細書に記載の様々な実施形態による、使用の概要を示すフロー
図である。
【図１７】図１７は、本明細書に提示された様々な実施形態により用いることができる血
液中の液体除去デバイス又はシステムの選択された構成要素の、概略ブロック図である。
【図１８】図１８は、本明細書に提示された様々な実施形態により用いることができる血
液中の液体除去デバイス又はシステムの選択された構成要素の、概略ブロック図である。
【図１９】図１９は、様々なセンサー及び制御電子装置の相互作用を示す概略ブロック図
である。
【図２０】図２０は、センサーの選択された構成要素を示す、概略ブロック図である。
【００１４】
　本明細書に提示した模式図は、必ずしも一定の比率の縮尺ではない。図面で使用される
同じ数字は、同じ構成要素、ステップなどを指す。しかしながら、所定の図における構成
要素を指す数字の使用は、同じ番号が付けられた別の図面における構成要素を限定するこ
とを意図するものではないことを理解するべきである。更に、構成要素を指す異なる数字
の使用は、異なる数字を付けた構成要素が同じでも、類似でもないことを示すことを意図
するものではない。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
詳細な説明
　以下の詳細な説明において、参照は、その一部を形成する添付の図面について成され、
その中において、デバイス、システム及び使用の様々な実施形態を例示する方法により示
される。他の実施形態も企図され、本開示の範囲又は趣旨から逸脱することなく成され得
ることを理解するべきである。以下の詳細な説明は、従って、限定的な意味で解釈される
べきではない。
【００１６】
　本明細書中で使用される全ての科学技術用語は、特に断らない限り、当該分野で使用さ
れる一般的な意味を有する。本明細書中で提供される定義は、本明細書中で頻繁に使用さ
れる特定の用語の理解を容易にするものであり、且つ、本開示の範囲を限定するものでは
ない。
【００１７】
　本明細書及び添付の特許請求の範囲において使用される、単数形「ａ」「ａｎ」及び「
ｔｈｅ」は、内容が別段に明確に指示しない限り、複数の表現を有する実施形態を包含す
る。
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【００１８】
　本明細書及び添付の特許請求の範囲において使用される、用語「又は（ｏｒ）」は、一
般的に、内容が別段に明確に指示しない限り、「及び／又は（ａｎｄ／ｏｒ）」を含む意
味で使用される。
【００１９】
　本明細書で使用される、「有する（ｈａｖｅ）」、「有する（ｈａｖｉｎｇ）」、「含
む（ｉｎｃｌｕｄｅ）」、「含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」、「具備する（ｃｏｍｐｒｉ
ｓｅ）」、「具備する（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」などは、オープンエンドの意味で用い
られ、一般的に「～を含むが、限定されない（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　ｂｕｔ　ｎｏｔ　ｌ
ｉｍｉｔｅｄ　ｔｏ）」を意味する。
【００２０】
　本明細書で使用される、「組織液量」は、患者の組織又は領域中の液体（細胞としてで
も固体物としてでもない）の体積を意味し、これは患者全体中の液体であり得る。組織「
液体」は、しばしば、間質液と呼ばれる。様々な実施形態において、組織液量、組織液量
の変化速度などの内の一つ以上は、本明細書に提示された教示に従ってモニターされる。
【００２１】
　本明細書で使用される、「血液中の液体量」は、血液中において、細胞としてでも固体
物としてでもなく、液体によって占められる血液量の体積又は割合を意味する。様々な実
施形態において、血液中の液体量、血液中の液体量の変化速度などの内の一つ以上は、本
明細書に提示された教示に従ってモニターされる。
【００２２】
　本明細書で使用される「血液中の液体除去プロセス」などは、液体が患者の血液から除
去され、血液が患者へ戻されるプロセスを指す。ほとんどの場合、血液は浄化もされる；
即ち、老廃物が血液から除去され、浄化された血液が患者へ戻される。血液中の液体除去
プロセスの例は、限界濾過、血液濾過、血液透析、血液透析濾過、腹膜透析などを含む。
血液中の液体除去が示された任意の患者は、本明細書に記載のデバイス、システム及び使
用から利益を受けることができる。
【００２３】
　本明細書で使用される「血液中の液体除去セッションが示された患者」は、少なくとも
一回の血液中の液体除去セッションを受けた、受けている、又は受けようとしている患者
である。一般的に、そのような患者は、心不全、慢性腎疾患、又は急性腎不全を患う患者
などの、液体が過剰の患者である。しばしば、そのような患者は、ステージ３からステー
ジ５の慢性腎臓病患者であり、利尿薬などに無反応又は反応不足である。
【００２４】
　本開示は、とりわけ、血液中の液体除去セッション中の、血液区画及び組織区画の間の
適切な液体バランスを維持するための、システム及び使用に関する。センサーは、組織液
量及び血液中の液体量をモニターするために使用され、取得したデータに基づいて、血液
中の液体除去手順の間の液体除去速度を、二つの区画の間の適切な液体バランスを確保し
、処理時間を最適化するように調整する。
【００２５】
　血液から、液体又は、液体及び汚染物質を除去するための任意の適切なデバイス又はシ
ステムを、本明細書に提示した教示に従って、使用することができる。デバイス又はその
構成要素は、伝統的な大きなカウンセル型（ｃｏｕｎｓｅｌ－ｔｙｐｅ）、ウェアラブル
型又はインプラント型とすることができる。
【００２６】
　いくつかの例示的なデバイス及びシステムのブロック図を、図１～４に示す。図１に示
すように、血液を患者１０から除去することができ、液体を血液中の液体除去デバイス１
０を介して除去し、患者１０へ戻すことができる。除去された液体を、迂回することがで
きる。血液中の液体除去デバイス１００又はシステム又はそれらの構成要素が、インプラ
ントされているいくつかの実施形態において、除去した液体を、患者の膀胱へ迂回させる
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ことができる。図１に示すように操作することができる血液中の液体除去デバイス１００
の例は、限界濾過及び血液濾過デバイスである。本明細書に提示した教示に従って用いる
ことができるそのようなデバイス及びその構成要素の例は、当該技術分野において周知で
ある。透析液を腹腔内に導入する腹膜透析も用いることができることは、理解されるであ
ろう。図１中の点線は、いくつかの実施形態において、（ｉ）除去した液体を、低血圧の
発症を回避、軽減又は修正するために、患者の血液中へ再導入又は、収集及び再導入する
ことができるか、又は、（ｉｉ）血液浄化デバイス１００を介して、逆濾過することがで
きることを示す。
【００２７】
　そのようなデバイスの内のいくつかでは、液体が、非常に大きな速度で除去されること
がある。従って、図２を参照すると、補液を患者の血液中へ導入することができる。図２
に示すように、補液を、液体除去の前に元の血液へ加えることができるか、又は、最初の
液体除去の後及び患者の心臓血管系へ戻す前に血液へ加えることができる。好ましくは、
補液を、最初の液体除去の後に加える。補液又は除去した液体を、例えば、本明細書に記
載のシステムによって検出することができるように、低血圧の発症を回避、軽減又は修正
するために、患者の血液中へ導入することができる。もちろん、図１に関して上述し、図
２に示されるように、除去した液体を、血液浄化デバイス１００を介して逆濾過すること
ができる。
【００２８】
　図３に示される実施形態中に示されるように、血液中の液体除去デバイス１００は、患
者の血液からの汚染物質の除去、及び、適切なｐＨ及び電解質バランスの維持を補助する
ために、透析液を用いることができる。使用した透析液及び血液から除去した液体を、迂
回させることができる。特に、血液中の液体除去デバイス１００又はシステム又はそれら
の構成要素がウェアラブル型又はインプラント型である、いくつかの実施形態において、
使用した透析液及び除去した液体又はそれらの一部を、血液中の液体除去プロセスにおい
て再使用するために、新鮮な透析液を生成するために、再生することができる。透析液の
再生のための一システムは、Ｒｏｂｅｒｔｓ，Ｍ，“Ｔｈｅ　ｒｅｇｅｎｅｒａｔｉｖｅ
　ｄｉａｌｙｓｉｓ（ＲＥＤＹ）ｓｏｒｂｅｎｔ　ｓｙｓｔｅｍ，”　Ｎｅｐｈｒｏｌｏ
ｇｙ　４：２７５－２７８，１９９８において記載されるような、ＲＥＤＹシステムであ
り、このシステムを、本明細書において記載の実施形態において用いるか、使用のために
容易に変更することができる。図３の実施形態に示される方法で操作するシステム及びデ
バイスは、血液透析及び血液透析濾過システムを含む。本明細書に提示された教示に従っ
て用いることができる、そのようなデバイス及びその構成要素の例は、当該技術分野にお
いて周知である。新鮮な透析液、使用した透析液又は除去した液体を、例えば、低血圧の
発症を回避、軽減又は修正するために、必要又は所望に応じて、血液中へ導入することが
できる。この場合も、除去した液体を、血液浄化デバイス１００を介して逆濾過すること
ができる。
【００２９】
　図４に示すように、図３の血液中の液体除去デバイス１００が、非常に高い速度で血液
から液体を除去する場合において、補液を、液体除去の上流又は下流で、患者の血液中へ
導入することができる。
【００３０】
　用いたデバイス又は血液中の液体除去プロセスにかかわらず、血液中の液体を除去した
患者における重度の低血圧、心不全又は心臓突然死を避けるために、液体除去量及び速度
を制御することが重要である。また、効率の目的のために、液体除去量及び速度を制御す
ることが重要である。つまり、非常にゆっくり液体を除去するのは一般的に安全であって
も、そのような低速の除去は、かなりの時間の期間が続く、血液中の液体除去セッション
をもたらし得る。そのような低速の除去は、ウェアラブル型又はインプラント型の血液中
の液体除去システムについて、許容可能である一方、診療所への患者の訪問を必要とする
、大きな独立型システムについては許容されないかもしれない。一般的には既に低い患者
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の生活の質は、血液から液体をゆっくりと除去するシステムについて必要となる、診療所
での長期滞在に苦しむことになり得る。理想的には、血液中の液体除去デバイス又はシス
テムは、液体除去速度の制御における効果の問題と健康問題とのバランスをとる。
【００３１】
　もちろん、除去した液体の量もまた、患者の健康維持に重要な変数である。少なすぎる
液体が除去された場合、患者が次の血液中の液体除去セッションまで、又は、患者の液体
除去処方が変更されるまで、心不全、高血圧、又は他の疾患につながる可能性がある、余
分な液体を抱えている。多すぎる液体が除去された場合、患者は、低血圧、意識の喪失、
心臓突然死などに苦しみ得る。従って、許容速度のみならず許容量で、血液から液体を除
去することが望ましいであろう。
【００３２】
　図５～７を参照すると、患者１０における組織区画１４中及び血液区画１２中の液体量
の間の関係を示している。図５に示されるように、各区画からの液体除去は存在せず、液
体の流れ及び量の平衡（矢印で示す）が、組織区画１４及び組織区画１２の間で達成され
る。図６～７に示すように、血液透析又は限界濾過などの血液中の液体除去プロセスを介
した血液区画１２からの液体の除去は、組織区画１４から血液区画１２への液体の流れの
変化を引き起こす。しかしながら、血液区画１２からの液体除去速度が大きすぎる場合（
図６中の矢印の厚さを参照）、組織区画からの液体流の速度（図６中の矢印の厚さを参照
）は、血液区画１２からの液体損失速度に追いつくのに十分ではないかもしれず、患者の
健康状態を危険に晒しかねない。区画間の液体損失のより穏やかな変化（例えば、図７を
参照）は、患者の健康の観点からは望ましい場合がある。もちろん、上述のように、血液
中の液体除去プロセスの効率を向上させ、患者が液体除去手順へ供される時間を短縮する
ためには、安全である限りは、血液からの液体除去速度を最大にすることが望ましいかも
しれない。
【００３３】
　実施形態において、透析液（使用する場合）の及び、従って血液の重量オスモル濃度を
増加させる薬剤を、液体を患者の組織区画から血液区画へ運ぶ速度を増加させるために、
使用することができる。つまり、透析液中の重量オスモル濃度増強剤の濃度を増加させる
ことにより、液体を高い速度で血液から除去することができる。しかしながら、重量オス
モル濃度増強剤はまた、透析膜を通過することができ、血液中の濃度が増加する場合、患
者に戻される血液は、患者から除去した血液よりも高い重量オスモル濃度を有し得る。そ
して、より高い重量オスモル濃度を有する血液が、組織から血液中へのより迅速な液体除
去をもたらす傾向がある。透析液中で使用される重量オスモル濃度増強剤の濃度は、例え
ば、開始時に高濃度で、終了時に低濃度など、セッションの過程で変更することができる
。用いることができる重量オスモル濃度増強剤の例は、ナトリウム及びブドウ糖を含む。
もちろん、他の重量オスモル濃度増強剤も使用することができる。
【００３４】
　患者の安全性又は効速度を高めるために、組織区画１４及び血液区画１２の両方からの
液体損失又は両方の区画中の液体量をモニターし、相対的な損失又は量が安全な範囲にあ
るかどうかを判断することが望ましい。血液中の液体量に対する組織液量の適切な比は、
患者ごとの基準に基づいて決定することができるか、又は、集団の統計に基づいて最初に
設定することができる。一般的なルールとして、時間当たり８％～１０％の割合での血液
量の減少は、切迫した血液量減少を引き起こす可能性がある。従って、ほとんどの患者に
ついて、血液からの液体除去速度は、時間当たり、８％～１０％未満に設定するべきであ
る。もちろん、より高い速度も、ナトリウムなどの重量オスモル濃度増強剤を、組織から
血液への液体輸送速度を向上するために使用する場合に、用いることができる。
【００３５】
　適切な組織液量を、正常血液及び正常全体積、又は乾燥重量に基づいて、最初に考慮に
入れることができる。乾燥重量は、患者の身長、体重、性別、身体組成又は血圧に基づき
得る。乾燥重量はまた、血圧及び、痙攣などの不快感を発生した時をモニターすることに
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より液体除去セッションの間に決定することができる。組織液量のモニターしたインジケ
ータの値は、決定した乾燥重量で、モニターした液体除去値を超えないように、設定する
ことができる。これらの初期の決定及びモニターしたインジケータに基づいて、適切な液
体量比は、組織から血液への液体移送速度及び方向に基づき得る。いずれにしても、一旦
液体除去の適切な速度が決定されると、モニターした組織液量（又はそのインジケータ）
を、確かに適切な比を維持するように、モニターした血液中の液体量（又はそのインジケ
ータ）と組み合わせて、使用することができる。
【００３６】
　図８を参照すると、組織区画１４、血液区画１２の液体流損失又は液体量、又は、血液
中の液体除去デバイスを１００介した液体損失を、確かに適切な流体の比を、血液中の液
体除去セッションの間における、血液区画１２及び組織区画１４中で維持するように、モ
ニターすることができる。一つ以上のセンサー２００、２１０、２２０等を、一つ以上の
これらの位置において、液体流又は量をモニターするために用いることができる。例えば
、センサー２００を、組織液量をモニターするために使用でき、センサー２１０を、血液
中の液体量をモニターするために使用でき、センサー２２０を、血液から迂回された液体
流又は量をモニターするために使用できる。
【００３７】
血液から除去された液体を補償するために、補液が血液中へ導入される状況において（例
えば、図２及び図４及びそれに関した上記の議論を参照）、そのような液体が加えられた
後の時点での、血液中の液体量をモニターすることが望ましい場合がある。点線で示され
たセンサー２１０により示されるように、患者１０へ戻される血液の液量を、モニターす
ることができる。もちろん、患者１０から出る際と、患者へ戻る際に、血液中の液体量を
モニターすることが望ましい可能性がある。血液中の液体量の差は、血液区画１２からの
実質的な液体損失を決定する。つまり、血液中の液体除去プロセスの間に血液から除去さ
れた液体は、いくらかの液体が、患者へ戻る前に血液へ加えられ得るために、血液区画１
２の全体的な液体損失よりも大きくなり得る。
【００３８】
　いくつかの実施形態において、センサー２２０を、血液区画１２からの液体損失を決定
するために用いることができる。血液から抽出された液体が、使用された透析液を用いて
迂回される状況において（例えば、図３～４及び上記の関連する議論を参照）、（ｉ）使
用された透析液及び除去された血液中の液体、及び、（ｉｉ）導入された新鮮な透析液の
間の、液体量の差を、抽出された液体の量を決定するために使用することができる。また
、血液が患者へ戻される前の血液への液体の添加（例えば、図２及び４及び関連する上記
の議論を参照）を、どの位の液体が血液区画１２から除去されたのかを、決定するために
考慮することができる。
【００３９】
　液体損失、液体損失速度、又は液体量をモニターするために、任意の適切なセンサーを
使用することができる。典型的に、センサーは、間接的に流体量を測定し、従って、直接
的に、流体量のインジケータをモニターする。例えば、いくつかの実施形態において、セ
ンサー２１０は、間接的にヘマトクリット（赤血球によって専有される血液量の部分）を
モニターする。ＨＥＭＡ　ＭＥＴＲＩＣＳ社のＣＲＩＴ－ＬＩＮＥモニターなどの（ＨＥ
ＭＡ　ＭＥＴＲＩＣＳ，　ＣＲＩＴ－ＬＩＮＥ　ｈｅｍａｔｏｃｒｉｔ　ａｃｃｕｒａｃ
ｙ，　Ｖｏｌ．　１，　Ｔｅｃｈｎ　Ｎｏｔｅ　Ｎｏ．　１１　（Ｒｅｖ．　Ｄ）　Ｆｅ
ｂｒｕａｒｙ　２４，　２００３を参照）、任意の適切なヘマトクリットセンサーを使用
することができる。健康な成人男性についての典型的なヘマトクリットレベルは、約４０
％～５４％又は約４８％であり、健康な成人女性についての典型的なヘマトクリットレベ
ルは、約３７％～約４７％又は約４２％である。血液中の液体除去セッションの前に、腎
臓病患者の血液の液体量は増加することがあり、従って、ヘマトクリットレベルは所望の
ものよりも低い可能性がある。血液中の液体除去セッションの終了時に、ヘマトクリット
レベルが、健康な個人のヘマトクリットレベルの１０％又は５％以内であることが望まし
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い。従って、血液中の液体量は、典型的な健康な個人のものの、約１０％又は約５％以内
となるであろう。
【００４０】
　従って、ヘマトクリットレベル又は、ヘマトクリットレベルの近似値又はインジケータ
を、血液中の液体量をモニターするために使用することができる。いくつかの実施形態に
おいて、ヘモグロビン濃度は、典型的には、赤血球濃度に比例するため、ヘモグロビンレ
ベルを、ヘマトクリットレベル及び血液中の液体量のインジケータとしてモニターする。
それぞれ、酸化ヘモグロビン及び還元ヘモグロビンの濃度を決定するために、赤色光及び
赤外光の吸収度を測定する、パルスオキシメータにおいて使用されるセンサーなどの、任
意の適切なセンサーを、ヘモグロビン濃度を測定するために使用することができる。セン
サー（関連光源（単数又は複数）を含むことができる）は、患者から血液中の液体除去デ
バイスへ、又は、血液中の液体除去デバイスから患者へ血液を運ぶ管の周りなどの、血液
中の液体除去デバイス内などで、任意の適切な位置に配置することができる。いくつかの
実施形態において、センサー２１０を、患者に移植し、ヘモグロビンレベル、従って、ヘ
マトクリット及び血液中の液体レベルを測定するために、血管の周りに配置する。
【００４１】
　一例として、図９を参照すると、センサー２１０及び、血管であってもよい管３００の
概略図が示されている。光が管３００を通過し、検出器２１５に衝突するように、管３０
０の片側に、適切な波長（赤色又は赤外線）の光源２１３を配置する。より高いヘモグロ
ビン濃度が管３００中に存在する場合、より多くの光が吸収される（そして、検出器２１
５への衝突が少なくなる）。必要な場合には、リード２１２は、電力及び他の電気信号を
センサーデバイス本体２１１から光源２１３へ運ぶ。この本体には、電源及び他の制御電
子機器又は検出電子機器を含むことができる。リード２１７は、センサーデバイス本体２
１１内に収容された構成要素への検出器２１５からの電気信号を運ぶ。
【００４２】
　センサー２１０の配置にかかわらず、管３００（血管又は、血液中の液体除去デバイス
で使用するための管を問わず）を通過する、既知のヘマトクリットレベルを有する血液の
流れをモニターすることにより、センサーを較正することができる。得られた値は、血液
中の液体除去セッション中、又はそうでなければ、センサーの使用中に必要とされる、参
照のために、参照用テーブルへ格納することができる。いくつかの実施形態において、例
えば、液体が血液から除去されるために、吸光度の変化率を比較することによって、血液
中の液体量の変化速度を決定することができる。
【００４３】
　ヘモグロビン検出に関する上記の説明は、血液中の液体量モニターに関して本明細書で
提示した教示に従って、どのように既知の検出技術及び構成要素を使用することができる
かの例として提供する。他の技術及び構成要素を、血液の液体量をモニターするために使
用することができることが、理解されるであろう。例えば、全血中タンパク質又はアルブ
ミン濃度及び血圧を、単独又は組み合わせて、血液量を評価するために使用することがで
きる。一例として、低ヘマトクリット又は低血中タンパク質と組み合わせた高血圧は、血
液中の液体の過剰の可能性が高いことを示す。或いは又は更に、血液粘性を、血液中の液
体量のインジケータとして使用することができ、圧力又は流量によって測定することがで
きる。
【００４４】
　再び図８を参照すると、患者１０の組織区画１４における液体量のモニターに関して、
任意の適切なセンサー２００を用いることができる。一例として、患者の組織を通る電流
の流れのインピーダンスを、組織中の液体量のインジケータとしてモニターすることがで
きる。図１０～１１を参照すると、インピーダンスセンサー２００を、外部型（図１０）
又はインプラント型（図１１）にすることができる。液量が組織中において上昇するに連
れて、インピーダンスが減少する。静電容量、誘電率及びその他の同様の測定値を、これ
らはインピーダンスに相関しているため、用いることができることを理解するであろう。
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本開示において、インピーダンスに相関している組織の電気特性のモニターは、「インピ
ーダンス」モニターの定義下に包含されていると考えられる。
【００４５】
　図１０に示すように、インピーダンスを、電極２０３及び２０５の間でモニターするこ
とができる。電極２０３、２０５は、リードを介して制御及び処理電子機器２０１に作動
可能に結合されている。電子機器２０１は、電極２０３、２０５の間の電圧差を生成する
ように設定されており、電流を測定し、インピーダンスを算出する。測定は、ＤＣ又はＡ
Ｃモードのいずれかで行うことができる。インピーダンス又は位相角は、組織液量に相関
し得る。本明細書に記載の教示に従って使用することができる適切な外部インピーダンス
モニター２００及び構成要素が、当該技術分野で知られており、記載されている。
【００４６】
　図１１に示す例において、制御電子機器２０１を含む導電性筐体は、電極２０５への参
照電極として機能する。インピーダンスを、筐体及び電極２０５の間で組織内においてモ
ニターする。電極２０５は、リード２０７を介して制御電子機器２１０へ結合されている
。図１１に示すように、制御電子機器２０１は、モニターしたインピーダンスに関するデ
ータを送信する目的のために、患者の外側のデバイスへ無線で通信されるように構成され
ている。そのような無線通信を、任意の他の種類のインプラント型センサーと共に使用す
ることができる。
【００４７】
　組織液量をモニターする目的のための組織インピーダンス検知は、十分に文書化されて
いる。本明細書中で使用することができるか、又は使用のために修正することができる、
よく研究されたシステムの一例は、Ｍｅｄｔｒｏｎｉｃ社のＯｐｔｉＶｏｌ（登録商標）
液体状況モニターシステムである。そのようなシステム又は他の類似のシステムは、組織
インピーダンス及び、従って流体量の許容範囲を決定するための、よく文書化された手順
を有する。例えば、（ｉ）Ｓｉｅｇｅｎｔｈａｌａｒ，　ｅｔ　ａｌ．　Ｊｏｕｒｎａｌ
　ｏｆ　Ｃｌｉｎｉｃａｌ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ　（２
０１０）：　２４：４４９－４５１、及び（ｉｉ）Ｗａｎｇ，　Ａｍ．　Ｊ．　Ｃａｒｄ
ｉｏｌｏｇｙ，　９９（Ｓｕｐｐｌ）：３Ｇ－ｌ－Ｇ，　Ｍａｙ　２１，　２００７を参
照。或いは又は更に、適切なベースラインとして確立するため、適切な時間、組織インピ
ーダンスをモニターすることができ、患者の液体が過剰又は不足であるかどうかを指示す
るために、患者のマーカー又は臨床医の入力を使用することができる。インピーダンスセ
ンサーにより取得されたデータ及びセンサーデータを取得した時点での患者の液体状態に
関する入力データを、インピーダンス値についての適切な範囲を確立するために使用する
ことができる。
【００４８】
　いくつかの実施形態において、二つ以上のＯｐｔｉＶｏｌ（登録商標）液体状態モニタ
ーシステムなどの、二つ以上のインプラントされたインピーダンスセンサーを用いること
ができる。センサーを、異なる組織、同じ組織の異なる領域などのインピーダンスをモニ
ターするように、構成又は配置することができる。センサーの二重化により、センサーが
故障した場合に、又は、他のセンサーから得られた測定値のチェックとして、冗長性を提
供することができる。いくつかの場合において、センサーにより検出される組織液変化は
、慢性心不全又は腎疾患以外の症状に起因し得る。例えば、肺液の増加は、肺炎に起因し
得る。そのような液体は、血液中の液体除去セッションの必要性を示さないかもしれない
。例えば腹腔液などをモニターするために第二のインピーダンスセンサーを配置すること
により、チェックを、配置されたセンサー上に配置することができ、肺液量をモニターす
るように構成することができる。センサーを、センサーの測定値が顕著に異なっているか
どうかを判断するために、互いに又は別のデバイスと通信するように構成してもよい。
【００４９】
　インピーダンスモニターに関する上記の説明は、組織液量モニターに関して本明細書に
記載した教示に従って、どのように既知のセンシング技術及び構成要素を用いることがで
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きるかの例として提供する。組織液量をモニターするために、他の技術及び構成要素を使
用することができることは、理解されるであろう。例えば、ナトリウム、カリウム又はカ
ルシウム等の電解質の濃度を、イオン選択性電極を用いて、組織中で測定することができ
、濃度が高い程、組織液の量は少ない。更なる例として、液量の変化に伴う組織の拡張又
は収縮を測定するために、圧力センサーを組織内に配置することができ、組織についての
弾性率又は応力－ひずみ曲線を測定するために、応力及びひずみセンサーを用いることが
でき、且つ、異なる組織液量へ関連付けるために使用することができ、組織の応力緩和又
はクリーププロファイルを、測定し、異なる流量などに関連付けることができる。間接的
な組織液モニターの別の例は、肺雑音の測定であり、これは、空気流のインピーダンスに
起因する、流体の過剰時に大きくなる傾向がある。
【００５０】
　図８を再び参照すると、センサー２２０は、流量センサー、重量センサー又は液量又は
そのインジケータをモニターすることができる、任意の他の適切なセンサーであり得る。
一つ以上のそのようなセンサー２２０を、血液中の液体除去セッション中に、どの位の液
体が血液から除去されるのかを決定するのを補助するために、用いることができる。液量
を決定するための他の適切な方法は、計量ポンプを用いること、又は、圧力センサーを用
いること、及び、管の直径を知ること、体積を計算することを含む。
【００５１】
　図８において独立したものとして示されているが、一つ以上のセンサー２００、２１０
、２２０又はそれらの構成要素を、センサー電子機器を含む筐体又は血液中の液体除去デ
バイスの筐体などの、単一の筐体内に収容することができることを理解されたい。
【００５２】
　図１２～１６を参照すると、血液中の液体量及び組織液量のモニターに関して本明細書
中で用いることができるいくつかの代表的な使用を、フロー図として示している。様々な
フロー図が、本明細書に記載の使用の特定の適切な態様を強調するために示され、たとえ
それらが別個のフロー図で示されていても、一つのフロー図に示されている使用のステッ
プは、容易に交換可能であるか、又は、別のフロー図に示されたステップへ加えられても
よいことが理解されるであろう。
【００５３】
　図１２に示した実施形態において、血液中の液体除去セッションを開始し（５００）、
組織液量（５１０）及び血液中の液体量（５２０）のインジケータをモニターする。もち
ろん、血液中の液体除去セッションは、特にインプラント型の血液中の液体除去デバイス
では、本質的に連続的であってよい。血液中の流体除去セッションが設定された期間又は
無制限に持続するかどうかにかかわらず、組織液量に対する血液中の液体量の比を比較し
、その比が所定の許容範囲外であるか否かの判断をする（５２０）。比が所定の範囲外で
はないと判断された場合、血液中の液体除去セッションは、血液からの液体除去について
の予め設定されたパラメータを用いて継続する。比が所定の範囲外であると判断された場
合、血液からの液体除去速度を、変更する（５４０）。
【００５４】
　例えば、血液中の液体量に対する組織液量の比が所定の閾値を超える場合、流体除去速
度を減少させることができる。つまり、多すぎる液体が血液から取り出されている場合、
又は、組織からの流体が血液量を満たすことができる速度よりも速い速度で、液体が除去
された場合、血液中の液体量に対する組織液量の比が増加する。比が所定の許容レベルを
超える程度まで増加した場合、流体除去速度を減少させ、組織からの液体が血液へ流入す
るためのより多くの時間を与えて血液区画及び組織区画中の液体を適切なバランスへしむ
け、患者の健康に悪影響を有する可能性がある望ましくない流体の不均衡を避ける。
【００５５】
　対照的に、血液中の液体量に対する組織液量の比が所定の閾値未満である場合、血液か
らの液体除去速度を増加させることができる。例えば、効率の目的のために、安全且つ効
率的な速さで余分な液体を追い出すために、血液区画及び組織区画の間の、僅かであるが
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安全な液体不均衡を維持することが望ましい。血液中の液体量に対する組織液量の低い比
が、患者への健康上のリスクをもたらさないかもしれないが（液体の十分な量が最終的に
除去されている場合）、患者が血液中の液体除去プロセスを施される時間を、不必要に延
長しかねない。従って、血液中の液体除去セッションの間の組織液量及び血液中の液体量
をモニターすることにより、液体除去速度を、患者の安全性を高め、血液中の液体除去プ
ロセスの効率を向上させるために、モニターされたインジケータに基づいて、細かく制御
することができる。
【００５６】
　血液中の液体量に対する組織液量の比が低すぎることはまた、患者へ血液を戻す前に、
非常に多くの補液が血液へ加えられることを示す。従って、補液が加えられた速度を、減
少させ得る（効果的に、本開示の目的のために、除去速度を増加させる）。
【００５７】
　血液中の液体量に対する組織液量の適正範囲は、任意の適切な方法で決定することがで
きる。例えば、患者の乾燥重量での比を、基準として画定することができる。一般に、血
液は体重の約７％であり、総組織液は体重（血液、細胞外液及び細胞内液を含む）の約６
０％である。従って、健康な個人の血液中の液体量に対する組織液量の比は、５３／７、
又は７．６である（例えば、６～９の範囲）。これを、達成すべき血液中の液体量に対す
る組織液量の適切な比についての、開始点として使用することができる。或いは、又は更
に、参照比は、治療過程全体に渡る学習プロセスで得られ、患者に依存し得る。血液量に
対する組織量の比率の変化パターンは（又は、そのインジケータ）を、学習プロセスを通
して最適化することができる。最適化されたパターンが学習されると、患者ごとに優れた
効果を達成するために、個人かされた治療を導くために使用することができる。
【００５８】
　いくつかの実施形態において、血液及び組織の両方の変化率を調べる、学習アルゴリズ
ム又は進化アルゴリズムを使用する。変化率の差を、組織及び血液区分間の液体交換の一
定の時間を決定するために使用することができる。組織及び血液区画の間の遅い移行を考
慮に入れながら、この情報を、最終的な状態についてのヘマトクリット値（又は、血液中
の液体量の他のインジケータ）についての標的を確立するために使用することができる。
これは、液体除去速度を動的に調整するために、使用することができる。制限を、患者又
は臨床医の入力により確立することができる。初期キャリブレーションを学習し得るし、
又は、体重若しくは他の実験室外の入力などの他の情報を利用することができる。
【００５９】
　図１３を参照すると、図１２に示したのと同様の使用が示されている。図１３において
、使用は、モニターしたインジケータ（５１０）に基づいて組織液量を示す値を計算（５
１５）すること、及び、モニターしたインジケータ（５２０）に基づいて血液量を示す値
を計算（５２５）することを含む。血液中の液体量に対する組織液量の比を、図１２に示
すように、モニターしたインジケータ自身について得られた値よりもむしろ、これらの計
算した値に基づいて決定（５３０）することができる。いずれの場合も、組織液量及び血
液中の液体量のインジケータが量を予測する方法の違いを考慮に入れれば、結果は本質的
に同じである。
【００６０】
　例えば、組織液量を、インピーダンスにより決定する場合、組織液量中の増加は、イン
ピーダンスの増加をもたらし得る。しかしながら、ヘマトクリットレベルが、血液中の液
体量を決定するために使用された場合は、血液中の液体量の増加は、ヘマトクリットレベ
ルの減少をもたらす。従って、図１２中の実施例における比に関する決定が、ヘマトクリ
ットの増加が血液中の液体量の減少を示すことを考慮する場合、最終結果が、図１３の使
用において得られるのと本質的に同じである。別の言い方をすれば、ヘマトクリットに対
するインピーダンスの比は、血液中の液体量に対する組織液量の比から異なって変化する
ことが理解され、考慮された場合、図１２及び図１３の使用は、血液から液体が除去され
る速度を変更することに関して、同様の結果を生成する。
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【００６１】
　図１４に示すように、いくつかの実施形態において、本明細書に記載の使用は、患者の
安全性の目的のために、そのような値の比に加えて、モニターした組織液量（５１０）又
は血液中の液体量（５２０）のみのインジケータを使用する。図１４に示すように、個々
にモニターされた、組織液量又は血液中の液体量の指標が、所定の許容範囲内であるか否
かを判定することができる（５９０）。例えば、組織液量又は血液中の液体量が、容認で
きないほど低い（比が許容範囲内であっても）又は高すぎる場合、血液からの液体除去速
度を変更することができる（５４０）。例示として、組織液量のインジケータの値が、近
似乾燥重量体積を示す場合、乾燥重量体積に達する前に、血液中の液体量に対する組織液
量の適切な比を到達させることを可能にするために、血液からの液体の除去速度を減少さ
せることができる。従って、いくつかの実施形態において、組織液量の血液のモニターさ
れたインジケータの値が所定の範囲外であるか否かを判定するための閾値を、血液中の液
体量に対する組織液量の比に基づいて変更することができる。例えば、血液中の液体量に
対する組織の比が高い場合（血液からの液体除去が速いことを示す）、組織液量の低閾値
(例えば、乾燥重量に近づく)は、乾燥重量組織液量を超過することを避けるために、血液
中の液体量に対する組織の比が低い（血液からの除去速度があまり速くないことを示す）
場合よりも、より高い可能性がある。
【００６２】
　また、図１４に示すように、組織又は血液中の高すぎる又は低すぎる液体量に関する、
潜在的に危険な患者の健康状態が存在していることを患者又は医療提供者に警告するため
の、音声又は視覚警報などの警告を提供することができる（４９６）。
【００６３】
　ここで図１５を参照すると、図１２に示したのと同様の使用を示している。図１５中の
使用は、血液中の液体除去セッションの開始（５００）前に、組織液量のインジケータに
ついてのベースライン値を得ること（４９８）又は、血液中の液体量のインジケータにつ
いてのベースライン値を得ること（４９９）を含む。ベースライン値の内の一つ又は両方
を、血液中の液体除去セッションについての液体除去のための初期用量又は処方を決定す
るために、使用することができる（４９０）。血液からの液体除去速度を、セッション中
に生じるモニタリング（５１０、５２０）に基づいて、血液中の液体除去セッションの間
に調整することができる（５４０）。
【００６４】
　ここで図１６を参照すると、図１２に示したのと同様の使用を示している。図１６中の
使用は、図１５に示した使用と同様に、血液中の液体除去セッションの開始（５００）前
に、組織液量のインジケータについてのベースライン値を得ること（４９８）又は、血液
中の液体量のインジケータについてのベースライン値を得ること（４９９）を含む。値が
、所定の許容範囲外であると決定された場合（４９７）、血液中の液体除去セッションを
開始（５００）することができる。そのような使用は、血液中の液体除去セッションが自
動的に開始されるため、血液中の液体除去デバイス及びモニターセンサーが移植されるか
、又は連続運転又は操作が可能である状況において、有利に用いることができる。或いは
又は更に、図１６に示す使用は、血液中の液体除去セッションが勧められていることを示
す、患者又は医療提供者へ警告を提供すること（４９６）を含むことができる。
【００６５】
　低血圧は、透析の間の主な合併症である（２５～６０％）。リアルタイム血圧センサー
又は他の血液量センサーを含むことができる、本明細書に記載の使用を用いて、例えば、
フィードフォワード基準で、差し迫った血圧の変化又はレベルを予測することができる。
従って、人が問題があると見る時にだけ、液体除去速度を調整し始めるという現在の標準
的な治療とは対照的に、液体除去速度を、低血圧の状況を避けるために、液体除去セッシ
ョン中に収集されたデータに基づいて調整することができる。乾燥重量及び患者の治療コ
ースから例えば上述したように学習した、最適化された血液中の液体に対する組織液の比
は、予測したプロセスが、効果的且つ実用的であるのに役立ち得る。必要又は所望であれ
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ば、例えば図１～４について上述したように、低血圧の発症を回避するため、軽減するた
め又は修正するために、患者へ戻される前に、補液、透析液又は除去した液体を血液中へ
導入することができる。
【００６６】
　図１２～１６について記載し、示した使用などの上述した使用を、上述の図１～４に示
し、記載したものなどの、任意の適切な血液中の液体除去デバイス又はシステムに適用す
ることができる。更に、任意の適切なセンサー、センサー構成、配置又は向きを、本明細
書に記載した使用を実施する場合に、図８～１１について上記で示し、記載したものなど
のように、用いることができる。以下の図１７～２０中に提供した図において、血液中の
液体除去デバイス１００又はシステム及びセンサー２００、２１０、２２０の様々な特定
の構成を示す。しかしながら、特定のデバイス１００及びセンサー２００、２１０、２２
０の相互作用を説明の目的のために示したこと、及び、他のデバイス及び構成を用いるこ
とができることは、理解されるであろう。
【００６７】
　図１７を参照すると、血液中の液体除去デバイス１００の選択された構成要素の概略ブ
ロック図を示す。図示の実施形態において、デバイスは、患者から血液を受け取るための
注入口１１０と、注入口１１０と連通し、血液から液体及び汚染物質を除去するための媒
体１３０を介して血液が流れる速度を制御するように構成された血流制御要素１２０を有
する。デバイスはまた、患者へ血液を戻すための、媒体１３０と連通する排出口１４０を
含む。図示した実施形態において、媒体１３０は、血液透析又は血液透析濾過フィルター
などの半透膜１３５を含む。膜は、媒体１３０の透析流区画から血流区画を分離する。デ
バイス１００は、新鮮な透析液を受け取るための注入口１６０を有する。注入口１６０は
、媒体１３０の透析流区画へ透析液を導入する速度を制御するための、透析流制御要素１
７０と連通する。デバイスはまた、使用した透析液及び血液から除去された液体をデバイ
スから迂回するための、媒体１３０と連通している排出口１８０を有する。図示した実施
形態において、デバイスはまた、必要又は所望により、媒体構成要素１３０の透析液区画
と連通する負圧制御要素１９０を含む。デバイス１００はまた、プロセッサ等を含むこと
ができる、血流制御要素１２０、透析流制御要素１７０、及び負圧制御要素１９０に作動
可能に連結され、これらを制御するように構成されている制御要素１５０を含む。
【００６８】
　血液中の液体量又は組織液量をモニターするセンサーから受信した情報に基づいて、患
者の血液から液体を除去する速度を調整するために、制御電子機器１５０は、血流制御要
素１２０、透析液流制御要素１７０、及び負圧制御要素１９０の内の一つ又は複数を制御
することができる。例えば、媒体構成要素１３０を介する血液の流速を変更すること（血
流制御要素１２０を介して）は、膜を横切る流体の浄化値を変更し得る。媒体構成要素１
３０を介する透析液の流れを変更すること（透析液流制御要素１７０を介して）は、同様
に、膜を横切る流体の浄化値を変更し得る。負圧（負圧制御要素１９０を介して）を膜１
３５の透析液区画側へ印加することができ、対流力による、膜を横切る流体のより大きい
浄化値をもたらし得る。デバイス１００は、組織液量及び血液中の液量のインジケータを
モニターするセンサーからのデータに基づいて、効果的に血液からの液体除去速度を制御
するための、図１７に示された制御可能な要素（１２０、１７０、１９０）の全てを有す
る必要はないことが理解されるであろう。
【００６９】
　任意の適切な血流制御要素１２０を、膜構成要素１３０を介する血流を制御するために
使用することができる。例えば、可変又は調整可能な速度のポンプを用いることができる
。或いは又は更に、流れに対する異なる抵抗を有する連通流路における一連の電子制御可
能弁を、用いることができる（そのような場合において、流量制限器は、好ましくは、媒
体構成要素１３０の下流側となる）。透析流制御要素１７０は、血流制御要素１２０と同
様の構成要素を含むか、又は、同様に構成することができる。負圧制御要素１２０は、ポ
ンプなどを含み得る。
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【００７０】
　ここで、図１７におけるものと同じ番号が付けられている構成要素が同一又は類似の構
成要素を指す図１８を参照すると、デバイス１００は、患者に戻される前に、血液へ補液
を追加するための液体経路を含み得る。デバイス１００は、補液を受け取るための注入口
１９７、及び、注入口と連通し、補液を血液へ加える速度を制御するように構成された補
液流制御要素１９５を含む。制御電子機器１５０は、作動可能に補液流制御要素１９５と
結合し、血液中の液体量又は組織液量をモニターするセンサーから受信したデータに基づ
いて、補液流制御要素１９５が血液へ液体を加える速度を制御するように構成される。流
体が血液へ導入される速度を制御することにより、血液からの効果的な液体除去速度を制
御する。
【００７１】
　任意の適切な補液流制御要素１９５を、患者へ戻す前の、血液への補液の流れを制御す
るために使用することができる。補液流制御要素１９５は、図１８に関して上述したよう
な、血流制御要素１２０と同様の構成要素を含み得、又は、同様に構成することができる
。
【００７２】
　上述し、図１９に示したように、一つ以上の検知デバイス２００、２１０、２２０又は
検知構成要素は、血液中の液体除去デバイス１００又はシステムの制御電子機器１５０と
通信することができる。通信は、直接的又は間接的であり得る。つまり、検出器及びフィ
ルター、アナログ－デジタル変換器などの適切な電子機器を、リードを介して、デバイス
１００の検知電子機器１５０と、直接的に結合することができる。或いは、検知デバイス
は、モニターしたデータを取得し、データを、デバイスの検知電子機器１５０へ送信する
ことができる。いずれにしても、検知電子機器を、例えば、上述のような検知した情報に
基づいて、血液からの液体の除去速度を制御するように構成されている。
【００７３】
　いくつかの実施形態において、コンピュータ可読媒体は、例えば、図１２～１６につい
て示され、上述された使用などの上述の使用を、制御電子機器のプロセッサへ実施させる
命令を含む。コンピュータ可読媒体は、非一時的であり得る（例えば、メモリに格納され
ている等）。
【００７４】
　例示の目的のために、独立した検知デバイス２００のブロック図を図２０に示す。図示
した検知デバイスは、インピーダンスセンサーであるが、このセンサーに関する議論は、
他の種類のセンサーへ容易に適用可能である。図示したセンサーは、インプラント型であ
り、電極２０５に対しての対極として機能する、密封された伝導性筐体２９９を有する。
電極２０５は、フィードスルー（図示せず）を介して筐体へ入るリード２０７を介して、
インピーダンス検出及び電圧発生回路２９６へ、作動可能に連結されている。回路２９６
は、作動可能に、電源２９７及び制御電子機器２９５へ結合されており、制御電子機器は
、プロセッサ２９４及び検知されたデータ及びプロセッサ命令を格納するためのメモリ２
９３を含む。制御電子機器はまた、作動可能に、バッテリ等であり得る電源２９７及び、
特許外のデバイスと無線的に通信するために、テレメトリ回路２８９へ結合されている。
いくつかの実施形態において、テレメトリ回路は、検知デバイス２００が、液体量のモニ
ターしたインジケータに関するデータを、直接的に、適切なテレメトリ回路を備える血液
中の液体除去デバイス又はシステムへ送信することを可能にする（図１７～１８には示し
ていない）。
【００７５】
　もちろん、検知デバイスは、本明細書で提示される教示に従って、血液からの液体の除
去速度を制御するためのデータを使用するために、データを血液中の液体除去デバイス又
はシステムへ送る前に、一つ以上の中間デバイスと通信することができる。
【００７６】
　使用、システム、デバイス、コンピュータ可読媒体などの様々な態様を、本明細書中に
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記載する。本明細書に記載のいくつかの態様の概要を以下に提示する。
【００７７】
　第一の態様において、血液中の液体除去デバイスにより実施される使用を記載する。使
用は、（ｉ）患者の血液中の液体除去セッションを開始すること；（ｉｉ）血液中の液体
除去セッションの間に、患者の組織液量又はその一部のインジケータをモニターすること
；（ｉｉｉ）血液中の液体除去セッションの間に、患者の血液中の液体量のインジケータ
をモニターすること；（ｉｖ）血液中の液体量のインジケータに対する組織液量のインジ
ケータの比が、所定の範囲外であるか否かを決定すること；（ｖ）その比が所定の範囲外
であると決定された場合、血液中の液体除去セッションの間に、液体除去速度を変更する
こと、を含む。
【００７８】
　第二の態様は、第一の態様の使用であり、ここで前記所定の範囲は、血液中の液体除去
セッションを開始する前に得られた、組織液量のインジケータ及び血液中の液体量のイン
ジケータの測定値に基づく。
【００７９】
　第三の態様は、第一又は第二の態様の使用であり、血液中の液体量のインジケータに対
する組織液量のインジケータの比が、所定の範囲外であり、血液中の液体量に対する組織
液量の閾値を超えていることを示す場合、液体除去の速度を減少させる。
【００８０】
　第四の態様は、第一の態様～第三の態様の内の任意の一つの使用であり、血液中の液体
量のインジケータに対する組織液量のインジケータの比が所定の範囲外であり、血液中の
液体量に対する組織液量の閾値を下回ったことを示す場合、液体除去の速度を増加させる
。
【００８１】
　第五の態様は、第一の態様～第四の態様の内の任意の一つの使用であり、更に、血液中
の液体除去セッションの開始前に患者の組織液量のインジケータをモニターすること、又
は、血液中の液体除去セッションの開始前に患者の血液中の液体量のインジケータをモニ
ターすること；及び、血液中の液体除去セッションを開始する前にモニターされた組織液
量のインジケータ、又は、血液中の液体除去セッションを開始する前にモニターされた血
液中の液体量のインジケータに基づいて、血液中の液体除去セッションのための初期流体
量除去処方を設定することを含む。
【００８２】
　第六の態様は、請求項５の使用であり、血液中の液体除去セッションの開始前の患者の
組織液量のインジケータのモニター又は、血液中の液体除去セッションの開始前の患者の
血液中の液体量のインジケータのモニターは、慢性的に、組織液量のインジケータをモニ
ターすることを含む。
【００８３】
　第七の態様は、第六の態様の使用であり、更に、（ｉ）血液中の液体除去セッションの
開始前にモニターされた、組織液量のインジケータ又は血液中の液体量のインジケータが
、所定の閾値を超えるか否かを決定すること、及び、（ｉｉ）インジケータが閾値を超え
た場合、血液中の液体除去センションをスケジューリングすること、又は警告を提供する
こと、を含む。
【００８４】
　第八の態様は、第一の態様～第七の態様の内の任意のものの使用であり、更に、（ｉ）
組織液量のインジケータが所定の範囲外であるか否かを決定すること、又は、血液中の液
体量のインジケータが所定の範囲外であるか否かを決定すること；及び、（ｉｉ）組織液
量のインジケータが所定の範囲外であると決定された場合、又は、血液中の液体量のイン
ジケータが所定の範囲外であると決定された場合に、液体除去速度を変更すること、を含
む。
【００８５】
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　第九の態様は、第八の態様の使用であり、ここで、組織液量のインジケータの所定の範
囲又は、血液中の液体量の所定の範囲が、血液中の液体量に対する組織液量のインジケー
タの比に基づいて決定される。
【００８６】
　第十の態様は、第八の態様又は第九の態様の使用であり、組織液量のインジケータが、
所定の範囲外であるか否かについての決定が成される。
【００８７】
　第十一の態様は、第一の態様～第十の態様の内の任意のものの使用であり、組織液量の
インジケータは、患者の組織を通過する電気の流れのインピーダンスである。
【００８８】
　第十二の態様は、請求項１１の使用であり、インピーダンスは、患者の皮膚に接触して
配置された二つの電極の間で測定される。
【００８９】
　第十三の態様は、第一の態様～第十二の態様の内の任意のものの使用であり、血液中の
液体量のインジケータのモニターは、ヘマトクリットレベル又はそのインジケータの測定
を含む。
【００９０】
　第十四の態様は、第十三の態様の使用であり、ヘマトクリットレベル又はそのインジケ
ータの測定は、酸素化ヘモグロビン濃度の測定を含む。
【００９１】
　第十五の態様は、（ｉ）患者の血液中の液体除去セッションを開始すること；（ｉｉ）
血液中の液体除去セッション中の、患者の組織液量又はその一部のインジケータをモニタ
ーすること；（ｉｉｉ）モニターした組織液量のインジケータに基づいて、組織液量を示
す値を計算すること；（ｉｖ）血液中の液体除去セッション中に、患者の血液中の液体量
のインジケータをモニターすること；（ｖ）血液中の液体量のモニターしたインジケータ
に基づいて、血液中の液体量を示す値を計算すること；（ｖｉ）血液中の液体量を示す値
に対する組織液量を示す値の比が、所定の範囲外であるか否かを決定すること；及び、（
ｖｉｉ）比が所定の範囲外であることが決定された場合、血液中の液体除去セッション中
の液体除去速度を変更すること、を含む使用である。
【００９２】
　第十六の態様は、（ａ）（ｉ）患者からの血液を受け取るための注入口、（ｉｉ）患者
からの血液を戻すための第一の排出口、（ｉｉｉ）注入口及び第一の排出口の間に配置さ
れた、血液から液体及び汚染物質を除去するための媒体、（ｉｖ）液体除去速度制御装置
；及び（ｖ）除去した液体及び汚染物質の流れのための第二の排出口、を含む血液中の液
体除去デバイス；（ｂ）組織液量のインジケータをモニターするための第一のセンサー；
（ｃ）血液中の液体量のインジケータをモニターするための第二のセンサー；（ｄ）組織
液量のインジケータをモニターするためのセンサー、血液中の液体量のインジケータをモ
ニターするためのセンサー；及び、流体除去速度制御機器と作動可能に通信する制御電子
機器を含み、前記制御電子機器は、第一のセンサー及び第二のセンサーから得られたデー
タに基づいて液体が除去される速度を調整するように構成されている、システム。
【００９３】
　第十七の態様は、第十六の態様のシステムであり、更に、コンピュータ可読媒体を含み
、コンピュータ可読媒体は、制御電子機器に、第一のセンサー及び第二のセンサーから得
られたデータに基づいて液体を除去する速度を調整させる命令を含む。
【００９４】
　第十八の態様は、第十六の態様のシステムであり、コンピュータ可読媒体は、制御電子
機器に、（ｉ）それぞれ、第一及び第二のセンサーから得られたデータに基づいて、血液
中の液体量のインジケータに対する、組織液量のインジケータの比を計算させ、（ｉｉ）
計算した比が所定の範囲外であるか否かを決定させ、（ｉｉｉ）比が所定の範囲外である
と決定された場合に、液体除去速度を変更させる、命令を含む。
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　第十九の態様は、第十六の態様のシステムであり、コンピュータ可読媒体は、制御電子
機器に、（ｉ）第一のセンサーから得られたデータに基づいて、組織液量を示す値を計算
させ、（ｉｉ）第二のセンサーから得られたデータに基づいて、血液中の液体量を示す値
を計算させ、（ｉｉｉ）血液中の液体量を示す値に対する組織液量を示す値の比が、所定
の範囲外であるか否かを決定させ；及び、（ｉｖ）比が所定の範囲外であると決定された
場合、液体除去速度を変更させる、命令を含む。
【００９６】
　第二十の態様は、第十六～第十九の態様の内の任意のシステムであり、液体除去速度制
御装置は、血液中の液体制御部、負圧制御部、透析液流量制御部、及び、新鮮な液体流量
制御部の内の一つ以上を含む。
【００９７】
　第二十一の態様は、第十六～第二十の態様の内の任意のシステムであり、血液からの液
体及び汚染物質の除去のための媒体は、濾過膜を含む。
【００９８】
　第二十三の態様は、第十六～第二十一の態様の内の任意のシステムであり、第一のセン
サー、第二のセンサー及び制御電子機器の内の一つ以上の構成要素は、血液中の液体除去
デバイス内に収容されている。
【００９９】
　このようにして、腎疾患を有する患者のための、液量モニターについての、システム、
デバイス及び使用を記載する。当業者は、本明細書に記載の好ましい実施形態は、添付の
特許請求の範囲に画定された、本開示の真の精神及び範囲から逸脱することなく、変更又
は修正することができることを理解するであろう。
【０１００】
以下の特許請求の範囲において、指定子「第一の」「第二の」「第三の」などが、構成要
素を区別する目的のために用いられるが、構成要素を列挙する目的のためでも、構成要素
の並びを画定するためのものでもない。例えば、「第三の」センサーは、必ずしも三つセ
ンサーがあることを意味するものではなく、むしろ、「第三の」センサーは、「第一の」
センサーから異なっていることを意味するものである。更なる例として、「第三の」セン
サーは、必ずしも「第一の」センサーよりも時間的に後に来る必要はない。
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【手続補正書】
【提出日】平成26年3月28日(2014.3.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　血液の液体を除去するセッションを開始するステップと、
　前記血液の液体を除去するセッションの間に、前記組織液の量、又は、その一部のイン
ジケータをモニターするステップと、
　前記血液の液体を除去するセッションの間に、前記血液の液体の量のインジケータをモ
ニターするステップと、
　前記血液の液体の量のインジケータに対する前記組織液の量のインジケータの比が、所
定の範囲外であるかどうかを決定するステップと、
　前記比が前記所定の範囲外であると判断された場合、前記血液の液体を除去するセッシ
ョンの間に、液体除去の速度を変化させるステップとを含む、血液の液体除去システムに
より実施される使用。
【請求項２】
　前記所定の範囲が、前記血液の液体を除去するセッションを開始するステップの前に得
られた、前記組織液の量のインジケータ及び、前記血液の液体の量のインジケータの測定
値に基づく、請求項１に記載の使用。
【請求項３】
　前記血液の液体の量のインジケータに対する、前記組織液の量のインジケータの前記比
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が、前記所定の範囲外であり、血液の液体の量に対する組織液の量の閾値を超えたことを
示す場合、前記液体の除去速度を減少させる、請求項１に記載の使用。
【請求項４】
　前記血液の液体の量のインジケータに対する、前記組織液の量のインジケータの前記比
が、前記所定の範囲外であり、血液の液体の量に対する組織液の量の閾値を下回ることを
示す場合、前記液体の除去速度を増加させる、請求項１に記載の使用。
【請求項５】
　前記血液の液体を除去するセッションを開始するステップの前に前記組織液の量の前記
インジケータをモニターするステップ、又は、前記血液の液体を除去するセッションを開
始するステップの前に前記血液の液体の量の前記インジケータをモニターするステップと
、
　前記血液の液体を除去するセッションを開始するステップの前にモニターされた組織液
の量の前記インジケータ、又は、前記血液の液体を除去するセッションの前にモニターさ
れた前記血液の液体の量のインジケータに基づいて前記血液の液体を除去するセッション
についての初期の液体の除去の量の指示を設定するステップとを、更に含む、請求項１に
記載の使用。
【請求項６】
　前記血液の液体を除去するセッションを開始するステップの前の前記組織液の量の前記
インジケータをモニターするステップ又は前記血液の液体を除去するセッションの開始す
るステップの前の前記血液の液体の量の前記インジケータのモニターするステップが、組
織液の量の前記インジケータの長期に亘ってモニターするステップを含む、請求項５に記
載の使用。
【請求項７】
　（ｉ）前記血液の液体を除去するセッションを開始するステップの前にモニターされた
、組織液の量の前記インジケータ又は血液の液体の量のインジケータが、所定の閾値を超
えているか否かを判断するステップ、及び、（ｉｉ）前記血液の液体を除去するセッショ
ンをスケジューリングするステップ又は、前記インジケータが前記閾値を超えている場合
、警告を与えるステップを、更に含む、請求項６に記載の使用。
【請求項８】
　前記組織液の量のインジケータが所定の範囲外であるかどうかを決定するステップ、又
は、前記血液の液体の量のインジケータが所定の範囲外であるかどうかを決定するステッ
プと、
　前記組織液の量のインジケータが所定の範囲外であると決定された場合、又は、前記血
液の液体の量のインジケータが所定の範囲外であると決定された場合、前記液体除去速度
を変更するステップと、
を更に含む、請求項１に記載の使用。
【請求項９】
　前記組織液の量のインジケータの前記所定の範囲又は、前記血液の液体の量の所定の範
囲が、前記血液の液体の量に対する組織液の量の前記インジケータの前記比に基づいて決
定される、請求項８に記載の使用。
【請求項１０】
　前記組織液の量のインジケータが所定の範囲外であるか否かについての決定が行われる
、請求項８に記載の使用。
【請求項１１】
　前記組織液の量のインジケータが、前記組織を通る電気の流れのインピーダンスである
、請求項１に記載の使用。
【請求項１２】
　前記インピーダンスが、前記皮膚と接触して配置された二つの電極間で測定される、請
求項１１に記載の使用。
【請求項１３】



(27) JP 2014-518687 A 2014.8.7

　前記血液の液体の量のインジケータのモニターが、ヘマトクリットレベル又はそのイン
ジケータを測定するステップを含む、請求項１に記載の使用。
【請求項１４】
　前記ヘマトクリットレベル又は、前記そのインジケータの測定が、酸素化ヘモグロビン
濃度の測定を含む、請求項１３に記載の使用。
【請求項１５】
　血液の液体を除去するセッションを開始するステップと、
　前記血液の液体を除去するセッションの間に、前記組織液の量又は、その一部のインジ
ケータをモニターするステップと、
　前記モニターした組織液の量のインジケータに基づいて、組織液の量を示す値を計算す
るステップと、
　前記血液の液体を除去するセッションの間に、前記血液の液体の量のインジケータをモ
ニターするステップと、
　前記モニターした血液の液体の量のインジケータに基づいて、血液の液体の量を示す値
を計算するステップと、
　前記血液の液体の量を示す値に対する、前記組織液の量を示す値の比が、所定の範囲外
であるか否かを決定するステップと、及び、
　前記比が前記所定の範囲外であると決定される場合に、前記血液の液体を除去するセッ
ションの間の前記液体除去速度を変更するステップとを含む、血液の液体除去システムに
より実行される使用。
【請求項１６】
　（ｉ）血液を受け取るための注入口、
　（ｉｉ）前記血液を戻すための第一の排出口
　（ｉｉｉ）前記注入口及び前記第一の排出口の間に位置する、前記血液から液体及び汚
染物質を除去するための媒体
　（ｉｖ）液体除去速度制御装置、及び
　（ｖ）前記除去された液体及び汚染物質を流すための、第二の排出口
を含む、血液の液体除去デバイス、
　組織液の量のインジケータをモニタリングするための第一のセンサー、
　血液の液体の量のインジケータをモニタリングするための第二のセンサー、
　組織液の量のインジケータをモニタリングするための前記センサー、血液の液体の量の
インジケータをモニタリングするための前記センサー、及び前記液体除去速度制御装置と
作動可能に通信する制御電気機器、を含み、
　前記制御電子機器が、前記第一のセンサー及び前記第二のセンサーから得られたデータ
に基づいて液体を除去する前記速度を調整するように構成されている、
システム。
【請求項１７】
コンピュータ可読媒体を更に含み、前記コンピュータ可読媒体が、前記制御電子機器に、
前記第一のセンサー及び前記第二のセンサーから得られたデータに基づいて液体を除去す
る前記速度を調整させる命令を含む、請求項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
前記コンピュータ可読媒体が、前記制御電子機器に（ｉ）それぞれ前記第一のセンサー及
び前記第二のセンサーから得られたデータに基づいて、前記血液の液体の量のインジケー
タに対する、前記組織液のインジケータの比を計算させ、（ｉｉ）前記計算した比が所定
の範囲外であるか否かを判断させ、及び（ｉｉｉ）前記比が前記所定の範囲外であると判
断された場合、前記液体除去速度を変更させる命令を含む、請求項１６に記載のシステム
。
【請求項１９】
前記コンピュータ可読媒体が、前記制御電子機器に（ｉ）前記第一のセンサーから得られ
たデータに基づいて、組織液の量を示す値を計算させ、（ｉｉ）前記第二のセンサーから
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得られたデータに基づいて、血液の液体の量を示す値を計算させ、（ｉｉｉ）前記血液の
液体の量を示す値に対する、前記組織液の量を示す値の比が、所定の範囲外であるか否か
を判断させ、及び（ｉｖ）前記比が前記所定の範囲外であると判断された場合、前記液体
除去速度を変更させる命令を含む、請求項１６に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記液体除去速度制御装置が、血液の液体制御部、負圧制御部、透析液流量制御部、及
び、新鮮な液体流量制御部の内の一つ以上を含む、請求項１６に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記血液からの液体及び汚染物質の除去のための前記媒体が、濾過膜を備える、請求項
１６に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記第一のセンサー、前記第二のセンサー及び前記制御電子機器の内の一つ以上の構成
要素が、前記血液の液体除去デバイス内に収容されている、請求項１６に記載のシステム
。
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