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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　器官への物質の効果を生体外で判定する方法であって、
　該方法は、
　正常体温潅流モードにて、器官を少なくとも一つの酸素化医療用流体で潅流して、器官
の虚血前のエネルギ及び酵素レベルを回復し及び／又は維持することを含む、器官の生存
力を回復し及び／又は維持するステップと、
　器官の生存力を示す組織及び／又は流体の特性をセンサで感知して診断データを得るス
テップと、
　診断データを分析し、器官が移植に適しているか否かを判定するステップと、
　器官が移植に適していないという判定に基づき、
　　少なくとも一つの器官を保存するために少なくとも一つの器官を低体温潅流モードに
て非酸素化医療用流体で潅流するステップ、
　　少なくとも一つの器官を少なくとも一つの試験物質にさらすステップ、並びに、
　　少なくとも一つの器官、少なくとも一つの試験物質、及び、少なくとも一つの器官と
少なくとも一つの試験物質との間の相互作用のうちの、少なくとも一つに関するデータを
収集するステップを行うステップと
を含む方法。
【請求項２】
　さらすステップが、低体温潅流モードにて試験物質を含む非酸素化医療用流体で器官を
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潅流し、あるいは正常体温潅流モードにて試験物質を含む酸素化医療用流体で器官を潅流
することによって、実施されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　さらすステップが、低体温潅流モードにて試験物質を含む非酸素化医療用流体で器官を
潅流することによって、実施されることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　さらすステップが、正常体温潅流モードにて試験物質を含む酸素化医療用流体で器官を
潅流することによって、実施されることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　器官と器官からの流出がセンサによりモニタされることを特徴とする請求項１～４のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　診断データがリアルタイムで生成されて表示され、格納され、リモートサイトへ伝送さ
れ、記録媒体へ転送され、評価のためのマイクロプロセッサに中継されることを特徴とす
る請求項１～５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　器官溶液から、さらすステップで少なくとも一つの器官を通過した医療用流体を収集す
るステップと、少なくとも一つの器官と少なくとも一つの試験物質との間の相互作用を示
す収集された医療用流体の特性を感知するステップとを有する請求項２に記載の方法。
【請求項８】
　試験物質が化学化合物であることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項９】
　試験物質が、天然の且つ変更された抗体の少なくとも一つのであることを特徴とする請
求項２に記載の方法。
【請求項１０】
　試験物質が抗毒素であることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項１１】
　さらすステップで器官を潅流するための医療用流体が血液であることを特徴とする請求
項２に記載の方法。
【請求項１２】
　感知する特性が、吸収、配布、代謝及び排出のうちの少なくとも一つに関連することを
特徴とする請求項１～１１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　感知する特性が、薬物動態、薬理学及び毒性のうちの少なくとも一つに関連することを
特徴とする請求項１～１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　感知する特性が、物質が少なくとも一つの器官に何の作用をするかを判定することと、
少なくとも一つの器官が物質に何の作用をするかを判定することのうちの、少なくとも一
つに関連することを特徴とする請求項１～１３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　生物活性剤で少なくとも一つの器官をスクリーニングする方法であって、
　該方法は、
　正常体温潅流モードにて、器官を少なくとも一つの酸素化医療用流体で潅流して、器官
の虚血前のエネルギ及び酵素レベルを回復し及び／又は維持することを含む、器官の生存
力を回復し及び／又は維持するステップと、
　器官の生存力を示す組織及び／又は流体の特性をセンサで感知して診断データを得るス
テップと、
　診断データを分析し、器官が移植に適しているか否かを判定するステップと、
　器官が移植に適していないという判定に基づき、
　　器官を保存するために低体温潅流モードにて非酸素化医療用流体で少なくとも一つの
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器官を潅流するステップ、
　　少なくとも一つの器官を生物活性剤にさらすステップ、並びに、
　　少なくとも一つの器官、少なくとも一つの生物活性剤、及び、少なくとも一つの器官
と少なくとも一つの生物活性剤との間の相互作用のうちの、少なくとも一つに関するデー
タを収集するステップを行うステップと
を含む方法。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　本出願は、１９９８年９月２９日出願の米国特許出願０９／１６２１２８の一部継続出
願である２０００年３月２９日出願の米国特許出願０９／５３７１８０の、一部継続出願
である２０００年８月２５日出願の米国特許出願０９／６４５５２５の分割出願の、２０
０３年７月１１日出願の米国特許出願１０／６１７１３０の一部継続出願である。これら
の内容の全体は参照の上本明細書に組み込まれる。
【０００２】
１．発明の分野
　本発明は、一つ又はそれ以上の器官に潅流して器官の生存をモニタし、維持し及び／又
は回復するための、及び／又は、器官を運び及び／又は格納するための装置及び方法に関
する。本発明は更に、器官が移植のための生存候補であるか否かを判定することに関する
。特に、器官が生存移植候補で無いならば、本発明は更に、器官を流体で潅流し器官及び
／又は流体に係るデータを収集することに関する。
【０００３】
２．関連技術の内容
　機械的潅流による器官の保存は、晶質潅流を用いて酸素を送り込むことなく、コンピュ
ータ制御により若しくはよらずに、低体温により実施され得る。例えば、米国特許第５１
４９３２１号、第５３９５６１４号、第５５８４８０４号、第５７０９６５４号、及び、
クラッツらによる米国特許出願０８／４８４６０１を参照されたい。これらの内容は本明
細書に参照されて援用される。低体温は、器官代謝を減少させ、エネルギ要求を低下し、
高エネルギ燐酸塩保存の涸渇及び乳酸の蓄積を遅らせ、血液供給の破壊に係る形態的及び
機能的劣化を遅らせる。酸素は、エネルギを生成するには約２０°以下ではミトコンドリ
アにより有効に利用され得ず、低体温におけるカタラーゼ／スーパーオキシドジスムター
ゼ生成の減少、及び、アスコルビル及びグルタチオン再生により、高度なフリーラジカル
の形成が、可能になる。低体温機械潅流の間に潅流から酸素を除去することは、研究者に
よる器官移植結果を改善するのに、有用となる。
【０００４】
　潜在的な酸素損傷を減少させることは、潅流に対して抗酸化物質を付加することによっ
ても実現される。特に、長い高温の虚血時間の後に酸素損傷を減少させるのに有用である
。多数の他の潅流付加物が、機械的潅流の成果を改善するものとして報告されている。
【０００５】
　理想的な器官は、高温の虚血時間を殆どゼロに限定するようにすれば、獲得され得る。
不運なことに現実には、特に心臓の鼓動のないドナーからの器官の多くは、拡張された高
温の虚血期間（即ち、４５分以上）の後で、獲得される。低体温でのこれらの器官の機械
的潅流は、大きな改善を示している（Ｔｒａｎｓｐｌ　Ｉｎｔ　１９９６　Ｄａｅｍｅｎ
）。更に、先行技術は、制御された圧力で潅流を供給するローラ若しくは膜ポンプにより
、低圧で低体温機械的潅流を行うことが好ましいことを示している（Ｔｒａｎｓｐｌ　Ｉ
ｎｔ　１９９６　Ｙｌａｎｄ）。多数の制御回路及びポンプ構成は、この目的を達成する
ために、一般的な機械潅流の器官に対して利用されている。例えば、サドリによる米国特
許第５３３６２２号及び第５４９４８２２号、バウアらによる米国特許第４７４５７５９
号、ファーヒらによる米国特許第５２１７８６０号及び第５４７２８７６号、マーチンデ
ールらによる米国特許第５０５１３５２号、クラークらによる米国第３９９５４４４号、
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グルーエンベルグによる米国特許第４６２９６８６号、トルネらによる米国特許第３７３
８９１４号及び第３８９２６２８号、バッチらによる米国特許第５２８５６５７号及び第
５４７６７６３号、マックギーらによる米国特許第５１５７９３０号、及び、スギマチら
による米国特許第５１４１８４７号を、参照されたい。しかしながら、ある情況では、万
一、器官潅流装置がうまく作動しないならば、器官の機械潅流のためのそのようなポンプ
の利用は、器官の過圧の危険を増大してしまう。（例えば、約６０ｍｍＨｇ以上の）高圧
の潅流は、とりわけ、高圧下で脈管構造を広げることにより自身を保護する神経の若しく
は内分泌の接続を器官が有さない低体温では、器官の内皮ライニングを洗い流し、一般的
に器官組織を損傷してしまう。
【０００６】
　更に、これらの機械潅流される器官の生存力の評価に利用される技術は、器官をより多
くの利用から限定してしまう危険な因子となっている。機械潅流の際の器官の抵抗（即ち
、圧力／流れ）の計測を増やすことは、有用な指標となるが、それらは最悪の情況のみ示
すものに過ぎない。
【０００７】
　高温虚血時間により若しくは機械潅流そのものにより損傷された器官の低体温機械潅流
の間には、器官は、膜組成物と共に、細胞内組成物及び内皮組成物を溶出してしまう。近
年、乳酸デヒドロゲナーゼ（ＬＤＨ）及びアルカリホスファターゼなどの種々のユビキタ
スの細胞内酵素が登場し、潅水内で器官損傷のバイオマーカとして利用されている。最近
では、低体温機械潅流内のアルファグルタチオン－Ｓ－トランスフェラーゼ（ａ－ＧＳＴ
）及びＰｉグルタチオン－Ｓ－トランスフェラーゼ（ｐ－ＧＳＴ）の存在の判定が、移植
前の心臓の鼓動のないドナーの腎臓移植組織の機能的結果を予測するのに十分な指標とな
っている（Ｔｒａｎｓｐｌ　１９９７　Ｄａｅｍｅｎ）。
【０００８】
　先行技術は、低体温での拡張期間保存した後の器官の生理的機能を回復する若しくは維
持する要求を扱う。特に、ウイックマン－コフェルトによる米国特許第５０６６５７８号
は、大量のピルビン酸塩を含む器官保存溶液を開示する。ウイックマン－コフェルトは、
ピルビン酸塩による器官の潅水、即ち、ピルビン酸塩を生成するアデノシン三リン酸（Ａ
ＴＰ）を利用する細胞エネルギサイクルのステップが、グルコースをバイパスし、ピルビ
ン酸が、ＡＴＰを生成する酸化ホスホリラーゼのためのミトコンドリアに対して利用可能
であることを開示する。ウイックマン－コフェルトは、血液若しくは器官の管の他の残骸
を除去するためにピルビン酸塩を含む第１の保存溶液により高温で器官を潅注若しくは洗
浄し、血管拡張し、流れを増加し、きれいな基質、即ちピルビン酸塩の形態でのエネルギ
供給を細胞に搭載することを、開示する。ウイックマン－コフェルトは、ピルビン酸塩が
、細胞膜を跨る活動電位を保存する助けとなるだけでなく、浮腫、虚血、カルシウム過多
及びアシドーシスを防ぐことを開示する。器官が活動するのを停止し、十分な血流を生じ
るように血管を拡張し、細胞にピルビン酸塩を搭載し続け、器官のエネルギ状態を保存す
るために、器官は続いて、ピルビン酸塩と数パーセントのエタノールを含む第２の潅流溶
液を潅流される。最後に、器官は、４°Ｃと１０°Ｃの間の温度で２４時間若しくはそれ
以上大量の第１の溶液内に格納される。
【０００９】
　しかしながら、ミトコンドリアは、細胞内のエネルギ源であり、十分な量の酸素が機能
する必要がある。器官は本来十分なピルビン酸塩レベルを有しており、ミトコンドリアに
、機能するための十分な酸素が与えられなければ、器官に追加的にピルビン酸塩を与えて
も器官の完全な生理的機能を回復及び／又は維持する助けにはならない。更に、一時的に
ピルビン酸塩を器官に潅注しても、実際には器官の管内皮ライニングの裂傷を促進しかね
ない。
【００１０】
　ブラジーレらによる米国特許第５５９９６５９号も、組織、外植辺、器官及び内皮細胞
の高温保存のための保存溶液を開示する。ブラジーレらは、低体温の器官保管の不利点を
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開示し、対案として高温保存技術を提案する。ブラジーレらは、解決策が、組織の管内皮
の培養のための媒体として、及び、高温保存技術を利用する器官移植のための策として、
役立つ拡張された能力を有することを開示する。というのは、プロテイン及びコロイドの
源として血清アルブミン、生存力及び細胞機能を増す痕跡元素、酸化燐酸化支持体のため
のアデノシンピルビン酸塩、接合因子としてのトランスフェリン、非透過体の源のみなら
ず毒性フリーラジカルを除去する代謝支持体及びグルタチオンのためのインスリン及び糖
質、非透過体の源・スカベンジャ・及び細胞付着性及び増殖因子の増強体としてのシクロ
デキストリン、微細血管代謝支持体のための高度濃度のＭｇ＋＋、増殖因子増強作用及び
止血のための第一コンドロイチンサルフェート及びヘパリンサルフェートを含むムコ多糖
体、及び、コロイドの非透過性の特定管増殖プロンプタの源としてのＥＮＤＯ　ＧＲＯ（
登録商標）が、補われるからである。ブラジーレらは更に、３０°Ｃで１２時間まで器官
を高温潅流すること、若しくは単に、保存溶液内で２５°Ｃで器官を保管することを開示
する。
【００１１】
　しかしながら、器官にそのような薬品を潅流することは、ミトコンドリアがエネルギを
生成するように機能するには十分な酸素が与えられていない虚血損傷を抑える若しくは回
復するのには十分ではない。２０°Ｃ以上では器官の酸素要求は重要であり、適切な流れ
では単なる晶質は適合し得ない。更に、器官の生存力の評価は、どのタイプの溶液の利用
が有利であるか決定する前に、必要である。
【００１２】
　オーウエンによるＷＯ８８／０５２６１は、潅流システムを介して移送される乳濁流体
若しくは生理電解液を供給される器官チャンバを含む器官潅流システムを開示する。チャ
ンバは、器官を保持する合成糖類を含む。潅流は、動脈に挿入されるカテーテルを介して
器官に入る。潅流は、２つの独立の流体源により与えられ、流体源の夫々は２つの貯蔵部
を含む。
【００１３】
［発明の概要］
　本発明は、器官の生存力をモニタし、維持し及び／又は回復し、格納、運搬、移植若し
くは他の利用のために器官を保存しつつ、潅流の間に器官への損傷を回避することに関す
る。本発明は、器官の生存力をモニタし維持し及び／又は回復するために器官を潅流し、
及び／又は、運搬し及び／又は格納し及び／又は器官を利用する装置及び方法に関する。
特に、本発明に係る器官潅流装置及び方法は、好ましくは、低体温洗い流しなどの器官の
洗い流しがあり、器官の運搬及び／又は格納のための低体温での静的器官格納及び／又は
器官潅流が続いた後に、正常体温度（正常体温潅流モード）及び／又は低体温度（低体温
潅流モード）で器官を潅流することにより、器官の生存力をモニタし維持し及び／又は回
復する。
【００１４】
　器官の生存力の回復は、高温の虚血時間及び／又は低酸素により引き下げられた気管内
の高エネルギヌクレオチド（例えば、アデノシン三リン酸（ＡＴＰ））レベル及び酵素レ
ベルを、正常体温若しくは正常体温近傍温度にて、酸素化され交差結合されたヘモグロビ
ン基底の重炭酸塩医療用流体などの酸素化医療用流体で器官を潅流することによって、回
復させることにより、成し遂げられ得る。器官は、酸素化医療用流体での潅流の前に、医
療用流体で洗い流されてもよい。そのような潅流は正常体温度で為されても低体温度で為
されてもよいが、正常体温度で為されるのが好ましい。正常体温の洗い流し、静的格納及
び低体温潅流に対して、医療用流体は殆ど酸素を含まないのが好ましく、分子（例えば、
２アスコルビン酸トコフェノール）と酵素（例えば、カタラーゼ及びスーパーオキドジス
ミュターゼ）の両方の抗酸素剤を含むのが好ましい。そのような潅流は、器官の運搬、格
納及び／又は移植の準備において、虚血性の損傷を抑える。
【００１５】
　正常体温処置は、器官が、静的に及び／又は潅流下で低体温度にさらされた後に、利用
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されるのが好ましい。そのような初期の低体温のさらしは、例えば、取り入れの後器官の
運搬及び／又は格納の間に、生じうる。処置は、最終的に低体温状況で格納され及び／又
は運搬される器官に対して適切である。換言すれば、処置は低温の格納及び／又は運搬の
前に、器官に為されてもよい。
【００１６】
　正常体温潅流モードでは、全体の器官潅流圧力は、器官内に位置するチューブの端部に
配置されるセンサに対して応答して制御される空気式加圧医療用流体貯蔵部により加えら
れるのが好ましい。該貯蔵部は、テッピングモータ／カムバルブ若しくは、潅流圧力を良
好に調整し超過圧力を防ぎ及び／又は緊急の流れ停止を行うピンチバルブと、組み合わせ
て利用されてもよい。一方で、器官は、適切なポンプ制御及び／又は十分なフェールセー
フのコントローラによりローラポンプや蠕動ポンプなどのポンプから直接に潅流され、特
にシステム機能不全の結果としての器官の超過圧力を防ぐようであってもよい。超過圧力
を実質的に除去することにより、一般的に、管内皮ライニング及び器官組織への損傷を防
ぐ及び／又は減少できる。器官の生存力は、好ましくは、器官抵抗（圧力／流れ）及び／
又はｐＨ、ｐＯ２、ｐＣＯ２、ＬＤＨ、Ｔ／ＧＳＴ、Ｔプロテイン、ラクタート、グルコ
ース、器官を介して潅流され収集された医療用流体内の塩基過剰及び／又はイオン化カル
シウムレベルをモニタすることにより、正常体温潅流モードで好ましくは自動的にモニタ
され得る。
【００１７】
　正常体温潅流は、低体温潅流の後でも先でもよい。低体温モードでは、器官は、酸素を
含まないが断続的に若しくは遅い連続流速で抗酸化物を増やされるのが好ましい晶質溶液
のみを含む医療用流体で潅流される。低体温潅流は器官の代謝率を下げ、これにより、器
官は拡大された期間保存され得る。医療用流体は、器官の超過圧力が回避される低い圧力
ヘッドを有する中間タンクから、圧力により器官の中に供給されるのが好ましい。一方で
、実施の形態では、できるならば、中間タンクから器官の中に医療用流体を供給するのに
、重力が利用されてもよい。一方で、器官は、適切なポンプ制御及び／又は十分なフェー
ルセーフのコントローラによりローラポンプや蠕動ポンプなどのポンプから直接に潅流さ
れ、特にシステム機能不全の結果としての器官の超過圧力を防ぐようであってもよい。超
過圧力を実質的に除去することにより、特に器官が管圧縮により自身を保護することがで
きない低体温度の場合に、一般的に管内皮ライニング及び器官組織への損傷を防ぐ及び／
又は減少できる。器官の生存力は、好ましくは、器官抵抗（圧力／流れ）及び／又はｐＨ
、ｐＯ２、ｐＣＯ２、ＬＤＨ、Ｔ／ＧＳＴ、Ｔプロテイン、ラクタート、グルコース、器
官を介して潅流され収集された医療用流体内の塩基過剰及び／又はイオン化カルシウムレ
ベルをモニタすることにより、正常体温潅流モードで好ましくは自動的にモニタされ得る
。
【００１８】
　器官診断装置は、器官生存力指標などの診断データを生成するように設けられてもよい
。器官診断システムは、カセットインタフェースフィーチャに加えてセンサや温度コント
ローラなどの器官潅流装置のフィーチャを含み、器官と潅流システム内のインプット及び
アウトプット流体の分析を行う。通常、器官診断装置は、単一通過のインライン潅流の診
断データを与える簡素な潅流装置である。
【００１９】
　器官生存力指標は、管抵抗、ｐＨなど上述の種々の計測ファクタを考慮して、与えられ
る。指標は器官特有でもよく、種々の器官に適用可能なものでもよい。指標は、モニタさ
れるパラメータを診断概要に集め、その診断概要は、器官治療判断を為し器官を移植する
か否かを判定するために利用され得る。指標は自動的に生成され医師に与えられることが
可能である。
【００２０】
　本発明の実施形態は、潅流モード及び制御パラメータの間で選択することにより、一つ
又は複数の器官の潅流を自動的に制御するための制御システムを含む。自動的潅流は、シ
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ステム内で感知された状況若しくは手動入力されたパラメータを基礎にしてもより。シス
テムは、予めプログラムされていてもよく、利用中にプログラムされてもよい。デフォル
ト値及び生存力チェックが利用される。
【００２１】
　潅流装置は、腎臓、心臓、及び肺など種々の器官に対して利用され、例えば、肝動脈及
び門脈の脈管構造などの、多数の脈管構造を有する肝臓などのより複雑な器官も調整され
得る。
【００２２】
　本発明は、器官を潅流し、格納し、分析し及び／又は運搬するための装置間で簡易に且
つ安全に、器官を移動できる器官カセットも、提供する。器官カセットは、干渉のない滅
菌された状況を設け、更に、運搬装置、潅流装置及び器官診断装置の間での移転を含めて
、運搬、回復、分析及び格納の間に、実効的な熱移転を果たすように、構成されているの
が好ましい。
【００２３】
　本発明は、長距離において器官を移送できる器官運搬装置も提示する。器官運搬装置は
、腎臓など種々の器官に対して利用され、例えば、肝臓の肝動脈及び門脈の脈管構造など
の、多数の脈管構造を有する肝臓などのより複雑な器官も調整され得る。器官運搬装置は
、カセットインタフェースフィーチャに加えて、センサ及び温度コントローラなどの、器
官潅流装置のフィーチャを含む。
【００２４】
　本発明は、器官の生存力をモニタし、維持し及び／又は回復し、格納及び／又は運搬及
び／又は移植及び／又は他の利用のために器官を保存しつつ、潅流の間に器官への損傷を
回避することに関する。種々の理由のために、器官が移植されないとも決定され得る。ド
ナーから器官を取得しその生存力を回復することが困難であっても、器官は完全には放棄
されないのが好ましい。従って、本発明の更なる実施形態では、器官が移植には適切では
なくとも、その同じ器官は、薬学研究などのために生物活性剤で器官をスクリーニングす
るというような、別の目的に利用され得る。
【００２５】
　本発明の例示の実施形態では、本発明の潅流、診断及び運搬装置は、上記の技術及び方
法と組み合わせてもよく、及び／又は、器官若しくは組織で研究を行うという更なる技術
及び方法と組み合わせてもよい。器官が保存され及び／又は維持される間には、種々の薬
の研究開発活動が、器官に関して及び／又は器官により実施され得る。医療用流体及び／
又は物質及び器官の相互作用に関するデータを取得するために、薬若しくは他の生体活性
剤又は他の試験物質などの物質を含み得る医療用流体で、器官は潅流されてもよい。デー
タは、例えば、新薬若しくはその新しい利用のための規制上の出願のサポートにおいて、
物質のききめ、毒性若しくは他の特性に関して情報を与えるのに、利用され得る。
【００２６】
　潅流、診断及び／又は運搬装置は、器官及び器官流出をモニタし、器官の状況を分析し
て及び／又は、医療用流体及び／又は薬若しくは他の生体活性剤など物質の注入から器官
への効果を判定しつつ、器官を介して医療用流体を潅流するように利用され得る。
【００２７】
　器官、医療用流体及びそれらの間の相互作用のデータが、収集され得る。更に、器官デ
ータ指標は、器官の潅流から生成されるデータを格納するために利用されるように為され
るのが好ましい。データにより、器官及び医療用流体を即座に研究でき、情報は、器官状
況をモニタする潅流、診断若しくは運搬装置もから直接に回復され得る。種々のタイプの
データ及び情報は、副次レコード若しくは副次ディレクトリにグループ化されデータマネ
ジメント及び転送に加わるようにしてもよい。全ての副次レコードは、結合されて全体の
器官スクリーニングレコードを生成し、この全体のレコードは、医師、科学者若しくは研
究目的の他の組織に、分散されたり、検索されたりしてもよい。
【００２８】
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　潅流装置、運搬装置、カセット、及び器官診断装置は、器官、即ち格納され若しくは運
搬される器官の、位置及び治療及び診断パラメータの遠隔管理、追跡及びモニタを可能に
するように、ネットワーク化されてもよい。情報システムは、器官運搬及び格納の履歴デ
ータを集め、ドナーとレシピエントに関する病院と全米臓器配分ネットワーク（ＵＮＯＳ
）によるクロスリファレンスを提供するように、利用され得る。システムは、潅流パラメ
ータ及び移植結果の迅速なリサーチを可能にする結果データを提供してもよい。
【００２９】
　本発明の上述の及び他の形態及び利点は、添付の図面と組み合わせた実施形態の以下の
詳細な説明から、明確となる。
【００３０】
［好適な実施形態の詳細な説明］
　本発明の特徴の全般的な理解のために、図面が参照される。図面では、同一の符号は同
一の要素を示すように利用されている。
【００３１】
　図１は、本発明に係る器官潅流装置を示す。図２は、図１の装置の系統図である。装置
１は、マイクロプロセッサ制御であり空気圧で作動するのが好ましい。装置１の、センサ
、バルブ、熱電気ユニット及びポンプに対するマイクロプロセッサ１５０の接続は、図３
に概略示される。マイクロプロセッサ１５０及び装置１は、例えばＬＡＮやインタネット
にてデータをシェアリングするコンピュータネットワークに接続するように構成されても
よく、更に接続できるのが好ましい。
【００３２】
　器官潅流装置１は、正常温度及び低体温（以下、正常温度潅流モード、及び低体温潅流
モードという。）の両方で、一つ又はそれ以上の器官を同時に潅流できる。医療流体接触
表面の全ては、利用されている医療用流体と互換性のある部材で、好ましくは非血栓形成
作用部材で、形成される若しくは被膜されるのが好ましい。図１に示すように、装置１は
、半透明が好ましいフロントカバー４を含むハウジング２と、貯蔵部アクセスドア３を含
む。装置は、潅流をモニタし制御するための一つ又はそれ以上の制御及び表示エリア５ａ
、５ｂ、５ｃ、５ｄを有するのが好ましい。
【００３３】
　図２に概略示すように、ハウジング２内部には、３つの貯蔵タンク１５ａ、１５ｂ、１
７を含むのが好ましい貯蔵部１０を備える。貯蔵タンク１５ａ、１５ｂの２つは、各々圧
力カフ１６ａ、１６ｂを備える標準的１リットル注入バッグであるのが好ましい。圧力源
２０は空気式が好ましく、図２に示すように、気体カフ２６、２６ａ、２６ｂを経由して
少なくとも１０ＬＰＭの外部カフ機動を供給するオンボードコンプレッサユニット２１で
あってもよい。しかしながら、どの適切な圧力源が用いられてもよいので、本発明はオン
ボードコンプレッサユニットを利用することに限定されない。適切な圧力源は、例えば、
内部加圧のための１００ｐｓｉ若しくはそれ以上の圧力の、１．５リットルの容積を伴う
圧縮気体（例えば、空気、二酸化炭素、窒素など）タンク（図示せず）であってもよい。
一方、内部加圧貯蔵タンク（図示せず）が用いられてもよい。実施形態では、貯蔵タンク
１５ａ、１５ｂ、１７は、びんでも、重力により潅流を供給できる若しくは圧縮気体によ
り加圧される他の適切な堅固な貯蔵部でもよい。
【００３４】
　気体バルブ２２－２３は気体チューブ２６に設けられ、これによりオンボードコンプレ
ッサユニット２１による圧力制御が可能になる。逆流防止バルブ２４ａ、２４ｂは、気体
チューブ２６ａ、２６ｂに夫々設けられ得る。圧力センサＰ５、Ｐ６は気体チューブ２６
ａ、２６ｂに夫々設けられ、図３に示すように、内部の情況をマイクロプロセッサ１５０
に中継する。潅流、診断及び／又は運搬装置にはセンサが設けられ、潅流流体圧力をモニ
タし、特に、器官の維持に適切なレベルを超える圧力などの、特定装置内の障害を検出す
る特定装置内の流れをモニタする。気体バルブＧＶ１、ＧＶ２は、カフ１６ａ、１６ｂか
らの圧力を解放するために設けられ得る。気体バルブＧＶ１、ＧＶ２の一方若しくは両方
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は、大気に排出されるものであればよい。チューブ１８ａ、１８ｂを介して貯蔵タンク１
５ａ、１５ｂに繋がる気体バルブＧＶ４は、チューブ１８を介して貯蔵タンク１５ａ、１
５ｂから空気に排出するように為されればよい。チューブ１８、１８ａ、１８ｂ、２６、
２６ａ及び／又は２６ｂは、フィルタ及び／又はチェックバルブが設けられ、これにより
、生理部材がチューブに入り込むこと、若しくは流体経路に沿って更に進むことを防ぐこ
とが好ましい。チェックバルブ及び／又はフィルタは、多重器官潅流構成において、生理
部材が一つの器官の潅流チューブセットを離れ後続の器官のチューブセットに移送される
ことを防ぐために、設けられてもよい。チェックバルブ及び／又はフィルタは、バクテリ
アやウイルスなどの生理部材が使用後の潅流装置内に残留する場合に、潅流装置の後続の
利用において、器官から器官へ移送されてしまうことを防ぐためにも設けられてもよい。
チェックバルブ及び／又はフィルタは、気体及び／又は排出ライン内の逆流と関連する汚
濁問題を防ぐ。例えば、バルブは逆流を防ぐ逆流防止バルブとして構成されてもよい。第
３の貯蔵タンク１７は、気体バルブＧＶ２を介して圧力カフの一つから解放される圧力に
より圧せられるのが好ましい。
【００３５】
　医療用流体は、血液でも人造流体でもよく、例えば、混合物でない晶質溶液でもよく、
適切な酸素坦体を増加されてもよい。酸素坦体は、例えば、洗浄され安定化された赤血球
、交差結合されたヘモグロビン、ペゴレート（ｐｅｇｏｌａｔｅ）されたヘモグロビン、
若しくは過フッ化炭化水素基底のエマルジョンでもよい。医療用流体は、生理的環境で過
酸化、即ちフリーラジカル損傷を減少することで知られる抗酸化物質や、組織保護を助け
ることで知られる特定の薬剤を含んでもよい。以下に詳細に示すように、酸化（例えば、
交差結合されたヘモグロビン基底の重炭酸塩）溶液は正常体温モードに対して好ましく、
非酸化（例えば、抗酸化物質を増加されるのが好ましい混合物でない晶質溶液）溶液は低
体温モードに対して好ましい。正常体温及び低体温モードで利用される特定の医療用流体
は、器官の管内皮ライニングの洗い流し若しくは損傷を、減少する若しくは防止するよう
に為されている。流水及び／又は静的貯蔵に対してだけでなく、低体温潅流モードに対し
て、好ましい溶液が２０００年７月２８日出願の米国特許出願第０９／６２８３１１号で
開示されている溶液である。該出願の全開示内容は、本明細書に参照の上援用される。本
発明のための潅流溶液内で利用され得る付加物の例は、ハッサナインによる米国特許第６
０４６０４６号にも開示され、その全開示内容は、本明細書に参照の上援用される。勿論
、公知である他の適切な溶液及び部材が用いられてもよい。
【００３６】
　潅流溶液は、潅流溶液キット内に、例えば、図２で示す箱１０が好ましい、正常体温潅
流のための第１の潅流溶液を保持する少なくとも一つの第１の容器と、低体温潅流のため
の第２の別の潅流溶液を保持する少なくとも一つの第２の容器を含むのが好ましい商業入
手可能なパッケージ内に、設けられてもよい。第１の潅流溶液は、少なくとも一つの酸素
坦体や酸化物でもよく、及び／又は交差結合されたヘモグロビン及び安定化された赤血球
からなるグループから選択されてもよい。第２の潅流溶液は、非酸化物でもよく、少なく
とも一つの酸化防止物を含んでもよく、及び／又は少なくとも一つの血管拡張神経薬を含
んでもよい。更に、溶液は５ｍＭ以下の溶存ピルビン酸塩を含んでもよい。また、第１の
容器及び第２の容器は、潅流機械の潅流コンジットと流体連絡する潅流流体貯蔵部として
、潅流機械に操作自在に接続するように構成されてもよい。更に、第１と第２の容器のう
ちの一つは圧縮可能で内部の潅流溶液に圧力を加えられるのがよい。更に、第１と第２の
容器のうちの少なくとも一つは、容器から出て行く含有される潅流溶液の通過のための第
１の開口と、容器内に入る圧縮気体の通過のための第２の開口を含んでもよい。パッケー
ジが、潅流機械と操作自在に接続するように構成されるカセットであり、これにより潅流
コンジット若しくは潅流機械のチューブと流体連絡する潅流機械内部の第１と第２の容器
と接続してもよい。
【００３７】
　別の実施形態では、潅流溶液キットは、第１の温度の低体温潅流のための第１の潅流溶
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液を保持する少なくとも一つの第１の容器と、第１の温度より低い第２の温度の低体温潅
流のための第２の別の潅流溶液を保持する少なくとも一つの第２の容器を含んでもよい。
キット内では、第１の潅流溶液は少なくとも晶質を含んでもよく、更に少なくとも一つの
血管拡張神経薬を含んでもよい。第２の潅流溶液は、増強された酸素坦体でもよい。ここ
で酸素坦体はヘモグロビンと安定化赤血球からなるグループから選択される。更に、第２
の潅流溶液は、少なくとも一つの酸化防止物若しくはフリーラジカルスカベンジャを含ん
でもよい。第２の溶液は５ｍＭ以下の溶存ピルビン酸塩を含んでもよい。上記のように、
第１の容器及び第２の容器は、潅流機械の潅流コンジットと流体連絡する潅流流体貯蔵部
として、潅流機械に操作自在に接続するように構成されてもよい。更に、第１と第２の容
器のうちの一つは圧縮可能で内部の潅流溶液に圧力を加えられるのがよい。更に、第１と
第２の容器のうちの少なくとも一つは、容器から出て行く含有される潅流溶液の通過のた
めの第１の開口と、容器内に入る圧縮気体の通過のための第２の開口を含んでもよい。パ
ッケージが、潅流機械と操作自在に接続するように構成されるカセットであり、これによ
り潅流コンジット若しくは潅流機械のチューブと流体連絡する潅流機械内部の第１と第２
の容器と接続してもよい。
【００３８】
　貯蔵部１０内部の医療用流体は、貯蔵部１０と熱移送連絡する第１の熱電気ユニット３
０ａにより所与の温度にまで引き上げられるのが好ましい。温度センサＴ３は、貯蔵部１
０内部の温度をマイクロプロセッサ１５０に中継する。マイクロプロセッサ１５０は、貯
蔵部１０内部の所与の温度を維持するように熱電気ユニット３０ａを調整し、及び／又は
、手動調整のために制御及び表示エリア５ａ上に温度を表示する。一方、又は更に、器官
潅流デバイスが移送される場合に、低体温潅流流体貯蔵部内部の医療用流体は、同時継続
出願の第０９／０３９４４３号に開示される極低温流体熱交換装置を利用して冷却され得
る。該出願の内容は、本明細書に参照の上援用される。
【００３９】
　図２に示すようにカセット６５を支持し潅流される器官を保持する、又は、図１２に示
すように相互に近接して配置されるのが好ましい複数のカセット６５、６５、６５を支持
する器官チャンバ４０が設けられる。カセット６５の種々の形態は、図１１Ａ～図１１Ｄ
に示される。カセット６５は、持ち運びが非常に楽なように軽いが耐久性のある部材で形
成されるのが好ましい。部材は、器官を眼で検査できるように透明であってもよい。
【００４０】
　カセット６５は、側壁６７ａ、底壁６７ｂ及び器官支持面６６を含み、該器官支持面６
６は流体が通過するように多孔性若しくはメッシュ部材で形成されるのが好ましい。過接
地６５は、頂部６７ｄも含んでもよく、チューブのための開口部６３が設けられてもよい
（例えば、図１１Ｄ参照）。開口部６３はシール６３ａ（例えば、隔壁シールやオーリン
グシール）を含んでもよく、器官の汚濁を防ぎ殺菌環境を維持するためのプラグ（図示せ
ず）が設けられてもよい。また、カセット６５は閉鎖自在の空気ベント６１（例えば、図
１１Ｄ参照）が設けられてもよい。カセット６５、特に、器官支持体、開口部、チューブ
及び／又は接続部は、還流されるべき器官のタイプ及び／又は器官のサイズに特別に調整
されてもよい。側支持壁６７ａの外部縁６７ｃは、器官チャンバ４０内に配置されるカセ
ット６５を支持するように利用されてもよい。カセット６５は更に、例えば図１１Ｃ及び
図１１Ｄに示すように、カセット６５を容易に操作できるハンドル部位６８を含んでもよ
い。個々のカセット６５には、以下で詳細に述べるように、（例えば、図１１Ｃに示すハ
ンドル部位６８に）内部に配置される器官６０の中に潅流される医療用流体の圧力を適切
に調整するためのそれ自身のステッピングモータ／カムバルブ７５が設けられてもよい。
一方、圧力は、個々の器官のための個別の空気式チャンバ（図示せず）などの、空気式チ
ャンバにより、若しくは、ロータリスクリュバルブやヘリカルスクリュバルブなどの適切
な種々のバルブにより、制御されてもよい。
【００４１】
　図１７は、カセット６５の別の形態を示す。図１７では、カセット６５は、コンジット
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一つ又はそれ以上の－部セット４００と共に示される。チューブセット４００は、潅流装
置１、又は器官運搬装置若しくは器官診断装置に接続可能であり、これにより、カセット
６５の内部の滅菌を損なうことなくカセット６５を種々の装置間で移動可能にする。カセ
ット６５は、穿通の厳しいインパクトに耐えられるような十分に耐久性のある部材で作ら
れるのが好ましい。カセット６５は蓋が備わり、内蓋４１０と外蓋４２０の２つのふたが
備わるのが好ましい。蓋４１０と４２０は、取り外し自在でも、ヒンジされていてもよく
、カセット６５のボディ部に繋がっていてもよい。留め具４０５には、更なる安全性と安
定性をもたらすロックが更に設けられてもよい。生検ポート４３０が、内蓋４１０内に、
又は、内蓋４１０及び外蓋４２０の両方に追加して設けられてもよい。生検ポート４３０
は、器官への接触手段を設けるのであり、これにより器官への最小限の擾乱により器官の
追加的診断が可能になる。カセット６５は、（図１７Ａに示す）オーバフロートラフ４４
０を有してもよい。オーバフロートラフ４４０は、カセット６５の頂部に存するチャネル
である。蓋４１０及び４２０がカセット６５に固定されると、オーバフロートラフ４４０
は、内部のシールが漏れているか判定するのを容易にチェックする領域を設ける。潅流は
、カセット６５の中へそしてカセット６５から流れ、コックの栓若しくは取り外し自在の
プラグを介してカセット６５から排出され得る。
【００４２】
　カセット６５及び／又は両方の蓋４１０、４２０は、光学的に透明な部材で構成されて
もよく、これにより、カセット６５の内部の視察や器官のモニタが可能になり、器官のビ
デオ画像や写真を撮ることが可能になる。潅流装置１若しくはカセット６５は、配線され
、デジタルやその他のビデオカメラや写真カメラが取り付けられ、器官の経緯や状態が記
録されてもよい。取られた画像は、更なるデータ解析やリモートモニタを行うためのロー
カルエリアネットワークやインタネットなどのコンピュータネットワークで利用可能とさ
れてもよい。カセット６５には、バーコード、磁気、無線周波数、若しくは他の手段を介
して、カセットの配置、カセットが装置内に存すること、及び／又は潅流装置若しくは運
搬装置に対する器官の識別子につき信号で送るタグが設けられてもよい。カセット６５は
、滅菌パッケージでもよく、及び／又は、ピールオープンパウチ内などの使い捨てカセッ
トとしてパッケージされても、即ち販売されてもよい。カセット６５を含む使い捨てパッ
ケージはコンジット一つ又はそれ以上の－部セット４００を含んでもよい。
【００４３】
　カセット６５は、図１８及び図１８Ａに示す器官チェア１８００が更に備わってもよい
。器官チェア１８００は取り外し自在であり、カセット６５内部に器官のための支持表面
を設ける。取り外し自在の器官チェア１８００を利用することにより、カセット６５の中
に配置される前に器官がドナーから再生された場合に、器官を冷却状況下でカニューレ挿
入して固定できる。器官チェア１８００は再利用可能でも使い捨てでもよい。器官チェア
１８００は、腎臓、心臓若しくは肝臓など、器官の夫々のタイプに特に対応して、構成さ
れてもよい。器官チェア１８００は、器官サイズの人体計測範囲にのみ適合するように、
器官に形状合致して設計されるのが好ましい。
【００４４】
　器官チェア１８００は、少なくとも一部孔をあけられ流体を通すようにされているのが
好ましい。器官チェア１８００の孔は、器官くずを捕らえるサイズであればよく、即ち、
追加のフィルタ層であればよく、布、繊維、ナイロン、プラスチックなどで構成されれば
よく、その場合少なくとも直径１５ミクロンの器官くずを捕らえる。更に、単独のフィル
タが、潅流溶液から直接に流体を取り込むチューブ上で用いられ、例えば少なくとも直径
１０～１５ミクロンの所定サイズの器官くずが潅流チューブに入り込むのを防ぐようにし
てもよい。
【００４５】
　器官チェア１８００は、静脈流出サンプラ１８１０も設けられてもよい。器官チェア１
８００は、静脈流出を静脈流出サンプラ１８１０の中に集中させる。静脈流出サンプラ１
８１０は、器官の静脈流出を捕まえるための即座に利用可能な源となる。このように静脈
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流出を捕まえることにより、静脈にカニューレ挿入することなく器官から出る潅流の分析
が可能になり、器官に流入及び流出する潅流を区別して分析することにより高い程度の感
度で器官の生存力を測ることができる。一方、静脈流出は静脈にカニューレ挿入すること
により直接に捕獲され得るが、この方法は静脈や器官を損傷してしまう危険が増加する。
器官チェアは、カセット６５内部でも上げ下げ可能であり、このことにより静脈流出サン
プラ１８１０からのサンプリングを促進する。一方、十分な量の器官溶液をカセット６５
から流出させ、静脈流出サンプラ１８１０に到達するようにしてもよく、若しくは、気管
溶液内の残りの潅流と静脈流出が混合する前に静脈流出を捕獲するようにしてもよい。
【００４６】
　器官チェア１８１０は更に、腎臓動脈などの潅流動脈に付随するカニューラ１８２０が
設けられるのが好ましい。カニューラ１８２０は再利用可能でもよく、使い捨てに適する
ものでもよく、カセット６５、器官チェア１８００及びチューブセット４００と共に滅菌
パッケージ内に設けられるのが好ましい。カニューラ１８２０には、カニューラクランプ
１８３０が設けられ、潅流動脈の周囲でカニューラ１８２０を固定し更に好ましくは潅流
の漏れを無くするようにする。直線進入フランジ式カニューラも利用され得るが、動脈の
周囲のクランプが、傷つきやすい動脈の内側面との接触を避けるのには好ましい。カニュ
ーラ１８２０は、副動脈のための追加の分岐接続が構成されてもよい。多数のカニューラ
及びカニューラサイズが種々の動脈サイズに適応するように利用されてもよいし、調整可
能なカニューラ及びカニューラクランプが種々のサイズの動脈に適応するように利用され
てもよい。カニューラクランプ１８３０は２枚貝構成であってもよいし、２点設計であっ
てもよい。カニューラクランプ１８３０には、カニューラクランプ１８３０を適切な圧力
に締めて漏れのない潅流を実現するための統合的手段若しくは分離手段が、構成されても
よい。更に、カニューラ１８２０は、カニューラ１８２０の閉鎖を保持するスナップ１８
４０が設けられてもよい。カニューラ１８２０は、カニューラ１８２０から気泡を除去す
るベント１８５０が設けられてもよい。
【００４７】
　器官チェア１８００は、カニューラ１８２０の突起部１８７０に対応する戻り止め領域
１８６０を有するのが好ましい。器官チェア１８００上のそのような戻り止め、トラック
若しくは溝により、カニューラ１８２０は種々の位置に配置可能となり潅流される動脈に
種々の張力を与える。このことにより、理想的な最小限の張力が個々の動脈に対して設定
され得ることになる。カニューラクランプ１８３０は、潅流チューブを潅流される動脈に
固定する。カニューラ１８２０は調整自在に器官チェア１８００に固定され、器官サイズ
及び動脈長さの変動に適応するように潅流される動脈を配置し、動脈の伸び、ねじれ、た
るみ、若しくはよじれを防ぐ。器官チェア１８００、カニューラ１８２０、及び、添付の
紐若しくは幅広のベルトの組み合わせにより、確固たるプラットフォームが、器官を輸送
し更にカセットと手術野との間で器官を移動させることになる。
【００４８】
　器官チェア１８００、カニューラ１８２０及び／又はカニューラクランプ１８３０は、
光学的に透明な部材で構成され、これにより、器官と潅流の状況のモニタが促進される。
【００４９】
　カセット６５は、器官潅流装置１から取り外され、例えば同時に出願された同時係属出
願第０９／１６１９１９号、若しくはファーヒによる米国特許第５５８６４３８号に開示
される従来技術の冷却器若しくは携帯用容器などの、携帯用輸送装置内で別の器官潅流装
置に輸送されるように、構成される。上記特許は参照されて本明細書に援用される。
【００５０】
　実施の形態では、輸送時に、器官は器官支持面６６上に配置され、カセット６５は例え
ば図１１Ａに示すように好適な滅菌バッグ６９内に封入されるのが好ましい。器官が医療
用流体で潅流されるとき、流れ出る医療用流体はバッグ６９内で集められ器官溶液となる
。一方、カセット６５には、流れ出る医療用流体が集まる流体漏れの生じない下方部位が
形成されてもよく、流れ出る医療用流体が器官チャンバ４０内に集まり器官溶液となって
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もよい。更に別の場合には、バッグ６９は、カセットを器官チャンバ４０の中に挿入する
前に取り外されてもよい。更に、複数の器官が潅流される場合、器官チャンバは個々の器
官に対して設けられてもよい。一方、カセット６５は、図１７の二重蓋のカセット内で輸
送され更に携帯用器官運搬装置内部で運ばれてもよい。
【００５１】
　図１９は、本発明の運搬装置１９００の実施形態の外観を示す。図１９の運搬装置１９
００は、直立姿勢を促進する安定底を有し、持ち運びのためのハンドル１９１０を有する
。運搬装置１９００は、持ち運びの助けとなる肩紐、及び／又は、ホイールが備わっても
よい。制御パネル１９２０が設けられるのも好ましい。制御パネル１９２０は、注入圧力
、電源オン／オフ、エラー若しくはフォールト状況、流速、流れ抵抗、注入温度、溶液温
度、ポンプ時間、バッテリチャージ、温度プロファイル（最大と最小）、カバーの開閉、
ログ若しくグラフの履歴、及び更なる状況の記述とメッセージなどの特性を表示するが、
特性はこれらに限定されない。そして、これら特性は、データ格納及び／又は分析のため
に遠隔位置に更に転送可能であることが好ましい。運搬装置１９００内の流れ及び圧力セ
ンサ若しくは変換器は、ポンプ圧力及び器官の管抵抗を含む種々の器官特性を計算するの
に利用され得る。これら器官特性はコンピュータメモリに格納され、高圧などの装置内の
短所を検出するだけでなく、例えば管抵抗履歴の分析を可能なものにする。
【００５２】
　運搬装置１９００は、利用者の開けるための動作を要求するラッチ１９３０を備え、こ
れにより、輸送中に運搬装置１９００が不注意で開く可能性を回避する。ラッチ１９３０
は、運搬装置１９３０の適所に頂部１９４０を保持する。頂部１９４０若しくはその一部
は、カセット及び器官の潅流状況を観察せしめる光学的に透明な部材で構成されてもよい
。運搬装置１９００は、カバーが開いているか閉じているかモニタし表示するカバーオー
プン検出器が設けられてもよい。運搬装置１９００は、種々の輸送範囲及び距離に対して
利用者が運搬装置１９００を構成できる種々の厚さの防護外面で構成してもよい。実施の
形態では、コンパートメント１９５０は、チャート、検査供給、追加のバッテリ、ハンド
ヘルドコンピュータ装置、及び／又は、運搬装置１９００と利用する他のアクセサリに関
する、患者及び器官のデータを保持するようにされていてもよい。運搬装置１９００は、
ＵＮＯＳラベル及び／又は識別子を表示し発送先情報を答える手段が備わってもよい。
【００５３】
　図２０は、運搬装置１９００の断面図を示す。運搬装置１９００は、カセット６５及び
ポンプ２０１０を含む。カセット６５は、カセット６５からチューブセット４００を外す
ことなく、輸送装置１９００への取り付け及び取り外しをすることが可能であり、このこ
とにより器官の滅菌が維持される。運搬装置１９００内のセンサは運搬装置１９００内の
カセット６５の存在を検知でき、センサに依存するが、カセット６５に統合されているバ
ーコード若しくは無線周波数若しくは他のスマートタグから器官の識別を読み取れる。こ
のことにより、器官の自動識別及び追跡が可能になり、保護のチェーンをモニタし制御す
ることが助けられる。衛星利用測位システムが運搬装置１９００及び／又はカセット６５
加えられ器官の追跡を促進するようにしてもよい。運搬装置１９００は、ローカルエリア
ネットワークへのハードウエア接続により、若しくは輸送中の無線通信により、コンピュ
ータネットワークに結合してもよい。この結合（インタフェース）により、潅流のパラメ
ータ、管抵抗、並びに、器官識別と運搬装置とカセットの位置が、リアルタイムで、若し
くは、将来の分析のために捕捉されて、追跡され表示され得るものとなる。
【００５４】
　運搬装置１９００は、潅流から直径０．０５～１５ミクロン若しくはそれ以上のサイズ
の範囲が好ましい沈殿物及び他の粒状物質を除去し、装置若しくは器官の目詰まりを防ぐ
フィルタ２０２０を含むのが好ましい。運搬装置１９００はバッテリ２０３０も含み、該
バッテリ２０３０は、運搬装置１９００の底部に、若しくはポンプ２０１０の真下に、又
はバッテリ２０３０交換し易い場所なら何処でも、配置されてもよい。バッテリ２０３０
は、運搬装置１９００の外部で若しくは運搬装置１９００内で手を触れずに、再充電可能
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なものであってもよく、及び／又は、一度にホットスワップ可能なものであってもよい。
バッテリ２０３０は、迅速に、完全放電することなく、再充填されるのが好ましい。運搬
装置１９００は、運搬装置１９００の底部に、電源コード、バッテリ及び他の付属品のた
めの追加の格納スペース２０４０を設けてもよい。運搬装置１９００は、自動車や飛行機
などの乗物に対するＤＣ接続のための、及び／又は、ＡＣ接続のための電源ポートを含ん
でもよい。
【００５５】
　図２１は、運搬装置１９００のブロック図を示す。図２１の運搬装置１９００は、一次
的な低体温潅流を与えることを意図しており、例えば、－２５～６０°Ｃの範囲で、約０
～８°Ｃで、好ましくは約４°Ｃで、どの温度でも操作し得る。温度は、運搬の時間長な
どの特定の運搬条件に対して利用され適合される特定の流体を基にして、調節され得る。
運搬装置１９００は、冷却剤２１１０により冷却されるが、冷却剤２１１０は、氷と水で
も、低体温材料でもよい。低体温材料を利用する実施形態では、器官の凝固が回避される
設計で有るべきである。器官の周囲の潅流溶液の温度は、温度変換器２１１５によりモニ
タされる。運搬装置１９００も、潅流から直径０．０５～１５ミクロン若しくはそれ以上
のサイズの範囲が好ましい沈殿物及び粒状物質を除去し、装置若しくは器官の目詰まりを
防ぐフィルタ２０２０を含むのが好ましい。ポンプ２０１０の下流でフィルタ２０２０を
利用することで、不注意なポンプくずを捕捉でき、ポンプ２０１０からの圧力スパイクを
弱める。
【００５６】
　運搬装置１９００内部の潅流は、ポンプ２０１０により制御されるが、該ポンプ２０１
０は蠕動若しくはローラポンプであるのが好ましい。ポンプ２０１０は、滅菌の維持の助
けとなるために潅流に接しないのが好ましい。更に、チューブセット４００は、チューブ
回路を開けないでポンプ２０１０に接続してもよい。ポンプ２０１０は、コンピュータ若
しくはマイクロコントローラにより制御される。コンピュータは、ポンプ２０１０の角速
度を積極的に調節し低レベルまでポンプ２０１０の自然パルス動作を下げることができ、
このことにより、非拍動流にまでしてしまう。更にコンピュータ制御は、シヌソイドの、
若しくは生理的な、又は別の合成圧力パルスプロファイルを課することができる。平均流
速及び圧力は、合成圧力パルスのパルス幅調整により若しくは振幅調整により、パルス繰
り返し率から独立して、形成され得る。パルスパラメータの一部又は全部に関する制御は
、制御パネル１９２０を介して若しくはネットワークにより利用者に利用可能となり得る
。パルス制御は器官特有となり得る。肝臓の場合、単体ポンプは、例えば毎分１～３リッ
トルで門脈に連続流を与え、例えば毎分１００～３００ｍリットルで肝動脈に拍動性流を
与える。入換えバルブをポンプコントローラに同期させることによって、２つの流れの独
立圧力調整が可能になる。
【００５７】
　器官への潅流は流れセンサ２１２５によりモニタされる。圧力変換器２１２０は、潅流
がチューブ上に配置する圧力をモニタするように置かれるのが好ましい。圧力変換器２１
２０は、ポンプ圧力及び／又は注入圧力をモニタするのに利用され得る。圧力変換器２１
２０は、器官注入圧力をモニタするために器官の直ぐ上流に置かれるのが好ましい。運搬
装置１９００は、潅流が泡トラップ２１３０に入る前に泡を検出する泡検出器２１２５が
設けられてもよい。泡検出器２１２５のような泡検出装置は、例えば、注入ライン及び／
又はポンプ出力ラインの泡を検出するのに利用され得る。泡トラップ２１３０は、潅流か
ら気泡を取り除き洗浄チューブの中にバブルを排出する。バブルトラップ２１３０は使い
捨てでもよく、チューブセット４００に統合して構成されてもよい。排出潅流の泡トラッ
プ２１３０は、注入バルブ２１４０を通過して若しくは洗浄バルブ２１５０を通過して連
続し得る。洗浄バルブ２１５０は通常開いており、注入バルブは通常閉じている。洗浄バ
ルブ２１５０と注入バルブ２１４０は、一方のバルブが開けばもう一方が閉じるというよ
うに、オン／オフで依存して動作するのが好ましい。注入バルブ２１４０は通常閉じてい
るが、センサ及びモニタが全て運搬装置１９００内に存在する適切な潅流パラメータを通



(15) JP 5329760 B2 2013.10.30

10

20

30

40

50

知するならば、注入バルブ２１４０は開けられて器官潅流を受け入れ得ることになる。器
官の適切レベルを超える潅流の高圧などの障害の発生時には、注入バルブ２１４０は閉鎖
状態にスイッチバックし洗浄バルブ２１５０は開き器官の周囲の潅流溶液内に流体を流す
。このことにより、電源障害やコンピュータや回路の不調の場合に、潅流を自動的に入れ
換えて器官潅流を回避するフェールセーフ機構がもたらされる。Ｐ２が付されている圧力
変換器２１２０は、コンピュータ及びソフトウエア制御に対して冗長となるように、洗浄
バルブ２１５０及び注入バルブ２１４０に結線されており、このことにより圧力不調の場
合に障害のメッセージをバルブに素早く伝え得る。実施の形態では、迂回される流体は、
別の容器若しくはコンパートメント内に分離して集められてもよい。
【００５８】
　図２２は、運搬装置１９００の操作状態を示す。例えば、制御パネル１９２０に設けら
れた制御を利用して、利用者は潅流、アイドル、洗浄及びプライムなどの操作を選択でき
る。図２２は、運搬装置１９００の現状に依存する種々の状態を示す。ラベルのアイドル
、プライム、洗浄、潅流及びエラー処理は、対応する操作の間に制御パネル１９２０に示
されるのが好ましい運搬装置１９００の状態を示す。例えば、運搬装置１９００が洗浄操
作にあるときは、制御パネル１９２０はＬＥＤ表示などの洗浄操作インジケータを表示す
る。運搬装置１９００の種々の操作に繋がる矢印は、操作状態間にて移転する運搬装置１
９００に生じ得る手動及び自動動作を示す。手動動作では、利用者は、例えば、ボタンを
押したりノブやダイヤルを回したりすることで動作する必要がある。図２２は、ボタンや
他のインジケータを押すことを例として挙げており、例えば、ストップボタンを押すこと
により（ストップ押下）潅流操作からアイドル操作へ移行する。アイドル操作から潅流操
作へ直接移行するには、利用者は潅流を押す（潅流押下）。
【００５９】
　自動操作は、時間経過により、及び／又は、運搬装置１９００内部の内部モニタにより
、制御され得る。このような自動操作は図２２に示されており、例えば、プライム操作を
アイドル操作に繋げるものがそうである。洗浄ボタンが押下される前に、プライム操作が
内部運搬装置プログラムパラメータに従って完了すると、運搬装置１９００はアイドル操
作に戻る。器官の過圧力などの障害やエラーが発生すると、別の自動操作が潅流操作の間
に生じる。エラーや障害が生じると、運搬装置１９００はエラー処理操作に移行し障害又
はエラーの範囲や程度を判定することが可能になる。障害又はエラーが小さい、若しくは
訂正可能なエラーであると判定されると、運搬装置１９００は洗浄操作に移行する。運搬
装置１９００がシステムパラメータを調整し障害又はエラーを処理できれば、運搬装置１
９００は潅流に戻る（エラーリカバリ）。運搬装置１９００がシステムパラメータを調整
し障害又はエラーを処理できなければ、運搬装置１９００はアイドル操作に戻る。検出さ
れたエラーや障害が重大なものであると判定されれば、運搬装置１９００は直接アイドル
操作に移行してもよい。
【００６０】
　図２３は、運搬装置１９００の別の断面図を示す。運搬装置１９００は、金属、好まし
くはプラスチック、又は、貫通や衝撃に耐える程十分に強い合成樹脂で構成される外部封
入２３１０を有してもよい。運搬装置１９００は、例えばガラスウールや発泡ポリスチレ
ンで形成される、遮断材２３２０、好ましくは断熱材を含む。遮断材２３２０は、約２イ
ンチ厚さなどの、１～３インチが好ましいのであるが、０．５～５インチ又はそれ以上の
厚さの範囲の種々の厚さとなり得る。運搬装置１９００は、冷却剤２１１０により冷却さ
れ、冷却剤２１１０は、氷と水でも、低体温材料でもよい。低体温材料を利用する実施形
態では、器官の凝固が回避される設計で有るべきである。氷と水の混合物は、約１対１の
初期混合であるのが好ましいが、しかしながら、実施形態では、氷と水溶液は凝固固体と
なってもよい。運搬装置１９００は、種々の量の冷却剤を保持するように構成され、その
量は１０～２１リットルまでが好ましい。氷と水溶液は廉価であり、器官を凍らせる程冷
たくはならないので、好ましい。冷却剤２１１０は、交換しないで、最短でも６～２１時
間継続するのが好ましく、最短で３０～５０時間継続するのがより好ましい。冷却剤２１
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１０のレベルは、運搬装置１９００の透明領域を介して確認されてもよく、センサにより
自動的に検出してモニタされてもよい。冷却剤２１１０は、潅流を停止することなく、若
しくは、運搬装置１９００からカセット６５を取り外すことなく、交換され得る。冷却剤
２１１０は、運搬装置１９００の防水コンパートメント２１１５内で維持される。コンパ
ートメント２１１５は、運搬装置１９００が傾いたり返されたりしたときに、冷却剤２１
１０の損失を防ぐ。熱は潅流貯蔵部及びカセット６５の壁から冷却剤２１１０の中に伝導
するが、所望の温度範囲内に制御され得る。電源の損失や電気やコンピュータの不調の場
合に運搬装置１９００は自動的に冷却保存に戻るのだから、冷却剤２１１０はフェールセ
ーフの冷却機構といえる。運搬装置１９００は、潅流の温度を上げるヒータが設けられて
もよい。
【００６１】
　運搬装置１９００は、バッテリにより、若しくはプラグ２３３０を介して与えられる電
力により、動力を得ることができる。電子モジュール２３５５は、運搬装置１９００内に
設けられる。電子モジュール２３５５は、排出される空気の対流２３７０により冷却され
、更にファンにより冷却されてもよい。電子モジュール２３５５は潅流チューブから離れ
て配置されるのが好ましく、このことにより、潅流が電子モジュール２３５５を濡らすこ
とが防がれ、電子モジュール２３５５からの余熱が潅流に加えられることが回避される。
運搬装置１９００は、潅流２３４０を器官２３５０に供給するために圧力を潅流チューブ
２３６０に供給するポンプ２０１０を有する。運搬装置１９００は、腎臓、心臓、小腸及
び肺などの種々の器官を潅流するのに利用され得る。運搬装置１９００及びカセット６５
は、例えば３～５リットルまでの、種々の量の潅流を収容し得る。低体温潅流の約１リッ
トルが、器官２３５０を潅流するのに利用されるのが好ましい。器官２３５０は、腎臓、
心臓、小腸及び肺などを含む種々の器官であってよく、これらに限定されるものではない
。
【００６２】
　カセット６５及び運搬装置１９００は、効率的な熱移動が可能なように、適合し結び合
うように構成されるのが好ましい。カセット６５お酔い運搬装置１９００の形状的要素は
、カセット６５が運搬装置１９００内部に配置されると各要素が輸送にむけて安定したも
のになるというように構成されるのが好ましい。
【００６３】
　図２４は、全体のコミュニケーションで助力することが促進され得る種々のデータ構造
及び情報連絡と、器官移植の前、最中及び後に有用なデータ移動を示す。潅流装置、運搬
装置、カセット、及び器官診断装置は、器官、即ち保存され若しくは運搬される器官の、
位置及び治療及び診断パラメータの遠隔管理、追跡及びモニタを可能にするように、ネッ
トワーク化されてもよい。情報システムは、器官運搬及び保存の履歴データを集め、ドナ
ーとレシピエントに関する病院とＵＮＯＳによるクロスリファレンス、及び／又は移植が
何故不適切であるかに関する情報を提供するように、利用され得る。システムは、潅流パ
ラメータ及び移植結果の迅速なリサーチを可能にする結果データを提供してもよい。例え
ば、ドナーに係る情報は、器官がドナーから再生された地点で入力されてもよい。情報は
、器官の状態及び位置をモニタする診断若しくは運搬装置から、直接に再生されてもよい
。種々のタイプの情報は、副次レコード若しくは下位ディレクトリにグループ化されデー
タ管理及び転送での助けとなる。全ての副次レコードは、組み合わされて全体の移植レコ
ードを形成し、追跡及びモニタの目的のために医者、科学者若しくはそれ以上の他の機関
に散布されて検索され得るものとなる。
【００６４】
　運搬装置１９００の好適な実施形態は、潅流プロセスデータ及び運搬装置１９００の出
来事の多く若しくは全てを、内部データベースの中に自動的に記録できる。個々のカセッ
ト６５のための無線周波数若しくはバーコードラベルタグ等により、運搬装置１９００は
個々の器官特有のデータを参照できる。運搬装置１９００がドックポートに到達すると、
運搬装置１９００はＬＡＮを介してメインデータベースコンピュータにデータをアップロ
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ードできる。運搬装置１９００は、運搬装置１９００がＬＡＮに接続するときはいつも、
リアルタイムの状況も提供できる。運搬装置１９００は、運搬の間にリアルタイムデータ
転送を提供する無線通信セットアップが設けられてもよい。潅流装置１はＬＡＮに接続で
き、潅流装置は一般的に静止しているので、データアップロードが連続的に且つリアルタ
イムで発生する。データはＵＮＯＳデータと相互参照され、このことにより、器官識別、
ドナー状況、ドナーロジスティックス、レシピエントロジスティックス、及びレシピエン
ト結果に関するＵＮＯＳデータを利用することになる。データはインタネットで表示・ア
クセスされ、このことにより、どの位置からもモニタを促進することになる。
【００６５】
　潅流、診断及び／又は運搬装置内部では、器官溶液は、図２に示すような、器官チャン
バ４０と熱転送連絡する第２の熱電ユニットにより、所定の温度まで冷却されるのが好ま
しい。一方で、器官潅流デバイスが運搬される場合、貯蔵部１０内部の医療用流体が、氷
と水溶液、又は、同時係属出願第０９／０３９４４３号に開示される低体温流体熱交換装
置を利用して、冷却され得る。該出願の内容は参照の上で本明細書に援用される。器官チ
ャンバ内部の温度センサＴ２は器官の温度をマイクロプロセッサ１５０に中継し、マイク
ロプロセッサ１５０は熱電ユニット３０ｂを調整して所望の器官温度を維持し、及び／又
は、手動調節のために制御及び表示エリア５ｃに温度を表示する。
【００６６】
　医療用流体は、チューブ５０ａ、５０ｂ、５０ｃを介してバッグ１５ａから、器官チャ
ンバ４０内に配置される器官６０に直接、又は、開口バルブＬＶ４若しくはＬＶ３夫々に
よりチューブ５０ｄ、５０ｅ、５０ｆを介してバッグ１５ｂから、供給され得る。従来の
医療用流体バッグ及びチューブが利用されてもよい。全てのチューブは、使い捨てであり
、交換容易であり、取り替え可能であるのが好ましい。更に、全てのチューブは、好まし
くは利用される医療用流体と適合性のある物質で、より好ましくは非トロンボゲン部材で
、形成される、若しくはコートされる。チューブ５０ｃの端は、器官６０内に挿入される
。チューブは、従来の方法、例えば縫合で、器官と繋がれてもよい。チューブは器官への
接続を促進するリップを含んでもよい。一方、上述のカニューラ１８２０は、器官チェア
１８００と繋がって利用されてもよいし、繋がらずに利用されてもよい。しかしながら、
特定の方法及び接続は、潅流される器官のタイプに依存する。
【００６７】
　マイクロプロセッサ１５０は、圧力センサＰ１からの信号に応じて圧力源２０を制御し
、器官６０内に供給される医療用流体の圧力を制御する。マイクロプロセッサ１５０は、
好ましくは手動調整のために、制御及び表示エリア５ａに圧力を表示してもよい。流体流
モニタＦ１がチューブ５０ｃ上に設けられ、器官６０に入る医療用流体の流れをモニタし
、例えば器官にリークが存するか否かを示すようにしてもよい。
【００６８】
　一方、医療用流体は、貯蔵タンク１７からチューブ５１を介して、約５～４０ｍｍＨｇ
の圧力ヘッドを有するのが好ましい中間タンク７０に供給され得る。そのあと医療用流体
は、バルブＬＶ６を動かすことにより、チューブ５０ｃに沿って中間タンク７０から器官
６０へ、重力により、好ましくは圧力により、供給される。レベルセンサ７１が、圧力ヘ
ッドを維持するために、中間タンク７０内に設けられてもよい。複数の器官チャンバ４０
及び器官６０が与えられると、器官６０は、図２に示すものの２倍の適切なチューブを利
用して、並列して貯蔵部１０に接続される。例えば、図２１を参照されたい。システム障
害の場合でも過圧力を回避するように構成された空気式加圧及び重力供給流体ポンプを利
用することによって、器官の一般的な組織損傷、及び器官の管内皮ライニングの洗い流し
若しくは損傷を、減少又は回避することになる。従って、例えば、蠕動（ローラ）ポンプ
から器官へ流れを注入することにより、低体温潅流（重力、若しくは圧力供給流）若しく
は蠕動潅流で、このシステムの器官潅流が実施され得る。
【００６９】
　泡検出システムが潅流内で泡を検知するのに利用される。空気センサ及びセンサボード
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が利用されるのが好ましい。センサの出力が、オープンソレノイドバルブなどの、デバブ
ラシステムを動作し、器官注入の前に潅流から泡を除く。このシステムのセンサ及び検出
器の全てに関して、泡検出器は、特定のパラメータ若しくはシステムの特性に実効的に基
づくポイントならどこでもシステム内に配置されてもよい。例えば、泡検出器及びデバブ
ラシステム（ＢＤ）は、図１に示すように、カムバルブ２０５と圧力センサＰＩの間に配
置されてもよい。
【００７０】
　ステッピングモータ／カムバルブ２０５、若しくはロータリスクリュバルブ等の他の適
切な種々のバルブが、器官６０に対して医療用流体を脈動性的に供給するためにチューブ
５０ｃ上に設けられ、このことにより、器官６０内へ供給される医療用流体の圧力を減少
させ、及び／又は、潅流圧力が所定量を超えた場合に器官６０内への医療用流体の流れを
停止させる。一方、例えば、バルブ、若しくは一連のバルブを開け閉めすることにより、
過剰圧力などの障害の発生時に流体流が迂回する流れ迂回器若しくは入れ換えラインが、
潅流装置内に設けられてもよい。ステッピングモータ／カムバルブの特定の実施形態は、
図１３Ａ～図１３Ｂ、図１４Ａ～図１４Ｆに示される。図１３Ａ～図１３Ｂは、ステッピ
ングモータ／回転タイプのカムバルブを示す。
【００７１】
　図１３Ａは、装置の頂面図である。チューブ、例えば、チューブ５０ｃは、支持体２０
３と２００の間に挟まれる。カム２００は、ロッド２０１によりステッピングモータ２０
２に接続する。図１３Ｂは装置の側面図である。点線はカム２００の回転スパンを示す。
図１３Ｂでは、カム２００は、非閉塞位置にある。１８０°回転すると、カム２００は、
間の閉塞角度を変更して、チューブ５０ｃを全体的に閉塞する。このステッピングモータ
／カムバルブは、例えば、図１４Ａ－図１４Ｆに示す実施形態において、比較的速いもの
である。しかしながら、強いステッピングモータを必要とする。
【００７２】
　図１４Ａ～図１４Ｆは、本発明に係る別のステッピングモータ／カムバルブ２１０を開
示する。図１４Ａは装置の側面図であり、図１４Ｃは帳面図である。チューブ、例えば、
チューブ５０ｃは、カム２２０と支持体２２３の間に挟まれる。カム２００は、支持体２
２１ａ－２２１ｄ及びヘリカルスクリュ２２５により、ステッピングモータ２０２に接続
し、支持体２２１ａ－２２１ｄ及びヘリカルスクリュ２２５はプレート２２２ａを介して
ステッピングモータ２２２に接続する。図１４Ｂは前面図の支持体２２１ａとプレート２
２２ａを示す。図１４Ｄに示すように、支持体２２１ｄがヘリカルスクリュ２２４の中心
の左にある場合、チューブ５０ｃは閉鎖されない。しかしながら、ヘリカルスクリュ２２
５はステッピングモータ２２２により回転するので、支持体２２１ｄは（図１４Ｄ～図１
４Ｆにおいて）左に移動し、カム２２０がチューブ５０ｃを部分的に若しくは全体的に閉
塞する位置に向かう。かような装置は図１３Ａ～図１３Ｂの装置よりもより遅いが、より
エネルギ効率がよい。
【００７３】
　器官６０から放出されバッグ６９の底部（カセット６５若しくは器官チャンバ４０）に
集まる医療用流体は、ポンプ８０によりチューブ８１を介してポンプアウトされ、濾過の
ためフィルタユニット８２を通過し器官溶液に戻されるか、若しくは、ポンプ９０により
ポンプアウトされ、チューブ９１を介して循環する。ポンプ８０、９０は従来のローラポ
ンプ若しくは蠕動ポンプが好ましい。しかしながら、他のタイプのポンプも適切である。
【００７４】
　図２５は、ポンプとパルスコントローラ２５００、及び、図１に示すような潅流装置を
伴うポンプとパルスコントローラの相互作用の、簡略化された概要図を示す。ポンプとパ
ルスコントローラ２５００は、圧力センサＰからの圧力センサデータインプット２５１０
と、タコメータデータインプット２５２０を受ける。タコメータは、能動波の位相角度を
設定するのに利用される。ポンプとパルスコントローラ２５００は、この情報をモータ駆
動出力２５３０に変換し、このモータ駆動出力はポンプ２５４０を動かす。図２５Ａは、
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ポンプとパルスコントローラ２５００が供給できる種々の操作モードと、ポンプとパルス
コントローラ２５００が潅流からの圧力パルス波をいかに除去するかと、ポンプとパルス
コントローラ２５００が一定の圧力パルス率を維持しつつ潅流率をいかに調整するかを、
示す。
【００７５】
　一定速度で駆動される蠕動ポンプは、接続するチューブに一定の圧力波を与える。図２
５Ａは、第１の操作モードにおいて、蠕動ポンプに加えられる一定の駆動速度から生じる
波形を示す。能動連続と称する、第２の操作モードは、圧力パルス波が、ポンプの圧力波
と対向するモータ駆動波を加えることによって、どのように消去されるか、若しくは相殺
されるかを示す。能動波形振幅調整と称する、第３の操作モードでは、ポンプ圧力パルス
波は、モータ駆動波によりキャンセルされ、選択された波が、もとの圧力パルス波振幅と
比べて新しい振幅で加えられる。能動波形パルス幅調整と称する第４の操作モードでは、
ポンプ圧力パルス波は、モータ駆動波によりキャンセルされ、選択された波が、もとの圧
力パルス波幅と比べて新しいパルス幅で加えられる。更なる操作モードでは、新しい周波
数波をキャンセルされた波に加えることによって、周波数が調整され得る。
【００７６】
　マイクロプロセッサ１５０と連絡するレベルセンサＬ２（図３参照）は、流出する医療
用流体の所定のレベルが器官チャンバ４０内部で維持されることを保証する。図２に示す
ように、チューブ９１内に配置される温度センサＴ１は、チューブ９１に沿って器官溶液
からポンプアウトされる医療用流体の温度をマイクロプロセッサ１５０に中継し、マイク
ロプロセッサ１５０は同じものをモニタする。チューブ９１に沿って配置される圧力セン
サＰ２は、内部圧力をマイクロプロセッサ１５０に中継し、該マイクロプロセッサ１５０
は、チューブ９１内の流体圧力が所定の限界を超えるとシステムをシャットダウンし、若
しくは、例えばフィルタなどをきれいにするためにシステムがシャットダウンされるべき
であることをオペレータに通知するためにアラームを作動する。
【００７７】
　医療用流体がチューブ９１に沿ってポンプ送りされる際、フィルタユニット９５（例え
ば、２５μ、８μ、２μ、０．８μ、０．２μ及び／又は０．１μフィルタ）を通過する
のが好ましい。フィルタユニットは、ＣＯ２スクラバ／Ｏ２膜１００及び、例えば、ＪＯ
ＳＴＲＡ（登録商標）人工肺などの人工肺１１０である。ＣＯ２スクラバ／Ｏ２膜１００
は、親水性（例えば、Ｈｙｐｏｌ）コートを封入した疎水性多孔性膜であるのが好ましい
。真空源（図示せず）は、バルブＶＶ１の作動によって、親水性コートに対向する側面に
低真空を加えるのに利用される。約１００ｍｍＨｇの静水圧が、膜を十分に通過させるに
は好ましい。機械的レリーフバルブ（図示せず）により、圧力差がこのレベルに達するの
が、防がれる。固定化されペゴレート（ｐｅｇｏｌａｔｅｄ）された炭化アンヒドラーゼ
は親水性コート内に含まれ得る。このことにより、重炭酸塩は二酸化炭素に変化され真空
排出により取り除かれる。しかしながら、重炭酸塩を排除できる腎臓などの器官では、特
殊な場合の他は、このことは不必要である。
【００７８】
　人工肺１１０は、親水性にコートされた低有孔酸素浸透膜を含むのが好ましい２段階の
人工肺であるのが好ましい。医療用流体の一部は、生存力センサＶ１が中に配置されるチ
ューブ１１１沿いに人工肺の回りを迂回し、該センサは、器官抵抗（圧力／流れ）、ｐＨ
、ｐＯ２、ｐＣＯ２、ＬＤＨ、Ｔ／ＧＳＴ、Ｔプロテイン、ラクタート、グルコース、塩
基過剰、及び、器官生存力を示すイオン化カルシウムレベルなどの、流体特性を感知する
。生存力センサＶ１はマイクロプロセッサ１５０と繋がり、自動的に若しくは手動により
器官の生存力を評価させる。２つの気体、好ましくは、１００％酸素と９５％／５％酸素
／二酸化炭素のうちの、一つが、迂回する医療用流体のｐＨレベルに依存して膜の対向側
面に配置される。一方、器官チャンバ４０から、溶液に戻る前に生存力センサを通過させ
るように流出医療用流体をポンプアウトする別のポンプ（図示せず）を設けてもよく、生
存力センサがポンプ８０を利用するチューブ８１に配置されてもよい。実施の形態では、
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流体特性は、図２８～３１に示される独立の診断装置及び／又はアナライザ内で、分析さ
れ得る。
【００７９】
　器官抵抗（圧力／流れ）、ｐＨ、ｐＯ２、ｐＣＯ２、ＬＤＨ、Ｔ／ＧＳＴ、Ｔプロテイ
ン、ラクタート、グルコース、塩基過剰、及び、イオン化カルシウムレベルなどの、感知
された流体特性は、器官の生存力、及び／又は、加えられた対生物作用若しくは他の試験
物質の効果を分析し判定するのに利用される。特性は個別に分析され得、複数の特性は種
々のファクタの効果を判定するために分析され得る。特性は器官の静脈流出を捕捉しその
化学特性を潅流流入と比較することにより、計測され得る。静脈流出が直接捕捉されて計
測され得るか、若しくは、器官溶液が計測されて周期的比較のための流体特性の概略を提
供し得る。
【００８０】
　実施の形態では、器官の生存力の指標は、管抵抗、ｐＨなどの上述の種々の計測される
ファクタを考慮に入れて、設けられる。指標は器官特有のものでもよいし、種々の器官に
適用可能なものでもよい。指標は、モニタされるパラメータを診断概要に集め、その診断
概要は、器官治療判断を為し器官を移植するか若しくはそれを別途利用するかを判定する
ために利用され得る。指標は自動的に生成され医師に与えられることが可能である。指標
は、潅流装置、運搬装置、カセット及び／又は器官診断装置への接続を介してコンピュー
タ生成されることが好ましい。ドナー特有の情報などの更なる情報は、潅流装置、運搬装
置、カセット及び／又は器官診断装置などのサイトで単一のコンピュータに入力されても
よいし、リモートコンピュータ内に入力され潅流装置にリンクされてもよい。実施の形態
では、指標は、迅速な比較、リモート分析及びデータ格納のために、ＬＡＮやインタネッ
トなどのコンピュータネットワークにおいて利用可能であってもよい。
【００８１】
　器官の生存力の指標は、管抵抗、並びに、ｐＨ、ｐＯ２、ｐＣＯ２、ＬＤＨ、Ｔ／ＧＳ
Ｔ、Ｔプロテイン、ラクタート、グルコース、塩基過剰、及び、イオン化カルシウムレベ
ルに基づく潅流化学特性などの個々の特性に対する、計測値及び通常範囲となる。例えば
、約５°Ｃでは、通常のｐＨは７．００～８．００であればよく、７．２５～７．７５が
好ましく、更に好ましくは７．５０～７．６０であり、塩基過剰は、－１０～－４０であ
ればよく、－１５～－３０が好ましく、更に好ましくは－２０～－２５である。通常範囲
外の計測値は、例えばアスタリスクや他の表示で視覚上指示可能であってもよく、聴覚上
指示可能であってもよく、若しくは機械的認識信号により指示可能であってもよい。代謝
の安定性、グルコースの消費、ラクトースの創造及び酸素消費などの、器官の代謝の特性
により、医師の病識は実効的なものになる。
【００８２】
　指標は、年齢、性別、血液型及び他の特徴などの識別情報、器官収集データ・時間、高
温虚血時間、低体温虚血時間及び管抵抗などの器官情報、流速、ポンプの操作された経過
時間及び圧力などの装置情報、並びに、ＵＮＯＳ番号及び担当医師などの他の識別子も、
与えることができる。指標は更に、所望されれば温度訂正も為し得る。
【００８３】
　図２、及び、潅流装置内の医療用流体、即ち潅流の流れ、及び／又は処理に戻り、ポン
プ９０、フィルタユニット９５、ＣＯ２スクラバ／Ｏ２膜１００、及び／又は人工肺１１
０に代わりとして、モジュラ結合ポンプ、濾過、酸素化及び／又はデバブラ装置が、同時
出願された同時係属出願第０９／０３９３１８号で詳細に説明されているように、利用さ
れてもよい。該出願は参照の上本明細書に援用される。図４～図１０に示すように、装置
５００１は、積み重ね自在のモジュールで形成される。装置５００１は、流体を酸素化し
、濾過し、及び／又はデバブルするのみならず、システムを経由して流体をポンプするこ
とができる。モジュールは夫々、複数の積み重ね自在の支持部材で形成され、所望の部品
を含むコンパクトな装置を形成するように容易に組み合わせられ得る。濾過、酸素化、及
び／又は、ガス抜きする膜は支持部材の間に配置される。
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【００８４】
　図４～図８は、図９～図１０で示される結合されたポンプ、濾過、酸素化及びデバブラ
装置５００１などの、結合されたポンプ、濾過、酸素化及び／又はデバブラ装置を形成す
るように積み重ねられ得る種々のモジュールを示す。これらの図面に示すように、結合さ
れたポンプ、濾過、酸素化及びデバブラ装置５００１は、一つ又は複数のモジュールを形
成すべくグループ化自在の複数の積み重ね自在の支持部材で形成されるのが好ましい。
【００８５】
　特定の利用者の要求に依存して、濾過、酸素化、及び／又はガス抜き膜は、複数の富重
ね自在の支持部材の間に挟まれる。濾過、酸素化、及び／又はガス抜き膜は、例えば、エ
トキシル化などの商業的に知られた方法で親水的に移植された、商業的に入手可能なマク
ロ細網疎水性膜であるのが好ましい。該膜は、タンパク質の欠乏を防ぎ、例えば血液との
生体適合性を高め、凝固傾向を減少させるものである。濾過膜は、ずっと親水的に移植さ
れるものであるのが好ましく、好ましくは流体の細胞若しくは分子要素を取り除かずに、
流体内のくずを濾過するように、１５～３５μ、より好ましくは２０～３０μの範囲内の
有孔性（孔サイズ）を有するのが好ましい。ガス抜き膜及び酸素化膜は、液体－気体境界
を維持するように処理される親水性面である。ガス抜き膜及び酸素化膜は、好ましくは１
５μ以下の有孔性、より好ましくは１０μ以下の有孔性を有する。
【００８６】
　モジュールは、図４の分解図に示す第１のポンプモジュール５０１０、図５の分解図に
示す濾過モジュール５０２０、図６の分解図に示す酸素化モジュール５０３０、図７の分
解図に示すデバブラモジュール５０４０、及び、図８の分解図に示す第２のポンプモジュ
ール５０５０を、含み得る。ポンプモジュールは夫々ポンプ流体源に接続し、手動で若し
くはマイクロプロセッサにより作動される。支持部材は同様の形状であるのが好ましい。
例えば、支持部材は夫々プレート形状でもよい。しかしながら、他の形状も適切であり得
る。図１０に示すように、支持部材は、ねじ若しくはボルト５０６５により、取り外し自
在に接続されるのが好ましい。しかしながら、装置を組み立てる他の留め具であってもよ
い。
【００８７】
　第１のポンプモジュール５０１０は、第１の（端部）支持部材５０１１、カットアウト
中央エリア５０１２を伴う第２の支持部材５０１２、隔膜５０１３及び第３の支持部材５
０１４を含むのが好ましい。このモジュールの、及び、他のモジュールの各々の、支持部
材は、薄く平坦（プレート状）であるのが好ましく、十分な堅固さと好ましくは生体適合
性とを備える適切な材料で形成されてもよい。例えば、種々の樹脂や金属であってもよい
。アクリル／ポリカーボネイト樹脂は、好適な材料である。
【００８８】
　第１の（端部）支持部材５０１１は、個体でありポンプモジュール５０１０を支持する
ことが好ましい。第１の（端部）支持部材５０１１は、空気などのポンプ流体を受けるた
めのドーム状のキャビティを含むことが好ましい。チューブ５０１１ｔは、ポンプ流体が
ポンプモジュール５０１０に入れるように、設けられる。隔膜５０１３は、適度に弾力が
あり好ましくは生体適合性のある材料、好ましくはポリウレタンで形成されてもよい。第
３の支持部材５０１４は、ドーム状の流体キャビティ５０１４ｄ、及び、例えば、血液若
しくは人工の潅流をポンプ５０１０のキャビティ５０１４ｄの中に受けるためのチューブ
５０１４ｔを、含む。第１のポンプモジュール、若しくは、他のモジュールのどれでも、
センサなどのためのポート５０１４ｐを有してもよい。血液適合性のある逆流防止バルブ
は、ポンプモジュール５０１０を通過して一方向に流れを為すように機能する。
【００８９】
　濾過モジュール５０２０は、キャビティ５０１４ｄの境界を形成する濾過膜５０２１ｍ
、カットアウト中央エリア５０２２ｃを伴う第１の支持部材５０２２、ガス抜き膜５０２
２ｍ、及び第２と第３の支持部材５０２３、５０２４を含むのが好ましい。濾過膜５０２
１ｍは、例えば血液との生体適合性を高め、凝固傾向を減少させるように変更された２５
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μマクロ細網濾過膜であるのが好ましい。ガス抜き膜５０２２ｍは、生体適合性を高める
ように変更された、ＣＯ２除去面のための、少なくとも１００ｍｍＨｇの逆流水圧差を伴
う０．２μ～３μのマクロ細網ガス抜き膜であるのが好ましい。
【００９０】
　第１の支持部材５０２２は、流体が濾過膜５０２１を通過しガス抜き膜５０２２ｍを通
った後に、流体を酸素化モジュール３０、若しくは可能であれば別の隣接のモジュールの
中に進めるためのチューブ５０２２ｔを含む。濾過モジュール５０２０の第２の支持膜５
０２３は、ドーム状のキャビティ５０２３ｄと、真空をキャビティ５０２３ｄにもたらし
ガス抜き膜５０２２ｍを介して流体から気体を抜き出すためのチューブ５０２３ｔを含む
。第４の支持部材５０２４は固体であり、濾過膜５０２０のための支持をなすのが好まし
い。第３の支持部材は、真空が利用され以下に説明するように酸素化モジュール５０３０
のガス抜き膜５０３１ｍを介して流体から気体を抜き出すためのチューブ５０２４ｔを含
んでもよい。濾過モジュール５０２０、若しくは他のどのモジュールも、センサなどのた
めのポート５０２３ｐを有してもよい。
【００９１】
　酸素化モジュール５０３０は、ガス抜き膜５０３１ｍ、第１の支持部材５０３２、濾過
膜５０３３ｍ、酸素化膜５０３４ｍ、カットアウト中央エリア５０３４ｃを伴う第２の支
持部材５０３４、及び第３と第４の支持部材５０３５、５０３６を含む。ガス抜き膜５０
３１ｍは、生体適合性を高めるように変更された、少なくとも１００ｍｍＨｇ面の逆流水
圧差を伴う０．２μ～３μのマクロ細網ガス抜き膜であるのが好ましい。
【００９２】
　第１の支持部材５０３２は、ドーム状の流体キャビティ５０２３ｄを含む。ドーム状の
流体キャビティ５０２３ｄの表面は、流体の酸素化及びガス抜きを高める、流体のための
曲がりくねった経路を形成するのが好ましい。濾過膜５０３３ｍは、生体適合性を高める
ように変更された、２５μマクロ細網濾過膜であるのが好ましい。酸素化膜５０３４ｍは
、生体適合性を高めるように変更された、少なくとも１００ｍｍＨｇ面の逆流水圧差を伴
う０．２μ～１μのマクロ細網酸素化膜であるのが好ましい。
【００９３】
　第２の支持部材５０３４は、酸素化モジュール５０３０の流体をデバブラモジュール５
０４０、若しくは可能であれば別の隣接のモジュールの中に進めるためのチューブ５０３
４ｔを含む。第３の支持部材５０３５は、ドーム状のキャビティ５０３５ｄと、外部源か
らの酸素を受けるためのチューブ５０３５ｔを含む。第４の支持部材５０３６は、個体で
あり酸素化モジュール５０３０のための支持をなすのが好ましい。
【００９４】
　デバブラモジュール５０４０は、第１の支持部材５０４１、濾過膜５０４２ｍ、ガス抜
き膜５０４３ｍ、カットアウト中央エリア５０４３ｃを伴う第２の支持部材５０４３、及
び第３の支持部材５０４４を含む。第１の支持部材５０４１は、ドーム状の流体キャビテ
ィ５０４１ｄを有する。
【００９５】
　濾過膜５０４２ｍは、生体適合性を高めるように変更された２５μのマクロ細網濾過膜
であるのが好ましい。ガス抜き膜５０４３ｍは、生体適合性を高めるように変更された、
少なくとも１００ｍｍＨｇ面の逆流水圧差を伴う０．２μ～３μのマクロ細網ガス抜き膜
であるのが好ましい。第２の支持部材５０４３は、デバブラモジュール５０４０の流体を
ポンプモジュール５０５０、若しくは可能であれば別の隣接のモジュールの中に進めるた
めのチューブ５０４３ｔを含む。第３の支持部材５０４４は、ドーム状のキャビティ５０
４４ｄと、真空が利用されガス抜き膜５０４３ｍを介して流体から気体を抜き出すための
チューブ５０４４ｔを含んでもよい。
【００９６】
　第２のポンプモジュール５０５０は、第１のポンプモジュール５０１０に対応し得る。
第２のポンプモジュール５０５０は、第１の支持部材５０５１、カットアウト中央エリア
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５０５３ｃを伴う第２の支持部材５０５３、及び第３の（端部）支持部材５０５４を含む
のが好ましい。第１の支持部材５０５１は、ドーム状のキャビティ５０５１ｄと、流体を
ポンプモジュールから出て行かせるチューブ５０５１ｔを含んでもよい。隔膜５０５２は
ポリウレタン嚢であるのが好ましい。
【００９７】
　第３の（端部）支持片部材５０５４は固定であり、ポンプモジュール５０５０のための
支持を為すのが好ましい。支持部材５０５４は、ポンプ流体を受けるためのドーム状のキ
ャビティ（図示せず。）を含むのが好ましい。チューブ５０５４ａは、空気などのポンプ
流体がポンプモジュール５０５０の中に入れるように設けられている。好ましくは、血液
適合性のある逆流防止バルブが、ポンプモジュール５０５０を通過して一方向に流れを為
すように機能する。
【００９８】
　操作時には、血液及び／又は他の医療用流体は、チューブ５０１４ｔを通過して第１の
ポンプモジュール５０１０に入り込み、濾過膜５０２１ｍを介してガス抜き膜５０２２ｍ
に沿って通る。弱い真空が、チューブ５０２３ｔを介して加えられ、ガス抜き膜５０２２
ｍを介して気体を抜き出す。次に、血液及び／又は医療用流体は、内部チューブ５０２２
ｔを介して酸素化モジュール５０３０の中に移動し、ガス抜き膜５０３１ｍに沿い、濾過
膜５０３３ｍを介して酸素化膜５０３４ｍに沿って通る。酸素は、チューブ５０３５ｔを
介して酸素化モジュール５０３０の第３の支持部材のドーム状のキャビティ５０３５ｄの
中に受けられ、血液及び／又は他の医療用流体が酸素化膜５０３４ｍの面に沿って移動す
る際に、酸素化膜５０３４ｍを介して血液及び／又は他の医療用流体の中に通りゆく。
【００９９】
　酸素化モジュール５０３０により酸素化された後、血液及び／又は他の医療用流体は、
内部チューブ５０３４ｔを介してデバブラモジュール５０４０の中に移動する。血液及び
／又は他の医療用流体は、濾過膜５０４２ｍを介してガス抜き膜５０４３ｍに沿って通り
ゆく。弱い真空が、チューブ５０４４ｔを介して加えられ、ガス抜き膜５０４３ｍを介し
て血液及び／又は他の医療用流体から気体を抜き出す。ガス抜きモジュール５０４０を力
通過した後、血液及び／又は他の医療用流体は、チューブ５０４１ｔを介して第２のポン
プモジュール５０５０の中に移動し、チューブ５０５１ｔを介して第２のポンプモジュー
ル５０５０から出て行く。
【０１００】
　人工肺１１０を通過した後、又は、結合されたポンプ、酸素化、濾過及び／又はガス抜
き装置５００１を通過すると、再循環の医療用流体は、チューブ９２ａ若しくは９２ｂ上
の夫々のバルブＬＶ２及びＬＶ５を作動することによりチューブ９２ａ若しくは９２ｂの
夫々に沿って利用中ではない貯蔵部１５ａ若しくは１５ｂに向けられるか、又は、バルブ
ＬＶ１を作動することによって器官溶液を補うために器官チャンバ４０の中に向けられる
。圧力センサＰ３、Ｐ４は、利用中ではないバッグ１５ａ若しくは１５ｂに戻される医療
用流体の圧力をモニタする。機械的安全バルブＭＶ２は、流れの緊急手動停止が行えるよ
うにチューブ９１に設けられる。更に、チューブ９６及び手動バルブＭＶ１は、装置が、
利用後排水され、器官を出て行く潅流が再循環される（再循環モード）のではなく廃棄さ
れるように向けられる単一パスモードで操作するように、なされている。
【０１０１】
　真空バルブＶＶ２を介して真空で連絡する重炭酸塩貯蔵部１３０、シリンジポンプ１３
１及びチューブ１３２、並びに排出回収ユニット１２０、並びに、チューブ１２１ａ、１
２２ａは、夫々隣接して配置され器官チャンバと連絡するようにされている。
【０１０２】
　本発明は、肝臓などの複雑な脈管構造を伴う器官に対して適合する潅流装置のために設
けられる。例として肝臓を利用して、図２６は潅流装置２６００を示す。潅流装置２６０
０は、好ましくはローラポンプ若しくは蠕動ポンプである単体のポンプ２６１０を有する
。チューブは、例えば、肝臓の門脈側に向かって進む３本のチューブ（門脈チューブ２６
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２５）と肝臓の肝臓動脈側に向かって進む１本のチューブ（肝臓動脈チューブ２６２６）
のように、２つ又はそれ以上の方向に分岐する。潅流装置２６００の門脈側は多くのチュ
ーブがある。なぜならば、肝臓の門脈側は、動脈側の３～１０倍の流れを利用するからで
ある。図２７は、ポンプと、門脈チューブ２６２５と動脈チューブ２６２６に分岐するチ
ューブの斜視図を示す。
【０１０３】
　潅流装置２６００の門脈側と動脈側の両方は、フィルタ２６３０、泡トラップ２６４０
、圧力変換器２６５０、温度変換器２６６０、及び流れセンサ２６７０を有するのが好ま
しい。更なる温度センサ２６６０が流体戻りチューブ２６２０内にあってもよい。器官は
、上述のように、氷と水溶液２６８０により、若しくは低体温流体により、冷却されても
よい。低体温流体を利用する実施の形態では、器官の凝固（凍結）は回避される設計であ
るべきである。
【０１０４】
　複数のポンプが用いられてもよい。しかしながら、多数のポンプを利用すると、一般的
には装置のサイズとコストが増えてしまう。両方の管脈構造に対して単一のポンプ２６１
０を利用すると、肝臓を潅流するのに利用され得る種々のモードが提供される。個々の泡
トラップ２６４０の後、チューブは２つの方向に分岐する。肝動脈側では、肝臓注入バル
ブ２６８５は肝臓の肝動脈側への流れを制御し、肝動脈洗浄バルブ２６８６は器官溶液の
中への流れを制御する。門脈側では、門脈注入バルブ２６９５は肝臓の門脈側への流れを
制御し、門脈洗浄バルブ２６９６は器官溶液の中への流れを制御する。好ましくは、注入
バルブと洗浄バルブの夫々のペアは、オン／オフ仕様で操作される。言い替えれば、例え
ば、門脈側が注入に設定されると、門脈洗浄バルブ２６９６バルブが閉じられる。以下の
テーブルは、潅流装置のための操作の種々のモードを示す。
【０１０５】
［表１］

【０１０６】
　上記テーブルに示される操作のモードは、肝臓に注入するためのオプションを示す。第
１のモード、「門脈のみ」では、肝臓の門脈側が注入される。従って、門脈バルブは注入
するように設定されるが、このことは、門脈注入バルブ２６９５が開けられ門脈洗浄バル
ブ２６９６が閉じられることを意味する。また、「門脈のみ」のモードでは、肝動脈注入
バルブ２６８５が閉じられ肝動脈洗浄バルブ２６８６が開けられる。「門脈のみ」のモー
ドでは、門脈圧力が優勢であり、このことは、圧力が門脈側の圧力変換器２６５０により
制御されることを意味する。このモードでは、肝動脈注入は無い。
【０１０７】
　「門脈優先」モードでは、門脈バルブ及び肝動脈バルブは注入に設定される。門脈圧力
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が優勢である。従って、肝動脈側は門脈側に依存する。「交互」モードでは、門脈バルブ
は注入に設定され、肝動脈バルブは注入設定と洗浄設定の間をスイッチする。「交互」モ
ードでは、肝動脈バルブが注入に設定されると、肝動脈側は優勢圧力となる。肝動脈バル
ブが洗浄に設定されると、門脈側は圧力優勢となる。このタイプの交互の圧力制御は、門
脈側を波状流とし、肝動脈側をパルス状流とする。
【０１０８】
　本発明は、図２８に示される器官診断システム２８００も提示する。器官診断システム
２８００は、コンピュータ２８１０及びアナライザ２８２０を有する。図２９に示す器官
評価器具２８３０は、コンピュータ２８１０及びアナライザ２８２０の両方に接続される
。器官診断システム２８００は、システム及び器官の状況を示す適切な表示部が備わるの
が好ましい。器官評価器具２８３０は潅流チャンバ２８４０及び器官チャンバ２８５０を
有する。転送ライン２８６０はアナライザ２８２０と器官評価器具２８３０を繋げる。器
官診断システム２８００は器官の分析を提示し、潅流装置１及び／又は運搬装置１９００
から移動可能であるのが好ましい滅菌されたカセット内で、迅速に器官生存力指標を生成
する。器官生存力指標は、流れ及び温度のプログラムされた単一通過の潅流、並びにイン
ライン自動分析により、生成されるのが好ましい。分析は複数通過システムで為され得る
。複数通過システムは、器官を維持し評価しつつ、分析のための流れを再循環する。流れ
はバルブ（図示せず）により制御され、アナライザ２８２０に到達する前に、システムの
始めに戻り再循環してもよい。
【０１０９】
　単一通過システムの有用な形態は、限定数のセンサで構成されてもよく、その場合分析
をするための十分な潅流のみ必要とする。単一通過の潅流は、公知の且つ所定の化学的性
質を有する潅流を伴う器官流入が為され得る。この場合、血液や合成血液坦体やそれらの
組み合わせなどの、配布される潅流のタイプ及び内容の融通性が増す。この潅流のタイプ
及び内容は、処理される特定の分析に対して調整され変更され得るものである。
【０１１０】
　図２９は、器官評価器具２８３０の斜視図を示す。器官評価器具２８３０は、潅流チャ
ンバ２８４０及び器官チャンバ２８５０を有する。器官チャンバ２８５０は防護され、取
り外し自在である、若しくはヒンジされ得る蓋２９１０を有するのが好ましい。器官チャ
ンバ２８５０は、好ましくは、カセット６５を開けることなく、若しくはカセット６５の
内部の滅菌を危険に曝すことなく、カセット６５を受けるように構成されている。カセッ
ト６５及び器官チャンバ２８５０は、効率的な熱伝達が可能となるように、適合して一致
すべく構成されるのが好ましい。カセット６５及び器官チャンバ２８５０の形状的要素は
、カセット６５が器官チャンバ２８５０内部に配置されるときには部品が分析のために固
定しているように、構成されるのが好ましい。ポート２９２０は転送ライン２８６０と接
続するように構成されてもよい。
【０１１１】
　図３０は、器官診断システム２８００の単一通過の流体システムを示す。始めの潅流流
体はチャンバ３０１０の中に含まれる。チャンバ３０１０は、加熱及び冷却システムによ
り温度制御されるのが好ましい。システム内部の流体流は、流れセンサ３０２０によりモ
ニタされ、ピンチバルブ３０３０とポンプ３０４０に信号を出すことにより制御される。
流体システムは、泡トラップ３０５０、圧力変換器３０６０及び温度変換器３０７０も備
える。熱交換器３０８０は、温度制御を行い、器官潅流に先立ちシステム内部の流体に対
して加熱及び冷却を行う。器官はカセット６５内で潅流される。器官溶液内の流体が収集
され、即ち静脈潅流が捕捉され、分析されてもよい。流体は、収集され転送ライン２８６
０を通過し、アナライザ２８２０に到る。転送ライン２８６０は、独立の加熱及び冷却ユ
ニットも設けられる。流体が分析されると、汚物容器３０９０に収集され得る。
【０１１２】
　図３１は、器官診断システム２８００のための論理回路を示す。コンピュータは制御パ
ラメータを与え、アナライザから結果及びデータを受ける。論理回路は、センサからマイ
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クロプロセッサへの入力を示し、潅流冷却器、潅流加熱器、ピンチバルブ、ポンプ、転送
ライン加熱器／冷却器、及び／又は、表示部などのハードウエア要素への出力を示す。
【０１１３】
　本発明に係る方法は、好ましくは、上述のように器官の生存力を維持しモニタし及び／
又は回復するために器官を潅流し、及び／又は、器官を転送し、及び／又は、格納するた
めの、装置を利用する。器官の生存力の保存は、器官移植の成功若しくは器官の他の利用
にとって、重要である。器官は、ドナーの身体から器官を取り除く際、及び／又は、格納
の際、及び／又は、器官の移送の際、ドナーの身体への疾患や傷害により長期の間、酸素
が奪われることがしばしばある（虚血として知られる）。本発明に係る潅流、診断、及び
／又は、運搬装置は、潅流を調整し細胞の代謝を制御して器官への虚血性損傷を回復し再
潅流の傷害を回避するために、移植される器官の細胞化学作用を検出する能力を有する。
虚血性傷害特有の一つの結果は、細胞自然死、若しくはプログラムされた細胞死となり得
る。特定の装置により制御される情況の下で、潅流、診断及び／又は運搬装置により、器
官に与えられる特定の薬剤及び依存性薬剤は、細胞自然死を中断し、減少し、及び／又は
、逆転させる。
【０１１４】
　本発明の好適な方法では、器官若しくは組織は、機械的、物理的、化学的若しくは包括
的な操作、及び／又は、変更により、生体外で処置され、これにより、疾患を処置し、及
び／又は、損傷を処置し、及び／又は、器官若しくは組織の特性を強化する。器官若しく
は組織は、第１の身体から外され、第１の身体の外で、変更され、処置され、及び／又は
、分析され、そして、第１の身体に戻され、第２の身体に移植され、若しくは別途利用さ
れる。装置の利点は、生体外処置のために器官が利用可能である期間を拡大するというこ
とである。例えば時間単位（２、４、６、８、１０、１２若しくはそれ以上の時間）で、
日単位（２、４、６、８、１０、１２若しくはそれ以上の日数）で、若しくは週単位（１
、２、３、４、５、６、６若しくはそれ以上の週）で、拡大する。好適な実施の形態では
、本発明の潅流、診断、及び／又は、運搬装置は、器官若しくは組織に、特定の溶液若し
くは化学製品若しくは薬剤を与えるために利用されてもよく、又は、特定の溶液若しくは
化学製品で、器官若しくは組織を洗い流すこと、若しくは洗浄することを含む特定の処置
を実施するために利用されてもよい。生体外の処置は、移植される組織若しくは器官に対
して実施されてもよく、患者から外されて所望の手順が為された後に患者に戻されるべき
組織若しくは器官に対して実施されてもよく、又は、実質的な試験などで利用されるべき
組織若しくは器官に対して実施されてもよい。生体外の処置は、虚血及び／又はアポキシ
ア（ａｐｏｘｉａ）の期間若しくは複数期間に耐える組織若しくは期間の処置を含むが、
それに限定されるものではない。生体外の処置は、例えば、壊死組織の除去のような、器
官を切除し縫合するような、器官に対する外科的技術を実施することを含んでもよい。生
体内で組織若しくは器官に対して実施され得る外科的若しくは他の処置技術が、生体外で
組織若しくは器官に対して実施されてもよい。このような生体外の処置の利点は、例えば
、器官の内や外に存在する腫瘍を処置する放射線照射や化学療法において、処置の最中に
、患者の他の部位が、的はずれの放射線や化学療法に曝されることを回避することにある
。本発明の潅流及び運搬装置は、組織若しくは器官に対して特定の技術を実施する前、最
中、及び／又は、後に、医師が組織若しくは器官を維持する追加的な時間を与える。
【０１１５】
　器官の脈管構造にトラップされる粒子により、器官が適切に潅流できないことがある、
即ち、該粒子により、移植の前、及び／又は、後で、器官が不適切に機能してしまうこと
がある。本発明の潅流、診断及び運搬装置は、形成された血液クロットを溶融し若しくは
気管内に血液クロット雅兄制されることを防ぎ、そして器官の脈管構造を開くための、ス
トレプトキナーゼなどの、適量の血栓溶解剤により、器官を潅流し、洗い流し、若しくは
洗浄することを含む生体外の技術を、提供する。このような技術は、例えば、２０００年
８月２５日出願の米国特許出願０９／９３８５９７号、代理人整理番号１０６９９６に開
示され、それらの開示内容全体は参照の上本明細書に援用される。
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【０１１６】
　器官移植に係る別の関心事は、レシピエントが器官拒絶を回避するために投薬され得る
程度である。器官移植では、更なる生体外の技術は、移植される器官に対する被提供者の
耐性を増すために、器官移植の前、最中、及び／又は、後に、器官の拒絶を防止若しくは
減少するべく被提供者の免疫システムを器官が作動してしまうことを回避し、且つ、被提
供者の免疫システムを抑制する必要を限定若しくは防ぐように、器官を変更することを含
む。器官の変更は、例えば、被提供者の身体が移植器官を自家組織と認識するように助長
することであってもよい。
【０１１７】
　本発明の潅流、診断及び／又は運搬装置は、器官に対して、化合物、天然の若しくは変
更された抗体、抗毒素などの物質を配布してもよく、更に、器官がそのような物質を吸収
し、若しくは吸収して新陳代謝し器官が拒絶しない見込みを増加させる助けとなってもよ
い。これらの物質は、異促進の細胞（樹枝状細胞、パッセンジャ白血球、抗原提示細胞な
ど）の成熟を、ブロックし、殺し、涸渇し及び／又は防ぐことにより、器官をマスクし、
こんことにより、レシピエントの免疫システムがそれを認識し、若しくは器官を自家組織
と認識するようにしてもよい。器官は移植の直前に処置されてもよく、移植の数時間前、
数日前若しくは数週間前に、前処理されてもよい。このような技術は、更に、２０００年
８月２５日出願の米国分割特許出願６０／２２７８４１号、代理人整理番号１０００３４
に開示され、それらの開示内容全体は参照の上本明細書に援用される。
【０１１８】
　変更された若しくは変更されない免疫グロブリン、ステロイド及び／又はポリエチレン
グリコール（ＰＥＧ）を含む溶液などの物質、並びに、グルタチオンなどの抗酸化剤は、
低体温保存及び／又は器官若しくは組織移植の間に、器官をマスクするために、若しくは
脈管内膜過形成の始まりを処置するために、組織若しくは器官に、与えられてもよい。こ
れらの溶液は、本発明の潅流、診断、及び／又は運搬装置により器官に与えられてもよい
。例示の溶液及び方法は、米国特許出願０９／４９９５２０号に開示され、それらの開示
内容全体は参照の上本明細書に援用される。
【０１１９】
　上述のように、本発明は、潅流の間に器官の生存力をモニタし、維持し及び／又は回復
しつつ、器官への損傷を回避すること、及び、格納及び／又は移送のために器官を保存す
ることを含む。しかしながら、上述の例示の形態に係る、寄贈され潅流される器官の全て
が、刺繍的に被提供者の中へ移植されるわけではない。注意深い分析の後、器官が移植に
適切ではないと判断されることもある。しかしながら、器官は不必要に廃棄されるべきで
はない。即ち、移植に適しないと判断されたのと同じ器官は、別の目的を果たしてもよい
。
【０１２０】
　本発明の更なる例示の形態によれば、器官は、生物活性若しくは他の薬剤をスクリーニ
ングして研究開発のデータを与えるために、医療用流体で潅流され得る。器官若しくは組
織は、生理的パラメータにて若しくは近傍で、維持され及び／又は分析されるので、器官
は、生体外で、器官若しくは組織に対して、生物活性剤若しくは薬物などの物質を用いる
種々の処置の効果のために、テストされてもよい。生体外の処置は、小さい哺乳動物、畜
牛、豚、羊、及び山羊などの家畜を含む大きい哺乳動物、及び／又は人間の器官のために
、利用され得る。更に、器官の生体外の処置は、腎臓、腸、膵臓、心臓及び肺などの種々
の器官のために、利用されてもよく、例えば門脈及び肝動脈の多数の脈管構造を有する肝
臓などのより複雑な器官に適用されてもよい。
【０１２１】
　本発明の潅流、診断及び運搬装置は、上述の技術及び方法と併せて、及び／又は、更な
る技術及び方法と併せて利用されて、これにより器官若しくは組織に関する研究を実施し
てもよい。種々の装置は器官を保存及び／又は維持し、器官を生体外での利用に対して利
用可能にしてもよい。
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【０１２２】
　器官が保存され及び／又は維持される期間の間、種々の活動が器官に関して及び／又は
器官と共に、実施され得る。例えば、器官は、若しくは複数の器官は同時に、一つ若しく
は複数の生物活性剤など（例えば、推定上不活性の薬剤）のような物質を含む流体で潅流
され、物質、及び／又は、器官、及び／又は、物質と期間の間の相互作用のふるまいに関
するデータを取得するようにしてもよい。
【０１２３】
　血液、人工血液代替物若しくはそれらの組み合わせ、又は、周知若しくは非周知の化学
的特性を有する潅流液と器官を介して混合された血液細胞を潅流し、一方で、器官、器官
管流出、若しくは他の器官流出をモニタして、研究を実施し器官の状況を分析し、及び／
又は物質でのスクリーニングによる器官への効果を判定することによって、潅流、診断及
び／又は運搬装置は、データを集めるように利用されてもよい。
【０１２４】
　例えば、図２８～図３１に関して説明したように、器官診断システム２８００はコンピ
ュータ２８１０とアナライザ２８２０を有する。器官評価器具２８３０は、コンピュータ
２８１０とアナライザ２８２０の両方に接続し、自動サンプリングを行う。本発明のシス
テム及び方法により、手動サンプリングが可能となる。器官診断システム２８００は、器
官と潅流の分析を行う。本発明の実施形態によれば、器官の潅流により周知の所定の化学
的性質を有する潅流を伴う器官流入が可能になる。このことにより、血液や合成血液坦体
やそれらの組み合わせなどの、配布される潅流のタイプ及び内容の融通性が増す。この潅
流のタイプ及び内容は、処理される特定の分析に対して調整され変更され得るものである
。
【０１２５】
　システム内部の流体流は、流れセンサ３０２０によりモニタされる。流体は、収集され
て転送ライン２８６０を通過されアナライザ２８２０に到る。感知された特性は、静脈、
胆汁、腔内、及び尿流出などの、器官の計測可能な流出、並びに、肺などの器官からの気
管計測を捕捉し、感知された特性を、例えば流入、又は他の実際の若しくは理想の器官の
特性と比較することによって、計測されてもよい。静脈流出が直接捕捉され計測されても
よく、器官溶液が計測され、これにより比較のための流体特性の大まかな近似を与えても
よい。
【０１２６】
　上述のように、器官及び医療用流体の特性が、例えば、図２８～図３１に示されるよう
に独立の診断装置及び／又はアナライザ内で、分析されてもよい。感知された特性は、試
験物質のどれだけの量が器官に入り込みどれだけの量が出ていったかの判定を、研究者に
なさしめる。更に、試験物質は、それに対する追跡と器官との相互作用に対する追跡を助
けるために、ラジオアイソトープでラベルされてもよい。ラジオアイソトープは、質量分
析計などの器具で追跡され得る。そのような感知された特性の結果により、研究者は、吸
収、分配、代謝、排出、薬物動態学、薬理学及び毒性などの器官スクリーニング結果を分
析でき、更に、そのような感知された特性の結果は、例えば、データが最終的には薬の効
能及び／又は毒性を判定する助けとなり得る薬開発のためのデータを与えるために、利用
され得る。感知された特性は個別に分析されてもよく多数の特性が分析されてもよく、こ
のことにより、器官に対する効果、及び／又は物質を含む医療用流体と器官との間の相互
作用が、判断される。
【０１２７】
　上述のように、器官診断システム２８００は、器官及び／又は潅流及び／又はそれらの
相互作用を分析し、分析の結果に関するデータが生成され得る。上述のように、図３１は
器官診断システム２８００のためのブロック図を示す。コンピュータは制御パラメータを
提供し、アナライザ２８２０から結果及びデータを受ける。コンピュータは更に、自動サ
ンプリング、サンプリングの維持に関する制御、及び他の性質保証特徴などの、本発明に
係る特徴を制御する。本発明に係る実施の形態に従って収集されるデータは、例えば、吸
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収、分配、代謝及び排出（ＡＤＭＥ）に関するデータを効率よく収集する。データはリア
ルタイムで生成されて表示され、格納され、リモートサイトへ転送され、及び／又は、記
録媒体に移転される。このタイプのデータを収集することにより、科学者及び研究者は何
の物質が器官に作用し逆に何の器官が物質に作用するか判断できる。このデータにより、
研究者は、より実効的且つ安全な研究プロセスに寄与でき、物質を分析でき、丸ごとの動
物のレベルで物質を試験する前に器官に対する物質の効果を分析できる。更に、上述の種
々の例示の形態により決定され得るデータは、プレシステム排出、薬理学、トキシコキネ
ティクス、薬－薬相互作用などに関するデータを含む。本発明に係る種々の例示の実施形
態において物質、器官及びそれらの相互作用に関するデータを収集できるが、このことは
本発明の精神及び範囲に含まれるものである。
【０１２８】
　種々のデータ構造と情報関連と分析副次記録は、器官の処置の前、最中及び後に有用な
全体通信及びデータ転送に加わるように促進されてもよい。潅流装置、運搬装置、及び器
官診断装置は、ネットワーク化され、このことにより、器官、医療用流体及び試験物質の
リモートマネジメント及びモニタを可能にするようにしてもよい。情報システムは、器官
、医療用流体、試験物質、及びそれらの相互作用のデータを集めるように利用されてもよ
い。システムは、結果データを提供し、このことにより、器官と医療用流体と物質の迅速
な研究が可能になるようにしてもよく、情報は、そのようなデータをモニタする潅流、診
断、若しくは運搬装置から直接に回復されてもよい。種々のタイプのデータ及び情報が副
次レコード若しくは副次ディレクトリにグループ化されデータマネジメント及び転送に加
わるようにしてもよい。全ての副次レコードは、結合されて全体のレコードを生成し、こ
の全体のレコードは、医師、科学者若しくは研究目的の他の組織に、分散されたり、検索
されたりしてもよい。
【０１２９】
　潅流、診断及び運搬装置に係る好適な実施形態は、内部データベースにデータの多く若
しくは全てを自動的に記録できる。装置はＬＡＮに接続されてもよく、データアップロー
ドは、断続的に若しくは連続的に、且つリアルタイムで発生し得る。データはインタネッ
ト上で表示されてアクセスされ任意の位置からのモニタを促進できる。
【０１３０】
　例示の実施形態によると、器官データ指標は、上述の種々の計測ファクタ及び分析ファ
クタを考慮に入れて生成される。データ指標は、器官特有のものでもよく、種々の器官に
適用され得るものでもよい。データ指標は、感知された特性及びデータを、器官を処置し
研究の判断をなすために利用される診断サマリの中に集める。データ指標は自動生成され
研究者若しくは医師に与えられ得る。指標は、潅流装置、運搬装置、及び／又は器官診断
装置への接続を介してコンピュータ生成されることが好ましい。実施の形態では、迅速な
比較、リモートモニタ及びデータ蓄積を行うためのローカルエリアネットワークやインタ
ネットなどのコンピュータネットワークで利用可能とされてもよい。器官データ指標は、
吸収、分配、代謝、排出、薬物動態学、薬理学及び毒性などの、個々の特性に対する計測
値と通常の範囲を与えてもよい。通常の範囲外の計測値は、例えばアスタリスクや他の表
示で視覚上指示可能であってもよく、聴覚上指示可能であってもよく、若しくは機械的認
識信号により指示可能であってもよい。代謝の安定性、グルコースの消費、ラクトースの
創造及び酸素消費などの、器官の代謝の特性により、医師の病識は実効的なものになる。
【０１３１】
　本発明に係る方法は、器官の生存力を維持し、モニタし及び／又は回復し、及び／又は
器官を移転し及び／又は格納する上述のような装置を利用するのが好ましい。器官は、ド
ナーの身体から器官を取り除く際、及び／又は、格納の際、及び／又は、器官の移送の際
、ドナーの身体への疾患や傷害により長期の間、酸素が奪われることがしばしばある（虚
血として知られる）。本発明に係る潅流、診断、及び／又は、運搬装置は、潅流を調整し
細胞の代謝を制御して器官への虚血性損傷を回復し再潅流の傷害を回避するために、器官
の細胞化学作用を検出する能力を有する。虚血性傷害特有の一つの結果は、細胞自然死、
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若しくはプログラムされた細胞死となり得る。特定の装置により制御される情況の下で、
潅流、診断及び／又は運搬装置により、器官に与えられる特定の薬剤及び依存性薬剤は、
細胞自然死を中断し、減少し、及び／又は、逆転させる。
【０１３２】
　被提供者の身体の中への器官の移植の前、若しくは研究開発のための器官の利用の前に
器官の生存力を保存し、虚血前のエネルギ及び酵素レベルを維持し及び／又は回復するよ
うに細胞ミトコンドリアを処置し、器官への一般的な組織損傷を回避し、更に器官の管内
皮ライニングを洗い流すことや損傷することを回避するために、本発明に係る好適な方法
は３つのコンセプトに焦点を当てる。
【０１３３】
　ミトコンドリアは細胞のエネルギ源である。それらは機能するために大量の酸素を必要
とする。酸素が奪われると、エネルギを生成する能力は、減少若しくは制約される。更に
、２０°Ｃ以下では、ミトコンドリアは酸素を利用してエネルギを生成できない。正常体
温にて器官を酸素豊富な医療用流体で潅流することにより、ミトコンドリアは十分な量の
酸素が供給され、器官内の酸素の欠乏により減少した保存高エネルギヌクレオチドの虚血
前のレベル、即ちＡＴＰレベルはフリーラジカルスカベンジャから器官セルを保護する酵
素のレベルで、維持され及び／又は回復される。米国特許第５０６６５７８号に開示され
るピルビン酸塩が豊かな溶液は、器官の虚血前のエネルギレベルを維持し及び／又は回復
することができず、短期間でＡＴＰのレベルを僅かに上げるように機能するのみである。
器官に更なるピルビン酸塩を加えても、ミトコンドリアがエネルギ生成のための十分な酸
素を与えられない限り、器官の虚血前のエネルギレベルを回復し及び／又は維持する助け
とはならない。従って、正常体温の潅流流体はピルビン酸塩を含んでもよく、殆ど若しく
は全く含まないのでもよい。例えば、６ｍＭ以下のピルビン酸塩を含んでもよく、５ｍＭ
、４ｍＭでもよく、全くピルビン酸塩を含まなくてもよい。米国特許第５５９９６５９号
に開示されるような、他の周知の保存溶液は、虚血前のエネルギ及び酵素レベルを回復し
及び／又は維持するのに十分な酸素を含むものでもない。正常体温若しくは正常体温に近
い温度の酸素の豊かな第１の医療用流体で器官を潅流することにより器官の虚血前のエネ
ルギレベルを維持し及び／又は回復した後（正常体温モード）、器官は、低体温の第２の
医療用流体で潅流されてもよい（低体温モード）。低体温は器官の代謝を低下し、器官の
格納及び／又は移送の間にエネルギを保存する。低体温モードで利用される医療用流体は
殆ど酸素を含んでおらず、ミトコンドリアによって、約２０°Ｃ以下でエネルギを生成す
るのには利用され得ない。医療用流体は、カタラーゼ／スーパーオキシドジスムターゼの
生成の減少のために低体温で活性する高フリーラジカル形成から保護するための、例えば
、アスコルビン酸、グルタチオン、水溶性ビタミンＥ、カタラーゼ、若しくはスーパーオ
キシドジスムターゼなど酸化防止剤及び他の組織保護剤を含んでもよい。更に、ホルモン
、ビタミン、栄養物、抗生物質及び他などの種々の薬及び薬剤が、適切な溶液に加えられ
てもよい。更に、例えばペプチドなどの血管拡張剤は、傷害の状況でも流れを維持するた
めに、医療用流体に加えられてもよい。
【０１３４】
　正常体温での酸素の豊富な第１の医療用流体で正常体温の潅流をする前に、器官は、酸
素を殆ど含まず好ましくは酸化防止物を含む医療溶液で洗い流されてもよい。洗い流しは
通常低体温度で実施されるが、所望であれば及び／又は必要であれば、正常体温で及び／
又は正常体温に近い温度で、実施されることもできる。一つ又は複数の低体温潅流、正常
体温潅流、及び／又は静的格納のあとに行ってよく、必要な順序でも所望の順序でもよい
。あるケースでは、正常体温潅流も静穏潅流も必要ではない。
【０１３５】
　正常体温潅流は、予めの低体温の洗い流しが有っても無くても、正常体温器官に実施さ
れるだけでなく、静的若しくは潅流状況の下で低体温度に既に曝された器官にも、実施さ
れてもよい。
【０１３６】
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　器官は、格納のため低体温で潅流される前及び／又は潅流された後に、生存力を維持し
、モニタし、及び／又は回復するように正常体温若しくは正常体温に近い温度で潅流され
、その後、低体温潅流なく輸送されてもよいし、好ましくは低体温潅流により輸送される
のがよい。更に、正常体温潅流は、ドナーの身体から器官を外す前に、生体内で実施され
てもよい。更に、器官は、格納及び／又は輸送の準備として、低体温で潅流する前に、生
存力を維持し、モニタし及び／又は回復するように正常体温で潅流されてもよい。そして
、器官は、低体温で維持しつつ、被提供者の身体に移植されてもよく他の研究に利用され
てもよく、格納及び／又は輸送の効果から器官が回復する手助けをするために正常体温潅
流に曝されてもよい。後者の場合、器官は、正常体温度で移植若しくは利用されてもよく
、好ましくは低体温度での移植のために再び低体温で潅流されてもよい。移植後、器官は
生体内にて正常体温度で再び潅流されてもよく、被提供者の循環から暖かくしてもよい。
物質の研究は、正常体温度で為されるのが好ましい。更に、通常の生理的状況に近い状況
で物質の試験を行うのが好ましい。例えば、温度、酸素レベルなどである。
【０１３７】
　あくまで例示であり以下に限定されるものではないが、図１６は本発明に係る可能な処
理ステップの例示図を示す。図は、可能なＷＩＴ（高温虚血時間）及び低酸素損傷査定を
含む、器官ドナーから被提供者内の移植を介しての器官外植からの複数器官の回復の種々
の可能な処理ステップを示す。幾つかの例示のシナリオは以下の説明で示される。
【０１３８】
　例えば、本発明の一つの実施形態では、器官は、心臓が鼓動する状況でドナーから取ら
れ得る。取った後、器官は、ＶＩＡＳＰＡＮ（登録商標）（デュポン（登録商標）より入
手可能な保存溶液）、他の晶質溶液、デキストラン、ＨＥＳ（ヒドロキシエチルでんぷん
）、２０００年７月２８日出願の米国特許出願０９／６２８３１１に記載の溶液などを含
む適切な溶液若しくは材料で、洗い流されてもよい。右出願の内容全体は本明細書に参照
の上援用される。器官は、例えば氷温度で（約１～１０°Ｃで）、静的に格納されてもよ
い。
【０１３９】
　器官には最小限のＷＩＴと最小限の血管閉塞しかない、別の実施形態では、別の手順が
利用され得る。ここでは、器官は、心臓が鼓動する状況でドナーから取られ得、好ましく
は低体温で洗い流しがなされる。必要であれば、器官は例えば氷温度で適切な運搬装置内
に格納されてもよい。器官への流れは、設定圧力最大により制御可能であり、予め設定の
圧力最小値と圧力最小値はパルスウエーブ構成を制御する。２４時間以上など、長期間器
官を格納する必要が有れば、器官はＭＯＲに配置されてもよい。ＭＯＲでは、好ましくは
低体温で、晶質溶液、デキストランなどの適切な潅流が用いられてもよい。低体温は約４
～１０°Ｃが好ましく、所望であれば及び／又は必要であれば、より高温でもより低体温
でもよい。潅流溶液は、損傷評価を為せる特定のマーカを含んでもよい。但し、損傷評価
は他の周知の手順でも為され得る。所望の場合、器官は運搬装置に戻されてもよい。
【０１４０】
　上述の手順のバリエーションとして、最小限のＷＩＴ及び最小限の血管閉塞を備える器
官が非鼓動の心臓の状況下で取られてもよい。ここで、器官は好ましくは低体温で洗い流
され、必要であれば輸送のために例えば氷温度で適切な運搬装置内で格納されてもよい。
上述のように、器官への流れは設定圧力最大により制御可能であり、予め設定の圧力最小
値と圧力最大値はパルスウエーブ構成を制御する。器官は、拡張された格納でも、及び／
又は、損傷評価及び／又は修理に対しても、ＭＯＲ内に配置され得る。ＭＯＲでは、好ま
しくは低体温で、晶質溶液、デキストランなどの適切な潅流が利用可能である。低体温は
約４～１０°Ｃが好ましく、所望であれば及び／又は必要であれば、より高温でもより低
体温でもよい。潅流溶液は、損傷評価を為せる特定のマーカを含んでもよい。但し、損傷
評価は他の周知の手順でも為され得る。低体温潅流に続いて、好ましくは正常体温で、第
２の潅流が利用されてもよい。所望のように、酸化溶媒、栄養分、及び／又は成長因子を
含む溶液などの適切な潅流溶液であれば、この処理に対して利用され得る。好ましくは、
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正常体温は１２～２４°Ｃであり、所望であれば及び／又は必要であれば、約３７°Ｃを
含むより高温でもより低体温でもよい。正常体温潅流は、例えば、約１時間～約２４時間
の適切な時間処理されてもよい。正常体温潅流からの回復に続いて、器官は、好ましくは
低体温の、例えば、晶質溶液、デキシトランなどの適切な溶液を利用して低体温潅流に戻
るのが好ましい。所望の場合、器官は運搬装置に戻されてもよい。
【０１４１】
　器官が高いＷＩＴを有し、及び／又は血管閉塞の傾向若しくは現実が存在する実施の形
態では、上記プロセスに関するバリエーションが利用可能である。例えば、非鼓動の心臓
下で器官が取られる場合、器官は上述のように洗い流され得る。しかしながら、更に、フ
リーラジカルスカンベジャは、所望であれば、洗い流す溶液に加えられてもよい。上述の
ように、器官は、輸送のために例えば氷温度で適切な運搬装置内で格納されてもよく、器
官への流れは、設定圧力最大により制御可能であり、予め設定の圧力最小値と圧力最大値
はパルスウエーブ構成を制御する。器官は、拡張された格納でも、及び／又は、損傷評価
及び／又は修理に対しても、ＭＯＲ内に配置され得る。ＭＯＲでは、好ましくは低体温で
、晶質溶液、デキストランなどの適切な潅流が利用可能である。低体温は約４～１０°Ｃ
が好ましく、所望であれば及び／又は必要であれば、より高温でもより低体温でもよい。
潅流溶液は、損傷評価を為せる特定のマーカを含んでもよい。但し、損傷評価は他の周知
の手順でも為され得る。低体温潅流に続いて、好ましくは正常体温で、第２の潅流が利用
されてもよい。所望のように、酸化溶媒、栄養分、及び／又は成長因子を含む溶液などの
適切な潅流溶液であれば、この処理に対して利用され得る。好ましくは、正常体温は１２
～２４°Ｃであり、所望であれば及び／又は必要であれば、より高温でもより低体温でも
よい。正常体温潅流は、例えば、約１時間～約２４時間の適切な時間処理されてもよい。
所望であれば特に、血管閉塞が存在すると判定され若しくは仮定される場合、更なる潅流
が、例えば約２４～約３７°Ｃのより高い正常体温で為されてもよい。この更なる潅流は
、血管閉塞を妨げる所望の材料を含む適切な溶液を用いて、為されてもよい。そのような
材料は、例えば、ストレプトキナーゼなどのクロットバスタを含む。正常体温潅流からの
回復に続いて、器官は、好ましくは低体温の、例えば、晶質溶液、デキシトランなどの適
切な溶液を利用して低体温潅流に戻るのが好ましい。所望の場合、器官は運搬装置に戻さ
れてもよい。
【０１４２】
　本発明に係る器官カセット６５により、器官は、器官レシピエントに対して、及び／又
は、例えば、上述の運搬装置１９００、若しくは従来の冷却器、若しくは同時係属の米国
出願第０９／１６１９１９に開示されるような携帯用容器などの、器官潅流、診断、及び
／又は携帯用運搬装置の間で、容易に運搬され得る。器官カセットは、内部に配置される
器官に接続するための、カセットの中への器官潅流、運搬、若しくは診断装置のチューブ
が挿入される開口部が備わるので、又は、器官潅流、運搬、若しくは診断装置からの及び
／又は自身のバルブを伴うチューブに接続される自身のチューブ及び接続デバイスが備わ
るので、器官カセットは格納し、分析し、及び／又は輸送するための器官に保護的環境を
与え、一方で、器官潅流、運搬、若しくは診断装置のチューブへの器官の挿入、及び／又
は該チューブへの器官の接続を促進する。更に、器官カセットは、カセットの輸送を促進
するハドルも含み、器官が視覚によりモニタされ得るように透明部材で形成され得る。
【０１４３】
　運搬装置１９００及び／又はカセット６５は、器官の位置の追跡を可能にするグローバ
ルポジショニングシステム（ＧＴＳ）（図示せず）を含む。装置は、装置の位置で若しく
は別の位置で器官をモニタできるデータロガ及び／又は送信機も含んでもよい。
【０１４４】
　本発明の方法を、図２に示す装置の操作により以下に説明する。しかしながら、他の装
置も、発明の方法を実施するのに利用され得る。
【０１４５】
　上述のように、上記装置は２つのモード、正常体温潅流モードと低体温潅流モードで操
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作し得る。正常体温潅流モードを最初に説明し、続いて低体温潅流モードの説明をする。
繰り返しの記述はできるだけ割愛する。
【０１４６】
　正常体温若しくは正常体温近傍の潅流モードでは、器官は、医療用流体所蔵部１０と熱
交換連絡するように配置された熱電ユニット３０ａにより、好ましくは約１０～３８°Ｃ
の範囲内で、より好ましくは約１２～３５°Ｃの範囲内で、更に好ましくは約１２～２４
°Ｃ若しくは約１８～２４°Ｃの範囲内で（例えば、室温２２～２３°Ｃで）、維持され
る医療用流体で、好ましくは１／２～６時間、より好ましくは１／２～４時間、更に好ま
しくは１／２～１時間、潅流される。
【０１４７】
　上述のように、このモードでは、医療用流体は、酸素処理され交差結合されたヘモグロ
ビン基底の重炭酸塩溶液であるのが好ましい。交差結合されたヘモグロビン基底の医療用
流体は、例えば、単一の、ウイスコンシン大学のグルコン酸塩タイプの潅流よりも、単位
潅流体積あたり、器官に対して１５０倍までの酸素を、引き渡せる。このことにより、正
常体温潅流は、１、２時間、涸渇したＡＴＰレベルを部分的若しくは全体的に回復できる
。しかしながら、本発明はこの保存溶液に限定されない。米国特許第５１４９３２１号、
５２３４４０５号、及び５３９５３１４号、同時係属の米国特許出願第０８／４８４６０
１号、並びに、２０００年７月２８日出願の米国特許出願０９／６２８３１１号、代理人
整理番号第１０１３１１号に開示されるような、他の保存溶液でもよい。これら出願の内
容全体は、参照の上本明細書に援用される。
【０１４８】
　正常体温潅流モードでは、医療用流体は、チューブ５０ａ、５０ｂ、５０ｃ又は５０ｄ
５０ｅ、５０ｃの夫々を介してバッグ１５ａ、１５ｂの一つ又は他のものから、器官チャ
ンバ４内部に配置される器官に、直接供給される。器官は、好ましくは約３～５ｍｌ／ｇ
／分の範囲内の流速で潅流される。圧力センサＰ１は、潅流圧力をマイクロプロセッサ１
５０に中継し、該マイクロプロセッサ１５０は圧力源２０により供給される圧力を変動し
、潅流圧力を制御して、及び／又は手動の調整のために制御及び表示エリア５ａ上に圧力
を表示する。圧力は、約１０～１００ｍｍＨｇの範囲内で、好ましくは５０～９０ｍｍＨ
ｇの範囲内で、圧力源２０と利用中の圧力カフ１５ａ、１５ｂとステッピングモータ／カ
ムバルブ６５の組み合わせによって、制御されるのは好ましい。コンプレッサ及びカフは
、前耐圧力制御を為す。ステッピングモータ／カムバルブ６５（又は、他の種々のバルブ
若しくは圧力レギュレータ）は、オペレータ、若しくは圧力センサＰ１からの信号に応答
してマイクロプロセッサ１５０によっても制御されるが、更に、圧力を下げて微調整し、
及び／又は、パルス波を流れに載せて器官６０に到らせる。潅流圧力が所与の限定を超え
ると、ステッピングモータ／カムバルブ６５は、器官６０への流体流を止めるように作動
するのがよい。
【０１４９】
　特定温度における特定の圧力、流速及び潅流時間長は、特定の器官若しくは潅流去れる
器官に依存して変動する。例えば、心臓と腎臓は、器官の虚血前のエネルギレベルを回復
し及び／又は維持して、器官の生存力を維持し及び／又は回復するために、約１０～１０
０ｍｍＨｇの圧力で、約３～５ｍｌ／ｇ／分の流速で、約２～４時間まで、正常体温にて
、潅流されるのが好ましく、格納及び／又は輸送のために、約１０～３０ｍｍＨｇの圧力
で、約１～２ｍｌ／ｇ／分の流速で、約７２時間、低体温にて、潅流されるのが好ましい
。しかしながら、これらの基準は、特定の器官、ドナーの身体及び／又は被提供者の身体
、利用用途の状況、及び／又は、特定器官のサイズに依存して変動する。当業者であれば
、本明細書に設定されるガイダンスを考慮して、過度の実験を行うことなく、適切な状況
を選択できる。
【０１５０】
　流出の医療用流体は器官チャンバ４０の底に集まり、第２の熱電ユニット３０ｂにより
既述の温度範囲内に維持される。温度センサＴ２は、器官の温度をマイクロプロセッサ１
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５０に中継し、該マイクロプロセッサ１５０は熱電ユニット３０ａを制御し医療用流体及
び器官溶液の温度を調整し、所望の温度に器官６０を維持し、及び／又は、手動の調整の
ために制御及び表示エリア５ｃ上に医療用流体温度を表示する。
【０１５１】
　収集された流出医療用流体は、ポンプ８０によりポンプアウトされチューブ８１を介し
フィルタユニット８２を通過し器官溶液に戻る。このことのより、流出医療用流体から外
科及び／又は細胞くずが濾過され、濾過された医療用流体に戻り器官６０のための溶液と
して作用する。レベルセンサＬ２が、流出医療用流体の所定のレベルが（好ましくは、流
出医療用流体内に浸された器官６０を十分維持できる程度に）器官チャンバ４０内に存在
すると感知すると、更なる流出医療用流体はチューブ９１を介してポンプ９０によりポン
プアウトされる。温度センサＴ１は、器官溶液の温度をマイクロプロセッサ１５０に中継
し、該マイクロプロセッサ１５０は熱電ユニット３０ｂを制御して医療用流体の温度を調
整し、所望の温度で器官を維持し、及び／又は、手動調節及びモニタのために制御及び表
示エリア５ｃに温度を表示する。
【０１５２】
　上述のように、医療用流体は、単一通過モードで廃棄されるように仕向けられてもよい
し、最後に器官及び／又は溶液に戻って再循環する（再循環モード）ように為されてもよ
い。
【０１５３】
　チューブ９１に沿って、再循環の医療用流体は、フィルタユニット９５を通過して先ず
ポンプされる。交差結合のヘモグロビンの医療用流体を利用することにより、サブミクロ
ンの利用が、バクテリアだけでなく、大きな外科くずや細胞くずを取り除けることになる
。このようにすることにより、抗生物質の利用を最小限にでき、腎臓損傷のような器官損
傷を回避する助けとなる。
【０１５４】
　次に、再循環の医療用流体はＣＯ２スクラバ／Ｏ２膜１００を通過してポンプされる。
医療用流体は、親水性（例えば、Ｈｙｐｏｌ）コートを伴う疎水性マクロ多孔性膜を通り
過ぎ、低真空が、再循環医療用流体からＣＯ２を除く作動バルブＶＶ１により対向する側
に加えられる。
【０１５５】
　続いて、医療用流体の一部は、人工肺１１０（例えば、ＪＯＳＴＲＡ（登録商標）人工
肺）に入り、一部はそこを迂回し、チューブ１１１を介してｐＨ、ｐＯ２、ｐＣＯ２、Ｌ
ＤＨ、Ｔ／ＧＳＴ、ＴプロテインセンサＶ１を通過する。このポイントで、２つの気体、
好ましくは１００％酸素及び９５／５％酸素／二酸化炭素が、迂回した医療用流体のｐＨ
レベルに依存して膜の対向する側に夫々配置される。気体は２００ｍＨｇまでの圧力で、
好ましくは５０～１００ｍｍＨｇの圧力で、また好ましくはマイクロメータガスバルブＧ
Ｖ３を通過して、加えられるのがよい。交差結合のヘモグロビン基底の重炭酸塩医療用流
体は、約４０ｍｍＨｇのｐＣＯ２を好適なｐＨ範囲７．２５－７．４５の中点（７．３５
）とすることを要求するように定式化されるのがよい。
【０１５６】
　人工肺を出て行く医療用流体が、好適なｐＨ範囲（例えば、７．２５－７．４５）の範
囲内ならば、１００％酸素が気体交換チャンバに供給されバルブＬＶ１は開かなくなり、
潅流は非利用中のバッグ１５ａ若しくは１５ｂの中の貯蔵部１０に戻る。戻る潅流ｐＨが
酸側の範囲外（例えば、７．２５以下）であるならば、１００％酸素が気体交換チャンバ
に供給されバルブＬＶ１は開き、潅流は器官チャンバ４０に戻る。シリンジポンプ１３１
の作動により、例えば、重炭酸塩貯蔵部１３２から１ｃｃの重炭酸塩溶液をポンプし、チ
ューブ１３２を介して器官溶液の中に到らせる。高いヘモグロビン内容を伴う医療用流体
は、大きい緩衝容量を与える。重炭酸塩を追加すると、容量を緩衝し可逆のｐＨ制御機構
を与えることを促進することになる。
【０１５７】
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　戻る潅流ｐＨが塩基側の範囲外（例えば、７．２５以上）であるならば、９５／５％酸
素／二酸化炭素が気体交換チャンバに供給されバルブＬＶ１は作動せず、潅流は非利用中
のバッグ１５ａ若しくは１５ｂに戻る。非利用中のバッグ１５ａ又は１５ｂはバルブＧＶ
４を介して（例えば、過剰の酸素を）脱気できる。利用中のバッグ１５ａ又は１５ｂにて
、内部に約２５０ｍｌ以下の医療用流体が残余するとき、夫々のカフ１６ａ、１６ｂは夫
々の気体バルブＧＶ１、ＧＶ２を介して排気できる。続いて、予め利用されないバッグ１
５ａ又は１５ｂの夫々のカフ１６ａ、１６ｂには、器官に医療用流体を供給し期間の潅流
を継続する圧縮気体源２０から気体が供給される。
【０１５８】
　低体温モードでは、器官は、好ましくは約１°Ｃ～１５°Ｃの範囲内の温度で、より好
ましくは４°Ｃ～１０°Ｃで、最も好ましくは１０°Ｃ近辺で、冷却された医療用流体で
潅流される。医療用流体は、晶質潅流であるのが好ましく、例えば、アスコルビン酸、グ
ルタチオン、水溶性ビタミンＥ、カタラーゼ、若しくはスーパーオキシドジスムターゼな
どの、抗酸化物及び他の組織保護剤が補われるのが好ましい。
【０１５９】
　器官に医療用流体を直接加える代わりに、医療用流体は、好ましくは約５～４０ｍｍＨ
ｇの、より好ましくは１０～３０ｍｍＨｇの、最も好ましくは２０ｍｍＨｇ近辺の、圧力
ヘッドである中間タンク７０の中に、チューブ５１を介して、貯蔵タンク１７から供給さ
れてもよい。医療用流体は、バルブＬＶ６を作動してチューブ５０ｃに沿って、中間タン
ク７０から器官６０へ、重力若しくは圧力により供給される。中間タンク７０内のレベル
センサ７１は、貯蔵タンク１７からの供給を制御し所望の圧力ヘッドを維持するのに利用
される。低体温モードでは医療用流体は、重力により好ましくは圧力により器官に与えら
れるのだから、器官の繊細な微小血管への潅流圧力の誘発する傷害は少ない。実際、器官
が潅流される圧力は、大きくても４０ｍｍＨｇの圧力ヘッドに限定される。
【０１６０】
　ステッピングモータ／カムバルブ２０５（又は、他の種々のバルブ若しくは圧力レギュ
レータ）は、チューブ５０ｃ上に配置され、上述のように、器官６０へ医療用流体の白銅
製の供給を行い、制御目的のため器官６０の中へ供給される医療用流体の圧力を減じ、又
は、器官６０の中への医療用流体の流れを停止するようにしてもよい。
【０１６１】
　更に、低体温モードでは、器官６０は栄養分を求める要求が殆ど無いので、医療用流体
は、長期間において、断続的に（例えば、約１００ｍｌ／分までの流速で、２時間毎に）
、若しくは、ゆっくりとした流速で（例えば、１００ｍｌ／分までで）、器官に与えられ
てもよい。断続的な潅流は単一通過モードで実装されてもよく再循環モードで実装されて
もよい。ポンプ８０、フィルタ８２、及びチューブ８１は、ｐＨ、ｐＯ２、ｐＣＯ２、Ｌ
ＤＨ、Ｔ／ＧＳＴ及びプロテインセンサの利用と共に器官溶液を濾過するのに利用され得
る。しかしながら、器官は低体温度では酸素を利用できないので、人工肺が利用されない
。所望及び／又は必要であれば、十分な酸素が、濾過された室内空気若しくは他の適切な
源から得られる。
【０１６２】
　潅流と温度調整の両方は、自動的に制御可能である。このように自動的に制御できるこ
とにより、操作中の潅流状況に迅速且つ信頼性高く対応できる。自動的流れ制御は、潅流
流速、器官から出て行く潅流のｐＨ、器官入口圧力、又は、予め選択された流速若しくは
潅流モード間のスイッチングなどのタイムシーケンスを含む、システムから計測されたパ
ラメータを基礎にし得る。好ましくは、流れ制御は、気管内への潅流流入の圧力モニタを
基にする。自動的流れ制御の利点は、連続流若しくは制御された中間流の下で操作しつつ
、適切な酸素化及びｐＨ制御を維持することを含む。熱電デバイス（ＴＥＤ）の熱制御は
、器官カセット即ち容器、及び潅流貯蔵部の温度を調整できる。熱制御は、例えば、潅流
溶液内の若しくは器官内部のサーミスタプローブにより、又は、熱電デバイス内にセンサ
により、為される熱計測を基礎にする。
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【０１６３】
　自動制御は、操作容易のメニューアイコン及び表示部を利用して相互制御プログラムに
より為されるのが好ましい。パラメータは、利用者による選択のために予め格納されても
よいし、システムの操作の間に利用者によりプログラムされてもよい。制御プログラムは
、プログラムされた一般目的のコンピュータ上に実装されるのが好ましい。しかしながら
、コントローラは、特定目的コンピュータ、プログラムされたマイクロプロセッサ、即ち
マイクロコントローラ及び周辺集積回路部品、ＡＳＩＣ若しくは他の集積回路、デジタル
シグナルプロセッサ、個別素子回路、ＰＬＤ、ＰＬＡ、ＦＰＧＡ若しくはＰＡＬなどのプ
ログラマブルロジックデバイスなどに、実装されてもよい。概略、本明細書に記載する制
御プロセスを実施できる有限状態機械を実装できるどのデバイスが利用されてもよい。制
御プロセスは、ＲＯＭを利用して実装されてもよい。しかしながら、ＰＲＯＭ、ＥＰＲＯ
Ｍ，ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤ―ＲＯＭなどの光学ＲＯＭディスク、及びディ
スクドライブなどを利用して、実装されてもよい。しかしながら、所望であれば、制御プ
ログラムは、静的若しくは動的ＲＡＭを利用されてもよい。それは、フロッピディスク及
びディスクドライブ、書き込み可能光学ディスク及びディスクドライブ、ハードドライブ
、フラッシュメモリなどを利用して実装されてもよい。
【０１６４】
　操作時には、図１５に示すように、一つ又はそれ以上の器官の潅流を制御する操作の基
本ステップは、先ず、器官データを入力することを含む。器官データは、少なくとも器官
のタイプと質量を含む。そして、プログラムは、利用者が一つ又は複数の潅流モードのタ
イプを選択するのを促進する。潅流モードのタイプは、上述のように、低体温潅流、正常
体温潅流、並びに、正常体温潅流と低体温潅流の両方を利用する一連の潅流を含む。正常
体温潅流と低体温潅流の両方が利用されると、利用者は種々の温度の医療用流体で選択で
きる。勿論、システムは、特定の器官にとって適切な予め格納された値に基づくデフォル
ト値を含む。利用者は、中間潅流、単一通過潅流、及び再循環潅流からも選択できる。選
択された潅流タイプに依存して、有酸素若しくは無酸素の医療用流体が特定され得る。
【０１６５】
　次に、個々の選択された潅流モードに対する流れ制御のタイプが設定される。流れ制御
セレクタは、潅流流速、潅流ｐＨ、器官入口圧力及びタイムシーケンスの内の少なくとも
一つに基づいて、流れ制御を選択する。好適な実施の形態では、流れ制御は、器官への潅
流入口において検出された圧力に基づく。医療用流体の流れは、選択された潅流モード及
び流れ制御に基づく。
【０１６６】
　操作の間、システムにより、とりわけ器官及び潅流により経験される状況は、検出され
てモニタされる。検出された操作の状況は、予め格納された操作の状況と比較される。比
較に基づく器官の生存力を示す信号が生成され得る。種々の検出器、センサ及びモニタデ
バイスは前に説明しているが、少なくとも圧力センサ、ｐＨ検出器、酸素センサ及び流れ
メータを含む。
【０１６７】
　制御システムは、潅流と器官のうちの少なくとも一つの温度を制御する熱制御も含んで
もよい。熱制御は、試験デバイスを制御することにより医療用流体貯蔵部及び器官容器の
温度を制御できる。上述のように、温度センサは、コントローラに接続されモニタ及び制
御を促進する。
【０１６８】
　制御システムは、常時手動で調整可能であり、デフォルトセッティングに従うようにセ
ットされ得る。システムは、器官の生存力を危険にさらしてしまうパラメータをオペレー
タが設定することを回避する論理回路を含む。上述のように、システムは、一連の低体温
及び／又は正常体温潅流のためのコンピュータ制御モードに加えて、一連の低体温及び／
又は正常体温潅流のための手動モードでも、操作され得る。上述の装置及び方法は、カセ
ット、及び／又は、圧力及び流速の夫々につき、必要とされる修正を施せば、成人即ち大
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きい器官だけでなく、子ども即ち小さい器官に対しても、利用可能である。前に説明した
ように、器官カセットは、特定の器官若しくは器官サイズの形状及びサイズに併せて、構
成可能である。装置及び方法は、器官を成長／クローンかするために、例えば人工胎盤細
胞培養などへの実行血液供給を為すのにも、利用されてもよい。
【０１６９】
　発明は特定の実施形態と関連させて既述したが、多数の代替案、変更及びバリエーショ
ンは当業者に明白である。従って、本明細書に記載した本発明の好適な実施形態は、例示
であることを意図し、内容を限定するものではないことを意図する。種々の変更が、本発
明の範囲から乖離することなく為され得る。
【図面の簡単な説明】
【０１７０】
【図１】本発明に係る器官潅流装置である。
【図２】図１の装置の系統図である。
【図３】図１の装置の回路図である。
【図４】本発明に係る組み合わせポンプ、濾過、酸化及び／又はデバブラ装置の第１のポ
ンプモジュールの分解図である。
【図５】本発明に係る組み合わせポンプ、濾過、酸化及び／又はデバブラ装置の濾過モジ
ュールの分解図である。
【図６】本発明に係る組み合わせポンプ、濾過、酸化及び／又はデバブラ装置の酸化モジ
ュールの分解図である。
【図７】本発明に係る組み合わせポンプ、濾過、酸化及び／又はデバブラ装置のデバブラ
モジュールの分解図である。
【図８】本発明に係る組み合わせポンプ、濾過、酸化及び／又はデバブラ装置の第２のポ
ンプモジュールの分解図である。
【図９】図４～図８のモジュールを組み立てて示す分解斜視図である。
【図１０】本発明に係る組み合わせポンプ、濾過、酸化及び／又はデバブラ装置の組立モ
ジュラの前面斜視図である。
【図１１Ａ】本発明に係る器官カセットの実施形態の側斜視図を示す。
【図１１Ｂ】本発明に係る器官カセットの実施形態の側斜視図を示す。
【図１１Ｃ】本発明に係る器官カセットの実施形態の側斜視図を示す。
【図１１Ｄ】本発明に係る器官カセットの実施形態の側斜視図を示す。
【図１２】多数の器官を同時に潅流するように構成される器官潅流装置の系統図である。
【図１３Ａ】本発明に係るステッピングモータ／カムバルブを示す。
【図１３Ｂ】本発明に係るステッピングモータ／カムバルブを示す。
【図１４Ａ】本発明に係る別のステッピングモータ／カムバルブを示す。
【図１４Ｂ】本発明に係る別のステッピングモータ／カムバルブを示す。
【図１４Ｃ】本発明に係る別のステッピングモータ／カムバルブを示す。
【図１４Ｄ】本発明に係る別のステッピングモータ／カムバルブを示す。
【図１４Ｅ】本発明に係る別のステッピングモータ／カムバルブを示す。
【図１４Ｆ】本発明に係る別のステッピングモータ／カムバルブを示す。
【図１５】本発明に係る制御システムを概略示すブロック図を示す。
【図１６】本発明に係る可能な処理ステップの例の図を示す。
【図１７】本発明の器官カセットの実施形態を示す。
【図１７Ａ】本発明の器官カセットの実施形態を示す。
【図１８】本発明に係る器官チェアの実施形態を示す。
【図１８Ａ】本発明に係る器官チェアの実施形態を示す。
【図１９】本発明に係る器官運搬装置の外部斜視図を示す。
【図２０】図１９の器官運搬装置の断面図を示す。
【図２１】図１９の器官運搬装置のブロック図を示す。
【図２２】図１９の器官運搬装置の操作状態を示す。
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【図２３】図１９の器官運搬装置の別の断面図を示す。
【図２４】本発明の潅流及び器官移植システムのデータ構造及び情報移動スキームを示す
。
【図２５】本発明に係る潅流ポンプのモータ制御を示す。
【図２５Ａ】本発明に係る潅流ポンプのモータ制御を示す。
【図２６】本発明に係る肝臓潅流装置を示す
【図２７】図２６に係る潅流装置で用いる蠕動ポンプの拡大図を示す。
【図２８】本発明に係る器官診断システムの全体図を示す。
【図２９】図２８に係る器官診断システムで用いる器官評価器具の斜視図を示す。
【図３０】図２８に係る器官診断システムで用いるインライン潅流システムを示す。
【図３１】図２８に係る器官診断システムのための論理回路を示す。
【符号の説明】
【０１７１】
１・・・器官潅流装置、４０・・・器官チャンバ、６０・・・器官、６５・・・カセット
、８０・・・ポンプ、８１・・・チューブ、１５０・・・マイクロプロセッサ、１８００
・・・器官チェア。

【図１】 【図２】
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