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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
流体システムのための透析カセットであって、ポンプチャンバを覆う可撓性膜を含む透析
カセットの作動方法であって：
　前記流体システムがピストンヘッドの周りに減圧を付与し、該透析カセットの可撓性膜
を該ピストンヘッド上に吸引する工程；
　前記流体システムが該ピストンヘッドを減圧された該膜とともに、該透析カセットから
離して機械的に引っ込め流体を該ポンプチャンバ中に引く工程；
　前記流体システムが該ピストンヘッドおよび該可撓性膜を該ポンプチャンバ中に機械的
に延在させ、該ポンプチャンバから流れ経路を通って流体を吐き出す工程；
　前記流体システムが該ポンプチャンバに隣接する該透析カセットの位置で該流れ経路を
通って流れる該流体の圧力を直接感知する工程；および
　（ｉ）該ピストンヘッドおよび該可撓性膜を該ポンプチャンバ中に機械的に延在させる
とき、該感知された圧力が増加する場合に、前記流体システムがライン閉塞がおこったこ
とを決定する、又は、（ｉｉ）該ピストンヘッドおよび該可撓性膜を該ポンプチャンバ中
に機械的に延在させるとき、該感知された圧力が予期される圧力低下に合致しない場合に
、前記流体システムがライン閉塞がおこったことを決定する工程、を包含する、透析カセ
ットの作動方法。
【請求項２】
さらに、（ｉ）前記ピストンヘッドを前記透析カセットから離して延在させるとき、前記
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流体システムが減圧を付与し前記ポンプチャンバ中に流体を引く工程、または（ｉｉ）前
記膜を該ポンプチャンバ中に延在させるとき、前記流体システムが減圧を付与し該ポンプ
チャンバから該流れ経路を通って流体を吐き出す工程、の少なくとも１つをさらに含む、
請求項１に記載の透析カセットの作動方法。
【請求項３】
前記ポンプチャンバと前記流れ経路の弁起動位置との間の前記透析カセットの位置で、前
記流体システムが前記流れ経路を通って流れる流体の圧力を直接感知する工程をさらに含
む、請求項１に記載の透析カセットの作動方法。
【請求項４】
前記流体システムが前記ピストンヘッドの周りに減圧を付与する工程が、前記流体システ
ムが該ピストンヘッドを通り、または該ピストンヘッドに隣接して前記減圧を引くことを
含む、請求項１に記載の透析カセットの作動方法。
【請求項５】
前記流体システムが前記ピストンヘッドの周りに減圧を付与する工程が、前記流体システ
ムが前記可撓性膜と、該ピストンヘッドが通って移動して前記ポンプチャンバに到達する
壁との間で前記減圧を引くことを含む、請求項１に記載の透析カセットの作動方法。
【請求項６】
前記流体システムが前記流れ経路を通って流れる前記流体の圧力を直接感知する工程が、
前記流体システムが前記可撓性膜を圧力センサと接触することを含む、請求項１に記載の
透析カセットの作動方法。
【請求項７】
前記流体システムが、プライミングのシークエンスの間に前記ライン閉塞が起こるか否か
を決定することを含む、請求項１に記載の透析カセットの作動方法。
【請求項８】
前記流れ経路が患者ラインと流体連通している、請求項１に記載の透析カセットの作動方
法。
【請求項９】
前記流体システムが、前記予期される圧力低下を予備決定することを含む、請求項１に記
載の透析カセットの作動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（優先権の主張）
　本願は、２００３年１０月２８日に出願された、発明の名称「Ｉｍｐｒｏｖｅｄ　Ｐｒ
ｉｍｉｎｇ，Ｉｎｔｅｇｒｉｔｙ　ａｎｄ　Ｈｅａｄ　Ｈｅｉｇｈｔ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　
ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓｅｓ　ｆｏｒ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｆｌｕｉｄ　Ｓｙｓｔｅｍ
ｓ」の、米国仮特許出願番号６０／５１５，８１５（その全内容は、本明細書中に参考と
して援用され、そして信頼される）の利益を主張する。
【０００２】
　（発明の背景）
　本発明は、一般に、医療用流体システムに関し、そしてより具体的には、このようなシ
ステムの試験およびプライミングに関する。
【背景技術】
【０００３】
　腹腔透析システムにおいて、使い捨てカセット内の多数の流体弁が漏出しないこと、こ
のカセット内の複数のポンプチャンバの間で漏出が起こらないこと、流体通路にまたがる
漏出が起こらないこと、および隔離閉塞具（これは、システムの不調の場合に、このカセ
ットに接続された流体ライン内の液体の流れを止めることが意図される）がその手順を適
切に実施していることを検証しようと試みる、一体性試験を実施することが、公知である
。特許文献１に記載される、１つの公知の湿式漏出試験において、使い捨てカセットが、
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腹腔透析サイクラーにロードされ、そして溶液バッグが接続される。この試験は、以下の
工程からなる：
　（ｉ）流体弁のダイアフラムの負圧の減衰試験が実施される；
　（ｉｉ）この流体弁のダイアフラムの正圧の減衰試験が実施される；
　（ｉｉｉ）負圧の減衰試験が第二のポンプチャンバに対して実施される間に、第一のポ
ンプチャンバに対して、正圧の減衰試験が実施される；
　（ｉｖ）正圧の減衰試験が第二のポンプに対して実施される間に、第一のポンプチャン
バに対して、負圧の減衰試験が実施される；その後
　（ｖ）両方のポンプチャンバが、計量された体積の流体で満たされ、全ての流体弁が開
かれ、そして閉塞具が閉じられ、正圧が、ある時間にわたって、両方のチャンバに付与さ
れ、その後、各ポンプチャンバ内の流体の体積が、再度測定されて、いくらかの流体がこ
の閉塞具を横切って漏出したか否かを決定する。
【０００４】
　示されるように、上記試験手順は、溶液バッグが腹腔透析システムに接続された後に実
施される。カセットまたは配管の一体性が不合格である場合、これらの溶液バッグの滅菌
性が、損なわれる。このような場合、使い捨てカセットと溶液バッグとの両方が、処分さ
れなければならない。さらに、溶液バッグからの液体が、この機械の空気力システムに吸
引され得、この機械の空気力システムの不調を引き起こす可能がある。
【０００５】
　湿式試験はまた、誤った誘発を受けやすい。具体的には、試験において使用される冷た
い溶液は、毎年、多くの誤った使い捨て一体性試験警告を引き起こす。なぜなら、閉塞具
（これは、全ての流体ラインを締めて閉じることが前提とされる）が配管ラインを適切に
圧着または密封しない場合、この試験は失敗するからである。この溶液が冷たい場合、こ
の溶液は、セットの配管を、この配管が室内の空気中に置かれる場合にのみ達する温度よ
り低い温度まで冷却する。より冷たい配管は、閉塞することがより困難であり、いくつか
の場合には、流体を、この閉塞具を超えて漏出させ、そして試験を失敗させる。一旦、透
析治療が開始されると、この配管を通過する流体は、約３７℃まで温められ、この閉塞具
が満足に機能することを可能にする。
【０００６】
　従って、一体性試験が、溶液バッグが治療機械に取り付けられる前に実施されること、
および誤った誘発を防止するために、冷たい溶液の使用を排除することが、望ましい。
【０００７】
　「乾式」試験が、特許文献２に、簡単に記載されている。この記載は、部分的には、１
９９８年１２月の、Ｂａｘｔｅｒ　ＨｏｍｅＣｈｏｉｃｅ（登録商標）サイクラーにおい
て実施される「乾式試験」に基づく。ＨｏｍｅＣｈｏｉｃｅ（登録商標）サイクラーにお
いて実施される実際の試験は、４つの工程からなり、その第一の工程は、溶液バッグが接
続される前に行われる。次の３つの工程は、溶液バッグが接続されることを必要とするが
、流体が、これらのバッグからこの機械へと引き込まれることは必要としない。図１～４
は、公知の「乾式」試験の個々の工程によって試験される、流体カセットの領域を図示す
る。上記「乾式」試験は、流体が、機械の空気力装置内に潜在的に漏出する問題を排除す
るが、この試験は、漏出の際にこれらのバッグの滅菌性が潜在的に損なわれること、およ
び従って、使い捨てカセットの一体性が損なわれた場合に処分されることを、防止しない
。
【０００８】
　さらに、空気を用いる乾式試験は、透析流体を使用する湿式試験より感受性が高いと考
えられる。従って、一体性試験が、感度の理由により、そして上記理由により、空気を使
用することがまた、望ましい。
【０００９】
　一体性試験は、医療用流体機械の製造業者に対して、１つの問題を提示するが、別の共
通の問題は、これらの機械内の流体システムのプライミングである。多くの例において、
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空気が、安全の目的で、１つ以上の管からパージされなければならない。例えば、透析の
分野において、患者の腹腔または静脈および動脈が、空気を含まない透析流体を受容する
ように、このシステムから空気をパージすることが、不可欠である。その結果、自動化透
析機械には、これまでに、プライミングシステムが提供されている。腹腔透析において、
プライミングの目的は、流体を、そのラインの端部（この端部において、患者の輸送セッ
トに接続する患者コネクタが位置する）まで完全に押し、一方で、プライミング流体は、
このコネクタを通らず、流体を、このシステムから流し出すことである。
【００１０】
　代表的に、透析機械は、プライミングのために、重力を使用する。重力によってプライ
ミングされる公知のシステムには、多くの欠点がある。第一に、いくつかのプライミング
システムは、特殊な大きさのバッグのために設計される。他の大きさのバッグが使用され
る場合、このプライミングシステムは、適切に働かない。第二に、プライミングの開始の
際に、空気と流体との混合物が、患者ライン中に、その近位端の近くに存在して、使い捨
てカートリッジまたはカセットを閉じ得るということが、多くのシステムにおいて起こる
。流体は、カセットの設置および／または一体性試験に起因して、時々、このカセット内
に集まる。このように流体が集まることにより、この流体と、入ってくるプライミング流
体との間に、空気のギャップが生じ得る。この空気のギャップは、重力によるプライミン
グを妨害し得、そして時々、妨げ得る。実際に、多くの手順指針は、患者ラインが適切に
プライミングしていないようである場合に、このラインの一部分を叩く工程を包含する。
この叩く工程は、この流体ライン内に捕捉された任意の気泡を追い出すことを意味する。
【００１１】
　プライミングにおいて比較的頻繁に起こる第三の問題は、患者が、患者ラインをプライ
ミングする前に、このライン上のクランプを取り外し忘れることである。この締められた
ラインは、このラインを適切にプライミングさせない。この患者が、治療の残りの部分に
進む前に患者ラインからクランプを取り外すことが必要であることをこの患者に具体的に
伝えるために、警告が必要とされる。第四に、排気された先端保護具が、患者ラインの端
部に提供される場合、この排気された先端保護具は、適切に排気しないかもしれず、そし
てプライミングを妨害し得る。ここでまた、このラインが適切にプライミングされていな
いことを患者に伝えるための、警告が必要とされる。第五に、費用が、常に、要因である
。上記問題を克服するプライミング装置およびプライミング方法を提供することに加えて
、プライミングを実施するために、可能であれば、既存の構成要素を使用して、さらなる
構成要素およびさらなる費用を加える必要性を回避することもまた、望ましい。
【００１２】
　医療用流体システム、および特に、自動化腹腔透析（「ＡＰＤ」）システムについての
別の問題は、溶液バッグが、この機械が所望のパラメータ内で作動するために適切な、こ
の機械に対する高さに位置することを確実にすることである。溶液バッグ（例えば、透析
液バッグ、乳酸塩バッグおよび／またはブドウ糖バッグ）の高さは、適切な量の流体が、
治療の間に患者にポンプ送達されること、ならびに正しい量および割合の添加剤が注入さ
れることを確実にするために、モニタリングされる必要がある。バッグの位置の決定を議
論する２つの特許は、特許文献３および特許文献４である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】米国特許第５，３５０，３５７号明細書
【特許文献２】米国特許第６，３０２，６５３号明細書
【特許文献３】米国特許第６，４９７，６７６号明細書
【特許文献４】米国特許第６，５０３，０６２号明細書
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１４】
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　（発明の要旨）
　本発明は、１つの主要な実施形態において、使い捨てカセットの被覆用材料と、成型さ
れたカセットフィーチャーとの両方に対して、一体性試験を実施する。本発明の方法は、
カセットをベースとした多くのプライミングおよび液体分配システムに適用可能であり、
そして具体的には、透析処置（例えば、自動化腹腔透析）のために適切である。この一体
性試験の工程は、ほぼ専ら、溶液バッグ（例えば、腹腔透析溶液バッグ）が、透析治療機
械（例えば、腹腔透析機械）に接続される前に実施される。このような試験は、一体性の
問題が生じる場合に、患者は、使い捨てカセットおよび付随する配管を処分する必要があ
るのみであり、溶液を処分する必要がないので、有利である。また、流体は、試験を実施
するために機械に接続されないので、漏出に起因して、溶液がこの機械の空気力装置に吸
引される（潜在的に、不調を引き起こす）機会がない。
【００１５】
　本発明の乾式試験は、排出ライン以外の全ての流体ラインが、キャップされた状態で実
施される。この排出ラインは、空気が逃れることを可能にするが、液体が逃れることを可
能にしない、先端保護具および／または膜で覆われる。これらのラインは、キャップされ
たままであるので、これらのラインは、溶液バッグに接続されない。その結果、このカセ
ットに漏出が起こる場合に、溶液バッグはいずれも、汚染されない。
【００１６】
　これらの試験工程は、多数の理由により、キャップされたラインを用いて実施されるこ
とが可能である。いくつかの工程において、排出ライン以外の全てのラインに接続された
先端保護具（すなわち、キャップ）は、適切な位置に残される。なぜなら、カセットの被
覆材料および流体通路は、弁が閉位置ではなく開位置にある状態で試験されるからである
。これらの弁が開いている場合、このカセット内の流体チャネルの全ては、ポンプチャン
バと排出ラインとの両方と直接連絡し、この排出ラインは、空気が通過することを可能に
する、細菌を保持する先端保護具を有する。従って、失敗した試験からの空気は、カセッ
トからこの排出ラインを通過し、このシステム内の圧力を変化させ、その結果、漏出が検
出され得る。
【００１７】
　他の試験工程において、先端保護具は、適切な位置に残され得る。なぜなら、このシス
テムの一部分が加圧され、一方で、他の部分が排気されるからである。このカセットの正
に加圧された部分から漏出する空気は、排気された部分へと漏出し、そして空気がこのカ
セットから逃れるにつれて、または空気がこのカセット内に漏出するにつれて、容易に検
出可能である。さらに、空気は、漏出によって、水または溶液より容易に流れるので、空
気試験は、流体ベースの試験より好都合であり、そして高感度であり、精度および再現性
を高め、そして試験時間を短縮する。
【００１８】
　本発明は、別の主要な実施形態において、医療用流体送達システムをプライミングする
ための、装置および方法を提供する。このプライミング方法およびプライミング装置は、
本明細書中で、自動化腹腔透析機械について記載されるが、この試験は、安全性または作
動の理由により空気をパージすることを必要とする、任意の流体送達システムに適用可能
である。これらの装置および方法は、流体容器または流体バッグ、少なくとも１つの流体
ポンプ、および少なくとも１つの配管ライン（例えば、この流体ポンプから延びる患者ラ
イン）を有するシステムを用いて、作動する。このプライミング方法の第一の工程におい
て、流体ポンプを囲む弁は、流体が、重力によって、またはこのポンプによって、ポンプ
チャンバに流入し、そしてこのようなポンプチャンバを満たすが、このチャンバから出な
いように、構成される。第二の工程において、これらの弁は、供給バッグ内の流体がもは
やポンプチャンバを満たし得ないように、そしてこのポンプチャンバが加圧され得るよう
に、切り替えられ、これによって、このポンプチャンバから流体を下流へと、そして特に
、患者ライン内へとポンプ送達する。この機械プロセッサは、このポンプチャンバがそこ
から流体を排出する場合に、このポンプチャンバ内の圧力低下を予測するように、構成さ
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れる。このような圧力低下が見られない場合、患者はおそらく、患者ラインのクランプを
取り外すことを忘れているので、エラーメッセージが発せられる。最終工程において、こ
のポンプを囲む弁が開かれ、その結果、容器またはバッグからの流体は、流体が患者ライ
ンの端部に達するまで、患者ラインを流れ続け得、そしてプライミングし続け得る。この
端部は、流体容器内の流体の頂部と同じ上昇高さに位置する。
【００１９】
　上に示されたように、患者ラインが、プライミングの間に不注意でクランプされる場合
、押す工程の間のポンプチャンバ内の圧力は、予測されるレベルまで低下せず、適切な警
告を促す。さらに、流体を患者ラインの近位部分（カセットに近い方）に通して最初に押
すことは、多くの場合、このラインの近位部分に捕捉された空気によって引き起こされる
、流体に対する抵抗に打ち勝ち、その後に適切な様式で、プライミングが起こることを可
能にする。
【００２０】
　本発明のプライミングの別の局面は、１つ以上の溶液バッグと、１つの排出バッグとの
、垂直位置、すなわち水頭高さを決定するための装置および方法である。これらの方法お
よび装置は、大気圧を使用して、治療機械（例えば、ＡＰＤ機械）に対する０位置を確立
する。このバッグ高さの決定は、溶液バッグが、所望のポンプ送達流量を達成するために
適切な位置にあるか否か、この溶液バッグが、加熱器プレート上で適切に位置しているか
否か、２つ以上のバッグの間の相対位置が適切であるか否か、排出バッグが適切な位置に
位置しているか否か、またはバッグのうちの１つ以上が空であるか否か、などを決定し得
る。
　より特定すれば、本願発明は以下の項目に関し得る。
（項目１）
　プロセッサの制御下にある透析機械であって、上記機械は、以下：
　使い捨ての医療用流体カセットを受容するように構成された起動ユニットであって、上
記起動ユニットは、可撓性の膜を備え、上記カセットは、医療用流体を受容するように配
置されている、起動ユニット、を備え；
　上記起動ユニットおよび上記プロセッサは：
　第一の一体性試験において、上記カセットの上記膜の外側表面に正圧を提供し、そして
上記外側表面に対する上記正圧の減衰を測定するように作動可能であり；そして
　第二の一体性試験において、上記カセットの上記膜の内側表面に正圧を提供し、そして
上記内側表面に対する上記正圧の減衰を測定するように作動可能である、
透析機械。
（項目２）
　正圧が、上記第一の試験と第二の試験とのうちの少なくとも１つにおいて、空気力供給
源または機械的デバイスを介して提供される、項目１に記載の透析機械。
（項目３）
　上記空気力供給源に位置し、上記正圧の減衰を感知するためのセンサを備える、項目２
に記載の透析機械。
（項目４）
　上記第二の一体性試験における上記正圧が、上記カセットの少なくとも一部分に付与さ
れ、上記一部分が、ポンプ送達部分、弁部分、ポート部分および流露部分からなる群より
選択される、項目１に記載の透析機械。
（項目５）
　上記第一の一体性試験における上記正圧が、上記膜の上記外側表面の第一の部分に付与
され、そして負圧が、上記膜の上記外側表面の第二の部分に付与される、項目１に記載の
透析機械。
（項目６）
　上記第一の一体性試験における上記正圧が、上記膜の上記外側表面の第一の部分に付与
され、そして負圧が、上記膜の上記外側表面の第二の部分に付与される、項目１に記載の
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透析機械。
（項目７）
　上記第二の一体性試験における正圧が、上記膜の上記内側表面の第一の部分に付与され
、そして負圧が、上記膜の上記内側表面の第二の部分に付与される、項目１に記載の透析
機械。
（項目８）
　上記第二の一体性試験が、第一の試験であり、上記第一の試験において、圧力が、上記
カセットの上記膜の内側表面に付与され、そして圧力の減衰が測定され、そして上記第二
の一体性試験は、少なくとも１つのさらなる一体性試験を包含し、上記さらなる一体性試
験において、正圧と負圧とのうちの少なくとも一方が、上記カセットの上記膜の内側表面
に付与され、そして正圧の減衰と負圧の減衰とのうちの少なくとも一方が、測定される、
項目１に記載の透析機械。
（項目９）
　上記第二の試験が、上記第一の試験の後に行われる、項目１に記載の透析機械。
（項目１０）
　関連する圧力の減衰が、予め設定された範囲に従わない場合、上記第一の試験と第二の
試験とのうちの少なくとも一方が、警告を誘発する、項目１に記載の透析機械。
（項目１１）
　上記膜の内側表面と外側表面とに対する正圧を発生させるために、同一の圧力源が使用
される、項目１に記載の透析機械。
（項目１２）
　プロセッサの制御下にある透析機械であって、上記機械は、以下：
　　使い捨ての医療用流体カセットを受容するように構成された起動ユニットであって、
上記カセットは、複数の流体ラインを有し、上記流体ラインの各々は、処置における使用
の前に、上記ライン内の空気の滅菌性が維持されるように、収容されており、上記カセッ
トは、医療用流体を受容するように配置されている、起動ユニット、を備え；そして
　上記起動ユニットおよび上記プロセッサは：
　（ｉｉｉ）上記流体ラインが収容されている間であって、上記流体ラインのいずれかが
流体供給源に接続される前に、
　（ｉ）上記カセットの膜の内側表面に空気圧を提供するように作動可能であり；そして
　（ｉｉ）上記圧力の減衰を測定するように作動可能である、
透析機械。
（項目１３）
　上記流体ラインのうちの少なくとも１つが、先端保護具、ラインクランプ、および疎水
性膜からなる群より選択される、少なくとも１つのデバイスによって収容されている、項
目１２に記載の透析機械。
（項目１４）
　上記起動ユニットおよび上記プロセッサが、さらに：
　（ｉｉｉ）上記流体ラインのうちの少なくとも１つが、上記流体供給源に接続されてい
る間に、
　（ｉ）上記内側表面に正圧を提供するように作動可能であり、そして
　（ｉｉ）圧力の減衰を測定するように作動可能である、
項目１２に記載の透析機械。
（項目１５）
　上記少なくとも１つの流体ラインが上記流体供給源に接続されている間に付与される圧
力が、空気圧または液圧である、項目１４に記載の透析機械。
（項目１６）
　上記内側表面に付与される圧力が、正の空気圧と負の空気圧とのうちの少なくとも一方
である、項目１２に記載の透析機械。
（項目１７）
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　上記正圧および負圧が、同時に提供される、項目１６に記載の透析機械。
（項目１８）
　上記膜の上記内側表面に付与される圧力が、上記膜の外側表面に圧力を付与すること、
および少なくとも１つの弁を操作することによって発生する、項目１２に記載の透析機械
。
（項目１９）
　上記膜の上記外側表面に付与される圧力が、正圧と負圧とのうちの少なくとも一方であ
る、項目１２に記載の透析機械。
（項目２０）
　上記圧力が、上記カセットの選択された部分に付与される、項目１２に記載の透析機械
。
（項目２１）
　上記プロセッサが、上記測定された圧力の減衰が予め設定された範囲に従わない場合に
警告信号を処理するように、さらに作動可能である、項目１２に記載の透析機械。
（項目２２）
　使い捨てカセットと共に作動可能な起動ユニットを有する透析機械のための、改善され
た一体性試験方法であって、上記方法は、以下：
　第一に、上記カセットの圧力保持容量を試験する工程；および
　第二に、上記起動ユニットの作動を試験する工程、を包含し、その結果、使用者は、試
験の不合格に関して、上記不合格が、上記カセットにおける不合格に起因するのか、上記
起動ユニットにおける不合格に起因するのかを決定し得る、方法。
（項目２３）
　上記カセットの圧力保持容量を試験する工程が、複数の圧力減衰試験を実施する工程を
包含する、項目２２に記載の方法。
（項目２４）
　上記カセットの圧力保持容量を試験する工程が、上記カセットの選択された部分の圧力
保持容量を試験する工程を包含する、項目２２に記載の方法。
（項目２５）
　上記カセットの圧力保持容量を試験する工程が、正圧と負圧とのうちの少なくとも一方
を使用して、圧力減衰試験を実施する工程を包含する、項目２２に記載の方法。
（項目２６）
　上記カセットの保持容量を試験する工程が、上記カセットの外側および内側の少なくと
も一方に付与される圧力に対して、圧力減衰試験を実施する工程を包含する、項目２２に
記載の方法。
（項目２７）
　上記起動ユニットの作動を試験する工程が、カセット弁の作動と配管閉鎖作動とのうち
の少なくとも１つを試験する工程を包含する、項目２２に記載の方法。
（項目２８）
　流体ポンプ、および上記ポンプより上流に位置する流体バッグと連絡する、流体ライン
をプライミングする方法であって、上記方法は、以下：
　（ａ）上記流体ラインの一部を通して、流体をポンプ送達する工程：および
　（ｂ）上記流体ラインの残りの部分が、重力によってプライミングされることを可能に
する工程、
を包含する、方法。
（項目２９）
　上記バッグの流体レベルと、上記流体ラインの遠位端とを、実質的に同じ上昇高さに設
定する工程をさらに包含する、項目２８に記載の方法。
（項目３０）
　上記ポンプの上流の入口弁が開いている間、上記ポンプの下流の出口弁を閉じる工程、
および上記ポンプを使用して、流体を、上記バッグから、上記ポンプのポンプチャンバ内
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へと引き込む工程を包含する、項目２８に記載の方法。
（項目３１）
　上記入口弁を閉じる工程、上記出口弁を開く工程、および上記流体を、上記流体ライン
の一部分に通してポンプ送達する工程を包含する、項目３０に記載の方法。
（項目３２）
　上記入口弁および出口弁を開く工程、ならびに上記バッグからの流体が、重力によって
供給されて、上記流体ラインの残りの部分をプライミングすることを可能にする工程を包
含する、項目３０に記載の方法。
（項目３３）
　流体ポンプ、および上記ポンプの上流に位置する流体バッグと連絡する、流体ラインを
プライミングする方法であって、上記方法は、以下：
　（ａ）上記流体ラインの一部分を通して、流体をポンプ送達する工程；および
　（ｂ）上記流体ラインの一部分を通る上記流体のポンプ送達の際に、予測される圧力低
下の欠如を感知することによって、上記流体ラインから、患者クランプが適切に取り外さ
れていないことを検出する工程、
を包含する、方法。
（項目３４）
　上記流体ラインの一部分を通しての流体のポンプ送達を介して、上記流体ライン中の空
気に打ち勝つ工程を包含する、項目３３に記載の方法。
（項目３５）
　流体供給源および流体ポンプを備える医療用流体システムのための、水頭高さを検証す
る方法であって、上記流体ポンプは、ポンプチャンバの内部に位置する可撓性の膜を備え
、上記方法は、以下：
　（ａ）上記供給源からの流体で、上記流体ポンプの少なくとも一部分を、重力によって
満たす工程であって、上記流体は、上記チャンバ内の上記可撓性の膜を移動させる、工程
；
　（ｂ）上記移動した膜の、上記流体とは反対側において、上記チャンバ内の空気圧を測
定する工程であって、上記空気圧は、上記供給源の水頭高さを示す、工程；および
　（ｃ）上記水頭高さが認容可能であるか否かを決定する工程、
を包含する、方法。
（項目３６）
　上記ポンプが、第一のポンプであり、そして上記流体供給源が、第一の流体供給源であ
り、そして第二のポンプおよび第二の流体供給源を備え、上記第二のポンプおよび第二の
流体供給源に対して手順（ａ）～（ｃ）を実施する工程を包含する、項目３５に記載の方
法。
（項目３７）
　上記水頭高さが認容可能でない場合に警告を提供する工程を包含する、項目３５に記載
の方法。
（項目３８）
　上記チャンバ内の空気圧を測定する工程が、上記膜の反対側の空気圧が０であると予測
される場合に圧力センサを較正する工程を包含する、項目３５に記載の方法。
（項目３９）
　流体排出部および流体ポンプを備える医療用流体システムのための、水頭高さを検証す
る方法であって、上記流体ポンプは、ポンプチャンバの内部に位置する可撓性の膜を備え
、上記方法は、以下：
　（ａ）流体を、上記流体ポンプから上記流体排出部へと、重力によって除去する工程で
あって、上記流体の除去が、上記チャンバ内の上記可撓性の膜を移動させる、工程；
　（ｂ）上記移動した膜の、上記流体とは反対側において、上記チャンバ内の空気圧を測
定する工程であって、上記空気圧は、上記流体ポンプと上記流体排出部との間の水頭高さ
を示す、工程；および
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　（ｃ）上記水頭高さが認容可能であるか否かを決定する工程、
を包含する、方法。
（項目４０）
　上記水頭高さが認容可能でない場合に警告を提供する工程を包含する、項目３９に記載
の方法。
（項目４１）
　上記チャンバ内の空気圧を測定する工程が、上記流体ポンプからの流体の除去の前に、
上記膜の反対側の空気圧が０であると予測される場合に、圧力センサを較正する工程を包
含する、項目３９に記載の方法。
（項目４２）
　上記チャンバ内の空気圧を測定する工程が、負の空気圧を測定する工程を包含する、項
目３９に記載の方法。
【発明の効果】
【００２１】
　従って、本発明の利点は、以前の実施より短い時間を消費する、一体性試験を提供する
ことである。
【００２２】
　本発明の別の利点は、漏出を検出する際に、以前の実施より効果的である、一体性試験
を提供することである。
【００２３】
　本発明のさらなる利点は、漏出が検出される場合に、患者に対してより好都合である、
一体性試験を提供することである。
【００２４】
　本発明の別の利点は、漏出が検出される場合に、処分されなければならない供給物を最
小にする、一体性試験を提供することである。
【００２５】
　本発明のなお別の利点は、他の機械構成要素（例えば、流れライン閉塞具）の故障に影
響されない、一体性試験を提供することである。
【００２６】
　本発明のさらに別の利点は、温かい溶液を必要としない、一体性試験を提供することで
ある。
【００２７】
　本発明のなおさらなる利点は、使用者が、使い捨てのセットの故障と、機械またはサイ
クラーの空気力システムにおける漏出との間を区別することが可能である、一体性試験を
提供することである。
【００２８】
　さらに、本発明の利点は、一体性試験において使用される冷たい溶液に起因して誘発さ
れる失敗を排除することである。
【００２９】
　なおさらに、本発明の利点は、プライミングライン内に最初に位置するエアポケットを
自動的に追い出すように作動する、プライミングの方法および装置を提供することである
。このエアポケットは、追い出されない場合、プライミングを遅くするか、または完全に
停止させる傾向がある。
【００３０】
　本発明のなお別の利点は、患者または操作者が、クランプを患者ラインに不注意で残し
ている場合を検出し、これによって、治療機械が適切な警告を発し得る、プライミングの
装置および方法を提供することである。
【００３１】
　なおさらに、本発明の利点は、１つ以上の溶液バッグおよび排出バッグの上昇位置およ
び水頭高さを決定し得ることである。
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【００３２】
　本発明のさらなる特徴および利点は、以下の発明の詳細な説明および図面に記載されて
おり、そしてこれらから明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】図１は、公知の一体性試験の間に一体性が試験されるカセットの様々な領域を示
す、カセットの反対側の図である。
【図２】図２は、公知の一体性試験の間に一体性が試験されるカセットの様々な領域を示
す、カセットの反対側の図である。
【図３】図３は、公知の一体性試験の間に一体性が試験されるカセットの様々な領域を示
す、カセットの反対側の図である。
【図４】図４は、公知の一体性試験の間に一体性が試験されるカセットの様々な領域を示
す、カセットの反対側の図である。
【図５】図５は、本発明の一体性試験とともに作動可能である、使い捨てセットの１つの
実施形態の平面図である。
【図６】図６は、図５に示される使い捨てセットのカセットを受容し得る機械の１つの実
施形態の斜視図である。
【図７】図７は、図５に示される使い捨てセットのカセットの斜視図であり、ここで、こ
のカセットの可撓性の膜は、このカセットの種々の内側の構成要素を示すために、分解さ
れている。
【図８】図８は、図７の線ＶＩＩＩ－ＶＩＩＩに沿って見た断面図の一部である。
【図９】図９は、図６に示される機械およびカセットのための、空気力作動システムの１
つの実施形態の概略図である。
【図１０】図１０は、図５に示されるカセットの反対側の立面図であり、本発明の一体性
試験の１つの実施形態の種々の工程において一体性が試験される、このカセットの様々な
構成要素または領域を図示する。
【図１１】図１１は、図５に示されるカセットの反対側の立面図であり、本発明の一体性
試験の１つの実施形態の種々の工程において一体性が試験される、このカセットの様々な
構成要素または領域を図示する。
【図１２】図１２は、図５に示されるカセットの反対側の立面図であり、本発明の一体性
試験の１つの実施形態の種々の工程において一体性が試験される、このカセットの様々な
構成要素または領域を図示する。
【図１３】図１３は、図５に示されるカセットの反対側の立面図であり、本発明の一体性
試験の１つの実施形態の種々の工程において一体性が試験される、このカセットの様々な
構成要素または領域を図示する。
【図１４】図１４は、図５に示されるカセットの反対側の立面図であり、本発明の一体性
試験の１つの実施形態の種々の工程において一体性が試験される、このカセットの様々な
構成要素または領域を図示する。
【図１５】図１５は、図５に示されるカセットの反対側の立面図であり、本発明の一体性
試験の１つの実施形態の種々の工程において一体性が試験される、このカセットの様々な
構成要素または領域を図示する。
【図１６】図１６は、空気圧に対して機械的な正圧起動を使用する、代替の医療用流体機
械の概略図である。
【図１７】図１７は、医療用流体システムをプライミングするための、本発明の１つの装
置および方法を図示する概略図である。
【図１８】図１８は、医療用流体システムをプライミングするための、本発明の１つの装
置および方法を図示する概略図である。
【図１９】図１９は、医療用流体システムをプライミングするための、本発明の１つの装
置および方法を図示する概略図である。
【図２０】図２０は、医療用流体システムをプライミングするための、本発明の１つの装
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置および方法を図示する概略図である。
【図２１】図２１は、医療用流体システムをプライミングするための、本発明の１つの装
置および方法を図示する概略図である。
【図２２】図２２は、医療用流体システムをプライミングするための、本発明の１つの装
置および方法を図示する概略図である。
【図２３】図２３は、溶液バッグおよび排出バッグの水頭高さを評価する、本発明の方法
および装置を図示する概略図である。
【図２４】図２４は、溶液バッグおよび排出バッグの水頭高さを評価する、本発明の方法
および装置を図示する概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　（発明の詳細な説明）
　本発明の１つの主要な局面は、使い捨て流体カセットに、機械的または空気力の、正圧
または負圧を付与する、任意の型のカセットベースの医療用流体治療のための、改善され
た漏出検出システムである。本発明の別の主要な局面は、医療用流体治療機械（例えば、
自動化腹腔透析（「ＡＰＤ」）システム）のための、改善されたプライミング技術である
。ＡＰＤは、本発明のために好ましい１つの用途であるが、任意のカセットベースの医療
用流体システム、または滅菌された使い捨て流体カートリッジを使用するシステムが、本
発明の装置および方法を使用し得る。本発明のさらなる主要な局面は、溶液の水頭重量を
決定するための装置および方法を提供することである。
【００３５】
　（改善されたカセットベースの漏出試験）
　以下の方法は、「乾式」方法であり、この方法は、流体に基づく一体性試験と比較する
と、漏出および他の欠陥に対して、より感度が高い。この方法はまた、以前の試験に付随
するいくつかの問題（例えば、漏出の際に、溶液バッグを処分しなければならないこと、
またはこの機械の機械的構成要素を潜在的に損なわなければならないこと）を排除する。
【００３６】
　ここで、図面（特に、図５～９）を参照すると、図５は、使い捨てセット５０を図示し
、このセットは、使い捨てカセット１００および管のセットを備える。分解されたセグメ
ント５２において示されるように、配管セットは、加熱器ライン５４、排出ライン５６、
第一の調整ライン５８、日中／第一のバッグライン６０、第二の調整ライン６２、最終充
填ライン６４、および患者ライン６６を備える。これらのラインの各々は、１つの実施形
態において、ＨｏｍｅＣｈｏｉｃｅ（登録商標）機械と共に使用される。しかし、他の透
析システムまたは医療用流体システムに付随する他のラインが、代替的に、本発明と共に
使用され得ることが理解されるべきである。自動化腹腔透析（「ＡＰＤ」）機械、一般的
な透析機械、または透析機械以外の医療用流体機械は、本明細書中でまとめて、医療用流
体機械１５０と称され、これは、図６に示される。より多くのラインまたはより少ないラ
インがまた、本発明の範囲から逸脱することなく、使用され得る。
【００３７】
　ライン５４～６６の各々は、第一の端部がカセット１００にて終結し、そして第二の端
部がオーガナイザ４２にて終結する。作動の際に、機械１５０は、オーガナイザ４２を、
最初に、重力によるプライミングが、ライン５４～６６のうちの少なくともいくつかを、
流体で、少なくとも実質的に端部まで満たし、これらのラインの端部に位置する流体通過
コネクタを満たさないことを可能にする高さで、保持する。プライミングは、以下でより
詳細に議論される。
【００３８】
　図６は、カセット１００、およびセット５０の管５４～６６が、１つの実施形態におい
て、機械１５０内に垂直に装填され、そしてドアガスケット１５２とダイアフラム１５４
との間で適所にしっかりと保持されることを図示する。ドアガスケット１５２は、ドア１
５６に取り付けられ、このドアは、開閉するように揺動して、カセット１００を適所に取
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り外し可能にロックする。ダイアフラム１５４は、弁と、機械１５０の内部でダイアフラ
ム１５４の後方に位置するポンプアクチュエータとの間の界面、および弁と、カセット１
００の内部に位置するポンプ流体受容チャンバとの間の界面を提供する。
【００３９】
　図７は、カセット１００の斜視図であり、ハウジング１０２を備えるカセット１００を
示し、このハウジングは、可撓性の膜１０４および１０６によって、両側をシールされて
いる。このハウジングは、複数のポンプチャンバＰ１およびＰ２、弁Ｖ１～Ｖ１０（これ
らの弁は、ハウジング１０２の、図７に示される側とは反対側に位置する）、複数の流路
Ｆ１～Ｆ９、ならびに複数のポート１０８（これらのポートは、内部仕切り１１０を通っ
て延び、この仕切りは、ハウジング１０２とカセット１００とを、２つの別個の流体流れ
マニホルドに分割する）を規定する。
【００４０】
　図８は、図７の線ＶＩＩＩ－ＶＩＩＩを通って見た断面図を図示する。この断面図は、
上記の膜１０６、仕切り１１０およびポート１０８を示す。さらに、外部弁チャンバ壁１
１２および内部弁チャンバ壁１１４が図示されており、これらの壁は、協働して、カセッ
ト１００の仕切り１１０の片側で、弁Ｖ１～Ｖ１０のうちの１つを作製する。さらに、内
部チャンバ壁１１４は、背面１１６（これもまた、可撓性の膜であり得る）と協働して、
カセット１００の仕切り１１０の他の側の流路Ｆ１～Ｆ１１のうちの種々の流路を作製す
る。可撓性の膜１０６は、内部チャンバ壁１１４への力ｆの付与（流路Ｆ１～Ｆ１１のう
ちの第一の流路と、これらの流路のうちの第二の流路との間の流体接続を閉じるため）の
際に、外部チャンバ壁１１２に密着する。力ｆの解放、または膜１０６への弁圧もしくは
負の力の付与の際に、膜１０６は、内部壁１１４から引き離され、これらの流路の間の連
絡を再度確立する。
【００４１】
　図９は、透析機械のための、空気力制御システム１０の斜視図を図示する。例えば、自
動化腹腔透析機械が図示されている。図９は、ＨｏｍｅＣｈｏｉｃｅ（登録商標）Ａｕｔ
ｏｍａｔｅｄ　Ｐｅｒｉｔｏｎｅａｌ　Ｄｉａｌｙｓｉｓシステムにおいて使用される、
空気力制御システムの概略図であり、そしてこれは、本発明の作動を記載するために有用
である。しかし、本発明の教示は、ＨｏｍｅＣｈｏｉｃｅ（登録商標）機械にも、同じか
または類似の構成要素を有する機械のみにも限定されないことが、理解されるべきである
。実際に、本発明は、多くの異なる医療用流体システムに適用可能な、試験および方法論
を記載する。
【００４２】
　本発明の一体性試験のセットアップ部分において、使い捨てカセット１００が、透析機
械１５０に装填される。これを行うためには、空気ポンプ（図示せず）が、オンにされる
。この空気ポンプは、図９に図示される種々の空気力構成要素（緊急排気弁Ａ５、閉塞具
弁Ｃ６、ならびに流体弁のためのアクチュエータＣ０、Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３、Ｃ４、Ｄ１、
Ｄ２、Ｄ３、Ｄ４およびＤ５が挙げられる）と連絡し、これによって、閉塞具１５８（図
６もまた参照のこと）を引き込み、使い捨てセット５０およびカセット１００が、機械１
５０に装填されることを可能にする。一旦、セット５０が装填されると、緊急排気弁Ａ５
が閉じられ、その結果、高正圧ブラダー１２８が膨張し、これによって、カセット１００
が、ドア１５６とダイアフラム１５４との間でシールされ、同時に、閉塞具１５８を開位
置に維持する（図６）。この試験の残りの部分は、図１０～１４によって図示される。
【００４３】
　ここで図１０を参照すると、この試験の第一の工程は、ポンプチャンバＰ１およびＰ２
を、正圧を使用して試験し、そして弁Ｖ１～Ｖ１０を、負圧を使用して試験する。具体的
には、ポンプチャンバＰ１およびＰ２を覆うカセット１００のカセット被覆材料が、図９
に示される低正圧タンク２２０ならびに弁Ａ３およびＢ１を使用して、＋５ｐｓｉｇまで
加圧される。－５ｐｓｉｇの減圧が、流体弁Ｖ１～Ｖ１０を覆う、カセット１００のカセ
ット被覆材料に対して、図１に示される負圧タンク２１４ならびに弁Ａ０およびＢ４を使
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用して引かれる。
【００４４】
　次いで、同時の圧力遅延試験が、（ｉ）低正圧タンク２２０ならびにポンプチャンバＰ
１およびＰ２の中の空気体積；ならびに（ｉｉ）負圧タンク２１４ならびに流体弁Ｖ１～
Ｖ１０の中の空気体積に対して行われる。正圧システム内の圧力遅延が、例えば、１ｐｓ
ｉｇを超える場合、警告が送信され、それに従って、ポンプチャンバの被覆材料が損傷し
たというエラーまたはコードを表示する。負圧ステムにおける圧力の差が、例えば、１ｐ
ｓｉｇを超える場合、警告が送信され、それに従って、流体弁の被覆材料が損傷したとい
うエラーまたはコードを表示する。図１０において、この第一の工程について、正圧が試
験される領域は、二重斜線で示され、そして負圧が試験される領域は、一重斜線で示され
る。
【００４５】
　重要なことには、試験工程１は、カセット１００を、外側から試験する。すなわち、圧
力が、ポンプチャンバＰ１およびＰ２を覆う被覆材料の外側に付与され、そして負圧が、
弁Ｖ１～Ｖ１０を覆う被覆材料の外側に付与される。以下に記載されるように、残りの試
験工程は、正圧および負圧を、このカセットの内側からこの被覆材料に付与する。しかし
、これらの図の指定は、同じである。すなわち、正圧が試験される領域（内部および外部
）は、二重斜線を使用して示される。負圧が試験される領域（内部および外部）は、一重
斜線を使用して示される。各工程において試験されるポート１０８は、黒色であり、そし
て「正圧が試験される」または「負圧が試験される」のいずれかで表示される。
【００４６】
　ここで図１１を参照すると、本発明の試験の第二の工程は、ポンプチャンバＰ１および
Ｐ２、特定の流体通路、ならびに特定の弁を、正圧および負圧を使用して、試験する。こ
の第二の工程は、負圧タンク２１４を－５ｐｓｉｇに排気し、そして弁Ｂ４を開いて、カ
セット内のポンプチャンバＰ２を、開いた流体弁Ｖ７を通して空気で満たすことによって
、開始する。次に、低正圧タンク２２０を＋５ｐｓｉｇまで加圧し、そして弁Ａ３を開い
て、ポンプチャンバＰ１を、開いた流体弁Ｖ１０を通して空にする。次いで、流体弁Ｖ７
およびＶ１０が、閉じられる。閉塞具弁Ｃ６のエネルギーが除かれ、その結果、閉塞具１
５８が閉じ、カセット１００を出る全ての流体ライン５４～６６を挟み／シールする。次
いで、弁Ａ３およびＢ４が、閉じられる。アクチュエータ弁Ｂ１が開かれ、流体弁Ｖ４、
Ｖ６およびＶ７が開いて、カセットポンプチャンバＰ２内の空気を加圧し、そしてＶ４、
Ｖ６およびＶ７の下流の流体通路を、閉塞具１５８を横切る漏出、および／またはカセッ
ト内の流体チャネルを横切る漏出について試験する。次いで、アクチュエータ弁Ａ０が開
かれ、流体弁Ｖ１、Ｖ２およびＶ９が開き、カセットポンプチャンバＰ１内に減圧を生じ
、そしてＶ１、Ｖ２およびＶ９の下流の流体通路を、閉塞具１５８を横切る漏出および／
またはカセット内の流体チャネルを横切る漏出について試験する。
【００４７】
　次に、第一のセットの同時の圧力遅延／上昇試験が、低正圧タンク２２２および負圧タ
ンク２１４に対して行われる。正圧タンク２２０と負圧タンク２１４との両方における圧
力差、ならびに正圧タンク２２０および負圧タンク２１４における最終圧力が、記録され
る。弁Ｖ３が開かれ、そして第二のセットの同時の圧力遅延／上昇試験が、低正圧タンク
２２０および負圧タンク２１４に対して、ポンプチャンバＰ２の内容物が開いた弁Ｖ１お
よびＶ３を通ってポンプチャンバＰ１内に自由に流れるにつれて、実施される。第一のセ
ットの圧力遅延試験からの圧力の差の合計が、例えば、２ｐｓｉｇを超え、そして第二の
セットの試験からの圧力の差が、１ｐｓｉｇ未満である場合、クロストーク漏出エラーに
ついての警告が発せられる。図１１において、第二の工程について、正圧が試験される領
域は、二重斜線で示され、そしてポート１０８が、そのように記され、そして負圧が試験
される領域は、一重斜線で示され、そしてポート１０８は、そのように表示される。
【００４８】
　ここで図１２を参照すると、この試験の第三の工程は、ポンプチャンバＰ１およびＰ２
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、特定の流体通路、ならびに特定の弁を、正圧および負圧を使用して試験する。この第三
の工程は、負圧タンク２１４を－５ｐｓｉｇまで排気し、そして弁Ｂ４を開いて、このカ
セット内のポンプチャンバＰ２を、開いた流体弁Ｖ７を通して空気で満たすことによって
、開始する。次いで、低正圧タンク２２０が、＋５ｐｓｉｇまで加圧され、そして弁Ａ３
が開かれて、開いた流体弁Ｖ１０を通して、ポンプチャンバＰ１を空にする。次いで、弁
Ｖ７およびＶ１０が、閉じられる。閉塞具弁Ｃ６のエネルギーが除かれ、その結果、閉塞
具１５８が閉じ、カセット１００を出る全ての流体ラインを挟み／シールする。弁Ａ３お
よびＢ４が閉じられる。ポンプアクチュエータ弁Ｂ１が開かれ、流体弁Ｖ３、Ｖ４および
Ｖ６が開いて、ポンプチャンバＰ２内の空気を加圧し、そしてＶ３、Ｖ４およびＶ６の下
流の流体通路を、閉塞具１５８を横切る漏出、および／またはカセット１００内の流体チ
ャネルを横切る漏出について、試験する。次いで、ポンプアクチュエータ弁Ａ０が開かれ
、流体弁Ｖ２、Ｖ９およびＶ１０が開き、ポンプチャンバＰ１内に減圧を生じさせて、Ｖ
２、Ｖ９およびＶ１０の下流の流体通路を、閉塞具１５８を横切る漏出および／またはカ
セット１００内の流体チャネルを横切る漏出について、試験する。
【００４９】
　次に、第一のセットの同時の圧力遅延／上昇試験が、低正圧タンク２２２および負圧タ
ンク２１４に対して実施される。正圧タンク２２０と負圧タンク２１４との両方における
圧力差、ならびに正圧タンク２２０および負圧タンク２１４における最終圧力が、記録さ
れる。弁Ｖ１が開かれ、そして第二のセットの同時の圧力遅延／上昇試験が、低正圧タン
ク２２０および負圧タンク２１４に対して、ポンプチャンバＰ２の内容物が開いた弁Ｖ１
およびＶ３を通ってポンプチャンバＰ１内に自由に流れるにつれて、実施される。第一の
セットの圧力遅延試験からの圧力の差の合計が、例えば、２ｐｓｉｇを超え、そして第二
のセットの試験からの圧力の差の合計が１ｐｓｉｇ未満である場合、それに従って、クロ
ストーク漏出エラーの警告またはコードが、送信される。図１２において、第三の工程に
ついて正圧が試験される領域は、二重斜線で示され、そしてポート１０８は、そのように
記され、そして負圧が試験される領域は、一重斜線で示され、そしてポート１０８は、そ
のように記される。
【００５０】
　ここで図１３を参照すると、この試験の第四の工程は、ポンプチャンバＰ１およびＰ２
、特定の流体通路、および特定の弁を、正圧および負圧を使用して試験する。この第四の
工程は、負圧タンク２１４を－５ｐｓｉｇまで排気し、そして弁Ｂ４を開いて、カセット
１００内のポンプチャンバＰ２を、開いた流体弁Ｖ７を通して空気で満たすことによって
、開始する。低正圧タンク２２０が、＋５ｐｓｉｇまで加圧され、そして弁Ａ３が開かれ
て、開いた流体弁Ｖ１０を通して、ポンプチャンバＰ１を空にする。流体弁Ｖ７およびＶ
１０が、閉じられる。閉塞具弁Ｃ６のエネルギーが除かれ、その結果、閉塞具１５８が閉
じ、カセット１００を出る流体ライン５４～６６を挟み／シールする。弁Ａ３およびＢ４
が閉じられる。ポンプアクチュエータ弁Ｂ１が開かれ、流体弁Ｖ５が開いて、ポンプチャ
ンバＰ２内の空気を加圧し、そしてＶ５の下流の流体通路を、閉塞具１５８を横切る漏出
、および／またはカセット１００内の流体チャネルを横切る漏出について、試験する。ポ
ンプアクチュエータ弁Ａ０が開かれ、流体弁Ｖ１、Ｖ２、Ｖ９およびＶ１０が開き、ポン
プチャンバＰ１内に減圧を生じさせて、Ｖ１、Ｖ２、Ｖ９およびＶ１０の下流の流体通路
を、閉塞具１５８を横切る漏出および／またはこのカセット内の流体チャネルを横切る漏
出について、試験する。
【００５１】
　次に、第一のセットの同時の圧力遅延／上昇試験が、低正圧タンク２２２および負圧タ
ンク２１４に対して実施される。正圧タンク２２０と負圧タンク２１４との両方における
圧力差、ならびに正圧タンク２２０および負圧タンク２１４における最終圧力が、記録さ
れる。弁Ｖ３が開かれ、そして第二のセットの同時の圧力遅延／上昇試験が、低正圧タン
ク２２０および負圧タンク２１４に対して、ポンプチャンバＰ２の内容物が開いた弁Ｖ１
およびＶ３を通ってポンプチャンバＰ１内に自由に流れるにつれて、実施される。第一の
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セットの圧力遅延試験からの圧力の差の合計が、例えば、１．５ｐｓｉｇを超え、そして
第二のセットの試験からの圧力の差の合計が０．７５ｐｓｉｇ未満である場合、クロスト
ーク漏出エラーの警告またはコードが、送信され、そして表示される。図１３において、
第四の工程について正圧が試験される領域は、二重斜線で示され、そしてポート１０８は
、そのように記され、そして負圧が試験される領域は、一重斜線で示され、そしてポート
１０８は、そのように記される。
【００５２】
　ここで図１４を参照すると、この試験の第五の工程は、ポンプチャンバＰ１およびＰ２
、特定の流体通路、および特定の弁を、正圧および負圧を使用して試験する。この第五の
工程は、負圧タンク２１４を－５ｐｓｉｇまで排気し、そして弁Ｂ４を開いて、カセット
１００内のポンプチャンバＰ２を、開いた流体弁Ｖ７を通して空気で満たすことによって
、開始する。低正圧タンク２２０が、＋５ｐｓｉｇまで加圧され、そして弁Ａ３が開かれ
て、開いた流体弁Ｖ８を通して、ポンプチャンバＰ１を空にする。流体弁Ｖ７およびＶ１
０が、閉じられる。閉塞具弁Ｃ６のエネルギーが除かれ、その結果、閉塞具１５８が閉じ
、カセット１００を出る流体ライン５４～６６を挟み／シールする。弁Ａ３およびＢ４が
閉じられる。ポンプアクチュエータ弁Ｂ１が開かれ、流体弁Ｖ３、Ｖ４、Ｖ６およびＶ７
が開いて、ポンプチャンバＰ２内の空気を加圧し、そしてＶ３、Ｖ４、Ｖ６およびＶ７の
下流の流体通路を、閉塞具１５８を横切る漏出、および／またはカセット１００内の流体
チャネルを横切る漏出について、試験する。ポンプアクチュエータ弁Ａ０が開かれ、流体
弁Ｖ８が開き、ポンプチャンバＰ１内に減圧を生じさせて、Ｖ８の下流の流体通路を、閉
塞具１５８を横切る漏出および／またはこのカセット内の流体チャネルを横切る漏出につ
いて、試験する。
【００５３】
　次に、第一のセットの同時の圧力遅延／上昇試験が、低正圧タンク２２２および負圧タ
ンク２１４に対して実施される。正圧タンク２２０と負圧タンク２１４との両方における
圧力差、ならびに正圧タンク２２０および負圧タンク２１４における最終圧力が、記録さ
れる。弁Ｖ１が開かれ、そして第二のセットの同時の圧力遅延／上昇試験が、低正圧タン
ク２２０および負圧タンク２１４に対して、ポンプチャンバＰ２の内容物が開いた弁Ｖ１
およびＶ３を通ってポンプチャンバＰ１内に自由に流れるにつれて、実施される。第一の
セットの圧力遅延試験からの圧力の差の合計が、例えば、１．５ｐｓｉｇを超え、そして
第二のセットの試験からの圧力の差の合計が０．７５ｐｓｉｇ未満である場合、例えば、
クロストーク漏出エラーの警告またはコードが、送信され、そして表示される。図１４に
おいて、第五の工程について正圧が試験される領域は、二重斜線で示され、そしてポート
１０８は、そのように記され、そして負圧が試験される領域は、一重斜線で示され、そし
てポート１０８は、そのように記される。
【００５４】
　上記図１１～１４の、試験工程２～５の各々において、圧力遅延／減圧上昇試験が実施
される前に、ポンプチャンバＰ２は、空気で満たされ、そしてポンプチャンバＰ１は、排
気される。これらの試験は、チャンバＰ２が、単に大気圧に維持されるのではなく、この
チャンバが大気圧より高く加圧される場合に、改善される。１つの理由として、チャンバ
Ｐ２を正圧に維持することによって、試験工程が開始される場合に、このチャンバ内の空
気のわずかな圧縮性が補償される。チャンバＰ２を加圧するために、閉塞具１５８が閉じ
た状態で、空気が、チャンバＰ１からチャンバＰ２へと押され得る。Ｐ２が加圧されると
、閉塞具１５８が開かれ、ポンプチャンバＰ１が排気されることが可能になる。加圧され
たチャンバＰ２は、試験される通路のうちの１つにおける漏出が検出されない限り、非常
にわずかな圧力低下のみを示すべきである。
【００５５】
　ここで図１５を参照すると、この試験の第六の工程は、ポンプチャンバＰ１およびＰ２
、特定の流体通路、および特定の弁ポート１０８を、正圧を使用して試験する。この第六
の工程を開始するために、－５ｐｓｉｇの減圧が、２つのポンプチャンバＰ１およびＰ２
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を覆うカセットの被覆材料に対して引かれ、排出弁Ｖ７～Ｖ１０以外の全ての流体弁のエ
ネルギーが除去され（閉じられ）、その結果、ポンプチャンバＰ１およびＰ２が、空気で
満たされる。流体弁Ｖ７およびＶ１０が閉じられ、そしてカセット１００のポンプチャン
バＰ１およびＰ２を覆う被覆材料が、低正圧タンク２２０ならびに弁Ａ３およびＢ１を使
用して、＋５ｐｓｉｇまで加圧される。次いで、第一の加圧遅延試験が、低正圧タンク２
２０における圧力をモニタリングすることによって、カセット１００内の、そのように記
されるポンプチャンバＰ１およびＰ２、流体流路Ｆ６、Ｆ７、Ｆ８およびＦ９、ならびに
黒色で示される流体ポート１０８に対して実施される。低正圧タンク２２０内の圧力差が
、例えば、１ｐｓｉｇを超える場合、警告が送信され、流体弁の漏出のエラーまたはコー
ドが、それに従って表示される。
【００５６】
　閉塞具弁Ｃ６のエネルギーが除かれ、その結果、閉塞具１５８が閉じ、カセット１００
を出る流体ライン５４～６６を挟み／シールする。弁Ａ５およびＶ８を除く全ての弁Ｖ１
～Ｖ１０が開かれ、そして第二の圧力遅延試験が、低正圧タンク２２０内の圧力をモニタ
リングすることによって、実施される。低正圧タンク２２０内の圧力差が、例えば、１ｐ
ｓｉｇを超える場合、第六の一連の試験が、繰り返されなければならない。低正圧タンク
２２０内の圧力差が２回目に、例えば、１ｐｓｉｇを超える場合、警告が送信され、閉塞
具が故障したことを表示する。最後に、この閉塞具が開かれ、そして第三の圧力遅延試験
が、低正圧タンク２２０内の圧力をモニタリングすることによって、実施される。試験工
程６は、圧力差が、例えば、１ｐｓｉｇを超えない場合、試験１および試験２が失敗して
いなかったことを検証する。図１５において、第六の工程について、正圧が試験された領
域は、二重斜線で示され、そしてポート１０８は、そのように記される。
【００５７】
　前述の６つの試験工程は、本発明の乾式一体性試験の１つの実施形態を完成させる。図
１～４における、従来技術の工程１～４の結果を考慮すると、本発明の乾式使い捨て一体
性試験の工程１（図１０に示される）は、元の乾式一体性試験の４つ全ての工程の等価な
構成要素を試験することが、理解されるはずである。
【００５８】
　重要なことには、試験工程２～６は、このカセットを内側から試験する。すなわち、正
圧が、このカセットの内側で、カセットの被覆材料の内部に付与され、そして負圧が、こ
のカセットの内側で、カセットの被覆材料の内部に付与される。このカセットの内側で、
カセット被覆材料の内部に付与される、これらの正圧および負圧は、最初に、圧力（正ま
たは負）を、このカセットの外側に付与し、そして弁を切り替えて、所望の圧力分布を、
上記のように、このカセットの内部で生じさせることによって、発生させる。
【００５９】
　試験工程のうちの最初の５つ（図１０～１４）は、先端保護具がライン５４～６６上に
配置され、そしてクランプが、排出ライン５６以外の全てのラインに対して閉じている状
態で、実施され得る。先端保護具（カセット１００のそれぞれのポート上で、キャップ１
１８として比喩的に示される）は、実際に、管５４、５８、６０、６２、６４および６６
の端部にある。排出ライン５６は、細菌保有性の先端保護具を有し、この保護具は、周囲
の空気に対して通じており、この空気は、膜１０４および１０６（図７および図８）を通
って、またはハウジング１０２から漏出し、このシステム内の圧力を低下させ、その結果
、漏出が検出され得る。これらの先端保護具は、一連の６つの試験工程において、溶液バ
ッグが試験工程６の前に管に接続される場合に、取り外される。図２～４の、以前の工程
２～４に見られるように、全ての先端保護具は、これらの試験工程のために、取り外され
る必要がある。従って、先行技術においては、図２～４に図示される試験のいずれかの間
にカセットが故障すると、滅菌されていない空気が、溶液バッグに導入され、これらの溶
液バッグおよびカセットを処分することになる。
【００６０】
　本発明の試験工程２～５（それぞれ、図１１～１４）は、カセット１００内の空気を使
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用して、上記先行技術の湿式漏出試験が試験するのと同じカセットの領域を試験する。先
行技術の湿式漏出試験の工程（ｉ）～（ｖ）は、流体を必要とするので、溶液バッグは、
このような流体を得るために、取り付けられなければならない。本発明は、この必要性を
排除する。
【００６１】
　本発明の試験工程１は、先端保護具を、排出ライン以外の全てのラインに接続したまま
にすることが可能である。なぜなら、これらの弁は、閉位置ではなく開位置で試験される
からである。弁Ｖ１～Ｖ１０が開かれると、カセット１００内の流体チャネルＦ１～Ｆ１
１の全てが、ポンプチャンバＰ１およびＰ２と、排出ラインとの両方と直接連絡する。こ
の排出ラインは、細菌保有性の先端保護具を有し、この保護具は、空気がこの保護具を通
過することを可能にする。例えば、疎水性の膜を備え付けられる。従って、失敗した試験
からの空気は、カセット１００からこの排出ラインを通過し得、このシステム内の圧力を
変化させ、その結果、漏出が検出され得る。
【００６２】
　本発明の使い捨て一体性試験の試験工程２～５は、先端保護具を適所に残すことが可能
である。なぜなら、このシステムの１つの部品は、加圧可能であり、一方で、他の部品は
、排気可能であるからである。カセット１００の正に加圧された部分から、排気された部
分への空気の漏出は、カセット１００から逃れるかまたはカセット１００内に漏出する空
気と同様に、容易に検出可能である。空気は、水または溶液が漏出を介して流れるよりも
容易に流れるので、空気試験は、流体ベースの試験より好都合であり、そして感度が高く
、精度および再現性を増し、そして試験時間を短縮する。
【００６３】
　本発明の試験工程２～５は、冗長な圧力遅延試験を包含する。この試験は、第一の圧力
遅延試験の結果を検証する。試験工程２～５の４つ全ては、カセット１００の加圧された
セクションから、カセット１００の排気されたセクションへと漏出する流れを探す。漏出
が、このカセットの２つのセクションの間で生じる場合、これらの２つのセクションの圧
力は、空気が高圧セクションから排気されたセクションへと流れる場合に、平衡に向かう
傾向があるはずである。この冗長試験は、第一の圧力遅延試験の完了の際に、正のセクシ
ョンと負のセクションとの間の弁を開き、漏出が存在しない場合にはより大きい圧力変化
が存在すること、または漏出が存在する場合には最小の圧力変化が存在することを、検証
する。
【００６４】
　閉塞具１５８が、配管ライン５４～６６を適切に圧着しないことは、試験工程２～５の
結果に重要な影響を与えない。なぜなら、先端保護具は、適所にあり、そして試験されて
いるラインの全てが、その他の様式でシールされるからである。さらに、使用者／患者は
、セット５０を機械１５０に装填する場合に、排出ライン以外の全てに対するラインクラ
ンプを閉じると考えられる。試験工程６（これは、カセット弁Ｖ１～Ｖ１０、および閉塞
具１５８を試験する）は、乾式または湿式のいずれかで実施され得る。なぜなら、溶液バ
ッグが接続されているからである。乾式試験は、圧力ベースであるが、一方で、この流体
試験は、圧力ベースであっても体積ベースであってもいずれでもよい。
【００６５】
　使用者は、本発明の方法を使用する場合に、一体性試験が失敗した後に、使い捨てセッ
トの排出ラインをクランプするように指示される場合に、そのようにクランプし得、そし
てこの使い捨て一体性試験を、再度実行し得る。これらの試験が、２回目には（失敗の様
式の多くについて）失敗を示さない場合、この使い捨てセットは、漏出の原因であり得、
そして機械１５０（例えば、この機械の空気力システム、および／またはカセット／機械
界面）は、漏出の原因ではない。この特徴は、患者が問題解決の補助を求める場合に、有
用である。機械１５０が適切に作動していること、およびカセット１００が故障を引き起
こしていることを決定することにより、カセット１００と機械１５０とのいずれが試験の
失敗の原因であるかに関する不確実性に起因する、一体性の失敗の後に、患者の機械を不
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必要に交換することをが、排除される。逆に、それらの試験が、２回目に失敗を示す場合
、機械１５０および／またはカセット／機械界面が、その漏出の原因であり得る。
【００６６】
　カセット１００は、ポンプチャンバＰ１およびＰ２、弁チャンバＶ１～Ｖ１０、付随す
るポート１０８、ならびに流体通路Ｆ１～Ｆ１１を備えて図示されるが、本発明は、示さ
れるものとは異なるポンプおよび弁の形状、ならびにさらなる特徴（例えば、加熱気、圧
力センサ、温度センサ、濃度センサ、血液検出器、フィルタ、空気分離器、気泡検出器な
ど）を有する、カセットおよび起動システムに対して、等しく適用可能であることが、理
解されるべきである。これらのカセットは、１つの面が被覆材料であり剛性であるか、２
つの面が被覆材料であり剛性であるか、流体通路を形成する２つの被覆材料を有するか、
可撓性部分に接続された剛性部分を有するかであり得る。これらのカセットは、多くの医
療用流体送達用途（例えば、腹腔透析、血液透析、血液濾過、血液透析濾過、連続腎置換
療法、医薬送達、血漿フェレーシスなど、およびこれらの任意の組み合わせ）において、
使用可能である。
【００６７】
　図１６は、本発明の１つの代替の実施形態を、システム２００によって示し、ここで、
上で使用された正圧の空気力源は、可撓性膜フィルム２０３を押す機械的アクチュエータ
２０２で置き換えられている。フィルム２０３は、その片側に被覆材料２０４がある状態
で、カセット２１０に付着される。システム２００は、ピストンヘッド２０６がカセット
２１０から引き込まれる場合、またはカセット２１０の方へと移動する場合に、減圧を使
用して、膜２０３に、強制的に、ピストンヘッド２０６に従わせる。正圧の外部源が提供
されない場合、空気は、ポンピングチャンバ２０８内に引き込まれ得、一方で、流体弁２
１２は閉じ、そしてアクチュエータ２０２およびヘッド２０６は、前方に移動して、内圧
を発生させ、この内圧が、本明細書中に記載される使い捨て一体性試験を実施するために
、使用される。圧力センサ２１４は、１つの実施形態において、圧力遅延試験を実施する
ために、提供される。アクチュエータ２０２およびヘッド２０６の位置もまた、一定の力
を適用することによって、漏出試験を実施するために使用され得る。このアクチュエータ
およびヘッドは、一定の力が付与される場合、漏出が存在しなければ、静止したままであ
るはずである。前方への移動は、試験されているシステムにおいて漏出が存在することを
示す。
【００６８】
　付録Ａは、本発明の一体性試験の工程１からのデータを示す。付録Ｂもまた、本発明の
一体性試験の工程１からのデータを示す。付録Ｂにおいて、太字の大きいフォントサイズ
のデータは、欠陥が検出された場合を示す。試験され、そして欠陥があることが既知であ
った、５０個の異なるカセットについて、５０個全ての欠陥が検出されたことに、注目す
べきである。ソフトウェアが操作者に指示した後に、排出ラインがクランプされると、こ
れらの５０の試験のうちの４７は、もはや失敗せず、このことは、漏出が、カセット内に
存在し、そして治療機械には存在しないことを示した。クランプした５０の試験のうちの
他の３つは、不十分であった。これらの３つを、太字の斜体で記される。１つのカセット
は、２つの欠陥を有するようであることがまた注目すべきであり、これもまた、太字の斜
体で強調される。
【００６９】
　この試験のために、ポンプチャンバの被覆材料に、１０の欠陥を作製し、そして弁の被
覆材料に、４０の欠陥を作製した。全てのポンプチャンバ試験を、正圧を用いて実施し、
そして全ての弁の被覆材料の試験を、負圧を用いて実施した。これらの欠陥は、０．０３
５インチ（０．８９ｍｍ）の外径熱針またはＥｘａｃｔｏナイフによって、０．１２５イ
ンチ（３．２ｍｍ）の一定のスリットを作製するように、止めを位置決めして作製した、
穿孔およびスリットであった。
【００７０】
　付録Ｃが提出されており、これは、本発明の一体性試験工程２からのデータを示す。正
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圧は、正圧タンク２２０（図９）をモニタリングする圧力センサによって測定された、ポ
ンプチャンバＰ２の内部の圧力を表す。負圧は、負圧タンク２１４（図９）をモニタリン
グする圧力センサによって測定された、ポンプチャンバＰ１の内部の圧力についてである
。多数の欠損を予め配置したカセット、および機知の欠陥がない、いくつかのカセットを
試験した。これらの欠陥のうちのいくつかは、試験工程２によって検出されなかった。し
かし、試験工程３、試験工程４および試験工程５は、試験工程２が明らかにしなかった欠
陥を、明らかにした。
【００７１】
　（改善されたプライミングの方法および装置）
　本発明のプライミングの方法および装置を参照すると、この方法および装置は、多くの
局面において有利である。第一に、この方法は、上記図６に示される医療用流体機械１５
０のポンプを使用して、このプライミングの初期部分のためのプライミング流体をポンプ
送達し、例えば、患者ライン６６内で、カセット１００の近くで代表的に捕捉されている
、気泡を追い出す。第二に、この方法は、機械１５０の制御器内に含まれるソフトウェア
を使用する。このソフトウェアは、医療用流体ポンプが初期のプライミング流体を押す場
合の、特定の圧力低下を見出すと期待される。予測される圧力低下が見出されない場合、
機械１５０は、プライミングラインまたは患者ライン上にクランプが存在すると想定し、
それに従って応答し、そして適切なエラーメッセージまたはコードを送信する。
【００７２】
　ここで図１７を参照すると、本発明のプライミング方法を実施するための、装置２５０
の初期の概略図が示されている。この装置は、ある体積の流体２５４で満たされた供給バ
ッグ２５２を備える。溶液バッグ２５２からポンプＰ１およびＰ２へのラインが、提供さ
れる。ほとんどの例において、このラインは、図５および図１７に示される、加熱器バッ
グライン５４であり、このラインは、ポンプチャンバＰ１およびＰ２を収容するカセット
１００に入る。弁２５６および２５８が、選択的に、流体２５４を、ライン５４を介して
ポンプチャンバＰ１およびＰ２へとそれぞれポンプ送達する。プライミングラインが、ポ
ンプチャンバＰ１～Ｐ２からこのラインの遠位端へと提供され、このラインは、排気され
た遠位端コネクタ２６０を備える。通常、プライミングされるラインは、図５および図１
７においてライン６６として示される、患者ラインである。しかし、このプライミングラ
インは、患者ラインとは異なるラインであることが、理解されるべきである。さらに、プ
ライミング装置２５０および付随する方法は、複数のラインを、連続的にかまたは同時に
プライミングするシステムに適用可能である。
【００７３】
　図示されるようなコネクタ２６０は、図５に関連して上で議論された、オーガナイザ４
２内に位置決めされる。コネクタ２６０の位置は、コネクタ２６０の開始部または内部に
おける所望の地点でプライミングが停止するように、設定される。ライン２６２によって
示されるようなレベルは、コネクタ２５２内の流体２５４の高さと同じレベルである。弁
２６６～２６８は、ポンプＰ１およびＰ２とコネクタ２６０との間に提供され、流体が、
患者ラインまたはプライミングライン６６に入ることを、選択的に可能にする。
【００７４】
　図１７に示されるプライミング方法の第一の工程は、弁２６６および２６８（黒色)を
閉じ、そして弁２５６および２５８（白色)を開くことである。このような弁配置は、流
体２５４が、容器２５２から、重力によって供給されるか、またはポンプＰ１およびＰ２
によって引き込まれ、ポンプチャンバＰ１およびＰ２を満たすことを可能にする（図１７
に示される－１．５ｐｓｉｇは、流体がポンプチャンバに引き込まれる際に、可撓性のポ
ンプフィルムに付与される吸引を表す）。弁２６６および２６８が閉じているので、流体
は、プライミングライン６６に入らない。
【００７５】
　図１８は、本発明のプライミング方法の第二の工程を図示する。図１８において、弁２
５６および２５８は閉じられ（黒色）、その結果、さらなる流体は、加熱器バッグライン
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５４を通って、容器２５２からポンプチャンバＰ１およびＰ２へと流れ得ない。次に、１
．０ｐｓｉｇの圧力が、可撓性のポンプフィルムに付与され、このフィルムを、ポンプチ
ャンバＰ１およびＰ２内の流体に対して押し付ける。次いで、弁２６６および２６８が開
かれ（白色）、その結果、流体連絡が、ポンプチャンバＰ１およびＰ２と、プライミング
ラインまたは患者ライン６６と、コネクタ２６０との間に存在する。
【００７６】
　図１９は、ポンプチャンバＰ１およびＰ２を加圧した後に、流体が、これらのチャンバ
から、患者ライン６６またはプライミングライン６６の初期部分を通って流れることを図
示する。この流体がこれらのポンプチャンバから押し出され、そしてこのポンプフィルム
を押し付けている空気の体積が膨張するにつれて、ポンプチャンバＰ１およびＰ２の内部
の圧力は、それに従って、例えば、約０．１ｐｓｉｇまで低下する。チャンバＰ１および
Ｐ２からポンプ送達される流体は、コネクタ２６０の全体に延びる必要はなく、むしろ、
ポンプ送達された流体は、患者ライン６６の近位端に捕捉された任意の空気を通って流れ
、その結果、このような空気が、プライミングを妨害しないことが意図される。従って、
ポンプチャンバＰ１およびＰ２に引き込まれる流体の体積は、カセット１００からコネク
タ２６０へと延びる患者ライン６６の内部の体積より小さいべきである。
【００７７】
　しかし、患者ライン６６を、チャンバＰ１およびＰ２のポンプ工程を介して満たす液体
の体積は、実際に、いくらかの空気を、排気されたコネクタ２６０に通して押し、このラ
インを、部分的に溶液で、そして部分的に空気で満たされたままにする。ここで、この空
気は、ライン６６の遠位端に収集され、そしてこの溶液は、ライン６６の近位端に存在す
る。この押出しの方法は、患者ライン６６に対していかに多くの伸長部が加えられるかに
かかわらず、働く。以前のプライミング逐次制御は、標準的な長さの患者ラインが使用さ
れるか、標準的ではない長さの患者ラインが使用されるかに依存して、結果を変動させた
。本発明の方法は、患者ラインの長さに無関係であり、そして表１に見られるように、１
０００ｍｌ程度に少ない溶液を含む加熱器バッグとともに使用され得る。
【００７８】
【表１】

　図２０および図２１は、装置２５０に関連するプライミング方法における、最終工程を
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図示する。ここで、入口弁２５６および２５８は、開いており、一方で、出口弁２６６お
よび２６８は、開いたままである。
【００７９】
　図２０において、ポンプチャンバＰ１およびＰ２内の、図１９においてポンプ送達され
なかった任意の流体が、重力によって、このようなポンプチャンバから、患者ライン６６
内へと流される。さらに、流体２５４は、容器２５２から重力によって流れ、患者ライン
のプライミングを完了する。図２０において、チャンバＰ１およびＰ２内の圧力は、ほぼ
０ｐｓｉｇまで低下し得る。なぜなら、図１９におけるポンプ行程から残っているあらゆ
る圧力が、消散するからである。図２１は、患者ラインまたはプライミングライン６６が
、完全にプライミングされ、流体２５４のレベルが、バッグ２５２内に残っている流体２
５４の上昇高さ２６２に達していることを示す。ポンプチャンバＰ１およびＰ２内の流体
のレベルもまた、ある平衡に達し、この平衡は、これらのチャンバ内のわずかに正圧にお
いてであり得る。すなわち、このポンプチャンバ内の圧力は、患者ライン６６の水頭圧力
と等しくなり、そしてバッグ２５２を満たす。
【００８０】
　患者ライン６６が、プライミングの間、不注意でクランプされている場合、図１９によ
って図示される工程において、ポンプチャンバＰ１およびＰ２内の圧力は、予測されたレ
ベルまで（例えば、図１８に示される１ｐｓｉｇから図１９に示される０．１ｐｓｉｇま
で）低下しない。この圧力は、その代わりに、より高いレベル（例えば、０．５ｐｓｉｇ
）に維持される。機械１５０の内部の制御装置は、この食い違いを感知し、そして患者に
、視覚的メッセージ、聴覚的メッセージまたは視聴覚的メッセージによって、患者ライン
またはプライミングライン６６のクランプを外すように促す。
【００８１】
　図２２は、本発明のプライミング方法の別の利点を図示する。空気と流体との混合物は
、例えば、プライミングの開始の際に、患者ライン６６の近位部分（カセット１００の近
く）に時々出現し得る。この混合物は、通常、カセット１００の近くにある。なぜなら、
流体が、セットアップ手順の間の手順上のエラーに起因して、このラインに入り得るから
である。例えば、患者は、溶液バッグを不適切に接続し得、そしてそのセットが装填され
る場合に、クランプを開き得る。空気と流体との混合物２５４は、適切なプライミングを
、時々、遅くし得、そして時々、適切なプライミングを防止し得る。図１８で開始して図
１９で終了する、患者ライン６６の加圧された補助は、代表的に、空気／流体混合物によ
って生じる問題を排除するか、または克服して、適切なプライミングを可能にする。
【００８２】
　上で議論された図１６は、本発明のプライミング方法の１つの代替的な実施形態を示し
、ここで、システム２００が、図１７～２１における空気力ポンプＰ１およびＰ２の代わ
りに使用される。図１９において使用される正圧の空気力源は、機械的アクチュエータ２
０２で置き換えられ、このアクチュエータは、可撓性膜フィルム２０３を押し、このフィ
ルムが次に、片側に被覆材料２０４を有するカセット２１０に取り付けられる。システム
２００は、ピストンヘッド２０６が引き込まれ、そしてカセット２１０の方へと移動され
る場合に、減圧を使用して、膜２０３を強制的に、ピストンヘッド２０６に沿わせ、流体
弁２１２が開くと、流体を、ポンピングチャンバ２０８内に引き込む。アクチュエータ２
０２およびヘッド２０６は、別の流体弁（図示せず）が開くと、前方に移動し、流体を、
患者ラインに沿って押す。圧力センサ２１４は、患者ラインがクランプされている場合、
圧力の上昇を検出する。アクチュエータ２０２およびヘッド２０６の位置は、弁２１２が
いつ開いて、重力が、患者ラインのプライミングを完了し得るかを決定するために使用さ
れ得る。
【００８３】
　付録Ｄは、本発明のプライミング方法からのデータを示す。さらに、付録Ｅのデータは
、ポンプチャンバＰ１およびＰ２内の圧力が０．２ｐｓｉｇ未満に低下した場合に弁２５
６および２５８を開くソフトウェアプログラムから得られた。この圧力が、０．２ｐｓｉ



(23) JP 5643382 B2 2014.12.17

10

20

30

40

50

ｇ未満に低下しなかった場合、その圧力が記録され、そして「ＰｏｓＰが０．２０ｐｓｉ
ｇに達する前の休止時間（Ｔｉｍｅｏｕｔ　ｂｅｆｏｒｅ　ＰｏｓＰ　ｒｅａｃｈｅｄ　
０．２０　ｐｓｉｇ）」というメッセージが記録された。多数の通常のプライミング、お
よび患者ラインがこのラインの遠位端において患者コネクタの近くにクランプされている
多数のプライミングを、実施した。
【００８４】
　（溶液バッグの水頭高さの決定）
　透析（例えば、腹腔透析もしくは血液透析）、または他の腎臓治療（例えば、血液濾過
もしくは血液透析濾過）は、多数の溶液バッグ(例えば、透析バッグ、乳酸塩バッグおよ
び／またはブドウ糖バッグ）を使用して、実施され得る。このような場合、必要とされる
溶液バッグは、以下であることが決定されることが有利である：特定の治療（例えば、機
械によって実施される、自動化腹腔透析）が実施されることを可能にするために適切な垂
直位置に（ｉ）存在し、そして（ｉｉ）位置する。このような決定は、治療の開始の際に
、例えば、プライミングおよびカセットの一体性試験の間になされ、この機械が、処置の
開始の前、および／または患者が眠る前に、あらゆる問題を患者に警戒させ得るべきであ
る。
【００８５】
　ここで図２３および図２４を参照すると、溶液バッグの水頭高さを決定するための１つ
の実施形態を図示するシステム３００が、図示されている。図２３のシステム３００は、
溶液バッグ３０２および３０４を備え、これらのバッグは、それぞれ、流体ライン３１０
および３１２を介して、ポンプチャンバ３０６および３０８に流体的に接続されている。
ポンプチャンバ３０６および３０８は、それぞれ、可撓性のダイアフラム３１４および３
１６を収容する。透析液または治療流体は、流体弁３１８および３２０が開くと、ポンプ
チャンバ３０６および３０８から、流体通路３２２を通り、そして排出バッグ３２４へと
流れる。
【００８６】
　システム３００は、チャンバ３０６に流体的に接続された弁３２６および３２８、なら
びにチャンバ３０８に流体的に接続された弁３３０および３３２を備える。空気／減圧チ
ャンバ３３８および３４０は、それぞれ、弁３２６と３２８との間、および弁３３０と３
３２との間に配置される。差示圧力センサ３３４および３３６は、それぞれ、チャンバ３
３８および３４０の内部の差示圧力を感知する。弁３２６、３２８、３３０および３３２
が開いており、一方でポンプチャンバ３０６および３０８が空である場合、差示圧力セン
サ３３４（弁３２６と３２８との間に配置される）および差示圧力センサ３３６（弁３３
０と弁３３２との間に配置される）は、０にされる。なぜなら、空気／減圧チャンバ３３
８および３４０の内部の圧力は、大気圧と等しいからである。
【００８７】
　図２４に見られるように、弁３１８、３２０、３２８および３３２が閉じており、そし
て流体弁３２６、３３０、３４２および３４４が開いている場合、溶液バッグ３０２およ
び３０４からの流体は、それぞれ、流体通路３１０および３１２に沿って、ポンプチャン
バ３０６および３０８に垂直に流れ込む。それぞれの可撓性ダイアフラム３１４および３
１６は、流体がポンプチャンバ３０６および３０８に流入すると移動し、空気／減圧チャ
ンバ３３８および３４０内に捕捉された空気の圧力上昇を引き起こす。流体は、それぞれ
の空気／減圧チャンバ３３８および３４０内の圧力が、圧力センサ３３４および３３６に
よって測定される場合に、垂直距離Ｙ１およびＹ２と高さが等しいカラム内の溶液（密度
上では、水に近い）によって付与される圧力に等しくなるまで、開いた弁３４２および３
４４を通って、チャンバ３０６および３０８内へと流れる。
【００８８】
　高さＹ１およびＹ２の溶液のカラムによって付与される圧力に等しい圧力が、医療用流
体治療システム３００(例えば、ＡＰＤシステム）について予め決定された作動パラメー
タ内である場合、この治療を続けることが許される。そうではない場合、患者または操作
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者に、溶液バッグ３０２または３０４のうちの一方または両方が、システム３００の作動
パラメータの外側にあることを伝える、適切な警告が通知される。
【００８９】
　溶液バッグ３０２と３０４との垂直位置（圧力水頭高さ）の差によって引き起こされる
圧力差はまた、システム３００が、１つの実施形態における仕様内で作動するために設定
された制限内にあるべきである。負の水頭高さに供されるポンプの入口側は、正の水頭高
さの圧力がポンプの入口側に見られる場合に行われる行程と比較して、チャンバ３０６お
よび３０８の各行程に対してポンプ送達される流体が、より少ない。従って、等しい体積
の異なる溶液が、チャンバ３０６および３０８によってポンプ送達され、そして所望の比
(例えば、１：１）で混合される場合、これらの２つの溶液の垂直位置および対応する圧
力水頭高さは、同じかまたは実質的に同じであることが、有利である。
【００９０】
　図２３および２４における、システム３００の先の記載は、センサ３３４および３３６
がどのように０にされ得、次いで、充填逐次制御の観点において（すなわち、ポンプチャ
ンバ３０６および３０８が、空から満杯まで動く）、溶液バッグの高さを試験するために
使用され得るかを説明する。逆に、センサ３３４および３３６が０にされ得、次いで、排
出逐次制御の観点で（すなわち、ポンプチャンバ３０６および３０８が、満杯または部分
的に満杯から、空へと動く）、排出バッグの高さを試験するために使用され得ることが理
解されるべきである。
【００９１】
　排出試験において、ポンプチャンバ３０６および３０８は、最初に、弁３４２および３
４４を開くことによって、それぞれ、溶液バッグ３０２および３０４からの流体で満たさ
れ、その結果、治療流体は、図２４に示されるように、それぞれ、流体通路３１０および
３１２を通って、ポンプチャンバ３０６および３０８内へと流れる。次いで、弁３２６、
３２８、３３０および３３２が開かれ、空気／減圧チャンバ３３４および３３６の内部の
圧力が、大気圧に対して０にされることを可能にし、そしてセンサ３３４および３３６の
差示圧力センサの読みが、０に設定または再設定されることを可能にする。
【００９２】
　次いで、弁３４２、３４４、３２８および３３２が閉じられ、そして弁３１８、３２０
、３２６および３３０が開かれる。次いで、流体は、ポンプチャンバ３０６および３０８
から、流体通路３２２を通って、排出バッグ３２４へと流れる。ポンプチャンバ３０６お
よび３０８内のポンプチャンバ内のダイアフラム３１４および３１６は、それに従って動
き、それぞれ、空気／減圧チャンバ３３８および３４０の内側に、減圧を生じる。空気／
減圧チャンバ３３８および３４０の内部の減圧が、それぞれ、圧力センサ３３４および３
３６によって測定される場合に、図２３に示される高さＹ３の溶液のカラム（負の圧力の
水頭高さ）に等しい場合、流体の流れは停止する。
【００９３】
　排出試験は、排出バッグ／排出ラインの排液が、ポンプチャンバ３０６および３０８の
下方に位置し、その結果、重力に起因する逆流が起こらないことを確実にする。この排出
試験はまた、この排出が、ポンプおよび弁のかなり下方に位置しないことを確実にする。
ここで、この位置は、これらの弁の作動に対して、不利な影響を引き起こす。高さＹ３の
溶液のカラムに等しい圧力が、医療用流体治療システム３００の予め決定された作動パラ
メータの範囲内である場合、この治療を続けることが許容される。そうではない場合、患
者または操作者に、排出バッグ３２４が、システム３００の作動パラメータの外側にある
ことを伝える、適切な警告が通知される。
【００９４】
　本明細書中に記載された現在好ましい実施形態に対する種々の変化および変更が、当業
者に明らかであることが、理解されるべきである。このような変化および変更は、本発明
の精神および範囲から逸脱することなく、そしてその意図される利点を減縮することなく
なされ得る。このような変化および変更は、添付の特許請求の範囲によって網羅されるこ
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【００９５】
【表２】

【００９６】
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