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(57)【要約】
　自律乗り物制御システムと、透析機と、透析機と自律
乗り物制御システムの間に電気的コミュニケーションを
もたらすインターフェースとを備える自律乗り物が提供
される。透析機は、自律乗り物が自律乗り物制御システ
ムの制御下にある間、患者に対して透析治療を実行する
ように構成される。ナビゲーション・システムと、透析
機と、透析機とナビゲーション・システムの間のインタ
ーフェースとを備える乗り物もまた提供される。乗り物
は、車、列車、飛行機、または別の乗り物であってもよ
い。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自律乗り物制御システムと、
　透析機と、
　前記透析機と前記自律乗り物制御システムとの間に電気的なコミュニケーションをもた
らすインターフェースとを備える自律乗り物であって、
　前記透析機が、前記自律乗り物が前記自律乗り物制御システムの制御下にある間、患者
に対して透析治療を実行するように構成される自律乗り物。
【請求項２】
　前記自律乗り物は、前記自律乗り物の１つまたは複数の構成要素に電力供給するための
少なくとも１つのバッテリを備え、
　前記インターフェースが、前記少なくとも１つのバッテリと前記透析機との間を電気的
に通じさせる、請求項１に記載の自律乗り物。
【請求項３】
　乗り物電気システムを更に備え、
　前記透析機が前記乗り物電気システム内に配線接続される、請求項１に記載の自律乗り
物。
【請求項４】
　前記自律乗り物制御システムが、所望の目的地をユーザが入力することができる入力デ
バイスを備え、
　前記自律乗り物制御システムは、前記自律乗り物が前記所望の目的地に到達するのに必
要とされる時間を算出するように構成され、
　前記透析制御ユニットが、所望の処方療法をユーザが入力することができる入力デバイ
スを備え、
　前記透析機制御ユニットは、前記自律乗り物制御システムによって算出された時間内に
前記入力された処方療法を完了するために必要とされる治療速度を算出するように構成さ
れる、請求項１に記載の自律乗り物。
【請求項５】
　前記透析機制御ユニットが、前記算出された治療速度が許容可能な限界値内にあるかど
うかを判定するように更に構成される、請求項４に記載の自律乗り物。
【請求項６】
　前記透析機制御ユニットが、前記算出された治療速度が許容限界値内にあると前記制御
ユニットが判定した場合、前記透析機が前記入力された処方療法を実施することを可能に
するように更に構成される、請求項５に記載の自律乗り物。
【請求項７】
　前記透析機制御ユニットが、前記算出された治療速度が許容可能な限界値内にないと前
記制御ユニットが判定した場合、前記透析機が前記入力された処方療法を実施することを
阻止するように更に構成される、請求項５に記載の自律乗り物。
【請求項８】
　前記自律乗り物制御システムの前記入力デバイスが前記自律乗り物内にディスプレイ・
スクリーンを備え、
　前記透析機の前記入力デバイスが同じディスプレイ・スクリーンを備える、請求項５に
記載の自律乗り物。
【請求項９】
　前記透析機が送信機および受信機を更に備え、
　前記送信機が前記透析機に関する無線信号を送信するように構成され、
　前記受信機が前記透析機に関する無線信号を受信するように構成される、請求項１に記
載の自律乗り物。
【請求項１０】
　エンジンを更に備え、
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　前記自律乗り物制御システムは、前記透析機が作動している間、前記エンジンを運転状
態に維持するように構成される、請求項１に記載の自律乗り物。
【請求項１１】
　前記自律乗り物を動かすように構成されたバッテリ作動式ドライブ・モータを更に備え
る、請求項１に記載の自律乗り物。
【請求項１２】
　乗り物電気システムと、
　カー・バッテリと、
　前記乗り物の運転中、前記カー・バッテリを充電するためのオルタネータと、
　前記透析機専用のバックアップ・バッテリとを更に備え、
　前記バックアップ・バッテリが前記オルタネータと電気的に通じており、
　前記乗り物電気システムが、前記乗り物の運転中、前記バックアップ・バッテリを充電
するように構成される、請求項１に記載の自律乗り物。
【請求項１３】
　前記乗り物電気システムが、点火スイッチと、前記点火スイッチが処方療法中に切られ
た場合、バッテリ電力を前記バックアップ・バッテリから前記透析機に与えるように構成
された点火スイッチ・バイパス回路とを備える、請求項１２に記載の自律乗り物。
【請求項１４】
　前記透析機が血流回路を備え、
　前記血流回路が、血液ポンプと、ダイアライザと、動脈チューブと、静脈チューブとを
備え、
　前記動脈チューブおよび前記静脈チューブが患者血流系に連結可能であるように構成さ
れる、請求項１に記載の自律乗り物。
【請求項１５】
　前記透析機が透析液流回路を更に備え、
　前記透析液流回路が、透析液ポンプと、新しい透析液チューブと、使用済み透析液チュ
ーブとを備え、
　前記新しい透析液チューブおよび前記使用済み透析液チューブが前記ダイアライザに連
結可能であるように構成される、請求項１４に記載の自律乗り物。
【請求項１６】
　アラーム状態を示す信号を受信機に送信するように構成された透析機アラーム・システ
ムを更に備える、請求項１に記載の自律乗り物。
【請求項１７】
　前記受信機が、病院にある受信機、診療所にある受信機、医療監視サービスにある受信
機、または別の救急救命センタにある受信機である、請求項１６に記載の自律乗り物。
【請求項１８】
　最も近い病院、透析診療所、救急センタまたは他の救命センタを決定し、適切な処置の
ために最も近い病院、透析診療所、救急センタまたは他の救命センタに前記自律乗り物を
誘導するように構成された透析機アラーム・システムを更に備える、請求項１に記載の自
律乗り物。
【請求項１９】
　前記透析機アラーム・システムが、血流の圧力変化を監視するように構成された動脈チ
ャンバ変換器および静脈チャンバ変換器の少なくとも１つを備える、請求項１８に記載の
自律乗り物。
【請求項２０】
　前記透析機が少なくとも１つの血液ポンプを備え、
　前記透析機アラーム・システムが血流回路内に動脈チャンバ変換器を備え、
　前記動脈チャンバ変換器は、閾値限界値外の圧力変化を登録した場合、前記アラーム・
システムが前記少なくとも１つの血液ポンプを停止させるように構成される、請求項１９
に記載の自律乗り物。
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【請求項２１】
　前記透析機が、少なくとも１つの血液ポンプを備え、
　前記透析機アラーム・システムが、血流回路内に静脈チャンバ変換器を備え、
　前記静脈チャンバ変換器は、閾値限界値外の圧力変化を登録した場合、前記アラーム・
システムが前記少なくとも１つの血液ポンプを停止させるように構成される、請求項１９
に記載の自律乗り物。
【請求項２２】
　前記透析機が血流回路を備え、
　前記血流回路が、血液ポンプと、ダイアライザと、患者血流系に連結可能であるように
構成された動脈チューブと、患者血流系に連結可能であるように構成された静脈チューブ
と、緊急状態を示すように作動可能に構成された緊急状態アラーム・システムとを備え、
　前記緊急状態アラーム・システムは、作動時、前記自律乗り物制御システムが、前記自
律乗り物を、適切な処置のために病院、透析診療所、救急センタまたは別の救命センタに
誘導するように構成される、請求項１に記載の自律乗り物。
【請求項２３】
　前記自律乗り物制御システムは、前記緊急状態アラーム・システムの作動時、前記自律
乗り物制御システムが最も近い救命センタを決定し、前記自律乗り物を、適切な処置のた
めに最も近い救命センタに誘導するように構成される、請求項２２に記載の自律乗り物。
【請求項２４】
　前記自律乗り物制御システムは、前記緊急状態アラームシステの作動時、前記自律乗り
物制御システムが最も近い救命センタを決定し、そのように決定された最も近い救命セン
タに通知を送り、前記自律乗り物を、適切な処置のために最も近い救命センタに誘導する
ように構成され、
　前記通知が前記緊急状態アラーム・システムの作動を始動させた前記緊急状態に関する
ものである、請求項２２に記載の自律乗り物。
【請求項２５】
　前記透析機が、動脈チューブ圧力センサと、静脈チューブ圧力センサと、アラーム・シ
ステムとを更に備え、
　前記アラーム・システムは、前記動脈チューブ圧力センサおよび前記静脈チューブ圧力
センサの一方または両方が、最大のそれぞれの閾値を超える、または最小のそれぞれの閾
値を下回って降下する圧力を感知したとき、アラーム状態を示すように構成される、請求
項１に記載の自律乗り物。
【請求項２６】
　前記透析機が、少なくとも１つの血液ポンプと、アラーム・システムとを備え、
　前記アラーム・システムは、（１）低レベルのアラーム信号を受信したことに応答して
少なくとも１つの血液ポンプの作動を停止させ、（２）緊急状態アラーム信号を受信した
ことに応答して前記自律乗り物を最も近い救命センタに誘導するように構成される、請求
項１に記載の自律乗り物。
【請求項２７】
　エンジンと、前記エンジン用の燃料源と、前記エンジンに利用可能な燃料の量を感知す
るように構成された燃料センサと、前記透析機用の透析制御装置とを更に備え、
　前記透析制御装置が、ユーザが処方療法を前記透析機に入力することを可能にするよう
に構成されたユーザ・インターフェースを備え、
　前記透析機と前記自律乗り物制御システムとの間の前記インターフェースは、前記燃料
センサと、前記透析制御装置との間の電気的コミュニケーションを含み、
　前記燃料センサは、前記エンジンを動かすのに利用可能な燃料の量を示す信号を前記透
析制御装置に送るように構成され、
　前記透析制御装置は、前記処方療法を実施するために必要とされる時間の間、前記エン
ジンを動かす燃料が不十分である場合に前記ユーザに通知するように構成される、請求項
１に記載の自律乗り物。
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【請求項２８】
　前記透析制御装置が、前記処方療法を実施するために必要とされる期間、前記自律乗り
物を作動させるために必要とされる燃料の量を算出し、次いで、前記処方療法を実施する
ために必要とされる時間の間、前記エンジンを動かす燃料が不十分である場合に前記ユー
ザに通知するように構成される、請求項２７に記載の自律乗り物。
【請求項２９】
　前記透析制御装置が、測定された現在の消費率および予想される消費率に基づいて、前
記処方療法を実施するために必要とされる時間の間、前記自律乗り物および前記透析機を
一緒に作動させるために必要とされる燃料の量を算出するように構成される、請求項２８
に記載の自律乗り物。
【請求項３０】
　前記透析制御装置は、前記処方療法を実施するために必要とされる時間の間、前記エン
ジンを動かす燃料が不十分である場合、前記透析機が前記処方療法を実施することを阻止
するように構成される、請求項２７に記載の自律乗り物。
【請求項３１】
　バッテリ作動式駆動エンジンと、バッテリ電力を前記エンジンに供給するように構成さ
れたバッテリと、前記エンジンに利用可能なバッテリ電力の量を感知するように構成され
たバッテリ・センサと、前記透析機用の透析制御装置とを更に備え、
　前記透析制御装置は、ユーザが処方療法を前記透析機に入力することを可能にするよう
に構成されたユーザ・インターフェースを備え、
　前記透析機と前記自律乗り物制御システムの間の前記インターフェースは、前記バッテ
リ・センサと前記透析制御装置の間の電気的コミュニケーションを含み、
　前記バッテリ・センサが、前記エンジンを動かすのに利用可能なバッテリ電力の量を示
す信号を前記透析制御装置に送るように構成され、
　前記透析制御装置が、前記処方療法を実施するために必要とされる時間の間、前記エン
ジンを動かすバッテリ電力が不十分である場合に前記ユーザに通知するように構成される
、請求項１に記載の自律乗り物。
【請求項３２】
　前記透析制御装置が、前記処方療法を実施するために必要とされる時間の期間、前記自
律乗り物を作動させるために必要とされるバッテリ電力の量を算出し、次いで、前記処方
療法を実施するために必要とされる時間の間、前記エンジンを動かすバッテリ電力が不十
分である場合、前記ユーザに通知するように構成される、請求項３１に記載の自律乗り物
。
【請求項３３】
　前記透析制御装置が、測定された現在の消費率および予想される消費率に基づいて、前
記処方療法を実施するために必要とされる時間の間、前記自律乗り物および前記透析機を
一緒に作動させるために必要とされるバッテリ電力の量を算出するように構成される、請
求項３２に記載の自律乗り物。
【請求項３４】
　前記透析制御装置が、前記処方療法を実施するために必要とされる時間の間、前記エン
ジンを動かすバッテリ電力が不十分である場合、前記透析機が前記処方療法を実施するこ
とを阻止するように構成される、請求項３１に記載の自律乗り物。
【請求項３５】
　前記自律乗り物が自動車である、請求項１に記載の自律乗り物。
【請求項３６】
　前記自律乗り物が、航空機、列車、潜水艦、ヘリコプタ、船、ボードまたは宇宙機であ
る、請求項１に記載の自律乗り物。
【請求項３７】
　前記透析機が、再循環式透析液流体回路と、前記再循環式透析液流体回路と流体連通す
る吸着剤カートリッジとを備える、請求項１に記載の自律乗り物。
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【請求項３８】
　前記自律乗り物がエンジンおよびエンジン冷却システムを備え、
　前記透析機が少なくとも１つの流体流路を備え、
　前記インターフェースが、前記少なくとも１つの流体流路を通って流れる１つまたは複
数の流体を加熱するために前記エンジン冷却システムからの熱を使用するように構成され
る、請求項１に記載の自律乗り物。
【請求項３９】
　前記エンジン冷却システムがエンジン冷却剤流路を備え、
　前記インターフェースが、前記エンジン冷却剤流路と、前記透析機の前記少なくとも１
つの流体流路との間に熱交換をもたらす、請求項３８に記載の自律乗り物。
【請求項４０】
　前記透析機の前記少なくとも１つの流体流路が透析液流路を備え、
　前記インターフェースが、前記エンジン冷却剤流路および前記透析液流路と熱的に通じ
る熱交換器を備える、請求項３９に記載の自律乗り物。
【請求項４１】
　前記透析機が、透析液流体流路と、前記透析液流体流路内の透析液流体を加熱するため
に前記透析液流体流路と熱的に通じるヒータとを備える、請求項１に記載の自律乗り物。
【請求項４２】
　前記ヒータが抵抗ヒータである、請求項４１に記載の自律乗り物。
【請求項４３】
　前記ヒータがペルチェ・ヒータである、請求項４１に記載の自律乗り物。
【請求項４４】
　乗り物内部と、自律乗り物制御システムと、透析機と、前記透析機と前記自律乗り物制
御システムの間に電気的コミュニケーションをもたらすインターフェースとを備える自律
乗り物両であって、
　前記透析機が、前記自律乗り物が前記自律乗り物制御システムの制御下にある間、患者
に対して透析治療を実行するように構成され、
　前記透析機が、
　制御ユニットと、
　前記乗り物内部に固定式に取り付けられ、使い捨て可能な透析装置を受容するように構
成された受容部とを備える自律乗り物。
【請求項４５】
　乗り物電気システムを更に備え、
　前記透析機が前記乗り物電気システム内に配線接続される、請求項４４に記載の自律乗
り物。
【請求項４６】
　使い捨て可能な透析装置を更に備え、
　前記使い捨て可能な透析装置が、第１の流路と、前記第１の流路から流体的に分離され
た第２の流路とを画定する成形されたプラスチック・マニホールドを備え、
　前記成形されたプラスチック・マニホールドが前記受容部によって受容される、請求項
４４に記載の自律乗り物。
【請求項４７】
　前記使い捨て可能な透析装置がダイアライザを更に備え、
　前記成形されたプラスチック・マニホールドが複数のチューブに結合され、
　前記複数のチューブの少なくとも２つのチューブが前記ダイアライザと流体連通する、
請求項４６に記載の自律乗り物。
【請求項４８】
　前記乗り物内部に固定式に取り付けられ、前記ダイアライザを前記透析機に対して固定
式に係止するように構成されたダイアライザ装着体を更に備える、請求項４７に記載の自
律乗り物。
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【請求項４９】
　前記使い捨て可能な透析装置が吸着剤カートリッジを更に備え、
　前記成形されたプラスチック・マニホールドが複数のチューブに結合され、
　前記複数のチューブの少なくとも２つのチューブが前記吸着剤カートリッジと流体連通
する、請求項４６に記載の自律乗り物。
【請求項５０】
　前記乗り物内に固定式に取り付けられ、前記吸着剤カートリッジを前記透析機に対して
固定式に係止するように構成されたカートリッジ装着体を更に備える、請求項４９に記載
の自律乗り物。
【請求項５１】
　前記透析機が、
　内部面を有するドアと、
　前記乗り物の前記内部に組み込まれ且つパネルを含むハウジングとを更に備え、
　前記ハウジングおよび前記パネルが一緒になって、前記ドアの前記内部面を受容するよ
うに構成された窪んだ領域を画定し、
　前記受容部は前記パネルに固定式に取り付けられる、請求項４４に記載の自律乗り物。
【請求項５２】
　前記パネルが複数のポンプにアクセスをもたらすように構成される、請求項５１に記載
の自律乗り物。
【請求項５３】
　前記透析機が、互いにほぼ平行に位置合わせして作動可能に配置された少なくとも１つ
の血液ポンプおよび少なくとも１つの透析液ポンプを含むポンプを更に備え、
　前記パネルが前記ポンプへのアクセスをもたらすように構成され、
　前記ドアの前記内部面が、前記ドアが閉位置にあるときに前記ポンプと位置合わせされ
るポンプ・シューを備える、請求項５１に記載の自律乗り物。
【請求項５４】
　前記ドアが外部面を有し、
　前記制御ユニットが前記ドアの前記外部面上に装着される、請求項５１に記載の自律乗
り物。
【請求項５５】
　前記透析機が、流体の容器を受容するための表面を更に備え、
　前記表面は前記自律乗り物の床部またはシート内に組み込まれる、請求項４４に記載の
自律乗り物。
【請求項５６】
　前記表面に一体化され、前記表面に配設された流体の容器を重量計測するように構成さ
れたスケールを更に備える、請求項５５に記載の自律乗り物。
【請求項５７】
　前記表面と熱的に通じるヒータと、前記表面と電磁的に通じる伝導度センサとを更に備
える、請求項５５に記載の自律乗り物。
【請求項５８】
　前記自律乗り物がダッシュ・ボードを備え、
　前記制御ユニットが前記ダッシュ・ボード内または前記ダッシュ・ボード上に装着され
る、請求項４４に記載の自律乗り物。
【請求項５９】
　前記自律乗り物がダッシュ・ボードを備え、
　前記制御ユニットがグラフィカル・ユーザ・インターフェースを備え、
　前記グラフィカル・ユーザ・インターフェースは前記ダッシュ・ボード内または前記ダ
ッシュ・ボード上に装着される、請求項４４に記載の自律乗り物。
【請求項６０】
　前記透析機が、複数のコネクタと、電子回路要素とを更に備える、請求項４４に記載の
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自律乗り物。
【請求項６１】
　前記電子回路要素が、プロセッサ・モジュールと、前記プロセッサ・モジュールと電気
的なコミュニケーション状態のデータ収集モジュールと、前記データ収集モジュールと電
子通信するインターフェース・モジュールとを備える、請求項６０に記載の自律乗り物。
【請求項６２】
　前記電子回路要素が、ビデオ・モジュールと、前記ビデオ・モジュールと電気的なコミ
ュニケーション状態のタッチ・パネル要素と、脈拍ディスプレイとを備える、請求項６０
に記載の自律乗り物。
【請求項６３】
　前記複数のコネクタが、血圧デバイス入力および脈拍デバイス入力を備える、請求項６
０に記載の自律乗り物。
【請求項６４】
　液溜めを更に備え、
　前記乗り物内部が床部を備え、
　前記透析機が複数のコネクタを備え、
　前記液溜めは、前記床部に係止され、
　前記液溜めは、液体が前記複数のコネクタの１つまたは複数から滴下した場合、前記コ
ネクタから滴下した液体を捕えるように前記透析機に対して配置される、請求項４４に記
載の自律乗り物。
【請求項６５】
　前記液溜めが前記床部に取り外し可能に係止される、請求項６４に記載の自律乗り物。
【請求項６６】
　前記液溜めが前記乗り物内のシートに取り外し可能に係止される、請求項６４に記載の
自律乗り物。
【請求項６７】
　前記自律乗り物が自動車である、請求項４４に記載の自律乗り物。
【請求項６８】
　前記自律乗り物が、航空機、列車、潜水艦、ヘリコプタ、船、ボート、または宇宙機で
ある、請求項４４に記載の自律乗り物。
【請求項６９】
　乗り物ナビゲーション・システムと、透析機と、前記透析機と前記乗り物ナビゲーショ
ン・システムの間に電気的コミュニケーションをもたらすインターフェースとを備える乗
り物であって、
　前記透析機が、前記乗り物が作動している間、患者に対して透析治療を実行するように
構成される乗り物。
【請求項７０】
　前記透析機が、
　制御装置と、
　内部面を有するドアと、
　前記乗り物の前記内部に組み込まれ且つパネルを含むハウジングであって、前記ハウジ
ングおよび前記パネルが、前記ドアの前記内部面に面する窪んだ領域を画定するハウジン
グと、
　前記パネルに取り付けられた使い捨て可能な回路受容部とを備える、請求項６９に記載
の乗り物。
【請求項７１】
　乗り物電気システムを更に備え、
　前記透析機が前記乗り物電気システム内に配線接続される、請求項６９に記載の乗り物
。
【請求項７２】
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　前記乗り物が、前記乗り物の１つまたは複数の構成要素に電力供給するための少なくと
も１つのバッテリを備え、
　前記インターフェースが、前記少なくとも１つのバッテリと前記透析機の間に電気的コ
ミュニケーションをもたらす、請求項６９に記載の乗り物。
【請求項７３】
　前記乗り物ナビゲーション・システムが、所望の目的地をユーザが入力することができ
る入力デバイスを備え、
　前記乗り物ナビゲーション・システムは、前記乗り物が前記所望の目的地に到達するた
めに必要とされる時間を算出するように構成され、
　前記透析機は、ユーザが所望の処方療法を入力することができる入力デバイスを備え、
　前記透析機は、前記乗り物ナビゲーション・システムによって算出された時間内で前記
入力された処方療法を完了するために必要とされる治療の速度を算出するように構成され
た制御ユニットを備える、請求項６９に記載の乗り物。
【請求項７４】
　前記透析機制御ユニットが、前記治療の算出された速度が許容可能な限界値内にあるか
どうかを判定するように更に構成される、請求項７３に記載の乗り物。
【請求項７５】
　前記透析機制御ユニットが、前記治療の算出された速度が許容可能な限界値内にあると
前記制御ユニットが判定した場合、前記透析機が前記入力された処方療法を実施すること
を可能にするように更に構成される、請求項７４に記載の乗り物。
【請求項７６】
　前記透析機制御ユニットが、前記治療の算出された速度が許容可能な限界値内にないと
前記制御ユニットが判定した場合、前記透析機が前記入力された処方療法を実施すること
を阻止するように更に構成される、請求項７４に記載の乗り物。
【請求項７７】
　前記透析機が送信機および受信機を更に備え、
　前記送信機が前記透析機に関する無線信号を送信するように構成され、
　前記受信機が前記透析機に関する無線信号を受信するように構成される、請求項６９に
記載の乗り物。
【請求項７８】
　乗り物電気システムと、カー・バッテリと、前記乗り物の運転中、前記カー・バッテリ
を充電するためのオルタネータと、前記透析機専用のバックアップ・バッテリとを更に備
え、
　前記バックアップ・バッテリは前記オルタネータと電気的なコミュニケーション状態に
あり、
　前記乗り物電気システムは前記乗り物の運転中に前記バックアップ・バッテリを充電す
るように構成される、請求項６９に記載の乗り物。
【請求項７９】
　乗り物電気システムを更に備え、
　前記乗り物電気システムが、
　点火スイッチと、
　前記点火スイッチが切られた場合、バッテリ電力を前記バックアップ・バッテリから前
記透析機に与えるように構成された点火スイッチ・バイパス回路とを備える、請求項７８
に記載の乗り物。
【請求項８０】
　前記透析機が、緊急状態を示すように作動可能に構成された緊急状態アラーム・システ
ムを備え、それによって、前記緊急状態アラーム・システムの作動時、前記乗り物ナビゲ
ーション・システムは、適切な処置のために救命センタに前記乗り物を誘導する、請求項
６９に記載の乗り物。
【請求項８１】
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　前記緊急状態アラーム・システムの作動時、前記乗り物ナビゲーション・システムが、
最も近い救命センタを決定し、前記乗り物を、適切な処置のために最も近い救命センタに
誘導する、請求項８０に記載の乗り物。
【請求項８２】
　前記緊急状態アラーム・システムの作動時、前記乗り物制御システムは、最も近い救命
センタを決定し、そのように決定された最も近い救命センタに通知を送り、前記乗り物を
、適切な処置のために最も近い救命センタに誘導し、
　前記通知は、前記緊急状態アラーム・システムの前記作動を始動させた緊急状態に関す
るものである、請求項８０に記載の乗り物。
【請求項８３】
　前記透析機が、動脈チューブ圧力センサと、静脈チューブ圧力センサと、アラーム・シ
ステムとを更に備え、
　前記アラーム・システムは、前記動脈チューブ圧力センサおよび前記静脈チューブ圧力
センサの一方または両方が、最大のそれぞれの閾値を超える、または最小のそれぞれの閾
値を下回って降下する圧力を感知したとき、アラーム状態を示すように構成される、請求
項６９に記載の乗り物。
【請求項８４】
　前記透析機が、少なくとも１つの血液ポンプおよびアラーム・システムを備え、
　前記アラーム・システムは、（１）低レベルのアラーム信号を受信したことに応答して
前記少なくとも１つの血液ポンプの作動を停止させ、（２）緊急状態アラーム信号を受信
したことに応答して前記乗り物を最も近い救命センタに誘導するように構成される、請求
項６９に記載の乗り物。
【請求項８５】
　アラーム状態を示す信号を受信機に送信するように構成された透析機アラーム・システ
ムを更に備える、請求項６９に記載の乗り物。
【請求項８６】
　前記受信機が、病院にある受信機、診療所にある受信機、医療監視サービスにある受信
機、または救命センタにある受信機である、請求項８５に記載の乗り物。
【請求項８７】
　エンジンと、前記エンジン用の燃料源と、前記エンジンに利用可能な燃料の量を感知す
るように構成された燃料センサと、前記透析機用の透析制御ユニットとを更に備え、
　前記透析制御ユニットは、ユーザが処方療法を前記透析機に入力することを可能にする
ように構成されたユーザ・インターフェースを備え、
　前記透析機と前記車乗り物ナビゲーション・システムの間の前記インターフェースは、
前記燃料センサと前記透析制御ユニットの間の電気的コミュニケーションを含み、
　前記燃料センサは、前記エンジンを動かすのに利用可能な燃料の量を示す信号を前記透
析制御ユニットに送るように構成され、
　前記透析制御ユニットは、前記処方療法を実施するために必要とされる時間の間、前記
エンジンを動かす燃料が不十分である場合に前記ユーザに通知するように構成される、請
求項６９に記載の乗り物。
【請求項８８】
　前記透析制御ユニットが、前記処方療法を実施するために必要とされる時間の期間、前
記乗り物を作動させるために必要とされる燃料の量を算出し、次いで前記処方療法を実施
するために必要とされる時間の間、前記エンジンを動かす燃料が不十分である場合、前記
ユーザに通知するように構成される、請求項８７に記載の乗り物。
【請求項８９】
　前記透析制御ユニットが、測定された現在の消費率および予想される消費率に基づいて
、前記処方療法を実施するために必要とされる時間の間、前記乗り物および前記透析機を
一緒に作動させるために必要とされる燃料の量を算出するように構成される、請求項８８
に記載の乗り物。
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【請求項９０】
　前記透析制御ユニットが、前記処方療法を実施するために必要とされる時間の間、前記
エンジンを動かす燃料が不十分である場合、前記透析機が前記処方療法を実施することを
阻止するように構成される、請求項８７に記載の乗り物。
【請求項９１】
　バッテリ作動式駆動エンジンと、バッテリ電力を前記エンジンに供給するように構成さ
れたバッテリと、前記エンジンに利用可能なバッテリ電力の量を感知するように構成され
たバッテリ・センサと、前記透析機用の透析制御ユニットとを備え、
　前記透析制御ユニットは、ユーザが、処方療法を前記透析機に入力することを可能にす
るように構成されたユーザ・インターフェースを更に備え、
　前記透析機と前記乗り物ナビゲーション・システムの間の前記インターフェースは、前
記バッテリ・センサと前記透析制御ユニットの間に電気的コミュニケーションを含み、
　前記バッテリ・センサは、前記エンジンを動かすのに利用可能なバッテリ電力の量を示
す信号を前記透析制御ユニットに送るように構成され、
　前記透析制御ユニットは、前記処方療法を実施するために必要とされる時間の間、前記
エンジンを動かすバッテリ電力が不十分である場合に前記ユーザに通知するように構成さ
れる、請求項６９に記載の乗り物。
【請求項９２】
　前記透析制御ユニットが、前記処方療法を実施するために必要とされる時間の期間、前
記乗り物を作動させるために必要とされるバッテリ電力の量を算出し、次いで前記処方療
法を実施するために必要とされる時間の間、前記エンジンを動かすバッテリ電力が不十分
である場合に前記ユーザに通知するように構成される、請求項９１に記載の乗り物。
【請求項９３】
　前記透析制御ユニットが、測定された現在の消費率および予想される消費率に基づいて
、前記処方療法を実施するために必要とされる時間の間、前記乗り物および前記透析機を
一緒に作動させるために必要とされるバッテリ電力の量を算出するように構成される、請
求項９２に記載の乗り物。
【請求項９４】
　前記透析制御ユニットが、前記処方療法を実施するために必要とされる時間の間、前記
エンジンを動かすバッテリ電力が不十分である場合、前記透析機が前記処方療法を実施す
ることを阻止するように構成される、請求項９１に記載の乗り物。
【請求項９５】
　液溜めを更に備え、
　前記乗り物内部が床部を備え、
　前記透析機が複数のコネクタを備え、
　前記液溜めは、前記床部に係止され、前記液溜めは、液体が前記複数のコネクタの１つ
または複数から滴下した場合、前記コネクタから滴下した液体を捕えるように前記透析機
に対して配置される、請求項６９に記載の乗り物。
【請求項９６】
　前記液溜めが前記床部に取り外し可能に係止される、請求項９５に記載の乗り物。
【請求項９７】
　前記液溜めが前記乗り物内のシートに取り外し可能に係止される、請求項９５に記載の
乗り物。
【請求項９８】
　ダッシュ・ボードを更に備え、
　前記透析機は、グラフィカル・ユーザ・インターフェースを備え、
　前記グラフィカル・ユーザ・インターフェースは前記ダッシュ・ボード内または前記ダ
ッシュ・ボード上に装着される、請求項６９に記載の乗り物。
【請求項９９】
　前記透析機アラーム・システムが、血液流路内に、血流の圧力変化を監視するように構
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成された動脈チャンバ変換器および静脈チャンバ変換器の少なくとも１つを備える、請求
項６９に記載の乗り物。
【請求項１００】
　前記透析機が、電子回路要素に関連付けられた正面パネルを更に備え、
　前記電子回路要素は、プロセッサ・モジュールと、前記プロセッサ・モジュールと電気
的に通じたデータ収集モジュールと、前記データ収集モジュールと電子通信するインター
フェース・モジュールと、ビデオ・モジュールと、前記ビデオ・モジュールと電気的なコ
ミュニケーション状態のタッチ・パネル要素と、脈拍ディスプレイとを備える、請求項６
９に記載の乗り物。
【請求項１０１】
　前記透析機が、血圧デバイス入力および脈拍デバイス入力を備える複数のコネクタに関
連付けられた正面パネルを更に備える、請求項６９に記載の乗り物。
【請求項１０２】
　前記乗り物が自動車である、請求項６９に記載の乗り物。
【請求項１０３】
　前記乗り物が、航空機、列車、潜水艦、ヘリコプタ、船、ボートまたは宇宙機である、
請求項６９に記載の乗り物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、体外血液治療療法を実施するように構成された自律乗り物および機械および
システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　乗り物は自律運転に向けた開発が進んでいる。乗り物の運転者は、タスクを達成し、乗
り物を運転する以外の事に集中する多くの自由を得つつある。携帯用透析機が知られてい
るが、乗り物ナビゲーション・システムまたは自律乗り物制御システムとインターフェー
ス接続された透析システムは乗り物には装備されていない。
【発明の概要】
【０００３】
　本発明の１つまたは複数の実施形態によれば、自律乗り物制御システムと、透析機と、
透析機と自律乗り物制御システムの間に電気的なコミュニケーションをもたらすインター
フェースとを備える自律乗り物が提供される。自律乗り物は、自動車、ハイブリッド・カ
ー、航空機、列車、潜水艦、ヘリコプタ、船、ボート、宇宙機または任意の他の乗り物で
あってもよい。透析機は、自律乗り物が自律乗り物制御システムの制御下にある間、患者
に対して透析治療を実行するように構成され得る。自律乗り物は、自律乗り物の１つまた
は複数の構成要素に電力供給するための少なくとも１つのバッテリを備えることができ、
そのインターフェースは、少なくとも１つのバッテリと透析機の間に電気的なコミュニケ
ーションをもたらすことができる。自律乗り物は、乗り物電気システムを更に備えること
ができ、透析機は、乗り物電気システムに配線接続され得る。自律乗り物制御システムは
、所望の目的地をユーザが入力することができる入力デバイスを備えることができる。自
律乗り物制御システムは、自律乗り物が所望の目的地に到達するのに必要とされる時間を
算出するように構成され得る。透析機制御ユニットは、ユーザが所望の処方療法を入力す
ることができる入力デバイスを備えることができ、透析機制御ユニットは、自律乗り物制
御システムによって算出された時間内で入力された処方療法を完了するのに必要とされる
治療の速度を算出するように構成され得る。透析機制御ユニットは、更に、治療の算出さ
れた速度が許容可能な限界値内にあるかどうかを判定するように構成可能であり、そうで
ある場合、透析機制御装置は、透析機が入力された処方療法を実施することを可能にする
ように構成され得る。治療の算出された速度が許容可能な限界値内にないと制御ユニット
が判定した場合、透析機制御ユニットは、更に、入力された処方療法を透析機が実施する
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ことを阻止するように構成され得る。
【０００４】
　本発明は、また、自律式ではないが、ナビゲーション・システム、透析機、および透析
機とナビゲーション・システムの間に電気的なコミュニケーションをもたらすインターフ
ェースとを含む乗り物も包含する。
【０００５】
　前述の一般的な説明および以下の詳細な説明の両方は、例示的および説明的なものに過
ぎず、請求の範囲に記載された本発明を更に説明することを意図していると理解されたい
。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】本発明の１つまたは複数の実施形態による車両の内部の正面図であり、車両ダッ
シュ・ボードに部分的に装着された透析機を示す。
【図２】本発明のさまざまな実施形態による、透析機を組み込んだ車両シート後方の正面
図である。
【図３】目的地に走行する間に完了すべき透析の処方された療法、および所望の療法が利
用可能でない場合にユーザによって選択され得るオプションをユーザが入力することを可
能にするためのプロセスを示す流れ図である。
【図４】目的地に走行する間に完了すべき処方された療法、および燃料または電力が不十
分である場合にユーザによって選択され得るオプションをユーザが入力することを可能に
するためのプロセスを示す流れ図である。
【図５】アラーム信号に応答して動作を可能にするためのプロセスを示す流れ図であり、
アラーム信号の状態に応じたさまざまに異なる動作を含む。
【図６】本発明による乗り物および方法において使用され得る例示的な流体回路図である
。
【図７】本発明による乗り物および方法において使用され得る別の例示的な流体回路図で
ある。
【図８】本発明による乗り物および方法において使用され得る例示的なマニホールドの概
略図である。
【図９】透析システム用の制御ユニットの実施形態の正面図であり、ドアが開き、マニホ
ールドが設置されていることを示す。
【図１０】例示的な連結解除監視システムの図である。
【図１１】例示的な連結解除検出プロセスの流れ図である。
【図１２】本発明による乗り物および方法において使用され得る更に別の例示的な流体回
路図である。
【図１３】本発明による乗り物および方法において使用され得る更に別の例示的な流体回
路図である。
【図１４】本発明による乗り物および方法において使用され得る更に別の例示的な流体回
路図である。
【図１５】本発明による乗り物および方法に使用され得る、ユーザが透析機内に正確に添
加剤を加えることを可能にするためのプロセスを示す流れ図である。
【図１６】本発明による乗り物および方法に使用され得る、マニホールドと、複数のチュ
ーブに取り付けられたダイアライザとを備える使い捨て可能なキットを示す概略図である
。
【図１７】本発明による乗り物および方法に使用され得る、更に別の例示的な流体回路図
である。
【図１８】本発明による乗り物および方法に使用され得る、作動のプライミング・モード
を示す、更に別の例示的な流体回路図である。
【図１９】本発明による乗り物および方法に使用され得る、例示的なマニホールドの更に
別の実施形態の概略図である。
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【発明を実施するための形態】
【０００７】
　本発明の１つまたは複数の実施形態によれば、自律乗り物制御システムと、透析機と、
透析機と自律乗り物制御システムの間に電気的なコミュニケーションをもたらすインター
フェースとを備える自律乗り物が提供される。自律乗り物は、自動車、ハイブリッド・カ
ー、航空機、列車、潜水艦、ヘリコプタ、船、ボート、宇宙機または任意の他の乗り物で
あってもよい。透析機は、自律乗り物が自律乗り物制御システムの制御下にある間、患者
に対して透析治療を実行するように構成され得る。自律乗り物は、自律乗り物の１つまた
は複数の構成要素に電力供給するための少なくとも１つのバッテリを備えることができ、
そのインターフェースは、少なくとも１つのバッテリと透析機の間に電気的なコミュニケ
ーションをもたらすことができる。自律乗り物は乗り物電気システムを更に備えることが
でき、透析機は、乗り物電気システム内に配線接続され得る。自律乗り物制御システムは
、所望の目的地をユーザが入力することができる入力デバイスを備えることができる。自
律乗り物制御システムは、自律乗り物が所望の目的地に到達するのに必要とされる時間を
算出するように構成され得る。透析機制御ユニットは、所望の処方療法をユーザが入力す
ることができる入力デバイスを備えることができ、透析機制御ユニットは、自律乗り物制
御システムによって算出された時間内で入力された処方療法を完了するために必要とされ
る治療の速度を算出するように構成され得る。透析機制御ユニットは、更に、治療の算出
された速度が許容可能限界値内にあるかどうかを判定するように構成可能であり、そうで
ある場合、透析機制御ユニットは、入力された処方療法を透析機が実施することを可能に
するように構成され得る。制御ユニットが、治療の算出された速度が許容可能な限界値内
にないと判定した場合、透析機制御ユニットは、更に、入力された処方療法を透析機が実
施するのを阻止するように構成され得る。
【０００８】
　自律乗り物制御システム用の入力デバイスは、自律乗り物内にディスプレイ・スクリー
ンを備えることができ、透析機用の入力デバイスは、この同じディスプレイ・スクリーン
または異なるディスプレイ・スクリーンを備えることができる。透析機は、更に、送信機
および受信機を備えることができ、送信機は、透析機に関する無線信号を送信するように
構成され、受信機は、透析機に関する無線信号を受信するように構成される。したがって
、患者は、療法中、監視サービスまたは診療所と常に連絡を取ることができる。
【０００９】
　自律乗り物はエンジンを備えることができ、自律車乗り物制御システムは、透析機が作
動しているときにエンジンを運転状態に維持するように構成され得る。自律乗り物は、自
律乗り物を動かすように構成されたバッテリ作動式駆動モータを備えることができる。自
律乗り物は、更に、乗り物電気システムと、カー・バッテリと、乗り物の運転中にカー・
バッテリを充電するためのオルタネータと、透析機専用のバックアップ・バッテリとを備
えることができる。バックアップ・バッテリは、オルタネータと電気的に通じることがで
き、乗り物電気システムは、乗り物の運転中にバックアップ・バッテリを充電するように
構成され得る。乗り物電気システムは、点火スイッチと、点火スイッチが処方療法中に切
られた場合、バッテリ電力をバックアップ・バッテリから透析機に与えるように構成され
た点火スイッチ・バイパス回路とを備えることができる。
【００１０】
　透析機は、血液ポンプと、ダイアライザと、動脈チューブと、静脈チューブとを備える
血流回路を備えることができる。動脈チューブおよび静脈チューブは、患者血流系に連結
可能であるように構成され得る。透析機は、透析液ポンプと、新しい透析液チューブと、
使用済み透析液チューブとを備える透析液流回路を更に備えることができ、新しい透析液
チューブおよび使用済み透析液チューブはダイアライザに連結可能であるように構成され
る。透析機は、また、アラーム状態を示す信号を受信機に送信するように構成されたアラ
ーム・システムを備えていてもよい。受信機は、病院にある受信機、診療所にある受信機
、医療監視サービスにある受信機、または別の救命センタにある受信機であってもよい。
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透析機アラーム・システムは、最も近い病院、透析診療所、救急センタまたは他の救命セ
ンタを決定し、そして適切な処置のために最も近い病院、透析診療所、救急センタまたは
他の救命センタに自律乗り物を誘導するように構成され得る。救命状態のアラーム状態が
始動された場合に救命センタへ誘導される。透析機アラーム・システムは、血流の圧力変
化を監視するように構成された、動脈チャンバ変換器および静脈チャンバ変換器の少なく
とも１つを備えることができる。一例では、透析機は少なくとも１つの血液ポンプを備え
ることができ、透析機アラーム・システムは血流回路に動脈チャンバ変換器を備えること
ができ、動脈チャンバ変換器は、これが閾値限界値外の圧力変化を登録した場合に、アラ
ーム・システムが少なくとも１つの血液ポンプを停止させるように構成され得る。同様に
、透析機は少なくとも１つの血液ポンプを備えることができ、透析機アラーム・システム
は血流回路に静脈チャンバ変換器を備えることができ、静脈チャンバ変換器は、これが閾
値限界値外の圧力変化を登録した場合に、アラーム・システムが少なくとも１つの血液ポ
ンプを停止させるように構成され得る。
【００１１】
　透析機は、血液ポンプと、ダイアライザと、患者血流系に連結可能であるように構成さ
れた動脈チューブと、患者血流系に連結可能であるように構成された静脈チューブと、緊
急状態を示すために作動可能に構成された緊急状態アラーム・システムとを備える血流回
路を備えることができる。緊急状態アラーム・システムは、作動時、自律乗り物制御シス
テムが、適切な処置のために病院、透析診療所、救急センタまたは別の救命センタに自律
乗り物を誘導するように構成され得る。たとえば、自律乗り物制御システムは、緊急状態
アラーム・システムの作動時、自律乗り物制御システムが最も近い救命センタを決定し、
そして、適切な処置のためにその最も近い救命センタに自律乗り物を誘導するように構成
され得る。自律乗り物制御システムは、緊急状態アラーム・システムの作動時、自律乗り
物制御システムが、最も近い救命センタを決定し、そのように決定された最も近い救命セ
ンタに通知を送り、適切な処置のためにその最も近い救命センタに自律乗り物を誘導する
ように構成可能であり、その通知は、緊急状態アラーム・システムの作動を始動させた緊
急状態に関するものである。
【００１２】
　透析機は、更に、動脈チューブ圧力センサと、静脈チューブ圧力センサと、動脈チュー
ブ圧力センサおよび静脈チューブ圧力センサの一方または両方が、最大のそれぞれの閾値
を超える、または最小のそれぞれの閾値を下回って降下する圧力を感知したとき、アラー
ム状態を示すように構成されたアラーム・システムとを備えることができる。透析機は、
少なくとも１つの血液ポンプと、アラーム・システムとを備えることができ、アラーム・
システムは、（１）低レベルのアラーム信号を受信したことに応答して少なくとも１つの
血液ポンプの作動を停止させ、（２）緊急状態アラーム信号を受信したことに応答して最
も近い救命センタに自律乗り物を誘導するように構成される。
【００１３】
　自律乗り物は、更に、エンジンと、エンジン用の燃料源と、エンジンに利用可能な燃料
の量を感知するように構成された燃料センサと、透析機用の透析制御装置とを備えること
ができる。透析制御装置は、ユーザが処方療法を透析機に入力することを可能にするよう
に構成されたユーザ・インターフェースを備えることができる。透析機と自律乗り物制御
システムとの間のインターフェースは、燃料センサと透析制御装置の間の電気的コミュニ
ケーションを含むことができる。燃料センサは、エンジンを動かすのに利用可能な燃料の
量を示す信号を透析制御装置に送るように構成可能であり、透析制御装置は、処方療法を
実施するために必要とされる時間の間、エンジンを動かす燃料が不十分である場合にユー
ザに通知するように構成され得る。透析制御装置は、処方療法を実施するために必要とさ
れる時間の期間、自律乗り物を作動させるために必要とされる燃料の量を算出し、次いで
、処方療法を実施するために必要とされる時間の間、エンジンを動かす燃料が不十分であ
る場合にユーザに通知するように構成され得る。透析制御装置は、測定された現在の消費
率および予想される消費率に基づいて、処方療法を実施するために必要とされる時間の間



(16) JP 2016-514026 A 2016.5.19

10

20

30

40

50

、自律乗り物および透析機を共に作動させるために必要とされる燃料の量を算出するよう
に構成され得る。透析制御装置は、更に、処方療法を実施するために必要とされる時間の
間、エンジンを動かす燃料が不十分である場合、透析機が処方療法を実施するのを阻止す
るように構成され得る。
【００１４】
　自律乗り物は、バッテリ作動式駆動エンジンと、バッテリ電力をこのエンジンに供給す
るように構成されたバッテリと、エンジンに利用可能なバッテリ電力の量を感知するよう
に構成されたバッテリ・センサと、透析機用の透析制御装置とを備えることができる。透
析制御装置は、ユーザが処方療法を透析機に入力することを可能にするように構成された
ユーザ・インターフェースを備えることができる。透析機と自律乗り物制御システムの間
のインターフェースは、バッテリ・センサと透析制御装置の間の電気的コミュニケーショ
ンを含むことができ、バッテリ・センサは、エンジンを動かすのに利用可能なバッテリ電
力の量を示す信号を透析制御装置に送るように構成され得る。透析制御装置は、処方療法
を実施するために必要とされる時間の間、エンジンを動かすのにバッテリ電力が不十分で
ある場合にユーザに通知するように構成され得る。透析制御装置は、処方療法を実施する
ために必要とされる時間の期間、自律乗り物を作動させるために必要とされるバッテリ電
力の量を算出し、次いで、処方療法を実施するために必要とされる時間の間、エンジンお
動かすのにバッテリ電力が不十分である場合にユーザに通知するように構成され得る。更
に、透析制御装置は、測定された現在の消費率および予想される消費率に基づいて、処方
療法を実施するために必要とされる時間の間、自律乗り物および透析機を共に作動させる
ために必要とされるバッテリ電力の量を算出するように構成され得る。透析制御装置は、
更に、処方療法を実施するために必要とされる時間の間、エンジンを動かすのにバッテリ
電力が不十分である場合、透析機が処方療法を実施することを阻止するように構成され得
る。
【００１５】
　透析機は、再循環式透析液流体回路と、再循環式透析液流体回路と流体連通する吸着剤
カートリッジとを備えることができる。自律乗り物は、エンジンと、エンジン冷却システ
ムとを備えることができる。透析機は、少なくとも１つの流体流路を備えることができ、
そのインターフェースは、少なくとも１つの流体流路を通って流れる１つまたは複数の流
体を加熱するためにエンジン冷却システムからの熱を使用するように構成され得る。エン
ジン冷却システムは、エンジン冷却剤流路を備えることができ、そのインターフェースは
、エンジン冷却剤流路と透析機の少なくとも１つの流体流路との間に熱交換コミュニケー
ションをもたらすことができる。透析機の少なくとも１つの流体流路は透析液流路を備え
ることができ、そのインターフェースは、エンジン冷却剤流路および透析液流路と熱的に
通じる熱交換器を備えることができる。透析機は、透析液流体流路と、透析液流体流路内
の透析液流体を加熱するために透析液流体流路と熱的に通じるヒータとを備えることがで
きる。ヒータは、抵抗ヒータ、電気ヒータ、放射ヒータ、ペルチェ・ヒータなどであって
もよい。
【００１６】
　本発明の１つまたは複数の実施形態によれば、乗り物両内部と、自律乗り物制御システ
ムと、透析機と、透析機と自律乗り物制御システムの間に電気的コミュニケーションをも
たらすインターフェースとを備える自律乗り物が提供される。透析機は、自律乗り物が自
律乗り物制御システムの制御下にある間、患者に対して透析治療を実行するように構成さ
れ得る。透析機は、たとえば、制御ユニットと、乗り物内部に固定式に取り付けられ且つ
使い捨て可能な透析装置を受容するように構成された受容部とを備えることができる。自
律乗り物は、乗り物電気システムを更に備えることができ、透析機は乗り物電気システム
に配線接続され得る。透析機は、たとえば、第１の流路と、第１の流路から流体的に分離
された第２の流路とを画定する成形されたプラスチック・マニホールドを備える使い捨て
可能な透析装置を含むことができる。成形されたプラスチック・マニホールドは受容部に
よって受容され得る。使い捨て可能な透析装置は、更に、ダイアライザを備えることがで
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き、成形されたプラスチック・マニホールドは複数のチューブに結合可能であり、チュー
ブの少なくとも２つはダイアライザと流体連通する。ダイアライザ装着体が乗り物内部に
固定式に取り付けられ、ダイアライザを透析機に対して固定式に係止するように構成され
得る。使い捨て可能な透析装置は、更に、吸着剤カートリッジを備えることができ、成形
されたプラスチック・マニホールドは複数のチューブに結合可能であり、このチューブの
少なくとも２つは吸着剤カートリッジと流体連通する。カートリッジ装着体が乗り物内部
に固定式に取り付けられ、吸着剤カートリッジを透析機に対して固定式に係止するように
構成され得る。
【００１７】
　透析機は、更に、内部面を有するドアと、乗り物の内部に組み込まれ且つパネルを含む
ハウジングとを備えることができる。ハウジングおよびパネルは、一緒になって、これら
が、ドアの内部面を受容するように適合された窪んだ領域を画定するように構成され得る
。受容部はパネルに固定式に取り付けられ得る。パネルは複数のポンプへのアクセスを提
供するように構成可能であり、透析機は、更に、ポンプ、たとえば、少なくとも１つの血
液ポンプおよび少なくとも１つの透析液ポンプを備えることができる。ポンプは、互いに
ほぼ平行に位置合わせして作動可能に位置決めされ、パネルはポンプへのアクセスをもた
らすように構成され得る。ドアの内部表面は、ドアが閉位置にあるときにポンプと位置合
わせされるポンプ・シューを備えることができる。ドアは外部面を有することができ、制
御ユニットは、ドアの外部面に装着され得る。
【００１８】
　透析機は、更に、流体の容器を受け入れるための表面を備えることができる。表面は、
自律乗り物の床部またはシートに組み込まれ得る。スケールが表面に一体化され、表面上
に配設された流体の容器を重量計測するように構成され得る。表面と熱的にコミュニケー
ションするヒータを設けることができ、伝導度センサが表面と電磁的コミュニケーション
状態で設けられ得る。場合によっては、自律乗り物はダッシュ・ボードを備え、制御ユニ
ットはダッシュ・ボード内またはダッシュ・ボード上に装着される。制御ユニットはグラ
フィカル・ユーザ・インターフェースを備えることができ、グラフィカル・ユーザ・イン
ターフェースはダッシュ・ボード内またはダッシュ・ボード上に装着され得る。透析機は
、更に、複数のコネクタと、電子回路要素とを備えることができる。電子回路要素は、プ
ロセッサ・モジュールと、プロセッサ・モジュールと電気的にコミュニケーションするデ
ータ収集モジュールと、データ収集モジュールと電子通信するインターフェース・モジュ
ールとを備えることができる。電子回路要素は、ビデオ・モジュール、ビデオ・モジュー
ルと電気的にコミュニケーションするタッチ・パネル要素、脈拍ディスプレイ、１つまた
は複数の圧力ディスプレイ、心電図ディスプレイ、それらの組み合わせなどを含むことが
できる。複数のコネクタは、血圧デバイス入力、脈拍デバイス入力、ＥＫＧデバイス入力
、それらの組み合わせなどを含むことができる。自律乗り物は、更に、液溜めを備えるこ
とができ、乗り物内部は床部を備えることができ、透析機は複数のコネクタを備えること
ができ、液溜めは床部に係止可能であり、また、液溜めは、液体が複数のコネクタの１つ
または複数から滴下した場合、コネクタから滴下した液体を捕えるように透析機に対して
配置され得る。液溜めは床部に取り外し可能に係止され得る。液溜めは乗り物内のシート
に取り外し可能に係止され得る。
【００１９】
　本発明の１つまたは複数の実施形態によれば、乗り物は、ただし必ずしもそうである必
要はないが、自律乗り物である。以下では、上記で説明した実施形態の一部と区別するた
めに非自律乗り物と称されているが、以下で説明する特徴は、自律乗り物にも同様に組み
込むことができ、そのようにすることは、本発明の範囲内であることを理解されたい。
【００２０】
　非自律乗り物は、自動車、ハイブリッド・カー、航空機、列車、潜水艦、ヘリコプタ、
船、ボート、宇宙機などを含むことができる。乗り物は、乗り物ナビゲーション・システ
ムと、透析機と、透析機と乗り物ナビゲーション・システムの間に電気的コミュニケーシ
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ョンをもたらすインターフェースとを備えることができる。透析機は、乗り物が作動して
いる間、患者に対して透析治療を実行するように構成され得る。透析機は、制御装置と、
内部面を有するドアと、乗り物の内部に組み込まれパネルを含むハウジングであって、ハ
ウジングおよびパネルが、ドアの内部面に面する窪んだ領域を画定するハウジングと、パ
ネルに取り付けられ且つ使い捨て可能な回路受容部とを備えることができる。乗り物は、
乗り物電気システムを更に備えることができ、透析機は、乗り物電気システムに配線接続
され得る。乗り物は、乗り物の１つまたは複数の構成要素に電力供給するための少なくと
も１つのバッテリを備えることができ、そのインターフェースは、少なくとも１つのバッ
テリと透析機の間に電気的なコミュニケーションをもたらすことができる。
【００２１】
　乗り物ナビゲーション・システムは、所望の目的地をユーザが入力することができる入
力デバイスを備えることができる。乗り物ナビゲーション・システムは、乗り物が所望の
目的地に到達するために必要とされる時間を算出するように構成され得る。透析機は、ユ
ーザが所望の処方療法を入力することができる入力デバイスを備えることができる。透析
機は、また、乗り物ナビゲーション・システムによって算出された時間内で、入力された
処方療法を完了するために必要とされる治療の速度を算出するように構成された制御ユニ
ットも備えることができる。透析機制御ユニットは、更に、治療の算出された速度が許容
可能な限界値内にあるかどうかを判定するように構成可能であり、そうである場合、透析
機制御装置は、透析機が入力された処方療法を実施することを可能にするように構成され
得る。制御ユニットが、治療の算出された速度が許容可能な限界値内にないと判定した場
合、透析機制御ユニットは、透析機が入力された処方療法を実施することを阻止するよう
に構成され得る。
【００２２】
　透析機は、更に、送信機および受信機を備えることができる。送信機は透析機に関する
無線信号を送信するように構成可能であり、受信機は透析機に関する無線信号を受信する
ように構成可能である。乗り物は、乗り物電気システムと、バッテリと、乗り物の運転中
、バッテリを充電するためのオルタネータと、透析機専用のバックアップ・バッテリとを
備えることができる。バックアップ・バッテリは、オルタネータと電気的に通じることが
でき、乗り物電気システムは、乗り物の運転中にバックアップ・バッテリを充電するよう
に構成され得る。乗り物電気システムは、点火スイッチと、点火スイッチが切られた場合
、バッテリ電力をバックアップ・バッテリから透析機に与えるように構成された点火スイ
ッチ・バイパス回路とを備えることができる。
【００２３】
　上述した自律乗り物と同様に、非自律乗り物内の透析機もまた、緊急状態を示すように
作動可能に構成された緊急状態アラーム・システムを備えることができる。緊急状態アラ
ーム・システムの作動時、乗り物ナビゲーション・システムは、乗り物を、適切な処置の
ために救命センタに誘導するようにされ得る。緊急状態アラーム・システムの作動時、乗
り物ナビゲーション・システムは、最も近い救命センタを決定し、適切な処置のためにそ
の最も近い救命センタに乗り物を誘導することができる。場合によっては、緊急状態アラ
ーム・システムの作動時、乗り物制御システムは、最も近い救命センタを決定し、そのよ
うに決定された最も近い救命センタに通知を送り、適切な処置のためにその最も近い救命
センタに乗り物を誘導することができる。通知は、緊急状態アラーム・システムの作動を
始動させた緊急状態に関する。
【００２４】
　透析機は、更に、動脈チューブ圧力センサと、静脈チューブ圧力センサと、動脈チュー
ブ圧力センサおよび静脈チューブ圧力センサの一方または両方が、最大のそれぞれの閾値
を超える、または最小のそれぞれの閾値を下回って降下する圧力を感知したとき、アラー
ム状態を示すように構成されたアラーム・システムとを備えることができる。透析機は、
少なくとも１つの血液ポンプと、そのようなアラーム・システムとを備えることができる
。アラーム・システムは、（１）低レベルのアラーム信号または高レベルアラーム信号を
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受信したことに応答して少なくとも１つの血液ポンプの作動を停止させ、（２）緊急状態
アラーム信号を受信したことに応答して乗り物を最も近い救命センタに誘導するように構
成され得る。透析機アラーム・システムは、更に、アラーム状態を示す信号を受信機に送
信するように構成され得る。受信機は、病院にある受信機、診療所にある受信機、医療監
視サービスにある受信機、または別の救命センタにある受信機であってもよい。透析機は
、血液流路に、血流の圧力変化を監視するように構成された動脈チャンバ変換器および静
脈チャンバ変換器の少なくとも１つを備えるアラーム・システムを含むことができる。
【００２５】
　乗り物は、エンジンと、エンジン用の燃料源と、エンジンに利用可能な燃料の量を感知
するように構成された燃料センサと、透析機用の透析制御装置とを備えることができる。
透析制御ユニットは、ユーザが処方療法を透析機に入力することを可能にするように構成
されたユーザ・インターフェースを備えることができ、透析機と乗り物ナビゲーション・
システムの間のインターフェースは、燃料センサと透析制御ユニットの間に電気的コミュ
ニケーションを含むことができる。燃料センサは、エンジンを動かすのに利用可能な燃料
の量を示す信号を透析制御ユニットに送るように構成され得る。透析制御ユニットは、処
方療法を実施するために必要とされる時間の間、エンジンを動かす燃料が不十分である場
合にユーザに通知するように構成され得る。場合によっては、透析制御装置は、処方療法
を実施するために必要とされる時間の期間、乗り物を作動させるために必要とされる燃料
の量を算出し、処方療法を実施するために必要とされる時間の間、エンジンを動かす燃料
が不十分である場合にユーザに通知するように構成され得る。透析制御ユニットは、測定
された現在の消費率および予想される消費率に基づいて、処方療法を実施するために必要
とされる時間の間、乗り物および透析機を共に作動させるために必要とされる燃料の量を
算出するように構成され得る。透析制御ユニットは、処方療法を実施するために必要とさ
れる時間の間、エンジンを動かす燃料が不十分である場合、透析機が処方療法を実施する
ことを阻止するように構成され得る。
【００２６】
　乗り物がバッテリ作動式駆動エンジンを備える場合、バッテリ電力をエンジンに供給す
るためにバッテリが設けられる。バッテリ・センサは、エンジンに利用可能なバッテリ電
力の量を感知するように構成可能であり、透析機用の透析制御ユニットは、ユーザが処方
療法を透析機に入力することを可能にするように構成されたユーザ・インターフェースを
備えることができる。透析機と乗り物ナビゲーション・システムの間のインターフェース
は、バッテリ・センサと透析制御ユニットの間の電気的コミュニケーションを含むことが
できる。バッテリ・センサは、エンジンを動かすのに利用可能なバッテリ電力の量を示す
信号を透析制御ユニットに送るように構成可能であり、透析制御ユニットは、処方療法を
実施するために必要とされる時間の間、エンジンを動かすバッテリ電力が不十分な場合に
ユーザに通知するように構成され得る。透析制御ユニットは、処方療法を実施するために
必要とされる時間の期間、乗り物を作動させるために必要とされるバッテリ電力の量を算
出し、次いで、必要とされる時間の間、エンジンを動かすバッテリ電力が不十分である場
合にユーザに通知するように構成され得る。透析制御ユニットは、測定された現在の消費
率および予想される消費率に基づいて、処方療法を実施するために必要とされる時間の間
、乗り物および透析機を共に作動させるために必要とされるバッテリ電力の量を算出する
ように構成され得る。透析制御ユニットは、更に、療法を実施するために必要とされる時
間の間、エンジンを動かすバッテリ電力が不十分である場合、透析機が処方療法を実施す
ることを阻止するように構成され得る。
【００２７】
　上述した自律乗り物と同様に、非自律乗り物は、更に、液溜めを備えることができる。
乗り物内部は床部を備えることができ、透析機は複数のコネクタを備えることができ、液
溜めは、コネクタの１つまたは複数が漏出した場合、コネクタから滴下したあらゆる液体
を捕えることができるような透析機に対する位置において床部に係止され得る。液溜めは
、床部に取り外し可能に係止される、乗り物内のシートに取り外し可能に係止される、乗
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り物のトランク内に取り外し可能に係止されるなどが可能である。
【００２８】
　乗り物は、更に、ダッシュ・ボードを備えることができ、透析機は、ダッシュ・ボード
内またはダッシュ・ボード上に装着されたグラフィカル・ユーザ・インターフェースを備
えることができる。透析機は、更に、電子回路要素に関連付けられた正面パネルを備える
ことができる。電子回路要素は、プロセッサ・モジュール、プロセッサ・モジュールと電
気的にコミニュケーションするデータ収集モジュール、データ収集モジュールと電子通信
するインターフェース・モジュール、ビデオ・モジュール、ビデオ・モジュールと電気的
にコミニュケーションするタッチ・パネル要素、脈拍ディスプレイ、ＥＫＧディスプレイ
、それらの組み合わせなどを含むことができる。透析機は、更に、血圧デバイス入力、脈
拍デバイス入力、ＥＫＧデバイス入力、それらの組み合わせなどを備える複数のコネクタ
に関連付けられた正面パネルを備えることができる。
【００２９】
　図１を参照して、図１は、本発明の１つまたは複数の実施形態に従う車両の内部１００
の正面図である。車両は、自律車両であってもよいが、そうである必要はない。車両は、
ダッシュ・ボード１０２と、ダッシュ・ボード１０２内またはダッシュ・ボード１０２上
に装着された透析機１０４と、透析機１０４および車両ナビゲーション・システムをプロ
グラムするために使用され得るユーザ・インターフェース１０６とを含む。ユーザ・イン
ターフェース１０６は、キーボード１０８と、ディスプレイ・スクリーン１１０と、マイ
クロホンと、ディスプレイ・スクリーン１１０を制御するためのクイック制御ボタン１３
６とを含むことができる。ディスプレイ・スクリーン１１０は、ユーザ・プロンプト、問
い合わせ、指示、およびそのような情報をユーザに表示するための共有ディスプレイ・ス
クリーンであってもよい。ディスプレイ・スクリーン１１０は、たとえば、クイック制御
ボタン１３６の１つまたは複数の機能として分割され得る。ナビゲーション情報１１２お
よび透析療法情報１１４は、分割スクリーン機能を用いて同時に表示され得る。１つまた
は複数のボタンまたは特徴が、情報を入力するために使用され得る音声操作システムへの
アクセスを得るために含まれ得る。情報は、たとえば、車両ナビゲーション指示、透析療
法指示、他の情報、それらの組み合わせなどを含むことができる。
【００３０】
　透析機１０４は、血液ポンプ１２０と、透析液ポンプ１２２と、ダイアライザ１２４と
、吸着剤カートリッジ１２６と、抗凝固剤注入システム１２８と、圧力センサ１３０と、
滴下チャンバ１３２とを備えることができる。透析機構成要素の１つまたは複数は、使い
捨て可能品として提供され得る。透析機構成要素の多くは、使い捨て可能キットとして一
緒にして提供され得る。
【００３１】
　透析機１０４が中に装着される車両はナビゲーション・システムを含むことができ、そ
の情報は、ディスプレイ・スクリーン１１０に表示され得る。図１において、ナビゲーシ
ョン情報１１２は、ディスプレイ・スクリーン１１０の右手側に表示され、ディスプレイ
・スクリーン１１０は、分割スクリーン・ディスプレイに合わせて構成される。ディスプ
レイ・スクリーン１１０の左手側は、透析機１０４によって実施される透析療法に関する
情報、ユーザ・プロンプト、問い合わせ、指示などを表示することができる。
【００３２】
　図示しないドアが、透析機１０４を、ダッシュ・ボード１０２内に設けられた窪み１５
０内に閉じ込め保護するために使用され得る。透析機１０４へのアクセスは、たとえばド
アのロックによって、または例えばグローブ・ボックス１３４内に配設されたハンドルを
含むラッチによって得られ得る。
【００３３】
　透析機１０４の透析液回路は、リザーバへのライン１４０と、リザーバからのライン１
４２とを含むことができ、これらのラインは、遠隔リザーバ（図示せず）と流体連通する
。遠隔リザーバは、たとえば、グローブ・ボックス１３４内、車両のトランク内、車両の
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後方シート内、助手席内、ダッシュ・ボード内のどこかに装着して、または車両の別の適
切な場所内に配設され得る。リザーバは、ヒータ、スケールまたはその両方に作動的に関
連付けられ得る。たとえば、リザーバは、ヒータおよびスケールの上部に配設され得る。
透析機１０４は、更に、透析機１０４を患者に連結するために、患者からの静脈カテーテ
ル・ライン１４４と、患者への動脈カテーテル・ライン１４６とを含むことができる。静
脈カテーテル・ライン１４４および動脈カテーテル・ライン１４６は、使い捨て可能キッ
ト内に、たとえば、ダイアライザ１２４と、吸着剤カートリッジ１２６と、抗凝固剤注入
システム１２８と、滴下チャンバ１３２と、相互連結配管とを更に含むキット内に含まれ
得る。任意の数のさまざまに異なる使い捨て可能キットが、透析機１０４と協働して作動
するように構成可能であり、その多くが、以下に説明される。さまざまに異なるキットが
、さまざまに異なる療法を実施するために提供され得る。
【００３４】
　車両の作動に関する情報は、車両作動情報ディスプレイパネル１３８に表示され得る。
この情報は、たとえば、速度、rpm、油温度、油圧力、外側温度などを含むことができる
。本発明の１つまたは複数の実施形態によれば、車両ナビゲーション・システムおよび透
析機１０４は、車両が患者を目的地まで輸送する間、透析療法を患者に対して実施するこ
とができるようにインターフェース接続され得る。
【００３５】
　図２は、本発明の１つまたは複数の実施形態に従う車両シート２００の正面図である。
車両シート２００は、その中に組み込まれた透析機２０４を含む。透析機２０４は、車両
シート２００内に形成された窪み２５０内に設置され、または全体的もしくは部分的に埋
め込まれる。図示の実施形態では、透析機２０４は、車両シート２００のバックに埋め込
まれるが、他の位置を使用することもできる。
【００３６】
　車両シートは自律車両内に設けることができるが、車両は、自律式である必要はない。
透析機２０４には、ユーザ・インターフェースを設けることができるが、例示的な実施形
態では、ユーザ・インターフェースは、タッチ・スクリーンを含むことができ、たとえば
、ディスプレイ・スクリーン２１０は、また、透析機２０４をプログラムするために使用
され得るタッチ・スクリーン入力デバイスとしても使用され得る。透析機２０４は、車両
ナビゲーション・システムとインターフェース接続可能であり、それにより、車両が、要
求された療法を完了することができる前に所望の目的地に到達すると予想される場合、療
法は承認されない。図示しないが、ユーザ・インターフェースは、また、またはその代わ
りに、キーボード、マイクロホン、ジョイ・スティック、それらの組み合わせなどであっ
てもよい。
【００３７】
　ディスプレイ・スクリーン２１０は、少なくとも部分的に、クイック制御ボタン２３６
によって制御され得る。ディスプレイ・スクリーン２１０は、ユーザ・プロンプト、問い
合わせ、指示、およびそのような情報を表示するための共有ディスプレイ・スクリーンで
あってもよい。ディスプレイ・スクリーン２１０は、たとえば、クイック制御ボタン２３
６の１つまたは複数の機能として分割され得る。図２では、透析療法情報２１４のみがデ
ィスプレイ・スクリーン２１０に表示されているが、ナビゲーション情報および透析療法
情報は、分割スクリーン機能を用いて同時に表示され得ると理解されたい。１つまたは複
数のボタンまたは特徴(feature)が、情報を入力するために使用され得る音声操作システ
ムへのアクセスを得るために含まれ得る。情報は、たとえば、車両ナビゲーション指示、
透析療法指示、他の情報、それらの組み合わせなどを含むことができる。
【００３８】
　透析機２０４は、血液ポンプ２２０と、透析液ポンプ２２２と、ダイアライザ２２４と
、吸着剤カートリッジ２２６と、抗凝固剤注入システム２２８と、圧力センサ２３０と、
滴下チャンバ２３２とを備えることができる。透析機構成要素の１つまたは複数は、使い
捨て可能品として提供され得る。透析機構成要素の多くは、使い捨て可能キットとして一
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緒にして提供され得る。
【００３９】
　車両シート２００および透析機２０４が中に装着される車両は、ナビゲーション・シス
テムを含むことができ、その情報をディスプレイ・スクリーン２１０に表示することがで
き、たとえば、ナビゲーション情報は、ディスプレイ・スクリーン２１０の右手側に表示
することができ、一方で療法情報は、ディスプレイ・スクリーン２１０の左手側に表示す
ることができる。情報は、透析機２０４によって実施される、または実施されている透析
療法に関する、ユーザ・プロンプト、問い合わせ、指示、警告、アラーム信号などを含む
ことができる。
【００４０】
　図示しないドアが、透析機２０４を、窪み２５０内に閉じ込め保護するために使用され
得る。透析機２０４へのアクセスは、たとえば、ドアのロック、または、たとえばハンド
ルを含むラッチによって得られ得る。ヒンジが、車両シート２００の縁２５２から離間し
て、又はその近くに設けられ得る。ヒンジは、ドアを窪み２５０にまたは車両シート２０
０のどこかにヒンジ式に取り付けるために設けられ得る。
【００４１】
　透析機２０４の透析液回路は、リザーバへのライン２４０と、リザーバからのライン２
４２とを含むことができ、これらのラインは、リザーバ２６０と流体連通する。リザーバ
は、代替的に、たとえば、グローブ・ボックス内、車両シート２００の下方、車両のトラ
ンク内、車両の後方シート内、車両の助手席内、貨物スペース内、または車両の別の適切
な場所内に配設され得る。リザーバは、ヒータ、スケールまたはその両方に作動的に関連
付けられ得る。たとえば、図示するように、加熱および重量計測システム２７０が、リザ
ーバ２６０の内容物を加熱し、重量計測するためにリザーバ２６０の下方に設けられ得る
。伝導度センサ２７２も、また、リザーバ内の透析液の伝導度を測定するために設けられ
得る。
【００４２】
　透析機２０４は、更に、透析機２０４を患者に連結するために、患者からの静脈カテー
テル・ライン２４４と、患者への動脈カテーテル・ライン２４６とを含むことができる。
患者は、たとえば、療法中、車両シート２００のすぐ後方のシートに座ることができる。
静脈カテーテル・ライン２４４および動脈カテーテル・ライン２４６は、使い捨て可能キ
ット内に、たとえば、ダイアライザ２２４と、吸着剤カートリッジ２２６と、抗凝固剤注
射システム２２８と、滴下チャンバ２３２と、相互連結配管とを更に含むキット内に含ま
れ得る。任意の数のさまざまに異なる使い捨て可能キットが、透析機２０４と協働して作
動するように構成可能であり、その多くが、以下に説明される。さまざまに異なるキット
が、さまざまに異なる療法を実施するために設けられ得る。
【００４３】
　図３は、ユーザが目的地に走行している間に完了されるべき透析の処方療法を、ユーザ
が入力することを可能にするためのプロセスを示す流れ図である。最初、ユーザは、実施
されるべき処方療法および目的地を入力することができる。処方治療または目的地のいず
れかを最初に入力することができるが、図３は、第１のステップ３００として処方療法を
入力するステップを示し、次に、目的地を入力するためのステップ３０２が続く。療法お
よび／または目的地は、音声操作、キーボード、タッチ・スクリーン、ジョイ・スティッ
ク、それらの組み合わせなどを用いて入力され得る。車両ナビゲーション・システムには
、プロセッサと、全地球測位システム（ＧＰＳ）とが設けられており、これらは、ステッ
プ３０４に示すように、到着時間を算出するために一緒に用いられる。走行中、算出され
た到着時間に対する調整を行うことができ、１つまたは複数の訂正された到着時間が表示
される。
【００４４】
　ステップ３０６に示すように、プロセッサは、入力された処方療法および算出された到
着時間に基づいて、要求された治療が、到着時間前に完了できるかどうかを判定すること
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ができる。そうである場合、透析機ディスプレイ・スクリーンが、ステップ３０８に示す
ように、「療法を進めるためにSTARTを押す」などのメッセージを表示するために使用さ
れる。プロセッサが、ステップ３０６において、要求された療法を到着時間の前に完了で
きないと判定した場合、ディスプレイに、ステップ３１０に示すように「到着までの時間
は療法を完了するには不十分である」などのメッセージを示すことができる。プロセッサ
、または関連付けられたデータストア、メモリ、もしくは他のデータ源が、算出された到
着時間の前に完了することができるオプションの療法が利用可能であると示す場合、プロ
セッサは、ディスプレイに、ステップ３１２に示すように、「到着前に完了できる療法を
示すか？」などのメッセージを示すことができる。利用可能な代替療法が存在する場合、
システムは、さまざまに異なるオプションを表示するように構成可能であり、ユーザは、
代替療法の１つを選択するまたはプログラミングをキャンセルするように促される。ユー
ザが、利用可能である代替療法のリストを見ることを望まない場合、ユーザは、ステップ
３１４の問い合わせに応答して「NO」を入力することができ、それに応答して、システム
は、ステップ３１６に示すように「GOを押して目的地に進む」などのメッセージを表示す
るように構成され得る。
【００４５】
　代替療法が利用可能であり、ユーザがそれらを見ることを望む場合、ユーザは、ステッ
プ３１４の問い合わせに応答して「YES」コマンドを入力することができ、プロセッサは
、到着時間までに完了することができる代替療法を算出し、表示することができる。療法
を算出することがステップ３１８に示され、療法を表示することがステップ３２０に示さ
れている。代替療法が表示されると、ユーザは、代替療法の１つを選択するよう促され、
この選択をステップ３２２で入力することができる。代替療法が選択された後、ディスプ
レイは、ステップ３２４に示すように「療法を進めるためにSTARTｓを押す」などのメッ
セージを示すことができる。
【００４６】
　図４は、目的地まで走行する間に完了されるべき透析の処方された治療を、ユーザが入
力することを可能にするためのプロセスを示す流れ図である。図４に示すプロセスでは、
車両情報システムは、透析機制御システムとインターフェース接続され、プロセッサは、
要求された透析治療を完了するために必要とされる時間の間、車両を作動させるための十
分な燃料、バッテリ電力、他のエネルギー源、またはそれらの組み合わせが存在するかど
うかを判定するために使用される。多くのエネルギー源が使用され得るが、供給源は、図
４では燃料（または電力）として例示される。図４に示すように、透析療法のための処方
を、ステップ４００に示すように、プロセッサに入力することができる。プロセッサは、
次いで、利用可能な燃料の量、バッテリ電力の量、他のエネルギー源の量、またはそれら
の組み合わせに基づいて、車両が、必要な時間の間作動するのに十分な燃料、バッテリ電
力、エネルギー源などを有するかを算出することができる。この算出はステップ４０２に
示されている。燃料および／またはバッテリ電力が、要求された処方療法を完了するため
に必要とされる量と比較されると、プロセッサは、次いで、ステップ４０４に示す問い合
わせに、すなわち、車両が十分な燃料および／またはバッテリ電力を有するかどうかに応
答することができる。十分な燃料および／またはバッテリ電力が存在する場合、プロセッ
サは、信号を送って、ステップ４０６において示すように「療法を進めるためにSTARTを
押す」などのメッセージを表示することができる。
【００４７】
　プロセッサが、ステップ４０４において、要求された治療が、利用可能な燃料または電
力に基づいて完了することができないと判定した場合、ディスプレイは、ステップ４０８
に示すように、「治療を完了するには燃料（または電力）が不十分である」などのメッセ
ージを示すことができる。プロセッサ、または関連付けられたデータストア、メモリ、ま
たは他のデータ源が、利用可能な燃料または電力で完了することができるオプション療法
が利用可能であると示す場合、プロセッサは、ディスプレイに電力供給して、ステップ４
１０に示すように「利用可能な燃料（または電力）で完了できる療法を示すか？」などの
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メッセージを示すことができる。利用可能な代替療法が存在する場合、システムは、さま
ざまに異なるオプションを表示するように構成可能であり、ユーザは、代替療法の１つを
選択するまたはプログラミングをキャンセルするように促される。ユーザが、利用可能で
ある代替療法のリストを見ることを望まない場合、ユーザは、ステップ４１２の問い合わ
せに応答して「NO」を入力することができ、それに応答して、システムは、ステップ４１
４に示すように「療法はキャンセルされた」などのメッセージを表示するように構成され
得る。
【００４８】
　代替療法が利用可能であり、ユーザがこれらを見ることを望む場合、ユーザは、ステッ
プ４１２の問い合わせに応答して「YES」コマンドを入力することができ、プロセッサは
、利用可能な燃料または電力に基づいて完了することができる代替療法を算出し、表示す
ることができる。療法を算出することがステップ４１６に示され、療法を表示することが
ステップ４１８に示されている。代替療法が表示されると、ユーザは、代替療法の１つを
選択するよう促され、この選択をステップ４２０において入力することができる。代替療
法が選択されと、ディスプレイは、電力供給されて、ステップ４２２に示すように「療法
を進めるためにSTARTを押す」などのメッセージを示すことができる。
【００４９】
　図５は、アラーム信号に応答して１つまたは複数の透析機および／または車両の動作を
可能にするためのプロセスを示す流れ図である。以下で詳細に説明するように、車両内に
組み込まれた透析機には、１つまたは複数のアラーム状態をそれぞれ示す１つまたは複数
のアラーム信号を生成するように構成されたアラーム・システムが設けられるのがよい。
従来の透析機と同様に、透析機には、漏出、閉塞、気泡、圧力損失、連結解除、圧力上昇
、血液脈拍、心電図、または他の状態およびパラメータを検出するためのセンサが設けら
れるのがよい
。多くの場合、低レベルのアラーム信号が、ユーザによって容易に是正され得る状態に対
して生成され得る。しかし、場合によっては、より深刻な状態は、緊急状態アラーム信号
を始動させることができ、これは、たとえば、応急手当てを必要とし、ユーザが是正でき
ない厳しい状況を示す。緊急状態アラーム信号を始動させ得る例示的な状態は、脈拍の欠
如、心拍の欠如、動脈圧力の欠如、または車両衝突である。図５に示すように、アラーム
・システムは、ステップ５００においてアラーム信号を受信し、ステップ５０２に示すよ
うに、アラーム信号が緊急状態信号であるかどうかを判定するようにプログラムされる。
アラーム信号が緊急状態アラーム信号である場合、アラーム・システムは、ステップ５０
４に示すように、最も近い救命センタを算出し、ステップ５０６に示すように、車両を最
も近い救命センタまで誘導するように構成される。アラーム・システムは、ステップ５０
８に示すように、「最も近い救命センタまで進む」などのメッセージを表示することがで
きる。アラーム・システムは、更に、ステップ５１０に示すように、たとえば、車両が誘
導されている最も近い救命センタの名称、住所、および電話番号を表示することによって
追加の情報を提供するように構成される。アラーム・システムは、ヘルプ・ホットライン
または９１１を自動的に呼び出すように構成されてもよい。
【００５０】
　アラーム・システムが、ステップ５０２において、アラーム信号が緊急状態に関するも
のではないと判定した場合、アラーム・システムは、ステップ５１２に示すように血液ポ
ンプを停止させ、ステップ５１４に示すように「連結を確認、閉塞を確認、気泡を確認」
などのメッセージを表示するように構成され得る。ユーザは、こうして、ステップ５１６
に示すように、たとえば、連結を再確立する、気泡を除去する、静脈、動脈などのカテー
テルの位置を調整するなどの必要な処置を取るよう促される。必要な処置を行った後、ユ
ーザは、次いで、「進む」コマンドを入力することができ、アラーム・システムは、次い
で、低レベルのアラーム信号を引き起こした状態に関するテストをすることができる。状
態に関するテストを行うことがステップ５１８に示される。ステップ５２０で問い合わせ
されるように、この状態が是正された場合、アラーム・システムは、ステップ５２２に示
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すようにリセットされ得る。しかし、この状態が、ユーザの是正処置に応答して是正され
ない場合、システムは、ステップ５１４に示すように、「連結を確認、閉塞を確認、気泡
を確認」などのメッセージを再度表示するように構成可能であり、是正処置の手順が繰り
返され得る。所定の回数の試みの後、ユーザの是正処置がアラーム状態を是正しない場合
、ユーザは、最も近い救命センタに進むよう促される。
【００５１】
　図６～図１９は、乗り物に含まれ且つ本発明の方法において使用され得る多様な使い捨
て可能なキット、機械類、機械およびシステムの構成要素、流体流路、ならびに関連する
特徴を示す。本発明にまたはその一部に使用され得る他の構成要素、機械類、システムお
よび方法は、Ｆｕｌｋｅｒｓｏｎらの米国特許出願公開第２０１１／０３１５６１１ Ａ
１号、およびＢｅｄｉｎｇｆｉｅｌｄらの米国特許出願第２０１０／００２２９３７ Ａ
１号に説明されたものを含み、これら文献は、参照によって全体的に本明細書に組み込ま
れる。更に、本発明にまたはその一部に使用され得る他の透析構成要素、機械類、システ
ムおよび方法は、Ｓｌｏｖａｋらの米国特許第４，３５３，３６８号に説明されたものを
含み、この文献は、参照によって全体的に本明細書に組み込まれる。更に、本発明にまた
はその一部に使用され腹膜透析に関連する他の透析構成要素、機械類、システムおよび方
法は、Ｈａｉｇｈｔらの米国特許第６，１２９，６９９号、Ｈａｉｇｈｔらの米国特許第
６，２３４，９９２ Ｂ１号、Ｐｉｃｃｉｒｉｌｌｏの米国特許第６，２８４，１３９ Ｂ
１号に説明されたものを含み、これらの文献は、参照によって全体的に本明細書に組み込
まれる。また、本発明にまたはその一部に使用され得る乗り物の自律制御のための構成要
素、機械類、システム、および方法は、Ｎａｇａｉらの米国特許出願公開第２００１／０
０５５０６３Ａ１号、Ｔｒｅｐａｇｎｉｅｒらの米国特許出願公開第２０１２／０３１６
７２５Ａ１号、Ｔｒｅｐａｇｎｉｅｒらの米国特許出願公開第２０１２／０１０１６８０
Ａ１号、Ｔｒｅｐａｇｎｉｅｒらの米国特許出願公開第２０１２／００３５７８８Ａ１号
、Ｔｒｅｐａｇｎｉｅｒらの米国特許出願公開第２０１０／０１０６３５６Ａ１号、Ｔｒ
ｅｐａｇｎｉｅｒらの米国特許出願公開第２００７／０２１９７２０Ａ１号、およびＢｉ
ｂｅｒらの米国特許出願公開第２０１２／０１７９３２１Ａ１号に説明されたものを含み
、これらの文献は、参照によって全体的に本明細書に組み込まれる。
【００５２】
　図６は、本発明の乗り物において使用され得る限外ろ過治療システム２８００の実施形
態を示す機能ブロック図である。図６に示すように、患者からの血液は、血液入口ポート
２８０３を介して血液ろ過器カートリッジ２８０４内に血液を押し込むぜん動血液ポンプ
２８０２などのポンプによって、血液入口配管２８０１内に引き込まれる。入口および出
口の圧力変換器２８０５、２８０６は、血液ポンプ２８０２の直ぐ前後に直列で連結され
る。血液ろ過器２８０４は、血液から限外ろ過されるべき過剰な流体を、対流によって通
過させることを可能にする半透過性膜を備える。限外ろ過された血液は、患者に点滴して
戻すために、血器出口ポート２８０７を通って血液ろ過器２８０４から出て血液出口配管
２８０８内へと更に圧送される。クランプ２８０９、２８１０などの調節器が、配管２８
０１および２８０８において使用されてそこを通る流体の流れを調節する。
【００５３】
　圧力変換器２８１１が、血液出口ポート２８０７の近くに連結され、その後圧力変換器
２８１１の下流側に気泡検出器２８１２が続く。ぜん動ポンプ２８１３などの限外ろ過液
ポンプは、限外ろ過液廃棄物をＵＦ（限外ろ過液）出口ポート２８１４を介して血液ろ過
器２８０４からＵＦ出口配管２８１５内に引き込む。圧力変換器２８１６および血液漏出
検出器２８１７が、ＵＦ出口配管２８１５内に移される。限外ろ過液廃棄物は、最終的に
は、歩行可能な患者の脚部に取り付けられ間欠的に空にすること可能にするドレンポート
を装備した、フラスコまたは軟質バッグなどの廃棄物収集リザーバ２８１８内に圧送され
る。生成された限外ろ過液廃棄物の量は、スケール２８１９または流量メータを含む任意
の測定技術を用いて監視され得る。マイクロ制御器２８２０は、血液およびＵＦポンプ、
圧力センサならびに空気および血液漏出検出器の機能を監視し、管理する。ルアー・スリ
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ップおよびルアー・ロックなどの標準的なルアー連結が、配管をポンプ、血液ろ過器、お
よび患者に連結するために使用される。
【００５４】
　透析システムの実施形態において実施するまたは使用することができる別の血液および
透析液回路が図７に示されている。図７は、血液透析および血液ろ過を行うために使用さ
れる、体外血液処理システム２９００用の流体回路を示す。本発明の１つの実施形態では
、システム２９００は、透析を家庭で行うために患者によって使用され得る携帯用透析シ
ステムとして実施される。血液透析システムは、２つの回路、すなわち血液回路２９０１
および透析液回路２９０２を備える。透析中の血液治療は、半透過性膜、ヘモダイアライ
ザまたはダイアライザ２９０３を有する交換器を通した体外循環を伴う。患者の血液は、
血液回路２９０１内の、膜（ダイアライザ）２９０３の１つの側で循環され、医師によっ
て処方された濃度の血液の主要電解質を含む透析液は、透析液回路２９０２内の他方の側
で循環される。透析液流体の循環は、したがって、血液中の電解質濃度の調節および調整
をもたらす。
【００５５】
　不純血液を血液回路２９０１内のダイアライザ２９０３に輸送する、患者からのライン
２９０４には閉塞検出器２９０５が設けられ、閉塞検出器２９０５は、一般的に、視覚ア
ラームまたは可聴アラームに繋げられて血流に対するあらゆる妨害を信号で伝える。血液
の凝固を防止するために、ヘパリンなどの抗凝固剤を血液に注入するためのポンプ、シリ
ンジ、または任意の他の注射器具などの送達手段２９０６も設けられる。ぜん動ポンプ２
９０７もまた、正常な（所望の）方向の血液の流れを確実にするために設けられる。
【００５６】
　不純血液がダイアライザ２９０３に入る入口に圧力センサ２９０８が設けられる。他の
圧力センサ２９０９、２９１０、２９１１および２９１２は、血液透析システム内のさま
ざまな位置に設けられて、それぞれの回路内の特有の地点において流体圧力を追跡し、所
望のレベルに維持する。
【００５７】
　ダイアライザ２９０３からの使用済み透析液流体が透析液回路２９０２に入る地点にお
いて、血液漏出センサ２９１３が、透析液回路内への血液細胞のあらゆる漏出を感知し警
告するために設けられる。バイパス弁２９１４の対もまた、透析液回路の開始点および終
了点に設けられ、それにより、起動状態の下、または機械的状態または操作者によって必
要とみなされる他の状態の下、ダイアライザを透析液流体の流れから迂回させることがで
きるが、透析液流体の流れは、依然として、たとえばフラッシングまたはプライミング作
動のために維持され得る。別の弁２９１５が、プライミング／ドレンポート２９１６のす
ぐ前に設けられる。ポート２９１６は、最初に回路を透析液溶液で充填するために使用さ
れ、使用された透析液流体を、透析後、および場合によっては透析中に除去するために使
用される。透析中、弁２９１５は、高濃度を有する使用された透析液の部分、たとえばナ
トリウムを適切な濃度の補充流体と置き換えるために使用されてよく、それにより、透析
液の全体成分濃度は、所望のレベルで維持される。
【００５８】
　透析液回路には、２つのぜん動ポンプ２９１７および２９１８が設けられる。ポンプ２
９１７は、透析液流体をドレインまたは廃棄物容器に圧送するために、ならびに再生され
た透析液をダイアライザ２９０３内へと圧送するために使用される。ポンプ２９１８は、
使用済み透析液をダイアライザ２９０３から吸い込み、吸着剤２９１９を通る流体圧力を
維持し、透析流体をポート２９１６から吸い込んでシステムを充填し、または透析液中の
成分濃度を維持するために使用される。
【００５９】
　吸着剤カートリッジ２９１９が透析液回路２９０２に設けられる。吸着剤カートリッジ
２９１９は複数の層の材料を含み、その各々は、尿素およびクレアチニンなどの不純物を
除去する役割を有する。これらの層状の材料の組み合わせは、飲料に適した水を透析液流
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体として使用するためにシステム内に充填することを可能にする。これはまた、閉ループ
透析も可能にする。すなわち、吸着剤カートリッジ２９１９は、ダイアライザ２９０３か
ら到来する使用済み透析液から新しいな透析液を再生することを可能にする。新しい透析
流体のために、0.5、１、５、８または１０リットルなどの適切な容量の内張りされた容
器またはリザーバ２９２０が、設けられる。
【００６０】
　患者の要求事項に応じて、また医師の処方に基づいて、所望の量の注入溶液２９２１が
透析流体に加えられ得る。注入液２９２１はミネラルおよび／またはグルコースを含有す
る溶液であり、これらは、吸着剤による望ましくない除去後に透析流体中のカリウムおよ
びカルシウムのようなミネラルをあるレベルに補充することを助ける。ぜん動ポンプ２９
２２は、所望の量の注入溶液２９２１を容器２９２０に圧送するために設けられる。ある
いは、注入溶液２９２１は、リザーバ２９２０から流出ライン内に圧送され得る。カメラ
２９２３が、任意選択により、注入溶液の流れ不具合の安全性確認警告として注入溶液の
変化する液体レベルを監視し、かつ／または透析手順に使用される添加剤に関連付けられ
たバー・コードを走査するバー・コード・センサとして機能するために設けられる。
【００６１】
　ヒータ２９２４が、容器２９２０内の透析液流体の温度を要求レベルに維持するために
設けられる。透析液流体の温度は、流体がダイアライザ２９０３に入るすぐ前に位置する
温度センサ２９２５によって感知される。容器２９２０は、また、容器２９２０内の流体
の重量、したがって体積の追跡を保つためのスケール２９２６と、透析液流体の伝導度を
判定し監視する伝導度センサ２９２７とを備えている。伝導度センサ２９２７は、透析液
中のナトリウムのレベルを示す。
【００６２】
　医療ポート２９２９が、患者からの血液が透析のためにシステムに入る前に設けられて
いる。別の医療ポート２９３０が、ダイアライザ２９０３からのきれいな血液が、患者に
戻される前に設けられている。空気（または泡）センサ２９３１およびピンチクランプ２
９３２が回路内で使用され、あらゆる空気、ガス、またはガス泡を検出し、これらが患者
に戻されることを防止する。
【００６３】
　プライミング・セット２９３３が透析システム２９００に取り付けられ、プライミング
・セット２９３３は、血液回路２９０１を、これが透析に使用される前に殺菌生理食塩水
で満たすことによってシステムを準備することを助ける。プライミング・セットは、ＩＶ
バッグ・スパイクまたはＩＶ針または両方が事前に取り付けられた組み合わせを備えた配
管の短いセグメントからなることができる。
【００６４】
　前述した実施形態の特定のものは、抗凝固剤の注入または投与を受け入れ、それによっ
て空気－血液インターフェースを作り出すポートの組み込みおよび使用を開示しているが
、そのようなポートは、デバイスが、入口および出口のポートにおいて血液凝固を最小限
に抑えながら作動することができる場合は省いてもよいと理解されたい。以下に更に説明
するように、特にマニホールド・ポートの内部設計に関するマニホールド設計は、血液凝
固のリスクを最小限に抑え、それによって抗凝固剤の注入または投与を受け入れるための
空気－血液インターフェースを省くオプションを作り出す。
【００６５】
　当業者は、上記の論議から、血液透析および／または血液ろ過システム用の例示的な流
体回路が複雑であると推測するであろう。従来のようにして実施される場合、システムは
、配管のメッシュとして表われ、家庭の透析ユーザが構成し使用するには複雑すぎること
がある。したがって、患者が家庭で使用するためにシステムを簡単かつ容易にするために
、本発明の実施形態は、流体回路をコンパクトなマニホールドの形態で実装し、この形態
では、流体回路のほとんどの構成要素は、成形されたプラスチックの単一部分に、または
単一の作動可能なマニホールド構造を形成するよう一緒に連結するように構成された成形
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されたプラスチックの複数部分に集積される。
【００６６】
　図８は、本発明の１つの実施形態によるコンパクトなマニホールド用の流体回路の詳細
を示す図である。流体回路は、上部制御ユニット内のポンプおよび上部制御ユニットドア
内のポンプ・シューと圧力連通する４つのポンプ・チューブ・セグメント３３０１、３３
０２、３３０３、および３３０４を備える。これは、更に、圧力センサ３３０５、３３０
６、３３０７、３３０８および３３０９と圧力連通する５つの圧力膜と、温度センサ３３
１０と熱的に又は光的に通じる領域とを備える。図８に示す実施形態では、３３１１、３
３１２および３３１３で示される３つの対の膜が、マニホールド内に内蔵される。膜は、
これらが制御ユニットからのピン、部材、または突起部によって閉塞されるとき、弁とし
て機能する。
【００６７】
　このようにしてグループ化されるとき、６つの１方向弁の対は、３つの２方向弁組立体
３３１１、３３１２、および３３１３を形成する。２方向弁は、回路の構成を制御するの
により優れた柔軟性をもたらす。従来の２方向弁が流体通路の部分を閉塞するために使用
されるとき、これらは、通常、２つの異なる流体通路、すなわち第１の弁状態のための１
つおよび第２の弁状態のための１つを可能にするように構成される。以下に開示する特定
の弁実施形態は、マニホールド内に内蔵された弁膜または圧力点と組み合わせて用いられ
ｓて、より繊細な制御を可能にし、それによって４つのはっきりと異なる流体流路を作り
出すことを可能にする。
【００６８】
　ポンプ・チューブ・セグメント３３０１、３３０２、３３０３、３３０４はコンパクト
なマニホールド内に結合される。いくつかのポートがマニホールドに設けられ、マニホー
ルド外部のチューブと連結してさまざまな流体のマニホールド内およびマニホールド外へ
の流れを可能にする。これらのポートは、流体を以下のように運ぶために、血液浄化シス
テム内のさまざまなチューブに連結される。
【００６９】
　ポートＡ３３１５－血液をダイアライザ４３０へ
【００７０】
　ポートＢ３３１６－ダイアライザ出力（使用された透析液）
【００７１】
　ポートＣ３３１７－血液を患者から
【００７２】
　ポートＤ３３１８－血液中で混合するためのヘパリン
【００７３】
　ポートＥ３３１９－リザーバ出力（新しい透析液）
【００７４】
　ポートＦ３３２０－ダイアライザ入力（新しい透析液）
【００７５】
　ポートＧ３３２１－ダイアライザ出力（血液）
【００７６】
　ポートＨ３３２２－患者に戻る（きれいな血液）
【００７７】
　ポートＪ３３２３－プライムおよびドレインラインに連結する
【００７８】
　ポートＫ３３２４－リザーバ注入液入力
【００７９】
　ポートＭ３３２５－注入液をリザーバから
【００８０】
　ポートＮ３３２６－透析液の流れを吸着剤内へ
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【００８１】
　１つの実施形態では、マニホールド構造３３００内に成形された通路として形成された
チューブセグメントは、ポートＤ３３１８を介して入るヘパリンの流体流れを、ポートＣ
３３１７を介して入る血液の流体流れに連結する。組み合わされたヘパリンおよび血液は
、ポート３３１７ａを通り、ポンプ・セグメント３３０１を介して、マニホールド３３０
０のポート３３１７ｂに流入する。圧力変換器が、マニホールド構造３３００内に形成さ
れた膜３３０５と物理的に連通し、膜３３０５は、更に、血液およびヘパリンの流体をポ
ートＡ３３１５を介して通過させる。ポートＡ３３１５においてマニホールド３３００か
ら出た流体の流れは、マニホールド３３００の外部にあるダイアライザ３３３０を通過す
る。透析された血液は、ポートＧ３３２１を通ってマニホールド３３００内に戻され、マ
ニホールド構造３３００内に成形された通路として形成された、圧力変換器と物理的に連
通するセグメント３３０７に入る。流体は、次いで、セグメントからポートＨ３３２２を
通り、患者戻りラインへと進む。
【００８２】
　これとは別に、透析流体は、リザーバからポートＥ３３１９を介してマニホールド３３
００に入る。リザーバ内の流体は注入液をその中に有し、注入液は、最初、ポートＭ３３
２５を介してマニホールド３３００に入り、マニホールド構造３３００内に成形された通
路として形成されたセグメントを通過し、別のポート３３２５ａを通り、ポンプと連通す
るセグメント３３０２を通り、ポート４２５ｂを介してマニホールド４００内に戻る。注
入液は、マニホールド構造３３００内に成形された通路として形成されたセグメントを通
過し、ポートＫ３３２４においてマニホールド３３００から退出し、ここで注入液はリザ
ーバ内へと進む。ポートＥ３３１９を介してマニホールドに入った透析流体は、マニホー
ルド構造３３００内に成形された通路として形成されたセグメントを通過し、別のポート
３３１９ａを通り、ポンプと連通するセグメント３３０３を通り、ポート３３１９ｂを介
してマニホールド３３００内に戻る。
【００８３】
　透析液流体は、マニホールド構造３３００内に成形された通路として形成された、弁の
対３３１１と物理的に連通するセグメント内へと進む。マニホールド構造３３００内に成
形された通路として形成されたセグメントは、透析液流体を別の弁の対３３１３へと進め
る。セグメントは、圧力変換器３３０８および光学温度センサ３３１０と物理的に連通す
る。透析液流体は、ポートＦ３３２０を介してマニホールド３３００の外に、そしてダイ
アライザ３３３０内へと進むライン内へと進む。
【００８４】
　ダイアライザ３３３０から出たラインは、流体を、ポートＢ３３１６を通り、マニホー
ルド構造３３００内に戻し、マニホールド構造３３００内に成形された通路として形成さ
れた且つ弁の第１の対３３１１、弁の第２の対３３１２、および圧力変換器３３０６と物
理的に連じるセグメント内に戻す。使用された透析液流体は、ポート３３２６ｂを介して
マニホールド３３００を出て進み、ポンプと連通するセグメント３３０４を通り、ポート
３３２６ａを介してマニホールド内に戻る。ポート３３２６ａと流体連通するセグメント
は、圧力変換器３３０９と物理的に連通し、流体を、ポートＮ３３２６を通して吸着剤再
生システムへと進める。
【００８５】
　ポートは、回路配管（たとえば0.268”（0.68ｃｍ）×0.175”（0.445ｃｍ）配管）ま
たは抗凝固剤および注入液配管（たとえば0.161”（0.409ｃｍ）×0.135”（0.343ｃｍ）
）に合わせて設計される。好ましくは、配管ポートは適切な吸着剤と結合される。図８に
示す弁、詳細には、弁３３１１、３３１２および３３１３は、マニホールド内の異なる場
所に配置され得ることを理解されたい。図１９を参照して、弁８６１１（図８の弁３３１
１）は、マニホールド８６００の中央の縦方向部分８６５０において、弁８６１２（図８
の弁３３１２）に隣接しこれに対して平行に配置され得る。また、上部水平部分８６３０
および底部水平部分８６４０を一緒に連結するマニホールド８６００の中央の縦方向弁部
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分８６５０には、弁８６１３（図８の弁３３１３）も存在する。弁８６１３は、中央縦方
向部分８６５０の底部分にあり、そして、弁８６１１、８６１２のほぼ下方に且つこれら
の弁の間の中央に位置決めされている。
【００８６】
　２方向弁は、インスツルメントに装着された弁アクチュエータを有することによって作
動し、ボルカノシール上の弾性ダイアフラムを圧縮して透析液がそのそれぞれの通路を流
れることを阻止する。これは、以下で詳細に説明する。ボルカノシール開口部は、チャネ
ルの外形と合致させるために約0.190”（0.483ｃｍ）直径である。弁の内部を通る通路断
面は、弁が開いているとき、少なくとも約0.190”（0.483ｃｍ）直径に等しい。弁が閉位
置にあるとき、弁アクチュエータおよび弾性ダイアフラムは、ボルカノシール周りの流路
空間のほとんどを占め、空気取り込みの可能性を最小限に抑える。中心体には、隆起した
プラスチック特徴部が存在し、この特徴部は、流路内のデッドスペースを最小限に抑える
と共に、ダイアフラムが、負圧状態の下で中央流路周りで挫屈するのを防止することを助
ける。弾性ダイアフラムは、中心体表面上の溝に嵌合するＯリング特徴部をその周囲に有
する。Ｏリングは、中心体と後方カバーの間で圧縮されて、液密シールを形成する。この
設計は、Ｏリングに約３０％の圧縮をもたらす。２方向弁は、マニホールドを通る透析液
の流れの方向を制御する。
【００８７】
　マニホールドは、インスツルメント内のセンサの使用によってダイアフラムの流体圧力
の監視を可能にする構造を含む。流体は、中心体の正面カバー側のチャネルから、後方カ
バー側のダイアフラムの下の入口穴および出口穴を通って流れることが可能にされる。圧
力感知構造の内部を通る通路の断面は、少なくとも0.190”（0.483ｃｍ）に等しい。内部
通路は、ダイアフラムとの適切な流体接触をもたらしながら、空気取り込みを最小限に抑
えるように設計される。弾性ダイアフラムは、その周囲周りに、中心体表面の溝内に嵌合
するＯリング特徴部を有する。Ｏリングは、中心体と後方カバーの間に圧縮されて液密シ
ールを形成する。この設計はＯリングに３０％の圧縮をもたらす。
【００８８】
　弁およびダイアフラムは、異なるプロセスによって、多様なさまざまに異なる材料から
作製され得る。弾性構成要素は、シリコーン、多様な熱可塑性エラストマー、その組み合
わせなどから作製され得る。２つのショット成形が、弁およびダイアフラムを後方カバー
に取り付けるために使用され得る。弁およびダイアフラムの２つのショット成形は、これ
らの部分をマニホールド内に個々に組み付ける必要性を除去し、したがって、人件費を低
減し、マニホールド組立体の品質を向上する。
【００８９】
　マニホールド設計内の圧送構成要素は、ＰＶＣヘッダ配管として定められている。イン
スツルメントの回転式ぜん動圧送システムと組み合わされたこれらのヘッダは、血液、透
析液、および注入液の流れをもたらす。透析液、注入液、および抗凝固剤用の回路配管材
料は、好ましくは、すべてＴＥＫＮＩｐｌｅｘ社製の、Ｎａｔｖａｒによって押し出し成
形されたＣｏｌｏｒｉｔｅ、Ｕｎｉｃｈｅｍ　ＰＴＮ　780（80Ａデュロメータ）と称さ
れる配管などの捩じれ抵抗性を有するものである。透析液ライン用の配管寸法は、0.268
”（0.68ｃｍ）×0.189”（0.480）から0.268”（0.68ｃｍ）×0.175”（0.445ｃｍ）の
範囲である。
【００９０】
　マニホールド内の流れは、熱式流量計によって測定され得る。図９は、透析機５６１０
内でマニホールド５６０２と共に設置された熱式流体流測定デバイス５６０１を示す。マ
ニホールド５６０２は、中に埋め込まれた流体流路または配管回路５６０３を有する。透
析機５６１０は、使い捨て可能なマニホールド５６０２を設置するために開かれ得る正面
ドア５６２０を有する。更に、正面ドア５６２０は、ピン５６２１を装備し、ピン５６２
１は、ドア５６２０が閉じられたとき、マニホールド５６０２上の電気点と接触して情報
を読み取りまたは電気入力をもたらすことができる。
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【００９１】
　熱式流体流測定デバイス５６０１は、更に、一続きの接点５６１１、５６１２および５
６１３を備えることができる。作動上、流体（血液、透析液、または他の流体など）が、
透析中、流体流路５６０３を通って流れるとき、これは、プラスチック通路に埋め込まれ
た第１の接点５６１１を通る。接点５６１１は、マシン正面ドア５６２０のピン５６２１
であってもよく、電源と電気接触する。電源またはピンは、透析機５６１０内の制御装置
によって制御される。電源は、接点５６１１に電気刺激をもたらし、この刺激は、正弦波
方法に基づいて接点をマイクロ加熱するように作用する。
【００９２】
　マイクロ加熱プロセスは、測定されている流体にセ氏0.1℃からセ氏1.0℃の間の温度上
昇をもたらす。これは、電気刺激を受けた際に熱を生み出す第１の接点５６１１に位置す
るマイクロ・ヒータによってもたらされる。本発明の熱式流体流測定デバイス用のマイク
ロ・ヒータは、用途に適した任意の設計を用いて製造され得る。１つの実施形態では、た
とえば、マイクロ・ヒータは、３０ｇ銅ワイヤを第１の接点位置５６１１に位置するピン
周りに１０回巻き付けることから構成される。
【００９３】
　接点５６１１がマイクロ加熱されるにつれて、その結果生じたエネルギーは、熱波を作
り出し、この熱波は、第１の接点５６１１の下流側に伝播する。番号５６１２および５６
１３の２つになることができる複数の接点が第１の接点５６１１の下流側に位置し、熱波
の飛行時間を測定するために用いられる。次いで、この波の測定された相が第１の接点５
６１１によって生成された初期波と比較される。こうして決定された相の相違が流量を示
す。
【００９４】
　図１０は、体外血液回路からの患者の連結解除を検出するためのシステム５８００のブ
ロック図である。システム５８００は、入り動脈血液回路５８０２と、ダイアライザ５８
０４と、透析液回路５８０６と、患者脈拍圧力変換器５８０８と、参照用の患者心臓信号
生成器５８１５と、連結解除モニタ５８２０と、制御装置５８２５と、戻り静脈血液回路
５８１０とを備える。本発明のさまざまな実施形態では、患者から引き出された血液は、
動脈血液回路５８０２を介してダイアライザ５８０４を通過し、ダイアライザ５８０４か
らの浄化された血液は、静脈血液回路５８１０を介して患者に戻される。ダイアライザ１
０４から排出された汚染された透析液は、透析液回路５８０６内で浄化されまたは再生さ
れ、ダイアライザ５８０４内に圧送され戻される。浄化された血液は、経皮性針またはル
アー連結されたカテーテルを介して患者の体に戻され得る。戻り静脈血液回路５８１０内
の血液流量は、通常、３００～４００ｍｌ／分の範囲内にある。任意の適切な透析回路が
配備され得ることを理解されたい。
【００９５】
　圧力変換器５８０８は、血液処理治療ルーティンを受けている患者の圧脈拍を測定し、
脈拍圧力を連結解除モニタ５８２０にほぼ連続的に送る。１つの実施形態では、変換器５
８０８は、透析血液ライン（入り動脈血液回路５８０２または戻り静脈血液回路５８１０
）内の何所かに位置する侵襲性または非侵襲性静脈圧力センサである。別の実施形態では
、変換器５８０８は、詳細には、ダイアライザ５８０４と患者の間の透析血液ライン内、
すなわち戻り静脈血液回路５８１０内に位置する侵襲性または非侵襲性静脈圧力センサで
ある。非侵襲性気泡検出器および／またはピンチ弁（図示せず）が、任意選択により、変
換器５８０８と患者とのルアー連結部への間に位置する。圧力変換器５８０８は、戻り静
脈血液回路５８１０に対応する血管アクセスをもたらすために患者の体内に挿入された針
またはカテーテルに近接して位置することができる。圧力変換器５８０８は、波形の忠実
性を温存するために針またはカテーテルに近接して位置する。他の実施形態では、圧力変
換器５８０８は、戻り静脈血液回路５８１０内の何所かに連結される。本発明の実施形態
では、圧力変換器５８０８によって生み出された圧力信号は、血管圧力の正確な測定値で
はない交流電流（ＡＣ）信号である。したがって、圧力変換器５８０８は、高い精度の変
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換器ではない。
【００９６】
　参照信号生成器５８１５は、患者の心臓信号を、参照のために連結解除モニタ５８２０
にほぼ連続的に送る。参照心臓信号は、処理された血液を患者に供給する針またはカテー
テルが連結される（腕などの）同じ体の部分に連結されたプレチスモグラフから得られる
。場合によっては、参照心臓信号は、指脈拍センサ／オキシメータから得られる。本発明
のさまざまな他の実施形態では、参照信号は、心電図（ＥＣＧ）信号、実時間血圧信号、
聴診器、血液引き出しラインからの動脈圧力信号、オキシメータ脈拍信号、代替部位プレ
チスモグラフ信号、透過性および／または反射性プレチスモグラフ信号、音波心臓信号、
手首脈拍から、または当業者に知られている任意の他の心臓信号源から得られる。
【００９７】
　連結解除モニタ５８２０は、針またはカテーテルが連結解除することによって引き起こ
される戻り静脈血液回路５８１０内の寸断を、血液処理治療を受けている患者の体から検
出する。連結解除を検出するために、モニタ５８２０は、患者脈拍圧力変換器および心臓
参照信号を処理する。当業者は、そのような連結解除が、患者の突然の動きなどの任意の
理由によって患者の体から針またはカテーテルが引き抜かれることによって引き起こされ
得ると理解するであろう。連結解除モニタ５８０８は、当業者に知られているタイプのも
のであってもよい。制御装置５８２５は、当業者に知られている任意のマイクロプロセッ
サである。制御装置５８２５の機能は、モニタ５８２０からの処理された入力を受信し、
必要とされるとき、それにしたがって適切な動作を始動させることである。
【００９８】
　当業者は、圧力変換器および参照信号が、参照信号生成器および圧力変換器に組み込ま
れた送信機によって連結解除モニタ５８２０に送られることを理解しなければならない。
送信機は、対応する受信機との有線または無線通信を可能にすることができる。同様に、
連結解除モニタ５８２０からのデータは、有線または無線接続によって制御装置５８２５
に送られる。１つの実施形態では、そのような信号通信は、ＬＡＮ、ＷＡＮ、ＭＡＮ、Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ(登録商標)ネットワークおよび／またはインターネットなどの適切な有
線または無線および／またはプライベート・ネットワークを用いて可能にされる。また、
連結解除モニタ５８２０および制御装置５８２５は、互いのおよび圧力変換器５８０８お
よび信号参照信号生成器５８１５の近位に位置することができる。代替の実施形態では、
連結解除モニタ５８２０および制御装置５８２５の両方／またはいずれかは、互いに遠隔
に、および／またはシステム５８００の構成要素の他の部分から遠隔に位置する。
【００９９】
　図１１は、本発明の実施形態による、体外血液回路からの患者の連結解除を確かめる方
法の例示的なステップを示す流れ図である。作動においては、複数の指示を含み且つプロ
セッサ上で実行する透析システムソフトウェアが、参照信号を得る（６００５）ために最
初に（指脈拍オキシメータなどの）心臓信号生成器を取り付けるよう患者に促す。この時
点で、患者は、透析システムに連結されても連結されていなくてもよい。その後、または
心臓参照信号の捕捉と同時に、複数の指示を含み且つプロセッサ上で実行する透析システ
ムソフトウェアは、図１０のシステム５８００に連結するよう患者に促し、その結果、患
者の脈拍圧力変換信号もまた得られる（６０１０）。次に、相互相関プロセッサが、参照
信号および変換器信号を相関付ける（６０１５）ことを試みる。起動時に相関付けを達成
することができない場合、１つの実施形態では、患者は、すべてまたは特定の構成要素を
切る（６０２０）よう促され、または別の実施形態では、図１０のシステム５８００の制
御装置５８２５は、これを自動的に行ってノイズ・レベルを低下させる。たとえば、透析
システムのポンプの停止はノイズを低下させ、２つの信号を捕捉して相関付けることを容
易にする。別の実施形態では、相互相関付けは、ポンプなどのノイズ生成システム構成要
素がオンにされる前に試みられる。したがって、相関付けの固定化は、完全なシステムの
起動を完了することができる前に試みられる。関連付けが固定化されない場合、アラーム
を始動させることができ、患者透析システムが異常を有することを示す。
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【０１００】
　しかし、相関付けが得られた場合、その相関付けは、ほぼ連続的に監視される（６０２
５）。相関付けに偏差が存在する場合、アラームが始動され（６０３０）、漏出の可能性
を示し、または任意選択により、システムは（完全にまたは部分的に）シャットダウンさ
れ、相関付けられた信号を再確立する試みが、再度試みられる。相関付けの性質が所定の
閾値を超えてまたはその中で変化しまたは逸脱する場合、ポンプなどの特定のシステム構
成要素をシャットダウンすることができ、相互相関付けプロセッサは、相関付けを再確立
するよう試みる。相関付けが再確立できない場合、アラームが始動される。場合によって
は、相関付けの性質が、所定の閾値の範囲を超えてまたはその外へと変化または逸脱する
場合、ポンプなどの特定のシステム構成要素をシャットダウンすることができ、アラーム
が、すぐに、相関付けを再確立する任意の追加の試みの前に始動される。
【０１０１】
　連結解除を監視するこの手法は、従来技術に対して特定の明確な改良をもたらす。第１
に、従来技術とは異なり、本システムは、針が直ぐ直前に引き抜かれた場合、またはこれ
が、挿入部位から取り外され、かなり長い距離を離して引き出された場合に反応すること
ができる。第２に、システムは、挿入部位に置かれた、水分パッドなどのいかなる余分な
装置も必要としない。第３に、患者自体の心臓信号を相互相関付けることにより、検出漏
れが大幅に解消される。第４に、圧脈拍感知および相互相関付けの組み合わせは、システ
ムが、低い信号対ノイズ比信号を検出することができるようにする。第５に、相関付け状
態を連続的に監視することにより、システムが、連結解除を示す可能性がある小さい信号
偏差を検出することが可能になる。したがって、いかなる血液処理治療ルーティンにも使
用される体外血液回路内の連結解除の検出のための装置および方法が、本発明によって提
供される。
【０１０２】
　中心静脈圧力（ＣＶＰ）は血液ろ過機内の遠隔センサによって測定され得る。図１２を
参照して、ＣＶＰ測定の対策を備えた例示的な血液回路６４００が示されている。血液が
患者から回路６４００内に入るとき、凝固を防止するために、抗凝固剤がシリンジ６４０
１を用いて血液内に注入される。圧力センサ、ＰＢＩＰ　６４１０が設けられており、こ
れは、中心静脈圧力の測定に使用される。血液ポンプ６４２０は、患者からの血液をダイ
アライザ６４３０に押し込む。２つの他の圧力センサ、ＰＢＩ　６４１１およびＰＢＯ　
６４１２が、ダイアライザ６４３０の入口および出口それぞれに設けられている。圧力セ
ンサＰＢＩ　６４１１およびＰＢＯ　６４１２は、血液透析システム内の流体圧力を追跡
し続け、これを血液透析システム内の条件の良い箇所で維持することを助ける。バイパス
弁Ｂ６４１３およびＡ６４１４の対がダイアライザに設けられ、これは、流体の流れが、
閉ループ透析回路内で所望の方向にあることを確実にする。ユーザは、気泡がセンサ６４
１８によって検出された場合、ポート６４１７において空気を除去することができる。血
液温度センサ６４１６が、空気除去ポート６４１７の前に設けられる。ＡＩＬ／ＰＡＤセ
ンサ６４１８およびピンチ弁６４１９が回路内で使用されて患者へのきれいな血液の円滑
かつ妨害のない流れを確実にする。プライミング・セット６４２１が血液透析システムに
事前に取り付けられ、これは、システムが透析に使用される前の準備を助ける。
【０１０３】
　ＣＶＰするために、血液ポンプ６４２０を停止させることによって回路６４００内の血
流が停止される。この時点で、血液（図示せず）にアクセスするために使用されるカテー
テル内の圧力は釣り合い、血液ろ過機内の圧力センサＰＢＩＰ　６４１０で測定された圧
力は、カテーテル先端部における圧力と等しくなる。この測定された圧力（ＣＶＰ）は、
次いで、限外ろ過率および患者から除去された流体の体積を調節するために使用される。
【０１０４】
　したがって、作動上、システムは、限外ろ過が事前に設定された速度で医師によって行
われるように従来の透析システムを改変する。定期的に、血流は停止され、上記で説明し
たさまざまな測定方法の１つを用いて、平均ＣＶＰが測定される。１つの実施形態では、
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安全モードが設けられ、この場合、ＣＶＰが事前設定された限界値を下回って降下する場
合、血液ろ過が中断され、アラームが鳴らされる。
【０１０５】
　別の用途では、鬱血性心不全（ＣＨＦ）を有する患者などの循環血量過多の患者に、流
体を除去するための限外ろ過を提供できる。限外ろ過プロセスは血液から流体を除去する
が、除去されるよう意図される流体が間質腔内に位置することが当技術分野で知られてい
る。更に、間質腔から血液内への流体の流量は知られていない。医師は、除去されること
を望む、典型的には患者の体重から算出される流体の総量および許容される最小平均ＣＶ
Ｐを事前設定することができる。所望のＣＶＰを自動的に保つシステムは最大流量で流体
を除去する。すなわち、システムは、流体除去率と、間質腔から血液への流体の流量とを
自動的に釣り合わせる。
【０１０６】
　正常なＣＶＰレベルは２から６mmHgの間にあることを理解されたい。ＣＶＰの上昇は水
分過剰を示すものであり、一方でＣＶＰの低下は血液量減少を示す。患者は、ＣＶＰが正
常、たとえば７～８mmHgを上回る状態で限外ろ過セッションを開始し、たとえば６時間の
治療セッションを経て、３mmHgの最終ＣＶＰ目標値でセッションを終了することができる
。しかし、治療セッションの途中、ＣＶＰが所望の降下の５０％を上回って降下し、一方
で除去された流体が除去の最終目標値の５０％しか到達していない場合、システムは、流
体除去の目標値を低減する、または流体除去率を低減するように再プログラムされ得る。
より複雑なアルゴリズムに基づいて他の動作を行ってもよい。最終的な結果は、ＣＶＰの
率および実際の値を監視することによって血液量減少を回避できることである。この手法
は、血液ろ過中だけでなく、すべてのタイプの腎置換療法においても、流体除去率を制御
する上で有用になり得ることを理解されたい。
【０１０７】
　図１３は、血液透析モードで作動するように構成された体外血液処理システム６９００
の展開図を示す。
【０１０８】
　血液回路６９２０はぜん動血液ポンプ６９２１を備え、ぜん動血液ポンプ６９２１は、
患者の動脈の不純血液をチューブ６９０１に沿って引き出し、その血液をダイアライザ６
９０５を通して圧送する。シリンジ・デバイス６９０７は、引き出された不純血液ストリ
－ムに、ヘパリンなどの抗凝固剤を注入する。圧力センサ６９０８が血液ポンプ６９２１
の入口に置かれ、一方で圧力センサ６９０９および６９１１がダイアライザ６９０５の上
流側および下流側に置かれてこれらの条件の良い地点において圧力を監視する。
【０１０９】
　浄化された血液がダイアライザ６９０５の下流側を流れ、患者に戻るとき、浄化された
血液の温度の追跡を保つためにラインに血液温度センサ６９１２が設けられる。空気除去
器６９１３が、ダイアライザからのきれいな血液中の蓄積されたガス泡を除去するために
設けられる。空気（泡）センサの対（または任意選択で単一のセンサ）６９１４およびピ
ンチ弁６９１６が回路内に使用されて、蓄積されたガスが患者に戻されることを防止する
。
【０１１０】
　透析液回路６９２５は、２つの二重チャネル脈動透析液ポンプ６９２６、６９２７を備
える。透析液ポンプ６９２６、６９２７は、それぞれ、使用済み透析液溶液をダイアライ
ザ６９０５から引き出し、再生された透析液溶液をリザーバ６９３４から引き出す。ダイ
アライザ６９０５からの使用された透析液流体が透析液回路６９２５を入る地点において
、透析液回路内への血液のいかなる漏出も感知し防止するために血液漏出センサ６９２８
が設けられている。ダイアライザ６９０５の出口からの使用済み透析液は、次いで、バイ
パス弁６９２９を通過して２方向弁６９３０に到達する。弁６９２９と６９３０の間に圧
力センサ６９３１が配置されている。限外ろ過液ポンプ６９３２が透析液回路内に設けら
れ、限外ろ過液ポンプ６９３２は限外ろ過液廃棄物を使用済み透析液から抽出し、これを
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限外ろ過液バッグ６９３３に保存するように定期的に作動され、限外ろ過液バッグ６９３
３は定期的に空にされる。
【０１１１】
　先に述べたように、使用済み透析液は吸着剤カートリッジを用いて再生され得る。吸着
剤カートリッジ６９１５によって再生された透析液は、リザーバ６９３４内に収集される
。リザーバ６９３４は、伝導度センサおよびアンモニアセンサ６９６１、６９６２を含む
。リザーバ６９３４から、再生された透析液が流れ制限器６９３５および圧力センサ６９
３６を通過して２方向弁６９３７に到達する。患者の要求に応じて、リザーバ６９５０か
らの所望の量の注入溶液および／またはリザーバ６９５１からの濃縮溶液が透析液流体に
加えられる。注入液および濃縮液は、透析液流体中のカリウムおよびカルシウムのような
ミネラルを医師によって処方されたレベルに維持することを助けるミネラルおよび／また
はグルコースを含有する殺菌溶液である。所望の量の注入液および／または濃縮溶液を選
択し、リザーバ６９３４から生じる浄化された透析液内への溶液の適正な流れを確実にす
るために、バイパス弁６９４１およびぜん動ポンプ６９４２が設けられている。
【０１１２】
　透析液回路は、２つの２方向弁６９３０および６９３７を備える。弁６９３０は、使用
済み透析液の１つのストリームを透析液ポンプ６９２６の第１のチャネルに差し向け、使
用済み透析液の別のストリームを透析液ポンプ６９２７の第１のチャネルに差し向ける。
同様に、弁６９３７は、再生された透析液の１つのストリームを透析液ポンプ６９２６の
第２のチャネルに差し向け、再生された透析液の別のストリームを透析液ポンプ６９２７
の第２のチャネルに差し向ける。
【０１１３】
　ポンプ６９２６および６９２７からの使用済み透析液のストリームは２方向弁６９３８
によって収集され、一方でポンプ６９２６および６９２７からの再生された透析液のスト
リームは２方向弁６９３９によって収集される。弁６９３８は、使用済み透析液の２つの
ストリームを単一のストリームし、この単一のストリームは、圧力センサ６９４０を介し
て、そして、使用済み透析液が浄化され且つろ過される吸着剤カートリッジ６９１５を通
って圧送され、リザーバ６９３４内に収集される。弁６９３９は、再生された透析の２つ
のストリームを単一のストリームにし、この単一のストリームはバイパス弁６９４７を通
って２方向弁６９４５に流入する。２方向弁６９４５に向かう透析液流ストリームに圧力
センサ６９４３および透析液温度センサ６９４４が設けられている。
【０１１４】
　２方向弁６９３０、６９３７、６９３８および６９３９の状態を反転させることにより
、２つのポンプ６９２６および６９２７は、一方が透析流体をダイアライザ６９０５から
引き出す、他方が透析流体をダイアライザ６９０５に供給するというその動作で反転され
る。そのような反転は、透析セッションに対して短い期間にわたって定期的に行われる場
合、前述したように、ダイアライザ内に圧送された透析液流体の体積が、そこから取り出
された流体の量に等しく、透析回路６９２５によって失われた合計の流体体積だけが、限
外ろ過液ポンプ６９３２によって除去されたものであることを保証する。
【０１１５】
　血液透析モードにおいて、２方向弁６９４５は、再生された透析液がダイアライザ６９
０５に入ることを可能にして、患者の血液の正常な血液透析を可能にする。患者の血液戻
りラインに至る弁６９４５の１つの側は閉じられる。別の２方向弁６９４６は、バックア
ップとして作用し、弁６９４５が漏出するまたは故障した場合、弁６９４６の両方のポー
トが閉じられた状態で透析液が患者血液ラインに入らないようにする。
【０１１６】
　図１４は、バックアップ２方向弁６９４６が使用されない場合の流体回路の代替的実施
形態を示す。血液回路はぜん動血液ポンプを備え、このぜん動血液ポンプは、患者の動脈
の不純血液をチューブ７００１に沿って引き出し、血液をダイアライザ７００５を通して
圧送する。シリンジまたはポンプ７００７は、引き出された不純血液ストリームにヘパリ
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ンなどの抗凝固剤を注入する。圧力センサ７００８が血液ポンプの入口に配置され、一方
で圧力センサ７００９および７０１１がマニホールド・セグメントの上流側および下流側
に配置される。ダイアライザ７００５からの浄化された血液は、チューブ７００２を通っ
て圧送され、血液温度センサ７０１２、空気除去器７０１３、および空気（泡）センサ７
０１４を通って患者の静脈に戻される。ピンチ弁７０１６が患者の回路連結の前に配置さ
れ、ピンチ弁７０１６の上流側のライン内の空気（泡）センサ７０１４によって空気が感
知された場合、血流を完全に停止させ、それによって空気が患者に入るのを防止する。
【０１１７】
　透析液回路は、ポンプと圧力が通じている２つの透析液ポンプ・セグメント７０２６、
７０２７を備える。透析液ポンプ・セグメント７０２６、７０２７は、それぞれ、使用済
み透析液溶液をダイアライザ７００５から引き出し、再生された透析液溶液をリザーバ７
０３４から引き出す。ダイアライザ７００５の出口からの使用済み透析液は、血液漏出セ
ンサ７０２８を通って引き出されて、バイパス弁７０２９に達する。流れセンサ７０３０
は、回路を通って流れる透析液の体積を決定する２つの流れセンサの１つ（他のものは流
れセンサ７０４６である）である。弁７０３０は、２方向弁に構造的に類似しており、透
析液ポンプ７０２６を迂回するために使用される。弁７０３０は、通常、バイパスの方向
に閉じられる。透析液ポンプ７０２６が停止された場合、弁７０３０は、流れをポンプ７
０２６周りに差し向けるために開かれる。圧力センサ７０３１が流れセンサ７０３０と弁
７０３０の間に配置されている。正常な流れの間、使用済み透析液は、圧力センサ７０４
０を介して、使用済み透析液が浄化され且つろ過される吸着剤カートリッジ７０１５を通
って圧送される。浄化された／ろ過された透析液は、次いで、リザーバ７０３４に入る。
限外ろ過液ポンプ７０３２は定期的に作動されて、限外ろ過液の廃棄物を使用済み透析液
から引き出し、限外ろ過液バッグ（図示せず）に保存する。限外ろ過液バッグは定期的に
空にされる。
【０１１８】
　リザーバ７０３４からの再生された透析液は、流れ制限器７０３５、透析液温度センサ
７０４４、流れセンサ７０４６、および圧力センサ７０３６を通過し、バイパス弁７０４
１を通って２方向弁７０４５に到達する。バイパス弁７０２９、７０４５および７０４１
のそれぞれの流路が作動されたとき、これらは、再生された透析液をダイアライザ７００
５を迂回するように差し向ける。注入液リザーバおよび濃縮液リザーバ７０５０、７０５
１からの注入液および濃縮液ストリームは、それぞれ、注入液ポンプ・セグメントおよび
濃縮液ポンプ・セグメント７０４２、７０４３によって、リザーバ７０３４から出る浄化
された透析液へと、および流れセンサ７０３０の下流側の使用済み透析液へとそれぞれ差
し向けられる。
【０１１９】
　２方向弁７０４５はシステムが作動しているモードを判定する。したがって、作動の１
つのモードでは、２方向弁７０４５は、再生された透析液がダイアライザに入ることを可
能にして、患者の血液の正常な血液透析を可能にする。作動の別のモードでは、２方向弁
７０４５は、超高純度注入液グレードの透析流体の流体流れを静脈血液ライン内および直
接患者に差し向けるように作動される。したがって、この多目的の弁、作動のモードが血
液ろ過と血液透析の間で切り替わることを可能にする。たとえば、血液ろ過において、不
溶解性グレード流体は、３つの弁を通って直接血液ストリームに経路付けられ、ここで弁
６９４６はダイアライザの後に連結する。このモードでは、弁６９４５は、透析液流体が
ダイアライザの下側ポートに入ることを防止する。図１３に示す血液透析では、弁６９４
６は閉じられ、弁６９４７および６９４５は、透析液流体をダイアライザへと経路付ける
。図１３の実施形態は、ポンプの交換および複数の弁を使用して流体体積を制御するが、
図１４の実施形態は、流れセンサ７０３０および７０４６を使用して流体体積を制御する
ことに留意されたい。
【０１２０】
　前述したうに、弁は、好ましくは、マニホールド器から延びる突起部、ピン、または他
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の部材によって、必要に応じて選択的に閉塞される流れ制御点に弾性膜を用いて、マニホ
ールド内に実装される。場合によっては、流体の閉塞は、安全で低エネルギーの磁気弁を
用いて可能にされる。
【０１２１】
　弁システムは磁気変位システムを備え、この磁気変位システムは、軽量であり、消費電
力が最小であり、携帯用腎臓透析システムが使い捨て可能なマニホールドを流体回路に使
用する場合であってもこれを理想的なものにする。システムは、いかなる構造のオリフィ
スとも共に使用され得る。特に、オリフィスは、あらゆるタイプの材料のあらゆる穴、開
口部、空洞、またはパーテーションである。これは、配管、マニホールド、使い捨て可能
なマニホールド、チャネル内の通路、および他の通路を含む。当業者は、現在開示されて
いる弁システムが以下に更に説明するような変位部材および磁石を所望の弁場所において
マニホールド外部に配置することによって使い捨て可能なマニホールドに実装されること
を理解するであろう。アクチュエータは、腎臓透析システムの使い捨て可能なマニホール
ドおよび通常は非使い捨て部分の一部から別個の区別されたものでもある。
【０１２２】
　機能上、弁は２つの安定した状態を有し、つまり開くおよび閉じる。これは、磁気力を
用いて変位部材をダイアフラムに抗して移動させ、それによって十分な力を作り出してダ
イアフラムを弁座に押し付け、ダイアフラムにオリフィスを閉じさせることによって作動
する。オリフィスを閉じることにより、流体の流れが遮断される。反転プロセス、すなわ
ち磁気力を使用して変位部材をダイアフラムから離れさせ、それによってダイアフラムを
弁座に対する押し付けから解放することにより、オリフィスが開かれ、流体が流れること
が可能にされる。
【０１２３】
　図１５は、透析治療を開始するための別のプロセス８０００を示す流れ図である。制御
ユニット８００１は、少なくとも１つのプロセッサと、複数のプログラム指示を記憶する
メモリとを備えることができる。プロセッサによって実行されるとき、プログラム指示は
、制御装置ディスプレイ上に表示される複数のグラフィカル・ユーザ・インターフェース
を生成し、これは、ユーザが、透析治療に使用するために必要とされる添加剤を確実に取
得し測定するように設計された一連の動作を通し見るように仕向ける。第１のグラフィカ
ル・ユーザ・インターフェースが生成され、それによってユーザは、添加剤計算プロセス
８００１を開始するようシステムに促すことができる。最初のプロンプトは、プロセスを
開始させるための特有のアイコンによるものであってもよく、またはより大きいシステム
設定の一部として生じてもよい。
【０１２４】
　第２のグラフィカル・ユーザ・インターフェースが、次いで生成され（８００３）、こ
れは、必要とされる添加剤をテキストまたは図の形態で、好ましくは実際の添加剤パッケ
ージの視覚画像を含んで表示して、ユーザが、必要とされる添加剤とユーザが手にしてい
る製品とを視覚的に比較することを可能にする。ユーザは、次いで、バー・コード・スキ
ャンを用いてまたは重量によって添加剤を照合することを望むかどうかを示すよう促され
る（８００５）。ユーザがバー・コード・スキャンを用いることを望むと示す場合、たと
えばアイコンを押すことにより、第３のグラフィカル・ユーザ・インターフェースが生成
され（８００７）、第１の添加剤をバー・コード・スキャナに通すことをユーザに促す。
ユーザは、次いで、添加剤を、好ましくは任意の順序で、バー・コード・スキャナに通し
て読み取りを登録する。バー・コード・スキャナは、読み取りが成功した際に緑などに色
を変化させる、赤色などの光を含むことができることを理解されたい。
【０１２５】
　システムが、首尾よくバー・コードを読み取った場合、そのコードを、メモリ内に記憶
されている表に対して確認することによってコードを処理する（８００９）。メモリに記
憶された表はバー・コードを特有の添加剤に関連付ける。特有の添加剤が特定されると、
上記で説明したように、第２のグラフィカル・ユーザ・インターフェースは、確認マーク
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またはハイライトで、どの添加剤が首尾よく走査されたかを示すように更新され（８０１
１）、ユーザは、添加剤を取っておくように指示される。このプロセスは、すべての添加
剤に対して繰り返される（８０１９）。１つの実施形態では、すべての添加剤がハイライ
トされまたは確認されると、システムは、透析設定または初期化プロセスの次のステップ
に自動的に進む。別の実施形態では、すべての添加剤がハイライトされまたは確認される
と、システムはグラフィカル・ユーザ・インターフェースを提示し、すべての添加剤が登
録されたことをユーザに知らせ、その後、ユーザは、システムを、透析設定または初期化
プロセスの次のステップに手動で進める。バー・コードという用語が使用されているが、
たとえば無線自動識別（ＲＦＩＤ）タグを含む任意の電子タグまたはラベリングシステム
が使用され得ることを理解されたい。
【０１２６】
　任意の走査ステップ６０９において、バー・コードが認識されない、添加剤がバー・コ
ードを有さない、またはユーザが走査ではなく重量計測を用いて添加剤を照合することを
好む場合、グラフィカル・ユーザ・インターフェースがユーザに提示されて、第１の添加
剤をスケール上に置くことをユーザに促す（８０１３）。スケールは添加剤パッケージの
重量を測定し（８０１５）、添加剤を認識するために、測定された重量と特有の添加剤に
関連付けられた重量値の表とを比較する。認識されると、上述したように、第２のグラフ
ィカル・ユーザ・インターフェースは、どの添加剤が首尾よく走査されたかを示すように
確認マークまたはハイライトで更新され（８０１７）、ユーザはその添加剤を取っておく
よう指示される。このプロセスは、すべての添加剤に対して繰り返される（８０１９）。
１つの実施形態では、すべての添加剤がハイライトされまたは確認されると、システムは
、透析設定または初期化プロセスの次のステップに自動的に進む。別の実施形態では、す
べての添加剤がハイライトまたは確認されると、システムは、グラフィカル・ユーザ・イ
ンターフェースを提示し、すべての添加剤が登録されたことをユーザに知らせ、その後、
ユーザは、システムを、透析設定または初期化プロセスの次のステップに手動で進める。
バー・コードとういう用語が使用されているが、任意の電子タグ付けまたはラベリングシ
ステムが使用され得ることを理解されたい。
【０１２７】
　添加物が認識されない場合、ユーザは、添加物が治療プロセスの一部ではないことが知
らされ、適正な添加物を重量計測するよう促される。別の実施形態では、ユーザが認識さ
れた添加物を走査または重量計測しなかった場合、ユーザは、初期化または設定プロセス
を継続することが許可されない。
【０１２８】
　当業者は、上述した照合手順が、処方添加物に対して説明されているが、同じ手順が吸
着剤カートリッジおよび他の使い捨て可能品などの、透析システムと共に使用される使い
捨て可能な構成要素まで拡張されてもよいことを理解するであろう。
【０１２９】
　更に、添加剤を走査および重量計測するプロセスが統合され且つ自動化され得ることを
理解されよう。上述したように、添加剤重量計測プロセスを開始するようにユーザに促す
ことができ、治療に必要とされるアイテムのディスプレイが表示され得る。ユーザは、バ
ー・コードリーダをその近位にまたはその中に内蔵するスケール上に添加物を置く。１つ
の実施形態では、ユーザは、バー・コードが適正に読み取られ得ることを確実にするため
に添加物を特有の位置または構成で置くよう促される。内蔵された、または組み合わされ
たバー・コードリーダを有するスケール上に添加物を置いた際、バー・コードリーダは添
加物を走査し、バー・コードを認識することを試み、認識された場合、識別された添加物
をディスプレイ上で確認するまたはハイライトすることによってそのアイテムを処理する
。バー・コードリーダが添加物を識別できない場合、システムが追加の補助確認を要求す
る場合、またはシステムが、重量情報を得るまたは別の形で記録することを望む場合、ス
ケールは重量を測定し、添加剤を保存された値に対して認識することを試みる。識別され
た場合、システムは、識別された添加剤をディスプレイ上で確認するまたはハイライトす
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ることによってそのアイテムを処理する。したがって、スケール測定およびバー・コード
リーダは、添加剤を１つの場所または位置から別のところに移動させる必要なく行うこと
ができる。
【０１３０】
　更に、各々の添加剤をスケール／バー・コードリーダの適切な位置に降下させ、置き、
または別の形で配置する保持容器、シュート、シリンダ、箱、バケット、または中間領域
内に添加剤を挿入することができることを理解されたい。したがって、ユーザは、すべて
の添加剤を単一の容器内に置き、システムを作動させ、各々の添加剤を順次スケール上に
配置させ、自動的に識別させることができる。ユーザは、各々の添加剤が認識された後、
各々の添加剤を取り除くよう促されてよく、またはすべての添加剤を最初に処理すること
を可能にするよう促されてもよい。
【０１３１】
　更に、識別後自動的に、識別後手動で、ならびに血液ろ過器および／または吸着剤カー
トリッジが設置される前または後にシステムに添加剤が加えられてもよいことを理解され
よう。１つの実施形態では、携帯用透析システムの上部または底部は、好ましくは、イー
サネット(登録商標)接続またはＵＳＢポートなどの電子インターフェースを有し、ネット
ワークへの直接接続を可能にし、それによって遠隔からの処方の照合、適合性ビジランス
、および他の遠隔によるサービス作動を容易にする。ＵＳＢポートは、また、血圧モニタ
またはヘマクリット／血中酸素の濃度モニタなどの付属製品との直接接続も可能にする。
インターフェースは、電気的に絶縁され、それによってインターフェース接続デバイスの
品質に関わらず患者の安全性を確実にする。
【０１３２】
　別の実施形態では、透析機は、タッチ・スクリーン・ボタン、物理的キーボード、また
はマウスを備えたグラフィカル・ユーザ・インターフェースの形態のインターフェースを
備え、これらインターフェースは、マニホールドが搭載された透析機に治療モードまたは
プライミング・モードでの作動を開始させるように操作され得る。治療モードで作動する
ように指示されたとき、制御装置は、（治療モードコマンドに応答して）信号を生成して
、マニホールド弁に、開いたプライミング状態から閉じた治療状態に切り替えさせる。プ
ライミング・モードで作動するように指示されたとき、制御装置は、（そのプライミング
・モードコマンドに応答して）信号を生成して、マニホールド弁に、閉じた治療状態から
開いたプライミング状態に切り替えさせる。当業者は、上述した制御およびユーザのコマ
ンド機能のすべてが、ローカルメモリに記憶された上述した指示を組み入れるプラグラミ
ングを実行する、１つまたは複数のプロセッサを組み込むことによってもたらされること
を理解するであろう。
【０１３３】
　適正に作動されるとき、システムは、少なくともプライミング・モードおよび治療モー
ドで作動することができ、（血液透析、血液ろ過、または単に非プライミング・モードの
みなどの）他の作動モードを含むことができる。
【０１３４】
　本明細書において開示する透析システムの実施形態は、複数の使い捨て可能な構成要素
を使用するように設計され得る。システムにおいて使用するための使い捨て可能品は、ト
レイ上でプレアッセンブルされたパッケージングで発送され得る。トレイは、制御ユニッ
トワークスペースの上部に置くことができ、それによって必要とされる使い捨て品に容易
にアクセスし、これを管理することを可能にし、これは、乗り物内では特に重要である。
制御ユニットは、防水処理定格のものであるのがよく、それにより、液体がこぼれた場合
、液体が制御ユニットに入り込み損傷を及ぼすことはない。
【０１３５】
　図１６に示す例示的な実施形態では、すべて事前に取り付けられた、マニホールド８２
０２、ダイアライザ８２０１、および配管８２０３を含む使い捨て可能なキット８２００
が提供される。図１６を参照して、使い捨て可能なキット８２００は、ダイアライザ８２
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０１と、マニホールド８２０２と、配管８２０３と、（マニホールドの一部としての）弁
８２０４と、リザーバ・バッグ８２０５とを備え、これらはすべて事前に取り付けられ、
ユーザによって透析機内に直接取り付けられるように構成される。
【０１３６】
　使い捨て可能な構成要素、特に完全に使い捨て可能な血液および透析回路は、（ダイア
ライザ、マニホールド、配管、リザーバ・バッグ、アンモニアセンサ、および他の構成要
素を含む）キット内に事前にパッケージ化され、次いで、ユニットの正面ドアを開き、圧
力、センサ、および他の構成要素などの非使い捨て構成要素に対しての位置合わせを確実
にするようにダイアライザを設置し、マニホールドを設置することによってユーザによっ
て設置され得る。正面ドアの内部表面に一体化された複数のポンプ・シューは、使い捨て
可能な構成要素の搭載を容易にする。マニホールドは挿入されるだけでよく、ローラとシ
ューの間にポンプ・配管をねじ込む必要はない。このパッケージ化された、簡単な手法は
、容易で迅速な使い捨て可能品の搭載およびシステムの洗浄を可能にする。また、流体回
路は、使用に合わせて適正に構成され準備が整えられることも可能にする。作動において
は、別個のユニット、レセプタクル、トランク、グローブ・ボックス、またはキャビネッ
トが、リザーバを収容するために設けられ得る。
【０１３７】
　例示的な治療モードに関して、また図１７を参照して、透析モードで作動する透析シス
テム８４００は、ダイアライザ８４０２と、吸着剤再生システム（たとえば、カートリッ
ジ）８４１２と、マニホールド８４１０と、ポートを通ってマニホールド８４１０に内に
入る注入液源８４１６と、新しい透析液がポートを介してマニホールド８４１０内にそこ
から投入されて戻されるリザーバ８４１５とを備える。作動においては、血液は、血液ラ
イン８４０１に入り、ポートを通ってマニホールド８４１０内に入り、第１の位置にある
２方向弁８４２１を通ってダイアライザ８４０２に入る。浄化された血液は、出口８４０
３を通ってダイアライザ８４０２を出て、第１の位置にある２方向弁８４２２を通り、ポ
ートを通ってマニホールド８４１０に入る。血液は、マニホールドを通過し、マニホール
ド８４１０に関連して上述したように複数の弁を通過し、ポートを出て、血液ライン８４
２３内に入り、患者に入る。
【０１３８】
　それと同時に、供給源８４１６から進む注入液は、ポートを通ってマニホールド８４１
０内に進み、マニホールド８４１０を通り、別のポートを通って出て、リザーバ８４１５
に入り、ここから透析液は、透析液流入ライン８４２４を介して、ダイアライザ８４０２
内へと送られる。ダイアライザ８４０２を通過した後、透析液は、流出ライン８４２５を
通過し、ポートを通ってマニホールド８４１０内に戻り、ここで、これは、ポートを介し
て吸着剤ベースの透析液再生システム８４１２へと経路付けされる。再生された透析液は
、ポートを介してマニホールド８４１０を通って戻り、必要とされる場合、また必要とさ
れるとき、ダイアライザ８４０２内を新しい透析液と共に再循環される。透析液の流体の
流れを管理するために、リザーバ８４１５は、必要とされる場合、また必要とされるとき
、再生された透析液を保存するために使用される。一部の実施形態では、リザーバは、５
リットルの透析液を保持することができ、１０リットルまでの透析液および患者からの流
出物を保持する容量を有する。
【０１３９】
　例示的なプライミング・モードに関して、また図１８を参照して、プライミング・モー
ドで作動する透析システム８５００は、ダイアライザ８５０２と、吸着剤再生システム（
たとえばカートリッジ）８５１２と、マニホールド８５１０と、注入液源８５１６と、リ
ザーバ８５１５とを備える。作動においては、患者からマニホールド８５１０内への血液
ライン（たとえば、図１７の８４０１）は連結されず、したがって血液はマニホールド８
５１０内に流れておらず、または流れることはできない。それよりも、供給源８５１５か
ら進んだ透析液は、複数のポートを通り、透析液流入ライン８５２４を通ってマニホール
ド８５１０内へと進み、透析液流入ライン８５２４は２方向弁ポート８５２２に連結され
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る。
【０１４０】
　単一の２方向弁は、マニホールドの物理的な本体内に組み込むことができ、作動の治療
モードと作動のプライミング・モードとの間を切り替えるように操作され得る。この実施
形態では、マニホールドは２方向弁を備え、この２方向弁は、作動された場合、または第
１の配置（たとえば閉じる）から第２の位置（たとえば開く）に切り替えられた場合、マ
ニホールド内の液体の内部流路に変化を引き起こす。この流路変化の結果、弁が閉じられ
たとき、互いに流体的に分離される血液回路および透析液回路は、このとき、互いに流体
連通した状態になる。好ましくは、この状態変化を達成するために、すなわち、別個の血
液回路および透析液回路を流体的に連結させるようにするために、追加の弁またはスイッ
チが操作される必要はない。
【０１４１】
　マニホールドの表面上で機械的制御を物理的に操作することによって、または透析機の
作動によって電子的に、ユーザ選択された作動モードによって弁の状態を制御する制御装
置を有する透析機と、マニホールドの表面に一体化された弁インターフェースとの間のイ
ンターフェースによって弁状態に変化を引き起こすことを含む、当技術分野で知られてい
る任意の手段によって弁の切り替えが行われてもよい。
【０１４２】
　プライミング・モードでは弁が開放され、それによって透析液流体をポンプを通してマ
ニホールドを通過させ、ダイアライザ内に入り、ダイアライザから出て、マニホールド内
に戻り、マニホールドから出るように流れさせる。したがって、プライミング・モードで
は、弁は、透析液が血液回路内を循環し、それによって血液回路および透析液回路を流体
連通させることを確実にする。機能上、マニホールドは、２方向弁の状態を操作すること
によってプライミング・モードに置かれる。
【０１４３】
　透析液の指定された体積が血液回路内およびその中を圧送された後、２方向弁は閉じら
れる。透析液の圧送は継続してもよいし、しなくてもよい。継続される場合、新しい透析
液は透析液回路内のみを循環する。血液回路内では、残留透析液が残る。透析液を血液回
路からパージするために、患者は、図８４に示される、一般的に動脈アクセスラインと称
される「患者ラインから」８４０１に連結される。一般的に静脈戻りラインと称される「
患者ラインへ」８４２３は、廃棄物容器に保持され、または患者に連結される。
【０１４４】
　システムを治療モードに置くことにより、患者からの血液は、血液回路内に引き込まれ
、マニホールド内へと進み、ポンプを通り、マニホールドを出て、ダイアライザを通り、
マニホールド内に戻り、マニホールドから出て戻る。それによって血液は、残留プライミ
ング流体を、プロセス内のいかなる残りの空気ポケットも除去しながら血液回路内で追い
立て、静脈戻りラインの連結された状態に応じて、廃棄物容器または患者内に入れる。血
液が完全に血液回路を充填した後、システムは血液ポンプを停止させ、またはユーザがポ
ンプを手動で停止させる。事前に連結されていない場合、静脈ラインは、患者に連結され
、治療を継続する。
【０１４５】
　別の実施形態では、吸着剤キャニスタが本質的に殺菌透析液を作るのに不十分である場
合、いかなる残りの望ましくない物質も除去することを助けるために0.22.ｍu.フィルタ
などのフィルタが使用され得る。一例として、フィルタは、リザーバ投与ラインと直列に
マニホールドのポートＥの近位に配置され、プライミング中および作動中の両方で使用さ
れる。
【０１４６】
　このプライミングシステムを使用することにより、１つは、追加および別個のセットの
使い捨て可能品を回路の血液側をプライミングするだけのために使用する必要性を回避す
る。特に、この手法は、１リットルのバッグの生理食塩水などの別個の生理食塩水源の必
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要性を省き、したがって、血液ラインを生理食塩水に連結するために使用される二重管腔
スパイクまたは単一管腔スパイクを含む、別個の生理食塩水供給源へのコネクタおよび配
管の必要性をも省く。
【０１４７】
　図１９は、要素の中でもとりわけ、第１の使い捨て可能な配管・セグメントを受容する
ための第１の端部と、第２の使い捨て可能な配管・セグメントを受容するための第２の端
部とを備えた管状セクションを備える使い捨て可能な伝導度センサ８６９０を示す。管状
セクションは、管状セクションによって画定された内部容積部内に延び、そして流体流路
を構成する第１の複数のプローブを備える。１つの実施形態では、少なくとも３本の別個
の縦長のプローブが使用される。別の実施形態では、少なくとも４本の別個の縦長のプロ
ーブが使用される。
【０１４８】
　制御ユニットの外部に固定式におよび／または恒久的に取り付けられた、相補的に対合
する第２の複数のプローブに取り付けるように使い捨て可能な伝導度センサ８６９０が適
合される。取り付け部位は、ダイアライザの近位に、またはその同じ側に制御ユニットの
外部表面の一部分を含むことができる。作動上、使い捨て可能な伝導度センサ８６９０は
、相補的な対合する非使い捨ての複数のプローブに関連して一時的であるが取り付けられ
た関係でスナップ嵌めされる。したがって、第２の複数のプローブは、第１の複数のプロ
ーブ内に受容され、またはこれと連通して配置される。プローブは、そのため、第１の使
い捨て可能な配管・セグメント、伝導度センサの管状セクション、および第２の使い捨て
可能な配管・セグメントによって画定された流体流路内で信号を発し及び検出し、次いで
、検出された信号を、透析システムを監視し制御するのに使用するための制御ユニット内
のメモリおよびプロセッサに送信することによって作動する。
【０１４９】
　図１９を参照して、生理食塩水のリンス・バックを安全にかつ効率的に実行するための
方法およびシステムが示されている。従来、システムを生理食塩水で洗い流す働きをする
生理食塩水リンス・バックは、透析血液回路を患者に連結部８６５１で連結する管状セグ
メント８６５８を取り外し、また、管状セグメント８６５８を連結点８６５２および８６
５３を介して生理食塩水源８６０２に取り付けることによって実行される。しかし、この
従来の手法は、殺菌連結部の破損を含む欠点を有する。連結点が、ルアー連結、スナップ
嵌合、針無し挿入体、弁を含む連結の任意の形態、または流体連結の任意の他の形態であ
ってもよいことを理解されたい。
【０１５０】
　生理食塩水リンス・バックの別の手法は、患者との連結を維持しながら、生理食塩水源
８６０２を連結点８６５２を介して連結点８６５３に連結することを含む。これは、殺菌
連結の破損を回避するが、患者を生理食塩水の流体の流れにさらす。したがって、生理食
塩水のリンス・バックを実行する好ましい手法は、管状セグメント８６５８を介して患者
と透析システムの間の血液回路連結を維持することであり、管状セグメント８６５８は、
ポートＣ８６０５でマニホールド８６００に連結し、連結点８６５１で患者に連結し、生
理食塩水源８６０２をポートＤ８６０６でマニホールド８６００に流体的に連結させる。
患者が透析システムに依然として流体的に連結された状態で、生理食塩水は、重力または
適用された圧力によって、ポートＤ８６０６を介して、ポートＣ８６０５に隣接するマニ
ホールド８６００内に流れることが可能にされる。生理食塩水の流れは、マニホールド８
６００を生理食塩水で洗い流す、特にポートＣ８６０５を介してマニホールド８６００か
ら流出し、管状セグメント８６５８を通り、連結部８６５１を介して患者内に入るように
作用する。気泡検出器が領域８６５４の、ポートＣ８６０５の近位に存在するため、マニ
ホールド８６００が制御ユニット内に設置され、したがってポートＣ８６０５を出る流体
の流れ内の気泡を検出するように適合されたとき、マニホールド８６００を出て患者に向
かう生理食塩水は、領域８６５４の気泡検出器によって気泡に関して監視される。気泡が
検出された場合、低レベルのアラームが鳴り、それによって患者をシステムから連結解除
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しなければならない、または気泡をシリンジを用いてアクセス点８６１０から取り除かな
ければならないことを患者に信号で伝える。したがって、生理食塩水のリンス・バックを
行うためのこの方法およびシステムは、気泡の存在に関して依然として監視し警告しなが
ら殺菌連結を維持する。
【０１５１】
　本開示内で引用したすべての参照文献の全体的内容は、参照によって全体的に本明細書
に組み込まれる。更に、量、濃度、または他の値またはパラメータが、範囲、好ましい範
囲、または上限の好ましい値および下限の好ましい値のリストとして与えられるとき、こ
れは、詳細には、任意の上側範囲限界値または好ましい値および任意の下側範囲限界値ま
たは好ましい値の任意の対から形成されたすべての範囲を、範囲が別個に開示されている
かどうかに関わらず、開示すると理解されるべきである。数値の範囲が本明細書において
列挙される場合、別途述べられない限り、その範囲は、その端点、およびその範囲内のす
べての整数および分数を含むよう意図される。本発明の範囲は、一範囲を定めるときに列
挙される特有の値に限定されるようには意図されない。
【０１５２】
　本発明の他の実施形態が、本明細書に開示する本発明の提示する仕様および実施を考慮
することから当業者に明確になるであろう。提示する仕様および例は、例示のみとして考
慮されるよう意図され、このとき本発明の真の範囲および趣旨は、以下の特許請求の範囲
およびその等価物によって示される。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】

【手続補正書】
【提出日】平成27年11月18日(2015.11.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８２】
　これとは別に、透析流体は、リザーバからポートＥ３３１９を介してマニホールド３３
００に入る。リザーバ内の流体は注入液をその中に有し、注入液は、最初、ポートＭ３３
２５を介してマニホールド３３００に入り、マニホールド構造３３００内に成形された通
路として形成されたセグメントを通過し、別のポート３３２５ａを通り、ポンプと連通す
るセグメント３３０２を通り、ポート３３２５ｂを介してマニホールド３３００内に戻る
。注入液は、マニホールド構造３３００内に成形された通路として形成されたセグメント
を通過し、ポートＫ３３２４においてマニホールド３３００から退出し、ここで注入液は
リザーバ内へと進む。ポートＥ３３１９を介してマニホールドに入った透析流体は、マニ
ホールド構造３３００内に成形された通路として形成されたセグメントを通過し、別のポ
ート３３１９ａを通り、ポンプと連通するセグメント３３０３を通り、ポート３３１９ｂ
を介してマニホールド３３００内に戻る。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１７】
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　透析液回路は、ポンプと圧力が通じている２つの透析液ポンプ・セグメント７０２６、
７０２７を備える。透析液ポンプ・セグメント７０２６、７０２７は、それぞれ、使用済
み透析液溶液をダイアライザ７００５から引き出し、再生された透析液溶液をリザーバ７
０３４から引き出す。ダイアライザ７００５の出口からの使用済み透析液は、血液漏出セ
ンサ７０２８を通って引き出されて、バイパス弁７０２９に達する。流れセンサ７０２０
は、回路を通って流れる透析液の体積を決定する２つの流れセンサの１つ（他のものは流
れセンサ７０４６である）である。弁７０３０は、２方向弁に構造的に類似しており、透
析液ポンプ７０２６を迂回するために使用される。弁７０３０は、通常、バイパスの方向
に閉じられる。透析液ポンプ７０２６が停止された場合、弁７０３０は、流れをポンプ７
０２６周りに差し向けるために開かれる。圧力センサ７０３１が流れセンサ７０２０と弁
７０３０の間に配置されている。正常な流れの間、使用済み透析液は、圧力センサ７０４
０を介して、使用済み透析液が浄化され且つろ過される吸着剤カートリッジ７０１５を通
って圧送される。浄化された／ろ過された透析液は、次いで、リザーバ７０３４に入る。
限外ろ過液ポンプ７０３２は定期的に作動されて、限外ろ過液の廃棄物を使用済み透析液
から引き出し、限外ろ過液バッグ（図示せず）に保存する。限外ろ過液バッグは定期的に
空にされる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１８】
　リザーバ７０３４からの再生された透析液は、流れ制限器７０３５、透析液温度センサ
７０４４、流れセンサ７０４６、および圧力センサ７０３６を通過し、バイパス弁７０４
１を通って２方向弁７０４５に到達する。バイパス弁７０２９、７０４５および７０４１
のそれぞれの流路が作動されたとき、これらは、再生された透析液をダイアライザ７００
５を迂回するように差し向ける。注入液リザーバおよび濃縮液リザーバ７０５０、７０５
１からの注入液および濃縮液ストリームは、それぞれ、注入液ポンプ・セグメントおよび
濃縮液ポンプ・セグメント７０４２、７０４３によって、リザーバ７０３４から出る浄化
された透析液へと、および流れセンサ７０２０の下流側の使用済み透析液へとそれぞれ差
し向けられる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１９】
　２方向弁７０４５はシステムが作動しているモードを判定する。したがって、作動の１
つのモードでは、２方向弁７０４５は、再生された透析液がダイアライザに入ることを可
能にして、患者の血液の正常な血液透析を可能にする。作動の別のモードでは、２方向弁
７０４５は、超高純度注入液グレードの透析流体の流体流れを静脈血液ライン内および直
接患者に差し向けるように作動される。したがって、この多目的の弁、作動のモードが血
液ろ過と血液透析の間で切り替わることを可能にする。たとえば、血液ろ過において、不
溶解性グレード流体は、３つの弁を通って直接血液ストリームに経路付けられ、ここで弁
６９４６はダイアライザの後に連結する。このモードでは、弁６９４５は、透析液流体が
ダイアライザの下側ポートに入ることを防止する。図１３に示す血液透析では、弁６９４
６は閉じられ、弁６９４７および６９４５は、透析液流体をダイアライザへと経路付ける
。図１３の実施形態は、ポンプの交換および複数の弁を使用して流体体積を制御するが、
図１４の実施形態は、流れセンサ７０２０および７０４６を使用して流体体積を制御する
ことに留意されたい。
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【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１４３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１４３】
　透析液の指定された体積が血液回路内およびその中を圧送された後、２方向弁は閉じら
れる。透析液の圧送は継続してもよいし、しなくてもよい。継続される場合、新しい透析
液は透析液回路内のみを循環する。血液回路内では、残留透析液が残る。透析液を血液回
路からパージするために、患者は、図１７に示される、一般的に動脈アクセスラインと称
される「患者ラインから」８４０１に連結される。一般的に静脈戻りラインと称される「
患者ラインへ」８４２３は、廃棄物容器に保持され、または患者に連結される。
【手続補正６】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　目的地の入力を受け付けるように構成された第１入力デバイスを有し、自律乗り物が前
記目的地に到達する運行時間を算出するように構成された自律乗り物制御システムと、
　制御ユニットと、処方療法の入力を受け付けるように構成された第２入力デバイスとを
有する透析装置であって、前記制御ユニットが前記自律乗り物制御システムから前記運行
時間を受け付けて前記運行時間内に前記入力された処方療法を完了する治療の速度を算出
し、前記透析装置が、前記自律乗り物が前記自律乗り物制御システムの制御下にある間、
患者に対する透析治療を実行するように構成された前記透析装置と、
　前記透析装置と前記自律乗り物制御システムとの間に電気的なコミュニケーションをも
たらすインターフェースとを有する自律乗り物。
【請求項２】
　前記透析装置が送信機および受信機を更に備え、
　前記送信機が前記透析装置に関する無線信号を送信するように構成され、
　前記受信機が前記透析装置に関する無線信号を受信するように構成されている、請求項
１に記載の自律乗り物。
【請求項３】
　前記無線信号を使って、最も近い病院、透析診療所、救急センタまたは他の救命センタ
を決定するように構成された透析機アラーム・システムを更に有し、
　前記自律乗り物制御システムが、適切な処置のために、前記最も近い病院、透析診療所
、救急センタまたは他の救命センタに前記自律乗り物を誘導するように構成されている、
請求項２に記載の自律乗り物。
【請求項４】
　乗り物電気システムと、
　カー・バッテリと、
　前記乗り物の運行中、前記カー・バッテリを充電するためのオルタネータと、
　前記透析装置専用のバックアップ・バッテリとを更に有し、
　前記バックアップ・バッテリが前記オルタネータと電気的に通じており、
　前記乗り物電気システムが、前記乗り物の運行中、前記バックアップ・バッテリを充電
するように構成されている、請求項１に記載の自律乗り物。
【請求項５】
　前記透析装置が、少なくとも１つの血液ポンプと、アラーム・システムとを備え、
　前記アラーム・システムは、低レベルのアラーム信号を受信したことに応答して少なく
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とも１つの血液ポンプの作動を停止させるように構成され、
　前記自律乗り物制御システムが、前記アラーム・システムから緊急状態アラーム信号を
受信したことに応答して前記自律乗り物を前記最も近い救命センタに誘導するように構成
されている、請求項１に記載の自律乗り物。
【請求項６】
　乗り物の内部を更に有し、
　前記透析装置は、前記制御ユニットを有し、また、前記乗り物の内部に固定式に取り付
けられ且つ使い捨て可能な透析機を受容するように構成された受容部を更に有する、請求
項１に記載の自律乗り物。
【請求項７】
　前記透析装置が、
　内部面を有するドアと、
　前記乗り物の前記内部に組み込まれ且つパネルを含むハウジングとを更に備え、
　前記ハウジングおよび前記パネルが一緒になって、前記ドアの前記内部面を受容するよ
うに構成された窪んだ領域を画定し、
　前記受容部が前記パネルに固定式に取り付けられている、請求項６に記載の自律乗り物
。
【請求項８】
　前記自律乗り物がダッシュ・ボードを備え、
　前記制御ユニットが前記ダッシュ・ボード内または前記ダッシュ・ボード上に装着され
ている、請求項６に記載の自律乗り物。
【請求項９】
　エネルギー源と、
　エネルギー源レベルセンサとを更に有し、
　前記透析装置が、前記エネルギー源レベルセンサから送られる信号を受け取って、前記
透析治療を完了するために必要とされる時間の間、前記自律乗り物と前記透析装置とを共
に動作させるために必要とされるエネルギーの量を算出する、請求項１に記載の自律乗り
物。
【請求項１０】
　エンジンと、前記エンジン用の燃料源を有するエネルギ源と、前記エンジンに利用可能
な燃料の量を感知するように構成された燃料センサを有するエネルギ源センサとを更に有
し、
　前記制御ユニットが、ユーザが前記処方療法を前記透析装置に入力することを可能にす
るように構成されたユーザ・インターフェースを有し、
　前記透析装置と前記自律乗り物制御システムとの間の前記インターフェースが、前記燃
料センサと前記制御ユニットとの間の電気的コミュニケーションを有し、
　前記処方療法が、該処方療法を実施するために必要とされる時間に関する値を含み、
　前記燃料センサが、前記エンジンを動かすのに利用可能な燃料の量を示す信号を前記制
御ユニットに送るように構成され、
　前記制御ユニットが、前記処方療法を実施するために必要とされる時間の間、前記エン
ジンを動かすのに燃料が不十分である場合に、前記ユーザに通知するように構成されてい
る、請求項９に記載の自律乗り物。
【請求項１１】
　バッテリ作動式駆動エンジンモータを更に有し、
　前記エネルギー源が、バッテリ電力を前記エンジンモータに供給するように構成された
バッテリを有し、
　前記エネルギー源レベルセンサが、前記エンジンモータに利用可能なバッテリ電力の量
を感知するように構成されたバッテリ・センサを有し、
　前記制御ユニットは、ユーザが、前記処方療法を前記透析装置に入力することを可能に
するように構成されたユーザ・インターフェースを有し、
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　前記透析装置と前記自律乗り物制御システムとの間の前記インターフェースが、前記バ
ッテリ・センサと前記制御ユニットの間の電気的コミュニケーションを有し、
　前記処方療法が、該処方療法を実施するために必要とされる時間に関する値を含み、
　前記バッテリ・センサが、前記エンジンモータを動かすのに利用可能なバッテリ電力の
量を示す信号を前記制御ユニットに送るように構成され、
　前記制御ユニットが、前記処方療法を実施するために必要とされる時間の間、前記エン
ジンモータを動かすのにバッテリ電力が不十分である場合に、前記ユーザに通知するよう
に構成されている、請求項９に記載の自律乗り物。
【請求項１２】
　前記自律乗り物が自動車である、請求項９に記載の自律乗り物。
【請求項１３】
　乗り物のシートバックを有するフロントシートと、前記乗り物のシートバックの直ぐ後
方且つ該乗り物のシートバックに面する患者シートとを更に有し、
　前記第２入力デバイスが、前記乗り物のシートバックに組み込まれ且つ前記患者シート
に面している、請求項１に記載の自律乗り物。
【請求項１４】
　前記透析装置が透析液流体流路を有し、
　前記自律乗り物が、前記透析液流体流路内の透析液流体を加熱するために前記透析液流
体流路と熱的に通じるヒータを更に有する、請求項１に記載の自律乗り物。
【請求項１５】
　前記自律乗り物がエンジンおよびエンジン冷却システムを備え、
　前記ヒータが、前記透析液流体流路を通じて流れる一以上の流体を加熱するために前記
エンジン冷却システムからの熱を使うように構成された熱的インターフェースを有する、
請求項１４に記載の自律乗り物。
【請求項１６】
　前記透析液流体流路内の透析液流体の温度を検知するように構成された温度センサを更
に有する、請求項１４に記載の自律乗り物。
【請求項１７】
　ナビゲーション情報と透析治療情報を表示するように構成された共有ディスプレイ・ス
クリーンを更に有する、請求項１に記載の自律乗り物。
【請求項１８】
　乗り物のシートバックを有するフロントシートと、
　前記乗り物のシートバックの直ぐ後方且つ該乗り物のシートバックに面する患者シート
と、
　制御ユニットと入力デバイスとを有する透析装置と、
　乗り物ナビゲーション・システムと、
　前記透析装置と前記乗り物ナビゲーション・システムとの間の電気的なコミュニケーシ
ョンをもたらすインターフェースとを有し、
　前記入力デバイスが、前記乗り物のシートバックに組み込まれて前記患者シートに面し
、そして、処方療法の入力を受け付けるように構成されている乗り物。
【請求項１９】
　共有ディスプレイ・スクリーンを更に有し、
　前記共有ディスプレイ・スクリーンが、ナビゲーション情報と透析治療情報を表示する
ように構成されている、請求項１８に記載の乗り物。
【請求項２０】
　前記共有ディスプレイ・スクリーンが、ナビゲーション情報と透析治療情報を同時に表
示するように構成されている、請求項１９に記載の乗り物。
【請求項２１】
　前記乗り物ナビゲーション・システムが、目的地の入力を受け付けるように構成され且
つ前記乗り物が前記目的地に到達する運行時間を算出するように構成された第１入力デバ
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イスを有し、
　前記透析装置が、制御ユニットと、処方療法の入力を受け付けるように構成された第２
入力デバイスとを有し、
　前記制御ユニットが、前記乗り物ナビゲーション・システムから運行時間を受け付けて
、前記運行時間内に前記入力された処方療法を完了する治療の速度を算出するように構成
され、
　前記透析装置が、前記乗り物の運行中、患者に透析治療を実施するように構成されてい
る、請求項１８に記載の乗り物。
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