
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
血液成分を分離するため回転軸のまわりを回転する場において使用のためのチャンバーで
あって、
回転軸から放射方向に離間した低Ｇ側壁と、低Ｇ側壁よりも回転軸から放射方向に遠く離
間した高Ｇ側壁と、回転軸のまわりで円周方向に離間した第１および第２の端壁と、第１
および第２の端壁の間を延びそして回転軸のまわりを円周方向に延びる第１および第２の
側を有する内部壁と、ある断面積を有しそして内部壁の第１の側に沿って回転軸のまわり
を円周方向に延びる第１の通路部分と、第１の通路部分の断面積より小さい断面積を有し
そして内部壁の第２の側に沿って回転軸のまわりを円周方向に延びる第２の通路部分を有
し、第１および第２の通路部分は回転軸に沿って内部壁によって分離されている分離チャ
ンネル；
血液を少なくとも一つの血液成分に分離のため第１の端壁から第２の端壁へ向かって第１
の方向に第１の通路部分中の軸のまわりの円周方向の流れのためチャンネルの第１の通路
部分へ血液を導入するため、第１の通路部分と連通する第１の端壁近くの入口；
第１の通路部分および第２の通路部分と連通しているチャンネル内の採取区域であって、
第２の端壁から第１の端壁へ向かって第１の方向とは反対の第２の方向に第２の通路部分
中の軸のまわりの円周方向の流れのため第１の通路部分から第２の通路部分中へ少なくと
も一つの分離された血液成分を誘導する採取区域；および
一つの分離された血液成分を第２の通路部分から輸送するため第２の通路部分と連通して
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いる少なくとも一つの出口；
を備えているチャンバー。
【請求項２】
第２の通路部分は回転軸に沿って測定した軸方向高さを有し、第２の端壁近くの第２の通
路部分の軸方向高さは第１の端壁近くの第２の通路部分の軸方向高さより大である請求項
１のチャンバー。
【請求項３】
チャンネルの第２の通路部分の低Ｇ側壁の少なくとも一部分は第１の端壁から第２の端壁
へ向かって高Ｇ側壁へ向かってテーパーしている請求項１のチャンバー。
【請求項４】
採取区域は第１および第２の通路部分の間の制限された入口をつくる障壁を第２の端壁近
くに含んでいる請求項１のチャンバー。
【請求項５】
全血を赤血球と血漿成分とに分離するため回転軸のまわりを回転する場において使用のた
めのチャンバーであって、
回転軸から放射方向に離間した低Ｇ側壁と、低Ｇ側壁よりも回転軸から放射方向に遠く離
間した高Ｇ側壁と、回転軸のまわりで円周方向に離間した第１および第２の端壁と、第１
および第２の端壁の間を延びそして回転軸のまわりを円周方向に延びる第１および第２の
側を有する内部壁と、内部壁の第１の側に沿って回転軸のまわりを円周方向に延びる第１
の通路部分と、内部壁の第２の側に沿って回転軸のまわりを円周方向に延びる第２の通路
部分を有し、第１および第２の通路部分は回転軸に沿って内部壁によって分離されている
分離チャンネル；
第１の通路部分において高Ｇ側壁へ向かって赤血球および低Ｇ側壁へ向かって血漿成分の
分離のため第１の端壁から第２の端壁へ向かって第１の方向に回転軸のまわりの円周方向
の流れのためチャンネルの第１の通路部分へ全血を導入するための第１の通路部分と連通
する第１の端壁近くの入口；
第１の端壁近くの入口へ隣接して並置された第１および第２の出口であって、第１の出口
は第１の通路部分と連通し、第２の出口は第２の通路部分と連通している第１および第２
の出口；
分離された血漿成分を第１の通路部分から輸送のため第１の通路部分の低Ｇ側壁に沿って
第１の出口へ誘導する、第１の通路部分中の第１の採取区域；
分離された赤血球を第１の通路部分の高Ｇ側壁に沿って第２の通路部分中へそして第２の
通路部分から輸送のため第２の端壁から第１の端壁へ向かって第２の出口へ第１の方向と
は反対の第２の方向に回転軸のまわりの円周方向の流れのため分離された赤血球を誘導す
る、第１の通路部分および第２の通路部分と連通するチャンネル内の第２の採取区域；
を備えているチャンバー。
【請求項６】
入口は、第１の通路部分内で高Ｇ側壁へ向かって赤血球の分離を開始させ、そして第１の
通路部分内で低Ｇ壁へ向かって動きそして血小板を懸濁液中に洗い出す血漿の流れを発生
させるため、第１の端壁に隣接したチャンネルの第１の通路部分へ全血を導入する請求項
５のチャンバー。
【請求項７】
第１の採取区域は、第１の出口と連通してチャンネルの第１の通路部分の低Ｇ側壁に沿っ
た制限された入口を形成する第１の障壁を含んでいる請求項５のチャンバー。
【請求項８】
第１の通路部分における分離の間、赤血球と血漿成分の間に界面が形成され、第１の障壁
は赤血球と血漿成分の間の界面をチャンネルの側壁を通して観察のために配向する請求項
５のチャンバー。
【請求項９】
第２の採取区域は、チャンネルの第２の通路部分と連通してチャンネルの第１の通路部分
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の高Ｇ側壁に沿った制限された入口を形成する第２の障壁を含んでいる請求項５のチャン
バー。
【請求項１０】
第２の通路部分は、第２の採取区域と連通する端部および第２の出口と連通する端部を含
み、第２の採取区域と連通する第２の通路部分の端部は第２の出口と連通する端部よりも
大きい断面積を提供する請求項５のチャンバー。
【請求項１１】
チャンネルの低Ｇ側壁の少なくとも一部分は第２の端壁へ向かって第１の端壁から高Ｇ側
壁へ向かってテーパーしている請求項５のチャンバー。
【請求項１２】
全血を入口から導きそしてチャンネルの第１の通路部分中へ誘導する全血入口通路をさら
に含んでいる請求項５のチャンバー。
【請求項１３】
全血入口通路は入口から回転軸に一般に平行に延びる第１の部分と、第１の部分から延び
そして全血をチャンバーの第１の通路部分内の円周方向流に誘導する第２の部分を含んで
いる請求項１２のチャンバー。
【請求項１４】
全血を赤血球と血漿成分とに分離するため回転軸のまわりを回転する場において使用のた
めのチャンバーであって、
回転軸から放射方向に離間した低Ｇ側壁と、低Ｇ側壁よりも回転軸から放射方向に遠く離
間した高Ｇ側壁と、回転軸のまわりで円周方向に離間した第１および第２の端壁と、第１
および第２の端壁の間を延びそして回転軸のまわりを円周方向に延びる第１および第２の
側を有する内部壁と、内部壁の第１の側に沿って回転軸のまわりを円周方向に延びる第１
の通路部分と、内部壁の第２の側に沿って回転軸のまわりを円周方向に延びる第２の通路
部分を有し、第１および第２の通路部分は回転軸に沿って内部壁によって分離されている
分離チャンネル；
全血を第１の通路部分内で高Ｇ側壁へ向かって赤血球および低Ｇ側壁へ向かって血漿成分
に分離のため第１の端壁から第２の端壁へ向かって第１の方向に回転軸に沿った円周方向
の流れのため全血をチャンネルの第１の通路部分へ導入するための第１の端壁近くの入口
；
第１の端壁近くの入口へ隣接して並置された第１および第２の出口；
分離された血漿成分を第１の通路部分から輸送のため第１の通路部分の低Ｇ側壁に沿って
第１の出口へ誘導し、第１の出口と連通して第１の通路部分の低Ｇ側壁に沿って制限され
た入口を形成する第１の障壁を含んでいる、第１の通路部分中の第１の採取区域；
分離された赤血球を第１の通路部分の高Ｇ側壁に沿って第２の通路部分中へそして第２の
通路部分から輸送のため第２の端壁から第１の端壁へ向かって第２の出口へ第１の方向と
は反対の第２の方向に回転軸のまわりの円周方向の流れのため分離された赤血球を誘導し
、第２の通路部分と連通して第１の通路部分の高Ｇ側壁に沿った制限された入口を形成す
る第２の障壁を含んでいる、第１の通路部分および第２の通路部分と連通するチャンネル
内の第２の採取区域；
を備えているチャンバー。
【請求項１５】
第１の通路部分内で高Ｇ側壁へ向かって赤血球の分離を開始させそして第１の通路部分内
において低Ｇ側壁へ向かって放射方向に動きそして血小板を懸濁液中に洗い出す血漿の流
れを発生させるように、入口から延びそして全血をチャンネルの第１の通路部分中へ誘導
する全血入口通路をさらに含んでいる請求項１４のチャンバー。
【請求項１６】
チャンネルの低Ｇ側壁の少なくとも一部は第１の端壁から第２の障壁へ向かって高Ｇ側壁
へ向かってテーパーしている請求項１５のチャンバー。
【請求項１７】
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第２の通路部分は回転軸に沿って測定した軸方向高さを有し、第２の端壁近くの第２の通
路部分の軸方向高さは第１の端壁近くの第２の通路部分の軸方向高さよりも大きい請求項
１６のチャンバー。
【請求項１８】
血液成分を分離するため回転軸のまわりを回転する場において使用のためのチャンバーで
あって、
回転軸から放射方向に離間した低Ｇ側壁と、低Ｇ側壁よりも回転軸から放射方向に遠く離
間した高Ｇ側壁と、回転軸のまわりで円周方向に離間した第１および第２の端壁と、回転
軸に沿って軸方向に離間した頂壁および底壁と、回転軸のまわりを円周方向に延びる第１
および第２の側を有する内壁を区画する第１の内部シール区域と、内部壁の第１の側に沿
って回転軸のまわりを円周方向に延びる第１の通路部分と、そして内部壁の第２の側に沿
って回転軸に沿って円周方向に延びる第２の通路部分を有し、第１および第２の通路部分
は回転軸に沿って内部壁によって分離されている分離チャンネルを囲むようにそれらの周
縁でシールされた可撓性プラスチック材料の対面シート；
全血を第１の通路部分内で高Ｇ側壁へ向かって赤血球および低Ｇ側壁へ向かって血漿成分
に分離のため第１の端壁から第２の端壁へ向かって第１の方向に回転軸に沿った円周方向
の流れのため全血をチャンネルの第１の通路部分へ導入するための第１の端壁近くで頂壁
を通って延びる入口ポート；
第１の端壁近くで入口ポートへ隣接して並置され、頂壁を通って延びる第１および第２の
出口ポートであって、第１の出口ポートは第１の通路部分と連通し、第２の出口ポートは
第２の通路部分と連通している第１および第２の出口ポート；
採取された血漿成分を第１の通路部分から輸送のため第１の出口ポートへ誘導するための
、第１の出口ポートと流れ関係において整列した血漿採取通路を区画する第１の通路部分
中の第２の内部シール区域；
第２の通路部分内に採取された赤血球をチャンバーから輸送のため第２の端壁近くで第２
の出口ポートへ誘導するための、第２の出口ポートと流れ関係において整列した赤血球採
取通路を区画する第２の通路部分中の第３の内部シール区域；
を備えているチャンバー。
【請求項１９】
血液成分を分離するため回転軸のまわりを回転する場において使用のためのチャンバーで
あって、
各分離チャンネルは回転軸から放射方向に離間した低Ｇ側壁と、低Ｇ側壁よりも回転軸か
ら放射方向に遠く離間した高Ｇ側壁と、回転軸のまわりで円周方向に離間した第１および
第２の端壁を有し、第１のチャンネルの第１の端壁は第２のチャンネルの第１の端壁と合
体している連続した第１および第２の分離チャンネルに分割されている分離ゾーンを区画
する本体を備え；
各チャンネルは分離のため第１の端壁から第２の端壁へ向かって回転軸のまわりの円周方
向の流れのため血液をチャンネルへ導入するための、関連する第１の端壁近くの入口ポー
トを含んでおり、それにより第１および第２のチャンネルのための入口ポートはチャンネ
ル本体上に相互に並置されており；
各チャンネルは分離された血漿成分を関連するチャンネルから輸送するための、関連する
入口ポートと並置された少なくとも一つの出口ポートを含み、それにより入口および出口
ポートはチャンバー本体上に相互に並置されており；
少なくとも一方のチャンネルは第２の端壁近くの採取区域へ一つの分離された血液成分を
誘導するための、チャンネル内の採取手段を含んでおり、該採取手段は採取区域から延び
そして一つの分離された血液成分をチャンバーから輸送のため出口ポートへ誘導する囲ま
れた内部採取通路をチャンネル内に区画するための手段を含んでいる；
チャンバー。
【請求項２０】
採取通路は回転軸に沿って測定した軸方向高さを有し、採取通路の軸方向高さは採取区域
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から出口ポートへ向かって減少している請求項１９のチャンバー。
【請求項２１】
チャンネルの低Ｇ側壁の少なくとも一部は第１の端壁から第２の端壁へ向かって高Ｇ側壁
へ向かってテーパーしている請求項１９のチャンバー。
【請求項２２】
採取手段は採取区域と採取通路の間に制限された入口を形成するための、第２の端壁近く
の障壁手段を含んでいる請求項１９のチャンバー。
【請求項２３】
血液成分を分離するため回転軸のまわりを回転する場において使用のためのチャンバーで
あって、
回転軸から放射方向に離間した低Ｇ側壁と、低Ｇ側壁よりも回転軸から放射方向に遠く離
間した高Ｇ側壁と、回転軸のまわりで円周方向に離間した第１および第２の端壁と、第１
および第２の端壁の間の延びそして回転軸のまわりを円周方向に延びる第１および第２の
側を有する内部壁と、断面積を有しそして内部壁の第１の側に沿って回転軸のまわりを円
周方向に延びる第１の通路部分と、断面積を有しそして内部壁の第２の側に沿って回転軸
のまわりを円周方向に延びる第２の通路部分を有し、第１および第２の通路部分は回転軸
に沿って内部壁によって分離されていて、第１の通路部分の断面積は第２の通路部分の断
面積より大きい分離チャンネル；
第１の通路部分内を回転軸のまわりを第１の方向に円周方向に流しながら少なくとも一つ
の血液成分に分離のためチャンネルの第１の通路部分中へ血液を導入するための第１の通
路部分と連通している入口；
第１の方向と反対の第２の方向に回転軸のまわりの円周方向の第２の通路部分内の流れの
ため少なくとも一つの分離された血液成分を第１の通路部分から第２の通路部分中へ誘導
する、第１および第２の通路部分と連通しているチャンネル内の採取区域；および
一つの分離された血液成分を第２の通路部分から輸送するための、第２の通路部分と連通
している少なくとも一つの出口；
を備えているチャンバー。
【請求項２４】
血液成分を分離するため回転軸のまわりを回転する場において使用のためのチャンバーで
あって、
回転軸から放射方向に離間した低Ｇ側壁と、低Ｇ側壁よりも回転軸から放射方向に遠く離
間した高Ｇ側壁と、回転軸のまわりで円周方向に離間した第１および第２の端壁と、第１
および第２の端壁の間の延びそして回転軸のまわりを円周方向に延びる第１および第２の
側を有する内部壁と、断面積を有しそして内部壁の第１の側に沿って回転軸のまわりを円
周方向に延びる第１の通路部分と、断面積を有しそして内部壁の第２の側に沿って回転軸
のまわりを円周方向に延びる第２の通路部分を有し、第１および第２の通路部分は回転軸
に沿って内部壁によって分離されていて、第１の通路部分の断面積は第２の通路部分の断
面積より大きい分離チャンネル；
第１の通路部分内を回転軸のまわりを第１の方向に円周方向に流しながら少なくとも一つ
の血液成分に分離のためチャンネルの第１の通路部分中へ血液を導入するための第１の通
路部分と連通している入口；
第１の通路部分中を第１の方向に血液を流している間少なくとも一つの分離された血液成
分の少なくとも一部を第１の方向と反対の第２の方向に回転軸のまわりの円周方向の第２
の通路部分内の流れのため少なくとも一つの分離された血液成分を第１の通路部分から第
２の通路部分中へ誘導する、第１および第２の通路部分と連通しているチャンネル内の採
取区域；および
一つの分離された血液成分を第２の通路部分から輸送するための、第２の通路部分と連通
している少なくとも一つの出口；
を備えているチャンバー。
【請求項２５】

10

20

30

40

50

(5) JP 3567375 B2 2004.9.22



第２の通路部分は回転軸に沿って測定した軸方向高さを有し、採取区域近くの第２の通路
部分の軸方向高さは少なくとも一つの出口近くの第２の通路部分の軸方向高さより大きい
請求項２３または２４のチャンバー。
【請求項２６】
第２の通路部分は回転軸に沿って測定した軸方向高さを有し、第２の通路部分の軸方向高
さは採取区域から少なくとも一つの出口へ向かう流れの第２の方向に減少している請求項
２３または２４のチャンバー。
【請求項２７】
採取区域は第１および第２の通路部分と連通する制限された入口を形成する障壁を含んで
いる請求項２３または２４のチャンバー。
【請求項２８】
チャンネルの第２の通路の低Ｇ壁の少なくとも一部は第１の流れ方向に高Ｇ壁へ向かって
テーパーしている請求項２３または２４のチャンバー。
【請求項２９】
全血を赤血球と血漿成分とに分離するため回転軸のまわりを回転する場において使用のた
めチャンバーであって、
回転軸から放射方向に離間した低Ｇ側壁と、低Ｇ側壁よりも回転軸から放射方向に遠く離
間した高Ｇ側壁と、回転軸のまわりを円周方向に延びる第１および第２の側を有する内部
壁と、内部壁の第１の側に沿って回転軸のまわりを円周方向に延びる第１の通路部分と、
内部壁の第２の側に沿って回転軸のまわりを円周方向に延びる第２の通路部分を有し、第
１および第２の通路部分は回転軸に沿って内部壁によって分離されている分離チャンネル
；
第１の方向に回転軸のまわりを円周方向に流しながら、高Ｇ側壁へ向かって赤血球および
低Ｇ側壁へ向かって血漿成分に第１の通路部分内において分離のため全血をチャンネルの
第１の通路部分中へ導入するための、第１の通路部分と連通している入口；
第１の通路部分と連通している第１の出口；
第２の通路部分と連通している第２の出口；
第１の通路部分から輸送のため分離された血漿成分を第１の通路部分の低Ｇ側壁に沿って
第１の出口へ誘導する第１の通路部分内の第１の採取区域；
分離された赤血球を第２の通路部分から輸送のため第２の出口へ第１の方向とは反対の第
２の方向に第２の通路部分中を回転軸のまわりの円周方向の流れのため分離された赤血球
を第１の通路部分の高Ｇ側壁に沿って第２の通路部分中へ誘導する第１および第２の通路
部分と連通しているチャンバー内の第２の採取区域；を備えているチャンバー。
【請求項３０】
全血を赤血球と血漿成分とに分離するため回転軸のまわりを回転する場において使用のた
めチャンバーであって、
回転軸から放射方向に離間した低Ｇ側壁と、低Ｇ側壁よりも回転軸から放射方向に遠く離
間した高Ｇ側壁と、回転軸のまわりを円周方向に延びる第１および第２の側を有する内部
壁と、内部壁の第１の側に沿って回転軸のまわりを円周方向に延びる第１の通路部分と、
内部壁の第２の側に沿って回転軸のまわりを円周方向に延びる第２の通路部分を有し、第
１および第２の通路部分は回転軸に沿って内部壁によって分離されている分離チャンネル
；
第１の方向に回転軸のまわりを円周方向に流しながら、高Ｇ側壁へ向かって赤血球および
低Ｇ側壁へ向かって血漿成分に第１の通路部分内において分離のため全血をチャンネルの
第１の通路部分中へ導入するための、第１の通路部分と連通している入口；
第１の通路部分と連通している第１の出口；
第２の通路部分と連通している第２の出口；
第１の通路部分中を全血が第１の方向に流れる間、少なくとも一部分離された血漿成分を
第１の通路部分から輸送のため第１の通路部分の低Ｇ側壁に沿って第１の出口へ誘導する
第１の通路部分内の第１の採取区域；および
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第１の通路部分中を全血が第１の方向に流れる間、少なくとも一部分離された赤血球を第
２の通路部分から輸送のため第２の出口へ第１の方向とは反対の第２の方向に第２の通路
部分中を回転軸のまわりの円周方向の流れのため分離された赤血球を第１の通路部分の高
Ｇ側壁に沿って第２の通路部分中へ誘導する第１および第２の通路部分と連通しているチ
ャンバー内の第２の採取区域；
を備えているチャンバー。
【請求項３１】
入口は、第１の通路部分内において高Ｇ側壁へ向かって赤血球の分離を開始させ、そして
第１の通路部分内で低Ｇ側壁へ向かって放射方向に動きそして血小板を懸濁液中に洗い出
す血漿の流れを発生させるように、全血をチャンネルの第１の通路部分へ導入し、そして
第１の採取区域は第１の通路部分内の血漿および洗い出された血小板の放射方向流の通路
内に横たわっている請求項２９または３０のチャンバー。
【請求項３２】
第１の採取区域は、第１の出口と連通しているチャンネルの第１の通路部分の低Ｇ側壁に
沿った制限された入口を形成する第１の障壁を含んでいる請求項２９または３０のチャン
バー。
【請求項３３】
第１の通路部分において分離の間、赤血球と血漿成分の間に界面が形成され、そして第１
の障壁は赤血球と血漿成分の間の界面をチャンネルの側壁の一方を通して観察のため配向
する請求項３２のチャンバー。
【請求項３４】
第２の採取区域は、チャンネルの第２の通路部分と連通しているチャンネルの第１の通路
部分の高Ｇ側壁に沿った制限された入口を形成する第２の障壁を含んでいる請求項２９ま
たは３０のチャンネル。
【請求項３５】
第２の通路部分は、第２の採取区域と連通している端部とそして第２の出口と連通してい
る端部とを含み、そして第２の採取区域と連通している端部は第２の出口と連通している
端部より大きい断面積を提供する請求項２９または３０のチャンバー。
【請求項３６】
チャンネルの低Ｇ側壁の少なくとも一部は第１の流れ方向に高Ｇ側壁へ向かってテーパー
している請求項２９または３０のチャンバー。
【請求項３７】
入口から延びそして全血をチャンネルの第１の通路部分へ誘導する全血入口通路をさらに
含んでいる請求項２９または３０のチャンバー。
【請求項３８】
全血入口通路は、回転軸に一般に平行に延びる部分と、そしてチャンバーの第１の通路部
分内の円周方向に全血を誘導する部分を含んでいる請求項３７のチャンバー。
【請求項３９】
全血を赤血球と血漿とに分離するため回転軸のまわりを回転する場において使用のための
チャンバーであって、
回転軸から放射方向に離間した低Ｇ側壁と、低Ｇ側壁よりも回転軸から放射方向に遠く離
間した高Ｇ側壁と、回転軸のまわりで円周方向に離間した第１および第２の端壁と、回転
軸のまわりを円周方向に延びる第１および第２の側を有する内部壁と、内部壁の第１の側
に沿って回転軸のまわりを円周方向に延びる第１の通路部分と、内部壁の第２の側に沿っ
て回転軸のまわりを円周方向に延びる第２の通路部分を有し、第１および第２の通路部分
は回転軸に沿って内部壁によって分離されている分離チャンネル；
第１の通路部分内で少なくとも一つの血液成分に分離のため第１の端壁から第２の端壁へ
向かう第１の方向の第１の通路部分中の回転軸のまわりの円周方向流れのため、チャンネ
ルの第１の通路部分へ血液を導入するための、第１の通路部分と連通している第１の端壁
近くの入口；
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第２の端壁から第１の方向へ向かう第２の方向の第２の通路部分中の回転軸のまわりの円
周方向の流れのため第１の通路部分から第２の通路部分中へ分離された少なくとも一つの
血液成分を誘導するため、第１の通路部分および第２の通路部分と連通している第２の端
壁近くのチャンネル内の採取区域；および
第２の通路部分から少なくとも一つの分離された血液成分を運搬するための第２の通路部
分と連通している少なくとも一つの出口；
を備えているチャンバー。
【請求項４０】
血液成分を分離するため回転軸のまわりを回転する場において使用のためのチャンバーで
あって、
回転軸から放射方向に離間した低Ｇ側壁と、低Ｇ側壁よりも回転軸から放射方向に遠く離
間した高Ｇ側壁と、回転軸のまわりを円周方向に延びる第１および第２の側を有する内部
壁と、内部壁の第１の側に沿って回転軸のまわりを円周方向に延びる第１の通路部分と、
内部壁の第２の側に沿って回転軸に沿って円周方向に延びる第２の通路部分を有し、第１
および第２の通路部分は回転軸に沿って内部壁によって分離されている分離チャンネル；
第１の通路部分内を回転軸のまわりを第１の方向に円周方向に流しながら少なくとも一つ
の血液成分に分離のためチャンネルの第１の通路部分中へ血液を導入するための第１の通
路部分と連通している入口；
第１の方向と反対の第２の方向に回転軸のまわりの円周方向の第２の通路部分内の流れの
ため少なくとも一つの分離された血液成分を第１の通路部分から第２の通路部分中へ誘導
する、第１および第２の通路部分と連通しているチャンネル内の採取区域；および
一つの分離された血液成分を第２の通路部分から輸送するための、第２の通路部分と連通
している少なくとも一つの出口；を備え、
第２の通路部分は回転軸に沿って測定して、少なくとも一つの出口近くよりも採取区域近
くにおいて大きい軸方向高さを持っているチャンバー。
【請求項４１】
血液成分を分離するため回転軸のまわりを回転する場において使用のためのチャンバーで
あって、
回転軸から放射方向に離間した低Ｇ側壁と、低Ｇ側壁よりも回転軸から放射方向に遠く離
間した高Ｇ側壁と、回転軸のまわりを円周方向に延びる第１および第２の側を有する内部
壁と、内部壁の第１の側に沿って回転軸のまわりを円周方向に延びる第１の通路部分と、
内部壁の第２の側に沿って回転軸のまわりを円周方向に延びる第２の通路部分を有し、第
１および第２の通路部分は回転軸に沿って内部壁によって分離されている分離チャンネル
；
第１の通路部分内を回転軸のまわりを第１の方向に円周方向に流しながら少なくとも一つ
の血液成分に分離のためチャンネルの第１の通路部分中へ血液を導入するための第１の通
路部分と連通している入口；
血液が第１の通路部分内を第１の方向に流れる間、第２の方向の回転軸のまわりの円周方
向の第２の通路中の流れのため少なくとも一つの分離された血液成分を第１の通路部分か
ら第２の通路中へ少なくとも一部誘導するための、第１および第２の通路部分と連通して
いる採取区域；および
一つの分離された血液成分を第２の通路部分から輸送するための、第２の通路部分と連通
している少なくとも一つの出口；を備え、
第２の通路部分は回転軸に沿って測定して、少なくとも一つの出口近くよりも採取区域近
くにおいて大きい軸方向高さを持っているチャンバー。
【請求項４２】
血液成分を分離するため回転軸のまわりを回転する場において使用のためのチャンバーで
あって、
回転軸から放射方向に離間した低Ｇ側壁と、低Ｇ側壁よりも回転軸から放射方向に遠く離
間した高Ｇ側壁と、回転軸のまわりを円周方向に延びる第１および第２の側を有する内部
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壁と、内部壁の第１の側に沿って回転軸のまわりを円周方向に延びる第１の通路部分と、
内部壁の第２の側に沿って回転軸のまわりを円周方向に延びる第２の通路部分を有し、第
１および第２の通路部分は回転軸に沿って内部壁によって分離されている分離チャンネル
；
第１の通路部分内を回転軸のまわりを第１の方向に円周方向に流しながら少なくとも一つ
の血液成分に分離のためチャンネルの第１の通路部分中へ血液を導入するための第１の通
路部分と連通している入口；
第１の方向と反対の第２の方向の回転軸のまわりの円周方向の第２の通路中の流れのため
少なくとも一つの分離された血液成分を第１の通路部分から第２の通路中へ誘導するため
の、第１および第２の通路部分と連通している採取区域；および
一つの分離された血液成分を第２の通路部分から輸送するための、第２の通路部分と連通
している少なくとも一つの出口；を備え、
第２の通路部分は回転軸に沿って測定し、流れの第２の方向において採取区域から少なく
とも一つの出口へ向かって減少する軸方向高さを持っているチャンバー。
【請求項４３】
血液成分を分離するため回転軸のまわりを回転する場において使用のためのチャンバーで
あって、
回転軸から放射方向に離間した低Ｇ側壁と、低Ｇ側壁よりも回転軸から放射方向に遠く離
間した高Ｇ側壁と、回転軸のまわりを円周方向に延びる第１および第２の側を有する内部
壁と、内部壁の第１の側に沿って回転軸のまわりを円周方向に延びる第１の通路部分と、
内部壁の第２の側に沿って回転軸のまわりを円周方向に延びる第２の通路部分を有し、第
１および第２の通路部分は回転軸に沿って内部壁によって分離されている分離チャンネル
；
第１の通路部分内を回転軸のまわりを第１の方向に円周方向に流しながら少なくとも一つ
の血液成分に分離のためチャンネルの第１の通路部分中へ血液を導入するための第１の通
路部分と連通している入口；
血液が第１の通路部分内を第１の方向に流れる間、第１の方向と反対の第２の方向の回転
軸のまわりの円周方向の第２の通路中の流れのため少なくとも一つの分離された血液成分
を第１の通路部分から第２の通路中へ少なくとも一部誘導するための、第１および第２の
通路部分と連通している採取区域；および
一つの分離された血液成分を第２の通路部分から輸送するための、第２の通路部分と連通
している少なくとも一つの出口；を備え、
第２の通路部分は回転軸に沿って測定し、流れの第２の方向において採取区域から少なく
とも一つの出口へ向かって減少する軸方向高さを持っているチャンバー。
【請求項４４】
血液成分を分離するため回転軸のまわりを回転する場において使用のためのチャンバーで
あって、
回転軸のまわりで円周方向に離間している第１および第２の端壁と、回転軸のまわりを円
周方向に延びる第１および第２の側を有する内部壁と、内部壁の第１の側に沿って回転軸
のまわりを円周方向に延びる第１の通路部分と、内部壁の第２の側に沿って回転軸のまわ
りを円周方向に延びる第２の通路部分とを含み、第１および第２の通路部分は回転軸に沿
って軸方向に分離されている分離チャンバー；
第１の通路部分内で少なくとも第１および第２の血液成分に分離のため第１の端壁から第
２の端壁へ向かって第１の方向に回転軸のまわりの円周方向の流れのため血液を第１の通
路部分中へ導入するための、第１の通路部分と連通している第１の端壁近くの入口ポート
；
第２の端壁から第１の端壁へ向かう第１の方向と反対の第２の方向の流れのため第２の血
液成分を第１の通路部分から第２の通路部分中へ導入する、第２の端壁近くのチャンネル
内の第１の採取区域；
第１の端壁近くの入口ポートに隣接して並置された第１および第２の出口ポートであって
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、第１の出口ポートは第１の血液成分をチャンネルから輸送するため第１の通路部分と連
通し、第２の出口ポートは第２の血液成分をチャンネルから輸送するため第２の通路部分
と連通している第１および第２の出口ポート；
を備えているチャンバー。
【請求項４５】
採取区域は、第１および第２の通路部分の間に制限された入口を形成する第２の端壁近く
の障壁を含んでいる請求項４４のチャンバー。
【請求項４６】
第１の通路部分は第１の断面積を有し、第２の通路部分は第１の断面積とは異なる第２の
断面積を有する請求項４４のチャンバー。
【請求項４７】
第１の断面積は第２の断面積より大きい請求項４６のチャンバー。
【請求項４８】
第１の通路部分中の第１の血液成分の第１の出口ポートへの流れを支配する、第１の採取
区域より第１の端壁へ近いチャンネル内の第２の採取区域をさらに含んでいく請求項４４
のチャンバー。
【請求項４９】
第２の採取区域は、第１の出口ポートと連通している制限された出口を形成する第２の障
壁を含んでいる請求項４８の 。
【請求項５０】
血液成分を分離するため回転軸のまわりを回転する場において使用のためのチャンバーで
あって、
回転軸から放射方向に離間した低Ｇ側壁と、低Ｇ側壁よりも回転軸から遠く放射方向に離
間した高Ｇ側壁と、回転軸のまわりで円周方向に離れている第１および第２の端壁を有す
る分離チャンネル；
第１および第２の血液成分へ分離のため第１の端壁から第２の端壁へ向かって回転軸のま
わりの円周方向の流れのため血液を導入するための第１の端壁近くの入口ポート，分離さ
れた第１の血液成分を輸送するための第１の端壁近くの入口ポートに隣接して並置された
第１の出口ポート、および第２の分離された血液成分を輸送するため入口ポートへ隣接し
て並置された第２の出口ポート；
第２の端壁近くの採取区域；
第１の分離された血液成分を採取区域へ誘導する一方で、第２の分離された血液成分の通
過をブロックする、第２の端壁近くのステップアップした障壁；そして
採取区域から延びそして第１の分離された血液成分をチャンネルから輸送のため第１の出
口ポートへ誘導するチャンネル内の囲まれた内部採取通路；
を備えてるチャンバー。
【請求項５１】
チャンネルの低Ｇ側壁の少なくとも一部は、第１の端壁から第２の端壁へ向かって高Ｇ側
壁へ向かってテーパーしている請求項５０のチャンバー。
【請求項５２】
囲まれた内部採取通路は、回転軸に沿って測定した軸方向高さを有し、第２の端壁近くの
囲まれた内部採取通路の軸方向高さは第１の端壁近くの囲まれた内部採取通路の軸方向高
さよりも大である請求項５０のチャンバー。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の分野】
本発明は、遠心処理システムおよび装置に関する。
【０００２】
【本発明の背景】
今日、血液採取機関は遠心によって全血を赤血球、血小板および血漿のようなその種々の
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治療用成分に日常的に分離している。
【０００３】
慣用の血液処理システムおよび方法は、典型的にはプラスチック製の一回使用、無菌処理
チャンバーと組合せて耐久性遠心機設備を使用する。この遠心機は、遠心場を発生するよ
うにこれらチャンバーを回転しながらこれらチャンバーへ全血を導入する。
【０００４】
全血は、遠心場の影響下回転しているチャンバー内で高密度赤血球とそして血小板リッチ
血漿とに分離する。白血球およびリンパ球の中間層は、赤血球および血小板リッチ血漿の
界面を形成する。
【０００５】
慣用の血液分離システムおよび方法においては、ＰＲＰの懸濁液中へ浮き上った血小板は
前記界面の上に沈降し戻ることがある。血小板は、分離を受けている血漿の放射方向速度
が血小板を懸濁液中にとどめるのに十分でないために沈降する。十分な放射方向流がない
と、血小板は落下し戻り、そして界面上に沈降する。これは処理効率を減じ、血小板の有
効収率を低下させる。
【０００６】
【本発明の概要】
本発明は、回転場において全血を赤血球と、血小板を担持する血漿成分とに分離するため
のチャンバーを提供する。本発明のこの面は、第１および第２の離間した壁の間に分離ゾ
ーンを形成する。この分離ゾーンは、全血が分離を始めるため分離チャンバーへ入る入室
区域を含む。分離ゾーンはまた、分離が停止される、入室区域から離間した終端区域を含
む。
【０００７】
本発明のこの面に従えば、出口ポートは、分離ゾーンの入室区域において血漿成分を採取
する。換言すれば、血漿成分は、全血が分離ゾーンへ入る同じ区域において採取される。
結果は血小板の著しく高い収量である。
【０００８】
本発明者は、チャンバーの入室区域内の高Ｇ壁へ向かって赤血球の初期分離は、血漿の高
い放射方向の流れを発生させることを発見した。この血漿の高い放射方向流れは、血小板
を界面から懸濁液中へ洗出する。
【０００９】
本発明の一面は、血液成分を分離するため回転場で使用するためのチャンバーを提供する
。チャンバーは、回転軸から放射方向に離間した高Ｇ側壁と、そして回転軸のまわりで円
周方向に離れた端壁を有する分離チャンネルを含んでいる。第１の端壁近くの入口ポート
は、少なくとも一つの血液成分への分離のため第１の端壁から第２の端壁へ向かって回転
軸のまわりの円周方向の流れのため血液をチャンネル中へ導入する。
【００１０】
本発明のこの面において、少なくとも一つの出口ポートが、チャンネルから一つの分離さ
れた血液成分を輸送するため第１の端壁近くの入口ポートの次に並べて配置される。この
態様において、チャンバーに関連する流体流チューブはチャンバーの単一のコンパクトな
区域内に配置される。これはチャンバーの取扱いを特にチャンバーを処理遠心機中へ装着
および脱着する時に簡単化する。
【００１１】
本発明の特徴を具現化するコンパクトなチャンバーは、一つの分離した血液成分を第２の
端壁近くの採取区域へ誘導する。チャンネル内の囲まれた内部採取通路が採取区域から延
び、一つの採取された成分をチャンバーから輸送のため出口ポートへ誘導する。
【００１２】
好ましい具体例においては、チャンバーは、採取区域を採取通路の間に制限された入口を
形成するため、第２の端壁近くに障壁表面を含んでいる。
【００１３】
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本発明の他の面は、連結した第１および第２の分離チャンネルに分割された分割ゾーンを
形成するチャンバーを提供する。
【００１４】
この構成において、各チャンネルは、その関連する第１の端壁近くに、分離のため第１の
端壁から第２の端壁へ向かって回転軸のまわりの円周方向の流れのためチャンネル中へ血
液を導入するための入口ポートを含んでいる。各チャンネルはまた、分離された血液成分
を関連するチャンネルから輸送するため関連する入口ポートと並置された少なくとも一つ
の出口ポートを含んでいる。
【００１５】
このため、本発明によれば、二つの分離チャンネルの入口および出口ポートは、チャンバ
ーのコンパクトな区域に相互に並んで配置される。
【００１６】
本発明は、その精神または必須の特徴を逸脱することなくいくつかの形に具体化し得る。
本発明の範囲は請求の範囲により規定され、その前の特定の説明によらない。請求の範囲
の意味およびその均等に入るすべての具体例は、それ故請求の範囲によって包含されるこ
とが意図される。
【００１７】
【好ましい具体例の説明】
図１ないし図３は、採取のための円周流遠心血液処理チャンバー５８を図解的に示してい
る。
【００１８】
使用時、チャンバー５８は、ローター６０上で軸６２のまわりを回転し（図２を見よ）、
それによってチャンバー５８内に遠心場を発生させる。遠心場は軸からチャンバー５８を
通ってひろがる。図３が示すように、軸に最も近い壁６４は低Ｇ壁を構成し、軸から最も
遠い壁６６は高Ｇ壁を構成する。
【００１９】
回転中、チャンバー５８は第１のポート６８を通ってＷＢを受け入れる。ＷＢはチャンバ
ー５８中の円周方向通路をたどる。すなわち、それは回転軸６２のまわりの円周方向通路
（図２が最良に示すように）中を流れる。このため、チャンバー５８は円周流血液処理チ
ャンバーと呼ばれる。
【００２０】
この幾何形状において、チャンバー５８の横方向頂縁および底縁（それらは円周方向通路
に沿って横たわる）は、縦方向側縁（円周流路を横断して横たわる）より通常長い。円周
流チャンバー５８は、通常回転方向に細長いチューブの形状を形成する。円周流路を形成
する他の形状も使用することができる。
【００２１】
ＷＢは、チューブ状チャンバー５８内で、遠心場の影響下ＲＢＣとＰＲＰとに分離する。
図３が示すように、高密度ＲＢＣは高Ｇ壁６６へ向かって動き、軽密度ＰＲＰを低Ｇ壁６
４へ向かって移動させる。界面２６がその間に形成される。第２のポート７０は、採取の
ためＲＢＣをチャンバー５８から引く。第３のポート７２は、採取のためＰＲＰをチャン
バー５８から引く。
【００２２】
本発明によれば、ＰＲＰ採取ポート７２およびＷＢ入口ポート６８は、ＰＲＰがＷＢがチ
ャンバー５８へ入るのと同じ区域において円周流チャンバー５８を出るように並置される
。図１に示した具体例においては、ＰＲＰポート７２は、ＷＢ入口ポート６８と、円周流
チャンバー５８の同じ縦方向側縁に沿って配置される。
【００２３】
やはり本発明によれば、ＲＢＣ採取ポート７０とＰＲＰ採取ポート７２とは、ＰＲＰがチ
ャンバー５８中のＷＢの円周流に関してＲＢＣがチャンバー５８を出る区域に対して反対
の区域から出るように配置される。図示した具体例においては、図１が示すように、ＲＢ
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Ｃ採取ポート７０は、ＷＢ入口およびＰＲＰ採取ポートが配置される縦方向側縁に対して
反対側の縦方向側縁に配置される。
【００２４】
図１ないし図３に示したチャンバー５８は、図４および図５に示した先行円周流血液分離
チャンバー５８Ａおよび５８Ｂと著しく異なる。先行円周流チャンバー５８Ａ／Ｂは、Ｐ
ＲＰ採取ポート７２をＷＢ入口ポート６８から意図的に離して配置する。
【００２５】
図４に示した先行円周流チャンバー５８Ａにおいては、ＰＲＰ採取ポート７２は、ＲＢＣ
採取ポートに対して正反対の側縁を占拠し、ＲＢＣ採取ポートは他の側縁を占拠する。こ
の構造において、ＷＢ入口ポート６８は、二つの側縁の間のチャンバー５８Ａの側壁に配
置される。
【００２６】
図５に示した先行円周流チャンバー５８Ｂにおいては、ＰＲＰ採取ポート７２は一方の側
縁を占拠し、ＷＢ入口ポート６８およびＲＢＣ採取ポートは、チャンバー５８ＢのＷＢの
円周流に関し、ＰＲＰ採取ポート７２から反対方向へ離間した反対の側縁を占拠する。
【００２７】
図４構造および図５構造の両方において、チャンバー５８の頂および底横断縁上にはポー
トが配置されない。チャンバー５８Ａおよび５８Ｂのどちらも、回転軸に平行に延びる軸
を持つポートを持っていない。
【００２８】
図３は、本発明を具現化した円周流チャンバー５８中のＷＢ入口ポート６８とＰＲＰ採取
ポート７２の隣接配置による増大した血小板分離効果を図解的に示す。この効果は、チャ
ンバー５８が円周流パターンの確立するように異なった向きになっている。
【００２９】
図３が示すように、ＰＲＰ採取ポート７２は、ＲＢＣが遠心力に応答して高Ｇ壁６６へ向
かって沈降する速度が最大であるチャンバー５８の区域、すなわちＷＢ入口ポート６８の
近くからＰＲＰを引く。ここはまた、血小板を界面２６から引き上げ、それらをＰＲＰ採
取ポート７２の外へ輸送するため血漿中の懸濁液にとどめる放射方向血漿速度も最大であ
る。
【００３０】
ＷＢ入口ポート６８は、ＲＢＣ採取ポートから反対方向へ（円周流方向に）離され、ＲＢ
Ｃがチャンバー５８の全軸方向長さを横断するように強制し、それによってそれらの遠心
分離力への曝露を最大にする。ＲＢＣ採取ポート７０とＰＲＰ採取ポートの間の隔離はま
た、ＲＢＣをＲＢＣ採取ポートへ誘導し、ＰＲＰ流をＰＲＰ採取ポート７２へ向かって反
対方向に誘導する。
【００３１】
低Ｇ壁６４は、好ましくはＲＢＣ採取ポート７６近くの界面２６へ向かって内側へ移動さ
れる。その結果、低Ｇ壁６４と界面２６の間の放射方向距離は、ＲＢＣ採取ポート７０近
くよりもＰＲＰ採取ポート７２の近くでより大きい。
【００３２】
移動した低Ｇ壁６４は、軽い血漿をＲＢＣ採取ポート７０近くの比較的窮屈な区域からＰ
ＲＰ採取ポート７２近くの比較的開いた区域へ速やかに界面２６に沿って動くことを生じ
させる。同じ有益な効果、すなわち円周方向血漿流が界面と、そしてその中に捕捉されて
いる大きいより速く沈降する血小板を放射方向血漿速度が最大であり、最大の洗出効果を
提供するＰＲＰ採取ポート７２へ向かって連続的に引きずる効果が生ずる。向流パターン
もまた、界面の他の重い成分（リンパ球、単核球および顆粒球）をＰＲＰ流から離してＲ
ＢＣ塊中へ循環し戻すのに役立つ。
【００３３】
図３が示すように、低Ｇ壁６４は、円周流路の方向に、例えばＰＲＰ採取ポート７２から
離れてＷＢの軸方向流路の方向に連続的にテーパーしている。ＰＲＰ採取ポート７２とＲ
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ＢＣ採取ポート７０の間の軸方向流路の全長に沿って低Ｇ壁１６を連続的にまたは均一に
テーパーさせることなしに、同じ結果を得ることができる。低Ｇ壁はそのテーパーを図３
が示すよりもＰＲＰ採取ポート２４から遠く、ＲＢＣ採取ポート７０の区域のもっと近く
から始めることができる。
【００３４】
本発明を具現化する円周流チャンバー５８は種々に構成することができる。図６および図
７は、本発明の特徴を具体化する好ましい円周流チャンバーアセンブリ７４の物理的構造
を図示する。図１３および１４は、代替円周流アセンブリ７６の物理的構造を図示する。
【００３５】
アセンブリ７４または７６のどちらも、図１０および１１に示したような血液処理遠心機
７８と組合せて使用することができる。この遠心機構造の詳細は、１９９１年１２月２３
日に出願された「分離チャンバーへのアクセスを提供する分離し得るボールおよびスプー
ルエレメントを有する遠心機」と題する米国特許出願０７／８１４，４０３に述べられて
いる。
【００３６】
図１０が示すように、遠心機７８は、ボールエレメント８０およびスプールエレメント８
２を含む。ボールおよびスプールエレメント８０，８２は、ヨーク８５上で図１０が示す
直立位置と、図１１が示す懸垂位置との間を回動できる。
【００３７】
直立時、ボールおよびスプールエレメント８０，８２はユーザーによるアクセスのために
提供される。図１０が示すように、ある機構がスプールおよびボールエレメント８０，８
２が相互に分離可能な位置を取ることを許容する。この位置において、スプールエレメン
ト８２は、外側スプール表面をアクセスのため露出するようにボールエレメント８０の内
部区域の少なくとも部分的に外にある。図１２が示すように、露出した時、ユーザースプ
ールエレメント８２のまわりに円周流チャンバーアセンブリ７４または７６のどちらかを
覆うことができる。
【００３８】
前記機構はまた、ボールおよびスプールエレメント８０，８２が図１３が示す相互に協力
する位置を取ることを許容する。この位置において、スプールエレメント８２と選んだ円
周流チャンバーアセンブリ７４または７６は、図１３が示すように、ボールエレメント８
０の内部区域内に包囲される。処理チャンバー８３は、ボールエレメント８０の内側とス
プールエレメント８２と外側の間に形成される。選んだ円周流チャンバーアセンブリ７４
または７６は、処理チャンバー８３と共に支持され、そしてその輪郭を取る。
【００３９】
閉じた時、ボールおよびスプールエレメント８０，８２は、アセンブリとして図１１に示
す懸垂位置へ回動することができる。懸垂時、ボールおよびスプールエレメント８０，８
２は運転位置にある。運転において、遠心機７８は懸垂したボールおよびスプールエレメ
ント８０，８２を軸のまわりで回動する。
【００４０】
図示した具体例においては、各円周流チャンバーアセンブリ７４および７６は多段階処理
を提供する。第１段階はＲＢＣおよびＰＲＰをＷＢから分離する。第２段階はＰＲＰから
ＰＣおよびＰＰＰを分離する。
【００４１】
円周流チャンバーアセンブリ７４または７６のどちらも多様に構成し得るが、図６／７お
よび図８／９は、並べた処理コンパートメント８４および８５に分割した代替円周流チャ
ンバーの内部を図示する。使用時、第１のコンパートメント８４内の遠心力は全血をＲＢ
ＣとＰＲＰに分離する。第２のコンパートメント８６内の遠心力はＰＲＰをＰＣとＰＰＰ
に分離する。
【００４２】
二つの代替円周流チャンバーにおいて、第１の周縁シール８８は、円周流チャンバーアセ
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ンブリ７４または７６の外縁を形成する。第２の内側シール９０は、円周流チャンバーア
センブリ７４または７６を第１の処理コンパートメント８４とそして第２の処理コンパー
トメント８６とに分割する。第２のシール９０は、チャンバーアセンブリ７４または７６
の回転軸に対して一般に平行に延びる。すなわち、それはチャンバーアセンブリ７４また
は７６の円周流を横断して延びる。第２のシール９０は第１および第２の処理コンパート
メント８４および８６の両方に共通の縦方向縁を構成する。
【００４３】
各処理コンパートメント８４および８６は、別々の独自の分離チャンバーとして役立ち、
それ故そのように呼ばれるのである。
【００４４】
各代替円周流チャンバーにおいて、５個のポート９２／９４／９６／９８／１００が処理
チャンバーアセンブリ７４または７６のコンパートメント化した区域中に開いている。ポ
ート９２／９４／９６／９８／１００は、それぞれのチャンバー８４および８６の頂縁に
沿って横に並べて配置される。
【００４５】
ポート９２／９４／９６／９８／１００はすべて軸方向に向いており、すなわちそれらの
軸は回転軸に整列し、チャンバーアセンブリ７４または７６自体内の円周流体流路に直交
する。３個のポート９２／９４／９６は第１のチャンバー８４に役立つ。２個のポート９
８／１００は第２のチャンバー８６に役立つ。
【００４６】
両方の代替円周流チャンバーアセンブリ７４および７６において、ポート９２／９４／９
６／９８／１００へ接続したへそ緒１０２（図１４を見よ）が第１および第２のチャンバ
ー８４および８６を相互に、そして遠心機７８の回転部分の外側に配置されたポンプその
他の静止部品へ相互接続する。
【００４７】
図１１が示すように、非回転（ゼロオメガ）ホルダー１０４が、へそ緒１０２の上方部分
を懸垂したスプールおよびボールエレメント８０，８２の上方で非回転位置に保持する。
ヨーク８５上のホルダー１０６は、へそ緒１０２の中間部分を懸垂したスプールおよびボ
ール８０，８２のまわりで第１の速度（１オメガ）で回転させる。他のホルダー１０８（
図１２を見よ）は、へそ緒１０２の下端を１オメガ速度の２倍の第２の速度（２オメガ速
度）で回転させ、その速度でボールおよびスプールエレメントも回転する。前に述べたよ
うに、へそ緒のこの知られた相対回転は、それを非撚状態に保ち、このようにして回転シ
ールの必要性を回避する。
【００４８】
代替円周流チャンバー７４または７６のどちらかを使用し、懸垂したボールおよびスプー
ルエレメント８０および８２が回転する速度は約３４００ＲＰＭである。スプールおよび
ボールエレメントの与えられた寸法において、３４００ＲＰＭは、チャンバー８４および
８６の高Ｇ壁に沿って約９００Ｇの遠心力場を発生するであろう。
【００４９】
Ａ．第１段階処理チャンバー
図６および図７に示した具体例において、第１のポート９２は、以前に記載したＰＲＰ採
取ポート（図１ないし図３に参照番号７２により同定されている）を含む。第２のポート
９４は、以前に記載したＷＢ入口ポート（図１ないし図３において参照番号６８により同
定されている）を含む。第３のポート９６は、以前記載したＲＢＣ採取ポート（図１ない
し図３に参照番号７０により同定されている）を含む。
【００５０】
第３の内側シール１１０は、ＰＲＰ採取ポート７２とＷＢ入口ポート６８の間に配置され
る。第３のシール１１０は、第２の内側シール９０に一般に平行な第１の区域１１２を含
み、それにより円周方向ＷＢ流路を横切って延びる。第３の内部シール１１０は次にドッ
グレッグ部分１１４において円周方向ＷＢ流の方向へＷＢ入口ポート６８から遠方へ屈曲
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する。このドッグレッグ部分はＰＲＰ採取ポート７２の直下で終わっている。
【００５１】
第４の内側シール１１６は、ＷＢ入口ポート６８とＲＢＣ採取ポート７０の間に配置され
る。第４のシール１１６は、第２および第３の内側シール９０および１１０に一般に平行
な第１の区域１１８を含み、それにより円周方向ＷＢ流路を横断して延びる。第４の内側
シールは、次にドッグレッグ部分１２０で円周方向ＷＢ流の方向にＲＢＣ採取ポート７０
から遠方へ屈曲する。このドッグレッグ部分１２０は、第３のシール１１０の下をそれを
こえて延びている。それは、第２の内側シール９０によって形成された縦方向側縁に対し
て反対側の第１のチャンバー８４の縦方向側縁近くで終わっている。
【００５２】
第３および第４の内側シール１１０／１１６は、合同して最初回転軸に沿って延びる（す
なわち二つのシール１１０／１１６の第１の区域１１２／１１８の間）ＷＢ入口通路１２
２を形成する。ＷＢ入口通路は次に、第１のチャンバー８４内で（すなわち二つのシール
１１０／１１６のドッグレッグ部分１１４／１２０の間）意図した円周方向流の方向に開
くように屈曲する。
【００５３】
ＷＢ入口通路１２２は、最初ＷＢをＷＢ入口ポート６８から軸方向流路に導く。それは次
に、ＷＢを円周方向にＲＢＣとＰＲＰへの分離が始まる円周方向流路へ直接導く。
【００５４】
第３の内側シール１１０はまた、第１のチャンバー８４内に（すなわち第３のシール１１
０と、そして第１の周縁シール８８の隣接する上方部分の間に）ＰＲＰ採取区域１２４に
形成する。
【００５５】
第４の内側シール１１６と、第２の内側シール９０と、そして第１の周縁シール８８の下
方区域とは、合同して軸方向に沿って延びる（すなわち第２の内側シール９０と第４の内
側シール１１６の間に）ＲＢＣ採取通路１２６を形成する。ＲＢＣ採取通路１２６は、次
に円周方向通路に屈曲し、意図したＷＢ円周方向流路の終端近くで（すなわち第４のシー
ル１１６のドッグレッグ部分と、周縁シール８８の下方部分の間で）開いている。
【００５６】
図８および図９に示した具体例においては、第１のポート９２は、ＲＢＣ採取ポート（図
１ないし図３に参照番号７２により同定されている）を含む。第２のポート９４は、ＰＲ
Ｐ採取ポート（図１ないし図３に参照番号７２により同定されている）を含む。第３のポ
ート９６は、ＷＢ入口ポート（図１ないし図３に参照番号６８により同定されている）を
含む。
【００５７】
図８が示すように、第３の内側シール１１０は、ＰＲＰ採取ポート７２とＷＢ入口ポート
６８の間に配置される。シール１１０は、第２の内側シール９０に対し一般に平行な第１
の区域１１２を含む。それは次に、ＷＢ入口ポート６８から遠方へ円周方向ＷＢ流の方向
にドッグレッグ部分１１４において屈曲する。ドッグレッグ部分１１４はＰＲＰ採取ポー
ト７２の入口直下で終わっている。
【００５８】
第２および第３の内側シール９０および１１０は、合同して、チャンバー内の異なる位置
を除き、図６に示したチャンバー８４に関連したＷＢ入口通路１２２と同様なＷＢ入口通
路１２２を形成する。
【００５９】
図８が示すように、第４の内側シール１１６は、ＰＲＰ採取ポート７２とＲＢＣ採取ポー
ト７０の間に配置される。第４のシール１１６は、第２および第３の内側シール９０およ
び１１０に一般に平行な第１の区域１１８を含み、それにより円周流路を横断して延びる
。第４の内側シール１１６は、次にドッグレッグ部分１２０においてＰＲＰ採取ポート７
２から遠方へ円周方向ＷＢ流の方向に屈曲する。それは、第２の内側シール９０によって
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形成された縦の側縁に対し反対側の第１のチャンバー８４の縦の側縁を形成する。
【００６０】
第４の内側シール１１６および第１の周縁シール８８の上方部分は、合同して、それがチ
ャンバー８４の底部でなく頂部に配置されていることを除き、図６に示したＲＢＣ採取通
路１２６と同様なＲＢＣ採取通路１２６を形成する。
【００６１】
図８が示すように、第３および第４の内側シール１１０および１１６は、合同して、図６
に示したＰＲＰ採取区域１２４と同様なＰＲＰ採取区域１２４を第１のチャンバー内に形
成する。
【００６２】
各代替円周流チャンバーアセンブリ７４または７６内の動的流条件は同じである。これら
条件は、ＰＲＰをＰＲＰ採取ポート７２を通って採取のためＰＲＰ採取区域１２４へ向か
って誘導する。
【００６３】
図６および図８が示すように、ＷＢ入口通路１２２は、ＷＢをＰＲＰ採取区域１２４に直
近して円周流路中へ導く。ここでは血漿の放射方向流流速が最大であり、血小板を界面か
ら離してＰＲＰ採取区域１２４中へ持ち上げる。
【００６４】
ＲＢＣ採取通路１２６はＲＢＣをその開いた端で受け入れ、そしてそこからＲＢＣをＲＢ
Ｃ採取ポート７０へ導く。図６および図８が示すように、ＷＢ入口通路１２２は、ＷＢを
第１のチャンバー８４の一端において流路中へ直接導き、そしてＲＢＣ採取通路１２６は
ＲＢＣを流路の反対端において外へ導く。
【００６５】
各代替円周流チャンバーアセンブリ７４および７６において（図７および９がそれぞれ示
すように）、第１のチャンバー８４の低Ｇ壁６４は、ＲＢＣ採取区域近くで高Ｇ壁６６へ
片寄っている。
【００６６】
図示した特定具体例において、低Ｇ壁６４はチャンバー８４内において円周方向ＷＢ流の
方向にテーパーしている。このテーパーは第２の内側シール９０からチャンバーの反対側
縦縁へ向かって進んでいる。図３は他の側面からこのテーパーしている低Ｇ壁６４を示し
ている。
【００６７】
テーパーしている低Ｇ壁６４は、ＲＢＣ採取通路１２６が開いている区域において段障壁
１２８もしくはダムを含んでいる。図６および８は、それらのそれぞれのチャンバーアセ
ンブリについて、この段障壁１２８が低Ｇ壁６４からチャンバー８４全体を横切って延び
ていることを示している。
【００６８】
他の側面からの図７および９が最良に示すように、段障壁１２８はＲＢＣ塊中へ延び、そ
れと対面する高Ｇ壁６６との間に制限された通路１２９を形成する。この制限された通路
１２９は、高Ｇ壁６６に沿って存在するＲＢＣがＲＢＣ採取通路１２６による採取のため
障壁１２８を乗り越えて動くことを許容する。同時に、段障壁１２８は、ＰＲＰがそれを
乗り越えて通過するのを阻止し、ＰＲＰをＰＲＰ採取区域１２４へ導く動的流条件内にと
どめる。
【００６９】
多様な形状で用いることができるが、好ましい配置においては、低Ｇ壁６４はそれが障壁
１２８と合体するチャンバー７４中へ約２ｍｍテーパーする。障壁１２８は、そこから高
Ｇ壁６６へ向かって約４５度の角度で延び、隆起した平坦な表面を形成する。この平坦表
面と高Ｇ壁６６の間に形成された通路１２９は、放射方向深さが約１ｍｍないし２ｍｍ、
そして円周方向長さが約１ｍｍないし２ｍｍである。
【００７０】
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以前記載したように（そして図３が示すように）、低Ｇ壁６４のこの形状は、ＲＢＣ採取
区域からＰＲＰ採取区域１２４へ向かって血漿の速い向流を発生させる。
【００７１】
代替チャンバーアセンブリ７４および７６の低Ｇ壁のための望ましい輪郭は、スプールエ
レメント８２の外表面上にあらかじめ成形することができる。図示した具体例において、
ボールエレメント８２の表面は回転軸に関して等半径である。
【００７２】
また両方の代替具体例において（図６および図８が示すように）、ＲＢＣ採取通路１２６
のドッグレッグ部分１２０もテーパーしている。このテーパーにより、通路１２６は、そ
れがＲＢＣ採取通路１２６の軸方向の第１の部分１１８と合体するところよりもそれがチ
ャンバー８４中へ開いている部分でより大きい断面積を提供する。図１３はこのテーパー
を他の側面で示す。図示した好ましい具体例において、ドッグレッグ部分１２０は約１／
４インチの幅から１／８インチへテーパーしている。
【００７３】
ドッグレッグ部分１２０のテーパーは、好ましくはＲＢＣ採取通路１２６の断面積を実質
上コンスタントに保つように低Ｇ壁６４のテーパーに関して寸法決めされる。これは通路
１２６内の流体抵抗を比較的コンスタントに保つ一方、通路１２６外部の利用し得る分離
および採取区域を最大にする。ドッグレッグ部分１２０のテーパーは、プライミングの間
通路１２６からの空気の除去を容易にする。
【００７４】
図６および図８が最良に示すように、傾斜路１３０が高Ｇ壁６６から各代替チャンバーア
センブリにおいてＰＲＰ採取区域１２４を横断して延びている。図１４が他の透視から示
すように、傾斜路１３０はＰＲＰ採取ポート７２へ向かう流体流を制限するテーパーした
くさびを形成する。図１５が示すように、傾斜路１３０は、ＰＲＰ層がそれに沿ってひろ
がる低Ｇ壁６４に沿って締め着けられた通路１３１を形成する。
【００７５】
図示した具体例（図１２を見よ）においては、ヒンジ止めされたフラップ１３２がスプー
ルエレメント８２から延び、そしてその一部分をオーバーハングしている。
【００７６】
下方へ回動する時（図１１が示すように）、フラップ１３２は選んだチャンバーアセンブ
リ７４／７６とまわりのボールエレメント８０の間にサンドイッチされる。フラップ１３
２は、チャンバーアセンブリ７４／７６の隣接する可撓壁を押し付け、チャンバー８４中
に傾斜路１３０を形成するその輪郭へ一致させる。
【００７７】
図１５ＡないしＣに図示するように、傾斜路１３０は流体流を高Ｇ壁６６に沿って転換さ
せる。この流れ転換は、ＰＲＰ採取区域１２４内のＲＢＣ（図１５Ａ／Ｂ／Ｃにおいて陰
影をつけて示した）と、ＰＲＰ（図１５Ａ／Ｂ／Ｃにおいて透明に示した）との間の界面
の向きを変える。傾斜路１３０は、関連する界面コントローラー１３４（図２０および図
２１が示す）によってチャンバーアセンブリ７４／７６の側壁を通して観察のため界面２
６をディスプレーする。
【００７８】
界面コントローラー１３４は傾斜路１３０上の界面の位置をモニターする。図１５Ａ／Ｂ
／Ｃが示すように、傾斜路１３０上の界面２６の位置は、ＷＢ，ＲＢＣおよびＰＲＰのそ
れぞれのポート６８／７０／７２を通る相対的流量を制御することによって変えることが
できる。コントローラー１３４は、チャンバー８４からＰＲＰが引かれる速度を変え、界
面２６をＰＲＰ採取ポート７２へ導く締めつけられた通路１３１から離れた傾斜路１３０
上の所定の位置に保つ。
【００７９】
傾斜路１３０および関連する界面コントローラー１３４は、界面２６中に存在するＲＢＣ
，白血球およびリンパ球がＰＲＰ採取ポート７２へ入るのを防止する。採取したＰＲＰは
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それにより、界面２６中に存在する他の血球成分を実質上含まない。
【００８０】
Ｂ．第２段階処理チャンバー
図６／７に示したチャンバーアセンブリの具体例において、第４のポート９８がＰＰＰ採
取ポート１３６を構成し、第５のポート１００がＰＲＰ入口ポート１３８を構成する。図
８／９に示したチャンバーアセンブリの具体例においてはこの逆であり、第４のポート９
８がＰＲＰ入口ポート１３８を構成し、第５のポート１００がＰＰＰ採取ポート１３６を
構成する。
【００８１】
各アセンブリ７４／７６において、へそ緒１０２は、第１のチャンバー８４のＰＲＰ採取
ポート７２を関連する第２のチャンバー８６のＰＲＰ入口ポート１３８へ接続する。第２
のチャンバー８６はそれによりＰＰＰおよびＰＣへさらに分離のためＰＲＰを第１のチャ
ンバー８４から受け入れる。各アセンブリ７４／７６において、ＰＣは後で再懸濁および
採取のため、第２のチャンバー８６中に残る。
【００８２】
図６／７および図８／９に示した代替具体例において、第５の内側シール１４０はＰＲＰ
入口ポート１３８とＰＰＰ採取ポート１３６の間を延びる。第５のシール１４０は、第２
のシール９０に一般に平行な、そのため円周流路を横断して延びる第１の区域１４２を含
む。第５の内側シール１４０は次は、ドッグレッグ部分１４４においてＰＲＰ入口から遠
方へ第２のチャンバー８６内の円周方向ＰＲＰ流の方向へ屈曲する。ドッグレッグ部分１
４４は、第２の内部シール９０によって形成された縦側縁に対し反対側の第２のチャンバ
ー８６の縦側縁近くで終わっている。
【００８３】
図６／７具体例において、第５の内側シール１４０、第２の内側シール９０、および第１
の周縁シール８８の下方域は、共同して、最初回転軸に沿って延び（すなわち第２の内側
シール９０と第５の内側シール１４０の間）、そして次に意図したＰＲＰ円周流路の終わ
り近くで開く円周流路に屈曲する（すなわち第５のシール１４０のドッグレッグ部分１４
４と周縁シール８８の下方域の間）ＰＰＰ採取通路１４６を形成する。ＰＰＰ採取通路１
４６はＰＰＰをその開いた端部で受け入れ、そしてそこからＰＰＰをＰＰＰ採取ポート１
３６へ導く。
【００８４】
図８／９具体例においては、同様なＰＰＰ採取流路１４６は、第５の内側シール１４０と
周縁シール８８の上方域の間に形成される。
【００８５】
各代替円周流チャンバーアセンブリ７４／７６において、ＰＲＰ入口ポート１３８を通っ
て第２のチャンバー８６へ入るＰＲＰは、最初軸方向を向いたＰＲＰ入口ポート１３８か
ら軸方向に延びる第５のシール１４０に沿って軸方向通路を流される。ＰＲＰの流れ方向
はその後、第５のシール１４０から離れて反対側の縦側縁へ向かう円周流路へまがる。
【００８６】
チャンバーの回転の間発生した遠心力はＰＲＰをＰＣとＰＰＰに分離する。高密度のＰＣ
は高Ｇ壁６６に沿ってひろがる層へ分離する。より軽いＰＰＰはＰＰＰ採取通路１４６を
通って採取のため低Ｇ壁６４へ向かって押しやられる。
【００８７】
本発明者は、回転軸に平行な軸方向流路に沿って回転軸のまわりの円周流路へのＰＲＰの
導入は、図１６が示すように、ＰＲＰ入口ポート１３８の出口においてテーラー柱と呼ば
れる非乱流渦域１４８を発生することを発見した。
【００８８】
渦域１４８は、ＰＲＰ入口ポート１３８の軸と一直線の軸のまわりを循環する。渦域１４
８は、ポート１３８の出口から縦方向にチャンバー８６の円周流路を横断して延びる。図
１６が示すように、渦域１４８はＰＲＰをその軸のまわりを循環させ、それをチャンバー
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８６内の所望の円周流路中へ誘導する。
【００８９】
渦域１４８内において、軸方向流速度はチャンバー８６の円周流路を横断して一般に直線
的に減少する。これは、チャンバー８６へ入る流体の軸方向流が分離ゾーンへ入る円周流
を均一に灌流する時に発生する。
【００９０】
同様な渦域１４８は、図１６が示すように、ＰＰＰ採取通路１４６の入口において第２の
チャンバー８６の反対側の縦方向端において発生する。
【００９１】
ＰＲＰ入口ポート１３８の出口において発生した渦域１４８は、所望の円周流路中のＰＲ
Ｐを遠心場中へ均一に分散する。これは、第２のチャンバー８６の有効表面を横断する遠
心場の影響への入って来るＰＲＰの曝露を最大にする。入って来るＰＲＰからのＰＣの最
大可能な分離が発生する。
【００９２】
同様な渦域１４８流れ条件は、流体が軸方向流路を通って確立された円周流路へ入るかま
たは離れる第１のチャンバー８４においても同様に形成されることを認識すべきである。
図１６が示すように、渦域１４８条件はそれによりＷＢ入口通路１２２の入口において形
成される。他の渦域１４８条件は、ＲＢＣ採取通路１２６の入口において反対側の縦方向
端において形成される。
【００９３】
両方の代替チャンバーアセンブリ７４／７６において（図７および図９が示すように）、
低Ｇ壁６４は、好ましくは円周ＰＲＰ流の方向に第２のチャンバー８６中へテーパーして
いる。このテーパーは第２の内側シール９０から第２のチャンバー８６の反対端へ向かっ
て進む。
【００９４】
やはり両方のチャンバーアセンブリ７４／７６において（図６および図８が示すように）
、関連するＰＰＰ採取通路１４６の円周方向脚もテーパーしている。このテーパーにより
、この脚は、それがＰＰＰ採取通路１４６の軸方向部分と合体するところよりも、それが
第２のチャンバー中へ開くところにおいてより大きい断面積を提供する。図示した好まし
い具体例において、この脚は約１／４インチの幅から１／８インチへテーパーしている。
【００９５】
ドッグレッグ部分１２０のテーパーについてと同様に、ＰＰＰ採取通路１４６の円周脚の
テーパーも、好ましくはＰＰＰ採取通路１４６の断面積を実質コンスタントに保つように
、低Ｇ壁６４のテーパーに関して寸法決めされる。これは通路１４６内の流体抵抗を比較
的コンスタントに維持する。ＰＰＰ採取ポート１４６の円周脚のテーパーは、プライミン
グの間通路１４６からの空気の除去を容易にする。
【００９６】
処理チャンバー内に形成された区域の寸法は、勿論処理目的に応じて変えることができる
。表２は、図６／７または図８／９に示したタイプの処理チャンバーの代表的具体例の種
々の寸法を示す。表２に述べた寸法ＡないしＦは、図６および８中にそれらのそれぞれの
チャンバーアセンブリについて同定されている。
【００９７】

全長（Ａ）：１９－１／２インチ
全高（Ｂ）：２－１３／１６インチ
第１段階処理チャンバー
長さ（Ｃ）：１０－１／８インチ
幅（Ｄ）：２－３／８インチ
使用時の最大半径方向深さ：４ｍｍ
第２段階処理チャンバー
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長さ（Ｅ）：８－１３／１６インチ
幅（Ｆ）：２－３／８インチ
使用時の最大半径方向深さ：４ｍｍ
ポート間幅（中心間）：３／８インチ
【００９８】
ＩＩＩ　．血小板分離および採取のため増加収量円周流チャンバーを使用したシステム
図６／７または図８／９に示した２段階円周流チャンバーは、連続的血小板採取を実施す
るために使用することができる。これらチャンバーは、１本の静脈切開針を使用するシス
テム１５０（図１７が示す）か、または２本の静脈切開針を使用するシステム１５２（図
１８が示す）のどちらかと組合せて使用することができる。各システム１５０および１５
２において、関連する処理コントローラー１５４が最大可能な限り採取操作を自動化する
。
【００９９】
Ａ．単一針増加収量血小板採取システム
図１７に示した血小板採取システム１５０は、１本の単一ルーメン静脈切開針１５６を使
用する。図１７は、遠心機７８上で使用のため装着した時のこの単一針システムを一般的
に図示する。
【０１００】
処理コントローラー１５４は、この単一針システム１５０を吸引サイクルおよび返還サイ
クルにおいて作動する。
【０１０１】
吸引サイクルの間、コントローラー１５４は、ドナーのＷＢを針１５６を通って処理チャ
ンバーアセンブリ７４／７６の選んだ一つへ供給する。そこでＷＢはＲＢＣ，ＰＣおよび
ＰＰＰへ遠心分離される。
【０１０２】
返還サイクルの間、コントローラー１５４は、選んだ処理チャンバーアセンブリ７４／７
６内の分離が中断することなく続いている間、針１５６を通ってドナーへＲＢＣとＰＰＰ
を返還する。収穫したＰＣは長期間貯蔵のため保持される。もし望むならば、ＰＰＰの全
部または一部も貯蔵のため保持することができる。
【０１０３】
システム１５０は、吸引サイクルの間ドナーのＷＢのある量をプールする吸引貯槽１５８
を含む。システム１５０はまた、返還サイクルの間ドナーへ周期的に返還のためＲＢＣの
ある量を集める返還貯槽１６０を含む。
【０１０４】
システム１５０に関連する処理容器は、処理の間使用のため抗凝固剤を保持する容器１６
２と、操作前システム１５０をプライミングしそして空気を除去するために使用する食塩
水を保持する容器１６４を含んでいる。システムは、貯蔵のためＰＣ（および場合により
ＰＰＰ）を収容するための採取容器１６６をさらに含んでいる。
【０１０５】
コントローラー１５４がシステム１５０を吸引サイクルにおいて作動させるとき、第１の
枝１６８は、吸引ポンプステーション１７０とクランプ１７２と協力して、ＷＢを針１５
６から吸引貯槽１５８へ誘導する。補助枝１７４は、抗凝固剤ポンプステーション１７６
と協力して抗凝固剤をＷＢ流中へ放出する。
【０１０６】
第２の枝１７８は、ＷＢ入口ポンプステーション１８０と協力してＷＢを吸引貯槽１５８
から選んだ処理チャンバー７４／７６のＷＢ入口ポート６８へ運搬する。吸引ポンプステ
ーション１７０は、連続的に作動する（例えば５０ｍｌ／分）ＷＢ入口ステーション１８
０よりも高い流量（例えば１００ｍｌ／分）で作動する。
【０１０７】
処理コントローラー１５４は、吸引貯槽１５８内に集められたＷＢの重量体積をモニター

10

20

30

40

50

(21) JP 3567375 B2 2004.9.22



する第１のはかり１８２を含んでいる。第１のはかり１８２は、吸引貯槽１５８内の所望
のＷＢの重量容積を維持するように、吸引ポンプステーション１７０を間歇的に運転する
。
【０１０８】
ＷＢの所望体積が吸引貯槽１５８内に存在する時、ＷＢ入口ポンプステーションは、ＷＢ
を選んだ処理チャンバーアセンブリ７４／７６中へ連続的に輸送するために作動する。
【０１０９】
吸引ポンプステーション１７０は、吸引貯槽１５８中のＷＢの所望の重量体積を維持する
ため、はかり１８２に応答して吸引サイクルの間周期的に作動し続ける。
【０１１０】
ＷＢは第１段階チャンバー８４へ入り、そこでＲＢＣとＰＲＰに分離される。この分離プ
ロセスは既に記載した。
【０１１１】
血漿ポンプステーション１８６に関連した第３の枝１８４は、ＰＲＰを第１の処理チャン
バー８４のＰＲＰ採取ポートから吸引する。第３の枝１８４は、ＰＲＰを第２の処理チャ
ンバー８６のＰＲＰの入口ポート１３８へ輸送する。そこでＰＲＰはＰＣとＰＰＰへさら
に分離される。この分離プロセスは既に記載した。
【０１１２】
処理コントローラーは、界面コントローラー１３４を介して傾斜路１３０上の界面の位置
をモニターする。コントローラー１５４は、血漿ポンプステーション１８６がＷＢ入口ポ
ンプステーション１８０より小さい可変血漿ポンプステーション１８６の最大流量（例え
ば２５ｍｌ／分）を保つように運転する。
【０１１３】
第４の枝１８８は、第１段階処理チャンバー８４のＲＢＣ採取ポート７４からＲＢＣを輸
送する。第４の枝１８８は返還貯槽１６０へ続いている。
【０１１４】
処理コントローラー１５４は、返還貯槽１６０中のＲＢＣの重量体積をモニターする第２
のはかり１９０を含む。あらかじめ選定した重量体積が存在する時、コントローラー１５
４はシステム１５０の作動をその吸引サイクルからその返還サイクルへ切り替える。
【０１１５】
返還サイクルにおいて、コントローラー１５４は吸引ポンプステーション１７０を停止し
、返還ポンプステーション１９２を始動する。返還ポンプステーションに関連する第５の
枝１９４はＲＢＣを返還貯槽１６０から針１５６へ輸送する。
【０１１６】
その間返還サイクルの間、コントローラー１５４は、吸引貯槽１５８にプールされたＷＢ
を第１の処理チャンバー８４を通って連続的に処理するためＷＢ入口ポンプステーション
１８０および血漿ポンプステーション１８６を運転し続ける。
【０１１７】
吸引および返還サイクルの間、ＰＲＰは第２の処理チャンバー８６のＰＲＰ入口ポート１
３８へ入る。ＰＰＰは第６の枝１９６を通って第２段階処理チャンバーのＰＰＰ採取ポー
ト１３６を出て、返還貯槽１６０へ入り、そこにプールされたＲＢＣと合体する。
【０１１８】
代わって、クランプ１９８Ａを閉じ、クランプ１９８Ｂを開くことにより、ＰＰＰを第７
の枝２００を通って一以上の採取容器１６６へ輸送することができる。
【０１１９】
操作後、第２の処理コンパートメント８６中に採取されたＰＣは、第７の枝２００を通っ
て一以上の容器１６６へ貯蔵のため移される。
【０１２０】
Ｂ．二本針血小板採取システム
図１８に示した血小板採取システム１５２は、図１７に示した単一針システム１５０と一
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般に同じ処理結果を得るため、２本の単一ルーメン静脈切開針２０２Ａおよび２０２Ｂを
使用する。両方にシステム１５０および１５２に共通のエレメントは同じ参照番号が与え
られている。
【０１２１】
関連する処理コントローラー１５４はシステム１５２を連続サイクルで運転し、その間ド
ナーの全血は針２０２Ａを通って選んだ処理チャンバーアセンブリ７４／７６へＲＢＣ，
ＰＣおよびＰＰＰへ分離のため連続的に供給され、その間ＲＢＣおよびＰＰＰは針２０２
Ｂを通ってドナーへ連続的に返還される。
【０１２２】
単一針システム１５０と同様に、収穫したＰＣは長期貯蔵のため保持される。もし望むな
らば、ＰＰＰの全部または一部も貯蔵のためドナーからそらせることができる。
【０１２３】
単一針システム１５０と同様に、２本針システム１５２に関連した処理容器は、抗凝固剤
を収容する容器１６２と、システム１５２をプライミングしそして空気を追い出すのに使
用するための食塩水を収容する容器１６４を含む。
【０１２４】
システム１５２はまた、貯蔵のためのＰＣ（場合によりＰＰＰ）を受け入れるための同様
な採取容器１６６を含んでいる。
【０１２５】
コントローラー１５４の制御のもとに、第１の枝２０４は、例えば５０ｍｌ／分で連続的
に運転するＷＢ入口ポンプステーションと協力して、ＷＢを針２０２Ａから第１段階処理
チャンバー８４のＷＢ入口ポート６８へ向ける。補助枝１７４は、抗凝固剤ポンプステー
ション１７６と協力して抗凝固剤をＷＢ流へ放出する。
【０１２６】
ＷＢは前に記載した態様で第１の処理チャンバー８４へ入り、それを満たし、そこでは選
んだチャンバーアセンブリ７４／７６の回転の間発生した遠心力がＷＢをＲＢＣとＰＲＰ
とに分離する。
【０１２７】
第２の枝２０８は、血漿ポンプステーション２１０と協力して、ＰＲＰ層を第１段階処理
チャンバー８４のＰＲＰ採取ポート７２の外へ吸引し、ＰＲＰをＰＣおよびＰＰＰへの次
の分離を受ける第２段階処理チャンバー８６のＰＲＰ入口ポート１３８へ輸送する。
【０１２８】
処理コントローラー１５４は、傾斜路１３０上の界面の位置をモニターし、界面２６を傾
斜路１３０上の所定位置にとどめるように血漿ポンプステーション２１０の速度を変える
（後で詳しく記載する界面コントローラー１３４を使用して）。前に記載したように、コ
ントローラー１５４は、ＷＢ入口ポンプステーション２０６より小さい可変血漿ポンプス
テーション２１０の最大流量（例えば２５ｍｌ／分）を維持する。
【０１２９】
第３の枝２１２は、ＲＢＣを第１段階処理チャンバー８４のＲＢＣ採取ポート７０から輸
送する。第３の枝２１２は針２０２Ｂへ延びている。
【０１３０】
ＰＰＰは、第４の枝２１４を通って第２段階処理チャンバー８６のＰＰＰ採取ポート１３
６を出て、針２０２Ｂへ接続する第３の枝（ＲＢＣを運んでいる）と合体する。代わりに
、クランプ２１６Ａを閉じ、クランプ２１６Ｂを開くことにより、ＰＰＰを第５の枝２１
８を通って一つ以上の採取容器１６６へ輸送することができる。
【０１３１】
操作後、第２の処理コンパートメント８６内に採取されたＰＣは、第５の枝２１８を通っ
て貯蔵のため一つ以上の採取容器１６６へ移される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の増加収量円周流処理チャンバー斜視図である。

10

20

30

40

50

(23) JP 3567375 B2 2004.9.22



【図２】遠心場内で作動している図１のチャンバーの斜視図である。
【図３】遠心場内で作動している図１のチャンバーの内部の図である。
【図４】先行技術の円周流血液処理チャンバーの斜視図である。
【図５】図４に同じ。
【図６】本発明の増加収量円周流処理チャンバーを取り入れた血液処理チャンバーの正面
図である。
【図７】低Ｇ壁と高Ｇ壁の間で放射方向に取った図６の血液処理アセンブリ内部の図であ
る。
【図８】別の具体例による図６の血液処理アセンブリと同様な血液処理アセンブリの正面
図である。
【図９】図８の血液処理アセンブリの内部の図である。
【図１０】図６／７または図８／９の血液アセンブリと組合せて使用することができる遠
心機の側面図であり、持ち上げて分離した位置にあるボールおよびスプールを示している
。
【図１１】つり下げた作動位置にあるボールおよびスプールを示す図１０の遠心機の側面
図である。
【図１２】図１０の遠心機スプールのまわりに取り付けつつある図６／７または図８／９
に示した血液処理アセンブリの斜視図である。
【図１３】遠心機スプールへ取り付けた図６／７または図８／９の血液処理アセンブリの
一部破断斜視図である。
【図１４】図１３の線２４－２４に沿った断面図である。
【図１５】図６／７または図８／９の血液処理アセンブリと組合せて使用する斜視図の斜
視図である。
【図１６】使用中図６／７または図８／９の血液処理アセンブリ内に発生する渦状態の図
である。
【図１７】図６／７または図８／９の血液処理アセンブリと組合せて使用できる１本針血
小板採取システムの図である。
【図１８】図６／７または図８／９の血液処理アセンブリと組合せて使用できる２本針血
小板採取システムの図である。
【符号の説明】
１０・・・・・増加収量軸方向流処理チャンバー
５３・・・・・増加収量円周流処理チャンバー
１６，６４・・・・・低Ｇ壁
１８，６６・・・・・高Ｇ壁
２０，６８・・・・・ＷＢ入口
２４，７２・・・・・ＰＲＰ採取ポート
２２，７０・・・・・ＲＢＣ出口
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】
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