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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一部が弾性を有する少なくとも１つのバルブ挿入体（１）と、
　前記バルブ挿入体（１）のための少なくとも１つの受容手段（３）と、
　を備えるバルブ装置（１００）において、
　前記バルブ挿入体（１）が、その弾力性に起因して経路の刻印時および／または力の付
与時に少なくとも３つの異なるバルブ状態間で切り換えることができるように構成され、
　前記バルブ挿入体（１）が、前記受容手段（３）の第２のシール手段の少なくとも一部
との摩擦によりおよび／または形状閉塞により少なくともその一部が押圧されるように設
けられて構成される少なくとも１つの第１のシール手段を備え、
　前記第１のシール手段が、経路の刻印および／または前記バルブ挿入体（１）への力の
伝達によって前記第２のシール手段で押圧され得ることを特徴とする、バルブ装置（１０
０）。
【請求項２】
　前記バルブ状態がバルブの開放機能状態である、請求項１に記載のバルブ装置（１００
）。
【請求項３】
　前記バルブ状態が殺菌状態である、請求項１または２に記載のバルブ装置（１００）。
【請求項４】
　前記バルブ状態が逆止弁状態である、請求項１～３のいずれか一項に記載のバルブ装置
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（１００）。
【請求項５】
　前記バルブ状態が制御バルブ状態または調整バルブ状態である、請求項１～４のいずれ
か一項に記載のバルブ装置（１００）。
【請求項６】
　前記バルブ状態が閉じられたバルブ状態である、請求項１～５のいずれか一項に記載の
バルブ装置（１００）。
【請求項７】
　前記バルブ挿入体（１）が少なくともその一部にエラストマー材料を備える、請求項１
～６のいずれか一項に記載のバルブ装置（１００）。
【請求項８】
　前記バルブ挿入体（１）が少なくともその一部に刻印を備える、請求項１～７のいずれ
か一項に記載のバルブ装置（１００）。
【請求項９】
　前記バルブ挿入体（１）に作用する力が、処理機器へのバルブ装置（１００）の取り付
けによって導入可能な押圧力である、請求項１～８のいずれか一項に記載のバルブ装置（
１００）。
【請求項１０】
　前記バルブ挿入体（１）における経路の刻印が、処理機器へのバルブ装置（１００）の
取り付けによって導入可能な変位である、請求項１～８のいずれか一項に記載のバルブ装
置（１００）。
【請求項１１】
　前記押圧力または前記変位を前記処理機器の伝達部材（９）によって伝達できる、請求
項９または１０に記載のバルブ装置（１００）。
【請求項１２】
　前記バルブ挿入体（１）が、前記バルブ挿入体（１）を前記受容手段（３）内へ導入す
るための少なくとも１つの案内手段を備える、請求項１～１１のいずれか一項に記載のバ
ルブ装置（１００）。
【請求項１３】
　前記バルブ挿入体（１）が少なくとも１つの（弾性）曲げリング領域（３３）を備える
、請求項１～１２のいずれか一項に記載のバルブ装置（１００）。
【請求項１４】
　少なくとも上側にカバー手段を備える、請求項１～１３のいずれか一項に記載のバルブ
装置（１００）。
【請求項１５】
　処理機器によって伝えられる経路の刻印および／または力により前記バルブ挿入体（１
）を前記カバー手段にわたって切り換えることができる、請求項１～１４のいずれか一項
に記載のバルブ装置（１００）。
【請求項１６】
　請求項１～１５のいずれか一項に記載のバルブ装置（１００）で用いるバルブ挿入体（
１）。
【請求項１７】
　請求項１～１５のいずれか一項に記載の少なくとも１つのバルブ装置（１００）を備え
る外部機能手段。
【請求項１８】
　体外血液処理のために血液伝導通路を有する血液処理カセットとして構成され、代替物
および／または１つ以上の薬物を前記バルブ装置（１００）によって前記血液伝導通路内
に導入できる、請求項１７に記載の外部機能手段。
【請求項１９】
　請求項１～１５のいずれか一項に記載のバルブ装置（１００）を使用するステップ、
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　を含む、流体の通過を制御するあるいは調整する方法。
【請求項２０】
　前記バルブ挿入体を切り換える目的で所定の力および／または経路の所定の刻印を前記
バルブ挿入体（１）の上側に加えるステップ、
　を更に含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記力および／または前記経路の刻印が、伝達部材（９）により前記バルブ挿入体（１
）の上側に加えられる、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記力および／または前記経路の刻印が、カバー手段にわたって前記バルブ挿入体（１
）に加えられる、請求項２０または２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記力が押圧力であり、あるいは、前記経路の刻印が変位であり、前記力および／また
は経路の刻印が、請求項１～１５のいずれか一項に記載のバルブ装置（１００）または請
求項１～１５のいずれか一項に記載のバルブ装置を備える外部機能手段の処理機器への取
り付けによって導入される、請求項２０～２２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２４】
　前記力および／または前記変位が、前記バルブ装置（１００）を通過する流体の流れに
よりもたらされる力および／または変位である、請求項２０～２２のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項２５】
　受容手段（３）の上側にバルブ挿入体（１）を配置するステップと、
　前記バルブ挿入体（１）を案内手段によって前記受容手段（３）に挿入するステップと
、
　を含む、請求項１～１５のいずれか一項に記載のバルブ装置（１００）を製造する方法
。
【請求項２６】
　少なくとも１つの熱硬化性材料または熱可塑性材料のハウジング要素（１３）を製造す
るステップと、
　前記ハウジング要素（１３）に受容手段（３）を形成するステップと、
　請求項１６に記載のバルブ挿入体（１）を挿入するステップと、
　前記ハウジング要素（１３）の上側の少なくとも一部にカバー手段を適用するステップ
と、
　を含む、外部機能手段を製造する方法。
【請求項２７】
　請求項２６に記載の方法にしたがって外部機能手段を製造するステップと、
　前記方法によって得られる前記外部機能手段を殺菌するステップであって、前記バルブ
装置が殺菌状態にあるステップと、
　を含む、殺菌利用のための外部機能手段を形成する方法。
【請求項２８】
　前記バルブ装置（１００）をロック位置に至らせるステップ、
　を更に含む、請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　請求項２７または２８に記載の方法によって殺菌された殺菌利用のための外部機能手段
。
【請求項３０】
　請求項１～１５のいずれか一項に記載の少なくとも１つのバルブ装置および／または請
求項１７、１８または２９のいずれか一項に記載の外部機能手段を備える処理機器。
【請求項３１】
　血液処理機器として構成される、請求項３０に記載の処理機器。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の前文に係るバルブ装置に関する。また、本発明は、請求項１８に
係るバルブ挿入体、請求項１９に係る外部機能手段、および、請求項２１に係る流体の通
過を制御するあるいは調整するための方法に関する。更に、本発明は、請求項２７に係る
バルブ装置を製造する方法、請求項２８に係る外部機能手段を製造する方法、請求項２９
に係る殺菌利用のための外部機能手段を形成するための方法、請求項３１に係る殺菌利用
のための外部機能手段、および、請求項３２に係る処理機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　コストおよび衛生のため、例えば医療技術処理機器、臨床技術機器、または、食品ある
いは薬物製造のための機器などの技術機器では、例えば使い捨てカセットなどの使い捨て
部品システムとして外部機能手段が頻繁に使用される。
【０００３】
　かかる使い捨て部品システムは、液体および気体を意図的に導くための通路およびチャ
ンバ、ならびに、これらの流体の通過を変化させるあるいは制御するためのバルブ装置な
どの機器を備える場合がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、そのような使い捨て部品システムまたは他の機器のための他の装置を
提供することである。また、対応するバルブ挿入体、外部機能手段、および、対応する方
法を提案することも意図している。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の目的は、請求項１の特徴を有するバルブ装置によって達成される。
【０００６】
　本発明のバルブ装置は、少なくともその一部が弾性を有する少なくとも１つのバルブ挿
入体と、バルブ挿入体のための少なくとも１つの受容手段とを備える。
【０００７】
　本発明のバルブ装置のバルブ挿入体は、経路の刻印時および／またはバルブ挿入体また
はバルブ装置の何らかの他の部分に対する力の付与時に少なくとも３つの異なるバルブ状
態間で切り換えできあるいは変換できるように設けられて構成される。バルブ挿入体の「
切り換え能力」は、最も広い意味で、以下では、バルブ挿入体を用いて少なくとも３つの
バルブ状態を得ることができる能力であると理解されるべきである。
【０００８】
　本発明によれば、「経路の刻印（ｉｍｐｒｅｓｓｉｏｎ　ｏｆ　ｐａｔｈ）」は、構造
または構成部品の可変寸法の変化であると理解されたい。したがって、螺旋スプリングの
場合、経路の刻印は、その伸長または圧縮を示してもよい。経路の刻印は、本発明のバル
ブ装置のバルブ挿入体に適用されると、その圧縮、拡張、変形などを示す。
【０００９】
　ここで使用される表現「バルブ挿入体」は、その弾力性に起因して変形可能な本発明の
バルブ装置のベース本体を示す。バルブ挿入体は、その使用中、流体の流れが全体的にあ
るいは部分的にフラッシングされるが、しかしながら、流体がバルブ装置に存在するとき
に少なくとも流体と接触する。
【００１０】
　ここで使用されるバルブ挿入体のための「受容手段」は、バルブ挿入体を受けるように
構成されおよび／または受けることを意図している受容手段を示す。
【００１１】
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　「受容」は、取り囲むこと、支持すること、受容手段とバルブ挿入体との間に機能的な
関係を確立することなどを伴ってもよい。
【００１２】
　好ましい実施形態がそれぞれの添付の特許請求の範囲の主題である。また、以下で与え
られる特徴の一部は、本発明のバルブ装置またはそのバルブ挿入体の特徴であってもよい
。他の特徴とは無関係に、これらの特徴が任意の実施形態で実現されてもよい。
【００１３】
　受容手段は、バルブ挿入体を受けるのに適した開口を含んでもよい。
【００１４】
　バルブ挿入体は、特に、その弾力性に応じた少なくとも３つの異なるバルブ状態間でそ
の切り換え能力を有してもよい。
【００１５】
　本発明によれば、バルブ挿入体は、その弾性変形または弾性解放または弾性変形能のみ
によって、様々なバルブ状態へ切り換えるようにあるいはこれらのバルブ状態を可能にす
るように構成されてもよい。
【００１６】
　例えばバルブ部の一部でない受容手段などのバルブ装置の一部に対するバルブ部または
その一部の位置の変更は、バルブ状態間の切り換えのために必要不可欠でなくてもよい。
力に起因して、バルブ挿入体が弾性－すなわち、可逆的－変形を受けてもよい。例えば、
バルブ挿入体が湾曲し、折れ曲がり、屈曲などしてもよい。したがって、経路の刻印およ
び／またはバルブ挿入体に加えられる力の付与に応じて、バルブ挿入体が異なるバルブ状
態をとってもよい。弾性変形によってもたらされるリセット力は、落下に対する保護、自
動解放、シール、および／または、応答圧力などの機能をもたらしてもよい。
【００１７】
　バルブ挿入体が対称であってもよい。バルブ挿入体が回転対称形状を有してもよい。
【００１８】
　受容手段は、バルブ挿入体をほぼ正確に嵌合して受けるようにおよび／または取り付け
下でそれを付勢状態または応力状態に保つように構成されておりおよび／またはそのよう
に設けられてもよい。
【００１９】
　受容手段は、バルブ挿入体の組付け中および／または押圧中に公差を許容するように構
成されておりおよび／またはそのように設けられてもよい。
【００２０】
　受容手段は、例えばデュロプラスチックまたは熱硬化性プラスチック、金属など、およ
び、それらの組み合わせなどの１または複数の非弾性材料から形成されてもよい。
【００２１】
　受容手段の剛性は、好ましくは、バルブ挿入体の剛性よりかなり高くてもよい。バルブ
挿入体の曲げ強度および／または圧縮性は例えば６０Ｎ／ｍｍ２～３００Ｎ／ｍｍ２とな
ることができ、また、受容手段の曲げ強度および／または圧縮性は例えば８００Ｎ／ｍｍ
２～２４００Ｎ／ｍｍ２となることができる。
【００２２】
　受容手段は、例えば使い捨てカセットなどの例えば外部機能手段の例えば硬質部分など
のハウジング要素内に配置されてもよい。受容手段は、例えば外部機能手段の製造時に、
例えば外部機能手段のハウジング要素の内部に形成されてもよい。
【００２３】
　「外部機能手段」は流体処理カセットまたはチューブ取り付け要素であってもよい。本
発明の意味の範囲内の流体処理カセット、血液処理カセット、または、使い捨てカセット
は、例えば、それぞれが本発明の出願人によって２００９年４月２３日および２００９年
６月１０日にドイツ特許商標局に出願された表題「Ｅｘｔｅｒｎｅ　Ｆｕｎｋｔｉｏｎｓ
ｅｉｎｒｉｃｈｔｕｎｇ，Ｂｌｕｔｂｅｈａｎｄｌｕｎｇｓｖｏｒｒｉｃｈｔｕｎｇ　ｚ
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ｕｍ　Ａｕｆｎｅｈｍｅｎ　ｅｉｎｅｒ　ｅｒｆｉｎｄｕｎｇｓｇｅｍａＢｅｎ　ｅｘｔ
ｅｒｎｅｎ　Ｆｕｎｋｔｉｏｎｓｅｉｎｒｉｃｈｔｕｎｇ，ｓｏｗｉｅ　Ｖｅｒｆａｈｒ
ｅｎ」［Ｅｘｔｅｒｎａｌ　ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　ｍｅａｎｓ，ｂｌｏｏｄ　ｔｒｅａ
ｔｍｅｎｔ　ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　ｒｅｃｅｉｖｉｎｇ　ａｎ　ｅｘｔｅｒｎａ
ｌ　ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　ｍｅａｎｓ　ｉｎ　ａｃｃｏｒｄａｎｃｅ　ｗｉｔｈ　ｔｈ
ｅ　ｉｎｖｅｎｔｉｏｎ，ａｎｄ　ｍｅｔｈｏｄ］を有する出願１０　２００９　０１８
　６６４．６（代理人のファイルＦＭ１９Ａ２７）および（０９／３３－ｄ０１　ＤＥ；
１１ＦＭ１９Ａ２７）に開示されており、そのそれぞれの開示内容は参照することにより
全体が本願に組み入れられる。ここに開示される血液カセットの好ましい実施形態は、こ
の出願の図８、９、１０に描かれる。
【００２４】
　ここで使用される表現「ハウジング要素」は、外部機能手段の一部、処理機器の一部、
および／または、外部機能手段および処理機器の両方の一部であってもよい構成要素を示
す。
【００２５】
　ハウジング要素は、硬質の、すなわち、実質的に非弾性の材料から形成されてもよい。
【００２６】
　外部機能手段のハウジング要素は様々な機能を果たしてもよい。これに限定されること
なく、ハウジング要素は、流路、例えば血液または代替液または殺菌流体（液体および／
または気体）または濯ぎ液などのバルブ装置を通過する流体のための流入通路と流出通路
との間の分離としてのバルブ挿入体のシールシートを構成してもよい。
【００２７】
　ハウジング要素は、バルブ挿入体のためのマウントとしての役目を果たしてもよく、バ
ルブ挿入体の正確な軸線方向変位または押圧などを確保してもよい。不定冠詞「１つの（
ａ，ａｎ）」は、ここではおよび出願全体においては、限定または数値であると理解され
るべきではない。
【００２８】
　ハウジング要素は流入通路および流出通路などの通路を含んでもよく、これらの通路を
通じて流体がバルブ装置内に導入されあるいはバルブ装置から排出される。そのような通
路は半開通路または閉塞通路として構成されてもよい。これらの通路は、例えば、１つの
部分の半開通路としておよび他の部分の閉塞通路として構成されてもよい。
【００２９】
　閉塞通路は、特に、例えばルアーコネクタまたは管状スリーブなどの直接に結合された
コネクタ要素への移行部として適する場合がある。
【００３０】
　半開通路は、特に、例えば使い捨てカセットなどの外部機能手段において好ましい場合
がある。外部機能手段における半開通路の使用は、例えば測定および／または通気チャン
バに通じる案内手段または分岐を形成することにより、「流体レイアウト」における設計
の高い自由度を可能にする場合がある。
【００３１】
　ハウジング要素に設けられる通路、例えばバルブ装置内に入る流入通路および／または
バルブ装置から出る流出通路は、互いに対して任意の角度で実現されてもよい。これは、
正確にあるいは約１８０°の角度であってもよく、あるいは、９０°未満の角度であって
もよい。好ましくは、角度は４５°～３１５°の範囲内の値をとってもよい。
【００３２】
　通路と、（随意的に存在する）バルブ挿入体の対称軸線との同軸配置が実現されてもよ
い。そのような配置が好ましい場合がある。これは、バルブ挿入体が例えば外部機能手段
内に配置されずあるいは挿入されず、所謂インライン機能要素としてのチューブ導管内に
配置されあるいは挿入される場合に特に好ましい。
【００３３】
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　例えば、両方の流路がバルブ挿入体と同軸に位置合わせされるように構成されている場
合には、ハウジング要素のシート領域に、バルブ挿入体の周囲でバルブ装置を通過する流
体の軸線方向フラッシングを許容する遮断部が形成されてもよい。
【００３４】
　そのような場合、バルブ挿入体の曲げリング領域に開口が設けられるのが好ましい。こ
の場合、例えば小さい直径を伴う特に小さい取り付け空間にハウジング部材が構成されて
もよい。全体的に、バルブ装置は、流動学的に効率の良い態様で設計されてもよい。
【００３５】
　経路の段付き刻印および／または力の付与により、例えばバルブ挿入体の上側の作用体
により、バルブ挿入体が様々な所定の変形状態をとってもよい。バルブ挿入体に加えられ
る力および／または経路の刻印に応じて、特定のバルブ機能またはバルブ状態またはバル
ブ位置が実現されてもよい。これらのバルブ状態の一部または全てにおいては、バルブ挿
入体が弾性張力に晒されてもよい。
【００３６】
　バルブ状態は、開放されたバルブ状態または開放バルブ状態であってもよい。
【００３７】
　バルブ挿入体またはバルブ装置は、外力がバルブ挿入体に加えられないときには常に開
放されたバルブ状態または開放バルブ状態にある。それにより、バルブ挿入体が受容手段
内に挿入されてもよい。この状態で、バルブ挿入体は、構成要素間にもたらされる任意の
付勢または予荷重および／またはねじれをなくすことができる。
【００３８】
　流体の通過はこの状態で最大となり得る。バルブ挿入体を通過する流体のための通路開
口はこの状態で最大まで開放され得る。
【００３９】
　１つのバルブ状態が殺菌状態であってもよい。
【００４０】
　バルブ装置の殺菌のため、あるいは、本発明のバルブ装置を備える外部機能手段の殺菌
のため、バルブ挿入体が殺菌状態で存在するのが好ましい。
【００４１】
　殺菌状態において、バルブ挿入体は、開放されたバルブ状態における場合と同じ形態ま
たは形状を有するあるいはとることが好ましい場合がある。
【００４２】
　殺菌状態において、バルブ挿入体は、例えば受容手段などの他の構成要素による外力お
よび／または付勢または予荷重および／またはねじれがなくてもよく、および／または、
経路の任意の刻印がなくてもよい。
【００４３】
　殺菌状態では、バルブ装置を通じた流体の双方向通過が可能であってもよい。
【００４４】
　殺菌状態において、殺菌剤は、建設技術に関して使用し得るバルブ装置の容積の全体お
よび容積の一部分、開口、アンダーカットなどに達することが好ましい場合がある。
【００４５】
　他のバルブ状態が逆止弁状態であってもよい。
【００４６】
　逆止弁は、例えば付勢ばねと組み合わせた球状または円筒のシール本体として従来技術
から知られる。逆止弁は、圧力解放弁として同様に作用してもよい。
【００４７】
　本発明のバルブ挿入体またはバルブ装置の「逆止弁状態」は、１または複数の流路内の
流体の流れ方向を決定するのに役立ってもよい。
【００４８】
　逆止弁状態では、流体の通過が１つの流れ方向で遮断されてもよい。
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【００４９】
　他のバルブ状態が制御バルブ状態または調整バルブ状態であってもよい。
【００５０】
　制御バルブ状態または調整バルブ状態では、変化できることが好ましい力がバルブ装置
のバルブ挿入体に加えられ、それにより、バルブ装置を通過する流体の流量が制御されあ
るいは調整されてもよい。
【００５１】
　この目的のため、バルブ装置は、例えば、力および／または動きを伝達する作用体によ
って能動的に駆動されてもよい。
【００５２】
　適した作用体は、例えば、処理機器に結合されてもよく、また、特に処理機器によって
動作されあるいは制御され／調整されてもよい。
【００５３】
　バルブ挿入体に加えられるべき絶対的な力および／または例えば特定のあるいは所定の
流量を調整するべく制御するあるいは調整するために加えられる経路の刻印は、バルブ装
置を通過する流体の所望のあるいは所要の流量に応じて設定されてもよい。
【００５４】
　上記力および／または経路の刻印は、例えば、制御手段、ＣＰＵ、または、同様のもの
で予めプログラムされてもよい。
【００５５】
　力および／または経路の刻印（変位）は、例えばバルブ挿入体の上側で作用体により加
えられてもよい。
【００５６】
　他の想定し得るバルブ状態は閉じられたバルブ状態である。
【００５７】
　閉じられたバルブ状態において、バルブ装置を通過する流体の流量は、通過が起こらな
いようにあるいは実質的に起こらないように減少されてもよい。
【００５８】
　バルブ挿入体は、流体の通過のために設けられる開口が実質的にアクセスできないある
いは閉じられるように配置されてもよい。開口が完全にアクセスできなくてもよくあるい
は閉じられてもよい。
【００５９】
　バルブ状態が永久的に閉じられるバルブ状態であってもよい。
【００６０】
　バルブ挿入体は、その全体があるいは少なくとも一部が回転対称形態を有してもよい。
【００６１】
　更なる好ましい実施形態では、バルブ挿入体が少なくともその一部にエラストマー材料
を備える。バルブ挿入体は、全体としてあるいはその少なくとも一部が弾性を有するよう
に構成されてもよい。
【００６２】
　適したエラストマー材料としては、ゴム、シリコーン、ＴＰＥ（熱可塑性エラストマー
）、ＴＰＥ－Ｕ（時としてＴＰＵとして略される；ポリウレタンに基づく熱可塑性エラス
トマー）、プラスチック、ＰＶＣ（これらに限定されることはない）などが挙げられる。
【００６３】
　液晶エラストマーおよび／または熱可塑性エラストマーは、適したエラストマー材料の
ランクに入る場合もある。
【００６４】
　熱可塑性エラストマーは、好ましくは、１つ以上のエラストマーと１つ以上の熱可塑性
材料との混合物であってもよい。
【００６５】
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　かかる熱可塑性材料は、例えば、外部機能手段の硬質ハウジング要素の製造に適し得る
。
【００６６】
　熱可塑性エラストマーは、射出成形ハウジング要素に対して接着されおよび／または溶
着されてもよくおよび／または何らかの他の態様で摩擦的におよび／または形状閉塞によ
りおよび／または材料接続により接続されてもよい。
【００６７】
　バルブ挿入体は、その特定の弾力性または変形能を確保できる、その他の部分と比べて
薄くあるいは柔軟な材料の部分という意味での刻印を有してもよい。そのような刻印は、
ローラ、ロール、ダイなどを用いた圧力によって構成されてもよいが、鋳造または押出加
工工程中に構成されてもよい。
【００６８】
　バルブ挿入体は、伸長後に初期位置へ弾性的に解放されてもよい所定の折り曲げパター
ンまたは折り目部あるいは折り曲げ部を有してもよい。
【００６９】
　バルブ挿入体は、単一部品バルブ挿入体として構成されてもよいが、多部品バルブ挿入
体として構成されてもよい。
【００７０】
　更なる好ましい実施形態において、バルブ挿入体は、受容手段の第２のシール手段の少
なくとも一部との摩擦接続によりおよび／または形状閉塞により少なくともその一部が押
圧されるように構成されるべく設けられて構成される少なくとも１つの第１のシール手段
を含んでもよい。
【００７１】
　「第１のシール手段」が弾性シールリングであってもよい。第１のシール手段は、特に
閉じられた外周シールリップであってもよい。シールリップは、例えば平面形状、円錐形
状、および／または、僅かに波打つ形状を有してもよい。
【００７２】
　バルブ挿入体の変形状態に応じて、第１のシール手段が、受容手段の所定のシール面、
例えば第２のシール手段に、または、バルブ挿入体に載置されてもよい。
【００７３】
　第１のシール手段はディスク形状を有してもよくあるいはディスク状に形成されてもよ
い。第１のシール手段は、例えばディスク形状の第１のシール手段の中心領域で軸線方向
中心を介して付勢されてもよい。中心領域が内側領域であってもよい。中心領域は、材料
または「コア」の蓄積の領域であることが好ましい。
【００７４】
　「第２のシール手段」は硬質シールリングであってもよい。
【００７５】
　第２のシール手段は、バルブ挿入体または受容手段に設けられてもよく、更には何らか
の他の手段に設けられてもよい。
【００７６】
　第２のシール手段は、僅かに波打つ形状を有してもよいが、平面形状を有してもよい。
【００７７】
　バルブ挿入体の第１のシール手段の軸線方向付勢または予荷重に起因して、第２のシー
ル手段の形状に対する第１のシール手段の適合が行なわれてもよい。
【００７８】
　好ましくは、そのような適合がシール効果をもたらしてもよい。
【００７９】
　逆止弁状態では、このシール効果が流体圧によって更に高められてもよい。第１のシー
ル手段は、第２のシール手段に対してより強く押し付けられてもよい。同様に、場合によ
り理想的な平面形状から逸脱する第２および／または第１のシール手段の形状は、弾性デ
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ィスクに作用する表面荷重により、第１のシール手段の弾性ディスクの形状に適合されて
もよい。
【００８０】
　第１のシール手段および第２のシール手段は、幾何公差の所要の補償を確保してもよい
。
【００８１】
　そのような公差の補償は、付勢および／または流体圧の影響下で角度のあるおよび／ま
たはボウル型の屈曲を行なうことができる第１のシール手段の能力によって行なわれても
よい。
【００８２】
　幾何公差の補償は、付勢の生成における軸線方向公差の場合に、または、受容手段のシ
ートトポロジーの対称軸線とバルブ挿入体の対称軸線との間の角度公差あるいはずれの場
合に行なわれてもよい。
【００８３】
　場合により２つの軸線間に存在する横方向公差は、直径が第２のシール手段と重なり合
う第１のシール手段によって補償されてもよい。このようにして、重なり合い領域内のシ
ール効果が確保されてもよい。
【００８４】
　公差を補償するための構成の他の機能は、２つのシール手段のシール上側にある小さな
凹凸、切り欠き、および／または、でこぼこを押しのけることにあってもよい。この場合
、有効接触領域と組み合わせた付勢が、第１のシール手段の局部変形をもたらすように高
く選択されてもよく、したがって、凹凸、切り欠き、でこぼこなどの欠陥部が弾性材料で
満たされ、それにより、緊密な閉塞がもたらされる。
【００８５】
　構造に応じて、使用中、環状の接触域または押圧域で第１のシール手段と第２のシール
手段との間に十分な表面圧が形成されてもよい。
【００８６】
　添付図面に示されるように、最も簡単なケースでは、平面形状または略平面形状の第１
のシール手段が、第２のシール手段のテーパ形状と組み合わせてシール域に設けられても
よい。
【００８７】
　逆に、平滑化に適したそのような幾何学的適合の尖形要素は、付勢下においてこの場合
には平坦または僅かに湾曲されあるいは円錐形の硬質の第２のシール手段上に載置しても
よい第１のシール手段の尖形環状シールバーであってもよい。
【００８８】
　尖形構造および平坦構造の相互関係は、好ましくは、平滑化のために必要とされる高い
表面圧をもたらしてもよく、したがって、前述した公差の全ての種類の補償を確保しても
よい。
【００８９】
　シール機能および公差補償機能は、平坦形態のシール手段の場合にだけ実現されなくて
もよい。これらの機能は、シール手段が意図的におよび／または軸線方向付勢によってボ
ウル型形状または円錐形状に変形される場合に同様に達成されてもよい。
【００９０】
　したがって、関連するシール手段のうちの少なくとも１つが尖形外周バーの形状に構成
されてもよい。このようにして、押圧状態またはシール状態で異なる円錐および／または
ボウル型形状に対する公差または許容範囲（ｉｍｍｕｎｉｔｙ）がもたらされてもよい。
これは、軸線方向のみのシール形態と比べて半軸線方向シール形態と称されてもよい。
【００９１】
　横方向公差の補償の利点は、ここでは、径方向のみのシール形態と比べて完全に保たれ
てもよい。
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【００９２】
　更なる好ましい実施形態において、第１のシール手段は、バルブ挿入体への力および／
または経路の刻印の伝達により第２のシール手段によって押圧できるように構成されてお
り、あるいは、使用中に押圧される。
【００９３】
　ここで使用される表現「押圧」は、バルブ挿入体の第１のシール手段と受容手段の第２
のシール手段との摩擦および／または形状閉塞物理接続を示す。
【００９４】
　伝達される力は、外側から供給されあるいは加えられる力であってもよい。経路の刻印
は、外側から供給されあるいは加えられる変位または経路の変更であってもよい。
【００９５】
　更なる好ましい実施形態において、バルブ挿入体に作用する力は、処理機器へのバルブ
装置の取り付けによって導入可能な押圧力である。
【００９６】
　更なる好ましい実施形態において、バルブ挿入体に対する経路の刻印は、処理機器への
バルブ装置の取り付けによって導入可能な変位である。
【００９７】
　バルブ装置が外部機能手段に設けられてもよい。押圧力および／または経路押圧刻印は
、例えば、処理機器により外部機能手段を押圧することによって導入されてもよい。処理
機器により外部機能手段を押圧するのに適した実施形態および方法は、例えば、いずれも
本出願人によって２００９年３月１０日にドイツ特許商標局に出願された表題「Ｖｏｒｒ
ｉｃｈｔｕｎｇ　ｚｕｍ　ｖｅｒｂｉｎｄｅｎ　ｅｉｎｅｒ　ｅｘｔｅｒｎｅｎ　Ｆｕｎ
ｋｔｉｏｎｓｅｉｎｒｉｃｈｔｕｎｇ　ｍｉｔ　ｅｉｎｅｒ　Ａｎｏｒｄｎｕｎｇ，Ａｎ
ｏｒｄｎｕｎｇ　ａｕｆｗｅｉｓｅｎｄ　ｅｉｎｅ　ｓｏｌｃｈｅ　ｖｏｒｒｉｃｈｔｕ
ｎｇ　ｕｎｄ　ｖｅｒｆａｈｒｅｎ　ｚｕｍ　ｖｅｒｂｉｎｄｅｎ」［Ｄｅｖｉｃｅ　ｆ
ｏｒ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｎｇ　ａｎ　ｅｘｔｅｒｎａｌ　ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　ｍｅａ
ｎｓ　ｔｏ　ａｎ　ａｒｒａｎｇｅｍｅｎｔ，ａｒｒａｎｇｅｍｅｎｔ　ｉｎｃｌｕｄｉ
ｎｇ　ａ　ｌｉｋｅ　ａｐｐａｒａｔｕｓ，ａｎｄ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｎｇ　ｍｅｔｈｏ
ｄ］を有する出願１０　２００９　０１２　６３３．３（代理人のファイルＦＭ１９Ａ２
４）および表題「Ａｂｄｉｃｈｔｕｎｇｓｅｉｎｒｉｃｈｔｕｎｇ　ｚｕｍ　Ａｂｄｉｃ
ｈｔｅｎ　ｅｉｎｅｓ　Ｖｏｌｕｍｅｎｓ　ｅｉｎｅｒ　ｍｅｄｉｚｉｎｉｓｃｈｅｎ　
Ｂｅｈａｎｄｌｕｎｇｓａｎｏｒｄｎｕｎｇ　ｇｅｇｅｎ　ｅｉｎ　ｗｅｉｔｅｒｅｓ　
Ｖｏｌｕｍｅｎ　ｓｏｗｉｅ　Ａｎｏｒｄｎｕｎｇ　ｕｎｄ　Ｖｅｒｆａｈｒｅｎ」［Ｓ
ｅａｌｉｎｇ　ｍｅａｎｓ　ｆｏｒ　ｓｅａｌｉｎｇ　ａ　ｖｏｌｕｍｅ　ｏｆ　ａ　ｍ
ｅｄｉｃａｌ　ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　ａｒｒａｎｇｅｍｅｎｔ　ａｇａｉｎｓｔ　ａｎｏ
ｔｈｅｒ　ｖｏｌｕｍｅ，ａｓ　ｗｅｌｌ　ａｓ　ａｒｒａｎｇｅｍｅｎｔ　ａｎｄ　ｍ
ｅｔｈｏｄ］を有する出願１０　２００９　０１２　６３２．５（代理人のファイルＦＭ
１９Ａ２５）に記載されている。これらのそれぞれの開示内容は参照することにより全体
が本願に組み入れられる。
【００９８】
　更なる好ましい実施形態では、適した手段を使用することにより、押圧力および／また
は押圧経路を処理機器の伝達部材によって伝達できる。
【００９９】
　同様の「伝達部材」は、流体システムの押圧および／または（固定）シールの機能、お
よび／または、力および作動動作を導入する機能を及ぼしてもよい。
【０１００】
　伝達部材が例えばゴムマットであってもよい。伝達部材は、処理機器を外部機能手段に
結合するための直接的な結合相手であってもよい。
【０１０１】
　伝達部材は、制御流体を加えることによりあるいはタペットを結合することによりボウ
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ル型変形に晒されて撓まされてもよい。
【０１０２】
　伝達部材の変形または撓みは、バルブ挿入体のフロントリング領域に伝えられてもよい
。
【０１０３】
　伝達部材は、動作伝達手段、例えば軸線方向動作伝達手段を含んでもよい。軸線方向動
作伝達手段は、例えば、伝達部材に加えられる力および／または変位をバルブ挿入体の上
側に伝えるためにバルブ挿入体の上側の中心に配置されてもよい。
【０１０４】
　伝達部材は、受容手段および／または外部機能手段と処理機器との間でシールおよび／
または公差補償機能を達成することができるようにエラストマー材料の結合面を備えても
よい。押圧力に対する反作用力が、受容手段の端面を支持する処理機器の相手部分によっ
て受けられてもよい。
【０１０５】
　処理機器の伝達部材の機能を達成するためにバルブ挿入体の端面領域を設けることがで
きてもよい。例えば、そのような端面領域がタペット（可動または固定）と直接に接触し
てもよい。端面領域は、所望の力および作動経路をバルブ挿入体の流体機能領域へ伝えて
もよい。
【０１０６】
　例えば本出願人の前述した出願には適した機構が開示されており、これらの出願のそれ
ぞれの開示内容は参照することにより全体が本願に組み入れられる。
【０１０７】
　更なる好ましい実施形態において、バルブ挿入体は、バルブ挿入体を受容手段内へ導入
するための少なくとも１つの案内手段を備える。
【０１０８】
　そのような「案内手段」は、ガイドリブ、ガイドレール、牽引および／または押圧機構
などであってもよい。
【０１０９】
　更なる好ましい実施形態では、バルブ挿入体が少なくとも１つの曲げリング領域を含ん
でもよい。曲げリング領域が弾性を有してもよい。
【０１１０】
　案内手段と同様に、曲げリング領域は、２つの対称軸線間で幾何学的な心出しを行ない
つつ受容手段に対するバルブ挿入体の軸線方向移動性を確保してもよい。
【０１１１】
　しかしながら、それは、－第１のシール手段の変形と同様－この目的のために必要とさ
れる軸線方向力および／または変位に起因する弾性変形の問題となり得るため、処理機器
によって外部から導入される力および経路の適用が省かれる場合に自動的にとられてもよ
いバルブ装置のための優先的な位置が生じ得る。
【０１１２】
　この優先的な位置は、バルブ装置の主要な機能にとって極めて重要となり得る。
【０１１３】
　曲げリング領域は、公差を滑らかにするあるいは補償する機能を及ぼしてもよい。受容
手段の更に深い軸線方向深さにバルブ要素を系統的に取り付けることができてもよい。こ
のようにすると、バルブ挿入体が単独で優先的位置に戻ることができるため、取り付け深
さの公差を埋め合わせることができ有益である。
【０１１４】
　曲げリング領域がフロントリング領域を有してもよい。バルブ挿入体のフロントリング
領域は、外側フロントリング領域、内側フロントリング領域、前端ストッパ、および、変
形空間、例えば環状変形空間を有してもよい。
【０１１５】
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　外側フロントリング領域は、受容手段内でのバルブ挿入体の正確な目標位置を与えても
よい。
【０１１６】
　十分な直径公差および十分な横方向取り付け公差を確保するため、外側フロントリング
領域は、好ましくは、外周で円錐形になるように構成されてもよい。外側フロントリング
領域は十分な径方向圧縮性を有してもよい。
【０１１７】
　このようにすると、危機的でない取り付け状況を得ることができるとともに、最終装着
位置に遊びがない非常に正確な径方向および軸線方向心出しを得ることができ有益である
。
【０１１８】
　前端ストッパと組み合わせて、内側フロントリング領域は、処理機器と外部機能手段と
の間の公差を補償する（重要な）機能を果たしてもよい。前端ストッパと第１のシール手
段との間の一連の材料の比較的低い弾性は、内側フロントリング領域の比較的高い軸線方
向弾性と組み合わせて、内側フロントリング領域が軸線方向取り付け公差を変形によって
吸収できる一方で、前端ストッパが受容手段のシートブシュの下端面で捕捉されるように
、処理機器と外部機能手段との間の軸線方向付勢が確実に選択され得るようにする。この
ようにして、受容手段のシールシート領域に対するバルブ挿入体の主要機能に関与する領
域の正確な相対位置が確保されてもよい。
【０１１９】
　外側および内側フロントリング領域間の軸線方向材料距離または材料部分は、異なる取
り付け寸法公差および処理機器と外部機能手段との間の押圧力を吸収するのに十分な弾性
を有してもよい。これは、適したバルブ挿入体の主要機能に関与する状態に影響を及ぼす
ことなく有利に実現されてもよい。
【０１２０】
　随意的に、バルブ挿入体の外側曲げリング領域は、バルブ挿入体の適した曲げリング領
域と共に、受容手段の固定シールシートの適切な形態（直径の選択、および、場合により
固定外周シールバーを更に設ける）で、径方向および／または軸線方向シール機能を果た
してもよい。これは、例えばフィルム要素などの他のカバー手段がバルブ装置と処理機器
との間に設けられていない場合に特に有益である。
【０１２１】
　第１のシール手段、例えば外周シールリップとバルブ挿入体のシャフトとの間に環状変
形空間、例えば環状隙間が存在してもよい。
【０１２２】
　流体は、第１のシール手段が任意のシール面上に載置していないときに環状変形空間を
通じて流れてもよい。
【０１２３】
　環状変形空間は、バルブ挿入体のための軸方向取り付け空間を減少させることを有利に
許容してもよい。また、環状変形空間は、流体のための更なる通過領域を備えてもよく、
また、流路からシールシートの全リング領域へ至る流体の分配を低い圧力損失で可能にし
てもよい。これにより、バルブ装置の想定し得る開放断面の全体が利用されてもよい。
【０１２４】
　バルブ挿入体は、バルブシート、例えば固定バルブシートと、シート領域、好ましくは
弾性シート領域とを更に備えてもよい。
【０１２５】
　バルブ挿入体は、凹部の形態を成す外部機能手段の射出成形された硬質部の一体部分で
あってもよい円筒状または略円筒状の内部空間内に配置されてもよい。
【０１２６】
　バルブ挿入体は、例えば、下側シートブシュと上側シートブシュとを備える受容手段の
円筒状または略円筒状のシート構造に保持されてもよい。そのような幾何学的な一群は、
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特に、流路の接続のための様々な選択肢を与えてもよい。
【０１２７】
　例えば複数のガイドリブの形態を成す案内手段は、受容手段の下側シート部および／ま
たは星形構造および／または球状構造の直径に対して僅かに大きい寸法を有してもよい。
【０１２８】
　星形構造は、バルブ挿入体の正確な中央心出しを確保してもよい。星形構造は、バルブ
挿入体の任意の回転取り付け位置でシールシート領域への流体の自由なアクセスを更に確
保してもよい。
【０１２９】
　したがって、バルブ装置は、回転位置決めの任意の要件に制約されることなく、受容手
段内に軸線方向で取り付けられてもよい。
【０１３０】
　ガイドリブの薄い壁厚に起因して、バルブ挿入体は、径方向圧縮に対して比較的弾力性
を有してもよい。このようにして、下側シートブシュに対する高い直径公差が実現されて
もよい。
【０１３１】
　外部機能手段の製造プロセス中にバルブ挿入体がそのシート領域から抜け落ちることが
できないように有利に確保し得る（好ましくは均一な）低いクランプ力または押圧力を得
ることができる。
【０１３２】
　一方、クランプ力は、バルブ装置のその後の使用中に、軸線方向力の任意の操作または
歪みあるいは所望の変位動作に対する任意の障害が生じないように低くてもよい。
【０１３３】
　有利には、クランプ力はバルブ装置または外部機能手段のその利用までの殺菌処理中お
よび保管期間中にかなりの度合いまで減少されてもよい。
【０１３４】
　ガイドリブの球状構造が少なくとも２つの更なる機能を与えてもよい。組付け中に、球
状のテーパ輪郭が十分な導入傾斜を形成してもよく、それにより、大きな横方向公差が存
在する場合であっても手作業によっておよび／または機械による取り付け動作によって、
取り付けが安全な態様で有利に行なわれてもよい。一方、球面形状は、受容手段の対称軸
線とバルブ挿入体の対称軸線との間で普遍的な角度のある移動性を確保してもよい。
【０１３５】
　したがって、バルブ装置のシール能力または開放能力に影響を及ぼし得る、受容手段お
よびバルブ挿入体の構造の所定の公差に基づく弾性シールリング領域の任意の材料応力お
よび／または任意の望ましくない形状変化を回避することができ有益である。
【０１３６】
　更なる好ましい実施形態において、バルブ装置には、少なくとも一方の上側にカバー手
段が設けられる。
【０１３７】
　カバー手段は、受容手段のハウジング要素の上側に対して接着され、溶着され、半田付
けされ、リベット結合されるなどしてもよい。
【０１３８】
　カバー手段がフィルム要素であってもよい。カバー手段が弾性フィルムであってもよい
。
【０１３９】
　フィルムは、費用効率が高く、機械的に弾性を有する。フィルムは、バルブ位置決め動
作を行なうために処理機器による１つ以上の相互作用位置を有する流体システム内での低
コストなバルブ配置を実現できる。
【０１４０】
　フィルムの代わりに、挿入され、二成分技術で注入され、あるいは、所要の動きを開始
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するための何らかの他の態様で取り付けられるエラストマーバルブ切り換えマットを使用
することができる。同様に、硬質部、フィルム、および／または、エラストマー体の組み
合わせが本発明によって包含される。
【０１４１】
　カバー手段は、流路を構成してもよく、バルブ挿入体を軸線方向寸法または方向に維持
してもよく、バルブ挿入体に対する軸線方向制御動作の許容性と組み合わせて流体システ
ムを外側に対して流体密に閉じてもよく、また、バルブ挿入体を制御しあるいは調整しか
つ受容手段または外部機能手段をシールするために押圧力を伝えてもよい。
【０１４２】
　カバー手段は、受容手段の固定シールバーに押し付けられることにより、受容手段の流
路システムを閉塞しあるいはシールしてもよい。それに加えて（あるいは、この目的のた
め）例えば直線状の窪みの形態を成す固定シールバーが形成されてもよい。
【０１４３】
　フィルム要素は、例えば弾性材料特性および／または適切なベローズ刻印に起因して十
分な弾力性を有してもよい。ベローズ刻印に起因して、主に曲げ応力だけが局所的に規定
される態様で生じるため、ベローズ刻印は、（例えば渦巻膜または渦巻ベローズとしての
フィルム要素の形態で）平面的にテンションが掛けられる従来技術の膜が曲げ歪みに晒さ
れた状態で膜面に頻繁に生じる引張応力を有利に防止でき、あるいは少なくともかなり減
少させることができる。
【０１４４】
　カバー手段の弾性特性に起因して、処理機器からバルブ挿入体への動きおよび／または
力の機械的な伝達機能は、固定シール機能と同時にあるいは固定シール機能の代わりに確
保されてもよい。
【０１４５】
　したがって、更なる好ましい実施形態では、処理機器から伝えられる力または変位によ
りバルブ挿入体をカバー手段にわたって切り換えることができる。
【０１４６】
　用途に応じて、カバー手段が選択的に省かれてもよい。例えば、バルブ挿入体は、溶着
によってあるいは押圧によって受容手段に対してシールされてもよく、それにより、シー
ル機能と処理機器へ動きを伝える機能とを更に与えてもよい。
【０１４７】
　これは、両方の流路が閉塞通路として構成される場合に特に簡単な態様で有利に実現さ
れてもよい。同様に、例えば不純物および／または細菌に関して流体システムの自由度の
要求が少ない用途では、処理機器に関連する伝達部材がカバー手段の機能を更に果たすこ
とができる。
【０１４８】
　本発明の目的は、前述の説明に係るバルブ装置で使用されてもよい請求項１８に係るバ
ルブ挿入体によって更に達成される。
【０１４９】
　同様のバルブ挿入体は、本発明のバルブ装置のコア要素を形成してもよい。機能形態ま
たはバルブ状態に応じて、その主要機能は、そのバルブ状態の場合のバルブ挿入体全体の
軸線方向ストローク動作によって（例えば、殺菌、開放、閉塞）あるいは流体の影響下で
の屈曲などの変形によって（例えば、逆止弁、制御／調整バルブ）、流路を開放または閉
塞することにあってもよい。
【０１５０】
　本発明の目的を達成するため、本発明に係る少なくとも１つのバルブ装置を備える請求
項１９に係る外部機能手段が更に提案される。
【０１５１】
　そのような外部機能手段は、例えば、体外血液処理のために使用されてもよい。外部機
能手段は、本出願人によってドイツ特許商標局に出願された表題「Ｅｘｔｅｒｎｅ　Ｆｕ
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ｎｋｔｉｏｎｓｅｉｎｒｉｃｈｔｕｎｇ，Ｂｌｕｔｂｅｈａｎｄｌｕｎｇｓｖｏｒｒｉｃ
ｈｔｕｎｇ　ｚｕｍ　Ａｕｆｎｅｈｍｅｎ　ｅｉｎｅｒ　ｅｒｆｉｎｄｕｎｇｓｇｅｍａ
Ｂｅｎ　ｅｘｔｅｒｎｅｎ　Ｆｕｎｋｔｉｏｎｓｅｉｎｒｉｃｈｔｕｎｇ，ｓｏｗｉｅ　
Ｖｅｒｆａｈｒｅｎ」［Ｅｘｔｅｒｎａｌ　ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　ｍｅａｎｓ，ｂｌｏ
ｏｄ　ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　ｒｅｃｅｉｖｉｎｇ　ａｎ　
ｅｘｔｅｒｎａｌ　ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　ｍｅａｎｓ　ｉｎ　ａｃｃｏｒｄａｎｃｅ　
ｗｉｔｈ　ｔｈｅ　ｉｎｖｅｎｔｉｏｎ，ａｎｄ　ｍｅｔｈｏｄ］を有する前述した特許
出願に記載されるような使い捨てカセットであってもよい。これらの特許出願のそれぞれ
の内容は参照することにより全体が本願に組み入れられる。
【０１５２】
　本発明のバルブ装置に関連して説明された利点および以下で言及される利点の全てが低
下しない態様でバルブ挿入体および／または外部機能手段へ置き換えられてもよいため、
対応する説明を参照して繰り返しを避ける。
【０１５３】
　本発明は、本発明のバルブ装置が有利に利用されてもよい様々な方法を更に提案する。
【０１５４】
　本発明に係る方法は、本発明のバルブ装置の使用を含む、請求項２１に係る流路を制御
するあるいは調整する方法である。
【０１５５】
　表現「流路」は、流体通路、流体フロー、流体の流れなどであると理解されてもよい。
【０１５６】
　流体の通路の「制御または調整」は、本発明のバルブ装置を通じて流れる流体の速度、
圧力、流量、流れ方向（これに限定されることはない）などの制御または調整を含む。
【０１５７】
　好ましい実施形態において、本方法は、バルブ挿入体を切り換えるために所定の力およ
び／または所定の変位をバルブ挿入体の上側に加えることを更に含む。
【０１５８】
　先の説明によれば、意図的なあるいは「所定の」力および／または意図的なあるいは「
所定の」変位は、バルブ挿入体の所望のあるいは所要のバルブ状態に応じて加えられても
よい。
【０１５９】
　本発明に係る特に好ましいバルブ装置の作動は経路指向作動である。それにもかかわら
ず、力指向作動が本発明によって同様に包含されてもよい。
【０１６０】
　更なる好ましい実施形態において、力および／または変位は、伝達部材によりバルブ挿
入体の上側に加えられる。
【０１６１】
　更なる好ましい実施形態において、力および／または変位は、カバー手段、例えばフィ
ルム要素にわたってバルブ挿入体に加えられる。
【０１６２】
　更なる好ましい実施形態において、力は、本発明のバルブ装置を取り付けることにより
あるいは本発明のバルブ装置を備える外部機能手段を取り付けることにより処理機器に導
入される押圧力である。
【０１６３】
　更なる好ましい実施形態において、変位は、本発明のバルブ装置を取り付けることによ
り、あるいは本発明のバルブ装置を備える外部機能手段を取り付けることにより処理機器
に導入される。
【０１６４】
　適した処理機器は、例えば血液処理機器などの医療技術処理機器、例えば透析機器、血
液透析機器、血液濾過または血液透析濾過のための機器などであってもよい。処理機器は
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、分析機器、例えばクロマトグラフィ機器、スケールなどの臨床技術における機器、食品
および／または薬物製造における機器などを更に含んでもよい。
【０１６５】
　あるいは、バルブ装置に作用する力は、バルブ装置を通過する流体の流れによりもたら
される力であってもよい。
【０１６６】
　本発明のバルブ装置によって達成され得る利点の全てが低下されることなく本方法によ
って達成され得るため、その対応する説明を参照して繰り返しを避ける。
【０１６７】
　本発明の目的を達成するため、本発明は、請求項２７に係る製造方法による本発明のバ
ルブ装置の製造を提案する。該方法は、バルブ挿入体を受容手段の上側に位置決めし、バ
ルブ挿入体を案内手段によって受容手段内に位置決めすることを含む。
【０１６８】
　バルブ挿入体の位置決めは、機械または機械制御器を使用することにより、例えばロボ
ットを用いて行なわれてもよい。適した制御手段または調整手段が設けられてもよい。
【０１６９】
　受容手段内へのバルブ挿入体の挿入は、挿入中に挿入装置の吸引カップによりバルブ挿
入体が受容手段の上側に保持されている間に行なわれてもよい。
【０１７０】
　無論、バルブ挿入体の位置決めおよび／または挿入のために任意の他の適した機器を使
用することができ、また、本発明は本明細書中で与えられた実施例に限定されない。
【０１７１】
　また、外部機能手段が請求項２８に係る製造方法によって製造されてもよく、該製造方
法は、少なくとも１つの熱可塑性材料またはデュロプラスチックまたは熱硬化性材料のハ
ウジング要素を製造し、ハウジング要素に受容手段を形成し、バルブ挿入体を挿入し、ハ
ウジング要素の上側の少なくとも一部にカバー手段を適用することを含む。
【０１７２】
　ハウジング要素の製造は例えば射出成形によって行なわれてもよい。
【０１７３】
　受容手段の形成は、ハウジング要素の製造時に、例えば完全鋳造または射出成形技術に
よって行なわれてもよい。しかしながら、受容手段の形成は、例えば切削、研削などによ
る受容手段の機械加工によってハウジング部品を製造した後に行なわれてもよい。
【０１７４】
　本発明は、受容手段をハウジング要素内に受け入れるのに適する凹部であって、別個に
製造された受容手段を適切な態様で凹部内に挿入しあるいは嵌合するのに適する凹部を設
けあるいは予備成形することを同様に包含する。別個に製造された受容手段は、外部機能
手段のハウジング要素または硬質部のそれぞれに対して摩擦的におよび／または形状閉塞
によりおよび／または材料接続により、例えば接着、溶着、インターロック、歯の噛み合
いなどによって接続されてもよい。
【０１７５】
　バルブ挿入体は、外部機能手段の開放側から受容手段に挿入されてもよい。
【０１７６】
　その後、例えば結合面の形状を有する外部機能手段の結合部がカバー手段、例えばフィ
ルムと溶着されてもよい。
【０１７７】
　バルブ挿入体は、カバー手段を異なる所定の経路段階で押し下げる作用体によりおよび
／または作用体の力により、異なる特に所定の深さまでそれが受容手段に押し込まれ得る
ように、フィルム下で外部機能手段の内側に配置されてもよい。したがって、バルブ挿入
体の変形の異なる所定の弾性状態が生じ得る。これらは、バルブ装置を通過する流体の異
なる所定の流量をもたらし得る。



(18) JP 5657643 B2 2015.1.21

10

20

30

40

50

【０１７８】
　本発明の他の方法は、請求項２９に係る方法による殺菌利用のための外部機能手段の形
成に関し、上記方法は、実施例を用いて前述した外部機能手段の製造と、製造方法によっ
て得られる外部機能手段の殺菌とを含む。外部機能手段は本発明のバルブ装置を備え、該
バルブ装置のバルブ挿入体は、特にこの目的のために設けられる殺菌状態に置かれる。殺
菌状態は、第１のシール手段が第２のシール手段上に載置されない流通位置であってもよ
い。このようにすると、本発明のバルブ装置を通過する流体の双方向の流れが可能であり
有益である。そのような位置は、外部機能手段の殺菌に特に良く適する。
【０１７９】
　外部機能手段の殺菌は、スチーム／蒸気法、エチレンオキシドタイプの蒸気真空法など
を用いて行なわれてもよい。本発明が単に一例として与えられるこれらの殺菌方法に限定
されないことは言うまでもない。適した殺菌方法は、外部機能手段の使用の目的に応じて
かつ外部機能手段の殺菌の要求にしたがってそれぞれの単一のケースで選択されてもよい
。
【０１８０】
　殺菌後、本発明の方法の更なる好ましい実施形態では、バルブ装置がロック位置に至ら
されてもよい。
【０１８１】
　ロック位置は、バルブ装置が不純物の侵入に対して単に保護されるが、外力および／ま
たは付勢がバルブ装置のバルブ挿入体に作用していない位置であってもよい。バルブ挿入
体は受容手段内にクランプされてもよく、その場合、初期クリアランスの自動調整が妨げ
られず有益である。
【０１８２】
　外部機能手段がこの位置で保管されてもよい。
【０１８３】
　ロック位置は、製造プロセス時にバルブ挿入体がその挿入中に自動的にとる位置と同じ
であることが好ましい。この位置は、製造および殺菌、保管、輸送中および／または処理
中に、カセットに取り付けられるバルブ挿入体がカセットの回転時に落下するのを有利に
防止してもよい。
【０１８４】
　ロック位置は、殺菌位置（蒸気殺菌位置）および／または輸送位置と同じであることが
好ましいが、処理機器のカバー部材または押圧ドアが閉じられる位置と同じではない。
【０１８５】
　本発明は、前述した方法により殺菌された殺菌利用のための請求項３１に係る外部機能
手段も更に提案する。
【０１８６】
　そのような外部機能手段は、例えば、医療技術および／または臨床技術方法においてあ
るいは食品および／または薬物の製造のために採用されてもよい。その例は、処理機器自
体を参照しつつ前述した処理機器を伴った外部機能手段の使用を包含する。
【０１８７】
　外部機能手段は、体外血液処理のために血液伝導通路を有する血液処理カセットであっ
てもよく、この場合、バルブ装置は、代替物および／または１または複数の薬物を血液伝
導通路へ導入するための媒介として設けられて適合される。
【０１８８】
　本発明は、本発明の少なくとも１つのバルブ装置および／または外部機能手段を備える
請求項３２に係る処理機器も更に提案する。そのような処理機器は、例えば、血液処理機
器として構成されてもよい。
【０１８９】
　本発明のバルブ装置は本発明に係る任意の更なる実施形態および構造の必須の要素を表
わすため、バルブ装置により得られる全ての利点は、その使用および用途の全ての更なる
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態様および可能性に関して低下することなく生じる。
【０１９０】
　外部機能手段などの流体伝導手段は、一般に、その後の使用中に流体により湿潤されて
もよい空間および表面の全てが汚染物質を伴わず無菌でありかつ大気に対して密閉された
ままとなるように配されてもよい。これは、通常、ハウジング要素を互いに押し付けるこ
とにより、あるいはエラストマーシールにより、あるいはハウジング部品を互いに溶着す
ることにより行なうことができる。フィルムは、ハウジング要素の役目を同様に果たして
もよく、また、押圧または溶着の使用により他のハウジング要素に対して流体密にされて
もよい。
【０１９１】
　本発明のバルブ装置の弾性バルブ挿入体は、適切な幾何学的構造を選択することにより
１つの要素だけで異なるバルブ機能（例えば、「殺菌」、「開放」、「閉塞」、「調整」
、「逆止弁」）を示すことができ有益である。
【０１９２】
　特に、逆止弁機能の位置では、弾性バルブ挿入体は、その幾何学的構造に起因して、例
えば付勢状態で組み立てられなければならない既知の逆止弁と比べて組み立てに要する複
雑さを低くすることができ有益である。
【０１９３】
　本発明のバルブ装置を使用する結果として、スペースをとらない費用効率の高い態様で
バルブ装置のための取り付けスペースおよび駆動手段を実現でき、それにより、新規で安
全な簡単および／または経費節約の態様で前述した機能を与えることができる。
【０１９４】
　弾性バルブ挿入体は、初めて、幾つかのバルブタイプの機能をたった１つの単一構造ス
ペースの要件を伴って１つの構成部品に組み込むことができ有益である。これらのバルブ
タイプを利用するために、外部機能手段のバルブ装置を物理的に変更しあるいは交換する
必要はなく、あるいは、複数のバルブを設ける必要はない。バルブを動作させかつ異なる
バルブ状態間を切り換えるための処理機器の制御または調整あるいは適合の対応する変化
だけでむしろ十分であり有益である。
【０１９５】
　従来技術から知られる受動的に動作する逆止弁要素は、一般に、使い捨て部品ハウジン
グ要素内に固定された付勢態様で取り付けられる。逆止弁要素は、例えば、硬質ハウジン
グ要素の保持孔内に付勢下でスナップ係合され、あるいは、２つの硬質ハウジング要素（
例えば、オランダのＭｉｎｉｖａｌｖｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ社によるマッシュ
ルーム形状の「アンブレラバルブ」、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｉｎｉｖａｌｖｅ．ｃｏ
ｍ）間にクランプされる。
【０１９６】
　高温下での殺菌処理中、一般に保管に起因して、これらのエラストマー構成要素は、そ
れらの付勢、したがって所望の機能を部分的に失う場合がある。また、これらの要素は、
一方向の特定の応答差圧に至るまで他方向の流体システムの特定の最大差圧に抗して両方
向の流体通過を抑制する場合がある。したがって、流体スペースを通じた流れを必要とす
る殺菌方法による殺菌が多くの場合に不可能であり、あるいは限定を伴ってのみ可能であ
る（例えば、蒸気真空殺菌またはエチレンオキシド殺菌）と想定し得る。フィルムによっ
て閉じられるように構成されている半開流路外部機能手段（特にフィルムの使い捨て部品
および硬質部品）の蒸気真空殺菌は、しばしば、破壊を伴う深絞り効果をもたらす場合が
ある。したがって、例えば、それらの塑性限度まで加熱されるフィルムが真空から過圧へ
の変化時に半開流路に引き込まれる場合がある。これは、特に、フィルムの内側に配置さ
れる通路の流体入口だけを閉じるように逆止弁が配置されなければならない場合に当ては
まり得る。
【０１９７】
　取り付け固定されて付勢される従来技術の逆止弁装置とは異なり、本発明のバルブ装置
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は、殺菌プロセス中に流体の両方向の流通を可能にし有益である。これは、流体スペース
を通じた流れを必要とする殺菌方法が利用されるときに特定の利点を有し得る。
【０１９８】
　また、より簡単なおよび／または信頼できる態様で殺菌を行なうことができ有益である
。ここで、それらの付勢状態に起因して、これまで使用できなかったあるいは特定の殺菌
状態下での耐久性の欠如に起因する殺菌損失を受け入れることによってのみ使用できた特
に低コストな弾性材料をバルブ挿入体のために使用することができる。適切な弾性材料が
、技術的に複雑な製造を必要とする高価なシリコーンなどのクリープ変形に対する特定の
抵抗を有するエラストマーをもはや含む必要がないと想定することができ、有益である。
【０１９９】
　処理条件下で、従来技術の固定的に付勢された逆止弁が反対方向の流体の流れを防止す
る場合があり、それにより、特定の処理プログラムおよび使い捨て部品システムの初期完
全性検査プログラムを頻繁に行なうことができない。
【０２００】
　本発明のバルブ装置を用いると、この目的のために並列または直列に配置される任意の
更なる流体制御要素を付加的に設ける必要なく、機械制御によって流路を自由自在に開閉
することができ有益である。したがって、本発明のバルブ装置は、構造スペースおよび／
またはデッドスペースの減少に寄与でき有益である。
【０２０１】
　本発明のバルブ装置は、初めて、流れを許容しかつ機械的応力に何ら晒されない製造プ
ロセス、処理、および、保管を可能にでき有益である。ここでは、－従来のバルブ装置以
外の－本発明のバルブ装置が処理機器に取り付けられるときにだけ付勢バルブ状態に至ら
されれば十分である。
【０２０２】
　その逆止弁機能に加えて機械制御により開状態および閉状態へも至らされるバルブ装置
の能力は、流体構造における手続き的な選択肢の増大を許容でき有益である。
【０２０３】
　多段または連続動作する、受動的に作用する、あるいは、能動的に変更できる圧力また
は体積流量制御バルブとして本発明のバルブ装置を使用することにより、コスト、構造的
な複雑さ、および、取り付けスペースを節約することができ有益である。
【０２０４】
　本発明のバルブ装置は、繰り返し使用できる処理機器における即時使用のためおよび臨
床技術・医療技術の適用分野での使い捨ての密閉絶縁ディスポ装置における両方において
有利に適し得る多機能バルブ装置である。
【０２０５】
　本発明の外部機能手段は多くの異なる機能を果たすことができる。本発明の外部機能手
段は、バルブ挿入体を受容するように高い費用効率で構成され得る。この目的のために特
定の構造的手段は不要である。
【０２０６】
　本発明のバルブ装置は、殺菌バルブ状態にあり、すなわち、その製造および保管中に付
勢を何ら伴わない状態にあるため、そのようなバルブ装置を備える外部機能手段の重要な
部位を通じた有効な流れが、特に過圧および負圧が交互するタイプの方法にしたがった殺
菌方法で有利に可能である。付勢状態で、したがって閉塞状態で通常取り付けられる逆止
弁において、そのような重要部位は、十分に殺菌され得ない止まり穴構造に起因して、処
理流体が近づくことができず、あるいは、効果なく濯がれるにすぎない。
【０２０７】
　本発明のバルブ装置は、その殺菌中および保管中に付勢または予荷重または予応力を何
ら伴うことなく配置されるため、バルブ挿入体の機械的寸法および弾性特性をその利用の
ときまで完全にかつ十分な品質で保つことができ有益である。
【０２０８】
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　また、バルブ挿入体の無荷重保管は、（医療技術分野におけるシリコーンゴムのような
）通常必要なエラストマーではなく特に低コストな熱可塑性エラストマーの使用を更に可
能にし有益な場合がある。
【０２０９】
　また、熱可塑性エラストマーの利用は、新規な構造の可能性をもたらし有益な場合があ
る。ハウジング要素に関して使用できる熱可塑性材料およびエラストマーの両方を含むバ
ルブ挿入体のための熱可塑性物質／エラストマー混合物は、適切な、有利なおよび／また
は改良された態様でハウジング要素に接続できてもよい。
【０２１０】
　したがって、例えば組み立て目的でおよびバルブ要素をハウジングに対してシールする
ために弾性バルブ要素と熱可塑性硬質ハウジング要素との間を溶着することができ有益で
ある。
【０２１１】
　処理機器における外部機能手段の取り付けは、外部機能手段の正確な位置、支持、およ
び、流体緊密性を与えることができるだけではない。付勢逆止弁を含む従来の構成とは異
なり、本発明のバルブ装置により、流通のために流体構造を双方向で開くための更なる機
械作動バルブを有する更なる流路（例えば並列に配置される流路）を省くことができ有益
である。したがって、機械または処理機器および外部機能手段の取り付けスペースおよび
製造コストを節約できるだけでなく、望ましくない流れデッドスペースを回避することも
でき有益である。
【０２１２】
　処理機器における外部機能手段の取り付けおよび結合の公差を許容できる能力は、単一
構成部品の機能障害を有利に回避し得る。また、この能力は低価格製造コストに寄与する
。
【０２１３】
　これは別として、適切な処理作業を始める前に本発明のバルブ装置のバルブ機能を機械
制御されたルーチンにより簡単かつ容易な態様で検査することができ有益である。そのよ
うな検査は、例えば、本発明のバルブ装置を開放し、従来の逆止弁で想定し得る方向に抗
して圧縮空間内に検査流体を押し込み、その後、本発明のバルブ装置を逆止弁位置に至ら
せることによって簡単かつ容易に行なわれてもよい空気圧試験であってもよい。
【０２１４】
　バルブ挿入体および／または弾性シールリングの軸線方向弾性シート領域が所定の弾力
性によって実現できるため、必要に応じて低コストで固定セットされあるいは調整できる
圧力制御ユニットまたは体積流量制御ユニットを実現することができ有益である。
【０２１５】
　軸線方向弾性シート領域および／または弾性シールリングのその剛性の見地に基づく幾
何的構造の自由度は、幅広い範囲内のバルブ装置の押圧状況において弾性シール手段の弾
性率の漸進性を有利に設定することができ有益である。
【０２１６】
　バルブの駆動は、好ましい実施形態では主に、経路指向態様で行なわれてもよく、この
場合、所定の変形が必然的に例えばリセット力または付勢などの力も示すという事実は、
あまり重要ではなくあるいは全く重要ではない。後者は、構造特性に起因して非常に小さ
い場合があるため無視できる。それは、むしろ、力の事前設定と比べてかなりの利点を与
える経路の所定の刻印であり、本発明においてはもう１つの方法として可能である。した
がって、避けられない力公差および他の評価不可能性に起因して、大きさの小さい力を正
確に観察することは、経路刻印および変位を観察することよりもかなり複雑であり、信頼
できない。本発明のバルブ装置の重要な利点は、経路変化が簡単な態様で正確に観察され
得るという状況に存在する。この場合、公差全体であっても（例えば、バルブ本体に関し
て）信頼できる態様で補償され得る。
【０２１７】
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　バルブ挿入体の弾性構造形態は、経路の刻印の公差に関して高い公差無感度性を有利に
もたらし得る。
【０２１８】
　これは、特に、（取り付けによって）固定セットされる定体積流量調整バルブとしての
バルブ装置の実現を可能にでき有益である。したがって、バルブ装置は、体積流量に応じ
て通路抵抗を変更できる簡単な受動的に作用する構造として実現でき有益であり、それに
より、比例制御ユニットの原理にしたがった体積流量の調整をもたらすことができる。
【０２１９】
　本発明の文脈において「流体」が言及されるときには常に、本発明は、それぞれの記述
が単一流体または流体の混合物にも適用され得ることを当業者が認識できれば、正確に１
つの流体または１つの混合物も包含する。逆のケースも本発明によって包含される。
【０２２０】
　ここで、本開示の文脈において、表現「備えてもよい」、「場合がある」などは、ここ
でおよび他の場所で同様に使用される表現「備えることが好ましい」、「好ましい」など
と同じ意味であることに留意されたい。
【０２２１】
　以下、図面を参照しつつ、本発明のバルブ装置をその好ましい実施形態によって説明す
る。図面の図中、同じ参照符号は同じあるいは同一の要素を示す。
【図面の簡単な説明】
【０２２２】
【図１】本発明に係るバルブ装置の構成要素の分解図を示している。
【図２】本発明に係るバルブ装置のバルブ挿入体の簡略化された概略側面図を示している
。
【図３】殺菌位置または保管位置のバルブ状態における本発明に係るバルブ装置の側断面
図を概略的に示している。
【図４】永久的に開放されたバルブ位置のバルブ状態における本発明に係るバルブ装置の
側断面図を概略的に示している。
【図５】閉じられた逆止弁のバルブ状態における本発明に係るバルブ装置の側断面図を概
略的に示している。
【図６】開放された逆止弁のバルブ状態における本発明に係るバルブ装置の側断面図を概
略的に示している。
【図７】永久的に閉じられたバルブまたは制御バルブとしてのバルブ状態における本発明
に係るバルブ装置の側断面図を概略的に示している。
【図８】その前側にカバー手段を備える好ましい実施形態に係る本発明の外部機能手段の
側面図を示している。
【図９】カバー手段が開放された図８の外部機能手段を示している。
【図１０】図８および図９の外部機能手段をその後側から示している。
【発明を実施するための形態】
【０２２３】
　図１の分解図によれば、バルブ装置１００は、受容手段３に挿入されるバルブ挿入体１
を備える。バルブ挿入体１は、その上側が、固定シールストリップ７を備えるカバー手段
、例えばフィルム要素５によって覆われる。
【０２２４】
　本発明によれば、シールストリップ７は、例えばシールリングまたはシール縁、凹みな
どの形状を成して構成されてもよい。
【０２２５】
　フィルム要素５の上側には、バルブ挿入体の軸線方向（図１では、「上から下へ向かう
」方向）の動きあるいは力を伝達するための動き伝達手段１１を備える伝達部材９が配置
され、あるいは、逆もまた同様である。
【０２２６】
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　伝達部材９は機械側に配置されてもよい。すなわち、伝達部材は、例えば血液を処理す
るための処理機器などの図１に示されない処理機器の一部であってもよい。
【０２２７】
　受容手段３はハウジング要素１３に設けられる。図１に示されるように、例えば、ハウ
ジング要素１３は外部機能手段（図示せず）の一部であってもよい。
【０２２８】
　ハウジング要素１３は、例えば熱可塑性材料などの硬質のあるいは比較的硬質の材料か
ら形成されてもよい。
【０２２９】
　受容手段３は、例えば硬質シールリング１５の形態を成す第２のシール手段、ならびに
、上側シートブシュ１７、固定シールリング１９、および、下側シートブシュ２１を備え
る。下側シートブシュ２１は硬質前端部２３を有する。
【０２３０】
　図１の硬質シールリング１５は、典型的には、波状形態、すなわち、僅かに湾曲された
形態を有する。
【０２３１】
　受容手段３は、例えば血液および／または代替液および／または殺菌液などのバルブ装
置１００を通過する流体のための部分半開流路２５を更に備える。流路２５は流路部２７
、２９を含む。図１では、矢印により示されるように、流路部２７が流入通路として示さ
れており、流路部２９が流出通路として示されている。しかしながら、バルブ装置１００
は、異なる方向、特に逆方向に流体が流されてもよい。
【０２３２】
　バルブ挿入体１は機能形態に応じて流路２５を開きあるいは閉じてもよい。この場合、
それに対応して、バルブ挿入体１は、前述しかつ以下でも図示されるバルブ状態のうちの
１つをとる。
【０２３３】
　図２は、本発明のバルブ装置１００のバルブ挿入体１の部分的に切り開いた描写の概略
側面図を示している。
【０２３４】
　バルブ挿入体１は、例えば、弾性シールリング３１の形態を成す第１のシール手段、曲
げリング領域３３、ならびに、例えばガイドリブ４５の形態を成す案内手段を備える。ま
た、固定バルブシート３５、弾性シート領域３７の形態を成す弾性シート領域、外側フロ
ントリング領域３９、内側フロントリング領域４１、および、前端ストッパ４３が示され
ている。
【０２３５】
　弾性シールリング３１の下端（すなわち、図２の描写の底）は、平面的な、すなわち、
平坦な形態を有する。
【０２３６】
　内側フロントリング領域４１に軸線方向変位および／または軸線方向力、特に押圧力を
加えると、バルブ挿入体１の圧縮域４（例えば、軸線方向圧縮域）が弾性変形、例えば圧
縮を受け得る。図２は、バルブ装置１００のバルブ状態に応じてその形状および容積が可
変の変形空間４９を示している。
【０２３７】
　前述した中心領域が、図３に典型的に示されており、参照符号４４により示される。図
２に見られるように、中心領域４４の材料の蓄積は、例えばバルブ挿入体１の対称軸線で
ガイドリブ４５を収束させることによって行なわれてもよい。
【０２３８】
　図３～図７は、変位および／または例えば処理機器の一部に作用する押圧力などの力ま
たは流体の力をバルブ挿入体１に対して加えることにより得られてもよいバルブ装置１０
０の異なる典型的に選択されたバルブ状態を示している。バルブ挿入体１は、力を加える
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ことによりあるいは解放することによりバルブ状態間で切り換えられるように構成されて
いる。図３は、以下で殺菌位置または保管位置と称されるバルブ状態にあるバルブ装置１
００の断面図を概略的に簡略化された態様で示している。
【０２３９】
　バルブ挿入体１は受容手段３の内側に配置される。バルブ挿入体１は、そのガイドリブ
４５を介して、受容手段３の下側シートブシュ２１の硬質前端部２３と接触する。バルブ
挿入体１はフィルム要素５によって覆われる。
【０２４０】
　バルブ挿入体１の曲げリング領域３３のこの設計を用いると、ガイドリブ４５（図２参
照）と受容手段３の下側シートブシュ２１の内壁との間の摩擦接続は、好ましくは、バル
ブ挿入体１がその自重により抜け落ちるのを確実に防止するのに十分であり有益である。
【０２４１】
　曲げリング領域３３は、下側シートブシュ２１の底部へ向かうバルブ挿入体１の前端ス
トッパ４３の一時的な（例えば組付け時の）軸線方向変位が曲げリング領域３３のリセッ
ト力によって有利に完全に逆行されるように構成されていることが好ましい。ここで、曲
げリング領域３３のリセット力は、ガイドリブ４５と受容手段３の下側シートブシュ２１
またはガイドブシュの内壁との間の摩擦力に打ち勝つことが好ましい。このようにして、
特に簡単な組み立てが有利に確保されてもよい。
【０２４２】
　図３に示される殺菌位置では、外力がバルブ挿入体１に作用していない。したがって、
バルブ挿入体１が付勢および／または材料応力にほぼ全く晒されない。その主な機能に関
連するバルブ挿入体１の領域の全ては、受容要素３またはハウジング要素１３（ここには
図示せず）のいずれかで押圧されない。これらは大きな材料応力を受けない。
【０２４３】
　図３では力または変位が弾性シート領域３７に作用していないため、バルブ挿入体１の
変形空間４９が最大容積をとる。
【０２４４】
　バルブ装置１００は、バルブ装置１００を通じて流れる流体に関して開放される状態に
ある。この場合、図３に示される二重矢印から分かるように、流体はバルブ装置１００を
通じて双方向に流れることができる。
【０２４５】
　バルブ装置１００を通じた流体の流れは、バルブ挿入体１の弾性シールリング３１と受
容手段３の硬質シールリング１５との間に配置される隙間５１を通じて行なわれる。
【０２４６】
　そのような状態は、バルブ装置１００の殺菌、または、バルブ装置１００に接続される
外部機能手段の殺菌に特に良く適する。
【０２４７】
　そのようなバルブ状態では、応力を（互い同士の間の構造応力および内部応力）を何ら
伴うことなく単一の構成要素が配置されるため、このバルブは、バルブ装置１００または
同様のバルブ装置１００を含む外部機能手段の長期保管に更に適することが好ましい。テ
ンションがない場合には、装置と関連付けられるそれぞれの構成部品のテンションの損失
および機能障害は起こらない。
【０２４８】
　ここで、バルブ装置１００の開放殺菌位置は、例えば血液および／または代替液などの
殺菌流体または処理流体の流路２５を通じた自由な双方向通過を必要とする任意の殺菌ま
たは他の予備処理を行なうことができてもよい。
【０２４９】
　図４は、バルブ状態として永久的に開放されたバルブ位置にある図３のバルブ装置１０
０の側面図を概略的に簡略化された態様で示している。図３の描写とは異なり、図４のバ
ルブ装置１００は処理機器の内側に配置される。これは、伝達部材９、例えば処理機器の
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圧力作用体がフィルム要素５の上側に配置されるという事実から認識できてもよい。
【０２５０】
　バルブ挿入体１は、外側フロントリング領域３９の媒介によりガイドリブ４５を用いて
受容手段３と伝達部材９との間に保持される。
【０２５１】
　伝達部材９は、バルブ挿入体１を通じた双方向の流れが永久的に開放されたバルブ位置
で可能となるように構成されていてもよい。このようにすると、バルブ装置１００は、本
質的に機械の内側のその存在に起因してあるいは機械制御に起因して開放位置にある。
【０２５２】
　伝達部材９は、フィルム要素５と外側フロントリング領域３９との間の閉塞が得られる
ようにフィルム要素５上に載置され、これは、殺菌目的でフィルム要素５と外側フロント
リング領域３９との間の空間が開放状態に維持される図３に示される位置とは異なる。
【０２５３】
　図５および図６は、閉じられた逆止弁のバルブ状態（図５）および開放された逆止弁の
バルブ状態（図６）のそれぞれにおける図３および図４のバルブ装置１００の側面図を概
略的に簡略化された態様で示している。
【０２５４】
　図５において、バルブ挿入体１の取り付け押圧は、受容手段３と伝達部材９との間の（
軸線方向における、すなわち、図５の「上端から下端へ向かう」方向における）経路距離
を短くすることによって高められ、その後、一定に保たれる。能動的なバルブ機能を備え
ていない受動機械構成では、これは、外部機能手段を機械の内側に配置することによって
のみ行なわれてもよい。バルブ装置１００の更なる開／閉機能を有する能動機械構成では
、これは、それに対応して伝達部材９を駆動させることによって行なわれてもよい。
【０２５５】
　図５は、存在する流体が硬質シールリング１５で通過方向に抗して蓄積するときの、あ
るいは流体が通過方向に蓄積するときのバルブ装置１００の付勢され閉じられたバルブ状
態を示しているが、流入側と流出側との間の圧力差は、逆止弁の調整された最小応答圧よ
りも依然として小さい。
【０２５６】
　接触／押圧領域５３では、弾性シールリング３１および硬質シールリング１５が互いに
当接しあるいは互いに対して押し付けられる。
【０２５７】
　図６は、バルブ装置１００を通じた通過方向での流れ中のバルブ状態を示している。特
にこのバルブ状態において、公差の前述した補償は、内側フロントリング領域４１と前端
ストッパ４３との間において軸線方向で行なわれてもよく、一定の機能特性を確保する。
このとき、逆止弁位置では、バルブ挿入体１の前端ストッパ４３が既に下側シートブシュ
２１の硬質前端部２３に当接して動かないように配置される。
【０２５８】
　弾性シールリング３１と硬質シールリング１５との間には隙間５１が残存する。
【０２５９】
　図７は、永久的に閉じられたバルブとしてのあるいは制御バルブとしてのバルブ状態に
おけるバルブ装置１００の側面図を概略的に簡略化された態様で示している。そのような
制御バルブは、圧力制御バルブまたは体積流量制御バルブとして作用してもよい。
【０２６０】
　このバルブ状態において、伝達部材９は、外側フロントリング領域３９が弾性シールリ
ング３１との軸線方向での機械的な押圧接触に入るまで、（図中の上側から下方へ垂直に
延びる方向のことである）軸線方向への押圧を軸線方向変位のかなりの程度まで促進させ
る。
【０２６１】
　このようにして、弾性シールリング３１と硬質シールリング１５との間の押圧は、バル
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ブ装置１００が構造によってもたらされる圧力差に抗して双方向で閉じられるような度合
いまで高められる。
【０２６２】
　図７に示されるバルブ状態において、本発明のバルブ装置１００は、圧力制御バルブま
たは体積流量制御バルブとして作用してもよい。
【０２６３】
　軸線方向に弾力性があるバルブ挿入体１のシート領域３７または接触相手として関連付
けられる弾性シールリング３１が、例えばそれ／それらに対して更なる溝を設けることに
より、あるいは前述したバルブ挿入体１の更なる軸線方向の撓み時に軸線方向弾性シート
領域３７と弾性シールリング３１との間の意図される接触をもたらす弾性の細い環状バー
またはノブを設けることにより所定の弾性を有するように構成されている場合には、バル
ブ装置１００の確かに高い付勢がこのバルブ状態をもたらし得る。
【０２６４】
　そのような高い付勢は、伝達部材９の軸線方向変位に応じて、軸線方向作動前および軸
線方向作動後の接触の２つの別個の段階（軸線方向弾性シート領域３７と弾性シールリン
グ３１との間の隙間５１）で行なわれてもよく、あるいは、経路依存態様で連続的に（指
定された相手同士の初期接触）で行なわれてもよい。
【０２６５】
　図８は、図８に見える表面にカバー手段を備える外部機能手段の側面図を示している。
【０２６６】
　ここで、外部機能手段は、典型的には、チャンバ、通路、バルブなどを有する血液処理
カセット１０００として構成される。図８の血液処理カセット１０００には、その前側に
、カバー手段、この場合には典型的に既に先に述べたフィルム５が設けられる。
【０２６７】
　血液処理カセット１０００は、少なくとも図８に示される前側により、血液処理機器（
図１には示されない）に結合されてもよい。
【０２６８】
　血液処理カセット１０００は動脈ヘパリン付加部位６３を備える。ここで、ヘパリン付
加部位６３が、唯一好ましい態様では抗凝血剤または活性剤の組み合わせであるヘパリン
以外の薬理学的活性剤を付加するのに適して意図されてもよいことに留意されたい。また
、これは、任意の種類の文脈の前後でヘパリンが言及されるときには常に考慮されるべき
である。
【０２６９】
　血液処理カセット１０００は動脈ヘパリン付加部位６３の逆止弁６５を備える。逆止弁
６５は、本出願の発明のバルブ装置の実用的な例である。
【０２７０】
　血液処理カセット１０００は、静脈ヘパリン付加部位６７のための逆止弁６９を更に含
む。
【０２７１】
　本発明のバルブ手段の他の実施形態として逆止弁７１を作動させることにより、代替物
導管７３内へ代替物が導入されてもよい。
【０２７２】
　図９は、フィルムが血液処理カセット１０００の左縁および上下端で切り開かれて右へ
開放されて示される図８の血液処理カセット１０００を示している。
【０２７３】
　図９は、フィルムを切り開いた後に更に詳しく見える血液処理カセット１０００の内側
の要素を示している。
【０２７４】
　繰り返しを避けるため、図８の説明において前述した個々の要素の構成を参照されたい
。
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【０２７５】
　図１０は、血液処理カセット１０００をその後側から示している。血液処理カセット１
０００が血液処理機器に結合されると、血液処理カセット１０００を除去するために血液
処理機器のドアを開放する観察者はこの後側を見る。
【０２７６】
　血液処理カセット１０００に関する更なる詳細に関しては、これに向けられた前述した
出願の詳細な説明を参照されたい。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】
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【図１０】
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