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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　創傷治療装置に使用されるポンプカセットであって、
　ポンプ室、前記ポンプ室と流体連通する吸入弁、および前記ポンプ室と流体連通する排
出弁を有するポンプ本体と；
　前記ポンプ室の容積を変化させるように移動可能となるように前記ポンプ本体に連結さ
れたダイヤフラムと；
　前記ポンプカセットの１つ以上の特性を記憶し、前記１つ以上の特性を判定するため自
動読取装置で読み取り可能となるように構成された識別子と；
を備えるポンプカセットにおいて、
　アクチュエータを有する創傷治療装置に着脱可能に連結され、前記アクチュエータが作
動してダイヤフラムを移動させることができるように構成され、
　前記１つ以上の特性が、前記ダイヤフラムに関するものであることを特徴とするポンプ
カセット。
【請求項２】
　請求項１に記載のポンプカセットにおいて、前記識別子が、無線識別（ＲＦＩＤ）タグ
、バーコード、または磁気ストライプを含むことを特徴とするポンプカセット。
【請求項３】
　請求項１に記載のポンプカセットにおいて、前記１つ以上の特性が、前記ダイヤフラム
の直径、前記ダイヤフラムの面積、前記ダイヤフラムのストローク、および前記ダイヤフ
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ラムのストロークによって生じる前記ポンプ室の容積の変化：の１つ以上を含むことを特
徴とするポンプカセット。
【請求項４】
　前記ポンプ本体の吸入弁に連結された第１の端部と、流体容器に連結されるように構成
された第２の端部とを有する導管；
をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載のポンプカセット。
【請求項５】
　請求項４に記載のポンプカセットにおいて、前記１つ以上の特性が、前記ポンプカセッ
トの流体容器に収容された流体の識別を含むことを特徴とするポンプカセット。
【請求項６】
　第２のポンプ室、前記第２のポンプ室と流体連通する第２の吸入弁、および前記第２の
ポンプ室と流体連通する第２の排出弁を有するポンプ本体と；
　前記第２のポンプ室の容積を変化させるように移動可能となるように前記ポンプ本体に
連結された第２のダイヤフラムと；
を備える、請求項１～５のいずれか１項に記載のポンプカセットにおいて、
　第１および第２のアクチュエータを有する創傷治療装置に着脱可能に連結され、前記ア
クチュエータが作動して各ダイヤフラムを移動させることができるように構成されている
ことを特徴とするポンプカセット。
【請求項７】
　前記ポンプカセットの１つ以上の特性を記憶し、前記１つ以上の特性を判定するため自
動読取装置で読み取り可能となるように構成された第２の識別子；
をさらに備える、請求項６に記載のポンプカセット。
【請求項８】
　請求項７に記載のポンプカセットにおいて、前記第２の識別子によって識別される前記
１つ以上の特性が前記第２のダイヤフラムに関するものであるポンプカセット。
【請求項９】
　請求項７または８に記載のポンプカセットにおいて、前記第１のダイヤフラムと前記第
２のダイヤフラムのサイズが異なることを特徴とするポンプカセット。
【請求項１０】
　創傷ドレッシングに連結され、前記創傷ドレッシングを通して創傷に陰圧を印加するよ
うに作動することができるように構成された真空源と；
　ハウジングに連結されたポンプカセットのダイヤフラムを移動させるアクチュエータと
；
　前記ハウジングに連結されたポンプカセットの識別子を読み取って前記ポンプカセット
の１つ以上の特性を判定するように構成された自動読取装置と；
を備え、
　前記１つ以上の特性が、前記ダイヤフラムに関するものであることを特徴とする創傷治
療装置。
【請求項１１】
　それぞれが前記ハウジングに連結されたポンプカセットのダイヤフラムを移動させる、
複数のアクチュエータ；
をさらに備える、請求項１０に記載の創傷治療装置。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の創傷治療装置において、前記装置が複数のポンプカセットに連結さ
れるように構成されていることを特徴とする創傷治療装置。
【請求項１３】
　請求項１１または１２に記載の創傷治療装置において、前記装置が、前記複数のアクチ
ュエータを同時に作動させるように構成されていることを特徴とする創傷治療装置。
【請求項１４】
　請求項１１または１２に記載の創傷治療装置において、前記装置が前記複数のアクチュ
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エータを順次、作動させるように構成されていることを特徴とする創傷治療装置。
【請求項１５】
　それぞれが前記ハウジングに連結されたポンプカセットの識別子を読み取るように構成
されている、複数の自動読取装置；
をさらに備える、請求項１１に記載の創傷治療装置。
【請求項１６】
　前記装置が請求項１～９のいずれか１項に記載の１つのポンプカセットに連結される、
請求項１０～１５のいずれか１項に記載の創傷治療装置。
【請求項１７】
　請求項１０～１５のいずれか１項に記載の創傷治療装置において、前記装置が請求項１
～９のいずれか１項に記載の複数のポンプカセットに連結されることを特徴とする創傷治
療装置。
【請求項１８】
　請求項１～５のいずれか１項に記載のポンプカセットに連結されるように構成されたハ
ウジングと；
　前記ハウジングに連結され、創傷ドレッシングに連結されて前記創傷ドレッシングを通
して創傷に陰圧を印加するように作動することができるように構成された真空源と；
　前記ハウジングに連結されたアクチュエータと；
　前記ポンプカセットの識別子を読み取って前記１つ以上の特性を判定するように構成さ
れた自動読取装置と；
を備える創傷治療装置において、
　前記ポンプカセットが前記ハウジングに連結され、前記自動読取装置が前記ポンプカセ
ットの識別子を読み取って前記１つ以上の特性を判定することができ、前記アクチュエー
タが作動して前記ダイヤフラムを移動させることができるように構成されていることを特
徴とする、創傷治療装置。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の創傷治療装置において、前記ハウジングが複数のポンプカセットに
連結されるように構成されており、前記創傷治療装置が、
　前記ハウジングに連結された複数のアクチュエータ；
を備え、
　前記複数のポンプカセットが、複数のポンプ室と、前記複数のポンプ室のそれぞれの容
積を変化させるように移動可能となるように構成された複数のダイヤフラムとを有し、前
記複数のアクチュエータが作動して前記複数のダイヤフラムを移動させることができるよ
うに構成されていることを特徴とする創傷治療装置。
【請求項２０】
　前記アクチュエータに連結され、前記アクチュエータを作動させるように構成された制
御装置；
をさらに備える、請求項１８または１９に記載の創傷治療装置。
【請求項２１】
　流体容器；
をさらに備える、請求項１８または１９に記載の創傷治療装置。
【請求項２２】
　請求項１８または１９に記載の創傷治療装置において、前記複数のポンプカセットのそ
れぞれの吸入弁が前記流体容器に連結されることを特徴とする創傷治療装置。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、２０１０年１月２９日に出願された米国仮特許出願第６１／２９９，７８７
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号明細書の優先権を主張し、その内容全体が本明細書に援用される。
【０００２】
　本開示は、一般に創傷治癒および創傷治療法に関する。より詳細には、本開示は、流体
滴下法および陰圧創傷療法に関するが、これに限定されるものではない。
【背景技術】
【０００３】
　臨床試験および診療から、組織部位近傍に減圧を提供すると、組織部位における新生組
織の増殖が促進され、加速されることが分かった。この現象の応用は多数あるが、減圧の
印加は創傷治療に特に成果があった。この治療（医学界では「陰圧創傷療法」、「減圧療
法」、または「真空療法」と称されることが多い）には、治癒の迅速化や肉芽組織形成の
促進を含む、多くの利点がある。典型的には、減圧は、創傷インサート（例えば、多孔質
パッドまたは他のマニホールドデバイス）を通して組織に印加される。創傷インサートは
、典型的には組織に減圧を分配し、組織から吸引される流体を送流することができる気泡
または気孔を含有する。創傷インサートは、例えば、ドレープ（例えば、粘着性サージカ
ルドレープ）などの治療を促進する他の構成要素を有する創傷ドレッシングに組み込むこ
とができる。
【発明の概要】
【０００４】
　本開示は、ポンプカセット、創傷治療装置、および方法の実施形態を含む。
【０００５】
　創傷治療装置に使用される本ポンプカセットの幾つかの実施形態は、ポンプ室、ポンプ
室と流体連通する吸入弁、およびポンプ室と流体連通する排出弁を有するポンプ本体と；
ポンプ室の容積を変化させるように移動可能となるようにポンプ本体に連結されたダイヤ
フラムと；ポンプカセットの１つ以上の特性を記憶し、その１つ以上の特性を判定するた
め自動読取装置で読み取り可能となるように構成された識別子とを備え；ポンプカセット
は、アクチュエータを有する創傷治療装置に着脱可能に連結され、アクチュエータが作動
してダイヤフラムを移動させることができるように構成されている。幾つかの実施形態で
は、識別子は、無線識別（ＲＦＩＤ）タグを含む。幾つかの実施形態では、識別子は、バ
ーコードを含む。幾つかの実施形態では、識別子は、磁気ストライプを含む。幾つかの実
施形態では、１つ以上の特性は、ダイヤフラムの直径、ダイヤフラムの面積、ダイヤフラ
ムのストローク、ダイヤフラムのストロークによって生じるポンプ室の容積の変化、およ
びポンプカセットの１つ以上の特性を示すコード：の１つ以上を含む。幾つかの実施形態
では、吸入弁と排出弁はそれぞれ玉弁を含む。幾つかの実施形態では、吸入弁と排出弁は
それぞれダックビル弁を含む。幾つかの実施形態では、吸入弁と排出弁はそれぞれアンブ
レラ弁を含む。
【０００６】
　幾つかの実施形態は、さらに、ポンプ本体の吸入弁に連結された第１の端部と、流体容
器に連結されるように構成された第２の端部とを有する導管を備える。幾つかの実施形態
は、さらに、ポンプ本体の吸入弁と流体連通するように導管の第２の端部に連結された流
体容器と；流体容器に収容される流体とを備える。幾つかの実施形態では、１つ以上の特
性は、流体容器に収容された流体の識別を含む。幾つかの実施形態は、ポンプ本体に連結
され、流体容器を受け入れるように構成された受け口を含む支持デバイスを備える。
【０００７】
　本創傷治療装置の幾つかの実施形態は、ポンプカセットに連結するように構成されたハ
ウジングと；ハウジングに連結され、創傷ドレッシングに連結されて創傷ドレッシングを
通して創傷に陰圧を印加するように作動することができるように構成された真空源と；ハ
ウジングに連結されたアクチュエータと；ハウジングに連結されたポンプカセットの識別
子を読み取ってポンプカセットの１つ以上の特性を判定するように構成された自動読取装
置とを備え；創傷治療装置は、本ポンプカセットの一実施形態がハウジングに連結される
と、自動読取装置がポンプカセットの識別子を読み取ってポンプカセットの１つ以上の特
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性を判定することができ、アクチュエータが作動してダイヤフラムを移動させることがで
きるように構成されている。
【０００８】
　幾つかの実施形態では、ハウジングは、本ポンプカセットの１つ以上に連結されるよう
に構成されており、創傷治療装置は、ハウジングに連結された複数のアクチュエータを備
え；創傷治療装置は、それぞれが少なくとも１つのポンプ室と、ポンプ室の容積を変化さ
せるように移動可能となるように構成された少なくとも１つのダイヤフラムとを有する１
つ以上のポンプカセットがハウジングに連結されると、複数のアクチュエータが作動して
ダイヤフラムを移動させることができるように構成されている。幾つかの実施形態は、さ
らに、アクチュエータに連結され、アクチュエータを作動させるように構成された制御装
置を備える。幾つかの実施形態では、制御装置は、複数のアクチュエータを同時に作動さ
せるように構成されている。幾つかの実施形態では、制御装置は、複数のアクチュエータ
を順次、作動させるように構成されている。幾つかの実施形態は、さらに、それぞれが１
つ以上のポンプカセットの識別子を読み取って１つ以上のポンプカセットの１つ以上の特
性を判定するように構成されている、複数の自動読取装置を備え；創傷治療装置は、それ
ぞれが識別子を有する１つ以上のポンプカセットがハウジングに連結されると、１つ以上
の自動読取装置が識別子を読み取って１つ以上の特性を判定することができるように構成
されている。幾つかの実施形態は、さらに、それぞれが複数のポンプ室と、複数のポンプ
室のそれぞれの容積を変化させるように移動可能となるように構成された、複数のダイヤ
フラムとを有する請求項１に記載の１つ以上のポンプカセットを備える。幾つかの実施形
態では、複数のダイヤフラムの少なくとも１つは、複数のダイヤフラムの他の少なくとも
１つとサイズが異なる。幾つかの実施形態では、複数のポンプカセットがハウジングに連
結される。幾つかの実施形態は、さらに流体容器を備える。幾つかの実施形態では、複数
のポンプカセットのぞれぞれの吸込弁が流体容器に連結される。幾つかの実施形態は、さ
らに、ハウジングに連結され、創傷ドレッシングに連結されて創傷ドレッシングを通して
創傷に陰圧を印加するように作動することができるように構成された真空源を備える。
【０００９】
　本創傷治療装置の幾つかの実施形態は、ポンプ室、ポンプ室と流体連通する吸入弁、お
よびポンプ室と流体連通する排出弁を有するポンプ本体と；ポンプ室の容積を変化させる
ように移動可能となるようにポンプ本体に連結されたダイヤフラムと；を備えるポンプカ
セットに連結されるように構成されたハウジング；ハウジングに連結され、創傷ドレッシ
ングに連結されて創傷ドレッシングを通して創傷に陰圧を印加するように作動することが
できるように構成された真空源；ならびに、ハウジングに連結されたアクチュエータを備
え；創傷治療装置は、ポンプカセットがハウジングに連結されると、アクチュエータが作
動してダイヤフラムを移動させることができるように構成されている。
【００１０】
　本創傷治療装置の幾つかの実施形態は、創傷ドレッシングに連結されて、創傷ドレッシ
ングを通して創傷に陰圧を印加するように作動することができるように構成された真空源
と；ハウジングに連結されたポンプカセットのダイヤフラムを移動させるアクチュエータ
と；ハウジングに連結されたポンプカセットの識別子を読み取ってポンプカセットの１つ
以上の特性を判定するように構成された自動読取装置とを備える。幾つかの実施形態は、
さらに、それぞれがハウジングに連結されたポンプカセットのダイヤフラムを移動させる
、複数のアクチュエータを備える。幾つかの実施形態では、装置は、複数のポンプカセッ
トに連結されるように構成されている。幾つかの実施形態では、装置は、複数のアクチュ
エータを同時に作動させるように構成されている。幾つかの実施形態では、装置は、アク
チュエータを順次、作動させるように構成されている。幾つかの実施形態は、さらに、そ
れぞれがハウジングに連結されたポンプカセットの識別子を読み取るように構成されてい
る、複数の自動読取装置を備える。幾つかの実施形態では、装置は本ポンプカセットの１
つに連結される。幾つかの実施形態では、装置は複数の本ポンプカセットに連結される。
【００１１】
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　本方法の幾つかの実施形態は、ポンプ室、ポンプ室と流体連通する吸入弁、およびポン
プ室と流体連通する排出弁を有するポンプ本体と；ポンプ室の容積を変化させるように移
動可能となるようにポンプ本体に連結されたダイヤフラムと；を備えるポンプカセットに
連結されるように構成されたハウジング；ハウジングに連結され、創傷ドレッシングを通
して創傷に陰圧を印加するように作動するように構成された真空源；ならびに、ハウジン
グに連結されたアクチュエータを備える創傷治療装置に、創傷ドレッシングを連結するス
テップを含む。幾つかの実施形態は、さらに、ポンプカセットを創傷治療装置のハウジン
グに連結し、アクチュエータが作動してダイヤフラムを移動させることができるようにし
、且つ、排出弁が創傷ドレッシングと流体連通するようにするステップを含む。幾つかの
実施形態は、さらに、アクチュエータを作動させてダイヤフラムを移動させ、流体が創傷
ドレッシングに送達されるようにするステップを含む。幾つかの実施形態では、ポンプカ
セットを連結するステップは、創傷ドレッシングを連結するステップの前に行われる。幾
つかの実施形態は、さらに、真空源を作動させて創傷ドレッシングに陰圧を印加するステ
ップを含む。
【００１２】
　本システムおよび／または方法のいずれかの実施形態はいずれも、前述のステップ、要
素、および／または特徴のいずれかを、備える／含む／含有する／有するのではなく、そ
れらからなってもよい、または本質的になってもよい。従って、請求項のいずれかにおい
て、前述のオープンエンドの連結動詞のいずれかの代わりに「からなる」または「から本
質的になる」という用語を使用し、特定の請求項の範囲を、オープンエンドの連結動詞を
使用した場合の範囲から変更することができる。
【００１３】
　前述のおよび他の実施形態に関する詳細を下記に記載する。
【００１４】
　以下の図面は例示の目的で示しているのであって、本発明を限定するものではない。簡
潔に且つ明瞭にするため、特定の構造の全ての特徴が、その構造が記載されている全ての
図に常に標示されているわけではない。同一の参照番号は、必ずしも同一の構造を表示す
るわけではない。むしろ、同じ参照番号は、非同一の参照番号の場合と同様に、類似の特
徴または類似の機能を有する特徴を表示するのに使用される場合がある。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、本創傷インサートの１つを有し、創傷部位および創傷治療装置に連結さ
れた本創傷ドレッシングの一実施形態の側面図を示す。
【図２】図２は、本創傷ドレッシングおよび／または創傷インサートを備えるおよび／ま
たはそれらに連結するおよび／またはそれらに使用することができる創傷治療装置の一実
施形態の概略ブロック図を示す。
【図３】図３は、本ポンプカセットの一実施形態の一部の拡大断面図を示す。
【図４】図４は、本創傷治療装置の一実施形態の斜視図を示す。
【図５】図５は、図４の装置の側面図を示す。
【図６】図６は、図４の装置の側面図を示す。
【図７】図７は、本創傷治療装置の別の実施形態の一部の側面図を示す。
【図８】図８は、本創傷治療装置の別の実施形態の一部の略図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　「連結された」という用語は、接続されていることと定義されるが、それは必ずしも直
接的であるとは限らず、また必ずしも機械的であるとは限らない；「連結された」２つの
ものは、互いに一体になっていてもよい。「１つの（ａ）」および「１つの（ａｎ）」と
いう用語は、特記しない限り、１つ以上と定義される。「実質的に」、「ほぼ」および「
約」という用語は、当業者に理解されるように、必ずしも完全とは限らないが概ね明記さ
れている通りであると定義される。
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【００１７】
　「備える（ｃｏｍｐｒｉｓｅ）」（および、「備える（ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ）」および
「備える（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」などの備えるの任意の形態）、「有する（ｈａｖｅ
）」（および、「有する（ｈａｓ）」および「有する（ｈａｖｉｎｇ）」などの有するの
任意の形態）、「含む（ｉｎｃｌｕｄｅ）」（および、「含む（ｉｎｃｌｕｄｅｓ）」お
よび「含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」などの含むの任意の形態）ならびに「含有する（ｃ
ｏｎｔａｉｎ）」（および、「含有する（ｃｏｎｔａｉｎｓ）」および「含有する（ｃｏ
ｎｔａｉｎｉｎｇ）」などの含有するの任意の形態）という用語は、オープンエンドの連
結動詞である。そのため、１つ以上のステップを「備える」、「有する」、「含む」、ま
たは「含有する」方法は、それらの１つ以上のステップを具備するが、それらの１つ以上
のステップだけを具備することに限定されない。同様に、１つ以上の要素を「備える」、
「有する」、「含む」、または「含有する」創傷ドレッシングは、それらの１つ以上の要
素を具備するが、それらの要素だけを具備することに限定されない。例えば、創傷インサ
ートとドレープとを備える創傷ドレッシングに、創傷ドレッシングは明記された要素を含
むが、それらの要素だけを有することに限定されない。例えば、このような創傷ドレッシ
ングは、創傷治療装置に連結されるように構成された接続パッドも含んでもよい。
【００１８】
　さらに、特定の方式で構成されているデバイスまたは構造は、少なくともそのように構
成されるが、明記された方式以外の方式で構成されてもよい。
【００１９】
　ここで図面、より詳細には図１を参照すると、本創傷治療システム１０の１つの実施形
態が示されている。図示されている実施形態では、装置１０は、創傷治療装置１４と、導
管２２により装置１４に連結された創傷ドレッシング１８とを備える。図示するように、
ドレッシング１８は、患者３０の創傷２６に連結されるように構成されている（および、
連結された状態で示されている）。より詳細には、図示されている実施形態では、ドレッ
シング１８は、創傷インサート３４とドレープ３８とを備える。図示するように、創傷イ
ンサート３４は創傷２６上に（例えば、創傷面４２上にまたは創傷面４２に隣接して）配
置されるように構成されている（および、配置された状態で示されている）、および／ま
たは、ドレープ３８が創傷インサート３４と創傷２６を被覆し、ドレープ３８と創傷２６
（例えば、創傷面４２）との間に空間５０を形成するように、ドレープ３８は創傷２６に
隣接する患者の皮膚４６に連結されるように構成されている（および、連結された状態で
示されている）。
【００２０】
　装置１４は、例えば、創傷ドレッシング１８に（例えば、導管２２を介して）陰圧を印
加するように作動可能となる（および／または作動する）ように構成された真空源と、創
傷ドレッシング１８に（例えば、導管２２を介して）流体（例えば、薬液、抗菌液、灌注
液、および／または発泡流体などの滴下流体）を送達するように作動可能となる（および
／または作動する）ように構成された流体（例えば、液体または発泡流体）源とを備えて
もよい。システム１０を、従来技術に記載のものに類似の様々な構成および／または方法
のいずれかで実施するおよび／または作動させるおよび／または患者３０に連結すること
ができる。例えば、ＫＣＩ　ＵＳＡ，Ｉｎｃ．（Ｓａｎ　Ａｎｔｏｎｉｏ，Ｔｅｘａｓ，
Ｕ．Ｓ．Ａ．）および／またはその子会社および関連会社（総称して「ＫＣＩ」）を通し
ておよび／またはそれらから様々な創傷療法システムおよび構成要素が市販されている。
【００２１】
　導管２２は、１本のシングルルーメン導管（例えば、真空源および／または流体源と装
置１４との間で切り替えられる）を備えてもよく、または複数のシングルルーメン導管も
しくは１本のマルチルーメン導管を備えてもよく、例えば、創傷ドレッシング１８への流
体の送達および／または陰圧の印加を個々におよび／または同時に行うことができるよう
になっていてもよい。さらに、導管２２は、例えば、複数のルーメン（例えば、陰圧の印
加および／または流体送達用の中心ルーメンと、中心ルーメンに隣接するまたはその周囲
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にある１つ以上の周囲ルーメンとを有し、周囲ルーメンを圧力センサに連結してドレープ
３８と表面４２との間の（例えば、空間５０内の）圧力または陰圧を検知することができ
るようになっている単一の導管におけるようなもの）を備えてもよい。図示されている実
施形態では、システム１０は、さらに、導管２２に連結されるように構成された（および
、連結された状態で示されている）創傷ドレッシング接続パッド５４を備える。適した接
続パッド５４の一例は、ＫＣＩから市販されている「Ｖ．Ａ．Ｃ．　Ｔ．Ｒ．Ａ．Ｃ．（
登録商標）Ｐａｄ」である。接続パッド５４の別の例は、米国特許出願公開第２００７／
０２１９５１２Ａ１号明細書として公開された米国特許出願第１１／７０２，８２２号明
細書に開示されている。適したドレープ３８の一例には、ＫＣＩから市販されている「Ｖ
．Ａ．Ｃ．（登録商標）ドレープ」が含まれる。
【００２２】
　本創傷治療装置および方法の幾つかの実施形態は、図２を参照するとさらによく理解す
ることができる。図２は、システム１０の一実施形態の概略ブロック図を示す。図示され
ている実施形態では、創傷ドレッシング１８は装置１４に連結されており、装置１４は、
導管１０８によりキャニスタ１０４（例えば、創傷ドレッシング１８から滲出物等を受け
入れるように構成されている）に連結された真空源１００（例えば、真空ポンプ等）を備
える。図示されている実施形態では、装置１４は、さらに、導管１２０および／またはＴ
継手１２４により導管１０８に連結された第１の圧力トランスデューサ１１６と、導管１
３２によりキャニスタ１０４および／または創傷ドレッシング１８に連結された第２の圧
力トランスデューサ１２８とを有する圧力センサ１１２を備える。圧力センサ１１２は、
創傷ドレッシング１８内および／または創傷ドレッシング１８、圧力センサ１１２および
／または真空源１００に連結された様々な導管のいずれかの中の陰圧を検知するように構
成されている。
【００２３】
　図示されている実施形態では、装置１４は、さらに、導管１３２に連結された圧力解放
弁１３６を備える。さらに、図示されている実施形態では、キャニスタ１０４および真空
源１００は、導管１４０により創傷ドレッシング１８に連結される。より詳細には、導管
１４０は、キャニスタ１０４を創傷ドレッシング１８に連結する。図示されている実施形
態では、キャニスタ１０４は、液体または固体粒子が導管１０８に入ることを防止するた
め、キャニスタ１０４の出口またはその近傍にフィルタ１４４を備える。フィルタ１４４
は、例えば、水性および／または油性液体がフィルタの表面でビーズ状になるように疎水
性および／または親油性の細菌フィルタを含んでもよい。装置１４は、真空源１００の作
動中、フィルタ１４４での圧力低下がさほど大きくないフィルタ１４４を通して十分な気
流が供給されるように（例えば、圧力低下が、真空源１００から創傷ドレッシング１８へ
の陰圧の印加に実質的に干渉しないように）構成されてもよい。
【００２４】
　図２に示すものなどの様々な実施形態で、装置１４は、キャニスタ内の液体がフィルタ
１４４を閉塞するレベルに達するとすぐに、導管１０８内に非常に大きい陰圧（または負
圧）が発生し、トランスデューサ１１６によって検知されるように構成することができる
。トランスデューサ１１６は、このような圧力変化をキャニスタが一杯であると解釈し、
これを、キャニスタ１０４を空にするおよび／または交換する必要があるというＬＣＤの
メッセージおよび／またはブザーで合図する、および／または、真空源１００を自動的に
遮断するまたは動作不能にする回路に接続されてもよい。
【００２５】
　装置１４は、また、間欠的な陰圧（または負圧）を創傷部位に印加するように、および
／またはリリーフ弁１３６で創傷部位の圧力を迅速に大気圧にすることができるように構
成されてもよい。従って、装置１４が、例えば、１０分間隔で圧力を解放するようにプロ
グラムされている場合、この間隔でリリーフ弁１３６は特定の時間、開放し、創傷部位の
圧力を等しくした後、閉鎖して陰圧を回復することができる。創傷部位に一定の陰圧を印
加する場合、弁１３６は大気へのまたは大気からの漏洩を防止するために閉鎖したままと
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なることが分かるであろう。この状態では、ポンプ１００を連続的に運転するおよび／ま
たは作動させることなく、時々または定期的に運転しておよび／または作動させて創傷部
位に陰圧を維持し、所望のレベルの陰圧（即ち、大気圧未満の所望の圧力）を維持し、そ
れをトランスデューサ１１６で検知することが可能である。これにより電力が節約され、
機器がその電池による電力供給で長時間作動することが可能となる。
【００２６】
　図示されている実施形態では、装置１４は、さらに、流体源２００が流体を創傷ドレッ
シング１８に（例えば、創傷ドレッシングを通して創傷に）送達するように作動可能とな
るようになるように、導管２０４により創傷ドレッシング１８に連結された流体源２００
を備える。流体源２００は、例えば、シリンジ、流体ポンプおよび／またはその他同種類
のもの流体を送達することができる任意の適した機構であってもよい。
【００２７】
　図３は、流体源２００の幾つかの実施形態に使用するのに適した本ポンプカセットの一
実施形態２５０の一部の拡大断面図を示す。図示されている実施形態では、ポンプカセッ
ト２５０は、ポンプ室２５８とポンプ室２５８と流体連通する吸入弁２６２とポンプ室２
５８と流体連通する排出弁２６６とを有するポンプ本体２５４を備える。図示されている
実施形態では、ポンプカセット２５０は、さらに、ダイヤフラム２７０がポンプ室２５８
の容積（例えば、ポンプ本体２５４とダイヤフラム２７０との間の容積）を変化させるよ
うに移動可能となるように、ポンプ本体２５４に連結されたダイヤフラム２７０を備える
。図示されている実施形態では、図５および図６に示されるように、ポンプカセット２５
０は、アクチュエータを有する創傷治療装置に着脱可能に連結され、アクチュエータ（例
えば、３０４）が作動してダイヤフラム２７０を（例えば、ポンプ本体２５４に対して）
移動させ、例えば、ポンプカセット２５０に（例えば、吸入弁２６２から排出弁２６６に
）流体を圧送することができるように構成されている。図示されている実施形態では、吸
入弁２６２と排出弁２６６は、それぞれ、一方向弁、例えば、玉弁、ダックビル弁、アン
ブレラ弁などを含む。このようなものとして、ダイヤフラム２７０が（例えば、アクチュ
エータ３０４により）方向２７４に移動すると、吸入弁２６２は閉鎖し、排出弁２６６は
開放し、その結果、ダイヤフラム２７０とポンプ本体２５４との間の容積が減少するにつ
れ、ポンプ室２５８から流体が押し出される。同様に、ダイヤフラム２７０が（例えば、
アクチュエータ３０４により）方向２７８に移動すると、排出弁２６６は閉鎖し、吸入弁
２６２は開放し、その結果、ダイヤフラム２７０とポンプ本体２５４との間の容積が増加
するにつれ、ポンプ室２５８に流体が吸入される。図示されている実施形態では、ダイヤ
フラム２７０（例えば、ダイヤフラム２７０の中心）は、ダイヤフラム２７０とアクチュ
エータ３０４の端部３０８を連結するように構成されたスロット付きコネクタ２８２によ
ってアクチュエータ３０４の遠位端３０８に着脱可能に連結され、端部３０８がダイヤフ
ラム２７０を押したり引いたりすることができる（例えば、ダイヤフラムを２つの実質的
に反対方向に移動させることができる）ようになっている。他の実施形態では、任意の適
した機械的連結構造または機構、例えば、ピンまたは割りピン、端部３０８の糸とそれに
対応するコネクタ２８２の糸、および／または、磁石および／または磁性材料などを使用
することができる。
【００２８】
　幾つかの実施形態では、ポンプキャビティ２５８は、ダイヤフラム２７０（例えば、端
部３０８）が完全に伸張している（ダイヤフラム２７０と端部３０８が弁２６２および２
６６にできるだけ近接している）とき、出口弁２６６の周囲がダイヤフラムでシールされ
るように成形されており、そのため、創傷ドレッシングに陰圧が印加されても、陰圧がポ
ンプ室を通って移送されることが（例えば、ダイヤフラム２７０および吸入弁２６６によ
り）実質的に防止される（さもなければ、流体が流体容器から吸引され創傷および／また
は捕集キャニスタに流れるおそれがある）。
【００２９】
　図４～図６は、図２の装置１４に類似していることがある本創傷治療装置１４ａの一実
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施形態を示す。より詳細には、図３は装置１４ａの全体図を示し；図４および図５は装置
１４ａの部分図を示し、本ポンプカセットの一実施形態の着脱性を示し；図６は本ポンプ
カセットの一実施形態の拡大図を示す。装置１４ａは、ポンプカセット２５０に連結する
ように（例えば、ポンプ本体２５４がハウジング３００に実質的に固定された関係となる
ように）構成されたハウジング３００を備える。図示されている実施形態では、装置１４
ａは、さらに、ハウジング３００に連結されたアクチュエータ３０４を備える。前述のよ
うに、ポンプカセット２５０は、ポンプ室２５８と、ポンプ室の容積を変化させるように
移動可能となる（例えば、ポンプカセットに流体を圧送する）ように構成された膜２７０
とを含む。アクチュエータ３０４は、ポンプカセット２５０をハウジング３００に連結す
ると（図４に示すように）、アクチュエータ３０４が作動してポンプカセットのダイヤフ
ラムを移動させる（例えば、ポンプカセットに流体を圧送する）ことができるように構成
されている。図示されている実施形態では、アクチュエータ３０４は直線ストロークを有
するソレノイドを備え、それにより端部３０８とダイヤフラム２７０を往復動させて、ポ
ンプ室内の（ダイヤフラム２７０とポンプ本体２５４との間の）容積を連続的に増減させ
、流体をポンプカセットに圧送することができる。他の実施形態では、アクチュエータ３
０４は、任意の適したアクチュエータまたは作動機構、例えば、カム機構、ラックピニオ
ン機構、歯車装置、モーターから偏心したアーム（ｅｃｃｅｎｔｒｉｃ　ａｒｍ　ｆｒｏ
ｍ　ａ　ｍｏｔｏｒ）、および／または、ポンプカセット２５０および／または装置１４
ａが本開示に記載のように機能することを可能にする他の任意の適したアクチュエータな
どを含んでもよい。
【００３０】
　図示されている実施形態では、ポンプカセット２５０は、また、ポンプカセットの１つ
以上の特性を記憶し、その１つ以上の特性を判定するため自動読取装置で読み取り可能と
なるように構成された識別子３１２も備える。図示されている実施形態では、装置１４ａ
は、さらに、ポンプカセットの識別子３１２を読み取り、１つ以上の特性（識別子に記憶
されたまたは識別子から読み取り可能な）を判定するように構成された自動読取装置３１
６を備える。装置１４ａは、また、ポンプカセット２５０がハウジング３００に（図４に
示すように）連結されると、自動読取装置３１６がポンプカセット２５０の識別子３１２
を読み取り、１つ以上の特性（識別子３１２に記憶されたまたは識別子３１２から読み取
り可能な）を判定することができるように構成されてもよい。識別子３１２は、任意の適
したデバイスまたは構造、例えば、無線識別（ＲＦＩＤ）タグ、バーコード、磁気ストラ
イプ（例えば、クレジットカード等に一般に使用されているようなもの）、および／また
は、自動読取装置３１６で読み取ることができる他の任意の適した識別子などを含んでも
よい。幾つかの実施形態では、識別子は、フラッシュメモリー、プロセッサ、および／ま
たは無線トランジーバを含む。読取装置３１６は、任意の適したデバイスまたは構造、例
えば、ＲＦＩＤ読取装置（ＲＦＩＤタグ用）、バーコード読取装置（バーコード用）、お
よび磁気ストライプ読取装置（磁気ストライプ用）などを含んでもよい。幾つかの実施形
態では、１つ以上の特性（識別子３１２に記憶されたまたは識別子３１２から読み取り可
能な）は、ダイヤフラム２７０の直径、ダイヤフラム２７０の面積、ダイヤフラム２７０
のストローク（ダイヤフラム２７０の中心が動くことのできる直線距離）、ダイヤフラム
２７０のストロークによって生じるポンプ室２５８の（例えば、ダイヤフラム２７０とポ
ンプ本体２５４との間の）容積の変化、およびポンプカセット２５０の１つ以上の特性を
示すコード：の１つ以上を含んでもよい。このような幾つかの実施形態では、ハウジング
３００は、読取装置３１６に連結され、識別子３１２に記憶されたコードを認識し、読取
装置３１６を用いて識別子３１２から得られるコードで識別されるポンプカセット２５０
の１つ以上の特性に対応する所定のまたは予めプログラムされた方式でアクチュエータ３
０８を作動させるようにプログラムされる制御装置および／または記憶装置（図示せず）
を備えてもよい。幾つかの実施形態では、ポンプカセットは、自動読取装置で読み取り可
能な識別子を備えず、その代わりに、その特性の１つ以上が標示され；このような実施形
態では、装置１４ａは、使用者が手動で、特定のポンプカセットに対応する１つ以上の装



(11) JP 5727516 B2 2015.6.3

10

20

30

40

50

置設定（例えば、ダイヤフラムの駆動が最良になるようにアクチュエータの周波数および
ストロークを変える方法、および／または、使用者インターフェースに表示すべき使用者
が選択可能な選択肢の範囲）を選択することが可能になるように、１つ以上のスイッチお
よび／またはタッチスクリーンを備えてもよい。
【００３１】
　幾つかの実施形態では、ポンプカセット２５０は、ポンプ本体２５４の吸入弁２６２に
連結された第１の端部３２４と、流体容器３３２に（例えば、スパイク３３６を介して）
連結されるように構成された第２の端部３２８とを有する導管３２０を備える。幾つかの
実施形態では、ポンプカセット２５０は、流体容器３３２がポンプ本体２５４の吸入弁２
６２と流体連通するように、導管３２０の第２の端部３２８に（例えば、スパイク３３６
を介して）連結された流体容器３３２と；流体容器３３２に収容される流体とを備える。
流体容器３３２内の流体は、任意の適した流体または成分、例えば、生理食塩水、デブリ
ードマン用薬剤、および／または抗生物質を含んでもよい。ポンプカセット２５０が流体
容器３３２を備える実施形態では、１つ以上の特性（識別子３１２に記憶されたまたは識
別子３１２から読み取り可能な）は、流体容器３３２に収容された流体の識別を含んでも
よい。幾つかの実施形態では、ポンプカセット２５０は、また、流体容器（例えば、流体
容器３３２）を受け入れるように構成された受け口３４４を含む、支持デバイス３４０（
例えば、ポンプ本体２５４に連結される）も備える。
【００３２】
　幾つかの実施形態ではポンプカセットは使い捨てであり、そのため使用者が定期的に交
換できる、および／または、１つ以上のポンプカセット、創傷ドレッシング（例えば、１
８）、流体容器（例えば、３３２）、流体容器に収容される流体、および／または、創傷
ドレッシングをポンプカセットおよび／または創傷治療装置（例えば、１４、１４ａ）に
連結する導管を備えることができる本キットに含むことができる。ポンプの高摩耗部品（
例えば、ダイヤフラムなど）が、容易に交換できる使い捨てポンプカセット内にあるため
、使い捨てポンプカセットは装置の耐用寿命を延ばすことができる。さらに、使い捨てポ
ンプカセットは、流体をポンプカセット内に保持することができ、装置の残りの部分に移
送しないため、清浄度を向上させ、感染および／または相互汚染のリスクを低減すること
ができる。
【００３３】
　幾つかの実施形態では、装置１４ａは、ハウジング３００に連結され、創傷ドレッシン
グ（例えば、１８）に連結されて創傷ドレッシングを通して創傷（例えば、２６）に陰圧
を印加するように作動することができるように構成された真空源（例えば、１００）を備
える。
【００３４】
　図７は、本発明の創傷治療装置１４ｂの別の実施形態の一部の側面図を示す。装置１４
ｂは、幾つかの点で装置１４ａに類似している。しかし、装置１４ｂは、複数のポンプカ
セット（例えば、２５０）に連結されるように構成されているハウジング３００ａを備え
る。図示されている実施形態では、装置１４ｂは、ハウジング３００ａに連結された複数
のアクチュエータ３０４ａ、３０４ｂ、３０４ｃを備える。図示されている実施形態では
、装置１４ｂは、１つ以上のポンプカセット（例えば、２５０）が複数のポンプ室（例え
ば、２５４）と、複数のポンプ室のそれぞれの容積を変化させるように移動可能となるよ
うに構成された複数のダイヤフラム２７０ａ、２７０ｂ、２７０ｃとを有する場合、複数
のアクチュエータ３０４ａ、３０４ｂ、３０４ｃが作動してダイヤフラム２７０ａ、２７
０ｂ、２７０ｃを移動させることができるように構成されている。図示されている実施形
態では、複数のダイヤフラム２７０ａ、２７０ｂ、２７０ｃが単一のポンプカセット２５
０ａ（複数のポンプ室を含む）に連結されている。他の実施形態では、複数のポンプカセ
ット（例えば、２５０）がハウジング３００ａに連結されてもよい。
【００３５】
　図示されている実施形態では、流体容器３３２は、各ポンプ室の吸入弁２６２ａ、２６
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２ｂ、２６２ｃに並列に連結され、排出弁２６６ａ、２６６ｂ、２６６ｃは創傷ドレッシ
ング１８に並列に連結されている。幾つかの実施形態では、装置１４ｂは、アクチュエー
タ３０４ａ、３０４ｂ、３０４ｃに連結され、アクチュエータを作動させるように構成さ
れた制御装置（図示せず）を備える。幾つかの実施形態では、制御装置は、アクチュエー
タ３０４ａ、３０４ｂ、３０４ｃを同時に作動させるように構成されている。幾つかの実
施形態では、制御装置は、アクチュエータ３０４ａ、３０４ｂ、３０４ｃを順次（例えば
、３０４ａ－３０４ｂ－３０４ｃ、３０４ａ－３０４ｂ－３０４ｃ）作動させ、例えば、
創傷ドレッシング１８で感知できる変動が最小限になるように構成されている。順次作動
させると、ポンプの脈動を低減させることができる、および／または流量を増加させるこ
とができる。幾つかの実施形態では、順次作動させると、非常に高い流速で流体を送達す
ることができ、選択されるアクチュエータを変更することにより、非常に正確な最終用量
を送達することができる。
【００３６】
　幾つかの実施形態では、装置１４ｂは、１つ以上のポンプカセット（例えば、２５０、
２５０ａ）の識別子（例えば、３１６）を読み取り、１つ以上のポンプカセットの１つ以
上の特性を判定するように構成された１つ以上の自動読取装置（例えば、３１２）を備え
、装置１４ｂは、識別子（例えば、３１２）を有する１つ以上のポンプカセット（例えば
、２５０、２５０ａ）がハウジングに連結されると、１つ以上の自動読取装置が識別子を
読み取って１つ以上の特性を判定することができるように構成されている。幾つかの実施
形態では、装置１４ｂは、複数のポンプ室（例えば、２５８）と、複数のポンプ室のそれ
ぞれの容積を変化させるように移動可能となるように構成された複数のダイヤフラム（２
７０ａ、２７０ｂ、２７０ｃ）とを有する１つ以上のポンプカセット（例えば、２５０、
２５０ａ）を備える。幾つかの実施形態では、１つ以上のポンプカセットがハウジング３
００ａに連結されている。幾つかの実施形態では、複数のダイヤフラムは同じサイズであ
る。図示されている実施形態では、複数のダイヤフラムの少なくとも１つは、複数のダイ
ヤフラムの他の少なくとも１つとサイズが異なる。例えば、図示されている実施形態では
、ダイヤフラム２７０ｃはダイヤフラム２７０ｂより大きく、ダイヤフラム２７０ｂはダ
イヤフラム２７０ａより大きい。
【００３７】
　図８は、本創傷治療装置の別の実施形態１４ｃの一部の略図を示す。装置１４ｃは、幾
つかの点で装置１４ｂに類似している。しかし、装置１４ｃは、複数の流体容器３３２ａ
、３３２ｂ、３３２ｃに連結されるように構成されており、そのため、複数のポンプ室（
およびダイヤフラム）のそれぞれが複数の流体容器３３２ａ、３３２ｂ、３３２ｃの異な
るものから流体を圧送するように構成されている。このようにして、サイズの異なるポン
プ室および／またはダイヤフラムは、異なる流体を異なる量および／または異なる流速で
圧送することができる。装置１４ｃは、２種類以上の流体を、組み合わせて、同時に、ま
たは順次（例えば、まず、生理食塩水（後でＮＰＷＴ下で除去される）で創傷を洗い流し
た後、創傷に抗生物質を投与する）送達するように構成することができる。
【００３８】
　本方法の幾つかの実施形態は、創傷ドレッシング（例えば、１８）を創傷治療装置（例
えば、１４ａ）に連結するステップを含む。幾つかの実施形態では、創傷治療装置は、ポ
ンプカセット（例えば、２５０）に連結されるように構成されたハウジング（例えば、３
００）と；ハウジングに連結され、創傷ドレッシングを通して創傷に陰圧を印加するよう
に作動するように構成された真空源（例えば、１００）と；ハウジングに連結されたアク
チュエータ（例えば、３０４）とを備える。本方法の幾つかの実施形態は、ポンプカセッ
ト（例えば、２５０）を創傷治療装置のハウジングに連結し、アクチュエータが作動して
ダイヤフラム（例えば、２７０）を移動させることができるようにし、且つ排出弁（例え
ば、２６６）が創傷ドレッシングと流体連通するようにするステップ；および／またはア
クチュエータを作動させてダイヤフラムを移動させ、流体が創傷ドレッシングに送達され
るようにするステップを含む。幾つかの実施形態では、ポンプカセットを連結するステッ
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源を作動させて創傷ドレッシングに陰圧を印加するステップを含む。本創傷治療方法の実
施形態は、本装置（例えば、１４、１４ａ、１４ｂ）および／またはポンプカセット（２
５０、２５０ａ）の実施形態を含んでもよい。
【００３９】
　本明細書に記載のデバイス、システム、および方法の様々な例示的実施形態は、開示さ
れている特定の形態に限定されるものではない。むしろ、それらは、特許請求の範囲に入
る全ての変更形態および変形形態を含むものとする。
【００４０】
　ミーンズ－プラス－ファンクションまたはステップ－プラス－ファンクションの限定が
、それぞれ「～の手段」または「～のステップ」の語句を使用して特定の請求項で明示的
に記載されない限り、請求項はこのような限定を含むことを意図しておらず、またそのよ
うに解釈されるべきではない。
【００４１】
　前述の利益および利点は、一実施形態に関することもあれば、幾つかの実施形態に関す
ることもあることが理解されるであろう。さらに、特記しない限り、「１つの（ａｎ）」
ものを指す場合、それは、それらのものの１つ以上を指すことが理解されるであろう。
【００４２】
　本明細書に記載の方法のステップは、適宜、任意の適した順番で、または同時に行うこ
とができる。
【００４３】
　必要な場合には、前述の実施例のいずれかの態様を、記載されている他の実施例のいず
れかの態様と組み合わせて、同等のまたは異なる特性を有し、同じ問題または異なる問題
に対処する他の実施例を構成することもできる。
【００４４】
　好ましい実施形態の上記の説明は、例示として記載しているに過ぎず、当業者によって
様々な変更が行われ得ることが理解されるであろう。上記明細書、実施例、およびデータ
は、例示的実施形態の構造および使用について完全に説明するものである。様々な実施形
態をある程度詳細に、または１つ以上の個々の実施形態を参照して説明してきたが、当業
者は、本発明の範囲から逸脱することなく、開示される実施形態に多くの改変を行うこと
ができる。
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