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(57)【要約】
本発明は、患者の傷口に対して行う、持続的負圧、間欠
的負圧、洗浄、薬供給、サイクル薬供給などのモードを
迅速に切替可能な多機能負圧ドレナージシステムを提供
する。この多機能負圧ドレナージシステムは、医療用包
帯と、廃液瓶と、真空ポンプと、Ａ導流管と、Ａ導気管
と、Ｂ導流管と、蠕動ポンプと、Ｃ導流管と、液体供給
瓶と、Ｅ導流管と、Ａ制御弁と、Ｂ制御弁と、Ｆ制御弁
と、を備える。医療用包帯、Ｂ導流管、蠕動ポンプ、Ｃ
導流管及び液体供給瓶は、順次に接続される。医療用包
帯、Ａ導流管、廃液瓶、Ａ導気管及び真空ポンプは、順
次に接続される。Ｅ導流管は、Ｃ導流管とＡ導流管との
間に接続されている。Ａ制御弁はＡ導流管に設けられて
いる。Ｅ導流管とＡ導流管との連接点は、Ａ制御弁と医
療用包帯との間に位置する。Ｂ制御弁はＣ導流管に設け
られている。Ｅ導流管とＣ導流管との連接点は、Ｂ制御
弁と蠕動ポンプとの間に位置する。Ｆ制御弁はＥ導流管
に設けられている。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医療用包帯と、廃液瓶と、真空ポンプと、Ａ導流管と、Ａ導気管と、を備え、前記医療
用包帯は患者の傷口に貼り付けるためのものであり、前記Ａ導流管は、前記医療用包帯と
前記廃液瓶との間に接続されており、前記Ａ導気管は前記廃液瓶と前記真空ポンプとを連
通する多機能負圧ドレナージシステムにおいて、
　更に、液体供給瓶と、Ｃ導流管と、Ｂ制御弁と、Ａ制御弁と、を備え、
　前記Ｃ導流管は、前記液体供給瓶と前記医療用包帯との間に接続されており、
　前記Ｂ制御弁はＣ導流管に設けられており、
　前記Ａ制御弁はＡ導流管に設けられていることを特徴とする、
　多機能負圧ドレナージシステム。
【請求項２】
　更に、前記液体供給瓶には、前記液体供給瓶内の液位を監視し測定するためのＢ液位セ
ンサが設けられていることを特徴とする、請求項１に記載の多機能負圧ドレナージシステ
ム。
【請求項３】
　更に、Ｂ導流管と、蠕動ポンプと、を備え、前記医療用包帯、前記Ｂ導流管、前記蠕動
ポンプ、前記Ｃ導流管及び前記液体供給瓶は、順次接続されることを特徴とする、請求項
１に記載の多機能負圧ドレナージシステム。
【請求項４】
　更に、Ｂ導流管と、蠕動ポンプと、Ｅ導流管と、Ｆ制御弁と、を備え、前記Ｂ導流管は
、前記蠕動ポンプと前記医療用包帯との間に接続されており、前記Ｃ導流管は、前記蠕動
ポンプと前記液体供給瓶との間に接続されており、前記Ｅ導流管は、前記Ｃ導流管と前記
Ａ導流管との間に接続されており、前記Ａ制御弁は前記Ａ導流管に設けられており、前記
Ｅ導流管と前記Ａ導流管との連接点は、前記Ａ制御弁と前記医療用包帯との間に位置し、
前記Ｂ制御弁は前記Ｃ導流管に設けられており、前記Ｅ導流管と前記Ｃ導流管との連接点
は、前記Ｂ制御弁と前記蠕動ポンプとの間に位置し、前記Ｆ制御弁は前記Ｅ導流管に設け
られていることを特徴とする、請求項１に記載の多機能負圧ドレナージシステム。
【請求項５】
　前記廃液瓶には、前記廃液瓶内の廃液の濁度を即時に監視し測定するための濁度センサ
が設けられていることを特徴とする、請求項１に記載の多機能負圧ドレナージシステム。
【請求項６】
　前記廃液瓶には、前記廃液瓶内の廃液の液位を即時に監視し測定するためのＡ液位セン
サが設けられていることを特徴とする、請求項１に記載の多機能負圧ドレナージシステム
。
【請求項７】
　更に、圧力センサと、Ｂ導気管と、を備え、前記Ｂ導気管は、一端が前記医療用包帯と
連接し、他端が前記圧力センサと連通し、患者の傷口にある負圧の大きさを即時に監視し
測定可能であることを特徴とする、請求項１に記載の多機能負圧ドレナージシステム。
【請求項８】
　更に、Ｄ導気管と、Ｅ制御弁と、ろ過ノズルと、を備え、前記Ｅ制御弁は前記Ｄ導気管
に設けられており、前記Ｄ導気管は、一端が前記医療用包帯と連接し、他端が前記ろ過ノ
ズルと連接することを特徴とする、請求項１に記載の多機能負圧ドレナージシステム。
【請求項９】
　更に、Ｃ導気管と、細菌フィルターと、を備え、前記Ｃ導気管は、前記医療用包帯と前
記細菌フィルターとの間に接続されており、前記Ｄ導気管は、前記細菌フィルターと前記
ろ過ノズルと間に接続されていることを特徴とする、請求項８に記載の多機能負圧ドレナ
ージシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、負圧ドレナージシステムに関し、特に、患者の傷口に対して洗浄及び滲出液
ドレナージを実行可能であり、且つ上記の二つのモードを迅速で自由に切替え可能な多機
能負圧ドレナージシステムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、社会の快速の発展及び老齢化の加速により、各種類の治しにくい皮膚の急性及び
慢性の傷口（例えば糖尿病による足の潰瘍、深度の褥瘡及び傷付けた後の傷口など）が多
くなると同時に、各種類の外科手術の後、液体の滲出が多いため、ドレナージをすること
が必要な傷口が多々ある。
　病巣や傷口に血腫、膿汁、組織液、又は分泌物が溜まって、これらの液体を速く除去し
ないと、傷口の治療に悪影響を与え、酷い場合に、傷口が悪化する虞がある。このような
問題を有効に解決するための対策は、負圧ドレナージ技術を利用して、これらの液体を排
出する。すなわち、手術の過程中に、傷口に負圧ドレナージ管を差し込んで、負圧ドレナ
ージ管により、溜まる液体をドレナージして排出する。
【０００３】
　一般的に、負圧ドレナージ治療設備は、持続的負圧と間欠的負圧との二つの治療モード
だけが存在し、且つ上記の二つの治療モードを組み合わせて利用できない。傷口の治療に
おいて、医者は、各種類の複雑な傷口のケースに面することが一般的である。傷口の治療
を促進し、治療効果を良くするために、医者は、各種類の治療方法、例えば薬物治療、消
炎洗浄治療、負圧ドレナージ治療、デブリドマン治療、成長因子治療などを採用して、こ
れらを組み合わせて最適の治療を実現する。しかしながら、現在の技術及び市販している
負圧ドレナージ治療設備は、このような需要を実現できない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記の問題を解決するために、本発明は、患者の傷口に対して行う、持続的負圧治療、
間欠的負圧治療、洗浄治療、薬供給治療、サイクル薬供給治療などの多くのモードに迅速
で自由に切替え可能であり、且つ何れかの二つのモード、又は複数のモードを組み合わせ
て、治療をプログラム的に実行可能な多機能負圧ドレナージシステムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の多機能負圧ドレナージシステムは、医療用包帯と、廃液瓶と、真空ポンプと、
Ａ導流管と、Ａ導気管と、を備え、医療用包帯は患者の傷口に貼り付けるためのものであ
り、Ａ導流管は、医療用包帯と廃液瓶との間に接続されており、Ａ導気管は廃液瓶と真空
ポンプとを連通する多機能負圧ドレナージシステムにおいて、
更に、液体供給瓶と、Ｃ導流管と、Ｂ制御弁と、Ａ制御弁と、を備え、Ｃ導流管は、液体
供給瓶と医療用包帯との間に接続されており、Ｂ制御弁はＣ導流管に設けられており、Ａ
制御弁はＡ導流管に設けられていることを特徴とする。
【０００６】
　本発明の多機能負圧ドレナージシステムは、更に、液体供給瓶には、液体供給瓶内の液
位を監視し測定するためのＢ液位センサが設けられていることを特徴とする。
【０００７】
　本発明の多機能負圧ドレナージシステムは、更に、Ｂ導流管と、蠕動ポンプと、を備え
、医療用包帯、Ｂ導流管、蠕動ポンプ、Ｃ導流管及び液体供給瓶は、順次に接続されるこ
とを特徴とする。
【０００８】
　本発明の多機能負圧ドレナージシステムは、更に、Ｂ導流管と、蠕動ポンプと、Ｅ導流
管と、Ｆ制御弁と、を備え、Ｂ導流管は、蠕動ポンプと医療用包帯との間に接続されてお
り、Ｃ導流管は、蠕動ポンプと液体供給瓶との間に接続されており、Ｅ導流管は、Ｃ導流
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管とＡ導流管との間に接続されており、Ａ制御弁はＡ導流管に設けられており、Ｅ導流管
とＡ導流管との連接点は、Ａ制御弁と医療用包帯との間に位置し、Ｂ制御弁はＣ導流管に
設けられており、Ｅ導流管とＣ導流管との連接点は、Ｂ制御弁と蠕動ポンプとの間に位置
し、Ｆ制御弁はＥ導流管に設けられていることを特徴とする。
【０００９】
　本発明の多機能負圧ドレナージシステムは、廃液瓶には、廃液瓶内の廃液の濁度を即時
に監視し測定するための濁度センサが設けられていることを特徴とする。
【００１０】
　本発明の多機能負圧ドレナージシステムは、廃液瓶には、廃液瓶内の廃液の液位を即時
に監視し測定するためのＡ液位センサが設けられていることを特徴とする。
【００１１】
　本発明の多機能負圧ドレナージシステムは、更に、圧力センサと、Ｂ導気管と、を備え
、Ｂ導気管は、一端が医療用包帯と連接し、他端が圧力センサと連通し、患者の傷口にあ
る負圧の大きさを即時に監視し測定可能であることを特徴とする。
【００１２】
　本発明の多機能負圧ドレナージシステムは、更に、Ｄ導気管と、Ｅ制御弁と、ろ過ノズ
ルと、を備え、Ｅ制御弁はＤ導気管に設けられており、Ｄ導気管は、一端が医療用包帯と
連接し、他端がろ過ノズルと連接することを特徴とする。
【００１３】
　本発明の多機能負圧ドレナージシステムは、更に、Ｃ導気管と、細菌フィルターと、を
備え、Ｃ導気管は、医療用包帯と細菌フィルターとの間に接続されており、Ｄ導気管は、
細菌フィルターとろ過ノズルと間に接続されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の多機能負圧ドレナージシステムには次のような効果がある。
　（１）本発明に係る負圧ドレナージシステムは、ホストにより、Ａ制御弁とＢ制御弁と
の開閉を制御する。これにより、患者の傷口に対して行う、持続的負圧、間欠的負圧治療
、洗浄治療、薬供給治療、サイクル薬供給治療などのモードに迅速で自由に切替え可能で
あり、且つ何れかの二つのモード、又は複数のモードを組み合せて、治療をプログラム的
に実行可能である。医療設備の操作は簡単である。
【００１５】
　（２）本発明に係る負圧ドレナージシステムは、Ａ制御弁、Ｂ制御弁及びＦ制御弁の開
閉を制御することにより、単一液体供給モード、持続的負圧モード及び自分サイクルモー
ドに自由に切替え可能である。自分サイクルモードにおいて、蠕動ポンプにより、傷口の
廃液のサイクル流動を実現可能である。これにより、傷口を持続に刺激可能であり、傷口
に流体の持続的なせん断力が加えられて、傷口の栄養物質（薬物）の吸収が加速され、傷
口の治療も加速される。
【００１６】
　（３）本発明に係る負圧ドレナージシステムの廃液瓶内には濁度センサが設けられてい
る。濁度センサにより、廃液瓶内の廃液の濁度を即時に監視し測定可能である。これによ
り、医療スタッフや医療設備は、濁度センサによる測定のデータにより、患者の傷口の回
復状況を判断可能である。
【００１７】
　（４）本発明に係る負圧ドレナージシステムの廃液瓶内にはＡ液位センサが設けられて
いる。廃液が廃液瓶を充満する直前に、Ａ液位センサが触発されて、医療スタッフまたは
遠隔ホストが通知されて、廃液瓶を交換する。本発明に係る負圧ドレナージシステムは、
将来のインテリジェント化される全自動医療設備に適用可能である。
【００１８】
　（５）本発明に係る負圧ドレナージシステムには圧力監視測定システムが設けられてい
る。圧力センサにより、傷口の実際の圧力を即時に監視し測定して、測定された実際の圧
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力値をホストに伝送する。これにより、ホストは傷口の負圧の大きさを有効に制御可能で
あり、傷口の圧力が大きすぎて患者の組織を損傷することを回避可能であり、そしてドレ
ナージシステムが塞がれ、又はエアが漏れるかどうかを有効に監視し測定可能である。圧
力センサによる監視測定のデータが長時間に指定される負圧値に達することができず、ホ
ストを一時に停止するときに、負圧値を安定的に保持できない場合には、システムはエア
漏れであり、負圧値が保持されるが、指定された負圧値に達することができない場合には
、システムが塞がれる。このとき、負圧管を交換し、又は洗浄を行うことが必要である。
【００１９】
　（６）本発明に係る負圧ドレナージシステムは、制御弁の開閉を制御することにより、
持続的負圧モード、間欠的負圧モード、全速洗浄モード、制御可能洗浄モード、単一液体
供給モード及びサイクルモードに自由に切替え可能である。これにより、患者の回復の段
階または治療の時期によって、好適な工作モードを選択可能である。通用性は向上し、患
者の回復は便利となる。
【００２０】
　（７）本発明に係る負圧ドレナージシステムが持続的負圧モードにあるときには、ホス
トにより、傷口の目標圧力値を設定して、圧力センサにより、傷口の実際の圧力の大きさ
を即時に監視し測定可能である。実際の圧力が目標の圧力値と異なる場合には、ホストに
より、真空ポンプの出力パワーを変更して、傷口の実際の圧力を調整可能である。これに
より、実際の圧力を目標の圧力値と一致することが可能である。
【００２１】
　（８）本発明に係る負圧ドレナージシステムが間欠的負圧モードにあるときに、気圧を
交互に変化することにより、傷口に間歇的な負圧が形成され、傷口の新生組織に物理的刺
激を規則的に与えることが可能である。物理的刺激により、傷口の治療を促進可能である
。
【００２２】
　（９）本発明に係る負圧ドレナージシステムが全速洗浄モードにあるときに、液体供給
瓶、Ｃ導流管及びＤ導流管から構成される液体供給通路により、傷口を洗浄し消毒可能で
ある。これにより、負圧により廃液を吸引すると同時に、傷口を洗浄可能であり、傷口の
回復を加速可能であり、患者の傷口に貼り付けられた包帯を取り外して、別の工具により
傷口を洗浄することが必要なくなり、患者の痛みを減少可能である。
【００２３】
　（１０）本発明に係る負圧ドレナージシステムが制御可能洗浄モードにあるときに、蠕
動ポンプにより、液体供給瓶の液体供給速度を有効に制御可能である。これにより、傷口
の回復状況によって適合の洗浄作業を実行可能であり（異なる回復段階での必要な洗浄速
度は異なる）、コストを減少可能である。
【００２４】
　（１１）本発明に係る負圧ドレナージシステムが単一液体供給モードにあるときに、液
体供給瓶、Ｃ導流管及びＢ導流管から構成される液体供給通路により、傷口を洗浄し消毒
可能であり、ホストにより、蠕動ポンプの出力パワーを制御可能である。これにより、液
体供給瓶の液体供給速度（傷口を洗浄する速度）を有効に制御可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明が持続的に負圧モードにある状態を示す図である。
【図２】本発明が間欠的に負圧モードにある状態を示す図である。
【図３】本発明が全速洗浄モードにある状態を示す図である。
【図４】本発明が制御可能洗浄モードにある状態を示す図である。
【図５】本発明が単一液体供給モードにある状態を示す図である。
【図６】本発明がサイクルモードにある状態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
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　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。本発明の方向は図１を標準とす
る。
【００２７】
　図１から図６を参照する。本発明に係る多機能負圧ドレナージシステムは、医療用包帯
１と、ドレナージシステム２と、洗浄システム３と、圧力監視測定システム４と、圧力バ
ランスシステム５と、を備える。
　医療用包帯１は患者の傷口に貼り付けられている。ドレナージシステム２は、患者の傷
口に溜まる血液及び液体をドレナージする。洗浄システム３は、患者の傷口を消毒し洗浄
するためのものである。圧力監視測定システム４は、患者の傷口の実際の圧力を即時に監
視し測定するためのものである。圧力バランスシステム５は、患者の傷口の圧力をバラン
スするためのものである。圧力バランスシステム５により、傷口の圧力が大きすぎること
を回避可能である。
【００２８】
　医療用包帯１は、多孔質なスポンジ包帯、又は多孔質なスポンジ包帯と隔離パッドとか
ら構成される組合せ包帯を採用する。隔離パッド包帯は、ワセリンガーゼを採用すること
が一般的であり、親水性及び吸水性を有するゲル膜に穴が多数設けられている隔離パッド
を採用してもよい。前記隔離パッドは、優れた生物互換性を有し、表面が親水性を有し、
軟らしくてスムーズであり、ナノ多孔質なものであり、薬物のキャリアとすることが可能
である。
【００２９】
　ドレナージシステム２は、Ａ導流管２１と、Ａ制御弁２２と、廃液瓶２３と、Ａ導気管
２４と、真空ポンプ２５と、Ａ液位センサ２６と、濁度センサ２７と、を備える。
　Ａ導流管２１は、一端が医療用包帯１を挿通して傷口に差し込み、他端が廃液瓶２３と
連接して、傷口にある廃液を廃液瓶２３に導流する。Ａ制御弁２２は、Ａ導流管２１に設
けられており、廃液の廃液瓶２３への進入を制御する。廃液瓶２３は、傷口にある廃液を
収集するためのものであり、定時に整理することを便利にする。Ａ導気管２４は、廃液瓶
２３と真空ポンプ２５との間に設けられており、両者を連通する。真空ポンプ２５により
、廃液瓶２３内で負圧を形成可能である。負圧による吸引により、傷口にある廃液を吸引
して廃液瓶２３に排出可能である。
　Ａ液位センサ２６は、廃液瓶２３の外壁に取り付けられており、廃液瓶２３内にある廃
液の收集量を即時に監視し測定可能である。廃液が廃液瓶２３を充満する直前に、Ａ液位
センサ２６が触発されて、Ａ液位センサ２６が“廃液瓶が充満された”という制御信号を
ホストに伝送することにより、医療スタッフが通知されて廃液瓶２３を交換し、又は廃液
瓶２３内にある廃液を排出する。濁度センサ２７は、廃液瓶２３内に取り付けられており
、廃液瓶２３内にある廃液の濁度を即時に監視し測定可能である。濁度センサ２７は、即
時に測定した濁度の数値をホストに伝送して、濁度センサ２７により測定された廃液の濁
度の数値によって、傷口の回復情況を判断可能である。濁度センサ２７の測定した数値が
小さいほど（廃液がクリアであるほど）、傷口に溜まる血液及び液体が少ない。すなわち
、傷口の回復状況は良い。濁度センサ２７の測定した数値が大きいほど（廃液が汚いほど
）、傷口に溜まる血液及び液体が多い。すなわち、傷口の回復状況は良くない。これによ
り、別の工具により傷口の回復状況を監視し測定することが必要なくなり、ヒューマナイ
ズドデザインをすることが可能であり、判断はもっと精確となる。
【００３０】
　洗浄システム３は、Ｂ導流管３１と、蠕動ポンプ３２と、Ｃ導流管３３と、液体供給瓶
３４と、Ｂ制御弁３５と、Ｂ液位センサ３６と、Ｄ導流管３７と、Ｃ制御弁３８と、を備
える。
　Ｂ導流管３１は、一端が医療用包帯１を挿通して傷口に差し込み、他端が蠕動ポンプ３
２の出力端と連通する。蠕動ポンプ３２は、Ｂ導流管３１とＣ導流管３３との間に設けら
れており、両者を連通する。蠕動ポンプ３２により、液体の供給速度を制御可能である。
Ｃ導流管３３は、一端が蠕動ポンプ３２の入力端と連通し、他端が液体供給瓶３４と連通
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する。液体供給瓶３４は、洗浄液または消毒液を収容可能である。Ｂ制御弁３５は、Ｃ導
流管３３に設けられており、Ｃ導流管３３の液体の供給状態及び供給速度を制御するため
のものである。Ｂ液位センサ３６は、液体供給瓶３４の外壁に設けられており、液体供給
瓶３４内にある洗浄液または消毒液の残量を即時に監視し測定可能である。
　液体供給瓶３４内にある洗浄液または消毒液がもうすぐ切れるときに、Ｂ液位センサ３
６が触発されて、Ｂ液位元センサ３６は“液体供給瓶内にある液体が切れた”という制御
信号をホストに伝送して、医療スタッフが通知されて液体供給瓶３４を交換し、又は洗浄
液または消毒液で液体供給瓶３４を充満する。Ｄ導流管３７の両端は、Ｂ導流管３１及び
Ｃ導流管３３とそれぞれ連通し、蠕動ポンプ３２が稼動しないときに、液体を自動的に供
給可能である。Ｃ制御弁３８は、Ｄ導流管３７に設けられており、Ｄ導流管３７の液体の
供給状態及び供給速度を実現可能である。
【００３１】
　圧力監視測定システム４は、Ｂ導気管４１と、圧力センサ４２と、Ｄ制御弁４３と、を
備える。Ｂ導気管４１は、一端が医療用包帯１の傷口に向く面に位置し、他端が圧力セン
サ４２と連通する。圧力センサ４２は、傷口の実際の圧力を即時に監視し測定するための
ものであり、測定した実際の圧力値をホストに伝送する。これにより、ホストは傷口の負
圧の大きさを有効に制御可能であり、傷口の圧力が大きすぎて患者の組織を損傷すること
を回避可能であり、ひいてはドレナージシステム２が塞がれるかどうかを有効に監視し測
定可能である。（本システムがある状態で安定的に稼動するときに、圧力センサ４２の監
視及び測定によるデータがより大きく変動するときには、ドレナージシステム２が塞がれ
る。このとき、クリーンアップすることが必要である。）Ｄ制御弁４３は、Ｂ導気管４１
に設けられており、圧力センサ４２の稼動状態を制御する。
【００３２】
　圧力バランスシステム５は、Ｃ導気管５１と、細菌フィルター５２と、Ｄ導気管５３と
、ろ過ノズル５４と、Ｅ制御弁５５と、を備える。Ｃ導気管５１は、一端が医療用包帯１
の傷口に向く面に位置し、他端が細菌フィルター５２と連通する。細菌フィルター５２は
、傷口に進入する空気をろ過するためのものであり、傷口の組織が細菌に感染されること
を回避可能である。
　Ｄ導気管５３は、一端が細菌フィルター５２と連通し、他端がろ過ノズル５４と連通す
る。ろ過ノズル５４は、傷口に進入する空気に含有するより大きい粒をろ過するためのも
のであり、傷口の組織が汚染されることを回避可能である。Ｅ制御弁５５は、Ｄ導気管５
３に設けられており、Ｄ導気管５３（圧力バランスシステム５）の稼動状態を制御するた
めのものである。
【００３３】
　傷口の回復状態が良い場合には、傷口を持続的に刺激することができる。これにより、
傷口に対して流体によるせん断力を持続に加えると、手術後の治癒が加速される。
　本発明では、更に、サイクルモードを追加してもよい。すなわち、Ｃ導流管３３とＡ導
流管２１との間に一本のＥ導流管６１を設け、Ｅ導流管６１にＦ制御弁６２を設け、Ｅ導
流管６１は、一端がＣ導流管３３の蠕動ポンプ３２とＢ制御弁３５との間に対応し、他端
がＡ導流管２１の医療用包帯１とＡ制御弁２２との間に対応する。
【００３４】
　本発明に係る蠕動ポンプ、真空ポンプ及び全ての制御弁はホストに制御される。全ての
圧力センサ、液位センサ及び濁度センサはホストと電気的に接続する。全ての圧力センサ
、液位センサ及び濁度センサは、監視し測定した信号をホストに伝送して、ホストにより
判断を行う。
【００３５】
　図１に示すのは、本発明の持続的負圧モードである。Ａ制御弁２２とＤ制御弁４３とは
開状態にあり、Ｂ制御弁３５、Ｃ制御弁３８、Ｅ制御弁５５及びＦ制御弁６２は閉状態に
あり、真空ポンプ２５及び圧力センサ４２は稼動状態にあり、蠕動ポンプ３２は稼動しな
い状態にある。
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　本発明では、ホストにより傷口の目標圧力値を設定して、圧力センサ４２により傷口の
実際の圧力を即時に監視し測定する。実際の圧力値が目標圧力値と異なる場合には、ホス
トにより真空ポンプ２５の出力パワーを変更して、傷口の実際の圧力を調整する。これに
より、実際の圧力値を目標圧力値と一致可能である。このように、負圧により廃液を排出
すると同時に、傷口の実際の圧力をより精確に制御可能である。傷口の圧力が大きすぎて
患者の組織を損傷することを回避可能であると共に、ドレナージシステム２が塞がれるか
どうかを有効に監視し測定可能である。（本システムがある状態で安定的に稼動するとき
に、圧力センサ４２の監視及び測定によるデータがより大きく変動するときには、ドレナ
ージシステム２が塞がれる。このとき、クリーンアップすることが必要である。）
【００３６】
　図２に示すのは、本発明の間欠的負圧モードである。Ａ制御弁２２とＤ制御弁４３とは
開状態にある。Ｂ制御弁３５、Ｃ制御弁３８及びＦ制御弁６２は、閉状態にある。Ｅ制御
弁５５は開と閉の交替状態にある。Ｅ制御弁５５の稼動状態を変更することにより、負圧
状態と圧力リリース状態とが形成される。真空ポンプ２５と圧力センサ４２とは稼動状態
にある。蠕動ポンプ３２は稼動しない状態にある。初期状態では、Ｅ制御弁５５が閉状態
にあり、ホストにより傷口の目標圧力値と時間間隔値とを設定して、圧力センサ４２によ
り傷口の実際の圧力を即時に監視し測定する。
　実際の圧力が目標圧力値と異なるときには、ホストにより真空ポンプ２５の出力パワー
を変更することにより、傷口の実際の圧力を調整可能である。これにより、実際の圧力を
目標圧力値と一致可能である。このとき、本発明に係る多機能負圧ドレナージシステムは
負圧状態にある。負圧状態の持続する時間が時間間隔値と一致すると、Ｅ制御弁５５は稼
動状態を変更する（開状態に変更する）。このとき、ろ過ノズル５４により、傷口の圧力
をリリースする。本発明に係る多機能負圧ドレナージシステムは、圧力リリース状態にあ
る。圧力リリース状態の持続する時間が時間間隔値と一致すると、Ｅ制御弁５５は稼動状
態を変更する（閉状態に変更する）。本発明に係る多機能負圧ドレナージシステムは負圧
状態にある。このように繰り返すと、間欠的な負圧が形成される。気圧を交替に変化し、
傷口に間歇的な負圧を与えることにより、傷口の新生組織は規則的に刺激されて、傷口の
治療が促進される。
【００３７】
　図３に示すのは、本発明の全速洗浄モードである。Ａ制御弁２２、Ｂ制御弁３５、Ｃ制
御弁３８及びＤ制御弁４３は、開状態にある。Ｅ制御弁５５及びＦ制御弁６２は閉状態に
ある。真空ポンプ２５及び圧力センサ４２は稼動状態にある。蠕動ポンプ３２は稼動しな
い状態にある。本発明では、液体供給瓶３４、Ｃ導流管３３及びＤ導流管３７から構成さ
れる液体供給通路により、傷口を洗浄し消毒することが可能である。一方、ホストにより
傷口の目標圧力値を設定して、圧力センサ４２により、傷口の実際の圧力を即時に監視し
測定する。
　実際の圧力が目標圧力値と異なるときには、ホストにより真空ポンプ２５の出力パワー
を変更することにより、傷口の実際の圧力を調整可能である。これにより、実際の圧力を
目標圧力値と一致可能である。このように、負圧によって廃液を吸引すると同時に、傷口
を洗浄可能である。傷口の回復を加速可能であり、患者の傷口にある包帯を外して、別の
工具により傷口を洗浄することを回避可能であり、患者の痛みを減少可能である。
【００３８】
　図４に示すのは、本発明の制御可能洗浄モードである。Ａ制御弁２２、Ｂ制御弁３５及
びＤ制御弁４３は開状態にある。Ｃ制御弁３８、Ｅ制御弁５５及びＦ制御弁６２は閉状態
にある。真空ポンプ２５、蠕動ポンプ３２及び圧力センサ４２は、稼動状態にある。本発
明では、ホストにより蠕動ポンプ３２の出力パワーを制御することにより、液体供給瓶３
４の液体供給速度（傷口を洗浄する速度）を有効に制御可能である。一方、ホストにより
傷口の目標圧力値を設定して、圧力センサ４２により、傷口の実際の圧力を即時に監視し
測定する。
　実際の圧力が目標圧力値と異なるときに、ホストにより真空ポンプ２５の出力パワーを
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変更することにより、傷口の実際の圧力を調整可能である。これにより、実際の圧力を目
標圧力値と一致可能である。このように、負圧によって廃液を吸引すると同時に、傷口を
洗浄可能である。これにより、傷口の回復が加速され、患者の傷口にある包帯を外して、
別の工具により傷口を洗浄することを回避可能であり、患者の痛みを減少可能である。一
方、蠕動ポンプ３２により、液体供給瓶３４の液体供給速度を有効に制御可能である。こ
れにより、傷口の回復状況によって適合の洗浄作業を実行可能であり（異なる回復段階で
の必要な洗浄速度は異なる。）、コストを減少可能である。
【００３９】
　図５に示すのは、本発明の単一液体供給モードである。Ｂ制御弁３５は開状態にある。
Ａ制御弁２２、Ｃ制御弁３８、Ｄ制御弁４３、Ｅ制御弁５５及びＦ制御弁６２は、閉状態
にある。蠕動ポンプ３２は稼動状態にある。真空ポンプ２５及び圧力センサ４２は稼動し
ない状態にある。このように、本発明では、液体供給瓶３４、Ｃ導流管３３及びＢ導流管
３１から構成される液体供給通路により、傷口を洗浄し消毒可能であり、ホストにより蠕
動ポンプ３２の出力パワーを制御することにより、液体供給瓶３４の液体供給速度（傷口
を洗浄する速度）を有効に制御可能である。
【００４０】
　図６に示すのは、本発明のサイクルモードである。Ｆ制御弁６２は開状態にある。Ａ制
御弁２２、Ｂ制御弁３５、Ｃ制御弁３８、Ｄ制御弁４３及びＥ制御弁５５は、閉状態にあ
る。蠕動ポンプ３２、真空ポンプ２５及び圧力センサ４２は、稼動しない状態にある。こ
のように、蠕動ポンプ３２により、傷口の廃液のサイクル流動を実現可能であり、ひいて
は傷口を持続に刺激可能であり、傷口に流体の持続的なせん断力が加えられ、傷口の栄養
物質（薬物）の吸収を加速可能であり、傷口の治療を加速可能である。
【００４１】
　以上は本発明の好適な実施方式にすぎず、もちろん、本発明はこれらに限定されない。
実施の過程中に、その構成のごく一部を改修することが可能であり、各種の改修及び変形
は、本発明の精神及び範囲を逸脱せず、且つ本発明の特許請求の範囲及び同じ技術的範囲
に属すれば、本発明は、これらの改修及び変形を含む意図がある。
【符号の説明】
【００４２】
１　医療用包帯
２　ドレナージシステム
３　洗浄システム
４　圧力監視測定システム
５　圧力バランスシステム
２１　Ａ導流管
２２　Ａ制御弁
２３　廃液瓶
２４　Ａ導気管
２５　真空ポンプ
２６　Ａ液位センサ
２７　濁度センサ
３１　Ｂ導流管
３２　蠕動ポンプ
３３　Ｃ導流管
３４　液体供給瓶
３５　Ｂ制御弁
３６　Ｂ液位センサ
３７　Ｄ導流管
３８　Ｃ制御弁
４１　Ｂ導気管
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４２　圧力センサ
４３　Ｄ制御弁
５１　Ｃ導気管
５２　細菌フィルター
５３　Ｄ導気管
５４　ろ過ノズル
５５　Ｅ制御弁
６１　Ｅ導流管
６２　Ｆ制御弁

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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