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(57)【要約】
　陰圧閉鎖療法で使用するようにポンプシステムを制御
するためのシステムおよび方法が本明細書に説明されて
いる。いくつかの実施形態において、ポンプシステムを
制御するための方法は、陰圧を、流路を介して、創傷上
に位置決めされるように構成されている創傷被覆材に印
加することを引き起こすステップであって、流路はポン
プシステムを創傷被覆材に流体的に接続するように構成
される、ステップと、第１の時点で流路内の第１の圧力
値を測定するステップと、第２の時点で流路内の第２の
圧力値を測定するステップと、第１および第２の圧力値
を使用して第１の圧力変化率を計算するステップと、計
算された第１の圧力変化率が閾値変化率の条件を満たし
ていると決定したことに応答して、創傷被覆材がフル状
態であることを示す情報を提供するステップとを含み、
方法は、ポンプシステムのコントローラの制御の下で実
行される。



(2) JP 2018-507076 A 2018.3.15

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　陰圧閉鎖療法用に構成されているポンプシステムであって、
　陰圧を、流路を介して、創傷上に位置決めされるように構成されている創傷被覆材に印
加するように構成されているポンプアセンブリであって、前記流路は前記ポンプシステム
を前記創傷被覆材に流体的に接続するように構成されている、ポンプアセンブリと、
　前記流路内の圧力を測定するように構成されているセンサと、
　前記ポンプシステムの動作を制御するように構成されているコントローラとを具備し、
前記コントローラは、
　　第１の時点で前記流路内の第１の圧力値を測定し、
　　第２の時点で前記流路内の第２の圧力値を測定し、
　　前記第１および第２の圧力値を使用して第１の圧力変化率を計算し、
　　前記計算された第１の圧力変化率が閾値変化率の条件を満たしていると決定したこと
に応答して、前記創傷被覆材がフル状態であることを示す情報を提供するようにさらに構
成されるポンプシステム。
【請求項２】
　前記コントローラは、
　第３の時点で前記流路内の第３の圧力値を測定し、
　第４の時点で前記流路内の第４の圧力値を測定し、
　前記第３および第４の圧力値を使用して第２の圧力変化率を計算し、
　前記計算された第１および第２の圧力変化率が前記閾値変化率の条件を満たしていると
決定したことに応答して、前記創傷被覆材がフル状態であることを示す情報を提供するよ
うにさらに構成される請求項１に記載のポンプシステム。
【請求項３】
　前記流体流路内の前記圧力は、最大圧力と最小圧力との間である請求項１または２に記
載のポンプシステム。
【請求項４】
　前記コントローラは、前記第２の圧力値が最小圧力よりも低いかどうかを決定するよう
にさらに構成される請求項１から３のいずれか一項に記載のポンプシステム。
【請求項５】
　前記コントローラは、前記計算された第１の圧力変化率が前記閾値変化率に等しいか、
または超えていると決定したことに応答して、前記創傷被覆材がフル状態であることを示
す情報を提供するようにさらに構成される請求項１から４のいずれか一項に記載のポンプ
システム。
【請求項６】
　前記閾値変化率は、約－５０ｍｍＨｇ／秒である請求項１から５のいずれか一項に記載
のポンプシステム。
【請求項７】
　前記閾値変化率は、約－７０ｍｍＨｇ／秒である請求項１から５のいずれか一項に記載
のポンプシステム。
【請求項８】
　前記閾値変化率は、約－２０ｍｍＨｇ／秒から約－２００ｍｍＨｇ／秒の間である請求
項１から５のいずれか一項に記載のポンプシステム。
【請求項９】
　前記閾値変化率は、約－４０ｍｍＨｇ／秒から約－１００ｍｍＨｇ／秒の間である請求
項１から５のいずれか一項に記載のポンプシステム。
【請求項１０】
　前記閾値変化率は、約－５０ｍｍＨｇ／秒から約－７５ｍｍＨｇ／秒の間である請求項
１から５のいずれか一項に記載のポンプシステム。
【請求項１１】
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　前記コントローラは、前記計算された第１の圧力変化率が最大変化率の条件を満たして
いると決定したことに応答して、一時的閉塞状態を示す情報を提供するようにさらに構成
される請求項１から１０のいずれか一項に記載のポンプシステム。
【請求項１２】
　前記コントローラは、前記計算された第１および第２の圧力変化率が最大変化率の条件
を満たしていると決定したことに応答して、一時的閉塞状態を示す情報を提供するように
さらに構成される請求項１から１１のいずれか一項に記載のポンプシステム。
【請求項１３】
　前記一時的閉塞状態は、前記流路内のキンクおよび前記流路内の閉塞のうちの少なくと
も一方を含む請求項１１または１２に記載のポンプシステム。
【請求項１４】
　前記最大変化率は、前記閾値率の約１１０％、約１２０％、約１３０％、約１４０％、
または約１５０％である請求項１１から１３のいずれか一項に記載のポンプシステム。
【請求項１５】
　前記最大変化率は、前記閾値変化率の約１０５％から約１５５％の間のパーセンテージ
を含む請求項１１から１３のいずれか一項に記載のポンプシステム。
【請求項１６】
　前記コントローラは、前記計算された第１の圧力変化率が前記最大変化率に等しいか、
または超えると決定したことに応答して、一時的閉塞状態を示す情報を提供するようにさ
らに構成される請求項１１から１５のいずれか一項に記載のポンプシステム。
【請求項１７】
　前記コントローラは、１以上の時間間隔の間に前記流体流路内の圧力をサンプリングす
るようにさらに構成される請求項１から１６のいずれか一項に記載のポンプシステム。
【請求項１８】
　前記コントローラは、１以上の前記時間間隔の各々の間に少なくとも２回、前記圧力を
サンプリングするようにさらに構成される請求項１７に記載のポンプシステム。
【請求項１９】
　前記コントローラは、１以上の前記時間間隔の各々の間に前記圧力サンプルを平均する
ようにさらに構成される請求項１７または１８に記載のポンプシステム。
【請求項２０】
　陰圧閉鎖療法用に構成されているポンプシステムを制御するための方法であって、
　陰圧を、流路を介して、創傷上に位置決めされるように構成されている創傷被覆材に印
加することを引き起こすステップであって、前記流路は前記ポンプシステムを前記創傷被
覆材に流体的に接続するように構成されている、ステップと、
　第１の時点で前記流路内の第１の圧力値を測定するステップと、
　第２の時点で前記流路内の第２の圧力値を測定するステップと、
　前記第１および第２の圧力値を使用して第１の圧力変化率を計算するステップと、
　前記計算された第１の圧力変化率が閾値変化率の条件を満たしていると決定したことに
応答して、前記創傷被覆材がフル状態であることを示す情報を提供するステップとを含み
、
　前記方法は、前記ポンプシステムのコントローラの制御の下で実行される方法。
【請求項２１】
　第３の時点で前記流路内の第３の圧力値を測定するステップと、
　第４の時点で前記流路内の第４の圧力値を測定するステップと、
　前記第３および第４の圧力値を使用して第２の圧力変化率を計算するステップと、
　前記計算された第１および第２の圧力変化率が前記閾値変化率の条件を満たしていると
決定したことに応答して、前記創傷被覆材がフル状態であることを示す情報を提供するス
テップとをさらに含む請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記流体流路内の前記圧力は、最大圧力と最小圧力との間である請求項２０または２１
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に記載の方法。
【請求項２３】
　前記第２の圧力値が最小圧力よりも低いかどうかを決定するステップをさらに含む請求
項２０から２２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２４】
　前記閾値変化率の条件を満たすことは、前記閾値変化率に等しいか、または超えること
を含む請求項２０から２３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２５】
　前記閾値変化率は、約－５０ｍｍＨｇ／秒である請求項２０から２４のいずれか一項に
記載の方法。
【請求項２６】
　前記閾値変化率は、約－７０ｍｍＨｇ／秒である請求項２０から２４のいずれか一項に
記載の方法。
【請求項２７】
　前記閾値変化率は、約－２０ｍｍＨｇ／秒から約－２００ｍｍＨｇ／秒の間である請求
項２０から２４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２８】
　前記閾値変化率は、約－４０ｍｍＨｇ／秒から約－１００ｍｍＨｇ／秒の間である請求
項２０から２４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２９】
　前記閾値変化率は、約－５０ｍｍＨｇ／秒から約－７５ｍｍＨｇ／秒の間である請求項
２０から２４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３０】
　前記計算された第１の圧力変化率が最大変化率の条件を満たしていると決定したことに
応答して、一時的閉塞状態を示す情報を提供するステップをさらに含む請求項２０から２
９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３１】
　前記計算された第１および第２の圧力変化率が最大変化率の条件を満たしていると決定
したことに応答して、一時的閉塞状態を示す情報を提供するステップをさらに含む請求項
２０から３０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３２】
　前記一時的閉塞状態は、前記流路内のキンクおよび前記流路内の閉塞のうちの少なくと
も一方を含む請求項３０または３１に記載の方法。
【請求項３３】
　前記最大変化率は、前記閾値変化率の約１１０％、約１２０％、約１３０％、約１４０
％、または約１５０％である請求項３０から３２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３４】
　前記最大変化率は、前記閾値変化率の約１０５％から約１５５％の間のパーセンテージ
を含む請求項３０から３２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３５】
　前記最大変化率の条件を満たすことは、前記最大変化率に等しいか、または超えること
を含む請求項３０から３４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３６】
　前記流路内の圧力値を測定するステップは、１以上の時間間隔の間に前記流体流路内の
圧力をサンプリングするステップを含む請求項２０から３５のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項３７】
　１以上の前記時間間隔の各々の間に、少なくとも２回前記圧力をサンプリングするステ
ップをさらに含む請求項３６に記載の方法。
【請求項３８】
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　１以上の前記時間間隔の各々の間に、前記圧力サンプルを平均するステップをさらに含
む請求項３６または３７に記載の方法。
【請求項３９】
　図に示され、出願において説明されているような装置。
【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、参照によりその全体が本明細書に組み込まれている、２０１４年１２月２２
日に出願した米国仮特許出願第６２／０９５，７２１号、名称「NEGATIVE PRESSURE WOUN
D THERAPY APPARATUS AND METHODS」の優先権を主張するものである。
【０００２】
参照による組込み
　本出願において開示されている実施形態のいずかとともに使用され得るポンプアセンブ
リ、創傷被覆材、創傷治療装置およびキット、ならびに陰圧創傷治療方法のさらなる構成
要素、特徴、および詳細は、参照によりその全体が本明細書に組み込まれている、次の出
願および／または公開に記載されている。
【０００３】
　２０１５年５月１８日に出願した、米国特許出願第１４／７１５，５２７号、名称「FL
UIDIC CONNECTOR FOR NEGATIVE PRESSURE WOUND THERAPY」。
【０００４】
　２０１５年１月３０日に出願した、米国特許出願第１４／４１８，９０８号（米国特許
出願公開第２０１５／０１９０２８６号明細書）、名称「WOUND DRESSING AND METHOD OF
 TREATMENT」。
【０００５】
　２０１４年１１月２１日に出願した、米国特許出願第１４／４０３，０３６号（米国特
許出願公開第２０１５／０１４１９４１号明細書）、名称「APPARATUSES AND METHODS FO
R NEGATIVE PRESSURE WOUND THERAPY」。
【０００６】
　２０１３年５月１５日に出願した、国際特許出願第ＰＣＴ／ＩＢ２０１３／００１５１
３号（国際公開第２０１３／１７１５８５号）、名称「NEGATIVE PRESSURE WOUND THERAP
Y APPARATUS」。
【０００７】
　２０１３年３月１２日に出願した、国際特許出願第ＰＣＴ／ＩＢ２０１３／０００８４
７号（国際公開第２０１３／１３６１８１号）、名称「REDUCED PRESSURE APPARATUS AND
 METHODS」。
【０００８】
　２０１１年４月２１日に出願した、米国特許出願第１３／０９２，０４２号（米国特許
出願公開第２０１１／０２８２３０９号明細書）、名称「WOUND DRESSING AND METHOD OF
 USE」。
【０００９】
　前述の特許出願の各々およびすべては、参照によりその全体が本明細書に組み込まれ、
本開示の一部をなす。
【００１０】
　本明細書で開示されている実施形態または配置構成は、創傷を覆うように被覆材を配置
し、局所陰圧（ＴＮＰ）療法で創傷を治療するための方法および装置に関するものである
。たとえば、限定はしないが、本明細書で開示されているいくつかの実施形態は、ポンプ
キットから供給される減圧により創傷を治療することに関係する。必要というわけではな
いが、ポンプキットの実施形態は、滅菌済みとすることができる。別の非限定的な例とし
て、本明細書で開示されている実施形態は、ＴＮＰシステムの動作を制御するための装置
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および方法に関係する。
【背景技術】
【００１１】
　ヒトまたは動物の治癒過程を補助するために多くの異なる種類の創傷被覆材が知られて
いる。これらの異なる種類の創傷被覆材は、多くの異なる種類の材料および層、たとえば
、ガーゼパッド、および／または発泡体パッドなどのパッドを含む。局所陰圧（「ＴＮＰ
」）療法は、時には、真空支援閉鎖、陰圧創傷療法、または減圧創傷療法とも称され、創
傷の治癒速度を改善するための有益な機構として広く認識されている。そのような療法は
、切開創傷、開放創、および腹部創などの広範な創傷に適用可能である。
【００１２】
　ＴＮＰ療法は、組織浮腫を低減し、血流を促し、肉芽組織の形成を刺激し、過剰な浸出
液を除去することによって創傷の閉鎖および治癒を補助し、細菌量を減らし、したがって
創傷の感染の潜在的可能性を低減し得る。さらに、ＴＮＰ療法では、創傷の外部攪乱を減
らし、より高速な治癒を促す。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】米国特許出願公開第２０１１／０２８２３０９号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２０１３／０１１００５８号明細書
【特許文献３】米国特許出願公開第２０１３／０３３１８２３号明細書
【特許文献４】国際公開第２０１３／１７１５８５号
【特許文献５】米国特許第８，７３４，４２５号明細書
【特許文献６】米国特許第８，９０５，９８５号明細書
【特許文献７】米国特許出願公開第２０１５／００５１５６０号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本開示の実施形態は、創傷治療のための装置および方法に関する。本明細書で説明され
ている創傷治療装置のいくつかは、陰圧を創傷部位に与えるためのポンプシステムを備え
る。創傷治療装置は、本明細書で説明されているポンプアセンブリと組み合わせて使用さ
れ得る創傷被覆材、および創傷被覆材をポンプアセンブリに接続するためのコネクタも備
え得る。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　いくつかの実施形態において、陰圧閉鎖療法で使用するための装置は、導電性コイル、
磁石、ダイアフラム、および吸収体(dampener)を備えるポンプアセンブリを具備する。コ
イルは、ダイアフラムと直接的にまたは間接的に結合されるものとしてよく、コイルに印
加された駆動信号に応答して、ダイアフラムの少なくとも一部を動かし、流体をポンプ動
作でポンプアセンブリに通すように構成され得る。
【００１６】
　ポンプ装置であるか、または備え得る、装置は、ポンプアセンブリが導電性上極、導電
性下極、および１以上の弁を備えるように配置構成されるものとしてよく、磁石は、上極
の少なくとも一部と下極との間に位置決めされ、コイルは、上極の少なくとも一部と下極
との間に位置決めされる。ポンプ装置は、ポンプハウジングが吸収体が中に位置決めされ
得るチャンバを備えるように配置構成され得る。ポンプ装置は、吸収体が締まり嵌めを介
してチャンバ内に保持されるように配置構成され得る。ポンプ装置は、ポンプハウジング
がポンプアセンブリから出る流体流を連通させるように設計された排出チャネルを備える
ように配置構成されるものとしてよく、チャンバは排出チャネルと連通する。ポンプ装置
は、チャンバが開口部を備えるように配置構成され得る。ポンプ装置は、チャンバが１以
上のリブを備えるように配置構成されるものとしてよく、リブは開口部と吸収体との間の
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間隔をあける。ポンプ装置は、開口部が排出チャネルの端部に位置決めされるように配置
構成され得る。
【００１７】
　ポンプ装置は、ポンプアセンブリと創傷被覆材との間に位置決めされたマニホールドを
備えるように配置構成され得る。ポンプ装置は、マニホールド内に第２の吸収体を備える
ように配置構成され得る。ポンプ装置は、制御盤を備えるように配置構成され得る。ポン
プ装置は、制御盤を導電性コイルに接続するための電線用導管を備えるように配置構成さ
れ得る。ポンプ装置は、創傷を封止可能に囲むように設計されている創傷被覆材を備える
ように配置構成され得る。ポンプ装置は、バネ部材を備えるように配置構成されるものと
してよく、バネ部材の周囲は、ダイアフラムに関して固定された位置にあるようにポンプ
アセンブリ内で支持され、バネ部材の中間部分は、ダイアフラムの中間部分が軸方向に撓
むときにバネ部材の周囲に関して撓むように設計される。
【００１８】
　本明細書で開示されているいくつかの実施形態において、ポンプシステムは、適宜、創
傷被覆材も含む創傷治療装置の一部を形成し得る。いくつかの実施形態において、ポンプ
システムおよび／または創傷被覆材は、適宜、中に１以上のセンサを有することができる
。たとえば、本明細書で開示されているいくつかの実施形態において、ポンプシステムお
よび／または被覆材は、ポンプシステム内のまたはポンプシステムと被覆材との間の、ポ
ンプハウジング、被覆材、または導管もしくはチャンバ内の、またはそのような任意の組
合せで、圧力を監視するように構成されている圧力モニタを有することができる。それに
加えて、本明細書で開示されているいくつかのポンプ実施形態は、ポンプシステムを通る
流体の流れまたは流量を制御するためにオリフィスもしくは他の特徴もしくは構成要素を
使用することができる。
【００１９】
　本明細書で開示されているいくつかの実施形態は、減圧創傷療法のための陰圧療法キッ
トにも関係し得る。いくつかの実施形態における陰圧療法キットは、外側ハウジング、ハ
ウジング内で支持されているポンプアセンブリ、および外側ハウジング内に、または外側
ハウジングによって支持されているコントローラを有するポンプシステムを備え得る。い
くつかの実施形態において、少なくとも１つのスイッチまたはボタンが外側ハウジングに
よって支持され得る。少なくとも１つのスイッチまたはボタンは、コントローラと連通し
ているものとしてよく、ユーザがポンプシステムの１以上の動作モードを制御することを
可能にするようにユーザからアクセス可能であり得る。
【００２０】
　本明細書で開示されているいくつかの実施形態において、必須というわけではないが、
陰圧療法システムは、創傷上に実質的に流体密封の封止を形成するように構成されている
被覆材と、被覆材とポンプシステムとともに結合可能でありポンプシステムから被覆材へ
の実質的にまたは完全に封入されている流体流経路をもたらすように構成されている導管
とを備え得る。
【００２１】
　いくつかの実施形態において、ポンプシステムを制御するための方法は、すでに計算さ
れているパラメータと陰圧設定とに少なくとも部分的に基づき駆動信号に対する振幅およ
びオフセットのうちの少なくとも一方を計算するステップと、少なくとも１つの計算され
た振幅およびオフセットを有する駆動信号を生成するステップと、駆動信号をポンプシス
テムに印加するステップとを含むことができる。いくつかの実施形態において、この方法
は、ポンプシステムのコントローラの制御の下で実行され得る。
【００２２】
　いくつかの実施形態において、すでに計算されているパラメータは、複数の陰圧設定の
複数の較正済み振幅を含み得る。いくつかの実施形態において、すでに計算されているパ
ラメータは、複数の陰圧設定の複数の較正済みオフセットを含み得る。いくつかの実施形
態において、すでに計算されているパラメータは、少なくとも３つのパラメータを含み得
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る。いくつかの実施形態において、すでに計算されているパラメータは、ポンプシステム
に固有のものであってよい。いくつかの実施形態において、駆動信号に対する振幅および
オフセットのうちの少なくとも一方を計算するステップは、駆動信号に対する振幅および
オフセットの両方を計算するステップを含み得る。いくつかの実施形態において、駆動信
号に対する振幅およびオフセットのうちの少なくとも一方を計算するステップは、少なく
とも２つのすでに計算されている振幅またはオフセットの間の補間を行うステップを含み
得る。いくつかの実施形態において、補間は、線形補間とすることができる。いくつかの
実施形態において、ポンプシステムは、ダイアフラムに接続されているボイスコイルアク
チュエータを備え得る。いくつかの実施形態において、ポンプシステムは、ポンプシステ
ムの共振周波数に影響を及ぼし得るバネを備え得る。
【００２３】
　いくつかの実施形態において、方法は、不活動期間の後にポンプシステムがアクティブ
化されているときにスタートアップ信号を印加するステップを含むものとしてよく、スタ
ートアップ信号は駆動信号の振幅およびオフセットのうちの少なくとも一方と異なる振幅
およびオフセットのうちの少なくとも一方を有する。いくつかの実施形態において、この
方法は、すでに計算されているパラメータと駆動信号を計算するための陰圧設定よりも小
さい陰圧設定とに少なくとも部分的に基づきスタートアップ信号に対する振幅およびオフ
セットのうちの少なくとも一方を計算するステップを含み得る。いくつかの実施形態にお
いて、この方法は、少なくとも１つの計算された振幅およびオフセットを有するスタート
アップ信号を生成するステップを含み得る。
【００２４】
　いくつかの実施形態において、陰圧閉鎖療法のためのポンプシステムは、アクチュエー
タおよびダイアフラムを有するポンプアセンブリと、ポンプシステムの動作を制御するこ
とができるコントローラとを備え得る。いくつかの実施形態において、コントローラは、
すでに計算されているパラメータと陰圧設定とに少なくとも部分的に基づき駆動信号に対
する振幅およびオフセットのうちの少なくとも一方を計算し、少なくとも１つの計算され
た振幅およびオフセットを有する駆動信号を生成し、駆動信号をポンプシステムに印加す
ることができる。
【００２５】
　いくつかの実施形態において、すでに計算されているパラメータは、複数の陰圧設定の
複数の較正済み振幅を含み得る。いくつかの実施形態において、すでに計算されているパ
ラメータは、複数の陰圧設定の複数の較正済みオフセットを含み得る。
【００２６】
　いくつかの実施形態において、コントローラは、駆動信号に対する振幅およびオフセッ
トの両方を計算することができる。いくつかの実施形態において、コントローラは、少な
くとも２つのすでに計算されている振幅またはオフセットの間の補間を行うことができる
。いくつかの実施形態において、コントローラは、少なくとも２つのすでに計算されてい
る振幅またはオフセットの間の線形補間を行うことができる。いくつかの実施形態におい
て、すでに計算されているパラメータは、少なくとも３つのパラメータを含み得る。いく
つかの実施形態において、すでに計算されているパラメータは、ポンプシステムに固有の
ものであってよい。いくつかの実施形態において、アクチュエータは、ダイアフラムに接
続されているボイスコイルアクチュエータを備えることができる。いくつかの実施形態に
おいて、ポンプアセンブリは、ポンプアセンブリの共振周波数に影響を及ぼし得るバネを
備えることができる。
【００２７】
　いくつかの実施形態において、コントローラは、不活動期間の後にポンプシステムがア
クティブ化されているときにスタートアップ信号を印加することができ、スタートアップ
信号は駆動信号の振幅およびオフセットのうちの少なくとも一方と異なる振幅およびオフ
セットのうちの少なくとも一方を有する。いくつかの実施形態において、コントローラは
、すでに計算されているパラメータと駆動信号を計算するための陰圧設定よりも小さい陰
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圧設定とに少なくとも部分的に基づきスタートアップ信号に対する振幅およびオフセット
のうちの少なくとも一方を計算し、少なくとも１つの計算された振幅およびオフセットを
有するスタートアップ信号を生成することができる。
【００２８】
　いくつかの実施形態において、陰圧閉鎖療法のためのポンプシステムを較正するための
方法は、駆動信号を生成するステップと、駆動信号でポンプシステムに作動させるステッ
プと、ポンプシステムの構成要素の移動量を測定するステップと、構成要素の測定された
移動量に基づき第１の寸法を計算するステップと、収束条件が満たされているかどうかを
決定するステップとを含むことができ、収束条件は、第１の寸法が第１のターゲット値の
第１の許容範囲内にあるという第１の条件を含む。いくつかの実施形態において、この方
法は、ポンプシステムのコントローラの制御の下で実行され得る。
【００２９】
　いくつかの実施形態において、この方法は、構成要素の測定された移動量に基づき第２
の寸法を計算するステップを含むことができる。いくつかの実施形態において、収束条件
は、第２の寸法が第２のターゲット値の第２の許容範囲内にあるという第２の条件を含み
得る。いくつかの実施形態において、収束条件は、第１の条件および第２の条件が実質的
に同時に満たされるという第３の条件を含み得る。いくつかの実施形態において、収束条
件が満たされていると決定したことに応答して、方法は、駆動信号に関連付けられている
パラメータのセットを記憶するステップを含み得る。いくつかの実施形態において、収束
条件が満たされていないと決定したことに応答して、この方法は、構成要素の測定された
移動量に少なくとも部分的に基づき駆動信号の１以上のパラメータを調整するステップと
、調整された駆動信号を生成するステップと、調整された駆動信号でポンプシステムに作
動させるステップと、ポンプアセンブリの構成要素の移動量を測定するステップと、収束
条件が満たされているかどうかを決定するステップとを含むことができる。
【００３０】
　いくつかの実施形態において、駆動信号を生成ステップは、駆動信号の振幅を選択する
ステップを含む。いくつかの実施形態において、駆動信号を生成ステップは、駆動信号の
オフセットを選択するステップを含む。いくつかの実施形態において、第１および第２の
寸法のうちの少なくとも一方は、構成要素の行程を含む。いくつかの実施形態において、
第１および第２の寸法のうちの少なくとも一方は、構成要素の平均位置を含む。いくつか
の実施形態において、構成要素は、ダイアフラムに接続されているピストンを備える。
【００３１】
　いくつかの実施形態において、陰圧閉鎖療法のためのポンプシステムを較正するための
較正システムは、センサと、較正システムの動作を制御することができるコントローラと
を備え得る。いくつかの実施形態において、コントローラは、駆動信号を生成し、駆動信
号でポンプシステムに作動させ、ポンプシステムの構成要素の移動量をセンサで測定し、
構成要素の測定された移動量に基づき第１の寸法を計算し、収束条件が満たされているか
どうかを決定することができ、収束条件は、第１の寸法が第１のターゲット値の第１の許
容範囲内にあるという第１の条件を含み得る。
【００３２】
　いくつかの実施形態において、コントローラは、構成要素の測定された移動量に基づき
第２の寸法を計算することができる。いくつかの実施形態において、収束条件は、第２の
寸法が第２のターゲット値の第２の許容範囲内にあるという第２の条件を含み得る。いく
つかの実施形態において、収束条件は、第１の条件および第２の条件が実質的に同時に満
たされるという第３の条件を含み得る。いくつかの実施形態において、収束条件が満たさ
れていると決定した後、コントローラは、駆動信号に関連付けられているパラメータのセ
ットを記憶することができる。いくつかの実施形態において、収束条件が満たされていな
いと決定した後、コントローラは、構成要素の測定された移動量に少なくとも部分的に基
づき駆動信号の１以上のパラメータを調整し、調整された駆動信号を生成し、調整された
駆動信号でポンプシステムに作動させ、ポンプアセンブリの構成要素の移動量をセンサで
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測定し、収束条件が満たされているかどうかを決定することができる。いくつかの実施形
態において、コントローラは、駆動信号を生成するときに駆動信号の振幅を選択すること
ができる。いくつかの実施形態において、コントローラは、駆動信号を生成するときに駆
動信号のオフセットを選択することができる。いくつかの実施形態において、第１および
第２の寸法のうちの少なくとも一方は、構成要素の行程を含み得る。いくつかの実施形態
において、第１および第２の寸法のうちの少なくとも一方は、構成要素の平均位置を含み
得る。いくつかの実施形態において、構成要素は、ダイアフラムに接続されているピスト
ンを備え得る。
【００３３】
　いくつかの実施形態において、陰圧閉鎖療法のためのポンプシステムを制御するための
方法は、陰圧を、流路を介して、創傷上に位置決めされている創傷被覆材に与えるステッ
プであって、流路はポンプシステムを創傷被覆材に流体的に接続する、ステップと、第１
の時点で流路内の第１の圧力値を測定するステップと、第２の時点で流路内の第２の圧力
値を測定するステップと、第１および第２の圧力値を使用して第１の圧力変化率を計算す
るステップと、計算された第１の圧力変化率が閾値率の条件を満たしていると決定したこ
とに応答して、創傷被覆材がフル状態であることを示す情報を提供するステップとを含み
得る。いくつかの実施形態において、この方法は、ポンプシステムのコントローラの制御
の下で実行され得る。
【００３４】
　いくつかの実施形態において、この方法は、第３の時点で流路内の第３の圧力値を測定
するステップと、第４の時点で流路内の第４の圧力値を測定するステップと、第３および
第４の圧力値を使用して第２の圧力変化率を計算するステップと、計算された第１および
第２の圧力変化率が閾値率の条件を満たしていると決定したことに応答して、創傷被覆材
がフル状態であることを示す情報を提供するステップとを含み得る。いくつかの実施形態
において、流体流路内の圧力は、最大圧力と最小圧力との間である。いくつかの実施形態
において、この方法は、第２の圧力値が最小圧力よりも小さいかどうかを決定するステッ
プを含み得る。
【００３５】
　いくつかの実施形態において、陰圧閉鎖療法のためのポンプシステムは、陰圧を、流路
を介して、創傷上に位置決めされている創傷被覆材に与え、流路はポンプシステムを創傷
被覆材に流体的に接続する、ためのポンプアセンブリと、流路内の圧力を測定することが
できるセンサと、ポンプシステムの動作を制御することができるコントローラとを備え得
る。いくつかの実施形態において、コントローラは、第１の時点で流路内の第１の圧力値
を測定し、第２の時点で流路内の第２の圧力値を測定し、第１および第２の圧力値を使用
して第１の圧力変化率を計算し、計算された第１の圧力変化率が閾値率の条件を満たして
いると決定したことに応答して、創傷被覆材がフル状態であることを示す情報を提供する
ことができる。
【００３６】
　いくつかの実施形態において、コントローラは、第３の時点で流路内の第３の圧力値を
測定し、第４の時点で流路内の第４の圧力値を測定し、第３および第４の圧力値を使用し
て第２の圧力変化率を計算し、計算された第１および第２の圧力変化率が閾値率の条件を
満たしていると決定したことに応答して、創傷被覆材がフル状態であることを示す情報を
提供することができる。いくつかの実施形態において、流体流路内の圧力は、最大圧力と
最小圧力との間である。いくつかの実施形態において、コントローラは、第２の圧力値が
最小圧力よりも小さいかどうかを決定し得る。
【００３７】
　いくつかの実施形態において、陰圧閉鎖療法のためのポンプシステムを制御するための
方法は、駆動信号をポンプシステムのポンプアセンブリに印加するステップであって、駆
動信号は正の振幅と負の振幅とを交互にとり、駆動信号はオフセットを有する、ステップ
と、１以上の時間間隔の間にポンプシステムを創傷を覆うように配置された創傷被覆材に
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接続する流体流路内の圧力をサンプリングするステップとを含むことができ、１以上の時
間間隔のうちの各々は、駆動信号が近似的に、実質的に１以上のサンプリング振幅にある
振幅であるときに生じる。いくつかの実施形態において、この方法は、ポンプシステムの
コントローラの制御の下で実行され得る。
【００３８】
　いくつかの実施形態において、サンプリング振幅は、振幅の極大値を含み得る。いくつ
かの実施形態において、サンプリング振幅は、振幅の極小値を含み得る。いくつかの実施
形態において、サンプリング振幅は、振幅のゼロ交差を含み得る。いくつかの実施形態に
おいて、サンプリング振幅は、振幅のオフセット交差を含み得る。いくつかの実施形態に
おいて、この方法は、１以上の時間間隔の各々の間に、少なくとも２回圧力をサンプリン
グするステップを含み得る。いくつかの実施形態において、この方法は、各時間間隔の間
の圧力サンプルを平均するステップを含み得る。
【００３９】
　いくつかの実施形態において、陰圧閉鎖療法のためのポンプシステムは、アクチュエー
タおよびダイアフラムを有するポンプアセンブリと、ポンプシステムの動作を制御するこ
とができるコントローラとを備え得る。いくつかの実施形態において、コントローラは、
駆動信号をポンプアセンブリに印加し、駆動信号は正の振幅と負の振幅とを交互にとり、
駆動信号はオフセットを有し、１以上の時間間隔の間にポンプアセンブリを創傷を覆うよ
うに配置された創傷被覆材に接続する流体流路内の圧力をサンプリングことができ、１以
上の時間間隔のうちの各々は、駆動信号が近似的に、実質的に１以上のサンプリング振幅
にある振幅であるときに生じる。
【００４０】
　いくつかの実施形態において、サンプリング振幅は、振幅の極大値を含み得る。いくつ
かの実施形態において、サンプリング振幅は、振幅の極小値を含み得る。いくつかの実施
形態において、サンプリング振幅は、振幅のゼロ交差を含み得る。いくつかの実施形態に
おいて、サンプリング振幅は、振幅のオフセット交差を含み得る。いくつかの実施形態に
おいて、１以上の時間間隔の各々の間、コントローラは、圧力を少なくとも２回サンプリ
ングすることができる。いくつかの実施形態において、コントローラは、各時間間隔の間
の圧力サンプルを平均することができる。
【００４１】
　様々な実施形態において、陰圧閉鎖療法用に構成されているポンプシステムが、説明さ
れている。ポンプシステムは、陰圧を、流路を介して、創傷上に位置決めされるように構
成されている創傷被覆材に印加するように構成されているポンプアセンブリであって、流
路はポンプシステムを創傷被覆材に流体的に接続するように構成されている、ポンプアセ
ンブリを備えることができる。ポンプシステムは、流路内の圧力を測定するように構成さ
れているセンサを備えることができる。ポンプシステムは、ポンプシステムの動作を制御
するように構成されているコントローラを備えることができる。コントローラは、第１の
時点で流路内の第１の圧力値を測定し、第２の時点で流路内の第２の圧力値を測定し、第
１および第２の圧力値を使用して第１の圧力変化率を計算し、計算された第１の圧力変化
率が閾値変化率の条件を満たしていると決定したことに応答して、創傷被覆材がフル状態
であることを示す情報を提供するように構成され得る。
【００４２】
　様々な実施形態において、陰圧閉鎖療法用に構成されているポンプシステムを制御する
ための方法が、説明されている。方法は、陰圧を、流路を介して、創傷上に位置決めされ
るように構成されている創傷被覆材に印加することを引き起こすステップであって、流路
はポンプシステムを創傷被覆材に流体的に接続するように構成されている、ステップを含
むことができる。方法は、第１の時点で流路内の第１の圧力値を測定するステップを含み
得る。方法は、第２の時点で流路内の第２の圧力値を測定するステップを含み得る。方法
は、第１および第２の圧力値を使用して第１の圧力変化率を計算するステップを含み得る
。方法は、計算された第１の圧力変化率が閾値変化率の条件を満たしていると決定したこ
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とに応答して、創傷被覆材がフル状態であることを示す情報を提供するステップを含み得
る。方法は、ポンプシステムのコントローラの制御の下で実行され得る。
【００４３】
　限定することなく以下に開示されているポンプ実施形態（たとえば、ボイスコイルポン
プ実施形態のいずか）および陰圧閉鎖療法実施形態のいずかを含む、本出願で開示されて
いる配置構成または実施形態の特徴、構成要素、または詳細はいずも、新しい配置構成お
よび実施形態を形成するために本明細書で開示されている配置構成または実施形態のいず
かの他の特徴、構成要素、または詳細と交換可能に組み合わせ可能である。
【００４４】
　本開示の実施形態は、添付図面を参照しつつ、例としてのみ、以下で説明される。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】オプションの取付構成要素が装着されている外側ハウジングを有するポンプシス
テムの一実施形態の正面斜視図である。
【図２】図１のポンプシステムの正面図である。
【図３】図１のポンプシステムの後面斜視図である。
【図４】図１のポンプシステムの後面図である。
【図５】図１のポンプシステムの上面図である。
【図６】図１のポンプシステムの底面図である。
【図７】図１のポンプシステムの右側面図である。
【図８】図１のポンプシステムの左側面図である。
【図９】オプションの装着構成要素を有しない、図１の外側ハウジングの後面図である。
【図１０】外側ハウジング内のキャビティを露出させるためにカバーが取り外されている
、図９の外側ハウジングの後面図である。
【図１１】回路基板およびポンプアセンブリの一実施形態を露出させるために外側ハウジ
ングの前部分が取り外されている、図１の外側ハウジングの前面斜視図である。
【図１２】回路基板およびポンプアセンブリの一実施形態を露出させるために外側ハウジ
ングの後部分が取り外されている、図１の外側ハウジングの後面斜視図である。
【図１３】ポンプアセンブリを露出させるために外側ハウジングの前部分および回路基板
が取り外されている、図１の外側ハウジングの前面斜視図である。
【図１４】ポンプアセンブリおよびインテークマニホールドの一実施形態の正面斜視図で
ある。
【図１５】図１４のポンプアセンブリおよびインテークマニホールドの後面図である。
【図１６】図１４のポンプアセンブリおよびインテークマニホールドの正面図である。
【図１７Ａ】図１４のインテークマニホールドの断面図である。
【図１７Ｂ】外側ハウジングおよび制御盤を有するインテークマニホールドの断面図であ
る。
【図１８】図１４のポンプアセンブリの断面図である。
【図１９】図１４のポンプアセンブリの分解図である。
【図２０】図１４のポンプアセンブリの分解図である。
【図２１】ポンプハウジングの一実施形態の後面図である。
【図２２】図２１のポンプハウジングの正面図である。
【図２３】弁の一実施形態の斜視図である。
【図２４】弁の一実施形態の斜視図である。
【図２５】ポンプチャンバ本体部の一実施形態の斜視図である。
【図２６】図２５のポンプチャンバ本体部の正面図である。
【図２７】図２５のポンプチャンバ本体部の後面図である。
【図２８】ダイアフラムの一実施形態の斜視図である。
【図２９】ダイアフラムの一実施形態の斜視図である。
【図３０】図２８～図２９のダイアフラムの側面図である。
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【図３１】図２８～図２９のダイアフラムの側断面図である。
【図３２】スペーサの一実施形態の斜視図である。
【図３３】図３２のスペーサの側断面図である。
【図３４】支持部材の一実施形態の斜視図である。
【図３５】支持部材の一実施形態の斜視図である。
【図３６】シャフトの一実施形態の斜視図である。
【図３７】図３６のシャフトの側面図である。
【図３８】バネの一実施形態の斜視図である。
【図３９】ブッシングの一実施形態の斜視図である。
【図４０】ブッシングの一実施形態の斜視図である。
【図４１】減衰要素を備える図２１のポンプハウジングの一実施形態の後面図である。
【図４２】図４１のポンプハウジングおよび減衰要素の側断面図である。
【図４３】脱着可能チャンバの一実施形態の斜視図である。
【図４４】ポンプハウジングの別の実施形態の斜視図である。
【図４５】ポンプハウジングの別の実施形態の斜視図である。
【図４６】マニホールドの別の実施形態の側断面図である。
【図４７】ポンプハウジングの別の実施形態の斜視図である。
【図４８】図１１の回路基板の正面図である。
【図４９】図１１の回路基板の後面図である。
【図５０】支持部材およびコイルの別の実施形態の斜視図である。
【図５１】図５０のコイルおよび支持部材に対する配線の一実施形態の概略断面図である
。
【図５２】図５０のコイルおよび支持部材に対する配線の別の実施形態の概略断面図であ
る。
【図５３】図５０のコイルおよび支持部材に対する配線の別の実施形態の概略断面図であ
る。
【図５４】図５０のコイルおよび支持部材に対する配線の別の実施形態の概略断面図であ
る。
【図５５】組み合わされたバネおよび電線用導管の一実施形態の斜視図である。
【図５６】表示のためのアイコンの配置構成の一実施形態を示す図である。
【図５７Ａ】創傷被覆材に取り付けられたポンプシステムの一実施形態の上面図である。
【図５７Ｂ】創傷被覆材に取り付けられるように構成されているポンプシステムの一実施
形態の図である。
【図５８】ポンプハウジングとポンプチャンバ本体部との間の溶接輪郭の一実施形態の上
面図である。
【図５９】ポンプチャンバ本体部とブッシングとの間の溶接輪郭の一実施形態の上面図で
ある。
【図６０】ポンプシステムの一実施形態の概略図である。
【図６１】ポンプシステムの別の実施形態の概略図である。
【図６２】ポンプシステムの別の実施形態の概略図である。
【図６３】いくつかの実施形態による最上位状態図である。
【図６４】いくつかの実施形態による例示的な圧力対時間のグラフを示す図である。
【図６５】いくつかの実施形態による陰圧源に対する例示的な駆動信号を示す図である。
【図６６】いくつかの実施形態による駆動信号の発生を例示する概略図である。
【図６７】駆動信号のパラメータを生成するための較正方法の一実施形態を示す図である
。
【図６８】いくつかの実施形態による例示的な行程対繰り返し回数のグラフを示す図であ
る。
【図６９】いくつかの実施形態による例示的な平均位置対繰り返し回数のグラフを示す図
である。
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【図７０】フィルタ閉塞を決定するための方法の一実施形態を示す図である。
【図７１】いくつかの実施形態による例示的な圧力対時間のグラフを示す図である。
【図７２】フィルタ閉塞を決定するための方法の別の実施形態を示す図である。
【図７３】オプションの装着構成要素が取り付けられていない、図１のポンプシステムの
正面斜視図である。
【図７４】図７３のポンプシステムの正面図である。
【図７５】図７３のポンプシステムの後面斜視図である。
【図７６】図７３のポンプシステムの後面図である。
【図７７】図７３のポンプシステムの上面図である。
【図７８】図７３のポンプシステムの底面図である。
【図７９】図７３のポンプシステムの右側面図である。
【図８０】図７３のポンプシステムの左側面図である。
【図８１】ポンプ装着構成要素の正面斜視図である。
【図８２】図８１のポンプ装着構成要素の正面図である。
【図８３】図８１のポンプ装着構成要素の後面斜視図である。
【図８４】図８１のポンプ装着構成要素の後面図である。
【図８５】図８１のポンプ装着構成要素の上面図である。
【図８６】図８１のポンプ装着構成要素の底面図である。
【図８７】図８１のポンプ装着構成要素の右側面図である。
【図８８】図８１のポンプ装着構成要素の左側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４６】
　本明細書で開示されている実施形態は、ポンプおよび創傷被覆材構成要素および装置を
含む、減圧により創傷を治療する装置および方法に関するものである。創傷オーバーレイ
およびパッキング材料を含む装置および構成要素は、もしあれば、本明細書では被覆材と
総称されることもある。
【００４７】
　本明細書全体を通して創傷が言及されていることは理解されるであろう。創傷という用
語は、広い意味で解釈されるべきであり、皮膚が破れているか、切れているか、もしくは
穴が空いているか、または外傷が患者の皮膚に打撲傷、または他の表面のもしくは他の状
態もしくは欠陥を引き起こすか、そうでなければ減圧治療から恩恵を受ける、開放創およ
び閉鎖創を包含することが理解されるべきである。したがって、創傷は、流体が産生され
る場合も産生されない場合もある組織の損傷領域として広い意味で定義される。このよう
な創傷の例は、限定はしないが、急性創傷、慢性創傷、外科的切開および他の切開、亜急
性および裂開創傷、外傷、皮弁および植皮、裂傷、表皮剥離、打撲傷、火傷、糖尿病性潰
瘍、褥瘡、瘻孔、外科創傷、外傷性および静脈性潰瘍などを含む。本明細書で開示されて
いるいくつかの実施形態において、本明細書で説明されているＴＮＰシステムの構成要素
は、少量の創傷浸出液を滲み出す切開創傷に特に適しているものとしてよい。
【００４８】
　本開示の実施形態は、局所陰圧（ＴＮＰ）療法システムにおける使用に一般的に適用可
能であることは理解されるであろう。簡単に言うと、陰圧閉鎖療法は、組織浮腫を低減し
、血流および肉芽組織の形成を促し、および／または余分な浸出液を取り除くことによっ
て「治癒しにくい」創傷の多くの形態の閉鎖および治癒を補助し、細菌量（したがって感
染症のリスク）を減らすことができる。それに加えて、この療法は、創傷の障害を少なく
してより速やかな治癒をもたらすことを可能にする。ＴＮＰ療法システムは、流体を取り
除くことによって、および閉鎖部の併置位置にある組織を安定化するのを助けることによ
って、手術で縫合された創傷の治癒をも助けることができる。ＴＮＰ療法のさらに有益な
使用はグラフトおよびフラップに見ることができ、そこでは、余分な流体を取り除くこと
が重要であり、組織の生存を確実にするためにグラフトから組織への近接近が必要である
。
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【００４９】
　本明細書で使用されているように、－ＸｍｍＨｇなどの減圧または陰圧レベルは、標準
大気圧より低い圧力レベルを表し、標準大気圧は７６０ｍｍＨｇ（または１ａｔｍ、２９
．９３ｍｍＨｇ、１０１．３２５ｋＰａ、１４．６９６ｐｓｉなど）に対応する。したが
って、－ＸｍｍＨｇの陰圧値は、７６０ｍｍＨｇよりＸｍｍＨｇ低い絶対圧力、言い替え
ると、（７６０－Ｘ）ｍｍＨｇの絶対圧力を反映する。それに加えて、ＸｍｍＨｇより「
少ない」または「小さい」陰圧は、大気圧に近い圧力に対応する（たとえば、－４０ｍｍ
Ｈｇは－６０ｍｍＨｇより少ない）。－ＸｍｍＨｇより「多い」または「大きい」陰圧は
、大気圧から遠い圧力に対応する（たとえば、－８０ｍｍＨｇは－６０ｍｍＨｇより多い
）。
【００５０】
　本開示のいくつかの実施形態に対する動作陰圧範囲は、約－２０ｍｍＨｇから約－２０
０ｍｍＨｇの間、約－５０ｍｍＨｇから約－１５０ｍｍＨｇの間、約－７０ｍｍＨｇから
－９０ｍｍＨｇの間、これらの範囲内の任意の部分範囲、または望むとおりの他の任意の
範囲とすることができる。いくつかの実施形態において、最大－７０ｍｍＨｇまで、最大
－８０ｍｍＨｇまで、最大－９０ｍｍＨｇ、最大－１００ｍｍＨｇまで、最大－１１０ｍ
ｍＨｇまで、または望まれているような他の圧力までの動作陰圧範囲が使用され得る。た
とえば、いくつかの実施形態において、ポンプシステムは、創傷被覆材および／または創
傷表面への－８０ｍｍＨｇ（公称）±２０ｍｍＨｇの陰圧閉鎖療法を維持することができ
る。ポンプシステムの動作に関する他の詳細は、米国特許出願公開第２０１１／０２８２
３０９号明細書、米国特許出願公開第２０１３／０１１００５８号明細書、および米国特
許出願公開第２０１３／０３３１８２３号明細書、さらには国際公開第２０１３／１７１
５８５号において述べられており、これらの公開のすべての実施形態、構成、詳細、およ
び図解は、本開示の一部をなしているかのように参照により本明細書に組み込まれている
。
【００５１】
　本明細書で開示されている実施形態はいずも、ポンプおよび／またはポンプおよび被覆
材キットを含み得る。しかしながら、本開示のポンプ装置および実施形態は、被覆材とと
もに使用すること、または創傷療法に限定されない。本明細書で開示されているポンプ実
施形態はいずも、本明細書で開示されている被覆材構成要素から独立して使用できる。さ
らに、本明細書で開示されているポンプ実施形態はいずも、陰圧閉鎖療法を外れた他の目
的に使用され得るか、またはそのための使用に適合され得る。そのようなものとして、本
明細書で開示されているポンプ実施形態はいずも、システムまたはアプリケーションにお
いて流体（ガスおよび／または液体）を移動するために使用され得るか、または使用に適
合され得る。本明細書で開示されている実施形態はいずも、滲出創傷上で使用され得る。
たとえば、いくつかの実施形態において、ポンプおよび／またはキットは、浸出液レベル
が低い（たとえば、２４時間当たり創傷面積１ｃｍ２当たり０．６ｇ（公称）の滲出液）
創傷、または滲出液レベルが中程度（たとえば、２４時間当たり創傷面積１ｃｍ２当たり
１．１ｇ（公称）の滲出液）創傷上で使用できる。いくつかの実施形態において、創傷か
らの滲出液は、被覆材中への吸収および被覆材を通しての水分の蒸発の組合せを通して本
明細書で開示されている被覆材によって管理される。いくつかの実施形態において、創傷
からの滲出液は、被覆材中への吸収または被覆材を通しての水分の蒸発を通して本明細書
で開示されている被覆材によって管理される。被覆材を通しての滲出液の水分の蒸発が意
図されている実施形態において、被覆材領域上に位置決めされた閉塞材料は、意図された
蒸発を損ない得る。
【００５２】
ポンプシステムの機械的態様の概要
　本明細書で説明されているポンプシステム実施形態は、コンパクトで小さなサイズを有
するものとしてよい。本明細書で開示されているいくつかの実施形態において、ポンプシ
ステムのポンプアセンブリは、１５ｍｍから３５ｍｍの間、１５ｍｍ未満、２５ｍｍ未満
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、３５ｍｍ未満、または５０ｍｍ未満の直径（たとえば、相当直径）もしくは横方向サイ
ズを有することができる。たとえば、いくつかの実施形態において、ポンプシステムは、
１０ｍｍ、２３ｍｍ、または４０ｍｍの直径もしくは横方向サイズを有し得るか、または
約２６ｍｍから約２７ｍｍの範囲内、約２２ｍｍ以下から約２８ｍｍの間の直径もしくは
横方向サイズを有し得る。本明細書で開示されているいくつかの実施形態において、ポン
プアセンブリは、約８ｍｍ、約６ｍｍから約１０ｍｍの間の厚さもしくは高さ、または２
０ｍｍ未満の厚さもしくは高さを有することができる。たとえば、いくつかの実施形態に
おいて、ポンプアセンブリの厚さもしくは高さは、５ｍｍ、１２ｍｍ、または２０ｍｍで
あってよい。たとえば、限定することなく、いくつかの実施形態において、ポンプアセン
ブリは、約６．２立方センチメートル、約５．０立方センチメートル以下から約７．０立
方センチメートルの間の容積、または１０．０立方センチメートル未満の容積を有するこ
とができる。たとえば、いくつかの実施形態において、ポンプアセンブリの容積は、４．
０立方センチメートル、６．０立方センチメートル、または８．０立方センチメートルで
あってよい。いくつかの実施形態において、ハウジングは、約６０．０ｍｍ、約４０．０
ｍｍから約８０．０ｍｍの間の横方向サイズ、または９０ｍｍ未満の横方向サイズ、およ
び約１５．０ｍｍ、約１０．０ｍｍから約２０．０ｍｍの間の高さ、または３０ｍｍ未満
の高さを有することができる。たとえば、いくつかの実施形態において、ハウジングは、
７２ｍｍ×６６ｍｍ×２１ｍｍ、約７２ｍｍ×６６ｍｍ×２１ｍｍ、７０ｍｍ～７３ｍｍ
×６４ｍｍ～６７ｍｍ×２０ｍｍ～２２ｍｍの長さ×幅×高さの寸法、または９０ｍｍ未
満×９０ｍｍ未満×３０ｍｍ未満の長さ×幅×高さの寸法を有することができる。たとえ
ば、いくつかの実施形態において、ハウジングの長さ×幅×高さの寸法は、６８ｍｍ×６
２ｍｍ×１８ｍｍ、６５ｍｍ×７８ｍｍ×２１ｍｍ、６５ｍｍ×７９ｍｍ×２１ｍｍ、ま
たは８０ｍｍ×７４ｍｍ×２５ｍｍであってよい。いくつかの実施形態において、ポンプ
システムは、１５０グラム、約１５０グラム、１００グラム～１５０グラムの間の質量、
または２００グラム未満の質量、または３００グラム未満の質量を有することができる。
たとえば、いくつかの実施形態において、ポンプシステムの質量は、９０グラム、１２５
グラム、１５０グラム、または２２０グラムであってよい。もちろん、ポンプシステムは
、小型化されたサイズであってもよく、製造可能な質量および容積を有することができ、
全体的な出力および効率は、創傷療法の範囲内または範囲外で、所望のアプリケーション
に対する必要な要求条件を満たす。本明細書で使用されているように、効率は（出力流体
動力）／（入力電力）として定義され得る。
【００５３】
　ポンプシステムは、安価に生産することができ、高い効率で動作可能であり、携帯型、
処分可能、および／または使い捨てアプリケーションにとって有利である。このポンプは
、適宜、超軽量型使い捨て陰圧閉鎖療法（ＮＰＷＴ）デバイスにおいて使用することがで
きる。いくつかの実施形態において、ポンプシステムは、バッテリ交換または充電を行う
ことなく、小さな一次電池で１０日間運転できる。いくつかの実施形態において、ポンプ
システムは、３Ｖ、２０００ｍＡｈの電池で最大１０日間運転できる（たとえば、ポンプ
はその時間の約２０％の間作動する）。いくつかの実施形態において、ポンプシステムは
、直列接続された２個の１．５ボルト、２５００ｍＡｈ～３０００ｍＡｈのバッテリから
給電され得る。いくつかの実施形態において、ポンプシステムは、バッテリ交換または充
電を行うことなく、３Ｖの総容量３０００ｍＡｈを有する１以上のバッテリなど小さな一
次電池で１週間運転できる。それに加えて、いくつかの実施形態において、ポンプシステ
ムは、その使用中に機能に干渉することなくＸ線撮影を受けることができる。たとえば、
いくつかの実施形態において、ポンプシステムは、コンピュータ断層撮影（ＣＴ）法、コ
ンピュータＸ線体軸断層撮影（ＣＡＴ）法などの際に摩耗し得る。
【００５４】
　図１～図８は、外側ハウジング１０２およびオプションの取付構成要素１０４を有する
ポンプシステム１００の一実施形態の複数の図を示しており、図７３～図８０は、オプシ
ョンの装着構成要素１０４が取り外されている、ポンプシステム１００の追加の図を示し
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ている。図１～図８に例示されている実施形態に示されているように、ポンプシステム１
００は、ポンプシステム１００の構成要素を収容し、および／または支持するための外側
ハウジング１０２を備え得る。外側ハウジング１０２は、外側ハウジング１０２を形成す
るように取り外し可能に取り付けられ得る、図１に示されているような前部分１０２ａお
よび後部分１０２ｂなどの、１以上の部分から形成され得る。
【００５５】
　いくつかの実施形態において、ポンプシステム１００は、限定はしないが、ユーザであ
る人などの、別の物体上にポンプシステム１００を装着することを有利に可能にするよう
に設計され得る装着構成要素１０４を適宜備え得る。たとえば、図８１～図８８は、ポン
プシステム１００に取り付けることができる、図１～図８にポンプシステム１００に取り
付けられているように図示されている、オプションの装着構成要素１０４の複数の図を示
している。いくつかの実施形態において、装着構成要素１０４は、ユーザのポケット、ポ
ーチ、ベルト、フラップ、または他の何らかのものなど、ユーザの上着に装着構成要素１
０４を保持するように設計されているクリップ１０６（図３～図８に示されているような
）を備えることができる。クリップ１０６は、クリップ１０６がクリップ１０６を形成す
るために使用される材料の弾力性を用いて締付け力をもたらし得るように装着構成要素１
０４の基部１０８と一体形成され得る。いくつかの実施形態において、クリップ１０６は
、基部１０８からの別個の構成要素であってよく、コイルバネ、曲げたバネなどなどの付
勢構成要素を備え、それにより、ユーザである人にクリップ１０６を保持するための締付
け力をもたらし得る。いくつかの実施形態において、締付け力は、ユーザが締付け位置か
らハウジングを開けることができる程度に弱く、ポケット、フラップ、または他の材料に
関して締め付けられたままにする程度に強いものとしてよい。
【００５６】
　いくつかの実施形態において、装着構成要素１０４は、ポンプシステム１００が装着構
成要素１０４とともに、または装着構成要素１０４なしで使用できるように外側ハウジン
グ１０２に取り外し可能に取り付けられ得る。たとえば、図１～図８は、オプションの装
着構成要素１０４を備えている、ポンプシステム１００を示しており、図７３～図８０は
、オプションの装着構成要素１０４なしの、ポンプシステム１００を示している。これら
の図に示されているように、これは、ユーザが図７３～図８０に示されているようなオプ
ションの装着構成要素１０４の使用なしで済ませると決定した場合にポンプシステム１０
０のフォームファクタ全体を縮小するオプションをユーザに有利に与えることができる。
さらに、これは、ユーザがそうすることを決定した場合に、ユーザが一方の装着構成要素
を別の装着構成要素とより容易に交換することを有利に可能にし得る。例示されている実
施形態に示されているように、装着構成要素１０４は、基部１０８の周から延在する金具
１１０などの、１以上の保持機能部を備え、これにより、装着構成要素１０４を外側ハウ
ジング１０２の一部分に保持することができる。例示されている実施形態において、装着
構成要素１０４は、金具１１０を使用することで、スナップ嵌めでポンプシステム１００
上に保持され得る。いくつかの実施形態において、保持機能部は、ネジ、ナット、ボルト
、スナップ嵌めコネクタなどなどの、機械式留め具であってよい。
【００５７】
　引き続き図１～図８のポンプシステム１００を参照すると、外側ハウジング１０２は、
ユーザに情報（たとえば、ポンプシステム１００の動作状態に関する情報）を提供するよ
うに設計されるものとしてよいディスプレイ１１２を備えることができる。いくつかの実
施形態において、ディスプレイ１１２は、アイコン１１４などの、１以上のインジケータ
を備えることができ、これは、ポンプシステム１００の１以上の動作および／または故障
状態をユーザに警告することができる。たとえば、これらのインジケータは、正常または
適切な動作状態、ポンプ故障、停電、バッテリの状態もしくは電圧レベル、創傷被覆材の
状態もしくは容量、被覆材とポンプアセンブリとの間の被覆材もしくは流体流路内の漏れ
の検出、吸引閉塞、または他の類似のもしくは好適な状態もしくはこれらの組合せを含む
、をユーザに警告するためのアイコンを備えることができる。左から右へ、ポンプシステ
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ム１００の正常動作を示すことができる「ＯＫ」インジケータ、ポンプシステム１００も
しくはそれに取り付けられている構成要素内に漏れが存在していることを示すことができ
る「漏れ」インジケータ、創傷被覆材が容量いっぱいになっているか、もしくはそれに近
いことを示すことができる「被覆材フル状態」インジケータ、およびバッテリがクリティ
カルレベルにあるか、もしくはそれに近いことを示すことができる「バッテリクリティカ
ル」インジケータを備えることができるディスプレイ１１２’のアイコン１１４’の例示
的なセットが図５６に示されている。いくつかの実施形態において、アイコン１１４また
は１１４’は、緑色および／またはオレンジ色を有することができ、および／または緑色
および／またはオレンジ色の光（たとえば、カラーＬＥＤ）を照射され得る。
【００５８】
　例示されている実施形態において、１以上のアイコン１１４が、外側ハウジング１０２
のディスプレイ１１２上に直接プリントされ得る。いくつかの実施形態において、これら
のアイコン１１４のうちの１以上は、外側ハウジング１０２の一部に取り付けられている
ラベルに付けられ得る。これらのアイコン１１４のうちの１以上は、そのアイコンに対応
するステータスがシステム内に存在するときに照らされ得る。以下でさらに詳しく説明さ
れるように、ＬＥＤなどの、１以上の照明構成要素は、アイコン１１４を照らすために外
側ハウジング１０２内に位置決めされ得る。外側ハウジング１０２内の照明構成要素を使
用してアイコンの照明を増強するために、アイコン１１４のうちの１以上の近くにある、
および／または下にある外側ハウジング１０２の一部分の厚さを小さくして、アイコン１
１４の近くにある、および／またはアイコン１１４の下にある外側ハウジング１０２の透
光性を高めることができる。いくつかの実施形態において、アイコン１１４の１以上の近
くにある、および／またはアイコン１１４の１以上の下にある外側ハウジング１０２の一
部分は、透明材料から作られるものとしてよい。たとえば、いくつかの実施形態において
、外側ハウジング１０２のディスプレイ１１２は、薄くされ、ならびに／または透明およ
び／もしくは半透明材料から作られた照明パネルを備えることができる。外側ハウジング
１０２の一部分を薄くし、ならびに／または外側ハウジング１０２の一部分を透明および
／もしくは半透明材料から作ることで、照明構成要素から出た光をハウジング１０２に通
し、アイコン１１４を照らすことを可能にできる。有利には、より薄いまたは透明および
／もしくは半透明のハウジングで１以上のアイコン１１４を照らすために外側ハウジング
１０２内に開口部が形成されていないので、アイコン１１４の周りに漏れが生じる潜在的
可能性が排除されるか、または少なくとも著しく低減される。
【００５９】
　いくつかの実施形態において、ポンプハウジングは、ディスプレイがハウジングの一部
を含むようにハウジングと一体化されたディスプレイを備えることができる。いくつかの
実施形態において、ディスプレイは、ハウジング内に位置決めされている１以上の対応す
る照明源によって照らされるように構成されている１以上のインジケータを備えることが
できる。いくつかの実施形態において、１以上の照明源は、１以上の発光ダイオード（Ｌ
ＥＤ）を備え得る。いくつかの実施形態において、ポンプハウジングは、厚さが不均一で
あってもよく、この不均一な厚さは少なくとも第１の厚さと第２の厚さとを含み、第１の
厚さは第２の厚さよりも小さい。いくつかの実施形態において、第１の厚さは、第２の厚
さに近い（たとえば、近接する）厚さであってよい。いくつかの実施形態において、ディ
スプレイの一部は、第１の厚さを含むことができ、ディスプレイの近くのハウジングの少
なくとも一部は、第２の厚さを含むことができる。いくつかの実施形態において、ディス
プレイの一部は、１以上のインジケータを含み得る。いくつかの実施形態において、ディ
スプレイの一部は、半透明および／または透明材料を含むことができ、透明材料は、ディ
スプレイの近くのハウジングの部分と連続する。
【００６０】
　一方のアイコンの明かりが他方のアイコンに滲み出て照らすのを防ぐために、バッフル
が、外側ハウジング１０２内に位置決めされている１以上の照明構成要素の近くの外側ハ
ウジング１０２の１以上の内面の１以上の部分に位置決めされ得る。バッフルは、外側ハ
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ウジング１０２の内面と、および／または外側ハウジング１０２内に位置決めされている
１以上の構成要素および／または構成要素の表面に取り付けられ、および／または一体形
成され得る。たとえば、いくつかの実施形態において、バッフルは、厚さを縮小されてい
ない外側ハウジング１０２の部分を含み得る。いくつかの実施形態において、一体形成さ
れた、または別々に取り付けられているバッフルは、外側ハウジング１０２の内側の各ア
イコンの周りを囲み得る。もちろん、好適なバッフル、たとえば、縮小された厚さを有す
るが、１以上のアイコン１１４の下にある透明材料に関して暗色または不透明色を有する
外側ハウジング１０２と一体形成されたバッフルなどが評価され、企図されている。当業
者であれば、好適なバッフル配置が企図されていることも理解するであろう。いくつかの
実施形態において、複数の種類のバッフルが使用され、および／または１以上の異なる種
類のバッフルと組み合わされ得る。バッフルは、照明構成要素のうちの１以上が点灯して
いるときに照明構成要素のうちの１以上がアイコン１１４のうちの１以上を照らすのを阻
害する（または防ぐ）ことができる。有利には、バッフルは、一方のアイコンに向けられ
た光で誤って別のアイコンを照らすのを防ぐことによってユーザがアイコンを間違って読
み取る潜在的可能性を低減するのに役立ち得る。たとえば、図５６に示されているディス
プレイ１１２’のアイコン１１４’の例示的なセットを参照すると、バッフルは、４つの
アイコンのうちの各々が他の３つのアイコンのうちの１つに光を滲ませてしまうことなく
別々に照らされるようにディスプレイ１１２’の下に位置決めされ得る。
【００６１】
　図１～図８に示されているポンプシステム１００を引き続き参照すると、ポンプシステ
ム１００は、ポンプシステム１００の動作を制御するためにユーザから入力を受け取るよ
うに設計されている、ボタン１１６などの１以上のユーザ入力機能部を備え得る。図示さ
れている実施形態において、ポンプシステム１００をアクティブ化し、非アクティブ化し
、および／またはポンプシステム１００の他の動作パラメータを制御するために使用され
得る単一のボタンが存在する。たとえば、いくつかの実施形態において、ボタン１１６は
、ポンプシステム１００をアクティブ化する、ポンプシステム１００を一時停止させる、
アイコン１１４などのインジケータをクリアするために使用することができ、および／ま
たはポンプシステム１００の動作を制御するための他の好適な目的に使用され得る（たと
えば、ボタン１１６を順次押していくことによって）。ボタンは、ハウジングの外側前面
に位置決めされ得るプッシュ型ボタンであってよい。他の実施形態では、ポンプシステム
１００上に複数の入力機能部（たとえば、複数のボタン）が設けられ得る。
【００６２】
　いくつかの実施形態において、ボタン１１６は、ボタン１１６の周りから漏れる潜在的
可能性を排除するか、または少なくとも低減するように設計され得る。いくつかの実施形
態において、ボタン１１６の周辺部分は、外側ハウジング１０２の囲むリップ部と締まり
嵌めすることができる。いくつかの実施形態において、ボタン１１６の全体または一部は
、ゴム、シリコーン、または他の好適な材料などの、表面に当接したときに比較的高い気
密性の高いハーメチック封止を形成することができる変形可能材料から形成され得る。
【００６３】
　いくつかの実施形態において、ポンプシステム１００は、管または導管をポンプシステ
ム１００に接続するためのコネクタ３０２を備え得る。たとえば、図５７Ａおよび図５７
Ｂに示されているように、コネクタ３０２は、ポンプシステム１００を被覆材９５０に接
続するために使用され得る。例示されている実施形態において図示されているように、創
傷被覆材９５０は、導管９５４の端部を受け入れるためのポート９５２を備え得る。いく
つかの実施形態において、ポート９５２は、導管９５４を受け入れるためのコネクタ部分
９５３を備えることができる。いくつかの実施形態において、導管９５４は、ポンプシス
テム１００のコネクタ３０２に直接接続され得る。図５７Ａに示されているような、いく
つかの実施形態において、中間導管９５６が使用され、クイックリリースコネクタ９５８
、９６０などの、コネクタを介して導管９５４に取り付けられ得る。
【００６４】
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　いくつかの実施形態において、ポンプシステムは、キャニスタレスシステムで動作する
ように構成されてよく、そこに、創傷被覆材９５０などの創傷被覆材が創傷から吸い込ん
だ滲出液を保持する。そのような被覆材は、被覆材の下流（ポンプシステムへ向かう）で
の液体の通過を防ぐ、疎水性フィルタなどのフィルタを備え得る。他の実施形態において
、ポンプシステムは、創傷から吸い込んだ滲出液の少なくとも一部を貯蔵するためのキャ
ニスタを有するシステムにおいて動作するように構成され得る。そのようなキャニスタは
、被覆材の下流（ポンプシステムへ向かう）での液体の通過を防ぐ、疎水性フィルタなど
のフィルタを備え得る。さらに他の実施形態において、被覆材およびキャニスタは両方と
も、被覆材およびキャニスタの下流の液体の通過を防ぐフィルタを備えることができる。
【００６５】
　図１３～図１７Ｂに関連して以下でさらに詳しく説明されるように、コネクタ３０２は
、ポンプシステム１００を通る初期流体流経路を形成することができるポンプシステム１
００のインテークマニホールド３００の一部であってよい。例示されている実施形態に図
示されているように、コネクタ３０２は、ネジ切り、クリップなどのスナップ嵌めマウン
ト、バヨネットマウントなどなどの１以上の保持機能部を備え、接続構成要素をコネクタ
３０２により確実に保持することができる。
【００６６】
　図９～図１０は、外側ハウジング１０２に取り付けられているオプションの取付構成要
素１０４がない、ポンプシステム１００の一実施形態の背面図を示している。例示されて
いる実施形態において図示されているように、外側ハウジング１０２の後部分１０２ｂは
、キャビティ１２０の上に置く取り外し可能なカバー１１８を備え得る。キャビティ１２
０は、デバイスに給電するための、バッテリなどの１以上の電源を受け入れるように設計
されている１以上の陥凹部１２２を含み得る。いくつかの実施形態において、キャビティ
１２０の外周１２４は、水分がキャビティ１２０内に入り込む可能性を低くするためにカ
バー１１８のそれぞれの機能部と連携することができる機能部を含み得る。たとえば、い
くつかの実施形態において、外周１２４は、底部の周、側部の周、頂部の周、および／ま
たは１以上の周の組合せに沿ってリブを備え、キャビティ１２０内に水分が進入する可能
性を低減することができる。いくつかの実施形態において、外周１２４は、底部の周、側
部の周、頂部の周、および／または１以上の周の組合せに沿って陥凹部を備え、水滴など
の水分をキャビティ１２０から離れる方向に導くことができる。
【００６７】
　図１１～図１２は、回路基板２００、インテークマニホールド３００、およびポンプア
センブリ４００などの陰圧源の実施形態を露出させるために外側ハウジング１０２の一部
分が取り除かれているポンプシステム１００の一実施形態の斜視図を示している。図１３
は、インテークマニホールド３００およびポンプアセンブリ４００を露出させるために外
側ハウジング１０２の前部分さらには回路基板２００が取り除かれているポンプシステム
１００の一実施形態の斜視図を示している。例示されている実施形態において図示されて
いるように、回路基板２００、インテークマニホールド３００、および／またはポンプア
センブリ４００は、外側ハウジング１０２内に位置決めされ、および／または外側ハウジ
ング１０２によって支持され得る。
【００６８】
　制御盤２００は、ポンプアセンブリ４００などのポンプシステム１００の機能を制御す
るように設計され得る。プリント基板アセンブリ（ＰＣＢＡ）などの制御盤２００は、ポ
ンプシステム１００の様々な電気的／電子的構成要素を機械的に支持し、電気的に接続す
るように設計され得る。たとえば、いくつかの実施形態において、制御盤２００は、ポン
プアセンブリ４００を動作させる電力を供給するために１以上のバッテリ２０２をポンプ
アセンブリ４００に接続することができる。いくつかの実施形態において、制御盤２００
は圧力モニタ２０４を備えることができる。圧力モニタ２０４は、制御盤２００によって
支持され、流体流通路内の圧力レベルを監視するように設計され得る。制御盤２００は、
圧力モニタ２０４と併せて、ポンプアセンブリ４００が事前定義された閾値圧力を超えな
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いよう保護するように設計され、および／または創傷でのターゲット圧力を維持するよう
に設計され得る。
【００６９】
　回路基板２００は、圧力読み取り値が所定の値に達した場合にポンプアセンブリ４００
への電力をカットするように設計されるものとしてよく、圧力レベルが所定の値、または
第１の所定の値よりも高いもしくは低くい場合もあり得る第２の所定の値以下に下がった
ときに再開するように設計され得る。それに加えて、制御盤２００は、そのような過剰加
圧を防ぐようにプログラムされ得る。
【００７０】
　いくつかの実施形態において、制御盤２００は、インジケータライト、聴覚的アラーム
、および／またはそのような特徴の組合せを備え得る。たとえば、いくつかの実施形態に
おいて、制御盤２００は、１以上のＬＥＤ２０６の形態のインジケータライトを備え得る
。図１～図８に関して上で説明されているように、１以上のＬＥＤ２０６は、外側ハウジ
ング１０２上のディスプレイ１１２の１以上のアイコン１１４を照らすために使用され得
る。いくつかの実施形態において、各ＬＥＤ２０６は、１以上のアイコン１１４に対応し
得る。いくつかの実施形態において、制御盤２００は、制御ボタン１１６から入力を受け
取るための１以上の機能部２０８（たとえば、圧力感知スイッチ）を有することができる
。
【００７１】
　図１３は、インテークマニホールド３００およびポンプアセンブリ４００を露出させる
ために外側ハウジング１０２の前部分さらには制御盤２００が取り除かれているポンプシ
ステム１００の正面斜視図を示している。例示されている実施形態において図示されてい
るように、マニホールド３００およびポンプアセンブリ４００は、外側ハウジング１０２
の１以上の一部分内に位置決めされ、および／または外側ハウジング１０２の１以上の一
部分によって支持され得る。
【００７２】
　図１４～図１７Ｂは、インテークマニホールド３００およびポンプアセンブリ４００の
様々な図を示している。例示されている実施形態において図示されているように、インテ
ークマニホールド３００は、ポンプアセンブリ４００のインテークポート４２６（図２１
～図２２に示されている）と流体的に連通するものとしてよい。インテークマニホールド
３００は、インテークマニホールド３００を形成するように取り外し可能に取り付けられ
得る、上部分３０１ａおよび底部分３０１ｂなどの、１以上の部分から形成され得る。た
とえば、図１７Ａに最も明確に示されているように、上部分３０１ａは、摩擦および／ま
たは締まり嵌めで底部分３０１ｂ内に受け入れられ得る。いくつかの実施形態において、
上部分３０１ａおよび底部分３０１ｂは、モノリシック構造であり得る。いくつかの実施
形態において、インテークマニホールド３００は、管または導管をインテークマニホール
ド３００に接続するために外側ハウジング１０２から突き出るものとしてよい上部分３０
１ａの端部にコネクタ３０２を備えることができる。上で説明されているように、コネク
タ３０２は、管または導管をコネクタ３０２に固定し、うっかり脱着する可能性を低減す
るために、図示されているネジ切りなどの１つ複数の保持機能部を備えることができる。
インテークマニホールド３００は、インテークマニホールド３００の上部分３０１ａの周
りに位置決めされた、Ｏリングなどの封止部材３０４を備えることができる。封止部材３
０４は、インテークマニホールド３００と外側ハウジング１０２との間に有利に位置決め
され、それにより、インテークマニホールド３００の周りからの漏れの潜在的可能性を排
除するか、または低減することができる。たとえば、封止部材３０４は、図１７Ｂに示さ
れているように外側ハウジング１０２の延長部１２６内に位置決めされ得る。いくつかの
実施形態において、封止部材３０４は、シリコーンから作ることができる。
【００７３】
　インテークマニホールド３００は、圧力モニタ２０４と流体的に連通するように設計さ
れているポート３０６を備えることができる。たとえば、図１７Ｂに示されているように
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、ポート３０６は、ポート３０６内に圧力モニタ２０４の一部を直接受け入れることがで
きる。これは、ポンプシステム１００を通る配管の総量を有利に減らし、および／または
漏れを生じる潜在的可能性を低減することができる。ポート３０６は、インテークマニホ
ールド３００の底部分３０１ｂ上に位置決めされ得るが、望む場合にはインテークマニホ
ールド３００の他の部分に沿って位置決めされてもよい。インテークマニホールド３００
は、ポンプアセンブリ４００のインテークポート４２６に接続するための出口ポート３０
８を備え得る。例示されている実施形態において図示されているように、インテークマニ
ホールド３００は、逆止弁または一方向弁を備えていない。いくつかの実施形態において
、インテークマニホールド３００は、ポンプシステム１００内への流れを可能にするが、
ポンプシステム１００外への流れを阻止するために逆止弁もしくは一方向弁を備えること
ができる。
【００７４】
　図１８は、組み立てられた構成のポンプアセンブリ４００の一実施形態の断面図を示し
ている。図１９～図２０は、これらの様々な構成要素を示すポンプアセンブリ４００の分
解図を示している。例示されている実施形態において図示されているように、ポンプアセ
ンブリ４００は、カバー４１０、ポンプハウジング４２０、１以上の弁４５０、およびポ
ンプチャンバ本体部４７０を備えることができる。１以上の弁４５０は、ポンプチャンバ
本体部４７０とダイアフラム５５０との間に画成され得るダイアフラムチャンバ４７２を
通して流体の流れを制御するために使用され得る。以下でさらに詳しく説明されるように
、ダイアフラム５５０は、ポンプチャンバ本体部４７０に相対的に移動して、ダイアフラ
ムチャンバ４７２の容積を変化させることができる。容積のこのような変化の結果、ダイ
アフラムチャンバ４７２内の圧力が変化し、これにより、ダイアフラムチャンバ４７２を
出入りする流体流を発生させ得る。たとえば、１以上の弁４５０は、ダイアフラムチャン
バ４７２内の圧力の変化に応答して交互に開閉するように設計され得る。１以上の弁４５
０は、流体が１以上のインテーク開口部から入り、流体がインテーク開口部と異なり得る
１以上の排出開口部から吐出されるようにダイアフラムチャンバ４７２を通る流体流を制
御するように設計され得る。
【００７５】
　例示されている実施形態において図示されているように、ポンプアセンブリ４００は、
上極５００、下極５２０、および磁石５４０を備えることができる。磁石５４０は、ポン
プアセンブリ４００の少なくとも一部を通して永久磁界を供給することができる。いくつ
かの実施形態において、上極５００および／または下極５２０は、磁石５４０を支持する
ことができる。いくつかの実施形態において、上極５００および／または下極５２０は、
コイル６００などの、ポンプアセンブリ４００の１以上の構成要素に関して磁界をより効
果的に整列させるように配置構成され得る。たとえば、いくつかの実施形態において、上
極５００および／または下極５２０は、コイルを通って流れる電流に対して法線方向とな
るように磁石の磁界を整形するように配置構成され得る。そうする際に、ポンプアセンブ
リ４００の効率は、有利に高められ得る。いくつかの実施形態において、上極５００およ
び／または下極５２０は、適宜、磁性材料を含み得る。
【００７６】
　例示されている実施形態に図示されているように、ポンプアセンブリ４００は、ボイス
コイルアクチュエータ（ＶＣＡ）を備え得る。ポンプアセンブリ４００は、コイル６００
、シャフト７００、および／またはバネ部材７５０を支持するように設計されている支持
部材６５０を備えることができるピストンサブアセンブリに取り付けられているコイル６
００を備えることができる。ポンプアセンブリ４００は、ベアリングまたはブッシング８
００も備えることができる。ＶＣＡは、磁石５４０の永久磁界内に完全に吸収される電流
を電線内に通すことによってシャフト７００の垂直調和運動を発生するために使用され得
る。電流は、コイル６００を通って流れ磁界を発生させ、それにより、磁石５４０によっ
て形成される永久磁界により磁力がコイル６００に印加され得る。いくつかの実施形態に
おいて、コイル６００に印加される磁力は、支持部材６５０に伝えられ、次いで、コイル
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６００と支持部材６５０との間の機械的接続部を通してダイアフラム５５０に伝えられ得
る。たとえば、支持部材６５０およびバネ部材７５０は、コイル６００に印加される力を
、ダイアフラム５５０に接続され得るシャフト７００に伝えるように設計されるものとし
てよく、それによってコイル６００に印加される力は、最終的にダイアフラム５５０に伝
達される。コイル６００を通って流れる電流を制御することによって、ダイアフラム５５
０の移動が、最終的に制御され得る。いくつかの実施形態において、バネ部材７５０はシ
ャフト７００に取り付けられ、これによりポンプアセンブリ４００の共振周波数を変える
ことができ、それによってその周波数を中心とする効率を高めることができる。いくつか
の実施形態において、ブッシング８００は、動作中にポンプアセンブリ４００の構成要素
のアライメントを維持するのを補助するために使用され得る。
【００７７】
　上で指摘されているように、図１９～図２０は、カバー４１０およびポンプハウジング
４２０などの様々な構成要素を例示するポンプアセンブリ４００の分解図を示している。
いくつかの実施形態において、ポンプハウジング４２０は、ポンプアセンブリ４００の構
成要素のうちの多くを支持し、保護するように適合され得る。ポンプハウジング４２０は
、図２２に最も明確に示されているようにポンプハウジング４２０の外面内に、および／
またはそれに沿って形成されている、インテークチャネル４２２および排出チャネル４２
４などの１以上の空気チャネルを有することができる。
【００７８】
　インテークチャネル４２２は、コネクタ３０２を介して創傷被覆材と連通し得るインテ
ークポート４２６から、ポンプハウジング４２０とポンプチャンバ本体部４７０との間に
形成された、インテーク弁が置かれる、インテーク弁チャンバに対する入口開口部４２７
の方へ、空気などの流体をチャネルで導くか、または連通させるために使用され得る。排
出チャネル４２４は、ポンプハウジング４２０とポンプチャンバ本体部４７０との間に形
成された、排出弁が置かれる、排出弁チャンバに対する出口開口部４２９から、空気など
の流体をチャネルで導くか、または連通させるために使用され得る。排出チャネル４２２
は、そのような流体を排出ポート４２８の方へ、およびチャンバ４３０の内部にチャネル
で導くか、または連通させることができ、そこで、最終的に、外側ハウジング１０２内で
大気中に排出され得る。以下でさらに詳しく説明されるように、チャンバ４３０は、動作
中にポンプアセンブリ４００によって発生する騒音の量を減らすためにポンプアセンブリ
４００に対する騒音低減システムの一部を形成し得る。例示されている実施形態において
示されているように、チャンバ４３０は、１以上のリブ４３１を備え得る。
【００７９】
　カバー４１０は、ポンプハウジング４２０の外面上に位置決めされ得る。カバー４１０
は、接着剤を裏面に塗った箔、フィルム、紙、プラスチック板もしくはラベル、または他
の類似の物体であってよい。いくつかの実施形態において、カバー４１０は、FLEXconのC
ompucal Excel 10442などのトップコートを使用する３Ｍの７８１５などの感熱転写用ポ
リエステルであってよい。いくつかの実施形態において、カバー４１０は、プラスチック
、金属などから作られた板であってよく、カバー４１０とポンプハウジング４２０の外面
との間の封止を高めるためにカバー４１０とポンプハウジング４２０の外面との間に位置
決めするためのガスケットを備えることができる。カバー４１０は、ポンプハウジング４
２０の外面上に位置決めされたときに、インテークチャネル４２２および排出チャネル４
２４と連携して封入空気通路を形成し得る。たとえば、いくつかの実施形態において、カ
バー４１０は、インテークチャネル４２２と排出チャネル４２４との間の空気短絡を防ぐ
ように設計され得る。いくつかの実施形態において、カバー４１０は、ポンプハウジング
４２０の外面とモノリシックに形成され得る。
【００８０】
　図２１を参照すると、ポンプハウジング４２０は、一方の側から別の側へ構成要素を通
すことを可能にする１以上の追加の開口部４３２を備え得る。たとえば、以下でさらに詳
しく説明されるように、１以上の開口部４３２は、電線用導管６０４がコイル６００を回



(24) JP 2018-507076 A 2018.3.15

10

20

30

40

50

路基板２００に接続することを可能にするために使用され得る。開口部４３２は、ポンプ
アセンブリ４００配管、配線などの電子部品などに対する追加のクリアランスを設けるた
めに使用され得る。たとえば、いくつかの実施形態において、開口部４３２は、可撓性回
路基板が開口部４３２を貫通することを可能にすることよって可撓性回路基板が主回路基
板に接続することを可能にするように使用され得る。たとえば、図１４に示されているよ
うに、電線用導管６０４は、ポンプアセンブリ内部の電子機器がポンプシステム１００（
図１１に示されている）の主回路基板２００（図１１に示されている）に電気的に接続さ
れるように追加の開口部４３２から延在し得る。この方法および他の方法により、当業者
であれば理解するように、開口部４３２は、有利には、ポンプハウジング４２０内および
ハウジング４２０の周りの電線の管理を容易にすることができる。いくつかの実施形態に
おいて、ポンプハウジング４２０は、組み立てを容易にし、組み立てられたときに構成要
素が適切に配向されることを確実にするように設計され得る、例示されている切欠４３４
などの１以上のインデキシング機能部を備え得る。いくつかの実施形態において、ポンプ
ハウジング４２０は、ポリカーボネート、金属、複合材料など、または材料の組合せから
作られ得る。
【００８１】
　図２３～図２４は、ポンプアセンブリ４００とともに使用され得る弁４５０の一実施形
態の様々な図を示している。弁４５０は、弁４５０の中間部分で支持されている可撓性お
よび／または変形可能タブ部分もしくは部材４５２を有することができる。タブ部分４５
２は、フレーム部分４５４によってその周に沿って囲まれ、タブ部分４５２から延在する
ネック部４５６を介してフレーム部分４５４に取り付けられ得る。例示されている実施形
態に示されているように、開口部またはギャップ４５８は、タブ部分４５２とフレーム部
分４５４との間に存在し、流体をタブ部分４５２の周りに通し、弁４５０に通すのを容易
にすることができる。いくつかの実施形態において、開口部またはギャップ４５８は、約
０．４ｍｍ、または約０．３ｍｍから約０．５ｍｍの間の幅を有することができ、タブ部
分４５２の周の約８０％を囲むことができる。
【００８２】
　例示されている実施形態において図示されているように、タブ部分４５２は、ネック部
分４５６を介して片持ち梁方式で支持され、それにより、タブ部分４５２は、図２３～図
２４に示されているように弛緩した、または閉じられた位置から離れる方向に曲がるか、
または撓むことができる。いくつかの実施形態において、弁４５０は、タブ部分４５２が
曲がり、撓む能力を改善し、それによって弁の効率を潜在的に改善するためにタブ部分４
５２のネック部分４５６のところに、またはネック部分４５６に隣接して１以上のヒンジ
、継手、関節部、または湾曲部を有することができる。いくつかの実施形態において、弁
および弁支持体は、封止およびポンプ効率の改善のために弁または弁支持体のインテーク
側に弁が付勢されて当たるように構成され得る。上で説明されているように、ダイアフラ
ム５５０の移動量は、弁がそれぞれの付勢から離れる反対方向に移動することを引き起こ
し得る。いくつかの実施形態において、弁は、弁を通り越したときの漏れが低圧条件の下
である程度生じるように設計され得る。たとえば、いくつかの実施形態において、弁４５
０は、約０．１ｍＬ／分から約１０ｍＬ／分の間の速度、または１０ｍＬ／分未満の漏出
速度、低圧条件では、約０．１ｍＬ／分から約５ｍＬ／分の間、または５ｍＬ／分の漏出
速度、低圧条件では、約０．１ｍＬ／分から約２ｍＬ／分の間、または２ｍＬ／分未満の
漏出速度、低圧条件では、これらの範囲内の部分範囲、または望むとおりに他の漏出速度
で、漏れるように設計され得る。そのような漏れは、デバイスの滅菌を容易にすることが
できる。
【００８３】
　例示されている実施形態において図示されているように、弁４５０は、ポンプチャンバ
本体部４７０などの、別の構成要素上の対応するインデキシング機能部とマッチし得る、
アラインメントタブ４６０ａ、４６０ｂなどの、１以上のインデキシング機能部を備え得
る。これは、有利には、構成要素に関して弁４５０の留置、固定、およびアラインメント
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を容易にすることができる。例示されている実施形態において図示されているように、ア
ラインメントタブ４６０ａ、４６０ｂは、フレーム部分４５４の周から延在することがで
き、異なる形状を有して不適な取付けの可能性を低減することができる。いくつかの実施
形態において、弁部材４５０は、アラインメントタブ４６０ａまたは４６０ｂなどの、ち
ょうど１つのアラインメントタブを有することができる。
【００８４】
　例示されている実施形態において図示されているように、弁４５０は、弁４５０の表面
から遠ざかるように延在する隆起した表面またはリブ４６２（圧縮リングとも称される）
を有することができる。例示されている実施形態において図示されているように、リブ４
６２は、フレーム部分４５４の周に沿って位置決めされ得る。リブ４６２は、有利には、
スペーサとして機能することができ、それにより、タブ部分４５２と弁４５０の排出側と
の間にギャップが存在し、タブ部分４５２が開放位置まで曲がるかまたは撓むのに十分な
スペースを有することを確実にすることができる。リブ４６２も、有利には、弁とノズル
との間の封止を高めるために入口または排出ノズルに対して予負荷（バイアスとも称され
る）をかけるように機能し得る。上で説明されているように、いくつかの実施形態におい
て、弁４５０はポンプチャンバ本体部とポンプハウジングとの間に固定される（サンドイ
ッチ状に挟まれ、とも称される）ものとしてよく、弁は、ポンプチャンバ本体部とポンプ
ハウジングとの間で圧縮される。いくつかの実施形態において、以下でさらに詳しく説明
されるように、ポンプチャンバ本体部は、ポンプハウジングにレーザ溶接され得る。弁４
５０が固定されるときに、リブ４６２は圧縮できる。いくつかの実施形態において、リブ
４６２の圧縮により、入口および排出ノズルに対する予負荷の形成が可能になる。
【００８５】
　たとえば、いくつかの実施形態において、リブ４６２の圧縮で、タブ部分４５２に、た
とえば、入口もしくは排出ノズル開口部のインテーク側への方向など、リブから遠ざかる
方向の予負荷がかかる。タブ部分４５２は、リブ４６２が圧縮されたときに入口排出開口
部のノズル平面と接触するまで屈折（屈曲とも称される）するように設計され得る。たと
えば、図２３、図２５、および図２６を参照すると、弁４５０は、リブ４６２がインテー
ク陥凹部４７６ａの表面の方に面し、排出陥凹部４７６ｂの表面から離れる方向に面する
ようにインテーク陥凹部４７６ａおよび排出陥凹部４７６ｂ内に留置され得る。リブ４６
２が圧縮されると、インテーク陥凹部４７６ａ内の弁４５０のタブ部分４５２は、力でポ
ンプハウジング内の入口開口部の方へ押しやられ、排出陥凹部４７６ｂ内の弁４５０のタ
ブ部分４５２は、力でポンプチャンバ本体部４７０内の排出開口部の方へ押しやられる。
このようにして、１以上の弁４５０のタブ部分４５２は、タブ部分が入口および排出ノズ
ルの平面を横切って付勢されるように入口および排出ノズルに干渉し得る。
【００８６】
　いくつかの実施形態において、弁４５０は、ゴム、シリコーンなど、または材料の組合
せから作られ得る。いくつかの実施形態において、弁４５０は、所望の初期予負荷および
総剛性を満たすように寸法を決められ得る。初期予負荷は、ノズルに対して封止を形成す
るように設計され得る。たとえば、いくつかの実施形態において、弁４５０は、約０．０
３ミリメートルの入口または排出ノズルに対して初期予負荷を有することができ、総剛性
は約１２ニュートン／メートルであってよいが、好適な初期予負荷および総剛性が企図さ
れている。
【００８７】
　図２５～図２７は、ポンプアセンブリ４００の一部を形成し得るポンプチャンバ本体部
４７０の一実施形態の様々な図を示している。ポンプチャンバ本体部４７０は、ダイアフ
ラム５５０と連携し、ダイアフラムチャンバ４７２（図１８に示されている）を形成し得
る。ポンプチャンバ本体部４７０に関するダイアフラム５５０の移動を介して、ダイアフ
ラム５５０は、ダイアフラムチャンバ４７２の容積を効果的に変化させてダイアフラムチ
ャンバ４７２への流体流の出入りを発生させることができる。
【００８８】
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　上で説明されているように、ダイアフラムチャンバ４７２への流体流の出入りは、１以
上の弁４５０によって制御されるものとしてよく、これはダイアフラムチャンバ内の容積
および圧力の変化に応答して受動的に移動するように設計され得る。たとえば、いくつか
の実施形態において、１以上の弁４５０のタブ部分４５２は、ダイアフラムチャンバ内の
容積および圧力の変化に応答して受動的に移動し得る。いくつかの実施形態において、ダ
イアフラムチャンバ４７２の内側の容積は、シャフト７００がダイアフラム５５０を（た
とえば、それを変形させることによって）ポンプチャンバ本体部４７０から（たとえば、
ブッシング８００の方へ）遠ざけるように移動するときに増大し得る。容積のこの増大は
、ダイアフラムチャンバ４７２の内側の圧力を周囲大気圧以下に下げることによって真空
状態を発生させることができる。シャフト７００が移動して真空状態を作り出したときに
、これは吸引行程にあると言うことができる。たとえば、吸引行程のときに、シャフト７
００は、ダイアフラム５５０をポンプチャンバ本体部４７０の入口および排出ノズルの下
方および／または入口および排出ノズルから離れる方向におよび／またはポンプアセンブ
リ４００の下死点（ＢＤＣ）の方へ移動することができる。シャフト７００の吸引行程の
結果としてダイアフラムチャンバ４７２内に真空状態が形成されると、入口弁が開き、出
口弁が閉じることができる。たとえば、真空状態は、入口弁のタブ部分を入口ノズルのノ
ズル平面から遠ざけて、それによって、入口弁を開くことができ、出口弁のタブ部分を排
出ノズルのノズル平面に押し当てて、それによって、出口弁を閉じることができる。同様
に、いくつかの実施形態において、ダイアフラムチャンバ４７２の内側の容積は、シャフ
ト７００がダイアフラム５５０を（たとえば、それを変形させることによって）ポンプチ
ャンバ本体部４７０の方へ（たとえば、ブッシング８００から遠ざけて）移動するときに
減少し得る。容積のこの減少は、ダイアフラムチャンバ４７２の内側の圧力を周囲大気圧
よりも高く上げることによって過圧状態を発生させることができる。シャフト７００が移
動して過圧状態を作り出したときに、これはポンピング行程にあると言うことができる。
たとえば、ポンピング行程のときに、シャフト７００は、ダイアフラム５５０をポンプチ
ャンバ本体部４７０の入口および排出ノズルの上方および／または入口および排出ノズル
の方におよび／またはポンプアセンブリ４００の上死点（ＴＤＣ）の方へ移動することが
できる。シャフト７００のポンピング行程の結果としてダイアフラムチャンバ４７２内に
過圧状態が形成されると、出口弁が開き、入口弁が閉じることができる。たとえば、過圧
状態は、出口弁のタブ部分を排出ノズルのノズル平面から遠ざけて、それによって、出口
弁を開くことができ、入口弁のタブ部分を入口ノズルのノズル平面に押し当てて、それに
よって、入口弁を閉じることができる。
【００８９】
　シャフト７００の吸引およびポンピング行程によって引き起こされるダイアフラムチャ
ンバ４７２内の圧力の変化の結果として、いくつかの実施形態において、入口および排出
弁は、開閉するとき（たとえば、入口および出口弁が両方ともダイアフラムとポンプチャ
ンバ本体部との間に画成されるダイアフラムチャンバの内側または外側に位置決めされた
とき）に互いに関して反対方向に同期して移動することができるか、または開閉するとき
（たとえば、入口および出口弁が、一方がダイアフラムチャンバの内側にあるように位置
決めされ、一方がダイアフラムとポンプチャンバ本体部との間に画成されたダイアフラム
チャンバの外側に位置決めされるとき）に互いに関して同じ方向に同期して移動すること
ができる。
【００９０】
　いくつかの実施形態において、入口および排出弁は、入口または出口弁が他方の弁が開
く前に閉じるほぼ同期した移動を有することができる。この非同期移動（ほぼ同期した移
動とも称される）は、上で説明されているようにポンプチャンバ本体部４７０の入口およ
び排出ノズル開口部のインテーク側に対する１以上の弁４５０のタブ部分４５２の予負荷
の結果であり得る。予負荷の量は、入口および出口弁について同じまたは異なり得る。い
くつかの実施形態において、予負荷は、ダイアフラムチャンバ内の圧力が入口および出口
弁を開くために打ち勝たなければならない力の量を表すものとしてよい。たとえば、入口
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および出口弁のタブ部分の予負荷に関連付けられている力は、それぞれ、入口および出口
弁を開くために必要である閾値圧力に対応し得る。閾値圧力は、たとえば、入口弁に対す
る－１０ｍｍＨｇおよび出口弁に対する１０ｍｍＨｇなどの、好適な基準圧力に関して好
適な圧力差であってよく、ここで０ｍｍＨｇは基準大気圧である。
【００９１】
　たとえば、シャフト７００の吸引行程のときに、入口弁４５０は、出口弁４５０が出口
ノズルのノズル平面に押し付けられ出口を封止（閉じるとも称される）している間、特定
の圧力変化（たとえば、－１０ｍｍＨｇ）の下で開くことができ、シャフト７００のポン
ピング行程のときに、出口弁４５０は、入口弁が入口ノズルのノズル平面に押し付けられ
入口を封止（閉じるとも称される）している間に、特定の圧力変化（たとえば、１０ｍｍ
Ｈｇ）の下で開くことができる。真空状態がシャフト７００の吸引行程によって引き起こ
されるときに、出口弁は入口弁が開く前に閉じることができるが、それは、過圧状態の後
に入口弁の予負荷に打ち勝つようにダイアフラムチャンバ内で真空状態を形成するのに短
い時間を要するからである。同様に、過圧状態がシャフト７００のポンプ行程によって引
き起こされるときに、入口弁は出口弁が開く前に閉じることができるが、それは、真空状
態の後に出口弁の予負荷に打ち勝つようにダイアフラムチャンバ内で過圧状態を形成する
のに短い時間を要するからである。説明されているように、ダイアフラムの移動によって
発生する真空および過圧状態が、予負荷の量を超えたときに、入口および排出弁４５０の
タブ部分４５２が開くことができる。これは、流体がダイアフラムチャンバ４７２内に流
れむこと、および流れ出ることを可能にし得る。入口および排出ノズル開口部に対する予
負荷がノズルに対して弁を封止するのを助けることに加えて、弁４５０は、また、ポンピ
ング作用のときにダイアフラムチャンバ４７２内に発生した真空および過圧状態が入口お
よび排出弁のタブ部分４５２を入口および排出ノズルに押し付けるのを助けるように設計
することもできる。
【００９２】
　いくつかの実施形態において、ダイアフラムチャンバ４７２への流体の流入および流出
を制御するために、ポンプアセンブリ４００は、弁４５０などの、１以上の弁を備えるこ
とができる。いくつかの実施形態において、ポンプチャンバ本体部４７０は、ポンプアセ
ンブリ４００の１以上の弁を受け入れ、支持するように設計されている弁支持部分４７４
を含み得る。上で説明されているように、いくつかの実施形態において、１以上の弁４５
０は、ポンプチャンバ本体部４７０とポンプハウジング４２０との間に固定され得る。い
くつかの実施形態において、ポンプチャンバ本体部４７０とポンプハウジング４２０との
間に１以上の弁を留置することで、ポンプチャンバ本体部４７０とポンプハウジング４２
０との間のダイアフラムチャンバ４７２に隣接する１以上の対応するプリチャンバを画成
することができる。いくつかの実施形態において、プリチャンバは、それらの間の空気の
短絡を回避するために、ポンプチャンバ本体部４７０をポンプハウジング４２０の内側に
接続することができるレーザ溶接プロセスによって封止され得る。
【００９３】
　例示されている実施形態において図示されているように、弁支持部分４７４は、弁支持
部分４７４の表面４７５に沿って形成される、インテークまたは入口陥凹部４７６ａおよ
び排出または出口陥凹部４７６ｂなどの、１以上の陥凹部を備えることができる。陥凹部
４７６ａ、４７６ｂは、１以上の弁を受け入れ、支持するように設計され得る。いくつか
の実施形態において、陥凹部４７６ａ、４７６ｂは、それらが受け入れるように設計され
ている弁よりも大きい。より大きい陥凹部は、有利に、弁が圧縮されたときに生じ得る材
料変形に対応するに機能し得る。入口陥凹部４７６ａは、ダイアフラムチャンバ４７２と
流体的に連通することができる入口開口部４７８ａを備えることができる。入口陥凹部４
７６ａはインテーク弁と連携して、ポンプアセンブリ４００のインテーク段階のときにダ
イアフラムチャンバ４７２内に流体が入ることを可能にすることができる。出口陥凹部４
７６ｂは、ダイアフラムチャンバ４７２と流体的に連通することができる出口開口部４７
８ｂを備えることができる。出口陥凹部４７６ｂは排出弁と連携して、ポンプアセンブリ
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４００の排出段階のときにダイアフラムチャンバ４７２内に流体が入ることを可能にする
ことができる。いくつかの実施形態において、表面４７５は、ポンプハウジング４２０の
内面の近くに、または隣接して位置決めされるように設計され得る。したがって、ポンプ
ハウジング４２０の内面は、入口陥凹部４７６ａと連携して、出口陥凹部４７６ｂを介し
てインテーク弁チャンバおよび排出弁チャンバを形成し得る。いくつかの実施形態におい
て、表面４７５とポンプハウジング４２０の内面との間にシーラントまたはガスケットが
位置決めされ、それにより、これら２つの構成要素の間の封止を増強することができる。
【００９４】
　いくつかの実施形態において、ポンプチャンバ本体部４７０は、ポンプハウジング４２
０にレーザ溶接などで溶接され得る。たとえば、吸収体材料を透明材料に通した後に融点
まで加熱することによってポンプチャンバ本体部４７０の吸収体材料をポンプハウジング
４２０の透明材料に溶接するためにレーザビームが使用され得る。透明材料は、レーザが
ポンプハウジングを通過し、ポンプチャンバ本体部上の、および／またはポンプチャンバ
本体部内の吸収体材料を加熱することを可能にし得る。同様に、吸収体材料は、吸収体材
料の温度が融点まで高めることができるようにレーザからの光の吸収を容易にする好適な
レーザ吸収色素を含み得る。透明材料は、レーザが通過することを可能にし得るが、吸収
体材料は、レーザが吸収されることを可能にし得る。レーザからのエネルギーの吸収を容
易にするために、および次いで、吸収体材料の温度を融点まで高めるために、吸収体材料
は、レーザによって放射される光の波長を吸収する色素を含むことができる。いくつかの
実施形態において、吸収体材料の色素は、透明材料に関してより暗い色であるものとして
よい。たとえば、いくつかの実施形態において、吸収体材料は、たとえば、１％～１０％
の間の黒色色素、１％～１００％の間の黒色色素、５％～１００％の間の黒色色素、５０
％～１００％の間の黒色色素、８０％～１００％の間の黒色色素、９０％～１００％の間
の黒色色素、もしくは他の好適なパーセンテージの間、または１００％未満の黒色色素、
９０％未満の黒色色素、５０％未満の黒色色素、１５％未満の黒色色素、もしくは他の好
適なパーセンテージ未満などの、適切に定められたパーセンテージの黒色色素を有するこ
とができる。たとえば、いくつかの実施形態において、吸収体材料中の黒色色素のパーセ
ンテージは、１％、３０％、８０％、９５％、１００％、または他の任意の好適なパーセ
ンテージであってよい。いくつかの実施形態において、吸収体材料が有するレーザ吸収色
素のパーセンテージが高ければ高いほど、与えられたレーザ光量に対して吸収体材料が溶
けるのが速くなる。いくつかの実施形態において、ポンプハウジング４２０に溶接される
べきポンプチャンバ本体部４７０の部分のみが黒色である。溶接プロセスのときに、ポン
プハウジング４２０およびポンプチャンバ本体部４７０は、たとえば、クランプを使用し
て互いに関して任意の次元で２つの構成要素が移動するのを防ぐために定圧、昇圧、また
は減圧で一緒に保持され得る。たとえば、いくつかの実施形態において、バネクランプま
たは空気式クランプが使用され得るが、好適な任意の張力供給クランプが企図される。ポ
ンプハウジング４２０およびポンプチャンバ本体部４７０は、一緒に保持されるが、レー
ザビームは、設計された溶融輪郭に沿って誘導され得る。たとえば、いくつかの実施形態
において、ポンプチャンバ本体部４７０は、溶融輪郭に沿ってレーザ吸収色素を有するこ
とができる。その結果得られる溶融輪郭は、ポンプハウジングとポンプチャンバ本体部と
の間のレーザ溶接を表す。いくつかの実施形態において、ポンプハウジングおよびポンプ
チャンバ本体部を一緒に接続する溶融輪郭４９０は、図５８に示されているように設計さ
れ得る。もちろん、他の任意の好適な形状の輪郭も企図される。溶融輪郭が固化した後、
ポンプチャンバ４７０とポンプハウジング４２０との間の強力な接続が作り出される。い
くつかの実施形態において、透明および吸収材料は、化学的親和性を有するように選択さ
れ得る。たとえば、透明および吸収材料は、同じ分子の異なる色素であってよい。図１９
を参照すると、ポンプチャンバ本体部４７０は、ポンプハウジング４２０の下側からポン
プハウジング４２０にレーザ溶接され得る。いくつかの実施形態において、ポンプハウジ
ング４２０の表面上のインテークおよびアウトテークチャネルは傾斜を付けることができ
（図２２に示されているように）、それにより、溶接プロセスのときにレーザがチャネル
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上を通り過ぎるときのレーザ回折の急激な変化を防ぐことができる。たとえば、インテー
クチャネル４２２および排出チャネル４２４は、図２２に示されているように１以上の傾
斜部分４３５を有することができる。いくつかの実施形態において、１以上の傾斜部分４
３５は、真っすぐな、および／または湾曲した外形を有することができる。
【００９５】
　例示されている実施形態において図示されているように、陥凹部４７６ａ、４７６ｂは
、弁部材４５０のアラインメントタブ４６０ａ、４６０ｂなどの、弁の対応するインデキ
シング機能部を受け入れるサイズおよび形状を有する、陥凹部４８０ａ、４８０ｂなどの
１以上のインデキシング機能部を有することができる。アライメントタブ４６０ａ、４６
０ｂおよび陥凹部４８０ａ、４８０ｂの位置決めは、弁部材４５０が陥凹部４７６ａ、４
７６ｂ内に位置決めされるときに適切に配向されおよびアラインメントされることを確実
にすることができる。留意すべきは、いくつかの実施形態において、同じ弁４５０は、弁
４５０の配向に応じてインテーク弁または排出弁のいずれかとして機能できることである
。したがって、アライメントタブ４６０ａ、４６０ｂおよび陥凹部４８０ａ、４８０ｂの
位置は、弁４５０が、弁４５０が留置される入口陥凹部４７６ａまたは出口陥凹部４７６
ｂなどの陥凹部に応じてインテーク弁または排出弁として機能するように適切に配向され
ることを確実にすることができる位置である。弁４５０の適切な配置は、リブ４６２が所
望の方向に面すること、およびタブ部分４５２が、ポンプハウジング４２０の入口開口部
、ポンプチャンバ本体部の出口開口部４７８ｂなどの弛緩または閉鎖状態にあるときの適
切な開口部を覆うことを確実にすることができる。
【００９６】
　さらに、例示されている実施形態において図示されているように、ポンプチャンバ本体
部４７０は、ポンプハウジング４２０の切欠４３４などの、別の構成要素上の対応するイ
ンデキシング機能部とマッチし得る、隆起部４８１などの、１以上のインデキシング機能
部を備え得る。いくつかの実施形態において、ポンプチャンバ本体部４７０は、ポリカー
ボネートなどのプラスチック、金属、複合材料など、または材料の組合せから作られ得る
。
【００９７】
　図２８～図３１は、ポンプアセンブリ４００の一部を形成し得るダイアフラム５５０の
一実施形態の様々な図を示している。例示されている実施形態において図示されているよ
うに、ダイアフラム５５０は、接続部分５６０および周部分５７０を備え得る。いくつか
の実施形態において、接続部分５６０は、接続部分５６０がダイアフラム５５０の概して
中心にくるようにダイアフラム５５０の概して軸方向中心線に沿って位置決めされ得る。
接続部分５６０は、シャフト７００などの別の構成要素が挿入できる陥凹部５６２を備え
得る。いくつかの実施形態において、ダイアフラム５５０は、ポンプアセンブリ４００の
残り部分とのシャフト７００の径方向アライメントを維持するのを助けるように設計され
得る。陥凹部５６２は、下を切り取られた部分５６４を備え、それによって、陥凹部５６
２の少なくとも周の周りにリップ部５６６を形成することができる。いくつかの実施形態
において、下を切り取られた部分５６４は、ダイアフラムに印加される応力の量を減らす
ように構成されている半径を有することができる。リップ部５６６は、有利には、他の構
成要素が移動すると、結果として、ダイアフラム５５０も移動するようにシャフト７００
などの他の構成要素をダイアフラム５５０に解放可能に固定することができる。例示され
ている実施形態において図示されているように、リップ部は、ダイアフラム５５０の寿命
を延ばすことができるフィレット形状のおよび／または面取りしたエッジを備えることが
できる。たとえば、フィレット形状のエッジおよび／または面取りしたエッジは、ダイア
フラム５５０が生産用治工具から取り出されるときに接続部分５６０に印加される応力の
量を減らすことができる。
【００９８】
　例示されている実施形態において図示されているように、周部分５７０は、環状リング
の形態の本体部分５７２と、本体部分５７２の底面から延在するリップ部５７４を備える
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ことができる。リップ部５７４は、本体部分５７２と一体形成され得る。リップ部５７４
からの結果として厚さが増大すると、ダイアフラムの周部分５７０の封止性が改善され、
したがって、ダイアフラム５５０の封止性が改善され得る。
【００９９】
　例示されている実施形態において図示されているように、接続部分５６０は、ウェブ５
８０を介して周部分５７０に取り付けられ得る。ウェブ５８０は、接続部分５６０が周部
分５７０に相対的に移動することを可能にし、ダイアフラム５５０の内部容積５５２を変
えることを可能にするようなサイズおよび形状を有することができる。いくつかの実施形
態において、ウェブ５８０は、好適な弾性率を有する弾力材から作ることができる。これ
は、ウェブ５８０がウェブ５８０にかかる力に応答して一時的に変形することを可能にし
得る。いくつかの実施形態において、ウェブ５８０は、接続部分５６０と周部分５７０と
の間の相対的移動を可能にするように過剰材料で設計され得る。たとえば、例示されてい
る実施形態において図示されているように、ウェブ５８０は、ウェブ５８０にある程度の
たるみがあり、初期構成において湾曲した形状を取るように過剰材料を有する。接続部分
５６０が周部分５７０から遠ざかる場合、ウェブ５８０は、ウェブ５８０のたるみがなく
なることである程度真っすぐにすることができる。いくつかの実施形態において、周部分
５７０に関して接続部分５６０の半径を縮小してウェブ５８０の全長を増やすことは有利
であり得る。これは、一定の、循環運動を受け得るダイアフラム５５０の寿命を有利に延
ばすことができる。いくつかの実施形態において、ウェブ５８０が図２８～図３１に示さ
れているような初期構成をとるときに接続部分５６０の近くにあるウェブ５８０の半径５
８２を増やすことが有利であり得る。たとえば、半径５８２は、ウェブ５８０と接続部分
５６０との間の接合部がより厚くなるように増やすことができる。これは、ウェブ５８０
と接続部分５６０との間の接合部における歪みを減らすことができ、次いで、これは、疲
労を低減し、ダイアフラム５５０が半径５８０の近くまたは半径５８０の周りで壊れる可
能性を小さくすることができる。いくつかの実施形態において、半径５８２は一様である
か、または接続部分５６２に近づくにつれ徐々に大きくなるものとしてよい。いくつかの
実施形態において、ウェブ５８０の長さが大きくなるように接続部分５６０の直径を縮小
することは有利であり得る。同様に、いくつかの実施形態において、接続部分５６０と周
部分５７０との間のウェブ５８０の厚さおよび／または半径を増やすことは有利であり得
る。これは、接続部分５６０と周部分５７０の間のウェブ５８０の歪みを減らすことがで
き、次いで、これは、疲労を低減し、ダイアフラム５５０がウェブ５８０の接続部分５６
０と周部分５７０との間で壊れる可能性を小さくすることができる。いくつかの実施形態
において、ダイアフラム５５０は、ゴムなどのポリマー、シリコーンなど、または材料の
組合せから作られ得る。
【０１００】
　図３２～図３３は、ポンプアセンブリ４００の一部を形成し得るスペーサ５９０の一実
施形態の様々な図を示している。いくつかの実施形態において、スペーサ５９０は、ポン
プチャンバ本体部４７０に関してダイアフラム５５０を適切な位置に維持するため組み立
てられた状態にあるときにダイアフラム５５０の上に位置決めされ得る。たとえば、スペ
ーサ５９０は、スペーサ５９０がポンプチャンバ本体部４７０に対してダイアフラム５５
０を圧縮状態に維持し、それによってダイアフラム５５０とポンプチャンバ本体部４７０
との間の封止係合を維持するように位置決めされ得る。
【０１０１】
　例示されている実施形態において図示されているように、スペーサ５９０は、例示され
ているリングなどの本体部分５９２を備え得る。本体部分５９２は、ポンプアセンブリ４
００内のスペーサ５９０の位置決めおよび配向を容易にすることができる本体部分５９２
から延在する１以上のアライメントタブ５９４を備えることができる。たとえば、アライ
メントタブ５９４は、ポンプチャンバ本体部４７０（図２５に示されているような）上に
形成されたスロット４８２に対応し得る。いくつかの実施形態において、本体部分５９２
は、本体部分５９２とダイアフラム５５０との間の接触表面５９８の表面積を増大させる



(31) JP 2018-507076 A 2018.3.15

10

20

30

40

50

ために径方向内向き突起部５９６を備えることができる。これは、接触表面５９８に沿っ
てダイアフラム５５０に印加される局部応力を低減し、ダイアフラム５５０が故障する可
能性を低くすることができる。いくつかの実施形態において、スペーサ５９０は、プラス
チック、金属、複合材料など、または材料の組合せなどの材料から作られ得る。いくつか
の実施形態において、スペーサ５９０は、ポリフェニレンエーテル（ＰＰＥ）から作るこ
とができる。
【０１０２】
　図１８～図２０を再び参照すると、ポンプアセンブリ４００は、上極５００、下極５２
０、および磁石５４０を備え得る磁気アセンブリを具備することができる。上極５００お
よび下極５２０の一方または両方は、磁石５４０を支持することができる。いくつかの実
施形態において、上極５００および／または下極５２０の配置構成および／または留置は
、有利には、磁石５４０の磁界を整列させ、ポンプアセンブリ４００の効率を高める。磁
界のそのような整列は、ポンプアセンブリ４００の効率を改善することができる。磁界の
整列に関する詳細は、米国特許出願公開第２０１３／０３３１８２３号明細書および国際
公開第２０１３／１７１５８５号においてより詳しく説明されており、これらは両方とも
本開示の一部であるかのように参照により本明細書に組み込まれている。
【０１０３】
　上極５００は、上極５００の軸方向中心線を通って形成される開口部５０２を有するこ
とができる。ブッシング８００は、開口部５０２内に位置決めされ、および／または上極
５００によって支持され得る。いくつかの実施形態において、上極５００は、第１の部分
５０４と第１の部分を横断して延在する第２の部分５０６を備えることができる。例示さ
れている実施形態において図示されているように、第１の部分５０４は、一般的に平面状
であり、上極５００の軸方向中心線に一般的に垂直な方向に延在し得る。第２の部分５０
６は、第１の部分５０４に関してほぼ９０度の角度で軸方向中心線に一般的平行な方向に
第１の部分５０４から遠ざかるように延在し得る。いくつかの実施形態において、第２の
部分５０６は、限定はしないが、約１０度から約１７０度の間、約３０度から約１５０度
の間、約４５度から約１３５度の間、約６０度から約１２０度の間、これらの範囲内の部
分範囲、または望むとおりに第１の部分５０４に関する他の角度などの、第１の部分５０
４に関する９０度超または９０度未満の角度で第１の部分５０４から遠ざかって延在し得
る。いくつかの実施形態において、上極５００は、軟鋼、GKN72-IBP2(S-FeP-130)などの
焼結軟磁性金属、または焼結鋼（または好適な磁性もしくは強磁性材料）などの材料から
作ることができる。
【０１０４】
　下極５２０は、下極５２０の軸方向中心線を通って形成される開口部５２２を備えるこ
とができる。開口部５２２は、上極５００の第２の部分５０６が通過できるようなサイズ
および形状を有し得る。例示されている実施形態において図示されているように、下極５
２０は、上極５００から離間され、ポンプハウジング４２０によって支持され得る。下極
５２０は、軟鋼、GKN72-IBP2(S-FeP-130)などの焼結軟磁性金属、または焼結鋼（または
好適な磁性もしくは強磁性材料）から作ることができる。
【０１０５】
　磁石５４０は、上極５００と下極５２０との間に位置決めされ得る。磁石５４０は、磁
石５４０の軸方向中心線を通って形成される開口部５４２を有することができる。いくつ
かの実施形態において、磁石５４０の頂面は、上極５００の第１の部分５０４の底面の近
く、または底面に隣接して位置決めされ得る。いくつかの実施形態において、磁石５４０
の底面は、下極５２０の頂面の近く、または頂面に隣接して位置決めされ得る。いくつか
の実施形態において、磁石５４０は、上極５００の第２の部分５０６が磁石５４０の開口
部５４２を貫通するように位置決めされ得る。そのような配置構成において、磁界は、上
極５００の第１の部分５０２から遠ざかり、コイル６００の中心に近づくようにシフトさ
れ得る。磁石５４０は、ネオジム－鉄－ホウ素（ＮｄＦｅＢ）－Ｎ４５Ｍ、ネオジムＮ３
３、または他の好適な磁性材料から作られ得る。この材料は、磁界強度を最大化し、損失
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を最小にするために使用され、それによって、ポンプアセンブリ４００の効率を高めるこ
とができる。
【０１０６】
　図１８～図２０を引き続き参照すると、ポンプアセンブリ４００は、コイル６００を備
え得る。コイル６００は、限定することなく、銅線または他の導電性材料などの、一定の
長さの導電性巻線から形成された本体部６０２を有することができる。したがって、電流
を本体部６０２に流した後、磁界が、概してコイル６００に対する軸方向中心線に平行な
方向に沿った向きで生成され得る。理解されるように、磁界の方向は、コイル６００を通
る電流の流れの方向を逆転することによって逆にすることができる。電流をコイル６００
に供給するために、電線用導管６０４は、コイル６００の両端に接続され得る。いくつか
の実施形態において、電線用導管６０４は、回路基板２００に取り付けられた可撓性プリ
ント基板（ＦＰＣ）であってよい。細長い電線などの、他のタイプの電線用導管６０４も
使用することができる。
【０１０７】
　例示されている実施形態において図示されているように、コイル６００は、上極５００
の第２の部分５０６が通過できるようなサイズおよび形状を有し得る開口部６０６を有す
ることができる。図１８に示されているように、コイル６００は、上極５００と下極５２
０との間に位置決めされ、磁石５４０の近くに位置決めされ得る。したがって、コイル６
００に供給される電圧が、正の電圧と負の電圧との間で発振すると、コイル６００は、ポ
ンプアセンブリ４００内で２つの極５００、５２０の間で上下に振動し得る。
【０１０８】
　いくつかの実施形態において、コイル６００は、約１６０巻き、約１００巻きから、ま
たは２００巻き未満もしくは２００超巻きの電線を巻くことによって形成され、限定はし
ないが、４２ゲージ（直径約０．１０２ｍｍ）の電線とすることができる。たとえば、い
くつかの実施形態において、コイル６００は、約１４４巻きの電線を巻くことによって形
成され得る。いくつかの実施形態において、電流がコイル６００を通過するときにコイル
６００に所望のレベルの力が印加されるように必要な電線の適切な巻き数を決定するため
にローレンツの法則が使用され得る。使用される電線は、熱を加えた後に電線の隣接する
セクションに接着する自己融着線であってよい。電線は、非自己融着線であってもよい。
いくつかの実施形態において、約２００巻きの電線、または最大約２６０巻きの電線が、
コイルの形成に使用できる。電線の巻き数を増やすと、潜在的に、抵抗損を低減し、ポン
プアセンブリ４００の全体的効率を約２２％から約２４％の間だけ改善できる。電線の巻
き数が増え、それによってポンプの効率が高まると、磁石のサイズまたは厚さを縮小する
ことができ、それによって、ペースメーカーおよび他の植え込み型心臓デバイス（ＩＣＤ
）の機能に干渉するおそれのあるポンプアセンブリ４００の外部の磁界を低減することが
できる。
【０１０９】
　図３４～図３５は、コイル６００を支持し、コイル６００をダイアフラム５５０などの
ポンプアセンブリ４００の他の構成要素に接続するように設計され得る、スパイダーなど
の支持部材６５０の一実施形態を例示している。図示されている実施形態に示されている
ように、支持部材６５０は、長手方向に伸長するフィンガ部６６２を有する周部分６６０
を備え得る。フィンガ部６６２は、コイル６００の開口部６０６内に受け入れられ得る。
いくつかの実施形態において、突起部６６２は、支持部材６５０に関して所望の位置にコ
イル６００を維持するために摩擦および／または締まり嵌めで開口部６０６内に受け入れ
られるようにサイズおよび位置を決められ得る。いくつかの実施形態において、コイル６
００は、接着剤などの機械的固定手段および／または化学的固定手段を介して支持部材６
５０に貼り付けられ得る。周部分６６０は、環状リング６６４の表面から延在する１以上
の隆起したプラットフォーム６６６を有することができるリング６６４を備え得る。隆起
したプラットフォーム６６６は、環状リング６６４からコイル６００を隔てて並べるよう
に設計され得る。
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【０１１０】
　例示されている実施形態において図示されているように、支持部材６５０は、１以上の
アーム部６７２を介して周部分６６０に取り付けられた基部６７０を備えることができる
。アーム部６７２は、ポンプチャンバ本体部４７０のスロット４８２、上極５００のスロ
ット５０８、および／またはブッシング７６０上の壁部材８０４の間のスロットと整列さ
れ得る。いくつかの実施形態において、アーム部６７２は、ポンプアセンブリ４００の動
作中に支持部材６５０の軸方向中心線に沿った回転を制限するようにそのようなスロット
に関するサイズおよび／または形状を有することができる。アーム部６７２は、周部分６
６０が基部６７０に関して移動し、およびその逆に移動するときにアーム部６７２内の屈
曲の量を制限する比較的剛性の高いものとなるように設計され得る。
【０１１１】
　基部６７０は、シャフト７００などのポンプアセンブリ４００の別の構成要素が通過す
ることを可能にするための開口部６７４を備え得る。例示されている実施形態において図
示されているように、開口部６０４は、コレット６７６、または締付け部材の他の形態を
備え、締まりおよび／または摩擦嵌めで構成要素を基部６７０により確実に留めることが
できる。基部６７０は、開口部６７８などの１以上のインデキシング機能部を備え、シャ
フト７００などのポンプアセンブリ４００の他の構成要素に関して基部６７０の位置決め
およびアラインメントを容易にすることができる。
【０１１２】
　図３６～図３７は、ポンプアセンブリ４００の一部を形成し得るシャフト７００の一実
施形態の様々な図を示している。シャフト７００は、第１の端部分７１０、中間部分７２
０、および第２の端部分７３０を備えることができる。いくつかの実施形態において、シ
ャフト７００は、ダイアフラム５５０を支持部材６５０に接続するために使用され得る。
このようにして、シャフト７００は、コイル６００からの運動をダイアフラム５５０に伝
達することができる。
【０１１３】
　例示されている実施形態において図示されているように、シャフト７００の第１の端部
分７１０は、ダイアフラム５５０の接続部分５６０内に形成されている陥凹部５６２内に
受け入れられ得る。端部分７１０は、下を切り取られた部分７１２と環状リップ部７１４
とを備え、シャフト７００をダイアフラム５５０の接続部分５６０に固定することができ
る。環状リップ部７１４のエッジは、陥凹部５６２の下を切り取られた部分５６４のもの
と類似のフィレットおよび／または面取り面を備えることができる。端部分７１０は、締
まり嵌めでダイアフラム５５０の接続部分５６０上に保持され得る。これは、有利には、
シャフト７００とダイアフラム５５０の接続部分５６０との間の遊びの量を低減できる。
いくつかの実施形態において、シャフト７００は、接着剤でダイアフラム５５０の接続部
分５６０にさらに固定され得る。
【０１１４】
　中間部分７２０は、支持部材６５０への接続のための機能部を備え得る。たとえば、例
示されている実施形態において図示されているように、中間部分７２０は、コレット６７
６と連携することができる１以上のテーパ付き機能部７２２、７２４を備えることができ
る。シャフト７００は、長手方向に延在するリブ７２６などの１以上のインデキシング機
能部を備えることができ、これは支持部材６５０の開口部６７８などのポンプアセンブリ
４００の１以上の構成要素のインデキシング機能部と連携することができる。いくつかの
実施形態において、シャフト７００は、プラスチック、金属、複合材料など、または材料
の組合せなどの材料から作られ得る。いくつかの実施形態において、シャフト７００は、
ポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）から作ることができる。
【０１１５】
　図３８は、ポンプアセンブリ４００の一部を形成し得るバネ７５０の一実施形態の斜視
図を示している。バネ７５０は、シャフト７００などの、ポンプアセンブリ４００の構成
要素が通過することができる開口部７５２を備え得る。図１８に示されているように、バ
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ネ７５０は、シャフト７００のプラットフォーム７２８と支持部材６５０のコレット６７
６との間に位置決めされ得る。バネ７５０は、シャフト７００に関してバネ７５０のアラ
イメントおよび配向を容易にするためにシャフト７００上のインデキシング機能部に対応
し得る、切欠７５４などの１以上のインデキシング機能部を備え得る。いくつかの実施形
態において、バネ７５０の外周は、スペーサ５９０とブッシング８００との間に位置決め
され得る。したがって、シャフト７００がブッシング８００に関して移動されると、バネ
７５０によってシャフト７００に印加される力は変化し得る。いくつかの実施形態におい
て、バネ７５０は、バネ７５０の外周に関してバネ７５０の中間部分の変形を可能にする
１以上の切欠７５８を備え得る。これらの切欠７５８の長さおよび幅は、バネ７５０のバ
ネ定数を変化させるように変えることができる。いくつかの実施形態において、切欠の幅
は、ポンプアセンブリ４００の動作中にバネ７５０の部分の間の潜在的な干渉を回避する
ように選択され得る。
【０１１６】
　いくつかの実施形態において、バネ部材７５０は、ダイアフラム５５０および／または
他の振動する構成要素ポンプアセンブリ４００の共振周波数に対する周波数同調または調
整を行うようなサイズを有し、そのように設計され得る。いくつかの実施形態において、
バネ部材７５０は、ポンプアセンブリ４００の残り部分とのダイアフラム５５０、コイル
６００、支持部材６５０、および／またはシャフト７００の径方向アライメントを維持す
るのを助けるように設計され得る。いくつかの実施形態において、バネは両方の機能を備
えるものとしてよい。バネ部材７５０は、AISI 301 H03 3/4硬質－ステンレス鋼、バネ鋼
、青銅、または他の好適な材料などのステンレス鋼から作られ得る。
【０１１７】
　図３９～図４０は、ポンプアセンブリ４００の一部を形成し得るブッシング８００の一
実施形態の様々な図である。ブッシング８００は、ポンプアセンブリ４００の残り部分と
のダイアフラム５５０、コイル６００、支持部材６５０、および／またはシャフト７００
の径方向アライメントを維持するのを助けるように設計され得る。ブッシング８００は、
また、ダイアフラム５５０などのポンプアセンブリ４００の他の構成要素への損傷を回避
するために、支持部材６５０などのポンプアセンブリ４００の構成要素の移動を制限する
ためにも使用され得る。
【０１１８】
　例示されている実施形態において図示されているように、ブッシング８００は、ブッシ
ング８００の軸方向中心線から概して径方向外向きの方向に延在し得る基部８０２を備え
ることができる。基部８０２は、基部８０２を概して横断する形で延在し得る１以上の壁
部材８０４を備え得る。例示されている実施形態において、１以上の壁部材８０４は、ブ
ッシング８００の軸方向中心線と概して平行な方向に延在する。たとえば、図３９に示さ
れているように、基部８０２は、３つの壁部材８０４を有することができる。ブッシング
８００の壁部材８０４は、ダイアフラム５５０の周部分５７０にバネ７５０およびスペー
サ５９０を押し付けてダイアフラム５５０のリップ部５７４がポンプチャンバ本体部４７
０に対して圧縮されるように設計され得る。上で説明されているように、ダイアフラム５
５０のリップ部５７４を圧縮してポンプチャンバ本体部４７０に当てることで、ダイアフ
ラム５５０の封止性を改善することができる。たとえば、いくつかの実施形態において、
リップ部５７４を圧縮してポンプチャンバ本体部４７０に当てることで、ダイアフラムチ
ャンバ４７２を封止するのを助けることができる。基部８０２は、基部８０２の表面８０
８から延在する突起部８０６を備え得る。突起部８０６は、一般的に基部８０２の中心に
置かれ、図１８により明確に示されているように支持部材６５０に対するストッパとして
の機能を果たすように設計され得る。たとえば、突起部８０６は、ポンプアセンブリに対
する上死点（「ＴＤＣ」）において支持部材６５０と接触することができる。このように
して、支持部材６５０はダイアフラム５５０が伸長しすぎることを防ぎ、それによって、
ダイアフラム５５０への損傷の可能性を低減することができる。以下でさらに詳しく説明
されるように、ポンプチャンバ本体部４７０およびブッシング８００は、レーザ溶接で繋
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ぎ合わせられるように設計され得る。このようにして、ブッシング８００およびポンプチ
ャンバ本体部４７０は、たとえば、シャフト７００、支持部材６５０、およびダイアフラ
ム５５０などのポンプの振動する構成要素に関して移動しないように設計される。
【０１１９】
　いくつかの実施形態において、ブッシング８００の軸方向中心線から測定したときの、
突起部８０６の径方向寸法は、基部８０２の径方向寸法の約７５％未満、基部８０２の径
方向寸法の約５０％未満、基部８０２の径方向寸法の約２５％未満、基部８０２の径方向
寸法の約２５％から約７５％、基部８０２の径方向寸法の約４０％から約６０％、基部の
径方向寸法の約５０％、これらの範囲内の部分範囲、または所望の他のパーセンテージな
ど、基部８０２の径方向寸法よりも小さいものとしてよい。いくつかの実施形態において
、基部８０２に関する突起部８０６の径方向寸法に加えて基部８０２に関する突起部８０
６の深さは、アーム部６７２がポンプアセンブリ４００の動作中に基部８０２と接触しな
いように支持部分６５０のアーム部６７２における屈曲を考慮するように選択され得る。
【０１２０】
　例示されている実施形態において図示されているように、ブッシング８００は、例示さ
れているフィンガ部８１０およびリブ８１２などのインデキシング機能部を備えるものと
してよく、これはポンプアセンブリ４００の他の構成要素に関するブッシング８００の配
向および整列を容易にすることができる。さらに、フィンガ部８１０およびリブ８１２は
、ポンプアセンブリ４００の他の構成要素に関してブッシング８００の径方向アライメン
トを維持するために使用され得る。いくつかの実施形態において、ブッシング８００は、
シャフト７００の第２の端部分７３０などの、構成要素を中に受け入れるための開口部８
１４を備えることができる。開口部８１４は、ブッシング８００の軸方向中心線を通って
形成され得る。開口部８１４の直径は、シャフト７００に著しい摩擦を与えることなくシ
ャフト７００におけるふらつきを低減するように設計され得る。ブッシング８００は、低
摩擦材料（ポリマーもしくは他の材料）または他の好適な材料から形成され得る。たとえ
ば、ブッシング８００は、ポリカーボネート、リン酸銅、オイライト、ＰＴＦＥ、アセタ
ール、ナイロン、ＰＴＦＥなど、または材料の組合せから作られ得る。
【０１２１】
　いくつかの実施形態において、ブッシング８００は、ポンプチャンバ本体部４７０にレ
ーザ溶接され得る。たとえば、ポンプチャンバ本体部４７０にポンプハウジング４２０を
レーザ溶接することに関して上で説明されているように、吸収体材料を透明材料に通した
後に融点まで加熱することによってポンプチャンバ本体部４７０の吸収体材料をブッシン
グ８００の透明材料に溶接するためにレーザビームが使用され得る。透明材料は、レーザ
がブッシングを通過し、ポンプチャンバ本体部上の、および／またはポンプチャンバ本体
部内の吸収体材料を加熱することを可能にし得る。同様に、吸収体材料は、吸収体材料の
温度が融点まで高めることができるようにレーザからの光の吸収を容易にする好適なレー
ザ吸収色素を含み得る。透明材料は、レーザが通過することを可能にし得るが、吸収体材
料は、レーザが吸収されることを可能にし得る。レーザからのエネルギーの吸収を容易に
するために、および次いで、吸収体材料の温度を融点まで高めるために、吸収体材料は、
レーザによって放射される光の波長を吸収する色素を含むことができる。いくつかの実施
形態において、吸収体材料の色素は、透明材料に関してより暗い色であるものとしてよい
。たとえば、いくつかの実施形態において、吸収体材料は、たとえば、１％～１０％の間
の黒色色素、１％～１００％の間の黒色色素、５％～１００％の間の黒色色素、５０％～
１００％の間の黒色色素、８０％～１００％の間の黒色色素、９０％～１００％の間の黒
色色素、もしくは他の好適なパーセンテージの間、または１００％未満の黒色色素、９０
％未満の黒色色素、５０％未満の黒色色素、１５％未満の黒色色素、もしくは他の好適な
パーセンテージ未満などの、適切に定められたパーセンテージの黒色色素を有することが
できる。たとえば、いくつかの実施形態において、吸収体材料中の黒色色素のパーセンテ
ージは、１％、３０％、８０％、９５％、１００％、または他の好適なパーセンテージで
あってよい。いくつかの実施形態において、吸収体材料が有するレーザ吸収色素のパーセ
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ンテージが高ければ高いほど、与えられたレーザ光量に対して吸収体材料が溶けるのが速
くなる。いくつかの実施形態において、ブッシング８００に溶接されるべきポンプチャン
バ本体部４７０の部分のみが黒色である。たとえば、図２５および図２７に示されている
ように、ポンプチャンバ本体部４７０は、３つの垂直フランジ４８５を備えるものとして
よく、各々機械的ストッパ４８３および２つの円周溶接表面４８４を有する。いくつかの
実施形態において、溶接表面４８４のみが黒色である。機械的ストッパ４８３は、溶接中
にポンプチャンバ本体部４７０内へのブッシング８００の貫通を制御するように設計され
得る。図２５および図２７に示されているように、３つの垂直フランジ４８５は、スペー
サ５９０を参照しつつ上で説明されている３つのスロット４８２によって分離され得る。
いくつかの実施形態において、ブッシング８００は、３つのリブ８１２を有することがで
きる。リブ８１２は、有利には、所望の貫通量で溶接中にポンプチャンバ本体部４７０内
へのブッシング８００の貫通を停止するように機能し得る。たとえば、リブ８１２は、底
面がポンプチャンバ本体部４７０の機械的ストッパ４８３と接触するように設計され得る
。このようにして、ブッシング８００が貫通する程度が制御され得る。
【０１２２】
　溶接プロセスのときに、ポンプチャンバ本体部４７０およびブッシング８００は、たと
えば、クランプを使用して互いに関して任意の次元で２つの構成要素が移動するのを防ぐ
ために定圧、昇圧、または減圧で一緒に保持され得る。たとえば、いくつかの実施形態に
おいて、バネクランプまたは空気式クランプが使用され得るが、好適な任意の張力供給ク
ランプが企図される。ポンプチャンバ本体部４７０およびブッシング８００は、一緒に保
持されるが、レーザビームは、設計された溶融輪郭に沿って誘導され得る。たとえば、い
くつかの実施形態において、ポンプチャンバ本体部４７０は、溶融輪郭に沿ってレーザ吸
収色素を有することができる。その結果得られる溶融輪郭は、ポンプチャンバ本体部４７
０とブッシング８００との間のレーザ溶接を表す。いくつかの実施形態において、ポンプ
チャンバ本体部とブッシングとを一緒に接続する溶融輪郭８９０は、図５９に示されてい
るように設計され得る。もちろん、垂直フランジ４８５の溶接表面４８４と合致する他の
好適な形状の輪郭も企図される。溶融輪郭が固化した後、ポンプチャンバ本体部４７０と
ブッシング８００との間の強力な接続が形成される。いくつかの実施形態において、透明
および吸収材料は、化学的親和性を有するように選択され得る。たとえば、透明および吸
収材料は、同じ分子の異なる色素であってよい。図１９を参照すると、ポンプチャンバ本
体部４７０は、ブッシング８００の上側からブッシングにレーザ溶接され得る。
【０１２３】
　図４１～図４６は、騒音低減システムの実施形態を例示している。図４１に例示されて
いる実施形態において図示されているように、騒音低減システムは、ポンプハウジング４
２０と一体形成されているチャンバ４３０を備えることができる。たとえば、いくつかの
実施形態において、チャンバ４３０は、直線ＡＡに沿った図４１のポンプハウジングの側
断面図である、図４２に示されているようなポンプハウジング４２０と一体形成され得る
。図２１および図２２は、ポンプハウジング４２０と一体形成されているチャンバ４３０
を有する実施形態も示している。もちろん、図４１、図４２、図２１、および図２２に示
されているチャンバ４３０は、例示的であり、非制限的であり、当業者であれば、他の好
適な一体形成されたチャンバが企図されていることを理解するであろう。いくつかの実施
形態において、チャンバ４３０は、ポンプハウジング４２０から分離しており、ポンプハ
ウジング４２０に取り付けられ得る。たとえば、図４４および図４５は、チャンバ４３０
がポンプハウジング４２０’、４２０”から分離されているポンプハウジング４２０’、
４２０”を示している。チャンバ４３０は、たとえば、図４４の排出チャネル４２４’に
沿ったどこか、または図４５の開口部４３６”の周りのどこかなど、流体流路に沿った好
適な位置で図４４および図４５のポンプハウジング４２０に取り付けられ得ることは理解
されるであろう。
【０１２４】
　チャンバ４３０は、減衰構成要素９０２（消音器とも称される）を受け入れるように設
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計され得る。減衰構成要素は、ポンプからの騒音放射を低減することができる。たとえば
、いくつかの実施形態において、ポンプのアウトテーク流は、アウトテーク流中の圧力波
の周波数および／または振幅が低減され、次いでポンプによって放射される騒音を減衰さ
せるように減衰構成要素中を通過することができる。減衰構成要素９０２は、ポンプチャ
ンバ４３０内に留置される形でポンプハウジング中に一体化され得る。上で説明されてい
るように、いくつかの実施形態において、ポンプチャンバ４３０は、ポンプハウジング４
２０と一体形成されるものとしてよく、他の実施形態では、ポンプチャンバ４３０は、ポ
ンプハウジング４２０’に別々に取り付けられ得る。たとえば、図４１、図４２、図２１
、および図２２に示されているように、減衰構成要素９０２は、チャンバ４３０内に留置
される形でポンプハウジング４２０と一体化され得る。他の実施形態において、減衰構成
要素は、ポンプハウジング４２０に別々に取り付けられるチャンバ４３０内に留置され得
る。例示されている実施形態に示されているように、減衰構成要素９０２は、摩擦および
／または締まり嵌めでチャンバ４３０内に受け入れられ得る（一体化されるとも称される
）が、減衰構成要素９０２とチャンバ４３０との間の好適な接続が評価され、企図される
。いくつかの実施形態において、外側ハウジング１０２の１以上の機能部を介して、減衰
構成要素９０２がチャンバ４３０から出るのを防止することができる。いくつかの実施形
態において、図４１、図４２、図２１、および図２２に示されているチャンバ４３０の配
向は、ポンプハウジング４２０’’’およびチャンバ４３０’’’を例示する図４７に示
されているように反転させることができる。いくつかの実施形態において、チャンバ４３
０’’’はハウジング４２０’’’と一体形成できる。それに加えて、図２２および他の
関係する図を参照しつつ上で説明されているように、いくつかの実施形態において、排出
チャネル４２４は、そのような流体を排出ポート４２８の方へ、およびチャンバ４３０の
内部にチャネルで導くか、または連通させることができ、そこで、チャネルで導かれるか
、または連通させることで消音器９０２に通した後、最終的に、外側ハウジング１０２内
で大気中に排出され得る。
【０１２５】
　減衰構成要素９０２は、騒音を減じながら、減衰構成要素９０２に、空気などの流体を
通すことを可能にできる材料から作られ得る。たとえば、いくつかの実施形態において、
減衰構成要素９０２は、発生する騒音を減じながら流体が発泡体中を流れることを有利に
可能にすることができる、限定はしないが、ウレタン発泡体を含む、発泡体などの多孔質
材料から形成され得る。いくつかの実施形態において、減衰構成要素９０２の材料は、医
療グレードのものとすることができる。減衰構成要素９０２の厚さは、使用される材料の
タイプ、減衰構成要素９０２から流れ出る所望の流体流量、所望の騒音低減量を含む多数
の要素に基づき選択され得る。いくつかの実施形態において、減衰構成要素９０２は、流
体が減衰構成要素９０２を通って流れるときに流体中の望ましくない構成要素を低減する
ことができるフィルタとしての機能も果たすことができる。たとえば、いくつかの実施形
態において、減衰構成要素は、厚さ３ミリメートルの発泡体挿入物であってよい。当業者
であれば、発泡体挿入物は、たとえば、円筒形もしくは多角形などの、チャンバ４３０内
に嵌合できる任意の好適な形状をとり得ることを理解するであろう。もちろん、他の形状
およびサイズも企図される。たとえば、いくつかの実施形態において、発泡体挿入物の厚
さは、約１ミリメートルから約５ミリメートルの範囲内であってよい。
【０１２６】
　例示されている実施形態において示されているように、チャンバ４３０は、チャンバ４
３０の内面４３３から延在する１以上のリブ４３１を備え得る。リブ４３１は、有利には
、減衰構成要素９０２と内面４３３との間に間隙が形成されるように減衰構成要素９０２
を内面４３３から隔てて並べることができる。この間隙は、排出ポート４２８からの流体
流が減衰構成要素９０２を貫流する前に間隙内に膨張することを可能にし得る。これは、
有利には、排出流を詰まらせる可能性を減じることができる。いくつかの実施形態におい
て、排出ポート４２８は、図４３に示されているのと似たディフューザ４３７の形状を有
し、流体が排出ポート４２８を通過し、チャンバ４３０内に入るときに流体の膨張をさら
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に制御するように設計され得る。
【０１２７】
　いくつかの実施形態において、騒音低減システムは、排出ガスの少なくとも一部分をポ
ンプハウジング４２０内に向け直すことを伴い得る。たとえば、図４４に示されているよ
うに、ポンプハウジング４２０’は、排出流の少なくとも一部をポンプハウジングの内部
容積に向け直して戻すために排出チャネル４２４’に沿って位置決めされた開口部４３６
’を備えることができる。これは、チャネル４２４’とポンプアセンブリの内部容積との
間の流れを分離することができ、そこで、音波が異なる幾何学的形状と出会いそれによっ
て、減衰され得る。図４５に例示されているような、いくつかの実施形態において、排出
流の全体が、開口部４３６”を介してポンプハウジング４２０”の内部容積内に向け直さ
れて戻され得る。
【０１２８】
　図４６を参照すると、いくつかの実施形態において、ポンプシステム１００のマニホー
ルド３００’は、騒音低減機能部を組み込むことができる。たとえば、例示されている実
施形態において示されているように、マニホールド３００’は、創傷被覆材と流体的に連
通するように設計されている入口開口部３１２’と、ポンプハウジング４２０のインテー
クポート４２６などの、ポンプアセンブリのインテークと流体的に連通することができる
出口開口部３１４’とを有する入口通路３１０’を備えることができる。入口通路３１０
’は、圧力モニタ２０４などの、ポンプシステム１００の他の構成要素と流体的に連通す
るように設計されている、ポート３１６’などの、１以上の追加のポートを備え得る。マ
ニホールド３００’は、ポンプハウジング４２０の排出ポート４２８などの、ポンプアセ
ンブリの排出部と流体的に連通するように設計されている入口開口部３２０’と、外側ハ
ウジング１０２内などの大気中に流体を排出するように設計されている出口開口部３２２
’とを有する出口通路３１８’を備え得る。いくつかの実施形態において、マニホールド
３００’は、ポンプアセンブリによって発生する騒音を減衰させるために使用され得る。
たとえば、入口通路３１０’および／または出口通路３１８’は、ポンプアセンブリによ
って発生する騒音を低減するために減衰構成要素９０２’を受け入れるように設計され得
る。いくつかの実施形態において、減衰構成要素９０２’は、圧力モニタ２０４がより正
確な読み取り値を返すことができるようにマニホールド内の気積を安定化するのを助ける
ために使用され得る。たとえば、いくつかの実施形態において、減衰構成要素９０２’は
、ポンプの調和動力学（共振とも称される）から発生する騒音を減衰させるために使用さ
れ得る。いくつかの実施形態において、入口開口部３１２’、出口開口部３１４’、入口
開口部３２０’、および／または出口開口部３２２’は、流体の膨張または圧縮の制御を
助けるディフューザの形状および／またはノズルの形状を有するように設計され得る。い
くつかの実施形態において、マニホールドは、約８７０ｍｍ３の内部容積を有することが
できる。
【０１２９】
　図１４～図１６を再び参照すると、いくつかの実施形態において、ポンプアセンブリ４
００は、デバイスの表面に取り付けられている１以上の減衰構成要素９０４を有すること
ができる。減衰構成要素９０４は、外側ハウジング１０２内のポンプアセンブリ４００の
移動によって発生する騒音および／または振動を低減するように設計され得る。いくつか
の実施形態において、１以上の減衰構成要素９０４は、ポンプアセンブリ４００の前表面
および後表面に取り付けられ得る。たとえば、図１４～図１６に示されているように、ポ
ンプアセンブリ４００は、６個の減衰構成要素９０４を有し、そのうち３個は図１５に示
されているようにポンプアセンブリの後側にあり、残り３個は図１４および図１６に示さ
れているようにポンプアセンブリの前側にある。有利には、１以上の減衰構成要素９０４
は、ポンプアセンブリを囲む硬質構成要素の１以上から、および／またはポンプシステム
の主回路基板からポンプアセンブリ４００を減結合し、および／またはそれに対する衝撃
を和らげるために使用され得る。たとえば、いくつかの実施形態において、ポンプアセン
ブリ４００の前側の１以上の減衰構成要素９０４は、ポンプアセンブリの前側と回路基板
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２００（図１３に示されている）との間に留置されるように設計されるものとしてよく、
ポンプアセンブリ４００の後側の１以上の減衰構成要素９０４は、ポンプアセンブリの後
側と外側ハウジング１０２ｂの後部分（図１１に示されている）との間に留置されるよう
に設計されるものとしてよい。いくつかの実施形態において、減衰構成要素９０４は、発
泡体などの騒音および／または振動減衰特性を有する材料から作られ得る。たとえば、１
以上の減衰構成要素は、発泡体シリンダーであってよいが、任意の好適な形状が企図され
る。いくつかの実施形態において、開放発泡体または他の材料の層は、ポンプアセンブリ
４００によって発生する騒音および／または振動を低減するために少なくとも部分的にポ
ンプアセンブリ４００の外面の周りを包むことができる。それに加えて、いくつかの実施
形態において、ポンプアセンブリ４００は、１以上のウェイト、クッション、発泡体（粘
弾性発泡体など）、プラスチック（ＡＢＳ、ポリウレタン、ウレタン、もしくは他の物質
など）、またはポンプによって支持されるかもしくはポンプの１以上の外側表面に隣接す
る他のパッド、パネル、シート、もしくはセグメントを有することができる。いくつかの
実施形態において、ポンプアセンブリ４００は、質量ベースまたは適合減衰材料を有する
ことができる。そのような構成要素または材料（図示せず）は、ポンプによって発生する
振動を弱め、および／または騒音を減衰させることができる。
【０１３０】
　図４８～図４９は、外側ハウジング１０２内のポンプシステム１００の配線を例示する
様々な図である。例示されている実施形態において図示されているように、ポンプシステ
ム１００は、回路基板２００をバッテリ２０２などの電源に接続するための端子２１０を
備え得る。回路基板２００は、電源からの電力を、回路基板２００のコネクタ２１２に取
り付けられている電線用導管６０４を介してコイル６００に送ることができる。いくつか
の実施形態において、電線用導管６０４は、組み立てを容易にするための可撓性プリント
基板（ＦＰＣ）であってよい。いくつかの実施形態において、電線用導管６０４は、コイ
ル６００に直接接続され得る。たとえば、正および負の端子に対応するＦＰＣの端部は、
ハンダ付けおよび／または接着剤などを介して、コイル６００の端部または端子に取り付
けられ得る。たとえば、コイル６００は、ＦＰＣの２つの対応するハンダパッドにハンダ
付けされ得る２つの端子を有することができる。しかしながら、コイルを製造するために
使用される電線は、手作業によるハンダ付けを困難にし、および／またはそれに頼れない
ものにする絶縁層および自己融着コーディング層によって保護され得るが、それは手作業
によるハンダ付けでは、ＦＰＣをあまりにも長い時間４００℃の温度に曝し、ＦＰＣ基板
を損傷する可能性があるからである。この問題を解消するために、いくつかの実施形態に
おいて、マイクロ溶接プロセスが使用され、それにより、ＦＰＣをコイル６００の２つの
端子に電気的に接続することができる。マイクロ溶接では、コイルの端子とＦＰＣのパッ
ドとの間に、数ミリ秒間、大電流スパイクが発生し得る。電流スパイクが発生する結果、
局部温度スパイクが生じ、電線の絶縁および自己融着層を蒸発させ、コイルの電線をＦＰ
Ｃのパッドに接着し得る。たとえば、温度スパイクは、４００℃以上とすることができる
。しかしながら、温度スパイクは、マイクロ溶接プロセスを使用した場合に数ミリ秒に制
限されているので、ＦＰＣ基板は損傷しない。
【０１３１】
　図５０は、コイル６００’および支持部材６５０’の一実施形態を示している。支持部
材６５０’は、コイル６００’の端子を、制御盤２００などの電源に接続することができ
る導電性ピン６５１’を組み込むことができる。例示されている実施形態において図示さ
れているように、コイル６００’の端子は、ハンダ付けおよび／または接着剤を介してピ
ン６５１’に取り付けられ得る。
【０１３２】
　図５１は、コイル６００を電源に接続するための接続機構の一例を示している。例示さ
れている実施形態において図示されているように、ピン６５１’は、ポンプチャンバ本体
部４７０’を超えて、板バネ２１４’と接触することができる。板バネ２１４’は、ＦＰ
Ｃの端子端部などの、電源用の電線用導管６０４’の端子端部に接続され得る。したがっ
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て、支持部材６５０’が垂直方向に移動するときに、板バネ２１４’は、ピン６５１’と
の接触を維持し得る。
【０１３３】
　図５２は、コイル６００’を電源に接続するための接続機構の別の例を示している。例
示されている実施形態において図示されているように、導電性コイルバネ２１５’は、ポ
ンプチャンバ本体部４７０’の中に延びて、コイル６００’の１以上の端子と接触するこ
とができる。したがって、コイル６００’が垂直方向に移動するときに、コイルバネ２１
５’は圧縮および／または膨張し得る。いくつかの実施形態において、導電性コイルバネ
２１５’は、支持部材６５０’上のピン（図示せず）と接触し得る。コイルバネ２１５’
は、ＦＰＣの端子端部などの、電源用の電線用導管の端子端部に接続され得る。
【０１３４】
　図５３は、コイル６００’を電源に接続するための接続機構の別の例を示している。例
示されている実施形態において図示されているように、導電性ゼブラコネクタ２１８’は
、ポンプチャンバ本体部４７０’の中に延びて、コイル６００’の１以上の端子と接触す
ることができる。したがって、コイル６００’が垂直方向に移動するときに、ゼブラコネ
クタ２１８’は、コイル６００’の端子との接触を維持し得る。いくつかの実施形態にお
いて、ゼブラコネクタ２１８’は、支持部材６５０’上のピン（図示せず）と接触し得る
。ゼブラコネクタ２１８’は、ＦＰＣの端子端部などの、電源用の電線用導管の端子端部
、または接点２１９’に接続され得る。
【０１３５】
　図５４は、コイル６００’を電源に接続するための接続機構の別の例を示している。例
示されている実施形態において図示されているように、コイル６００’の１以上の個別の
端子は、ポンプチャンバ本体部４７０’から外へ延在する膜２２０’内に一緒に封入され
得る。膜２２０’は、シリコーンなどの、好適な材料から作られ得る。次いで、個別の端
子は、電源への引き回しのために、ハンダ付けおよび／または接着剤を用いて、より堅牢
な配線２２２’に取り付けられ得る。
【０１３６】
　図５５は、コイル６００’を電源に接続するための接続機構の別の例を示している。例
示されている実施形態において図示されているように、電線用導管６０４’はバネ７５０
’と一体化され得る。
【０１３７】
　いくつかの実施形態において、ポンプシステム１００は、バッテリの接続または端子が
極性保護を有するように構成され得る。たとえば、限定することなく、バッテリの接点の
１以上は、バッテリの端子接点に隣接するプラスチックまたは他の非導電性突起部を有し
、バッテリの接点と不正な向きでバッテリコンパートメント内に挿入されたバッテリの不
正な側との間の接触を阻止するように設計され得る。いくつかの実施形態において、１以
上の突起部は、標準的な円筒形のバッテリの負の側が、そのようなバッテリの正の側がバ
ッテリの接点との接触を可能にしながら、１以上の突起部に隣接するバッテリの接点と接
触するのを防ぐようなサイズを有し、そのように設計され得る。一般的に、この構成では
、バッテリは、バッテリコンパートメント内にバッテリが挿入される場合に、概して接点
と接触することのみを行い、それによって、ポンプアセンブリの極性保護を行うことがで
きる。代替的に、またはそれに加えて、ポンプアセンブリの制御盤は、極性保護機能部ま
たは構成要素を有するように設計され得る。それに加えて、ポンプアセンブリの制御盤は
、電力超過状態またはサージ電力状態から保護するための１以上のヒューズを有すること
ができる。
【０１３８】
　本明細書で開示されている実施形態のうちのいずかにおいて、制御盤２００は、可撓性
回路基板を有することができ、および／または１以上の可撓性構成要素を有することがで
きる。可撓性回路基板は、一般的に、可撓性オーバーレイあり、またはなしで可撓性ベー
ス材料を利用するプリント回路および構成要素のパターン化された配置構成である。これ
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らの可撓性電子回路アセンブリは、剛体プリント回路基板に使用されるのと同じ構成要素
を使用して加工され得るが、基板を適用時に所望の形状に順応（屈曲）させ得る。その最
も単純な形態において、可撓性回路は、最終製品内の非平面的位置決めを可能にする材料
から作られるＰＣＢである。典型的な材料はポリイミド系であり、Kapton（登録商標）(D
uPont)などの商標を使用しているものとしてよい。それに加えて、本明細書で開示されて
いる制御盤またはコントローラはいずも、単一パッケージにラミネートされる可撓性基板
と剛性基板との組合せを有することができる。
【０１３９】
ポンプシステムの電気的態様の概要
　図６０は、ポンプシステム１０００の一実施形態の概略図を示している。いくつかの実
施形態において、ポンプシステム１０００は、上で説明されているポンプシステム１００
の実施形態を含む、参照により本明細書で開示されるか、または組み込まれている他のポ
ンプシステム実施形態の同じもしくは類似の構成要素、特徴、材料、サイズ、構成、およ
び他の詳細のいずかを有することができる。いくつかの実施形態では、ポンプシステム１
０００は、小型化された携帯型のものであってよいが、より大きい従来型の携帯型もしく
は非携帯型（たとえば、壁吸引）ポンプも使用され得る。
【０１４０】
　例示されている実施形態において図示されているように、ポンプシステム１０００は、
スイッチもしくはボタン１００２、１以上のインジケータ１００４、および制御盤１００
６を備えることができる。ボタン１００２および／または１以上のインジケータ１００４
は、制御盤１００６と電気的に連通し得る。以下でさらに詳しく説明されるように、いく
つかの実施形態において、ボタン１００２は、ポンプシステム１０００の動作を制御する
好適な目的のために使用され得る。たとえば、ボタン１００２は、ポンプシステム１００
０をアクティブ化する、ポンプシステム１０００を一時停止させる、システムインジケー
タ１００４をクリアするために使用することができ、および／またはポンプシステム１０
００の動作を制御するための他の好適な目的に使用され得る。ボタン１００２は、タッチ
パッド、タッチスクリーン、キーボードなどの、任意のタイプのスイッチまたはボタンで
あってよい。いくつかの実施形態において、ボタン１００２は、押しボタンであってよい
。たとえば、ボタン１００２は、ポンプシステム１００のボタン１１６に類似するもので
あってよい。
【０１４１】
　いくつかの実施形態において、１以上のインジケータ１００４は、ポンプシステム１０
００の１以上の動作および／または故障状態を示すことができる。いくつかの実施形態に
おいて、１以上のインジケータ１００４の各々は、異なる動作および／または故障状態に
関する指示を出すことができる。たとえば、アクティブ状態の（たとえば、点灯している
）インジケータ１００４は、通常動作を表すものとしてよい。別のインジケータ１００４
、たとえば、被覆材インジケータは、システム内に漏れが存在していることに関する指示
を出すことができる。たとえば、アクティブ状態の（たとえば、点灯している）被覆材イ
ンジケータは、漏れを表すものとしてよい。別のインジケータ１００４、たとえば、被覆
材容量インジケータは、被覆材の流体残量に関する指示を出すことができる。たとえば、
アクティブ状態の（たとえば、点灯している）被覆材容量インジケータは、被覆材が限度
容量にあるか、または近づいていることを表すものとしてよい。バッテリインジケータな
どの、別のインジケータ１００４は、バッテリなどの電源の残量または寿命に関する指示
を出すことができる。たとえば、アクティブ状態の（たとえば、点灯している）バッテリ
インジケータは、容量低下を表すものとしてよい。いくつかの実施形態において、インジ
ケータ１００４は、ポンプシステム１０００の上記の動作および／または故障状態および
／または他の動作および／または故障状態の組合せを表すことができる。
【０１４２】
　図６０に示されているポンプシステム１０００の実施形態を引き続き参照すると、いく
つかの実施形態において、１以上のインジケータ１００４は、アイコンであってよい。た
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とえば、１以上のインジケータ１００４は、ポンプシステム１００４のアイコン１１４に
類似のものであってよく、ポンプシステム１００のＬＥＤ２０６などの照明源を介してア
クティブ化（たとえば、点灯）され得る。いくつかの実施形態において、１以上のインジ
ケータ１００４は、異なる色、２つの異なる色（たとえば、２つのインジケータは同じ色
を共有し得る）、または同じ色であってよい。ポンプシステム１０００は、４つのアイコ
ンおよび再生／一時停止押しボタンを備えることができるが、インジケータ、アラーム、
およびスイッチの他の構成、配置、およびタイプが代替的に使用され得る。いくつかの実
施形態において、ポンプシステム１０００は、様々な動作状態を信号としてユーザに送る
ように構成されているインジケータまたはアラームの視覚的、聴覚的、触覚的、および他
のタイプを含み得る。そのような状態は、システムのオン／オフ、スタンバイ、一時停止
、通常動作、被覆材問題、漏出、エラーなどを含む。インジケータは、スピーカー、ディ
スプレイ、光源など、および／またはこれらの組合せを含み得る。
【０１４３】
　例示されている実施形態において図示されているように、ポンプシステム１０００は、
電池などの電源１００８によって給電され得る。ポンプシステム１０００は、電気モータ
１０１４から動力を供給されるポンプ１０１２を有するポンプアセンブリなどの、陰圧源
１０１０、およびポンプシステム１００の圧力モニタ２０４などの、圧力センサ１０１６
も備え得る。いくつかの実施形態において、ポンプシステム１０００は、ポンプシステム
１０００を創傷被覆材に接続するための入口１０１８を備え得る。たとえば、いくつかの
実施形態において、入口１０１８は、創傷被覆材と流体的に連通する導管に入口１０１８
を接続するためのコネクタであってよい。コネクタは、ポンプシステム１００のコネクタ
３０２に類似するものであってよい。ポンプ１０１２は、出口１０２０に接続され得る。
いくつかの実施形態において、出口１０２０は、空気を大気中に放出することができる。
いくつかの実施形態において、フィルタ（図示せず）は、出口と大気との間に置くことが
できる。フィルタは、大気中に空気を放出する前に空気の濾過を行うものとしてよい。い
くつかの実施形態において、フィルタは、細菌濾過器、脱臭フィルタなど、またはこれら
の組合せであってよい。いくつかの実施形態において、騒音減衰構成要素などの、減衰構
成要素（図示せず）は、出口と大気との間に置くことができる。減衰構成要素は、動作中
にポンプシステム１０００によって発生する騒音を低減することができる。いくつかの実
施形態において、減衰構成要素は、ポンプシステム１００の減衰構成要素９０２に類似す
るものであってよい。
【０１４４】
　いくつかの実施形態において、ポンプシステム１０００は、創傷被覆材とポンプ１０１
２の入口との間の流路内に、一方向弁などの弁（図示せず）を備え得る。弁は、ポンプ１
０１２がアクティブでないときに一定レベルの陰圧を維持することを助けるものとしてよ
い。いくつかの実施形態において、弁は漏れを回避するのを助けるものとしてよい。弁は
、創傷から吸引された、または取り除かれた流体および／または滲出液がポンプシステム
１０００内に入るのを防ぐのを助けることもできる。
【０１４５】
　図６１は、一実施形態によるポンプシステム１１００の電気的構成要素の概略図を示し
ている。いくつかの実施形態において、ポンプシステム１１００は、上で説明されている
ポンプシステム１００、１０００の実施形態を含む、参照により本明細書で開示されるか
、または組み込まれている他のポンプシステム実施形態の同じもしくは類似の構成要素、
特徴、材料、サイズ、構成、および他の詳細のいずかを有することができる。ポンプシス
テム１１００は、１以上のボタン１１０２、１以上のインジケータ１１０４、１以上の圧
力センサ１１０６、電源１１０８、陰圧源１１０９、および／またはモジュール１１１０
を含み得る。いくつかの実施形態において、１以上のボタン１１０２、１以上のインジケ
ータ１１０４、１以上の圧力センサ１１０６、電源１１０８、および／または陰圧源１１
０９は、ポンプシステム１０００のボタン１００２、インジケータ１００４、圧力センサ
１０１６、電源１００８、および／または陰圧源１０１０に類似しているものとしてよい
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。制御盤（たとえば、ＰＣＢＡ）であってよい、モジュール１１１０は、入出力（Ｉ／Ｏ
）モジュール１１１２、コントローラ１１１４、およびメモリ１１１６を備え得る。いく
つかの実施形態において、モジュール１１１０は、追加の電気／電子構成要素、たとえば
、ヒューズ、外部メモリ（フラッシュメモリなど）を備え得る。コントローラ１１１４は
、マイクロコントローラ、プロセッサ、マイクロプロセッサなど、またはこれらの組合せ
であってよい。たとえば、コントローラ１１１４は、STM8L 151G4U6またはSTM8L 151K6U6
TRなどの、ST MicroelectronicsのSTM8L MCUファミリタイプ、またはMC9S08QE4CWJなどの
、FreescaleのMC9S08QE4/8シリーズタイプを使用することができる。好ましくは、コント
ローラ１１１４は、低電力または超低電力デバイスであるが、他のタイプのデバイスも、
代替的に使用され得る。メモリ１１１６は、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、追記型メモリ
（ＷＯＲＭ）、ランダムアクセスメモリ（たとえば、ＳＲＡＭ、ＤＲＡＭ、ＳＤＲＡＭ、
ＤＤＲ、など）、ソリッドステートメモリ、フラッシュメモリ、磁気抵抗ランダムアクセ
スメモリ（ＭＲＡＭ）、磁気記憶装置、など、またはこれらの組合せのうちの１
以上などの、揮発性および／または不揮発性メモリモジュールのうちの１以上を含み得る
。メモリ１１１６は、プログラムコードもしくは命令（コントローラによって実行される
）、システムパラメータ、動作データ、ユーザデータ、など、またはこれらの組合せを記
憶するように構成され得る。いくつかの実施形態において、ポンプシステム１１００の１
以上の構成要素は、モノリシックユニットの一部を形成し得る。いくつかの実施形態にお
いて、メモリ１１１６は、１６メガビット、３２メガビット、またはポンプシステム１１
００の動作中にログに記録されるように構成されているデータの量に応じて他の好適なサ
イズのものであってよい。いくつかの実施形態において、ログに記録されたデータは、臨
床試験に関連する情報を有利に収集するために記憶され得る。いくつかの実施形態におい
て、ポンプシステム１１００の１以上の構成要素は、他の構成要素から取り除き可能であ
ってよい。たとえば、いくつかの実施形態において、メモリ１１１６は、取り外し可能な
フラッシュメモリであってよい。
【０１４６】
　図６２は、一実施形態によるポンプシステム１２００の電気的構成要素の概略図を示し
ている。いくつかの実施形態において、ポンプシステム１２００は、上で説明されている
ポンプシステム１００、１０００、１１００の実施形態を含む、参照により本明細書で開
示されるか、または組み込まれている他のポンプシステム実施形態の同じもしくは類似の
構成要素、特徴、材料、サイズ、構成、および他の詳細のいずかを有することができる。
電気的構成要素は、ユーザ入力を受け入れ、出力を使用者に送り、ポンプシステムおよび
陰圧源を操作し、ネットワーク接続を提供するなどを行うように動作し得る。電気的構成
要素は、１以上のＰＣＢ（図示せず）上に実装され得る。ポンプシステムは、コントロー
ラまたはプロセッサ１２０２を備えることができる。本明細書で開示されている実施形態
において、コントローラ１２０２は、低電力プロセッサなどの、汎用プロセッサとするこ
とができる。他の実施形態では、コントローラ１２０２は、特定用途向けプロセッサであ
ってもよい。本明細書で開示されている実施形態において、コントローラ１２０２は、ポ
ンプシステムの電子アーキテクチャにおける「中央」プロセッサとして構成されるものと
してよく、コントローラ１２０２は、ユーザインターフェースコントローラ１２０４、Ｉ
／Ｏインターフェースコントローラ１２０６、陰圧制御モジュール１２０８、通信インタ
ーフェースコントローラ１２１０などの、他のコントローラの活動を協調させることがで
きる。
【０１４７】
　ポンプシステム１２００は、ユーザ入力を受け入れ、出力をユーザに提供するための、
ボタン、インジケータ（たとえば、ＬＥＤ）、ディスプレイなどの、１以上の構成要素を
操作することができるユーザインターフェースコントローラまたはプロセッサ１２０４も
備えることができる。ポンプシステム１２００への入力およびポンプシステム１２００か
らの出力は、Ｉ／Ｏインターフェースモジュールもしくはコントローラ１２０６によって
制御される１以上の入出力（Ｉ／Ｏ）ポート１２１２を介して制御され得る。たとえば、
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Ｉ／Ｏモジュール１２０６は、シリアルポート、パラレルポート、ハイブリッドポート、
拡張ポート、および同様のポートなどの、１以上のＩ／Ｏポート１２１２からデータを受
信することができる。本明細書で開示されている実施形態において、Ｉ／Ｏポート１２１
２は、ＵＳＢポート、ＳＤポート、コンパクトディスク（ＣＤ）ドライブ、ＤＶＤドライ
ブ、FireWire（登録商標）ポート、Thunderbolt（登録商標）ポート、PCI Express（登録
商標）ポートなどのうちの１以上を含む。コントローラ１２０２は、他のコントローラま
たはプロセッサとともに、システム１２００の内部および／または外部にあるものとして
よい、１以上のメモリモジュール１２１４にデータを記憶することができる。ＲＡＭ、Ｒ
ＯＭ、ＷＯＲＭ、磁気メモリ、ソリッドステートメモリ、ＭＲＡＭなど、またはこれらの
組合せなどの、揮発性および／または不揮発性メモリを含む、好適なタイプのメモリが使
用され得る。ポンプシステム１２００は、電源１２１６によって給電されるものとしてよ
く、これは１以上の使い捨てまたは充電式バッテリ、コンセントからの電源などを含み得
る。電源１２１６は、システム１２００の内部または外部にあってよい。
【０１４８】
　図６２に示されているポンプシステム１２００の実施形態を引き続き参照すると、いく
つかの実施形態において、陰圧またはポンプ制御モジュール１２０８は、陰圧源１２１８
の動作を制御するように構成され得る。陰圧源１２１８は、ボイスコイルポンプであって
よい。他の好適なポンプは、隔膜ポンプ、蠕動ポンプ、回転ポンプ、回転ベーンポンプ、
スクロールポンプ、ネジポンプ、液封式ポンプ、圧電変換器によって作動される隔膜ポン
プなどを含む。ポンプ制御モジュール１２０８は、陰圧源１２１８の動作を制御するよう
に構成されているドライバモジュール１２２０を備え得る。たとえば、ドライバモジュー
ル１２２０は、陰圧源１２１８に電力を供給することができる。電力は、電圧および／ま
たは電流信号の形態で供給され得る。本明細書で開示されている実施形態において、ドラ
イバモジュール１２２０は、パルス幅変調（ＰＷＭ）を使用して陰圧源１２１８を制御す
ることができる。陰圧源１２１８（またはポンプ駆動信号）を駆動するための制御信号は
、０％～１００％デューティサイクルのＰＷＭ信号とすることができる。ドライバモジュ
ール１２２０は、比例積分微分（ＰＩＤ）などの、他の好適な制御を使用して陰圧源１２
１８を制御することができる。
【０１４９】
　コントローラ１２０２は、ポンプシステム１００のインテークマニホールド３００内に
留置される圧力モニタ２０４などの、流体流路内の好適な位置に留置されている、圧力セ
ンサ１２０６などの１以上のセンサから情報を受信することができる。本明細書で開示さ
れている実施形態において、コントローラ１２０２は、１以上の圧力センサ１２０６から
受信されたデータを使用して流体流路内の圧力を測定し、流体流量を計算し、陰圧源１２
１８を、陰圧の所望のレベルが創腔内または被覆材の下で達成されるように制御すること
ができる。所望のレベルの陰圧は、ユーザによって設定されるか、または選択された圧力
であってよい。１以上のセンサによって測定された圧力は、コントローラが所望の陰圧レ
ベルを達成するようにポンプ駆動信号を決定し調整できるようにコントローラ１２０２に
供給され得る。本明細書で開示されている実施形態において、陰圧源１２１８を制御する
ことに関連するタスクは、１以上のコントローラもしくはプロセッサを含み得る、ポンプ
制御モジュール１２０８にオフロードされ得る。
【０１５０】
　本明細書で開示されている実施形態において、複数のプロセッサを利用して様々なタス
クを実行することが有利な場合がある。本明細書で開示されている実施形態において、第
１のプロセッサは、ユーザ活動に関与し得、第２のプロセッサは、陰圧源を制御すること
に関与し得る。このようにして、より高いレベルの反応性を必要とし得る、陰圧源を制御
する活動は、専用プロセッサにオフロードされ得、それによって、ユーザとのインタラク
ティブなやり取りがあることで完了に時間がかかる可能性のある、ユーザインターフェー
スタスクによって中断されなくなる。
【０１５１】
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　通信インターフェースコントローラまたはプロセッサ１２１０は、有線および／または
ワイヤレス接続を行うように構成され得る。通信プロセッサ１２１０は、データの送受信
に１以上のアンテナ（図示せず）を利用することができる。本明細書で開示されている実
施形態において、通信プロセッサ１２１０は、２Ｇ、３Ｇ、ＬＴＥ、４Ｇ、ＷｉＦｉ、イ
ンターネット接続性、Bluetooth（登録商標）、zigbee（登録商標）、ＲＦＩＤ、および
同様ものなどの、全世界測位システム（ＧＰＳ）技術、セルラー、または他の接続性のタ
イプのうちの１以上を提供することができる。それに加えて、本明細書で開示されている
実施形態は、データの同期、データのアップロード、またはデータのダウンロードを、ポ
ンプ装置へおよび／またはポンプ装置から、タブレット、スマートフォン、または他の類
似のデバイスなどの携帯型データデバイスへおよび／または携帯型データデバイスから行
うように構成され得る。
【０１５２】
　接続性は、ポンプシステムの配置追跡、資産追跡、順守監視、リモート選択、ログ、ア
ラーム、および他の動作データのアップロード、ならびに療法設定の調整、ソフトウェア
および／またはファームウェアのアップグレードなどの様々な活動に使用され得る。本明
細書で開示されている実施形態において、通信プロセッサ１２１０は、ＧＰＳ／セルラー
のデュアル機能を提供することができる。セルラー機能は、たとえば、３Ｇおよび／また
は４Ｇ機能であってよい。そのような場合、ＧＰＳモジュールが、大気状態、ビルもしく
は地形の干渉、衛星ジオメトリなどを含む、様々な要因により衛星接続を確立できない場
合、デバイス配置は、セル識別、三角測量、フォワードリンクタイミングなどを使用する
ことなどによって、３Ｇおよび／または４Ｇネットワーク接続を使用して決定され得る。
本明細書で開示されている実施形態において、ポンプシステム１２００は、ＳＩＭカード
を備え、ＳＩＭベースの位置情報が取得され得る。
【０１５３】
ポンプシステム制御
　図６３は、いくつかの実施形態によるポンプシステムの動作の最上位レベル状態図１３
００を例示している。いくつかの実施形態において、ポンプシステム１００、１０００、
１１００、１２００などのポンプシステムおよび本明細書で開示されている他の実施形態
は、システムの動作を制御することができる。たとえば、ポンプシステムは、治療の中断
のない実施および／またはたとえば、頻繁にまたは不必要に治療を一時停止するか、また
はサスペンドすることによりユーザに不便をかけることの回避と、節電する、陰圧源よっ
て発生する騒音および振動を制限するなどの望みとの間で好適なバランスをとることがで
きる。いくつかの実施形態において、コントローラ１１１４、１２０２などのコントロー
ラは、状態図１３００の流れを実装するように構成され得る。図６３に例示されているよ
うに、ポンプシステムの動作は、いくつかの実施形態において、初期化１３０２、メンテ
ナンス１３５０を含む、動作１３１０、および寿命末期１３９０の３つの一般的モードに
グループ分けされ得る、図６３に例示されているように、カテゴリ１３０２、１３１０、
および１３５０は、各々、複数の状態、および状態の間の遷移を含み得る。
【０１５４】
　いくつかの実施形態において、電源が接続されていないか、もしくは取り外されている
、またはポンプシステムがアクティブ化されていない（たとえば、アクティブ化ストリッ
プを引く、スイッチをトリガする、または同様の操作によって）限り、ポンプシステムは
、非アクティブ状態に留まり得る。この状態に留まっている間、ポンプシステムは非アク
ティブのままであり得る。電源が接続され、および／またはポンプシステムが初回にアク
ティブ化されているなど非アクティブ状態からアクティブ化されたときに、ポンプシステ
ムは、初期化モード１３０２に遷移することができ、ブートローダ１３０１が、ブロック
１３０４に示されているようにスタートアップ手順のシーケンスを開始することができる
。ブートローダ１３０１は、たとえば、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、消去可能プログラ
ム可能読出し専用メモリ（ＥＰＲＯＭ）、電気的消去可能プログラム可能読出し専用メモ
リ（ＥＥＰＲＯＭ）などの、好適な不揮発性メモリに記憶され得る。いくつかの実施形態
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において、コントローラ１１１４または１２０２は、スタートアップ後にブートローダ１
３０１を実行し得る。スタートアップ手順は、パワーオンセルフテスト（ＰＯＳＴ）およ
びスタートアップブロック１３０４に示されているように実行され得る他のテストもしく
は手順を含み得る。図６３に示されているように、ブートローダ１３０１は、ＰＯＳＴの
１以上および／または他のテストの１以上を開始することができる。いくつかの実施形態
において、スタートアップ手順は、有利には、ポンプシステムが動作中に陰圧閉鎖療法を
安全に実施する準備をし、および／または確実にすることができる。
【０１５５】
　パワーオンセルフテストは、限定はしないが、メモリ１１１６、１２１４などのメモリ
を備えるシステムの１以上の構成要素をテストする機能（たとえば、プログラムコードの
周期的冗長検査（ＣＲＣチェック）などのチェックを実行して、完全性を決定する機能、
ランダムアクセスメモリをテストする機能など）、圧力センサまたはモニタ２０４、１０
１６、１１０６、１２０６などの圧力センサを読み取って圧力値が好適な限度範囲内にあ
るかどうかを決定する機能、電源の残量または寿命を読み取り（たとえば、バッテリ電圧
、電流など）それが好適な限度範囲内にあるかどうかを決定する機能、陰圧源をテストす
る機能、および同様の機能などのシステムの適切な機能を確認するために様々なチェック
を実行するステップを含み得る。他のテストまたは手順は、自動試験装置（ＡＴＥ）を待
つステップ、ウォッチドッグタイマ（ＷＤＴ）を初期化するステップ、ポンプシステムに
すでに回復不能エラー（ＮＲＥ）を生じているかどうかをチェックするステップ、および
ポンプシステムが割り当てられた動作可能ライフスパン（寿命末期（ＥＯＬ）とも称され
る）に到達したかどうかを決定するステップ、および同様のステップを含み得る。たとえ
ば、いくつかの実施形態において、ＷＤＴは、有利には、ファームウェア実行ハング状態
への対応策として使用することができ、前のＮＲＥのチェックは、有利には、ＮＲＥ状態
に遷移したデバイスの再利用を防ぐものとしてよく、デバイスがその寿命末期に到達した
かどうかのチェックは、有利には、ＥＯＬ状態に遷移したデバイスの再利用を防ぐものと
してよい。
【０１５６】
　いくつかの実施形態において、コントローラ１１１４、１２０２によって実行され得る
、ブートローダ１３０１は、動作モード１３１０も開始することができる。たとえば、図
６３に示されているように、ブートローダは、初期化モード１３０２が実行された後に動
作モード１３１０の初期化を実行することができる。いくつかの実施形態において、１以
上のインジケータ（アイコン１１４、１１４’および／またはインジケータ１００４、１
１０４など）は、ポンプシステムがＰＯＳＴテストを受けていることを（たとえば、点滅
するか、または１回フラッシングすることによって）ユーザに示すことができる。いくつ
かの実施形態において、初期化モード１３０２のときに、すべてのインジケータは、連続
的にオンのままにできる。
【０１５７】
　いくつかの実施形態において、１以上のインジケータは、点滅またはフラッシングする
ことを間欠的にもしくは連続的に行い、システムがＰＯＳＴおよび／または他のテストお
よび手順に合格したことをユーザに示すことができる。たとえば、図５６を参照しつつ上
で説明されているように、いくつかの実施形態において、１以上のインジケータは、ポン
プシステム１００の正常動作を示すことができる「ＯＫ」インジケータ、ポンプシステム
１００もしくはそれに取り付けられている構成要素内に漏れが存在していることを示すこ
とができる「漏れ」インジケータ、創傷被覆材が容量いっぱいになっているか、もしくは
それに近いことを示すことができる「被覆材フル状態」インジケータ、およびバッテリが
クリティカルレベルにあるか、もしくはそれに近いことを示すことができる「バッテリク
リティカル」インジケータを備えることができる４つのアイコン１１４’のセットを含み
得る。いくつかの実施形態において、１以上のインジケータは個別にまたは連携して点灯
され、ポンプシステムがＰＯＳＴおよび／または他のテストおよび手順に合格したことを
ユーザに示すことができる。たとえば、いくつかの実施形態において、４つのアイコン１
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１４’のセットは連携して点灯し、システムが１以上のテストに合格したことを示すもの
としてよく、「ＯＫ」ＬＥＤは１回フラッシングし、「漏れ」ＬＥＤは１回フラッシング
し、「被覆材フル状態」ＬＥＤは１回フラッシングし、「バッテリクリティカル」ＬＥＤ
は１回フラッシングする。同様に、前の回復不能エラーがスタートアップ中に発見される
か、またはその後ポンプ動作中に発生した場合に、４つのアイコン１１４’のセットが連
携して点灯し、「ＯＫ」ＬＥＤはソリッド、「漏れ」ＬＥＤはソリッド、「被覆材フル状
態」ＬＥＤはソリッド、「バッテリクリティカル」ＬＥＤはソリッドとなる。いくつかの
実施形態において好適な個別のまたは連携するＬＥＤ配置構成が企図されている。様々な
実施形態において、１以上のインジケータを使用して視覚的指示を与えることに加えて、
またはその代わりに、聴覚、触覚などを含む他の指示が与えられ得る。
【０１５８】
　いくつかの実施形態において、ＰＯＳＴテストもしくは他のテストまたは手順の１以上
が失敗した場合、ポンプシステムはリトライ状態１３０６に遷移し得る。リトライ状態１
３０６は、ＰＯＳＴテストもしくは他のテストまたは手順をリトライする前に遅延を含み
、および／またはユーザ入力を必要とし得る。いくつかの実施形態において、リトライ状
態１３０６は、初期化モードの一部である各テストまたは手順に合格するか、または他の
何らかの形で失敗しなくなるまで実行され得る。いくつかの実施形態において、ＰＯＳＴ
テストの１以上が、１以上のリトライの後に失敗した場合、ポンプシステムは回復不能エ
ラー状態に遷移し得る。この状態にある間、ポンプシステムは、療法を非アクティブ化し
、インジケータは、エラーが発生したことをユーザに示すことができる。いくつかの実施
形態において、すべてのインジケータは、アクティブのままであってよい。エラーの重大
度に基づき、いくつかの実施形態において、ポンプシステムは、エラーから回復して、動
作を続ける（または回復不能エラー状態１３９４に遷移する）ことができる。例示されて
いるように、ポンプシステムは、動作中に致命的エラーを生じた後、回復不能エラー状態
１３９４に遷移することができる。致命的エラーは、プログラムメモリエラー、プログラ
ムコードエラー（たとえば、無効な変数値があった）、コントローラ動作エラー（たとえ
ば、コントローラ１１１４、１２０２などのコントローラによってリセットされることな
くウォッチドッグタイマがタイムアウトする）、構成要素の故障（たとえば、陰圧源１０
１０、１１０９、１２１８などの陰圧源動作不能、圧力センサまたはモニタ２０４、１０
１６、１１０６、１２０６などの圧力センサ動作不能など）、およびこれらの組合せを含
み得る。
【０１５９】
　図６３に関連して説明されている実施形態を引き続き参照すると、いくつかの実施形態
において、状態１３０４で初期化が正常に完了したときに、ポンプシステムは、動作モー
ド１３１０に遷移することができる。この遷移は、１以上のインジケータを非アクティブ
化し、および／またはアクティブ化することによってユーザに対して示され得る。いくつ
かの実施形態において、ポンプシステムが動作モード１３１０に遷移すると、ポンプシス
テムは最初にスタンバイまたは一時停止状態１３１２に入るものとしてよい。ポンプシス
テムが、スタンバイ状態１３１２に留まっている間、ユーザは、インジケータ（たとえば
、ＯＫインジケータおよび／または被覆材インジケータ）を非アクティブ化し、および／
またはアクティブ化することなどによって指示を与えられ得る。いくつかの実施形態にお
いて、ユーザはすべてのインジケータを非アクティブ化することによってスタンバイ状態
１３１２の指示を与えられ得る。いくつかの実施形態において、療法は、ポンプシステム
がスタンバイ状態１３１２に留まっている間、サスペンドされ得る。たとえば、陰圧源１
０１０、１１０９、１２１８などの陰圧源は、非アクティブ化（またはオフに）され得る
。いくつかの実施形態において、指示は、陰圧源を非アクティブ化することによってユー
ザに与えられ得る。
【０１６０】
　いくつかの実施形態において、ポンプシステムは、ユーザから信号を受信したことに応
答してスタンバイ状態１３１２から初期ポンプダウン（「ＩＰＤ」）状態１３１４（ポン
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プシステムは療法を遂行するように構成されている）への遷移を行うように構成され得る
。たとえば、ユーザはボタンを押して、療法を開始し、サスペンドし、および／または再
開することができる。いくつかの実施形態において、ポンプシステムは、ポンプシステム
がスタンバイ状態１３１２にある時間の長さを監視することができる。これは、たとえば
、ポンプシステムがスタンバイ状態１３１２に遷移するときにリセットされ、開始され得
る、タイマ（ファームウェア、ソフトウェア、ハードウェア、またはそれらの組合せ）を
維持することによって遂行され得る。ポンプシステムは、持続時間が閾値を超えた（たと
えば、タイムアウトした）ときにスタンバイ状態１３１２からＩＰＤ状態１３１４に自動
的に遷移することができる。いくつかの実施形態において、そのような閾値は、１分以下
から１時間以上の間などの、プリセット値であってよい。いくつかの実施形態では、閾値
は、ユーザによって設定または変更され得る。いくつかの実施形態において、閾値は、様
々な動作条件またはこれらの組合せに基づき変化し得る。たとえば、ポンプシステムが寿
命末期に近づくにつれ（以下で説明されているように）、閾値は、ポンプシステムのライ
フスパンにわたって下げられ使用され得る。これは、有利には、スタンバイ状態１３１２
に費やされる時間の量を減らし、ポンプを速やかにアクティブ化することでバッテリの利
用を増やすことによってポンプシステムのライフスパンにわたってより効率的にバッテリ
が使用されることを確実にし得る。いくつかの実施形態において、ポンプシステムは、ス
タンバイ状態に費やされる時間の長さ全体を監視し、この情報をメモリに記憶することが
できる。
【０１６１】
　ＩＰＤ状態１３１４のときに、ポンプシステムは陰圧源をアクティブ化して療法を開始
し、システムまたは陰圧源と創傷被覆材との間の流体流路などの、その一部分の中の圧力
を下げることができる。いくつかの実施形態において、ポンプシステムは、システム内の
圧力を低圧閾値などの、所望の圧力に下げることができる。ポンプシステムは、ポンプシ
ステムまたはその一部の中の圧力を間欠的におよび／または連続的に監視することができ
る。たとえば、ポンプシステムは、約１００ｍｓのプリセットされたサンプリングレート
でポンプシステムまたはその一部の中の圧力を監視することができる。いくつかの実施形
態において、サンプリングレートは、約２０ｍｓから約５００ｍｓの間、約５０ｍｓから
２５０ｍｓの間、約８０ｍｓから１５０ｍｓの間、約１００ｍｓ、これらの範囲内の任意
の値および／または部分範囲、または所望の他のサンプリングレートであってよい。いく
つかの実施形態において、ポンプシステムは、また、圧力変化率を計算して、ポンプシス
テムが低圧閾値などの、所望の圧力に到達するまでの時間の長さを推定することができる
。
【０１６２】
　いくつかの実施形態において、１以上のインジケータは、点滅またはフラッシングする
ことを間欠的にもしくは連続的に行い、ポンプシステムがＩＰＤ状態にあることをユーザ
に示すことができる。たとえば、図５６を参照しつつ上で説明されているように、いくつ
かの実施形態において、１以上のインジケータは、ポンプシステム１００の正常動作を示
すことができる「ＯＫ」インジケータ、ポンプシステム１００もしくはそれに取り付けら
れている構成要素内に漏れが存在していることを示すことができる「漏れ」インジケータ
、創傷被覆材が容量いっぱいになっているか、もしくはそれに近いことを示すことができ
る「被覆材フル状態」インジケータ、およびバッテリがクリティカルレベルにあるか、も
しくはそれに近いことを示すことができる「バッテリクリティカル」インジケータを備え
る４つのアイコン１１４’のセットを含み得る。いくつかの実施形態において、１以上の
インジケータは個別にまたは連携して点灯して、システムがＩＰＤ状態にあることをユー
ザに示すことができる。たとえば、いくつかの実施形態において、４つのアイコン１１４
’のセットは連携して点灯し、システムがＩＰＤ状態にあることを示すものとしてよく、
「ＯＫ」ＬＥＤはフラッシングし、「漏れ」ＬＥＤはフラッシングし、「被覆材フル状態
」ＬＥＤはオフ、「バッテリクリティカル」ＬＥＤは変化しない（オン、オフ、またはフ
ラッシング）。いくつかの実施形態において好適な個別のまたは連携するＬＥＤ配置構成
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が企図されている。ＩＰＤ状態のときに望ましい陰圧に達した後、１以上のインジケータ
は個別にまたは連携して点灯して、所望の陰圧に達したことを示すことができる。たとえ
ば、いくつかの実施形態において、４つのアイコン１１４’のセットは連携して点灯し、
その陰圧に達したことを示すものとしてよく、「ＯＫ」ＬＥＤはフラッシングし、「漏れ
」ＬＥＤはオフになり、「被覆材フル状態」ＬＥＤはオフになり、「バッテリクリティカ
ル」ＬＥＤは変化しない（オン、オフ、またはフラッシング）。いくつかの実施形態にお
いて、この同じ照明パターンは、ポンプシステムが、ＩＰＤ状態などのときに正常に機能
していることを示すためにも使用されるものとしてよく、ＩＰＤ状態のときにその陰圧に
達したことを示すためにフラッシングに加えて、ＩＰＤ状態のときにポンプシステムが正
常に機能していることを示し得る。様々な実施形態において、１以上のインジケータを使
用して視覚的指示を与えることに加えて、またはその代わりに、聴覚、触覚などを含む他
の指示が与えられ得る。
【０１６３】
　いくつかの実施形態において、ユーザは、スイッチをアクティブ化する（たとえば、ボ
タンを押す）ことによって療法を一時停止し、それによってポンプシステムはＩＰＤ状態
１３１４からスタンバイ状態１３１２に遷移することができる。いくつかの実施形態にお
いて、ポンプシステムは、ユーザが療法を一時停止することのみを行えるように構成され
得るが、電源を切る（たとえば、バッテリを外す）ことで療法を停止する。そのようなも
のとして、いくつかの実施形態において、ポンプシステムは、スタンバイ状態１３１２に
ある間に潜在的にタイムアウトし、動作を再開し、それによってスタンバイ状態１３１２
にある間にエネルギー消費を低減することができる。ユーザによって一時停止された後、
ポンプシステムは、ボタンを押すなどのユーザ入力を受け取った後、スタンバイ状態１３
１２からＩＰＤ状態１３１４に遷移することができる。いくつかの実施形態において、ユ
ーザによって一時停止された後、ポンプシステムは、持続時間が閾値を超えたときにスタ
ンバイ状態１３１２からＩＰＤ状態１３１４に自動的に遷移することができる。閾値は、
ポンプシステムがスタートアップ１３０４の後にスタンバイ状態１３１２に入ったときに
上で説明されているスタンバイ状態１３１２の閾値と同じまたは異なっていてもよい。
【０１６４】
　ポンプシステムがスタンバイ状態１３１２に遷移し、スタンバイ状態１３１２に留まっ
たときに、ユーザは指示を与えられ得る。たとえば、いくつかの実施形態において、すべ
てのインジケータは、非アクティブ化され得る。いくつかの実施形態において、ポンプシ
ステムは、インジケータ（たとえば、ＯＫインジケータ）を非アクティブ化し、別のイン
ジケータ（たとえば、被覆材インジケータ）をフラッシングまたは点滅させることができ
る。いくつかの実施形態において、１以上のインジケータは、点滅またはフラッシングす
ることを間欠的にもしくは連続的に行い、システムがスタンバイ状態にあることをユーザ
に示すことができる。たとえば、図５６を参照しつつ上で説明されているように、いくつ
かの実施形態において、１以上のインジケータは、ポンプシステム１００の正常動作を示
すことができる「ＯＫ」インジケータ、ポンプシステム１００もしくはそれに取り付けら
れている構成要素内に漏れが存在していることを示すことができる「漏れ」インジケータ
、創傷被覆材が容量いっぱいになっているか、もしくはそれに近いことを示すことができ
る「被覆材フル状態」インジケータ、およびバッテリがクリティカルレベルにあるか、も
しくはそれに近いことを示すことができる「バッテリクリティカル」インジケータを備え
る４つのアイコン１１４’のセットを含み得る。いくつかの実施形態において、１以上の
インジケータは個別にまたは連携して点灯して、システムがスタンバイ状態にあることを
ユーザに示すことができる。たとえば、いくつかの実施形態において、４つのアイコン１
１４’のセットは連携して点灯し、システムがスタンバイ状態にあることを示すものとし
てよく、「ＯＫ」ＬＥＤはオフになり、「漏れ」ＬＥＤはオフになり、「被覆材フル状態
」ＬＥＤはオフになり、「バッテリクリティカル」ＬＥＤはオフになる。いくつかの実施
形態において、この同じ照明パターンは、ポンプがスタンバイ状態にあることを示すこと
に加えて、ポンプシステムがその陰圧閉鎖療法の過程を完了していることを示すか、また
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はバッテリが消耗していることを示すためにも使用され得る。いくつかの実施形態におい
て好適な連携するＬＥＤ配置構成が企図されている。様々な実施形態において、１以上の
インジケータを使用して視覚的指示を与えることに加えて、またはその代わりに、聴覚、
触覚などを含む他の指示が与えられ得る。いくつかの実施形態において、療法は、ポンプ
システムがスタンバイ状態１３１２に留まっている間、サスペンドされ得る。たとえば、
陰圧源は、非アクティブ化され（またはオフにされ）てよく、これは、ポンプシステムが
スタンバイ状態１３１２にあることをユーザに示すものである。
【０１６５】
　図６３に関連して説明されている実施形態を引き続き参照すると、いくつかの実施形態
において、ポンプシステムは、リトライサイクルの回数がリトライ限度を超えたとき、お
よび／またはポンプのデューティサイクル（以下で説明される）がデューティサイクル限
度を超えると決定されたときに、初期ポンプダウン状態１３１４から漏れ状態１３１６に
遷移し得る。いくつかの実施形態において、リトライ限度および／またはデューティサイ
クル限度を超えることは、システム内に漏れが存在することを反映するものとしてよい。
いくつかの実施形態において、ポンプシステムは、所望の時間内に閾値圧力に達しないと
きに、ＩＰＤ状態１３１４から漏れ状態１３１６に遷移することができる。閾値圧力が所
望の時間内に閾値圧力に達することができないことは、システム内に漏れが存在すること
を反映するものとしてよい。いくつかの実施形態において、インジケータ（たとえば、漏
れインジケータまたは被覆材インジケータ）は、点滅またはフラッシングすることを間欠
的にもしくは連続的に行い、システム内に漏れが存在していることをユーザに示すことが
できる。いくつかの実施形態において、１以上のインジケータは、点滅またはフラッシン
グすることを間欠的にもしくは連続的に行い、漏れが存在していることをユーザに示すこ
とができる。たとえば、図５６を参照しつつ上で説明されているように、いくつかの実施
形態において、１以上のインジケータは、ポンプシステム１００の正常動作を示すことが
できる「ＯＫ」インジケータ、ポンプシステム１００もしくはそれに取り付けられている
構成要素内に漏れが存在していることを示すことができる「漏れ」インジケータ、創傷被
覆材が容量いっぱいになっているか、もしくはそれに近いことを示すことができる「被覆
材フル状態」インジケータ、およびバッテリがクリティカルレベルにあるか、もしくはそ
れに近いことを示すことができる「バッテリクリティカル」インジケータを備える４つの
アイコン１１４’のセットを含み得る。いくつかの実施形態において、１以上のインジケ
ータは個別にまたは連携して点灯し、漏れが存在していることをユーザに示すことができ
る。たとえば、いくつかの実施形態において、４つのアイコン１１４’のセットは連携し
て点灯し、漏れが存在していることを示すものとしてよく、「ＯＫ」ＬＥＤはオフであり
、「漏れ」ＬＥＤはフラッシングし、「被覆材フル状態」ＬＥＤはオフになり、「バッテ
リクリティカル」ＬＥＤは変化しない（オン、オフ、またはフラッシング）。いくつかの
実施形態において好適な連携するＬＥＤ配置構成が企図されている。様々な実施形態にお
いて、１以上のインジケータを使用して視覚的指示を与えることに加えて、またはその代
わりに、聴覚、触覚などを含む他の指示が与えられ得る。
【０１６６】
　漏れ状態１３１６に入った後、ポンプシステムは、ボタンを押すなどのユーザ入力を受
け取った後、漏れ状態１３１６からＩＰＤ状態１３１４に遷移することができる。これは
、有利には、創傷被覆材の接続部をチェックし、および／または創傷の周りの創傷被覆材
の封止状態をチェックすることなどによって、漏れを緩和するか、または排除する時間を
ユーザに与えることができる。いくつかの実施形態において、ポンプシステムは、ポンプ
システムが漏れ状態１３１６にある時間の長さを監視することができる。これは、たとえ
ば、ポンプシステムが漏れ状態１３１６に遷移するときにリセットされ、開始され得る、
タイマ（ファームウェア、ソフトウェア、ハードウェア、またはそれらの組合せ）を維持
することによって遂行され得る。いくつかの実施形態において、漏れ状態１３１６に入っ
た後、ポンプシステムは、持続時間が閾値を超えたときに漏れ状態１３１６からＩＰＤ状
態１３１４に自動的に遷移することができる。閾値は、スタンバイ状態１３１２からＩＰ
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Ｄ状態１３１４への時間閾値など、本明細書で説明されている他の時間閾値と同じまたは
異なり得る。この閾値は、漏れ状態１３１６（たとえば、ＩＰＤ状態１３１４またはメン
テナンスモード１３５０）に遷移する前の状態またはモードに応じて同じ、または異なり
得る。いくつかの実施形態において、そのような閾値は、１分以下から１時間以上の間な
どの、プリセット値であってよい。いくつかの実施形態では、閾値は、ユーザによって設
定または変更され得る。いくつかの実施形態において、閾値は、様々な動作条件またはこ
れらの組合せに基づき変化し得る。たとえば、ポンプシステムが寿命末期に近づくにつれ
（以下で説明されているように）、閾値は、バッテリに十分な残量がある場合に下げられ
得る。これは、有利には、漏れ状態１３１６に費やされる時間の量を減らし、ポンプを速
やかにアクティブ化することでバッテリの利用を増やすことによってポンプシステムのラ
イフスパンにわたってより効率的にバッテリが使用されることを確実にし得る。ポンプシ
ステムは、スイッチをアクティブ化した後、または閾値を超えた後自動的に、メンテナン
スモード１３５０などの、他のモードもしくは状態に遷移することができる。いくつかの
実施形態において、ポンプシステムは、遷移時の圧力などの、動作条件に応じてＩＰＤ状
態１３１４またはメンテナンスモード１３５０に遷移し得る。
【０１６７】
　上で指摘されているように、いくつかの実施形態において、ポンプシステムは、キャニ
スタレスシステムで動作するように構成されてよく、そこに、創傷被覆材が創傷から吸い
込んだ滲出液を保持する。そのような被覆材は、被覆材の下流（ポンプシステムへ向かう
）での液体の通過を防ぐ、疎水性フィルタなどのフィルタを備え得る。他の実施形態にお
いて、ポンプシステムは、創傷から吸い込んだ滲出液の少なくとも一部を貯蔵するための
キャニスタを有するシステムにおいて動作するように構成され得る。そのようなキャニス
タは、被覆材の下流（ポンプシステムへ向かう）での液体の通過を防ぐ、疎水性フィルタ
などのフィルタを備え得る。さらに他の実施形態において、被覆材およびキャニスタは両
方とも、被覆材およびキャニスタの下流の液体の通過を防ぐフィルタを備えることができ
る。
【０１６８】
　図６３に関連して説明されている実施形態を引き続き参照すると、いくつかの実施形態
において、ポンプシステムは、システムが、創傷被覆材フィルタなどのフィルタが閉塞（
たとえば、創傷被覆材が滲出液で限度容量までまたは限度容量近くまで満たされることに
より引き起こされる）を生じたと決定したときに、初期ポンプダウン状態１３１４からフ
ィルタ閉塞状態１３１８に遷移するように構成され得る。フィルタに閉塞が生じたと決定
するための例示的なアルゴリズムが、以下でさらに詳しく説明される。いくつかの実施形
態において、インジケータ（たとえば、フィルタ閉塞インジケータ）は、点滅またはフラ
ッシングすることを間欠的にもしくは連続的に行い、閉塞が存在していることをユーザに
示すことができる。いくつかの実施形態において、１以上のインジケータは、点滅または
フラッシングすることを間欠的にもしくは連続的に行い、閉塞が存在していることをユー
ザに示すことができる。たとえば、図５６を参照しつつ上で説明されているように、いく
つかの実施形態において、１以上のインジケータは、ポンプシステム１００の正常動作を
示すことができる「ＯＫ」インジケータ、ポンプシステム１００もしくはそれに取り付け
られている構成要素内に漏れが存在していることを示すことができる「漏れ」インジケー
タ、創傷被覆材が容量いっぱいになっているか、もしくはそれに近いことを示すことがで
きる「被覆材フル状態」インジケータ、およびバッテリがクリティカルレベルにあるか、
もしくはそれに近いことを示すことができる「バッテリクリティカル」インジケータを備
える４つのアイコン１１４’のセットを含み得る。いくつかの実施形態において、１以上
のインジケータは個別にまたは連携して点灯し、閉塞が存在していることをユーザに示す
ことができる。たとえば、いくつかの実施形態において、４つのアイコン１１４’のセッ
トは連携して点灯し、閉塞が存在していることを示すものとしてよく、「ＯＫ」ＬＥＤは
オフであり、「漏れ」ＬＥＤはオフであり、「被覆材フル状態」ＬＥＤはフラッシングし
ており、「バッテリクリティカル」ＬＥＤは変化しない（オン、オフ、またはフラッシン
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グ）。いくつかの実施形態において好適な連携するＬＥＤ配置構成が企図されている。様
々な実施形態において、１以上のインジケータを使用して視覚的指示を与えることに加え
て、またはその代わりに、聴覚、触覚などを含む他の指示が与えられ得る。いくつかの実
施形態において、フィルタ閉塞状態１３１８への遷移は、キャニスタフィルタに閉塞（た
とえば、キャニスタが満杯またはほぼ満杯であることによって引き起こされる）が生じた
ときに行われ得る。
【０１６９】
　フィルタ閉塞状態１３１８に入った後、ポンプシステムは、ボタンを押すなどのユーザ
入力を受け取った後、フィルタ閉塞状態１３１８からＩＰＤ状態１３１４に遷移すること
ができる。これは、有利には、創傷被覆材（および／またはキャニスタ）を変更すること
などによって、閉塞を緩和するか、または閉塞を取り除く機会をユーザに与えることがで
きる。いくつかの実施形態において、ポンプシステムは、ポンプシステムがフィルタ閉塞
状態１３１８にある時間の長さを監視することができる。これは、たとえば、ポンプシス
テムがフィルタ閉塞状態１３１８に遷移するときにリセットされ、開始され得る、タイマ
（ファームウェア、ソフトウェア、ハードウェア、またはそれらの組合せ）を維持するこ
とによって遂行され得る。いくつかの実施形態において、フィルタ閉塞状態１３１８に入
った後、ポンプシステムは、持続時間が閾値を超えたときにフィルタ閉塞状態１３１８か
らＩＰＤ状態１３１４に自動的に遷移することができる。閾値は、スタンバイ状態１３１
２からＩＰＤ状態１３１４へおよび／または漏れ状態１３１６からＩＰＤ状態１３１４へ
の時間閾値など、本明細書で説明されている他の時間閾値と同じまたは異なり得る。この
閾値は、フィルタ閉塞状態１３１８（たとえば、ＩＰＤ状態１３１４またはメンテナンス
モード１３５０）に遷移する前の状態またはモードに応じて同じ、または異なり得る。い
くつかの実施形態において、そのような閾値は、１分以下から１時間以上の間などの、プ
リセット値であってよい。いくつかの実施形態では、閾値は、ユーザによって設定または
変更され得る。いくつかの実施形態において、閾値は、様々な動作条件またはこれらの組
合せに基づき変化し得る。たとえば、ポンプシステムが寿命末期に近づくにつれ（以下で
説明されているように）、閾値は、バッテリに十分な残量がある場合に下げられ得る。こ
れは、有利には、フィルタ閉塞状態１３１６に費やされる時間の量を減らし、ポンプを速
やかにアクティブ化することでバッテリの利用を増やすことによってポンプシステムのラ
イフスパンにわたってより効率的にバッテリが使用されることを確実にし得る。ポンプシ
ステムは、スイッチをアクティブ化した後、または閾値を超えた後自動的に、メンテナン
スモード１３５０などの、他のモードもしくは状態に遷移することができる。いくつかの
実施形態において、ポンプシステムは、遷移時の圧力などの、動作条件に応じてＩＰＤ状
態１３１４またはメンテナンスモード１３５０に遷移し得る。
【０１７０】
　図６３に関連して説明されている実施形態を引き続き参照すると、いくつかの実施形態
において、ＩＰＤ状態１３１４のときに、ポンプシステムが、ポンプシステムまたは陰圧
源と創傷被覆材との間の流体流路などのその一部分内の圧力が低圧閾値であるか、または
おおよそ低圧閾値であると検出した後、ポンプシステムは、メンテナンスモード１３５０
に遷移し、特に、監視状態１３５２に遷移することができる。たとえば、低圧閾値は、約
－９０ｍｍＨｇであるものとしてよい。いくつかの実施形態において、低圧閾値は、約－
５０ｍｍＨｇから約－２５０ｍｍＨｇの間、約－７５ｍｍＨｇから約－１２５ｍｍＨｇの
間、約－８０ｍｍＨｇから約－１１５ｍｍＨｇの間、約－９４ｍｍＨｇ、これらの範囲内
の任意の値もしくは部分範囲、または所望の他の値であってよい。
【０１７１】
　メンテナンスモード１３５０のときに、ポンプシステムは、有利には、ポンプシステム
または陰圧源と創傷被覆材との間の流体流路などの、その一部分の中の圧力を監視し、タ
ーゲット圧力範囲（または動作範囲）内に、維持することができる。たとえば、いくつか
の実施形態において、メンテナンスモード１３５０のときに、ポンプシステムは、ポンプ
システムまたはその一部分を高圧閾値から低圧閾値までの間に維持することができる。た
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とえば、高圧閾値は、約－７０ｍｍＨｇであるものとしてよい。いくつかの実施形態にお
いて、高圧閾値は、約－４０ｍｍＨｇから約－２００ｍｍＨｇの間、約－６０ｍｍＨｇか
ら約－１００ｍｍＨｇの間、約－７０ｍｍＨｇから約－８０ｍｍＨｇの間、約－７１ｍｍ
Ｈｇ、約－６７ｍｍＨｇ、これらの範囲内の任意の値もしくは部分範囲、または所望の他
の値であってよい。低圧閾値は、約－９０ｍｍＨｇであるものとしてよい。いくつかの実
施形態において、メンテナンスモード１３５０のときの低圧閾値は、ＩＰＤ状態１３１４
における低圧閾値と同じであり得る。いくつかの実施形態において、メンテナンスモード
１３５０のときの低圧閾値は、ＩＰＤ状態１３１４のときの低圧閾値と異なり得る。例示
されている実施形態において図示されているように、メンテナンスモード１３５０は、監
視状態１３５２およびメンテナンスポンプダウン（「ＭＰＤ」）状態１３５４を含み得る
。
【０１７２】
　いくつかの実施形態において、１以上のインジケータは、点滅またはフラッシングする
ことを間欠的にもしくは連続的に行い、システムがＭＰＤ状態にあることをユーザに示す
ことができる。たとえば、図５６を参照しつつ上で説明されているように、いくつかの実
施形態において、１以上のインジケータは、ポンプシステム１００の正常動作を示すこと
ができる「ＯＫ」インジケータ、ポンプシステム１００もしくはそれに取り付けられてい
る構成要素内に漏れが存在していることを示すことができる「漏れ」インジケータ、創傷
被覆材が容量いっぱいになっているか、もしくはそれに近いことを示すことができる「被
覆材フル状態」インジケータ、およびバッテリがクリティカルレベルにあるか、もしくは
それに近いことを示すことができる「バッテリクリティカル」インジケータを備える４つ
のアイコン１１４’のセットを含み得る。いくつかの実施形態において、１以上のインジ
ケータは個別にまたは連携して点灯して、システムがＭＰＤ状態にあることをユーザに示
すことができる。たとえば、いくつかの実施形態において、４つのアイコン１１４’のセ
ットは連携して点灯し、システムがＭＰＤ状態にあることを示すものとしてよく、「ＯＫ
」ＬＥＤはフラッシングし、「漏れ」ＬＥＤはオフになり、「被覆材フル状態」ＬＥＤは
オフであり、「バッテリクリティカル」ＬＥＤは変化しない（オン、オフ、またはフラッ
シング）。いくつかの実施形態において好適な連携するＬＥＤ配置構成が企図されている
。ＭＰＤ状態のときに望ましい陰圧に達した後、１以上のインジケータは連携して点灯し
て、その陰圧に達したことを示すことができる。たとえば、いくつかの実施形態において
、４つのアイコン１１４’のセットは連携して点灯し、その陰圧に達したことを示すもの
としてよく、「ＯＫ」ＬＥＤはフラッシングし、「漏れ」ＬＥＤはオフになり、「被覆材
フル状態」ＬＥＤはオフになり、「バッテリクリティカル」ＬＥＤは変化しない（オン、
オフ、またはフラッシング）。いくつかの実施形態において、この同じ照明パターンは、
ポンプシステムが、ＭＰＤ状態などのときに正常に機能していることを示すためにも使用
されるものとしてよく、ＭＰＤ状態のときにその陰圧に達したことを示すためにフラッシ
ングに加えて、ＭＰＤ状態のときにポンプシステムが正常に機能していることを示し得る
。様々な実施形態において、１以上のインジケータを使用して視覚的指示を与えることに
加えて、またはその代わりに、聴覚、触覚などを含む他の指示が与えられ得る。
【０１７３】
　監視状態１３５２のときに、ポンプシステムは、ポンプシステムまたは陰圧源と創傷被
覆材との間の流体流路などの、その一部分の中の圧力を監視しポンプシステムまたはその
監視されている部分内の圧力が高圧閾値と低圧閾値との間に維持されることを確実にする
ことができる。陰圧源は、監視状態１３５２のときに非アクティブ化され得る。ポンプシ
ステムは、ポンプシステムまたはその一部の中の圧力を間欠的におよび／または連続的に
監視することができる。たとえば、ポンプシステムは、約１秒のプリセットされたサンプ
リングレートでポンプシステムまたはその一部の中の圧力を監視することができる。いく
つかの実施形態において、サンプリングレートは、約５０ｍｓから約５秒の間、約２００
ｍｓから約２秒の間、約５００ｍｓから約２秒の間、約１秒、これらの範囲内の任意の値
および／または部分範囲、または所望の他のサンプリングレートであってよい。いくつか



(54) JP 2018-507076 A 2018.3.15

10

20

30

40

50

の実施形態において、監視状態１３５２のときのサンプリングレートは、ＩＰＤ状態１３
１４のときにサンプリングレートよりも小さく、有利に、電力使用量を減らし、電源の寿
命を延ばすことができる。いくつかの実施形態ではより低いサンプリングレートが使用さ
れ得るが、それは監視状態１３５２のときに（たとえば、陰圧源が非アクティブ化された
とき）圧力変化率が、陰圧源がアクティブ化されたときの圧力変化率よりも小さい可能性
があるからである。いくつかの実施形態において、ポンプシステムは、また、圧力変化率
を計算して、ポンプシステムが低圧閾値などの、所望の圧力に到達するまでの時間の長さ
を推定することができる。
【０１７４】
　いくつかの実施形態において、１以上のインジケータは、点滅またはフラッシングする
ことを間欠的にもしくは連続的に行い、システムが監視状態にあることをユーザに示すこ
とができる。たとえば、図５６を参照しつつ上で説明されているように、いくつかの実施
形態において、１以上のインジケータは、ポンプシステム１００の正常動作を示すことが
できる「ＯＫ」インジケータ、ポンプシステム１００もしくはそれに取り付けられている
構成要素内に漏れが存在していることを示すことができる「漏れ」インジケータ、創傷被
覆材が容量いっぱいになっているか、もしくはそれに近いことを示すことができる「被覆
材フル状態」インジケータ、およびバッテリがクリティカルレベルにあるか、もしくはそ
れに近いことを示すことができる「バッテリクリティカル」インジケータを備える４つの
アイコン１１４’のセットを含み得る。いくつかの実施形態において、１以上のインジケ
ータは個別にまたは連携して点灯して、システムが監視状態にあることをユーザに示すこ
とができる。たとえば、いくつかの実施形態において、４つのアイコン１１４’のセット
は連携して点灯し、システムが監視状態にあることを示すものとしてよく、「ＯＫ」ＬＥ
Ｄはフラッシングし、「漏れ」ＬＥＤはオフになり、「被覆材フル状態」ＬＥＤはオフで
あり、「バッテリクリティカル」ＬＥＤは変化しない（オン、オフ、またはフラッシング
）。いくつかの実施形態において、この同じ照明パターンは、また、システムが監視状態
にあることを示すフラッシングに加えて、ポンプシステムが監視状態のときに正常に機能
していることを示すために使用され得る。いくつかの実施形態において好適な連携するＬ
ＥＤ配置構成が企図されている。様々な実施形態において、１以上のインジケータを使用
して視覚的指示を与えることに加えて、またはその代わりに、聴覚、触覚などを含む他の
指示が与えられ得る。
【０１７５】
　ポンプシステムは、ポンプシステムがポンプシステムまたは陰圧源と創傷被覆材との間
の流体流路などの、その一部分の中の圧力が高圧力閾値であるか、おおよそ高圧閾値であ
ることを検出するまで、監視状態１３５２に留まり得る。ポンプシステムまたはその一部
分が、高圧力閾値にあるか、おおよそ高圧閾値にあると検出した後、ポンプシステムは、
ＭＰＤ状態１３５４に遷移することができる。ＭＰＤ状態１３５４のときに、ポンプシス
テムは、陰圧源をアクティブ化して療法を開始し、圧力が低圧閾値であるか、または低圧
閾値に近くなるまでシステムまたはその一部分の中の圧力を下げることができる。いくつ
かの実施形態において、低圧閾値は、ＩＰＤ状態１３１４に関連して説明されている低圧
閾値と同じであるか、または類似しているものとしてよい。いくつかの実施形態において
、この低圧閾値は、ＩＰＤ状態１３１４における低圧閾値と異なり得る。
【０１７６】
　ポンプシステムは、プリセットされたサンプリングレートでポンプシステムの中の圧力
を継続的に監視することができる。いくつかの実施形態において、サンプリングレートは
、ＩＰＤ状態１３１４に関連して説明されている低圧閾値と同じであるか、または類似し
ているものとしてよい。いくつかの実施形態において、このサンプリングレートは、ＩＰ
Ｄ状態１３１４のときのサンプリングレートと異なり得る。いくつかの実施形態において
、ポンプシステムは、また、圧力変化率を計算して、ポンプシステムが低圧閾値などの、
所望の圧力に到達するまでの時間の長さを推定することができる。ポンプシステムが、ポ
ンプシステムまたはその一部分の中の圧力が低圧力閾値であるか、おおよそ低圧閾値であ
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ると検出したときに、ポンプシステムは、監視状態１３５２に遷移して戻ることができる
。
【０１７７】
　図６３に関連して説明されている実施形態を再び参照すると、いくつかの実施形態にお
いて、ユーザは、スイッチをアクティブ化する（たとえば、ボタンを押す）ことによって
療法を一時停止し、それによってポンプシステムはメンテナンスモード１３５０からスタ
ンバイ状態１３１２に遷移することができる。ユーザによって一時停止された後、ポンプ
システムは、ボタンを押すなどのユーザ入力を受け取った後、スタンバイ状態１３１２か
らＩＰＤ状態１３１４に遷移することができる。いくつかの実施形態において、ユーザに
よって一時停止された後、ポンプシステムは、持続時間が閾値を超えたときにスタンバイ
状態１３１２からＩＰＤ状態１３１４に自動的に遷移することができる。閾値は、ポンプ
システムがボタン押しからＩＰＤ状態１３１４からスタンバイ状態１３１２に入ったとき
に閾値などの、上で説明されている閾値と同じまたは異なっていてもよい。いくつかの実
施形態において、そのような閾値は、１分以下から１時間以上の間などの、プリセット値
であってよい。いくつかの実施形態では、閾値は、ユーザによって設定または変更され得
る。いくつかの実施形態において、閾値は、様々な動作条件またはこれらの組合せに基づ
き変化し得る。たとえば、ポンプシステムが寿命末期に近づくにつれ（以下で説明されて
いるように）、閾値は、バッテリに十分な残量がある場合に下げられ得る。いくつかの実
施形態において、ポンプシステムは、スイッチをアクティブ化した後、または閾値を超え
た後自動的に、メンテナンスモード１３５０に遷移することができる。いくつかの実施形
態において、ポンプシステムは、遷移時の圧力などの、動作条件に応じてＩＰＤ状態１３
１４またはメンテナンスモード１３５０に遷移し得る。
【０１７８】
　ポンプシステムがスタンバイ状態１３１２に遷移し、スタンバイ状態１３１２に留まっ
たときに、ユーザは指示を与えられ得る。たとえば、いくつかの実施形態において、すべ
てのインジケータは、非アクティブ化され得る。いくつかの実施形態において、ポンプシ
ステムは、インジケータ（たとえば、ＯＫインジケータ）を非アクティブ化し、別のイン
ジケータ（たとえば、被覆材インジケータ）をフラッシングまたは点滅させることができ
る。いくつかの実施形態において、療法は、ポンプシステムがスタンバイ状態１３１２に
留まっている間、サスペンドされ得る。たとえば、陰圧源は、非アクティブ化され（また
はオフにされ）てよく、これは、ポンプシステムがスタンバイ状態１３１２にあることを
ユーザに示すものである。
【０１７９】
　図６３に関連して説明されている実施形態を引き続き参照すると、いくつかの実施形態
において、ポンプシステムは、所望の時間内に閾値圧力に達しないときに、メンテナンス
モード１３５０から漏れ状態１３１６に遷移することができる。閾値圧力が所望の時間内
に閾値圧力に達することができないことは、システム内に漏れが存在することを反映する
ものとしてよい。いくつかの実施形態において、ポンプシステムは、リトライサイクルの
回数がリトライ限度を超えたとき、および／またはポンプのデューティサイクルがデュー
ティサイクル限度を超えると決定されたときに、メンテナンスモード１３５０から漏れ状
態１３１６に遷移し得る。いくつかの実施形態において、リトライ限度および／またはデ
ューティサイクル限度を超えることは、システム内に漏れが存在することを反映するもの
としてよい。いくつかの実施形態において、インジケータ（たとえば、漏れインジケータ
または被覆材インジケータ）は、点滅またはフラッシングすることを間欠的にもしくは連
続的に行い、システム内に漏れが存在していることをユーザに示すことができる。
【０１８０】
　図６３に関連して説明されている実施形態を引き続き参照すると、いくつかの実施形態
において、ポンプシステムは、システムが、創傷被覆材フィルタ（および／またはキャニ
スタフィルタ）などのフィルタが閉塞（創傷被覆材が滲出液で限度容量までまたは限度容
量近くまで満たされることにより引き起こされる）を生じたと決定したときに、メンテナ
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ンスモード１３５０からフィルタ閉塞状態１３１８に遷移するように構成され得る。フィ
ルタに閉塞が生じたと決定するための例示的なアルゴリズムが、以下でさらに詳しく説明
される。いくつかの実施形態において、インジケータ（たとえば、フィルタ閉塞インジケ
ータ）は、点滅またはフラッシングすることを間欠的にもしくは連続的に行い、閉塞が存
在していることをユーザに示すことができる。
【０１８１】
　図６３に関連して説明されている実施形態を引き続き参照すると、いくつかの実施形態
において、ポンプシステムは、電源の残量または寿命を監視するように構成され得る（た
とえば、バッテリ電圧、電流などを定期的に読み取るか、またはサンプリングすることに
よって）。ポンプシステムは、ユーザに対して残量を示すように構成され得る。たとえば
、電源が通常の残量を有すると決定された場合（たとえば、２．７Ｖ、２．６Ｖ、２．５
Ｖなどの閾値と比較した結果として）、インジケータ（たとえば、バッテリインジケータ
）が非アクティブ化され得る。電源の残量が少ないと決定された場合、ポンプシステムは
、たとえば、インジケータ（たとえば、バッテリインジケータ）を点滅またはフラッシン
グさせることによってユーザに指示を与えることができる。いくつかの実施形態において
、インジケータ（たとえば、バッテリインジケータ）は、ポンプシステムが入っている状
態に関係なくまたは特定の状態でのみ点滅またはフラッシングすることを間欠的にもしく
は連続的に行うように構成され得る。
【０１８２】
　いくつかの実施形態において、電源の残量が、クリティカルレベルであるか、またはク
リティカルレベルに近いと決定されたときに（たとえば、２．４Ｖ、２．３Ｖ、２．２Ｖ
などの閾値との比較の結果として）、ポンプシステムは、電圧不足またはバッテリクリテ
ィカル状態１３９２に遷移し得る。いくつかの実施形態において、ポンプシステムは、電
源を交換するか、または充電することなどによって、電源の容量が増加するまでこの状態
に留まり得る。ポンプシステムは、バッテリクリティカル状態１３９２に留まっている間
に療法を非アクティブ化することができる。それに加えて、ポンプシステムは、たとえば
、すべてのインジケータを非アクティブ化することによって電源がクリティカルレベルに
あるか、またはクリティカルレベルに近いことをユーザに示すように構成され得る。いく
つかの実施形態において、ポンプシステムが電圧不足状態１３９２に遷移した後に一時停
止／再開ボタンが押されたときに、ポンプシステムは、たとえば、バッテリインジケータ
ＬＥＤをフラッシングすることによってデバイスがまだ寿命末期（ＥＯＬ）に達していな
いことを示すように構成され得る。
【０１８３】
　図６３に関連して説明されている実施形態を引き続き参照すると、いくつかの実施形態
において、ポンプシステムは、最初のアクティブ化後、約１日、２日～１０日、最大３０
日などの所定の期間に療法を実施するように構成され得る。いくつかの実施形態において
、そのような期間は、ユーザによって変更され、および／または様々な動作条件またはこ
れらの組合せに基づき変化する、プリセットされた値であってよい。ポンプシステムは、
そのような期間の終了後に処分され得る。ポンプシステムがアクティブ化された後、ポン
プシステムは、アクティブ状態のままであった持続時間を監視することができる。いくつ
かの実施形態において、ポンプシステムは、システムがアクティブ状態のままであった累
積持続時間を監視することができる。これは、たとえば、そのような持続時間を反映する
、タイマ（ファームウェア、ソフトウェア、ハードウェア、またはこれらの組合せによる
）を維持することによって遂行され得る。
【０１８４】
　持続時間が閾値（たとえば、１０日）に達するか、または超えたときに、ポンプシステ
ムは、寿命末期（ＥＯＬ）状態１３９０に遷移することができる。ポンプシステムは、状
態１３９０に留まっている間、療法を非アクティブ化し、ポンプシステムの使用可能寿命
の終わりに達したことをユーザに示すことができる。たとえば、ポンプシステムは、すべ
てのインジケータを非アクティブ化し、および／またはボタンを非アクティブ化すること
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ができる。いくつかの実施形態において、ポンプシステムが使い捨てであるときには、寿
命末期状態１３９０に遷移することは、ポンプシステムが処分できることを意味する。ポ
ンプシステムは、寿命末期に達した後にポンプシステムの再アクティブ化を無効化するこ
とができる。たとえば、ポンプシステムは、電源が切断され、後で再接続される場合であ
っても再アクティブ化を可能にしないように構成されるものとしてよく、これは指示、値
、フラグなどを読出し専用メモリ内に記憶することによって達成され得る。
【０１８５】
　図６４は、いくつかの実施形態により、メンテナンスモード１３５０のときなど、陰圧
源がアクティブであるときに、圧力対時間の例示的なグラフ１４００を示している。直線
１４１０によって例示されているように、システムは、ポンプシステムまたは陰圧源と創
傷被覆材との間の流体流路などの、その一部分の中の圧力が低圧力閾値１４０２であるか
、または低圧閾値１４０２に近いことを検出した後、監視状態１３５２に入ることができ
る。例示されている実施形態において、他の低圧閾値も上で説明されているように選択で
きるが、低圧閾値は約－１００ｍｍＨｇとすることができる。監視状態１３５２のとき、
ポンプシステムまたはその一部分の中の圧力は、陰圧源が非アクティブ化され、システム
内にわずかな漏れが存在することにより徐々に減少し始めることがある。例示されている
ように、ポンプシステムは、間隔１４３０によって表されているように、期間ａにわたっ
て圧力を監視することができる。いくつかの実施形態において、圧力は、遷移期が経過し
た後に間隔１４３０にわたってサンプリングされ得る。たとえば、いくつかの実施形態に
おいて、遷移期は、監視状態１３５２が始まると測定され得る。遷移期が経過した後、圧
力は、連続サンプルでサンプリングされるものとしてよく、連続サンプルの２つ以上の平
均をとることができる。
【０１８６】
　システムが、ポンプシステムまたはその一部分の中の圧力が、高圧閾値１４１２である
か、または高圧閾値１４１２に近いことを検出したときに、システムは、直線１４２０に
よって例示されているように、ＭＰＤ状態１３５４に切り替わり、陰圧源を再アクティブ
化し、ポンプシステムまたはその一部分の中の圧力を下げることができる。例示されてい
る実施形態において、他の高圧閾値も上で説明されているように選択できるが、高圧閾値
は約－６０ｍｍＨｇとすることができる。例示されているように、ポンプシステムは、間
隔１４３２によって表されているように、期間ｂにわたってアクティブ化することができ
る。ポンプシステムが、ポンプシステムまたはその一部分の中の圧力が低圧力閾値１４２
２であるか、低圧閾値１４２２に近いと検出したときに、システムは、監視状態１３５２
に切り替わって戻り、陰圧源を非アクティブ化することができる。このプロセスは、必要
に応じて繰り返すことができる。
【０１８７】
　いくつかの実施形態において、ポンプアセンブリは、陰圧源（たとえば、ポンプ）のデ
ューティサイクルを監視するように構成され得る。本明細書で使用されているように、「
デューティサイクル」は、陰圧源が一定期間にわたってアクティブであるか、または動作
している時間の長さを反映する。言い替えれば、デューティサイクルは、考慮対象の全時
間のうちのわずかな時間として陰圧源がアクティブ状態にある時間を反映し得る。たとえ
ば、上で説明されているように、いくつかの実施形態において、ポンプシステムは、たと
えば、ポンプのデューティサイクルがデューティサイクル限度を超えると決定されたとき
に、ＩＰＤ状態１３１４またはメンテナンスモード１３５０から漏れ状態１３１６に遷移
し得る。そのような場合において、デューティサイクル限度を超えることは、システム内
に漏れが存在することを反映するものとしてよい。いくつかの実施形態において、間隔１
４１０と１４２０との間に例示されている期間（すなわち、ａ＋ｂ）にわたるポンプのデ
ューティサイクル（ＤＣ）は、パーセントスケールで次のように表され得る。
【０１８８】
　ＤＣ＝１００％＊［ｂ／（ａ＋ｂ）］
【０１８９】
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　いくつかの実施形態において、ポンプアセンブリは、陰圧源のデューティサイクルを監
視するように構成されている、コントローラ１１１４または１２０２などの、コントロー
ラを備え得る。デューティサイクルの測定は、システムを通る流量を示し、陰圧源の活動
レベルを反映し得る。たとえば、デューティサイクルは、陰圧源が正常に動作しているこ
と、激しく動作していること、極端に激しく動作していることなどを示し得る。さらに、
定期的なデューティサイクルの測定などの、デューティサイクルの測定は、システム内の
１以上の漏れの存在、率、および／または重大度、創傷から吸引される流体（たとえば、
空気、液体、および／または固形滲出物など）の流量などの、様々な動作状態を反映する
ことができる。測定されたデューティサイクルをデューティサイクル閾値（較正または実
行時に決定される）と比較することなどによる、デューティサイクルの測定に基づき、コ
ントローラは、様々なシステム要求条件に従ってシステムの動作を制御するアルゴリズム
またはロジックを実行し、および／またはそれらを実行するようにプログラムされ得る。
たとえば、デューティサイクルの測定は、システム内に大きな漏れが存在することを示す
ことができ、コントローラは、この状態をユーザ（たとえば、患者、介護人、医師など）
に示し、および／または節電のため陰圧源の動作を一時的にサスペンドまたは一時停止す
るようにプログラムされ得る。
【０１９０】
　いくつかの実施形態において、ポンプシステム１０００、１１００、または１２００は
、１０秒以下から５分以上毎に１回など、デューティサイクルを定期的に監視するように
構成され得る。いくつかの実施形態において、ポンプアセンブリは、毎分１回デューティ
サイクルを監視するように構成され得る。
【０１９１】
　たとえば、デューティサイクルを決定するために、ポンプシステム１０００、１１００
、１２００は、ポンプがアクティブである（たとえば、ポンプ実行時）および／または非
アクティブである間の持続時間を監視するように構成され得る。いくつかの実施形態にお
いて、ポンプシステム（たとえば、コントローラ１１１４、１２０２）は、決定されたデ
ューティサイクルを、１％以下から５０％以上までの範囲から選択され得る、デューティ
サイクル閾値と比較するように構成されるものとしてよい。たとえば、この比較は、シス
テム内に漏れが存在することを示すことができる。言い替えれば、ポンプが、デューティ
サイクル閾値に達するか、または超えるように一定期間にわたってアクティブのままであ
る場合に、陰圧源は、漏れを解消するために激しく働きすぎている可能性がある。そのよ
うな場合、上で説明されているように、ポンプアセンブリは、療法の実施をサスペンドす
るか、または一時停止するように構成されてよい。ポンプアセンブリは、たとえば、陰圧
源を非アクティブ化すること、１以上のインジケータをアクティブ化すること、および同
様のことによってポンプが激しく働いている（たとえば、デューティサイクルがデューテ
ィサイクル閾値を超える）という指示をユーザに与えるように構成され得る。いくつかの
実施形態において、デューティサイクル閾値は、ユーザによって設定または変更され、お
よび／または様々な動作条件またはこれらの組合せに基づき変化する、プリセットされた
値であってよい。いくつかの実施形態において、デューティサイクルは、ポンプの活動レ
ベルを示すが、ポンプ速度などの他の測定基準も、ポンプの活動レベルを測定するために
使用され得る。いくつかの実施形態において、流体の流量は、流量計を使用することなど
によって、直接的に測定され得る。
【０１９２】
　いくつかの実施形態において、ポンプシステム１０００、１１００、または１２００は
、実行時に（または動的に）デューティサイクル閾値を決定し、調整する。たとえば、コ
ントローラ１１１４または１２０２は、デューティサイクル閾値を、約１秒以下、３０秒
以下または以上、１分以下または以上、１０分以下または以上、３０分以下または以上、
１時間以下または以上、などの時間おきなど、定期的におよび／または連続的に決定する
ように構成され得る。デューティサイクル閾値は、少なくとも一部は電源１１０８または
１２１６（たとえば、図５７Ａに示されているポンプシステム、および図６０、図６１、
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および図６２に示されているポンプシステム１０００、１１００、または１２００）の容
量および装置の動作時間に基づき得る。上で説明されているように、ポンプシステムは、
所定の期間に療法を行い、初期アクティブ化の後所定の期間に自らを非アクティブ化する
ように構成され得る。たとえば、そのような所定の期間（または、存続期間閾値）は、７
日（または１６８時間）、１０日（または２４０時間）など、１日以下または１０日以上
の間とすることができる。電源１１０８または１２１６は、十分な電力をポンプシステム
１００、１０００、１１００、または１２００に供給し、少なくとも存続期間閾値に等し
い時間の間動作する十分な容量を有するように構成されるか、または選択され得る。いく
つかの実施形態において、装置（たとえば、コントローラ１１１４または１２０２を介し
た）は、装置の初期アクティブ化から経過した総時間に基づき動作時間を決定し、動作時
間が存続期間閾値に達したときに陰圧源のアクティブ化を無効化するように構成され得る
。
【０１９３】
　いくつかの態様によれば、デューティサイクル閾値を調整することは、いくつかの理由
から有益な場合がある。いくつかの実施形態において、デューティサイクル閾値は、中断
がまったくないか数回程度でユーザに療法を施したいという望みと節電の必要性との間の
バランスを表し得る。たとえば、システム内に漏れがあり、漏れ検出が少なくとも一部は
ポンプのデューティサイクルを監視し、監視されたデューティサイクルをデューティサイ
クル閾値と比較することに基づき実行される状況において、ポンプシステム１００、１０
００、１１００、または１２００は、療法の実施を非アクティブ化することを含み得る、
漏れが検出されたことをユーザに知らせる指示を出す前に一定期間にわたって療法を施す
ように構成され得る。漏れが対処された後、療法の実施を再開できる。しかしながら、デ
ューティサイクル閾値を大きくすれば、有利には、結果として療法の実施の中断が数回程
度と少なくなり得る。
【０１９４】
　いくつかの実施形態において、デューティサイクルは、ポンプシステムの動作中に定期
的におよび／または動的に（たとえば、コントローラ１１１４または１２０２によって）
計算され得る。上で説明されているように、いくつかの実施形態において、デューティサ
イクル閾値は、ポンプシステムの残存もしくは残留バッテリ寿命の推定および／または計
算に基づき計算され得る。残留バッテリ寿命の関数であるデューティサイクルの推定およ
び／または計算は、ポンプシステムの動作中に（バッテリの充電が行われなければ）バッ
テリ寿命が減少するので動的である。その結果、推定された、および／または計算された
デューティサイクル閾値は、残留バッテリ寿命が減少し、寿命末期に近づきつつあるとき
に調整される。たとえば、いくつかの実施形態において、ポンプシステムによって消費さ
れるエネルギー（たとえば、ジュールで表される）は、与えられた時間における残留バッ
テリ寿命の長さを決定するために一定期間にわたって追跡され得る。いくつかの実施形態
において、ポンプシステムによって消費される実際のエネルギーが追跡され得るか、また
はポンプシステムによって消費される推定されるジュール数が追跡され得る。
【０１９５】
　いくつかの実施形態において、デューティサイクル閾値は、残留バッテリ寿命の決定に
基づき調整することができる。たとえば、ポンプシステムが、１０日間動作するように構
成されていると仮定する。初日に、デューティサイクル閾値は、ポンプシステムが後の９
日間動作できるようにバッテリ寿命を温存するために、たとえば、１０％などのより低い
値に控えめに設定され得る。次に、５日目の動作で、残留バッテリ寿命は残存バッテリ容
量の７５％（動作期間の中ほどで予想されるように５０％の残存容量でなく）を示すと仮
定し、最初の５日間の動作における動作履歴に基づき、ポンプシステムは、最後の５日間
の動作でバッテリ容量のせいぜい５０％を消費すると推定されると仮定する。ポンプシス
テムの推定されたエネルギー消費量は、重大な場合もあり得る、１以上の漏れの存在下で
動作しているポンプシステムの控えめな推定を行うことを含む、様々な方法で決定され得
る。この例では、５日目の推定された残存バッテリ容量（または７５％）は、寿命末期（
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または５０％）までのポンプ動作に必要な推定容量を超えるので、デューティサイクル閾
値は、２５％（から１２．５％）だけ、または別の好適な増分だけ増やされ得る。別の例
では、デューティサイクル閾値は、残存バッテリ容量がたとえば動作中に発生した漏れの
せいで予想容量を下回るので下げられ得る。いくつかの実施形態において、デューティサ
イクル閾値は、最小値と最大値の間に設定され得る。
【０１９６】
　いくつかの実施形態において、デューティサイクル閾値（ＤＣ）は、次のように決定さ
れ得る。この決定は、コントローラ（たとえば、コントローラ１１１４または１２０２に
よって）実行され得る。次の計算では、Ｔｐｒｅｄｉｃｔｅｄ，ｒｕｎは、ポンプがアク
ティブであるか、または動作中である（たとえば、ＩＰＤ状態、ＭＰＤ状態など）と予想
される際の推定された時間であり、Ｔｐｒｅｄｉｃｔｅｄ，ｗａｉｔは、ポンプが非アク
ティブであるか、またはアイドル状態である（たとえば、監視状態、一時停止状態など）
と予想される際の推定された時間であり、Ｔｒｅｓｉｄｕａｌは、寿命末期に達するまで
の残り時間の長さである。Ｔｐｒｅｄｉｃｔｅｄ，ｒｕｎは、次のようにデューティサイ
クル閾値に関して表すことができる、ポンプシステムがアクティブであると予想される残
留時間の長さ（Ｔｒｅｓｉｄｕａｌ）として決定され得る。
【０１９７】
【数１】

【０１９８】
Ｔｐｒｅｄｉｃｔｅｄ，ｗａｉｔは、次のようにＤＣに関して表すことができる、ポンプ
システムがアイドル状態であると予想される残留時間の長さ（Ｔｒｅｓｉｄｕａｌ）とし
て決定され得る。
【０１９９】

【数２】

【０２００】
ＰｒｕｎおよびＰｗａｉｔは、それぞれポンプが動作しているときとアイドル状態のとき
の推定される電力消費量である。これらの値は、デバイスの履歴的動作を考慮する技術、
控えめの推定を実行する技術（上で説明されているように、１以上の重大な漏れの存在の
下でシステムが動作していると予想することを含み得る）、あまり控えめでない推定を実
行する技術（１以上の管理可能な漏れの存在下でシステムが動作していると予想すること
を含み得る）、および同様の技術のうちの１以上を使用して決定され得る。Ｅｒｅｓｉｄ

ｕａｌは、推定され、および／または測定され得る、電源の推定される残留容量である。
次の式に示されているように、Ｅｒｅｓｉｄｕａｌは、活動期間に消費される推定される
エネルギー（Ｔｐｒｅｄｉｃｔｅｄ，ｒｕｎ×Ｐｒｕｎ）と、不活動期間に消費されると
推定されるエネルギー（Ｔｐｒｅｄｉｃｔｅｄ，ｗａｉｔ×Ｐｗａｉｔ）の総和としても
表され得る。
【０２０１】
【数３】

【０２０２】
式（３）は次のように簡素化される。
【数４】

【０２０３】
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式（４）を
【０２０４】
【数５】

【０２０５】
で除算する。
式（５）は次のように書き換えられる。
【０２０６】
【数６】

【０２０７】
デューティサイクル（ＤＣ）について解くと
【０２０８】
【数７】

【０２０９】
となる。
したがって、式（７）が、動的デューティサイクル閾値を決定するために使用され得る。
この決定は定期的に実行され得る。
【０２１０】
　ポンプシステム制御の追加の詳細は、米国特許第８，７３４，４２５号明細書、名称「
PRESSURE CONTROL APPARATUS」、米国特許第８，９０５，９８５号明細書、名称「SYSTEM
S AND METHODS FOR CONTROLLING OPERATION OF A REDUCED PRESSURE THERAPY SYSTEM」、
米国特許出願公開第２０１５／００５１５６０号明細書、名称「CONTROLLING OPERATION 
OF A REDUCED PRESSURE THERAPY SYSTEM BASED ON DYNAMIC DUTY CYCLE THRESHOLD DETER
MINATION」において開示されており、これらは本開示の一部であるかのように参照により
本明細書に組み込まれている。
【０２１１】
　いくつかの実施形態において、ＩＰＤまたはＭＰＤ状態における圧力は、ＩＰＤまたは
ＭＰＤ状態が開始されたときから経過したプリセット期間の後にサンプリングされ得る。
この時間が経過した後、圧力は、連続サンプルでサンプリングされるものとしてよく、連
続サンプルの２つ以上の平均をとることができる。いくつかの実施形態において、圧力の
サンプリングは、駆動信号と同期され得る。たとえば、ポンプシステムまたは陰圧源と創
傷被覆材との間の流体流路などの、その一部分の中の圧力のサンプリングは、駆動信号が
おおよそ、実質的にオフセット（以下で説明されている）および／または０値である振幅
を有しているときに実行され得る。いくつかの実施形態において、連続圧力サンプルの２
つ以上のグループの平均をとり、モータの動作によって引き起こされる圧力変動による測
定誤差を最小にすることができる。いくつかの実施形態において、連続圧力サンプルの２
つ以上のグループの平均をとることで、圧力サンプルが０値で同期されるときに０値を検
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出するのに要する時間を補償することができる。ポンプアセンブリの移動は、ポンプシス
テムのマニホールドなどの、ポンプシステム内の圧力に大きな影響を及ぼし得る。圧力の
サンプリングを駆動信号のオフセットおよび／または０値と同期させることによって、モ
ータの動作によって引き起こされる圧力変動による測定誤差を小さくすることができる。
いくつかの実施形態において、圧力のサンプリングは、駆動信号の極大値および／または
極小値と同期され得る。いくつかの実施形態において、圧力のサンプリングは、負の変化
率および／または正の変化率を有する駆動信号の部分などの、駆動信号のいくつかの部分
と同期され得る。
【０２１２】
　いくつかの実施形態において、圧力は、オフセットおよび／または０値、極大値、およ
び／または極小値などの、１以上の選択されたサンプリング振幅で、またはおおよその１
以上の選択されたサンプリング振幅で１以上の回数のサンプリングが行われ得る。これは
、有利には、サンプリング誤差の尤度を小さくし、１以上の選択されたサンプリング振幅
の検出から圧力のサンプリングまでに経過した遅延時間を補償することができる。たとえ
ば、いくつかの実施形態において、ポンプシステムは、おおよそオフセットおよび／また
は０値毎に８つの連続サンプルをとることができる。したがって、ポンプシステムは、駆
動信号の単一期間にわたって１６個のサンプルをとることができる。いくつかの実施形態
において、ポンプシステムは、一定期間にわたってとったサンプルの一部またはすべての
平均をとることができる。
【０２１３】
ポンプの作動および制御
　本明細書で開示されている実施形態において、ポンプの性能および効率は、アクチュエ
ータ（たとえば、ポンプシステム１００のコイル６００）を駆動するため好適な信号また
は波形を選択することによって改善され得る。コントローラ（たとえば、コントローラ１
００６、１１１４、および／またはドライバモジュール１２２０）によって、好適な駆動
波形がコイルに印加され得る。本明細書で開示されている実施形態において、ダイアフラ
ムが真空に対抗して引いている（または流体流路からガスを取り除いている）ときにダイ
アフラムとポンプの出口弁（たとえば、ポンプシステム１００のダイアフラム５５０）に
かかる圧力差は、弁にかかる圧力低下と被覆材の下の真空レベルとの総和として決定され
得る。たとえば、本明細書で開示されている実施形態において、陰圧範囲は、約－８０ｍ
ｍＨｇであるものとしてよく、これは、最大８０ｍｍＨｇまでの真空レベルがダイアフラ
ムにかかる圧力低下に影響を及ぼし得ることを意味する。ダイアフラムが取り除かれる流
体を吐出している（たとえば、取り除かれるガスを大気中に吐出している）ときに、ダイ
アフラムおよび出口弁にかかる圧力差は、弁にかかる圧力低下として決定され得る。言い
替えれば、ガスが吐出されているときに、ダイアフラムおよび出口弁にかかる圧力差は、
弁にかかる圧力低下と実質的に同等である。
【０２１４】
　本明細書で開示されている実施形態において、取り除かれるガスを吐出するための力は
、真空を引く（たとえば、流体流路からガスを取り除く）ための力よりも小さいものとし
てよい。正と負の等しい振幅を有する方形波または正弦波などの対称的な信号が、コイル
に印加される場合、ダイアフラムは、弛緩中心状態でない点の周りで振動し、これはダイ
アフラムの全行程を縮小し、それによって効率を下げ得る。
【０２１５】
　図６５は、いくつかの実施形態による陰圧源に対する例示的な駆動信号を表している。
本明細書で開示されている実施形態において、ダイアフラムは、オフセット正弦波（また
はサイン）駆動信号１５１０によって駆動され得る。たとえば、駆動信号は、コイル６０
０などの、ポンプのアクチュエータに印加され、それによって、ダイアフラムを屈曲させ
、撓ませることができる。図６５は、いくつかの実施形態によるアクチュエータに印加さ
れ得るオフセット正弦波形１５１０を示している。ｘ軸は時間を表し、ｙ軸は電圧などの
振幅を表す。正弦波１５１０の例示されている振幅は、電圧であるが、ダイアフラムを駆
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動するために電流が使用され得る。
【０２１６】
　正弦波１５１０は、約０．４Ｖである、直線１５１２によって示されているような０Ｖ
からのオフセットである。好適なオフセットは、０．０５Ｖ、０．１Ｖ、０．６５Ｖなど
が使用され得る。オフセットは、負であってもよい。以下でさらに詳しく説明されるよう
に、いくつかの実施形態において、オフセットは、ポンプシステムまたはその一部分の中
の現在および／または所望の圧力などの、ポンプシステムの動作状態に応じて可変であっ
てもよい。正弦波１５１０は、正弦波１５１０において例示されている－２．７Ｖから３
．３Ｖなど、好適な大きさの信号であってよい。本明細書で開示されている実施形態にお
いて、－１．０Ｖから１．０Ｖ、－２．０Ｖから２．０Ｖ、－４．０から４．０Ｖなどの
範囲の、電圧の他の好適な大きさも使用できる。以下でさらに詳しく説明されるように、
いくつかの実施形態において、大きさは、ポンプシステムまたはその一部分の中の現在お
よび／または所望の圧力などの、ポンプシステムの動作状態に応じて可変であってもよい
。いくつかの実施形態において、ポンプアセンブリのダイアフラムおよび／または他の振
動構成要素の共振周波数は、動作中に駆動信号のオフセットおよび／または大きさを修正
することによってポンプシステムの動作中に整合され得る。たとえば、いくつかの実施形
態において、駆動信号オフセットおよび／または大きさは、駆動信号がポンプアセンブリ
のダイアフラムおよび／または他の振動構成要素を、陰圧が送達されることに関連付けら
れている共振周波数で振動させるように連続的に修正され得る。たとえば、いくつかの実
施形態において、駆動信号は、ターゲット低圧閾値が満たされるか、超えるまでＩＰＤ状
態において連続的に修正され得る。いくつかの実施形態において、駆動信号は、ターゲッ
ト低圧が再び満たされるか、超えるまでＭＰＤ状態のときに同様に連続的に修正され得る
。動作中に駆動信号のオフセットおよび／または大きさを修正することによって、ポンプ
は、有利には、動作中により効率的に、また静粛にされ得る。正弦波１５１０は、正弦波
１５１０において例示されているような約２００Ｈｚなどの、好適な周波数のものであっ
てよい。いくつかの実施形態において、約５０Ｈｚから約２００Ｈｚ、または約２５Ｈｚ
以下から約３００Ｈｚ以上までなど、他の好適な周波数も使用され得る。５０Ｈｚ未満お
よび２００Ｈｚ超の周波数などの他の周波数も使用され得る。
【０２１７】
　本明細書で開示されている実施形態において、オフセット正弦波１５１０などの、正弦
波信号でダイアフラムを駆動することで、陰圧源の効率を高めることができる。たとえば
、正弦波１５１０は、単一周波数を有するので、その周波数がポンプの単一の振動または
共振モードを刺激することができる（たとえば、ポンプの第１の振動モードは、他のモー
ドがより高い自然または共振周波数を有する場合に刺激される）。効率は、ポンプが運動
するか、または単一周波数で共振する場合に最適化され得る。たとえば、ダイアフラムの
軸方向バネ剛性および正弦波のオフセットは、より高い効率となるように最適化され得る
。それに加えて、ゴム製構成要素などの、ダイアフラム以外の構成要素では駆動エネルギ
ーはあまり、またはまったく吸収され得ない。
【０２１８】
　本明細書で開示されている実施形態では、非オフセット正弦波駆動信号が使用され得る
。様々な実施形態において、余弦波、正接波、方形波、三角波、鋸波、パルス幅変調波形
などの他の周期的信号も、ダイアフラムを駆動するために使用され得る。ダイアフラムを
駆動する信号は、対称的であるか、または非対称的であり、および／またはオフセットさ
れるか、またはオフセットされ得ない。いくつかの実施形態において、非周期的駆動信号
が使用され得る。
【０２１９】
　図６５の例示的な駆動信号を引き続き参照すると、いくつかの実施形態において、正弦
波１５１０は、１以上の他の波の組合せを介して生成され得る。例示されている実施形態
において図示されているように、正弦波１５１０を生成するために、２つの１８０度位相
シフトした正弦波１５２０および１５３０が組み合わされ得る。正弦波１５２０および１
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５３０は、ピークツーピーク振幅などの、異なる振幅を有し得る。本明細書で開示されて
いる実施形態において、概略図１５４０に示されているように、正弦波１５３０は、正弦
波１５２０から差し引かれ、アクチュエータなどの陰圧源に印加され得る。本明細書で開
示されている実施形態において、正弦波１５２０および１５３０は、互いに関して位相シ
フトされるものとしてよく、好適な位相シフト値は０から３６０度の範囲から選択される
。様々な実施形態において、正弦波１５２０および１５３０は、線形または非線形的に結
合され得る。
【０２２０】
　図６６は、いくつかの実施形態による、図６５に例示されている正弦波１５２０および
１５３０などの、駆動信号の発生を示している。コントローラ１５５０（たとえば、コン
トローラ１００６、１１１４、および／またはドライバモジュール１２２０）によって、
１以上のＰＷＭ駆動信号１５６０が生成され得る。異なる周波数の方形波の結合として洗
わされ得る、これらのＰＷＭ駆動信号は、ローパルフィルタであってよい、フィルタ１５
７０によってフィルタリングされる。フィルタ１５７０は、ＰＷＭ駆動信号の１つを除く
すべての周波数成分を除去するように構成され得る。本明細書で開示されている実施形態
において、１以上のＰＷＭ駆動信号１５６０をフィルタリングすることで、正弦波１５２
０および１５３０を生成することができる。例示されている実施形態において図示されて
いるように、２つのＰＷＭ駆動信号１５６０（上信号および下信号として示されている）
は、正弦波１５２０および１５３０をそれぞれ生成するために使用され得る。ＰＷＭ駆動
信号１５６０の各々は、それぞれの正弦波信号１５２０または１５３０を生成するために
、振幅などの、適切な特性を有する信号であってよい。
【０２２１】
　本明細書で開示されている実施形態において、ボイスコイルアクチュエータまたはモー
タは、フィルタ１５７０として使用され得る。ボイスコイルモータは、ローパスフィルタ
特性を有する、ＬＣまたはＲＬＣ回路などの、共振回路として振る舞うことができる。一
実施形態において、モータは、特性として、抵抗Ｒ＝２０Ω、インダクタンスＬ＝１ｍＨ
、および時定数τ＝５０μｓを有することができる。本明細書で開示されている実施形態
において、好適な分離フィルタ１５７０が使用され得る。いくつかの実施形態において、
フィルタ１５７０は、ハイパス、バンドパス、バンドストップ、および／またはノッチ特
性を有することができる。本明細書で開示されている実施形態において、正弦波１５１０
は、１以上のＰＷＭ信号から直接生成され得る。
【０２２２】
ポンプ作動パラメータの較正
　本明細書で開示されている実施形態において、正弦波１５１０などの、駆動信号の１以
上のパラメータは、ポンプシステムの現在のおよび／または所望の動作状態に基づき変え
ることができる。たとえば、いくつかの実施形態において、駆動信号のオフセットおよび
／または振幅などのパラメータは変更可能である。そのようなパラメータは、ポンプシス
テムまたは陰圧源と創傷被覆材との間の流体流路などの、その一部分に対する現在のおよ
び／または所望の圧力に基づき変えることができる。以下で説明されているように、駆動
信号のパラメータを変更することで、ポンプシステムの効率を高め、消費電力を低減し、
陰圧源の構成要素によって発生する騒音を減らすことができる。
【０２２３】
　いくつかの実施形態において、パラメータは、ダイアフラムチャンバが最小容積または
最小容積の近くにあり得る上死点（「ＴＤＣ」）およびダイアフラムチャンバが最大容積
または最大容積の近くにある下死点（「ＢＤＣ」）での機械的ストッパなどの機械的スト
ッパにより、支持体、シャフト、またはピストンなどのボイスコイルアクチュエータの構
成要素の間の接触などの、ポンプアセンブリの構成要素の間の接触の可能性を低減するか
、またはなくすように変えることができる。真空が増大するにつれ、オフセットは、ＢＤ
Ｃの方へよりバイアスされるものとしてよく、振幅は、ピストンがより高い真空状態にお
いて与えられた振幅についてより低い移動度を示すので高められ得る。いくつかの実施形
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態において、ダイアフラムは、駆動信号に対するオフセットが周囲圧または大気圧でＴＣ
Ｄに向かい、圧力としての大きさに関してより高い陰圧を低減するように、バネなどの、
ポンプアセンブリの構成要素を介してＢＤＣの方へ最初に付勢され得る。ポンプアセンブ
リの構成要素の間の接触を減らすことによって、ポンプアセンブリの騒音、振動、および
ハーシュネスも低減され得る。さらに、駆動信号のパラメータを変化させることによって
、ポンプアセンブリを通る流れは、所望のレベルに維持され得る。
【０２２４】
　いくつかの実施形態において、パラメータは、ポンプアセンブリがアクティブ化された
ときに圧力減衰率を変えるように変化させることができる。たとえば、パラメータは、圧
力減衰率が概して線形となるように変化させることができる。
【０２２５】
　本明細書で開示されている実施形態において、ポンプシステムは、駆動信号に対する１
以上のパラメータを（コントローラを使用して）決定し、（メモリ内に）記憶することが
できる。たとえば、ポンプシステムは、１以上のターゲット圧力に対するオフセットおよ
び／または振幅を決定し、記憶することができる。いくつかの実施形態において、ポンプ
アセンブリは、３つのターゲット圧力におけるオフセットおよび振幅を記憶することがで
きる。たとえば、ポンプシステムは、０ｍｍＨｇまたはおおよそ０ｍｍＨｇ、－７１ｍｍ
Ｈｇまたはおおよそ－７１ｍｍＨｇ（－９．５ｋＰａ）、および－９４ｍｍＨｇまたはお
およそ－９４ｍｍＨｇ（－１２．５ｋＰａ）で振幅およびオフセットを決定し、記憶する
ことができる。いくつかの実施形態において、これらの圧力が選択されたのは、０ｍｍＨ
ｇがシステム内の初期圧力に対応しており、－７１ｍｍＨｇがおおよそ監視モード１３５
０（上で説明されているような）における高圧閾値であり、－９４ｍｍＨｇがおおよそ監
視モード１３５０（上で説明されているような）における低圧閾値であるからである。
【０２２６】
　ポンプシステムは、－６７ｍｍＨｇまたはおおよそ－６７ｍｍＨｇ（－９．０ｋＰａ）
などの、他のターゲット圧力における振幅および／またはオフセットを決定し、記憶する
ことができる。いくつかの実施形態において、ポンプシステムは、低圧閾値および高圧閾
値などの、周囲圧力またはおおよそ周囲圧力および圧力閾値またはおおよそ圧力閾値に対
応する圧力に対する振幅および／またはオフセットを決定し、記憶することができる。た
とえば、ポンプシステムは、周囲圧力、高圧閾値未満の陰圧、および低圧閾値超の陰圧に
対応する圧力に対する振幅およびオフセットを決定し、記憶することができる。いくつか
の実施形態において、ポンプシステムは、メンテナンスモード１３５０などの、メンテナ
ンスモードのときの通常動作範囲を外れる圧力に対する振幅および／またはオフセットを
決定し、記憶することができる。
【０２２７】
　ポンプシステムは、必要に応じてより少ないまたはより多いターゲット圧力におけるオ
フセットおよび／または振幅を決定し、記憶することができる。たとえば、いくつかの実
施形態において、ポンプシステムは、５つのターゲット圧力におけるオフセットおよび／
または振幅を決定し、記憶することができる。さらに、ポンプシステムは、必要に応じて
リストに挙げられているものと異なる圧力におけるオフセットおよび／または振幅を決定
し、記憶することができる。たとえば、より多い数の圧力におけるオフセットおよび／ま
たは振幅を記憶する結果として、より効率的なポンプシステムを実現できる。
【０２２８】
　いくつかの実施形態において、ポンプシステムは、ポンプシステムに対する典型的な動
作範囲よりも大きい陰圧値における振幅および／またはオフセットも決定し、記憶するこ
とができる。たとえば、ポンプシステムは、－２１８ｍｍＨｇまたはおおよそ－２１８ｍ
ｍＨｇ（－２９ｋＰａ）における振幅および／またはオフセットを決定し、記憶すること
ができる。－２１８ｍｍＨｇまたはおおよそ－２１８ｍｍＨｇにおける記憶されている振
幅および／またはオフセットは、－９４ｍｍＨｇなどの、ポンプシステムに対する上側動
作陰圧範囲における記憶されている振幅および／またはオフセット以下とすることができ
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る。より高い陰圧におけるそのような振幅および／またはオフセットを記憶する際に、よ
り高い陰圧におけるポンプシステムを通る流れは低減され得、それによって、ポンプシス
テムの構成要素への損傷の可能性を減らせる。
【０２２９】
　本明細書で開示されている実施形態において、ポンプシステムは、現在のおよび／また
は所望の陰圧などの、ポンプの動作状態に基づき駆動信号の１以上のパラメータを決定す
るか、または計算することができる。たとえば、ポンプシステムは、駆動信号に対するオ
フセットおよび／または振幅を計算することができる。いくつかの実施形態において、ポ
ンプシステムは、ポンプシステム内の記憶されているパラメータに少なくとも部分的に基
づき駆動信号に対するオフセットおよび／または振幅を計算することができる。これは、
有利には、ポンプシステムに記憶されるパラメータの総数を減らし、それによってポンプ
システム内において必要なメモリの量を削減することができる。さらに、以下でさらに詳
しく説明されるように、これは、また、ポンプを較正するために要する時間を短縮するこ
とができる。いくつかの実施形態において、ポンプシステムは、記憶されているパラメー
タのうちの２つ以上の値で補間し得る。たとえば、ポンプシステムは、記憶されているパ
ラメータのうちの２つ以上の間で、線形補間などの補間を行い得る。多項式およびスプラ
イン補間などの、他のタイプの補間も使用され得る。ポンプシステムは、駆動信号に対す
る１以上のパラメータを計算するため他のアルゴリズムを使用することができる。そのよ
うな技術の組合せも使用され得る。
【０２３０】
　図６７は、いくつかの実施形態による駆動信号の１以上のパラメータを取得するための
較正プロセスまたは方法１６００を例示している。いくつかの実施形態において、ポンプ
システムに記憶されている１以上のパラメータは、そのような較正のときのポンプシステ
ムの性能に基づくものとしてよい。較正は、ポンプシステムのポンプアセンブリが部分的
にまたは完全に組み立てられた後、製造または生産時に実行され得る。較正は、本明細書
で説明されている小型ボイスコイルポンプを含む、小型ポンプなどの、製造または組み立
て許容範囲が低いポンプアセンブリに特に有利であり得る。たとえば、製造および取付け
の際のわずかな相違は、潜在的に、第１のポンプアセンブリと第２のポンプアセンブリと
の間の最適なパラメータを著しく変える可能性がある。したがって、較正は、そのような
ポンプシステムの効率を著しく高めることができる。較正方法１６００は、本明細書で開
示されているポンプの実施形態のいずかを較正するために使用され得る。
【０２３１】
　いくつかの実施形態において、ポンプシステムの較正は、プロセス１６００を実装する
ことができる、較正システムによって実行され得る。較正システム（図示せず）は、限定
はしないが、圧力を印加するための空気圧チャンバ、ポンプシステムの１以上の構成要素
の移動を測定するための１以上のセンサ、メモリ、コントローラ、入力および出力インタ
ーフェースなどの構成要素を含み得る。較正は、有利には、ポンプシステム内の陰圧源が
１以上のターゲット圧力に対する最大効率または最大効率の近くで動作していることを確
実にするために使用され得る。さらに、較正は、陰圧源の構成要素が機械的ストッパと接
触せず、それによって擦り切れ、故障を防ぎ、騒音および振動を低減することを確実にす
るうえでも有益であり得る。ダイアフラムを動かすためのピストンアセンブリを有する隔
膜ポンプなどの、何らかの陰圧源に関して、ダイアフラムに力が印加された結果、ポンプ
内の圧力に基づき異なるレベルの移動が生じ得る。したがって、異なる圧力で印加される
力の大きさは、ピストンアセンブリなどのポンプの構成要素が機械的ストッパと接触して
騒音、振動、およびハーシュネスを引き起こし得る可能性を低減するか、またはなくすた
めに可変であるべきである。
【０２３２】
　例示されている実施形態において図示されているように、較正が最初にポンプシステム
上で較正が実行されたときに、較正システムは、初期化ステップ１６０２を実行すること
ができる。初期化ステップ１６０２のときに、較正システムは、較正試行カウンタをリセ
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ットすることができる（たとえば、カウンタを０、１、または望む他の値に設定する）。
初期化ステップ１６０２のときに、較正システムは、較正されるポンプシステムのポンプ
アセンブリに適用する駆動信号に対するパラメータの初期セットを生成し得る。初期オフ
セット、初期振幅、および／または初期周波数などの、パラメータの初期セットは、較正
される圧力に対するプリセットされた値に基づき得る。いくつかの実施形態において、パ
ラメータの初期セットは、すでに較正されている圧力に対するポンプシステムの性能に基
づくものとしてもよい。いくつかの実施形態において、パラメータの初期セットは、ユー
ザによっても設定され得る。これは、有利には、ポンプシステムを較正するのに要する時
間を短縮できる。いくつかの実施形態において、較正システムは、ポンプシステムの極性
をテストし、しかるべくパラメータを調整し得る。これは、有利には、組み立てプロセス
のときに極性の反転を考慮するものとしてよい。
【０２３３】
　いくつかの実施形態において、初期化ステップ１６０２のときに、較正システムは、限
定はしないが、ポンプアセンブリのピストンアセンブリを含むポンプの構成要素の１以上
の位置を測定することができる。たとえば、較正システムは、支持部材６５０などの支持
体、シャフト７００などのシャフト、コイル６００などのコイル、および／またはダイア
フラム５５０などのダイアフラムの１以上の位置を測定することができる。限定はしない
が、ボイスコイルアクチュエータを利用するポンプシステムを含む、単一の並進自由度を
有するポンプシステムを伴うものなどの、いくつかの実施形態において、較正システムは
、ポンプアセンブリが非アクティブであるときの１以上の構成要素の位置（「休止」）、
それらの構成要素に対する第１の端部にあるときの１以上の構成要素の位置（「上死点」
）、および／またはそれらの構成要素に対する対向端にある１以上の構成要素の位置（「
下死点」）を測定することができる。いくつかの実施形態において、較正システムは、ゼ
ロ位置が上死点と下死点との間の平均点であり、上死点が正の値であり、下死点が負の値
であるように、座標系を設定することができる。
【０２３４】
　次にステップ１６０４を参照すると、較正システムは、システムが較正を実行すること
を試みるべきかどうかを決定し得る。いくつかの実施形態において、較正システムは、シ
ステムが較正試行を特定の回数だけ実行するように構成され得る。これは、有利には、較
正システムがポンプシステムを較正することを試みる際に著しい時間とリソースを費やす
ことを防ぐか、またはその可能性を低減することができる。いくつかの実施形態において
、較正試行回数は、プリセットされた数であってよい。いくつかの実施形態において、較
正試行回数は、ユーザによって設定され得る。いくつかの実施形態において、較正試行回
数は可変であってよく、すでに較正されている圧力に対するポンプシステムの性能に基づ
くものとしてもよい。
【０２３５】
　図６７に例示されている実施形態において図示されているように、較正システムは、カ
ウンタが較正試行の設定値よりも大きいかどうかを決定することができる。カウンタが較
正試行の設定値よりも大きい場合、較正システムは、較正がステップ１６０６で図示され
ているように失敗したと決定することができ、プロセス１６００は終了する。いくつかの
実施形態において、較正では、視覚的および／または聴覚的インジケータなどを介して較
正が失敗したという指示をユーザに出すことができる。カウンタが較正試行の設定値以下
である場合、システムは、ステップ１６０８に遷移し得る。
【０２３６】
　ステップ１６０８を参照すると、いくつかの実施形態において、較正システムは、設定
されたパラメータを使用してポンプシステムの１以上の構成要素を作動させることができ
る。たとえば、較正システムは、設定された周波数、オフセット、および／または振幅で
ボイスコイルアクチュエータのコイルを作動させることができる。いくつかの実施形態に
おいて、較正システムは、ポンプシステムが比較的安定した状態に到達していることを確
実にするのを助けるために１以上の期間または設定された持続時間の間にポンプシステム
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の１以上の構成要素を作動させ続けることができる。
【０２３７】
　ステップ１６１０を参照すると、較正システムは、ポンプシステムがステップ１６０８
に従って作動されている間にポンプシステムの１以上の構成要素の移動を測定することが
できる。たとえば、較正システムは、支持部材６５０などの支持体、シャフト７００など
のシャフト、コイル６００などのコイル、および／またはダイアフラム５５０などのダイ
アフラムの１以上の位置を測定することができる。限定はしないが、ボイスコイルアクチ
ュエータを利用するポンプシステムを含む単一の並進自由度を有するポンプシステムを伴
うものなどの、いくつかの実施形態において、較正システムは、１以上の構成要素の線形
位置を測定することができる。いくつかの実施形態において、較正システムは、設定され
た数の期間または設定された持続時間の後にポンプシステムの移動を測定し始めることが
できる。これは、有利には、デバイスの測定を行う前にポンプが比較的安定した状態に到
達していることを確実にするのを助けることができる。
【０２３８】
　ステップ１６１０のときに、較正システムは、ポンプシステムの１以上の構成要素の測
定された移動に基づき１以上の寸法を計算することができる。たとえば、較正システムは
、１以上の構成要素の行程および／または平均位置を計算することができる。いくつかの
実施形態において、行程は、１以上の構成要素の高い位置（すなわち、測定された最も高
い正の位置値）と低い位置（すなわち、測定された最も高い負の位置値）との間の線形距
離に基づくものとしてよい。複数回の繰り返しによる行程の例示的なグラフ１７００が図
６８に示されており、そこで、ｘ軸は繰り返し回数であり、ｙ軸は計算された行程である
。高い位置および低い位置は、較正の２つ以上の期間に基づく平均位置値であり得るか、
または測定された最大および最小位置値であってよい。複数回の繰り返しによる平均位置
の例示的なグラフ１７５０が図６９に示されており、そこで、ｘ軸は繰り返し回数であり
、ｙ軸は計算された平均位置である。いくつかの実施形態において、較正システムは、吐
出される流体体積、流量などの、ポンプシステムの測定移動量または他の何らかの特性に
基づき追加のまたは代替的なパラメータを計算することができる。
【０２３９】
　ステップ１６１２において、較正システムは、ポンプシステムの１以上の構成要素の測
定された移動が所望の許容範囲内のターゲット値の条件を満たしているかどうかを決定す
ることができる。たとえば、較正システムは、ポンプシステムの１以上の構成要素の計算
された行程および／または平均位置が１０％の許容範囲内の行程に対するターゲット値の
条件を満たしているかどうかを決定することができる。ターゲット値および／または許容
範囲は、較正されている特定の圧力に基づくプリセット値であるものとしてよい。いくつ
かの実施形態において、許容範囲は、約０．１％から約２０％、約０．５％から約１０％
、約１％から約５％、約２％、次の範囲の部分範囲、および／または望むとおりの他の許
容範囲とすることができる。いくつかの実施形態において、ターゲット値および／または
所望の許容範囲は、ユーザによって設定され得る。いくつかの実施形態において、許容範
囲は、行程および平均位置パラメータについて同じであるものとしてよい。いくつかの実
施形態において、許容範囲は、異なり得る。
【０２４０】
　限定はしないが、ボイスコイルアクチュエータを利用するポンプシステムを含む単一の
並進自由度を有するポンプシステムを伴うものなどの、いくつかの実施形態において、タ
ーゲット値および／または許容範囲は、ピストンアセンブリなどの、ポンプアセンブリの
構成要素が、機械的ストッパと接触しないか、または少なくとも機械的ストッパと接触す
る可能性を減じるように選択され得る。
【０２４１】
　較正システムが、ポンプシステムの１以上の構成要素の測定移動が所望の許容範囲内の
ターゲット値の条件を満たしていないと決定した場合、較正システムは、ステップ１６１
４に遷移し、オフセットおよび／または振幅などの設定されたパラメータを調整すること
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ができる。いくつかの実施形態において、設定されたパラメータへの調整は、以前の測定
結果および計算結果に少なくとも部分的に基づくものとしてよい。次いで、較正システム
は、ステップ１６０４に遷移するものとしてよい。いくつかの実施形態において、較正シ
ステムは、１つずつカウンタを増分することができる。
【０２４２】
　較正システムが、ポンプシステムの１以上の構成要素の測定移動が所望の許容範囲内の
ターゲット値の条件を満たしていると決定した場合、較正システムは、ステップ１６１６
に遷移し、収束条件が満たされたかどうかを決定することができる。いくつかの実施形態
において、収束条件は、設定された繰り返し回数に対して所望の許容範囲内のターゲット
値の条件を満たすことを含み得る。いくつかの実施形態において、収束条件は、計算され
た行程がたとえば、図６８の領域１７０２内に示されているように１以上の回数の繰り返
しに対して許容範囲内のターゲット行程を満たすという条件を含み得る。いくつかの実施
形態において、収束条件は、計算された平均位置がたとえば、図６９の領域１７５２内に
示されているように１以上の回数の繰り返しに対して許容範囲内のターゲット平均位置を
満たすという条件を含み得る。いくつかの実施形態において、収束条件は、２つ以上の条
件が実質的に同時にまたは同時に満たされることも含み得る。収束条件が満たされている
場合、較正システムはステップ１６１８に遷移し、設定されたパラメータをメモリなど、
ポンプシステム内に記憶することができる。ステップ１６１８において、プロセス１６０
０は正常に終了する。収束条件が満たされていなかった場合、較正システムはステップ１
６０４に遷移し得る。いくつかの実施形態において、較正システムは、１つずつカウンタ
を増分することができる。
【０２４３】
　いくつかの実施形態において、プロセス１６００は、ターゲット圧力のセット（上で説
明されているような３つのターゲット圧力など）における各ターゲット圧力について繰り
返され得る。セット内の各ターゲット圧力について、パラメータが決定され、記憶され得
る。ポンプシステムが、ユーザによってアクティブ化され、陰圧閉鎖療法が行われるとき
に、記憶されているパラメータは、陰圧源をどのように駆動するかを決定するために利用
され得る。たとえば、オフセット正弦波信号が、ボイスコイルモータなどの、アクチュエ
ータを駆動するために使用されるときに、記憶されているパラメータは、正弦波信号のオ
フセットおよび振幅を決定しターゲット圧力を達成するために使用される。特定のターゲ
ット圧力が、パラメータが決定され（較正を通じて）、記憶されているセット内のターゲ
ット圧力のいずとも一致しないときに、ポンプシステムは、線形補間などの、補間による
特定のターゲット圧力を達成するためのパラメータを決定することができる。いくつかの
実施形態において、記憶されているパラメータは、パラメータを計算して特定のターゲッ
ト圧力を達成するために好適な線形または非線形方式で結合され得る。
【０２４４】
フィルタ閉塞決定
　図７０は、いくつかの実施形態によりフィルタ閉塞がポンプシステム内に存在している
かどうかを決定するためのプロセスまたは方法１８００を例示している。プロセス１８０
０は、コントローラ１１１４、１２０２などの、ポンプシステムのコントローラによって
実装されるものとしてよく、プロセス１８００は、状態図１３００を実行するステップの
一部として実装され得る。方法１８００は、本明細書で開示されているポンプの実施形態
のいずかに対するフィルタ閉塞の存在を決定するために使用され得る。いくつかの実施形
態において、フィルタ閉塞が発生した場合にユーザが閉塞を解消する是正処置を講じるこ
とができるようにユーザに警告することは有利であり得る。たとえば、フィルタが創傷被
覆材内に収容される実施形態では、フィルタ閉塞は、創傷被覆材が創傷滲出液を貯蔵する
限度容量にあるか、それに近づいており、交換する必要がある場合にトリガされ得る。い
くつかの実施形態において、方法１８００の実行速度は、ポンプシステムに対する圧力サ
ンプリングレートに基づき得る（または同じであってよい）。他の実施形態において、方
法１８００は、ポンプシステムに対する圧力サンプリングレートと異なる速度で実行され
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得る。
【０２４５】
　ポンプシステムが、ＩＰＤ状態１３１４またはＭＰＤ状態１３５４などの、アクティブ
状態に遷移することは、アクティブ状態１８０２によって図７０に例示されている。アク
ティブ状態１８０２に遷移した後、ポンプシステムは、ステップ１８０４に示されている
ようにポンプアセンブリなどの、陰圧源をアクティブ化することができる。
【０２４６】
　いくつかの実施形態において、ポンプアセンブリがアクティブ状態１８０２にある間、
ポンプシステムは、間欠的におよび／または連続的に、ポンプシステムまたは陰圧源と創
傷被覆材との間の流体流路などの、その一部分の中の圧力を監視し得る。ポンプシステム
またはその一部分の中の測定された圧力に基づき、ポンプシステムは、２つ以上の圧力値
の間の差、および測定の間の時間の長さに基づき圧力変化率を計算することができる。例
示されて実施形態において図示されているように、プロセス１８００はステップ１８０４
からステップ１８０６に遷移することができ、そこで、プロセス１８００は、計算された
圧力変化率または低下率が閾値を超えているかどうかを決定することができる。たとえば
、閾値は、約－５０ｍｍＨｇ／秒（６，７５０Ｐａ／ｓ）であるものとしてよい。閾値は
、約－２０ｍｍＨｇ／秒から約－２００ｍｍＨｇ／秒の間、約－４０ｍｍＨｇ／秒から約
－１００ｍｍＨｇ／秒の間、約－５０ｍｍＨｇ／秒から約－７５ｍｍＨｇ／秒の間、約－
７０ｍｍＨｇ／秒、これらの範囲内の任意の値もしくは部分範囲、または所望の他の閾値
であってよい。
【０２４７】
　閾値は、マニホールド（たとえば、ポンプシステム１００のマニホールド３００）と導
管（たとえば、導管９０４、９０６）など、陰圧源と創傷被覆材との間の流体流路の容積
、創傷被覆材の体積、および陰圧源の流量に基づき計算され得る。陰圧源の与えられた流
量について、陰圧源と創傷被覆材との間の流体流路内の圧力変化率は、創傷被覆材内の滲
出液または他の非圧縮性流体の量に応じて変化する。創傷被覆材内の滲出液または他の非
圧縮性流体の量が増加すると、流体流路内の圧力変化率は、創傷被覆材内の圧縮性流体の
縮小体積の結果として増大する。したがって、計算された圧力変化率に基づき創傷被覆材
の残存容量を推定することが可能である。そのようなものとして、被覆材センサ、流量セ
ンサなどの、他のセンサを使用せずに、残存容量を推定することが可能である。閾値は、
限度容量であるかまたは限度容量に近いときに創傷被覆材によって示される圧力変化率に
、またはおおよその圧力変化率に設定され得る。
【０２４８】
　プロセス１８００が、圧力変化率が閾値率の条件を満たす（たとえば、超える）と決定
した場合、プロセス１８００は、ステップ１８０６からステップ１８０８に遷移し、フィ
ルタ閉塞検出カウンタの値を増分することができる。いくつかの実施形態において、プロ
セス１８００は、他の値も使用され得るがカウンタの値を１だけ増分することができる。
さらに、いくつかの実施形態において、カウンタの値の増加は、計算された圧力低下率な
どの、他の要素に基づいてもよい。
【０２４９】
　いくつかの状況において、計算された圧力変化率または低下率は、圧力変化率閾値を大
幅に超え得ることが可能である。たとえば、マニホールドの近くで導管にキンクができて
いるか導管が閉塞している状況では、圧力変化率は著しい場合がある。そのような一時的
閉塞状態とより恒久的なフィルタ閉塞状態とを区別することは有利であり得る。そのよう
なものとして、いくつかの実施形態において、プロセス１８００が、計算された圧力変化
率が最大圧力変化率を超えたと決定した場合、プロセス１８００は、カウンタを増分し得
ず、および／または異なる指示をユーザに出し得る。いくつかの実施形態において、最大
率は、閾値率の約１１０％以上、閾値率の約１２０％以上、閾値率の約１３０％以上、閾
値率の約１４０％以上、閾値率の約１５０％以上、または閾値率の他のパーセンテージで
あってよい。
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【０２５０】
　プロセス１８００が、圧力変化率が閾値率の条件を満たさない（たとえば、超えない）
と決定した場合、プロセス１８００は、ステップ１８１０に進むことができ、いくつかの
実施形態において、カウンタの値を減分することができる。いくつかの実施形態において
、プロセス１８００は、他の値も使用され得るがカウンタの値を１だけ減分することがで
きる。たとえば、プロセス１８００は、カウンタを、０、１、または他の好適な値などの
、その初期値にリセットすることができる。いくつかの実施形態において、カウンタの値
の減少は、計算された圧力低下率などの、他の要素に基づいてもよい。いくつかの実施形
態において、プロセス１８００は、カウンタの値が０など、初期値未満に減少しないこと
を確実にし得る。
【０２５１】
　ステップ１８１２のときに、プロセス１８００は、カウンタが圧力変化率が閾値率の条
件を満たしている回数閾値を表す設定値に達したかどうかを決定することができる。設定
値は、工場からのプリセット値であるか、ポンプの他のパラメータに基づく変数値である
か、またはユーザによって設定され得る。いくつかの実施形態において、設定値は、有利
には、１よりも高い値に設定され得る。１よりも高い値が有利であり得るのは、それが圧
力読み取り値の外れ値、ポンプシステムと創傷被覆材との間の流体流路に配置されている
導管内のキンク、または他の類似の要因などの、フィルタ閉塞以外の要因によって引き起
こされ得る偽陽性の可能性を低減することができるからである。プロセス１８００が、カ
ウンタが設定値の条件を満たしている（たとえば、設定値に等しい）と決定した場合、プ
ロセス１８００は、フィルタ閉塞状態１８１４に遷移することができる。いくつかの実施
形態において、状態１８１４で、ポンプシステムは、図６３に関連して説明されている状
態１３１８に関連して説明されている動作を実行し得る。
【０２５２】
　プロセス１８００が、カウンタが設定値の条件を満たしていない（たとえば、設定値よ
りも小さい）と決定した場合、プロセス１８００システムは、ステップ１８１６に遷移す
ることができ、そこで、ポンプシステムまたはその一部分の中の圧力が低圧閾値であるか
または低圧閾値に近いかどうかを決定する。そうでない場合、プロセスは、ポンプをアク
ティブ状態に維持し続け、ステップ１８０４に遷移することができる。プロセス１８００
が、ポンプシステムまたはその一部分の中の圧力が低圧閾値であるかまたは低圧閾値に近
いと決定した場合、プロセス１８００は、監視状態１８１８に遷移し得るが、これは、図
６３に関連してされている説明されている監視状態１３５２と同じであるか、または類似
しているものとしてよい。したがって、いくつかの実施形態において、ポンプシステムは
、ポンプを非アクティブ化し、ポンプシステムまたはその一部分の中の圧力を監視するこ
とができる。上で説明されているように、プロセス１８００はステップ１８２０に遷移す
ることができ、そこで、ポンプシステムまたはその一部分の中の圧力が高圧閾値であるか
または高圧閾値に近いかどうかを決定する。圧力が高圧閾値に達した場合、プロセス１８
００は、次いで、ステップ１８０４に進み、上で説明されている動作を実行することがで
きる。
【０２５３】
　ＩＰＤ状態１９１０、監視状態１９２０、およびＭＰＤ状態１９３０における圧力対時
間の例示的なグラフ１９００は、図７１に示されている。例示されている実施形態におい
て図示されているように、ＩＰＤ状態１９１０のときに、ポンプシステムは、それぞれ、
時刻ｔ１における圧力Ｐ１および時刻ｔ２における圧力Ｐ２に対応する点１９１２、１９
１４としてグラフ上に表されている２つ以上の時点で圧力をサンプリングすることができ
る。これら２つの点の間の圧力変化率は、（Ｐ２－Ｐ１）／（ｔ２－ｔ１）に従って計算
され得る。
【０２５４】
　いくつかの状況において、点１９１６から点１９１４への急激な圧力低下は、流体流路
内のキンクのある導管などの、一時的閉塞を表す。上で説明されているように、プロセス



(72) JP 2018-507076 A 2018.3.15

10

20

30

40

50

１８００は、圧力変化率が閾値を大幅に超えたと決定することによってこの状態を検出す
ることができ、カウンタを更新することを控えることができる。
【０２５５】
　図７２は、いくつかの実施形態によりフィルタ閉塞がポンプシステム内に存在している
かどうかを決定するための別のプロセスまたは方法２０００を例示している。プロセス２
０００は、コントローラ１１１４、１２０２などの、ポンプシステムのコントローラによ
って実装されるものとしてよく、プロセス２０００は、状態図１３００を実行するステッ
プの一部として実装され得る。方法２０００は、本明細書で開示されているポンプの実施
形態のいずかに対するフィルタ閉塞の存在を決定するために使用され得る。いくつかの実
施形態において、フィルタ閉塞が発生した場合にユーザが閉塞を解消する是正処置を講じ
ることができるようにユーザに警告することは有利であり得る。たとえば、フィルタが創
傷被覆材内に収容される実施形態では、フィルタ閉塞は、創傷被覆材が限度容量にあるか
、それに近づいており、交換する必要がある場合にトリガされ得る。いくつかの実施形態
において、方法２０００の実行速度は、ポンプシステムに対する圧力サンプリングレート
に基づき得る（または同じであってよい）。他の実施形態において、方法２０００は、ポ
ンプシステムに対する圧力サンプリングレートと異なる速度で実行され得る。
【０２５６】
　例示されている実施形態において図示されているように、ステップ２０１０で、ポンプ
システムは、ポンプシステムまたはその一部分の中の測定された陰圧が高圧閾値以上であ
り、および／または低圧閾値以下であるかどうかを決定することができる。そうであれば
、ポンプシステムは、ステップ２０１５で示されているように、測定された圧力（Ｐ１）
および時刻（ｔ１）をメモリなどに記憶することができる。次いで、ポンプシステムは、
ステップ２０２０に遷移するものとしてよい。
【０２５７】
　ステップ２０２０で、ポンプシステムは、測定された陰圧が高圧閾値よりも高いかどう
かを決定することができる。そうでない場合、ポンプシステムは、ステップ２０２５に遷
移し、記憶されている圧力（Ｐ１）および時刻（ｔ１）を削除し、ステップ２０１０に遷
移して戻ることができる。ポンプシステムが、測定された陰圧が高圧閾値よりも高いと決
定した場合、ポンプシステムは、ステップ２０３０に遷移することができる。ステップ２
０３０のときに、ポンプシステムは、測定された陰圧が低圧閾値よりも高いかどうかを決
定することができる。そうでない場合、ポンプシステムは、ステップ２０２０に遷移して
戻るものとしてよい。ポンプシステムが、測定された陰圧が低圧閾値よりも高いと決定し
た場合、ポンプシステムは、ステップ２０３５に示されているようにこれが生じた測定さ
れた圧力（Ｐ２）および時刻（ｔ２）を記憶することができる。次いで、ポンプシステム
は、ステップ２０４０に遷移するものとしてよい。
【０２５８】
　ステップ２０４０で、ポンプシステムは、２つの記憶されている圧力の間の圧力変化率
または低下率を決定することができる。ポンプシステムは、計算された圧力変化率または
低下率が閾値を超えたかどうかを決定することができる。たとえば、閾値は、約－５０ｍ
ｍＨｇ／秒（６，７５０Ｐａ／ｓ）であるものとしてよい。閾値は、約－２０ｍｍＨｇ／
秒から約－２００ｍｍＨｇ／秒の間、約－４０ｍｍＨｇ／秒から約－１００ｍｍＨｇ／秒
の間、約－５０ｍｍＨｇ／秒から約－７５ｍｍＨｇ／秒の間、約－７０ｍｍＨｇ／秒、こ
れらの範囲内の任意の値もしくは部分範囲、または所望の他の閾値であってよい。
【０２５９】
　プロセス２０００が、圧力変化率が閾値率の条件を満たさない（たとえば、超えない）
と決定した場合、プロセス２０００は、ステップ２０４５に進むことができ、いくつかの
実施形態において、フィルタ閉塞検出カウンタの値を減分することができる。たとえば、
プロセス２０００で、カウンタが０より大きいと決定した場合、ポンプシステムはステッ
プ２０５０に遷移し、カウンタの値を減じることができる。いくつかの実施形態において
、ポンプシステムは、他の値も使用され得るがカウンタの値を１だけ減分することができ
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る。たとえば、プロセス２０００は、カウンタを、０、１、または他の好適な値などの、
その初期値にリセットすることができる。いくつかの実施形態において、カウンタの値の
減少は、計算された圧力低下率などの、他の要素に基づいてもよい。例示されている実施
形態において図示されているように、プロセス２０００は、ステップ２０４５の結果とし
て、カウンタの値が０など、初期値未満に減少しないことを確実にし得る。したがって、
ステップ２０４５のときにプロセス２０００がカウンタが０以下であると決定した場合、
プロセス２０００は、ステップ２０２５に遷移することができる。
【０２６０】
　プロセス２０００が、（Ｐ２－Ｐ１）／（ｔ２－ｔ１）として示されている圧力変化率
が閾値率の条件を満たす（たとえば、超える）と決定した場合、プロセス２０００は、ス
テップ２０４０からステップ２０５５に遷移し、カウンタの値を増分することができる。
いくつかの実施形態において、プロセス２０００は、他の値も使用され得るがカウンタの
値を１だけ増分することができる。さらに、いくつかの実施形態において、カウンタの値
の増加は、計算された圧力低下率などの、他の要素に基づいてもよい。
【０２６１】
　図７０に関連して説明されているプロセス１８００に関連して上で指摘されているよう
に、いくつかの状況において、計算された圧力変化率または低下率は、圧力変化率閾値を
大幅に超え得ることが可能である。そのようなものとして、いくつかの実施形態において
、プロセス２０００が、計算された圧力変化率が最大圧力変化率を超えたと決定した場合
、プロセス２０００は、カウンタを増分し得ず、および／または異なる指示をユーザに出
し得る。いくつかの実施形態において、最大率は、閾値率の約１１０％以上、閾値率の約
１２０％以上、閾値率の約１３０％以上、閾値率の約１４０％以上、閾値率の約１５０％
以上、または閾値率の他のパーセンテージであってよい。
【０２６２】
　ステップ２０６０において、プロセス２０００は、カウンタが、圧力変化率が閾値率の
条件を満たしている回数閾値を表す設定値に達したかどうかを決定することができる。設
定値は、工場からのプリセット値であるか、ポンプの他のパラメータに基づく変数値であ
るか、またはユーザによって設定され得る。いくつかの実施形態において、設定値は、有
利には、１よりも高い値に設定され得る。プロセス２０００が、カウンタが設定値の条件
を満たしている（たとえば、設定値以上である）と決定した場合、プロセス２０００は、
フィルタ閉塞状態２０６５に遷移することができる。いくつかの実施形態において、状態
２０６５で、ポンプシステムは、図６３に関連して説明されている状態１３１８に関連し
て説明されている動作を実行し得る。プロセス２０００が、カウンタが設定値の条件を満
たしていない（たとえば、設定値以下であるか等しい）と決定した場合、プロセス２００
０は、ステップ２０２５に遷移することができる。
【０２６３】
　方法２０００に関して、圧力変化率は、２つの測定された陰圧に基づき計算され、その
うちの第１のものは、陰圧が高圧閾値と低圧閾値との間にあるときに測定され、第２のも
のは、陰圧が低圧閾値よりも大きいときに測定される。いくつかの場合において、第１の
測定された陰圧と第２の測定された陰圧との間の持続時間は、ポンプシステムのサンプリ
ングレートよりも、著しく長くないとしても、長い可能性がある。したがって、圧力読み
取り値の外れ値、ポンプシステムと創傷被覆材との間の流体流路内のキンク、または著し
い大きさの一時的圧力変化を引き起こし得る他の類似の要因などの、フィルタ閉塞以外の
要因によって引き起こされ得る偽陽性の可能性が低いものとしてよい。
【０２６４】
　フィルタ閉塞がポンプシステム内に存在しているかどうかを決定するための他のプロセ
スまたは方法も評価され、これはコントローラ１１１４または１２０２などの、ポンプシ
ステムのコントローラによって実装されるものとしてよく、状態図１３００を実行するス
テップの一部として実装され得る。たとえば、いくつかの実施形態において、閉塞の存在
は、測定されたデューティサイクルなどの、ポンプの活動レベルに基づき決定され得る。
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いくつかの実施形態において、これらのプロセスまたは方法は、測定されたデューティサ
イクルなどの、ポンプの活動レベルを、ポンプがキャニスタなしでまたはキャニスタあり
で動作しているかどうかに基づき調整できる、閉塞閾値と比較することができる。いくつ
かの実施形態において、キャニスタが存在しているかどうかの検出は、たとえばコントロ
ーラ１１１４または１２０２によって自動的に実行され得る。自動検出は、アプローチと
して、流体流路内の圧力分布の特性（減衰する圧力、整定する圧力などの特性を含む）、
キャニスタの取付けおよび／または存在を示すセンサ、ＲＦＩＤ検出、キャニスタの取付
けおよび／または存在を示すスイッチを作動させるステップなどのうちの１以上を使用し
て実行され得る。
【０２６５】
　本明細書で開示されている実施形態において、陰圧源に対する駆動信号はスタートアッ
プ後に減衰され、それにより陰圧源をゆっくりと増大させるか、または「ソフトスタート
」させることができる。たとえば、いくつかの実施形態において、駆動信号のオフセット
および／または振幅などのパラメータは、陰圧源がある期間にわたってすでに非アクティ
ブであった後に最初にアクティブ化されるときに小さくされ得る。陰圧源をソフトスター
トする際に、陰圧源の１以上の構成要素に印加される力は、低減され得る。
【０２６６】
　上で指摘されているように、ピストンはより低い真空状態において与えられた振幅に対
してより大きい移動度を示すので、０ｍｍＨｇなどの、より低い陰圧では、駆動信号に対
するより低い振幅が望ましいものとしてよいが、－７０ｍｍＨｇなどの、より高い陰圧で
は、ピストンはより高い真空状態において与えられた振幅に対してより小さい移動度を示
すので、より高い振幅が望ましい場合がある。したがって、陰圧源が、隔膜ポンプ内の圧
力が０ｍｍＨｇであるときにたとえば－７０ｍｍＨｇのターゲット圧力について計算され
た振幅およびオフセットを有する駆動信号に曝される場合、陰圧源がオーバードライブ状
態になる潜在的可能性がある。さらに、陰圧源をオーバードライブ状態にすると、陰圧源
内の１以上の構成要素同士が接触し得る。たとえば、ボイスコイルアクチュエータを利用
する陰圧源では、ボイスコイルアクチュエータをオーバードライブ状態にすると、支持体
、シャフト、またはピストンなどの構成要素が機械的ストッパと接触し、騒音、振動、お
よびハーシュネスを引き起こし得る。
【０２６７】
　陰圧源をソフトスタートさせるステップは、陰圧源が非アクティブであった後アクティ
ブ化されたときにいつでも実行され得る。いくつかの実施形態において、ソフトスタート
は、陰圧源が設定された期間にわたって非アクティブ状態にあった後にのみ実行され得る
。設定された期間は、プリセット値、ポンプシステムの動作状態に基づく可変パラメータ
、および／またはユーザによる入力であってよい。
【０２６８】
　上で指摘されているように、いくつかの実施形態において、ポンプシステムは、ポンプ
システム内の記憶されているパラメータに少なくとも部分的に基づき駆動信号に対するオ
フセットおよび／または振幅を計算することができる。いくつかの実施形態において、ソ
フトスタート時に、ポンプシステムは、測定された陰圧が－７０ｍｍＨｇであるときに約
－１５ｍｍＨｇ（－２ｋＰａ）などの測定された陰圧よりも低い陰圧に対応する駆動信号
で陰圧源をアクティブ化することができる。いくつかの実施形態において、ポンプシステ
ムは、約０ｍｍＨｇから約－１００ｍｍＨｇの間、約－５ｍｍＨｇから約－７５ｍｍＨｇ
の間、約－１０ｍｍＨｇから約－５０ｍｍＨｇの間、約－１５ｍｍＨｇから約－２５ｍｍ
Ｈｇの間、これらの範囲内の任意の値もしくは部分範囲、または所望の他の圧力の駆動信
号などの、他の駆動信号で陰圧源をアクティブ化することができる。圧力は、プリセット
値、ポンプシステムの動作状態に基づく可変パラメータ、および／またはユーザによる入
力であってよい。
【０２６９】
　いくつかの実施形態において、ポンプシステムは、設定された持続時間の間、ソフトス
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タート駆動信号で陰圧源を作動させることができる。設定された持続時間は、陰圧源がポ
ンプシステムまたはその一部分の中の測定された圧力であるか、または測定された圧力に
近くなることを確実にするのに十分な時間とすることができ、それにより、測定された圧
力における駆動信号の印加が陰圧源をオーバードライブ状態にする可能性はあまりない。
たとえば、持続時間は、約１００ｍｓであるものとしてよい。いくつかの実施形態におい
て、持続時間は、約１０ｍｓから約１０００ｍｓの間、約５０ｍｓから約５００ｍｓの間
、約７５ｍｓから約２５０ｍｓの間、約１００ｍｓ、これらの範囲内の任意の値もしくは
部分範囲、および所望の他の持続時間であってよい。持続時間は、プリセット値、ポンプ
システムの動作状態に基づく可変パラメータ、および／またはユーザによる入力であって
よい。
【０２７０】
他の実施形態
　次の説明されている実施形態は、本開示によって企図される他の実施形態である。
１．陰圧閉鎖療法で使用するための装置であって、
　　ポンプハウジング、
　　ポンプハウジング内に位置決めされている磁石、
　　ポンプハウジング内に位置決めされている導電性コイル、および
　　ダイアフラムを備え、コイルは、ダイアフラムと直接的にまたは間接的に結合され、
ダイアフラムの少なくとも一部を移動してポンプ動作で流体をポンプアセンブリに通すよ
うに構成されている、ポンプアセンブリと、
　ポンプアセンブリの動作中にポンプアセンブリによって発生する音を低減するように構
成されているポンプアセンブリ内に位置決めされた吸収体とを具備する装置。
２．吸収体は、吸収体を通して流体を流せるように構成されている多孔質材料を含む実施
形態１に記載の装置。
３．多孔質材料は、ウレタン発泡体である実施形態２に記載の装置。
４．ポンプハウジングは、チャンバを備え、吸収体は、チャンバ内に位置決めされる実施
形態１に記載の装置。
５．チャンバは、ポンプハウジングと一体形成される実施形態４に記載の装置。
６．チャンバ内に位置決めされているディフューザをさらに備え、ディフューザは流体が
チャンバ内に入るときその流体の膨張を容易にするように構成される実施形態４に記載の
装置。
７．ポンプハウジングは、ポンプアセンブリから出る流体流を連通させるように構成され
ている排出チャネルをさらに備え、チャンバは、排出チャネルと連通する実施形態４また
は５に記載の装置。
８．排出チャネルは、排出チャネルからの流体流の一部をその方向を変えてハウジングの
内部容積内に戻すように構成されているチャネルに沿った開口部を備え、その方向変更は
、ポンプアセンブリの動作中にポンプアセンブリによって発生する音を低減するように構
成される実施形態７に記載の装置。
９．排出チャネルからの流体流の一部は、排出チャネルからの流体流の全体を含む実施形
態８に記載の装置。
１０．装置が使用されるときにマニホールドがポンプアセンブリと創傷被覆材との間にあ
るように位置決めされるマニホールドをさらに備える実施形態１から９のいずれか一項に
記載の装置。
１１．マニホールド内に位置決めされているディフューザをさらに備える実施形態１０に
記載の装置。
１２．マニホールド内に第２の吸収体をさらに備える実施形態１０に記載の装置。
１３．第２の吸収体は、吸収体を通して流体を流せるように構成されている多孔質材料を
含む実施形態１２に記載の装置。
１４．第２の吸収体の多孔質材料は、ウレタン発泡体である実施形態１３に記載の装置。
１５．制御盤をさらに備える実施形態１から１４のいずれか一項に記載の装置。
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１６．制御盤を導電性コイルに接続するための電線用導管をさらに備える実施形態１５に
記載の装置。
１７．ポンプアセンブリは、
　上極と、
　上極から離間されている下極と、
　ポンプアセンブリを通る流体の流れを制御するように構成されている１以上の弁とをさ
らに備え、
　コイルの少なくとも一部は、上極と下極との間に位置決めされ、
　磁石は、上極の少なくとも一部と下極との間に位置決めされる実施形態１から１６のい
ずれか一項に記載の装置。
１８．１以上の弁の各々の一部は、弁の表面から遠ざかる方向に延在するリブを備え、リ
ブは圧縮または変形して対応する封止表面との封止を高めるように構成されている請求１
７に記載の装置。
１９．ポンプアセンブリは、１以上の弁を１以上の対応する弁陥凹部内に受け入れるよう
に構成されているポンプチャンバ本体部をさらに備える実施形態１７に記載の装置。
２０．シーラントがポンプチャンバ本体部とハウジングとの間に位置決めされる実施形態
１９に記載の装置。
２１．ポンプアセンブリは、ポンプチャンバ本体部の外面の一部とハウジングの内面の一
部との間の結合により一部は形成される１以上の弁チャンバをさらに備える実施形態１９
に記載の装置。
２２．１以上の弁陥凹部は、ポンプチャンバ本体部内に弁を不適切に取り付けるのを阻止
するために１以上の弁の１以上の対応するアライメント機能部を受け入れるように構成さ
れている１以上のインデキシング機能部をさらに備える実施形態１９に記載の装置。
２３．創傷を封止可能に囲むように構成されている創傷被覆材をさらに備える実施形態１
から２２のいずれか一項に記載の装置。
２４．バネ部材を備え、
　バネ部材の周囲は、ダイアフラムに関して固定された位置にあるようにポンプアセンブ
リ内で支持され、
　バネ部材の中間部分は、ダイアフラムの中間部分が軸方向に撓むときにバネ部材の周囲
に関して撓むように構成されている実施形態１から２３のいずれか一項に記載の装置。
２５．ハウジング内に配設されている照明源をさらに備え、ハウジングの一部は、照明源
から放射された光がハウジングを通過するように透明または半透明である実施形態１から
２４のいずれか一項に記載の装置。
２６．吸収体は、流体が吸収体を通って流れるときに流体をフィルタリングするように構
成されているフィルタである実施形態１から２５のいずれか一項に記載の装置。
２７．ポンプハウジングの外面上に位置決めされている吸収体をさらに備える実施形態１
に記載の装置。
２８．第１のセクションと第２のセクションとを有するハウジングと、
　第１のセクションに隣接するハウジング内に配設されている照明源とを備え、
　照明源は、第１のセクションを照らすように構成され、
　第１のセクションは、透明および半透明の一方であり、
　第１のセクションは、ハウジングの内側から外側へ垂直に測定したときに第２のセクシ
ョンより薄い、ポンプ装置。
２９．第２のセクションは、不透明である実施形態２８に記載のポンプ装置。
３０．照明源は、発光ダイオード（ＬＥＤ）を備える実施形態２８に記載のポンプ装置。
３１．第１のセクションは、アイコンを備える実施形態２８に記載のポンプ装置。
３２．陰圧閉鎖療法に合わせて構成されているハウジング内に配設されているポンプアセ
ンブリをさらに備える実施形態２８に記載のポンプ装置。
３３．第１のセクションは、４つのアイコンを備える実施形態３２に記載のポンプ装置。
３４．これら４つのアイコンのうちの１つは、ポンプアセンブリが正常に動作していると



(77) JP 2018-507076 A 2018.3.15

10

20

30

40

50

きに点灯するように構成されているインジケータを備え、４つのアイコンのうちの第２の
アイコンは、漏れがあるときに点灯するように構成されているインジケータを備え、４つ
のアイコンのうちの第３のアイコンは、創傷装置に接続されている被覆材がフル状態であ
るときに点灯するように構成されているインジケータを備え、４つのアイコンのうちの第
４のアイコンは、バッテリ電圧レベルが低くなっていることを示すインジケータを備える
実施形態３３に記載のポンプ装置。
３５．光を吸収することによって第１のセクションの照明を制御するように構成されてい
るバッフルをさらに備える実施形態２８に記載のポンプ装置。
３６．バッフルは、第１のセクションの一方の部分の照明が第１のセクションの別の部分
を照らすのを阻止するように構成され、照明は、第１のセクションの透明または半透明部
分を通過する光を含む実施形態３５に記載のポンプ装置。
３７．バッフルは、第１のセクションおよび第２のセクションのうちの少なくとも一方に
直接的にもしくは間接的に接続されるか、または一体形成される実施形態３５または３６
に記載のポンプ装置。
３８．レーザが通過することを可能にするように構成されている１以上の透明部分を有す
るポンプケーシングと、
　ポンプケーシングにレーザ溶接されるように構成され、レーザによって溶融されるよう
に構成されている１以上のレーザ吸収部分を備える構成要素ハウジングとを備えるポンプ
装置。
３９．１以上のレーザ吸収部分は、１以上の透明部分よりも暗い実施形態３８に記載のポ
ンプ装置。
４０．１以上のレーザ吸収部分は、不透明材料およびレーザ吸収材料のうちの少なくとも
一方を含む実施形態３８または３９に記載のポンプ装置。
４１．不透明材料およびレーザ吸収材料のうちの少なくとも一方は、構成要素ハウジング
の表面上に位置決めされるか、または構成要素ハウジングの厚さを通って延びる実施形態
４０に記載のポンプ装置。
４２．不透明材料およびレーザ吸収材料のうちの少なくとも一方は、５％から１００％の
黒色色素を含む実施形態４０または４１に記載のポンプ装置。
４３．ポンプケーシングの少なくとも一部は、透明であり、構成要素ハウジングの少なく
とも一部は、不透明およびレーザ吸収のうちの少なくとも一方である実施形態３８～４２
のいずれか一項に記載のポンプ装置。
４４．構成要素ハウジングの１以上のレーザ吸収部分は、レーザが印加されるように構成
されている溶接輪郭を表す実施形態３８～４３のいずれか一項に記載のポンプ装置。
４５．構成要素ハウジングは、１以上の弁、ダイアフラム、磁石、および導電性コイルの
うちの少なくとも１つを収納する実施形態３８～４４のいずれか一項に記載のポンプ装置
。
４６．ポンプケーシングの１以上の透明部分の一部は、ポンプケーシングの外側にインテ
ークチャネルおよびアウトテークチャネルの一部を備え、インテークチャネルおよびアウ
トテークチャネルはレーザ溶接時に急なレーザ回折を防ぐための傾斜面を有する実施形態
３８～４５のいずれか一項に記載のポンプ装置。
４７．レーザ溶接時にレーザが通過することを可能にするように構成されている透明ポン
プ構成要素と、
　透明ポンプ構成要素にレーザ溶接されるように構成され、レーザによって溶融されるよ
うに構成されている１以上のレーザ吸収部分を備えるハウジングとを備えるポンプ装置。
４８．ハウジングは、１以上のレーザ吸収部分を含む１以上の溶接表面を備える実施形態
４７に記載のポンプ装置。
４９．１以上の溶接表面は、少なくとも６つの円周溶接表面を備える実施形態４８に記載
のポンプ装置。
５０．少なくとも６つの円周溶接表面は、等間隔に離間されている実施形態４９に記載の
ポンプ装置。
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５１．ハウジングは、１以上の垂直フランジをさらに備え、各垂直フランジは、２つの溶
接表面と１つのストッパとを備え、ストッパは溶接時に透明ポンプ構成要素の、ハウジン
グ内への潰れを制御するように構成される実施形態４７～５０のいずれか一項に記載のポ
ンプ装置。
５２．１以上の垂直フランジの各々の２つの溶接表面は、１以上のレーザ吸収部分を含む
実施形態５１に記載のポンプ装置。
５３．透明ポンプ構成要素は、ブッシングを備える実施形態４７～５２のいずれか一項に
記載のポンプ装置。
５４．ハウジングは、ポンプチャンバ本体部を備える実施形態４７～５２のいずれか一項
に記載のポンプ装置。
５５．陰圧閉鎖療法で使用するための装置であって、
　陰圧閉鎖療法に合わせて構成されているポンプシステムを備え、ポンプシステムは
　　外側ハウジングと、
　　外側ハウジング内に位置決めされているポンプアセンブリであって、複数のポンプ構
成要素を中に受け入れるポンプハウジングを備える、ポンプアセンブリと、
　　陰圧をポンプアセンブリから創傷に送達するために管または導管をポンプシステムに
接続するコネクタとを備える装置。
５６．コネクタとポンプアセンブリとの間の流体的連通をもたらすインテークマニホール
ドを外側ハウジング内にさらに備える実施形態５５に記載の装置。
５７．ポンプアセンブリを制御するように構成されている外側ハウジング内に位置決めさ
れている回路基板をさらに備える実施形態５５に記載の装置。
５８．管または導管に接続するように構成されている創傷被覆材をさらに備える実施形態
５５に記載の装置。
５９．ポンプハウジングは、ポンプハウジングと一体形成されているチャンバを備え、チ
ャンバは、減衰構成要素を受け入れる実施形態５５に記載の装置。
６０．ポンプハウジングは、排出チャネルを備え、排出チャネルは排出チャネルからの流
体流の流れの方向をポンプハウジングの内部容積内に変え、動作中にポンプアセンブリに
よって発生する音を低減するように構成される実施形態５５に記載の装置。
６１．ポンプアセンブリは、騒音低減システムを備える実施形態５５に記載の装置。
６２．ポンプハウジング内に受け入れられるポンプ構成要素は、磁石、導電性コイル、ダ
イアフラム、および吸収体を備える実施形態５５に記載の装置。
６３．ポンプハウジング内に受け入れられるポンプ構成要素は、ダイアフラムと相互作用
するように構成されているバネを備える実施形態６２に記載の装置。
６４．ポンプハウジング内に受け入れられるポンプ構成要素は、上極、下極、および弁を
備え、磁石、および導電性コイルの一部は、上極と下極との間に配設される実施形態６２
に記載の装置。
６５．弁は、封止面に当たってリブをよりよく封止するように構成されているリブを備え
る実施形態６４に記載の装置。
６６．外側ハウジングは、複数のインジケータを備えるディスプレイを具備する実施形態
５５に記載の装置。
６７．外側ハウジングは、比較的薄い材料、透明材料、または半透明材料を含み、これら
は外側ハウジングの内側の照明構成要素に上に置かれる実施形態５５に記載の装置。
６８．一方のインジケータの照明が別のインジケータに滲み出て照らすのを防ぐために外
側ハウジングの内面に取り付けられるか、または一体形成されているバッフルをさらに備
える実施形態６７に記載の装置。
６９．外側ハウジングの外面上に１以上のユーザ入力機能部をさらに備える実施形態５５
に記載の装置。
７０．ポンプハウジングおよびポンプ構成要素のうちの１以上は、ポンプシステムの組み
立て時にレーザ溶接を容易にするため透明である実施形態５５に記載の装置。
７１．陰圧ポンプシステムであって、
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　　アクチュエータ、および
　　ダイアフラムを備える
　ポンプアセンブリと、
　ポンプシステムの動作を制御するように構成されているコントローラとを具備し、コン
トローラは
　　すでに計算されているパラメータと陰圧設定とに少なくとも部分的に基づき駆動信号
に対する振幅およびオフセットのうちの少なくとも一方を計算し、
　　少なくとも１つの計算された振幅およびオフセットを有する駆動信号を生成し、
　　駆動信号をポンプシステムに印加し、それによって陰圧創傷療法を行わせるようにさ
らに構成される陰圧ポンプシステム。
７２．すでに計算されているパラメータは、複数の陰圧設定の複数の較正されている振幅
を含む実施形態７１に記載の陰圧ポンプシステム。
７３．すでに計算されているパラメータは、複数の陰圧設定の複数の較正されているオフ
セットを含む実施形態７１または７２に記載の陰圧ポンプシステム。
７４．コントローラは、駆動信号に対する振幅およびオフセットの両方を計算するように
さらに構成される実施形態７１～７３のいずれか一項に記載の陰圧ポンプシステム。
７５．コントローラは、少なくとも２つのすでに計算されている振幅またはオフセットの
間の補間を行うようにさらに構成される実施形態７１～７４のいずれか一項に記載の陰圧
ポンプシステム。
７６．コントローラは、少なくとも２つのすでに計算されている振幅またはオフセットの
間の線形補間を行うようにさらに構成される実施形態７５に記載の陰圧ポンプシステム。
７７．すでに計算されているパラメータは、少なくとも３つのパラメータを含む実施形態
７１～７６のいずれか一項に記載の陰圧ポンプシステム。
７８．すでに計算されているパラメータは、ポンプシステムの１以上の特性に依存する実
施形態７１～７７のいずれか一項に記載の陰圧ポンプシステム。
７９．アクチュエータは、ボイスコイルアクチュエータを含み、ボイスコイルアクチュエ
ータはダイアフラムに接続されている実施形態７１～７８のいずれか一項に記載の陰圧ポ
ンプシステム。
８０．ポンプアセンブリは、ポンプアセンブリの共振周波数に影響を及ぼすように構成さ
れているバネをさらに備える実施形態７１～７９のいずれか一項に記載の陰圧ポンプシス
テム。
８１．コントローラは、ポンプシステムが不活動期間の後にアクティブ化されたときにス
タートアップ信号を印加するようにさらに構成され、スタートアップ信号は駆動信号の振
幅およびオフセットのうちの少なくとも一方と異なる振幅およびオフセットのうちの少な
くとも一方を含む実施形態７１～８０のいずれか一項に記載の陰圧ポンプシステム。
８２．コントローラは、
　すでに計算されているパラメータと陰圧設定よりも小さいソフトスタート陰圧設定とに
少なくとも部分的に基づきスタートアップ信号に対する振幅およびオフセットのうちの少
なくとも一方を計算し、
　スタートアップ信号をポンプシステムに印加するようにさらに構成される実施形態８１
に記載の陰圧ポンプシステム。
８３．コントローラは、創傷を覆って配置されるように構成されている創傷被覆材の下で
ソフトスタート陰圧設定に達するまでスタートアップ期間にわたってスタートアップ信号
をポンプシステムに印加し、その後、駆動信号をポンプシステムに印加するようにさらに
構成される実施形態８２に記載の陰圧ポンプシステム。
８４．コントローラは、創傷被覆材の下で陰圧設定に達するまで駆動信号をポンプシステ
ムに印加するように構成される実施形態８３に記載の陰圧ポンプシステム。
８５．スタートアップ期間は、約１００ミリ秒である実施形態８３または８４に記載の陰
圧ポンプシステム。
８６．スタートアップ期間は、約１０ミリ秒から約１０００ミリ秒の間である実施形態８
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３または８４に記載の陰圧ポンプシステム。
８７．スタートアップ期間は、約５０ミリ秒から約５００ミリ秒の間である実施形態８３
または８４に記載の陰圧ポンプシステム。
８８．スタートアップ期間は、約７５ミリ秒から約２５０ミリ秒の間である実施形態８３
または８４に記載の陰圧ポンプシステム。
８９．陰圧閉鎖療法に合わせて構成されているポンプシステムを較正するための較正シス
テムであって、
　センサと、
　較正システムの動作を制御するように構成されているコントローラとを備え、コントロ
ーラは
　　駆動信号の生成を引き起こし、
　　駆動信号でポンプシステムの作動を引き起こし、
　　ポンプシステムの構成要素の移動量をセンサで測定し、
　　構成要素の測定された移動量に基づき第１の寸法を計算し、
　　第１の寸法が第１のターゲット値の第１の許容範囲内にあると決定することによって
第１の収束条件が満たされているかどうかを決定するようにさらに構成される較正システ
ム。
９０．コントローラは、
　構成要素の測定された移動量に基づき第２の寸法を計算し、
　第２の寸法が第２のターゲット値の第２の許容範囲内にあると決定することによって第
２の収束条件が満たされているかどうかを決定するようにさらに構成される実施形態８９
に記載の較正システム。
９１．コントローラは、第１および第２の収束条件が実質的に同時に満たされると決定す
るようにさらに構成される実施形態９０に記載の較正システム。
９２．第１または第２の収束条件のうちの少なくとも一方が満たされたと決定した後、コ
ントローラは、ポンプシステムのメモリ内に駆動信号に関連付けられているパラメータの
セットを記憶するようにさらに構成される実施形態８９～９１のいずれか一項に記載の較
正システム。
９３．第１または第２の収束条件のうちの少なくとも一方が満たされていないと決定した
後に、コントローラは、
　構成要素の測定された移動量に少なくとも部分的に基づき駆動信号の１以上のパラメー
タの調整を行わせ、
　調整された駆動信号の生成を引き起こし、
　調整された駆動信号でポンプシステムの作動を引き起こし、
　ポンプアセンブリの構成要素の移動量をセンサで測定し、
　収束条件が満たされているかどうかを決定するようにさらに構成される実施形態８９～
９２のいずれか一項に記載の較正システム。
９４．コントローラは、駆動信号および調整された駆動信号のうちの少なくとも一方の生
成に対して駆動信号の振幅の選択を行わせるようにさらに構成される実施形態８９～９３
のいずれか一項に記載の較正システム。
９５．コントローラは、駆動信号および調整された駆動信号のうちの少なくとも一方の生
成に対して駆動信号のオフセットの選択を行わせるようにさらに構成される実施形態８９
～９４のいずれか一項に記載の較正システム。
９６．第１および第２の寸法のうちの少なくとも一方は、構成要素の行程を含む実施形態
９０～９５のいずれか一項に記載の較正システム。
９７．第１および第２の寸法のうちの少なくとも一方は、構成要素の平均位置を含む実施
形態９０～９６のいずれか一項に記載の較正システム。
９８．構成要素は、ダイアフラムに接続されているピストンを備える実施形態９０～９７
のいずれか一項に記載の較正システム。
９９．陰圧閉鎖療法に合わせて構成されているポンプシステムを制御するための方法であ
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って、
　すでに計算されているパラメータと陰圧設定とに少なくとも部分的に基づき駆動信号に
対する振幅およびオフセットのうちの少なくとも一方を計算するステップと、
　少なくとも１つの計算された振幅およびオフセットを有する駆動信号を生成するステッ
プと、
　駆動信号をポンプシステムに印加し、それによって陰圧閉鎖療法を行わせるステップと
を含み、
　方法は、ポンプシステムのコントローラの制御の下で実行される方法。
１００．すでに計算されているパラメータは、複数の陰圧設定の複数の較正されている振
幅を含む実施形態９９に記載の方法。
１０１．すでに計算されているパラメータは、複数の陰圧設定の複数の較正されているオ
フセットを含む実施形態９９または１００に記載の方法。
１０２．駆動信号に対する振幅およびオフセットのうちの少なくとも一方を計算するステ
ップは、駆動信号に対する振幅およびオフセットの両方を計算するステップを含む実施形
態９９～１０１のいずれか一項に記載の方法。
１０３．駆動信号に対する振幅およびオフセットのうちの少なくとも一方を計算するステ
ップは、少なくとも２つのすでに計算されている振幅またはオフセットの間の補間を行う
ステップをさらに含む実施形態９９～１０２のいずれか一項に記載の方法。
１０４．補間は、線形補間である実施形態１０３に記載の方法。
１０５．すでに計算されているパラメータは、少なくとも３つのパラメータを含む実施形
態９９～１０４のいずれか一項に記載の方法。
１０６．すでに計算されているパラメータは、ポンプシステムの１以上の特性に依存する
実施形態９９～１０５のいずれか一項に記載の方法。
１０７．ポンプシステムは、ダイアフラムに接続されているボイスコイルアクチュエータ
を備える実施形態９９～１０６のいずれか一項に記載の方法。
１０８．ポンプシステムは、ポンプシステムの共振周波数に影響を及ぼすように構成され
ているバネをさらに備える実施形態９９～１０７のいずれか一項に記載の方法。
１０９．ポンプシステムが不活動期間の後にアクティブ化されたときにスタートアップ信
号を印加するステップをさらに含み、スタートアップ信号は駆動信号の振幅およびオフセ
ットのうちの少なくとも一方と異なる振幅およびオフセットのうちの少なくとも一方を含
む実施形態９９～１０８のいずれか一項に記載の方法。
１１０．すでに計算されているパラメータと陰圧設定よりも小さいソフトスタート陰圧設
定とに少なくとも部分的に基づきスタートアップ信号に対する振幅およびオフセットのう
ちの少なくとも一方を計算するステップと、
　スタートアップ信号をポンプシステムに印加するステップとをさらに含む実施形態１０
８に記載の方法。
１１１．スタートアップ信号を印加するステップは、創傷を覆って配置されるように構成
されている創傷被覆材の下でソフトスタート陰圧設定に達するまでスタートアップ期間に
わたってスタートアップ信号をポンプシステムに印加し、その後、駆動信号をポンプシス
テムに印加するステップを含む実施形態１１０に記載の方法。
１１２．駆動信号は、創傷被覆材の下で陰圧設定に達するまでポンプシステムに印加され
る実施形態１１１に記載の方法。
１１３．スタートアップ期間は、約１００ミリ秒である実施形態１１１または１１２に記
載の方法。
１１４．スタートアップ期間は、約１０ミリ秒から約１０００ミリ秒の間である実施形態
１１１または１１２に記載の方法。
１１５．スタートアップ期間は、約５０ミリ秒から約５００ミリ秒の間である実施形態１
１１または１１２に記載の方法。
１１６．スタートアップ期間は、約７５ミリ秒から約２５０ミリ秒の間である実施形態１
１１または１１２に記載の方法。
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１１７．陰圧閉鎖療法に合わせて構成されているポンプシステムを較正するための方法で
あって、
　駆動信号の生成を引き起こすステップと、
　駆動信号でポンプシステムの作動を引き起こすステップと、
　ポンプシステムの構成要素の移動量を測定するステップと、
　構成要素の測定された移動量に基づき第１の寸法を計算するステップと、
　第１の寸法が第１のターゲット値の第１の許容範囲内にあると決定することによって第
１の収束条件が満たされているかどうかを決定するステップとを含み、較正システムのコ
ントローラの制御の下で実行される方法。
１１８．構成要素の測定された移動量に基づき第２の寸法を計算するステップと、
　第２の寸法が第２のターゲット値の第２の許容範囲内にあると決定することによって第
２の収束条件が満たされているかどうかを決定するステップとをさらに含む実施形態１１
７に記載の方法。
１１９．第１および第２の収束条件が実質的に同時に満たされると決定するステップをさ
らに含む実施形態１１８に記載の方法。
１２０．第１または第２の収束条件のうちの少なくとも一方が満たされたと決定したこと
に応答して、ポンプシステムのメモリ内に駆動信号に関連付けられているパラメータのセ
ットを記憶するステップをさらに含む実施形態１１７～１１９のいずれか一項に記載の方
法。
１２１．第１または第２の収束条件のうちの少なくとも一方が満たされていないと決定し
たことに応答して、
　構成要素の測定された移動量に少なくとも部分的に基づき駆動信号の１以上のパラメー
タの調整を行わせるステップと、
　調整された駆動信号の生成を引き起こすステップと、
　調整された駆動信号でポンプシステムの作動を引き起こすステップと、
　ポンプアセンブリの構成要素の移動量を測定するステップと、
　収束条件が満たされているかどうかを決定するステップとをさらに含む実施形態１１７
～１２０のいずれか一項に記載の方法。
１２２．駆動信号または調整された駆動信号の生成を引き起こすステップは、駆動信号の
振幅を選択するステップを含む実施形態１１７～１２１のいずれか一項に記載の方法。
１２３．駆動信号または調整された駆動信号の生成を引き起こすステップは、駆動信号の
オフセットを選択するステップを含む実施形態１１７～１２２のいずれか一項に記載の方
法。
１２４．第１および第２の寸法のうちの少なくとも一方は、構成要素の行程を含む実施形
態１１８～１２３のいずれか一項に記載の方法。
１２５．第１および第２の寸法のうちの少なくとも一方は、構成要素の平均位置を含む実
施形態１１８～１２４のいずれか一項に記載の方法。
１２６．構成要素は、ダイアフラムに接続されているピストンを備える実施形態１１８～
１２５のいずれか一項に記載の方法。
１２７．陰圧閉鎖療法に合わせて構成されているポンプシステムであって、
　陰圧を、流路を介して、創傷上に位置決めされるように構成されている創傷被覆材に印
加するように構成されているポンプアセンブリであって、流路はポンプシステムを創傷被
覆材に流体的に接続するように構成された、ポンプアセンブリと、
　流路内の圧力を測定するように構成されているセンサと、
　ポンプシステムの動作を制御するように構成されているコントローラとを具備し、コン
トローラは
　第１の時点で流路内の第１の圧力値を測定し、
　第２の時点で流路内の第２の圧力値を測定し、
　第１および第２の圧力値を使用して第１の圧力変化率を計算し、
　計算された第１の圧力変化率が閾値変化率の条件を満たしていると決定したことに応答
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して、創傷被覆材がフル状態であることを示す情報を提供するようにさらに構成されるポ
ンプシステム。
１２８．コントローラは、
　第３の時点で流路内の第３の圧力値を測定し、
　第４の時点で流路内の第４の圧力値を測定し、
　第３および第４の圧力値を使用して第２の圧力変化率を計算し、
　計算された第１および第２の圧力変化率が閾値変化率の条件を満たしていると決定した
ことに応答して、創傷被覆材がフル状態であることを示す情報を提供するようにさらに構
成される実施形態１２７に記載のポンプシステム。
１２９．流体流路内の圧力は、最大圧力と最小圧力との間である実施形態１２７または１
２８に記載のポンプシステム。
１３０．コントローラは、第２の圧力値が最小圧力よりも低いかどうかを決定するように
さらに構成される実施形態１２７から１２９のいずれか一項に記載のポンプシステム。
１３１．コントローラは、計算された第１の圧力変化率が閾値変化率に等しいか、または
超えていると決定したことに応答して、創傷被覆材がフル状態であることを示す情報を提
供するようにさらに構成される実施形態１２７から１３０のいずれか一項に記載のポンプ
システム。
１３２．閾値変化率は、約－５０ｍｍＨｇ／秒である実施形態１２７から１３１のいずれ
か一項に記載のポンプシステム。
１３３．閾値変化率は、約－７０ｍｍＨｇ／秒である実施形態１２７から１３１のいずれ
か一項に記載のポンプシステム。
１３４．閾値変化率は、約－２０ｍｍＨｇ／秒から約－２００ｍｍＨｇ／秒の間である実
施形態１２７から１３１のいずれか一項に記載のポンプシステム。
１３５．閾値変化率は、約－４０ｍｍＨｇ／秒から約－１００ｍｍＨｇ／秒の間である実
施形態１２７から１３１のいずれか一項に記載のポンプシステム。
１３６．閾値変化率は、約－５０ｍｍＨｇ／秒から約－７５ｍｍＨｇ／秒の間である実施
形態１２７から１３１のいずれか一項に記載のポンプシステム。
１３７．コントローラは、計算された第１の圧力変化率が最大変化率の条件を満たしてい
ると決定したことに応答して、一時的閉塞状態を示す情報を提供するようにさらに構成さ
れる実施形態１２７から１３６のいずれか一項に記載のポンプシステム。
１３８．コントローラは、計算された第１および第２の圧力変化率が最大変化率の条件を
満たしていると決定したことに応答して、一時的閉塞状態を示す情報を提供するようにさ
らに構成される実施形態１２７から１３７のいずれか一項に記載のポンプシステム。
１３９．一時的閉塞状態は、流路内のキンクおよび流路内の閉塞のうちの少なくとも一方
を含む実施形態１３７または１３８に記載のポンプシステム。
１４０．最大変化率は、閾値率の約１１０％、約１２０％、約１３０％、約１４０％、ま
たは約１５０％であるパーセンテージを含む実施形態１３７から１３８のいずれか一項に
記載のポンプシステム。
１４１．最大変化率は、閾値変化率の約１０５％から約１５５％の間のパーセンテージを
含む実施形態１３７から１３８のいずれか一項に記載のポンプシステム。
１４２．コントローラは、計算された第１の圧力変化率が最大変化率に等しいか、または
超えると決定したことに応答して、一時的閉塞状態を示す情報を提供するようにさらに構
成される実施形態１３７から１４１のいずれか一項に記載のポンプシステム。
１４３．コントローラは、１以上の時間間隔で流体流路内の圧力をサンプリングするよう
にさらに構成される実施形態１２７から１４２のいずれか一項に記載のポンプシステム。
１４４．コントローラは、１以上の時間間隔の各々において少なくとも２回、圧力をサン
プリングするようにさらに構成される実施形態１４３に記載のポンプシステム。
１４５．コントローラは、１以上の時間間隔の各々において圧力サンプルを平均するよう
にさらに構成される実施形態１４３または１４４に記載のポンプシステム。
１４６．陰圧閉鎖療法に合わせて構成されているポンプシステムを制御するための方法で
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あって、
　陰圧を、流路を介して、創傷上に位置決めされるように構成されている創傷被覆材に印
加することを引き起こすステップであって、流路はポンプシステムを創傷被覆材に流体的
に接続するように構成される、ステップと、
　第１の時点で流路内の第１の圧力値を測定するステップと、
　第２の時点で流路内の第２の圧力値を測定するステップと、
　第１および第２の圧力値を使用して第１の圧力変化率を計算するステップと、
　計算された第１の圧力変化率が閾値変化率の条件を満たしていると決定したことに応答
して、創傷被覆材がフル状態であることを示す情報を提供するステップとを含み、
　ポンプシステムのコントローラの制御の下で実行される方法。
１４７．第３の時点で流路内の第３の圧力値を測定するステップと、
　第４の時点で流路内の第４の圧力値を測定するステップと、
　第３および第４の圧力値を使用して第２の圧力変化率を計算するステップと、
　計算された第１および第２の圧力変化率が閾値変化率の条件を満たしていると決定した
ことに応答して、創傷被覆材がフル状態であることを示す情報を提供するステップとをさ
らに含む実施形態１４６に記載の方法。
１４８．流体流路内の圧力は、最大圧力と最小圧力との間である実施形態１４６または１
４７に記載の方法。
１４９．第２の圧力値が最小圧力よりも小さいかどうかを決定するステップをさらに含む
実施形態１４６～１４８のいずれか一項に記載の方法。
１５０．閾値変化率の条件を満たすことは、閾値変化率に等しいか、または超えることを
含む実施形態１４６から１４９のいずれか一項に記載の方法。
１５１．閾値変化率は、約－５０ｍｍＨｇ／秒である実施形態１４６から１５０のいずれ
か一項に記載の方法。
１５２．閾値変化率は、約－７０ｍｍＨｇ／秒である実施形態１４６から１５０のいずれ
か一項に記載の方法。
１５３．閾値変化率は、約－２０ｍｍＨｇ／秒から約－２００ｍｍＨｇ／秒の間である実
施形態１４６から１５０のいずれか一項に記載の方法。
１５４．閾値変化率は、約－４０ｍｍＨｇ／秒から約－１００ｍｍＨｇ／秒の間である実
施形態１４６から１５０のいずれか一項に記載の方法。
１５５．閾値変化率は、約－５０ｍｍＨｇ／秒から約－７５ｍｍＨｇ／秒の間である実施
形態１４６から１５０のいずれか一項に記載の方法。
１５６．計算された第１の圧力変化率が最大変化率の条件を満たしていると決定したこと
に応答して、一時的閉塞状態を示す情報を提供するステップをさらに含む実施形態１４６
から１５５のいずれか一項に記載の方法。
１５７．計算された第１および第２の圧力変化率が最大変化率の条件を満たしていると決
定したことに応答して、一時的閉塞状態を示す情報を提供するステップをさらに含む実施
形態１４６から１５６のいずれか一項に記載の方法。
１５８．一時的閉塞状態は、流路内のキンクおよび流路内の閉塞のうちの少なくとも一方
を含む実施形態１５６または１５７に記載の方法。
１５９．最大変化率は、閾値変化率の約１１０％、約１２０％、約１３０％、約１４０％
、または約１５０％であるパーセンテージを含む実施形態１５６から１５８のいずれか一
項に記載の方法。
１６０．最大変化率は、閾値変化率の約１０５％から約１５５％の間のパーセンテージを
含む実施形態１５６から１５８のいずれか一項に記載の方法。
１６１．最大変化率の条件を満たすことは、最大変化率に等しいか、または超えることを
含む実施形態１５６から１６０のいずれか一項に記載の方法。
１６２．流路内の圧力値を測定するステップは、１以上の時間間隔の間に流体流路内の圧
力をサンプリングするステップを含む実施形態１４６から１６１のいずれか一項に記載の
方法。
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１６３．１以上の時間間隔の各々の間に、少なくとも２回圧力をサンプリングするステッ
プをさらに含む実施形態１６２に記載の方法。
１６４．１以上の時間間隔の各々の間に、圧力サンプルを平均するステップをさらに含む
実施形態１６２または１６３に記載の方法。
１６５．陰圧閉鎖療法に合わせて構成されているポンプシステムであって、
　　アクチュエータと、
　　ダイアフラムとを備える
　ポンプアセンブリと、
　ポンプシステムの動作を制御するように構成されているコントローラとを具備し、コン
トローラは
　　駆動信号をポンプアセンブリに印加し、駆動信号は正の振幅と負の振幅とを交互にと
り、駆動信号はオフセットを有し、
　　１以上の時間間隔の間にポンプアセンブリを創傷を覆って配置されるように構成され
ている創傷被覆材に接続するように構成されている流体流路内の圧力をサンプリングし、
１以上の時間間隔のうちの各々は、駆動信号が近似的に、１以上のサンプリング振幅に等
しい振幅であるときに生じる、ようにさらに構成されるポンプシステム。
１６６．サンプリング振幅は、振幅の極大値を含む実施形態１６５に記載のポンプシステ
ム。
１６７．サンプリング振幅は、振幅の極小値を含む実施形態１６５または１６６に記載の
ポンプシステム。
１６８．サンプリング振幅は、振幅のゼロ交差を含む実施形態１６５～１６７のいずれか
一項に記載のポンプシステム。
１６９．サンプリング振幅は、振幅のオフセット交差を含む実施形態１６５～１６８のい
ずれか一項に記載のポンプシステム。
１７０．コントローラは、１以上の時間間隔の各々の間に少なくとも２回、圧力をサンプ
リングするようにさらに構成される実施形態１６５～１６９のいずれか一項に記載のポン
プシステム。
１７１．コントローラは、各時間間隔の間に圧力サンプルを平均するようにさらに構成さ
れる実施形態１７０に記載のポンプシステム。
１７２．コントローラは、圧力サンプルに基づき駆動信号の少なくとも１つのパラメータ
を調整するようにさらに構成される実施形態１６５～１７１のいずれか一項に記載のポン
プシステム。
１７３．陰圧閉鎖療法に合わせて構成されているポンプシステムを制御するための方法で
あって、
　駆動信号をポンプシステムのポンプアセンブリに印加するステップであって、駆動信号
は正の振幅と負の振幅とを交互にとり、駆動信号はオフセットを有する、ステップと、
　１以上の時間間隔の間にポンプシステムを創傷を覆って配置されるように構成されてい
る創傷被覆材に接続するように構成されている流体流路内の圧力をサンプリングするステ
ップであって、１以上の時間間隔のうちの各々は、駆動信号が近似的に、１以上のサンプ
リング振幅に等しい振幅であるときに生じる、ステップとを含み、
　ポンプシステムのコントローラの制御の下で実行される方法。
１７４．サンプリング振幅は、振幅の極大値を含む実施形態１７３に記載の方法。
１７５．サンプリング振幅は、振幅の極小値を含む実施形態１７３または１７４に記載の
方法。
１７６．サンプリング振幅は、振幅のゼロ交差を含む実施形態１７３～１７５のいずれか
一項に記載の方法。
１７７．サンプリング振幅は、振幅のオフセット交差を含む実施形態１７３～１７６のい
ずれか一項に記載の方法。
１７８．１以上の時間間隔の各々の間に、少なくとも２回圧力をサンプリングするステッ
プをさらに含む実施形態１７３～１７７のいずれか一項に記載の方法。
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１７９．各時間間隔の間に、圧力サンプルを平均するステップをさらに含む実施形態１７
８に記載の方法。
１８０．圧力サンプルに基づき駆動信号の少なくとも１つのパラメータを調整するステッ
プをさらに含む実施形態１７３～１７９のいずれか一項に記載の方法。
【０２７１】
　本出願において説明されている装置および方法は、後の段落で説明されている特徴およ
び組合せを含む、参照により本明細書に組み込まれている出願において説明されている特
徴および組合せを含む、本明細書において説明されている他の特徴および組合せの中の、
この段落および他の段落において説明されている前術の特徴の組合せを含むことができる
。
【０２７２】
　本明細書で提示されている閾値、制限、持続時間などの値は、絶対的であることを意図
されておらず、したがって、近似的であってよい。それに加えて、本明細書で提示されて
いる閾値、制限、持続時間などは、自動的に、またはユーザによって、のいずれかで、固
定されるか、または可変であるものとしてよい。さらに、本明細書で使用されているよう
に、基準値に関して、超える、より大きい、より小さいなどの相対的な用語は、基準値に
等しいことも包含することを意図されている。たとえば、正である基準値を超えることは
、基準値以上であることを包含し得る。それに加えて、本明細書で使用されているように
、基準値に関して、超える、より大きい、より小さいなどの相対的な用語は、基準値に関
して、より下、より小さい、より大きいなどの、開示されている関係の逆も包含すること
を意図されている。
【０２７３】
　いくつかの実施形態が説明されているが、これらの実施形態は、ほんの一例であり、本
開示の範囲を制限することは意図されていない。実際、本明細書で説明されている新規性
のある方法およびシステムは、様々な他の形態で具現化することができる。さらに、本明
細書で説明されているシステムおよび方法における様々な省略、置換、および変更は、本
開示の精神から逸脱することなく行われ得る。付属の請求項およびその同等の項目は、本
開示の範囲および精神に含まれるような形態または修正を対象とすることが意図されてい
る。したがって、本開示の範囲は、本明細書に提示されているか、または将来提示される
ような請求項を参照することのみにより定義される。
【０２７４】
　特定の態様、実施形態、または例に関して説明されている機能部、材料、特性、グルー
プは、不適合でない限り、この節でまたは本明細書の別のところで説明されている他の態
様、実施形態、または例に適用可能であるものと理解されるべきである。本明細書（付属
の請求項、要約、および図面を含む）で開示されている機能部のすべて、および／または
こうして開示されている方法もしくはプロセスのステップのすべては、そのような機能部
および／またはステップの少なくともいくつかが相互排他的である組合せを除く、任意の
組合せに組み合わせることができる。保護は、前術の実施形態の詳細に制限されない。保
護は、本明細書（付属の請求項、要約、および図面を含む）で開示されている特徴のうち
の新規性のある特徴、もしくは新規性のある組合せに、またはこうして開示されている方
法もしくはプロセスのステップのうちの新規性のあるもの、または新規性のある組合せに
拡大適用される。
【０２７５】
　さらに、別の実装の背景状況において本開示で説明されているいくつかの特徴も、単一
の実装において組み合わせて実装され得る。また、逆に、単一の実施態様の背景状況に関
して説明した様々な特徴は、複数の実施態様において別個に、あるいは任意の好適な部分
組合せで実施され得る。さらに、特徴は、いくつかの組合せで働くものとして上記で説明
され得るが、請求される組合せからの１以上の特徴は、いくつかの場合において、その組
合せから削除され、組合せは、部分組合せ、または部分組合せの変形形態として請求され
得る。
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【０２７６】
　さらに、動作は特定の順序で図面に示されているか、または本明細書において説明され
ているが、そのような動作は、望ましい結果を達成するために、示される特定の順序でも
しくは順番に実行されること、またはすべての動作が実行されることは、必要ない。図示
または説明されていない他の動作は、例示的な方法およびプロセスに組み込まれ得る。た
とえば、１以上の追加の動作が、説明されている動作のうちのいずれかの前に、後に、同
時に、またはそれの間で、実行され得る。さらに、動作は、他の実施態様では再配置構成
されるかまたは順序を変更され得る。当業者であれば、いくつかの実施形態において、例
示され、および／または開示されているプロセスで実行される実際のステップは、図に示
されているものと異なり得ることを理解するであろう。実施形態に応じて、上で説明され
ているステップのいくつかを取り除くことができ、また他のステップを追加することもで
きる。図に示されている様々な構成要素は、プロセッサ、コントローラ、ＡＳＩＣ、ＦＰ
ＧＡ、および／または専用ハードウェア上のソフトウェアおよび／またはファームウェア
として実装され得る。プロセッサ、ＡＳＩＣ、ＦＰＧＡなどの、ハードウェアコンポーネ
ントは、論理回路を含み得る。さらに、上で開示されている特定の実施形態の機能部およ
び属性を異なる仕方で組み合わせて追加の実施形態を形成することができるが、すべて本
開示の範囲内に収まる。また、上記で説明した実施態様における様々なシステム構成要素
の分離は、すべての実施態様においてそのような分離を必要とするものとして理解される
べきでなく、説明されている構成要素およびシステムは、概して、単一の製品において互
いに一体化されるか、または複数の製品にパッケージングされ得ることを理解されたい。
【０２７７】
　本開示の目的に関して、本明細書では、いくつかの態様、利点、および新規性のある特
徴が説明されている。必ずしもそのようなすべての利点が特定の実施形態に従って達成さ
れるとは限らない。そこで、たとえば、当業者であれば、本開示が、本明細書で教示また
は示唆されているような他の利点を必ずしも達成することなく本明細書で教示されている
ような１つの利点もしくは複数の利点の群を達成する形で具現化または実施され得ること
を理解するであろう。
【０２７８】
　「できる」、「し得る」、「してよい」、「し得るであろう」などの条件付きの言い回
しは、特に断りのない限り、または使用されている文脈内で他の意味に理解されるべきで
ない限り、一般的に、いくつかの特徴、要素、および／またはステップを、いくつかの実
施形態が含むが、他の実施形態は含まない、ことを伝達することを意図されている。した
がって、そのような条件付きの言い回しは、特徴、要素、および／またはステップがいか
なる形でも１以上の実施形態に対して必要であること、または１以上の実施形態が必ず、
ユーザ入力またはプロンプトあり、またはなしで、これらの特徴、要素、および／または
ステップが、特定の実施形態に含まれるか、または特定の実施形態において実行されるべ
きであるかを決定するための論理を含むことを意味することを意図されていない。
【０２７９】
　「Ｘ、Ｙ、およびＺのうちの少なくとも１つ」という語句などの連言的な言い回しは、
特に断りのない限り、一般に、項目、用語などがＸ、Ｙ、またはＺのいずれかであり得る
ことを伝えるために使用されるような文脈により他の形で理解される。したがって、その
ような連言的な言い回しは、一般的にはいくつかの実施形態がＸの少なくとも１つ、Ｙの
少なくとも１つ、およびＺの少なくとも１つの存在を必要とすることを意味することを意
図されていない。
【０２８０】
　本明細書で使用されているような「おおよそ」、「約」、「概して」、および「実質的
に」という言い回しなどの、本明細書で使用されている程度を表す言い回しは、所望の機
能をそのまま果たすか、または所望の結果をもたらす述べられている値、量、または特性
に近い値、量、または特性を表す。たとえば、「おおよそ」、「約」、「概して」、およ
び「実質的に」という言い回しは、述べられている量の１０％未満以内、５％未満以内、



(88) JP 2018-507076 A 2018.3.15

10

20

30

40

50

１％未満以内、０．１％未満以内、および０．０１％未満以内の量を指すものとしてよい
。別の例として、いくつかの実施形態において、「概して平行な」および「実質的に平行
な」という言い回しは、正確な平行から１５度以下、１０度、５度、３度、１度、または
０．１度だけ逸脱する値、量、または特性を指す。
【０２８１】
　本開示の範囲は、この節のまたは本明細書の別のところの好ましい実施形態の特定の開
示によって制限されることを意図されておらず、この節にまたは本明細書の別のところに
提示されているような、または将来提示されるような請求項によって定義され得る。請求
項の言い回しは、請求項で採用されている言い回しに基づき広い意味で解釈されるべきで
あり、本明細書において、または出願の遂行時に説明されている例に限定されず、その例
は非排他的なものとして解釈されるべきである。
【符号の説明】
【０２８２】
１００　ポンプシステム、１０２　外側ハウジング、１０２ａ　前部分、１０２ｂ　後部
分、１０４　取付構成要素，装着構成要素、１０６　クリップ、１０８　基部、１１０　
金具、１１２　ディスプレイ、１１２’　ディスプレイ、１１４　アイコン、１１４’　
アイコン、１１６　ボタン、１１８　取り外し可能なカバー、１２０　キャビティ、１２
２　陥凹部、１２４　外周、１２６　延長部、２００　回路基板，制御盤、２０２　バッ
テリ、２０４　圧力モニタ、２０６　ＬＥＤ、２０８　機能部、２１０　端子、２１２　
コネクタ、２１４’　板バネ、２１５’　導電性コイルバネ、２１８’　ゼブラコネクタ
、２１９’　接点、２２０’　膜、２２２’　配線、３００　インテークマニホールド、
３００’　マニホールド、３０１ａ　上部分、３０１ｂ　底部分、３０２　コネクタ、３
０４　封止部材、３０６　ポート、３０８　出口ポート、３１０’　入口通路、３１２’
　入口開口部、３１４’　出口開口部、３１６’　ポート、３１８’　出口通路、３２０
’　入口開口部、３２２’　出口開口部、４００　ポンプアセンブリ、４１０　カバー、
４２０　ポンプハウジング、４２０’　ポンプハウジング、４２０”　ポンプハウジング
、４２０’’’　ポンプハウジング、４２２　インテークチャネル、４２４　排出チャネ
ル、４２４’　排出チャネル、４２６　インテークポート、４２７　入口開口部、４２８
　排出ポート、４２９　出口開口部、４３０　チャンバ、４３０’’’　チャンバ、４３
１　リブ、４３２　開口部、４３３　内面、４３４　切欠、４３５　傾斜部分、４３６’
　開口部、４３６”　開口部、４３７　ディフューザ、４５０　弁、４５２　可撓性およ
び／または変形可能タブ部分もしくは部材、４５４　フレーム部分、４５６　ネック部、
４５８　開口部またはギャップ、４６０ａ，４６０ｂ　アラインメントタブ、４６２　リ
ブ、４７０　ポンプチャンバ本体部、４７０’　ポンプチャンバ本体部、４７２　ダイア
フラムチャンバ、４７４　弁支持部分、４７５　表面、４７６ａ　インテークまたは入口
陥凹部、４７６ｂ　排出または出口陥凹部、４７８ａ　入口開口部、４７８ｂ　出口開口
部、４８０ａ，４８０ｂ　陥凹部、４８１　隆起部、４８２　スロット、４８３　機械的
ストッパ、４８４　円周溶接表面、４８５　垂直フランジ、４９０　溶融輪郭、５００　
上極、５０２　開口部、５０４　第１の部分、５０６　第２の部分、５２０　下極、５２
２　開口部、５４０　磁石、５４２　開口部、５５０　ダイアフラム、５６０　接続部分
、５６２　陥凹部、５６４　下を切り取られた部分、５６６　リップ部、５７０　周部分
、５７２　本体部分、５７４　リップ部、５８０　ウェブ、５８２　半径、５９０　スペ
ーサ、５９２　本体部分、５９４　アライメントタブ、５９８　接触表面、６００　コイ
ル、６００’　コイル、６０２　本体部、６０４　電線用導管、６０４’　電線用導管、
６０６　開口部、６５０　支持部材、６５０’　支持部材、６５１’　導電性ピン、６６
０　周部分、６６２　フィンガ部、６６４　環状リング、６６６　隆起したプラットフォ
ーム、６７０　基部、６７２　アーム部、６７４　開口部、６７６　コレット、６７８　
開口部、７００　シャフト、７１０　第１の端部分、７１２　下を切り取られた部分、７
１４　環状リップ部、７２０　中間部分、７２２，７２４　テーパ付き機能部、７２６　
リブ、７２８　プラットフォーム、７３０　第２の端部分、７５０　バネ、７５０’　バ
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ネ、７５２　開口部、７５４　切欠、７５８　切欠、８００　ベアリングまたはブッシン
グ、８０２　基部、８０４　壁部材、８０６　突起部、８０８　表面、８１０　フィンガ
部、８１２　リブ、８１４　開口部、８９０　溶融輪郭、９０２　減衰構成要素、９０２
’　減衰構成要素、９０４　減衰構成要素、９５０　被覆材、９５０　創傷被覆材、９５
２　ポート、９５３　コネクタ部分、９５４　導管、９５６　中間導管、９５８，９６０
　クイックリリースコネクタ、１０００　ポンプシステム、１００２　スイッチもしくは
ボタン、１００４　インジケータ、１００６　制御盤、１００８　電源、１０１０　陰圧
源、１０１２　ポンプ、１０１４　電気モータ、１０１６　圧力センサ、１０１８　入口
、１０２０　出口、１１００　ポンプシステム、１１０２　ボタン、１１０４　インジケ
ータ、１１０６　圧力センサ、１１０８　電源、１１０９　陰圧源、１１１０　モジュー
ル、１１１２　入出力（Ｉ／Ｏ）モジュール、１１１４　コントローラ、１１１６　メモ
リ、１２００　ポンプシステム、１２０２　コントローラまたはプロセッサ、１２０４　
ユーザインターフェースコントローラ、１２０６　Ｉ／Ｏインターフェースコントローラ
，圧力センサ、１２０８　陰圧制御モジュール、１２１０　通信インターフェースコント
ローラ、１２１２　入出力（Ｉ／Ｏ）ポート、１２１４　メモリモジュール、１２１６　
電源、１２１８　陰圧源、１２２０　ドライバモジュール、１３００　状態図、１３０１
　ブートローダ、１３０２　初期化、１３０４　状態、１３０６　リトライ状態、１３１
０　動作、１３１２　スタンバイまたは一時停止状態、１３１４　初期ポンプダウン状態
、１３１６　漏れ状態、１３１８　フィルタ閉塞状態、１３５０　メンテナンス、１３５
２　監視状態、１３５４　ＭＰＤ状態、１３９０　寿命末期状態、１３９２　電圧不足ま
たはバッテリクリティカル状態、１３９４　回復不能エラー状態、１４００　グラフ、１
４０２　低圧閾値、１４１０　直線、１４１２　高圧閾値、１４２０　直線、１４２２　
低圧閾値、１４３０　間隔、１４３２　間隔、１５１０　オフセット正弦波（またはサイ
ン）駆動信号、１５１２　直線、１５２０，１５３０　１８０度位相シフトした正弦波、
１５４０　概略図、１５５０　コントローラ、１５６０　ＰＷＭ駆動信号、１５７０　フ
ィルタ、１６００　較正プロセスまたは方法、１７００　グラフ、１７０２　領域、１７
５０　グラフ、１７５２　領域、１８００　プロセスまたは方法、１８０２　アクティブ
状態、１８１４　フィルタ閉塞状態、１８１８　監視状態、１９００　グラフ、１９１０
　ＩＰＤ状態、１９１２，１９１４　点、１９１６　点、１９２０　監視状態、１９３０
　ＭＰＤ状態、２０００　プロセスまたは方法、２０６５　フィルタ閉塞状態
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