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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の第１流路であって、該複数の第１流路の各々が、高さが５０μｍから５００μｍ
の範囲であり、幅が５０μｍから９００μｍの範囲であり、長さが３ｃｍから２０ｃｍの
範囲である、複数の第１流路と、
　前記第１流路のうちの１つまたは複数に相補的であり、かつ、前記複数の第１流路のう
ち少なくとも１０個に及ぶ幅を有する、少なくとも１つの第２流路と、
　前記複数の第１流路を前記少なくとも１つの第２流路から分離する濾過膜と、
を具備するマイクロ流体装置。
【請求項２】
　前記複数の第１流路が、高さ対幅の比が１：１から１：４の範囲である、請求項１に記
載の装置。
【請求項３】
　前記複数の第１流路が、高さ対長さの比が１：２５０から１：８００の範囲である、請
求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記複数の第１流路が、高さが８０μｍから２２０μの範囲である、請求項１～３のい
ずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
　前記複数の第１流路が、幅が１００μｍから５００μｍの範囲である、請求項１～４の
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いずれか一項に記載の装置。
【請求項６】
　前記複数の第１流路が、長さが６ｃｍから８ｃｍの範囲である、請求項１～５のいずれ
か一項に記載の装置。
【請求項７】
　前記複数の第１流路が、流体せん断速度が３７．０℃の血液に対して１００ｓ－１から
３０００ｓ－１の範囲であるように特徴付けられる、請求項１～６のいずれか一項に記載
の装置。
【請求項８】
　前記複数の第１流路が、前記複数の第１流路を覆う前記濾過膜を通過する流体の総量が
前記複数の第１流路に入る前記流体の３％ｖ／ｖから５０％ｖ／ｖの範囲であるように構
成される、請求項１～７のいずれか一項に記載の装置。
【請求項９】
　前記複数の第１流路が、相互に連結する流路の網状構造の一部である、請求項１～８の
いずれか一項に記載の装置。
【請求項１０】
　前記網状構造の前記流路の体積の少なくとも９０％が、高さが５０μｍから３００μｍ
の範囲であり、幅が５０μｍから９００μｍの範囲である、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの第２流路が、幅が５０μｍから９００μｍの範囲であり、長さが
３ｃｍから２０ｃｍの範囲である、請求項１～１０のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１２】
　前記膜が多孔性でありかつ少なくとも半透過性である、請求項１～１１のいずれか一項
に記載の装置。
【請求項１３】
　前記膜がポリエーテルスルホンを含む、請求項１～１２のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１４】
　（ｉ）前記複数の第１流路の流入端部との流体連通を提供する第１アクセス導管と、
　（ｉｉ）前記複数の第１流路の流出端部との流体連通を提供する第１戻り導管と、
　（ｉｉｉ）前記少なくとも１つの第２流路の流出端部との流体連通を提供する第２戻り
導管と、
　（ｉｖ）前記第１アクセス導管に入る流体が前記複数の第１流路を通って前記第１戻り
導管から出るように流れるのを確実にするポンプと、
をさらに具備する、請求項１～１３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１５】
　前記濾過膜を介して前記流体から抽出された濾液を収集する貯蔵器をさらに具備する、
請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　前記貯蔵器が、前記濾過膜を介して前記流体から抽出された濾液の総量を決める容積を
有する、請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記貯蔵器が、前記少なくとも１つの第２流路の延長部である、請求項１５または１６
に記載の装置。
【請求項１８】
　前記貯蔵器が、前記戻り導管に流体結合されている、請求項１５～１７のいずれか一項
に記載の装置。
【請求項１９】
　吸着剤システムをさらに具備する、請求項１～１８のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２０】
　送達システムをさらに具備する、請求項１～１９のいずれか一項に記載の装置。
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【請求項２１】
　前記流路のうちの少なくとも１つの内壁に付着した細胞をさらに具備する、請求項１～
２０のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２２】
　前記複数の第１流路が、前記複数の第１流路を通して１ｍＬ／分から５００ｍＬ／分の
総量の流体を輸送するように構成されている、請求項１～２１のいずれか一項に記載の装
置。
【請求項２３】
　分析物を含む溶液を濾過して、前記溶液より少ない分析物を含む浄化された溶体を提供
するための、請求項１～２２のいずれか一項に記載の装置を備えるシステムであって、
　前記装置は、前記分析物に対して少なくとも半透過性である濾過膜を有するように構成
された前記装置の前記複数の第１流路の前記流入端部に、前記分析物を含む前記溶液が導
入されるように、そして
　前記複数の第１流路の前記流出端部から前記浄化された溶液が収集されるように構成さ
れている、システム。
【請求項２４】
　前記溶液が血液である、請求項２３に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記分析物が、尿、尿酸、クレアチニンまたはそれらの混合物である、請求項２３また
は２４に記載のシステム。
【請求項２６】
　濾過構成要素であって、
　　複数の第１流路、および、前記複数の第１流路と相補的であり、かつ、前記複数の第
１流路のうち少なくとも１０個に及ぶ幅を有する、少なくとも１つの第２流路と、
　　前記複数の第１流路を前記少なくとも１つの第２流路から分離する濾過膜と、を備え
、
前記複数の第１流路が、３７．０℃の血液に対して１００ｓ－１から３０００ｓ－１の範
囲の流体せん断速度を提供するように構成される、濾過構成要素と、
　前記複数の第１流路の流入端部との流体連通を提供する第１アクセス導管と、
　前記複数の第１流路の流出端部との流体連通を提供する第１戻り導管と、
　前記少なくとも１つの第２流路の流出端部との流体連通を提供する第２戻り導管と、
を具備する着用可能腎臓増強装置。
【請求項２７】
　前記複数の第１流路が、前記複数の第１流路を覆う前記濾過膜を通過する流体の総量が
前記複数の第１流路に入る前記流体の３％ｖ／ｖから５０％ｖ／ｖの範囲であるように構
成される、請求項２６に記載の装置。
【請求項２８】
　前記複数の第１流路が、前記複数の第１流路を通して１ｍＬ／分から５００ｍＬ／分の
総量の流体を輸送するように構成されている、請求項２６または２７に記載の装置。
【請求項２９】
　前記第１アクセス導管に入る流体が前記複数の第１流路を通って前記第１戻り導管から
出るように流れるのを確実にするポンプをさらに具備する、請求項２６～２８のいずれか
一項に記載の装置。
【請求項３０】
　前記濾過膜を介して前記流体から抽出された濾液を収集する貯蔵器をさらに具備する、
請求項２６～２９のいずれか一項に記載の装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】



(4) JP 5879267 B2 2016.3.8

10

20

30

40

50

関連出願
　本出願は、２００９年１０月２９日に出願された米国仮特許出願第６１／２５６，０９
３号明細書の利益およびそれに対する優先権を主張し、その内容はすべての目的において
参照により本明細書に援用される。
【０００２】
　本発明は、マイクロ流体装置および溶液を濾過するためにこうした装置を使用する方法
に関する。
【背景技術】
【０００３】
　創傷、疾患または他の健康問題による腎臓または腎臓系の障害により、さまざまな生理
学的問題がもたらされる可能性がある。頻繁に遭遇する問題としては、体内の異常な体液
濃度、カルシウム、リン酸塩および／またはカリウムの異常な濃度、乱れた酸濃度ならび
に貧血が挙げられる。窒素代謝の毒性最終生成物（たとえば、尿、尿酸およびクレアチニ
ン）が血液および組織に蓄積する可能性がある。場合によっては、タンパク尿（尿へのタ
ンパク質損失）および／または血尿（尿への血液損失）が発生する可能性がある。長期に
わたり、腎臓問題は、心血管疾患および他の疾患に著しい影響を与える可能性がある。
【０００４】
　腎臓障害を患っているかまたは腎臓機能が低下した患者は、自身の腎臓機能を補完およ
び／または置換する透析処置に頼ることが多い。透析は、健康な腎臓が通常は自力で除去
する過剰な水、排泄物および毒を、体内から除去する。透析治療の頻度および程度は、た
とえば腎機能不全の程度によって決まる可能性がある。
【０００５】
　腎機能の喪失を治療するために使用される透析処置には２つのタイプ、すなわち（ｉ）
血液透析および（ｉｉ）腹膜透析がある。血液透析の場合、患者は、患者の静脈および／
または動脈内に挿入されるカテーテルを用いて血液透析機に接続される。患者の血液は機
械を通過し、そこで、毒、排泄物および過剰な水が除去され、その後、血液は患者に戻さ
れる。血液透析は、通常、透析センターで行われ、治療は、１週間に３回４時間の透析を
必要とする。これは、全体として患者の生活の質および共同生活体に貢献する能力を激し
く妨げる。
【０００６】
　腹膜透析では、患者の腹膜がフィルタとして用いられ、毒、排泄物および過剰な水は、
腹部の内外に排出される。透析物（透析液）は、患者の腹膜腔内に導入され、そこで、患
者の腹膜と接触する。毒、排泄物および過剰な水は、拡散および浸透を介して腹膜を通っ
て透析物内に入る。その後、毒、排泄物および水を含む使用された透析物は、患者から排
出される。上記ステップは、数回繰り返される必要がある場合がある。
【０００７】
　血液透析と同様に、腹膜透析は、不都合であり、患者の生活の質を向上させる治療の強
化に対して十分な余地を残す。たとえば、そのプロセスは、患者の側に著しい手作業によ
る労力を必要とすることが多く、患者は、一般に、複数の治療サイクルを受ける必要があ
り、その各々は約１時間続く。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上記理由により、改善された、患者により好都合な濾過技術、特に血液濾過技術が必要
とされている。本発明は、これらの必要に対処し、他の関連する利点を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、溶液を濾過するマイクロ流体装置および方法を提供する。溶液は、産業用途
または医療用途用であり得る。たとえば、マイクロ流体装置および方法は、血液透析にお
いて特定の利点を提供し、移動式腎臓増強（ａｕｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ）装置用に適用可
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能であると考えられる。本明細書に記載するマイクロ流体装置は、寸法が血液透析に特に
適している、１つまたは複数の第１流路を含む。特定の範囲の高さ、幅および長さによっ
て特徴付けられる第１流路は、血液濾過用途に対して優れた流体流特性を提供することが
分かった。本明細書に記載する第１流路の特徴の１つの利点は、それらが、たとえば血液
中に含まれる赤血球に対して適していると考えられている流体せん断速度を提供するとい
うことである。第１流路の特徴はまた、濾液を浄化された血液から離れるように向けるた
めに用いられる１つまたは複数の第２流路から第１流路を分離する濾過膜を通過する、濾
液の総量を最適化するために重要であることも理解される。
【００１０】
　したがって、本発明の一態様はマイクロ流体装置を提供する。本マイクロ流体装置は、
（ｉ）１つまたは複数の第１流路であって、各第１流路が、高さが約５０μｍから約５０
０μｍの範囲であり、幅が約５０μｍから約９００μｍの範囲であり、長さが約３ｃｍか
ら約２０ｃｍの範囲である、１つまたは複数の第１流路と、（ｉｉ）第１流路のうちの１
つまたは複数に相補的な少なくとも１つの第２流路と、（ｉｉｉ）１つまたは複数の第１
流路を少なくとも１つの第２流路から分離する濾過膜とを備える。
【００１１】
　本発明の別の態様は、分析物を含む溶液を濾過して、前記溶液より少ない分析物を含む
浄化された溶液を提供する方法を提供する。本方法は、（ｉ）本明細書に記載し、かつ前
記分析物に対して少なくとも半透過性である濾過膜を有するように構成された装置の、１
つまたは複数の第１流路の流入端部に、前記分析物を含む前記溶液を導入するステップと
、（ｉｉ）１つまたは複数の第１流路の流出端部から浄化された溶液を収集するステップ
とを含む。
【００１２】
　本発明のさらなる態様は、（ｉ）濾過構成要素であって、（ａ）少なくとも１つの第１
流路および少なくとも１つの第１流路と相補的な少なくとも１つの第２流路と、（ｂ）少
なくとも１つの第１流路を少なくとも１つの第２流路から分離する濾過膜とを備え、少な
くとも１つの第１流路が、３７．０℃の血液に対して約１００ｓ－１から約３０００ｓ－

１の範囲の流体せん断速度を提供するように構成される、濾過構成要素と、（ｉｉ）少な
くとも１つの第１流路の流入端部との流体連通を提供する第１アクセス導管と、（ｉｉｉ
）少なくとも１つの第１流路の流出端部との流体連通を提供する第１戻り導管と、（ｉｖ
）少なくとも１つの第２流路の流出端部との流体連通を提供する第２戻り導管とを備える
、着用可能腎臓増強装置を提供する。
　本発明はまた、以下の項目を提供する。
（項目１）
　（ｉ）１つまたは複数の第１流路であって、各第１流路が、高さが約５０μｍから約５
００μｍの範囲であり、幅が約５０μｍから約９００μｍの範囲であり、長さが約３ｃｍ
から約２０ｃｍの範囲である、１つまたは複数の第１流路と、
　（ｉｉ）前記第１流路のうちの１つまたは複数に相補的な少なくとも１つの第２流路と
、
　（ｉｉｉ）前記１つまたは複数の第１流路を前記少なくとも１つの第２流路から分離す
る濾過膜と、
を具備するマイクロ流体装置。
（項目２）
　前記１つまたは複数の第１流路が、高さ対幅の比が１：１から約１：４の範囲である、
項目１に記載の装置。
（項目３）
　前記１つまたは複数の第１流路が、高さ対長さの比が１：２５０から約１：８００の範
囲である、項目１に記載の装置。
（項目４）
　前記１つまたは複数の第１流路が、高さが約８０μｍから約２２０μの範囲である、項



(6) JP 5879267 B2 2016.3.8

10

20

30

40

50

目１～３のいずれか一項に記載の装置。
（項目５）
　前記１つまたは複数の第１流路が、幅が約１００μｍから約５００μｍの範囲である、
項目１～４のいずれか一項に記載の装置。
（項目６）
　前記１つまたは複数の第１流路が、長さが約６ｃｍから約８ｃｍの範囲である、項目１
～５のいずれか一項に記載の装置。
（項目７）
　前記１つまたは複数の第１流路が、流体せん断速度が３７．０℃の血液に対して約１０
０ｓ－１から約３０００ｓ－１の範囲であるように特徴付けられる、項目１～６のいずれ
か一項に記載の装置。
（項目８）
　前記１つまたは複数の第１流路が、前記少なくとも１つの第１流路を覆う前記濾過膜を
通過する流体の総量が、前記少なくとも１つの第１流路に入る前記流体の約３％ｖ／ｖか
ら約５０％ｖ／ｖの範囲であるように構成される、項目１～７のいずれか一項に記載の装
置。
（項目９）
　前記１つまたは複数の第１流路が、相互に連結する流路の網状構造の一部である、項目
１～８のいずれか一項に記載の装置。
（項目１０）
　前記網状構造の前記流路の体積の少なくとも９０％が、高さが約５０μｍから約３００
μｍの範囲であり、幅が約５０μｍから約９００μｍの範囲である、項目９に記載の装置
。
（項目１１）
　前記少なくとも１つの第２流路が、幅が約５０μｍから約９００μｍの範囲であり、長
さが約３ｃｍから約２０ｃｍの範囲である、項目１～１０のいずれか一項に記載の装置。
（項目１２）
　少なくとも１つの第２流路が、前記濾過膜を介して少なくとも２つの第１流路と流体連
通している、項目１～１１のいずれか一項に記載の装置。
（項目１３）
　前記膜が多孔性でありかつ少なくとも半透過性である、項目１～１２のいずれか一項
に記載の装置。
（項目１４）
　前記膜がポリエーテルスルホンを含む、項目１～１３のいずれか一項に記載の装置。
（項目１５）
　（ｉ）１つまたは複数の第１流路の流入端部との流体連通を提供する第１アクセス導管
と、
　（ｉｉ）１つまたは複数の第１流路の流出端部との流体連通を提供する第１戻り導管と
、
　（ｉｉｉ）前記少なくとも１つの第２流路の流出端部との流体連通を提供する第２戻り
導管と、
　（ｉｖ）前記第１アクセス導管に入る流体が１つまたは複数の第１流路を通って前記第
１戻り導管から出るように流れるのを確実にするポンプと、
をさらに具備する、項目１～１４のいずれか一項に記載の装置。
（項目１６）
　前記濾過膜を介して前記流体から抽出された濾液を収集する貯蔵器をさらに具備する、
項目１５に記載の装置。
（項目１７）
　前記貯蔵器が、前記濾過膜を介して前記流体から抽出された濾液の総量を決める容積を
有する、項目１６に記載の装置。
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（項目１８）
　前記貯蔵器が、前記少なくとも１つの第２流路の延長部である、項目１６または１７に
記載の装置。
（項目１９）
　前記貯蔵器が、前記戻り導管に流体結合されている、項目１６～１８のいずれか一項に
記載の装置。
（項目２０）
　吸着剤システムをさらに具備する、項目１～１９のいずれか一項に記載の装置。
（項目２１）
　送達システムをさらに具備する、項目１～２０のいずれか一項に記載の装置。
（項目２２）
　前記流路のうちの少なくとも１つの内壁に付着した細胞をさらに具備する、項目１～２
１のいずれか一項に記載の装置。
（項目２３）
　複数の第１流路を含み、前記第１流路がまとめて、前記複数の第１流路を通して約１ｍ
Ｌ／分から約５００ｍＬ／分の総量の流体を輸送するように構成されている、項目１～２
２のいずれか一項に記載の装置。
（項目２４）
　分析物を含む溶液を濾過して、前記溶液より少ない分析物を含む浄化された溶体を提供
する方法であって、
　（ｉ）前記分析物に対して少なくとも半透過性である濾過膜を有するように構成された
項目１～２３のいずれか一項に記載の装置の１つまたは複数の第１流路の前記流入端部に
、前記分析物を含む前記溶液を導入するステップと、
　（ｉｉ）１つまたは複数の第１流路の前記流出端部から前記浄化された溶液を収集する
ステップと、
を含む方法。
（項目２５）
　前記溶液が血液である、項目２４に記載の方法。
（項目２６）
　前記分析物が、尿、尿酸、クレアチニンまたはそれらの混合物である、項目２４または
２５に記載の方法。
（項目２７）
　（ｉ）濾過構成要素であって、
　　（ａ）少なくとも１つの第１流路および前記少なくとも１つの第１流路と相補的な少
なくとも１つの第２流路と、
　　（ｂ）前記少なくとも１つの第１流路を前記少なくとも１つの第２流路から分離する
濾過膜と、を備え、
前記少なくとも１つの第１流路が、３７．０℃の血液に対して約１００ｓ－１から約３０
００ｓ－１の範囲の流体せん断速度を提供するように構成される、濾過構成要素と、
　（ｉｉ）前記少なくとも１つの第１流路の流入端部との流体連通を提供する第１アクセ
ス導管と、
　（ｉｉｉ）前記少なくとも１つの第１流路の流出端部との流体連通を提供する第１戻り
導管と、
　（ｉｖ）前記少なくとも１つの第２流路の流出端部との流体連通を提供する第２戻り導
管と、
を具備する着用可能腎臓増強装置。
（項目２８）
　前記少なくとも１つの第１流路が、前記少なくとも１つの第１流路を覆う前記濾過膜を
通過する流体の総量が、前記少なくとも１つの第１流路に入る前記流体の約３％ｖ／ｖか
ら約５０％ｖ／ｖの範囲であるように構成される、項目２７に記載の装置。
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（項目２９）
　複数の第１流路を含み、前記第１流路がまとめて、前記複数の第１流路を通して約１ｍ
Ｌ／分から約５００ｍＬ／分の総量の流体を輸送するように構成されている、項目２７ま
たは２８に記載の装置。
（項目３０）
　前記第１アクセス導管に入る流体が前記少なくとも１つの第１流路を通って前記第１戻
り導管から出るように流れるのを確実にするポンプをさらに具備する、項目２７～２９の
いずれか一項に記載の装置。
（項目３１）
　前記濾過膜を介して前記流体から抽出された濾液を収集する貯蔵器をさらに具備する、
項目２７～３０のいずれか一項に記載の装置。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明のマイクロ流体装置を示す。
【図２】第２流路（１０１）が濾過膜（１０２）を介して２つの第１流路（１００）に流
体連結されている本発明のマイクロ流体装置を示す。
【図３】分岐した流路を有する本発明のマイクロ流体装置の断面図を示す。
【図４】マイクロ流体装置の流路の長さ、幅および／または高さの変化により、こうした
流路内を流れる流体に対する計算されたせん断速度がいかに変化するかを評価する計算モ
デルの結果を示すグラフである。
【図５】マイクロ流体装置の流路の幅および高さの変化により、流路に取り付けられた濾
過膜を通過する流体の計算された割合がいかに変化するかを評価する計算モデルの結果を
示すグラフである。
【図６】マイクロ流体装置の流路の長さ、幅および／または高さの変化により、流路に取
り付けられた膜を通過する流体（すなわち濾液）の割合とともに、流路内を流れる流体に
対する計算されたせん断速度がいかに変化するかを評価する計算モデルの結果を示す表で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明は、溶液を濾過するマイクロ流体装置および方法を提供する。マイクロ流体装置
および方法は、血液透析において特定の利点を提供すると考えられる。上述したように、
本明細書に記載するマイクロ流体装置は、寸法が血液透析に特に適している、１つまたは
複数の第１流路を含む。第１流路の高さ、幅および長さの特定の組合せが、血液濾過に対
して優れた流体流特性を提供する。本明細書に記載する第１流路の特徴の１つの利点は、
それらが、たとえば血液中に含まれる赤血球に対して適していと考えられる流体せん断速
度を提供するということである。第１流路の特徴の別の利点は、それらが、濾液を浄化さ
れた血液から離れるように向けるために用いられる１つまたは複数の第２流路から第１流
路を分離する濾過膜を、最適な総量の濾液が通過するのを可能にする、ということである
。
【００１５】
　図１にマイクロ流体装置のいくつかの態様を例示し、その図は、複数の第１流路１００
が濾過膜１０２によって相補的な第２流路１０１から分離されている、例示的なマイクロ
流体装置を示す。濾過膜を、化学接着剤を使用して、または機械的手段により、支持層１
０３および１０４に固定してもよい。濾過される溶液は、第１流路１００の流入端部に与
えられる。溶液が第１流路１００を通過する際、分析物が濾過膜１０２を通過して第２流
路内に入る。濾過膜を通過する分析物は、まとめて濾液と呼ばれ、第２流路から排出され
得る。
【００１６】
　いくつかの実施形態では、マイクロ流体を、図２の配置に従って構成することができ、
そこでは、複数の第１流路１００が、濾過膜１０２によって相補的な第２流路１０１から
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分離されている。この実施形態では、単一の第２流路１０１が、濾過膜１０２を介して第
１流路１００のうちの２つに流体連結されている。第１流路および第２流路に対するさま
ざまな配置を含むマイクロ流体装置のさらなる実施形態を、後により詳細に説明する。
【００１７】
　本明細書に記載するマイクロ流体装置は、腎臓増強装置（ＫＡＤ）での使用に適してい
ると考えられる。ＫＡＤは、自己腎機能を増強し腎機能不全の患者を治療するために患者
の血液から濾液を抽出する。装置を、水分バランス（血液量過多／血液量減少）、イオン
性溶質バランス、小分子排泄（血液尿素窒素、クレアチニン等）および中分子抽出（β２

－ミクログロブリン等）を含む、本来の腎機能を増強するように構成することができる。
ＫＡＤを、従来の腎臓透析または濾過を補完するかまたは部分的に置換する、携帯型の着
用可能な装置を提供するように構成することができる。さらに、ＫＡＤを、装置内に構築
される徐放性機構を介して患者の血流に直接イオンを施すように構成することができる。
【００１８】
　マイクロ流体装置およびＫＡＤのさまざまな態様を以下セクションで説明する。１つの
セクションに記載する特徴は、いかなる特定のセクションにも限定されるようには意図さ
れていない。
【００１９】
Ｉ．マイクロ流体装置の流路の特徴
　マイクロ流体装置の流路を、それらの高さ、幅、長さおよび流路形状に従って特徴付け
ることができる。いくつかの高さ、幅および長さによって特徴付けられる流路は、血液透
析等の溶液濾過用途に対して特定の利益を提供することが分かった。本明細書に記載する
マイクロ流体装置は、１つまたは複数の第１流路および少なくとも１つの第２流路を含む
。第１流路および第２流路のさまざまな特徴を以下に説明する。
【００２０】
Ａ．第１流路の特徴
　本明細書におけるマイクロ流体装置は１つまたは複数の第１流路を含み、各第１流路は
、高さが約５０μｍから約５００μｍの範囲であり、幅が約５０μｍから約９００μｍの
範囲であり、長さが約３ｃｍから約２０ｃｍの範囲である。図１に示すように、マイクロ
流体装置の第１流路は、装置において互いに対しておよそ平行に伸びてもよい。別法とし
て、図３に示すマイクロ流体装置の断面図に示すように、１つまたは複数の第１流路は、
相互に連結する流路の網状構造の一部であってもよい。相互に連結する流路の網状構造は
、流体流が流路内を通るように仕向ける二又分岐または他の幾何学的形状を含んでもよい
。
【００２１】
　第１流路は、断面が円形、矩形、三角形または他の幾何学的形状であってもよい。いく
つかの実施形態では、第１流路は、断面が矩形である。
【００２２】
　流路を、ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリジメチルシロキサン、ポリメチルメタ
クリレート、環状オレフィンコポリマー（たとえば、ＺＥＯＮＯＲ）、ポリスルホンまた
はポリウレタン等のポリマー材料で成形することができる。いくつかの用途では、ポリグ
リセロールセバシン酸、ポリオクタンジオールシトラート、ポリジオールシトラート、シ
ルクフィブロイン、ポリエステルアミドおよび／またはポリカプロラクトン等の生分解性
材料または生体適合性材料が有利であり得る。
【００２３】
流路寸法
　第１流路の寸法を、第１流路の高さ、幅および長さに従って特徴付けることができる。
それらの高さ、幅および長さに従って特徴付けられるいくつかの流路寸法は、血液等の溶
液を濾過する優れた性能を提供することが分かった。図４は、マイクロ流体装置の流路の
長さ、幅および／または高さに対する変更により、こうした流路内を流れる流体に対する
計算されたせん断速度がいかに変化するかを評価する計算モデルの結果を示す。計算を、
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圧力が１０５ｍｍＨｇである条件をモデル化するように行った。図５は、マイクロ装置の
流路の幅および高さを変更することにより、流路に取り付けられた膜を通過する流体の計
算された割合がいかに変化するかを評価する計算モデルの結果を示す。計算を、流路の長
さが７ｃｍであり、流路の流出端部における流体圧力が２０ｍｍＨｇである条件をモデル
化するように行った。図６は、マイクロ流体装置の流路の長さ、幅および／または高さの
変更により、流路に取り付けられた膜を通過する流体（すなわち濾液）の割合とともに、
流路内を流れる流体に対する計算されたせん断速度がいかに変化するかを例示する計算モ
デルのさらなる結果を提供する。
【００２４】
　血液濾過のために優れた条件（たとえば、血液濾過に対して許容可能なせん断速度、流
体が流路内を流れる際の許容可能な流体圧力降下、流路に取り付けられた膜を通過する分
析物の割合）を提供すると考えられる第１流路の特徴が特定された。たとえば、第１流路
は、望ましくは、高さが約５０μｍから約５００μｍの範囲である。他のいくつかの実施
形態では、第１流路は、高さが約５０μｍから約４００μｍ、約５０μｍから約３００μ
ｍ、約５０μｍから約１５０μｍ、約１００μｍから約２００μｍ、約１５０μｍから約
２５０μｍ、または約８０μｍから約２２０μまでの範囲である。
【００２５】
　第１流路は、望ましくは、幅が約５０μｍから約９００μｍの範囲である。他のいくつ
かの実施形態では、第１流路は、幅が、約５０μｍから約１５０μｍ、約１００μｍから
約２００μｍ、約１５０μｍから約２５０μｍ、約２００μｍから約３００μｍ、約２５
０μｍから約３５０μｍ、約３００μｍから約４００μｍ、約３５０μｍから約４００μ
ｍ、約５００μｍから約６００μｍ、約１００μｍから約５００μｍ、約５０μｍから約
２ｍｍ、約５０μｍから約１ｍｍ、または約０．５ｍｍから約２ｍｍの範囲である。
【００２６】
　第１流路は、望ましくは、長さが約３ｃｍから約２０ｃｍの範囲である。他のいくつか
の実施形態では、第１流路は、長さが約３ｃｍから約１０ｃｍ、約３ｃｍから約５ｃｍ、
約４ｃｍから約６ｃｍ、約５ｃｍから約７ｃｍ、約６ｃｍから約８ｃｍ、約６．５ｃｍか
ら約７．５ｃｍ、約７ｃｍから約９ｃｍの範囲、または約７ｃｍである。
【００２７】
　第１流路の寸法を、高さ対幅の比および高さ対長さの比に従って特徴付けることも可能
である。いくつかの実施形態では、第１流路は、高さ対幅の比が１：１から約１：４また
は約１：１から約１：２の範囲である。いくつかの実施形態では、第１流路は、高さ対長
さの比が１：２５０から約１：８００または約１：２５０から約１：４００である。いく
つかの実施形態では、第１流路は、幅対長さの比が１：２５０から約１：８００または約
１：２５０から約１：４００である。
【００２８】
　第１流路の寸法を、上述した高さ、幅および長さの範囲の組合せにより、単独でまたは
上述した高さ対幅の比および高さ対長さの比と組合せて、特徴付けることも可能である。
たとえば、いくつかの実施形態では、各第１流路は、高さが約５０μｍから約３００μｍ
の範囲であり、幅が約５０μｍから約９００μｍの範囲であり、長さが約３ｃｍから約１
０ｃｍの範囲である。いくつかの実施形態では、第１流路は、以下の表１に示す寸法のう
ちの１つを有している。
【００２９】
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【表１】

【００３０】
　上述したように、いくつかの実施形態では、１つまたは複数の第１流路は、相互に連結
する流路の網状構造の一部である。こうした網状構造の状況では、一実施形態では、網状
構造における流路の体積の少なくとも９０％が、高さが約５０μｍから約３００μｍの範
囲であり、幅が約５０μｍから約９００μｍの範囲である。
【００３１】
せん断速度
　第１流路を、溶液が第１流路内を移動する際に観察される流体せん断速度に従って特徴
付けることができる。いくつかの実施形態では、１つまたは複数の第１流路は、流体せん
断速度が３７．０℃の血液に対して約１００ｓ－１から約４０００ｓ－１の範囲、３７．
０℃の血液に対して約１００ｓ－１から約３０００ｓ－１の範囲、３７．０℃の血液に対
して約４００ｓ－１から約２２００ｓ－１の範囲、３７．０℃の血液に対して約１０００
ｓ－１から約２２００ｓ－１の範囲、３７．０℃の血液に対して約１５００ｓ－１から約
２２００ｓ－１の範囲、３７．０℃の血液に対して約１９００ｓ－１から約２２００ｓ－

１の範囲であるものとして特徴付けられる。
【００３２】
流体輸送の分量
　第１流路を、前記流路の集合体（ｐｏｐｕｌａｔｉｏｎ）を通して輸送することができ
る流体の分量に従ってさらに特徴付けることができる。たとえば、いくつかの実施形態で
は、８０００から９０００の第１流路の集合体が、約１ｍＬ／分から約５００ｍＬ／分、
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約１５ｍＬ／分から約１５０ｍＬ／分、約５０ｍＬ／分から約１００ｍＬ／分、約１００
ｍＬ／分から約１５０ｍＬ／分または約１５ｍＬ／分から約５０ｍＬ／分の速度で血液を
輸送することができる。他のいくつかの実施形態では、マイクロ流体装置は、複数の第１
流路を含み、それらはまとめて、前記複数の第１流路を通して約１５ｍＬ／分から約１５
０ｍＬ／分の総量で流体を輸送するように構成される。
【００３３】
濾過膜を通る流体移送の総量
　第１流路を、第１流路から濾過膜を通過して第２流路まで流れる流体の総量に従ってさ
らに特徴付けることができる。いくつかの実施形態では、１つまたは複数の第１流路は、
少なくとも１つの第１流路を覆う濾過膜を通過する流体の総量が、少なくとも１つの第１
流路に入る流体の約３％ｖ／ｖから約５０％ｖ／ｖの範囲であるように構成される。いく
つかの実施形態では、１つまたは複数の第１流路は、少なくとも１つの第１流路を覆う濾
過膜を通過する流体の総量が、少なくとも１つの第１流路に入る流体の約１０％ｖ／ｖか
ら約２５％ｖ／ｖの範囲であるように構成される。
【００３４】
Ｂ．第２流路の特徴
　第２流路は、濾過膜の第１流路とは反対側に配置され、濾過膜を介して少なくとも１つ
の第１流路と流体連通しており、すなわち、第２流路は、１つまたは複数の第１流路と相
補的である。第２流路は、第１流路と比較して高さ特徴および幅特徴が同じであっても異
なっていてもよい。いくつかの実施形態では、第２流路は、単一の第１流路を覆うのに十
分な幅である。他のいくつかの実施形態では、第２流路は、２個、３個、４個、１０個ま
たは１５個の第１流路を覆う等、２つ以上の第１流路を覆うのに十分な幅である。他のい
くつかの実施形態では、少なくとも１つの第２流路は、濾過膜を介して少なくとも２つの
第１流路と流体連通している。
【００３５】
　いくつかの実施形態では、少なくとも１つの第２流路は、幅が約５０μｍから約９００
μｍの範囲であり、長さが約３ｃｍから約２０ｃｍの範囲である。他のいくつかの実施形
態では、少なくとも１つの第２流路は、幅が約５０μｍから約９００μｍの範囲であり、
長さが約３ｃｍから約１０ｃｍの範囲である。他のいくつかの実施形態では、少なくとも
１つの第２流路は、幅が約５０μｍから約５００μｍの範囲である。いくつかの実施形態
では、少なくとも１つの第２流路は、長さが約６ｃｍから約８ｃｍの範囲、または約７ｃ
ｍである。
【００３６】
　いくつかの実施形態では、第２流路は、第１流路の正確な鏡像であって、厳密にその上
に位置していてもよく、または代りに別の好適な形態をとってもよい（たとえば、膜にわ
たって第１流路の網状構造と同一の広がりを有しかつその反対側に位置する単一流路）。
【００３７】
ＩＩ．濾過膜
　濾過膜を、特定の分析物の分離を達成するように選択することができる。濾過膜は、好
ましくは多孔性であり少なくとも半透過性である。本技術分野において種々の濾過膜が既
知であり、本明細書に記載するマイクロ流体装置で使用するのに適していると考えられる
。
【００３８】
　膜の孔構造およびサイズにより、流体／溶質のいずれが第２流体および貯蔵器まで通過
するかが決まる。いくつかの実施形態では、膜厚さは、およそ１μｍからおよそ５００μ
ｍまでの範囲であり得る。いくつかの実施形態では、膜厚さは、およそ１μｍからおよそ
１００μｍ、およそ１００μｍからおよそ２００μｍ、およそ２００μｍからおよそ３０
０μｍまたはおよそ２３０μｍからおよそ２７０μｍの範囲であり得る。
【００３９】
　膜を横切る物質移動を可能にするために、膜またはその少なくとも一部は透過性または
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半透過性である（すなわち、選択的にいくつかのイオンおよび分子には透過性であるが他
のイオンおよび分子には透過性でない）べきである。透過性を、半多孔性または多孔性材
料（ポリエーテルスルホン等）を使用することによって達成してもよく、それにより物質
移動が孔を介して発生する。
【００４０】
　膜の孔を、飛跡エッチング、溶質溶出、溶媒分解、選択的エッチング、成形または転相
技法等のプロセスによって形成してもよい。膜孔サイズは、０ｎｍ～１００ｎｍの範囲で
あってもよく、特定の溶質の保持および他の溶質の除去を選択するように、膜孔サイズを
選択することができる。血液から除去されるべき液体または水に加えて、膜は、カリウム
、ナトリウム、塩素およびマグネシウムを含むイオン、尿素およびクレアチニン等の小分
子およびβ２－ミクログロブリン等の中分子の除去も可能にし得る。概して、膜は、アル
ブミン、フィブリンおよびフィブロネクチン等のタンパク質ならびに血液中の細胞の保持
を可能にする。
【００４１】
　例示的な膜材料には、ポリエーテルスルホン、ポリカーボネート、ポリイミド、シリコ
ン、セルロース、ポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）、ポリメチルメタクリレート（Ｐ
ＭＭＡ）、ポリスルホン（ＰＳ）、ポリカーボネート（ＰＣ）が含まれ、またはＰＬＧＡ
、ポリカプロラクトン（ＰＣＬ）またはバイオラバー（Ｂｉｏｒｕｂｂｅｒ）等の分解性
材料からである。いくつかの実施形態では、膜はポリエーテルスルホンを含む。
【００４２】
ＩＩＩ．流体導管およびポンプ
　本明細書に記載するマイクロ流体装置は、任意選択的に以下のうちの１つまたは複数を
含んでもよい。すなわち、（ｉ）１つまたは複数の第１流路の流入端部との流体連通を提
供する第１アクセス導管、（ｉｉ）１つまたは複数の第１流路の流出端部との流体連通を
提供する第１戻り導管、（ｉｉｉ）少なくとも１つの第２流路の流出端部との流体連通を
提供する第２戻り導管、および（ｉｖ）第１アクセス導管に入る流体が１つまたは複数の
第１流路を通過して第１戻り導管から出るように流れるのを確実にするポンプである。
【００４３】
　アクセス導管および戻り導管は、患者の血液等の流体を、第１流路および第２流路にま
たはそこから搬送する。アクセスは、ＩＶ針、カニューレ、、カテーテルまたは埋め込ま
れたアクセス装置を介してもよい。アクセス点は、先の治療（たとえば血液透析）のため
の既存の箇所であってもよく、本質的に動－静脈であっても静－静脈であってもよい。導
管は、シリコーンゴム、ポリウレタン、ポリエチレン、ポリ塩化ビニルおよびラテックス
ゴム等のポリマーを含む、標準的な医用管材料であり得る。アクセス導管の内径のおよそ
のサイズ範囲は３００μｍ～１ｃｍであり得る。アクセス導管を、マイクロ流体装置内に
組み込むことができ、または代りに、アクセス導管は別個であって、マイクロ流体装置に
接続するために取付箇所を有することができる。
【００４４】
　ポンプは、たとえば、動脈血圧が特定の用途に対して十分に高くない場合、または静－
静脈アクセスがより望ましいと考えられる場合に、装置内への血液流量を調節し得る。場
合によっては、１２０ｍｍＨｇの生理学的血圧が、血流を動脈アクセスからマイクロ流体
装置を通り患者に戻るように駆動するのに十分であり得る。他の場合では、特に静－静脈
アクセスが使用される場合、ポンプを用いて血液がマイクロ流体装置を通るように駆動さ
れる。膜の多孔性および流路の幾何学的形状とともにポンプの流れおよび圧力により、流
体／溶質が抽出される速度が決まる。ポンプ圧が増大することにより、膜を横切り貯蔵器
に入る血液および溶質の対流の速度が増大する。さらに、ポンプ圧の増大により、より高
い流れがマイクロ流体装置を流れるように駆動される。最適なポンプ圧は、所望の血流お
よび濾過速度によって決まるが、０ｍｍＨｇ～６５０ｍｍＨｇの範囲のポンプ圧が代表的
である。マイクロ流体装置を通る血流量は、１．５Ｌ／分の通常の腎臓血流より幾分か低
く、たとえば０ｍＬ／分～５００ｍＬ／分の範囲であってもよい。
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【００４５】
　マイクロポンプおよびマイクロバルブ技術の使用を用いて、水、小分子およびタンパク
質の対流伝達、ならびに溶出分子または吸着剤分子の送達および分配の速度を制御するこ
とができる。流路の寸法およびアーキテクチャの範囲で流れを制御することができるマイ
クロフローセンサおよび他の要素を使用してもよい。マイクロポンプ、マイクロバルブお
よびマイクロフローセンサの使用は、１回のわずかな充電で長期間作用することができる
と考えられる。
【００４６】
ＩＶ．流体貯蔵用の貯蔵器
　マイクロ流体装置は、任意選択的に、濾過膜を介して流体から抽出される濾液を収集す
る貯蔵器を備えることができる。いくつかの実施形態では、貯蔵器の容積により、濾過膜
を介して流体から抽出される濾液の総量が決まる。他のいくつかの実施形態では、貯蔵器
は、少なくとも１つの第２流路の延長部である。他のいくつかの実施形態では、貯蔵器は
、第２戻り導管に流体結合されている。
【００４７】
　（たとえば血液透析物からの水または他の老廃物用の）貯蔵器は、装置の重量および患
者に対する負担を最小限にするように取外し可能であってもよい。貯蔵器の容積により、
抽出される流体／溶質の総量が決まり、それは、貯蔵器が満杯になると拡散および対流が
厳密に制限されるためである。本質的に、定容量形貯蔵器は、満杯になると、血液からの
さらなる液体の濾過を阻止する背圧を提供し、膜を横切る対流を制限する。さらに、貯蔵
器内の溶質の濃度は経時的に増大し、それにより膜を横切る溶質の拡散の速度が低下する
。老廃物流における主重量は水からなり、それは、尿成分の重量の９５％が水であるため
である。成人の場合の通常の尿量は１．５Ｌ／日であるため、マイクロ流体装置が毎日正
常に排泄される水の約５０％を除去する場合、２４時間の間に、３つの２５０ｍＬ（約９
オンス）の水の塊を装置から容易にかつ安全に除去することができる。埋込み可能な水濾
過ユニットとは異なり、装置と泌尿器系との間に侵襲的流体連結が不要であり、それによ
り、感染および他の外科合併症の危険がなくなる。患者の大きさ、必要な液体除去、１日
に望まれる貯蔵器交換の回数、患者による液体摂取量および患者の血圧のような要素に従
って、貯蔵器のサイズを決めることができる。
【００４８】
Ｖ．吸着剤システム
　マイクロ流体装置は、貯蔵器に貯蔵するために選択的にいくつかの化合物を結合するか
または流体を吸収する吸着剤システム等の１つまたは複数の追加の構成要素を有すること
ができる。吸着剤材料は、貯蔵器内に存在し単純に水を吸収することができ、それにより
、患者から抽出された流体を安定化する。別の用途では、吸着剤材料は、特に、尿、クレ
アチニンまたは他の溶質を、濾液においてそれらの濃度を低減しそれにより大量のそれら
を血液から除去するために結合することができる。
【００４９】
ＶＩ．送達システム
　マイクロ流体装置に組み込むことができる別の構成要素は、物質（イオン、抗凝固組成
物および／または栄養分等）を患者の血流に直接投与する、分解性イオン溶出システム、
マイクロポンプベース装置または多孔性貯蔵器等の送達システムである。送達システムは
、徐放性形式で装置内の血液にたとえばイオンを放出して、濾過中に喪失したイオンを補
充するかまたは他の方法で患者におけるイオンのバランスをとることができる。イオンは
、ナトリウム、マグネシウム、塩素およびカリウムを含むことができる。分解系は、分解
性マトリックスに入れて送達される物質を含むことができる。水は、マトリックスと接触
すると分解し、それにより物質を時間依存的に放出する。マイクロポンプシステムは、ポ
ンプ圧を使用して、物質を含む所定の分量の溶液を放出することができる。多孔性貯蔵器
は、たとえば、貯蔵器内の高濃度のイオンによって駆動される拡散を介してイオンが多孔
性媒体を通過するのを可能にする。
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【００５０】
ＶＩＩ．細胞を含むマイクロ流体装置
　本装置を、装置の内部構造に細胞を含むことにより、特に流路の壁に裏打ちすることに
より、さらに強化してもよい。したがって、本発明の一態様は、細胞が流路のうちの少な
くとも１つの内壁に付着する、本明細書に記載するマイクロ流体装置に関連する。細胞は
、人間または他の哺乳類の細胞であってもよく、細胞を、たとえば、腎臓の一般的な実質
細胞、上皮細胞、内皮細胞、前駆細胞、幹細胞、またはネフロンからの上皮細胞およびそ
の構造体（近位尿細管およびヘンレのループ等）を含むように腎臓組織から取得してもよ
い。細胞は、組織からの臨床分離株、患者の生検細胞、市販の細胞株またはさまざまな供
給源からの工学的に処置された（ｅｎｇｉｎｅｅｒｅｄ）細胞であってもよい。
【００５１】
ＶＩＩＩ．マイクロ流体装置の作製
　本明細書に記載するマイクロ流体装置を、表面に１つまたは複数の流路を有する２つの
高分子デバイス間に濾過膜を固定することによって作製することができる。図６に示すよ
うに、２つのポリマーデバイスは、流路を支持している各ポリマーデバイスからの表面が
濾過膜に取り付けられるように向けられ、第１ポリマーデバイスからの流路が、第２ポリ
マーデバイスからの流路とオーバラップするように位置合せされる。濾過膜（すなわち、
図６において識別される多孔性膜）を、プラズマ接合、接着接合、熱接着、架橋結合、機
械的締付または上記の組合せを用いてポリマーデバイスに付着させてもよい。
【００５２】
　ポリマーデバイスを、微細加工技法によって作成されたモールドを用いてポリマー内に
流路構造を成形すること等により、本技術分野において既知である技法を用いて作成して
もよい。モールドを、フォトリソグラフィまたは電子ビームリソグラフィによってパター
ニングし、ウェットエッチング、溶剤エッチング、または反応性イオンエッチング等のド
ライエッチング処置を用いてエッチングすることができる。モールドを、シリコン、二酸
化ケイ素、窒化物、ガラス、石英、金属または基板に付着したフォトレジストで製作して
もよい。モールドを、任意選択的に、ポリジメチルシロキサン、エポキシまたは金属での
複製によってより耐久性のある形態にしてもよい。そして、モールドを用いて、大きいア
クセス導管または血液または濾液が流れるより小さい流路等、装置のポリマー構造を成形
することができる。成形は、ホットエンボス加工、射出成形、鋳造または他の従来の複製
処置によって達成してもよい。
【００５３】
　いくつかの実施形態では、マイクロ流体装置は、硬質ポリマー（または「硬質プラスチ
ック」）から製造される。好適な硬質ポリマー材料としては、たとえばポリイミド、ポリ
ウレタン、エポキシおよび硬質ゴム等の熱硬化性ポリマーと、たとえばポリスチレン、ポ
リジメチルシロキサン、ポリカーボネート、ポリ（メチルメタクリレート）、環状オレフ
ィンコポリマー、ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリウレタン
、ポリカプロラクトン（ｐｏｌｙｃａｐｒｏｌｅａｃｔｏｎ）（ＰＣＡ）、ポリ乳酸（Ｐ
ＬＡ）、ポリグリコール酸（ＰＧＡ）およびポリ（乳酸－グリコール酸）（ＰＧＬＡ）等
の熱可塑性ポリマーが含まれる。これらの材料のうちのいくつか（たとえば、ＰＣＡ、Ｐ
ＬＡ、ＰＧＡおよびＰＧＬＡ）は生分解性であり、したがって組織工学用途にも適してい
る。
【００５４】
　環状オレフィンコポリマー（ＣＯＣ）を使用することができ、それは、優れた光学特性
、化学特性およびバルク特性を有している。たとえば、ＣＯＣは、強固な耐化学性および
低い吸水性を示し、それらは、化学溶剤で滅菌され水環境で使用されることが多い装置の
場合に重要な特徴である。
【００５５】
　硬質ポリマー材料は、装置製造に対してホットエンボス加工（またはいくつかの実施形
態ではコールドエンボス加工）法を容易にする。このプロセスは、マイクロ流路を画定す
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るフォトマスクの設計および製造で開始し、その後、フォトレジストでコーティングされ
た（たとえば、標準４インチの）シリコンウェハのフォトリソグラフィによるパターニン
グが続く。一実施形態では、パターニングステップは、予備焼成した清浄なシリコンウェ
ハをＳＵ８フォトレジスト（たとえば、ＭＡ、ＵＳＡのＭｉｃｒｏＣｈｅｍから入手可能
）を用いて、３０秒間２０００ｒｐｍで２回スピンコーティングすることと、マスクアラ
イナ（たとえば、Ｗａｔｅｒｂｕｒｙ、ＶＴのＳｕｓｓ　Ａｍｅｒｉｃａ、Ｋａｒｌ　Ｓ
ｕｓｓ　ＭＡ－６）を用いてウェハ上にフォトマスクを配置し、ウェハをＵＶ光に露出さ
せることと、ウェハを現像液（たとえばＳｈｉｐｌｅｙのＡＺ４００Ｋ）で１２分間現像
することと、ウェハを１５０℃で１５分間焼成することとを含む。結果としての得られる
ＳＵ８パターンでは、マイクロ流路は、一実施形態では高さが１１０μｍ±１０μｍであ
る隆起特徴に対応する。
【００５６】
　パターニングされたＳＵ８フォトレジストは、ＰＤＭＳ（たとえば、ＭＩ、ＵＳＡのＤ
ｏｗ　ＣｈｅｍｉｃａｌのＳｙｌｇａｒｄ　１８４）の第２のネガ型レプリカ鋳造モール
ドを生成するモールドとしての役割を果たす（ステップ３０６）。一実施形態では、ＰＤ
ＭＳ系エラストマーおよび硬化剤は、１０：１の比の質量で混合され、パターニングされ
たＳＵ８ウェハ上に流し込まれ、脱気のために約３０分間真空下に置かれ、２時間を超え
て８０℃の炉で硬化する。ＰＤＭＳモールドでは、流路は凹状である。耐久性のあるエポ
キシマスターモールドを、後にＰＤＭＳモールドから作製することができる。一実施形態
では、これは、３：２体積比の樹脂および硬化剤でＣｏｎａｐｏｘｙ（Ｏｌｅａｎ、ＮＹ
、ＵＳＡのＣｙｔｅｃ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ　Ｉｎｃ．のＦＲ－１０８０）を混合し、
混合物をＰＤＭＳモールドに流し込み、それを１２０℃で６時間硬化させることによって
達成される。
【００５７】
　硬化したエポキシマスターは、その後、ＰＤＭＳモールドから解放され、ＣＯＣまたは
他の熱可塑性基板内にホットエンボス加工されてマイクロ流体の特徴を形成する。エンボ
ス加工ステップは、通常、たとえば熱電対およびヒータ制御システムを介する温度の制御
と、圧縮空気および真空を介する圧力の付与とを容易にするプレス機において、負荷およ
び上昇温度下で行われる。エポキシマスターモールドが基板に直接接触している間の温度
、圧力およびそれらを加える持続時間は、エンボス加工された特徴の忠実度と、エンボス
加工された層を解放する能力およびそれらの層の機械的特性を最適化するように選択され
得る製造パラメータを構成する。一実施形態では、ＣＯＣ（または他の熱可塑性）プレー
トが、エポキシマスター上に配置され、プレス機内に装填され、１００ｋＰａおよび１２
０℃で１時間エンボス加工される。結果として得られるエンボス加工されたプレートは、
その後、１００ｋＰａ圧力下で６０℃まで冷却され、プレス機から取り出され、エポキシ
マスターモールドから分離される。
【００５８】
　高温および高圧に耐えることができかつマイクロ流体パターンを熱可塑性ウェハ内にエ
ンボス加工するための打抜き型としての役割を果たす、耐久性のあるマスターモールドを
、必ずしもエポキシから作製する必要はない。代替実施形態では、エッチングされたシリ
コンモールドまたは電鋳されるかあるいは微細加工された金属（たとえばニッケル）モー
ルドを使用してもよい。エポキシマスターは、耐久性があるだけでなく、比較的製造が安
価であるため有利である。
【００５９】
　マイクロ流体装置がポンプを含む場合、ポンプは、ペリスタルティックポンプとして使
用される流路の可撓性部分における等、装置に一体的であってもよく、またはマイクロ流
体装置内に組み込まれる別個の構成要素であってもよい。マイクロ流体装置自体は可撓性
があってもよく、成形されたポリマーが膜に接着すると、マイクロ流体装置を折り曲げ、
丸め、または他の方法で成形して小型かつ好都合なフォームファクタを提供することがで
きる。アクセス導管を、マイクロ流体装置の流路に取り付けるか、または成形プロセス中
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にマイクロ流体装置内に組み込むことができる。
【００６０】
ＩＸ．腎臓増強装置におけるマイクロ流体濾過装置の応用
　本明細書に記載するマイクロ流体装置を、腎臓増強装置（ＫＡＤ）に組み込んでもよい
。いくつかの実施形態では、ＫＡＤは、患者に対し、短期間透析を回避し、低減しまたは
補完するように、本来の腎臓機能の十分な増強を提供する。従来の透析と異なり、ＫＡＤ
は、より長期にわたり透析のより緩やかかつより生理的な速度を提供しながら、完全な患
者の移動性を可能にする。さまざまな実施形態では、ＫＡＤは、いくつかの透析セッショ
ンに取って代わるかまたはそれを補完する、比較的短期間の動作が意図されているため、
従来の透析システムほどの腎臓機能を提供する必要はない可能性がある。着用可能透析シ
ステムに比較して、ＫＡＤは、より単純かつより小型であり、それにより、患者のリスク
、コストおよび複雑性が低減し、より高い患者の移動性が可能になる。
【００６１】
　いくつかの実施形態では、ＫＡＤは、１つまたは複数の第１流路および第１流路に相補
的な１つまたは複数の第２流路と、第１流路および第２流路を分離する濾過膜と、第１流
路の流入端部との流体連通を提供する第１アクセス導管と、第１流路の流出端部との流体
連通を提供する第１戻り導管と、第２流路の流出端部との流体連通を提供する第２戻り導
管と、第１アクセス導管に入る流体が、第１流路を通り第１戻り導管から出るように流れ
ることを確実にするポンプと、濾過膜を介して流体から抽出される濾液を収集する貯蔵器
とを備える、マイクロ流体装置の形態をとり得る。
【００６２】
　本装置は、第２流路の流入端部との流体連通を提供する第２アクセス導管を有してもよ
い。いくつかの実施形態では、網状構造の形態をとる複数の第１流路がある。たとえば、
これらは、直径または流路幅が５００μｍ以下である分岐流路を含んでもよい。第２流路
を、第１流路の正確な鏡像とし、その上に厳密に配置してもよく、または代りに、第２流
路は、別の好適な形態をとってもよい（たとえば、膜にわたって第１流路の網状構造と同
一の広がりを有するとともにその反対側に位置する単一流路）。他の実施形態では、第１
流路は、高さに対する幅の比が少なくとも１００、たとえば７μｍ～１０μｍ深さかつ数
ｍｍ幅である、単一の幅が広いが浅い流路である。
【００６３】
　マイクロ流路の網状構造は、血液を搬送し濾液を収集する。マイクロ流路は、血液アク
セス導管から延在し、流れを大径の血液アクセス導管からマイクロ流路に向けるように、
分岐網状構造、二又分岐または他の幾何学的形状の形態をとることができ、マイクロ流路
は、流路幅または直径が７μ～５００μｍの範囲であり得る。流路幅が小さいことにより
、流路内から濾過膜までの輸送を改善するために、血液中の流体および溶質に対する拡散
距離が低減する。
【００６４】
　流路を、装置が可撓性を示すように可撓性マトリックスから形成してもよい。膜は、通
常多孔性であり、少なくとも半透過性である。膜は、その領域にわたって可変特性を有し
てもよく、２つ以上の膜（各々、たとえば異なる選択性を有する）があってもよい。
【００６５】
　貯蔵器は、望ましくは、その容積によって、濾過膜を介して流体から抽出される流体お
よび溶質の総量が決まるように構成される。貯蔵器は、第２流路の延長部であってもよく
、または第２戻り導管に流体結合される別個の構造であってもよい。
【００６６】
　ＫＡＤの代表的な実施形態は、患者の血液供給用のアクセス導管および戻り導管、必要
に応じて装置内に流体を押し流すポンプ、血流用のマイクロ流路の網状構造、抽出された
流体／溶質を収集する流路の第２セット、流路の第１セットおよび第２セットを分離する
膜、ならびに抽出された流体／溶質を収集する貯蔵器を備えている。患者の血液は、導管
を通り小さい流路内に流れ込む。そこで、膜を横切って拡散および対流を介して、流体／
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溶質が血液から流路の第２セット内に抽出される。そして、抽出された流体／溶質は、一
時的に貯蔵されるために貯蔵器まで流れる。濾過された血液は、戻りラインに接続し血液
を患者に戻す小さい流路内を流れ続ける。
【００６７】
　いくつかの実施形態では、ＫＡＤは、（ｉ）少なくとも１つの第１流路および少なくと
も１つの第１流路に相補的な少なくとも１つの第２流路と、（ｉｉ）少なくとも１つの第
１流路を少なくとも１つの第２流路から分離する濾過膜と、（ｉｉｉ）少なくとも１つの
第１流路の流入端部との流体連通を提供する第１アクセス導管と、（ｉｖ）少なくとも１
つの第１流路の流出端部との流体連通を提供する第１戻り導管と、（ｖ）少なくとも１つ
の第２流路の流出端部との流体連通を提供する第２戻り導管と、（ｖｉ）第１アクセス導
管に入る流体が、少なくとも１つの第１流路を通り第１戻り導管から出るように流れるこ
とを確実にするポンプと、（ｖｉｉ）濾過膜を介して流体から抽出される濾液を収集する
貯蔵器とを備える、マイクロ流体装置を備える。いくつかの実施形態では、少なくとも少
なくとも１つの第１流路は、網状構造の形態の複数の流路を備える。いくつかの実施形態
では、少なくとも第１流路は、直径または流路幅が５００μｍ以下の分岐流路を備える。
いくつかの実施形態では、膜は多孔性かつ少なくとも半透過性である。いくつかの実施形
態では、貯蔵器の容積により、濾過膜を介して流体か抽出される濾液の総量が決まる。い
くつかの実施形態では、装置は、吸着剤システムをさらに備える。いくつかの実施形態で
は、装置は、送達システムをさらに備える。いくつかの実施形態では、装置は、流路のう
ちの少なくとも１つの内壁に付着した細胞をさらに備える。いくつかの実施形態では、流
路は、装置が可撓性を示すように可撓性マトリックスで形成される。いくつかの実施形態
では、装置は、少なくとも１つの第２流路の流入端部との流体連通を提供する第２アクセ
ス導管をさらに備える。いくつかの実施形態では、貯蔵器は、少なくとも１つの第２流路
の延長部である。いくつかの実施形態では、貯蔵器は第２戻り導管に流体結合される。い
くつかの実施形態では、少なくとも１つの第１流路は、高さに対する幅の比が少なくとも
１００である、単一の幅の広いが浅い流路である。
【００６８】
　ＫＡＤを、小型としてもよく、いくつかの実施形態では、患者の腕、脚または胴に装着
することができ、移動および血液アクセス箇所の除去の可能性を防止するように患者にひ
もで取り付けることができる。血液アクセスは、腕または足の動脈および静脈、ならびに
胴のより大きい血管を介することができる。ＫＡＤの設置を、透析クリニックまたは医院
で、同様に患者自身で行うことができる。
【００６９】
　ＫＡＤの利点としては、患者の移動性、低コストに繋がる単純な設計、有効性を向上さ
せかつ副作用を低減する、従来の手法に対してより低速かつ緩やかな透析の速度、医療コ
ストの節約のために透析セッションの低減を可能にすることができる、単純な設計のため
に患者に対するリスクの低減、従来の代替物に対してより頻繁かつ緩やかな治療による患
者アウトカムの改善、微細加工された流路による流体流のより優れた制御および有害な血
液－装置相互作用の低減、徐放性送達システムによるイオンの管理、ならびに濾液用の使
い捨て／取外し可能貯蔵器が、患者の血液から除去された濾液の廃棄および容量の調節の
低コストかつ単純な手段を提供する、ということが含まれる。
【００７０】
　いくつかの実施形態では、本発明は、（ｉ）（ａ）少なくとも１つの第１流路および少
なくとも１つの第１流路に相補的な少なくとも１つの第２流路と、（ｂ）少なくとも１つ
の第１流路を少なくとも１つの第２流路から分離する濾過膜と、を備え、少なくとも１つ
の第１流路が、３７．０℃の血液に対して約１００ｓ－１から約３０００ｓ－１の範囲の
流体せん断速度を提供するように構成された、濾過構成要素と、（ｉｉ）少なくとも１つ
の第１流路の流入端部との流体連通を提供する第１アクセス導管と、（ｉｉｉ）少なくと
も１つの第１流路の流出端部との流体連通を提供する第１戻り導管と、（ｉｖ）少なくと
も１つの第２流路の流出端部との流体連通を提供する第２戻り導管とを備える、着用可能
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腎臓増強装置を提供する。
【００７１】
　いくつかの実施形態では、１つまたは複数の第１流路は、流体せん断速度が、３７．０
℃の血液に対して約４００ｓ－１から約２２００ｓ－１の範囲、３７．０℃の血液に対し
て約１０００ｓ－１から約２２００ｓ－１の範囲、３７．０℃の血液に対して約１５００
ｓ－１から約２２００ｓ－１の範囲、３７．０℃の血液に対して約１９００ｓ－１から約
２２００ｓ－１の範囲であるものとして特徴付けられる。いくつかの実施形態では、着用
可能腎臓増強装置は少なくとも１つの第１流路を有し、それは、少なくとも１つの第１流
路を覆う濾過膜を通過する流体の総量が、少なくとも１つの第１流路に入る流体の約３％
ｖ／ｖから約５０％ｖ／ｖ／までの範囲であるように構成される。いくつかの実施形態で
は、着用可能腎臓増強装置は少なくとも１つの第１流路を有し、それは、少なくとも１つ
の第１流路を覆う濾過膜を通過する流体の総量が、少なくとも１つの第１流路に入る流体
の約１０％ｖ／ｖから約２５％ｖ／ｖ／までの範囲であるように構成される。いくつかの
実施形態では、着用可能腎臓増強装置は複数の第１流路を含み、それらは、約１ｍＬ／分
から約５００ｍＬ／分の総量の流体を前記複数の第１流路を通して輸送するように構成さ
れる。いくつかの実施形態では、着用可能腎臓増強装置は、第１アクセス導管に入る流体
が少なくとも１つの第１流路を通り第１戻り導管から出るように流れることを確実にする
ポンプをさらに備える。いくつかの実施形態では、着用可能腎臓増強装置は、濾過膜を介
して流体から抽出される濾液を収集する貯蔵器をさらに備える。
【００７２】
Ｘ．血液に流体を送達するマイクロ流体装置の使用
　本明細書に記載したマイクロ流体装置を、流体を血液または他の液体に送達するために
使用してもよい。たとえば、血液が第１流路を通過している間、流体を、それが濾過膜を
通過して第１流路に入り、第１流路を通過している血液と混合するような条件下で、第２
流路に与えることができる。流体を、それが第２流路から濾過膜を通過して第１流路に入
るような圧力下で第２流路に与えることができる。こうした環境では、流体を圧力下で送
達するように第２流路にポンプを接続してもよい。別法として、流体は、分析物濃度勾配
または他の手段により第２流路から濾過膜を通過して第１流路に入ってもよい。
【００７３】
ＸＩ．溶液を濾過する方法
　本発明の別の態様は、分析物を含む溶液を、前記溶液より少ない分析物を含む浄化され
た溶液を提供するように濾過する方法を提供する。本方法は、（ｉ）前記分析物を含む前
記溶液を、本明細書に記載しかつ前記分析物に対して少なくとも半透過性である濾過膜を
有するように構成された装置の、１つまたは複数の第１流路の流入端部内に導入するステ
ップと、（ｉｉ）１つまたは複数の第１流路の流出端部から浄化された溶体を収集するス
テップとを含む。
【００７４】
　いくつかの実施形態では、溶液は血液である。いくつかの実施形態では、分析物は、尿
、尿酸、クレアチニンまたはそれらの混合物である。いくつかの実施形態では、分析物は
、水、アルカリ金属イオンまたはアルカリ土類金属イオンである。
【００７５】
参照による援用
　本明細書で参照した特許文献および科学論文の各々の開示内容はすべて、すべての目的
において、参照により本明細書に援用される。
【００７６】
均等物
　本発明を、その趣旨または本質的な特徴から逸脱することなく他の所定の形態で具現化
してもよい。したがって、上述した実施形態は、すべての点において、本明細書に記載し
た本発明を限定するのではなく例示的であるものとみなされるべきである。そのため、本
発明の範囲は、上述した説明によるのではなく添付の特許請求の範囲によって示され、特
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許請求の範囲の均等性の意味および範囲内にあるすべての変更が、本発明に包含されるよ
うに意図されている。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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