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(57)【要約】
【課題】腎置換療法を行うためのシステム、方法および
装置を提供すること。
【解決手段】一実施形態では、２つの小型高流量透析装
置（２０、３０）が直列に接続される。制限手段（４０
）は、透析液流路（９６２）内の２つの透析装置間に配
置される。制限手段は、１つの好ましい実施形態におい
て可変および調節可能である。制限手段は、静脈透析装
置内に正圧を形成し、高度の意図的な逆濾過を生じる。
この逆濾過によって、高流量静脈膜を通る透析液の著し
い流れは、患者の血液中に直接入る。逆濾過された溶液
は、その後、動脈透析装置を通して患者から限外濾過さ
れる。静脈濾過器内に透析液を拡散させ、動脈透析装置
から透析液を除去することによって、患者からの毒素が
対流搬送される。さらに、患者の体内に直接拡散せず、
代わりに両方の透析装置の膜を横断して流れる透析液は
、老廃物の拡散浄化を提供する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　血液回路から空気をパージするように構成された血液透析システムであって、該血液透
析システムが、
　透析装置；
　透析流体入口ラインおよび透析流体出口ラインを介して該透析装置と流体連通する透析
流体回路であって、該透析流体回路が、
　　新鮮透析流体ポンプ、
　　使用済み透析流体ポンプ、
　　（ｉ）該新鮮透析流体ポンプで動作可能な第１新鮮透析流体チャンバおよび（ｉｉ）
該使用済み透析流体ポンプで動作可能な第１使用済み透析流体チャンバを備える第１平衡
ユニット、および
　　（ｉ）該新鮮透析流体ポンプで動作可能な第２新鮮透析流体チャンバおよび（ｉｉ）
該使用済み透析流体ポンプで動作可能な第２使用済み透析流体チャンバを備える第２平衡
ユニット、
を備える透析流体回路；
　該透析装置と流体連通する該血液回路であって、
　　患者から血液を取り出し、該血液を該透析装置に供給するための動脈ライン、
　　血液を該透析装置から該患者に返すための静脈ライン、
　　該透析装置の上流の該動脈ラインで動作可能な血液ポンプ、
　　該血液ポンプの上流の該動脈ラインと流体連通する生理的に許容可能な流体源、
　　該静脈ラインに沿って配置された点滴チャンバ、
を備える血液回路；ならびに
　空気パージ機構であって、該透析装置に接続される該透析流体入口ラインおよび該透析
流体出口ラインを備え、該血液回路に直接導入される該流体源からの透析流体または他の
生理的に許容可能な流体と組み合わせて、該透析流体回路を通って揚送される透析流体ま
たは他の生理的に許容可能な流体を使用して、空気がパージされる、空気パージ機構、
を備える血液透析システム。
【請求項２】
　（ｉ）前記第１新鮮透析流体チャンバが、前記新鮮透析流体ポンプと前記透析装置への
透析流体入口ラインとの間に配置され、（ｉｉ）前記使用済み透析流体ポンプが、前記第
１使用済み透析流体チャンバと該透析装置からの透析流体出口ラインとの間に配置され、
（ｉｉｉ）前記第２新鮮透析流体チャンバが、該新鮮透析流体ポンプと該透析装置への該
透析流体入口ラインとの間に配置され、そして（ｉｖ）前記使用済み透析流体ポンプが、
前記第２使用済み透析流体チャンバと該透析装置からの該透析流体出口ラインとの間に配
置される、請求項１に記載の血液透析システム。
【請求項３】
　前記生理的に許容可能な流体源が、生理食塩水流体源である、請求項１に記載の血液透
析システム。
【請求項４】
　前記生理的に許容可能な流体源から前記血液回路に導くラインに沿って配置された閉鎖
デバイスを備え、該閉鎖デバイスが、前記空気パージ機構の間に動作する、請求項１に記
載の血液透析システム。
【請求項５】
　前記動脈ラインおよび前記静脈ラインが、前記空気パージ機構の間、前記患者から外れ
ている、請求項１に記載の血液透析システム。
【請求項６】
　前記流体源からの透析流体または他の生理的に許容可能な流体を直接前記血液回路内に
導入する間、前記血液ポンプが動作している、請求項１に記載の血液透析システム。
【請求項７】
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　透析流体または生理食塩水が、前記空気パージ機構の間、前記新鮮透析流体ポンプおよ
び前記使用済み透析流体ポンプのうちの１つ以上を介して、前記透析流体回路、前記透析
装置を通り、前記血液回路内に揚送される、請求項１に記載の血液透析システム。
【請求項８】
　血液回路から空気をパージするように構成された血液透析システムであって、該血液透
析システムが、
　透析装置；
　透析流体入口ラインおよび透析流体出口ラインを介して該透析装置と流体連通する透析
流体回路であって、該透析流体回路が、
　　新鮮透析流体ポンプ、
　　使用済み透析流体ポンプ、
　　（ｉ）該新鮮透析流体ポンプで動作可能な第１新鮮透析流体チャンバおよび（ｉｉ）
該使用済み透析流体ポンプで動作可能な第１使用済み透析流体チャンバを備える第１平衡
ユニット、および
　　（ｉ）該新鮮透析流体ポンプで動作可能な第２新鮮透析流体チャンバおよび（ｉｉ）
該使用済み透析流体ポンプで動作可能な第２使用済み透析流体チャンバを備える第２平衡
ユニット、
を備える透析流体回路；
　該透析装置と流体連通する該血液回路であって、
　　患者から血液を取り出し、該血液を該透析装置に供給するための動脈ライン、
　　血液を該透析装置から該患者に返すための静脈ライン、
　　該透析装置の上流の該動脈ラインで動作可能な血液ポンプ、
　　該血液ポンプの上流の該動脈ラインと流体連通する生理的に許容可能な流体源、
　　該静脈ラインに沿って配置された点滴チャンバ、
を備える血液回路；ならびに
　空気パージ機構であって、該透析装置に接続される該透析流体入口ラインおよび該透析
流体出口ラインを備え、該血液回路に直接導入される該流体源からの透析流体または他の
生理的に許容可能な流体と組み合わせて、該透析流体回路から該透析装置を通って該血液
回路内に揚送される透析流体または他の生理的に許容可能な流体を使用して、空気がパー
ジされる、空気パージ機構、
を備える血液透析システム。
【請求項９】
　（ｉ）前記第１新鮮透析流体チャンバが、前記新鮮透析流体ポンプと前記透析装置への
透析流体入口ラインとの間に配置され、（ｉｉ）前記使用済み透析流体ポンプが、前記第
１使用済み透析流体チャンバと該透析装置からの透析流体出口ラインとの間に配置され、
（ｉｉｉ）前記第２新鮮透析流体チャンバが、該新鮮透析流体ポンプと該透析装置への該
透析流体入口ラインとの間に配置され、そして（ｉｖ）前記使用済み透析流体ポンプが、
前記第２使用済み透析流体チャンバと該透析装置からの該透析流体出口ラインとの間に配
置される、請求項８に記載の血液透析システム。
【請求項１０】
　前記生理的に許容可能な流体源が、生理食塩水流体源である、請求項８に記載の血液透
析システム。
【請求項１１】
　前記生理的に許容可能な流体源から前記血液回路に導くラインに沿って配置された閉鎖
デバイスを備え、該閉鎖デバイスが、前記空気パージ機構の間に動作する、請求項８に記
載の血液透析システム。
【請求項１２】
　前記動脈ラインおよび前記静脈ラインが、前記空気パージ機構の間、前記患者から外れ
ている、請求項８に記載の血液透析システム。
【請求項１３】
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　前記流体源からの透析流体または他の生理的に許容可能な流体を直接前記血液回路内に
導入する間、前記血液ポンプが動作している、請求項８に記載の血液透析システム。
【請求項１４】
　透析流体または生理食塩水が、前記空気パージ機構の間、前記新鮮透析流体ポンプおよ
び前記使用済み透析流体ポンプのうちの１つ以上を介して、前記透析流体回路、前記透析
装置を通り、前記血液回路内に揚送される、請求項８に記載の血液透析システム。
【請求項１５】
　血液回路から空気をパージするように構成された血液透析システムであって、該血液透
析システムが、
　透析装置；
　透析流体入口ラインおよび透析流体出口ラインを介して該透析装置と流体連通する透析
流体回路であって、該透析流体回路が、
　　新鮮透析流体ポンプ、
　　使用済み透析流体ポンプ、
を備える透析流体回路；
　該透析装置と流体連通する該血液回路であって、
　　患者から血液を取り出し、該血液を該透析装置に供給するための動脈ライン、
　　血液を該透析装置から該患者に返すための静脈ライン、
　　該透析装置の上流の該動脈ラインで動作可能な血液ポンプ、
　　該血液ポンプの上流の該動脈ラインと流体連通する生理的に許容可能な流体源、
を備える血液回路；ならびに
　空気パージ機構であって、該透析装置に接続される該透析流体入口ラインおよび該透析
流体出口ラインを備え、該血液回路に直接導入される該流体源からの透析流体または他の
生理的に許容可能な流体と組み合わせて、該透析流体回路から該透析装置を通って該血液
回路内に該新鮮透析流体ポンプまたは該使用済み透析流体のうちの少なくとも１つによっ
て揚送される透析流体または他の生理的に許容可能な流体を使用して、空気がパージされ
る、空気パージ機構、
を備える血液透析システム。
【請求項１６】
　前記透析流体回路が、（ｉ）前記新鮮透析流体ポンプで動作可能な第１新鮮透析流体チ
ャンバおよび（ｉｉ）前記使用済み透析流体ポンプで動作可能な第１使用済み透析流体チ
ャンバを備える第１平衡ユニット、ならびに（ｉｉｉ）前記新鮮透析流体ポンプで動作可
能な第２新鮮透析流体チャンバおよび（ｉｖ）前記使用済み透析流体ポンプで動作可能な
第２使用済み透析流体チャンバを備える第２平衡ユニットを備える、請求項１５に記載の
血液透析システム。
【請求項１７】
　前記流体源からの透析流体または他の生理的に許容可能な流体を直接前記血液回路内に
導入する間、前記血液ポンプが動作している、請求項１５に記載の血液透析システム。
【請求項１８】
　前記透析流体回路から前記透析装置を通って前記血液回路内に、前記新鮮透析流体ポン
プまたは前記使用済み透析流体ポンプのうちの少なくとも１つによって揚送される透析流
体または他の生理的に許容可能な流体を使用して、空気がパージされる間、前記血液ポン
プが動作している、請求項１５に記載の血液透析システム。
【請求項１９】
　前記生理的に許容可能な流体源から前記血液回路に導くラインに沿って配置された閉鎖
デバイスを備え、該閉鎖デバイスが、前記空気パージ機構の間に動作する、請求項１５に
記載の血液透析システム。
【請求項２０】
　前記動脈ラインおよび前記静脈ラインが、前記空気パージ機構の間、前記患者から外れ
ている、請求項１５に記載の血液透析システム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００３年１１月５日に出願された米国仮特許出願第６０／５１７，７３０
号「Ｈｉｇｈ　Ｃｏｎｖｅｃｔｉｏｎ　Ｈｏｍｅ　Ｈｅｍｏｄｉａｌｙｓｉｓ／Ｈｅｍｏ
ｆｉｌｔｒａｔｉｏｎ　Ａｎｄ　Ｓｏｒｂｅｎｔ」の利益を主張し、この特許出願の全体
の内容は、引用することにより本明細書に援用して信頼する。
【０００２】
　本発明は、全体として治療法に関する。詳細には、本発明は、腎不全の治療、および鬱
血性心不全のための流体除去などの医用流体療法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　血液透析（「ＨＤ」）は、一般に、拡散を用いて老廃物を患者の血液から除去する。半
透過性透析装置全体に、血液と透析液と呼ばれる電解質溶液との間に生じる拡散勾配は、
拡散を生じる。血液濾過（「ＨＦ」）は、患者の血液からの毒素の対流搬送に頼る代替腎
置換療法である。この治療法は、治療中に補充液または置換液を体外回路に添加すること
により行われる（一般に、１０～９０リットルのこのような流体）。このような補充液、
および患者が治療時に蓄積する流体は、ＨＦ治療の過程において限外濾過され、中程度お
よび大きい分子を除去する際に特に有用な対流搬送機構を提供する（血液透析の場合、透
析セッション間に得られる流体と共に、少量の老廃物が除去されるが、限外濾過液の除去
からの溶質牽引は、対流浄化を形成するには不十分である。
【０００４】
　血液透析濾過法（「ＨＤＦ」）は、対流および拡散浄化を結合する治療のモダリティで
ある。ＨＤＦは、標準の血液透析と同様、透析装置を貫流する透析液を使用して、拡散浄
化を形成する。さらに、補充溶液は体外回路に直接供給されて、対流浄化を形成する。
【０００５】
　家庭血液透析（「ＨＨＤ」）は、このモダリティの臨床結果が従来の血液透析より魅力
的であるにも関わらず、過去２０年間で衰退した。家庭血液透析の欠点の１つは、機器、
水道接続および排水を含む専用の水処理が必要なことである。これらの構成要素を設置し
て使用することは困難かつ厄介な作業であり、患者の家庭を改装する必要がある可能性が
ある。それにも関わらず、日常的な血液透析療法には、週に２～３回治療センターを訪れ
ることと比べて利点がある。特に、比較的頻繁に治療を受ける患者は、頻度が比較的少な
く、おそらく比較的長時間の治療を受ける患者よりも多くの毒素および老廃物を除去する
。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　発明の開示
　本発明は、患者からの拡散および対流搬送の両方を結合する日常的な腎置換療法を行う
システム、方法および装置を提供する。血液透析の場合、高流量膜は、場合によって、結
局、正味流体流量は患者からであるにも関わらず、透析液から血液への流体を逆濾過する
可能性がある。逆濾過は、透析装置の特定の領域における血液の入口／出口と透析液の入
口／出口との間の圧力差による。本発明は、この現象を利用するものである。
【０００７】
　一実施形態では、２つの小型高流量透析装置は、カセットに直列に流体的に接続される
。透析液および血液は、透析装置および体外回路を通って逆流して流れる。しかし、一実
施形態では、透析装置を通る透析液の流れは、代わりに並流する、つまり血液回路を通る
血液の流れと同方向に流れる。制限手段は、透析液流路内の２つの透析装置間に配置され
る。この制限手段は、好ましい一実施形態では可変および調節可能であり、異なる治療条
件を考慮に入れるか、または１回の治療時に調節することができる。この制限手段は、別
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法によると、比較的小さいオリフィスを有するオリフィスプレートなど、単純な固定制限
手段である。濾過器間の制限手段により、静脈透析装置内に正圧が形成され、高度の意図
的な逆濾過が生じる。透析装置間の制限手段のサイズに応じて、このような逆濾過によっ
て、高流量静脈－膜を通る透析液の著しい流量が直接血液内に流入する。逆濾過された溶
液は、その後、動脈透析装置を通して患者から限外濾過される。透析液が静脈濾過器内の
血液中に移動し、透析液が動脈透析装置から除去されると、毒素が患者から対流搬送され
る。さらに、患者の体内に直接移動しないが、代わりに両方の透析装置の膜を横断して流
れる透析液は、老廃物の拡散浄化を形成する。
【０００８】
　したがって、このシステムは、対流浄化および拡散浄化の両方を形成する血液透析濾過
システムとして作用する。一実施形態におけるシステムは、家庭用に構成されており、透
析液および体外流路の少なくとも一部分は、家庭用揚水装置内に装填されている使い捨て
カセット内で殺菌されて提供される。たとえば、このシステムは、一体化された使い捨て
流体管理システムまたはカセット、および血液透析療法を行うために減菌され、予めパッ
ケージ化された溶液を使用する携帯デバイスで良い。一実施形態におけるこのシステムは
、コンパクトなサイズ、治療準備の容易さ、水処理および透析液配分システムの必要性が
ないという点で、特に家庭での使用に適している。
【０００９】
　現在の血液透析機械と違って、患者は、複雑な管集合を管理する必要がない。患者は、
カセットを腎不全治療機械内に配置し、溶液バッグを機械に接続し、自動化プライミング
シーケンスを開始するだけである。プライミングが完了したら、患者は、血液ラインを患
者の身体に接続し、透析療法を開始する。治療の最後に、患者の血液は患者の体内に返さ
れる。患者は、単に、限外濾過液（「ＵＦ」）廃棄物を処分して、治療が終了し、患者は
、複雑な消毒手順を行う必要はない。
【００１０】
　一実施形態では、カセットベースのシステムは、以下のとおりに動作する。血液ポンプ
は患者から血液を取り出し、血液を両方の血液透析装置に押し入れ、血液を患者に返す。
透析溶液は、透析液源から取り出され、所望の患者の体温まで加熱される。輸液ポンプは
、新鮮透析液をバッグから静脈透析装置内に揚送する。制限手段は、透析液流路内の２つ
の透析装置間に配置され、静脈透析装置を介して、透析液を血液中に逆濾過するのを促進
する。制限手段は、可変であることが好ましいが、別法によると固定される。
【００１１】
　輸液ポンプから流出する流れは、制限手段において流体を押し進め、静脈血液透析装置
内に正圧を生成する。高流量膜を使用すると、背圧は、透析液の一部分、たとえば５０％
以上を患者の血液ライン内に押し入れる。残りの透析液は、動脈透析装置を貫流する。
【００１２】
　排水ポンプは、輸液ポンプによって供給された当量の流体を流路から除去し、透析間の
期間に患者に生じた体液喪失を補填する。次に、使用済み流体および限外濾過液は、排水
バッグ内に入れるか、または外部の排水管に廃棄される。
【００１３】
　カセットベースの透析液は、静脈透析装置に対する透析液流と、動脈透析装置からの透
析液流を平衡させて、患者の体液状態を維持するように調節される。その平衡能力によっ
て、同じ量の流体が、静脈透析装置内で体外回路内に逆濾過される場合と同様、動脈血液
透析装置内で患者から限外濾過される。この流体を血液から限外濾過すると、溶質牽引作
用を生じ、この作用は、血液濾過に類似する毒素の対流搬送を提供する。ある程度の透析
液は、静脈内の線維に沿って動脈透析装置に流れるため、毒素も血液から拡散搬送される
。
【００１４】
　気泡検出器、加熱要素、圧力センサ、温度センサなども、患者を安全に治療し、システ
ムを確実に動作させるために必要な場合、透析液の管理面および体外の血液面の両方に関
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してカセット内に一体化される。
【００１５】
　最近公表された研究論文には、超高純度透析液は、標準の透析液と比較してより良好な
結果を生成することが示されている。予めパッケージ化され、殺菌された透析液を本発明
の一実施形態に使用すると、超高純度透析液に比べてさらに良好ではないにしても、同様
に良好な結果を生成する。しかし、本発明は、予めパッケージ化された透析液バッグの使
用に限定されるのではなく、むしろ、オンラインまたは家庭で生成される透析液を使用す
ることができる。患者にとってのオンラインシステムの利点は、溶液バッグ、および溶液
バッグが占める空間をなくすことができる点である。透析液は、殺菌バッグから供給され
るか、またはオンラインで生成されるかに関わらず、１つまたは複数の炭または吸着剤カ
ートリッジを使用する１つまたは複数のループ内で再循環させても良い。
【００１６】
　家庭で生成する１つの好ましいシステムについて、本明細書で説明する。このシステム
は、剛性容器内に取り付けられた５リットルの減菌透析液バッグなどの貯槽を使用する。
シャントは、洗浄およびプライミングの開始時に透析装置を横断して配置される。治療時
、尿素交換または結合尿素を使用して動作する吸着剤カートリッジは、後透析装置または
限外濾過器（「ＵＦ」）ループ内に配置される。吸着剤は、β２ミクログロブリンまたは
リン酸塩など、その他の物質を除去する。一連の輸液ポンプは、同時に、透析液を減菌バ
ッグから取り出し、加熱器、限外濾過器およびシャントを通して吸着剤カートリッジに送
る。必要な場合、カルシウム、マグネシウムおよびカリウムを含むγ殺菌注入剤などの注
入剤が、透析液貯槽に添加される。
【００１７】
　溶液が加熱され、治療の準備が整った後、血液治療機械は、使用者にカセットを設置す
るように促す。血液回路は、動脈血液ラインを介して取り付けられている生理食塩水バッ
グを使うか、または血液治療静脈濾過器を通して透析液を逆濾過することによりプライミ
ングすることができる。気泡検出器、加熱要素、圧力センサ、温度センサなどは、患者を
安全に治療し、システムを確実に動作させるために必要な場合、透析液および体外血液回
路の両方に関してカセット内に一体化される。
【００１８】
　次に、患者は動脈針および静脈針に取り付けられ、治療が開始する。治療を短くするた
め、透析液の流れは比較的高度、たとえば３時間で毎分３００ミリリットル、または８時
間以下で毎分１００ミリリットルにして良い。透析液／ＵＦ流量制御ポンプは、透析装置
との間の流れを制御する。流出透析液を動脈透析装置から取り出すポンプの周波数を増加
することにより、透析間の期間に患者内に蓄積する流体を除去する。透析液／ＵＦ流量制
御ポンプの部分は、一実施形態における血液ポンプの部分と共にカセット内に一体化され
るか、または別法によると、カセットとは別個に提供され、機械の内部に一体化される。
【００１９】
　バッグを吊るして保管することは非実際的であるため、溶液バッグベースのシステムは
、治療ごとの透析液の実用的な総量に限られる。吸着剤ベースの流体再生システムは、比
較的多くの透析液を使用する治療を可能にし、その結果、廃棄物の浄化が強化される。透
析液を増量することは、腎臓患者からの老廃物の浄化を有利に強化する。たとえば、吸着
剤カートリッジは、透析液の流量が毎分２００～２５０ミリリットル、または治療全体で
約５００リットルの場合に、４時間使用することができ、これは、透析液を増量し、血液
濾過システム全体により良好に廃棄物を浄化することになるであろう。吸着剤システムは
、本明細書に使用する血液濾過システムに適用することもでき、予備希釈ＨＦも可能にす
る。血液濾過の場合、再利用可能な追加の限外濾過器は、細菌および内毒素の除去の余剰
分を維持するために提供される。
【００２０】
　吸着剤ベースの再生システムは、多数の溶液バッグを保管する必要性をなくし、治療の
準備を簡単にし、患者の給水栓に接続する必要性がないため、特に家庭用に適する。また
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、患者は、管集合を接続する必要がない。患者は、その代わりに、カセットを機械の内部
に配置し、減菌透析液の最初の５リットルバッグを貯槽に追加し、自動化プライミングシ
ーケンスを開始する。プライミングが完了したら、患者は、自身を血液回路に接続し、透
析療法を開始する。
【００２１】
　携帯デバイス、予めパッケージ化された溶液またはオンライン流体生成システムの使用
、および使い捨て式セットの使用は、それぞれ、従来は腹膜透析患者のみに可能だった融
通性および自由度を透析患者に提供する。専用の給水接続部がなく、本発明の機械は小型
であるため、患者は、本発明のシステムを使用して移動し、路上で血液治療透析セッショ
ンを行うことが可能である。本明細書に記載するシステムおよび方法の多くは、センター
内の溶液に使用するように適応させることができ、本発明の多くの態様は家庭での使用に
限られない。
【００２２】
　高対流血液透析は、毒素の拡散搬送のほかに対流浄化を有するため、従来の血液濾過と
比較してより効果的であると考えられる。この治療法は、末期腎臓患者の小分子、中分子
および大分子の廃棄物も良好に浄化すると予想される。
【００２３】
　このデバイスは、必要な給水および透析配分システムを利用できない状況で、病院内で
急性患者に使用するのに良く適する。本発明のデバイスは、容易に組み立てられ、断続的
に急性の状況で容易に使用される。
【００２４】
　本発明は、体外回路または透析装置に供給される透析液または補充液の量を制御するだ
けではなく、患者から除去される限外濾過液の量も正確に制御する複数の方法および装置
を提供する。様々な代案は、主に３つのタイプに分類することができる。使用される１つ
のタイプの制御は、ボイルの法則に基づく空気圧制御である。この場合、流体ポンプは、
既知量の空気と連通させて配置される。このシステムは、ボイルの法則を使用して、既知
の値または測定した値を方程式に入れて、患者に揚送されるポンプチャンバからの流体の
量を正確に計算する（たとえば、空気と対比して）。この方法および装置は、生成された
流体および空気圧信号を使用して、方程式に入れる数に変換する。この方程式は、ポンプ
のサイクルまたは行程ごとに揚送される流体の量を与える。一実施形態におけるボイルの
法則によるシステムは、最終行程またはポンプサイクル基準で正確な情報を提供するが、
必ずしも実時間基準ではない。本発明は、実時間基準で流量データを生成するボイルの法
則に基づくシステムおよび方法も含む。
【００２５】
　容積制御の第２の大きいカテゴリは、平衡デバイスの使用を含む。こうした平衡デバイ
スを使用する多くの実施形態について、以下で説明する。平衡デバイスの実施形態は、主
に２つの小グループに分類される。１つの小グループは、単一の平衡デバイスを使用し、
もう１つの小グループは二重平衡デバイスを使用する。
【００２６】
　本発明は、複数の異なるタイプの平衡デバイスも示唆し、開示する。一実施形態では、
このシステムは１つまたは２つの平衡チャンバを使用する。別の実施形態では、このシス
テムは、１つまたは２つの平衡管を使用する。平衡管は環状筐体を備え、筐体内にピスト
ンまたはボール状の隔離板を有する。隔離板は、平衡チャンバの膜または隔膜と同様に動
作する。
【００２７】
　第３のタイプの平衡デバイスは、１つまたは複数の蛇行経路である。蛇行経路は、一実
施形態では、使い捨てカセットによって長形チャネルとして画定される。チャネルの直径
または断面積は、新鮮または流出透析液のバルク移動が、蛇行経路内の流体の既存バルク
を効率的に移動させることができるように構成される。つまり、バルクの新鮮透析液は、
排水管に至る経路内に現在存在する消費または流出透析液のバルクを移動させる。次のサ
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イクルでは、バルクの消費または流出透析液は、導入されたバルクの新鮮な流体を患者ま
たは透析装置に至る蛇行経路内に押し入れる。この経路の断面および長さは、流体のバル
クの終わりにおける新鮮および消費流体の混合量を最小化するように構成される。
【００２８】
　様々な容積平衡デバイスは、多くの異なるタイプのポンプ、たとえば蠕動ポンプ、膜ポ
ンプ、ギヤポンプ、またはこれらの組合せと共に使用することができる。単一ポンプは、
平衡デバイスと共に使用される。別個の新鮮透析液ポンプおよび使用済み透析液ポンプは
、交互に使用される。さらに、別個の限外濾過液ポンプも意図および説明されており、こ
のポンプは、主ポンプを患者との間の当容積の流体の揚送専用にすることを可能にする。
【００２９】
　第３の主なタイプの流体管理は、重量または重量計を使用して、患者に供給される流体
の量、および患者から除去される流体の量を測定する。以下で説明する一実施形態では、
流体バッグは、シャフトに結合されたスタンド上に配置される。一方の端部では、シャフ
トは転動形ダイアフラムに結合する。転動形ダイアフラムは、その他の装置と関連して、
閉鎖しているが可変の容積を画定する。流体バッグの重量は変動するため、容積内の圧力
も変動する。圧力センサは圧力を感知し、機械の制御装置またはプロセッサは、圧力セン
サからの信号を処理して、対応する重量信号を展開する。次に、重量信号を使用して、動
脈瘤嚢程度の流体が供給されたか、および／または患者から除去されたかが決定される。
一実施形態では、新鮮流体バッグおよび使用済み流体バッグは、同じ重量感知デバイスに
よって測定されるため、システムは、患者から除去された限外濾過液により、長期にわた
る正味の全体重量増加を観察することを予測する。この用途には、ロードセルを使用する
こともできる。
【００３０】
　以下に詳細に説明するとおり、本発明は、システムのその他の構成要素に関する複数の
実施形態および本発明の方法、たとえば流体加熱器、平衡デバイス、使い捨てカセット、
バッグ位置決め、および本発明のその他の重要な特徴を提供する。たとえば、本発明は接
近切断センサ（「ＡＤＳ」）を含み、これは、動脈または静脈の針が、治療時に患者から
偶発的に取り外された場合に検出することができる。さらに、様々な圧力除去計画、完全
性テストなどについて本明細書で説明するが、これは、患者が就寝中に使用する家庭用機
械の場合に特に重要である。
【００３１】
　したがって、本発明の利点は、家庭または臨床環境で使用可能な血液透析、血液濾過ま
たは血液透析濾過システムを提供することである。
【００３２】
　本発明のもう１つの利点は、家庭にいる患者が、減菌血液治療システムを容易に組み立
てることを可能にするカセットベースの血液濾過／血液透析濾過システムを提供すること
である。
【００３３】
　本発明のもう１つの利点は、腎不全血液治療法の効果を改善することである。
【００３４】
　さらに、本発明の利点は、対流および拡散モードの浄化を使用する腎不全血液療法を提
供することである。
【００３５】
　さらに、本発明の利点は、拡散および対流浄化モードの両方が提供され、何れのモード
の割合も変更することができる腎不全血液療法を提供することである。
【００３６】
　さらに、本発明の利点は、血液透析、強化対流血液透析、血液濾過または血液透析濾過
法を行うために、現場で構成可能なカセットベースの血液療法を提供することである。
【００３７】
　さらに、本発明の利点は、新鮮透析液の消費量を最適化する１つまたは複数の治療流体
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循環ループを有する血液治療システムを提供することである。
【００３８】
　本発明のさらにもう１つの利点は、複数の異なるタイプの治療流体、たとえば溶液バッ
グ、溶液調合ユニットまたはオンライン透析液生成システムで動作するように構成された
家庭用腎不全血液治療法を提供することである。
【００３９】
　本発明のさらに他の利点は、流体交換量、および患者から除去される流体量または限外
濾過液量を正確に制御する多くのタイプのシステムで動作可能な家庭用腎不全治療システ
ムを提供することである。
【００４０】
　さらに、本発明の利点は、流量制御デバイスを改善することである。
【００４１】
　本発明は、さらに以下を提供する。
（項目１）
医用流体治療システムであって、
　患者に結合されるように構成され、配列される血液ラインと、
　該血液ラインに接続されるポンプと、
　該血液ラインと連通し、該患者からの血液を収容するように配置される第１透析装置部
分と、
　該第１透析装置部分からの血液を収容するように配置される第２透析装置部分と、
　治療流体源に接続され、第１および第２透析装置部分と流体連通する治療流体ラインと
、
　該第１透析装置部分と第２透析装置部分間で該治療流体ラインに連通する流量制限手段
であって、該制限手段が、該第１透析装置部分および第２透析装置部分の一方で、治療流
体の背圧を選択的に増加／減少させるように可変である制限手段と
を備える、医用流体治療システム。
（項目２）
前記第１部分、第２部分および制限手段が１つの筐体内に設けられる、項目１に記載の医
用流体治療システム。
（項目３）
前記第１部分および第２部分が別個に収容される、項目１に記載の医用流体治療システム
。
（項目４）
流量制限手段に結合されたデバイスを備え、該デバイスが、前記流量制限手段の流量抵抗
を変更するように操作可能である、項目１に記載の医用流体治療システム。
（項目５）
前記デバイスが手動または自動で作動される、項目４に記載の医用流体治療システム。
（項目６）
血液ラインおよび治療流体ラインの少なくとも一方の少なくとも一部分が使い捨て式であ
る、項目１に記載の医用流体治療システム。
（項目７）
第１部分、第２部分および流量制限手段の少なくとも１つが使い捨て式である、項目１に
記載の医用流体治療システム。
（項目８）
第１部分、第２部分、流量制限手段、血液ライン部分、および治療流体ライン部分の少な
くとも１つを含む使い捨てカセットをさらに備える、項目１に記載の医用流体治療システ
ム。
（項目９）
ポンプが第１ポンプであり、治療流体を揚送するように構成および配列された少なくとも
１つの追加のポンプを備える、項目１に記載の医用流体治療システム。
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（項目１０）
追加のポンプが、膜ポンプ、蠕動ポンプ、ピストンポンプ、空気圧作動ポンプ、ピストン
ポンプ、空気圧付勢ポンプ、およびこれらの任意の組合せからなる群から選択されるタイ
プである、項目９に記載の医用流体治療システム。
（項目１１）
対向サイクル行程で動作して、治療流体を透析装置部分に供給する１対の追加のポンプを
備える、項目９に記載の医用流体治療システム。
（項目１２）
透析装置部分の１つに治療流体を供給するように操作可能な少なくとも１つの追加のポン
プと、他方の透析装置部分から限外濾過液を除去するように操作可能な少なくとも１つの
他の追加のポンプとを備える、項目９に記載の医用流体治療システム。
（項目１３）
キャパシタンス流量センサと、理想気体の法則に基づいて作動する流量センサと、蠕動ポ
ンプが行う回転／行程の数を計算するセンサと、重量計と、単一平衡チャンバと、単一平
衡管と、単一蛇行経路と、二重平衡チャンバと、二重平衡管と、二重蛇行経路とからなる
群から選択されたタイプの少なくとも１つの流量管理装置を備える、項目１に記載の医用
流体治療システム。
（項目１４）
流体が、第１および第２透析装置部分の一方に達する前に、治療流体を加熱する治療流体
ラインと連通する流体加熱器を備える、項目１に記載の医用流体治療システム。
（項目１５）
加熱器が、誘導、電気抵抗、対流および放射からなる群から選択される少なくとも１つの
タイプである、項目１４に記載の医用流体治療システム。
（項目１６）
治療流体源が、少なくとも１つの携帯流体容器、治療流体調製モジュール、オンライン治
療流体源、およびこれらの任意の組合せを含む、項目１に記載の医用流体治療システム。
（項目１７）
制限手段が、１０～９０％の流体を１つの透析装置を通して血液ラインに逆流させるサイ
ズである、項目１に記載の医用流体治療システム。
（項目１８）
少なくとも１つの空気感知および／または除去デバイスを血液ラインに含む、項目１に記
載の医用流体治療システム。
（項目１９）
血液透析、血液濾過、血液透析濾過法、およびこれらの任意の組合せからなる群から選択
される治療を行う、項目１に記載の医用流体治療システム。
（項目２０）
血液濾過治療が、前希釈治療、後希釈治療、または前および後希釈治療である、項目１９
に記載の医用流体治療システム。
（項目２１）
治療流体ラインと連通する再循環ループを備え、透析装置の１つから除去される流体が、
治療流体ライン内に再導入され、第１および第２透析装置の一方と再び流体的に連通する
、項目１に記載の医用流体治療システム。
（項目２２）
前記再循環ラインが流体を透析装置に再導入し、該透析装置から流体が除去される、項目
２１に記載の医用流体治療システム。
（項目２３）
流体が、再循環ループの場合、制限手段から下流に位置する透析装置から除去される、項
目２１に記載の医用流体治療システム。
（項目２４）
再循環ループ内に位置する少なくとも１つの浄化デバイスを備え、該デバイスが、治療流



(12) JP 2019-115715 A 2019.7.18

10

20

30

40

50

体ライン内に再導入される流体を少なくとも部分的に再生するように動作する、項目２１
に記載の医用流体治療システム。
（項目２５）
洗浄デバイスが、活性炭濾過器、吸着剤交換、化学洗浄剤、化学交換、生物学的洗剤、結
合吸着剤、酵素（ｅｎｚｏｍａｔｉｃ）反応剤、機械的洗浄剤、およびこれらの何らかの
組合せをからなる群から選択される、項目２４に記載の医用流体治療システム。
（項目２６）
第１および第２部分を通る治療流体の流れが、血液の流れに逆流する、項目１に記載の医
用流体治療システム。
（項目２７）
第１および第２部分を通る治療流体の流れが、血液の流れに並流する、項目１に記載の医
用流体治療システム。
（項目２８）
前記可変制限手段がモータ制御クランプを備える、項目１に記載の医用流体治療システム
。
（項目２９）
医用流体治療システムであって、
　患者に結合されるように構成され、配列される血液ラインと、
　該血液ラインに接続されるポンプと、
　該血液ラインと連通し、患者からの血液を収容するように配置される第１透析装置部分
と、
　該第１透析装置部分とは別個に収容される第２透析装置であって、該第１透析装置から
血液を収容するように配置され、配列された第２透析装置部分と、
　該第１透析装置と第２透析装置との間で治療流体ラインと連通する流量制限手段であっ
て、該制限手段が、該第１および第２透析装置の一方の治療流体の背圧を増加させるよう
に操作可能である流量制限手段、
を備える、医用流体治療システム。
（項目３０）
前記制限手段が、背圧を選択的に増加／減少させるように可変である、項目２９に記載の
システム。
（項目３１）
腎不全治療機械用の使い捨てユニットであって、
　該機械内に配置されるように構成され、配列される筐体と、
　該筐体に取り付けられる可撓性膜であって、該膜および筐体が、前記機械と協働して、
腎不全治療流体の流量を制御するバルブ機能を果たす可撓性膜と、
　該筐体によって支持され、患者の血液ラインの少なくとも一部分に操作可能に接続され
る第１および第２透析装置部分と、
　該第１透析装置と第２透析装置との間に配置される流量制限手段であって、透析装置の
１つの背圧を増加させるように操作可能な流量制限手段と、
を備える、使い捨てユニット。
（項目３２）
前記透析装置部分が別個に収容される、項目３１に記載の使い捨てユニット。
（項目３３）
血液ラインが、前記機械内に収容された蠕動ポンプと操作可能に結合するように構成され
たある長さの管類を備える、項目３１に記載の使い捨てユニット。
（項目３４）
キャパシタンス流量センサと、理想気体の法則に基づいて作動する流量センサと、蠕動ポ
ンプが行う回転／行程の数を計算するセンサと、重量計と、単一平衡チャンバと、単一平
衡管と、単一蛇行経路と、二重平衡チャンバと、二重平衡管と、二重蛇行経路とからなる
群から選択されるタイプの少なくとも１つの流量管理装置を備える、項目３１に記載の使
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い捨てユニット。
（項目３５）
医用流体治療方法であって、
　（ａ）治療流体を第１および第２透析装置部分に流す工程と、
　（ｂ）前記第１部分と第２部分間に可変流量制限手段を配置する工程と、
　（ｃ）該流体の望ましい第１部分が、前記透析装置の１つを通って血液ライン内に流入
し、該流体の第２部分が、前記第２透析装置内に配置される複数の膜を実質的に横断して
流れるように、可変流量制限手段を設定する工程と
を包含する、方法。
（項目３６）
前記制限手段の設定によって、該流体の第３部分が、第１透析装置部分内に位置する膜を
横断して流れる、項目３５に記載の医用流体治療方法。
（項目３７）
家庭用医用流体治療機械方法であって、
　（ａ）人が家庭で、使い捨てカセットを機械内に装填することを可能にする工程と、
　（ｂ）治療流体を使い捨てカセットに流す工程と、
　（ｃ）導電性浄化を行うために、少なくとも２５％の流体を向ける工程と、
　（ｄ）残りの流体の少なくとも実質的な量が、拡散浄化を行うことを可能にする工程と
を含む家庭用医用流体治療機械方法。
（項目３８）
導電性浄化を行うための流体の割合を向ける工程が、患者の血液の流れに至る透析装置の
膜を通して当該割合の流体に背圧を与えることを含む、項目３７に記載の家庭用医用流体
治療方法。
（項目３９）
限外濾過を行う方法であって、
　第１および第２平衡デバイスを提供する工程と、
　使用済み治療流体を該第１平衡デバイス内に揚送する工程と、
　使用済み治療流体を該第１平衡デバイス内に揚送し、該第２平衡デバイスに流すことに
よって、治療流体を該第１平衡デバイスから排出することを可能にする工程と、
　該排出された治療流体が該第２平衡デバイスに入り、該第２平衡デバイス内に保持され
ている使用済み治療流体を排水管に排出する工程と
を含む、方法。
（項目４０）
前記使用済みおよび排出される治療流体が、透析液および補充液からなる群から選択され
る、項目３９に記載の方法。
（項目４１）
前記平衡デバイスが、平衡チャンバ、平衡管および蛇行経路からなる群から選択される、
項目３９に記載の方法。
（項目４２）
前記第１平衡デバイスから排出される前記治療流体が新鮮な治療流体である、項目３９に
記載の方法。
（項目４３）
入口バルブおよび出口バルブとインラインになるように配置される流体ポンプのバルブ完
全性テストであって、
　（ａ）出口バルブを閉鎖し、入口バルブを開放した状態で、流体をポンプ内に揚送する
工程と、
　（ｂ）入口バルブを閉鎖し、出口バルブを閉鎖状態に維持する工程と、
　（ｃ）バルブを閉鎖した状態で、流体をポンプから揚送しようと試みる工程と、
　（ｄ）ポンプ内の流体の容量の変化が検出された場合、バルブの少なくとも１つに漏れ
があると決定する工程と
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を含む、バルブ完全性テスト。
（項目４４）
キャパシタンス流量センサを使用して、ポンプ内の容量の変化が生じたか否かを検出する
、項目４３に記載の完全性テスト。
（項目４５）
工程（ａ）～（ｄ）を医用流体治療全体で周期的に行うことを含む、項目４３に記載の完
全性テスト。
（項目４６）
血液透析、血液濾過、血液透析濾過法、腹膜透析、およびこれらの任意の組合せからなる
群から選択される治療のために、工程（ａ）～（ｃ）を行うことを含む、項目４３に記載
の完全性テスト。
（項目４７）
実時間基準で容量を感知する方法であって、
　膜ポンプチャンバ内の空気の量と、該ポンプチャンバと連通する一定容積の容器内の空
気の量とを含む初期空気総量を取得する工程と、
　ポンプチャンバ内の膜を移動させて、流体をポンプチャンバから排出するか、または流
体をポンプチャンバ内に引き込む工程と、
　初期圧力、および総量が変化した後の時間Ｔにおける圧力を測定する工程と、
　該初期総量、初期圧力および時間Ｔにおける圧力を使用して、時間Ｔの総空気量を計算
する工程と、
　初期空気総量、および時間Ｔの総空気量を使用して、揚送される量を決定する工程とを
含む方法。
（項目４８）
一定容積の容器が圧力チャンバである、項目４７に記載の方法。
（項目４９）
医用流体治療システムであって、
　患者に結合するように構成され、配列される血液ラインと、
　血液ラインに接続される血液ポンプと、
　該血液ラインと連通する血液濾過器であって、患者の血液の液体部分が濾過器を通過し
て治療流体流路に入ることを可能にするように操作可能な濾過器と、
　治療流体を血液ラインに、また治療流体を血液ラインから交互に、実質的に連続して揚
送するように配置され、配列される１対の蠕動流体ポンプと、
　血液ラインに揚送されるある量の治療流体と、濾過器から揚送されるある量の流体とを
制御するように操作可能な少なくとも１つの容量制御デバイスとを含む医用流体治療シス
テム。
（項目５０）
蠕動ポンプが、治療流体の交互の、実質的に連続する揚送を行うことができるように操作
可能な複数のバルブを備える、項目４９に記載の医用流体治療システム。
（項目５１）
濾過器の上流または下流にある血液ラインに治療流体を選択的に揚送するように操作可能
である、項目４９に記載の医用流体治療システム。
（項目５２）
治療流体を濾過器に揚送して、対流および／または拡散血液浄化を行うように構成される
、項目４９に記載の医用流体治療システム。
（項目５３）
前記容量制御デバイスが、キャパシタンス流量センサと、理想気体の法則に基づいて動作
する流量センサと、蠕動ポンプによって行われる回転／行程の数を計算するセンサと、重
量計と、単一平衡チャンバと、単一平衡管と、単一蛇行経路と、二重平衡チャンバと、二
重平衡管と、二重蛇行経路とからなる群から選択されるタイプである、項目４９に記載の
医用流体治療システム。
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（項目５４）
医用流体治療システムであって、
　患者に結合するように構成され、配列される血液ラインと、
　該血液ラインに接続される血液ポンプと、
　該血液ラインと連通し、患者の血液の液体部分が濾過器を通過して治療流体流路に入る
ことを可能にするように操作可能な血液濾過器と、
　治療流体を血液ラインに揚送するように操作可能な第１ポンプと、
　流体を濾過器から揚送するように操作可能な第２ポンプと、
　濾過器から揚送される少なくともある程度の流体を、流体再生デバイスを通して血液ラ
イン内に送るように操作可能な再循環経路と
を備える、医用流体治療システム。
（項目５５）
前記再生デバイスが活性炭、吸着剤、これらの任意の組合せを含む、項目５４に記載の医
用流体治療システム。
（項目５６）
濾過器の上流または下流にある血液ラインに治療流体を選択的に揚送するように操作可能
である、項目５４に記載の医用流体治療システム。
（項目５７）
治療流体を濾過器にさらに揚送して、拡散血液浄化を行うように構成される、項目５４に
記載の医用流体治療システム。
【００４２】
　本発明のさらに他の特徴および利点は、以下の本発明の詳細な説明および図面に記載さ
れており、これらの説明および図面から明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】図１は、拡散および対流浄化モードを提供する本発明の腎不全血液治療システム
の一実施形態の略図である。
【図２】図２および３は、使い捨てカセット、および本明細書に記載する血液治療法に使
用される関連流動構成要素の斜視図である。
【図３】図２および３は、使い捨てカセット、および本明細書に記載する血液治療法に使
用される関連流動構成要素の斜視図である。
【図４】図４は、透析液流体精製ユニットで動作する腎不全治療システムの略図である。
【図５】図５は、治療流体再循環ループを有する腎不全血液治療システムの略図である。
【図６】図６は、本発明の家庭用血液濾過システムの一実施形態の略図である。
【図７】図７は、本発明の家庭用血液濾過システムのもう１つの実施形態の略図である。
【図８】図８は、本発明の家庭用血液濾過システムの一実施形態の略図である。
【図９】図９～図１１は、使用済み透析流体、および患者から限外濾過された流体を再生
および再利用する再生ユニットを使用する家庭用血液治療法の様々な実施形態を示す。
【図１０】図９～図１１は、使用済み透析流体、および患者から限外濾過された流体を再
生および再利用する再生ユニットを使用する家庭用血液治療法の様々な実施形態を示す。
【図１１】図９～図１１は、使用済み透析流体、および患者から限外濾過された流体を再
生および再利用する再生ユニットを使用する家庭用血液治療法の様々な実施形態を示す。
【図１２】図１２および１３は、蠕動ポンプを使用して治療流体を揚送する、別法による
血液透析および血液濾過システムである。
【図１３】図１２および１３は、蠕動ポンプを使用して治療流体を揚送する、別法による
血液透析および血液濾過システムである。
【図１４】図１４は、透析液および血液の流れが並流する、別法による血液透析システム
である。
【図１５】図１５および１６は、患者から除去される限外濾過液の量を制御するために空
気圧制御される方法および装置の一実施形態の略図である。
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【図１６】図１５および１６は、患者から除去される限外濾過液の量を制御するために空
気圧制御される方法および装置の一実施形態の略図である。
【図１７】図１７～２２は、単一平衡チャンバを介して患者から除去される限外濾過液の
量を制御するための様々な実施形態の略フロー図である。
【図１８】図１７～２２は、単一平衡チャンバを介して患者から除去される限外濾過液の
量を制御するための様々な実施形態の略フロー図である。
【図１９】図１７～２２は、単一平衡チャンバを介して患者から除去される限外濾過液の
量を制御するための様々な実施形態の略フロー図である。
【図２０】図１７～２２は、単一平衡チャンバを介して患者から除去される限外濾過液の
量を制御するための様々な実施形態の略フロー図である。
【図２１】図１７～２２は、単一平衡チャンバを介して患者から除去される限外濾過液の
量を制御するための様々な実施形態の略フロー図である。
【図２２】図１７～２２は、単一平衡チャンバを介して患者から除去される限外濾過液の
量を制御するための様々な実施形態の略フロー図である。
【図２３】図２３は、単一平衡管を使用する１つの限外濾過液制御方法および装置の様々
なステップを示す略フロー図である。
【図２４】図２４は、患者との間で交換される流体の量、および単一の蛇行経路を使用し
て、患者から除去される限外濾過液の量を制御するための一実施形態を示す略フロー図で
ある。
【図２５】図２５および２６は、二重平衡チャンバを使用する限外濾過液制御方法および
装置に関連する様々な特徴および利点を示す略フロー図である。
【図２６】図２５および２６は、二重平衡チャンバを使用する限外濾過液制御方法および
装置に関連する様々な特徴および利点を示す略フロー図である。
【図２７Ａ】図２７Ａ～２７Ｄは、患者との間で交換される流体の量、患者から除去され
る限外濾過液の量を制御するための、二重平衡管を含むもう１つの方法および装置のバル
ブ動作、および対応する流れの結果を示す略フロー図である。
【図２７Ｂ】図２７Ａ～２７Ｄは、患者との間で交換される流体の量、患者から除去され
る限外濾過液の量を制御するための、二重平衡管を含むもう１つの方法および装置のバル
ブ動作、および対応する流れの結果を示す略フロー図である。
【図２７Ｃ】図２７Ａ～２７Ｄは、患者との間で交換される流体の量、患者から除去され
る限外濾過液の量を制御するための、二重平衡管を含むもう１つの方法および装置のバル
ブ動作、および対応する流れの結果を示す略フロー図である。
【図２７Ｄ】図２７Ａ～２７Ｄは、患者との間で交換される流体の量、患者から除去され
る限外濾過液の量を制御するための、二重平衡管を含むもう１つの方法および装置のバル
ブ動作、および対応する流れの結果を示す略フロー図である。
【図２８】図２８は、本発明の平衡管容量制御デバイスの１つの別法によるバルブ構成を
示す。
【図２９】図２９は、患者から除去される限外濾過液の量を制御するための、二重の蛇行
経路を含むさらにもう１つの実施形態を示す略フロー図である。
【図３０】図３０および３１は、患者との間で交換された流体の量、および患者から除去
される限外濾過液の量を制御するための、重量測定システムを備えるさらに他の別法によ
る実施形態を示す。
【図３１】図３０および３１は、患者との間で交換された流体の量、および患者から除去
される限外濾過液の量を制御するための、重量測定システムを備えるさらに他の別法によ
る実施形態を示す。
【図３２】図３２は、本発明の血液透析濾過器の強化対流の一実施形態の立面図である。
【図３３】図３３は、本発明の二重透析装置間に配置された可変流量制限手段の一実施形
態を示す略図である。
【図３４】図３４は、本発明の透析システムの流動作動構成要素と共に操作可能に構成さ
れたカセットを示す斜視図である。
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【図３５】図３５は、本発明の腎不全治療機械に溶液バッグを操作可能に結合する一実施
形態を示す斜視図である。
【図３６】図３６および３７は、溶液バッグを腎不全治療機械に結合するための実施形態
の斜視図であり、機械が本発明のカセットを収容することを可能にするための一実施形態
も示す。
【図３７】図３６および３７は、溶液バッグを腎不全治療機械に結合するための実施形態
の斜視図であり、機械が本発明のカセットを収容することを可能にするための一実施形態
も示す。
【図３８】図３８は、線形管状ポンプを使用して治療流体を揚送するための別法による実
施形態を示す斜視図である。
【図３９】図３９は、線形管状ポンプを使用して溶液バッグをシステムに操作可能に結合
するための一実施形態を示す斜視図である。
【図４０】図４０は、本発明の線形管状ポンプを作動させる本発明のカセットの一実施形
態を示す略図である。
【図４１】図４１は、線形管状ポンプで作動する本発明のカセットのもう１つの実施形態
の略図である。
【図４２】図４２および４３は、本発明の流体加熱器の一実施形態の様々な別法による実
施例を示す断面斜視図である。
【図４３】図４２および４３は、本発明の流体加熱器の一実施形態の様々な別法による実
施例を示す断面斜視図である。
【図４４】図４４は、平衡チャンバを使い捨てカセット内に組み込むための一実施形態を
示す切欠断面図である。
【図４５】図４５は、本発明の家庭用平衡チャンバのもう１つの実施形態を示す切欠断面
図である。図４５は、本発明による平衡管の一実施形態の切欠斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００４４】
　発明の詳細な説明
　概要
　本発明は、治療時に逆濾過の量を増加および強化する家庭血液透析（「ＨＨＤ」）療法
のための様々な装置および方法を提供する。このシステムは、家庭用に設計されているに
も関わらず、病院の急性腎臓治療センター、またはセルフケアセンターでの使用にも適す
る。このシステムは、使い捨てカセットまたは管組織オーガナイザ（本明細書では、カセ
ットと総称する）を有する使い捨てセットを含む使い捨て流体管理システムを使用する。
カセットは、透析液および体外流路の少なくとも一方の少なくとも一部分を収容する。一
実施形態では、２つの小型高流量透析装置が、流体的かつ直列にカセットに接続される。
一実施形態では、透析液および血液は、透析装置を通って互いに逆流する。制限手段は、
透析液流路内の２つの透析装置間に配置される。制限手段は、一実施形態では、異なる治
療条件を考慮するか、または１回の治療時に調節できるように可変および調節可能である
。制限手段は、別法によると、制限オリフィスを有するオリフィスプレートのように固定
される。
【００４５】
　濾過器間の制限手段によって、静脈透析装置内に正圧が形成され（第１透析装置は透析
液を収容し、第２透析装置は、逆流構成で血液を収容する）、意図的に比較的高度の逆濾
過を生じる。透析装置間の制限手段のサイズに応じて、この逆濾過によって、透析液の著
しい流量（たとえば、総透析液流量の１０～７０％）が、高流量静脈膜を通って血液回路
に入る。逆濾過された溶液は対流浄化を提供する。一実施形態では、限外濾過液は、動脈
透析装置を介して患者から除去される（第１透析装置は血液を収容するが、第２透析装置
は、逆流構成で透析液を収容する）。
【００４６】
　透析液が静脈透析装置内に拡散し、透析液を動脈透析装置から除去すると、毒素が患者



(18) JP 2019-115715 A 2019.7.18

10

20

30

40

50

から対流搬送される。さらに、直接体外回路内に移動しない透析液（たとえば、他の割合
の透析液）は、代わりに両方の透析装置の膜を横断して流れ、老廃物の拡散浄化が行われ
る。このシステムは、本明細書では、強化対流血液透析（「ＥＣＨＤ」）システムと呼ぶ
。血液透析濾過システムと同様、このシステムは、対流および拡散浄化の両方を行う。こ
のシステムは、一実施形態では、家庭用に構成され、透析液および体外流路の少なくとも
一部分が殺菌され、複数のポンプ、加熱器、バルブ作動装置などを有する機械に装填され
る使い捨てセットとして提供される。
【００４７】
　強化対流血液透析（「ＥＣＨＤ」）
　次に、図面、特に図１を参照すると、腎不全治療システム１０の一実施形態が示されて
いる。システム１０は、２つ以上の高流量血液透析装置、たとえば静脈透析装置２０およ
び動脈透析装置３０を使用する。一実施形態では、血液透析装置２０および３０は比較的
小型であり、たとえば膜表面積は４分の１～３メートル２台である。透析装置または血液
透析装置２０および３０は、比較的高流量透析装置であり、たとえば、１ミリメートルＨ
ｇ圧力またはそれ以上で（本明細書で使用する場合）、１時間当たりで拡散する水が８ミ
リメートルというＵＦ係数を有し、「流量」という用語は上記のＵＦ係数を意味し、膜を
通る水の搬送の容易さを評価するもであり、ミリメートル／時間／ミリメートル水銀で表
現される。
【００４８】
　上記のとおり、血液透析装置２０および３０によって、新鮮透析液の比較的大部分が、
静脈透析装置２０内で逆濾過する。逆濾過した透析液、および透析間の期間中に蓄積した
流体は、動脈透析装置３０を介して患者４２から限外濾過または除去される。逆濾過され
ない流体は、動脈３０および静脈２０透析装置内の半透過性膜を横断して流れ、システム
１０が、廃棄物を患者の血液から拡散および対流除去することを可能にする。
【００４９】
　図１に示す１つの家庭用およびセンター内の実施形態では、減菌透析液は、バッグまた
は容器１４、１６および１８内に保存される（３つを超える溶液バッグを使用できる）。
図示の実施形態のシステム１０は、それぞれ個々の容積測定デバイス３２、３４、３６お
よび３８で動作するポンプ２２、２４、２６および２８を使用する。以下に詳細に説明す
るとおり、別法によると、本発明のシステムと共に様々な容積測定デバイスが使用される
。１つの測定デバイスは、ポンプ２２～２８の１つを通って揚送される流体の量を測定す
るキャパシタンス流量センサである。この測定は、一実施形態では、制御装置またはマイ
クロプロセッサに、どの程度の流体（または空気）が揚送されたかを知らせる。制御装置
またはマイクロプロセッサは、実際の揚送流体量と予想される揚送流体量とを比較し、相
応に揚送量を調節して、必要に応じて、透析装置に対する新しい流体の供給量を補充する
か、または減少させる。代わりに、またはさらに、容積測定デバイス３２～３８は、シス
テム内に比較的多量の容量測定誤差が生じ、たとえば誤差メッセージをトリガした場合に
感知することができる（たとえば、空気がシステム内に閉じ込められるか、または行程長
さの大部分が失敗した場合）。
【００５０】
　本発明は、キャパシタンス流量測定に限られず、代わりにその他のタイプの容量測定を
使用することができる。さらに、本発明は、容量測定に限られず、代わりに一定量の透析
液を透析装置に、透析装置および患者４２から揚送する平衡デバイスを使用することがで
きる。さらに、流体ポンプの管理は、質量基準で１つまたは複数の重量計を介して行うこ
とができる。さらに、揚送される流速および容量は、ポンプ行程の数、たとえばステッパ
モータのステップの数に基づく蠕動ポンプの回転数に基づいて、回転ポンプ作動装置の線
形の感知された移動量に基づいて、またはボイルの法則に従って動作するデバイスを介し
て計算することができる。これらの測定方法は、「容積測定デバイス」という用語に含ま
れる。容積測定デバイスを使用する制御は、供給される流体の実際の量が監視される閉ル
ープ、または機構がポンプ固有の正確さ、おそらく運動制御フィードバック、たとえばモ
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ータを作動させるために送信されるステップパルスの数、線形エンコーダのフィードバッ
ク、または回転エンコーダのフィードバックなどの監視に頼っている開ループで良い。
【００５１】
　図１は、ポンプ集合１の２つのポンプ２２および２４、並びにポンプ集合２の２つのポ
ンプ２６および２８を示す。代わりに、各々のポンプ集合の所定の場所に１つのポンプ、
たとえば透析装置に透析液を投入するために１つ、透析装置から透析液、患者からＵＦを
除去するために１つのポンプを使用できるが、この構成は、望ましくない拍動または不均
一な流れを生じる場合があることに注目することは重要である。図示の構成では、各集合
の第１ポンプは、ポンプ集合の源から流体を抜き取り、各集合の第２ポンプは、ポンプ集
合の目標方向に流体を押し出す。ポンプ行程のこの集合の後、個々の集合内のポンプの役
割は交互に入れ替わり、第１ポンプ（現在、流体が充填されている）は流体をポンプ集合
の目標方向に押し出し、第２ポンプ（現在、空）は、ポンプ集合の源から流体を抜き取る
。上記のサイクルは、複数回にわたって繰り返される。
【００５２】
　ポンプ集合１は、新鮮透析液をバッグ１４～１８からシステム１０に投入し、ポンプ集
合２は、ポンプ集合１によって揚送された容量的に等価な流体、および治療の過程で患者
４２から除去された何らかの流体を除去する。図示のとおり、新鮮透析液は、ポンプ２２
および２４を介して源１４、１６および１８から静脈透析装置２０に揚送される。制限手
段４０は、静脈透析装置２０と動脈透析装置３０との間に配置される。制限手段４０は、
静脈透析装置２０に圧力を形成し、その結果、静脈透析装置２０に入る比較的多量の新鮮
透析液は、静脈透析装置内の膜壁を通って体外または血液回路５０に強制的に送り出され
る。静脈透析装置２０に入る新鮮透析液のその他の部分は、静脈透析装置内の膜を横断し
、制限手段４０を貫流して動脈透析装置３０内に流入する。
【００５３】
　対流浄化は、静脈透析装置２０を通って逆濾過される流体の容量的に等価な量が、動脈
透析装置３０から除去される場合に行われる。また、毒素の拡散搬送は、血液回路５０と
透析液の流れとの間に存在する拡散勾配によって、両方の透析装置２０および３０を横断
して行われる。治療全体では、動脈透析装置３０から除去される流体の総量は、静脈透析
装置２０によって供給される透析液の総量より大きく、治療に処方されるＵＦの除去量に
相当する。
【００５４】
　実施例
　以下の実施例は、本発明の１つの好ましい治療法をさらに示す。この実施例では、ポン
プ集合１のポンプ２２および２４は、２時間にわたる源１４、１６および１８からの１８
リットルの透析液を押し出す。この容量のうち、毎分１００ミリリットルの透析液は、静
脈透析装置２０の膜壁を通して患者の血液回路５０内に逆濾過される。毎分５０ミリリッ
トルの透析液は、静脈透析装置２０、制限手段４０を通過して、静脈透析装置３０内に流
入する。ポンプ集合２のポンプ２６および２８は、１８リットルの透析液全体をバッグ１
４、１６および１８からの１８リットルの透析液全体、および任意の所望量の流体を患者
から除去する。２時間にわたって、１２リットル（毎分１００ミリリットルに１２０分を
乗算する）の透析液が、静脈透析装置２０を通して患者の血液内に逆濾過される。ポンプ
集合２のポンプ２６および２８は、１２リットル、つまり血液回路５０内に逆濾過されな
い６リットルの透析液、および患者から限外濾過される何らかの流体を除去する。
【００５５】
　２時間の治療で血液回路５０に１２リットルの透析液を追加し、血液回路５０から除去
すると、方程式ＨＦ　ｓｔｄＫｔ／Ｖに従って除去される全体の対流は約２になり、これ
は適切な日常的な量であると報告されている（Ｊａｂｅｒ　ＢＴ、Ｚｉｍｍｅｒｍａｎ　
ＤＬ、Ｌｅｙｐｏｌｄｔ　ＪＫによる「Ａｄｅｑｕａｃｙ　ｏｆ　ＤａｉｌｙＨｅｍｏｆ
ｉｌｔｒａｔｉｏｎ：Ｃｌｉｎｉｃａｌ　Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｓｔａｎｄａｒ
ｄ　Ｋｔ／Ｖ（ｓｔｄＫｔ／Ｖ）」、２００３年のＡｂｓｔｒａｃｔ　Ｈｅｍｏｄｉａｌ
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ｙｓｉｓ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　第７巻、１号、ｐ８０参照）。さらに、２時間
の過程では、６リットルの透析液を使用し、透析装置２０および３０の膜を横断する透析
液勾配を介して拡散浄化を行った。透析液の流量、および対流対拡散の割合は、この実施
例に使用する割合より多くても少なくても良い。
【００５６】
　使い捨てカセットの導入
　さらに図２および３を参照すると、透析装置２０および３０、並びに本明細書に記載す
るその他の多くの流動構成要素が、使い捨てカセットに取り付けられた１つの好ましい実
施形態で提供される。使い捨てカセット１００ａは、さもなければオーガナイザ、ディス
ポーザブル、使い捨てセットなどと呼ばれる。使い捨てカセット１００ａは、腎不全の治
療用の体外回路５０および透析液流路６０（図１参照）の少なくとも一部分を含む（たと
えば、すべての体外回路５０はカセット１００ａ内に一体化されるが、管類は、図２およ
び図３に示すように患者との間に配管される）。使い捨てカセット１００ａは、以下に説
明するように空気圧または機械式で作動する本明細書に記載の多くのポンプおよびバルブ
の透析液または治療流体流部分を処理するための空間効率的な装置を提供する。したがっ
て、カセット１００ａは、空間、能力および資源が限られている家庭用に良く適している
。
【００５７】
　好ましい一実施形態では、使い捨てカセット１００ａおよび対応して取り付けられる管
類は、使用前にγ殺菌されて封止される。別法によると、酸化エチレンまたはｅビームに
よる殺菌が使用される。患者または操作者は、使用前にシールを開放し、カセット１００
ａを治療機械内に挿入し、１回使用してからカセット１００ａおよび関連する管類を廃棄
する。カセット１００ａおよび流路５０および６０は、一実施形態では使い捨てすること
を意図されているが、カセット１００ａ並びに流路５０および６０は、適切な消毒および
／または殺菌を行って再使用することができる。
【００５８】
　カセットおよびＥＣＨＤシステムの結合
　図１～図３を参照すると、患者４２の動脈接近手段４４ａから始まって、体外または血
液回路５０は、ＰＴ１と標識された圧力センサ４６を備える。ＰＴ１は、別法によると、
血液ポンプ４８に達する前に血液の流れを停止する能力を有する圧力スイッチである。安
全上の対策として、一実施形態のシステム１０は多数の電極（図示しない）、たとえば２
～４個の電極を備え、これらの電極は、システム１０からの患者４２の接近切断を検出す
るために、半分が動脈ライン４４ａ内、半分が静脈ライン４４ｂ内に一体化されている接
近切断センサを提供する。偶発的な針の切断を検出するための別法による機構は、導電性
ブランケットを患者に接近する下流に使用することである。血液の存在は、ブランケット
の導電性を変化させ、警報を発してポンプを停止させる。
【００５９】
　血液ポンプ４８は、一実施形態では蠕動ポンプ４８であり、圧力センサＰＴ１と、ＰＴ
２と標識された一体圧力変換器４６を有する点滴チャンバ５２ａとの間に位置する。別法
による実施形態の多数またはすべての点滴チャンバ５２ａ～５２ｃの１つは、対応するレ
ベルセンサ６８ａ～６８ｃを備える。これらのセンサは、対応する点滴チャンバに接続さ
れるか、または一体化される。レベルセンサ６８ａ～６８ｃは、透析装置内の透析液また
は治療流体のレベルまたは高さを感知および指示する。血液ポンプ４８は、別法によると
、蠕動ポンプ以外の容量揚送デバイス、たとえばダイアフラムポンプまたは遠心ポンプで
ある。血液ポンプ４８は、以下で説明するとおり、システムのプライミングのために双方
向でも良い。圧力センサＰＴ２４６は、別法によると点滴チャンバに結合されず、たとえ
ば、代わりに圧力変換器が使用される。圧力センサＰＴ１およびＰＴ２、点滴チャンバ５
２ａ、並びに蠕動ポンプ４８用の管類１０２はすべてカセット１００ａに接続される。
【００６０】
　血液は、点滴チャンバ５２ａの後、カセット１００ａの筐体１０４から流出し、比較的
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小型の高流量透析装置の動脈透析装置３０に流入する。図２に示すように、動脈透析装置
３０および静脈透析装置２０は、カセット１００ａの筐体１０４の端部に取り付けられる
。次に、血液は動脈透析装置３０から静脈透析装置２０に流れ、カセット１００ａの筐体
１０４内に逆流して、第２点滴チャンバ５２ｂを通る。点滴チャンバ５２ｂも、ＰＴ３と
標識された一体圧力センサ４６を有する。ＰＴ３は、別法によると、たとえばラインに直
結する圧力変換器が代わりに使用される場合、点滴チャンバを備えずに提供される。
【００６１】
　ＡＢＤと標識された気泡検出器５４は、血液ライン５０内の点滴チャンバ５２ｂから下
流に位置する。静脈ラインクランプ、またはＶ１と標識されたバルブ５６であって、カセ
ットを利用するか、またはカセット１００ａの外側に設けられ、検出器５４がライン５０
内で空気を検出した場合に、血液の流れを遮断するバルブ５６は、検出器５４と動脈接近
手段４４ｂとの間に配置され、血液を患者４２に返す。点滴チャンバ５２ｂ上の空気レベ
ルセンサ（図示しない）は、ＡＢＤ５４の代わりに、またはＡＢＤ５４のほかに使用され
る。血液中の空気を検出するには、レベル検出機構に、点滴チャンバ５２ｂ、またはＰＴ
３と標識された圧力伝達器４６を代わりに、またはさらに設ける。センサは、センサの送
受信位置を通過する血液中の空気の割合に応じて信号を生成する。空気が存在しない通常
の動作状態では、点滴チャンバ５２ｂ内の血液は比較的安定したレベルで存在するが、レ
ベルの変動は、圧力、揚送される血液の量などによって生じる。チャンバ５２ｂ内の血液
の閾値レベルは、血液が低下してはならないレベル未満に存在する。血液ライン中に空気
が存在する場合、チャンバ５２ｂ内の血液レベルは閾値レベルより低く、別法による空気
／血液検出器からの警報をトリガする。洗浄、プライミング、または血液のリンスバック
によって必要な場合、空気検出器およびラインクランプをライン４４ａ上に使用する点に
注目することは重要である。
【００６２】
　透析液流路６０も、主に、オーガナイザまたはカセット１００ａの筐体内に配置される
。透析液は、先ず、透析液または治療流体供給バッグ１４、１６および１８内に供給され
る。図４および図９～図１１に関連して以下に示す別法による実施形態では、源は、オン
ライン源またはその他のタイプの予めパッケージ化されていない源である。図１に示す実
施形態では、最低１つの注入バッグが設けられ、１つの好ましい実施形態では複数のバッ
グ、たとえば３つの源１４～１８が設けられる。図１は、先ず、システムに空の排水バッ
グ１２が設けられ、排水バッグ１２には、最初に使用された供給バッグ１４、１６または
１８からの使用済み溶液が充填されることを示す。最初の２つの供給バッグ１４、１６ま
たは１８は、排水された後、それぞれ送出および最終溶液バッグの排水バッグになる。こ
の治療法は、結局、投入された流体より多量の流体を除去するため、各々の供給バッグ１
４～１８は、使用済み流体およびＵＦを収容するために使用される。バッグの順序は、Ｖ
８～Ｖ１４と標識されたバルブ５６で示されるように制御される。
【００６３】
　透析液または治療溶液は、源１４～１８の１つから集合１の容積式ダイアフラムポンプ
２２および２４に流れる。ポンプの容量測定精度は、監視によって確認される。上記のと
おり、交互に２種類の溶液供給ポンプ２２および２４を使用して、拍動流の量の制限する
ことが望ましい。安全上の対策として、ポンプ２２～２８の各々のダイアフラムは、漏れ
がある場合、外側にのみ漏れるように構成される。ポンプ２２～２８の外側に収集される
漏れは、次に、カセット１００ａ、機械、および／またはカセット／機械インターフェー
ス内に組み込まれた湿度センサ方向に方向転換され、湿度センサは、漏れ、および（ｉ）
警報、（ｉｉ）ポンプ２２～２８および４８を遮断し、（ｉｉｉ）その他の適切な動作を
行うための信号を感知する。
【００６４】
　したがって、空気圧および機械式に駆動される適切な医療流体ポンプおよびダイアフラ
ムは、２００２年１２月３１日に出願された本願と同一の所有権者による特許出願第１０
／３３５，６４６「Ｓｙｓｔｅｍｓ，Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓｅｓ
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　Ｆｏｒ　Ｐｕｍｐｉｎｇ　Ｃａｓｓｅｔｔｅ－Ｂａｓｅｄ　Ｔｈｅｒａｐｉｅｓ」に記
載されており、この特許出願は、引用することにより本明細書に援用する。米国特許第５
，４３１，６２６号およびその対応特許に具現されており、その示唆するところが引用に
より本明細書に援用されるＨｏｍｅＣｈｏｉｃｅ（登録商標）シリーズのＡＰＤデバイス
に現在使用されているポンプおよび揚送技術も適切であり、様々な揚送技術は、２００２
年５月２４日に出願された本願と同一の所有権者による米国特許出願第１０／１５５，７
５４号「Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｆｌｕｉｄ　Ｐｕｍｐ」に記載されており、その示唆するとこ
ろは、引用することにより本明細書に援用される。
【００６５】
　上記のとおり、各々のポンプ２２～２８は、容積測定デバイス３２～３８で個々に動作
する。好ましい一実施形態では、容積測定デバイス３２～３８は、関連するキャパシタプ
レートを表す破線により図１に示されているキャパシタンス流量センサである。キャパシ
タンスセンサの一実施形態は、２００２年１月２２日に出願された特許出願第１０／０５
４，４８７号「Ｃａｐａｃｉｔａｎｃｅ　Ｆｌｕｉｄ　Ｖｏｌｕｍｅ　Ｍｅａｓｕｒｅｍ
ｅｎｔ」に開示されており、この特許出願は、引用することにより本明細書に援用する。
このキャパシタンスセンサは、キャパシタンス測定技術を使用して、チャンバ内部の流体
の量を決定する。流体の量が変化すると、キャパシタンスの変化に比例する感知電圧が変
化する。したがって、センサは、チャンバが、たとえば空であるか、８分の１充填されて
いるか、４分の１充填されている、半分充填されているか、完全に充填されているか、ま
たはその他の割合で充填されているかを決定することができる。これらの測定の各々は、
正確に、たとえば少なくとも公知の重量計または圧力／流量測定によって達成される精度
と同程度正確に行うことができる。しかし、キャパシタンスの感知は、比較的単純で非侵
襲性、かつ安価であり、連続的な非バッチ方式の揚送タイプの動作と共に操作可能である
。
【００６６】
　一般に、２つのキャパシタプレート間のキャパシタンスは、関数Ｃ＝ｋ×（Ｓ／ｄ）に
従って変化し、ここでｋは誘電定数、Ｓは個々のプレートの表面積、ｄはプレート間の距
離である。プレート間のキャパシタンスは、関数１／（Ｒ×Ｖ）に従って比例的に変化し
、ここでＲは既知の抵抗、Ｖは、キャパシタプレートを横断して測定した電圧である。
【００６７】
　医用流体または透析液の誘電定数は、一般に、空であるか、または排水行程の終わりの
ポンプチャンバ（たとえば、図１のポンプ２２～２８の一部である図２のポンプチャンバ
１２２、１２４、１２６および１２８）を充填している空気の誘電定数よりはるかに高い
。一実施形態では、キャパシタンスプレートの１つは、チャンバ１２２を出入りする流体
の量に応じて移動可能であり、プレート間に変化距離Δｄを生じ、これは、キャパシタン
スを決定する時の要因である。同様に、キャパシタンスプレートの表面積Ｓも可変である
。図１に比喩的に示されている好ましい一実施形態では、キャパシタンスプレート３２、
３４、３６および３８は互いに一定の距離に固定され、たとえば、カセット１００ａの筐
体１０４の剛性プラスチックに固定される。この場合、表面積Ｓも一定であり、誘電定数
ｋの変化は、ポンプチャンバ１２２～１２８に透析液が充填されるか、または透析液が空
にされる時のキャパシタンスの変化を表す。
【００６８】
　チャンバ１２２～１２８内に位置する少なくとも１つの可撓性膜が膨張して、医用流体
が充填されると、全体的なキャパシタンスが変化し、つまり増加して、一方が接地され、
他方がアクティブなキャパシタプレートを横断して高度のインピーダンスポテンシャルを
生じる。こうした高いインピーダンスポテンシャルは、チャンバ１２２～１２８内の流体
の量の指標である。感知したポテンシャルが変化しないか、または十分に変化しないが、
変化することが予想されている場合、システム制御装置は、このような変化の欠如を、透
析液中に閉じ込められた空気として認識し、適切な動作を命令する。
【００６９】
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　キャパシタンス感知回路は、高いインピーダンス信号を増幅して、低いインピーダンス
ポテンシャルを生成するために設けられる。低いインピーダンスは、キャパシタンスプレ
ート３２～３８に返され、敏感な生成キャパシタンス信号が外部の電気的影響によって有
効になるのを防止するために使用される。増幅されたポテンシャルは、ディジタル信号に
変換され、システム制御装置に送られ、そこで濾過されて合計される。次に、グラフィカ
ルユーザインターフェースを有するビデオモニタを使用して、容量および／または流速の
指示をディジタル信号に基づいて、患者または操作者に視覚的に提供することができる。
さらに、制御装置は、流速および容量情報を使用して、ポンプ集合２（ポンプ２６および
２８）が、確実に適切な量の流体、つまりポンプ集合１（ポンプ２２および２４）から揚
送される透析液の量に、患者から除去される規定量のＵＦを動脈透析装置３０から取り出
すようにする。
【００７０】
　キャパシタンスプレートまたは容積測定デバイス３２～３８のその他の用途は、ポンプ
バルブＶ３およびＶ５、Ｖ２およびＶ４、Ｖ１５およびＶ１６および／またはＶ１７およ
びＶ１８を横断する漏れを検出することである。これらのバルブは、それぞれポンプ２２
、２４、２６および２８の投入および排水行程時に循環および交互に入れ替わり、流体容
器のバルブＶ８～Ｖ１４など、システム１０内のその他のバルブよりはるかに頻繁に開閉
する。したがって、ポンプの値は、他のバルブに比べて漏れに対してより敏感であり、シ
ステム１０の動作には比較的重要である。
【００７１】
　ポンプのバルブは、交互の対で動作する。たとえば、流体をポンプ２２に供給するには
、バルブＶ３が開放し、バルブＶ５が閉鎖する。逆に、流体をポンプ２２から押し出すに
は、バルブＶ３を閉鎖し、バルブＶ５を開放する。両方のバルブが、ポンプ行程が行われ
ている間に開閉されると、容量測定誤差が生じる。本発明は、容積測定デバイス３２～３
８を使用して、バルブＶ３およびＶ５をテストするための方法および装置を意図する。
【００７２】
　一実施形態におけるバルブテストは、ポンプが、一定容量のポンプチャンバ間に捲縮さ
れた可撓性流体膜を有するという事実を利用する。投入行程が生じると、膜には、膜を膨
張させる流体が充填される。次に、対応するポンプ入口バルブ（たとえば、バルブＶ３）
が閉鎖し、可撓性ポンプチャンバ膜内に流体が閉じ込められる。部分的な排水行程は、機
械的なピストンまたは正／負空気圧を介して試みられる。加わる圧力は、ポンプの構成要
素を損傷するほどではないが十分であるため、入口または出口バルブ（たとえば、Ｖ３お
よびＶ５）が故障するか、または漏れが生じた場合に、流体が流れ、容積測定デバイス３
２～３６によって感知されると思われる容量の変化を生じる。
【００７３】
　バルブが適切に閉鎖し、透析液が非圧縮性であると仮定すると、加わる小さい圧力は流
体を移動させず、検出可能な容量の変化を生成しない。漏れが存在する場合、容量の変化
が生じて検出され、制御装置が警報条件を発行するか、またはその他の適切な処置を行う
。上記のテストは、治療の開始時および／または断続的および周期的に全体的な治療の開
始時に、たとえば５分ごとまたは１，０００行程ごとに行うことができる。このテストは
、評価されるべきであると思うが、少なくともポンプバルブＶ３およびＶ５、Ｖ２および
Ｖ４、Ｖ１５およびＶ１６またはＶ１７およびＶ１８のどの集合が漏れているかを検出で
きる。このテストは、すべてのタイプの医用流体システム、たとえば血液治療システム、
鬱血性心不全システムおよび腹膜透析装置システムに適用できる。
【００７４】
　カセット１００ａのチャンバ１２２～１２８および筐体１０４は、クラムシェルの第１
部分を形成し、第２部分は、腎臓治療機械によって形成される。第１および第２部分は、
少なくとも１つの可撓性部材、および透析液が存在する場合は透析液を収容する。これら
の部分は剛性であり、好ましい一実施形態では、一定の容量を形成する。これらの部分は
、キャパシタプレート３２～３８の形状を形成し、これらのキャパシタプレートも収容す
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る。つまり、キャパシタプレートの一方は、カセット１００ａ内に収容され、他方は治療
機械の内部に収容される。別法によると、両方のプレートが治療機械内部に収容され、カ
セットの両側に１つずつ収容される。上記のとおり、カセットまたは機械は（どちらが、
設置キャパシタプレートではなく、アクティブキャパシタプレートを収容するとしても）
、アクティブキャパシタプレートから送信される高度のインピーダンス信号に雑音防止を
提供する追加のガードまたはシールドプレートを収容する。
【００７５】
　上記のキャパシタンス容量センサの代わりに、ポンプ２２～２８を貫流する透析液の容
量または質量は、電子重量計または秤を使用するなど、その他の方法を使用して決定する
ことができる。別法によるその他の実施形態では、本明細書に記載する何らかのシステム
内を流れる透析液の執拗または容量は、医療グレードの様々なタイプの流量計、オリフィ
スプレート、質量流量計、またはボイルの法則を使用するその他のデバイスを使って感知
することができる。さらに、ＨｏｍｅＣｈｏｉｃｅ（登録商標）に使用される流体管理シ
ステム（「ＦＭＳ」）技術も、本発明に使用するのに適しており、この技術は、米国特許
第５，４３１，６２６号およびその対応特許に具現されており、各々の特許が示唆すると
ころは、引用することにより本明細書に援用する。この技術を使用する空気圧制御システ
ムについて、以下で詳細に説明する。導電性センサは、バルブを横断する導電性状態およ
び非導電性状態も検査し、バルブの漏れの検出は、この方法の場合は容易である。
【００７６】
　さらに別法によると、たとえば本発明の譲受人に譲渡された米国特許５，４８６，２８
６号に記載されている流体平衡チャンバまたは適合流量平衡装置が使用され、この特許は
、引用することにより本明細書に援用され、やはり本発明の譲受人が製造するＳｙｓｔｅ
ｍ１０００（登録商標）に使用されている。平衡チャンバまたは流量平衡装置は、一実施
形態のカセット内に一体化され、別個のポンプまたは加圧源が必要である。チャンバまた
は平衡装置は、ダイアフラムの一方のガイドワイヤの新鮮透析液、およびダイアフラムの
他方のガイドワイヤの使用済み透析液を管理して、新鮮な透析液および消費された透析液
の体積流量を適合させる。次に、別個のポンプを使用して、患者のセッション間に蓄積さ
れた患者４２からの流体を限外濾過液する。蠕動ポンプも使用され、これは、透析液を透
析装置２０および３０または本明細書に記載する何らかの血液濾過デバイスに揚送し、等
量の流体をこれらのデバイスから揚送して、規定量の限外濾過液を制御して患者から排水
する。１つの適切な蠕動ポンプ構成は、図１２に関連して以下に示す。平衡チャンバおよ
びその他の容積制御デバイスを使用するシステムについて、以下に詳細に記載する。
【００７７】
　さらに図１～図３を参照すると、Ｖ２、Ｖ３、Ｖ４およびＶ５と標識されたバルブ５６
は、ある時点で、どのポンプに透析液を充填し、どのポンプから透析液を排出するかを制
御する。これらのバルブ、および本明細書に記載するシステムのすべてのバルブではない
としても殆どのバルブは、電気機械的部分が、血液治療機械、および図２に示す流体流部
分１５６内に収容される。ポンプ２２および２４を出て行く透析液または腎臓治療流体は
加熱器５８に入る。加熱器５８は、別法によると、容積式ダイアフラムポンプ２２および
２４より前に配置される。加熱器５８は、任意の適切なタイプの電気医療流体加熱器、た
とえばプレート（電気抵抗）加熱器、赤外線またはその他の放射加熱器、対流加熱器、お
よびこれらの何らかの組合せで良い。加熱器５８は、直列加熱器として示されている。図
２に示すように、透析液は、カセット１００ａの可撓性膜加熱部分１５８を貫流する。加
熱器５８に関連する電子回路およびその他のハードウェアは、腎不全治療機械の内部に位
置する。加熱器５８は、別法によると、溶液バッグ１４、１６および１８をバッチ加熱す
るように配置される。
【００７８】
　Ｖ６と標識されたバルブ５６は迂回路を提供し、この迂回路は、非常に高温または非常
に低温の溶液が、ポンプ２２および２４の上流位置に方向を転換し、非常に高温／低温の
溶液が透析装置２０および３０に達し、最終的に血液回路５０に達するのを防止すること
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ができる。そのため、Ｔ２と標識された温度センサ６２は、システム１０の制御装置にフ
ィードバックを提供し、加熱器５８を出て行く透析液の温度を指示する。温度センサ６２
は、熱電対またはＩＲセンサまたはサーミスタで良く、これらは、導電性センサプローブ
６３内に収容されるか、一体に収容されるか、または直接隣接して収容される。導電性感
知は温度に依存するため、２つのセンサ６２および６３を一緒に配置するか、または互い
に直接隣接して配置する。
【００７９】
　温度センサ／導電性センサの適切な位置は、たとえば、流体が透析装置２０および３０
に達する前に、流体の導電性を感知するセンサの位置Ｔ２、Ｔ３である。導電性センサ６
３は、溶液の電解質成分をテストするために使用する。導電性センサまたは電解質センサ
６３は、特に、使用直前に混合される複数の溶液成分を有する二重チャンババージョンの
容器１４、１６および１８を使用する場合に有用である。
【００８０】
　ＰＴ４と標識された圧力センサ４６は、静脈透析装置２０を流れる流体の圧力を測定し
、一実施形態では、Ｖ１９と標識された通気バルブ６４ｃおよび通気バルブ５６を通して
空気をパージする追加の点滴チャンバ５２ｃに関連して設けられる。あるいは、センサＰ
Ｔ４およびチャンバ５２ｃは、容積式ダイアフラムポンプ２２および２４より前に配置さ
れる。
【００８１】
　透析液は、次に、静脈透析装置２０内に流入する。静脈透析装置内部に収容された膜は
、上記のような高流量膜である。透析液流路は、制限手段４０を介して静脈２０および動
脈３０透析装置に接続する。制限手段４０は、著しい量の透析液を静脈透析装置２０の高
流量膜から、静脈透析装置２０内の膜を貫流する血液中に直接流入させる。制限手段は、
血液ラインに至る静脈透析装置２０に入る透析液の１０～９０％の背圧に設定することが
できる。上記のとおり、制限手段４０は一定または可変で良い。一定の制限手段が望まし
い場合、図１に示す２つの透析装置２０および３０を使用するのではなく、１つの透析装
置を使用することができる。図１に示す部品２０、３０および４０の代わりに使用するの
に適する内部流量制限手段を有する透析装置は、本願と同一の所有権者による米国特許第
５，７３０，７１２号「Ｅｘｔｒａｃｏｒｐｏｒｅａｌ　Ｂｌｏｏｄ　Ｔｒｅａｔｍｅｎ
ｔ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ」に記載されており、この特許は、引用
することにより本明細書に援用する。記載されているとおり、この透析装置は、固定オリ
フィスを有するという制約がある。
【００８２】
　上記に暗に示したとおり、制限手段４０が可変制限手段であることは、多くの点で望ま
しい。１つの理由として、異なる患者が、比較的対流的であるかまたは比較的拡散的であ
る治療に反応する場合がある。コストおよび製造上の見地から、必要な流量制限手段を取
り付けられた「特定用途向け」のユニットではなく、どの患者にも合わせて調節できるユ
ニットであることが望ましい。第２に、患者および医師が、最適な割合の対流浄化対拡散
浄化の分類を最初に把握していないために、ある期間の実験および最適化が必要になる可
能性が非常に高い。さらに、ある患者が、最初に第１の割合の対流浄化対拡散浄化を使用
して、第１の治療を行い、その週の後日、翌日、または同日のうちの後に、第２の治療を
行うことが望ましい場合がある。
【００８３】
　さらに、システム１０は、１回の治療セッションまたは処置時に、たとえば段階的増分
で、または連続的に対流浄化対拡散浄化の割合を変更する機能を有する。こうした変化は
、必要に応じて徐々に、または急速に、必要な範囲で行うことができ、たとえば９０％の
対流から開始して、９０％の拡散で終わることができる。特定サイズもしくは一連のサイ
ズの分子、または特定タイプの分子を治療時のある時点、たとえば治療の開始または終了
時に浄化することが望ましいと決定されるかもしれない。可変制限手段４０は、１回の治
療時に、一定の設定または設定のパターンを繰り返すことも可能にする。



(26) JP 2019-115715 A 2019.7.18

10

20

30

40

50

【００８４】
　本発明は、制限手段４０に少なくとも３つのレベルの可変性を考えている。第１レベル
は、「半固定」と呼ぶことができる。この場合、制限手段は、固定オリフィス制限手段プ
レートを使用するが、制限手段４０は、異なるサイズのオリフィスを有するプレートをス
ワップアウトできるように構成および配置される。しかし、このようなスワップアウトは
、治療間で行われるであろう。第２レベルの可変性は、「オンザフライ方式手動」と呼ぶ
ことが出来る。この場合、制限手段４０は、手動調整を有する背圧調整装置または可変オ
リフィスバルブであって、患者または操作者が背圧を調節し、ひいては対流対拡散浄化の
割合を調節することを可能にするバルブで良い。このような手動調節は、現在の治療時、
または治療間に行うことができる。第３レベルの可変性は自動であり、たとえば、空気圧
作動背圧調整装置または可変オリフィスバルブを介して行うことができる。このような空
気圧作動デバイスは、制御された圧力で空気圧信号を受信し、背圧を相応に設定する。制
御装置は、たとえばアナログ信号、たとえば０～５ＶＤＣまたは４～２０ｍＡ信号を出力
するように構成することができ、信号は、Ｉ／Ｐ変換器を介して、対応する圧力で圧力信
号に変換される。この自動調節は、現在の治療時に、または治療間で行うことができる。
【００８５】
　さらに、図１～図３を参照すると、ポンプ２６および２８を含むポンプ集合２は、出口
端部の動脈透析装置３０上に存在する。ポンプ構成を含むポンプ集合１に関する上記の様
々な実施形態の各々は、ポンプ集合２に適用することができる。ポンプ集合２は、通常、
ポンプ集合１の新鮮透析液の投入量に、治療セッション間に患者の血液および組織中に蓄
積した過剰な流体を除去するための追加の量が加わった速度で揚送するように構成される
。
【００８６】
　使用済み透析液、および透析間の期間に得られた患者の流体に容量的に等価な流体は、
動脈透析装置３０をから、Ｖ１６およびＶ１８と標識されたバルブ５６を通り、ポンプ２
６および２８を通り、Ｖ１５およびＶ１７と標識されたバルブ５６を通り、血液漏れ検出
器６６を通って排水バッグ１２～１６に流入し、これらのバッグは、上記のとおり、Ｖ９
～Ｖ１４と標識されたバルブ５６を介して選択的に開放される。バルブ５６、検出器６６
およびポンプ２６および２８の流体接触部分は各々、一実施形態では、カセット１００ａ
の筐体部分１０４内に配置される。廃棄物、および患者のＵＦに容量的に等価な流体は、
別法によると、ＢＬＤ６６の後、許容可能な排水管内に配置された長い管類に経路を指定
される。この代案は、平衡重量計システムと連動しない。
【００８７】
　血液漏れ検出器６６は、一実施形態では、光源および光検出器を備える。透析装置２０
および３０を通して濾過されない血液成分は、こうした成分が透析装置の膜壁を通って治
療溶液の流路内に移動する場合、検出器６６の光検出器に達する光を低下させる。システ
ム１０の制御装置は、光検出器を連続的に監視する。血液の漏れが検出されると、音声お
よび／または視覚警報をトリガし、血液ポンプ４８を停止して、静脈ラインのバルブＶ１
を閉鎖する。検出器６６などの血液センサは、代わりに、またはさらに、静脈透析装置３
０からポンプ２６および２８に至る静脈ライン内に配置される。
【００８８】
　特別なモードでは、ポンプ集合１の輸液ポンプ２２および２４は、ポンプ集合２のポン
プ２６および２８によって除去されて排水される量より多くの溶液を輸液することができ
る。たとえば、プライミング時、血液リンスバック時、または適用量を注入する間、輸液
ポンプ２２および２４は、ポンプ２６および２８によって除去された量より多量の量を注
入することができる。この特別なモードでは、システムが流体を充填することを可能にし
、治療の終わりにライン５０内の血液を患者４２にリンスバックするか、または患者４２
が、溶液の適用量を静脈透析装置を介して、回路５０の次の透析装置部分内に収容し、静
脈接近手段４４ｂを介して患者４２に収容することが可能である。
【００８９】
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　プライミング時、動脈および静脈の針４４ａおよび４４ｂは、図２に示すように互いに
接続される。ポンプ集合１および２のポンプは、空気がシステムからパージされるまで作
動させ、透析液のみ（または、実質的に透析液のみ）が透析液流路６０を全体に流れるよ
うにする。血液ポンプ４８が揚送を開始すると、透析液および／または生理食塩水は、静
脈透析装置２０から逆濾過されて、血液ライン５０内に流入し、体外回路５０の残りの部
分をプライミングする。プライミングの代わり、プライミングの追加の形式は、生理食塩
水のバッグを動脈の接近手段４４ａに接続することである。
【００９０】
　一実施形態では、血液は、血液ポンプ４８の流動方向を逆転させることによって体内に
返され、この場合、追加の空気／血液検出器、およびＡＢＤ５４、およびライン４４ａの
ポンプ４８と患者４２との間に配置されるクランプＶ１などのクランプが必要になるであ
ろう。血液ポンプ４８は、追加の空気血液センサが、ライン４４ａ内血液がないことを検
地するまで逆に作動する。ポンプ４８は、再び逆転し、流体を通常の方向に流し、静脈ラ
イン４４ｂ内で血液が感知されなくなるまで、濾過された透析液および血液を患者４２に
返す。別法によると、血液リンスバックのこの同じ方法が使用されるが、空気血液センサ
は、洗浄が予め設定された透析液および／または生理食塩水の容量によって制御される以
外、血液が存在しないことを確認するためにのみ使用される。
【００９１】
　代替源－流体調合モード
　次に、図４を参照すると、別法によるシステム１１０が示されており、これは、上記の
システム１０と非常に類似する方法で動作する。当然、図１および図４に示す類似の参照
符号の各々は、上記と同じ機能および同じ代替物を有する。システム１１０は、上記の対
流および拡散浄化を行い、治療セッション間に患者４２が得た流体の量を除去する。
【００９２】
　システム１１０がシステム１０と異なる点は、システム１１０は溶液バッグ１４～１８
および排水バッグ１２を使用せず、代わりに、別個の流体調製モジュール１１２で動作し
、流体調製モジュール１１２に接続することである。システム１１０は、患者４２が、上
記のように、複数の溶液バッグを保存し、溶液バッグに接続し、溶液バッグの接続を断ち
、溶液バッグを廃棄する必要がないという点で有利である。システム１０および１１０を
比較すると分かるように、システム１１０は、オンライン透析液生成源１１２を使用する
ことによって、複数のバルブ５６（Ｖ９、Ｖ１０およびＶ１２～Ｖ１４）を排除している
。
【００９３】
　家庭用に適する１つの適切な流体調製モジュール１１２は、ＰｒｉｓＭｅｄｉｃａｌか
ら市販されているが、透析液を調製するために浄水パックおよび電解質カートリッジを有
するその他のシステムを使用することができる。システム１１０は、別法によると、大き
い、たとえば約１２０リットルの充填バッグまたは充填容器（図示しない）を使用し、こ
れらは、調製モジュール１１２から透析液または治療流体を収容する。また、システム１
１０はセンター内の環境に匹敵し、単独の開存または中心流体調製モジュール１１２が１
つまたは複数のシステム１１０に供給する。単独の患者または中心比例配分モジュールは
、比例配分システムを使用して、透析液または補充液を調製することができる。センター
内での使用の場合、カセット１００ａを使用することは意図せず、代わりに、殺菌して再
利用可能な機械を提供する。システム１１０の上記の実施形態の何れかでは、システムは
、使用済み透析液およびＵＦを使用済み透析液バッグ、廃棄物容器、排水管または廃棄物
領域１１４に揚送する。
【００９４】
　再生ループの追加
　次に、図５を参照すると、別法によるシステム２１０が示されており、これは、再生ル
ープ２１２を透析液流路に追加するものである。図４と同様、図１、図４および図５に示
す参照符号と同じ参照符号の各々は、上記と同じ機能および代替物を有する。システム２
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１０も上記の対流および拡散浄化を行い、治療セッション間に患者４２が得た流体または
限外濾過液の量を除去する。
【００９５】
　再生ループ２１２は、関連する容積測定デバイス２１６で動作する追加のポンプ２１４
を備える。揚送、流量の測定および流量の制御に関して上記で述べたどの実施形態も、ポ
ンプ２１４および測定デバイス２１６に使用することができる。Ｖ２２、Ｖ２３およびＶ
２６と標識された追加の入口および出口バルブ５６は、動脈透析装置３０からの使用済み
透析液／ＵＦの流れがポンプ２１４に揚送されるようにするか、または揚送されないよう
にするために設けられる。図示のとおり、ポンプ２１４は、再循環吸着剤カートリッジ２
２２または排水管に揚送することができる。Ｖ２４およびＶ２５と標識された追加の出口
バルブ５６は、ＵＦポンプ２６および２８に流体的に接続され、これらのポンプは、排水
管または再循環吸着剤カートリッジ２２２に選択的に揚送することができる。つまり、ポ
ンプ２６および２８のどの組合せも、治療時に繰り返し、または異なる時に使用して、再
循環させるかまたは限外濾過することができる。
【００９６】
　図示のとおり、図示のポンプ２１４は、ライン２２０を介して動脈透析装置３０の入口
に、使用済み透析液／ＵＦを逆に揚送するように構成される。ライン２２０は、別法によ
ると静脈透析装置２０の入口に達し、再生された流体は透析装置中に再度導入される。さ
らに、再生流体は、静脈透析装置２０および動脈透析装置３０の入口の両方に揚送するこ
とができる。さらに、動脈透析装置３０を出る流体を再生する代わりに、またはそのほか
に、静脈透析装置２０を出る流体を再生することが可能である。
【００９７】
　システム２１０では、ＵＦポンプを通って揚送される総量は、追加の再循環ポンプ２１
４によって変化する。上記の実施例では、ポンプ集合２のポンプ２６および２８は、治療
過程で添加された１８リットルの透析液（１２リットルは対流浄化に使用され、６リット
ルの透析液は拡散浄化に使用された）および患者から限外濾過された何らかの流体を除去
するということだった。
【００９８】
　上記の実施例で使用された１８リットルをシステム２１０に適用し、１２リットルが対
流浄化を生成するために使用されると仮定すると、残りの６リットルおよび再循環ループ
２１２を通って再循環される流体の量は、次に、拡散浄化を精製するために使用される。
ポンプ２６、２８および２１４が、動脈透析装置３０を出る流体全体の３分の１が再循環
されるように構成される場合、毎分２２５ミリリットルが動脈透析装置３０から抜き取ら
れ、７５ミリリットルが、再循環ループ２１２を通過し、１５０ミリリットルが排水バッ
グ１２、１４および１６内に排出される。拡散浄化は、透析液が１回通過するごとに６リ
ットル、および再循環ループ２１２の透析液が１２０分間で毎分２５ミリリットル、つま
り６リットルに９リットルを加算して、合計１５リットルの拡散浄化になる。ポンプ２６
、２８および２１４が、それぞれ毎分１００ミリリットルで動作する場合、動脈透析装置
３０を出る流体全体の２分の１は、再循環ループ２１２を通って再循環され、拡散浄化は
、６リットルに、１２０分間で毎分１５０ミリリットル、つまり６リットルに１８リット
ルを加算して、拡散浄化全体で２４リットルになる。
【００９９】
　浄化の増加に対するトレードオフは、動脈透析装置３０から抜き取られて出て行く使用
済み透析液／ＵＦを浄化または再生するために、再循環ループ２１２に吸着剤カートリッ
ジ２２２が必要なことである。再生流体に必要な量および質に応じて、カートリッジ２２
２は、炭素カートリッジと同様に単純だが、別法によると、ウレアーゼを含む多層カート
リッジである（米国特許第３，６６９，８８０号および第３，６６９，８７８号に記載さ
れているカートリッジに類似し、この特許の示唆するところは、引用することにより本明
細書に援用する）。したがって、適切なカートリッジおよび物質は、本願と同一の所有権
者による米国特許出願第１０／６２４，１５０号「Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏ
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ｄｓ　Ｆｏｒ　Ｐｅｒｆｏｒｍｉｎｇ　Ｐｅｒｉｔｏｎｅａｌ　Ｄｉａｌｙｓｉｓ」、お
よび本願と同一の所有権者による米国特許出願第１０／６２３，３１７号「Ｓｙｓｔｅｍ
ｓ　Ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｆｏｒ　Ｐｅｒｉｔｏｎｅａｌ　Ｄｉａｌｙｓｉｓ」に記
載されており、これらの特許出願の示唆するところは、引用により本明細書に援用する。
カートリッジ２２２に使用される吸着剤のタイプに応じて、システム２１０、および吸着
剤を使用する本明細書に記載するその他の何らかのシステムは、吸着剤カートリッジ内で
失われる電解質を補充するために、ライン２２０上に減菌注入剤の添加物６１６を必要と
し、注入に関係なく電解質を測定するために、導電性温度センサ６２、６３を必要とする
。
【０１００】
　一般に、浄化カートリッジは、使用済み流体から老廃物を除去し、毒素の拡散搬送に関
連する際の浄化カートリッジの効率を改善する。吸着剤カートリッジまたは浄化カートリ
ッジ２２は、１つまたは複数の異なるタイプの洗浄剤または交換器、たとえば活性炭濾過
器、吸着剤交換、化学洗浄剤、化学交換、生物学的洗剤、結合吸収剤、酵素（ｅｎｚｏｍ
ａｔｉｃ）反応剤、機械的洗浄剤、およびこれらの何らかの組合せを使用することができ
る。
【０１０１】
　カセットベースの血液濾過システム
　次に、図６および図７を参照すると、システム３１０および４１０は、それぞれ、カセ
ットベースの家庭用システムが、別法によると純粋な血液濾過を行うように構成すること
ができることを示している。上記のシステム３１０および４１０とシステム１０、１１０
および２１０との主な相違点は、純粋血液濾過システムは、静脈透析装置２０および制限
手段４０を使用しないことであり、これらをカセット１００ａから単に除去するかまたは
迂回して、血液濾過システム３１０または４１０を形成する。次に、図１の動脈透析装置
３０は、システム３１０または４１０内の血液濾過器３１２として動作する。したがって
、動脈透析装置３０／血液濾過器３１２は、両方の役割を果たすことができるように選択
する。
【０１０２】
　システム３１０の他の部分は、ライン３１４（図１に示す）を静脈透析装置２０（図１
）から分離し、そのラインを図６の後希釈ライン３１６に再接続して構成される。このよ
うな分離および接続およびは、カセット１００ａの筐体１０４内で行われるか、またはカ
セット１００ａに接続された管類を介して行われる。したがって、本発明は、工場で取り
付けるか、現場で取り付けるか、または患者が家庭で取り付けて、上記の血液濾過、また
は逆濾過血液透析濾過（「ＨＤＦ」）療法を行うことができるカセットの提供を明確に意
図する。
【０１０３】
　逆止バルブは、血液がポンプ２２および２４内に逆流するのを防止するために、ライン
３１４内に配置される。類似の逆止バルブ３２６は、本明細書に記載する血液濾過または
ＨＤＦ実施形態、たとえば図６～図８および図１１と同じ場所に使用することができる。
任意のシャントライン３２４、およびＶ２０と標識されたバルブ５６は、前希釈および後
希釈ＨＦを選択的かつ個々に、またはシステム３１０および以下に示すその他のシステム
と同時に行うことができるように使用することができる。
【０１０４】
　図示のシステム３１０は、後希釈血液濾過デバイスであり、輸液ポンプ２２および２４
からの流体は、血液濾過器３１２の下流に位置する後希釈血液ライン３１６内に直接射出
される。別法による一実施形態では、輸液ポンプ２２および２４からの流体は、血液濾過
器３１２の上流に位置する前希釈血液ライン３１８内に直接射出される。この場合、好ま
しい一実施形態における流体は、空気が濾過器３１２に入るのを防止するために、点滴チ
ャンバ５２ａに、またはその上流に射出される。前希釈および後希釈は共に、互いに独自
の特定の利点を有する。
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【０１０５】
　後希釈は、前希釈浄化モードに比べて、１リットルの補充溶液当たりの浄化が改善され
る。１リットルの補充液当たりの後希釈浄化は、たとえば、前希釈浄化の２倍効果的であ
る可能性がある。しかし、後希釈血液流速の制限は、血液濃縮の危険性によって補充液の
総量を制限する。前希釈は、補充液の量が血液濃縮によって制限されないため、比較的高
度の浄化が可能である。したがって、ある時間にわたる全体的な浄化は、比較的効率的で
はないにも関わらず、後希釈療法に比べて前希釈療法を使用する場合の方が大きい。
【０１０６】
　図７は、本発明の血液濾過システムのもう１つの別法による実施形態を示す。図７のシ
ステム４１０は、透析液ライン３２０が後希釈輸液ポンプ２２の出力部から延在し、血液
濾過器３１２を出る後希釈ライン３１６内に直接供給することを示す。
【０１０７】
　第２ライン３２２は、前希釈ポンプ２４の出力部から、血液濾過器３１２の入力部に延
在する前希釈ライン３１８の真向かいに配置された点滴チャンバ５２ａに延在する。逆止
バルブ３２６は、両方のライン３２０および３２２内に配置され、血液がそれぞれポンプ
２２および２４内に逆流するのを防止する。図６および図７に記載の実施形態は、図１、
図４および図５に関連して上記で説明する構成要素と同じ構成要素の多くを有する。これ
らの構成要素は、同じ参照符号で示され、これらの参照符号に関する上記の特徴および代
替物の各々を備える。
【０１０８】
　透析液流路４６０は、上記の透析液または治療溶液流路とは多少異なるように構成され
る。図示のとおり、加熱器５８は、ポンプ集合１、つまり後希釈ポンプ２２および前希釈
ポンプ２４の前面に移動する。さらに、同様に、点滴チャンバ５２ｃは、ポンプ集合１の
輸液ポンプ２２および２４の前面に移動した。点滴チャンバ５２ｃには、図示のとおり、
Ｔ１およびＴ２と標識された２つの温度センサが設けられる。点滴チャンバ５２ｃも、上
記のとおり通気口６４ｃで動作する。加熱器５８を出る加熱流体は、後希釈および前希釈
ポンプ２２および２４に入る。
【０１０９】
　後希釈ポンプ２２を出る流体は、ライン３２０を介して後希釈ライン３１６に流れ、そ
こで、流体は別法による血液回路３５０に入り、対流浄化を行う。前希釈ポンプ２４から
揚送される流体は、前希釈ライン３２２を介して点滴チャンバ５２ａに流れ、透析液また
は治療流体は、点滴チャンバ５２ａ内でポンプ４８を介して揚送される血液と混合される
。血液および透析液または治療流体は、その後、血液濾過器３１２に流れる。
【０１１０】
　ポンプ２２および２４が、一定期間に同量の流体を揚送すると仮定すると、透析液また
は治療流体の５０％は後希釈浄化に使用され、他の５０％は、殆ど前希釈浄化に使用され
る。この割合は、ポンプ２２および２４の周波数を変えることにより変更できることに注
意することは重要である。後希釈透析液は、患者４２に入った後に血液濾過器３１２を貫
流する。一方、前希釈透析液または治療流体は、血液濾過器３１２を貫流してから、患者
４２に達する。
【０１１１】
　透析液の供給に関して本明細書に記載する実施形態は何れも、予めパッケージ化されて
いるか、またはオンラインで調製されるかに関わらず、図６および図７のシステム３１０
および４１０、並びに本明細書に記載するその他の実施形態の各々に適用することができ
る。さらに、図２および図３に関連する上記のカセット、および治療機械および供給バッ
グを構成するために以下に示す実施形態の各々は、さらに図６および図７の血液濾過実施
形態で動作可能である。血液濾過システム３１０および４１０は、好ましい一実施形態で
はカセットを使用しており、家庭用に容易に適用することができる。
【０１１２】
　カセットベースの血液透析濾過システム
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　次に、図８を参照すると、家庭用血液透析濾過システム５１０の一実施形態が示されて
いる。上記のシステム１０、１１０および２１０は、対流および拡散搬送モードが、透析
装置部分２０および３０間に配置された制限手段４０によって生じるタイプの血液透析濾
過療法を提供する。一方、システム５１０は、異なる流動構成を介して血液透析濾過シス
テム５１０を提供する。それにも関わらず、上記の血液透析濾過システム５１０の流動構
成要素の多くは、１回の治療のために血液透析濾過機械内に挿入される使い捨てカセット
上に設けられる。
【０１１３】
　血液透析濾過ユニット５１０の透析液または治療流体流路５６０は、図７に関連して説
明したシステム４１０および図５に関連して説明したシステム２１０の複合型流路である
。図７と同様に、後希釈輸液ポンプ２２は、ライン３２０を介して透析液を後希釈血液ラ
イン３１６に直接揚送し、前希釈輸液ポンプ２４は、ライン３２２を介して濾過器２０、
３０内に透析液または治療流体を揚送する。別法による実施形態では、血液透析濾過シス
テム５１０は、透析液のみを前希釈ライン３１８および後希釈ライン３１６内に注入する
。
【０１１４】
　図５と同様、システム５１０も、追加の限外濾過液ポンプ２１６を有するように示され
ており、この限外濾過液ポンプは、使用済み透析液の一部分を透析２０、３０から抜き取
り、再循環ライン２２０および活性炭またはその他の吸収剤カートリッジ２２２を通して
その部分を揚送する。上記のとおり、カートリッジ２２２は、透析装置２０、３０からの
使用済み透析液および限外濾過液の一部を再生し、最終的に、１リットルの拡散浄化につ
いて、容器１４～１８からの比較的少ない流体を使用する。カートリッジ２２２に使用す
る吸着剤のタイプに応じて、システム２１０、および吸着剤を使用する本明細書に記載す
る何らかのその他のシステムは、吸着剤カートリッジ内で失われる電解質を補充するため
に、ライン２２０上に減菌注入剤の添加物６１６を必要とし、注入に関係なく電解質を測
定するために、導電性温度センサ６２、６３を必要とする。しかし、血液透析濾過システ
ム５１０が再生ループ２２０またはカートリッジ２２４を必要としないことは、評価され
るべきである。
【０１１５】
　血液透析濾過システム５１０は、上記のシステム１０、１１０および２１０に類似する
方法で動作する。つまり、両方のシステムとも、対流および拡散浄化モードを提供する。
システム５１０の場合、対流浄化が生じるのは、輸液ポンプからのライン３２０および３
２２が、透析液または治療流体を血液回路３５０内に直接搬送するためである。逆止バル
ブ３２６は、ライン３２０および３２２の両方に配置され、血液がそれぞれポンプ２２お
よび２４内に逆流するのを防止する。拡散浄化が生じるのも、透析液が、透析装置２０、
３０内部の膜を横断してさらに移動するためである。
【０１１６】
　多くのセンサの少なくとも一部分、ポンプチャンバ、流体加熱経路、バルブ５６の流体
流部分、およびシステム５１０のその他の多くの構成要素は、全体的に、または部分的に
カセット１００ａなどのカセット上に設けられる。次に、カセット１００ａは血液透析濾
過機械内に装填されて１回使用された後、廃棄される。したがって、システム５１０は、
家庭用に良く適する。
【０１１７】
　再循環
　上記のシステムは、たとえば図１に示すバッグから、またはたとえば図２に示す流体精
製パックかの減菌透析液などの流体源を必要とする。図９～図１１は、本明細書に記載す
る何れかの治療（たとえば、対流および／または拡散浄化モードを使用する）に適用でき
るシステムを示す。しかし、図９～図１１のシステムは、超高純度透析液源を生成する様
々な濾過器を有する再循環吸着剤システムを使用する。
【０１１８】
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　次に、図９～図１１を参照すると、様々な吸着剤ベースの再生システムが示されている
。図９は、上記のシステム１０、１１０および２１０で説明した逆濾過対流および拡散を
行う吸着剤ベースの再生システム６１０を示す。図１０は、システム（図９の６１０また
は図１１の７１０）が、洗浄またはプライミングの開始時にシャントされることを示す。
図１１のシステム７１０は、吸着剤ベースの再生を使用する血液濾過システムであり、図
８に示す前希釈および後希釈タイプのＨＦおよびＨＤＦシステム５１０に適用することが
できる。
【０１１９】
　図９のシステム６１０では、患者４２は、最初５リットルの減菌透析液バッグを使用し
、このバッグは、剛性容器内に取り付けられて、貯槽６１２を形成する。別法によると、
５リットルの水および濃縮粉末または液体は、貯槽６１２内で混合されて、初期治療溶液
を形成する。
【０１２０】
　図１０は、処置の開始時に、シャント６１４が、透析装置２０および３０を横断して配
置されることを示す。吸着剤カートリッジ２２２は、シャント６１４の下流にある透析液
流路６２０に配置される。カートリッジ２２２は、たとえば、図５のシステム２１０に関
連して上記で述べたどのタイプ吸着剤システムでも良い。たとえばカルシウム、マグネシ
ウムおよび／またはカリウムを含む注入剤６１６は、吸着剤カートリッジ２２２を介して
除去されたイオンを補充する必要に応じて、注入剤ポンプ６１８を介して貯槽内に揚送さ
れる。
【０１２１】
　加熱器５８は、貯槽６１２を出る溶液を加熱する。溶液が加熱された後、システム６１
０は、使用者または患者４２が、上記のカセット１００ａなどの使い捨て式の減菌カセッ
トを取り付けるように促す。気泡検出器５４、加熱器５８の加熱要素、圧力センサ４６、
温度センサ６２などの少なくとも一部分は、患者の安全の処置、およびシステム６１０の
確実な動作を可能にするために必要に応じて、透析液および体外血液流路の両方において
カセット内に一体化される。血液回路５０は、動脈血液ラインに接続された生理食塩水バ
ッグを使って、または静脈透析装置２０を通る透析液または生理食塩水の逆濾過を介して
プライミングされる。
【０１２２】
　患者は、それぞれ動脈および静脈接近ライン４４ａおよび４４ｂに接続され、治療が開
始する。短時間の治療の場合、透析液の流量は比較的多量であり、たとえば３時間で毎分
３００ミリリットル、または８時間以下で毎分１００ミリリットルである。透析液ポンプ
２２および２４およびＵＦポンプ２６および２８は、透析装置２０および３０との間の流
量を制御する。流出透析液を動脈透析装置３０から除去するポンプ２６および２８の揚送
量を増加することによって、透析間の期間に患者内に蓄積した流体が除去される。透析液
／ＬＴＦポンプ２２～２８の流体流部分は、一実施形態では体外回路と共にカセット内に
一体化される。別法によると、これらの構成要素はカセットとは別個に保持され、機械内
に一体化される。
【０１２３】
　図９は、透析液流用の２つの容量デバイス２２および２４、並びに２６および２８の２
つを示す。別法によると、入力部に１つのポンプを使用し、出力部に１つのポンプを使用
するが、この構成は拍動流を生じる可能性があり、あまり望ましくない。
【０１２４】
　新鮮透析液は、最初は静脈血液透析装置２０に流れる。透析装置２０と３０との間に配
置された制限手段４０は、透析装置２０内に背圧を形成し、その結果、比較的多量の透析
液が血液回路５０内に逆濾過され、透析液の残りの部分は、動脈透析装置３０に流れる。
システム６１０は、本明細書に記載するとおり、このようにして拡散および対流浄化を提
供する。
【０１２５】
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　次に、動脈透析装置３０から抜き取られる使用済みの透析液およびＵＦは、吸着剤カー
トリッジ２２２を通って循環される。カートリッジ２２２は、使用済み透析液／ＵＦ流体
から老廃物を除去する。浄化された流体は、貯槽／バッグ６１２に揚送され、そこで、吸
着剤カートリッジ２２２によって除去された電解質を補充するために、注入剤６１６が添
加される。
【０１２６】
　透析液流路６２０の大部分は、カセット内に位置する。カセットは、ある実施形態では
使い捨てだが、別法によると、適切な消毒および／または殺菌を行って再利用される。体
外回路５０の殆どすべての構成要素は、管類が患者との間に延在する以外、カセット内に
一体化される。システム６１０の体外回路５０は、システム１０、１１０および２１０の
上記の回路５０に類似する。
【０１２７】
　透析液／注入剤は、貯槽６１２を出る時に加熱され、温度／導電性センサ６２を通過し
て流れる。溶液が非常に高温であるか、非常に低温であるか、さもなければ画定された生
理的範囲外である場合、限外濾過器６２６が設けられたバイパスバルブ５６が閉鎖され、
バイパスライン６２８が開放して、透析装置２０および３０を迂回する。この迂回の際、
注入剤およびＵＦのポンプ２２～２８は共に停止される。この迂回、および貯槽６１２と
の間の流体の円滑かつ安定した流れを促進するため、第２循環ポンプ６２４ｂが使用され
る。
【０１２８】
　溶液は、画定された温度／生理的範囲内である場合、再利用可能な限外濾過器６２６を
通過し、限外濾過器６２６は、細菌を濾過する分子量の遮断を使用する。限外濾過器６２
６は、菌体内毒素も濾過および吸収する。限外濾過器６２６を含むシステム６１０の濾過
は、できるだけ純粋な形態で透析液を提供するために意図されている。限外濾過器６２６
は、マイクロ濾過器が許容可能な量の細菌および発熱物質を除去することができる場合、
マイクロ濾過器でも良い。
【０１２９】
　透析液または治療溶液は、限外濾過器６２６から輸液ポンプ２２および２４に揚送され
る。流量測定デバイス３２～３８は、ポンプ２２～２８によって揚送される流体の容量を
監視する。ポンプ２２～２８は、上記のとおり、外部位置に漏れるように構成される。漏
れは、漏れの検出後、正しい行動が取られるように、カセットおよび／またはカセット／
機械インターフェース内に組み込まれた湿度センサ内に方向転換される。
【０１３０】
　流体は、一実施形態では、輸液ポンプ２２および２４から、小型の０．２μｍマイクロ
濾過器６３０を通って流れる。濾過器６３０はカセットに一体化され、細菌および菌体内
毒素の追加の濾過を行う。透析液は、濾過器６３０から、高流量膜を使用している静脈透
析装置２０に流れる。透析液流路６２０は、２つの透析装置間で制限手段４０を介して、
静脈および動脈透析装置を接続する。制限手段４０は、著しい量の透析液を静脈透析装置
２０内部の血液回路５０内に直接推進するために、背圧を提供する。透析液の残りの部分
は、動脈透析装置３０に流れる。
【０１３１】
　ＵＦポンプ２６および２８は、動脈透析装置３０の出口側に設けられる。これらのポン
プは、通常、新鮮透析液に、治療セッション間に患者の体内に蓄積した流体を除去するた
めの追加の量が加わった速度で揚送するように構成される。使用済み透析流体およびＵＦ
流体は、次に、吸着剤カートリッジ２２２に循環されて浄化された後、貯槽６１２に戻り
、たとえば塩化カルシウム、塩化マグネシウム、塩化カリウム、およびおそらく酢酸ナト
リウムの注入剤６１６を収容する。システム１０に関連して上記で述べたとおり、ポンプ
２２～２８は、別様に動作して、プライミング、適用量の注入、または血液リンスバック
を行うことができる。
【０１３２】
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　図１１は、透析装置２０および３０を血液濾過器３１２に置き換えるシステム７１０を
示す。システム７１０は、それぞれバルブ５６、並びに前希釈および後希釈流動ライン７
１２および７１４を介して、前希釈、後希釈または両方のタイプのＨＦ治療を行うように
構成される。前希釈および後希釈ＨＦは、抗凝結剤の必要性をなくす。システム７１０は
、冗長性の点で示すとおり、複数の限外濾過器６２６およびバイパスライン６２８を使用
している。複数の濾過器は、１つの濾過器に障害が生じたか、さもなければ適切に機能し
ない場合、連続する他の濾過器が順に確実に適切な濾過を行うようになっている。各々の
濾過器は、細菌および菌体内毒素の減少に関する定格ログを有する。したがって、細菌レ
ベルが非常に高い点に達した場合、ある程度の細菌は第１濾過器を通って、連続する第２
濾過器に搬送されるというように順に行われる。
【０１３３】
　システム６１０および７１０は、多くの別法による実施形態を含む。限外濾過器６２６
および／またはマイクロ濾過器６３０は、再利用可能であってもなくても良い。ポンプ２
２～２８および流量測定デバイス３２～３８は、システム１０に関連して上記で述べた代
替物の何れか、たとえば、本発明の譲受人が製造するＳｙｓｔｅｍ１０００（登録商標）
などの適合流量平衡装置を含む。代替物の何れかは、少なくとも部分的にカセットと一体
化されるか、または透析機械のどこかに設けられる。その他の別法による方法は、ピスト
ンポンプなど、その他の容量揚送技術を使用する（ピストンポンプによっては、ピストン
が溶液を空気に暴露した場合、新鮮透析液ループ内のポンプの次に、限外濾過器を配置し
て、溶液が汚染するのを防止する必要がある）。さらに、容量ポンプの代わりに流量監視
装置を使用することができる。この場合、流量センサは流量を測定し、透析装置２０、３
０または血液濾過器３１２の上流および／または下流に位置する１つまたは複数のポンプ
に流速をフィードバックする。
【０１３４】
　蠕動ポンプを使用するシステム
　次に、図１２および図１３のシステム８１０および９１０をそれぞれ参照すると、蠕動
ポンプ８２０および８３０を使用して、透析流体をバッグ１４、１６および１８からから
揚送し、限外濾過液を血液濾過器から揚送する別法による医用流体治療システムが示され
ている。図１２および図１３は、以前のシステムを示す図面に関して単純化されている。
これらのシステムの上記に示す構成要素およびデバイスの多くは、必要に応じてシステム
８１０および９１０にも使用されることが分かるであろう。図１２および図１３に示すこ
れらの構成要素およびデバイスの各々を繰り返し含む必要はない。さらに、上記の要素に
関して類似する参照符号で示す図１２および図１３の要素は、上記と同様に動作し、上記
の参照符号の代替物の各々を含む。
【０１３５】
　図１２のシステム８１０は、上記のとおり、制限手段４０によって分離されるインライ
ン血液透析装置２０および３０を使用する血液透析濾過システムを示す。血液は、体外回
路５０の動脈接近ライン４４ａから蠕動ポンプ４８を介して、動脈透析装置３０を通り、
静脈透析装置２０を通って静脈点滴チャンバ５２ｂに流入し、血液漏れ検出器５４および
クランプまたはバルブ５６および静脈接近ライン４４ｂを通って、患者４２に戻る。透析
液は、一方のソースバッグ１４、１６または１８から、点滴チャンバ５２ｃを通って加熱
器５８を通過して流れる。システム８１０では、蠕動ポンプ８２０および８３０は、透析
液または治療流体をソースバッグから静脈透析装置２０に推進するために使用される。
【０１３６】
　バルブ５６ａ～５６ｈは、蠕動ポンプ８２０または蠕動ポンプ８３０の何れかが、流体
注入作業または流体除去作業の何れかを行うように、つまり、流体を静脈透析装置２０内
に注入するか、または限外濾過液を動脈透析装置３０から抜き取るように構成および配置
される。蠕動ポンプは、上記の容積式ダイアフラムポンプ、およびその他のタイプのポン
プまたは容量デバイス、たとえば平衡チャンバに比べて、本質的に比較的正確ではない。
このような不正確さのために、蠕動ポンプは、平衡重量計またはもう１つの平衡方法と結
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合する必要がある。しかし、蠕動ポンプは、容易に殺菌することができ、注入可能な品質
状態を維持し、ポンプは、一般に堅牢かつ堅固であり、ポンプヘッドのピンチが、ヘッド
周囲に巻かれた管類を閉鎖したために、ポンプが揚送を停止する場合、内蔵のクランピン
グも提供する。また、このポンプは、透析団体によって十分に受け入れられている。バル
ブ５６ａ～５６ｈのバルブ構成、および蠕動ポンプの使用は、上記の点で有利である。
【０１３７】
　蠕動ポンプに固有の不正確さは、特にポンプが同方向に回転する場合、再現性がある。
システム８１０および９１０は、二重ポンプ８２０および８３０と、開閉するバルブ５６
ａ～５６ｈであって、同じポンプ８２０および８３０が、投入行程および排水行程と同じ
回数だけ同方向に回転することを可能にするバルブ５６ａ～５６ｈとを提供する。この特
徴は、ポンプに関連する殆どのエラーを取り消す。次に、ポンプは、追加の排水行程を実
行して、所望量の限外濾過液を除去する。
【０１３８】
　上記の取消しは、１つのポンプを１方向に適切な行程数だけ作動させ、１つの蠕動ポン
プを使って、バルブを交互に順に投入および排水にして、達成することもできる。しかし
、こうした構成は拍動流を生じるため、二重ポンプ８２０および８３０からの安定した流
れに比べると、あまり望ましくない。治療時間は、患者の血液凝縮の可能性と同様に減少
する。
【０１３９】
　バルブ５６ａ～５６ｂは、加熱器５８によって加熱された透析液が、蠕動ポンプ８２０
または８３０に流れることを可能にする。その結果、バルブ５６ｃおよび５６ｄは、流体
が、ポンプ８２０または８３０から静脈透析装置２０に流れることを可能にする。バルブ
５６ｅおよび５６ｆは、限外濾過液が動脈透析装置３０から抜き取られ、それぞれ蠕動ポ
ンプ８２０または８３０に送られることを可能にする。その結果、バルブ５６ｇおよび５
６ｈは、透析装置３０から抜き取られた限外濾過液が、バルブ８２０または８３０を介し
て、それぞれ排水バッグ１２、１４または１６に揚送されることを可能にする。
【０１４０】
　制限手段４０に関連する透析装置２０および３０の動作は、システム８１０では、図１
のシステム１０に関連する上記の動作から変化しない。二重作動ポンプ８２０および８３
０は、流体の連続的な流れが透析装置２０および３０に流入し、透析装置２０および３０
から流出することを可能にする。重要なことに、上記の膜ポンプ２２～２８と同様に、蠕
動ポンプ８２０および８３０と共に使用される管類は、γ、ｅビームまたは酸化エチレン
などの方法で殺菌され、このような殺菌を損なうことなく作動させることができる。
【０１４１】
　各々の流量または容積測定デバイス８４０および８５０は、それぞれ個々のポンプ８２
０または８３０で作動するように設けられる。デバイス８４０および８５０は、たとえば
、一実施例の蠕動ポンプヘッドの回転速度を測定する回転速度計のフィードバックを提供
することができる。もう１つの実施例では、測定デバイス８４０および８５０は、蠕動ポ
ンプ８２０および８３０のヘッドが生成する行程の数まで計算する。さらに他の実施形態
では、超音波、質量流、渦巻き流、またはその他のタイプの流量測定技術は、ポンプ８２
０および８３０に入るか、またはポンプ８２０および８３０から出る量を測定するために
使用される。１つまたは複数の平衡チャンバまたは容積制御に関連する蠕動ポンプを示す
様々な実施形態について、以下で詳細に説明する。
【０１４２】
　図１３のシステム９１０は、図１２に示すシステム８１０の血液濾過バージョンを示す
。システム９１０は、あらゆる点でシステム８１０に類似しているが、システム８１０の
血液透析装置２０および３０および制限手段４０は、血液濾過３１２に置き換えられる点
が異なる。また、バルブ５６ｃおよび５６ｄから延在する入口ライン３１４は、血液濾過
器３１２からシステム９１０内の静脈点滴チャンバ５２ｂに延在するライン８２４に接続
される。図１２のシステム８１０では、図示のライン３１４は、代わりに静脈透析装置２
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０の入口に接続される。両方のシステム８１０および９１０のライン３２８は、関連する
血液濾過デバイスを出て、バルブ５６ｅまたは５６ｆに流れる。したがって、バルブ５６
ａ～５６ｈの機能は、システム８１０からシステム９１０に変化しない。つまり、バルブ
５６ａ～５６ｂは、両方のシステムにおいて入口透析液または補充バルブとして動作する
。バルブ５６ｃおよび５６ｄは、両方のシステムにおいて出口透析液バルブとして動作す
る。バルブ５６ｅおよび５６ｆは、両方のシステムにおいて限外濾過液入口バルブとして
動作する。バルブ５６ｇおよび５６ｈは共に、両方のシステムにおいて限外濾過液出口バ
ルブとして動作する。システム９１０は、任意にバイパスライン８２８およびシャントバ
ルブ５６ｉを提供し、これらは、上記のとおり、システム９１０が前希釈または後希釈血
液濾過を行うことを可能にする。
【０１４３】
　減菌溶液を提供するか、または上記の使用済み溶液を再生するための別法による実施形
態はどれも、システム８１０および９１０に適用することができる。さらに、上記の構成
要素の各々、たとえばバルブ５６、点滴チャンバ５２（点滴チャンバ５２ａ、５２ｂおよ
び５２ｃを総称する）、加熱器５８など、またはシステムに使用される流体に接触するこ
れらの一部分は、システム８１０および９１０内の使い捨てカセットとして提供すること
ができる。特に、流動デバイスおよび使い捨てカセットを収容する機械を以下に示す。こ
れらの機械は、蠕動血液ポンプの大部分はこの機械内に位置し、蠕動ポンプのヘッドは機
械の外部に位置することを示す。こうした構成は、複数の蠕動ポンプを使用するシステム
８１０および９１０に適用される。カセットは、患者または操作者が、使用時に、外部に
位置する蠕動ポンプの周囲に巻く複数の管類部分を有することができる。
【０１４４】
　並流
　次に、図１４のシステム９５０を参照すると、並流を使用する別法による医用流体治療
システムが示されている。図１４のシステム９５０は、図１のシステム１０に関連して上
記で述べたものと同じ構成要素の多くを備える。図１４に示す多くの参照符号は、上記の
実施形態に示す参照符合と同じである。図１４に類似する参照符号は、当該参照符号に関
する上記と同様に動作し、上記と同じ各々の代替物を備える。
【０１４５】
　システム９５０は、図１のシステム１０と同様に動作し、何れのシステムも、二重透析
装置２０および３０、並びに透析装置の部分間に配置された制限手段、たとえば可変制限
手段４０を備える。図１のシステム１０は、評価されるべきだと思うが、逆流システムで
ある。つまり、図１の透析液ライン３１４は、ポンプ２２および２４から治療流体を収容
し、その結果、治療流体を静脈透析装置２０内に供給する。流体は、静脈透析装置２０、
可変制限手段４０および動脈透析装置３０を貫流する。同時に、血液は、最初に動脈透析
装置３０内に流れ、次に血液回路５０、静脈透析装置２０を流れ、最終的に患者４２に流
入する。一方、図１４のシステム９５０は、図１のライン３１４の代わりに透析液ライン
９５２を備える。透析液ライン９５２は、新鮮および加熱治療流体を静脈透析装置２０で
はなく動脈透析装置３０内に搬送する。したがって、システム９５０内の透析液は、動脈
透析装置３０から可変制限手段４０を通って、静脈透析装置２０に流入し、静脈透析装置
２０を出て限外濾過液ポンプ２６および２８に流れる。血液漏れ検出器６６は、別法によ
ると、図１４に示すようにポンプ２６および２８の上流に配置されるか、または図１に示
すように、これらのポンプの下流に配置される。
【０１４６】
　システム９５０のライン９５２を介した透析液の並流は、ある点で有利であり、つまり
、前希釈血液濾過の場合と同様、透析液は、血液回路５０の血液濾過部分の開始時に、動
脈透析装置３０内に導入され、その結果、患者の血液の血液濃縮を防止するのに役立つか
らである。可変制限手段４０は、動脈透析装置３０内の治療流体を体外回路５０内に逆濾
過するように作動する。その後、血液および治療流体は、血液ライン５０を介して静脈透
析装置２０に流入し、動脈透析装置３０から制限手段４０を介して静脈透析装置２０に流



(37) JP 2019-115715 A 2019.7.18

10

20

30

40

50

入する非逆濾過透析液を介して、拡散浄化が行われる。透析装置２０および３０の役割は
、図１のシステム１０に関してシステム９５０内に保存され、静脈透析装置２０内の浄化
モードは主に拡散であり、動脈透析装置３０内の浄化モードは主に対流である。
【０１４７】
　システム９５０の動作は、その他の点では、図１のシステム１０に関連して上記で述べ
た動作と実質的に類似する。システム９５０は、供給バッグ１４～１８および排水バッグ
１２で動作可能であり、新鮮透析液を供給するための上記の実施形態はどれも、別法によ
るとシステム９５０で動作可能である。さらに、システム９５０は、図５のシステム２１
０に関連して上記で述べた再生吸着剤システムで動作可能である。さらに、並流は、図８
の血液透析濾過システム５１０に関連して設けることができる。さらに、容積式ダイアフ
ラムポンプ２２～２８は、図１２のシステム８１０に関連して上記で述べた示唆に従って
、蠕動ポンプ８２０および８３０に置き換えることができる。
【０１４８】
　限外濾過液の制御－ボイルの法則
　次に、図１５および図１６を参照すると、膜ポンプを通して揚送される量を決定する方
法が示されている。上記のポンプ２２および２４は、一例として示されている。本明細書
で説明するとおり、ポンプ２２および２４は、少なくとも部分的に、カセット１００ａな
どの剛性カセットによって画定されるポンプチャンバを含む。カセットは、可撓性の膜ま
たはシーティングを含む。ポンプチャンバのもう１つの部分は、一実施形態では、内部に
カセットが挿入される腎置換治療機械によって画定される。図１５および図１６では、ポ
ンプ２２は膜２５２を備える。ポンプ２４は膜２５４を備える。正および負のタンク２６
８および２７０は、必要に応じて、膜２５２および２５４を移動させ、バルブ２７４、２
７６、２７８および２８０を通して正圧および負圧によって流体を揚送する。空気圧シス
テムは、基準貯槽２５６および２５８も備える。貯槽２５６は、ポンプ２２の膜２５２の
非流体側に存在する空気と連通する。同様に、基準貯槽２５８は、ポンプ２４の膜２５４
の非流対側に存在する空気と連通する。
【０１４９】
　基準貯槽２５６および２５８は、一定の既知の容積を有する。以下に記載する方程式で
は、貯槽２５６および２５８の容量は、Ｖ１貯槽およびＶ２貯槽として設計されている。
この実施例では、Ｖ１貯槽およびＶ２貯槽を測定する圧力センサの容積は２０ミリリット
ルである。血液療法の治療ユニットも、基準貯槽２５６および２５８を測定する圧力セン
サを有する。図１５では、バルブ２６０および２６２が閉鎖し、消音機２８６に至る通気
バルブ２６４および２６６が開放している場合、貯槽２５６または２５８内の圧力は大気
圧、つまり約１５ｐｓｉａに達する。図１６では、通気バルブ２６４および２６６が閉鎖
し、貯槽バルブ２６０および２６２が開放する場合、ポンプチャンバ１内の圧力は、貯槽
２５６内の圧力と等しくなる。ポンプチャンバ２内の圧力は、貯槽２５８内の圧力と等し
くなる。
【０１５０】
　また、カセットは、血液療法ユニット内に収容される圧力センサが、ポンプ２２および
２４内の初期および最終流体圧力を測定するように構成される。以下に示す方程式では、
ポンプ２２内の流体圧力はＰ１チャンバとして指示されている。ポンプ２４内の流体圧力
は、Ｐ２チャンバとして指示されている。これらの流体圧力は、初期圧力から最終圧力ま
で変化する。同様に、Ｐ１およびＰ２貯槽として指示されている貯槽２５６および２５８
内の圧力Ｐ１およびＰ２は、それぞれ初期圧力から最終圧力まで変化する。
【０１５１】
　ポンプ２２または２４の何れか一方の内部の空気の容積（充満すると仮定されるポンプ
２２の容積Ｖ１を一例として示す）は、以下のとおり方程式１により計算される。
【０１５２】
　Ｖ１（空気、充満したチャンバ）＝（（Ｐ１貯槽、初期）－（Ｐ１貯槽、最終）／（Ｐ
１チャンバ、最終）－（Ｐ１チャンバ、初期））×Ｖ１（貯槽）
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　方程式１
　ポンプ２２または２４の何れか一方の空のチャンバの空気の容積（この実施例では、ポ
ンプ２４またはＶ２に関して示す）は、以下のとおり方程式２に従って計算される。
【０１５３】
　Ｖ２（空気、空のチャンバ）＝（（Ｐ２貯槽、初期）－（Ｐ２貯槽、最終）／（Ｐ２チ
ャンバ、最終）－（Ｐ２チャンバ、初期））×Ｖ２（貯槽）
　方程式２
　方程式１に示すポンプ２２および２４各々のそれぞれの圧力は、適切に配置された変換
器を介して測定される。貯槽２５６および２５８内の最終空気圧も測定される。チャンバ
内の空気の最終圧力は、最終貯槽圧力に等しいはずであり、二重に検査することができる
。測定された圧力は、方程式１および２の分子および分母に適合する。上記のとおり、こ
の場合の貯槽Ｖ１およびＶ２の容積は一定および既知である。
【０１５４】
　次に、各々のポンプに関して、方程式３は、以下のとおり、１行程で揚送される量を計
算する。
【０１５５】
　ポンプ１または２で揚送される流量＝Ｖ１またはＶ２（空気、空のチャンバ）－Ｖ１ま
たはＶ２（空気、充満したチャンバ）
　方程式３
　ポンプの１行程で揚送される流量は、そのポンプチャンバが空である場合、空気の量に
等しいか、またはチャンバに流体が充満すると予想される場合、そのポンプチャンバ内の
空気の量を差し引いた流体の空隙に等しい。ボイルの法則から導かれる方程式１および３
は、透析液中に存在する気泡を補償し、たとえば、その場合、膜２５２および２５４は、
それぞれポンプ２２および２４のポンプチャンバの一方の側または他方の側に完全には移
動しない。
【０１５６】
　上記の方法は、ポンプ２２および２４の何れかによって移動した流体の量を事後に正確
に測定する。容積測定で制御されるポンプを使用することによって、流体の正確な量を患
者との間で交換することができ、流体入口ポンプ２２および２４と比べて迅速かつ多量に
揚送するように流体除去ポンプ、たとえばポンプ２６および２８を設定することにより、
正確な量の限外濾過液を患者から除去することができる（図１、図４、図６、図７参照）
。各行程の容量は計算することができるので、患者から除去される流体の量を加算して制
御することができる。
【０１５７】
　上記の方程式１～３は、膜２５２および２５４を機械的に移動させる機械に使用するこ
とができる。この場合、正圧および負圧タンク２６８および２７０は不要だが、別個の基
準貯槽２５６および２５８並びにテスト圧力タンク２７２は必要である。テスト圧力タン
ク２７２は本発明の実施形態に使用することもでき、圧力タンク２６８および２７０は、
容量制御とは関係なく動作する。
【０１５８】
　方程式１～３に従って揚送される流体の量を計算すると、ポンプ行程当たりどの程度の
量が移動したかに関する情報が得られる。これらの方程式は、実際の流量の実時間情報を
提供するのではない。つまり、バルブ開閉すると、図１５および図１６のシーケンスが生
じ、バルブ２７４、２７６、２７８および２８０が閉鎖すると、ポンプは正圧および負圧
源から隔離される。ポンプが流体を揚送している場合、基準貯槽２５６および２５８はポ
ンプから隔離される。
【０１５９】
　流体の流れが停止するか、または所望の流速より速い流速で発生する場合、空気圧シス
テムは、望ましくない流速が発生する後まで、この状態を検出することはできない。透析
、血液濾過または血液透析濾過法などの血液治療システムの場合、循環する血液から取り
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出される流体が、血液の流量の約３０％を超える場合、血液は濃縮し、透析装置または血
液濾過器のファイバを閉塞させる場合がある。透析装置または濾過器が閉塞した場合、治
療を終了しなければならず、患者は、体外回路内に捕捉された血液の量を失うことになる
。
【０１６０】
　しかし、図１５および図１６に示す装置は、血液の流れ、並びに透析液の注入および除
去の両方について、実時間流速データに関する解決方法を提供する。やはり、実時間流速
は、ボイルの法則の原理を用いて計算される。上記のとおり、方程式１お２は、ポンプチ
ャンバ２２および２４が充満しているかまたは空である場合に、これらのチャンバ内の空
気の量を計算する。この方法では、貯槽２５６および２５８に至るバルブ２６０および２
６２は閉鎖され、正圧タンク２６８および負圧タンク２７０に至る適切なバルブは開放さ
れる。たとえば、バルブ２７４が開放すると、正圧がポンプ２２に供給され、そのポンプ
から流体を押し出す。同時に、バルブ２８０が開放すると、ポンプ２４に真空が生じ、流
体がポンプ内に吸引する。ポンプチャンバ内の空気の容量は、方程式１および２から既知
であるため、圧力貯槽２６８および２７０内の空気の既知の量（たとえば、５００ミリリ
ットル）にその量を追加して、全体の初期量を形成する。圧力は、供給された圧力によっ
て膜２５２および２５４が移動した時に測定される。経時的な圧力の変化は、流速を生じ
るある時点の容量の変化に対応する。
【０１６１】
　以下の方程式では、ポンプ２２および個々の圧力チャンバ内の全体の初期容量は合計Ｖ
１、初期＝Ｖ１チャンバ、初期およびＶｐｏｓ／ｎｅｇタンクである。ポンプ２４および
個々の圧力チャンバ内の合計量は、合計Ｖ２、初期＝Ｖ２チャンバ、初期およびＶｐｏｓ

／ｎｅｇタンクである。正または負タンクで測定したポンプ２２システムの圧力は、最初
はＰｐｏｓ／ｎｅｇ、タンク、初期である。正または負タンクで測定したポンプ２４シス
テムの圧力は、最初はＰｐｏｓ／ｎｅｇ、タンク、初期である。ある時点Ｔにおける何れ
かのシステムの圧力は、Ｐｐｏｓ／ｎｅｇタンク、時間Ｔである。したがって、時間Ｔに
おける何れかのポンプ内の容量は、以下のとおりである。
【０１６２】
　合計Ｖ１またはＶ２、時間Ｔ＝（（Ｐｐｏｓ／ｎｅｇタンク、初期）／（Ｐｐｏｓ／ｎ

ｅｇタンク、時間Ｔ）＊合計Ｖ１またはＶ２、初期
　方程式４
　したがって、時間Ｔにおいて何れかのポンプによって移動する流体は以下のとおりであ
る。
【０１６３】
　　ポンプ１または２によって移動したＶｆｌｕｉｄ＝合計Ｖ１またはＶ２、時間Ｔ－合
計Ｖ１またはＶ２、初期
　方程式５
　時間Ｔ、および時間Ｔにおいてポンプ２２または２４によって移動した容量を把握する
と、実時間基準で流速を計算して表示し、本発明の腎不全治療システムを制御するために
使用することができる。
【０１６４】
　限外濾過液制御－単一平衡チャンバ　ポンプ２２、２４、２６および２８などの膜ポン
プを使用するシステム１０、１１０、２１０、３１０、４１０、５１０、６１０、７１０
および９５０の各々は、一例として上記に示すように、ボイルの法則によって制御するこ
とができる流体の正確な量を計量することができる。しかし、製造およびコストの点で、
異なるタイプのポンプを使用して、使用済みおよび流出透析液を移動させることが望まし
い。たとえば、上記の血液ポンプ４８などの蠕動ポンプは、蠕動ポンプの使い捨て部分は
本質的に管類のループであるため、使い捨てカセットまたは管集合内に用意に組み込むこ
とができる。しかし、蠕動ポンプの正確度だけでは、規定量の限外濾過液または流出透析
液を患者から除去する必要がある血液濾過、血液透析および血液透析濾過法などのシステ
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ムにおいて、透析液を揚送するのに十分ではない場合がある。
【０１６５】
　患者４２は、透析または血液濾過治療間で、腎臓の喪失および流体の取り入れ程度に応
じて水分を取得する。腎臓障害を罹患している多くの人には、排尿力がない。透析治療間
に時間が経過すると、こうした患者は流体を蓄積する。患者の全体的な流体重量ゲインは
、患者が治療間に蓄積した流体の量、および治療間の時間量に基づいて、様々な治療ごと
に変化する可能性がある。したがって、本発明のシステムおよび方法は、家庭での治療時
に、どの程度の量の流体を患者から取り出す必要があっても、制御可能かつ正確な除去方
法を有する必要がある。家庭における患者は、自身で比較的頻繁に治療することができる
ため、除去する必要がある流体の量は、センター内治療の場合に比べて一般に少ない。そ
れにも関わらず、家庭用の透析機械は、治療間に蓄積した流体の量を除去することができ
なければならない。
【０１６６】
　次に、図１７～図２２を参照すると、単一平衡チャンバ３４０を使用する様々なシステ
ム３００ａ～３００ｆ（本明細書では、システム３００と総称する）が示されている。シ
ステム３００ａ、３００ｂ、３００ｃ、３００ｄおよび３００ｅは各々、蠕動透析液ポン
プ３７０で動作する。上記のとおり、蠕動ポンプは、カセットベースのシステムに望まし
く、つまり、ポンプのカセット部分は、主に腎不全治療機械が収容する揚送ヘッド周囲に
適合するループ状管からなるためである。
【０１６７】
　平衡チャンバ３４０は、上記の膜ポンプによって得られる容量の正確度レベルを提供す
る。システム３００の大部分は、蠕動ポンプ３７０を使用して透析液を推進し、平衡チャ
ンバ３４０は、透析装置、血液濾過ラインなどに送られる正確な量の透析液を計量する。
その結果、平衡チャンバ３４０は、加圧量の限外濾過液を透析装置または血液濾過器から
計量する。図２２のシステム３００ｆは、平衡チャンバ３４０を新鮮透析液膜ポンプ２２
または２４の一方、および上記の流出透析液膜ポンプ２６または２８の一方に結合する別
法による一実施形態を示す。
【０１６８】
　システム３００ａ～３００ｄの主な相違の１つは、平衡チャンバ３４０および蠕動透析
液ポンプ３７０が使用される治療のモダリティまたはタイプである。図１７のシステム３
００ａは、１つの透析装置２０または３０を使用する。システム３００ａでは、行われる
治療のモダリティは、透析装置が、上記のように内部の制限手段を備えていない限り、主
に拡散血液透析療法である。しかし、この透析装置は、高流量膜を必要とする。比較的長
く狭い透析装置は、逆濾過の割合を増加させる。使用に適する内部流量制限手段、たとえ
ば本願と同一の所有権者による米国特許第５，７３０，７１２号「Ｅｘｔｒａｃｏｒｐｏ
ｒｅａｌ　Ｂｌｏｏｄ　Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏ
ｄ」に記載されている透析装置も、引用することにより本明細書に援用する。ここで指示
されている透析装置は、固定オリフィスを有するように制限されている。図１８のシステ
ム３００ｂのモダリティまたは治療法は、進歩した対流血液透析（「ＥＣＨＤ」）治療で
あり、可変制限手段４０によって分離される動脈および静脈高流量透析装置２０および３
０によって個々に提供される。図１９のシステム３００ｃによって提供されるモダリティ
または治療法は、対流療法、血液濾過であり、この場合、補充液は静脈ライン４４ｂに直
接揚送され、限外濾過液は血液濾過器３１２を介して除去される。
【０１６９】
　図２０のシステム３００ｄは、血液透析濾過法のモダリティと関連して動作する平衡チ
ャンバ３４０を示す。上記のとおり、血液透析濾過法は、血液透析の拡散浄化と血液濾過
の対流浄化とを結合する。図２０に示すように、透析装置２０または３０が設けられる。
また、追加の蠕動ポンプ３８０と結合する別個のライン３２０は、透析液または補充液を
静脈ライン４４ｂに直接供給する。図１７～２０は、１つの平衡チャンバ３４０による限
外濾過の容積制御は、多くの異なるタイプのモダリティ、たとえば血液透析、ＥＣＨＤ、
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血液濾過および血液透析濾過法に行うことができる。この説明の他の部分は、場合によっ
ては、透析またはＥＣＨＤに固有である。しかし、これらの示唆は、図１７～図２０に示
すシステム３００の各々に適用することができる。
【０１７０】
　システム３００の何れかを見ると、流出または使用済み透析液は、透析装置２０、３０
または血液濾過器３１２から流出ライン３２８およびバルブＶ５を通って、蠕動透析液ポ
ンプ３７０に流れる。好ましい一実施形態のポンプ３７０は蠕動ポンプであるが、ポンプ
３７０は、別法によると、望ましい何らかの種類、たとえばピストン駆動ダイアフラムポ
ンプ、空気圧ポンプまたはギヤポンプで良い。ポンプ３７０からの流体の排出量は、バル
ブＶ４を介して、平衡チャンバ３４０の使用済み側３４２に流れる。膜ポンプ内の可撓性
膜と同様、平衡チャンバ３４０は、可撓性膜３４６を介して、使用済みコンパートメント
３４２および新鮮コンパートメント３４４に分離している。本明細書に記載するとおり、
バルブＶ４などのバルブ５６は、任意の適切なタイプのバルブ、たとえば標準のソレノイ
ドバルブ、またはＨｏｍｅＣｈｏｉｃｅ（登録商標）システムに使用されるバルブと同じ
かまたは類似し、特にカセット内に形成されるボルケーノタイプのバルブで良い。
【０１７１】
　平衡チャンバ３４０は、受動計量デバイスである。同じかまたは実質的に同じ量の流体
は、平衡チャンバ３４０内に収容されたように、平衡チャンバ３４０から押し出される。
流出透析液を使用済みコンパートメント３４２内に揚送すると、ひいては膜３４６を押し
、等量の新鮮透析液が新鮮コンパートメント３４４に押し出され、ライン３１４内のバル
Ｖ１を通って、使用するモダリティに応じて透析装置２０、３０または静脈ライン４４ｂ
内に移動する。図１７～２０は、個々のシステム３００に結合される流動構成要素の各々
を説明することを意図するわけではない。たとえば、平衡チャンバ３４０が補充液をバル
ブＶ１および入口ライン３１４に押し入れる場合、適切な逆止バルブがライン３１４内に
配置され、このバルブは、血液が平衡チャンバ３４０内に戻るのを防止する。十分な流出
透析液が、バルブＶ４を介して使用済みチャンバ３４２に入ると、膜３４６は、新鮮コン
パートメント３４４のチャンバ壁、遮断されたバルブＶ１、Ｖ４およびＶ５の方向に全体
的に、または実質的に全体的に横断する。
【０１７２】
　図１７～図２０は、透析液ポンプ３７０の入口と出口との間に配置される。一実施形態
では、圧力除去装置３３２は、特定の圧力で亀裂が生じるかまたは解除される。別法によ
ると、圧力除去装置３３２は、予め設定された値で圧力を緩和するバルブシートを備える
。たとえば、ばねの張力は、圧力除去装置３３２に亀裂を生じさせるか、つまり圧力除去
装置３３２を開放する必要がある圧力除去ライン内の力または圧力の量を制御することが
できる。システム３００が使い捨てカセットと共に使用される場合、バルブまたはシート
の開放は、解放された透析液が収集されて、腎不全治療機械内のどの構成要素にも接触し
ないように構成される。
【０１７３】
　別法による一実施形態では、透析液ポンプ３７０は、加熱器５８の上流に配置される。
この場合、圧力除去装置３３２は、透析液ポンプ３７０の入口から、バルブＶ３の上流の
新鮮透析液入口ライン３３４に延在することができる。さらにもう１つの実施形態では、
圧力除去装置３３２は、減菌透析液バッグまたは補充バッグ１４～１８を含む。この構成
は、インライン加熱器５８が、アイドル時に、たとえば限外濾過行程時に、流体を加熱さ
せるのを防止する点で望ましい。
【０１７４】
　流出流体が透析装置または血液濾過器から除去され、新鮮な流体が患者または透析装置
に送られるサイクルについて説明した。次のサイクルは、流体を排水管に送る。この場合
、供給源１４、１６または１８の１つからの加熱新鮮透析液は、バルブＶ６、透析液ポン
プ３７０、バルブＶ３を通って、平衡チャンバ３４０の透析液コンパートメント３４４内
に流入する。バルブＶ１、Ｖ４およびＶ５が閉鎖する。新鮮透析液がコンパートメント３
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４４内に収容されると、可撓性膜３４６を押して、等量の使用済みまたは流出透析液が、
バルブＶ２および排水管ライン３３８を介して排水される。この排水サイクルが生じる治
療における時点に応じて、使用済み流出液は、排水バッグ１２または使用済み供給バッグ
１４または１６の一方に送ることができる。チャンバ３４２内のすべての使用済み透析液
が、バルブＶ２および排水管ライン３３８を介して空になった後、すべてのバルブＶ１～
Ｖ６が遮断される。使用済み流体を充填し、患者に揚送するサイクルは、上記のサイクル
を介して繰り返される。
【０１７５】
　上記の２つのサイクルでは、等量の流体が確実に患者に送られ、患者から取り出される
。流体が患者から取り出されるが、患者に送られないＵＦシーケンスについて、以下で説
明する。移動する限外濾過液の総量は、図示のシステム３００内で容易に計算される。Ｕ
Ｆサイクルの累積量は、患者から除去される流体の総量を決定するために追加される。
【０１７６】
　一実施形態では、ポンプ３７０は、透析液が患者から揚送される時より、新鮮透析液が
透析装置または患者に揚送される時に比較的低速度で動作する。速度の差は、新鮮透析液
が透析装置に流れる時間を増加させる。血液透析の場合、速度の差は、透析液が透析装置
内の中空ファイバに沿って流れる時間を増加させることにより、拡散時間を増加させる。
時間の増加は、患者のより段階的な限外濾過を生成することにより、ＨＦ、ＨＤＦおよび
ＥＣＨＤの利益にもなる。段階的な限外濾過は、血液濃縮の危険性を減少させる。
【０１７７】
　限外濾過液を除去するため、システム３００は、すべてのバルブが閉位置にある状態か
ら開始して、バルブＶ２、Ｖ３およびＶ５を開放する。ポンプ３７０によって、流出透析
液は新鮮透析液に使用済み透析液を充填させる。この動作は、膜３４６を移動させ、使用
済みチャンバ３４２内の以前に患者から除去された等量の使用済み流体を、バルブＶ２お
よびライン３３８を介して排水バッグの１つに押し入れる。この量の流体を排水管に押し
出すために使用される流体源は使用済み透析液であるため、新鮮コンパートメント３４４
内に揚送される使用済み透析液の量も、限外濾過液として患者から除去される。つまり、
このサイクル時に、患者からの流体の少量の正味損失がある。一実施形態では、上記の限
外濾過液サイクルは、上記の患者に至る揚送および排水サイクルに至る揚送の際に、治療
間に患者内に収集された限外濾過液全体の正味量を除去するように、頻繁に生じるように
時間が決められる。正味量は、治療の開始時に機械に流入する。
【０１７８】
　単一平衡チャンバ３４０および単一透析液ポンプ３７０の方法に関する１つの潜在的な
欠点は、使用済み透析液が透析装置または血液濾過器から抜き取られ、ライン３２８およ
びライン３３６を通り、ポンプ３７０を介して使用済みチャンバまたはコンパートメント
３４２内に流入する時に、少量の新鮮透析液も使用済みコンパートメント３４２内に押し
入れられる。この少量の新鮮透析液は、バルブＶ６から通じ、蠕動ポンプ３７０の周囲で
屈曲し、さらにライン３２８に沿ってバルブＶ３およびＶ４方向に延在する管類の内部に
残る量である。単一ポンプおよび単一平衡チャンバシステムは、単純で、比較的安価なカ
セットを有するという見地から望ましいが、特に、バッグに入って殺菌された透析液を使
用する場合、新鮮透析液が失われるという点で望ましくない。しかし、透析液がオンライ
ンで調製される場合、この欠点はそれほど問題ではないと考えるべきである。
【０１７９】
　次に、図２１を参照すると、システム３００は、追加の透析液ポンプ３９０を備え、こ
のポンプは、使用済みまたは流出流体を透析装置または血液濾過器から除去するために設
けられる。その結果、透析液ポンプ３７０は、新鮮透析液を揚送するために設けられる。
一実施形態における透析液ポンプ３９０は蠕動ポンプだが、ポンプ３９０は、透析液ポン
プ３７０に関して上記で述べたどのタイプでも良い。さらに、システム３００ｅの別法に
よるポンプ構成は、分かりやすくするために、単一透析装置２０または３０と組んで示さ
れているが、システム３００ｅのポンプ構成は、図１７～図２０に示すどのモダリティに
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も適合する。
【０１８０】
　システム３００ｅの別法によるポンプ構成では、ポンプ３９０は、使用済み流体をライ
ン３２８、バルブＶ４を通して、単一平衡チャンバ３４０の使用済みコンパートメント３
４２内に揚送する。この動作によって、膜３４６は、等量の新鮮透析液を移動させて、新
鮮チャンバ３４４からバルブＶ１、ライン３１４を通して、透析装置または患者に押し入
れる。患者への揚送の終わりに、すべてのバルブが遮断する。その後、バルブＶ２および
Ｖ３が開放し、新鮮透析液ポンプ３７０が新鮮な過熱透析液を供給源の１つから抜き取り
、ライン３３０、バルブＶ３を通して新鮮コンパートメント３４４内に供給することを可
能にする。この動作によって、膜３４６は移動し、使用済み透析液を使用済みコンパート
メント３４２から、バルブＶ２およびライン３３８を通して排水バッグの１つに押し出す
。
【０１８１】
　圧力除去装置３３２を配置するための別法による構成の各々は、二重透析液ポンプシス
テム３００ｅに同様に適用することができる。さらに別の実施形態では（図２３参照）、
圧力除去装置３３２は、代わりに透析液ポンプ３７０の出口から加熱器５８の入口側に位
置する。この場合、圧力除去装置３３２は、供給バッグ１４～１８と加熱器５８との間の
ライン３３０、並びにポンプ３７０の下流のライン３３０に接続する。
【０１８２】
　二重透析液ポンプシステム３００ｅを介して限外濾過液を患者から除去するため、使用
済みコンパートメント３４２に流出透析液を充満させて、バルブＶ２、Ｖ３および５を開
放する。使用済み流体ポンプ３９０は、流出流体をライン３２８、バルブＶ５、ライン３
４８およびバルブＶ３を通してコンパートメント３４４内に流入させる。こうした動作に
よって、膜３４６は移動し、流出流体をコンパートメント３４２から、バルブＶ２、ライ
ン３３８を通して排水バッグの１つに押し出す。平衡チャンバの適合流体源が使用される
ため、適合流体の量は、限外濾過液として患者から除去される。
【０１８３】
　限外濾過液行程の後、次の動作は、使用済み流体を透析装置または血液濾過器からバル
ブＶ４をして使用済みチャンバ３４２内に再度揚送することである点を評価するべきであ
る。この動作によって、膜３４６は移動し、その結果、新鮮コンパートメント３４４から
の使用済み流体に相当する１つの平衡チャンバの量は（以前に、限外濾過液量を押し出す
ために使用された）、ライン３１４を通して透析装置または患者の何れかに揚送される。
使用済み透析液は、特に、β２Ｍなどの比較的大きい分子に関して、患者に有利な浄化を
提供する。この動作は、一定量の透析液の寿命を延長し、これは、殺菌されてバッグに入
れられた流体を使用する家庭用の治療の場合に特に有益である。
【０１８４】
　次に、図２２を参照すると、別法による複合システム３００ｆが示されている。システ
ム３００ｆは、透析液充填ポンプ２２、２４および限外濾過液除去ポンプ２６、２８と結
合した単一平衡チャンバ３４０を提供する。一実施形態では、充填および情報ポンプは、
上記のとおり膜ポンプである。容量ポンプは、追加のバルブＶ５、および図２１の限外濾
過液ライン３４８の必要性をなくす。その他の点では、２つのシステムは非常に類似して
おり、ポンプ２６、２８で動作する専用の透析液除去ライン３２８、および専用ポンプ２
２、２４で動作する専用の透析液充填ライン３３０を備える。
【０１８５】
　他のシステムと同様、システム３００ｆは、本明細書に記載の何れかのモダリティで動
作可能であり、便宜上、単一透析装置２０、３０と結合した状態で示されている。システ
ム３００ｆの利点は、平衡チャンバにおける新鮮な透析液および消費された透析液の混合
がないことである。別個の透析液ポンプ３９０を有する図２１でも、少量の新鮮な溶液は
、限外濾過液サイクル時に使用済み透析液と混合されることを理解するべきであり、限外
濾過液サイクルでは、ポンプ３９０が、流体をライン３２８、バルブＶ５、ライン３４８
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およびライン３３０の小部分、およびバルブＶ３を通して鮮コンパートメント３４４内に
押し入れる。図２２では、限外濾過は、バルブＶ６を放し、予め決められた量の使用済み
透析液をポンプ２６、２８から抜き取ることによって行われる。バルブＶ３および４は開
放し、他のすべてのバルブが閉鎖する。この場合、ポンプ２６、２８は、使用済み透析液
をライン３２８およびバルブＶ４を通して、単一平衡チャンバ３４０の用済みコンパート
メント３４２内に押し入れる。この動作によって、膜３４６は移動し、新鮮透析液は、新
鮮コンパートメント３４４からバルブＶ３およびライン３３０を通して押し戻される。そ
の後、すべてのバルブは、瞬間的に閉鎖する。次に、バルブＶ２および３が開放し、ポン
プ２２、２４は新鮮透析液を新鮮コンパートメント３４４内に押し入れ、使用済み透析液
をコンパートメント３４２から、排水管ライン３３８を通して排水バッグの１つに移動さ
せることができる。
【０１８６】
　血液透析などの腎置換療法の場合、様々な理由から、新鮮な溶液の適用量を患者に提供
する必要がある。たとえば、患者は、血液量減少状態になった場合（循環する血液の量が
異常に減少する）、適用量または多量の流体を必要とする場合がある。溶液の適用量をシ
ステム３００ｆに提供するため、新鮮透析液ポンプ２２、２４は、予め決められた量の流
体を放出し、その際、バルブＶ３よびＶ４は開放し、他のすべてのバルブは閉鎖する。新
鮮透析液はライン３３０、バルブＶ３を通り、平衡チャンバ３４０の新鮮コンパートメン
ト３４４内に移動する。この動作によって、または膜３４６は移動し、流体は、ライン３
２８およびバルブ３２４を通り、流出透析液ポンプ２６、２８内に押し戻される。その後
、すべてのバルブが閉鎖する。次に、バルブＶ１およびＶ４が開放し流出透析液ポンプ２
６、２８が、使用済み透析液を平衡チャンバ３４０の使用済みチャンバ３４２に押し入れ
る。この動作によって、膜３４６は移動し、新鮮な溶液を新鮮チャンバ３４４から透析装
置内に押し入れる。このサイクルでは限外濾過は除去されないため、透析装置に送られる
流体の量は、患者に対する流体の正味ゲインまたは適用量を表す。この過程は、必要な場
合、流体の正味ゲイン全体を患者に与えるのに必要な回数だけ繰り返すことができる。
【０１８７】
　前の図２１は、流体の適用量を患者に提供するための一実施形態も示す。この場合、追
加のライン３７２およびバルブＶ６が提供される適用量を提供するため、バルブＶ３およ
びＶ６が開放し、バルブＶ１、Ｖ２、Ｖ４およびＶ５は閉鎖する。新鮮透析液ポンプ３７
０によって、新鮮透析液はバルブＶ３をって、平衡チャンバ３４０の新鮮チャンバ３４４
内に充填される。等価な量の使用済み流体は、この動作および膜３４６によって、平衡チ
ャンバ３４０から押し出され、ライン３５２およびバルブＶ６を通って、ライン３１４よ
び透析装置２０、３０内に流入する。やはり、このサイクルでは限外濾過は除去されない
ため、透析装置２０、３０に送られる流体は、流体の正味ゲインまたは適用量を表す。使
用済みまたは流出透析液は、さらに減菌され、流体の適用量を患者に提供する目的に適す
ることを理解するべきである。
【０１８８】
　別法による一実施形態では、図２１のシステム３００ｅは、バルブＶ１、Ｖ４およびＶ
５を開放することによって、溶液の適用量を提供することができる。バルブＶ３は閉鎖す
る。新鮮透析液ポンプ３７０は、新鮮透析液を使用済みコンパートメント３４２に揚送す
る。次に、すべてのバルブが瞬間的に閉鎖する。その後、バルブＶ３およびＶ６が開放し
、新鮮透析液ポンプ３７０が透析液を新鮮コンパートメント３４４内に揚送し、使用済み
コンパートメント３４２内の新鮮な流体は、適用量ライン３５２、バルブＶ６およびライ
ン３１４を通って、透析装置内に流入する。システム３００ｅも、平衡モードに復帰する
。
【０１８９】
　多くの別法による実施形態は、システム３００ａ～３００ｆに使用することができる。
本明細書に記載されている何れかの透析装置、たとえば、本発明の譲受人に譲渡された米
国特許第５，７３０，７１２号に開示されている濾過器を使用することができる。さらに
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、図３２に関連して以下に述べる単一透析装置を使用しても良い。一実施形態の動脈ライ
ン４４ａは、自動血液リンスバックのための空気センサおよびクランプ５４を備える。さ
らに、上記の流体調製および再循環実施形態は、単一平衡チャンバシステム３００で実施
される。さらに、システム１０、１１０、２１０などに関する上記の別法による実施形態
は何れも、システム３００に適用することができる。
【０１９０】
　システム３００ａ～３００ｆは、接近切断センサ（「ＡＤＳ」）に使用される電極また
は接点３５４および３５６も備える。ＡＤＳ接点３５４および３５６は、それぞれ、動脈
ライン４４ａおよび静脈ライン４４ｂに組み込まれる。動脈または静脈ラインの一方が患
者から取り外されると、電気インピーダンスが変化する。ループの切断が感知されると、
血液ポンプ４８が停止し、対応するクランプが閉鎖する。偶発的な針の分離を検出するた
めの別法による機構は、患者の接触手段の下側に導電性ブランケットを使用する。血液が
溢流すると、ブランケットの導電性が変化して警報が作動し、血液および透析液の揚送を
停止する。
【０１９１】
　限外濾過液制御－単一平衡管
　図１７～図２２に示すシステム３００に関する上記の原理は、本発明が意図する様々な
タイプの平衡装置に適用される。システム３００の各々は、単一平衡チャンバ３４０を使
用する。図２３を参照すると、別法によるシステム４００は、別法による平衡デバイス３
６０を使用している。平衡管３６０の一実施形態について、図４５に関連して以下に詳細
に示して説明する。一般に、平衡管３６０は、円筒状、さもなければ管状部材を備える。
こうした部材の内部には、ピストン、ボールまたはその他の隔離板３６６が存在し、管ま
たは円筒内にぴったり適合する。平衡管３６０は、新鮮部分３６２および使用済み部分３
６４を有する管または円筒を備える。隔離板３６６は、管内にぴったり適合し、管の新鮮
側３６２と使用済み側３６４との間で前後に移動する。
【０１９２】
　図２３のシステム４００は、図２１のシステム３００ｅと類似の方法で構成される。同
じ参照符号で示す各々の構成要素は、同じ機能を果たし、システム３００ｅの上記と同じ
代替物の各々を備える。システム４００とシステム３００ｅとの主な相違は、平衡チャン
バ３４０と対照的に平衡管３６０を使用していることである。
【０１９３】
　システム４００の透析装置または患者サイクルのポンプに関して、バルブＶ１およびＶ
４が開放し、バルブＶ２、Ｖ３、Ｖ５およびＶ６が閉鎖する。使用済み透析液ポンプ３９
０は、ライン３２８およびバルブＶ４を通して、平衡管３６０の使用済み側３６４内に流
出透析液を揚送する。この動作によって、隔離板３６６は、平衡管３６０の新鮮側３６２
に移動し、同様の量の流体をライン３１４およびバルブＶ１をして、透析装置２０、３０
内に、または直接患者に押し入れる（以前のとおり、図２３のシステム４００は、本明細
書に記載するどのモダリティにも適用することができる）。
【０１９４】
　排水サイクルに至るポンプの場合、バルブＶ２よびＶ３が開放し、バルブＶ１、Ｖ４、
Ｖ５およびＶ６が閉鎖する。新鮮透析液ポンプ３７０は、新鮮な流体をライン３３０およ
びバルブＶ３から平衡管３６０の新鮮側に揚送する。この動作によって、隔離板３６６は
、平衡管３６０の使用済み側３６４方向に移動させる。同様の量の流体は、使用済み側３
６４から押し出され、排水管ライン３３８およびバルブＶ２を通って排水管バッグの１つ
に入る。
【０１９５】
　システム４００の限外濾過サイクルでは、バルブＶ２、Ｖ３およびＶ５が開放し、バル
ブＶ１、Ｖ４およびＶ６が閉鎖する。このサイクルの前、流出透析液は平衡管３６０内に
存在し、隔離板３６６は、平衡管３６０の新鮮側３６２まで全体的に押される。次に、使
用済み透析液ポンプ３９０は、流出透析液を透析装置または血液濾過器から抜き取り、ラ
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イン３２８、限外濾過液ライン３４８およびバルブＶ５、充填ライン３３０およびバルブ
Ｖ３を通して、平衡管３６０の新鮮側３６２に送る。この動作によって、隔離板３６６は
使用済み側３６４方向に移動し、等量の流体をバルブＶ２よび排水管ライン３３８を通し
て、排水バッグの１つに押し入れる。排水管に送られる流体は、透析装置または限外濾過
器からの流出透析液と一致するため、排水管に送られる流体は、患者から除去または限外
濾過される流体を構成する。
【０１９６】
　患者に対する流体の適用量の場合、バルブＶ３およびＶ６が開放し、バルブＶ１、Ｖ２
、Ｖ４およびＶ５が閉鎖する。本質的に、透析装置または血液濾過器から流体を取り出す
ことはできない。代わりに、新鮮透析液ポンプ３７０は、新鮮透析液をライン３３０、バ
ルブＶ３から、平衡管３６０の鮮透析液側３６２に揚送する。この動作によって、隔離板
３６６は平衡管３６０の３６４側に移動する。同様の量の流体は、平衡管３６０から押し
出され、適用量ライン３５２およびバルブＶ６、充填ライン３１４を通って透析装置２０
、３０内に入るか、または直接静脈ライン４４ｂ内に入る。透析装置または患者に供給さ
れる流体は、透析装置または血液濾過器から除去される流体の量と一致しないため、透析
装置または患者に供給される流体は、患者に対する流体ゲインまたは適用量を構成する。
このような手順は、患者が必要量の流体を収容するまで、必要に応じて繰り返される。図
２１に関連して上記で述べた別法による適用量実施形態はどれも、システム４００および
平衡管３６０と共に使用することもできる。システム４００に適用することも可能な平衡
管３６０のその他の特徴、たとえば最終行程センサについて、図２８に関連して以下で説
明する。
【０１９７】
　限外濾過液の制御－単一の蛇行経路
　次に、図２４を参照すると、システム４５０によって、さらに他の流量平衡デバイスが
示されている。システム４５０は、単一の蛇行経路４７０を使用している。システム４５
０は、上記と同じ構成要素の多く、たとえば排水バッグ１２、供給バッグ１４～１８、新
鮮透析液ポンプ３７０、加熱器５８、使用済み透析液ポンプ３９０および血液ポンプ４８
を備える。システム４５０は、可変制限手段４０によって分離されたＥＣＨＤ二重透析装
置２０および３０と共に使用するように示されている。システム４５０は、本明細書に記
載するどのモダリティでも作動できることを評価するべきである。類似の参照符号を有す
るその他の構成要素も示されている。
【０１９８】
　システム４５０と以前の単一平衡デバイスシステムとの主な相違は、膜または移動ボー
ルもしくはピストンなどの隔離板によって分割された限られた容積とは対照的に、蛇行経
路４７０を使用していることである。システム４５０の利点は、蛇行経路４７０をカセッ
ト内に配置することが、上記の容量膜ポンプまたは平衡チャンバおよび管の何れかと比較
して、比較的単純であることであり、上記の方法の各々は、可撓性のシーティングまたは
膜を超音波溶接するか、化学的に付着させるか、さもなければ剛性プラスチックカセット
に溶融させる必要がある。
【０１９９】
　図２４に示す蛇行経路４７０は、限外濾過液ライン３２８および透析液投入ライン３３
０を備える。流体ライン３２８、３３０は、流体をできるだけバルク搬送するのに適し、
圧力低下を最低限にするようなサイズで構成する。つまり、一実施形態における蛇行経路
４７０は、カセット内のＵ形、Ｖ形または矩形のチャネルであり、比較的長細いか、また
は小径であるか、または横断面を有する。蛇行経路４７０の目標は、新鮮透析液などの流
体を１回でバルク注入して、流路内に既存のバルク流体を所望の場所、たとえば排水管に
至る使用済み透析液に移動できるようにすることである。
【０２００】
　システム４５０の蛇行経路４７０の欠点は、新鮮透析液および使用済み透析液が、バル
ク流体として移動する場合と対照的に、蛇行経路内で混合することである。経路の構成は
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、このような混合が最低限になり、できるだけ新鮮透析液と使用済み透析液との間の界面
でのみ生じ、何れの流体についても中程度のバルクが比較的混合されず、一貫した状態で
残るように改良を加える。このため、両方の流体の流れを層状または乱流状態に維持し、
必要に応じて混合を最低限にするように対策をとる。特に本明細書に記載するオンライン
システムの場合、蛇行経路４７０は、カセットまたは容積制御システムのコストおよび複
雑さが減少するように、実行可能な解決方法を提供する。
【０２０１】
　システム４５０内で透析装置または患者サイクルに充填するために、新鮮透析液は、透
析液ポンプ３７０を介してライン３３０およびバルブＶ２を通り、閉鎖バルブＶ７および
Ｖ９に揚送される。次に、バルブＶ５およびＶ９が開放し、バルブＶ２およびＶ７は閉鎖
する。使用済み透析液ポンプ３９０は、流出透析液を動脈透析装置３０から抜き取り、ラ
イン３２８、バルブＶ５、蛇行経路のライン３２８、３３０を通して、バルブＶ９に送る
。流体のこうしたバルク搬送によって、蛇行経路のライン３２８、３３０内に存在する新
鮮透析液は押し出され、バルブＶ９、充填ライン３１４を通って静脈透析装置２０または
静脈ライン４４ｂ内に入る。
【０２０２】
　充填サイクルが生じた後、蛇行経路のライン３２８、３３０には、流出または使用済み
透析液が充填される。次に、排水サイクルが行われる。この場合、バルブＶ５およびＶ９
は閉鎖し、バルブＶ２およびＶ７は開放する。新鮮透析液ポンプ３７０は、新鮮な加熱透
析液をバルブＶ２、ライン３３０、蛇行経路のライン３２８、３３０を通して、バルブＶ
９またはＶ７の置まで揚送する。その結果、流体のバルク搬送によって、使用済み透析液
は排水管ライン３３８およびバルブＶ７を通り、排水バッグの１つの内部に押し込まれる
。
【０２０３】
　限外濾過液サイクルは、以下のとおりに行われる。蛇行経路のライン３２８、３３０に
限外濾過液が充填されると、バルブＶ５およびＶ７が開放し、バルブＶ２およびＶ９が閉
鎖する。使用済み透析液ポンプ３９０は、流体を動脈透析装置３０から抜き取り、ライン
３２８、バルブＶ５をして、蛇行経路のライン３２８、３３０に充填する。次に、この量
の流体は、バルブＶ７、ライン３３８を通って排水管に移動する。排水管に移動した流体
の量は、流出または使用済み透析液と少なくとも実質的に一致するため、患者は流体の正
味損失または限外濾過を生じる。
【０２０４】
　流体の適用量を患者に提供するため、蛇行経路のライン３２８、３３０に新鮮または流
出流体を充填させると、バルブＶ５およびＶ７が閉鎖し、バルブＶ２およびＶ９が開放す
る。新鮮透析液ポンプ３７０は、新鮮透析液をライン３３０を通して揚送し、蛇行経路の
ライン３２８、３３０を充填する。同量または実質的に同量の流体がバルブＶ９、充填ラ
イン３１４をって静脈透析装置２０内に流入する。患者または透析装置は、ある量の流体
を収容しているため、対応する量の流体を動脈透析装置３０から抜き取らなくとも、患者
４２は流体の正味ゲインまたは適用量を得る。
【０２０５】
　限外濾過液制御－二重平衡チャンバ　上記の単一平衡デバイスの実施形態に潜在的な１
つの問題は、拍動流である。単一平衡デバイスシステムは、透析装置からの流体の流速と
比べて、透析装置に至る新鮮な流体の流速を低下させることにより、流れの拍動性をある
程度補償することができる。その他の解決方法は、図２５のシステム５００および以下に
示すその他の二重平衡デバイスによって得られる。これらのシステムは、流れが、透析装
置または血液濾過器から除去される時に、透析装置または患者に供給されるように、平行
または交互のサイクルで動作する２つの平衡チャンバ、２つの平衡管または２つの蛇行経
路を提供する。システム５００は、類似する参照符号で示されり上記と同じ構成要素の多
くを備えているため、改めて説明する必要はない。さらに、システム５００は、ＥＣＨＤ
二重高流量透析装置２０および３０並びに可変制限手段４０で動作するように示されてい
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る。しかし、上記の説明から、システム５００が本明細書に記載するモダリティの何れで
も動作できることは、きわめて明らかである。
【０２０６】
　システム５００は、第１および第２平衡チャンバ３４０ａおよび３４０ｂを備え、これ
らは、一実施形態では、図１７～図２２に関連して上記で述べた平衡チャンバ３４０とそ
れぞれ同じである。平衡チャンバ３４０ａおよび３４０ｂは、本明細書では流量平衡装置
と総称する。
【０２０７】
　図示の実施形態では、透析液ポンプ３７０および３９０は蠕動ポンプである。これらの
ポンプは、別法によると膜ポンプ、または本明細書に記載するその他のタイプのポンプで
ある。新鮮透析液ポンプ３７０は、加熱器５８の上流に示されており、単一平衡デバイス
構成とは異なる。何れの構成も、単一および二重平衡デバイスシステムとして可能である
。さらに、システム５００に使用される各々のバルブはカセット内に構成されるか、また
は本明細書に記載するどのタイプのバルブでも良い。
【０２０８】
　第１交換サイクルでは、平衡チャンバ３４０ａおよび３４０ｂの一方は、新鮮な溶液を
充填され、同時に、等量の使用済み透析液を排水管に供給する。同じ第１サイクルで、他
方の平衡チャンバ３４０ａおよび３４０ｂは流出透析液を充填され、同時に、モダリティ
に応じて同等の量の新鮮透析液を透析装置２０または患者に押し進める。次に、第２サイ
クルでは、平衡チャンバ３４０ａおよび３４０ｂは交互に機能し、以前に新鮮透析液を患
者に供給した平衡チャンバは、今度は使用済み透析液を排水管に供給し、以前に使用済み
透析液を排水管に供給した平衡チャンバは、今度は新鮮透析液を透析装置または患者に供
給する。
【０２０９】
　図１７～図２２に関連する平衡チャンバ３４０の動作に関する上記の説明に基づき、シ
ステム５００の平衡チャンバ３４０ａおよび３４０ｂの各々に関して、バルブの説明を繰
り返す必要はない。しかし、識別する重要な面は、各々の交換サイクルの終わりに短時間
の一時停止時間があり、すべてのバルブが閉鎖されて、２つの平衡チャンバ３０４ａおよ
び３４０ｂが次のサイクルで確実に同期するようにする点である。
【０２１０】
　流量平衡装置または平衡チャンバ３０４ａおよび３４０ｂは、システム５００内に別個
のＵＦ除去デバイスがないという点で、流量平衡装置を使用するその他のシステムとは別
様に使用される。つまり、流量平衡装置または二重平衡チャンバを使用するその他のシス
テムの場合、平衡チャンバは、ある量の流体を透析装置から除去し、同時に、透析装置に
同等の量の流体を充填するために設けられる。一方、システム５００は、このために、ま
た正味量の流体または限外濾過液を患者４２から除去するために平衡チャンバ３０４ａお
よび３４０ｂを使用する。流体の正味損失または限外濾過を患者から除去するためのバル
ブ動作は、バルブＶ１、Ｖ２、Ｖ６、Ｖ７およびＶ９を開放し、バルブＶ３、Ｖ４、Ｖ５
、Ｖ８およびＶ１０を閉鎖することを含む。このバルブ構成は、新鮮透析液を平衡チャン
バ３４０ｂから平衡チャンバ３４０ａに押し進めることにより、流出透析液を排水管に押
し進める。
【０２１１】
　二重平衡チャンバ３４０ａおよび３４０ｂを有するシステム５００を備える本明細書の
システムは、限外濾過液の除去速度を時間の経過と共に変えることを可能にし、これは、
場合によっては、限外濾過液プロファイルと呼ばれる。たとえば、限外濾過液サイクルは
、一般に、５回の交換サイクルの各々の後に行われる場合、サイクルの頻度を増減するこ
とによって、限外濾過液が患者から除去される速度を変更することができる。その結果、
たとえば、治療の第２部よりも第１部においてより多くの流体が除去されることになる。
本発明では、腎不全治療機械のプロセッサは、患者がプロファイル、治療時間および除去
する全体量を選択することを可能にするアルゴリズムを実行するように構成される。この
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アルゴリズムは、プロファイルに従って、入力された治療時間で、入力された正味累積限
外濾過液量を達成する限外濾過液頻度プロファイルを自動的に計算する。これらのパラメ
ーターは、患者データカードまたは確実なデータ接続を介して入力される。
【０２１２】
　システム５００は、必要に応じて、溶液の適用量を患者に提供することもできる。バル
ブＶ２、Ｖ３、Ｖ７、Ｖ８およびＶ１０は開放し、バルブＶ１、Ｖ４、Ｖ５、Ｖ６および
Ｖ９は閉鎖する。ポンプ３７０が動作すると、１つの平衡チャンバは、透析液および／ま
たは補充液の適用量を透析装置または患者に供給する。
【０２１３】
　本明細書に記載する実施形態の何れの場合も、システムのバルブが正確に開閉するかど
うかを検査することは重要である。一実施形態では、バルブは、導電性感知を使用して、
治療全体で終期的に検査される。つまり、流体が、欠陥バルブまたはカセット膜の亀裂を
介してシステムから漏れる場合、液体を横断する電気の流れを測定する導電性センサは警
報を送信し、適切な動作をトリガすることができる。さらに、カセットの場合、温度感知
は、たとえばサーミスタ、ＩＲセンサまたは熱電対をカセットのシーティングの一方の側
に適用することにより用いられる。この場合、温度センサは、血液治療機器に取り付けら
れ、たとえば、透析液の温度を迅速に読み取るように、シーティング膜に接触する。
【０２１４】
　プライミングおよびリンスバック
　図２６を参照すると、本発明の体外回路は、患者接近ライン４４ａおよび静脈接近ライ
ン４４ｂを患者に接続する前に、減菌溶液でプライミングする必要がある。そのため、動
脈および静脈ラインの終わりは、一緒に接続部３５８に接続される。一実施形態では、新
鮮透析液ポンプ３７０および流体圧力ポンプ３９０が動作して、透析液または補充液が透
析液回路を充填するまで、平衡チャンバ３４０ａおよび３４０ｂを通して（または、本明
細書に記載する単一または二重平衡デバイスの何れかを介して）流体を揚送する。次に、
血液治療機械は、適用量モードになる。一実施形態では、血液ポンプ４８は、静脈点滴チ
ャンバ５２に流体が充填されるまで、逆に動作する。ラインおよび点滴チャンバ内の過剰
な空気は、点滴チャンバ５２を備えるか、点滴チャンバ５２を含むか、または点滴チャン
バ５２と連通する変換器保護装置または通気口６４を通して換気される。一実施形態にお
ける変換器保護装置または通気口６４は、０．２μｍの疎水性膜である。
【０２１５】
　本発明のこの第１プライミング法の次のステップでは、血液ポンプ４８は、点滴チャン
バの容量の半分が移動するまで、その動作方向に動作する。次に、血液ポンプ４８、点滴
チャンバ５２に再び充填されて換気されるまで、再び逆方向に動作する。次に、ポンプは
、通常の動作方向における流体に相当する点滴チャンバの容量の半分を移動させるのに十
分なだけ、再び通常の動作方向に動作する。各々のサイクルでは、透析液または補充液は
、透析装置２０、３０（または、モダリティが異なる場合は、別の濾過器）を介して逆濾
過され、各々のサイクル期間全体における体外回路内の流体の総量を増加させる。第１プ
ライミング方法は、上記のとおり、体外回路に完全に透析液または補充液が充填されるま
で、上記のように前後にサイクルする。このプライミング方法は、本明細書に記載するど
のモダリティ、本明細書に記載するどのポンプ構成、本明細書に記載するどの容積制御に
も適用されることは評価されるべきである。
【０２１６】
　第２のプライミング方法では、別個の生理食塩水またはプライミングリンスバック３６
８が、生理食塩水ライン３７２を介して体外回路に接続される。図示の実施形態では、生
理食塩水ライン３７２は、血液ポンプ４８の上流および下流の２箇所で体外回路にＴ状に
接続する。バルブＶ１１およびＶ１２は、生理食塩水が、血液ポンプ４８の上流および下
流のＴ状接続部の一方または両方に選択的に流れることができるように、生理食塩水ライ
ン３７２内に配置される。動脈接近ライン４４ａは、再び接続部３５８を介して静脈接近
ライン４４ｂに接続される。
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【０２１７】
　本発明の第２のプライミング方法の動作では、ポンプ４８の下流に位置するバルブＶ１
１が開放して血液ポンプ４８が逆に動作し、生理食塩水はバッグ３６８から生理食塩水ラ
イン３７２、バルブＶ１１、接近ライン４４ａ、接続部３５８、接近ライン４４ｂを通り
、点滴チャンバ５２内に揚送される。血液ポンプ４８は、点滴チャンバ５２が充填され、
空気が通気口６４を介してパージされるまで、生理食塩水を揚送する。次に、バルブＶ１
１および空気検出器クランプ５３が閉鎖し、バルブＶ１２が開放し、血液ポンプ４８は、
生理食塩水をバッグ３６８から抜き取り、ポンプ４８の下流でその量の流体を通常動作方
向に押し進め、空気を通気口６４を通して換気する。このサイクルは、体外回路が完全に
プライミングされるまで続く。この第２プライミング方法は、本明細書に記載するどのモ
ダリティ、揚送体系および容積制御方法にも同様に適用することができる。
【０２１８】
　第１および第２プライミング方法の何れかの修正は、血液リンスバックを患者４２に提
供するように行うこともできる。これは、体外ライン内の血液がある場合、血液を患者に
返すために、治療の終わりに行われる。血液リンスバックの主な相違は、接近ライン４４
ａおよび４４ｂが、接続部３５８を介して互いに接続されるのではなく、患者４２に接続
されることである。たとえば、生理食塩水３６８またはその他の適切な源を使用すると、
バルブＶ１１が開放し、ポンプ４８は逆に動作して、血液を動脈ライン４４ａの予備ポン
プ部分にリンスバックする。動脈ライン４４ａのこの部分の空気検出器５４は、血液また
は生理食塩水中の空気を検出し、このような空気が検出された場合、回路をクランプする
。ポンプ４８は、血液が、動脈ライン４４ａの予備ポンプ部分を通って、患者に完全にリ
ンスバックされるように、適切な量の時間だけ動作する。
【０２１９】
　次に、バルブＶ１１が閉鎖して、バルブＶ１２が開放しポンプ４８は、生理食塩水を供
給源３６８から抜き取って、通常方向に動作することができる。ポンプ４８は、生理食塩
水またはその他の適切な流体を源３６８から、動脈ライン４４ａの残りの部分、透析装置
２０、３０（モダリティに応じる）、点滴チャンバ５２を含む静脈ライン４４ｂを通して
揚送する。リンスバックは、血液を体外回路のこれらの部分から患者４２に返す。一実施
形態では、動脈および静脈ライン４４ａお４４ｂ上の生理食塩水センサは、それぞれ、予
め設定した量のリンスバック後に、体外回路が半透明または透明ではない場合に警報を発
する。血液が患者に完全にリンスバックされた後、患者は、本発明の腎不全治療システム
との接続を断つように指示される。
【０２２０】
　上記の第１プライミング方法は、血液リンスバックにも適応させることができる。この
場合、透析液または生理食塩水は、透析装置またはその他のモダリティの濾過器を通して
逆濾過される。血液ポンプ４８は、第１プライミング方法に関連して上記で述べた逆方向
および順方向サイクルで動作する。ポンプ４８は、生理食塩水と血液との混合量を制限す
るため、血液リンスバックの場合は、比較的低速度で動作する。その結果、血液を患者に
完全にリンスバックするために必要な生理食塩水またはその他の溶液は最低限になる。
【０２２１】
　システム５００をプライミングするか、または血液を患者にリンスバックするための別
法による方法では、体外回路内のラインクランプの１つが閉鎖され、透析液の生理食塩水
は、点滴チャンバ５２が患者のレベルまで、たとえば４分の３充填まで充填されるまで、
透析液ポンプ３７０および３９０の一方または両方を介して、体外回路内に揚送される。
点滴チャンバ５２が予め設定されたレベルまで充填された後、透析液または生理食塩水の
注入は停止し、ポンプ３７０および３９０は、流体を体外回路内に揚送しなくなる。次に
、ラインクランプ５４が開放する。血液ポンプ４８は、体外回路を通して透析液を循環さ
せる。必要な場合、クランプ５４が再びクランプされ、この過程を繰り返す。
【０２２２】
　さらに別法によるプライミングまたはリンスバック実施形態では、生理食塩水バッグ３
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６８、供給源または排水バッグからの透析液、生理食塩水ライン３７２、バルブＶ１２、
およびランプ５４と血液ポンプ４８との間の体外回路に至るライン３７２の部分が使用さ
れる。この場合、図２６のバルブＶ１１は不要である。透析液または生理食塩水は、１つ
または複数の透析液ポンプ３７０および３９０を介して透析装置２０、３０に揚送され、
血液ポンプ４８は逆方向に動作し、バルブＶ１２は閉鎖して、動脈ライン４４ａをプライ
ミングまたはリンスバックする。次に、バルブＶ１２が開放し、生理食塩水または透析液
は、供給バッグ３６８から抜き取られ、ポンプ４８は通常の動作方向に動作して、静脈ラ
イン４４ｂをプライミングまたはリンスバックする。この方法は、透析液回路を通して揚
送される透析液または生理食塩水、および体外回路内に直接流れる透析液または生理食塩
水源を使用する。この実施形態は、システム５００に示すバルブＶ１１をなくす。
【０２２３】
　プライミングまたはリンスバックの上記の各々の方法は、上記のモダリティ、ポンプ構
成および容積制御体系の何れにも使用することができる点は評価されるべきである。さら
に、当業者は、本発明の装置および方法を使用して、効果的なプライミングおよびリンス
バックを達成するため、追加のバルブ操作を決定することができる。
【０２２４】
　限外濾過液制御－二重平衡管
　本発明は、平衡デバイスの複数の実施形態を説明しているが、平衡管は、製造の容易さ
、コストおよび効果間の良好なトレードオフを示すと考えられる。たとえば図２５および
図２６に関して上記で述べた平衡チャンバは、血液透析などの血液腎不全治療において、
限外濾過液を効果的の計量および制御することが、長時間テストされて実証されている。
平衡チャンバに関連するシーティングおよびチャンバは、確かに製造可能だが、単にバル
ブチャンバ、蠕動ポンプ用の管類、および本発明の平衡管用管を有するものに比べて、比
較的複雑なカセットを示す。
【０２２５】
　蛇行経路の実施形態は、おそらく最も簡単なカセットを含むが、新鮮透析液の効果的な
使用の点で（新鮮および流出透析液が混合する傾向があるため）、あまり望ましくない。
やはり、この潜在的な欠点は、透析液をオンラインで調製する場合は、それほど問題では
ない。しかし、平衡管は、新鮮透析液バッグを有する家庭用として、最も良い解決方法を
提供する。
【０２２６】
　図２７Ａ～２７Ｄを参照すると、二重平衡管を使用する透析液の容積制御に関する異な
る流動サイクルが示されている。平衡管３６０ａおよび３６０ｂに関連するバルブＶ１～
Ｖ１０の配置は、図２５および図２６の二重平衡チャンバ３４０ａおよび３４０ｂに関連
するバルブＶ１～Ｖ１０の配置と同じである。したがって、平衡チャンバ３４０ａの代わ
りに使用される平衡管３６０ａ、および図２５の平衡チャンバ３４０ｂの代わりに使用さ
れる平衡管３６０ｂは、誰でも容易に想像できる。
【０２２７】
　図２７Ａに示すサイクルは、第１透析液交換サイクルである。この場合、バルブＶ１、
Ｖ４、Ｖ５、Ｖ８、Ｖ９およびＶ１０が開放し、バルブＶ２、Ｖ３、Ｖ６およびＶ７が閉
鎖する。このサイクルの開始時に、平衡管３６０は新鮮透析液を充填され、隔離板３６６
ａは、使用済み部分３６４ａの少なくとも実質的に終わりに位置する。また、平衡管３６
０ｂは流出透析液を充填され、隔離板３６６ｂは、平衡管３６０ｂの新鮮部分３６２ｂの
少なくとも実質的に終わりに位置する。この第１サイクルでは、新鮮透析液ポンプ３７０
は、新鮮透析液をライン３３０、ライン３３０ｂおよびバルブＶ５を通して、平衡管３６
０ｂの新鮮透析液部分３６２ｂ内に揚送する。新鮮部分３６２ｂに入る流体の力は、隔離
板３６６ｂを押し、ひいては使用済み透析液を開放バルブＶ８、ライン３３８ｂ、多岐管
３３８およびバルブＶ９を通して一方の排水バッグに入れる。
【０２２８】
　同時に、使用済み透析液ポンプ３３０は、流出透析液を透析装置または血液濾過器から
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押し出し、対流搬送、ライン３２８ａ、バルブＶ４を通して、平衡管３６０ａの使用済み
部分３６４ａに入れる。平衡管３６０ａの使用済み部分３６４ａに入る流体の力によって
、隔離板３６６ａは平衡管３６０ａの新鮮部分３６２方向に移動する。その結果、新鮮透
析液は、バルブＶ１、ライン３１４ａ、多岐管３１４およびバルブＶ１０を通して、使用
するモダリティに応じて透析装置または体外回路に押し入れられる。図２７Ａのバルブの
説明から、一方の平衡チャンバが患者に対する新鮮流体を計量し、他方の平衡チャンバが
排水管に対する使用済み流体を計量することが分かるであろう。
【０２２９】
　図２７Ｂは、それぞれ平衡管３６０ａおよび３６０ｂの新先端部３６２ａおよび使用済
み端部３６４ｂにおける隔離板３６６ａおよび３６６ｂを示す（図２７Ａに示すサイクル
の移動の終わりにおける）。この瞬間に、すべてのバルブＶ１～Ｖ１０は閉鎖する。すべ
てのバルブが閉鎖すると、シーケンスは、平衡管３６０ａおよび３６０ｂおよびバルブＶ
１およびＶ１０が次の流体搬送サイクルと確実に同期するようにする。
【０２３０】
　次に、図２７Ｃを参照すると、図２７Ａに示すサイクルと逆の流体搬送サイクルが示さ
れており、このサイクルは図２７Ｂに示すバルブ条件から開始し、つまり、平衡管３６０
ａに流出透析液が充填され、平衡管３６０ｂに新鮮透析液が充填される。次に、対向する
流れが生じ、平衡管３６０ａは排水管に対する使用済み流体を計量し、平衡管３６０ｂは
透析装置または体外回路に対する新鮮流体を計量する。このサイクルでは、バルブＶ２、
Ｖ３、Ｖ６、Ｖ７、Ｖ９およびＶ１０が開放し、バルブＶ１、Ｖ４、Ｖ５およびＶ８は閉
鎖する。新鮮透析液ポンプ３７０は、新鮮透析液を多岐管３３０、ライン３３０ａおよび
バルブＶ３を通して、平衡管３６０ａの新鮮部分３６２ａ内に揚送する。この動作によっ
て、隔離板３６６ａは、使用済み透析液をバルブＶ２、ライン３３８ａ、多岐管３３８お
よびバルブＶ９を通して排水管に押し入れる。同時に、使用済み透析液ポンプ３９０は、
使用済み透析液を透析装置または血液濾過器から、対流搬送、ライン３２８ｂ、バルブＶ
６を通して、平衡管３６０ｂの使用済みまたは流出部分３６４ｂ内に揚送する。この動作
によって、隔離板３６６ｂは、新鮮透析液をバルブＶ７、ライン３１４ｂ、多岐管３１４
およびバルブＶ１０を通して患者または透析装置に押し入れる。
【０２３１】
　図２７Ｃのサイクルが完了した後、各々のバルブは、平衡管が図２７Ａに示す状態と同
じ状態で閉鎖し、図２７Ａ～図２７Ｃに示す上記の３つサイクルが繰り返される。図２７
Ｂのすべてのバルブが閉鎖した状態は、比較的短期間だけ生じるため、患者または透析装
置への流体の流れ、および透析装置または血液濾過器からの流体の流れは実質的に拍動し
ない。このような拍動しない流れは、（ｉ）処置は、より効果的に管理される、（ｉｉ）
新鮮および使用済み揚送サイクルは、同じで速度で行われるため、患者から非常に多量の
流体が抜き取られる危険性を減少させる点で、単一平衡デバイスの比較的拍動する流れに
比べて有利である。
【０２３２】
　図２７Ｄを参照すると、本発明の平衡管３６０ａおよび３６０ｂで限外濾過を行うため
の一実施形態が示されている。平衡管３６０ａおよび３６０ｂ内に保持される隔離板３６
６ａおよび３６６ｂ並びに流体の状態は、図２７Ａと同じであることを理解するべきであ
る。しかし、交換サイクルを行うのではなく、図２７Ｄに示すバルブ構成を使用する。こ
の場合、バルブＶ１、Ｖ４およびＶ７～Ｖ９は開放し、バルブＶ２、Ｖ３、Ｖ５、Ｖ６お
よびＶ１０は閉鎖する。限外濾過サイクルでは、使用済み透析液ポンプ３９０のみが作動
する。ポンプ３７０は停止するか、または再循環ライン３３２を行う。ポンプ３９０は、
流出流体を対流搬送、ライン３２８ａおよびバルブＶ４を通して揚送し、隔離板３６６ａ
を平衡管３６０ａの使用済み部分３６４ａから管の新鮮部分３６２ａ方向に押す。この動
作によって、新鮮透析液はバルブＶ１、ライン３１４ａ、多岐管３１４、ライン３１４ｂ
およびバルブＶ７を通って平衡管３６０ｂ内に入る。その結果、平衡管３６０内に入る流
体は隔離板３６６ｂを押し、流出流体は、バルブＶ８、ライン３３８ｂおよび多岐管３３



(53) JP 2019-115715 A 2019.7.18

10

20

30

40

50

８を通り、バルブＶ９から排水される。排水管に送られる流体は、そのサイクル時に、対
応する量の流体が患者または透析装置に送られないため、限外濾過液を表す。
【０２３３】
　この限外濾過液サイクルは、長時間にわたる限外濾過液除去速度を変更するため、流体
交換サイクルと相対的に頻度を変更することができる。流体の適用量は、患者に同様の方
法で与えられ、入ってくる新鮮透析液は、隔離板を介して流出透析液を一方の平衡管から
他方の平衡管に押し、隔離板を他方の平衡管に圧迫して、モダリティに応じて新鮮な溶液
を透析装置または体外回路方向に押す。患者または透析装置は、患者からの流体の対応す
る損失がない状態で流体を取得し、流体の適用量が得られる。
【０２３４】
　次に、図２８を参照すると、本発明の平衡管３６０ａの別法によるバルブ構成が示され
ている。この場合、１対のＴ形３７４は、平衡管３６０ａの３６２ａおよび３６４ａに完
全に嵌合または封止される。バルブＶ１～Ｖ４は、図２７Ａ～図２７Ｄに示す管３６０ａ
の入口および出口に対して同じ構成で配置される。この場合、平衡管３６０ａの各々の端
部３６２ａおよび３６４ａに至る通路が１つだけ必要である。図２７Ａ～図２７Ｄと同様
、バルブＶ２は、流出透析液がライン３３８を介して排水管または排水バッグのどちらに
供給されるかを制御する。バルブＶ４は、透析装置または血液濾過器のどちらからの流出
透析液が、ライン３２８ａを介して平衡管３６０ａに入るかを制御する。バルブＶ２およ
びＶ４は共に、平衡管３６０ａの使用済み透析液端部３６４ａに配置される。バルブＶ３
は、供給バッグの一方からの新鮮透析液が、ライン３３０ａを介して平衡管３６０ａに入
るかどうかを制御する。バルブＶ１は、透析液がライン３１４ａを通って平衡管３６０ａ
から出て行くかどうかを制御する。バルブＶ１およびＶ３は共に、平衡管３６０ａの新鮮
透析液端部３６２ａに位置する。
【０２３５】
　図２８は、隔離板３６６ａが平衡管３６０ａの適切な端部３６２ａまたは３６４ａに移
動したことを検出および確認するため、光センサなどの１対のセンサ３７６が器具内に配
置されていることを示す。たとえば、流体が、透析装置からライン３２８ａおよびＶ４を
通って収容されると予測される場合、腎不全治療機械内の論理は、端部３６２ａでセンサ
３７６の光ビームが遮断され、隔離板３６６ａがセンサ３７６を通過して、行程の終わり
に達した後に再度確立されると予測するであろう。光ビームが遮断または再確立されない
場合、機械は、隔離板３６６ａが、特定サイクルに適する目的地まで移動しなかったと考
え、適切な信号を送信する。別法によるセンサ、たとえば近接、キャパシタンス、ホール
効果、超音波などは、図示の光センサ３７６の代わりに使用することができる。これらの
センサは、バルブ機能を検査するために使用しても良い。この場合、バルブが、閉鎖する
と予想されている時に開放したために、隔離板３６６ａが移動すると、バルブは漏れがあ
ると検出される。
【０２３６】
　限外濾過液の制御－二重蛇行経路
　次に、図２９を参照すると、もう１つの二重平衡デバイス実施形態が示されている。こ
の場合、以前に図２５～図２８に示した平衡チャンバおよび平衡管は、蛇行経路４７０ａ
および４７０ｂに置き換えられる。蛇行経路４７０ａおよび４７０ｂは、やはり図２５～
図２６に示すように、バルブＶ１～Ｖ８の間に配置される。当然、図２５、図２６および
図２９に示すバルブＶ１～Ｖ８の動作は、同時に流体を患者に連続的に送り、使用済み流
体を排水管に送り、限外濾過液を透析装置または血液濾過器から除去するように作動する
。以前のように、二重蛇行経路４７０ａおよび４７０ｂは、どのモダリティでも、また本
明細書に記載する異なるどのタイプのポンプでも実施できる。新鮮流体を透析装置２０、
３０まで押し進めるため、蛇行経路ライン３２８ａ、３３０ａまたはライン３２８ｂ、３
３０ｂに新鮮透析液が充填される。蛇行経路４７０ａのＶ１およびＶ４、または蛇行経路
４７０ｂのＶ６およびＶ７が開放する。ポンプ３９０は、使用済み透析液をライン３２８
ａ、３３０ａまたはライン３２８ｂ、３３０ｂを通して揚送し、対応する多量の新鮮透析
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液を透析装置まで押し進める。次に、バルブＶ２およびＶ３またはバルブＶ５およびＶ８
が開放し、使用済み流体を排水管に押し進める。
【０２３７】
　１つの好ましい実施形態では、蛇行経路４７０ａおよび４７０ｂは交互に入れ替わるた
め、１つの経路が、１つのサイクル時に透析液を透析装置に供給し、他の蛇行経路が、同
じサイクル時に透析液を透析装置に供給する。次に、経路４７０ａおよび４７０ｂの役割
が逆転する。１つの経路が透析液を透析装置に供給している間、他の経路は、新鮮な溶液
を充填され、使用済み透析液を排水管に供給する。蛇行経路４７０ａおよび４７０ｂの各
々は、新鮮および使用済み流体の混合量が最低限になるような長さおよび直径を有するよ
うに構成され、その結果、流体は所望の目的地に多量に移動する傾向がある。
【０２３８】
　限外濾過液を除去するため、ライン３２８ａ、３３０ａまたは３２８ｂ、３３０ｂの１
つからの新鮮流体が移動して、その結果、他のラインからの使用済み流体を排水管に移動
させる。たとえば、蛇行経路４７０ａのバルブＶ１およびＶ４が開放され、その結果、使
用済み透析液はライン３２８ａ、３３０ａに入り、新鮮透析液を開放バルブＶ７を通して
蛇行経路４７０ｂのライン３２８ｂ、３３０ｂに移動させる。バルブＶ６が開放し、使用
済み透析液は、ライン５７２を通って排水管に移動する。必要な場合、バルブが透析液ポ
ンプ３９０の後に追加され、その結果、使用済み流体は、限外濾過液サイクル時にポンプ
３９０内に逆流しない。
【０２３９】
　図示のとおり、別個の限外濾過液ポンプ５７０は、システム５５０または上記システム
の何れかに追加される。限外濾過液ポンプ５７０は、蛇行経路４７０ａおよび４７０ｂが
連続的に作動して、流体を透析装置または血液濾過器に送り、等量の流体を透析装置また
は血液濾過器から取り出すことを可能にする。限外濾過液ポンプ５７０は、透析液を限外
濾過液５７２を通して排水バッグの１つに除去する。限外濾過液機能を蛇行経路４７０ａ
および４７０ｂから除去すると、新鮮および使用済み流体の混合を減少させると考えられ
る。追加の限外濾過液ポンプ５７０は、ポンプ３９０と逆に作動して、適用量の流体を必
要とする患者に提供することもできる。
【０２４０】
　本明細書に記載するどの二重平衡デバイスシステムも、ＡＤＳ接点３５４および３５６
、並びに対応する電子回路を使用して、接近ライン４４ａまたは４４ｂの一方が治療時に
偶発的に患者から外れた場合に検出することができる点は評価するべきである。さらに、
どのシステムも、図２５、図２６および図２９に示し、上記で説明した様々な圧力除去装
置３３２の１つまたは複数を使用することができる。さらに、加熱器は、新鮮透析液ポン
プ３７０の前後に配置される。やはり、ポンプは、本明細書に記載する様々なポンプのど
れでも良い。さらに、どの二重平衡デバイスも、上記で説明する流体調製モジュール、お
よび再循環ループと共に使用することができる。システムは、使い捨てカセット内の流体
の温度を測定するために、非侵襲性の温度測定デバイスを使用する場合もある。
【０２４１】
　限外濾過液制御－重量計
　次に、図３０および図３１を参照すると、交換された透析液および除去された限外濾過
液の量を制御するための他の別法による方法は、供給源および排水バッグ１２～１８内の
流体の重量を測定することによって制御する。便宜上、供給源／排水バッグ１４、１６お
よび１８のみを図３０に示す。腎不全治療過程を制御するために、重量を使用することは
十分に周知されている。１つの重量計を使用して、失われる新鮮流体と取得した使用済み
流体の両方を明らかにすることができる。この場合、流体の正味量が患者から除去または
限外濾過されるため、システムは、時間が経過するにつれて重量が増加すると予測する。
別法によると、新鮮バッグ用の第１重量計および排水バッグ用の第２重量計が使用される
。２つの信号が生成されて加算され、期間内のある時点で蓄積した限外濾過液の量を決定
する。しかし、図３０および図３１のシステムは単一重量計を使用しているが、代わりに
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二重重量計を使用しても良い。
【０２４２】
　図３０および図３１の趣旨は、重量計または重量測定デバイスを本明細書に記載する様
々なシステム内に実施するための１つの装置を示すことである。図３０には、血液治療機
械１４０が示されている。図示の実施形態では、血液機械１４０は、機械１４０の前面の
傾斜部分であるカセット装填部分１４２にカセットを収容する。使い捨てカセットを収容
し、重量計を使用できる機械のその他の実施形態は、図３５～図３９に関して以下で説明
する。バッグ１４、１６および１８は、スタンド１４４上に装填される。スタンド１４４
はシャフト１４６に結合される。
【０２４３】
　図３１は、図３０の断面図の拡大図であり、シャフト１４６、スタンド１４４およびバ
ッグは、機械１４０が治療のために配置されているかどうかに関わらず、機械のテーブル
上に支持される脚部１５２によって支持される。シャフト１４６は、線形軸受け１４８内
で線形に移動可能である。複数の回転防止ピン１６２を有するキャップ１５４は、可動シ
ャフト１４６の端部に取り付けられる。ピン１６２は、機械１４０の筐体内に画定された
嵌合スロットまたは溝内に存在する。ピン１６２および嵌合スロットまたは溝は、シャフ
ト１４６が、機械１４０に対して線形だが回転しないように移動することができる。
【０２４４】
　シート１６４は、転動形ダイアフラム１６８の一方の端部をシートとキャップ１５４と
の間に封止する。脚部１５２および機械の枠に結合された筐体１７６は、転動形ダイアフ
ラム１６８の他方の端部を筐体１７６と機械１４０の枠との間に封止する。筐体１７６、
転動形ダイアフラム１６８およびシート１６４は、閉鎖容量チャンバを形成する。転動形
ダイアフラムは、容積を閉鎖状態に維持し、シャフト１４６が、供給源および排水バッグ
内の重量の変化によって上下に変動することも可能にする。転動形ダイアフラム１６８は
、ゴムまたはプラスチックのシーティングなど、任意の適切な変形可能だが、不浸透性の
材料から製造される。閉鎖容量チャンバ内の空気の量は、バッグ１４～１８および支持装
置の重量によって加圧される。圧力の量は、バッグ１４～１８ないの液体の量を指示し、
液体の量に応じて変化する。
【０２４５】
　圧力センサは、適切なタイプのどのセンサでも良く（図示しない）、たとえば、シート
１６４によって画定される開口部１７８内に設けられる。圧力センサは、閉鎖容量チャン
バ内の圧力を感知する。センサは、信号を機械１４０内のプロセッサまたは制御装置に送
信し、この制御装置は信号を処理して、バッグ１４～１８ないの対応する重量を決定する
。
【０２４６】
　重量制御システムは、上記の容積制御デバイスの必要性をなくす点で望ましい。機械１
４０のカセットは非常に単純であり、主にバルブ流路を含む。この重量システムの１つの
欠点は、患者がバッグをスタンド１４４上に正しく配置する必要があることである。図３
０および図３１に関連して上記で述べたスタンドおよび組立体も、デバイス全体の重量お
よびサイズを増加させる。本発明の家庭用腎不全治療機械は、小型かつ軽量であり、人が
家庭の内外で、容易にデバイスを移動させるか、または操作できることが望ましい。
【０２４７】
　ＥＣＨＤ濾過器
　次に、図３２を参照すると、ＥＣＨＤ濾過器の一実施形態が、濾過器６００で示されて
いる。上記で組み込んだとおり、適切な１つのＥＣＨＤ濾過器は、本発明の譲受人に譲渡
された米国特許第５，７３０，７１２号に記載されている。この特許に記載されている濾
過器に類似する濾過器６００は、単一ユニットとして設けられる。しかし、濾過器６００
は、可変制限手段４０と共に動作することが可能である点で、この特許の濾過器とは異な
る。
【０２４８】



(56) JP 2019-115715 A 2019.7.18

10

20

30

40

50

　濾過器６００は、静脈透析装置２０に対応する筐体６０２、および動脈透析装置３０に
対応する筐体６０２を備える。筐体６０２は、円筒状の剛性プラスチックなど、任意の適
切な材料から製造して良い。ファイバ状の半透過性膜は、静脈分２０および動脈部分３０
内に配置される。これらの膜は、当業者が周知している何らかの方法による注型封入６０
４を介して、筐体６０２の外側端部に注型封入される。これらの膜は、注型封入６０６を
介して、濾過器６００の静脈２０および動脈３０部分の各々の内側端部に注型封入される
。
【０２４９】
　血液入口キャップ６０８は、筐体６０２に封止状態で固定され、血液は、血液管を介し
てキャップ６０８に入り、キャップ内で分散し、動脈部分３０の中空の半透過性ファイバ
膜の内部に入る。同時に、血液は、中空ファイバ膜の外側で、注型封入６０４を介して筐
体６０２に入るのを妨げられる。
【０２５０】
　血液は、濾過器６００を通って、図３２に示す矢印を経由して移動する。つまり、血液
は、濾過器６００の動脈部分３０を通って上方に移動し、動脈部分３０の内部注型封入６
０６から外に出て行く。次に、血液は、中間チャンバ６４２に入る。中間チャンバ６４２
は、筐体６０２の内側端部に封止的に固定される結合部またはその他の管である。
【０２５１】
　血液は、次に、濾過器６００の静脈部分２０内に収容された中空半透過性膜の第２集合
に入る。血液は、これらのファイバに入り、静脈部分２０の筐体６０２の内側端部におけ
る内部注型封入６０６を介して、ファイバの外側で静脈部分２０の筐体に入るのを防止さ
れ、血液は、静脈部分の膜、外側注型封入６０４を通って、血液出口キャップ６３２に流
入する。その結果、血液出口キャップ６３２は、血液を濾過器６００から体外回路内に搬
送する管に封止的に結合される。
【０２５２】
　静脈部分２０の筐体６０２は、透析液入口ポート６３４および透析液出口ポート６３６
を備える。同様に、動脈部分３０の筐体６０２は、透析液入口ポート６３８および透析液
出口および限外濾過液ポート６４０を備える。ポート６３４、６３６、６３８および６４
０は、医用流体管類と封止的に嵌合する任意の適切なタイプで良い。ポート６３４は、透
析液を透析液供給源から収容する。ポート６４０は、患者からの透析液および限外濾過液
が、濾過器６００の外部に抜き取られることを可能にする。流出透析液の流れは、ポート
６４０を介して濾過器６００から出て行く。
【０２５３】
　可変制限手段４０は、ポート６３６および６３８と連通させて配置される。この制限手
段は、比較的多量または比較的少量の新鮮透析液が、静脈部分２０の筐体６０２に配置さ
れた中空ファイバ膜内に逆濾過されるように、ある程度制限的に製造される。上記のとお
り、濾過器６００の浄化は対流または拡散である。濾過器６００は、本発明の望ましい１
つの目標を達成し、つまり、対流モードと拡散浄化モードの両方によって、患者の老廃物
の小分子、中分子または大分子を全体的に効果的に治療する。筐体６０２、キャップ６３
２、６０８、注型封入材料、多孔性ファイバ、およびポートは、任意の適切な材料から製
造される。
【０２５４】
　可変流量制限手段を提供するための装置
　次に、図３３を参照すると、可変流量制限手段４０の一実施形態が示されている。再現
可能かつ正確な可変制限手段を提供するには、多くの類似する異なる方法があると主張さ
れるが、図３３の可変制限手段４０は１つの適切な構成を提供する。システム４０は、結
合器９５８を介してレバーアーム９５６に結合されるステッパモータ９５４を備える。ス
テッパモータは、非常に正確かつ再現性がある位置決め装置として先行技術で公知であり
、これは、正確な距離をおそらく所望の加速度および速度で正確な距離を返すように、ス
テッパモータ９５４に命令するマイクロプロセッサから信号を受信することができる。図
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３３では、ステッパモータ９５４は、主に、一定の表面９６０に対して、レバーアーム９
５６を正確な位置に配置するために使用される。
【０２５５】
　管部分９６２は、図１、図４、図５、図９、図１２および図１４にも示されており、透
析液の流れを透析装置２０と３０との間に接続する。図３３は、部分９５６が、ブラケッ
ト９６４によって表面９６０に対して、所定の場所に保持されていることを示す。図３３
に示すレバーアーム９５６は、現在、全流量が管部分９６２を貫流することが可能な位置
にある。つまり、図３３に示す構成では、殆どの透析液は、透析装置２０または３０の一
方の膜を通って逆流しない。レバーアーム９５６は、図３３に見られるように反時計方向
に回転するので、管部分９６２は変形して、次第に断面積を減少させ、デバイス４０内の
制限手段の量を連続的に増加させる。当然、レバーアーム９５６は、実際上、管部分９６
２を通る全流量を制限し、治療流体全体が、実際上、透析装置２０または３０の１つの膜
を通って体外回路５０に入る位置まで回転させることができる。
【０２５６】
　重要なことに、ステッパモータ９５４は、正確で再現可能である。つまり、ステッパモ
ータ９５４は、レバーアーム９５６を、実際上何回も繰り返して同じ位置に回転させるよ
うに指示することができる。管部分９６２は、レバーアーム９５６および固定表面９６０
に対して、ブラケット９６４によって同じ位置に保持されるため、レバーアーム９５６は
、アーム９５６が指示された同じ位置に移動する時に、ライン９６２を通る同じ量の制限
を正確かつ繰り返し生成する。ステッパモータ９５４のプログラム可能性によって、制限
手段４０は、患者、医師またはその他の操作者所望する治療持続時間全体で変化する実際
上任意の所望の制限プロファイルを有することも可能である。このような可変制限プロフ
ァイルは、上記に説明されており、プログラムとして本明細書に記載するシステムの制御
装置の記憶デバイス内に記憶して、可変制限プロファイルの１つを呼び出して、所望どお
りに実施することができる。
【０２５７】
　カセット、血液治療機械および溶液バッグ間のインターフェース
　次に、図３４を参照すると、カセット１００ａ（上記の図２および図３に示される）は
、血液治療機械の内側に位置する多数の流量デバイスとインターフェースする動作可能位
置に示されている。図示のカセット１００ａは、筐体１０４を備える。筐体１０４には、
多数の流動構成要素が取り付けられ、これらの構成要素は、カセット１００ａ上またはカ
セット１００ａ内に、部分的または完全に設けられる。図示のとおり、透析装置２０およ
び３０は、筐体１０４に取り付けられる。管類１０２は、血液蠕動ポンプのポンプヘッド
部分周囲にループすることができるように延在し、カセット１００ａの筐体１０４に流体
的に接続する。動脈および静脈患者ライン４４ａおよび４４ｂも、それぞれ、カセット１
００ａに取り付けられるか、またはカセット１００ａと連通する。図３３に示すように、
患者接近ライン４４ａおよび４４ｂは、患者接近ライン４４ａおよび４４ｂは最初に互い
に接続され、これらのライン内の殺菌状態を保存する。圧力センサ４６などの多数のセン
サは、さらにカセット１００ａと一体化される。
【０２５８】
　参考のため、排水管容器１２および溶液バッグ１４～１８は、図３４にカセット１００
ａに対する可能性ある１つの隣接位置で示されている。バッグ１２～１８は、管（図示し
ない）を介してそれぞれバッグポート１３２～１３８に接続し、カセット１００ａの筐体
１０４から延在する。ポート１３２～１３８は、図２および図３にも示されている。図２
および図３は、多数の追加のポートも示す。たとえば、ポート１０６は透析装置２０およ
び３０に接続する。ポート１０８は、図２および図１２に示す蠕動ポンプ１０２に接続さ
れる。図２、図３および図１２は、多数の追加のポート１１６も示し、これらのポートは
、図２および図３に関連し記載する濾過器２０、３０に接続される。ポート１１６などの
追加のポート、およびバルブ部分１５６は、カセット１００ａに追加され、図５～図８の
吸着剤カートリッジ２２２で動作し、このカートリッジと連通する。
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【０２５９】
　図３４は、血液治療機械内部に収容される多くのデバイスを示す。たとえば、図３４は
、図２に示すカセットバルブ位置１５６に動作可能に接続された多数のバルブ５６を示す
。流体は常に、使い捨て式の減菌カセット１００ａを貫流する。一方、この機械およびバ
ルブ５６の電子回路は、機械の内部に配置され、再利用される。同様に、加熱器５８は、
図２に示されるカセット１００ａの流体加熱部分１５８に動作可能に結合する。図３４は
、点滴チャンバ５２（たとえばチャンバ５２ａ～５２ｃを総称する）、およびカセット１
００ａで動作可能な温度センサ６２も示す。さらに、図１２に示されているポンプ２２お
よび２４の輸液ポンプ作動装置は、図２に示されているように、ポンプチャンバ１２２お
よび１２４に動作可能に結合する。同様に、限外濾過液ポンプの作動装置、またはポンプ
２６および２８は、図２に示すポンプチャンバ１２６および１２８に動作可能に結合する
。
【０２６０】
　次に、図３５を参照すると、図３４の流動デバイスが示され、この場合は、血液治療機
械１５０内に収容されている。血液治療機械１５０は、本明細書に記載するシステムおよ
び治療の何れかを行う機械である。図３５は、一実施形態では、排水バッグ１２および溶
液バッグ１４～１８が、動作時に、２×２構成で機械１５０の上部に格納されることを示
す。機械１５０は、機械１５０内のカセット１００の相対的配置も示す。特に、バッグの
ポート１３２～１３８は、機械上部から上方に、バッグ１２～１８に比較的近接して延在
する。ポート１１６（たとえば、透析装置または血液濾過器、吸着剤カートリッジ、また
は付随する点滴チャンバ５２などに取り付けられる）は、機械１５０の側部から延在する
。
【０２６１】
　図３５は、蠕動ポンプの血液ライン１０２が、機械１５０の外側に延在し、蠕動ポンプ
４８の揚送ヘッド部分と嵌合することも示し、蠕動ポンプ４８は、主に機械１５０の内部
に収容されるが、管１０２を受け入れるために、機械１５０の外側に位置する回転ヘッド
を有する）。カセット１００ａは、機械１５０の内側のほぼ全体に摺動し、透析装置２０
および３０、蠕動ライン１０２、患者接近ライン４４ａおよび４４ｂ並びにポート１１６
は、機械１５０の外側に残される。
【０２６２】
　機械１５０はグラフィカルユーザインターフェース１６０を備え、これは、患者４２、
看護師またはその他の操作者が治療を開始し、治療を監視し、治療から状況メッセージを
受け取り、患者の治療の治療後分析および状況に関するデータを収集することを可能にす
る。グラフィカルユーザインターフェース（「ＧＵＩ」）１６０は、患者４２またはその
他の操作者が、所望の治療法を選択し、所望または必要な体液喪失またはＵＦ量を治療ご
とに調節することを可能にする。ＧＵＩ１６０は、メモリカード、フラッシュメモリ、モ
デム、インターネット接続、またはその他の適切なローカルエリアまたは広域モードのデ
ータ通信を介するパケット化またはチェック済みデータパケットにより、処方エントリを
受信する。ＧＵＩ１６０を実行する電子回路およびソフトウェアアーキテクチャは、好ま
しい一実施形態では冗長であるため、何らかの重要な機能の監視および制御は、別個のハ
ードウェアおよびソフトウェアによって実行される。
【０２６３】
　一実施形態におけるＧＵＩ１６０は、患者４２または操作者が所望のパラメーターを入
力することを可能にするタッチスクリーンを備える。別法による実施形態では、ＧＵＩ１
６０は、電気機械デバイス、膜スイッチ、音声駆動、メモリカード、または上記の入力デ
バイスの何らかの組合せを使用する。一実施形態では、ＧＵＩ１６０は、管理／代行プロ
セッサシステムなどの複数のプロセッサを介して実行される。別個のプロセッサは、機械
の重要な機能が正しく実行されているかどうかを監視および検査するために設けられる。
つまり、１つのプロセッサは、所望の治療を達成するために、システムの流動デバイスを
制御するために設けられ、別のプロセッサは、ハードウェアプロセッサおよび対応する流
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動デバイスが正しく動作していることを検査するために設けられる。
【０２６４】
　図３６および図３７は、別法による血液治療機械１７０を示し、これは、主に、排水バ
ッグ１２および溶液バッグ１４～１８の構成の点で、機械１５０と異なっている。特に、
機械１７０は、容器１２～１８を垂直に下げることを可能にする回転ラックタイプの構成
１７２を使用する。
【０２６５】
　図３６は、機械１７０から取り外されたカセット１００ａを示す。機械１７０は、図３
６に示すスロット１７４を画定し、このスロットは、図３７に示すように、機械１７０内
にカセット１００ａを挿入することを可能にする。図示のとおり、機械１７０は、図３５
に関連して上記で述べたＧＵＩ１６０を使用する。図３５～図３７は、複数の方法で溶液
バッグ１２～１８の支持を構成することが可能であることを示す。
【０２６６】
　次に、図３８～図４１を参照すると、別法による血液治療機械１８０は、こうした流体
の搬送のための上記のポンプの代わりに、透析液および血液の一方または両方を移動させ
る線形チュービングポンプを使用する。当然、透析液流路または患者の血液回路の何れか
に、複数の異なるタイプの揚送技術の何れか１つを使用することが可能である。たとえば
、図３４に示すように、血液回路に使用されるポンプ４８などの蠕動ポンプは、透析液流
路に関して上記で述べた容量ポンプ２２～２８の代わりに使用することができる。蠕動ポ
ンプは、ポンプ４８のように、主に血液治療機械の内部に配置され、管１０２と同様に機
械の外側に管を収容するが、透析液または治療流体を揚送する。
【０２６７】
　図３８の機械１８０は類似のタイプの代替物を示し、これは、一連の隣接して配置され
る円形ドライバフィンガー１８２を使用し、これらのフィンガーは、別法によるカセット
１９０の内部に位置する透析液または治療用流動管に対してほぼ垂直に並ぶ。線形フィン
ガー１８２は、蠕動ポンプ内のローラに類似する方法で透析液管１８４を順に圧縮し、カ
セット１００ｂの可撓性透析液管１８４内で流体を圧縮し、これらの管を通して、流体に
関して所望の目的地に移動させる。高流量透析装置２０および３０は、上記のとおり、別
法によるカセット１００ｂに接続し、一実施形態では、図示のとおり機械１８０の一方の
側部から延在する。１つまたは複数のモータ１８６は、カムを回転させて、規定の順序に
従って線形フィンガー１８２を駆動させるために設けられる。
【０２６８】
　次に、図３９を参照すると、線形チュービングシステムの一実施形態が示されている。
この場合、排水バッグ１２および複数の溶液バッグ１４、１６、１８および１８８は、テ
ーブルの天板１９２によって支持される。たとえば管１９４および１９６を介したチュー
ビング接続は、別法によるカセット１００ｂとバッグ１２～１８および１８８との間で行
われる。カセット１００ｂは、機械１８０によって画定されるスロット１９８内に配置さ
れる。機械１８０は、上記のＧＵＩ１６０も備える。
【０２６９】
　次に、図４０および図４１を参照すると、カセット１００ｂおよび別法によるカセット
１００ｃは、線形チュービングポンプで動作するように、本発明のカセットを構成するた
めの様々な実施形態を大まかに、個々に示している。カセット１００ｂおよび１００ｃは
共に、排水バッグ１２および溶液バッグ１４～１８および１８８で動作する。両方のカセ
ット１００ｂおよび１００ｃは、多くのセンサ、たとえば血液漏れ検出器６６、複数の圧
力センサ４６および複数の空気／水分レベルセンサ６８を備える。療法のカセット１００
ｂおよび１００ｃは、上記のとおり、外側に取り付けられた高流量透析装置２０および３
０で動作する。制限手段４０は、動脈および静脈透析装置間の透析液経路内に配置される
。
【０２７０】
　カセット１００ｂおよび１００ｃは共に、図３８に関する上記の線形チュービング部分
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１８４を備える。図４０および図４１は、本発明の線形チュービングポンプの１つの利点
を示し、つまり、機械１８０に関連するドライバフィンガー１８２は、血液および透析液
流路の両方に関してカセット１００ｂ／１００ｃの線形チュービング部分１８４で動作可
能であり、２つのタイプの揚送システムを有する必要がなくなる。
【０２７１】
　図４１のカセット１００ｃは、再循環ライン２２０に流体的に接続して、活性炭または
吸着剤カートリッジ２２２に至る追加の線形チュービング部分１８４を備える。再循環ラ
イン２２０は、カートリッジ２２２から、透析液投入ラインおよび高流量透析装置３０内
に延在する。透析液の静脈透析装置２０への流れ、および動脈透析装置３０からの流れは
、一実施形態では、流量測定デバイスを介して線形チュービングポンプに関連して監視さ
れ、流量測定デバイスは、静脈透析装置２０内に入る投入ライン２０２における流量を測
定し、バッグ１４、１６、１８および１８８から、どの程度の新鮮透析液が供給されるか
を感知する。流量測定デバイスは、漏れ検出器１６６を介して排水バッグ１２に通じるラ
イン２０４を介して、動脈透析装置３０から出る流れも測定する。図４１は分岐ライン２
０６を示し、このラインは、使用済み透析液またはＵＦの一部分が、再循環ライン２２０
を介して活性炭または吸着剤カートリッジ２２２にシャントされた後、動脈透析装置３０
内に戻ることを可能にする。
【０２７２】
　誘導加熱器
　次に、図４２および図４３を参照すると、本発明の加熱器５８の２つの実施形態が、そ
れぞれ加熱器５８ａおよび５８ｂで示されている。上記のとおり、加熱器５８は、任意の
適切なタイプの医療流体加熱器、たとえばプレート加熱器、赤外線、もしくはその他のタ
イプの放射加熱器、対流加熱器、またはこれらの何らかの組合せで良い。加熱器５８ａは
、誘導加熱器または誘導コイルを有する加熱器である。誘導加熱器５８ａは、カセット１
００などの使い捨てカセットに一体に構成されるか、または固定的に接続される。一方、
誘導加熱器５８ｂは、１対の管を介して使い捨てカセット１００に接続し、カセット１０
０の主本体から離して配置される。
【０２７３】
　図４２を参照すると、カセット１００の一部分が示されている。カセット１００は、流
体流路７６および流体流路７８を画定する。図示の実施形態では、流体流路７６は、誘導
加熱器５８ａの入口である。流体流路７８は、流体加熱器５８ａの出口である。つまり、
新鮮透析液ポンプは、流体を流路７６から、加熱器の筐体７２ａによって画定される流体
チャンバ７４ａ内に揚送することができる。次に、加熱された流体は、流体チャンバ７４
ａから流動チャネル７８を通り、たとえば透析装置または容量平衡デバイスに流れる。
【０２７４】
　インライン加熱器５８ｂに関しては、流体は、透析液ポンプを介して、入口ポート８２
に封止敵に接続された管（図示しない）に流れる。流体は、加熱器５８ｂから、出口ポー
ト８４に封止的に接続された管（図示しない）、および使い捨てカセットの主本体上に位
置する類似のポートを通って使い捨てカセットに流れる。
【０２７５】
　加熱器５８ａおよび５８ｂの各々は、加熱要素または誘導コイル８０を備える。加熱器
要素８０は、流量チャネル７４ａおよび７４ｂの各々の内部に挿入される。一実施形態で
は、加熱器要素８０は、実質的に円筒状であり、実質的に円筒状の筐体７２ａおよび７２
ｂ内にそれぞれ配置された場合、加熱器要素８０の外側を長手方向に流下し、加熱器要素
８０の内部を逆流してから、加熱器５８ａまたは５８ｂを出る環状流体流路を形成する。
加熱器要素８０は、加熱器５８ａおよび５８ｂを貫流する流体に関して、加熱要素の表面
積を増加するため、波形であるか、さもなければ鰭状構造を有することができる。
【０２７６】
　一実施形態では、加熱器要素８０は、変圧器の短絡二次コイルであるか、またはこのよ
うなコイルとして動作する。閉鎖しているか、またはループ状の要素は、電気的にエネル
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ギーを散逸させず、代わりに熱に変換される。機械内に位置する変圧器は、一次コイルで
ある。一次コイルは、ＡＣ高周波数電源によって電力を供給される。
【０２７７】
　流体加熱器５８ａおよび５８ｂは、加熱器を貫流する液体の温度を監視できるように配
置された１つまたは複数の温度センサを含む。一実施形態のこの温度センサは、赤外線温
度センサである。一実施形態における加熱器要素８０は、ステンレス鋼などの非腐食性金
属から製造される。
【０２７８】
　動作時、低温または室温の透析液は、加熱器要素８０の外側に沿って加熱器要素８０の
底部周囲に、次に加熱器要素８０の内側に沿って誘導加熱器５８ａまたは５８ｂ内に揚送
され、最後に加熱器から出て行く。一実施形態では、カセット１００などの使い捨てカセ
ットは、筐体７２ａによって画定された加熱キャビティが、腎臓治療機械内に位置する一
次コイル上に直接配置されるように挿入する。一次コイルは、通電されると、磁気的に短
絡コイル８０に電流を誘導して、要素８０および周囲の流体を加熱する。一次コイルは、
カセットを腎不全治療機械内で中心に配置して安定させるという二次的な目的に役立つ。
【０２７９】
　一実施例では、要素８０の表面積は、毎分約１５０ミリリットルの流速で透析液を５℃
～３０℃加熱するために約１０平方インチ以下で良い。加熱器は、直径約１インチ（２５
．４ミリメートル）×１．５インチ（３８．１ミリメートル）の寸法を有する。別法によ
ると、その他のサイズ、形状およびまたは複数のコイル８０を使用して良い。
【０２８０】
　平衡チャンバを有するカセット
　次に、図４４を参照すると、断面で示されているカセット１００の一部分は、本発明の
カセットベースの平衡チャンバ３４０を提供するための一実施形態を示す。カセット１０
０（カセット１００ａ～１００ｃの各々を含む）は、上部部分９６、下部部分９８、およ
び可撓性シーティング３４６を含む。一実施形態では、部分９６および９８は、適切な剛
性プラスチックから製造される。一実施形態では、可撓性膜またはダイアフラム３４６は
、適切なプラスチックまたはゴム材料、たとえばＰＶＣ，非ＤＥＨＰ　ＰＶＣ、クレイト
ンポリプロピレン混合物、または類似材料から製造される。
【０２８１】
　シーティング３４６は、半分９６または９８に溶接または接着される。過剰なシーティ
ングはトリミングする。次に、この２つの部分は、部分間の嵌合界面で接着する。これで
、部分９６および９８間にシーティング３４６が得られる。部分９６および９８は、シー
ティング３４６の溶接が、部分９６および９８間に限られるように構成する。その結果、
部分９６および９８は、カセットの可撓性膜またはダイアフラム３４６を挟まれる。
【０２８２】
　入口および出口流路に関する図１７～図２１と同じ用語を平衡チャンバ３４０に使用す
ると、新鮮透析液を収容および分散させる上部部分９６は、入口流路３３４および出口新
鮮流体流路３１４を画定する。同様に、流出透析液を収容および分散させる下部部分９８
は、入口流出経路３３６および出口流出３３８を画定し、および。これらの流体経路は、
図１７～図２１に示す類似の参照符号を有する流体ラインと連通する。
【０２８３】
　平衡チャンバ３４０に新鮮な流体が充満している場合、平衡チャンバおよび新鮮流体経
路３３４の上流に位置するバルブが閉鎖する。透析液を患者または透析装置まで押し進め
るため、入口流出ライン３３６と連通するバルブは、新鮮透析液供給ライン３１４と連通
するバルブと同様に開放する。このバルブ構成によって、加圧流出流体は、膜またはダイ
アフラム３４６を流出入口３３６から離して、チャンバ３４０の上部方向に押し、それに
よりチャンバ３４０内の新鮮透析液を透析装置または患者に押しやることができる。
【０２８４】
　平衡チャンバ３４０は、図示のように水平に向けるか、または垂直に向けることができ
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る。垂直の場合、入口は、空気を流体からより良好に排出するために、出口の下に配置す
ることが好ましい。また、ポートは、平衡管に関する図３８の別法によるバルブ構成と同
様、各々のチャンバの１つのポートに結合する。１つのポートは、必要に応じて、部分９
６または９８間の界面に比較的近く、または直接隣接させて配置する。
【０２８５】
　もう１つの実施形態では（図示しない）、平衡チャンバを提供するカセット１００の部
分は、上部および下部の剛性部分９６および９８を含まない。代わりに、カセット１００
のこの部分は、３層または３つの別個の可撓性膜を備える。カセットが腎不全治療機械内
に装填されると、機械は、２つの外側の膜上に真空を引き、その結果、外側の膜は、平衡
チャンバを画定する機械の壁に対して吸収される。この構成は、必要な剛性プラスチック
の量を減少させ、容易かつ安価に製造することができると考えられる。別法による構成で
は、平衡チャンバのキャビティ内の圧力は、シーティングを押してキャビティに適合させ
るため、真空の必要はない。外側の層は、入口および出口透析液ラインと嵌合するように
、この層と一体に成形されるか、または封止的に接続されるポートを有する。
【０２８６】
　平衡管
　次に、図４５を参照すると、平衡管３６０の一実施形態が示されている。上記のとおり
、同様の用語を使用すると、平衡管３６０は、平衡チャンバ３４０の可撓性膜３４６と同
様に機能する隔離板３６６を含む。図示の実施形態では、隔離板３６６は、円筒状筐体３
８２内でぴったりした状態で移動するボールまたは球状の物体である。１対のキャップ３
８４および３８６は、円筒状筐体３８２の何れかの端部に設けられる。キャップ３８４お
よび３８６は、外側のＯリング３８８を介して、円筒状管類３８２を封止する。隔離板ま
たはボール３６６は、内側Ｏリング３９２を介して、キャップ３８４および３８６を封止
する。別法による実施形態では、キャップ３８４および３８６は、円筒状管３８２を取り
外されないように、または密閉して封止する。ポート３９４および３９６は、それぞれキ
ャップ３８４および３８６と一体に形成されるか、またはこれらのキャップに取り付けら
れる。ポート３９４および３９６は、当業者が周知している何らかの機構を介して嵌合す
る管を封止する。
【０２８７】
　一実施形態では、円筒状管３８２は半透明または透明であるため、光センサは、ボール
または隔離板３６６が適切に移動の終わりに達したかどうかを検出することができる。超
音波またはその他のタイプのセンサは、代わりに使用することができる。組立体は、嵌合
する前に取り付けられる隔離板３６６と管の中央で嵌合する２ピースの射出成形プラスチ
ックから製造することができる。嵌合は、溶剤結合、超音波、または等業者が周知してい
るその他の技術によって行われる。管３８２は、単純な押出し成形品で、成形端部キャッ
プを二次的な作業で適用しても良い。
【０２８８】
　ボールまたは隔離板３６６は、円筒３８２の内部にぴったりと、しかも円滑に適合する
ようなサイズにする。新鮮流体と流出流体との少量の混合は、システムの性能に実質的に
影響することなく行われる。別法による実施形態では、円筒ピストンタイプの隔離板が設
けられる。何れの場合も、隔離板３６６は、場合によって、摺動または回転封止を強化す
るのに役立つワイパーまたは変形可能なフランジなど、追加の封止措置を有する場合があ
る。
【０２８９】
　平衡管３６０に関して図４５に示す構成要素の各々は、プラスチックまたはその他の適
切な材料から製造される。一実施形態では、平衡管３６０は、カセット１００と一体に成
形される使い捨て部品であるか、または図４２および図４３の加熱器５８ａおよび５８ｂ
と同様に、管類を介してカセットに取り付けられる。射出成形キャップまたは組立体を使
用する場合、Ｏリングおよび取付具は不要である。さらに、隔離板を位置決めするための
超音波または光センサなどのセンサは、管の端部に封止する必要性をなくすことができる
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。
【０２９０】
　本明細書に記載する現時点で好ましい実施形態に対する様々な変更および修正は、当業
者にとっては明らかであると考えるべきである。このような変更および修正は、本発明の
精神および範囲を逸脱せず、また意図する利点を減少させずに行うことができる。したが
って、こうした変更および修正は、添付の請求の範囲に含むことを意図する。
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