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(57)【要約】
【課題】カテーテルアセンブリを通る流体流れの選択的
な起動を可能にするための要素を有する洗浄可能なカテ
ーテルアセンブリがここに開示される。
【解決手段】カテーテルアセンブリのカテーテルアダプ
タ内に隔壁が配置され、隔壁は流路を含む。流路は、同
様にカテーテルアダプタ内に配置された隔壁起動部材に
より付勢開放される前に、閉じられている。複数の通気
溝が、隔壁とカテーテルアダプタの内表面との間に介設
され、カテーテルを患者に挿入する際の血液の「フラッ
シュバック」を可能にする。カプラがカテーテルアダプ
タの近位開口に取り付けられると、隔壁起動部材が隔壁
の流路を通って前進される。
【選択図】図１５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体であって、前記本体の近位端から前記本体の遠位端まで延びる第１の管状空隙を有
する本体と、
　前記本体の前記第１の管状空隙内に配置される隔壁であって、前記隔壁は遠位端と近位
端を有し、前記隔壁は前記本体の内壁に接触し、前記本体の前記遠位端と前記近位端との
間のシールを形成し、それにより前記本体の前記遠位端と前記近位端との間の流体流れを
妨げる隔壁と、
　隔壁起動部材であって、前記隔壁起動部材の近位端から前記隔壁起動部材の遠位端まで
延びる第２の管状空隙を形成し、前記隔壁起動部材は、最初に、前記隔壁の遠位端に近い
前記第１の管状空隙内に配置され、続いて、前記隔壁の前記遠位端を通して押し進められ
、それにより、前記隔壁と前記隔壁起動部材の前記第２の管状空隙を通る流体経路が作成
され、前記隔壁起動部材の前記近位端は、前記隔壁起動部材の前記近位端の外表面と前記
本体の前記内壁との間の流体の流れを妨げるために、前記隔壁起動部材の前記近位端の前
記外表面と前記本体の前記内壁との間のシールを形成するのに十分な外径を有し、前記隔
壁起動部材の前記近位端は、前記隔壁起動部材の前記遠位端に接続される別パーツである
スリーブを備え、前記スリーブは、前記隔壁起動部材の大部分を格納するように構成され
る、隔壁起動部材と
　を備えることを特徴とする血管アクセス装置。
【請求項２】
　前記スリーブは、前記隔壁起動部材の前記遠位端に成形されるエラストマー材料で形成
されることを特徴とする請求項１に記載の血管アクセス装置。
【請求項３】
　前記スリーブの遠位端における前記スリーブの外径は、前記スリーブの近位端における
外径より大きいことを特徴とする請求項１に記載の血管アクセス装置。
【請求項４】
　本体であって、前記本体の近位端から前記本体の遠位端まで延びる第１の管状空隙を有
する本体と、
　前記本体の前記第１の管状空隙内に配置される隔壁であって、前記隔壁は遠位端と近位
端を有し、前記隔壁は前記本体の内壁に接触し、前記本体の前記遠位端と前記近位端との
間のシールを形成し、それにより前記本体の前記遠位端と前記近位端との間の流体流れを
妨げる隔壁と、
　隔壁起動部材であって、前記隔壁起動部材の近位端から前記隔壁起動部材の遠位端まで
延びる第２の管状空隙を形成し、前記隔壁起動部材は、最初に、前記隔壁の遠位端に近い
前記第１の管状空隙内に配置され、続いて、前記隔壁の前記遠位端を通して押し進められ
、それにより、前記隔壁と前記隔壁起動部材の前記第２の管状空隙を通る流体経路が作成
され、前記隔壁起動部材の前記近位端は、前記隔壁起動部材の前記近位端の外表面と前記
本体の前記内壁との間の流体の流れを妨げるために、前記隔壁起動部材の前記近位端の前
記外表面と前記本体の前記内壁との間のシールを形成するのに十分な外径を有し、前記隔
壁起動部材の前記近位端は、前記隔壁起動部材の前記近位端の前記外表面を形成する別パ
ーツであるドーナツ状バンドを含み、前記ドーナツ状バンドは、前記隔壁起動部材の最も
近位端で洗浄されるように構成される、隔壁起動部材と
　を備えることを特徴とする血管アクセス装置。
【請求項５】
　前記ドーナツ状バンドは、前記隔壁起動部材の前記近位端に形成されたリップを介して
前記隔壁起動部材の前記近位端に取り付けられることを特徴とする請求項４に記載の血管
アクセス装置。
【請求項６】
　前記ドーナツ状バンドは、エラストマー材料を備えることを特徴とする請求項５に記載
の血管アクセス装置。
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【請求項７】
　前記隔壁起動部材は、前記隔壁起動部材の外表面から延びる１つまたは複数のフィンを
さらに備えることを特徴とする請求項４に記載の血管アクセス装置。
【請求項８】
　前記フィンは、前記本体の前記内壁に接触し、前記隔壁起動部材の近位への移動または
遠位への移動のうちの１つ又は複数を制限することを特徴とする請求項７に記載の血管ア
クセス装置。
【請求項９】
　前記本体の前記内壁は、前記１つまたは複数のフィンの近位に配置された段部を含み、
前記段部は、前記１つ又は複数のフィンが前記段部を超えて近位に移動するのを止めるよ
うに構成されることを特徴とする請求項８に記載の血管アクセス装置。
【請求項１０】
　前記１つまたは複数のフィンは、前記隔壁起動部材の遠位への移動を制限するために、
前記隔壁の前記近位端に接触することを特徴とする請求項８に記載の血管アクセス装置。
【請求項１１】
　前記１つまたは複数のフィンは、前記隔壁起動部材の前記外表面の周囲に間隔を空ける
複数のフィンを備えることを特徴とする請求項７に記載の血管アクセス装置。
【請求項１２】
　本体であって、前記本体の近位端から前記本体の遠位端まで延びる第１の管状空隙を有
する本体と、
　前記本体の前記第１の管状空隙内に配置される隔壁であって、前記隔壁は遠位端と近位
端を有し、前記隔壁は前記本体の内壁に接触し、前記本体の前記遠位端と前記近位端との
間のシールを形成し、それにより前記本体の前記遠位端と前記近位端との間の流体流れを
妨げる隔壁と、
　隔壁起動部材であって、前記隔壁起動部材の近位端から前記隔壁起動部材の遠位端まで
延びる第２の管状空隙を形成し、前記隔壁起動部材は、最初に、前記隔壁の遠位端に近い
前記第１の管状空隙内に配置され、続いて、前記隔壁の前記遠位端を通して押し進められ
、それにより、前記隔壁と前記隔壁起動部材の前記第２の管状空隙を通る流体経路が作成
され、前記隔壁起動部材の前記近位端は、前記隔壁起動部材の前記近位端の外表面と前記
本体の前記内壁との間の流体の流れを妨げるために、前記隔壁起動部材の前記近位端の前
記外表面と前記本体の前記内壁との間のシールを形成するのに十分な外径を有し、前記隔
壁は、前記隔壁起動部材が前記隔壁の前記遠位端の近位に配置されたときに、前記隔壁起
動部材の部分が格納される第３の管状空隙を含み、前記隔壁起動部材の前記遠位端は、流
体流れが前記隔壁起動部材の前記遠位端から分岐させる１つまたは複数の長手スロットを
含む、隔壁起動部材とを備えることを特徴とする血管アクセス装置。
【請求項１３】
　前記第３の管状空隙に格納される前記隔壁起動部材の前記部分は筒状部分であり、前記
筒状部分は、前記第３の管状空隙の直径と少なくとも同じ大きさの外形を有し、それによ
り、前記筒状部分と前記第３の管状空隙との間のシールを形成することを特徴とする請求
項１２に記載の血管アクセス装置。
【請求項１４】
　前記隔壁起動部材の前記近位端は、遠位面を有するプランジャを備え、前記隔壁起動部
材が前記隔壁の前記遠位端を通して推し進められたとき、前記プランジャの前記遠位面は
、前記隔壁の前記近位端の近位面に接触し、それにより前記プランジャの前記遠位面と前
記隔壁の前記近位端の前記近位面との間のシールを形成することを特徴とする請求項１３
に記載の血管アクセス装置。
【請求項１５】
　本体であって、前記本体の近位端から前記本体の遠位端まで延びる第１の管状空隙を有
する本体と、前記第１の管状空隙の前記遠位端における直径は、前記第１の管状空隙の前
記近位端における直径より小さく、
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　前記本体の前記第１の管状空隙内に配置される隔壁であって、前記隔壁は第２の管状空
隙を形成する筒状部と、前記筒状部の近位に配置される膜部とを有し、前記筒状部は前記
本体の前記遠位端内に部分的に含まれ、その結果前記筒状部の近位部分は、前記本体の前
記近位端に伸び、前記筒状部の前記近位部分は、前記本体の前記近位端における前記第１
の管状空隙の前記直径より小さく、前記筒状部の前記近位部分は、前記筒状部の外側から
前記第２の管状空隙内へ流体の通過を許容する１つまたは複数の開口を更に含み、前記膜
部は、前記第１の管状空隙の前記近位端における前記直径と少なくとも同じ大きさの外径
を有する、隔壁と、
　隔壁起動部材であって、前記隔壁起動部材の近位端から前記隔壁起動部材の遠位端まで
延びる第３の管状空隙を形成し、前記隔壁起動部材の前記遠位端は、前記第３の管状空隙
への開口を備える１つまたは複数のスロットを有し、前記隔壁起動部材は、最初に、前記
隔壁の前記膜部に近い前記第１の管状空隙内に配置され、遠方へ押し進められると、少な
くとも前記１つまたは複数のスロットを含む、前記隔壁起動部材の前記遠位端は、前記膜
部を越えて遠方に延び、それにより、前記第３の管状空隙を通り、前記スロットを介し、
前記筒状部の前記１つまたは複数の開口を介し、前記第２の管状空隙への流体経路が作成
される、隔壁起動部材とを備えることを特徴とする血管アクセス装置。
【請求項１６】
　前記隔壁起動部材の前記遠位端は、前記膜部の外周部の周りに延びることを特徴とする
請求項１５に記載の血管アクセス装置。
【請求項１７】
　前記本体の前記近位端と前記遠位端は、近位に面するエッジにより分離され、前記隔壁
起動部材の前記遠位端は、前記近位に面するエッジに接触するまで遠方に移動されること
を特徴とする請求項１５に記載の血管アクセス装置。
【請求項１８】
　前記１つまたは複数のスロットは、前記隔壁起動部材の前記遠位端の前記外周部の周り
に分散して配置される複数の長手スロットを備えることを特徴とする請求項１５に記載の
血管アクセス装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は注入装置、特に周辺（末梢）静脈（ＩＶ）カテーテルに関する。特に、本発明
は、カテーテルアセンブリを通じる流体流れの選択的な起動を可能にする要素を有する洗
浄可能な周辺ＩＶカテーテルアセンブリに関する。
【背景技術】
【０００２】
　種々の注入治療のため、カテーテルが一般的に用いられている。例えば、カテーテルは
、通常塩類溶液、種々の薬剤などの液体の注入、患者への総合非経口栄養の注入、患者か
らの血液の抽出、および患者の血管システムの種々のパラメータをモニターすることのた
めに用いられる。
【０００３】
　カテーテルまたはニードルは典型的にカテーテルアダプタに連結され、ＩＶチュービン
グがカテーテルに取り付けられるのを可能にする。そして、患者の脈管構造内にカテーテ
ルまたはニードルが配置された後、カテーテルアダプタは、ＩＶチュービングの部分を介
して流体源に接続される。血管内でのニードルおよび／またはカテーテルの適切な配置を
確かめるため、臨床家は概して、カテーテルアセンブリのフラッシュバックチャンバに血
液の「フラッシュバック」があることを確認する。
【０００４】
　カテーテルの適切な配置が確認されると、臨床家はカテーテルアダプタをＩＶチュービ
ングの部分に取り付けなければならない。このプロセスは、血液への望ましくない暴露を
避けるため、臨床家に、手作業で静脈を塞ぐことを要求する。患者の静脈の手作業による
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閉塞は、臨床家に、面倒にも、患者の静脈の圧力を維持するのと同時に、カテーテルアダ
プタとＩＶチュービングを接続することを要求する。
【０００５】
　一般的ながら望ましくない実施は、臨床家がＩＶチュービングをカテーテルアダプタに
位置づけ、接続する間、血液が一時的且つ自由にカテーテルアダプタから流れるのを許容
することである。他の一般的な実施は、患者の静脈内にニードルまたはカテーテルを配置
する前に、カテーテルアダプタをＩＶチュービングに取り付けることである。この方法は
血液への望ましくない暴露を防止するかもしれないが、ＩＶライン中の正圧が望ましいフ
ラッシュバックを妨げるかもしれない。
【０００６】
　注入治療に関連した合併症は、重大な病的状態と死亡率をも含む。このような合併症は
、血管アクセス装置内または血管外システムの周辺領域における停滞した流体流れの領域
によって、引き起こされる可能性がある。これらは、血管外システムの隔壁または弁機構
の構造、または血管外システムのかかる領域内での流体力学のため、流体の流れが制限さ
れ、または存在しない領域である。血液、気泡または注入された薬剤は、制限されたまた
は存在しない流体流れの結果、これらの停滞領域に閉じ込められ得る。血液が血管外シス
テム内に閉じ込められたとき、感染につながる細菌が繁殖可能である。異なる薬剤が血管
外システムに注入されたとき、または血管外システムが物理的ショックを受けたとき、血
管外システムの流体流れは変化し、閉じ込められた気泡または残薬を解放して、血管外シ
ステムのアクティブな流体通路に戻す。この血管外システムのアクティブな流体通路内へ
の気泡および残薬の解放は、重大な合併症をもたらす可能性がある。
【０００７】
　解放された気泡は、血管外システムを通じる流体流れを止め、その適切な機能を阻害し
得る。より深刻には、解放された気泡が、患者の血管システムに侵入し、血流を止め、組
織損傷さらには発作を引き起こす可能性があることである。加えて、残剤が、現在注入さ
れている薬剤と相互作用し、血管外システム内の沈殿物を生じさせ、その適切な機能を阻
害する可能性がある。さらに、残薬が、患者の血管システムに侵入し、意図しないおよび
／または望まれない効果を引き起こす可能性がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】米国特許第７,００８,４０４号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　したがって、血液への望ましくない暴露に遭遇する危険性無しに、制御された、望まし
いフラッシュバックを可能にする要請が、カテーテルアセンブリの分野に存在する。さら
に、血管アクセス装置および血管外システムの内部における停滞流の領域を除去し、防止
し、または制限する、カテーテルアセンブリの弁機構を提供する要請が、当該分野に存在
する。このようなカテーテルアセンブリがここに開示される。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上述の制限を克服するため、本発明は、カテーテルアセンブリを通る流体流れの選択的
な起動を可能にするための要素を有する洗浄可能な周辺ＩＶカテーテルアセンブリに関す
る。本発明のカテーテルアセンブリは概して、カテーテルアダプタに連結されるカテーテ
ルを含む。当該技術で一般的に知られているように、カテーテルは概して、チタン、外科
用スチールまたは合金等の金属材料を含む。当該技術において一般的に知られ且つ使用さ
れているように、幾つかの実施形態において、ポリマー製カテーテルが金属製誘導ニード
ルニードルと共に用いられることができる。
【００１１】
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　本発明の幾つかの実施形態において、隔壁がカテーテルアセンブリの管状空隙内に配置
され、カテーテルアダプタを通る流体の流れを防止し、または制限する。隔壁は概して、
注入処置の際に一般的に遭遇される血液、薬剤および他の液体への暴露に適合した柔軟ま
たは半柔軟な材料を含む。幾つかの実施形態において、溝がカテーテルアダプタの内表面
に設けられ、隔壁は溝内に着座される。こうして、カテーテルアダプタ内での隔壁の位置
は維持される。
【００１２】
　本発明の幾つかの実施例において、スリットや小穴などの閉じられたまたは部分的に閉
じられた流路が、隔壁のバリア面にさらに設けられる。流路は、流体が隔壁を迂回してカ
テーテルアダプタを通るのを許容する。幾つかの実施形態において、流路は、プローブま
たは隔壁起動部材によって開放または起動される前に、閉じられているスリットである。
プローブまたは隔壁起動部材は、カテーテルアダプタの管状空隙内に配置される。開放ま
たは起動される前、スリットは、カテーテルアダプタを通る流体の通過を妨げる。そして
、幾つかの実施形態において、複数の通気路が隔壁と溝の間に介設され、スリットが開か
れる前に空気流がカテーテルアダプタを通るのを許容する。通気路は、カテーテルアダプ
タ内での正圧の高まりを妨げ、カテーテルと、カテーテルアダプタの前部チャンバ内への
血液のフラッシュバックを可能にする。
【００１３】
　隔壁起動部材は概して、プローブ端と接触端とを有するプラスチック製または金属製筒
状本体を含む。プローブ端は、隔壁の流路に隣接して位置され、接触端は、カテーテルア
ダプタの近位開口に隣接して位置される。プローブがカテーテルアダプタの近位開口に挿
入されたとき、隔壁起動部材のプローブ端は隔壁の流路を通って前進される。プローブが
隔壁起動部材の接触面と接触すると、隔壁起動部材は遠位方向に前進し、カテーテルアダ
プタを通る。このとき、隔壁起動部材のプローブ端が隔壁を通って流路を開く。一旦開放
されると、カテーテルアセンブリを通る流体の自由流れが可能である。
【００１４】
　最後に、カテーテルアダプタの管状空隙内における隔壁起動部材の存在は、異常な流体
流れを生じさせ、これは、カテーテルアセンブリ内における望ましくない流体の停滞およ
び凝固につながる可能性がある。よって、本発明の幾つかの実施形態において、隔壁起動
部材は、カテーテルアダプタ内の適切な流体流れを維持するため、種々の流れデフレクタ
および／または逸流路をさらに含む。
【００１５】
　本発明の上述したおよび他の特徴と利点が得られる方法が容易に理解されるよう、上述
の簡単に述べられた本発明のより詳細な説明が、添付図面に描かれた特定の実施形態の参
照によりなされる。これら図面は単に本発明の典型的な実施形態を示し、それ故、本発明
の範囲を限定するものと解されるべきではない。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】従来技術の流れ制御弁機構を有する留置カテーテルの断面図である。
【図２】誘導ニードルを除去した後の、図１の従来技術留置カテーテルの断面図である。
【図３】血管アクセス装置からのコネクタ挿入後の、図１及び図２の従来技術留置カテー
テルの断面図である。
【図４】本発明に従うカテーテルアセンブリの実施形態の斜視図である。
【図５Ａ】本発明に従うカテーテルアセンブリの分解断面図である。
【図５Ｂ】本発明に従う隔壁の実施形態の斜視図である。
【図６Ａ】本発明の代表的な実施形態に従うカテーテルアダプタの内部管状空隙を示す断
面図であり、隔壁起動部材が存在しないときの流体流れを示す。
【図６Ｂ】本発明に従う隔壁起動部材の実施形態の斜視図である。
【図６Ｃ】起動後における、本発明に従うカテーテルアダプタの内部管状空隙に配置され
た隔壁起動部材の実施形態の側面図である。
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【図６Ｄ】本発明に従うカテーテルアダプタの内部管状空隙に配置された隔壁起動部材の
実施形態の側面図であり、カテーテルアダプタを通る流体流れを示す。
【図７】起動前における、本発明に従う組み立てられたカテーテルアセンブリの断面図で
ある。
【図８】起動後における、本発明に従う組み立てられたカテーテルアセンブリの断面図で
ある。
【図９】起動前における、本発明に従う組み立てられたオーバー・ザ・ニードルカテーテ
ルアセンブリの断面図である。
【図１０】誘導ニードルの除去後における、本発明の代表的実施形態に従う組み立てられ
たオーバー・ザ・ニードルカテーテルアセンブリの断面図である。
【図１１Ａ】本発明の代表的実施形態に従う、種々の要素と形態を有した隔壁の断面図で
ある。
【図１１Ｂ】本発明の代表的実施形態に従う、種々の要素と形態を有した隔壁の断面図で
ある。
【図１１Ｃ】本発明の代表的実施形態に従う、種々の要素と形態を有した隔壁の断面図で
ある。
【図１１Ｄ】本発明の代表的実施形態に従う、種々の要素と形態を有した隔壁の断面図で
ある。
【図１２】起動後における、本発明の代表的実施形態に従う組み立てられたオーバー・ザ
・ニードルカテーテルアセンブリの断面図である。
【図１３】起動前における、本発明の代表的実施形態に従う流れ制御弁機構と隔壁起動部
材を有するカテーテル本体の断面図である。
【図１４】起動後における、本発明の代表的実施形態に従う流れ制御弁機構と隔壁起動部
材を有するカテーテル本体の断面図である。
【図１５】起動前における、本発明の代表的実施形態に従う流れ制御弁機構と隔壁起動部
材を有するカテーテル本体の断面図である。
【図１６】起動後における、図１５に示された代表的実施形態に従う流れ制御弁機構を有
するカテーテル本体の断面図である。
【図１７】起動前における、本発明の代表的実施形態に従う流れ制御弁機構と隔壁起動部
材を有するカテーテル本体の断面図である。
【図１８】起動後における、図１７に示された代表的実施形態に従う流れ制御弁機構を有
するカテーテル本体の断面図である。
【図１９】起動前における、本発明の代表的実施形態に従う流れ制御弁機構と隔壁起動部
材を有するカテーテル本体の断面図である。
【図２０】起動後における、図１９に示された代表的実施形態に従う流れ制御弁機構を有
するカテーテル本体の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の現在好ましい実施形態が、図面の参照により最良に理解されるであろう。図中
、同様の符号は、同一もしくは機能上類似の要素を示す。概して説明され、ここに図示さ
れているような本発明の構成要素が、多様の異なる形態で配置され、設計され得ることが
容易に理解されるであろう。よって、図面に表されるような後述のより詳細な説明は、特
許請求の範囲により規定された本発明の範囲を限定することを意図されておらず、本発明
の現在好ましい実施形態を単に表すものである。
【００１８】
　用語「近位」は、通常使用時、ユーザーに最も近く患者から最も遠い装置の部分を示す
ために使用される。用語「遠位」は、通常使用時、装置を使用しているユーザーから最も
遠く患者に最も近い装置の部分を示すために使用される。弁機構または隔壁の用語「起動
（activation）」は、この種の弁の開または閉動作を示すために使用される。
【００１９】
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　従来技術血管外システムの一例が特許文献１に開示され、図１～図３に示されている。
留置カテーテルは、図１に示されるように、中空のカテーテル本体１と、カテーテル本体
１の遠位端に設けられたホルダ１ｂに嵌入されたカテーテル２と、カテーテル本体１の内
側に嵌め入れられた隔壁３と、カテーテル本体１の内側にスライド可能に嵌め入れられた
中空プッシャ（押し具）４とを有する。カテーテルチューブ２、隔壁３およびプッシャ４
は、この順番で同軸に整列されている。
【００２０】
　カテーテル本体１は筒状の形状を有する。内表面１ａは、遠位端に向かって縮径するテ
ーパ状とされる。カテーテル本体１は、内部を示し、内部の動作のチェックを可能とする
よう、好ましくは透明または半透明の材料からなる。カテーテル本体１に適した材料は、
限定されないが、ポリカーボネート、ポリスチレン、ポリプロピレン等の熱可塑性ポリマ
ー樹脂を含む。
【００２１】
　カテーテル２は、チューブホルダ１ｂに圧入され、その近位端でカテーテル本体１の内
側と連通する。好ましくは、潤滑コーティングがカテーテル２の全体または一部に設けら
れ、皮膚を通じた挿入および／または血管内への挿入によって生じる抵抗を減ずる。カテ
ーテルに適した材料は、限定されないが、フッ化エチレンプロピレン（ＦＥＰ）、ポリテ
トラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、ポリウレタン等の熱可塑性樹脂を含む。好ましくは
、カテーテル２は、熱可塑性の親水性ポリウレタンから形成され、これは、患者の体内に
存在する生理学的条件への暴露により柔軟化する。
【００２２】
　隔壁３は、概ね筒状の形状であり、近位端８と膜部９とを有し、膜部９は、遠位端１１
に位置された平坦面１０を有する。典型的に、隔壁３は、膜部９のほぼ中央に位置された
単一シードルスリット３ａもしくは弁穴をさらに含む。単一シードルスリット３ａもしく
は弁穴は、膜部９を通じて延び、誘導ニードル５による隔壁３の貫入を容易にする。ニー
ドルスリット３ａの対向するスリット表面は、保管中に誘導ニードル５の形状にきっちり
と倣い、誘導ニードル５の除去の最中およびその後に流体の流出を防止し、誘導ニードル
５の除去時にシールを行うよう、設計されている。プッシャ４が挿通されると、スリット
３ａが遠位方向前方に拡張して開き、カテーテル２と、カテーテル本体１の後部との間の
流体連通をもたらす。環状突起３ｂが、隔壁３の後部開口の内側表面に設けられ、プッシ
ャ４の遠位端において肩部４ｃに係合し、プッシャ４の近位方向の動きを制限すると共に
、プッシャ４が隔壁３から外れるのを防止する。複数の隙間３ｃが、隔壁３の外周部とカ
テーテル本体１の内表面１ａとの間に画成される。隔壁３によって分けられた遠位および
近位のスペースは、隙間３ｃを通じて互いに連通する。こうして、空気が隙間３ｃを通過
することにより、隔壁３が滑らかにスライドする。
【００２３】
　プッシャ４は典型的に、堅い熱可塑性材料あるいは類似の材料から作られ、それを通っ
て延びる管状空隙を有する。プッシャ４は、筒状部分４ａと、筒状部分４ａの後部近位端
に接続された円錐状フランジ４ｂと、筒状部分４ａの外周部から突出する肩部４ｃとを有
する。こうして、筒状部分４ａと、カテーテル本体１の内表面１ａとの間に、環状の隙間
スペース（interstitial space）が作られる。筒状部分４ａの遠位前端は、面取りされて
、隔壁３のスリット３ａへの筒状部分４ａの貫入を容易にすると共に、隔壁３の環状突起
３ｂによってスライド可能に支持される。円錐形フランジ４ｂは、円錐形内表面を有し、
その中へのニードル５の挿入を容易にする。フランジ４ｂの外周面は、カテーテル本体１
の内表面１ａと接触すると共に、プッシャ４に安定性を与え、カテーテル２に対する同軸
のポジションを維持するよう機能する。しかしながら、フランジ４ｂの外周面は、内表面
１ａと共に流体シールを形成しない。
【００２４】
　留置カテーテルは図１に示されるような状態で使用に準備し、このときニードル５の前
端はカテーテル２の前端から突き出ている。この状態で、ニードル５は隔壁３を貫通し、
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これらの間に水密接続を提供し、これによって血液の漏れを防ぐ。
【００２５】
　この状態における留置カテーテルが患者の体内に挿入される。そして図２に示されるよ
うに、チューブ２が患者の体内に保持された状態で、ニードル５が除去される。隔壁３は
、ニードル５の除去時に流体シールを維持し、環状突起１ｅによってカテーテル本体１内
に維持される。プッシャ４は、環状突起３ｂと肩部４ｃの相互作用によって、近位位置に
維持される。
【００２６】
　次いで血管アクセス装置のコネクタ６（例えばルアーコネクタ）が、カテーテル本体１
の近位端から挿入される。カテーテル本体１内に押し込まれたとき、コネクタ６はその遠
位端でプッシャ４を押す。そしてプッシャ４は、遠位方向前方にスライドし、その遠位端
で隔壁３のスリット３ａを押し開き、これによって流れ制御弁を開位置に起動する。そし
て隔壁３は、カテーテル本体１のテーパ状キャビティ１ｃの内表面に押し付けられ、これ
は、プッシャ４の前進を、図３に示されるような遠位位置で停止させ、カテーテル２と血
管アクセス装置の間の連通を生じさせる。カテーテル本体１のテーパ状内表面１ａは、コ
ネクタ６のスムーズな挿入を可能にし、圧入を通じたコネクタ６の外表面６ａと内表面１
ａとの間の密な接触を可能にし、カテーテル本体１ａの近位端からの流体漏れを防止する
。
【００２７】
　しかしながら、この弁機構が、使用時に流体が流入し得る小さい隙間スペース／エリア
をカテーテル本体１ａ内に有し、これが、流体流れの少ないもしくは無いエリアを生じさ
せることに留意すべきである。例えば、使用時、流体は、フランジ４ｂの外周面とカテー
テル本体１の内表面１ａの間を流れることができ、筒状部分４ａの外周面と内表面１ａと
の間の隙間スペース９８に流入することができる。加えて、流体は、隔壁３の外周面とカ
テーテル本体１の内表面１ａとの間の隙間３ｃである隙間スペース９９に流入することが
できる。スペース／エリア９８，９９に存在する少ないもしくは皆無の流体流れは、カテ
ーテルの使用中にこれらのエリアに流入し得る血液、薬剤または気泡を後に流し出すのを
非常に困難にする。
【００２８】
　ここで図４を参照すると、カテーテルアセンブリ１０１が示されている。カテーテルア
センブリ１０１は概して、カテーテルアダプタ１４の遠位端３２に接続されたカテーテル
１２を含む。カテーテル１２とカテーテルアダプタ１４は一体的に接続され、カテーテル
アダプタ１４の内部の管状空隙１６は、カテーテル１２の管状空隙１８と流体連通される
。カテーテル１２は概して、患者へのカテーテルの挿入に関する圧力に耐える十分な剛性
を有する生体適合性材料からなる。幾つかの実施形態において、カテーテル１２は、チタ
ン、ステンレス鋼、ニッケル、モリブデン、外科用スチールおよびこれらの合金等の金属
材料からなる。他の実施形態において、カテーテル１２は、ビニル等の堅いポリマー材料
からなる。カテーテルの先端部２０は概して、傾斜した切断面４８を含むよう形成される
。傾斜した切断面４８は、患者に開口を与え、患者の血管系へのカテーテル１２の挿入を
可能にするために利用される。
【００２９】
　カテーテルアセンブリの特徴は、オーバー・ザ・ニードルカテーテルアセンブリと共に
使用するために含まれても良い。例えば、柔軟もしくは半柔軟なポリマー製カテーテルが
、堅い誘導ニードルと共に使用され、患者へのカテーテルの挿入を可能にしてもよい。外
科的に移植されるカテーテルが使用されてもよい。
【００３０】
　一旦患者に挿入されると、カテーテル１２およびカテーテルアダプタ１４は、所望の注
入処置により要求されるように、患者への流体の供給および／または患者からの流体の抽
出を容易にするための流路を提供する。こうして、幾つかの実施形態において、カテーテ
ル１２およびカテーテルアダプタ１４の材料は、生物流体と、注入処置において一般的に
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使用される薬剤とに両立可能なよう選択される。さらに、幾つかの実施形態において、カ
テーテル１２および／またはカテーテルアダプタ１４の一部は、静脈チュービング４０の
部分と一緒に使用するよう形成され、患者への流体の供給または患者からの流体の除去を
さらに容易にする。
【００３１】
　幾つかの実施形態において、カテーテルアダプタ１４の近位端２２はフランジ２８を含
む。フランジ２８は、静脈チュービングまたは患者導管４０のカテーテルアセンブリ１０
１への連結を可能にするよう形成された積極面を提供する。幾つかの実施形態において、
フランジ２８は一組のねじ３０を含む。ねじ３０は概して、雄ルアーまたは導管カプラ４
２の一部からなる一組の相補ねじを適合的に受けるよう設けられ、形成される。導管カプ
ラ４２は概して、患者導管４０の端部に液密状態で連結される。幾つかの実施形態におい
て、導管カプラ４２の内側部分は外方に延ばされ、プローブ面４６を提供する。
【００３２】
　プローブ面４６は概して、カテーテルアダプタ１４の近位端２２の中に適合的に挿入す
るよう形成される。プローブ４６がカテーテルアダプタ１４の近位端２２に挿入された後
、導管カプラ４２は回転され、カプラ４２とフランジ２８を（各組のねじ３０および４４
によって）係合させる。カプラ４２とフランジ２８の係合プロセスの間、（図８に示され
るように）プローブ４６は、カテーテルアダプタ１４の管状空隙１６の中に前進し、挿入
位置に前進する。プローブ表面４６の挿入位置は、カテーテルアセンブリ１０１を起動し
、カテーテル１２およびカテーテルアダプタ１４を通じた流体の流れを可能にする。導管
カプラ４２とカテーテルアダプタ１４が取り付けられると、患者導管４０と、挿入された
カテーテル１２とを通じて、流体が患者に供給されることができる。
【００３３】
　ここで図５Ａを参照すると、カテーテルアセンブリ１０１の分解断面図が示されている
。幾つかの実施形態において、カテーテルアダプタ１４は、カテーテルアセンブリ１０１
を通る流体の流れを制御および／または制限するための種々の設計的特徴および構成部品
を含む。例えば、本発明の幾つかの実施形態において、隔壁５０が、カテーテルアダプタ
１４の内部管状空隙１６の中に配置される。隔壁５０は概して、柔軟または半柔軟なポリ
マー製プラグからなり、当該プラグは、カテーテルアダプタ１４の内表面２４に形成され
た溝またはチャネル（流路）６０の中に適合的に着座するよう形成された外径を有する。
幾つかの実施形態において、隔壁５０は樽形であり、隔壁５０の遠位端からなるバリア面
５２を有し、隔壁５０の近位端からなる開口５４をさらに有する。溝６０の中に配置され
たとき、隔壁５０のバリア面５２は、カテーテルアダプタ１４の内部管状空隙１６を、前
部流体チャンバ６２と後部流体チャンバ６４とに分ける。こうして、隔壁５０の存在は、
前部および後部流体チャンバ６２，６４間の流体の通過を制御または制限する。特に、隔
壁５０のバリア面５２の選ばれた形状は、カテーテルアダプタ１４の内部管状空隙１６を
流れる流体の能力を大いに決定する。
【００３４】
　例えば、幾つかの実施形態において、隔壁５０のバリア面５２は、スリット５６を含む
よう形成される。スリット５６は、バリア面５２を通る流体の選択的なアクセスまたは流
れを提供するよう形成される。幾つかの実施形態において、スリット５６は、隔壁起動部
材（septum activator）８０を遠位方向に前進させスリット５６に進入させることによっ
て起動または開動されるまで、閉じた液密の位置に維持されるよう、形成される。幾つか
の実施形態で、バリア面５２は一つのスリット５６を含む。他の実施形態において、バリ
ア面５２は、図８に示されるように、複数のスリット５６，６６を含むよう変形される。
【００３５】
　幾つかの注入治療技術のため、隔壁起動部材８０により隔壁５０を起動する前に、隔壁
５０を通る流体の流れを制御可能にするのが望ましい。よって幾つかの実施形態において
、スリット５６はさらに漏れオリフィス５８を有する。漏れオリフィス５８は、バリア面
５２に配置されると共に、前部および後部チャンバ６２，６４間の液体または空気の制御
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された流れを可能にするよう計算された開口径を有する。幾つかの実施形態において、バ
リア面５２は、単一の漏れオリフィス５８を含むよう変形される。他の実施形態において
、バリア面５２は、複数の漏れオリフィスを有するよう形成される。さらに他の実施形態
において、バリア面５２はスリット５６を含まず、むしろ少なくとも１つの漏れオリフィ
ス５８を含む。これらの実施形態のため、隔壁５０は概して弾性材料からなる。これによ
り、隔壁起動部材８０が遠位方向３９０に前進されたとき、隔壁起動部材８０の前縁９２
がバリア面５２に接触し、漏れオリフィス５８を伸長させ、より大きいオリフィスをもた
らし、カテーテルアダプタ１４を通る増加した空気および／または流体の流れを可能にす
る。
【００３６】
　隔壁が着座される溝またはチャネル６０は、カテーテルアダプタ１４の内表面２４の凹
部からなる。隔壁５０の外径は概して、チャネル６０に適合的かつ確実に着座するよう形
成される。例えば、幾つかの実施形態において、隔壁５０の外径は、チャネル６０の直径
より僅かに小さく、且つ内部管状空隙１６の直径より僅かに大きくなるよう、選択される
。こうして、隔壁５０は、カテーテルアセンブリ１０１の使用中にチャネル６０内に維持
される。
【００３７】
　幾つかの注入治療技術のため、前部および後部チャンバ６２，６４の間の空気流が望ま
しいかもしれない。例えば、液密スリット５６を有する隔壁５０を備える実施形態につい
て、前述したように、隔壁起動部材８０により隔壁５０を開動または起動する前の前部チ
ャンバ６２から後部チャンバ６４への空気の通過は禁止される。結局、カテーテルアセン
ブリ１０１のカテーテル１２が患者の血管システムに挿入されたとき、正圧が前部チャン
バ６２内に発生し、これにより、患者の血液のカテーテルアダプタ１４内への所望のフラ
ッシュバックを防止する。患者の静脈内にカテーテル先端２０が正確に配置されたことを
確認するため、観察可能なフラッシュバックは一般的に望ましい。よって、本発明の幾つ
かの実施形態は、隔壁起動部材８０による隔壁５０の起動を必要とせずに、前部チャンバ
６２と後部チャンバ６４の間の空気流を可能にする特徴または要素を含む。こうして、本
発明の幾つかの実施形態は、注入処置に概して望まれるように、観察可能なフラッシュバ
ックを提供する。
【００３８】
　例えば、幾つかの実施形態において、隔壁５０のバリア面５２は、前述したように、漏
れオリフィス５８を含むよう変形される。他の実施形態において、複数の通気溝７０が、
隔壁５０と、カテーテルアダプタ１４の内表面２４との間に介設される。隔壁５０を迂回
して後部チャンバ６４に至る空気のアクセスを提供することによって、通気溝７０は、前
部チャンバ６２内における正圧を緩和する。幾つかの実施形態において、通気溝７０は、
チャネル６０面の部分を除去し、略平行な複数の溝を作ることにより、形成される。 
　前部および後部チャンバ６２，６４間の空気流を許容することに加え、通気溝７０は、
隔壁起動部材８０によりスリット５６を起動または開動する前に、カテーテルアダプタ１
４を通じて流体が流れるのを許容するよう、形成されても良い。幾つかの実施形態におい
て、前部および後部チャンバ６２，６４間を流れる空気および／または流体の流量は、よ
り増加または減少された数の通気溝７０を含むカテーテルアダプタ１４を生産することに
よって、調節される。他の実施形態において、前部および後部チャンバ６２，６４間を流
れる空気および／または流体の流量は、より増加または減少された断面積の通気溝７０を
含むカテーテルアダプタ１４を生産することによって、調節される。結局、幾つかの実施
形態において、前部および後部チャンバ６２，６４間を流れる空気および／または流体の
流量は、より増加された数の通気溝７０、またはより増加された断面積の通気溝７０を含
むカテーテルアダプタ１４を生産することによって、増加される。逆に、他の実施形態に
おいて、前部および後部チャンバ６２，６４間を流れる空気および／または流体の流量は
、より減少された数の通気溝７０、またはより減少された断面積の通気溝７０を含むカテ
ーテルアダプタ１４を生産することによって、減少される。
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【００３９】
　引き続き図５Ａを参照して、隔壁起動部材８０は、カテーテルアダプタ１４の後部チャ
ンバ６４に最初に収容されるプローブ状構造を備える。隔壁起動部材８０は概して、遠位
端８４と近位端８６を有する筒状本体８２を備える。筒状本体８２は、プラスチックまた
は金属材料等の剛性または半剛性材料からなる。筒状本体８２はさらに、隔壁起動部材８
０を通る流体および／または液体の流れを容易にするための内部管状空隙８８を備える。
【００４０】
　筒状本体８２の遠位端８４は、隔壁５０の開口５４に適合して挿入するよう形成される
。遠位端８４はさらにプローブ面９０を含み、これは、図８に示されるように、隔壁５０
の開口５４を通じて延び、隔壁５０のバリア面５２の近位の位置まで至る。隔壁起動部材
がカテーテルアダプタ１４を通って遠位方向３９０に前進されると、プローブ面９０は、
スリット５６，６６を通じて、または漏れオリフィス５８を通じて、前進される。カテー
テルアダプタ１４を通じる隔壁起動部材８０の前進は、図７および図８に関連して、以下
に詳細に説明される。
【００４１】
　さらに他の実施形態において、隔壁５０は、疎水性コーティングまたはポリマー膨張コ
ーティングにより覆われ、流体が通気溝７０を通って流れることを阻止または防止する。
疎水性コーティングは概して、隔壁５０および／またはアダプタ１４の表面エネルギーを
減少し、通気路７０内への血液の毛管吸引（wicking）を妨げるよう、選択される。幾つ
かの実施形態において、隔壁５０またはカテーテルアダプタ１４の表面は、パリレン（pa
rylene）等のポリキシリレン（polyxylylene）ポリマー材料で覆われる。パリレンは、無
機および有機液体、強酸、カセイ溶液、ガスおよび水蒸気に対して良好なバリヤ特性を有
する化学的に耐性のコーティングである。幾つかの実施形態において、パリレンコーティ
ングが、蒸着により、隔壁５０の外表面に適用される。他の実施形態において、ポリキシ
リレンポリマーコーティングが、蒸着により、通気溝７０に適用される。
【００４２】
　幾つかの実施形態において、脱水ポリマー材料が、通気溝７０をなす隔壁５０またはカ
テーテルアダプタ１４の表面に適用される。脱水ポリマーは概して、流体と接触したとき
に膨張または膨れるよう選択される。こうして、脱水ポリマーが膨張すると、通気溝７０
を通る流れは、膨張したポリマーによって阻止され、または妨げられる。初めに、脱水ポ
リマーは概して、水分にさらされる前に薄い形状を有する。しかしながら、水分にさらさ
れたとき、ポリマーは水分を吸収し、これは、ポリマーの外形を増大させ、通気口７０を
通る流れを阻止する。そのため、望ましいコーティングで隔壁５０および／またはカテー
テルアダプタ１４を覆うことによって、前部および後部チャンバ６２，６４間の空気の流
れが許容され、なおかつ通気溝７０を通じた流体流れが防止される。
【００４３】
　ここで図５Ｂを参照すると、隔壁１５０の実施形態が示される。幾つかの実施形態にお
いて、隔壁１５０の外表面１６６は、複数の凹溝７２を含むよう変形される。凹溝７２は
、前部および後部チャンバ６２，６４間の流路を提供し、これを通じて空気および／また
は流体が流れることができる。そして、幾つかの実施形態において、溝６０は通気溝７０
を含まず、むしろ、隔壁１５０の外表面１６６は、前部および後部チャンバ６２，６４間
の望ましい流れを提供するよう変形される。
【００４４】
　患者の血圧は、カテーテルアセンブリ１０１の隔壁５０，１５０を通る血液および空気
の流量に大きく影響する。このように、システムを通じた流量は、すべての流路の総有効
液圧径（combined effective hydraulic diameter）に影響される。幾つかの実施形態に
おいて、通気溝７０および／または凹溝７２の液圧径は、カテーテルアセンブリ１０１を
通じる流量を増加または減少するよう修正される。他の実施形態において、通気溝７０お
よび／または凹溝７２の液圧径は減少され、これにより、通気手段を通じる流れは実質的
に減少され、または停止される。通気手段を通じる流量を制御するための決定式は式１で
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与えられる。これにおいて、ＢＰは血圧、Ａは通気手段の表面積、ｏは血液の表面張力、
Ｐは通気手段の周長である。
　式１：ＢＰ（Ａ）＝ｏ（Ｐ）
【００４５】
　式１によれば、通気手段の周長が小さいとき、通気手段は通気を許容するが、血液の比
較的高い表面張力（ｏ）により、血液の流れを妨げるであろう。しかしながら、通気手段
の周長が増加されたとき、血液と通気口の間の表面張力が減少され、血液が、通気口を通
じて隔壁の周りをゆっくりと漏れるのを可能にし、望ましい、なおかつ制御されたフラッ
シュバックを提供する。そのため、式１の種々の変数を調整することによって、望ましい
流れが達成されるであろう。そして、隔壁の周りの通気口の寸法および／または数に基づ
いて、カテーテルアセンブリデザインは、隔壁５０または１５０の周りのカスタマイズさ
れ、制御され、予測可能な血液の流れを提供するであろう。幾つかの実施形態において、
血液への即時の暴露のリスク無しに、カテーテルが血管内にあることを示す視覚的インジ
ケータを提供する手段として、遅い、制御された血液の流れを可能にするのが望ましい。
他の実施形態において、通気口を空気のみが通過するのを許容するのが望ましい。
【００４６】
　ここで図６Ａを参照すると、カテーテルアダプタ１４の内部管状空隙の断面が示される
。幾つかの実施形態において、カテーテルアダプタ１４は、狭められた溝またはポート１
６０を介して流体接続された前部流体チャンバ６２と後部流体チャンバ６４を含む。形成
されるように、また幾つかの実施形態において、流体経路１７０が画成され、これにより
流体１４６は、後部流体チャンバ６４からポート１６０を通って前部流体チャンバ６２内
に下流方向に流れる。流体経路１７０は、前部流体チャンバ６２を通り続け、遠位端３２
から、カテーテル（図示せず）または他の下流側導管へと出ていく。流体１４６がカテー
テルアダプタ１４の管状空隙全体を満たす間、流体経路１７０は概して、カテーテルアダ
プタ１４の断面の中央部を通る狭い経路に制限される。したがって、狭い流体経路１７０
の一部でない流体１４６は、不感帯１５６の中で停滞し、または循環する。これら不感帯
の中に捕獲された流体１４６は、流体経路１７０の流体１４６と十分に混ざるのを妨げら
れる。幾つかの実施形態において、停滞は、薬品、体液および／または薬剤の増加された
局所集中を生じさせ、これは、沈殿、凝固、または危険なほどに大量の薬剤投与につなが
る可能性がある。そのため、本発明の幾つかの実施形態において、カテーテルアダプタ１
４の管状空隙の中の不感帯１５６を除去する特徴を有した隔壁起動部材８０が設けられる
。
【００４７】
　ここで図６Ｂを参照すると、隔壁起動部材８０の斜視図が示されている。幾つかの実施
形態において、筒状本体８２の遠位端８４は第１の直径１００を有し、第１の直径１００
は、近位端８６の第２の直径１０２より小さい。細くされた遠位端８４は、隔壁５０の開
口５４に適合して挿入するよう形成され、太くされた近位端８６は、カテーテルアダプタ
１４の後部チャンバ６４内に適合して着座するよう形成される。幾つかの実施形態におい
て、隔壁起動部材は、遠位端８４と近位端８６を連結するテーパ状中間部１０４をさらに
含む。
【００４８】
　幾つかの実施形態において、隔壁起動部材８０の近位端８６はさらに保持ばね１１０を
含む。保持ばね１１０は概して、外側に偏向された筒状本体８２の部分からなり、当該部
分は、図５Ａ、図７、図８に示されるように、隔壁起動部材保持溝６８に適合して係合す
るよう形成される。保持ばね１１０と保持溝６８の間の相互作用は、カテーテルアダプタ
１４の管状空隙１６内での、隔壁起動部材８０の並進移動を制限する。そして、保持溝６
８の幅は、カテーテルアダプタ１４内における隔壁起動部材８０の移動距離を決定するま
たは制限する。さらに、保持ばね１１０と保持溝６８の間の相互作用は、カテーテルアダ
プタ１４から隔壁起動部材８０が外れるのを防止する。幾つかの実施形態において、隔壁
起動部材８０は複数の保持ばね１１０を有し、他の実施形態において、隔壁起動部材８０
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は単一の保持ばね１１０を有する。
【００４９】
　幾つかの実施形態において、隔壁起動部材８０は、隔壁起動部材８０の周りおよび／ま
たはその中の流体流れを方向付けるまたは逸らすための要素を備える。逸流は、閉塞につ
ながるような、隔壁起動部材８０および／またはカテーテルアダプタ１４の管状空隙１６
の不感帯１５６内における流体の停滞および／または凝固を防止するのに重要であろう。
さらに、カテーテルアセンブリ１０１を通る流体流れの停滞は、前述したように、カテー
テルアダプタ１４および／または隔壁起動部材８０内での望ましくない薬剤集中をもたら
す可能性がある。望ましくない高い集中は、死を含む重大な副作用を生じさせる効果的で
ない処置につながるかもしれない。こうして、幾つかの実施形態において、隔壁起動部材
８０は、複数の流れデフレクタ（流れ偏向部材；flow deflectors）１２０および逸流路
（flow diversion channels）１３０を含むよう変形され、洗浄可能なカテーテルアセン
ブリ１０１システムを提供する。
【００５０】
　流れデフレクタ１２０は概して、隔壁起動部材８０外表面の内側および外側に傾けられ
た部分からなる。流れデフレクタ１２０は、カテーテルアダプタ１４を通る流路内に突出
するよう位置される。そして、流体が流れデフレクタ１２０と接触したとき、流体流れの
経路は乱される。この乱れは、隔壁起動部材８０の内部管状空隙８８を通る流体流れと、
隔壁起動部材８０の外表面およびカテーテルアダプタ１４の内表面２４の間を通る流体流
れとの両方の向きを変える。幾つかの実施形態において、保持ばね１１０は流れデフレク
タ１２０としても機能する。
【００５１】
　逸流路１３０は、カテーテルアダプタ１４の管状空隙と隔壁起動部材８０の内部管状空
隙８８との間の流体の交換を可能にするために設けられる。そして、逸流路１３０は、カ
テーテルアダプタ１４の内表面と隔壁起動部材８０の外表面との間における流体の停滞お
よび／または凝固を防止する。幾つかの実施形態において、逸流路１３０は、筒状本体８
２の表面の窓または開口からなる。他の実施形態において、逸流路１３０は、フラップま
たは傾斜面をさらに含み、流体を、逸流路１３０を通じて流れるようさらに方向付ける。
【００５２】
　隔壁起動部材８０の近位端８６は接触面１４０をさらに含む。接触面１４０は、図７に
示されるように、隔壁起動部材８０の最近位端部をなし、カテーテルアダプタ１４の基端
開口２６に隣接して、カテーテルアダプタ１４の後部チャンバ６４内に位置される。
【００５３】
　ここで図６Ｃを参照すると、カテーテルアダプタ１４（仮想線で示す）の管状空隙に配
置された隔壁起動部材１８０の実施形態が示される。幾つかの実施形態において、隔壁起
動部材１８０は、種々の再循環要素を含むよう形成される。例えば、幾つかの実施形態に
おいて、隔壁起動部材１８０は、流体経路１７０から不感帯１５６へと流体を逸らすよう
形成された種々の開口２００を含む。そして、流体が隔壁起動部材１８０の中に入って隔
壁起動部材１８０の中を流通すると、隔壁起動部材１８０の中の流体は、開口２００を通
過して、起動部材１８０の外表面とカテーテルアダプタ１４の内壁面との間の不感帯１５
６に入る。逸らされた流体は、不感帯１５６の流体と混合し、不感帯１５６から流体を洗
い流し、前述したように、停滞および／または過剰集中を防止する。
【００５４】
　幾つかの実施形態において、隔壁起動部材１８０は、洗浄フィン２２０を含むようさら
に変形される。洗浄フィン２２０は概して、起動部材１８０の外表面の垂直伸長部からな
り、これは、起動部材１８０と、カテーテルアダプタ１４の内壁面との間の不感帯１５６
の中に延びる。洗浄フィン２２０は、流体経路１７０内の流体を不感帯１５６の中へと逸
らせ、偏向する。こうして、不感帯１５６の中の流体は、流体経路１７０の流体と混合さ
れ、カテーテルアダプタ１４内の流体の停滞および／または過剰集中を防止する。
【００５５】
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　最後に、幾つかの実施形態において、逸流路１３０は、流れデフレクタ２３０を含むよ
う変形される。流れデフレクタ２３０は、逸流路１３０の傾斜された遠位表面からなり、
遠位表面は、流体経路１７０の中の流体を、前部流体チャンバ６２の不感帯１５６の中に
逸らすよう配置される。こうして、図６Ｄに示されるように、流体１４６が隔壁起動部材
１８０を通って流れると、流体の一部が、逸流路１３０を通じて逸らされ、流れデフレク
タ２３０を介して不感帯１５６の中へと逸らされる。
【００５６】
　引き続き図６Ｄを参照すると、カテーテルアダプタ１４の断面内に配置された隔壁起動
部材１８０の断面が示される。前述したように、隔壁起動部材１８０の近位端８６と遠位
端１８６の両方に再循環要素が付加されてもよい。幾つかの実施形態において、隔壁起動
部材１８０の近位端８６は、湾曲された窓要素２４０を含むよう変形され、窓要素２４０
は、流体の流れ２４６の向きを、後部流体チャンバ６４の不感帯１５６の中へと変更する
。こうして、窓要素２４０の湾曲面２４２は、単独で、および／または他の再循環要素と
共に、不感帯１５６内の流体の混合を促進し、カテーテルアダプタ１４内の流体の停滞お
よび／または過剰集中を防止する。
【００５７】
　幾つかの実施形態において、再循環要素は、最良の洗浄を誘発すべく対称形で配置され
る。他の実施形態において、再循環要素は、最良の洗浄を誘発すべく非対称形で配置され
る。最後に、幾つかの実施形態において、再循環要素は、隔壁起動部材１８０の追加的拡
散を行う循環および再循環要素と組み合わせて使用され、隔壁起動部材１８０の流体洗浄
能力を補助する。前述の開示を考慮し、隔壁起動部材１８０の追加的表面は、隔壁起動部
材１８０内の流体の流れ効率、混合および洗浄を望まれるように増加または減少するよう
、変形されることができる。
【００５８】
　ここで図７を参照すると、隔壁起動部材８０による隔壁５０の起動前の、組み立てられ
たカテーテルアセンブリ１０１の断面図が示される。起動前、隔壁起動部材８０は、その
全体が、カテーテルアダプタ１４の後部流体チャンバ６４内に位置される。さらに、保持
ばね１１０が、保持溝６８内に係合され、保持溝６８の近位端の付近に位置される。隔壁
起動部材８０の接触面１４０が、カテーテルアダプタ１４の開口２６の付近に位置され、
隔壁起動部材８０の近位開口１４２が、カテーテルアダプタ開口２６の平面とほぼ平行な
平面に位置される。最後に、外方に付勢された保持ばね１１０が、溝６８の表面上に拘束
され、これにより、カテーテルアダプタ１４内での隔壁起動部材８０の非起動位置を維持
する。
【００５９】
　ここで図８を参照すると、隔壁起動部材８０による隔壁５０の起動後の、カテーテルア
センブリ１０１の断面図が示される。カプラ４２がカテーテルアダプタ１４の近位開口２
６に挿入されたとき、カプラ４２のプローブ部４６は、隔壁起動部材８０の接触面１４０
と接触する。カプラ４２がさらにカテーテルアダプタ１４の近位開口２６に挿入されたと
き、隔壁起動部材８０は遠位方向３９０に前進される。カプラ４２が近位開口２６内にさ
らに前進されると、隔壁起動部材８０のプローブ面９０は、隔壁５０のバリア面５２を通
過する。こうして、隔壁起動部材８０のプローブ面９０は、前部チャンバ６２内に位置さ
れ、隔壁５０を通じた流体経路を提供する。
【００６０】
　幾つかの実施形態において、カテーテルアセンブリ１０１は、カテーテルアダプタ１４
からカプラ４２が除去された後、隔壁起動部材８０が後部チャンバ６４内の位置に完全に
戻るのを許容するよう形成される。そして、カプラ４６がカテーテルアセンブリ１０１か
ら除去されまたは取り外されたとき、隔壁５０を通ずる流体経路は再閉止される。幾つか
の実施形態において、保持ばね１１０は、隔壁起動部材８０の接触面１４０とカプラ４２
のプローブ４６との接触時に、内側に曲がるよう形成される。保持ばね１１０が内側に曲
がったとき、隔壁起動部材８０のプローブ面９０は、遠位方向３９０に一時的に前進され
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、スリット６６，５６、または漏れオリフィス５８を付勢開放する。プローブ４６と接触
面１４０の接触が終了したとき、保持ばね１１０はその弛緩位置に戻る。弛緩位置は、隔
壁起動部材８０のプローブ面９０をバリア面５２から引き抜き、これによりスリット６６
，５６の閉止を可能にする。
【００６１】
　ここで図９を参照すると、誘導ニードル３５０を含むカテーテルアセンブリ３００の断
面図が示される。ニードル３５０の近位端３５２は、ニードルハブ（図示せず）または挿
入アセンブリ（図示せず）に連結されてもよく、これによりカテーテル法の最中にユーザ
ーがニードル３５０を保持し、操作するのを容易にする。本図の明りょう目的のため、ニ
ードルアセンブリの残余部分は取り除かれている。
【００６２】
　起動前、隔壁起動部材３８０は、カテーテルアダプタ３１４の後部チャンバ３６４内に
完全に位置される。誘導ニードル３５０の通過を許容するよう、起動部材３８０の内部管
状空隙３１６を通る経路が設けられる。ニードル３５０の中間部は、隔壁３５６を通過し
、前部チャンバ３６２を通って柔軟カテーテル３１２に入る。ニードル３５０の先端部（
図示せず）は、カテーテル３１２の先端部（図示せず）を超えて延び、これによりニード
ル先端が、患者の脈管構造へのアクセスを得るために利用可能となる。
【００６３】
　隔壁３５６のスリット３６６は、誘導ニードル３５０によって付勢開放される。幾つか
の実施形態において、ニードル３５０の外表面とスリット３６６の間にシールが形成され
る。そして、ニードル３５０とスリット３６６の間の界面によって、流体と空気流が隔壁
を迂回（バイパス）することが防止される。幾つかの実施形態において、スリット３６６
とニードル３５０の間に溝または通路が設けられ、これら２部品の間の制御された漏れも
しくは流れを可能にする。
【００６４】
　他の実施形態において、ニードル３５０とスリット３６６の間の界面に、非湿潤性（no
n-wetting）潤滑剤などの潤滑剤が付加され、流体および／または空気の起こり得る漏れ
をさらに除去する。非湿潤性潤滑剤は、スリットに対する裂けその他の損傷を防止するの
にも有益であろう。かかる損傷は、ニードルが処置後にカテーテルアセンブリから除去さ
れたときに起こり得る。非湿潤性潤滑剤は、また、ニードル３５０の除去後にスリット３
６６の半体同士を適切に再整列させるのを容易にするであろう。非湿潤性潤滑剤の非制限
的な例は以下の物を含む：エンデュラコーティング社（Endura Coating Co.）からのエン
デュラ等といった公知のテフロンベースの非湿潤性材料；ティオダイズ（Tiodize）から
のＡ２０、Ｅ－２０、１０００－Ｓ２０、ＦＥＰグリーン、ＰＴＦＥおよびＸ－４０；Ａ
Ｅエール（AE Yale）からのキャミー２０００；ラッドリサーチ（Ladd Research）からの
２１８４５；ミラーステファソン（Miller-Stepheson）からのＭＳ１２２－２２、ＭＳ１
２２ＤＦ、ＭＳ－１４３ＤＦ、ＭＳ－１２２Ｖ、ＭＳ－１２２ＶＭ、ＭＳ１４３Ｖ、ＭＳ
－１３６Ｗ、ＭＳ－１４５Ｗ、Ｕ０３１６Ａ２、Ｕ０３１６Ｂ２、ＭＳ－１２３、ＭＳ－
１２５、ＭＳ－３２２、ＭＳ－３２４；およびオトボック（Otto Bock）からの６３３Ｔ
２も使用可能である。種々の非テフロンベースの非湿潤性潤滑型材料は以下の物を含む：
アート（ART）からのディリン；ニーバー、ダイアマネックス、ＮｉＬＡＤ、ＴＩＤＬＮ
、キスコート、酸化チタン；３Ｍからのフルオキャドフルオロケミカル；デュポン（Dupo
nt）からのパーマコート；プラズマテック社（Plasma Tech, Inc.）からのプラズマテッ
ク１６３３；およびシリコンスプレー。
【００６５】
　幾つかの実施形態において、隔壁起動部材３８０の遠位端３８４は、接触面３４０がカ
テーテルアダプタ３１４の近位開口３２６により近づいて位置されるよう、伸長される。
したがって、短縮されたプローブ部（図示せず）を有するカプラは、接触面３４０と十分
に接触し、遠位端３８４を前進させて隔壁３５６を通させる。他の実施形態において、隔
壁起動部材３８０の遠位端３８４は、誘導ニードル３５０の外径と実質的に同じサイズの
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内径を含むよう形成される。こうして、遠位端３８４の内径は、ニードル３５０の通過を
許容する一方、ニードル３５０の外表面と、隔壁起動部材３８０遠位端３８４の内表面と
の間の最小の公差３８２を維持するよう、形成される。この最小公差３８２はシールを提
供し、これにより、カテーテルアセンブリ３００からニードル３５０を引き抜く際、ニー
ドル３５０と隔壁起動部材３８０の間の血液の漏れまたは流れを防止する。
【００６６】
　幾つかの実施形態において、並進溝３６８が後部チャンバ３６４内に設けられる。並進
溝３６８は概して、定められた長さ３７０を有する環状凹部からなる。並進溝３６８はさ
らに、洗浄フィン３２０を受け入れるよう形成され、これにより洗浄フィン３２０は溝３
６８内に保持される。そして、長さ３７０は、隔壁起動部材３８０が後部チャンバ３６４
内での移動を許容される最大の横長を表わす。幾つかの実施形態において、溝３６８の近
位端は、環状隆起３７２によって画成される。他の実施形態において、溝３６８の遠位端
は、第２の環状隆起３７４によって画成される。さらに、他の実施形態において、第２の
環状隆起３７４は、隔壁溝６０の近位端を形成する。
【００６７】
　ここで図１０を参照すると、誘導ニードル３５０の除去後のカテーテルアセンブリ３０
０の断面図が示される。誘導ニードル３５０の除去時、隔壁３５６のスリット３６６は付
勢開放されなくなり、よって再閉止し、スリット３６６を通じた液体および／または空気
の流れを妨げるようシールする。前述したように、幾つかの実施形態において、スリット
３６６は、前部および後部チャンバ３６２，３６４間の制御された流れを可能にする漏れ
オリフィス（図示せず）を含む。他の実施形態において、複数の通気溝７０が、隔壁３５
６の外表面と隔壁溝６０の間に設けられる。
【００６８】
　ここで図１１Ａ～１１Ｄを参照して、隔壁３５６は、隔壁起動部材３８０の遠位端３８
４を安定させるための種々の形態と要素を含み得る。例えば、幾つかの実施形態において
、隔壁３５６は、図１１Ａに示されるように、隔壁起動部材３８０の遠位端３８４の外径
に実質的に等しいサイズとされた内径３５８を有するよう形成される。他の実施形態にお
いて、隔壁３５６は、図１１Ｂに示されるように、遠位端３８４の外径に実質的に等しい
サイズとされた内径３５８を有する内部環状隆起または突起３６０を有するよう形成され
る。そして、これら実施形態の両方において、遠位端３８４は、隔壁３５６によって半径
方向に支持される。
【００６９】
　図１１Ｃを参照して、幾つかの実施形態において、隔壁３５６の内表面３７６は、１以
上の起伏部３９１を含むよう変形される。幾つかの実施形態において、起伏部３９１は凹
状の環状窪みからなり、これは、隔壁起動部材３８０の遠位端３８４の一部からなる凸状
要素３９２を受け入れるよう形成される。他の実施形態において、起伏部３９１は、隔壁
起動部材３８０の要素３９２を受け入れるサイズおよび形状とされた単一の窪みからなる
。さらに、他の実施形態において、起伏部３９１は凸状の要素からなり、要素３９２は凹
んだまたは凹状の要素からなる（図示せず）。そして、幾つかの実施形態において、起伏
部３９１と要素３９２の相互作用は、カテーテルアダプタ３１４内における隔壁起動部材
３８０の半径方向支持および軸方向支持の両方を提供する。この形態は、クリップや保持
溝等の追加の保持要素の必要性を排除するであろう。
【００７０】
　ここで図１１Ｄを参照して、隔壁３５６はドーム形状部３９４を含み、誘導ニードル３
５０の除去後に、隔壁３５６の遠位面３８６に付加された圧力に対抗する。ドーム形状部
３９４は、隔壁３５６の遠位面３８６に追加的強度を与え、これによって隔壁３５６を打
破するのに必要な流体圧力を増加させる。幾つかの実施形態において、血液が隔壁３５６
に到達したとき、ドーム形状部３９４は、前部チャンバ３６２内の血液の流れからの圧力
により隔壁３５６が閉まるのを助ける。他の実施形態において、隔壁３５６は、図５Ａ、
５Ｂ、７～１１Ｃに示されるように略平坦な形状を有し、または、平坦面と湾曲面との組
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み合わせを含んでもよい（図示せず）。
【００７１】
　ここで図１２を参照すると、隔壁起動部材３８０による隔壁３５６の起動後のカテーテ
ルアセンブリ３００の断面図が示される。カプラ３４２がカテーテルアダプタ３１４の近
位開口３２６に挿入されたとき、カプラ３４２のプローブ部３４６は隔壁起動部材３８０
の接触面３４０に接触する。カプラ３４２が近位開口３２６にさらに挿入されたとき、隔
壁起動部材３８０は遠位方向３９０に前進し、これにより洗浄フィン３２０を並進溝３６
８内で移動させる。カプラ３４２が近位開口３２６内にさらに前進されたとき、隔壁起動
部材３８０のプローブ面３４８は隔壁３５６のスリット３６６を通過する。こうして、隔
壁起動部材３８０のプローブ面３４８は、前部チャンバ３６２内に位置され、隔壁３５６
を通じる流体経路を与える。
【００７２】
　ここで図１３～２０を参照すると、幾つかの実施形態に係る複数の弁が示される。これ
ら弁は、血管アクセス装置内で生ずる低速または皆無の流体流れの領域をさらに除去しま
たは低減することを目的とする。かかる実施形態は、隔壁と、隔壁起動部材またはプッシ
ャとを含む弁機構を備える。
【００７３】
　図１３，１４は本発明の実施形態を示し、これにおいて、低速または皆無の流体流れ領
域である隙間スペースへ流体が流れるのを防止すべく、スリーブ４５が使用される。
【００７４】
　図１３は隔壁４３を示し、隔壁４３は、ニードルの除去後、隔壁起動部材またはプッシ
ャ３４４が近位位置にある状態で、カテーテル本体４１の管状空隙３４１内の流体シール
を形成する。スリーブ４５は、プッシャ３４４の周囲に取り付けられ、プッシャ３４４の
近位部分３４８の外周面５３と、管状空隙３４１の内表面３５４との間の流体シールを形
成する。そして、プッシャ３４４の近位端と管状空隙３４１の内表面３５４との間から隙
間スペース４９８内に流体が流れることはできない。図１４は、遠位位置にあるプッシャ
３４４を示し、これにおいて流体は、プッシャ３４４の管状空隙５１を通じてのみ流れる
ことができる。スリーブ４５は依然、プッシャ３４４の外周面５３と管状空隙３４１の内
表面５４との間の流体シールを維持する。そして、流体は隙間スペース４９８内に流れる
ことができない。加えて、プッシャ３４４が遠位位置にあるとき、スリーブ４５の遠位端
のテーパ状外表面３５１は、隙間スペース４９８のサイズを縮小する。スリーブ４５は、
例えば液体シリコンゴム等のより柔軟なエラストマー材料から作られ、インサート成形、
射出成形および他の成形技術または成形技術の組み合わせなどの適当な成形工程を経て、
プッシャ３４４に取り付けられる。
【００７５】
　図１５，１６は本発明の他の実施形態を示す。他の実施形態は、筒状の隔壁起動部材３
６５の近位端６５と遠位端７５におけるシールを用いる弁機構を有する。他の実施形態は
、起動部材３６５と、カテーテル本体６１の管状空隙３６３の内表面７４との間の隙間ス
ペース６９８，６９９に流体が流入するのを防止する。遠位シール７５が隔壁６３に設け
られる。遠位シール７５は、プッシャが図１５に示されるような近位位置または図１６に
示されるような遠位位置にあるとき、起動部材３６５の遠位端と隔壁６３の近位面との間
を流体が流れるのを防止する。近位シール６５は、起動部材３６５の近位端の外周縁の周
りの連続した隆起またはドーナツ状バンドであり、近位および遠位の両方の起動部材位置
において、カテーテル本体６１の管状空隙３６３の内表面７４と共に流体シールを形成す
る。近位シール６５は、例えば液体シリコンゴムのようなより柔軟なエラストマー材料か
ら作られ、起動部材３６５上に被覆成形され、起動部材３６５の近位端の外表面上のリッ
プ３６７によって定位置に保持される。起動部材３６５は、外表面３７１の外周部から延
び且つ外周部の周りに均等に分散配置される複数のフィン３６９を有する。これらフィン
３６９は、管状空隙３６３の内表面７４の一部７３と接触するのに十分なほど長く、また
遠位方向では隔壁６３と接触することによって、近位方向では内表面７４の凹みまたは段
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部３７８と接触することによって、カテーテル本体に沿った起動部材３６５の移動を制限
するよう用いられる。
【００７６】
　図１７～２０は幾つかの実施形態を示し、これら実施形態は、小さく閉じ込められた隙
間スペースを排除し、これによって皆無または低速の流体流れを除去するよう形成された
弁機構を有する。
【００７７】
　図１７，１８は、隔壁８３が起動部材３８３の大部分を格納する実施形態を示す。起動
部材３８３は、頭部、筒状部およびプランジャを含む。プランジャ３８１は起動部材３８
３の近位端に位置される。内表面９４とプランジャ８０との間を流体が通過できぬよう、
プランジャ３８１は、少なくともカテーテル本体８１の管状空隙３８５の直径と等しい直
径を有する。隔壁８３は、その全長に沿って、少なくとも管状空隙８２の直径と等しい外
径を有し、これにより、隔壁８３と、管状空隙３８５の内表面９４との間に隙間スペース
が存在しない。加えて、隔壁８３は管状空隙８５を有し、管状空隙８５の内径は、起動部
材３８３の筒状部８７の外径と等しい。これにより、筒状部８７の長さに沿った追加の流
体シールが形成される。さらに、起動部材３８３と隔壁８３の相対的な長さは、図１８に
示されるように、起動部材３８３が遠位位置にあるとき、プランジャ３８１の遠位面３８
９が隔壁８３の近位端３８８に密に接触するように定められている。こうして、プランジ
ャ３８１と隔壁８３の間には隙間スペースが存在しない。頭部は、起動部材３８３の遠位
端に位置され、管状空隙９１の側壁における長手溝３８７を含む。流体流れが起動部材３
８３の管状空隙９１から分岐するのを可能とし、内表面７４にて隔壁８３の遠位面の周り
に皆無または低速流れ領域３９３ができる可能性を減じるためである。
【００７８】
　図１９，２０は、弁機構のさらなる実施形態を示し、これにおいて隔壁１０３は、遠位
端１０８を有する筒状部１０７と、近位端１０５に位置された近位平面を有する膜部１０
９とを含む。隔壁１０３の筒状部１０７は、隔壁ハウジング１１１内に実質的に配置され
、管状空隙３８５の表面に形成された肩部または環状凹部１２１によって遠位方向の移動
が妨げられる。膜部１０９の外周部と、管状空隙３８５の近位部１１０の内表面１１４と
の間に、流体シールが形成され、弁が閉じられたときに隔壁１０３を通過して流体が漏れ
るのを防止する。幾つかの実施形態において、隔壁１０３は、膜部１０９のほぼ中央部に
位置されたニードルスリット１１３または弁穴をさらに含む。ニードルスリット１１３ま
たは弁穴は、膜部１０９を通じて延び、誘導ニードル５による隔壁１０３の貫入を容易に
する。隔壁起動部材３０４は、管状空隙３８５の近位部に位置され、筒状部１１５を含む
。幾つかの実施形態において、筒状部またはスリーブ部１１５は、側壁に、複数の長手ス
ロットまたは流路１１６を含む。長手スロットまたは流路１１６は、筒状部１１５の外周
部の周りに均等に分散配置され、遠位または起動端１１７に位置される。これにより、起
動端１１７と膜１０９の間に隙間が形成される。
【００７９】
　図１９は、誘導ニードル５の除去後の近位位置にある隔壁起動部材３０４を示す。特に
、隔壁起動部材３０４の起動端１１７は、隔壁１０３の膜部１０９の近位平面に接触（対
向）して位置され、界面を形成する。近位部３１０における管状空隙３８５の直径は、血
管アクセス装置のコネクタ１０６（例えばルアーコネクタ）、隔壁起動部材３０４および
膜部１０９の外径とほぼ等しくされ、これによりコネクタ１０６（図２０に示される）、
隔壁起動部材３０４および膜部１０９の接触端の間に隙間スペースがなくなる。第１の管
状空隙３８５の内表面１１４と近位部３１０は、膜部１０９によってさらにシールされる
。
【００８０】
　ここで図２０を参照すると、遠位位置にある隔壁起動部材３０４が示される。これにお
いてコネクタ１０６は、隔壁起動部材３０４を遠位方向前方に動かし、隔壁起動部材３０
４の起動端１１７が膜部１０９を変形させる。この変形は流体通路を形成し、これにより
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流体は、スロット１１６を通じて膜部１０９を迂回し、その後膜部１０９の外周部と内表
面１１４との間を流れ、筒状部１０７の側壁における開口１１８を通じて案内される。こ
の膜部１０９の外周部の周りの分岐流体通路は、管状空隙３８５の肩部１１９付近に発生
する停滞または低速流領域の可能性を減じる旋回流体流れを生じさせる。流体はその後、
筒状部１０７の内径に沿って流れ続け、管状空隙３８５の遠位端部１１２に流入する。
【００８１】
　ここに記述されたいかなる隔壁も、種々の適当な材料によって、また種々の適当な製造
方法によって、作られることができる。例えば、隔壁は、インサート成形、射出成形、他
の成形技術、または成形技術の組み合わせ等の適当な成形工程を通じて、液体シリコンゴ
ムから形成されることができる。隔壁１０３またはここに記述された如何なる隔壁も、そ
の任意の表面、特に流体と接触するそれらの表面に、抗菌物質のコーティングを有するこ
とができる。
【００８２】
　本発明は、ここに広く記述され以下にクレームされるような構造、方法または他の本質
的性質から外れることなく、他の特定形態で具現化されることができる。記述された実施
形態は、全ての点において例示的とのみ解され、限定的とは解されない。本発明の範囲は
、それ故、前述の説明よりもむしろ添付の請求項によって示される。請求項の均等の意味
および範囲内に含まれる全ての変更は、請求項の範囲内に含まれる。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図１５】 【図１６】



(26) JP 2017-6726 A 2017.1.12

【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】



(27) JP 2017-6726 A 2017.1.12

10

フロントページの続き

１．テフロン

(72)発明者  マーティー　エル．スタウト
            アメリカ合衆国　８４０９５　ユタ州　サウス　ジョーダン　スイス　パス　サークル　３１１３
(72)発明者  ウェストン　エフ．ハーディング
            アメリカ合衆国　８４０４３　ユタ州　レヒ　ノース　９１０　ウェスト　２４２１
(72)発明者  レイ　エス．イサークソン
            アメリカ合衆国　８４０６７　ユタ州　ロイ　サウス　２１７５　ウェスト　４３６０
(72)発明者  オースティン　ジェイソン　マッキノン
            アメリカ合衆国　８４０９６　ユタ州　ヘリマン　アデライン　コート　５６１８
Ｆターム(参考) 4C167 AA24  BB12  BB31  BB33  BB38  CC08 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

