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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
処置の前に透析システムを試験するための方法において、
前記透析システムの空気逃がしデバイスのチャンバに真空圧を加える工程であって、前
記空気逃がしデバイスが適切に作動している場合には空気が前記空気逃がしデバイスの通
気孔を通って前記空気逃がしデバイスの前記チャンバに吸引されるために、前記空気逃が
しデバイスに真空圧を加える工程と、
前記空気逃がしデバイスの前記チャンバに真空圧を加えた後、前記空気逃がしデバイス
の前記チャンバ内の流体レベルを検出する工程と、
前記空気逃がしデバイスの前記チャンバ内の前記流体レベルに基づいて、前記空気逃が
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しデバイスが適切に機能しているかどうかを判定する工程とを備え、前記空気逃がしデバ
イスは十分な量の空気が前記空気逃がしデバイスの前記チャンバに吸引される場合には適
切に作動している、方法。
【請求項２】
前記空気逃がしデバイスが適切に機能しているかどうかを判定する工程において、前記
空気逃がしデバイスの前記通気孔が適切に機能しているかどうかを判定する、請求項１に
記載の方法。
【請求項３】
前記空気逃がしデバイスのチャンバ内の前記流体レベルは、前記透析システムのレベル
検出器によって検出され、前記レベル検出器は、前記空気逃がしデバイスのチャンバに隣
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接して配置される請求項１に記載の方法。
【請求項４】
前記レベル検出器は、超音波信号を放出するように構成された送信機および超音波信号
を受信するように適合された受信機を備える請求項３に記載の方法。
【請求項５】
前記レベル検出器は、前記検出された流体レベルに関連する信号が前記透析システムの
制御ユニットに送信されることができるように、前記透析システムの前記制御ユニットに
接続される請求項３に記載の方法。
【請求項６】
前記空気逃がしデバイスのチャンバに真空圧を加える工程は、前記空気逃がしデバイス
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の前記チャンバの上流および下流のラインを閉鎖すること、および、前記空気逃がしデバ
イスの前記チャンバから流体を出すためにポンプを起動することを含んでなる、請求項１
に記載の方法。
【請求項７】
前記空気逃がしデバイスの前記チャンバの上流のラインを閉鎖することにおいて、前記
空気逃がしデバイスの前記チャンバを通して流体を循環させるように構成されたポンプを
ターンオフし、前記空気逃がしデバイスの前記チャンバの下流のラインを閉鎖することに
おいて、前記空気逃がしデバイスの前記チャンバの下流のラインをクランプする、請求項
６に記載の方法。
【請求項８】
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前記空気逃がしデバイスの前記チャンバから流体を出すために起動される前記ポンプは
、限外ろ過ポンプである請求項７に記載の方法。
【請求項９】
前記空気逃がしデバイスの前記チャンバから流体を出すために前記空気逃がしデバイス
の前記チャンバに流体連通しているバランスチャンバのバランスを崩す工程をさらに備え
る、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
前記空気逃がしデバイスの前記チャンバに真空圧を加える工程は、前記空気逃がしデバ
イスの上流および下流のラインを閉鎖すること、および、前記空気逃がしデバイスの前記
チャンバから流体を出すためにポンプを起動することを含んでなる、請求項１に記載の方
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法。
【請求項１１】
前記透析システムは、前記空気逃がしデバイスの前記チャンバに接続された第１および
第２のライン、ならびに、透析処置中に、前記第１のラインから、前記空気逃がしデバイ
スの前記チャンバ、前記第２のラインへと流体を循環させるように構成されたポンプを備
え、前記空気逃がしデバイスの前記チャンバに真空圧を加えることは、前記第２のライン
を閉鎖すること、および、前記第２のラインから、前記空気逃がしデバイスの前記チャン
バ、前記第１のラインへと流体を循環させるように前記ポンプを動作させることを含んで
なる、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
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前記空気逃がしデバイスの前記チャンバ内の前記流体レベルに基づいて、前記空気逃が
しデバイスが適切に機能していないと判定される場合、前記空気逃がしデバイスが適切に
機能していないことをユーザに指示する工程をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
前記空気逃がしデバイスが適切に機能していないことを前記ユーザに指示する工程は、
視覚信号を放出することを含んでなる、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
前記空気逃がしデバイスが適切に機能していないことを前記ユーザに指示する工程は、
オーディオ信号を放出することを含んでなる、請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
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前記空気逃がしデバイスが適切に機能していないことを前記ユーザに指示する工程は、
前記透析システムの１つまたは複数の機能をディセーブルすることを含んでなる、請求項
１２に記載の方法。
【請求項１６】
前記真空圧を加えた後に前記空気逃がしデバイスの前記チャンバに正圧を加える工程で
あって、前記真空圧によって前記空気逃がしデバイスの前記チャンバ内に吸引された空気
が前記正圧によって前記空気逃がしデバイスの前記チャンバから押出される、正圧を加え
る工程をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
前記透析システムは血液透析システムである請求項１に記載の方法。
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【請求項１８】
前記空気逃がしデバイスの前記チャンバ内の流体は生理食塩水である請求項１に記載の
方法。
【請求項１９】
前記空気逃がしデバイスの前記チャンバ内の流体は血液である請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
処置の前に透析システムを試験するための方法において、
前記透析システムの空気逃がしデバイスのチャンバに真空圧を加える工程であって、前
記空気逃がしデバイスが適切に作動している場合には空気が前記空気逃がしデバイスの通
気孔を通って前記空気逃がしデバイスの前記チャンバに吸引されるために、前記空気逃が

20

しデバイスの前記チャンバに真空圧を加える工程と、
前記空気逃がしデバイスの前記チャンバに真空圧を加えた後、前記空気逃がしデバイス
の前記チャンバに流体接続された流体ライン内の圧力を測定する工程と、
前記測定された圧力に基づいて、前記デバイスが適切に機能しているかどうかを判定す
る工程とを備え、前記空気逃がしデバイスは十分な量の空気が前記空気逃がしデバイスの
前記チャンバに吸引される場合には適切に作動している、方法。
【請求項２１】
前記測定された圧力は、信号の形態で前記透析システムの制御ユニットに送信される請
求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
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前記制御ユニットはマイクロプロセッサである請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
前記圧力は、前記透析システムの圧力センサによって測定される請求項２０に記載の方
法。
【請求項２４】
前記圧力センサは圧力変換器である請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
前記圧力センサは、透析システムの透析機に取付けられ、前記流体ラインに整列する請
求項２３に記載の方法。
【請求項２６】
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前記真空圧は、ポンプを起動することによって前記空気逃がしデバイスの前記チャンバ
に加えられる請求項２０に記載の方法。
【請求項２７】
前記ラインは透析器に流体連通しており、透析液ラインは前記透析器に流体連通してお
り、前記ポンプは、前記透析液ラインに流体接続された限外ろ過ポンプである請求項２６
に記載の方法。
【請求項２８】
前記ポンプは薬物ポンプであり、前記薬物ポンプは、第１の方向に動作すると、前記流
体ライン内に流体を導入するように構成され、第２の方向に動作すると、前記流体ライン
から流体を出すように構成される請求項２６に記載の方法。
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【請求項２９】
前記真空圧を加えることは、前記薬物ポンプを前記第２の方向に動作させることを含ん
でなる、請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
前記空気逃がしデバイスの前記チャンバに真空圧を加えることは、前記空気逃がしデバ
イスの前記チャンバの上流および下流のラインを閉鎖すること、および、前記ラインが閉
鎖される場所の間で前記ラインの一部分に流体連通している第１のポンプを起動すること
を含んでなる、請求項２０に記載の方法。
【請求項３１】
前記空気逃がしデバイスの前記チャンバの上流の前記ラインを閉鎖することにおいて、
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前記ラインを通して流体を循環させるように構成された第２のポンプをターンオフし、前
記空気逃がしデバイスの前記チャンバの下流の前記ラインを閉鎖することにおいて、前記
空気逃がしデバイスの前記チャンバの下流の前記ラインをクランプする、請求項３０に記
載の方法。
【請求項３２】
前記第１のポンプは限外ろ過ポンプである請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
前記デバイスに真空圧を加えるために、前記デバイスに流体連通しているバランスチャ
ンバのバランスを崩す工程をさらに備える、請求項３１に記載の方法。
【請求項３４】
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前記透析システムは、前記空気逃がしデバイスの前記チャンバに接続された第１および
第２のライン、ならびに、透析処置中に、前記第１のラインから、前記空気逃がしデバイ
スの前記チャンバ、前記第２のラインへと流体を循環させるように構成されたポンプを備
え、前記空気逃がしデバイスの前記チャンバに真空圧を加えることは、前記第２のライン
を閉鎖すること、および、前記第２のラインから、前記空気逃がしデバイスの前記チャン
バ、前記第１のラインへと流体を循環させるように前記ポンプを動作させることを含んで
なる、請求項２０に記載の方法。
【請求項３５】
前記空気逃がしデバイスは、前記測定された圧力が所望の圧力未満である場合、不適切
に機能していると判定される請求項２０に記載の方法。

30

【請求項３６】
前記測定された圧力が所望の圧力未満である場合、前記空気逃がしデバイスが適切に機
能していないことをユーザに指示する工程をさらに備える、請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
前記空気逃がしデバイスが適切に機能していないことを前記ユーザに指示する工程は、
視覚信号を放出することを含んでなる、請求項３６に記載の方法。
【請求項３８】
前記空気逃がしデバイスが適切に機能していないことを前記ユーザに指示する工程は、
オーディオ信号を放出することを含んでなる、請求項３６に記載の方法。
【請求項３９】
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前記空気逃がしデバイスが適切に機能していないことを前記ユーザに指示する工程は、
前記透析システムの１つまたは複数の機能をディセーブルすることを含んでなる、請求項
３６に記載の方法。
【請求項４０】
前記真空圧を加えた後に前記空気逃がしデバイスの前記チャンバに正圧を加える工程で
あって、前記真空圧によって前記空気逃がしデバイスの前記チャンバ内に吸引された空気
が前記正圧によって前記空気逃がしデバイスの前記チャンバから押出される、正圧を加え
る工程をさらに備える、請求項２０に記載の方法。
【請求項４１】
前記空気逃がしデバイスは圧力変換器デバイスである請求項２０に記載の方法。
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【請求項４２】
前記透析システムは血液透析システムである請求項２０に記載の方法。
【請求項４３】
前記流体ラインは生理食塩水を含む請求項２０に記載の方法。
【請求項４４】
前記流体ラインは血液を含む請求項２０に記載の方法。
【請求項４５】
処置の前に透析システムを試験するための方法において、
透析システムの空気逃がしデバイスのチャンバに真空圧を加える工程であって、前記空
気逃がしデバイスが適切に作動している場合には空気が前記空気逃がしデバイスの通気孔
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を通って前記空気逃がしデバイスの前記チャンバに吸引されるために、前記空気逃がしデ
バイスの前記チャンバに真空圧を加える工程と、
前記空気逃がしデバイスの前記チャンバに真空圧を加えた後、前記空気逃がしデバイス
の前記チャンバ内の流体レベルを検出する工程と、
前記空気逃がしデバイスの前記チャンバに真空圧を加えた後に前記空気逃がしデバイス
の前記チャンバ内の前記流体レベルが所与のレベルを超える場合、前記空気逃がしデバイ
スが適切に機能していないことをユーザに指示する工程とを備え、前記空気逃がしデバイ
スは十分な量の空気が前記空気逃がしデバイスの前記チャンバに吸引される場合には適切
に作動している、方法。
【請求項４６】
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処置の前に透析システムを試験するための方法において、
透析システムの空気逃がしデバイスのチャンバに真空圧を加える工程であって、前記空
気逃がしデバイスが適切に作動している場合には空気が前記空気逃がしデバイスの通気孔
を通って前記空気逃がしデバイスの前記チャンバに吸引されるために、前記空気逃がしデ
バイスの前記チャンバに真空圧を加える工程と、
前記空気逃がしデバイスの前記チャンバに真空圧を加えた後、前記空気逃がしデバイス
に流体接続された流体ライン内の圧力を測定する工程と、
前記測定された圧力がある圧力未満である場合、前記空気逃がしデバイスが適切に機能
していないことをユーザに指示する工程とを備え、前記空気逃がしデバイスは十分な量の
空気が前記空気逃がしデバイスの前記チャンバに吸引される場合には適切に作動している
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、方法。
【請求項４７】
透析システムにおいて、
チャンバを画成するハウジングおよび前記チャンバの一端に設けられた通気孔を備える
空気逃がしデバイスと、
前記空気逃がしデバイスの前記チャンバ内の流体のレベルを検出するように構成された
レベル検出器と、
前記レベル検出器に接続された制御ユニットとを備え、前記制御ユニットは、前記空気
逃がしデバイスが適切に作動している場合には空気が前記空気逃がしデバイスの通気孔を
通って前記空気逃がしデバイスの前記チャンバに吸引されるために前記空気逃がしデバイ
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スの前記チャンバに真空圧が加えられるときに、前記空気逃がしデバイスの前記チャンバ
内の検出された流体レベルに基づいて前記空気逃がしデバイスが適切に機能しているかど
うかを判定するように構成され、前記空気逃がしデバイスは十分な量の空気が前記空気逃
がしデバイスの前記チャンバに吸引される場合には適切に作動している、透析システム。
【請求項４８】
透析システムにおいて、
チャンバを画成するハウジングおよび前記チャンバの一端に設けられた通気孔を備える
空気逃がしデバイスと、
前記空気逃がしデバイスの前記チャンバに流体接続された流体ラインと、
前記流体ライン内の流体の圧力を測定するように構成された圧力センサと、
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前記圧力センサに接続された制御ユニットとを備え、前記制御ユニットは、前記空気逃
がしデバイスが適切に作動している場合には空気が前記空気逃がしデバイスの通気孔を通
って前記空気逃がしデバイスの前記チャンバに吸引されるために前記空気逃がしデバイス
に真空圧が加えられるときに、前記流体ライン内の流体の測定された圧力に基づいて前記
空気逃がしデバイスが適切に機能しているかどうかを判定するように構成され、前記空気
逃がしデバイスは十分な量の空気が前記空気逃がしデバイスの前記チャンバに吸引される
場合には適切に作動している、透析システム。
【請求項４９】
前記空気逃がしデバイスの前記チャンバに真空圧を加える工程は、前記空気逃がしデバ
イスが適切に作動している場合には、空気が外気から前記空気逃がしデバイスの通気口を
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通って引き込まれ、前記空気逃がしデバイスの前記チャンバに吸入されるために、前記真
空圧を前記空気逃がしデバイスの前記チャンバに加える、請求項１に記載の方法。
【請求項５０】
前記空気逃がしデバイスの前記チャンバに真空圧を加える工程は、前記空気逃がしデバ
イスが適切に作動している場合には、空気が外気から前記空気逃がしデバイスの通気口を
通って引き込まれ、前記空気逃がしデバイスの前記チャンバに吸入されるために、前記真
空圧を前記空気逃がしデバイスの前記チャンバに加える、請求項２０に記載の方法。
【請求項５１】
前記空気逃がしデバイスの前記チャンバに真空圧を加える工程は、前記空気逃がしデバ
イスが適切に作動している場合には、空気が外気から前記空気逃がしデバイスの通気口を
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通って引き込まれ、前記空気逃がしデバイスの前記チャンバに吸入されるために、前記真
空圧を前記空気逃がしデバイスの前記チャンバに加える、請求項４５に記載の方法。
【請求項５２】
前記空気逃がしデバイスの前記チャンバに真空圧を加える工程は、前記空気逃がしデバ
イスが適切に作動している場合には、空気が外気から前記空気逃がしデバイスの通気口を
通って引き込まれ、前記空気逃がしデバイスの前記チャンバに吸入されるために、前記真
空圧を前記空気逃がしデバイスの前記チャンバに加える、請求項４６に記載の方法。
【請求項５３】
前記制御ユニットは、前記空気逃がしデバイスが適切に作動している場合には、空気が
外気から前記空気逃がしデバイスの通気口を通って引き込まれ、前記空気逃がしデバイス
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の前記チャンバに吸入されるために前記真空圧を前記空気逃がしデバイスの前記チャンバ
に加えたときに測定した圧力に基づいて、前記空気逃がしデバイスが適切に作動している
か否かを判定する、請求項４７に記載の透析システム。
【請求項５４】
前記制御ユニットは、前記空気逃がしデバイスが適切に作動している場合には、空気が
外気から前記空気逃がしデバイスの通気口を通って引き込まれ、前記空気逃がしデバイス
の前記チャンバに吸入されるために前記真空圧を前記空気逃がしデバイスの前記チャンバ
に加えたときに測定した圧力に基づいて、前記空気逃がしデバイスが適切に作動している
か否かを判定する、請求項４８に記載の透析システム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、透析システムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
透析は、不十分な腎臓機能を有する患者をサポートするために使用される処置である。
２つの主要な透析方法は、血液透析と腹膜透析である。
血液透析(hemodialysis)（「ＨＤ」）中、患者の血液は、透析溶液または透析液を、透
析器を通して同様に流しながら、透析機の透析器を通して流される。透析器内の半浸透性
膜は、透析器内で透析液から血液を分離し、拡散および浸透交換が、透析液と血液ストリ
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ームとの間で起こることを可能にする。膜の前後のこれらの交換は、尿素およびクレアチ
ンのような溶質を含む老廃物の、血液からの除去をもたらす。これらの交換はまた、血液
中のナトリウムおよび水などの他の物質のレベルを調節する。こうして、透析機は、血液
を浄化するための人工腎臓として働く。
【０００３】
腹膜透析(peritoneal dialysis)（「ＰＤ」）では、患者の腹腔は、透析溶液または透
析液を定期的に注入される。患者の腹膜の膜裏は、拡散および浸透交換が、溶液と血液ス
トリームとの間で起こることを可能にする自然の半浸透性膜として働く。ＨＤにおける透
析器の前後の連続交換のような、患者の腹膜の前後のこれらの交換は、尿素およびクレア
チンのような溶質を含む老廃物の、血液からの除去をもたらし、血液中のナトリウムおよ
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び水などの他の物質のレベルを調節する。
【０００４】
多くのＰＤ機は、透析液を、患者の腹腔に／から自動的に注入し、滞留し、排出するよ
うに設計される。処置は、通常、数時間続き、しばしば、腹腔から使用済み(used or spe
nt)透析液を空にするための初期排出サイクルで始まる。シーケンスは、その後、次々に
続く、一連の充填、滞留、および排出フェーズを通して進行する。各フェーズはサイクル
と呼ばれる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
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【特許文献１】特開２００６−２６３１３６号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
本発明は、透析システムおよび方法を与える。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明の一態様では、方法は、透析システムの空気逃がしデバイスに真空圧を加えるこ
とを含む。空気逃がしデバイスは通気孔を含む。空気逃がしデバイスに真空圧を加えた後
、空気逃がしデバイス内の流体レベルが検出される。空気逃がしデバイス内の流体レベル
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に基づいて、空気逃がしデバイスが適切に機能しているかどうかが判定される。
【０００８】
本発明の別の態様では、方法は、透析システムのデバイスに真空圧を加えることを含む
。デバイスは通気孔を含む。デバイスに真空圧を加えた後、デバイスに流体接続された流
体ライン内の圧力が測定される。測定された圧力に基づいて、デバイスが適切に機能して
いるかどうかが判定される。
【０００９】
本発明のさらなる態様では、方法は、透析システムの空気逃がしデバイスに真空圧を加
えることを含む。空気逃がしデバイスは通気孔を含む。空気逃がしデバイスに真空圧を加
えた後、空気逃がしデバイス内の流体レベルが検出され、空気逃がしデバイスに真空圧を
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加えた後に空気逃がしデバイス内の流体レベルが所与のレベルを超える場合、空気逃がし
デバイスが適切に機能していないことをユーザが知らされる。
【００１０】
本発明のさらなる態様では、方法は、透析システムの、通気孔を備えるデバイスに真空
圧を加えることを含む。デバイスは通気孔を含む。デバイスに真空圧を加えた後、デバイ
スに流体接続された流体ライン内の圧力が測定され、測定された圧力がある圧力未満であ
る場合、デバイスが適切に機能していないことをユーザが知らされる。
【００１１】
本発明のなお別の態様では、透析システムは、通気孔を有する空気逃がしデバイスと、
空気逃がしデバイス内の流体のレベルを検出するように構成されたレベル検出器と、レベ
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ル検出器に接続された制御ユニットとを含む。制御ユニットは、空気逃がしデバイスに真
空圧が加えられるときに、空気逃がしデバイス内の検出された流体レベルに基づいて空気
逃がしデバイスが適切に機能しているかどうかを判定するように構成される。
【００１２】
本発明のさらなる態様では、透析システムは、通気孔を有するデバイスと、デバイスに
流体接続された流体ラインと、流体ライン内の流体の圧力を測定するように構成された圧
力センサと、圧力センサに接続された制御ユニットとを含む。制御ユニットは、デバイス
に真空圧が加えられるときに、流体ライン内の流体の測定された圧力に基づいてデバイス
が適切に機能しているかどうかを判定するように構成される。
【００１３】
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実施態様は、以下の特徴の１つまたは複数を含みうる。
いくつかの実施態様では、空気逃がしデバイスが適切に機能しているかどうかを判定す
ることは、空気逃がしデバイスの通気孔が適切に機能しているかどうかを判定することを
含む。
【００１４】
ある実施態様では、空気逃がしデバイス内の流体レベルは、透析システムのレベル検出
器によって検出され、レベル検出器は、空気逃がしデバイスに隣接して配置される。
いくつかの実施態様では、レベル検出器は、超音波信号を放出するように構成された送
信機および超音波信号を受信するように適合された受信機を含む。
【００１５】
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ある実施態様では、レベル検出器は、検出された流体レベルに関連する信号が透析シス
テムの制御ユニットに送信されることができるように、透析システムの制御ユニットに接
続される。
【００１６】
いくつかの実施態様では、空気逃がしデバイスに真空圧を加えることは、空気逃がしデ
バイスの上流および下流のラインを閉鎖すること、および、空気逃がしデバイスから流体
を出すためにポンプを起動することを含む。
【００１７】
ある実施態様では、空気逃がしデバイスの上流のラインを閉鎖することは、空気逃がし
デバイスを通して流体を循環させるように構成されたポンプをターンオフすることを含み
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、空気逃がしデバイスの下流のラインを閉鎖することは、空気逃がしデバイスの下流のラ
インをクランプすることを含む。
【００１８】
いくつかの実施態様では、空気逃がしデバイスから流体を出すために起動されるポンプ
は、限外ろ過ポンプである。
ある実施態様では、方法は、空気逃がしデバイスから流体を出すために空気逃がしデバ
イスに流体連通しているバランスチャンバのバランスを崩すことをさらに含む。
【００１９】
いくつかの実施態様では、空気逃がしデバイスに真空圧を加えることは、空気逃がしデ
バイスの上流および下流のラインを閉鎖すること、および、空気逃がしデバイスから流体
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を出すためにポンプを起動することを含む。
【００２０】
ある実施態様では、透析システムは、空気逃がしデバイスに接続された第１および第２
のライン、ならびに、透析処置中に、第１のラインから空気逃がしデバイス、第２のライ
ンへと流体を循環させるように構成されたポンプを含み、空気逃がしデバイスに真空圧を
加えることは、第２のラインを閉鎖すること、および、第２のラインから空気逃がしデバ
イス、第１のラインへと流体を循環させるようにポンプを動作させることを含む。
【００２１】
いくつかの実施態様では、方法は、空気逃がしデバイス内の流体レベルに基づいて、空
気逃がしデバイスが適切に機能していないと判定される場合、空気逃がしデバイスが適切

50

(9)

JP 6074072 B2 2017.2.1

に機能していないことをユーザに指示することをさらに含む。
【００２２】
ある実施態様では、空気逃がしデバイスが適切に機能していないことをユーザに指示す
ることは、視覚信号を放出することを含む。
いくつかの実施態様では、空気逃がしデバイスが適切に機能していないことをユーザに
指示することは、オーディオ信号を放出することを含む。
【００２３】
ある実施態様では、空気逃がしデバイスが適切に機能していないことをユーザに指示す
ることは、透析システムの１つまたは複数の機能をディセーブルすることを含む。
いくつかの実施態様では、方法は、真空圧を加えた後に空気逃がしデバイスに正圧を加
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えることであって、それにより、真空圧によって空気逃がしデバイス内に吸引された空気
が正圧によって空気逃がしデバイスから押出される、正圧を加えることをさらに含む。
【００２４】
ある実施態様では、透析システムは血液透析システムである。
いくつかの実施態様では、方法は、血液透析処置中に実施される。
ある実施態様では、方法は、血液透析処置前に実施される。
【００２５】
いくつかの実施態様では、空気逃がしデバイス内の流体は生理食塩水である。
ある実施態様では、空気逃がしデバイス内の流体は血液である。
いくつかの実施態様では、空気逃がしデバイスは、ドリップチャンバおよびドリップチ
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ャンバから延在する圧力センサ組立体を含み、圧力センサ組立体は、通気孔を収容する変
換器保護器を含む。
【００２６】
ある実施態様では、空気逃がしデバイスが適切に機能しているかどうかを判定すること
は、変換器保護器の通気孔が適切に機能しているかどうかを判定することを含む。
いくつかの実施態様では、空気逃がしデバイス内の流体レベルを検出することは、ドリ
ップチャンバ内の流体レベルを検出することを含む。
【００２７】
ある実施態様では、測定された圧力は、信号の形態で、透析システムの制御ユニットに
送信される。
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いくつかの実施態様では、制御ユニットはマイクロプロセッサである。
【００２８】
ある実施態様では、圧力は、透析システムの圧力センサによって測定される。
いくつかの実施態様では、圧力センサは圧力変換器である。
ある実施態様では、圧力センサは、透析システムの透析機に取付けられ、流体ラインに
整列する。
【００２９】
いくつかの実施態様では、真空圧は、ポンプを起動することによって空気逃がしデバイ
スに加えられる。
ある実施態様では、ラインは透析器に流体連通しており、透析液ラインは透析器に流体
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連通しており、ポンプは、透析液ラインに流体接続された限外ろ過ポンプである。
【００３０】
いくつかの実施態様では、ポンプは薬物ポンプであり、薬物ポンプは、第１の方向に動
作すると、流体ライン内に流体を導入するように構成され、第２の方向に動作すると、流
体ラインから流体を出すように構成される。
【００３１】
ある実施態様では、真空圧を加えることは、薬物ポンプを第２の方向に動作させること
を含む。
いくつかの実施態様では、デバイスに真空圧を加えることは、デバイスの上流および下
流のラインを閉鎖すること、および、ラインが閉鎖される場所の間でラインの一部分に流
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体連通している第１のポンプを起動することを含む。
【００３２】
ある実施態様では、デバイスの上流のラインを閉鎖することは、ラインを通して流体を
循環させるように構成された第２のポンプをターンオフすることを含み、デバイスの下流
のラインを閉鎖することは、デバイスの下流のラインをクランプすることを含む。
【００３３】
いくつかの実施態様では、第１のポンプは限外ろ過ポンプである。
ある実施態様では、方法は、デバイスに真空圧を加えるために、デバイスに流体連通し
ているバランスチャンバのバランスを崩すことをさらに含む。
【００３４】
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いくつかの実施態様では、透析システムは、デバイスに接続された第１および第２のラ
イン、ならびに、透析処置中に、第１のラインからデバイス、第２のラインへと流体を循
環させるように構成されたポンプを備え、デバイスに真空圧を加えることは、第２のライ
ンを閉鎖すること、および、第２のラインからデバイス、第１のラインへと流体を循環さ
せるようにポンプを動作させることを含む。
【００３５】
ある実施態様では、デバイスは、測定された圧力が所望の圧力未満である場合、不適切
に機能していると判定される。
いくつかの実施態様では、方法は、測定された圧力が所望の圧力未満である場合、デバ
イスが適切に機能していないことをユーザに指示することをさらに含む。
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【００３６】
ある実施態様では、方法は、真空圧を加えた後にデバイスに正圧を加えることであって
、それにより、真空圧によってデバイス内に吸引された空気が正圧によってデバイスから
押出される、正圧を加えることをさらに含む。
【００３７】
いくつかの実施態様では、デバイスは空気逃がしデバイスである。
ある実施態様では、デバイスは、圧力変換器保護器を含む。
実施態様は、以下の利点の１つまたは複数を含みうる。
【００３８】
いくつかの実施態様では、デバイス（たとえば、空気逃がしデバイス）は、処置が始ま
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る前に試験される。結果として、デバイスが、不適切に機能していると判定される場合、
システムのオペレータは、処置が中断されないように、処置の前にデバイスを置換または
修理できる。処置の前に（たとえば、透析システムのプライミング中に）デバイスを試験
することはまた、透析システムのオペレータが、デバイスを迅速に置換または修理するた
めに存在することを保証するのに役立つ。たとえば、多くの臨床設定において、透析シス
テムのオペレータは、処置の自動化部分が始まった後にシステムから遠くに移動する傾向
がある。そのため、こうした臨床設定では、処置の前にデバイスを試験することは、デバ
イスに関して識別されるどんな問題をも補正するために、システムのオペレータが周りに
いることを保証するのに役立つ。
【００３９】
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ある実施態様では、デバイス（たとえば、空気逃がしデバイス）は、処置中に定期的に
試験される。結果として、処置中にデバイスに起こる損傷が検出されうる。たとえば空気
逃がしデバイスの場合、この技法は、空気逃がしデバイスから大気への空気または他のガ
スを排気する通気孔の能力に悪い影響を及ぼしうる、空気逃がしデバイスの通気孔が詰ま
ったかどうかを検出するために使用されることができる。デバイスが不適切に機能してい
ると判定される場合、オペレータは、うまく動作しないデバイスによって処置が悪い影響
を受けないことを保証するのに役立つ対策を迅速にとりうる。たとえば、デバイスが、血
液透析システムの空気逃がしデバイスである実施態様では、ユーザは、空気または他のガ
スを含む可能性があるさらなる流体（たとえば、薬物）の血液回路内への導入を回避しう
る、または、ユーザは、処置を一時的に停止し、空気逃がしデバイスを置換または修理し

50

(11)

JP 6074072 B2 2017.2.1

うる。これは、処置中に、空気が患者に導入されないことを保証するのに役立ちうる。
【００４０】
いくつかの実施態様では、デバイス（たとえば、空気逃がしデバイス）の試験は自動化
される。結果として、システムのオペレータは、ほとんど労力なしで、デバイスが不適切
に機能しているかどうかを識別しうる。これは、システムのオペレータが、欠陥のあるま
たはその他の点でうまく動作しないデバイスを見落とさないことを保証するのに役立つ。
【００４１】
ある実施態様では、透析システムのある機能は、デバイス（たとえば、空気逃がしデバ
イス）が適切に機能していないと判定すると、ディセーブルされる。ディセーブルされる
機能は、たとえば、処置を実施するために必要とされる機能とすることができ、それによ
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り、うまく動作しないデバイスが修理または置換されるまで、処置が実施されることがで
きない。いくつかの実施態様では、たとえば、機械のポンプがディセーブルされて、デバ
イスが置換または修理されるまで、機械が流体を循環させることを防止しうる。これは、
患者の処置が、うまく動作しないデバイスによって悪い影響を受けないことを保証するの
に役立つ。
【００４２】
他の態様、特徴、および利点は、説明、図面、および特許請求の範囲から明らかになる
。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
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【図１】血液透析システムの正面斜視図。
【図２】図１の血液透析システムの正面斜視図であり、血液透析システムのモジュールの
扉が、モジュールに固定された血液コンポーネントセットを露出する開放位置にある。
【図３】図１および図２の血液透析システムの血液コンポーネントセットの正面図。
【図４】図１および図２の血液透析システムの血液コンポーネントセットの背面図。
【図５】図３および図４の血液コンポーネントセットの空気逃がしデバイスの正面図。
【図６】図５の空気逃がしデバイスの平面図。
【図７】図５の空気逃がしデバイスの底面図。
【図８】図５の空気逃がしデバイスの平面斜視図であり、空気逃がしデバイスが、その背
面上に水平に載置される。
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【図９】図１の血液透析システムの正面図であり、システムのモジュールの扉が開放位置
にあり、モジュールの正面上の血液圧送および監視機器を露出するために血液コンポーネ
ントセットがモジュールから取外されている。
【図１０】図１の血液透析システムの血液回路および透析液回路を通る流体の流れ図。
【図１１】処置のために血液透析システムが患者に接続されるときの、図１の血液透析シ
ステムの血液回路および透析液回路を通る流体の流れ図。
【図１２】圧力検知血液ラインが、血液透析機の圧力変換器に接続された変換器保護器を
有する状態の、血液コンポーネントセットを含む血液透析システムの図。
【発明を実施するための形態】
【００４４】
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図１および図２を参照して、血液透析システム１００は、血液回路を形成する使い捨て
血液コンポーネントセット１０４がそこに接続される血液透析機１０２を含む。血液透析
中、血液コンポーネントセット１０４の動脈および静脈患者ライン１０６、１０８は、患
者に接続され、血液コンポーネントセット１０４の透析器１１０を含む、種々の血液ライ
ンおよびコンポーネントを通って血液が循環する。同時に、透析器１１０ならびに血液透
析機１０２に接続された種々の他の透析液コンポンーネントおよび透析液ラインによって
形成される透析液回路を通って、透析液が循環する。これらの透析液コンポーネントおよ
び透析液ラインの多くは、血液透析機１０２のハウジングの内部に位置し、したがって、
図１および図２では見えない。透析液は、血液と共に透析器１１０を通過する。透析器１
１０を通過する血液および透析液は、透析器１１０の半浸透性構造（たとえば、半浸透性
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膜および／または半浸透性ミクロチューブ）によって互いから分離される。この配置構成
の結果として、毒素が、患者の血液から取除かれ、透析液に集められる。透析器１１０を
出るろ過済み血液は、患者に戻される。透析器１１０を出る透析液は、血液から取除かれ
た毒素を含み、「使用済み透析液(spent dialysate)」と一般に呼ばれる。使用済み透析
液は、透析器１１０から排出部に送られる。
【００４５】
血液コンポーネントセット１０４のコンポーネントの１つのコンポーネントは、空気逃
がしデバイス１１２である。空気逃がしデバイス１１２は、液体が通過することを抑制（
たとえば、防止）しながら、空気が通過することを可能にする自己シール通気孔組立体１
１４（図５に示す）を含む。結果として、処置中に血液回路を通過する血液が空気を含む
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場合、空気は、血液が空気逃がしデバイス１１２を通過するとき、大気に排出されること
になる。空気逃がしデバイス１１２は、適切に機能していることを保証するために、処置
の前または処置中に試験されうる。空気逃がしデバイス１１２を試験するために、空気逃
がしデバイス１１２のチャンバ１１６（図５に示す）に真空圧(vacuum)が加えられ、逃が
しデバイス１１２のチャンバ１１６内の液体レベル（たとえば、生理食塩水レベルまたは
血液レベル）および／または空気逃がしデバイス１１２を含む血液回路の一部分内の圧力
が監視される。加えられる真空圧に応答して、逃がしデバイス１１２のチャンバ１１６内
の液体レベルが実質的に下がらない、かつ／または、空気逃がしデバイス１１２を含む血
液回路の一部分内の圧力がある値より下がる場合、これは、不十分な量の空気が逃がしデ
バイス１１２に入っていることを指示し、それは、空気逃がしデバイス１１２の通気孔組
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立体１１４が閉塞している可能性があることをさらに指示する。応答して、オペレータは
、不適切に機能する空気逃がしデバイス１１２または空気逃がしデバイス１１２がその一
部である血液コンポーネントセット１０４全体を置換または修理できる。これは、処置中
の血液回路内の空気が、患者に達する前に大気に漏出することを許容されることを保証す
るのに役立つ。空気逃がしデバイス１１２を試験する方法は、以下でより詳細に述べられ
る。
【００４６】
依然として図１および図２を参照して、血液透析機１０２は、タッチスクリーン１１８
および制御パネル１２０を含む。タッチスクリーン１１８および制御パネル１２０は、オ
ペレータが、異なる処置パラメータを血液透析機１０２に入力し、血液透析機１０２をそ
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の他の方法で制御することを可能にする。さらに、タッチスクリーン１１８は、血液透析
システムのオペレータに情報を伝達するためのディスプレイとして役立つ。スピーカ１２
２は、タッチスクリーン１１８の下に配置され、システム１００のオペレータにオーディ
オ信号を提供するように機構する。そのため、血液透析機１０２は、使用中にシステム１
００のオペレータに、タッチスクリーン１１８を介した視覚警報とスピーカ１２２を介し
たオーディオ警報の両方を提供することが可能である。スピーカ１２２が、タッチスクリ
ーン１１８の下に配置されるものとして述べられるが、スピーカ１２２は、血液透析機１
０２上の種々の他の場所の任意の場所に配置されうることが理解されるべきである。図１
および図２に示すように、透析液容器１２４は、透析液供給ライン１２６を介して血液透
析機１０２に接続される。排出ライン１２８および限界ろ過ライン１２９はまた、血液透
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析機１０２から延在する。透析液供給ライン１２６、排出ライン１２８、および限界ろ過
ライン１２９は、透析液回路の一部を形成する血液透析機１０２のハウジングの内部の種
々の透析液コンポーネントおよび透析液ラインに流体接続される。血液透析中に、透析液
供給ライン１２６は、透析液容器１２４から血液透析機１０２の内部に位置する透析液回
路の部分に新鮮な透析液を運ぶ。先に述べたように、新鮮な透析液は、透析液回路を形成
する、透析器１１０を含む種々の透析液ラインおよび透析液コンポーネントを通って循環
する。透析液は、透析器１１０を通過するとき、患者の血液から毒素を集める。結果とし
て得られる使用済み透析液は、排出ライン１２８を介して透析液回路から排出部に運ばれ
る。処置中に、限界ろ過が実施されるとき、使用済み透析液および患者から引出された過
剰の流体は、限界ろ過ライン１２９を介して排出部に運ばれる。
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【００４７】
血液コンポーネントセット１０４は、血液透析機１０２の前に取付けられたモジュール
１３０に固定される。モジュール１３０は、血液回路を通して血液を駆動することが可能
な血液ポンプ１３２を含む。モジュール１３０はまた、血液回路を通って流れる血液を監
視することが可能な種々の他の機器を含む。モジュール１３０は、扉１３１を含み、扉１
３１は、閉鎖されると、図１に示すように、モジュール１３０の前面と協働して、血液コ
ンポーネントセット１０４を受取るサイズに形作られた区画を形成する。閉鎖位置では、
扉１３１は、血液コンポーネントセット１０４のいくつかの血液コンポーネントを、モジ
ュール１３０の前面で、露出された対応する機器に押し付ける。以下でより詳細に述べる
ように、この配置構成は、血液回路を通る血液の流れの制御および血液回路を通って流れ
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る血液の監視を容易にする。
【００４８】
図３および図４は、血液コンポーネントセット１０４の、それぞれ、正面図および背面
図である。図３および図４に示すように、血液コンポーネントセット１０４は、キャリア
本体１３４に固定された、空気逃がしデバイス１１２を含む種々の血液ラインおよび血液
コンポーネントを含む。キャリア本体１３４は、種々の血液ラインおよびコンポーネント
を捕捉し保持するための一連のアパーチャおよび窪みを形成する。キャリア本体１３４は
、窪んだ部分（図３の左側と図４の右側に示す）および平坦な部分（図３の右側と図４の
左側に示す）を含む。窪んだ部分は、血液コンポーネントのほとんどを保持するように構
成され、一方、平坦な部分は、透析器１１０を支持するように構成される。図４に示すよ
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うに、突出部１３５が、キャリア本体１３４の後面から延在する。これらの突出部１３５
は、モジュール１３０の前面に形成された窪んだ領域と協働して、キャリア本体１３４、
したがって血液コンポーネントセット１０４をモジュール１３０に固定する。突出部１３
５はまた、血液コンポーネントセット１０４をモジュール１３０の前面に適切に整列させ
るのに役立ち、それにより、血液コンポーネントセット１０４がモジュール１３０に固定
され、モジュール１３０の扉１３１が閉鎖されると、血液コンポーネントセット１０４の
種々の血液コンポーネントおよび血液ラインが、モジュール１３０の前面上の関連する機
器に動作可能に嵌合する。
【００４９】
空気逃がしデバイス１１２は、キャリア本体１３４に形成されたアパーチャ内に保持さ
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れる。空気逃がしデバイス１１２は、たとえば、キャリア本体１３４に形成されたアパー
チャにスナップ嵌めしうる。いくつかの実施態様では、キャリア本体１３４から延在する
指部は、空気逃がしデバイス１１２をキャリア本体１３４にしっかり保持するために、空
気逃がしデバイス１１２の周りに部分的に延在する。空気逃がしデバイス１１２は、先に
述べたように、空気などのガスが、血液回路内の血液から、チャンバ１１６の上部に配置
された通気孔組立体１１４を通って空気逃がしデバイス１１２のチャンバ１１６から漏出
することを可能にする。
【００５０】
空気逃がしデバイス１１２の種々の異なる図を示す図５〜８を参照して、空気逃がしデ
バイス１１２は、空気逃がしチャンバ１１６を形成するハウジング１３６を有する。チャ
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ンバ１１６は、底部領域１３８および上部領域１４０を有する。入口ポート１４２および
出口ポート１４４は、ハウジング１３６の底部表面に形成される。フィルタ１４５は、出
口ポート１４４に配置される。フィルタ１４５は、チャンバ１１６内の血餅が、空気逃が
しチャンバ１１６を出ることを抑制（たとえば、防止）する。ダム１４６が、ポート１４
２と１４４との間のハウジングの底部表面または床から上に延在するため、入口ポート１
４２に入る全ての流体は、出口ポート１４４から流れ出る前に、ダム１４６からあふれ出
る。
【００５１】
空気逃がしチャンバ１１６の自己シール通気孔組立体１１４は、ハウジング１３６の上
部に位置する。通気孔組立体１１４は、液体がチャンバ１１６から漏出することを抑制（
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たとえば、防止）しながら、空気がチャンバ１１６から漏出することを可能にするように
設計される。通気孔組立体１１４は、微多硬質膜１４８および通気孔構造１５０を含む。
微多硬質膜１４８は、（たとえば、血液または他の循環する液体からの気泡からの）ガス
がチャンバ１１６から大気に排出されることを可能にする。同時に、微多硬質膜１４８内
の孔は、異質粒子および有機体が外気からチャンバ１１６に入らないようにするのに十分
に小さい。いくつかの実施態様では、膜１４８は、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＥ
Ｅ）（たとえば、延伸ポリテトラフルオロエチレン（ｅＰＴＥＥ））などの疎水性材料を
含む。ある実施態様では、膜１４８は、その上部に、ｅＰＴＥＥまたは他の微多硬質材料
が塗布される艶消しでかつ織られた(matted and woven)層を有する繊維質キャリアである
。疎水性微多硬質膜１４８は、チャンバ１１６が液体で実質的に満たされると、液体がチ
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ャンバ１１６から漏出しないようにし、空気が疎水性微多硬質膜１４８を通過することを
可能にする。膜１４８は、約０．０５ミクロン〜約０．４５ミクロン（たとえば、約０．
２２ミクロン、約０．２ミクロン）の平均孔サイズを有する。適した膜は、Ｖｅｒｓａｐ
ｏｒ（登録商標）マークの下でＰａｌｌ

Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（ニューヨーク州イー

ストヒルズ(East hills, New York)）から、また、Ｗ．Ｌ．Ｇｏｒｅ＆Ａｓｓｏｃｉａｔ
ｅｓ（デラウェア州ニューワーク(Newark, Delaware)）から入手可能である。
【００５２】
通気孔構造１５０は、濡れる場合、自動的にシャットダウンシールする(seal shut)。
結果として、通気孔構造１５０は、膜１４８が破断する場合に、血液がチャンバ１１６か
ら漏出すること、または、他の流体がチャンバ１１６に入ることを防止しうる。いくつか
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の実施態様では、通気孔構造１５０は、空気がチャンバを通過しチャンバから漏出するこ
とを可能にする、約１５ミクロン〜約４５ミクロンの平均孔サイズを有する固体多硬質ブ
ロックである。ある実施態様では、通気孔構造１５０は、ポリエチレン（たとえば高密度
ポリエチレン（ＨＤＰＥ））とカルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）の混合物、ポリス
チレンとメチルエーテルセルロースの混合物、あるいは、ポリプロピレンベース多硬質材
料またはポリエチレンベース多硬質材料から形成される。こうした材料は、Ｐｏｒｅｘ
Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（ジョージア州フェアバーン(Fairburn, Georgia)）から入手可
能である。１つのこうした製品は、９０重量％のポリエチレンおよび１０重量％のカルボ
キシメチルセルロースを含有し、約３０ミクロン〜約４０ミクロンの平均孔サイズを有す
る。しかし、材料の他のパーセンテージならびに他の材料および他の孔サイズが使用され
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うる。たとえば、通気孔構造１５０は、約８０重量％〜約９５重量％の高密度ポリエチレ
ンおよび約５重量％〜約２０重量％のカルボキシメチルセルロースを含みうる。
【００５３】
通気孔構造１５０が液体に接触すると、通気孔構造の膨潤剤（たとえば、カルボキシメ
チルセルロースなどのセルロース成分）が膨張し、それにより、通気孔構造１５０のポリ
マー成分（たとえば、高密度ポリエチレン）内の孔を閉鎖する。通気孔構造１５０は、膜
１４８が通気孔構造１５０とチャンバ１１６との間に位置するように、膜１４８に隣接し
かつ膜１４８の真上に搭載される。通気孔構造１５０は、凝縮が膜１４８上に蓄積し、膜
１４８に接触することを抑制（たとえば、防止）する。たとえば、凝縮が通気孔構造１５
０上に蓄積し始める場合、通気孔構造の孔は閉鎖し、それにより、凝縮が膜１４８に達す
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るのを抑制する。通気孔構造１５０は、同様に、液体がチャンバ１１６から漏出すること
を抑制（たとえば、防止）する。たとえば、膜１４８が破断し、液体が、破断した膜１４
８を通過する場合、通気孔構造１５０の孔は、液体に接触すると、自動的に閉鎖すること
になる。
【００５４】
空気逃がしデバイス１１２のチャンバ１１６が血液を含むとき、血液中のたんぱく質が
膜１４８上に蓄積することを抑制（たとえば、防止）することは、膜１４８の疎水性特性
を維持できる。血液と膜１４８との間に生理食塩水を設けることによって、血液全体が膜
１４８から保たれうる。チャンバ１４８の高さおよび形状は、血液／生理食塩水界面１５
２を維持し、したがって、界面１５２の上の生理食塩水が、界面１５２の下の血液と実質
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的に混合することを抑制（たとえば、防止）するのに十分である。
【００５５】
適した空気逃がしデバイスは、参照により本明細書に組込まれる、「Ｓａｆｅｌｙ
ｅｎｔ

Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ

ｆｏｒ

Ｅｘｔｒａｃｏｒｐｏｒｅａｌ

Ｖ

Ｃｉｒｃｕｉ

ｔ」という名称の米国特許出願公報第２００９／００７１９１１号により詳細に記載され
る。
【００５６】
図３および図４を再び参照して、動脈および静脈圧力センサカプセル１５４、１５６ま
たは、血液コンポーネントセット１０４のキャリア本体１３４に形成されたアパーチャ内
に配置される。圧力センサカプセル１５４、１５６はそれぞれ、図４に示すように、薄い

10

膜１５９、１６１が固定される環状剛性部材１５５、１５７を含む。カプセル１５４、１
５６の環状剛性部材１５５、１５７および薄い膜１５９、１６１は、血液が使用中にそこ
を通して流れる圧力センサチャンバを共に形成する。血液コンポーネントセット１０４が
、血液透析機１０２のモジュール１３０の前面に固定されると、圧力センサカプセル１５
４、１５６の薄い膜１５９、１６１は、モジュール１３０の前面に向く。圧力センサチャ
ンバ内の圧力は、使用中にモジュール１３０の前面上の圧力センサ（たとえば、圧力変換
器）によって薄い膜１５９、１６１を通して検出されうる。適したカプセルは、参照によ
り本明細書に組込まれる米国特許第５，６１４，６７７号「Ｄｉａｐｈｒａｇｍ
ｅ

ｆｏｒ

Ｍｅａｓｕｒｉｎｇ

ｔｈｅ

Ｐｒｅｓｓｕｒｅ

ｏｆ

ａ

Ｇａｇ

Ｆｌｕｉｄ」

にさらに記載される。

20

【００５７】
動脈患者ライン１０６は、図３および図４に示すように、キャリア本体１３４に形成さ
れた窪み内に含まれる。動脈患者ライン１０６の一端は、処置中に患者の動脈に流体接続
される。動脈患者ライン１０６はまた、圧力センサカプセル１５４に流体接続される。動
脈患者ライン１０６は、窪みを通して第１のポンプラインアダプタ１５８まで延在し、第
１のポンプラインアダプタ１５８は、動脈患者ライン１０６をＵ状ポンプライン１６０の
一端に接続する。ポンプライン１６０の他端は、第２のポンプラインアダプタ１６２に接
続され、第２のポンプラインアダプタ１６２は、透析器入口ライン１６４に流体接続され
る。透析器入口ライン１６４は、チューブアダプタを介して、透析器１１０の血液入口ポ
ート１６６に接続される。透析器１１０の血液出口ポート１６８は、別のチューブアダプ

30

タに接続され、別のチューブアダプタは、透析器１１０を透析器出口ライン１７０に接続
する。圧力センサカプセル１５６は、透析器出口ライン１７０に沿って、空気逃がしデバ
イス１１２の上流に配置される。圧力センサカプセル１５６は、空気逃がしデバイス１１
２の入口ポート１４２（図５に示す）に流体接続される。圧力センサカプセル１５６は、
透析器１１０の静脈側の血液圧力が、処置中にモジュール１３０の前面上の嵌合する圧力
センサによって検知されることを可能にする。静脈患者ライン１０８は、空気逃がしデバ
イス１１２の出口ポート１４４（図５に示す）に接続される。静脈患者ライン１０８は、
空気逃がしデバイス１１２から延在し、処置中に患者の静脈に流体接続される。
【００５８】
依然として図３および図４を参照して、上述した主血液回路を形成する血液ラインに加

40

えて、生理食塩水送出ライン１７２および薬物送出ライン１７４は、血液回路内に生理食
塩水および薬物（たとえば、ヘパリン）を導入するために血液回路に接続される。生理食
塩水送出ライン１７２は生理食塩水バッグ１７６に接続される。薬物送出ライン１７４は
、薬物を含むシリンジ１７８に接続される。生理食塩水送出ライン１７２は第１のポンプ
ラインアダプタ１５８に、薬物送出ライン１７４は第２のポンプラインアダプタ１６２に
接続される。
【００５９】
種々の血液ライン、生理食塩水送出ライン１７２、および薬物送出ライン１７４は、種
々の異なる医療等級材料の任意の材料で形成されうる。こうした材料の例は、ＰＶＣ、ポ
リエチレン、ポロプロピレン、シリコン、ポリウレタン、高密度ポリエチレン、ナイロン
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、ＡＢＳ、アクリル、イソプラスト、ポリイソプレン、およびポリカーボネートを含む。
いくつかの実施態様では、血液コンポーネントキャリア本体１３４は、ＰＶＣ、ポリエチ
レン、ポリプロピレン、ポリスチレン、および／または高密度ポリエチレンで形成される
。種々の血液ライン、生理食塩水送出ライン１７２、および薬物送出ライン１７４は、通
常、キャリア本体１３４に形成される窪んだチャネル内に保持される。窪んだチャネルは
、ラインが摩擦嵌め合いでチャネル内に保持されるように、ラインの径に等しいまたはそ
れよりわずかに小さい径を有しうる。別法としてまたは付加的に、種々の他の技法の任意
の技法が、ラインをキャリア本体１３４に固定するために使用されうる。たとえば、機械
式取付けデバイス（たとえば、クリップまたはクランプ）が、キャリア本体１３４に取付
けられ、ラインを保持するために使用されうる。別の例として、ラインは、キャリア本体

10

１３４に付着されうる、または、熱接合されうる。
【００６０】
適した血液コンポーネントセットおよびその関連コンポーネントは、参照により本明細
書に組込まれる、「Ｄｉａｌｙｓｉｓ

Ｓｙｓｔｅｍｓ

ａｎｄ

Ｒｅｌａｔｅｄ

Ｃｏ

ｍｐｏｎｅｎｔｓ」という名称の米国特許出願公報第２００９／０１０１５６６号により
詳細に記載される。
【００６１】
図９は、血液透析機１０２のモジュール１３０の拡大正面図であり、モジュール１３０
の扉が開放し、血液コンポーネントセット１０４がモジュール１３０から取外されている
。図９に示すように、血液ポンプ１３２は、血液透析機１０２のモジュール１３０の前面

20

から延在する。血液ポンプ１３２は、蠕動ポンプであり、血液コンポーネントセット１０
４がモジュール１３０の前面に固定されると、キャリア本体から横に延在するＵ状ポンプ
ライン１６０が蠕動ポンプの周りに配置されるように配列される。
【００６２】
血液透析機１０２のモジュール１３０はまた、血液コンポーネントセット１０４がモジ
ュール１３０の前面に固定されると、空気逃がしデバイス１１２に整列するレベル検出器
１８２を含む。レベル検出器１８２は、空気逃がしデバイス１１２内で液体（たとえば、
血液および／または生理食塩水）のレベルを検出するように適合される。モジュール１３
０の扉１３１は、血液コンポーネントセット１０４がモジュール１３０の前面に固定され
、扉１３１が閉鎖されると、空気逃がしデバイス１１２をレベル検出器１８２に対して圧
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迫する突出部１８３を含む。突出部１８３は、空気逃がしデバイス１１２の丸い外部表面
を受取るように適合した窪んだ領域を含む。窪んだ領域は、扉１３１が閉鎖されると、空
気逃がしデバイス１１２がレベル検出器１８２に関して適切に配置されることを保証する
のに役立つ。レベル検出器１８２は、扉１３１が空気逃がしデバイス１１２をレベル検出
器１８２に押し付けると、空気逃がしデバイス１１２の外側表面に接触する比較的軟質の
先端（たとえば、スポンジ先端）を有する円筒部材である。レベル検出器１８２の先端は
、空気逃がしデバイス１１２内の液体のレベルを決定するための超音波信号送信機および
受信機を含む。使用中、送信機は、空気逃がしチャンバ１１６内の内容物から反射する超
音波信号を放出する。反射信号は、その後、受信機によって検出される。反射信号は、レ
ベル検出器１８２のレベルにおける空気逃がしチャンバ１１６内の内容物を判定するため
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に使用されうる。受信機は、たとえば、液体と、空気と、液体と空気との組合せ（たとえ
ば、泡）を区別するように適合される。結果として、レベル検出器１８２は、チャンバ１
１６内に空気が入ったために、チャンバ１１６内の血液レベルが下がるときを検出できる
。
【００６３】
レベル検出器１８２の先端は、別個の送信機と受信機を含むものとして述べられたが、
いくつかの実施形態では、レベル検出器は、送信する機能と受信する機能の両方を実施す
る送信機／受信機を含む。
【００６４】
依然として図９を参照して、血液透析機１０２のモジュール１３０はまた、血液コンポ
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ーネントセット１０４がモジュール１３０の前面に固定され、モジュール１３０の扉１３
１が閉鎖されると、血液コンポーネントセット１０４の圧力センサカプセル１５４、１５
６に整列する動脈および静脈圧力変換器１８４、１８６を含む。圧力変換器１８４、１８
６は、カプセル１５４、１５６を通して流れる血液の圧力を測定することが可能である。
圧力変換器１８４、１８６は、モジュール１３０の前面上に露出した実質的に平坦な表面
を有する円筒部材である。扉１３１は、血液コンポーネントセット１０４がモジュール１
３０の前面に固定され、扉１３１が閉鎖されると、扉１３１とモジュール１３０の前面と
の間で圧力センサカプセル１５４、１５６の環状剛性部材１５５、１５７（図４に示す）
を圧迫するばね式プランジャ１８７、１８９を含む。結果として、圧力センサカプセル１
５４、１５６の膜１５９、１６１（図４に示す）は、圧力変換器１８４、１８６に押し付

10

けられ、薄い膜１５９、１６１およびモジュール１３０の前面のそれぞれの周辺の間にシ
ールが生成される。圧力センサカプセル１５４、１５６の膜１５９、１６１の中央領域は
、圧力変換器１８４、１８６の平坦表面に接触する。流体圧が、圧力センサカプセル１５
４、１５６内で変化すると、圧力センサカプセル１５４、１５６によって圧力変換器１８
４、１８６に加えられる圧力の量も変化する。圧力変換器１８４、１８６は、使用中にこ
れらの圧力変化を検出することが可能である。
【００６５】
気泡検出器１８８もまた、モジュール１３０の前面から延在する。血液コンポーネント
セット１０４がモジュール１３０の前面に固定されると、静脈患者ライン１０８が、気泡
検出器１８８を通過する（たとえば、そこを通ってねじ込まれる）。気泡検出器１８８は
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、静脈患者ライン１０８がそこに受取られるチャネルを形成するハウジングを含む。モジ
ュール１３０の扉１３１は、扉１３１が閉鎖されると、ハウジングのチャネル内にかつ気
泡検出器１８８のセンサに静脈患者ライン１０８を押し付けるフィン１９１を含む。気泡
検出器１８８は、静脈患者ライン１０８内の気泡を検出することが可能である。いくつか
の実施態様では、気泡検出器１８８は光検出器である。たとえば、Ｏｐｔｅｋによって作
られたＯＰＢ３５０気泡検出器が使用されうる。別法としてまたは付加的に、種々の他の
タイプの光検出器の任意の検出器が使用されうる。同様に、超音波技術を利用するセンサ
などの他のタイプのセンサが、気泡検出器として使用されうる。
【００６６】
気泡検出器１８８の下流で、静脈患者ライン１０８が、閉塞器またはクランプ１９０を
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通過する（たとえば、そこを通してねじ込まれる）。気泡検出器１８８と同様に、閉塞器
１９０は、静脈患者ライン１０８がそこに受取られるチャネルを形成するハウジングを有
する。モジュール１３０の扉１３１は、扉１３１が閉鎖されると、閉塞器１９０のハウジ
ングのチャネル内に静脈患者ライン１０８を押し付けるフィン１９３を含む。閉塞器１９
０は、起動されると血液が静脈患者ライン１０８を通過することを防止するために、閉塞
器１９０内に配設された静脈患者ライン１０８の部分をクリンプするように構成される。
閉塞器１９０は、たとえば、気泡検出器１８８が静脈患者ライン１０８内で気泡を検出す
ると起動されるように、気泡検出器１８８に接続されうる。こうした配置構成は、空気逃
がしデバイス１１２が血液から１つまたは複数の気泡を取除くことができない場合に、気
泡が全く患者に達しないことを保証するのに役立つ。いくつかの実施態様では、閉塞器１
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９０は、ソレノイドベースラムである。別法としてまたは付加的に、他のタイプの自動化
閉塞器が使用されうる。
【００６７】
簡潔に図１を参照して、薬物ポンプ１９２はまた、血液透析機１０２の前から延在する
。薬物ポンプ１９２は、血液コンポーネントセット１０４のシリンジ１７８を保持するよ
うに構成されたクランプ機構を含むシリンジポンプである。薬物ポンプ１９２はまた、シ
リンジ１７８の軸に沿ってシリンジ１７８のプランジャを移動させるように構成されたス
テッパモータを含む。ステッパモータのシャフトは、ステッパモータが第１の方向に動作
すると、シャフトがプランジャをシリンジ内に押し込み、第２の方向に動作すると、シャ
フトがプランジャをシリンジ１７８から引き抜くようにプランジャに固定される。そのた
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め、薬物ポンプ１９２は、使用中に、薬物送出ライン１７４を介してシリンジ１７８から
血液回路へ液体薬物（たとえば、ヘパリン）を注入するために、または、使用中に薬物送
出ライン１７４を介して血液回路から液体を吸引しシリンジ１７８に入れるために使用さ
れうる。
【００６８】
以下でより詳細に論じるように、液体薬物を血液回路に注入するために、または、血液
回路から液体を吸引するために、シリンジポンプと組合せて薬物含有シリンジを使用する
ことの代替としてまたはそれに加えて、システムは、液体薬物を薬物バイアルから血液回
路内に圧送する、かつ／または、血液回路から液体を吸引しバイアル内に入れるように適
合されうる。

10

【００６９】
レベル検出器１８２、圧力変換器１８４、１８６、タッチスクリーン１１８、およびス
ピーカ１２２は、血液透析機１０２の制御ユニット（たとえば、マイクロプロセッサ）に
接続される。これらのデバイスは、デバイスからマイクロプロセッサに、また、逆に、信
号が送信されることを可能にする任意の方法で、マイクロプロセッサに接続されうる。い
くつかの実施態様では、マイクロプロセッサを機器に接続するために、電気配線が使用さ
れる。無線接続が、別法としてまたは付加的に、使用されうる。以下で述べるように、マ
イクロプロセッサは、レベル検出器１８２によって検出される液体レベルが所望の液体レ
ベル範囲外であることを指示する信号を受信すると、および／または、圧力変換器１８６
によって検知される圧力が所望の圧力範囲外であるという信号を受信すると、スピーカ１
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２２およびタッチスクリーン１１８を使用してオーディオおよび視覚警報を起動しうる。
所望の範囲外であると検出される液体レベルおよび圧力は、以下でより詳細に論じるよう
に、空気逃がしデバイス１１２（たとえば、空気逃がしデバイス１１２の通気孔組立体１
１４）が適切に機能していないことを示しうる。
【００７０】
依然として図１を参照して、透析液回路は、血液透析機１０２のハウジングの内部に配
置され複数の透析液コンポーネントおよび透析液ラインならびに血液透析機１０２のハウ
ジングの外に配置される透析器１１０、透析機入口ライン２００、および透析機出口ライ
ン２０２によって形成される。透析機入口ライン２００は、透析器１１０の１つの端領域
に接続するように適合したコネクタを含み、透析機出口ライン２０２は、透析器１１０の
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別の端領域に接続するように適合したコネクタを含む。
【００７１】
図１０は、血液透析システム１００の血液回路および透析液回路に入る、そこを通る、
またそこから出る流体の流れ経路を示す図である。図１０の右側を参照して、血液透析機
１０２のハウジングの内部に位置する透析液回路の透析液コンポーネントは、第１の透析
液ポンプ２０４、バランスデバイス２０６、圧力センサ２０８、等化デバイス２１０、第
２の透析液ポンプ２１２、および限界ろ過ポンプ２１４を含む。これらの透析液コンポー
ネントは、一連の透析液ライン２１６を介して互いに流体接続される。
【００７２】
透析液ポンプ２０４は、透析液供給ライン１２６を介してバランスチャンバ２０６に透
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析液を圧送することが可能である。いくつかの実施態様では、透析液ポンプ２０４は、蠕
動ポンプである。しかし、任意の種々の他のタイプのポンプが、別法としてまたは付加的
に使用されうる。他の適したタイプのポンプの例は、隔膜ポンプおよびギアポンプを含む
。
【００７３】
バランスデバイス２０６は、柔軟性膜２２２によって第１チャンバの半分２１８および
第２チャンバの半分２２０に分割される球チャンバを含む。流体は、第１チャンバの半分
２１８に流入するにつれて、第２チャンバの半分２２０から押出される、また、その逆で
ある。このバランスデバイス構成は、バランスデバイス２０６に入る流体の体積が、バラ
ンスデバイス２０６を出る流体の体積に等しいことを保証するのに役立つ。これは、以下
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でより詳細に述べるように、処置中に所望されると、透析液回路を入る新鮮な透析液の体
積が、透析液回路を出る使用済み透析液の体積に等しいことを保証するのに役立つ。
【００７４】
血液透析中に、第２チャンバの半分２２０を出る透析液は、透析器１１０を通り等化チ
ャンバ２１０に向かって送られる。透析器１１０を等化チャンバ２１０に接続する、透析
液ライン２１６に沿って位置する圧力センサ２０８は、透析器１１０を出る使用済み透析
液の圧力を測定するように適合される。透析器１１０から等化チャンバ２１０に流れる(p
ass)使用済み透析液の圧力を測定することが可能な種々の異なるタイプの圧力センサの任
意の圧力センサが、使用されうる。
【００７５】

10

使用済み透析液は、等化チャンバ２１０内に集まる。透析液ポンプ２１２は、等化チャ
ンバ２１０からバランスデバイス２０６の第１チャンバの半分２１８に使用済み透析液を
圧送するように構成される。いくつかの実施態様では、透析液ポンプ２１２は蠕動ポンプ
である。しかし、任意の種々の他のタイプのポンプが、別法としてまたは付加的に使用さ
れうる。他の適したタイプのポンプの例は、隔膜ポンプおよびギアポンプを含む。バラン
スデバイス２０６の第１チャンバの半分２１８が使用済み透析液で満ちると、第２チャン
バの半分２２０内の新鮮な透析液が、透析器１１０に向かって吐出される。その後、第２
チャンバの半分２２０が新鮮な透析液で再び満たされると、第１チャンバの半分２１８内
の使用済み透析液が、排出ライン１２８を通して排出部に押出される。
【００７６】

20

限界ろ過ライン１２９は、等化チャンバ２１０の出口に接続される。限界ろ過ポンプ２
１４は、限界ろ過ライン１２９に動作可能に接続され、それにより、限界ろ過ポンプ２１
４が動作すると、使用済み透析液が、等化チャンバ２１０から引出され、限界ろ過ライン
１２９を介して排出部に送られる。透析液ポンプ２１２を同時に動作させながら、限界ろ
過ポンプ２１４を動作させることは、等化チャンバ２１０を透析器１１０に接続する透析
液ライン２１６内の真空圧の増加をもたらし、したがって、透析器１１０内の真空圧の増
加を生成する。この真空圧の増加の結果として、透析器１１０の半浸透性構造（たとえば
、半浸透性膜または半浸透性ミクロチューブ）の前後で血液回路から透析液回路にさらな
る流体が引き込まれる。ある実施態様では、限界ろ過ポンプ２１４は蠕動ポンプである。
しかし、任意の種々の他のタイプのポンプが、別法としてまたは付加的に使用されうる。
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他の適したタイプのポンプの例は、隔膜ポンプおよびギアポンプを含む。
【００７７】
図１および図１０を参照して、血液透析処置のための血液透析システム１００を調製す
るための方法がここで述べられる。血液透析処置が始動される前に、血液回路をプライミ
ングするために、生理食塩水が、生理食塩水送出ライン１７２を介して生理食塩水バッグ
１７６から血液回路に導入される。生理食塩水バッグ１７６から血液回路に生理食塩水を
吸引するために、生理食塩水送出ライン１７２に沿う弁が開口され、透析液供給ライン１
２６に沿う弁が閉鎖され、血液ポンプ１３２がターンオンされる。生理食塩水は、ポンプ
ラインアダプタ１５８（図３および図４に示す）を介して血液回路に入り、その後、血液
ポンプ１３２に係合するＵ状血液ライン１６０を通って流れる。血液ポンプ１３２は、血
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液回路を通して透析器１１０に向かって生理食塩水を押出す。生理食塩水は、透析器１１
０を通って流れ、透析器出口ライン１７０を介して透析器１１０を出る。生理食塩水は、
透析器出口ライン１７０を通って空気逃がしデバイス１１２に向かって流れると、静脈圧
力センサカプセル１５６を通過する。次に、生理食塩水は、空気逃がしデバイス１１２の
入口ポート１４２を通って流れ、空気逃がしデバイス１１２のチャンバ１１６を満たす。
チャンバ１１６を完全に満たすために、空気逃がしデバイス１１２から遠くに導く静脈患
者ライン１０８は、生理食塩水がチャンバ１１６内に強制的に入れられる間、クランプさ
れる。空気逃がしデバイス１１２の通気孔組立体１１４が適切に機能している場合、生理
食塩水がチャンバ１１６を満たすときに、空気が、チャンバ１１６の上部から、また、通
気孔組立体１１４を通して押出される。通気孔組立体１１４の膜１４８が疎水性であるた
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め、通気孔組立体１１４が適切に機能している場合、生理食塩水は、通気孔組立体１１４
を通過しない。
【００７８】
空気逃がしデバイス１１２の通気孔組立体１１４が適切に機能していない場合、血液回
路内の空気は、使用中に空気逃がしデバイス１１２のチャンバ１１６から漏出することを
許容されない場合がある。こうした不適切に機能する空気逃がしデバイス１１２は、プラ
イミングプロシージャ中に気付かれない可能性がある。たとえば、プライミングが起こる
とき、比較的少ない体積の空気が血液回路内に存在する場合、空気逃がしデバイス１１２
のチャンバ１１６内に捕捉されることになる、その少ない体積の空気は、血液透析システ
ム１００のオペレータによって気付かれない可能性がある。したがって、プライミングの
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後でかつ処置の前に空気逃がしデバイス１１２の操作性を試験することが有利である。
【００７９】
空気逃がしデバイス１１２を試験するために、血液ポンプ１３２がターンオフされ、静
脈患者ライン１０８がクランプされ、限界ろ過ポンプ２１４が始動される。血液ポンプ１
３２は、ターンオフされるため、動脈患者ライン１０６上で閉鎖したクランプとして働く
。したがって、血液回路は、実質的に閉じた流体回路として働き、空気逃がしデバイス１
１２の通気孔組立体１１４は、空気または他のガス用の唯一の入口点および出口点である
。限界ろ過ポンプ２１４を運転することによって透析器１１０の半浸透性構造の前後で生
成される真空圧は、生理食塩水を、血液回路から透析液回路に引き寄せる。動脈および静
脈患者ライン１０６、１０８がクランプされるため、血液回路に対する唯一の流体アクセ
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スは、空気逃がしデバイス１１２の通気孔組立体１１４を通して行われる。したがって、
空気逃がしデバイス１１２の通気孔組立体１１４が適切に機能している場合、空気は、真
空圧のために、通気孔組立体１１４を横切って、空気逃がしデバイス１１２のチャンバ１
１６内に引寄せられることになる。十分な真空圧が透析液回路に加えられて、レベル検出
器１８２を起動させるのに十分な空気が空気逃がしデバイス１１２（空気逃がしデバイス
１１２が適切に機能すると仮定する）内に吸引されるまで、限界ろ過ポンプ２１４が運転
し続ける。換言すれば、空気逃がしデバイス１１２内の生理食塩水レベルを、レベル検出
器１８２のレベルより下に下げるのに十分な量の空気が、適切に機能する空気逃がしデバ
イス１１２の通気孔組立体１１４を通して引寄せられるまで、限界ろ過ポンプ２１４が運
転し続ける。通常、限界ろ過ポンプ２１４は、血液回路にあまりに多くの空気を吸引する

30

ため、空気が静脈患者ライン１０８に達し、気泡検出器１８８および閉塞器１９０を起動
させることがないように、レベル検出器１８２を起動させるのに十分な量の空気を、適切
に機能する空気逃がしデバイス内に吸引するように動作する。
【００８０】
種々の異なるパラメータが、適切に機能する空気逃がしデバイス１１２のチャンバ１１
６に引寄せられる空気の体積に影響を及ぼす。たとえば、限界ろ過ポンプ２１４の動作時
間、限界ろ過ポンプ２１４のポンプ速度、空気逃がしデバイス１１２の通気孔組立体１１
４の半浸透性などは、空気逃がしデバイス１１２内に引寄せられる空気の体積を左右する
。いくつかの実施態様では、限界ろ過ポンプ２１４は、試験プロシージャ中、約１０秒〜
約１分（たとえば、約３０秒）の間、動作する。ある実施態様では、限界ろ過ポンプは、
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約１Ｌ／時間〜約４Ｌ／時間（たとえば、約２Ｌ／時間〜約３Ｌ／時間）の流量で流体を
圧送するように動作する。
【００８１】
空気が空気逃がしデバイス１１２のチャンバ１１６に吸引されるにつれて、チャンバ１
１６内の液体レベルが下がる。レベル検出器１８２が配置されるレベルより下に液体レベ
ルが下がると、レベル検出器１８２は、空気逃がしデバイス１１２のチャンバ１１６内の
液体をもはや検出しないことになる。結果として、レベル検出器１８２の高さに空気逃が
しデバイス１１２内の液体が存在しないことを指示する信号を、レベル検出器１８２がマ
イクロプロセッサに送信することになる。限界ろ過ポンプ２１４を、所望の時間の間かつ
所望の速度で運転した後、空気逃がしデバイス１１２のチャンバ１１６内に液体が存在し
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ないことをレベル検出器１８２が検出する場合、これは、空気逃がしデバイス１１２が適
切に機能していることを指示する。しかし、限界ろ過ポンプ２１４を、所望の時間の間か
つ所望の速度で運転した後、空気逃がしデバイス１１２のチャンバ１１６内の液体が依然
として存在することをレベル検出器１８２が検出する場合、これは、空気逃がしデバイス
１１２が適切に機能していないことを指示する。限界ろ過ポンプ２１４を、所望の時間の
間かつ所望の速度で動作させた後、チャンバ１１６内の液体レベルがレベル検出器１８２
のレベルより下に下がらなかったという信号をレベル検出器１８２から受信すると、血液
透析機１０２のマイクロプロセッサは、視覚およびオーディオ警報信号を起動するように
構成される。特に、マイクロプロセッサは、タッチスクリーン１１８に視覚信号を放出さ
せ、スピーカ１２２にオーディオ信号を放出させる信号を、タッチスクリーン１１８およ
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びスピーカ１２２に送信する。これらの視覚およびオーディオ信号は、空気逃がしデバイ
ス１１２の故障（たとえば、空気逃がしデバイス１１２の通気孔組立体１１４の故障）の
可能性をシステム１００のオペレータに報知する。
【００８２】
空気逃がしデバイス１１２が適切に機能しているかどうかを判定した後、空気逃がしデ
バイス１１２に吸引された空気が大気に戻るように押出される。そうするために、限界ろ
過ポンプがターンオフされ、血液ポンプ１３２がターンオンされる。静脈患者ライン１０
８が、このとき依然としてクランプされるため、血液ポンプ１３２の動作は、血液回路内
にかなりの量の圧力をもたらす。この圧力は、空気逃がしデバイス１１２のチャンバ１１
６内の空気を、空気逃がしデバイス１１２の通気孔組立体１１４を介してチャンバ１１６
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から強制的に出させる。
【００８３】
試験プロシージャ中に空気逃がしデバイス１１２が適切に機能していないと判定された
場合、空気逃がしデバイス１１２は、置換されうるまたは修理されうる。いくつかの実施
態様では、たとえば、オペレータは、血液コンポーネントセット１０４の血液ラインおよ
び血液コンポーネントの全てを単に外し、その全体の血液コンポーネントセット１０４を
排気する。新しい血液コンポーネントセット１０４が、その後、血液透析機１０２に接続
されることになる。あるいは、空気逃がしデバイス１１２だけが、血液コンポーネントセ
ット１０４のキャリア本体１３４から外され、新しい空気逃がしデバイス１１２と置換さ
れうる。別の代替法として、故障している空気逃がしデバイス１１２の通気孔組立体１１
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４が、空気逃がしデバイス１１２から取外され、新しい通気孔組立体１１４と置換されう
る。新しい通気孔組立体１１４を有する空気逃がしデバイス１１２は、その後、血液コン
ポーネントセット１０４の残りに再接続されることになる。空気逃がしデバイス１１２を
置換または修理した後、上述したプライミングおよび試験プロセスが、血液透析処置を始
める前に繰り返されることになる。
【００８４】
いくつかの実施態様では、血液透析機１０２のマイクロプロセッサは、システム１００
のオペレータが故障している空気逃がしデバイス１１２の通気孔組立体１１４が置換また
は修理されたことを指示するまで、または、血液透析機１０２自体が、（たとえば、その
後の試験中に、空気逃がしデバイス１１２のチャンバ１１６内に許容可能なレベルの液体
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を検出することによって）故障している空気逃がしデバイス１１２の通気孔組立体１１４
が置換または修理されたことを確認できるまで、血液透析機１０２のある機能をディセー
ブルするように適合される。マイクロプロセッサによってディセーブルされる機能は、た
とえば、血液透析処置を実施するために必要とされる機能とすることができる。これらの
機能をディセーブルすることは、故障している空気逃がしデバイスを有する血液コンポー
ネントセットを使用して処置が実施されないことを保証するのに役立ちうる。
【００８５】
血液回路をプライミングし、空気逃がしデバイス１１２が適切に機能していることを確
認した後、動脈および静脈患者ライン１０６、１０８が、図１１に示すように患者に接続
され、血液透析が始動される。血液透析中、血液は、血液回路（すなわち、血液コンポー
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ネントセット１０４の、透析器１１０を含む種々の血液ラインおよび血液コンポーネント
）を通って循環する。同時に、透析液は、透析液回路（すなわち、透析器１１０を含む種
々の透析液ラインおよび透析液コンポーネント）を通して循環する。
【００８６】
最初に、図１１の左側に示す血液回路に的を絞ると、血液透析中、血液ポンプ１３２が
起動され、血液を、血液回路を通して循環させる。血液は、上述した生理食塩水のルート
と同じ基本ルートに従い、大部分は、血液回路内の残留生理食塩水を、種々の血液コンポ
ーネントおよび血液ラインを通り、患者に戻るように押出す。血液は、動脈患者ラインを
介して患者２５０から吸引され、動脈圧力センサカプセル１５４まで流れる。モジュール
１３０の前面上の動脈圧力センサ１８４（図９に示す）は、圧力センサカプセル１５４に
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整列し、動脈側の血液回路を通って流れる血液の圧力を測定する。血液は、その後、血液
ポンプ１３２に動作可能に係合するＵ状ポンプライン１６０を通って流れる。ポンプライ
ン１６０から、血液は、透析器１１０まで流れる。透析器１１０を出た後、血液は、静脈
圧力センサカプセル１５６を通って流れ、カプセル１５６で、静脈側の血液の圧力が、モ
ジュール１３０の前面上の関連する圧力センサ１８６（図９に示す）によって測定される
。
【００８７】
ある実施態様では、ヘパリンなどの薬物は、薬物ポンプ１９２を起動することによって
、薬物送出ライン１７４を介して血液に注入される。血液にヘパリンを注入することは、
血液回路内に血餅が形成されるのを防止するのに役立ちうる。他のタイプの薬物は、別法
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としてまたは付加的に、シリンジ１７８から血液回路に注入されうる。こうした薬物の例
は、ビタミンＤおよびＶｅｎｏｆｅｒ（登録商標）およびＥｐｏｇｅｎ（登録商標）など
の鉄補給剤を含む。
【００８８】
次に、血液は、空気などの任意のガスが漏出できる空気逃がしデバイス１１２の入口ポ
ート１４２を通して流れる。血液は、空気逃がしデバイス１１２のチャンバ１１６に入る
と、プライミングプロシージャによってチャンバ１１６内に残っているチャンバ１１６の
底部の生理食塩水を、空気逃がしデバイス１１２の出口ポート１４４を通して押出す。し
かし、血液は、チャンバ１１６内の生理食塩水の全てを変位させない。チャンバ１１６の
サイズおよび形状のために、血液は、チャンバ１１６に入り、再び下へと流れ出口ポート
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１４４を出る前に、チャンバ１１６の高さの一部を横断するだけである。生理食塩水と血
液との間の界面１５２（図５に示す）は、チャンバ１１６内での大部分の血液の最も遠い
範囲を描く。血液と生理食塩水は、非混合性でないため、界面１５２の周りに２つの流体
間に、ある程度の量の混合が存在する。
【００８９】
生理食塩水は、血液が、通気孔組立体１１４の膜１４８に接触することを実質的に防止
する。しかし、一部の血液は、処置を妨げることなく生理食塩水内に存在しうる。すなわ
ち、空気逃がしデバイス１１２が、（たとえば、血液中の気泡からの）ガスが血液回路か
ら排出されることを可能にすると共に、血液回路内に液体を保持するために、生理食塩水
は、血液を完全になくす必要がない。主に生理食塩水である溶液は、通気孔組立体１１４
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の膜１４８が、通気孔組立体１１４を詰まらせうるたんぱく質でコーティングされること
を防止し、空気逃がしデバイス１１２のチャンバ１１６から大気に空気または他のガスを
排出する空気逃がしデバイス１１２の能力を減少させる。空気逃がしデバイス１１２のチ
ャンバ１１６が十分に細長い場合、血液がチャンバ１１６を通して流れるとき、生理食塩
水は比較的停滞しているため、血液は、チャンバ１１６の上部分で生理食塩水と混合しな
い。
【００９０】
透析器１１０またはシリンジ１７８によって導入される空気などの、血液中に存在する
任意の未束縛のガスまたは空気は、空気が最終的に、通気孔組立体１１４を通して排出す
るまで、血液および生理食塩水内の小さな気泡として生じる。血液は、チャンバ１１６の
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底部を真っすぐに横切るのではなく、上に移動しダム１４６を超える。血液の流れを上方
に向けることによって、空気を含む血液は、少なくともダム１４６の高さより高い高さま
で上方に流れなければ、チャンバ１１６内に流れ、直接戻るようにチャンバ１１６を出る
ことがきでない。ダム１４６の表面エリアおよびチャンバ１１６の内壁は、微小気泡を含
む空気が、血液から分離し、通気孔組立体１１４を通して血液回路を出ることを促進する
。
【００９１】
空気逃がしデバイス１１２を出た後、血液は、静脈患者ライン１０８を通って移動し、
患者に戻る。
ここで図１１の右側に示す透析液回路を考えて、血液透析中、新鮮な透析液は、透析液
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ポンプ２０４を運転することによって透析液供給ライン１２６を介して透析液容器１２４
から透析液回路内に圧送される。新鮮な透析液は、バランスデバイス２０６の第２チャン
バの半分２２０に入る。使用済み透析液は、バランスデバイス２０６の第１チャンバの半
分２１８に入るため、新鮮な透析液は、第２チャンバの半分２２０から出て、透析液ライ
ン２１６を介して透析器１１０に向かって押出される。患者の血液が、透析器１１０の半
浸透性構造の反対側で透析器１１０を通過すると同時に、透析液が透析器１１０を通過す
る。結果として、尿素などの毒素は、患者の血液から透析液へ、透析器１１０の浸透性構
造（たとえば、浸透性膜および／または浸透性ミクロチューブ）を横切って移送さ、これ
らの毒素が、透析液に集まり、使用済み透析液を形成する。透析器１１０を出る使用済み
透析液は、透析液回路を通って等化チャンバ２１０まで循環する。透析液ポンプ２１２は
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、使用済み透析液を等化チャンバ２１０から吸引し、使用済み透析液を、バランスデバイ
ス２０６の第１チャンバの半分２１８に送出する。使用済み透析液が第１チャンバの半分
２１８を満たすにつれて、第２チャンバの半分２２０内の新鮮な透析液が、透析器１１０
に送出される。第２チャンバの半分２２０が、その後、新鮮な透析液で再び満たされるに
つれて、第１チャンバの半分２１８内の使用済み透析液が、バランスデバイス２０６から
出て、排出ライン１２８を介して排出部内に押出される。バランスデバイスは、透析液回
路に入る透析液を、透析液回路を出る透析液とバランスを取って、限界ろ過が実施されな
いときに、実質的に一定の体積の透析液が透析液回路内に残ることを保証する。
【００９２】
ある処置では、限界ろ過プロセスは、患者の血液から過剰な流体を取除くために実施さ
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れる。限界ろ過中に、限界ろ過ポンプ２１４を運転することによって、透析器１１０の透
析液側と血液側との間で浸透性構造の前後に圧力勾配が生成される。結果として、流体が
、血液回路から透析液回路へ透析器１１０の半浸透性構造を横切って吸引される。患者か
ら吸引された毒素および過剰な流体を含む使用済み透析液は、限界ろ過ポンプ２１４によ
って等化チャンバ２１０から吸引され、限界ろ過ライン１２９を介して排出部に送出され
る。
【００９３】
血液透析処置中に空気逃がしデバイス１１２の通気孔組立体１１４を定期的に試験する
ことも有利である。こうすることによって、処置中に通気孔組立体１１４に起こる可能性
がある損傷を検出することが可能である。たとえば、こうした試験プロシージャは、通気
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孔組立体１１４の膜１４８が破断したかどうかを検出するために使用されうる。膜１４８
の破断は、液体を、通気孔構造１５０に接触させ、したがって、通気孔構造１５０を自己
シールさせる。こうした試験プロシージャはまた、たんぱく質が、血液との接触のために
、通気孔組立体１１４の膜１４８上に蓄積し、結果として、空気が通気孔組立体１１４を
通過することを可能にする通気孔組立体１１４の能力を著しく減じたかどうかを検出する
ために使用されうる。
【００９４】
血液透析処置中に空気逃がしデバイス１１２を試験するために、血液ポンプ１３２およ
び透析液ポンプ２０４、２１２が一時的に停止され、静脈患者ライン１３２がクランプさ
れ、限界ろ過ポンプ２１４がターンオンされ、空気逃がしデバイス１１２のチャンバ１１
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６内の血液レベルが監視される。通常、試験は、わずか約６０秒（たとえば、わずか約１
５秒、約１０〜１５秒）しか続かず、したがって、血液ポンプ１３２は、血液回路内の血
液に悪い影響を及ぼすことなく停止されうる。限界ろ過ポンプ２１４を、所望の時間の間
かつ所望の速度で運転した後の、チャンバ１１６内の血液レベルの、レベル検出器１８２
のレベル未満への低下は、空気逃がしデバイス１１２の通気孔組立体１１４が適切に機能
していることを指示し、一方、レベル検出器１８２の高さを超える点への血液レベルの低
下または血液レベルに低下が全くないことは、通気孔組立体１１４が適切に機能していな
いことを指示する。通気孔組立体１１４が適切に機能していると判定される場合、処置が
、単に再開される。しかし、通気孔組立体１１４が不適切に働いていると判定される場合
、救済措置をとることができるように、血液透析システム１００のオペレータは、タッチ
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スクリーン１１８およびスピーカ１２２を介して報知される。こうした警報に応答して、
オペレータは、上述した種々の技法の任意の技法を使用して空気逃がしデバイス１１２を
修理または置換できる。ユーザが、通気孔組立体１１４を単に置換することによって、こ
うした状況下で空気逃がしデバイス１１２を修理することができることが有利である。こ
れは、処置中に血液を含む血液回路の残りに対するほんのわずかの中断によって、ユーザ
が空気逃がしデバイス１１２を修理することを可能にする。
【００９５】
ある実施態様では、上述した試験プロシージャは、自動化され、処置全体にわたって定
期的に実施される。あるいは、血液透析機１０２の制御ユニットは、試験を手動で実施す
るときがいつかを（たとえば、タッチスクリーン１１８および／またはスピーカ１２２を
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介して）ユーザに単に報知するように適合されうる。いくつかの実施態様では、試験は、
処置中に少なくとも２回（たとえば、少なくとも５回）実施される。試験は、たとえば、
処置全体を通して、少なくとも６０分ごとに（たとえば、３０分ごとに、１５分ごとに）
実施されうる。
【００９６】
患者の処置を終了した後、透析液回路内の透析液は、透析液ポンプ２１２および／また
は限界ろ過ポンプ２１４を使用して排出部に圧送される。血液コンポーネントセット１０
４は、その後、血液透析機１０２のモジュール１３０から外され、廃棄され、透析液回路
は、その後の処置に備えて無菌化される。
【００９７】
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ある実施形態が上述されたが、他の実施形態が可能である。
上述した方法は、空気逃がしデバイス１１２の通気孔組立体１１４が適切に働いている
かどうかを判定するために空気逃がしデバイス１１２内の測定された液体レベルを使用す
ることを含むが、他の技法が、別法としてまたは付加的に使用されうる。いくつかの実施
態様では、たとえば、静脈圧力変換器１８６によって測定される血液圧力は、通気孔組立
体１１４が適切に機能しているかどうかを判定するために使用される。通気孔組立体１１
４が適切に機能していない場合、空気逃がしデバイス１１２のチャンバ１１６に真空圧を
加えると、所望の量の空気が、通気孔組立体１１４を介して血液回路内に引込まれない。
結果として、血液回路内の圧力は、減少し、血液回路を形成する血液ラインは、圧壊し始
める可能性がある。そのため、先に論じたように、空気逃がしデバイス１１２のチャンバ
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１１６を真空に引く間に、静脈圧力変換器１８６で検出される、ある値より大きい圧力減
少は、空気逃がしデバイス１１２の通気孔組立体１１４が適切に機能していないことを指
示する。いくつかの実施態様では、たとえば、約１００ｍｍＨｇ以上の圧力減少は、通気
孔組立体１１４が適切に働いていないことを指示する。他方、ある値未満の圧力降下は、
通気孔組立体１１４が適切に働いていることを指示する。ある実施態様では、たとえば、
約１０ｍｍＨｇ（たとえば、約０ｍｍＨｇ）未満の圧力減少は、通気孔組立体１１４が適
切にまたは十分に働いていることを指示する。
【００９８】
いくつかの実施態様では、レベル検出器１８２および静脈圧力変換器１８６は、組合せ
て使用されて、空気逃がしデバイス１１２の通気孔組立体１１４が適切に機能しているか
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どうかを判定する。そのため、たとえレベル検出器１８２および静脈圧力変換器１８６の
一方が適切に働かなかったとしても、故障している通気孔組立体１１４が依然として検出
されうる。あるいは、血液透析機１０２の制御ユニットは、通気孔組立体１１４が適切に
機能していないことを、レベル検出器１８２および静脈圧力変換器１８６が共に指示しな
ければ、警報が起動されないように適合されうる。これは、故障している通気孔組立体１
１４が、システム１００のオペレータに対して誤って識別されないことを保証するのに役
立ちうる。
【００９９】
動脈圧力センサ１８４および対応する動脈圧力センサカプセル１５４は、プレポンプ動
脈圧力を測定するために血液ポンプ１３２の上流に配列されるものとして述べられたが、
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あるいは、ポストポンプ動脈圧力を測定するために血液ポンプ１３２の下流に配置されう
る、または、さらなる動脈圧力センサおよび動脈圧力センサカプセルが、ポストポンプ動
脈圧力を測定するために血液ポンプ１３２の下流に配置されうる。ポストポンプ動脈圧力
センサが設けられる実施態様では、ポストポンプ動脈圧力センサは、静脈圧力変換器１８
６の代わりにまたはそれに加えて使用されて、空気逃がしデバイス１１２の通気孔組立体
１１４が適切に機能しているかどうかを検出する。たとえば、静脈患者ライン１０８がク
ランプされ、血液ポンプ１３２がターンオフした状態で、限界ろ過ポンプ２１４は、空気
逃がしデバイス１１２を真空に引くように動作でき、動脈圧力センサは、血液回路内の圧
力を監視できる。血液回路内の圧力が、あるレベルより下がったことを検出すると、動脈
圧力センサは、その趣旨で信号を血液透析機１０２のマイクロプロセッサに送信し、マイ
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クロプロセッサは、空気逃がしデバイス１１２が適切に機能していないことをシステムの
オペレータに報知するためにオーディオアラームおよび／または視覚アラームを起動しう
る。応答して、システムのオペレータは、上述した種々の異なる救済措置の任意の措置を
とりうる。
【０１００】
上記方法のいくつかは、空気逃がしデバイスの通気孔組立体１１４が適切に働いている
かどうかを判定するために、血液ポンプ１３２の下流に位置する、静脈圧力変換器１８６
で検知される圧力、または、動脈圧力センサで検知される圧力を使用するが、いくつかの
実施態様では、通気孔組立体１１４が適切に機能しているかどうかを判定するために、膜
間圧力差(trans‑membrane pressure)（血液回路と透析液回路との間の圧力差）が使用さ

30

れる。測定された膜間圧力差は、静脈および動脈圧力変換器に関して先に論じた圧力範囲
と比較されて、空気逃がしデバイス１１２が適切に排出しているかどうかが判定される。
【０１０１】
先に論じた方法は、空気逃がしデバイス１１２に真空圧を加えるために限界ろ過ポンプ
２１４を動作させることを含むが、真空圧は、別法としてまたは付加的に、他の技法を使
用して空気逃がしデバイス１１２に加えられうる。ある実施態様では、たとえば、真空圧
は、限界ろ過ポンプ２１４ではなく、透析液ポンプ２０４、２１２を運転することによっ
て、空気逃がしデバイス１１２に加えられる。いくつかのこうした実施態様では、透析液
ポンプ２１２は、離散的な量の流体が、バランスデバイス２０６の第１チャンバの半分２
１８を通って透析液回路を出ることを可能にするが、流体が、バランスデバイスの第２チ
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ャンバの半分２２０を介して透析液回路に入ることを可能にしないようにしながら動作す
る。さらなる流体が透析液回路に導入されないことを保証するために、透析液ポンプ２０
４は、流体が透析液回路を出るときにオフのままである。透析液回路から取除かれる流体
の離散的な量は、バランスデバイス２０６の体積によって左右される。いくつかの実施態
様では、バランスデバイス２０６は、このプロシージャ中に透析液回路から３０ｃｃの流
体が取除かれるように３０ｃｃの体積を有する。流体は、置換されることなく透析液回路
から取除かれるため、透析液回路内に負圧が生成される。この負圧はまた、透析器１１０
の半浸透性膜を介して血液回路に加えられ、したがって、空気逃がしデバイス１１２に作
用する。この負圧が空気逃がしデバイス１１２に加えられている間に、空気逃がしデバイ
ス１１２は、上述した方法で試験されうる。空気逃がしデバイス１１２を試験した後、透
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析液ポンプ２０４が、（透析液ポンプ２１２がオフのままである間に）動作して、さらな
る流体を透析液回路に圧送し、それにより、透析液回路の流体体積をその元の値に回復さ
せる。バランスデバイス２０６の体積が、透析液回路に付加される流体の量を左右するた
め、透析液回路から以前に取除かれた流体の同じ量が、透析液回路に元通りにここで付加
されることが保証されうる。
【０１０２】
バランス回路２０６の体積容量に基づいて透析液回路へ／から送出される流体の量を制
御することの代替法として、他の技法が使用されうる。ある実施態様では、たとえば、圧
力変換器２０８は、透析液回路から吸引された流体の同じ体積が、後で、透析液回路に元
通りに付加されることを保証するために使用される。こうした実施態様では、血液回路に

10

負圧を加えることによって空気逃がしデバイス１１２を試験するときになると、圧力変換
器２０８の読みが採取される。この圧力の読みは、そのときの透析液回路内の流体の総体
積に対応する。その後、透析液ポンプ２１２は、透析液回路から流体を取除くために（透
析液ポンプ２０４がターンオフされた状態で）動作する。こうしている間、バランス回路
２０６に関連する弁は、バランスデバイス２０６の第２チャンバの半分２２０を通して流
体が流れることを防止しながら、バランスデバイス２０６の第１チャンバの半分２１８を
通して流体が容易に流れることを可能にするように制御される。透析液回路から流体を取
除くことは、透析液回路および血液回路内の圧力降下をもたらし、空気逃がしデバイス１
１２が上述したように試験されることを可能にする。空気逃がしデバイス１１２を試験し
た後、透析液ポンプ２０４がターンオンし、透析液ポンプ２１２がターンオフする。さら

20

に、バランス回路２０６に関連する弁は、バランスデバイス２０６の第１チャンバの半分
２１８を通して流体が流れることを防止しながら、バランスデバイス２０６の第２チャン
バの半分２２０を通して流体が容易に流れることを可能にするように制御される。透析液
ポンプ２０４は、圧力変換器２０８の読みが、流体が透析液回路から取除かれる前に採取
された読みと同じになるまで運転し続ける。同一の圧力の読みは、透析液回路内の流体の
総体積が、透析液回路から流体を取除く前に透析液回路内に存在した流体の総体積に等し
いことを指示する。本技法を使用して透析液回路から取除かれる、また、元通りにそこに
付加される体積の量は、バランスデバイス２０６の体積容量に限定されないため、流体の
より大きな体積が、透析液回路から取除かれ、それにより、空気逃がしデバイス１１２に
対して増加したレベルの負圧を加える能力をもたらす。

30

【０１０３】
いくつかの実施態様では、薬物ポンプ１９２は、空気逃がしデバイス１１２のチャンバ
１１６を真空に引くために使用される。薬物ポンプ１９２は、液体（たとえば、シリンジ
１７８からの薬物）を血液回路に注入するように動作するのではなく、血液回路から液体
を出すように動作する。こうするために、薬物ポンプ１９２は、血液回路に薬物を送出す
るために薬物ポンプ１９２が運転される場合と反対方向に運転するだけである。試験プロ
シージャを実施する前に、液体薬物を含むシリンジ１７８は、空のシリンジに置換され、
それにより、血液回路から引出される液体が空のシリンジに集められうる。空気逃がしデ
バイス１１２の通気孔組立体１１４を試験するために、血液ポンプ１３２、透析液ポンプ
２０４、２１２、および限界ろ過ポンプ２１４がターンオフされ、静脈患者ライン１０８

40

がクランプされ、薬物ポンプ１９２が、血液回路から空のシリンジに液体を引くように動
作する。血液ポンプ１３２が停止し、それにより、動脈患者ライン１０６に沿う閉鎖クラ
ンプとして働き、静脈患者ライン１０８がクランプされるため、シリンジポンプ１９２は
、液体を空のシリンジに引く入れるとき、空気逃がしデバイス１１２のチャンバ１１６に
真空圧を加える。
【０１０４】
ある実施態様では、血液ポンプ１３２は、空気逃がしデバイス１１２に真空圧を加える
ように動作する。特に、血液回路内の液体が動脈患者ライン１０６から透析器１１０に向
かう方向に圧送されるように順方向に血液ポンプ１３２を運転するのではなく、血液ポン
プ１３２は、血液回路内の液体が透析器１１０から動脈患者ライン１０６に向かう方向に
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圧送されるように逆方向に動作する。血液ポンプ１３２逆方向に動作させながら、空気逃
がしデバイス１１２を真空に引くために、静脈患者ライン１０８がクランプされ、透析液
回路の種々のポンプがターンオフされる。結果として、血液ポンプ１３２が逆方向に動作
すると、液体は、空気逃がしデバイス１１２のチャンバから透析器１１０および血液ポン
プ１３２に向かって引かれる。静脈患者ライン１０８がクランプされるため、空気逃がし
デバイス１１２のチャンバ１１６を真空に引くことは、したがって、本明細書で述べる種
々の技法の任意の技法を使用して空気逃がしデバイス１１２の通気孔組立体１１４の機能
を試験するために使用されうる。
【０１０５】
先に論じたいくつかの方法は、空気逃がしデバイス１１２のチャンバ１１６を真空に引

10

くために静脈患者ライン１０８をクランプすることを含むが、動脈および静脈の患者ライ
ン１０６、１０８が取付けられる患者の腕は、あるいは、試験プロシージャ中、下げられ
うる。患者の腕を下げることは、静脈圧力を減少させることになり、静脈患者ライン１０
８をクランプすることと同様の結果を達成しうる。
【０１０６】
上記方法のいくつかは、空気逃がしデバイス１１２のチャンバ１１６を真空に引くため
に、透析液回路に接続されたポンプの１つを動作させながら、血液回路または血液回路の
一部分を通る液体の流れを一時的に停止させるとして述べられたが、いくつかの実施態様
では、血液回路を通る液体の流れが維持される。こうした実施態様では、真空に引くため
に使用される透析液回路に接続されたポンプ（複数可）（たとえば、透析液ポンプ２０４
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、２１２または限界ろ過ポンプ２１４）は、血液回路を通して液体を流すにもかかわらず
、血液回路を真空に引くのに十分な高いレートで動作するだけである。同様に、空気逃が
しデバイス１１２のチャンバ１１６を真空に引くために、血液ポンプ１３２または薬物ポ
ンプ１９２が逆に動作する間に、透析液回路を通る液体の流れを停止することを述べる上
記方法の場合、透析液回路を通る液体の流れが停止される必要がないことが認識されるべ
きである。こうした場合、透析液回路を通る液体の流れは、空気逃がしデバイス１１２の
チャンバ１１６に加えられる真空圧を増加させることになる。
【０１０７】
上記ある方法は、静脈患者ライン１０８がクランプされた状態で血液ポンプ１３２を運
転することによって空気逃がしデバイス１１２のチャンバ１１６から空気を押出すことを

30

含むが、他の技法が、別法としてまたは付加的に、空気逃がしデバイス１１２から空気を
押出すために使用されうる。たとえば、空気逃がしデバイス１１２のチャンバを真空に引
くために薬物ポンプ１９２が逆に動作する実施態様では、シリンジポンプが、その後、静
脈患者ライン１０８がクランプされた状態で通常方向に動作しうる。これは、薬物ポンプ
１９２を逆に運転することによってシリンジに吸引される液体を、血液回路に強制的に戻
し、血液回路内に正圧を生成することになる。結果として、空気逃がしデバイス１１２の
チャンバ１１６内の空気は、通気孔組立体１１４を介して大気に吐出されることになる。
別の例として、透析液ポンプ２０２、２１４、および／または、限界ろ過ポンプ２１４は
、静脈患者ライン１０８がクランプされた状態で逆に動作して、血液回路内に正圧を生成
し、空気逃がしデバイス１１２のチャンバ１１６内の空気を、通気孔組立体１１４を介し

40

て大気に吐出させうる。
【０１０８】
上述した方法は、故障しているデバイスを検出することに応答して、オーディオアラー
ムおよび視覚アラームを起動することを含むが、あるいは、オーディオアラームだけまた
は視覚アラームだけが、システムのオペレータに故障しているデバイスを報知するために
使用されうる。
【０１０９】
ある視覚アラームは、タッチスクリーン１１８を介して表示されるとして述べられたが
、視覚アラームは、他のタイプのデバイスを使用して表示されうる。たとえば、透析機が
、データを入力するためのキーボードなどの別個のデバイスと共に従来のスクリーン（す
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なわち、非タッチスクリーン）を含む実施態様では、視覚アラームは、従来のスクリーン
を介して表示されうる。
【０１１０】
レベル検出器１８２は、超音波信号を放出し受信するように構成された超音波デバイス
として述べられたが、空気逃がしデバイス１１２のチャンバ１１６内の液体のレベルを検
出することが可能な種々の他のタイプのデバイスの任意のデバイスが使用されうる。こう
したデバイスの例は、とりわけ、光センサを含む。
【０１１１】
モジュール１３０は、血液回路内の流体圧力を検出する圧力変換器１８４、１８６を含
むとして述べられたが、種々の他のタイプの圧力センサの任意のセンサが、この流体圧力

10

を測定するために使用されうる。いくつかの実施態様では、たとえば、ライン自体の正圧
および負圧を測定するように構成されたインライン圧力変換器が使用されることができる
。
【０１１２】
薬物ポンプ１９２は、シリンジポンプとして述べられたが、他のタイプの薬物ポンプが
使用されうる。ある実施態様では、たとえば、薬物ポンプは蠕動ポンプである。こうした
蠕動ポンプの使用中に、血液コンポーネントセットの薬物送出ラインは、薬物バイアル（
たとえば、ヘパリンバイアル）に接続され、ポンプのローリング部材が薬物送出ラインに
動作可能に係合するように、ポンプのハウジング内に動作可能に配置される。ポンプは、
血液コンポーネントセットの血液ラインを通過する血液中に薬物を注入するために第１の

20

方向に動作しうる。あるいは、薬物送出ラインは、空のバイアルまたは排出部に接続され
、ポンプは、血液ラインを通過する液体を、薬物送出ラインを介してバイアルまたは排出
部に吸引するために反対方向に動作しうる。
【０１１３】
空気逃がしデバイス１１２の通気孔組立体１１４は、膜１４８および通気孔構造１５０
を含むとして述べられたが、他のタイプの通気孔が使用されうる。いくつかの実施態様で
は、たとえば、空気逃がしデバイスの通気孔は膜だけを含む。
【０１１４】
いくつかの実施態様では、空気逃がしデバイス１１２ならびに他の血液コンポーネント
および血液ラインの少なくとも１つ（たとえば、他の血液コンポーネントおよび血液ライ
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ンの全て）は、一体化された血液コンポーネントセットに組込まれる。一体化された血液
回路の種々のコンポーネントは、離散的な別個のまたはモジュール式のデバイスではなく
、１つの組立体または一体化モールディングで共に形成されうる。一体化された血液コン
ポーネントセットは、上述した血液コンポーネントセット１０４と同様の方法で血液透析
機１０２のモジュール１３０内に取外し可能に着座するように適合されうる。
【０１１５】
種々の血液コンポーネントは、キャリア本体１３４に固定されるか、または、一体化さ
れた血液コンポーネントセットに組込まれるとして述べられたが、血液コンポーネントは
、あるいは、血液ラインだけによって互いに接続されうる。こうした実施態様では、血液
コンポーネントは、処置前に、血液透析機１０２（たとえば、血液透析機１０２のモジュ
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ール１３０）に個々に固定されることになる。血液コンポーネントの機能は、先に論じた
血液コンポーネントの機能と同様であることになる。
【０１１６】
透析液回路は、血液透析機１０２に部分的に一体化されるとして述べられたが、透析液
回路は、あるいは、使用中に血液透析機に取外し可能に固定されうる透析液コンポーネン
トセットによって形成されうる。いくつかの実施態様では、透析液コンポーネントセット
は、カセットの形態であり、カセットは、引出しが閉鎖されると、カセットが血液透析機
のコンポーネントに動作可能に係合するように血液透析機の引出し内に挿入されうる。こ
うした透析液コンポーネントセットは、たとえば、参照により本明細書に組込まれる「Ｄ
ｉａｌｙｓｉｓ

Ｓｙｓｔｅｍｓ，Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ、ａｎｄ

Ｍｅｔｈｏｄｓ」と
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いう名称で２００９年８月４日に出願された米国特許出願第６１／２３１，２２０号に記
載される。
【０１１７】
血液透析機１０２は、タッチスクリーンを含むとして述べられたが、本明細書に述べる
血液透析機の任意の血液透析機は、あるいは、従来のスクリーンおよびユーザがデータを
入力することを可能にする関連する制御パネルまたはキーボードを備えうることが認識さ
れるべきである。別法としてまたは付加的に、血液透析機は、ユーザがデータを入力する
ことを可能にするスクラッチパッドおよび／またはタッチボタンを装備しうる。
【０１１８】
血液の流れをもたらすために血液コンポーネントおよび血液ラインと協働し、血液回路

10

を通る血液の流れを監視する種々の機器は、血液透析機の一部であるとして述べられたが
、これらの機器は、血液透析機に一体化されうることが認識されるべきである。
【０１１９】
上述した試験方法は、血液透析システム内の空気逃がしデバイスに関して論じられたが
、同様な方法は、空気および／または他のガスが、デバイスに入る、かつ／または、デバ
イスを出ることを可能にする通気孔を含む他のタイプのデバイスを試験するために使用さ
れうる。図１２は、たとえば、プレポンプ動脈圧力センサ組立体３２０、ポストポンプ動
脈圧力センサ組立体３２０

、および静脈圧力センサ組立体４２０を含む血液コンポーネ

ントセットが接続される血液透析機３０２を含む血液透析システム３０２の図である。圧
力センサ組立体３２０、３２０

、４２０は、圧力変換器保護器３４０、３４０

０を含む流体ラインを含む。圧力センサ組立体３２０、３２０
３０２に固定される圧力変換器３３０、３３０
０、３４０

、４４

20

、４２０は、血液透析機

、４３０を含む。圧力変換器保護器３４

、４４０は、流体経路を形成する本体および流体経路に沿って配置された通

気孔組立体を含む。この配置構成は、血液の通過を抑制しながら、変換器保護器３４０、
３４０

、４４０の通気孔組立体をガス（たとえば、空気）が通過することを可能にする

。結果として、圧力変換器３３０、３３０
力変換器３３０、３３０

、４３０は、処置中に血液に接触しない。圧

、４３０は、空気圧力の変化を測定し、空気圧力の変化は、血

液回路内の血液の圧力を決定するために使用されうる。
【０１２０】
変換器保護器３４０、３４０

、４４０の通気孔組立体は、圧力変換器３３０、３３０

30

、４３０およびこれらの変換器が搭載される透析機３０２が、血液回路内を流れる血液
に直接接触しないようにするのに役立つ。空気逃がしデバイスに関して本明細書で論じた
通気孔組立体と同様の通気孔組立体は、変換器保護器３４０、３４０

、４４０で使用さ

れうる。いくつかの実施態様では、通気孔組立体はそれぞれ、（上述した膜１４８と同様
の）微多硬質膜および微多硬質膜と圧力変換器３３０、３３０

、４３０との間に配置さ

れる（上述した通気孔構造１５０と同様の）自己シール通気孔構造を含み、血液に接触す
ると、自動的にシャットダウンシールするように設計される。そのため、微多硬質膜が破
断し、血液がそこを流れることを可能にする場合、通気孔組立体は、シールし、したがっ
て、透析機３０２が汚染されることを抑制（たとえば、防止）することになる。
40

【０１２１】
血液透析中、血液は、患者２５０から動脈患者ライン１０６を通ってドリップチャンバ
３１５に流れる。血液は、ドリップチャンバ３１５内に滴下し、ドリップチャンバ３１５
からの接続チューブは、プレポンプ動脈圧力センサ組立体３２０を介して血液透析機３０
２に接続する。血液ポンプ１３２は、ドリップチャンバ３１５から透析器１１０に血液を
圧送するために使用される。ポストポンプ動脈圧力センサ組立体３２０

は、血液ポンプ

１３２から透析器１１０に導く血液ラインに接続される。プレポンプ動脈圧力センサ組立
体３２０およびポストポンプ動脈圧力センサ組立体３２０

は、血液回路の動脈側で血液

の圧力を決定するために使用される。透析器１１０を通過した後、血液は、空気逃がしデ
バイス１１２に流れ、そこで、血液中のガス（たとえば、空気）は、血液が患者２５０に
継続して送られる前に漏出することができる。静脈圧力センサ組立体４２０は、透析器１
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１０から空気逃がしデバイス１１２に導く血液ラインに接続される。静脈圧力センサ組立
体４２０は、血液回路の静脈側で血液の圧力を決定するために使用される。空気逃がしデ
バイス１１２を出た後、血液は、静脈患者ライン１０８を通って移動し、患者２５０に戻
る。
【０１２２】
処置が始まる前に（たとえば、血液回路をプライミングした直後に）、および／または
、処置中に、変換器保護器３４０、３４０

、４４０の通気孔組立体の機能を試験するこ

とは有益である。変換器保護器３４０、３４０

、４４０の通気孔組立体が適切に機能し

ているかどうかを判定するために、先に論じた方法と同様の方法が使用されうる。
10

【０１２３】
変換器保護器３４０
護器３４０

、４４０の通気孔組立体を試験するために、試験される変換器保

、４４０を含む圧力センサ組立体３２０

され、真空圧が、試験される変換器保護器３４０
換器保護器３４０

、４２０は、透析機３０２から外

、４４０に加えられる。試験される変

、４４０に真空圧を加えながら、血液回路内の圧力が、透析機３０２

に接続されたままである圧力センサ組立体３２０

、４２０の他のセンサ組立体によって

監視されて、真空圧の結果として、空気が通気孔組立体を通して引出されるかどうかを判
定する。空気が通気孔組立体を通して引出される場合、接続された圧力センサ組立体３２
０

、４２０の圧力変換器３３０

、４３０によって検出される血液回路内の圧力は、所

望の圧力範囲内に留まることになり、これは、通気孔組立体が適切に機能していることを
指示することになる。空気が通気孔組立体を通して引出されない場合、血液回路内の圧力

20

は、最小所望圧力より下がることになり、これは、通気孔組立体が適切に機能していない
ことを指示することになる。
【０１２４】
上述した種々の真空圧生成技法の任意の技法は、変換器保護器３４０

、４４０に真空

圧を加えるために使用されうる。たとえば、血液ポンプがターンオフされ、静脈患者ライ
ン１０８または透析器１１０を空気逃がしデバイス１１２に接続するラインがクランプオ
フされ、透析液回路内の限界ろ過ポンプおよび／または透析液ポンプが、血液回路から透
析液回路へ流体を吸引し、したがって、血液ポンプ１３２とクランプとの間の血液回路の
部分内に真空圧を生成するように動作しうる。別法としてまたは付加的に、血液ポンプ１
３２および／または薬物ポンプは、静脈患者ライン１０８または透析器１１０を空気逃が

30

しデバイス１１２に接続するラインがクランプされている間、逆に動作しうる。
【０１２５】
変換器保護器３４０の通気孔組立体を試験するために、動脈患者ライン１０６をクラン
プし、流体をドリップチャンバ３１５から血液ポンプ１３２に向かって出すように血液ポ
ンプ１３２を動作させることによって、真空圧が変換器保護器３４０に加えられる。同時
に、血液透析機上のレベル検出器は、ドリップチャンバ３１５内の液体レベルを検出する
ために使用される。レベル検出器およびドリップチャンバ３１５は、たとえば、レベル検
出器１８２および空気逃がしデバイス１１２と同様の方法で配列される。空気が変換器保
護器３４０の通気孔組立体を通して引出される場合、ドリップチャンバ３１５内の液体レ
ベルは、レベル検出器の高さより下がることになる。これは、通気孔組立体が適切に機能

40

していることを指示することになる。空気が通気孔組立体を通して引出されない場合、ド
リップチャンバ３１５内の液体レベルは、レベル検出器の高さのままであるまたはそれを
超えることになる。これは、通気孔組立体が適切に機能していないことを指示することに
なる。
【０１２６】
上記試験方法は、血液透析システムに関して述べられたが、同様な方法は、腹膜透析シ
ステム、輸血システム、心肺バイパスシステム、薬物注入システムなどを含む種々の他の
タイプのシステムの任意のシステムの排出式デバイスを試験するために使用されうる。
【０１２７】
他の実施形態は、添付特許請求項の範囲内にある。
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第１の実施態様によると、透析システムの、通気孔を備える空気逃がしデバイスに真空
圧を加える工程と、
前記空気逃がしデバイスに真空圧を加えた後、前記空気逃がしデバイス内の流体レベル
を検出する工程と、
前記空気逃がしデバイス内の前記流体レベルに基づいて、前記空気逃がしデバイスが適
切に機能しているかどうかを判定する工程とを備える、方法を要旨とする。
【０１２８】
第２の実施態様は第１の実施態様において、前記空気逃がしデバイスが適切に機能して
いるかどうかを判定する工程において、前記空気逃がしデバイスの前記通気孔が適切に機
能しているかどうかを判定することを要旨とする。

10

【０１２９】
第３の実施態様は第１の実施態様において、前記空気逃がしデバイス内の前記流体レベ
ルは、前記透析システムのレベル検出器によって検出され、前記レベル検出器は、前記空
気逃がしデバイスに隣接して配置されることを要旨とする。
【０１３０】
第４の実施態様は第３の実施態様において、前記レベル検出器は、超音波信号を放出す
るように構成された送信機および超音波信号を受信するように適合された受信機を備える
ことを要旨とする。
【０１３１】
第５の実施態様は第３の実施態様において、

前記レベル検出器は、前記検出された流

20

体レベルに関連する信号が前記透析システムの制御ユニットに送信されることができるよ
うに、前記透析システムの前記制御ユニットに接続されることを要旨とする。
【０１３２】
第６の実施態様は第１の実施態様において、前記空気逃がしデバイスに真空圧を加える
工程は、前記空気逃がしデバイスの上流および下流のラインを閉鎖すること、および、前
記空気逃がしデバイスから流体を出すためにポンプを起動することを含んでなることを要
旨とする。
【０１３３】
第７の実施態様は第６の実施態様において、前記空気逃がしデバイスの上流のラインを
閉鎖することにおいて、前記空気逃がしデバイスを通して流体を循環させるように構成さ

30

れたポンプをターンオフし、前記空気逃がしデバイスの下流のラインを閉鎖することにお
いて、前記空気逃がしデバイスの下流のラインをクランプすることを要旨とする。
【０１３４】
第８の実施態様は第７の実施態様において、前記空気逃がしデバイスから流体を出すた
めに起動される前記ポンプは、限外ろ過ポンプであることを要旨とする。
第９の実施態様は第７の実施態様において、前記空気逃がしデバイスから流体を出すた
めに前記空気逃がしデバイスに流体連通しているバランスチャンバのバランスを崩す工程
をさらに備えることを要旨とする。
【０１３５】
第１０の実施態様は第１の実施態様において、前記空気逃がしデバイスに真空圧を加え

40

る工程は、前記空気逃がしデバイスの上流および下流のラインを閉鎖すること、および、
前記空気逃がしデバイスから流体を出すためにポンプを起動することを含んでなることを
要旨とする。
【０１３６】
第１１の実施態様は第１の実施態様において、前記透析システムは、前記空気逃がしデ
バイスに接続された第１および第２のライン、ならびに、透析処置中に、前記第１のライ
ンから、前記空気逃がしデバイス、前記第２のラインへと流体を循環させるように構成さ
れたポンプを備え、前記空気逃がしデバイスに真空圧を加えることは、前記第２のライン
を閉鎖すること、および、前記第２のラインから、前記空気逃がしデバイス、前記第１の
ラインへと流体を循環させるように前記ポンプを動作させることを含んでなることを要旨
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とする。
【０１３７】
第１２の実施態様は第１の実施態様において、前記空気逃がしデバイス内の前記流体レ
ベルに基づいて、前記空気逃がしデバイスが適切に機能していないと判定される場合、前
記空気逃がしデバイスが適切に機能していないことをユーザに指示する工程をさらに備え
ることを要旨とする。
【０１３８】
第１３の実施態様は第１２の実施態様において、前記空気逃がしデバイスが適切に機能
していないことを前記ユーザに指示する工程は、視覚信号を放出することを含んでなるこ
とを要旨とする。

10

【０１３９】
第１４の実施態様は第１２の実施態様において、前記空気逃がしデバイスが適切に機能
していないことを前記ユーザに指示する工程は、オーディオ信号を放出することを含んで
なることを要旨とする。
【０１４０】
第１５の実施態様は第１２の実施態様において、前記空気逃がしデバイスが適切に機能
していないことを前記ユーザに指示する工程は、前記透析システムの１つまたは複数の機
能をディセーブルすることを含んでなることを要旨とする。
【０１４１】
第１６の実施態様は第１の実施態様において、前記真空圧を加えた後に前記空気逃がし

20

デバイスに正圧を加える工程であって、前記真空圧によって前記空気逃がしデバイス内に
吸引された空気が前記正圧によって前記空気逃がしデバイスから押出される、正圧を加え
る工程をさらに備えることを要旨とする。
【０１４２】
第１７の実施態様は第１の実施態様において、前記透析システムは血液透析システムで
あることを要旨とする。
第１８の実施態様は第１７の実施態様において、血液透析処置中に実施されることを要
旨とする。
【０１４３】
第１９の実施態様は第１７の実施態様において、血液透析処置前に実施されることを要

30

旨とする。
第２０の実施態様は第１の実施態様において、前記空気逃がしデバイス内の流体は生理
食塩水であることを要旨とする。
【０１４４】
第２１の実施態様は第１の実施態様において、前記空気逃がしデバイス内の流体は血液
であることを要旨とする。
第２２の実施態様は、透析システムの、通気孔を備えるデバイスに真空圧を加える工程
と、
前記デバイスに真空圧を加えた後、前記デバイスに流体接続された流体ライン内の圧力
を測定する工程と、

40

前記測定された圧力に基づいて、前記デバイスが適切に機能しているかどうかを判定す
る工程とを備える、方法を要旨とする。
【０１４５】
第２３の実施態様は第２２の実施態様において、前記測定された圧力は、信号の形態で
前記透析システムの制御ユニットに送信されることを要旨とする。
第２４の実施態様は第２３の実施態様において、前記制御ユニットはマイクロプロセッ
サであることを要旨とする。
【０１４６】
第２５の実施態様は第２２の実施態様において、前記圧力は、前記透析システムの圧力
センサによって測定されることを要旨とする。
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第２６の実施態様は第２５の実施態様において、前記圧力センサは圧力変換器であるこ
とを要旨とする。
【０１４７】
第２７の実施態様は第２５の実施態様において、前記圧力センサは、透析システムの透
析機に取付けられ、前記流体ラインに整列することを要旨とする。
第２８の実施態様は第２２の実施態様において、前記真空圧は、ポンプを起動すること
によって前記空気逃がしデバイスに加えられることを要旨とする。
【０１４８】
第２９の実施態様は第２８の実施態様において、前記ラインは透析器に流体連通してお
り、透析液ラインは前記透析器に流体連通しており、前記ポンプは、前記透析液ラインに

10

流体接続された限外ろ過ポンプであることを要旨とする。
【０１４９】
第３０の実施態様は第２８の実施態様において、前記ポンプは薬物ポンプであり、前記
薬物ポンプは、第１の方向に動作すると、前記流体ライン内に流体を導入するように構成
され、第２の方向に動作すると、前記流体ラインから流体を出すように構成されることを
要旨とする。
【０１５０】
第３１の実施態様は第３０の実施態様において、前記真空圧を加えることは、前記薬物
ポンプを前記第２の方向に動作させることを含んでなることを要旨とする。
第３２の実施態様は第２２の実施態様において、前記デバイスに真空圧を加えることは

20

、前記デバイスの上流および下流のラインを閉鎖すること、および、前記ラインが閉鎖さ
れる場所の間で前記ラインの一部分に流体連通している第１のポンプを起動することを含
んでなることを要旨とする。
【０１５１】
第３３の実施態様は第３２の実施態様において、前記デバイスの上流の前記ラインを閉
鎖することにおいて、前記ラインを通して流体を循環させるように構成された第２のポン
プをターンオフし、前記デバイスの下流の前記ラインを閉鎖することにおいて、前記デバ
イスの下流の前記ラインをクランプすることを要旨とする。
【０１５２】
第３４の実施態様は第３３の実施態様において、前記第１のポンプは限外ろ過ポンプで

30

あることを要旨とする。
第３５の実施態様は第３３の実施態様において、前記デバイスに真空圧を加えるために
、前記デバイスに流体連通しているバランスチャンバのバランスを崩す工程をさらに備え
ることを要旨とする。
【０１５３】
第３６の実施態様は第２２の実施態様において、前記透析システムは、前記デバイスに
接続された第１および第２のライン、ならびに、透析処置中に、前記第１のラインから、
前記デバイス、前記第２のラインへと流体を循環させるように構成されたポンプを備え、
前記デバイスに真空圧を加えることは、前記第２のラインを閉鎖すること、および、前記
第２のラインから、前記デバイス、前記第１のラインへと流体を循環させるように前記ポ
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ンプを動作させることを含んでなることを要旨とする。
【０１５４】
第３７の実施態様は第２２の実施態様において、前記デバイスは、前記測定された圧力
が所望の圧力未満である場合、不適切に機能していると判定されることを要旨とする。
第３８の実施態様は第３７の実施態様において、前記測定された圧力が所望の圧力未満
である場合、前記デバイスが適切に機能していないことをユーザに指示する工程をさらに
備えることを要旨とする。
【０１５５】
第３９の実施態様は第３８の実施態様において、前記デバイスが適切に機能していない
ことを前記ユーザに指示する工程は、視覚信号を放出することを含んでなることを要旨と
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する。
【０１５６】
第４０の実施態様は第３８の実施態様において、前記デバイスが適切に機能していない
ことを前記ユーザに指示する工程は、オーディオ信号を放出することを含んでなることを
要旨とする。
【０１５７】
第４１の実施態様は第３８の実施態様において、前記デバイスが適切に機能していない
ことを前記ユーザに指示する工程は、前記透析システムの１つまたは複数の機能をディセ
ーブルすることを含んでなることを要旨とする。
【０１５８】

10

第４２の実施態様は第２２の実施態様において、前記真空圧を加えた後に前記デバイス
に正圧を加える工程であって、前記真空圧によって前記デバイス内に吸引された空気が前
記正圧によって前記デバイスから押出される、正圧を加える工程をさらに備えることを要
旨とする。
【０１５９】
第４３の実施態様は第２２の実施態様において、前記デバイスは空気逃がしデバイスで
あることを要旨とする。
第４４の実施態様は第２２の実施態様において、前記デバイスは圧力変換器デバイスで
あることを要旨とする。
【０１６０】

20

第４５の実施態様は第２２の実施態様において、前記透析システムは血液透析システム
であることを要旨とする。
第４６の実施態様は第４５の実施態様において、血液透析処置中に実施されることを要
旨とする。
【０１６１】
第４７の実施態様は第４５の実施態様において、血液透析処置前に実施されることを要
旨とする。
第４８の実施態様は第２２の実施態様において、前記流体ラインは生理食塩水を含むこ
とを要旨とする。
【０１６２】

30

第４９の実施態様は第２２の実施態様において、前記流体ラインは血液を含むことを要
旨とする。
第５０の実施態様は、透析システムの、通気孔を備える空気逃がしデバイスに真空圧を
加える工程と、
前記空気逃がしデバイスに真空圧を加えた後、前記空気逃がしデバイス内の流体レベル
を検出する工程と、
前記空気逃がしデバイスに真空圧を加えた後に前記空気逃がしデバイス内の前記流体レ
ベルが所与のレベルを超える場合、前記空気逃がしデバイスが適切に機能していないこと
をユーザに指示する工程とを備える、方法を要旨とする。
【０１６３】

40

第５１の実施態様は、透析システムの、通気孔を備えるデバイスに真空圧を加える工程
と、
前記デバイスに真空圧を加えた後、前記デバイスに流体接続された流体ライン内の圧力
を測定する工程と、
前記測定された圧力がある圧力未満である場合、前記デバイスが適切に機能していない
ことをユーザに指示する工程とを備える、方法を要旨とする。
【０１６４】
第５２の実施態様は、透析システムであって、
通気孔を備える空気逃がしデバイスと、
前記空気逃がしデバイス内の流体のレベルを検出するように構成されたレベル検出器と
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、
前記レベル検出器に接続された制御ユニットとを備え、前記制御ユニットは、前記空気
逃がしデバイスに真空圧が加えられるときに、前記空気逃がしデバイス内の検出された流
体レベルに基づいて前記空気逃がしデバイスが適切に機能しているかどうかを判定するよ
うに構成される透析システムを要旨とする。
【０１６５】
第５３の実施態様は、透析システムであって、
通気孔を備えるデバイスと、
前記デバイスに流体接続された流体ラインと、
前記流体ライン内の流体の圧力を測定するように構成された圧力センサと、
前記圧力センサに接続された制御ユニットとを備え、前記制御ユニットは、前記デバイ
スに真空圧が加えられるときに、前記流体ライン内の流体の測定された圧力に基づいて前
記デバイスが適切に機能しているかどうかを判定するように構成される透析システムを要
旨とする。

【図１】

【図２】
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【図４】

【図５】

【図７】

【図８】
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