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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】電気や熱を供給することなく、流体を輸送する
ポンプを提供を提供する。
【解決手段】密閉された空間を有するセル２と、前記空
間を、流体が通過する流体室２１と大気中に開放可能な
気体室とに分割する膜部材３，４であって、該膜部材が
、流体に含まれる特定物質（基質）と、例えば触媒反応
であって、該反応時の酸素の消費によって減圧状態を生
じさせる反応をして気体を消費する感応膜３であって、
該減圧状態を利用して流体を輸送する構成とする。
【選択図】図１



(2) JP 2009-254481 A 2009.11.5

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
流体に含まれる特定物質（基質）と反応して気体を消費する感応膜を用いて減圧状態を生
じさせ、該減圧状態を利用して流体を輸送するポンプ。
【請求項２】
密閉された空間を有するセルと、
　前記空間を、流体が通過する流体室と大気中に開放可能な気体室とに分割する膜部材で
あって、
       　該膜部材が、前記流体に含まれる特定物質（基質）と反応して気体を消費する
感応膜と、前記流体が透過不能であるとともに伸縮性を有する作動膜と、を有する膜部材
と、
を備えるポンプであって、
　以下の過程により前記流体室中の流体が輸送されることを特徴とするポンプ：
（１）前記流体中に前記特定物質が含まれていた場合、前記感応膜が該特定物質と反応す
る、
（２）この反応により前記気体室内の気体が消費されて該気体室が減圧され、前記作動膜
が前記気体室側へ吸引されて伸長する、
（３）前記作動膜の伸長により前記流体室の体積が増加し、その結果該流体室へ前記流体
が流れ込む、
（４）前記気体室を大気解放して常圧に戻し、前記作動膜を元の状態に戻す、
（５）前記流体室に流れ込んだ流体が該流体室から排出される。
【請求項３】
前記反応が触媒反応であって、該反応時の酸素の消費によって減圧状態を生じさせること
を特徴とする請求項１又は２に記載のポンプ。
【請求項４】
前記感応膜が、透析膜上に、前記触媒を含有する樹脂層を積層させてなる触媒固定化膜で
あることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載のポンプ。
【請求項５】
前記感応膜が、前記触媒を含有する水溶性感光性樹脂を硬化させて形成されたものである
ことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載のポンプ。
【請求項６】
前記触媒が生体触媒であることを特徴とする請求項４又は５に記載のポンプ。
【請求項７】
前記触媒が酵素であることを特徴とする請求項４又は５に記載のポンプ。
【請求項８】
前記酵素が、グルコース酸化酵素、アルコール酸化酵素、乳酸酸化酵素、アスコルビン酸
酸化酵素、又は、ピルビン酸酸化酵素であることを特徴とする請求項７に記載のポンプ。
【請求項９】
前記触媒が微生物を含むことを特徴とする請求項４又は５に記載のポンプ。
【請求項１０】
前記微生物が酵母であることを特徴とする請求項９に記載のポンプ。
【請求項１１】
更に第二の流体室を有し、前記作動膜の伸長により、前記流体室に、第二の流体室から流
体が流れ込む、請求項２～１０のいずれか１項に記載のポンプ。
【請求項１２】
前記特定物質がグルコースであって、
　前記酵素がグルコース酸化酵素（グルコースオキシターゼ）であって、
　前記特定物質が含まれる流体が血液であって、
　前記輸送される流体がインスリンであることを特徴とする請求項１１記載のポンプ。
【請求項１３】
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請求項１～１２のいずれか１項記載のポンプを用いて、前記特定物質の濃度を一定濃度に
維持する制御システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、流体に含まれる特定物質（基質）と反応して気体を消費する感応膜を用いた
ポンプに関する。特には、生体内の特定物質の存在下で駆動される、ドラッグデリバリー
システム（ＤＤＳ）等の医療用途に用いることができるポンプに関する。
【背景技術】
【０００２】
エネルギーを機械的仕事に変換して動作するポンプは、産業用機械、上水道、灌漑等の幅
広い分野で利用されてきた。例えば、往復ポンプや回転ポンプは、電気エネルギーや熱エ
ネルギー、圧力エネルギー等を往復運動や回転運動の機械的仕事に変換している。このよ
うなポンプのエネルギー供給源として、通常、電気や蒸気圧を発生させる電源や加熱源等
が使用される。
【０００３】
　医療分野においては、生体に使用する小型分析装置や小型医療器具の開発が盛んに行わ
れている。例えば、ドラッグデリバリーシステムに関しては、薬剤等の流体を輸送するた
めに上記のようなポンプが使用されることもある。このような分野においては、エネルギ
ー供給や運動制御の点のみでなく、生体適合性を考慮する必要がある。
【０００４】
　ところで、本発明者らは、特定の物質と反応して体積変化（圧力変化）を生じる感応膜
を用いて、この体積変化を利用して駆動力を得る、生体に利用可能なポンプやアクチュエ
ータを提案している（例えば、特許文献１、２参照）。この感応膜は、特定の物質（基質
）と触媒反応して、体積変化を生じさせる生体触媒を使用したものである。
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－３５０５１２
【特許文献２】特開２００５－２８９９３１
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、特定の物質と反応して体積変化（圧力変化）を生じる感応膜を用いて、新規
な構造のポンプを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意検討した結果、流体に含まれる特定物質と反
応して気体を消費する感応膜を用いることにより、上記目的を達成し得るという知見を得
た。
　本発明は、上記知見に基づいてなされたものであり、流体に含まれる特定物質（基質）
と反応して気体を消費する感応膜を用いて減圧状態を生じさせ、該減圧状態を利用して流
体を輸送するポンプを提供するものである。
【０００８】
　また、本発明は、密閉された空間を有するセルと、前記空間を、流体が通過する流体室
と大気中に開放可能な気体室とに分割する膜部材であって、該膜部材が、前記流体に含ま
れる特定物質（基質）と反応して気体を消費する感応膜と、前記流体が透過不能であると
ともに伸縮性を有する作動膜と、を有する膜部材と、を備えるポンプであって、以下の過
程により前記流体室中の流体が輸送されることを特徴とするポンプを提供する：（１）前
記流体中に前記特定物質が含まれていた場合、前記感応膜が該特定物質と反応する、（２
）この反応により前記気体室内の気体が消費されて該気体室が減圧され、前記作動膜が前
記気体室側へ吸引されて伸長する、（３）前記作動膜の伸長により前記流体室の体積が増
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加し、その結果該流体室へ前記流体が流れ込む、（４）前記気体室を大気解放して常圧に
戻し、前記作動膜を元の状態に戻す、（５）前記流体室に流れ込んだ流体が該流体室から
排出される。
【０００９】
　本発明のポンプは、前記反応が触媒反応であって、該反応時の酸素の消費によって減圧
状態を生じさせるものが挙げられる。
　前記感応膜としては、透析膜上に、前記触媒を含有する樹脂層を積層させてなる触媒固
定化膜であるものが挙げられる。
　前記感応膜としては、前記触媒を含有する水溶性感光性樹脂を硬化させて形成されたも
のが挙げられる。
　前記触媒としては、生体触媒が挙げられる。
　前記触媒としては酵素が挙げられ、酵素としては、グルコース酸化酵素、アルコール酸
化酵素、乳酸酸化酵素、アスコルビン酸酸化酵素、及びピルビン酸酸化酵素が挙げられる
。
　前記触媒としてはは、微生物を用いてもよい。微生物としては酵母を用いることができ
る。
  本発明は、更に第二の流体室を有し、前記作動膜の伸長により、前記流体室に、第二の
流体室から流体が流れ込む、ポンプを提供する。
　本発明のポンプとしては、前記特定物質がグルコースであって、前記酵素がグルコース
酸化酵素（グルコースオキシターゼ）であって、前記特定物質が含まれる流体が血液であ
って、前記輸送される流体がインスリンであるものが挙げられる。
　また、本発明は、前記ポンプを用いて、前記特定物質の濃度を一定濃度に維持する制御
システムを提供する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、電気や熱を供給することなく、流体中に含まれる特定の物質と反応し
て体積変化を生じる感応膜を使用して流体を輸送するポンプを提供できる。感応膜として
生体触媒が固定された膜を使用すると、生体内で用いることができ、ドラッグデリバリー
システムや人工血管の補助ポンプ（拍動型人工血管）などの医療用として使用することが
できる。具体的には、血糖値管理用インスリン自動供給システムへの適用が考えられる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。
　まず、本発明のポンプの基本的な駆動システムを説明する。
　図８は、本発明のポンプの駆動システムを説明する図である。
　この例では、特定の物質（基質）がグルコースであって、感応膜がグルコース酸化酵素
（グルコースオキシダーゼ）が固定された膜（酵素固定化膜、詳細後述）である場合を説
明する。
　以下の説明においては、グルコース酸化酵素が固定された膜を用いる場合について説明
するが、本発明はこれに限定するものでなく、後述する酵素を等に制限なく用いることが
できる。
【００１２】
　密閉可能な空間１０１を有するセル１００を準備し、この空間１０１を酵素固定化膜１
０５で上部の気体室１０２と下部の流体室１０３に分割する。流体室１０３には開閉可能
な入口１０３ａと出口１０３ｂとが設けられている。両口を解放すると、流体は流体室１
０３を通過し、両口を閉じると、流体が流体室１０３に滞留する。
【００１３】
　酵素固定化膜１０５について説明する。本明細書において、酵素固定化膜と記載する場
合は、酵素を固定化してなる膜を意味する。
　酵素固定化膜は、膜材料である担体上に、触媒（生体触媒）としての酵素が固定化され
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たものである。用いられる担体としては、従来より酵素を固定化するために用いられてい
る材料のものを特に制限なく用いることができる。このような材料としては、例えば、ポ
リテトラフルオロエチレン、ポリジメチルシロキサン、ポリプロピレン、ポリエチレン、
ポリメチルメタクリレート、ポリスチレン等が挙げられる。このような担体の厚みは、特
に限定されないが、好ましくは１００ｎｍ～２００μｍであり、更に好ましくは１０μｍ
～１００μｍである。
【００１４】
　また、担体上に固定された酵素が流体に含まれる基質の反応に関与するためには、担体
は多孔性であることが好ましい。担体の孔のサイズに特に制限はないが、通常は、直径が
０．１～１μｍ程度であり、好ましくは０．２μｍ程度でよい。また、担体の空隙率は６
０～９０％であることが好ましい。
【００１５】
　前記酵素固定化膜は、脱水素酵素が担体に固定化されてなるものであるが、酵素を、例
えばポリマーと混合して担体上に塗布し乾燥して製造される。酵素としては、グルコース
酸化酵素、アルコール酸化酵素、乳酸酸化酵素、アスコルビン酸酸化酵素、ピルビン酸酸
化酵素等が挙げられる。これら酵素は、流体に含まれる特定物質と反応するものを選択す
ればよく、例えば、特定の物質がアルコールである場合にはアルコール酸化酵素を選択す
ることができる。また、ポリマーとしては、従来より酵素固定化膜を製造するために用い
られているものを特に制限なく用いることができ、例えば、ポリエチレングリコール、ポ
リビニルアルコール、ポリエチレングリコール又はポリビニルアルコールにＳｂＱの光官
能基を組み合わせたＰＶＡ－ＳｂＱ、ＳＰＰ－Ｈ１３、ホスホコリン基を含むポリマー等
が挙げられる。
　上記の中でも、ホスホコリン基を含むポリマーである、２－メタクリロイルオキシエチ
ルホスホリルコリン（ＭＰＣ）と他のモノマーとの共重合体を用いた場合、酵素を固定化
した後の脱塩処理をする必要がないので好ましい。
　また、脱水素酵素を担体に固定化する方法としては、他に、グルタルアルデヒドの架橋
による方法を用いてもよいが、本発明においては、方法は特に限定されない。
【００１６】
　このような共重合体を製造するために用いられるモノマーとしては、例えば、２－エチ
ルヘキシル（メタ）アクリレート、メチル（メタ）アクリレート、エチル（メタ）アクリ
レート、プロピル（メタ）アクリレート、ブチル（メタ）アクリレート、アミル（メタ）
アクリレート、ヘキシル（メタ）アクリレート、ヘプチル（メタ）アクリレート、オクチ
ル（メタ）アクリレート、ノニル（メタ）アクリレート、デシル（メタ）アクリレート、
ドデシル（メタ）アクリレート、ヘキサデシル（メタ）アクリレート、オクタデシル（メ
タ）アクリレート、ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、ヒドロキシプロピル（メタ
）アクリレート、エチレングリコール（メタ）アクリレート、エチレングリコールメチル
エーテル（メタ）アクリレート、ポリ（エチレングリコール）（メタ）アクリレート、ポ
リ（エチレングリコール）メチルエーテル（メタ）アクリレート、Ｎ－ビニルピロリドン
、酢酸ビニル、γ－メタクリルオキシプロピルトリメトキシシラン、γ－メタクリルオキ
シプロピルトリエトキシシラン、ビニルトリス（２－メトキシエトキシ）シラン、メチル
トリビニルメチルジエトキシシラン等が挙げられる。このような共重合体は、ＭＰＣと上
記モノマーとのラジカル共重合によって得ることができる。
【００１７】
　上記共重合体としては、例えば、２－メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン（
ＭＰＣ）と２－エチルヘキシルメタクリレート（ＥＨＭＡ）との共重合体が挙げられ、該
共重合体は、下記一般式（１）で表わされる繰り返し単位を有するポリマーである。
【００１８】
　上述の説明においては、生体触媒として酵素を用いたが、本発明においては、生体触媒
としては、上述した酵素の他に、微生物を用いることができる。このような微生物として
は、例えば酵母（Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓｃｅｒｅｖｉｓｉａｅ）等の酵母、ブドウ
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球菌、緑膿菌、大腸菌、エンテロバクター、プロテウス等の細菌等が挙げられる。
【００１９】
　本実施例においては、酵素固定化膜１０５は、以下の方法で作製した。まず透析膜（Ｍ
ＷＣＯ：１４０００、厚さ：２０μｍ）を準備し、グルコース酸化酵素（グルコースオキ
シダーゼ）と光架橋性樹脂であるスチルバゾリウム化ポリビニルアルコール（ＰＶＡ－Ｓ
ｂＱ）の混合液を透析膜の一面に塗布する。グルコースオキシダーゼは、以下のグルコー
ス酸化反応を促進させる酵素である。
グルコース＋Ｏ２→グルクロン酸＋Ｈ２Ｏ２

　つまり、この反応により酸素が消費される。
【００２０】
　塗布後、光を照射すると、光架橋性樹脂が硬化し、同樹脂とともにグルコースオキシタ
ーゼが透析膜に固定される。
【００２１】
　次に、図８を参照してポンプの駆動作用を説明する。
　まず、セル１００の流体室１０３の入口１０３ａと出口１０３ｂとを開き、グルコース
溶液が流体室１０３を通過するようにする。グルコースを流入してから４分後に両口１０
３ａ、１０３ｂを閉じ、グルコース溶液を流体室１０３に滞留させる。すると、グルコー
ス溶液中のグルコースが前述の酸化反応を起こす。この反応により、気体室１０２内の酸
素が消費され、同気体室１０２が減圧される。グルコース流入後の気体室１０２内の圧力
の時間経過を計測した。
【００２２】
　図９は、グルコース濃度を変えた場合の、気体室の気圧と時間との関係を示すグラフで
ある。縦軸は気体室の圧力、横軸は時間を示す。グルコース濃度は、０、２５、５０、１
００、１５０及び２００（ｍｍｏｌ／リットル）である。
　グラフに示すように、グルコース濃度が０の場合は、圧力はゼロに保たれているのに対
し、グルコースが存在する場合は、４分後からほぼ直線的に気体室の圧力が減圧し始めた
。この際、グルコース濃度が高いほど、圧力低下量が大きい。
【００２３】
　図１０は、グルコース濃度と減圧率との関係を示すグラフである。縦軸は減圧直後から
の単位時間当たりの圧力低下量であり、横軸はグルコース濃度を示す。
　このグラフから、圧力低下量とグルコース濃度とは下記の式で表わされる。
　圧力＝－０．８３９－０．０３１（ｍｍｏｌ／リットル）
　グルコース濃度が２５～２００（ｍｍｏｌ／リットル）の範囲では、この式の相関関数
Ｒは０．９９８であり、圧力低下量とグルコース濃度とは高い相関関係にあることがわか
った。
　つまり、グルコースが存在した場合、この酵素固定化膜により、グルコース濃度に比例
した減圧状態が生じることが確認された。
【００２４】
　次に、本発明の実施の形態に係るポンプを説明する。
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係るポンプの構造を説明する分解斜視図である。
この例でも、流体がグルコース溶液、流体に含まれる特定物質（基質）がグルコース、感
応膜がグルコース酸化酵素（グルコースオキシダーゼ）が固定された膜（酵素固定化膜）
である場合を説明する。
　このポンプ１は、上下に二つ割りされた上部セル１０と下部セル２０とからなるセル２
と、グルコースと反応して気体を消費する感応膜３と、グルコース溶液が透過不能である
とともに伸縮性を有する作動膜４と、を有する。
【００２５】
　上部セル１０には、下面に開口した気体室１１が形成されている。この気体室１１には
、通気管１３が接続している。通気管は弁１５で開閉可能となっている。下部セル２０に
は、上面に開口した流体室２１が形成されている。この流体室２１には、流入管２３と流
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出管２４とが接続している。流入管２３及び流出管２４は、各々弁２５、２６で開閉可能
となっている。　上部セル１０と下部セル２０は、例えば、アクリル樹脂などで作製され
る。また、上部セル１０と下部セル２０とは、四隅でボルトとナット（図示されず）によ
り結合される。
【００２６】
　感応膜３としては、前述の、グルコースオキシダーゼと光架橋性樹脂の混合液を透析膜
の一面に塗布して作製した酵素固定化膜を使用できる。作動膜４としては例えば、ポリウ
レタンフィルムを使用できる。
【００２７】
　酵素固定化膜３と作動膜４は、弾性材料で作製されたフィルム状の上補助部材３１と下
補助部材３２とに挟まれて、上部セル１０と下部セル２０との間に配置される。各補助部
材３１、３２は、上部セル１０及び下部セル２０とほぼ同じ寸法であり、気体室１１及び
流体室２１に面する部分に、酵素固定化膜３と作動膜４とが各々露出する開口３１ａ、３
１ｂ及び３２ａ、３２ｂが開けられている。酵素固定化膜３は、上面に、変形不能なネッ
ト部材３５を介して両補助部材３１、３２間に挟まれており、上方（気体室側）へ変形し
ないようにされている。一方、作動膜４は、下面に変形不能なネット３６を介して両補助
部材間３１、３２に挟まれており、上方（気体室側）へ変形可能となっている。
【００２８】
　酵素固定化膜３と作動膜４とを挟んだ上下の補助部材３１、３２を上部セル１０と下部
セル２０との間に配置して、ボルトとナットで上部セル１０と下部セル２０とを結合する
。これにより、気体室１１と流体室２１とが、酵素固定化膜３と作動膜４とで画される。
なお、ボルトとナットで、上下のセル１０、２０を強固に結合することにより、気体室１
１と流体室２１とは、液密かつ気密に分離される。
【００２９】
　図２は、図１のポンプの作動を説明する図である。なお、図２は図１の主要部分を簡略
化して示している。
　まず、図２（Ａ）に示すように、気体室１１の通気管１３の弁１５を閉じて気体室１１
を密閉しておく。そして、流体室２１の流出管２４の弁２６を閉じ、流入管２３の弁を開
いて、グルコース溶液を流入管２３から流体室２１に流入させて同室２１に滞留させる。
すると、酵素固定化膜３に含まれるグルコースオキシダーゼがグルコース溶液中のグルコ
ースの酸化反応を促進させ、気体室１１内の酸素が消費される。これにより、気体室１１
が減圧される。気体室１１は前述のように密閉されているので、伸縮性を有する作動膜４
が気体室１１側へ伸長する。そして、作動膜４が伸長した分だけ流体室２１の容積が大き
くなり、流入管２３からさらにグルコース溶液が流れ込む。なお、酵素固定化膜３は、前
述のように上面が補助ネット３５で押さえられているので、気体室１１側へ伸長しない。
【００３０】
　その後、図２（Ｂ）に示すように、流体室２１の流入管２３の弁２５を閉じるとともに
、流出管２４の弁を開き、さらに、気体室１１の通気管１３の弁１５を開く。すると、気
体室１１は常圧に戻り、作動膜４が収縮して元の状態に戻る。そして、作動膜４の伸長に
より流体室２１に流れ込んだ分のグルコース溶液が流出管２４から排出される。つまり、
セル２内を流体（グルコース溶液）が輸送されることになる。
【００３１】
　図３は、グルコース溶液の排出量及び気体室圧力と、時間との関係を示すグラフである
。縦軸は、グルコース溶液排出量（μリットル）及び気体室の圧力（Ｐａ）、横軸は時間
を示す。グラフ中の太線は排出量、実線は圧力を示す。
　グラフの実線に示すように、流体室にグルコース溶液を貯留させた直後（時間０）から
気体室１１の圧力が低下し始める。この際、圧力はいったん急激に低下するが、その後は
直線的に低下していく。なお、グラフの太線に示すように、流体室２１の流出管２４の弁
２６は閉じられているのでグルコース溶液の排出量はゼロのままである。
【００３２】
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　流体室２１にグルコース溶液を貯留させてから６分後に、流体室２１の流入管２３の弁
２５を閉じるとともに、流出管２４の弁２６を開き、さらに、気体室１１の通気管１３の
弁１５を開いた。すると、直後に気体室１１は常圧（０Ｐａ）に戻り、作動膜４の伸長に
より流体室２１に流れ込んだ分（約１５０μリットル）のグルコース溶液が流出管２４か
ら排出された。さらに、この一連の作用後すぐに、気体室１１の通気管１３の弁１５を閉
じて気体室１１を密閉状態とするとともに、流体室２１の流出管２４の弁２６を閉じて流
入管２３の弁２５を開いた。すると、その直後から再び気体室１１の圧力が低下し始めた
。この場合の圧力の低下度合い（傾き）は最初の圧力低下とほぼ同じ傾向を示した。
【００３３】
　再度気体室１１を密閉してから７分後（最初からは１３分後）に、流体室２１の流入管
２３の弁２５を閉じるとともに、流出管２４の弁２６を開き、さらに、気体室１１の通気
管１３の弁１５を開いた。すると、直後に気体室１１は常圧（０Ｐａ）に戻り、作動膜４
の伸長により流体室２１に流れ込んだ分（約１５０μリットル）のグルコース溶液が流出
管２４から排出された。これにより全体の排出量は約３００μリットルとなった。
【００３４】
　このように気体室１１の密閉と解放を繰り返すことにより、流体室２１内の流体をほぼ
一定のポンプ速度（平均流速１５．０１μリットル／ｍｉｎ）で輸送することができる。
　なお、特定物質が含まれる流体と、輸送される流体は、同じであっても異なる種類であ
ってもよい。詳しくは後述するが、血液（特定物質が含まれる流体）中のグルコース（特
定物質）の触媒反応によってインスリン（輸送される流体）を血液中に注入することもで
きる。
【００３５】
　図４は、ポンプ速度と圧力低下量との関係を示すグラフである。縦軸はポンプ速度（μ
リットル／ｍｉｎ）、横軸は圧力低下量（Ｐａ）を示す。
　圧力低下量が５０Ｐａのときはポンプ速度が０であるが、５０Ｐａ以上になると、ポン
プ速度が発生する。ただし、圧力低下量とポンプ速度とは比例しておらず、低下量１５０
Ｐａから３００Ｐａまではほぼ横ばい、あるいは、低下量が多くなるほどポンプ速度が低
下する傾向を示す。このグラフからは、圧力低下量が２００リットル／ｍｉｎ程度のとき
に、最も高いポンプ速度が得られることが分かる。
【００３６】
　図５、６、７は、本発明の第２の実施の形態に係るポンプの構造及び作用を説明する図
であり、各図（Ａ）は全体図、各図（Ｂ）  は図（Ａ）の一部を拡大して示す図である。
　この例では、血液（特定物質が含まれる流体）中にグルコース（特定物質）が含まれる
ときに、インスリン（輸送される流体）を血液中に注入する装置を説明する。図１のポン
プでは、特定物質（グルコース）が含まれる流体がグルコース溶液であり、輸送される流
体もグルコース溶液であった。しかし、この例では、特定物質（グルコース）が含まれる
流体（血液）と輸送される流体（インスリン）とが異なる。
【００３７】
　このポンプ５１は、図１のポンプ１とほぼ同様の構造であり、気体室６１と流体室７１
、７３とを有するセル５２と、グルコースと反応して気体を消費する酵素固定化膜５３と
、グルコース溶液が透過不能であるとともに伸縮性を有する作動膜５４と、を有する。た
だし、この例では、前述のように、特定物質（グルコース）が含まれる流体（血液）と輸
送される流体（インスリン）とが異なるので、２個の流体室７１、７３が設けられている
。さらに、気体室６１の通気管を開閉する弁の代わりに、通気口を自動的に開閉する弁部
材８０が作動膜５４に設けられている。
【００３８】
　セル５２の下部には、特定物質が含まれる流体（血液、第１の流体という）が収容され
る第１の流体室７１と、第１の流体室７１の上方に位置し、輸送される流体（インスリン
、第２の流体）が収容される第２の流体室７３とが形成されている。第１の流体室７１に
は流入口７１ａと流出口７１ｂとが設けられており、流体は、流入口７１ａから流体室７
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１を通って流出口７１ｂから排出される。第２の流体室７３には、流入管７５と流出管７
６とが接続している。流入管７５は、まっすぐ下方に延びる縦管路７５ａと、同縦管路７
５ａの先端から側方に延びる横管路７６ｂを有する。縦管路７５ａの径は、例えば２ｍｍ
である。横管路７５ｂの口には、インスリンが含まれる注射器９０が接続している。注射
器９０のピストン９１は、バネ９３により押し出し方向に付勢されている。流出管７６は
、まっすぐ下方に延びて第１の流体室７１と連通している。流出管７６は先端（下端）７
６ａが先細となっている。流出管７６の径は、例えば２ｍｍである。
【００３９】
　セル５２の上部には、気体室６１が形成されている。この気体室６１は、下面の一部が
、酵素固定化膜５３で第１の流体室７１と画されているとともに、別の一部が、作動膜５
４で第２の流体室７３と画されている。なお、酵素固定化膜５３は、上方へ変形しないよ
うに支持されており、作動膜５４は上方へ変形可能に支持されている。酵素固定化膜５３
の、第１の流体室７１に開口している部分の径は例えば１５ｍｍである。作動膜５４の、
第２の流体室７２に開口している部分の径は例えば１０ｍｍである。
【００４０】
　気体室６１の上面には、開口６３が開けられている。開口６３の径は例えば５ｍｍであ
る。開口６３はＰＤＭＳ（ポリジメチルシロキサン）製の伸縮可能な薄膜６５で塞がれて
いる。この薄膜６５には、気体室を開閉する弁の代わりとなる弁部材８０が取り付けられ
ている。
【００４１】
　弁部材８０は、作動膜５４と一体に設けられた中空のパイプ８１を有する。パイプ８１
の上端は閉じられており、薄膜６５を突き抜けている。パイプ８１の側面と薄膜６５とは
気密に接しており、パイプ８１が薄膜６５に対して上下にスライド可能となっている。ま
た、パイプ８１の下端には作動膜５４の下面に固定された栓部材８３が取り付けられてい
る。この栓部材８３は、第２の流体室７３の流入管７５の口を開閉可能に閉じている。さ
らに、パイプ８１の側面には、長さ方向に並んで複数の開口８５が開けられている。
【００４２】
　次に、このポンプの作用を説明する。
　初期状態では、図５（Ａ）に示すように、第２の流体室７３（流入管７５、流出管７３
を含む）はインスリンで充填されており、第１の流体室７１には血液が流されている。第
２の流体室７３は流体が充填されて第１の流体室７１とほぼ同じ圧力であるとともに、第
１の流体室７１と連通する流出管７６の先端７６ａは先細となっているため、第１の流体
室７１から流出管７６に血液が流れ込むことはない。弁部材８０は、栓部材８３が第２の
気体室７３の流入口７５を塞ぎ、図５（Ｂ）に示すように、パイプ８１の側面に形成され
た開口８５の全てが薄膜６５の下方に位置するように支持されている。
【００４３】
　第１の流体室７１を流れる血液中にグルコースが含まれていない場合は、酵素固定化膜
５３の酵素によるグルコースの酸化反応は起こらない。血液中にグルコースが含まれてい
た場合、酵素固定化膜５３の酵素により、血液中のグルコースと気体室６１内の酸素とが
反応し、気体室６１が減圧される。すると、図６（Ａ）に示すように、作動膜５４が上方
へ引っ張られるように伸長する。同時に、図６（Ｂ）にも示すように、薄膜６５も下方に
引っ張られるように伸長する。
【００４４】
　作動膜５４が上方へ引っ張られると、同膜５４に固定されている弁部材８０の栓部材８
３も一緒に上方へ移動する。すると、栓部材８３が第２の流体室７３の流入管７５の口か
ら離れて、流入管７５の流入口が開く。これにより、バネ９３で押し出し方向に付勢され
ているピストン９１が押し出されて、インスリンが流入管７５から第２の流体室７３に流
れ込む。そして、流出管７６を通って先細の先端７６ａから第１の流体室７１内に放出さ
れる。つまり、インスリンが血液中に注入される。
【００４５】
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　第１の流体室７１を流れるグルコースが気体室６１内の酸素と反応してさらに気体室６
１が減圧されると、図７（Ａ）に示すように、作動膜５４が上方にさらに伸長して、弁部
材８０がさらに持ち上げられる。一方、薄膜６５も下方にさらに伸長する。すると、弁部
材８０のパイプ８１が薄膜６５から上方にさらに突き出し、図７（Ｂ）に示すように、や
がてパイプ８１の側面に形成された一番上の開口８５が薄膜６５から上方に位置する。こ
れにより、大気が開口８５からパイプ８１に入り、上から二番目の開口８５等を通って気
体室６１内に入り込む。そして、やがて気体室６１は常圧に戻る。
【００４６】
　すると、作動膜５４は収縮して元の状態に戻り、再び弁部材８０の栓部材８３が流入口
７５の口を閉じ、流入管７５から第２の流体室７３へインスリンが流れ込まなくなる。ま
た、薄膜６５も元の状態に戻り、パイプ８１の開口８５が薄膜６５の下方に位置し、気体
室６１が密閉される。
【００４７】
　本発明のポンプの具体例を図面を参照しつつ説明したが、本発明のポンプは上述の形態
のものに限定されず、例えば、上述したものを柔軟な管状のものに埋め込んで、管内の液
体を輸送するようなポンプとして用いることもできる。
　また、上記図面においては、血液中のグルコースの濃度によりインスリンを流入する例
を示したが、インスリンは、肝臓における糖新生の抑制、グリコーゲンの合成促進・分解
抑制効果を有しており、これにより血中グルコース濃度を低下する作用を有する。従って
、上述したポンプは、血液中のグルコース濃度を一定濃度に維持できるように投薬量を自
律的に制御することのできるシステムとして用いることができる。
　すなわち、本発明は、本発明のポンプを用いることを特徴とする、流体（例えば、血液
）に含まれる成分（例えば、グルコース）の濃度を一定に維持するための制御システムを
提供する。すなわち、本発明は、前述した本発明のポンプを用いて、前記特定物質の濃度
を一定濃度に維持する制御システムを提供する。
【００４８】
　本発明のポンプは、特定物質の触媒反応によって生じる減圧状態を利用するものであり
、圧力や電力などの外部エネルギーを供給せずに流体を輸送する駆動力を発生することが
できる。この際、触媒反応は、流体に含まれる特定物質（基質）が存在するときのみ起こ
るので、例えば、特定物質が存在したときにのみに駆動力が必要な場合などに適している
。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係るポンプの構造を説明する分解斜視図である。
【図２】図１のポンプの作動を説明する図である。
【図３】グルコース溶液の排出量及び気体室圧力と、時間との関係を示すグラフである。
【図４】ポンプ速度と圧力低下量との関係を示すグラフである。
【図５】本発明の第２の実施の形態に係るポンプの構造及び作用を説明する図である。
【図６】本発明の第２の実施の形態に係るポンプの構造及び作用を説明する図である。
【図７】本発明の第２の実施の形態に係るポンプの構造及び作用を説明する図である。
【図８】本発明のポンプの駆動システムを説明する図である。
【図９】グルコース濃度を変えた場合の、気体室の気圧と時間との関係を示すグラフであ
る。
【図１０】グルコース濃度と減圧率との関係を示すグラフである。
【符号の説明】
【００５０】
１　ポンプ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２　セル
３　感応膜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４　作動膜
１０　上部セル　　　　　　　　　　　　　　　　　１１　気体室
１５　弁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０　下部セル
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２１　流体室　　　　　　　　　　　　　　　　　　２３　流入管
２４　流出管　　　　　　　　　　　　　　　　　　２６　弁
３１　上補助部材　　　　　　　　　　　　　　　　３２　下補助部材
３１ａ　開口　　　　　　　　　　　　　　　　　　３１ｂ　開口
３２ａ　開口　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２ｂ　開口
３５　ネット部材　　　　　　　　　　　　　　　　３１　補助部材
３２　補助部材　　　　　　　　　　　　　　　　　３６　ネット
３５　補助ネット　　　　　　　　　　　　　　　　５１　ポンプ
５２　セル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５３　酵素固定化膜
５４　作動膜　　　　　　　　　　　　　　　　　　６１　気体室
６３　開口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６５　薄膜
７１　流体室　　　　　　　　　　　　　　　　　　７１ａ　流入口
７１ｂ　流出口　　　　　　　　　　　　　　　　　７３　流体室
７５　流入管　　　　　　　　　　　　　　　　　　７５ａ　縦管路
７６　流出管　　　　　　　　　　　　　　　　　　７６ａ　先端（下端）
７６ｂ　横管路　　　　　　　　　　　　　　　　　８０　弁部材
８１　パイプ　　　　　　　　　　　　　　　　　　８３　栓部材
８５　開口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９０　注射器
９１　ピストン　　　　　　　　　　　　　　　　　９３　バネ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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