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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人工呼吸器であって、
　呼吸ガスを提供および受容する空気圧システムと、
　空気圧システムを患者に流体接続するための構成要素であって、該構成要素が、印加さ
れた圧力に基づき人工呼吸器の動作中にサイズを変化させかつリークの原因になるオリフ
ィスを含む、構成要素と、
　空気圧システムと動作可能に接続されるコントローラとを含み、該コントローラが、患
者への呼吸ガスの供給を制御し、かつ空気圧システムからのリークに基づき患者に供給さ
れる呼吸ガスの体積および圧力のうち少なくとも１つを調整することを実行するように構
成され、該調整が、オリフィスの変化するサイズに少なくとも一部基づく、人工呼吸器。
【請求項２】
　構成要素が、患者インターフェースである、請求項１に記載の人工呼吸器。
【請求項３】
　患者インターフェースが顔面呼吸マスクである、請求項２に記載の人工呼吸器。
【請求項４】
　調整が、顔面呼吸マスクの弾性および硬質リーク特性に基づく、請求項３に記載の人工
呼吸器。
【請求項５】
　調整が、構成要素を構成する材料の弾性係数に基づく、請求項１に記載の人工呼吸器。
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【請求項６】
　操作者の入力を受け付けるように構成されている操作者インターフェースをさらに含み
、調整が操作者入力に少なくとも一部依存している、請求項１に記載の人工呼吸器。
【請求項７】
　コントローラが、操作者入力に基づいて構成要素の弾性特性を決定するように構成され
ている、請求項６に記載の人工呼吸器。
【請求項８】
　人工呼吸器であって、
　患者との間で呼吸ガスを循環する空気圧システムと、
　空気圧システムを患者に流体接続するための、患者インターフェースおよび呼吸回路を
含む、エアウェーであって、印加された圧力に応じてサイズを変化させかつリークの原因
になるオリフィスを含む、エアウェーと、
　空気圧システムと動作可能に接続されるコントローラとを含み、該コントローラが、患
者への呼吸ガスの供給を制御し、エアウェーの弾性係数および印加された圧力に基づきオ
リフィスの変化するサイズを決定し、かつオリフィスの変化するサイズに少なくとも一部
基づき呼吸ガスの供給を調整することを実行するように構成される、人工呼吸器。
【請求項９】
　コントローラが、人工呼吸器の動作中に、調整の規模を呼吸周期ごとに一回更新するよ
うに構成されている、請求項８に記載の人工呼吸器。
【請求項１０】
　コントローラが、複数の呼吸周期のそれぞれの間に、調整の規模を更新するように構成
されている、請求項９に記載の人工呼吸器。
【請求項１１】
　患者インターフェースが、リークの原因になるオリフィスを少なくとも部分的に画定す
る顔面呼吸マスクを含む、請求項８に記載の人工呼吸器。
【請求項１２】
　空気圧システムと、空気圧システムを患者に流体接続するようになっているエアウェー
と、コントローラとを含む人工呼吸器における、リーク補償方法であって、
　エアウェー中のリークの原因になるオリフィスのサイズに基づいて、リーク補償の基準
レベルをコントローラによって提供するステップと、
　エアウェーの構成要素の材料特性に少なくとも一部基づきオリフィスを包含するエアウ
ェーの構成要素の弾性特性をコントローラによって決定するステップと、
　オリフィスの変形を引き起こすのに十分な圧力に応じてリーク補償の基準レベルをコン
トローラによって調整するステップであって、オリフィスの変形が、構成要素の弾性特性
に基づきかつ圧力に応じ、調整の規模が、構成要素の弾性特性に少なくとも一部基づく、
調整するステップとを含む、方法。
【請求項１３】
　構成要素が患者インターフェースである、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　患者インターフェースが顔面人工呼吸器マスクである、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　構成要素が、患者と空気圧システムとの間を流体接続する呼吸回路である、請求項１２
に記載の方法。
【請求項１６】
　リーク補償の基準レベルを調整するステップが、複数の呼吸周期の間に実行される、請
求項１２に記載の方法。
【請求項１７】
　調整の規模が、呼吸周期ごとに少なくとも一回更新される、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　人工呼吸器の操作者インターフェースで操作者入力を受け付けるステップと、構成要素
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の弾性特性を決定するステップで操作者入力を使用するステップと、をさらに含む、請求
項１２に記載の方法。
【請求項１９】
　人工呼吸器であって、
　呼吸ガスを提供および受容する空気圧システムと、
　空気圧システムを患者に流体接続するための、患者インターフェースおよび呼吸回路を
含むエアウェーと、
　空気圧システムと動作可能に接続されるコントローラと、を含み、
　コントローラが、患者への呼吸ガスの流れを制御し、エアウェーにおけるリークを補償
するために呼吸ガスの流れにおいて調整を呼吸周期ごとに一回行うように構成され、該補
償が、エアウェーの固定サイズのオリフィスの硬質リーク特性、およびエアウェーの可変
サイズのオリフィスの弾性リーク特性に少なくとも一部基づき、エアウェーの可変サイズ
のオリフィスの弾性リーク特性が、印加された圧力に応じる、人工呼吸器。
【請求項２０】
　患者インターフェースが顔面人工呼吸器マスクである、請求項１９に記載の人工呼吸器
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書は、呼吸補助を提供するために使用される人工呼吸器装置に関する。現代の人
工呼吸器技術は一般的に、患者の呼吸気を補助するために陽圧を採用している。たとえば
、患者によって開始されるかまたは時間指定による始動を決定した後、人工呼吸器は、指
定された所望の圧力またはフロー軌跡を辿るために、患者に接続された吸入エアウェーに
特定のガス混合物を送り込み、患者の肺を満たさせるかまたは満たす補助をする。吸気の
終末に近づくと、付加された支援が排除され、患者は受動的に息を吐き出すことができ、
人工呼吸器は、呼気相の間指定されたエアウェー圧レベル（ＰＥＥＰ）を維持するために
、システムを通るガスフローを制御する。その他のタイプの人工呼吸器は非始動型であっ
て、患者の努力とは無関係に、指定された呼吸パターンを命じる。
【背景技術】
【０００２】
　現代の人工呼吸器は通常、様々な制御方式を採用するマイクロプロセッサまたはその他
のコントローラを含む。これらの制御方式は、患者との間の呼吸ガスの流量を調整する空
気圧システム（たとえば、弁）に命令するために使用される。圧力／フローセンサからの
データを使用する、閉ループ制御がしばしば採用される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　多くの治療設定は、人工呼吸器装置上の様々な箇所で発生するリークの可能性を伴う。
これらのリークの規模は、可変要素の主に応じて、設定時に、および／または特定の設定
において動的に変化する可能性がある。リークは、人工呼吸器の始動（吸気相への移行）
および循環（呼気相への移行）を害し、そのため患者装置間の同期性の問題を引き起こし
、意に反して患者の呼吸動作を増加させ、治療提供者にとって入手可能な助言的情報を劣
化させ、および／またはそうでなければ所望の呼吸療法を危うくする可能性がある。
【０００４】
　そのため、人工呼吸器構成要素におけるリークを補償するために、既存の制御システム
に対する試みがなされてきた。いくつかの便益は実現されたものの、従来の補償機構は通
常、簡素化された仮定または限定された情報に基づいており、このことは、特に全体的お
よび瞬間的なリーク量でのシステムリークを正確かつ動的に捕らえる能力を制限する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
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　本発明は、上述した課題を解決する人工呼吸器を提供する。本発明による人工呼吸器は
、呼吸ガスを提供および受容する空気圧システムと、空気圧システムを患者に流体接続す
るための構成要素であって、該構成要素が、印加された圧力に基づき人工呼吸器の動作中
にサイズを変化させかつリークの原因になるオリフィスを含む、構成要素と、空気圧シス
テムと動作可能に接続されるコントローラとを含み、該コントローラが、患者への呼吸ガ
スの供給を制御し、かつ空気圧システムからのリークに基づき患者に供給される呼吸ガス
の体積および圧力のうち少なくとも１つを調整することを実行するように構成され、該調
整が、オリフィスの変化するサイズに少なくとも一部基づく。
【０００６】
　また本発明は、上述した課題を解決する人工呼吸器を提供する。本発明による人工呼吸
器は、患者との間で呼吸ガスを循環する空気圧システムと、空気圧システムを患者に流体
接続するための、患者インターフェースおよび呼吸回路を含む、エアウェーであって、印
加された圧力に応じてサイズを変化させかつリークの原因になるオリフィスを含む、エア
ウェーと、空気圧システムと動作可能に接続されるコントローラとを含み、該コントロー
ラが、患者への呼吸ガスの供給を制御し、エアウェーの弾性係数および印加された圧力に
基づきオリフィスの変化するサイズを決定し、かつオリフィスの変化するサイズに少なく
とも一部基づき呼吸ガスの供給を調整することを実行するように構成される。
【０００７】
　さらに本発明は、上述した課題を解決する人工呼吸器におけるリーク補償方法を提供す
る。本発明によるリーク補償方法は、空気圧システムと、空気圧システムを患者に流体接
続するようになっているエアウェーと、コントローラとを含む人工呼吸器における、リー
ク補償方法であって、エアウェー中のリークの原因になるオリフィスのサイズに基づいて
、リーク補償の基準レベルをコントローラによって提供するステップと、エアウェーの構
成要素の材料特性に少なくとも一部基づきオリフィスを包含するエアウェーの構成要素の
弾性特性をコントローラによって決定するステップと、オリフィスの変形を引き起こすの
に十分な圧力に応じてリーク補償の基準レベルをコントローラによって調整するステップ
であって、オリフィスの変形が、構成要素の弾性特性に基づきかつ圧力に応じ、調整の規
模が、構成要素の弾性特性に少なくとも一部基づく、調整するステップとを含む。
【０００８】
　加えて本発明は、上述した課題を解決する人工呼吸器を提供する。本発明による人工呼
吸器は、呼吸ガスを提供および受容する空気圧システムと、空気圧システムを患者に流体
接続するための、患者インターフェースおよび呼吸回路を含むエアウェーと、空気圧シス
テムと動作可能に接続されるコントローラと、を含み、コントローラが、患者への呼吸ガ
スの流れを制御し、エアウェーにおけるリークを補償するために呼吸ガスの流れにおいて
調整を呼吸周期ごとに一回行うように構成され、該補償が、エアウェーの固定サイズのオ
リフィスの硬質リーク特性、およびエアウェーの可変サイズのオリフィスの弾性リーク特
性に少なくとも一部基づき、エアウェーの可変サイズのオリフィスの弾性リーク特性が、
印加された圧力に応じる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】人工呼吸器の模式図である。
【図２】図１の人工呼吸器とともに採用されてもよい制御システムおよび方法を模式的に
示す。
【図３Ａ】リーク状態無しおよび有りの圧力支援の下で人工呼吸器において観察された、
例示的な患者の通常呼吸と、圧力／フロー波形の例とを示す。リーク状態下では、吸気フ
ローは、リークフローを含む合計供給フローであり、呼気フローは、人工呼吸器によって
測定される出力流量であって、リークを通じて排出される呼気フローは除外する。
【図３Ｂ】リーク状態無しおよび有りの圧力支援の下で人工呼吸器において観察された、
例示的な患者の通常呼吸と、圧力／フロー波形の例とを示す。リーク状態下では、吸気フ
ローは、リークフローを含む合計供給流量であり、呼気フローは、人工呼吸器によって測
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定される出力フローであって、リークを通じて排出される呼気フローは除外する。
【図４Ａ】図１に示される患者インターフェースの例示的実施形態を示す。
【図４Ｂ】図１に示される患者インターフェースの例示的実施形態を示す。
【図５】人工呼吸器構成要素におけるリークを補償する方法を含む、図１の人工呼吸器を
制御する例示的方法を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　図１は、本説明による人工呼吸器２０を示す。後に詳述されるように、本明細書に記載
される様々な人工呼吸器システムおよび方法の実施形態には、改良型リーク予測および／
または補償を提供する制御方式が備えられている。これらの制御方式は通常、リークしや
すい構成要素の弾性特性および／またはサイズ変動量など、従来の人工呼吸器では考慮さ
れない係数に基づくリークを手本にしている。本システムおよび方法は多種多様な人工呼
吸器に適用可能であると理解されるべきであるが、本説明では特定の例示的実施形態に焦
点を当てる。
【００１１】
　ここで具体的に図１を参照すると、人工呼吸器２０は、エアウェー２６を通じて患者２
４との間で呼気ガスを循環させるための空気圧システム２２を含み、これが物理的患者イ
ンターフェース２８および呼吸回路３０を通じて患者を空気圧システムに接続する。呼吸
回路３０は、患者との間でガスをやりとりするための、二肢型または単肢型回路であって
もよい。図示されるように、患者インターフェースを呼吸回路に接続するために、Ｙ字型
取り付け具３６が設けられてもよい。
【００１２】
　本システムおよび方法は、顔面呼吸マスクを備えるものなど、非侵襲性設定において特
に有利であることが証明されており、それはこれらの設定が通常はよりリークしやすいた
めである。しかしながら、リークは実際に様々な設定において発生し、本明細書では、患
者インターフェースは侵襲性または非侵襲性、および患者回路から患者エアウェーへの呼
吸ガスのフローを連絡させるのに適したいかなる構成であってもよいと、考える。適切な
患者インターフェースの例は、鼻マスク、鼻／口マスク（図１に示される）、鼻プロング
、全面マスク、気管チューブ、気管内チューブ、鼻枕、などを含む。
【００１３】
　空気圧システム２２は、様々な形式で構成されていてもよい。本例では、システム２２
は呼気肢３４に接続された呼気モジュール４０と、吸気肢３２に接続された吸気モジュー
ル４２と、を含む。圧縮機４４は、吸気肢３２を経由して人工呼吸器にガス源を提供する
ために、吸気モジュール４２に接続されている。
【００１４】
　空気圧システムは、圧縮空気および／または酸素の供給源、混合モジュール、弁、セン
サ、配管、蓄圧器、フィルタ、などを含む、様々なその他の構成要素を含んでもよい。コ
ントローラ５０は、空気圧システム２２、信号測定および取得システムに動作可能に接続
され、操作者が人工呼吸器とやりとりできるようにするために、操作者インターフェース
５２が設けられてもよい（たとえば、人工呼吸器設定を変更するため、操作モードを変更
するため、監視中のパラメータを見るため）。コントローラ５０は、メモリ５４、１つ以
上のプロセッサ５６、記憶装置５８、および／または命令制御コンピュータ装置において
よく見られるタイプのその他の構成要素を含んでもよい。以下により詳細に記載されるよ
うに、コントローラ５０は、人工呼吸器によって患者に提供される呼吸補助を制御するた
めに、空気圧システム２２に命令を発する。具体的な命令は、患者２４、空気圧システム
２２およびセンサ、操作者インターフェース５２、および／または人工呼吸器のその他の
構成要素から受け取った入力に基づいてもよい。図示された例では、操作者インターフェ
ースは、タッチセンサ式のディスプレイ５９を含み、ディスプレイが入力および出力装置
の両方を支援することを可能にしている。
【００１５】
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　図２は、人工呼吸器制御の例示的なシステムおよび方法を模式的に示す。図に示される
ように、コントローラ５０は、空気圧システム２２を駆動し、それによって患者２４との
間で呼吸ガスを循環させるために、制御命令６０を発する。図示される空気圧システム２
２と患者２４との間の模式的な相互作用は、圧力および／またはフロー「信号」の観点か
ら見ることができる。たとえば、信号６２は、吸気肢３２を通じて患者に供給される圧力
の上昇である場合がある。制御命令６０は、とりわけ操作者インターフェース５２からの
入力、および空気圧システム２２から（たとえば圧力／フローセンサから）および患者２
４から検出された、フィードバックを含んでもよい、コントローラ５０で受信した入力に
基づく。
【００１６】
　多くの場合、定められた呼吸療法セッション向けに、基準圧および／またはフロー軌跡
を確立することが望ましいことがある。患者の肺に供給される呼吸ガスの量、および患者
から排出されるガスの量が測定または判断され、測定または推測／予測されたリークは、
正確な供給およびデータ報告および監視を確実にするために、考慮される。したがって、
リーク予測が正確であるほど、事象検出（始動および循環相移行）と同様に、供給および
排出される量の基準値計算が良好になる。
【００１７】
　図２、図３Ａ、および図３Ｂは、リークの影響および誤差を説明および理解するために
使用されてもよい。上述のように、治療目的は、患者２４の肺の中で所望の時間制御され
た圧力を生成することを含んでもよく、患者始動および患者循環モードでは、高いレベル
の患者装置間の同期性を実現する場合がある。
【００１８】
　図３Ａは、リーク状態無しおよび有りの圧力支援モードの下での自発呼吸のフロー／圧
力波形のいくつかの周期を示す。上述のように、病気またはその他の要因により、患者は
正常な通常呼吸を行うのが困難な場合がある。
【００１９】
　内在的な状態の特定の原因または性質に関係なく、人工呼吸器２０は通常、吸気および
呼気の間、呼吸補助を提供する。図３Ｂは、無リークならびにリーク状態が存在する圧力
支援下のフロー波形の一例を示す。吸気中は、無リーク状態と比較して、同じ圧力レベル
を達成するために（リークサイズおよび回路圧に応じて）より多くのフローが必要とされ
る。呼気中は、患者によって吐き出される量の一部がリークを通じて出て行き、人工呼吸
器呼気フロー測定サブシステムによって見落とされる。多くの場合、制御システムの目的
は、呼吸周期の吸気相の間、制御された圧力またはフロープロファイルまたは軌跡（たと
えば、時間に応じた圧力またはフロー）を供給することである。言い換えると、図３Ａに
示される所望の通常呼吸を引き起こすかまたは補助することを目指して、空気圧システム
２２からの所望の時間変動圧力またはフロー出力６２を達成するために、制御が実行され
る。
【００２０】
　不適切なリーク評価は、特に大量供給中にコントローラ５０から空気圧システム２２に
印加される制御信号のタイミングおよび振幅を損なう可能性がある。また、不正確なリー
ク補償またはその不在は、肺活量測定および患者データ監視および報告計算を台無しにす
る可能性がある。模式的リーク源Ｌ１で示されるように、空気圧システム２２から患者イ
ンターフェース２８に印加される圧力は、呼吸ガスの大気への漏洩を引き起こす場合があ
る。この大気への漏洩は、たとえば、吸気肢３２もしくは呼気肢３４、または呼吸回路３
０が患者インターフェース２８もしくは空気圧システム２２と結合する箇所の、いずれか
の点において、発生する場合がある。
【００２１】
　非侵襲性換気の場合、患者インターフェース（たとえば顔面呼吸マスク）と患者の顔の
表面との間に画定された開口部を通じて、若干量の呼吸ガスが逃げることは普通である。
顔面マスクにおいて、この開口部は、マスクの縁の周辺の様々な箇所に生じる可能性があ
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り、マスクのサイズおよび変形性が、相当なリークの変動をもたらす可能性がある。一例
として、図４Ａおよび図４Ｂに示されるように、顔面呼吸マスクは、弾性特性を備える変
形可能なプラスチック材料で形成されてもよい。様々な圧力下で、吸気および呼気の間、
マスクは変形し、リークオリフィス６１のサイズを変える場合がある。さらに、患者が動
いて（たとえば、しゃべったり、または顔面筋を動かしたりして）、リークオリフィス６
１のサイズを変える場合がある。マスクの可塑性および患者の動きによって、一定サイズ
のリークオリフィスを想定したリーク補償方法は、不十分である場合がある。
【００２２】
　リークＬ１の規模を正確に把握することは、大きな利点を提供する場合がある。コント
ローラ５０が空気圧システム２２に所望の時間に所望量の体積／圧力を患者に供給し、患
者によって排出されたガス体積の正確な量を測定／予測するように命令するために、コン
トローラは、人工呼吸器の動作中にリークＬ１がどれだけ大きいかを知っておく必要があ
る。人工呼吸器の動作中にリーク規模が動的に変化するということは、リークモデリング
の問題にさらなる困難をもたらす。
【００２３】
　（患者人工呼吸器間の）同期性の始動および循環もまた、次善のリーク予測によって台
無しになる場合がある。患者による自発呼吸努力を支援する、患者始動型および患者循環
型手法による装置において、患者がいつ吸気および排気することを望むかを正確に検出す
ることが、重要であり得る。検出は一般的に、正確な圧力および／または肺気流（患者の
肺に入るまたは出る流量）の変化を使用して、行われる。リーク源Ｌ２は、空気圧システ
ム２２のセンサへの信号に誤差を生じさせる、エアウェーでのリークを示す。この誤差は
、吸気努力の開始を検出する人工呼吸器の能力を妨害する場合があり、これがひいては、
患者の自発呼吸周期と同期するように空気圧システムを駆動するコントローラ５０の能力
を台無しにする。
【００２４】
　改良型リーク予測は、インターフェースおよびエアウェー圧力変動の下でのリークの時
間変動規模に影響する要因をより完全に把握する制御方式の提供を通じて、本例において
達成されることができる。本例は、部分的に、硬質オリフィスを通る空気フローの式と共
に利用される単一のパラメータ（オリフィス抵抗、リーク伝導率、またはリーク係数）か
らなる一定サイズのリークモデルを含んでもよく、すなわち、
【数１】

　ここでΔＰはリーク部位にわたっての圧力差である。これは固定サイズのリーク（すな
わち、少なくとも一回の呼吸周期にわたっての、一定リーク抵抗または伝導率または係数
）を前提としている。
【００２５】
　瞬時リークのより正確な予測を提供するために、リーク検出システムおよび方法は、人
工呼吸器の１つ以上の構成要素（たとえば、顔マスク、呼吸回路で使用される配管など）
の弾性特性も考慮に入れてもよい。このより正確なリーク評価は、硬質オリフィス一定サ
イズリーク、ならびに圧力依存性可変サイズ弾性リーク源の両方が存在する時間変動エア
ウェー圧状態の下での、患者人工呼吸器間の同期性および有効性を強化する。
【００２６】
　オリフィスにわたってフローを支配する空気圧の式によれば、流量は、面積と、オリフ
ィスにわたる圧力差の平方根、ならびにガス特性の関数である。コントローラによって実
行されるアルゴリズムの誘導のため、一定のガス特性が仮定され、硬質の固定サイズオリ
フィスを含むリーク源（合計面積＝Ａｒ＝定数）と患者インターフェースを通る弾性開口
部［合計面積＝Ａｅ（Ｐ）＝印加される圧力の関数］との組合せも仮定される。したがっ
て、
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【００２７】
　この実現の目的のため、低圧力差で、弾性膜および薄板の最大中央たわみは、印加され
る圧力の準線形関数であると同時に、半径、厚み、応力、弾性のヤング率、ポアソン比な
ど、その他の係数に依存している。したがって、

【数３】

【００２８】
　ΔＰは周囲（Ｐａｍｂｉｅｎｔ＝０）に対してリーク源にわたっての圧力差なので、そ
うするとΔＰを瞬間的に印加される圧力Ｐ（ｔ）で置き換えて、式（１）を以下のように
書き換えてみる（Ｋ１およびＫ２は定数と仮定される）：
【数４】

【００２９】
　また、一呼吸周期での合計体積損失＝Ｖｌｅａｋ＝供給体積－排出体積、
【数５】

【００３０】
　そうすると、受動呼気時の患者人工呼吸器システムのための動作の一般式は、以下のよ
うに記述することができる。
【数６】

【００３１】
　最終呼気状態が存在するときに一定のエアウェー圧（安定したＰＥＥＰ）が供給され、
呼気相Ｑｄｅｌｉｖｅｒｅｄ、一定のリークフロー（圧力変動がないため）、およびＰｍ

＝０（患者の呼吸努力がないため）の間、一定のバイアスフローが維持されると仮定する
と、動作の式は微分され、以下のように書き換えることも可能である：
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【数７】

【００３２】
　Ｑｅｘｈｄｏｔ＝０の場合、式（８）は以下のように省略されることが可能である。
【数８】

【００３３】
　その結果、

【数９】

【００３４】
　あるいは、Ｑｅｘｈｄｏｔ≠０である。この場合、受動呼気期間の間に適切な期間ΔＴ
が取られ、一定の供給流を仮定すると、以下のような式が導かれることができる：

【数１０】

　および、
【数１１】

【００３５】
　したがって、Ｋ１およびＫ２の値を求めるために、式（６）および式（１０）および式
（１３）が使用されてもよい。これらの計算は、呼吸周期毎に繰り返されてもよく、パラ
メータ予測を最適化するため、ならびに予測された合計体積損失と完全呼吸周期にわたっ
て実際に測定された体積損失との間の合計誤差を最小化するために、適正な時間ウィンド
ウ（すなわち呼気の間）および呼吸状態にわたって適用されてもよい。定数Ｋ１およびＫ

２は、変更を追跡するため、ならびに始動および循環感度などの、システムの様々なパラ
メータを更新するために、保存および比較されてもよい。
【００３６】
　図５は、様々な呼吸療法のために人工呼吸器２０および空気圧システム２２によって提
供される基準呼吸補助の精度およびタイミングを改善するために、コントローラ５０によ
って実行されてもよい、例示的な制御方法を示す。この例では、呼吸周期毎にこの方法が
周期的に繰り返される。別の例では、リーク予測の動的な更新が、患者の呼吸周期毎に１
回より多く、または少なく、行われてもよい。
【００３７】
　５１２において、ルーチンは、リーク予測および補償の基準レベルを確立する。これは
、コントローラ５０に記憶された既定値であってもよく、呼気終末陽圧ＰＥＥＰ、設定さ
れた吸気圧または流量／体積目標、空気圧システム２２によって供給される体積気流、お
よび呼吸回路３０のタイプなど、呼吸周期および人工呼吸器２０の様々なパラメータを考
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【００３８】
　ルーチンはその後、フィードバック制御（たとえば、図３に示される）が実行される５
１４に進む。圧力、体積、および／またはフローの調整を含む、様々な制御方式が実行さ
れてもよい。制御はまた、吸気の開始を示す呼吸回路中の圧力変化など、患者から受信し
た入力に基づいてもよい。操作者インターフェース５２を通じて印加された入力もまた、
使用される特定の制御方式を変更するために使用されてもよい。たとえば、人工呼吸器は
、それぞれ異なる制御方法論を採用する、様々な異なる操作者選択可能なモードで動作す
るように構成されてもよい。
【００３９】
　ルーチンは、リーク補償が行われる５１６に進む。様々なタイプのリーク補償が実行さ
れ得る。たとえば、５１８に示されるように、上述のように計算された値を使用する、硬
質オリフィス補償が採用されてもよい。具体的には、孔またはその他のリーク源が、顔面
マスク（図示せず）および／または吸気および呼気肢の吸排気口など、呼吸回路の非弾性
部に存在する場合がある。リーク係数／抵抗／伝導率が一定であると仮定して、そのよう
なオリフィスを通る体積気流を計算するために、式（１）が使用されてもよい。
【００４０】
　人工呼吸器構成要素の弾性特性もまた、５２０に示されるように、リーク補償中に、た
とえば上述のように計算された値を使用して、考慮されてもよい。特に、患者インターフ
ェース２８および／または呼吸回路３０の弾性特性が確立されてもよく（たとえば、弾性
係数、ポアソン比などの物質特性に基づいて導かれる）、図４Ｂに示されるように、オリ
フィス６１の変形を考慮するために、式（６）、（１０）、および／または（１３）を参
照して先に述べられたような計算に関連して、採用されてもよい。リーク予測の精度を改
善するために、これらの例示的な計算を使用して、定数Ｋ１およびＫ２の値が求められ、
動的に更新されてもよい。代替的な実行では、方法は、リークしやすいオリフィスを有す
る人工呼吸器構成要素の弾性特性を考慮に入れるために、いずれかの適切な代替機構また
はモデルを使用してもよい。
【００４１】
　ルーチンはその後、６１６で計算される人工呼吸器のリークを補償するために、すなわ
ち適切な制御命令を調整して適用可能な測定値を修正および／または補償するために、適
切な基準制御命令および測定値が調整される、５２２に進む。多くの設定において、制御
および補償を最適化するために、補償レベル（たとえば呼吸サイクルごとに一回）を定期
的かつ動的に更新することが、望ましい。
【００４２】
　多くの変形が可能なので、本明細書に開示された実施形態および方法実現は事実上例示
的であって、これらの具体例は限定的な意味で見なされるべきではないことは、理解され
る。本開示の対象は、本明細書に開示された様々な構成および方法実現、ならびにその他
の特徴、機能、および／または特性の、全ての新規および非自明の組合せならびにサブコ
ンビネーションを含む。新規かつ非自明と見なされる特定の組合せおよびサブコンビネー
ションを具体的に指摘する請求項が、提示される場合がある。そのような請求項は、「１
つの」要素または「第一の」要素またはその同等物を示してもよい。そのような請求項は
、そのような要素を２つ以上必要としたり除外したりするものではなく、そのような要素
の１つ以上の組み込みを含むと、理解されるべきである。開示された特徴、機能、要素、
および／または特性のその他の組合せおよびサブコンビネーションは、現在の請求項の補
正を通じて、または本願もしくは関連出願の新しい請求項の提示を通じて、請求される場
合がある。もとの請求項の範囲より広くても、狭くても、等しくても、または異なっても
、そのような請求項もまた、本開示の対象の範囲内に含まれると見なされる。
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