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(57)【要約】
　携帯用酸素濃縮器システムに連結可能な家庭用酸素濃
縮器システムを含む、酸素濃縮器システムの様々な実施
形態が、本明細書に説明される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸素富化ガスの生成方法であって、
　第１の酸素濃縮器装置を第２の酸素濃縮器装置に連結することであって、
　　前記第１の酸素濃縮器装置が、
　　　少なくとも２つのキャニスタと、
　　　少なくとも２つのキャニスタ内に配置されるガス分離吸着剤であって、少なくとも
いくらかの窒素を前記キャニスタ内の空気から分離して酸素富化ガスを生成する、ガス分
離吸着剤と、
　　　少なくとも１つのキャニスタに連結される少なくとも１つの圧縮器を備える圧縮シ
ステムと、
　　　第１の装置コントローラであって、前記第１の装置コントローラに記憶された動作
パラメータを用いて前記第１の酸素濃縮器装置の動作を制御する、第１の装置コントロー
ラと、
　　を備え、
　　前記第２の酸素濃縮器装置が、
　　　少なくとも２つのキャニスタと、
　　　少なくとも２つのキャニスタ内に配置されるガス分離吸着剤であって、少なくとも
いくらかの窒素を前記キャニスタ内の空気から分離して酸素富化ガスを生成する、ガス分
離吸着剤と、
　　　少なくとも１つのキャニスタに連結される少なくとも１つの圧縮器を備える圧縮シ
ステムと、
　　　第２の装置コントローラであって、前記第２の装置コントローラに記憶された動作
パラメータを用いて前記第２の酸素濃縮器装置の動作を制御する、第２の装置コントロー
ラと、
　　を備え、
　　前記第１の酸素濃縮器装置が前記第２の酸素濃縮器装置に連結された場合、前記第１
の装置コントローラが前記第２の装置コントローラに連結される、
連結することと、
　前記第１の酸素濃縮器システムが前記第２の酸素濃縮器システムに連結された場合、前
記第１の装置コントローラの前記動作パラメータに基づいて、前記第２の装置コントロー
ラの前記動作パラメータを変更することであって、前記第２の装置コントローラの前記動
作パラメータが前記第１の装置コントローラによって変更される、変更することと、
を含む、酸素富化ガスの生成方法。
【請求項２】
　前記第２の酸素装置から酸素富化ガスをユーザに提供しながら、前記第１の酸素濃縮器
装置内のガス吸着剤を再生することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１の装置コントローラを使用して前記第１および第２の酸素濃縮器装置を制御す
ることをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　無線コントローラから前記第１の装置コントローラおよび／または前記第２の装置コン
トローラに信号を送信することによって前記第１および第２の酸素濃縮器装置を制御する
ことをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１の装置コントローラを使用して前記第１の酸素濃縮器装置の前記動作に関する
診断情報を収集することと、
　前記第１の酸素濃縮器装置が前記第２の酸素濃縮器装置に連結された場合、前記第１の
装置コントローラによって前記第２の酸素濃縮器装置の前記動作に関する診断情報を収集
することと、
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をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１の装置コントローラをコンピュータシステムに連結することをさらに含み、前
記コンピュータシステムが、
　前記収集された診断情報を解析し、
　前記第１の酸素濃縮器装置および／または前記第２の酸素濃縮器装置のための新しい動
作パラメータを決定し、および、
　前記第１の酸素濃縮器装置および／または前記第２の酸素濃縮器装置のための前記新し
い動作パラメータを前記第１の装置コントローラ上に記憶する、
請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１の酸素濃縮器装置が前記第２の酸素濃縮器装置に連結された場合、前記第２の
装置コントローラ上に記憶された前記動作パラメータを、前記第２の酸素濃縮器装置のた
めに前記コンピュータシステムによって準備された前記新しい動作パラメータへ変更する
ために、前記第１の装置コントローラを使用することをさらに含む、請求項６に記載の方
法。
【請求項８】
　連結システムが、前記第２の酸素濃縮器装置の電源を前記第１の酸素濃縮器装置の電源
に連結し、前記第１の酸素濃縮器装置の前記電源が、充電式の電源を備え、および、前記
方法が、前記連結システムを通して前記第２の酸素濃縮器装置の前記電源を使用して前記
第１の酸素濃縮器装置の前記充電式電源を充電することをさらに含む、請求項１に記載の
方法。
【請求項９】
　連結システムが、前記第１の酸素濃縮器装置の前記圧縮器を前記第２の酸素濃縮器装置
の前記キャニスタのうちの１つまたは２つ以上に連結する１つまたは２つ以上の導管を備
え、前記方法が、前記第１の酸素濃縮器装置が前記第２の酸素濃縮器装置に連結された場
合、前記第２の酸素濃縮器装置の前記導管のうちの１つまたは２つ以上に圧縮空気を提供
するように、前記第１の酸素濃縮器装置の前記圧縮器を操作することをさらに含む、請求
項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１の酸素濃縮器装置を前記第２の酸素濃縮器装置から連結解除することと、
携帯用コントローラを前記第２の酸素濃縮器装置に前記連結システムを介して連結するこ
とと、
をさらに含み、
　前記携帯用コントローラが、前記第２の酸素濃縮器装置を操作する、請求項１に記載の
方法。
【請求項１１】
　前記第２の酸素濃縮器装置が、前記第２の酸素濃縮器装置の１つまたは２つ以上のキャ
ニスタの流出口を前記第１の酸素濃縮器装置に連結して、前記第２の酸素濃縮器装置から
前記第１の酸素濃縮器装置に酸素富化ガスが供給されるようにする、１つまたは２つ以上
の導管をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第２の酸素濃縮器装置が、酸素富化ガス貯蔵容器と、前記酸素富化ガス貯蔵容器を
前記第１の酸素濃縮器装置に連結する１つまたは２つ以上の導管と、をさらに備え、
　前記方法が、前記酸素富化ガス貯蔵容器から酸素富化ガスを前記第１の酸素濃縮器装置
に提供することをさらに含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記導管が、前記酸素富化ガス貯蔵容器を前記第１の酸素濃縮器装置の膨張チャンバに
連結する、請求項１２に記載の方法。



(4) JP 2015-531309 A 2015.11.2

10

20

30

40

50

【請求項１４】
　前記１つまたは２つ以上の導管が、前記第２の酸素濃縮器装置の１つまたは２つ以上の
キャニスタの流出口を前記第１の酸素濃縮器装置のアキュムレータに連結する、請求項１
２に記載の方法。
【請求項１５】
　１つまたは２つ以上の導管が、前記第２の酸素濃縮器装置の１つまたは２つ以上のキャ
ニスタの流出口を、前記第１の酸素濃縮器装置のユーザに酸素を供給する前記第１の酸素
濃縮器装置の流出口導管に連結する、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　連結システムが、前記第１の酸素濃縮器装置のサイズおよび形状に対して相補的なサイ
ズおよび形状を有する支持構造を備え、前記第１の酸素濃縮器装置を前記第２の酸素濃縮
器装置に連結することが、前記第１の酸素濃縮器装置を少なくとも部分的に前記支持構造
内に配置することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　患者個別の酸素富化ガス送達パラメータが、前記第１の装置コントローラ上に記憶され
、
　前記方法が、前記第１の装置コントローラを用いて前記第２の装置コントローラの前記
動作パラメータを変更し、前記第２の酸素濃縮器装置によって生成および送達される酸素
富化ガスが、前記患者個別の酸素富化ガス送達パラメータに対応するようにすることをさ
らに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　酸素濃縮器システムであって、
　　第１の酸素濃縮器装置であって、
　　　少なくとも２つのキャニスタと、
　　　少なくとも２つのキャニスタ内に配置されるガス分離吸着剤であって、少なくとも
いくらかの窒素を前記キャニスタ内の空気から分離して酸素富化ガスを生成する、ガス分
離吸着剤と、
　　　少なくとも１つのキャニスタに連結される少なくとも１つの圧縮器を備える圧縮シ
ステムと、
　　　前記第１の酸素濃縮器装置の動作を制御する、第１の装置コントローラと、
　　を備える、第１の酸素濃縮器装置と、
　　第２の酸素濃縮器装置であって、
　　　少なくとも２つのキャニスタと、
　　　少なくとも２つのキャニスタ内に配置されるガス分離吸着剤であって、少なくとも
いくらかの窒素を前記キャニスタ内の空気から分離して酸素富化ガスを生成する、ガス分
離吸着剤と、
　　　少なくとも１つのキャニスタに連結される少なくとも１つの圧縮器を備える圧縮シ
ステムと、
　　　第２の装置コントローラであって、前記第２の装置コントローラに記憶された動作
パラメータを用いて前記第２の酸素濃縮器装置の動作を制御する、第２の装置コントロー
ラと、
　　　前記第１の装置コントローラを前記第２の装置コントローラに連結する連結システ
ムと、
　　を備える、第２の酸素濃縮器装置と
を備え、
　前記酸素濃縮器システムのコントローラが、請求項１～１７のいずれか一項に記載の方
法を実装する、
酸素濃縮器システム。
【請求項１９】
　前記第２の酸素濃縮器システムが、前記第２の酸素濃縮器装置の１つまたは２つ以上の
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キャニスタの流出口を前記第１の酸素濃縮器装置に連結して前記第２の酸素濃縮器装置か
ら前記第１の酸素濃縮器装置に酸素富化ガスが供給されるようにする、１つまたは２つ以
上の導管をさらに備える、請求項１８に記載の酸素濃縮器システム。
【請求項２０】
　１つまたは２つ以上の導管が、前記第２の酸素濃縮器装置の１つまたは２つ以上のキャ
ニスタの流出口を、前記第１の酸素濃縮器装置のアキュムレータに連結する、請求項１８
に記載の酸素濃縮器システム。
【請求項２１】
　１つまたは２つ以上の導管が、前記第２の酸素濃縮器装置の１つまたは２つ以上のキャ
ニスタの流出口を、前記第１の酸素濃縮器システムのユーザに酸素を供給する前記第１の
酸素濃縮器装置の流出口導管に連結する、請求項１８に記載の酸素濃縮器システム。
【請求項２２】
　酸素濃縮器システムであって、
　第１の酸素濃縮器装置と、
　前記第１の酸素濃縮器装置に連結可能な第２の酸素濃縮器装置と、
を備える、酸素濃縮器システム。
【請求項２３】
　酸素富化ガスの生成方法であって、
　第１の酸素濃縮器装置を第２の酸素濃縮器装置に連結することと、
　動作パラメータを前記第１の酸素濃縮器装置から前記第２の酸素濃縮器装置に伝達する
ことと、
を含む、酸素富化ガスの生成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して、健康機器に関し、より具体的には、酸素濃縮器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　長期酸素療法（ＬＴＯＴ）の一環として、酸素補給を必要とする患者が数多く存在する
。現在、ＬＴＯＴを受けている患者の大半は、慢性閉塞性肺疾患、すなわち、ＣＯＰＤと
いう概括的カテゴリに診断される。この概括的な診断には、慢性喘息、肺気腫、鬱血性心
不全およびその他いくつかの心肺状態などの一般的な疾病が含まれる。また、それ以外の
人々（例えば、肥満者）が、例えば、高い活動レベルを維持するために、酸素補給を必要
とすることもある。
【０００３】
　医師は、これらの患者に対して、酸素濃縮器または医療用酸素の携帯用タンクを処方す
ることがある。通常、ある特定の酸素流量が処方される（例えば、毎分１リットル（ＬＰ
Ｍ）、２ＬＰＭ、３ＬＰＭなど）。この分野の専門家はまた、これらの患者にとって運動
が疾病の進行を遅らせ、生活の質を向上させ、患者の寿命を延ばすといった長期的な利益
をもたらすことを認識している。しかしながら、トレッドミルやステーショナリーバイク
などの大抵の定置式の運動形態は、これらの患者にとって激しすぎる。その結果、移動が
容易であることの必要性が長年にわたって認識されている。最近まで、こうした移動性は
、小型の圧縮酸素タンクを使用することによって進められてきた。これらのタンクの欠点
は、これらの酸素の量が限られていること、そしてこれらを台車用車輪付きのカートに搭
載すると、約５０ポンドの重さとなり、重いことである。
【０００４】
　酸素濃縮器は、呼吸不全に苦しむ患者に酸素補給を供給するために、約５０年にわたっ
て使用されている。これらの流量を供給するために使用される従来の酸素濃縮器は、嵩高
くて重く、これらを携行しての通常の歩行活動を困難かつ非現実的とするものであった。
最近になって、大型の据え置き型家庭用酸素濃縮器を製造する企業が、携帯用酸素濃縮器
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、すなわち、ＰＯＣの開発を開始した。ＰＯＣ濃縮器の利点は、これらが理論的には無限
に酸素を供給できることであった。これらの装置を、移動性を目的として小型化するため
に、酸素富化ガスの生成のために必要な様々なシステムが凝縮される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　酸素富化ガスを酸素濃縮器のユーザに供給するシステムおよび方法が、本明細書に説明
される。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　ある実施形態では、酸素濃縮器システムは、第１の酸素濃縮器と、第１の酸素濃縮器に
連結可能な第２の酸素濃縮器とを含む。第１の酸素濃縮器は、少なくとも２つのキャニス
タと、少なくとも２つのキャニスタ内に配置されるガス分離吸着剤であって、少なくとも
いくらかの窒素をキャニスタ内の空気から分離して酸素富化ガスを生成する、ガス分離吸
着剤と、少なくとも１つのキャニスタに連結される少なくとも１つの圧縮器を備える圧縮
システムと、プログラム命令を実行するように動作可能であるプロセッサと、を含む。第
２の酸素濃縮器は、少なくとも２つのキャニスタと、少なくとも２つのキャニスタ内に配
置されるガス分離吸着剤であって、少なくともいくらかの窒素をキャニスタ内の空気から
分離して酸素富化ガスを生成する、ガス分離吸着剤と、第２の酸素濃縮器装置を第１の酸
素濃縮器装置に連結する連結システムと、を含む。一実施形態では、第１の酸素濃縮器コ
ントローラは、第１の酸素濃縮器装置を操作し、また、第１の酸素濃縮器が第２の酸素濃
縮器に連結された場合に、第１の酸素濃縮器コントローラは、第２の酸素濃縮器の動作を
制御する。連結システムは、第１の酸素濃縮器のサイズおよび形状に対して相補的なサイ
ズおよび形状を有する支持構造を含む。
【０００７】
　第２の酸素濃縮器システムは、使用中、第２の酸素濃縮器システムを外部電源（ｐｏｗ
ｅｒ　ｓｏｕｒｃｅ）に接続する電源ケーブルを含む。連結システムは、第２の酸素濃縮
器システムを第１の酸素濃縮器システムに電気的に接続するコードを含む。第１の酸素濃
縮器は、充電式バッテリを含んでもよい。第２の酸素濃縮器は、第１の酸素濃縮器が第２
の酸素濃縮器に接続された場合に、第１の酸素濃縮器のバッテリが充電されるように、第
１の酸素濃縮器システムのバッテリに電力を提供し得る。
【０００８】
　ある実施形態では、第２の酸素濃縮器は、酸素富化ガス貯蔵容器と、酸素富化ガス貯蔵
容器を第１の酸素濃縮器システムに連結する１つまたは２つ以上の導管と、を含み、酸素
富化ガスが酸素富化ガス貯蔵容器から第１の酸素濃縮器システムに提供されるようにする
。導管は、酸素富化ガス貯蔵容器を第１の酸素濃縮器システムの膨張チャンバに連結し得
る。あるいは、導管は、第２の酸素濃度システムの１つまたは２つ以上のキャニスタの流
出口を第１の酸素濃縮器システムのアキュムレータに連結し得る。
【０００９】
　一実施形態では、連結システムは、第１の酸素濃縮器システムの圧縮器を第２の酸素濃
縮器システムのキャニスタのうちの１つまたは２つ以上に連結する１つまたは２つ以上の
導管を含んで、第１の酸素濃縮器システムが第２の酸素濃縮器システムに連結された時に
、第１の酸素濃縮器システムの圧縮器が、第２の酸素濃縮器システムの導管のうちの１つ
または２つ以上圧縮空気を提供するようにする。ある実施形態では、導管は、第２の酸素
濃度システムの１つまたは２つ以上のキャニスタの流出口を第１の酸素濃縮器システムに
連結して、酸素富化ガスが第２の酸素濃縮器システムから第１の酸素濃縮器システムに提
供されるようにする。ある実施形態では、導管は、第２の酸素濃度システムの１つまたは
２つ以上のキャニスタの流出口を、酸素を第１の酸素濃縮器システムのユーザに供給する
第１の酸素濃度システムの流出口導管に連結する。
【００１０】
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　一実施形態では、連結システムを介して別個のコントローラを第２の酸素濃縮器システ
ムに連結可能であり、別個のコントローラが、第２の酸素濃縮器システムを操作する。第
２の酸素濃縮器は、圧縮システムを含み得る。第１の酸素濃縮器コントローラ、または別
個のコントローラは、第２の酸素濃縮器の圧縮システムを操作し得る。
【００１１】
　ある実施形態では、酸素富化ガスを酸素濃縮器のユーザに供給する方法は、第１の酸素
濃縮器装置を第２の酸素濃縮器装置に連結することと、第２の酸素濃縮器から酸素富化ガ
スをユーザに提供するために、第１の酸素濃縮器システムを使用して、第２の酸素濃縮器
を操作することを含む。第１の酸素濃縮器装置は、少なくとも２つのキャニスタと、少な
くとも２つのキャニスタ内に配置されるガス分離吸着剤であって、ガス分離吸着剤が、少
なくともいくらかの窒素をキャニスタ内の空気から分離して、酸素富化ガスを生成する、
ガス分離吸着剤と、少なくとも１つのキャニスタに連結される少なくとも１つの圧縮器を
備える圧縮システムと、第１および第２の酸素濃縮器システムの部品を操作するための制
御信号を送信可能なコントローラとを含む。第２の酸素濃縮器システムは、少なくとも２
つのキャニスタと、少なくとも２つのキャニスタ内に配置されるガス分離吸着剤であって
、ガス分離吸着剤が、少なくともいくらかの窒素をキャニスタ内の空気から分離して、酸
素富化ガスを生成する、ガス分離吸着剤と、第２の酸素濃縮器装置を第１の酸素濃縮器装
置に連結する連結システムとを含む。ある実施形態では、第１および第２の酸素濃縮器は
、第１の酸素濃縮器のコントローラを用いて制御される。第１および第２の酸素濃縮器は
、第１の酸素濃縮器の無線コントローラから第２の酸素濃縮器に信号を送信することによ
って制御されてもよい。
【００１２】
　本方法はまた、第２の酸素濃縮器から酸素富化ガスをユーザに提供する間に、第１の酸
素濃縮器システム内のガス分離吸着剤を再生することを含む。
【００１３】
　ある実施形態では、酸素富化ガスを酸素濃縮器のユーザに提供する方法は、第１の酸素
濃縮器装置を第２の酸素濃縮器装置に連結することを含む。第１の酸素濃縮器装置は、少
なくとも２つのキャニスタと、少なくとも２つのキャニスタ内に配置されるガス分離吸着
剤であって、ガス分離吸着剤が、少なくともいくらかの窒素をキャニスタ内の空気から分
離して、酸素富化ガスを生成する、ガス分離吸着剤と、少なくとも１つのキャニスタに連
結される少なくとも１つの圧縮器を備える圧縮システムと、第１の装置コントローラに記
憶された動作パラメータを用いて、第１の酸素濃縮器装置の動作を制御する第１の装置コ
ントローラとを含む。第２の酸素濃縮器装置は、少なくとも２つのキャニスタと、少なく
とも２つのキャニスタ内に配置されるガス分離吸着剤であって、ガス分離吸着剤が、少な
くともいくらかの窒素をキャニスタ内の空気から分離して、酸素富化ガスを生成する、ガ
ス分離吸着剤と、少なくとも１つのキャニスタに連結される少なくとも１つの圧縮器を備
える圧縮システムと、第２の装置コントローラに記憶された動作パラメータを用いて、第
２の酸素濃縮器装置の動作を制御する第２の装置コントローラとを含む。第１の酸素濃縮
器装置が第２の酸素濃縮器装置に連結される時に、第１の装置コントローラは、第２の装
置コントローラに連結される。本方法は、第１の酸素濃縮器システムが第２の酸素濃縮器
システムに連結された時に、第１の装置コントローラの動作パラメータに基づいて、第２
の装置コントローラの動作パラメータを変更することを含む。第２の装置コントローラの
動作パラメータは、第１の装置コントローラによって変更される。
【００１４】
　ある実施形態では、酸素濃縮器システムは、第１の酸素濃縮器装置と、第２の酸素濃縮
器装置とを含む。第１の酸素濃縮器装置は、少なくとも２つのキャニスタと、少なくとも
２つのキャニスタ内に配置されるガス分離吸着剤であって、ガス分離吸着剤が、少なくと
もいくらかの窒素をキャニスタ内の空気から分離して、酸素富化ガスを生成する、ガス分
離吸着剤と、少なくとも１つのキャニスタに連結される少なくとも１つの圧縮器を備える
圧縮システムと、第１の酸素濃縮器装置の動作を制御する第１の装置コントローラとを含
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む。第２の酸素濃縮器装置は、少なくとも２つのキャニスタと、少なくとも２つのキャニ
スタ内に配置されるガス分離吸着剤であって、ガス分離吸着剤が、少なくともいくらかの
窒素をキャニスタ内の空気から分離して、酸素富化ガスを生成する、ガス分離吸着剤と、
少なくとも１つのキャニスタに連結される少なくとも１つの圧縮器を備える圧縮システム
と、第２の装置コントローラに記憶された動作パラメータを用いて、第２の酸素濃縮器装
置の動作を制御する第２の装置コントローラと、第１の装置コントローラを第２の装置コ
ントローラに連結する連結システムと、を含む。第１の装置コントローラは、第２の装置
コントローラに連結された時に、第２の装置コントローラの動作パラメータを変更する。
【００１５】
　本発明の利点は、下記実施形態の詳細な説明から、また添付の図面を参照することによ
って、当業者に明らかとなる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】ハイブリッド酸素濃縮器システムの実施形態を示す投影図である。
【図２】図１に示されるハイブリッド酸素濃縮器システムの家庭用酸素濃縮器に連結され
た携帯用酸素濃縮器を示す概略図である。
【図３】酸素濃縮器の流出口部品の実施形態を示す概略図である。
【図４】酸素濃縮器用の流出口導管の実施形態を示す概略図である。
【図５】分解したキャニスタシステムの実施形態を示す斜視図である。
【図６】キャニスタシステムの端部の実施形態を示す端面図である。
【図７】図６に示されるキャニスタシステム端部の実施形態の組み立てられた端部を示す
図である。
【図８】図５に示されるキャニスタシステムの反対側の端部の実施形態を示す端面図であ
る。
【図９】図８に示されるキャニスタシステム端部の組み立てられた反対側の端部の実施形
態を示す端面図である。
【図１０】酸素富化ガスを酸素濃縮器から供給するための実施形態の様々なプロファイル
を示すグラフである。
【図１１】圧縮器システムを持たない家庭用酸素濃縮器に連結された携帯用酸素濃縮器を
示す概略図である。
【図１２】図５は、取り外し可能な制御パネルを有する家庭用濃縮器システムを示す斜視
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明は、様々な修正および代替形態を許容するものであるが、そのうちの特定の実施
形態を例として図示し、かつ本明細書で詳細に説明する。しかしながら、これらの図面お
よびそれに関する詳細な説明は、開示される特定の形態に本発明を限定することを意図し
たものではなく、反対に、意図しているのは、添付の特許請求の範囲に定義される本発明
の精神および範囲に属するすべての修正、均等物、および代替を包含することであること
を理解されたい。
【００１８】
　本発明は、特定の装置または方法に限定されるものではなく、これらは当然変化し得る
ことを理解されたい。また、本明細書で使用される用語は、特定の実施形態を説明する目
的のためだけのものであり、限定することを意図したものではないことも理解されたい。
表題は、構成目的のためだけのものであり、説明および特許請求の範囲を限定または解釈
するために使用しているものではない。本明細書および添付の特許請求の範囲で使用され
る場合、単数形「ａ」「ａｎ」および「ｔｈｅ」は、そうでないことが内容から明確に規
定されない限り、単数および複数の指示物を含む。さらに、「し得る（ｍａｙ）」の語は
、本出願全体を通して許容の意味（すなわち、「する能力を有する（ｈａｖｉｎｇ　ｔｈ
ｅ　ｐｏｔｅｎｔｉａｌ　ｔｏ）」、「することができる（ｂｅｉｎｇ　ａｂｌｅ　ｔｏ
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）」）で使用されており、必須の意味（すなわち、「しなければならない（ｍｕｓｔ）」
）で使用されているものではない。「含む（ｉｎｃｌｕｄｅ）」の語およびその変形は、
「含むが、それに限定されない（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ，　ｂｕｔ　ｎｏｔ　ｌｉｍｉｔｅ
ｄ　ｔｏ）」を意味する。
【００１９】
　本明細書で使用される「連結された（ｃｏｕｐｌｅｄ）」の語は、１つまたは２つ以上
の物体または部品の間における直接接続または間接接続（例えば、１つまたは２つ以上の
仲介接続部）を意味する。「接続された（ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ）」の句は、物体または部
品が互いに直接接続されるような、物体または部品の間の直接接続を意味する。本明細書
で使用する場合、装置を「得る（ｏｂｔａｉｎｉｎｇ）」の句は、装置が購入または構築
されることを意味する。
【００２０】
　酸素濃縮器は、圧力スイング吸着（ＰＳＡ）を利用する。圧力スイング吸着は、圧縮器
を使用して、ガス分離吸着剤の粒子を含むキャニスタ内のガスの圧力を上昇させることを
含む。圧力が上昇すると、ガス中の特定の分子が、ガス分離吸着剤上に吸着され得る。加
圧条件下でキャニスタ内のガスの一部を除去することは、吸着されない分子を吸着される
分子と分離するのを可能にする。ガス分離吸着剤は、圧力を下げることによって再生され
得、このことは、吸着剤からの分子の吸着を逆行させる。酸素濃縮器に関するさらなる詳
細は、例えば、２００９年３月１２日に公開され、「酸素濃縮器装置および方法（Ｏｘｙ
ｇｅｎ　Ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｏｒ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ）」と
題する米国公開特許出願第２００９－００６５００７号に見ることができ、これは、参照
することによって本明細書に援用される。
【００２１】
　周囲空気は、普通、約７８％の窒素と２１％の酸素とを含み、残部が、アルゴン、二酸
化炭素、水蒸気およびその他の微量元素からなる。例えば、空気などの気体混合物を、加
圧下で、酸素を引きつける場合よりも窒素を強く引きつけるガス分離吸着剤床を含む容器
に通過させた場合、窒素の一部またはすべてが床に留まり、容器から出てくるガスは、酸
素が富化されている。床が、その窒素吸着能力の限界に到達した場合、減圧して、吸着し
た窒素を放出することによって再生され得る。その時には、酸素富化空気を生成する次の
サイクルの用意ができている。２つのキャニスタのシステムにおいてキャニスタを交互に
入れ替えることによって、一方のキャニスタが酸素を捕集する一方で、他方のキャニスタ
がパージされ得る（その結果、酸素が窒素から連続的に分離される）。このようにして、
酸素は、酸素補給を患者に供給することを含む様々な用途のために、空気から取り出して
蓄積され得る。
【００２２】
　酸素濃縮器のユーザは、家庭用酸素濃縮器と携帯用酸素濃縮器とを所持し得る。携帯用
酸素濃縮器は、ユーザに多くの利便性を提供するが、バッテリの寿命が限られている。そ
のため、大半のユーザは、夜間に、または家庭で使用するために定置式酸素濃縮器を所持
している。携帯用酸素濃縮器は、ユーザが定置式酸素濃縮器を使用している間に充電され
得る。定置式酸素濃縮器は、電源および／または装置を長時間使用可能にする、より多数
または大型のガス分離吸着剤キャニスタを有し得る。多くの定置式装置は、大型で、重く
、高価である。したがって、定置式かつ携帯用装置として好適な酸素濃縮器システムがあ
ることが望ましい。
【００２３】
　ハイブリッド携帯用酸素濃縮器システムが本明細書に説明される。図１は、ハイブリッ
ド酸素濃縮器システム７００の透視投影図を示している。ハイブリッド酸素濃縮器システ
ム７００は、携帯用酸素濃縮器１００と、家庭用酸素濃縮器７２０と、連結器７５０とを
含み得る。連結器７５０（ドック）は、携帯用酸素濃縮器１００および家庭用酸素濃縮器
７２０が電力および／または電気信号を共有できるようにする任意のタイプの連結器であ
り得る。
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【００２４】
　図２は、家庭用酸素濃縮器７２０に連結された携帯用酸素濃縮器１００の概略図を示し
ている。携帯用酸素濃縮器１００は、少なくとも２つのキャニスタ３０２／３０４と、少
なくとも２つのキャニスタ内に配置されるガス分離吸着剤（図示せず）と、圧縮システム
２００と、コントローラ（プロセッサ）４００とを含む。家庭用酸素濃縮器システムは、
少なくとも２つのキャニスタ７３０と、少なくとも２つのキャニスタ内に配置されるガス
分離吸着剤（図示せず）と、携帯用酸素濃縮器を家庭用酸素濃縮器に連結する連結器７５
０と、圧縮システム７８０とを含む。
【００２５】
　連結器７５０は、一実施形態では、携帯用酸素濃縮器システム１００の形状に対して相
補的なサイズおよび形状を有する支持構造７５２を含む。ある実施形態では、携帯用酸素
濃縮器システム１００は、支持構造７５２内に少なくとも部分的に配置されてもよい。支
持構造７５２は、開位置および閉位置の間で枢動可能であり得る。（図１５に示されるよ
うな）開位置では、携帯用酸素濃縮器システムは、支持部材７５２内に配置され得る。携
帯用酸素濃縮器１００が支持部材７５２内に配置された後、支持部材７５２は、閉位置に
動かされ得る。これにより、携帯用酸素濃縮器システムが家庭用酸素濃縮器システム７２
０内に保持される。
【００２６】
　家庭用酸素濃縮器７２０は、成形プラスチックまたはその他の好適な軽量素材から作ら
れ得る。一部の実施形態では、家庭用酸素濃縮器７２０は、家庭用酸素濃縮器を移動でき
るようにする車輪７４０（格納可能であってもよい）を含む。支持部７４５は、家庭用酸
素濃縮器が意図せずに動くのを防ぐために使用され得る。したがって、一実施形態では、
家庭用酸素濃縮器が傾けられ、その結果、指示部７４５が地面と接触しなくなった場合に
のみ、家庭用酸素濃縮器７２０は移動され得る。
【００２７】
　上記ハイブリッド酸素濃縮器システム７００の１つの利点は、ユーザが在宅の場合、酸
素をユーザに供給するために家庭用酸素濃縮器を使用してもよいことである。このことに
より、携帯用酸素濃縮器を使用する時間の量が減って、携帯用酸素濃縮器の寿命が延びる
。例えば、酸素富化ガスをユーザに供給するために家庭用酸素濃縮器を使用することによ
って、携帯用酸素濃縮器のキャニスタおよびバッテリを家で使用しないため、これらの部
品の寿命が延びる。従来技術の家庭用酸素濃縮器を使用することの１つの課題は、そのよ
うなシステムが、一般的に、独立にプログラムしなければならないコントローラを有する
ことである。家庭用酸素濃縮器および携帯用酸素濃縮器の両方を所持するユーザは、一般
的に、各装置を個別にプログラムする必要がある。ユーザのための処方情報が変更された
場合、装置のそれぞれを独立にプログラムしなければならない。このことは、家庭用酸素
濃縮器が携帯用酸素濃縮器とは異なるパラメータに従って酸素を供給するという問題を引
き起こす可能性があり、医学上の問題を引き起こす。
【００２８】
　一実施形態では、携帯用酸素濃縮器１００は、携帯用酸素濃縮器の動作を制御するコン
トローラを含む。携帯用酸素濃縮器１００が家庭用酸素濃縮器７２０に連結される場合、
携帯用酸素濃縮器コントローラは、家庭用酸素濃縮器の動作を制御する（例えば、圧縮シ
ステム、バルブおよび酸素送達）。このおかげで、ユーザは、１つのコントローラをプロ
グラムするだけで済む（この例では、携帯用酸素濃縮器コントローラ）。携帯用酸素濃縮
器１００は常にユーザと共にあることから、これは、ユーザのために、カスタマイズされ
た最新の処方および酸素送達情報を常に有することになる。この実施形態では、家庭用酸
素濃縮器７２０は、コントローラを必要とせず、あるいはたかだか、携帯用酸素濃縮器コ
ントローラから制御信号を受信して処理し得る最小限のコントローラしか必要としない。
共有のコントローラを使用することは、家庭用酸素濃縮器システムに高額なコントローラ
を据え付ける必要性を排除することによって、家庭用酸素濃縮器を最小化するのを助ける
。
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【００２９】
　家庭用酸素濃縮器７２０は、電源７２６を含む。電源７２６は、外部電源（ｐｏｗｅｒ
　ｓｕｐｐｌｙ）を外部電源（ｐｏｗｅｒ　ｓｏｕｒｃｅ）に連結する電源ケーブル（図
示せず）を含む。例えば、家庭用酸素濃縮器は、壁コンセントに差し込まれる電源ケーブ
ルを含み得る。携帯用酸素濃縮器１００が定置式酸素濃縮器に連結されている時、携帯用
酸素濃縮器の１つまたは２つ以上のバッテリが充電され得る。ケーブル７２２は、携帯用
酸素濃縮器１００を家庭用酸素濃縮器に連結し得る。ケーブル７２２は、電源７２６から
携帯用酸素濃縮器１００の１つまたは２つ以上のバッテリに電力を送電し得る。バッテリ
に供給される電力は、携帯用酸素濃縮器が家庭用濃縮器システムに連結された時に、バッ
テリのうちの１つまたは２つ以上を充電するために使用され得る。
【００３０】
　一実施形態では、家庭用酸素濃縮器７２０は、圧縮器やコントローラを含まない。その
ような実施形態では、家庭用酸素濃縮器７２０は、少なくとも２つのキャニスタと、少な
くとも２つのキャニスタ内に配置されるガス分離吸着剤とを含む。家庭用酸素濃縮器７２
０はまた、携帯用酸素濃縮器が家庭用酸素濃縮器に連結された時に、キャニスタを携帯用
酸素濃縮器１００に連結する１つまたは２つ以上の導管を含む。家庭用酸素濃縮器に連結
された場合、携帯用酸素濃縮器は、システムのためのコントローラおよび圧縮器として働
く。ユーザがドッキングしたシステムから酸素富化ガスを必要とする場合、ユーザは、携
帯用酸素濃縮器を操作して（例えば、携帯用酸素濃縮器をオンにすることによって）、ユ
ーザが酸素富化ガスを必要としていることを知らせる。ユーザによる酸素富化ガスの要求
に応じて、携帯用酸素濃縮器は、携帯用酸素濃縮器の圧縮器をオンにして、圧縮空気を家
庭用酸素濃縮器のキャニスタに提供する。
【００３１】
　圧縮空気が酸素富化空気に変換された後、酸素富化空気は、携帯用酸素濃縮器に移送さ
れる。その後、酸素富化空気は、携帯用酸素濃縮器を介してユーザに供給される。一部の
実施形態では、家庭用酸素濃縮器で生成された酸素富化空気は、携帯用酸素濃縮器のアキ
ュムレータに供給され、そこで、酸素は、ユーザが必要とするまで貯蔵される。あるいは
、家庭用酸素濃縮器７２０は、家庭用酸素濃縮器のキャニスタ内で生成された酸素を貯蔵
するアキュムレータ７３５を含んでもよい。携帯用酸素濃縮器コントローラは、（携帯用
酸素濃縮器に配置された、または家庭用酸素濃縮器に配置された）１つまたは２つ以上の
バルブを制御して、携帯用酸素濃縮器で使用される循環と同一、または類似の方式で、キ
ャニスタを通してガスを循環し得る。
【００３２】
　図２は、ある実施形態による、家庭用酸素濃縮器７２０に連結される携帯用酸素濃縮器
１００の概略図を示している。酸素濃縮器１００および７２０は、空気流から取り出した
酸素を濃縮して、酸素富化ガスをユーザに供給し得る。本明細書で使用する場合、「酸素
富化ガス」には、少なくとも約５０％の酸素、少なくとも約６０％の酸素、少なくとも約
７０％の酸素、少なくとも約８０％の酸素、少なくとも約９０％の酸素、少なくとも約９
５％の酸素、少なくとも約９８％の酸素、または少なくとも約９９％の酸素が含まれる。
【００３３】
　酸素濃縮器１００は、携帯用酸素濃縮器であり得る。例えば、酸素濃縮器１００は、酸
素濃縮器を手で持って、および／またはキャリングケースに入れて運搬することができる
ような重量およびサイズを有し得る。一実施形態では、酸素濃縮器１００は、約２０ポン
ド未満、約１５ポンド未満、約１０ポンド未満、または約５ポンド未満の重量を有する。
ある実施形態では、酸素濃縮器１００は、約１０００立方インチ未満、約７５０立方イン
チ未満、約５００立方インチ未満、約２５０立方インチ未満、または約２００立方インチ
未満の容積を有する。
【００３４】
　酸素は、ガス分離吸着剤を含むキャニスタ３０２および３０４中の周囲空気を加圧する
ことによって、周囲空気から捕集され得る。酸素濃縮器に有用なガス分離吸着剤は、少な
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くとも窒素を空気流から分離して、酸素富化ガスを生成することができる。ガス分離吸着
剤の例には、空気流から窒素を分離することができる分子篩が含まれる。酸素濃縮器内で
使用され得る吸着剤の例には、上昇させた圧力下で空気流中の窒素を酸素と分離すること
ができるゼオライト（天然）または合成結晶アルミノシリケートが含まれるが、これらに
限定されるものではない。使用され得る合成結晶アルミノシリケートの例には、イリノイ
州デスプレーンズのＵＯＰ　ＬＬＣから入手可能なＯＸＹＳＩＶ吸着剤、メリーランド州
コロンビアのＷ．Ｒ．Ｇｒａｃｅ＆Ｃｏから入手可能なＳＹＬＯＢＥＡＤ吸着剤、フラン
ス共和国パリのＣＥＣＡ　Ｓ．Ａ．から入手可能なＳＩＬＩＰＯＲＩＴＥ吸着剤、スイス
連邦ウエーティコンのＺｅｏｃｈｅｍ　ＡＧから入手可能なＺＥＯＣＨＥＭ吸着剤、およ
びペンシルバニア州アレンタウンのＡｉｒ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ　ａｎｄ　Ｃｈｅｍｉｃａ
ｌｓ，Ｉｎｃ．から入手可能なＡｇＬｉＬＳＸ吸着剤が含まれ得るが、これらに限定され
るものではない。
【００３５】
　図２に示されるように、空気は、空気流入口１０６を通って携帯用酸素濃縮器に流入し
得る。空気は、圧縮システム２００によって空気流入口１０６に引き込まれ得る。圧縮シ
ステム２００は、携帯用酸素濃縮器の周辺から空気を引き込み、空気を圧縮して、圧縮し
た空気をキャニスタ３０２および３０４の一方または両方に送り込み得る。ある実施形態
では、流入口マフラー１０８が空気流入口１０６に連結されて、圧縮システム２００によ
って酸素生成器に引き込まれた空気によって生成される音を低減し得る。ある実施形態で
は、流入口マフラー１０８は、湿気および音を吸収するマフラーであり得る。例えば、（
ポリマーの吸水材またはゼオライト材料などの）吸水材は、流入する空気からの水の除去
と、空気流入口１０６内へと通過する空気による音の低減との両方を行うために用いられ
得る。
【００３６】
　圧縮システム２００は、空気を圧縮できる１つまたは２つ以上の圧縮器を含み得る。一
部の実施形態では、圧縮システムは、１つ、２つ、３つ、４つ、または５つ以上の圧縮器
を含み得る。圧縮システム２００によって生成される加圧した空気は、キャニスタ３０２
および３０４の一方または両方に送り込まれ得る。一部の実施形態では、周囲空気は、１
平方インチ当たり約１３～２０ポンド（ｐｓｉ）の範囲の圧力までキャニスタ内で加圧さ
れ得る。キャニスタ内に配置されるガス分離吸着剤のタイプに応じて、その他の圧力もま
た使用され得る。
【００３７】
　一部の実施形態では、圧縮システムは、加圧装置（例えば、ピストンポンプまたはダイ
ヤフラムポンプ）に連結されるモータを含み得る。加圧装置は、複数のピストンを有する
ピストンポンプであり得る。作動中、ピストンは、選択的にオンまたはオフにされ得る。
一部の実施形態では、モータは、複数のポンプに連結され得る。各ポンプは、選択的にオ
ンまたはオフにされ得る。例えば、コントローラ４００は、既定の作動条件に基づいて、
どのポンプまたはピストンを作動させるべきかを判定し得る。
【００３８】
　各キャニスタ３０２／３０４には、流入口バルブ１２２／１２４および流出口バルブ１
３２／１３４が連結される。図２に示されるように、流入口バルブ１２２は、キャニスタ
３０２に連結され、流入口バルブ１２４は、キャニスタ３０４に連結される。流出口バル
ブ１３２は、キャニスタ３０２に連結され、流出口バルブ１３４は、キャニスタ３０４に
連結される。流入口バルブ１２２／１２４は、圧縮システム２００からそれぞれのキャニ
スタへの空気の通過を制御するために使用される。流出口バルブ１３２／１３４は、排気
プロセス中にそれぞれのキャニスタからガスを放出するために使用される。一部の実施形
態では、流入口バルブ１２２／１２４および流出口バルブ１３２／１３４は、シリコン製
プランジャの電磁弁であり得る。しかしながら、その他のタイプのバルブを使用してもよ
い。プランジャ式バルブは、その他の種類のバルブに比べて、静かで滑りが少ないという
利点を提供する。
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【００３９】
　一部の実施形態では、二段バルブ作動電圧が使用されて、流入口バルブ１２２／１２４
および流出口バルブ１３２／１３４を制御し得る。例えば、流入口バルブを開くために、
高い電圧（例えば、２４Ｖ）が流入口バルブに印加され得る。次いで、電圧は、流入口バ
ルブを開いた状態に保つために減らされる（例えば、７Ｖ）。バルブを開いた状態に保つ
ためにより小さい電圧を使用すれば、使用する電力はより少なくなり得る（電力＝電圧×
電流）。この電圧の低減は、発熱および電力消費を最小化して、バッテリに由来する実行
時間を伸ばす。バルブへの電気を止めると、ばねの作用によって、バルブが閉じる。一部
の実施形態では、電圧は、必ずしもステップ応答ではない時間の関数として印加され得る
（例えば、初期の２４Ｖと最終的な７Ｖとの間で下向きに曲がる電圧）。
【００４０】
　一部の実施形態では、空気は、圧縮器３０５、３１０を通って酸素濃縮器に引き込まれ
得る。一部の実施形態では、空気は、圧縮器３０５、３１０からキャニスタ３０２、３０
４に流れ得る。一部の実施形態では、バルブ１２２または１２４のうちの一方が閉鎖され
て（例えば、コントローラ４００によって信号を送られた時）、両方の圧縮器３０５、３
１０の合成出力が、他方のそれぞれに対応するバルブ１２２または１２４を通って、それ
ぞれに対応するキャニスタ３０２、３０４内に流れる。例えば、バルブ１２４が閉じてい
る場合、両方の圧縮器３０５、３１０からの空気は、バルブ１２２を通って流れ得る。バ
ルブ１２２が閉じている場合、両方の圧縮器３０５、３１０からの空気は、バルブ１２４
を通って流れ得る。一部の実施形態では、バルブ１２２およびバルブ１２４は、圧縮器３
０５、３１０からの空気をそれぞれのキャニスタ３０２または３０４内に交互に導くよう
に、交代し得る。
【００４１】
　ある実施形態では、加圧した空気は、キャニスタ３０２または３０４のうちの一方に送
り込まれ、その間、他方のキャニスタは排気される。例えば、使用中、流入口バルブ１２
２が開いている間、流入口バルブ１２４は閉じている。圧縮システム２００からの加圧し
た空気は、キャニスタ３０２内に送り込まれて、その間、キャニスタ３０４への流入が流
入口バルブ１２４によって阻止される。ある実施形態では、コントローラ４００は、バル
ブ１２２、１２４、１３２および１３４に電気的に連結される。コントローラ４００は、
メモリ４２０に記憶されたプログラム命令を実行するように動作可能である１つまたは２
つ以上のプロセッサ４１０を含む。プログラム命令は、酸素濃縮器を操作するために使用
される様々な定義済みの方法を実行するように動作可能である。コントローラ４００は、
流入口バルブ１２２および１２４を、これらが互いに同調しないように、すなわち、流入
口バルブ１２２または１２４の一方が開いているとき、他方のバルブが閉じているように
操作するためのプログラム命令を含み得る。キャニスタ３０２の加圧中、流出口バルブ１
３２は閉じており、流出口バルブ１３４は開いている。流入口バルブと同様に、流出口バ
ルブ１３２および１３４は、互いに同調しないように操作される。一部の実施形態では、
流入口バルブおよび流出口バルブを開くために使用する電圧および電圧の持続時間は、コ
ントローラ４００によって制御され得る。
【００４２】
　逆止弁１４２および１４４は、それぞれ、キャニスタ３０２および３０４に連結される
。逆止弁１４２および１４４は、キャニスタが加圧され、排気される際に発生する圧力差
によって受動的に操作される一方向弁である。逆止弁１４２および１４４は、キャニスタ
に連結されて、キャニスタの加圧中に生成される酸素をキャニスタから流出させ、かつ酸
素またはあらゆるその他のガスがキャニスタ内へと逆流するのを阻止することができる。
このようにして、逆止弁１４２および１４４は、加圧中に酸素富化ガスがそれぞれのキャ
ニスタを流出できるようにする一方向弁として作用する。
【００４３】
　「逆止弁」の語は、本明細書で使用される場合、流体（ガスまたは液体）の流れを一方
向にし、かつ流体の逆流を阻止するのを可能にするバルブを指す。使用に適する逆止弁の



(14) JP 2015-531309 A 2015.11.2

10

20

30

40

50

例には、ボール逆止弁、ダイヤフラム逆止弁、バタフライ逆止弁、スイング逆止弁、ダッ
クビル弁、およびリフト逆止弁が含まれるが、これらに限定されるものではない。加圧下
で、加圧した周囲空気中の窒素分子は、加圧されたキャニスタ内のガス分離吸着剤によっ
て吸着される。圧力が上昇するにつれて、キャニスタ内のガスが酸素富化されるまで、よ
り多くの窒素が吸着される。圧力がキャニスタに連結された逆止弁の抵抗に打ち勝つのに
十分な点に到達すると、非吸着性の気体分子（主に酸素）は、加圧されたキャニスタから
流れ出る。一実施形態では、逆止弁の順方向の圧力降下は、１ｐｓｉ未満である。逆方向
の破損圧力は、１００ｐｓｉよりも大きい。しかしながら、１つまたは２つ以上の部品の
修正は、これらのバルブの動作パラメータを変えることを理解されたい。順方向の流れの
圧力が上昇すると、一般的に、酸素富化ガスの生成は低下する。逆方向の流れにおける破
損圧力が低減される、またはあまりにも低く設定されると、一般的に、酸素富化ガスの圧
力が降下する。
【００４４】
　例示的な実施形態では、キャニスタ３０２は、圧縮システム２００で生成されキャニス
タ３０２内へと通過して行く圧縮した空気によって加圧される。キャニスタ３０２の加圧
中、流入口バルブ１２２は開いており、流出口バルブ１３２は閉じており、流入口バルブ
１２４は閉じており、流出口バルブ１３４は開いている。流出口バルブ１３２が閉じてい
る時に流出口バルブ１３４が開き、キャニスタ３０２が加圧される間に、キャニスタ３０
４の実質的な同時排気を可能にする。キャニスタ内の圧力が逆止弁１４２を開くのに十分
になるまで、キャニスタ３０２は加圧される。キャニスタ３０２内で生成された酸素富化
ガスは、逆止弁を通って出て行き、そして一実施形態では、アキュムレータ１０６で捕集
される。
【００４５】
　しばらく経つと、ガス分離吸着剤が窒素で飽和し、流入する空気からの相当量の窒素を
分離することができなくなる。この状態には、通常、酸素富化ガスの生成が既定の時間行
われた後で到達する。上述の実施形態では、キャニスタ３０２内のガス分離吸着剤がこの
飽和状態に到達すると、圧縮した空気の流入が停止され、キャニスタ３０２が排気されて
窒素を除去する。排気中、流入口バルブ１２２は閉じており、流出口バルブ１３２は開い
ている。キャニスタ３０２が排気されている間、キャニスタ３０４は加圧されて、上述と
同様に酸素富化ガスを生成する。キャニスタ３０４の加圧は、流出口バルブ１３４を閉じ
て流入口バルブ１２４を開くことによって達成される。酸素富化ガスは、逆止弁１４４を
通ってキャニスタ３０４を出て行く。
【００４６】
　キャニスタ３０２の排気中、流出口バルブ１３２が開き、加圧したガス（主に窒素）が
濃縮器流出口１３０を通ってキャニスタを出て行くことができるようにする。ある実施形
態では、排気したガスは、マフラー１３３を通して導かれて、キャニスタから加圧したガ
スを放出することで生成される騒音を低減し得る。ガスがキャニスタ３０２から放出され
ると、キャニスタ内の圧力が降下する。圧力降下は、ガス分離吸着剤から窒素を脱着可能
にし得る。放出された窒素は、流出口１３０を通ってキャニスタを出て行き、キャニスタ
をリセットして、空気流から酸素を新たに分離することができる状態にする。マフラー１
３３は、酸素濃縮器を出て行くガスの音を抑えるために、連続気泡発泡体（または別の材
料）を含み得る。一部の実施形態では、空気の流入およびガスの流出のための消音用部品
／技法の組み合わせが、酸素濃縮器を５０デシベル未満の音量で動作させ得る。
【００４７】
　キャニスタの排気中、少なくとも窒素の大半が除去されることが有利である。ある実施
形態では、酸素を空気から分離するためにキャニスタが再度使用される前に、キャニスタ
内の窒素の少なくとも約５０％、少なくとも約６０％、少なくとも約７０％、少なくとも
約８０％、少なくとも約９０％、少なくとも約９５％、少なくとも約９８％、または実質
的にすべてが除去される。一部の実施形態では、キャニスタは、他方のキャニスタからキ
ャニスタ内に導かれる酸素富化流を用いて、さらに窒素をパージし得る。
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【００４８】
　例示的な実施形態では、キャニスタ３０４から窒素を排気する際に、酸素富化ガスの一
部は、キャニスタ３０２からキャニスタ３０４に移送され得る。キャニスタ３０４の排気
中のキャニスタ３０２からキャニスタ３０４への酸素富化ガスの移送は、キャニスタから
窒素（およびその他のガス）をさらにパージするのを助ける。ある実施形態では、酸素富
化ガスは、２つのキャニスタ間にある流量制限器１５１、１５３および１５５を通って移
動し得る。流量制限器１５１は、トリクル流量制限器であり得る。流量制限器１５１は、
例えば、０．００９Ｄ流量制限器であり得る（例えば、流量制限器は、それが入っている
チューブの直径より小さい、０．００９インチの半径を有する）。流量制限器１５３およ
び１５５は、０．０１３Ｄ流量制限器であり得る。その他の流量制限器のタイプおよびサ
イズもまた企図されており、キャニスタを連結するのに用いられる具体的な構成および配
管に応じて使用され得る。一部の実施形態では、流量制限器は、それらのそれぞれのチュ
ーブにより細い直径を導入することによって空気流を制限する、圧入式流量制限器であり
得る。一部の実施形態では、圧入式流量制限器は、サファイア、金属またはプラスチック
から作られ得る（その他の材料もまた企図されている）。
【００４９】
　酸素富化ガスの流れはまた、バルブ１５２およびバルブ１５４を使用して制御される。
バルブ１５２およびバルブ１５４は、パージするキャニスタからの過剰な酸素の損失を防
止するために、排気プロセス中の短い持続時間だけ開放され得る（そして反対に閉鎖され
得る）。それ以外の持続時間もまた企図されている。例示的な実施形態では、キャニスタ
３０２が排気され、キャニスタ３０４で生成された酸素富化ガスの一部をキャニスタ３０
２へと通過させることにより、キャニスタ３０２をパージすることが望ましい。酸素富化
ガスの一部は、キャニスタ３０４の加圧に際して、キャニスタ３０２の排気中に流量制限
器１５１を通ってキャニスタ３０２内に進む。さらなる酸素富化空気が、キャニスタ３０
４からバルブ１５４および流量制限器１５５を通ってキャニスタ３０２内に進む。移送プ
ロセス中、バルブ１５２は、閉鎖され続けられ得る、あるいは、さらなる酸素富化ガスが
必要な場合は開放され得る。バルブ１５４の制御された開放と併せた、適切な流量制限器
１５１および１５５の選択は、制御された量の酸素富化ガスをキャニスタ３０４からキャ
ニスタ３０２に送ることを可能にする。ある実施形態では、酸素富化ガスの制御された量
は、キャニスタ３０２をパージし、キャニスタ３０２の排気バルブ１３２を通る酸素富化
ガスの損失を最小化するために十分な量である。この実施形態はキャニスタ３０２の排気
について説明しているが、流量制限器１５１、バルブ１５２および流量制限器１５３を用
いてキャニスタ３０４を排気するために、同一のプロセスを用いることができることを理
解されたい。
【００５０】
　流量調整／排気バルブ１５２／１５４の組は、流量制限器１５３および１５５と共に働
いて、２つのキャニスタ間の空気流のバランスを最適化する。これにより、他方のキャニ
スタからの酸素富化ガスで、キャニスタを排気するためのより良好な流量制御が可能とな
り得る。これはまた、２つのキャニスタ間のより良好な流れの誘導を提供し得る。流れバ
ルブ１５２／１５４は両方向弁として作動され得るが、このようなバルブを通る流量は、
バルブを通って流れる流体の方向に応じて変動することが見出されている。例えば、キャ
ニスタ３０４からキャニスタ３０２に向けて流れる酸素富化ガスは、バルブ１５２を通る
際に、キャニスタ３０２からキャニスタ３０４に向けてバルブ１５２を通って流れる酸素
富化ガスの流量よりも大きな流量を有する。単一のバルブが用いられる場合、最終的に過
多または過少の酸素富化ガスがキャニスタ間で送られ、時間が経つと、キャニスタは、異
なる量の酸素富化ガスを生成し始める。平行な空気流路で対向するバルブおよび流量制限
器を使用することは、２つのキャニスタ間の酸素の流れパターンを均一化し得る。流れを
均一化することは、複数のサイクルにわたってユーザが安定した量の酸素を利用できるよ
うし得、また、他方のキャニスタをパージするために予測可能な量の酸素を利用できるよ
うにし得る。一部の実施形態では、空気流路は、流量制限器を有さず、その代わりに、抵
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抗を内蔵するバルブを有し得る、または、空気流路自体が、抵抗を提供するような小さい
半径を有し得る。
【００５１】
　時折、酸素濃縮器は、ある期間だけシャットダウンされ得る。酸素濃縮器がシャットダ
ウンされる場合、キャニスタ内の温度は、圧縮システムからの断熱的熱損失の結果、降下
し得る。温度が下がると、キャニスタ内でガスが占める体積も減少する。キャニスタの冷
却は、キャニスタ内を陰圧にし得る。キャニスタへ、またキャニスタからつながっている
バルブ（例えば、バルブ１２２、１２４、１３２、および１３４）は、密閉されるのでは
なく、動的に封止される。よって、外気は、シャットダウン後にキャニスタに入って、圧
力の差を調節し得る。外気がキャニスタに入ると、空気が冷却されるにつれて、外気から
の湿気がキャニスタ内で凝縮され得る。キャニスタ内での水の凝縮は、ガス分離吸着剤を
徐々に劣化させて、ガス分離吸着剤の酸素富化ガス生成能力を着実に低下させ得る。
【００５２】
　ある実施形態では、シャットダウン前に両方のキャニスタを加圧することによって、酸
素濃縮器がシャットダウンされた後に外気がキャニスタに入るのを阻止され得る。キャニ
スタを陽圧下に保管することによって、バルブは、キャニスタ内の空気の内圧によって密
閉閉鎖位置となるように強いられ得る。ある実施形態では、シャットダウン時のキャニス
タ内の圧力は、少なくとも周囲圧力よりも大きくするべきである。本明細書で使用される
場合、「周囲圧力」の語は、酸素生成器が配置されている環境の圧力（例えば、室内、屋
外、飛行機内の圧力など）を指す。ある実施形態では、シャットダウン時のキャニスタ内
の圧力は、少なくとも標準大気圧よりも大きい（すなわち、７６０ｍｍＨｇ（Ｔｏｒｒ）
、１気圧、１０１，３２５Ｐａよりも大きい）。ある実施形態では、シャットダウン時の
キャニスタ内の圧力は、周囲圧力よりも少なくとも約１．１倍大きい、周囲圧力よりも少
なくとも約１．５倍大きい、または周囲圧力よりも少なくとも約２倍大きい。
【００５３】
　ある実施形態では、キャニスタの加圧は、圧縮システムから各キャニスタ内に加圧した
空気を導き、すべてのバルブを閉じて、加圧した空気をキャニスタ内に閉じ込めることに
よって達成され得る。例示的な実施形態では、シャットダウンシーケンスが開始されると
、流入口バルブ１２２および１２４が開放され、流出口バルブ１３２および１３４が閉鎖
される。流入口バルブ１２２および１２４が共通の導管によって共に接合されているため
、両方のキャニスタ３０２および３０４は、一方のキャニスタからの空気または酸素富化
ガスが他方のキャニスタに移送され得ることにより、加圧されるようになり得る。この状
況は、圧縮システムと２つの流入口バルブとの間の経路がこのような移送を可能にする場
合に起こり得る。酸素生成器が加圧／排気交互モードで動作するため、キャニスタのうち
の少なくとも１つは、任意の所与の時点で加圧状態となるはずである。代替的な実施形態
では、圧縮システム２００の動作によって、圧力が各キャニスタ内で上昇され得る。流入
口バルブ１２２および１２４が開いている時、キャニスタ３０２とキャニスタ３０４との
間の圧力が均一化されるが、等しくなったいずれかのキャニスタの圧力は、シャットダウ
ン中に空気がキャニスタに入るのを阻止するには十分でないことがある。空気がキャニス
タに入るのを確実に阻止するために、圧縮システム２００は、両方のキャニスタ内の圧力
を、少なくとも周囲圧力よりも大きい圧力まで上昇させるのに十分な時間、作動させ得る
。キャニスタの加圧方法に関わらず、キャニスタが加圧されたならば、流入口バルブ１２
２および１２４は閉鎖されて、キャニスタ内に加圧した空気を閉じ込め、これにより、シ
ャットダウン期間中にキャニスタに空気が入るのを阻止する。
【００５４】
　キャニスタのうちの１つまたは２つ以上に連結された流出口システムは、酸素富化ガス
をユーザに供給するための１つまたは２つ以上の導管を含む。ある実施形態では、図２に
概略的に示されるように、キャニスタ３０２および３０４のいずれかで生成された酸素富
化ガスは、それぞれ逆止弁１４２および１４４を通してアキュムレータ１０６に捕集され
る。キャニスタを出て行く酸素富化ガスは、ユーザに供給される前に、酸素アキュムレー
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タ１０６に捕集され得る。一部の実施形態では、チューブがアキュムレータ１０６に連結
されて、酸素富化ガスをユーザに供給し得る。酸素富化ガスは、酸素富化ガスをユーザの
口および／または鼻に移送する気道送達装置を通して、ユーザに供給され得る。ある実施
形態では、流出口は、酸素をユーザの鼻および／または口にむけて導くチューブを含み得
、これは、ユーザの鼻に直接連結されない場合もある。
【００５５】
　家庭用酸素濃縮器は、携帯用酸素濃縮器に関して上に説明した同じ部品の多くを含み得
る。例えば、携帯用酸素濃縮器に関して説明した機能において類似する、マフラー７０８
、圧縮システム７７０、キャニスタ７３０、アキュムレータ７３５ならびに様々なバルブ
および導管を含み得る。家庭用酸素濃縮器７２０は、酸素富化ガスの生成に関し、携帯用
濃縮器に関して上に説明したのと同様に機能し得る。
【００５６】
　図３を参照すると、携帯用酸素濃縮器１００用の流出口システムのある実施形態の概略
図が示されている。供給バルブ１６０は、流出口チューブに連結されて、アキュムレータ
１０６からユーザへの酸素富化ガスの放出を制御し得る。ある実施形態では、供給バルブ
１６０は、電磁作動プランジャ式バルブである。供給バルブ１６０は、コントローラ４０
０によって作動されて、ユーザへの酸素富化ガスの送達を制御する。供給バルブ１６０の
作動は、圧力スイング吸着プロセスとタイミングを合わせたり、同期させたりしない。そ
うではなく、一部の実施形態では、作動は、患者の呼吸と同期させる。加えて、供給バル
ブ１６０は、酸素富化ガスを供給するための臨床的に効果的な流量プロファイルを確立す
るのを助けるために、複数の作動を有し得る。
【００５７】
　図３に示されるように、アキュムレータ１０６中の酸素富化ガスは、供給バルブ１６０
を通って膨張チャンバ１７０内へ進む。ある実施形態では、膨張チャンバは、チャンバを
通過するガスの酸素濃度を判定するために使用され得る１つまたは２つ以上の装置を含み
得る。膨張チャンバ１７０内の酸素富化ガスは、供給バルブ１６０によるアキュムレータ
からのガスの放出によって一時的に形成され、次いで、小型のオリフィス型の流量制限器
１７５を通って流量センサ１８５へ、そして粒子フィルタ１８７へと流出される。流量制
限器１７５は、０．０２５Ｄ流量制限器であり得る。その他のタイプおよびサイズの流量
制限器が用いられてもよい。一部の実施形態では、ハウジング内の空気流路の直径は、制
限された空気流を生成するために制限され得る。流量センサ１８５は、導管を通って流れ
るガスの流量を評価することができる任意のセンサであり得る。粒子フィルタ１８７は、
酸素富化ガスをユーザに送達する前に、細菌、塵、顆粒などをろ過するのに用いられ得る
。酸素富化ガスは、フィルタ１８７を通って、酸素富化ガスを、導管１９２を通してユー
ザおよび圧力センサ１９４へと送るコネクタ１９０に流れる。
【００５８】
　供給バルブ１６０のプログラムされた作動と併せた、流出経路の流体動力学は、正確な
時間に、かつ鼻孔から大気中へ流れ出る無駄になる逆流を生み出すいかなる過剰な流量も
なしに患者の肺への迅速な送達を確実にする流量プロファイルで、あるボーラス投与量の
酸素が供給される。筆者らの特定のシステムでは、処方で必要とされるボーラス投与量の
全体積は、１ＬＰＭ当たり１１ｍＬに等しい、すなわち、１ＬＰＭの処方では１１ｍＬ、
２ＬＰＭの処方では２２ｍＬ、３ＬＰＭの処方では３３ｍＬ、４ＬＰＭの処方では４４ｍ
Ｌ、５ＬＰＭの処方では５５ｍＬなどであることが見出されている。これは、一般的に、
ＬＰＭ当量と呼ばれる。ＬＰＭ当量は、構造設計、管類のサイズ、チャンバのサイズなど
に起因して、装置間で変わり得ることを理解されたい。
【００５９】
　膨張チャンバ１７０は、チャンバを通過するガスの酸素濃度を判定するために使用され
得る１つまたは２つ以上の酸素センサを含み得る。ある実施形態では、膨張チャンバ１７
０を通過するガスの酸素濃度は、酸素センサ１６５を用いて評価される。酸素センサは、
ガス中の酸素を検出することができる装置である。酸素センサの例には、超音波酸素セン
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サ、電子酸素センサ、および光学酸素センサが含まれるが、これらに限定されない。一実
施形態では、酸素センサ１６５は、超音波放射器１６６と超音波受信器１６８とを含む超
音波酸素センサである。一部の実施形態では、超音波放射器１６６は複数の超音波放射器
を含み得、超音波受信器１６８は複数の超音波受信器を含み得る。複数の放射器／受信器
を有する実施形態では、複数の超音波放射器および複数の超音波受信器は、軸方向に（例
えば、軸方向の位置合わせに対して垂直であり得るガス混合物流路を横切って）位置合わ
せされ得る。
【００６０】
　使用の際には、超音波（放射器１６６からの）は、チャンバ１７０内に配置された酸素
富化ガスを通って、受信器１６８に方向付けされ得る。超音波センサアセンブリは、ガス
混合物を通る音の速さの検出に基づいて、ガス混合物の組成を判定し得る（例えば、音の
速さは、窒素と酸素とで異なる）。２つのガスの混合物では、混合物を通る音の速さは、
混合物における各ガスの相対量に比例する中間値であり得る。使用時、受信器１６８での
音は、放射器１６６から送信された音とわずかに位相がずれている。この位相シフトは、
ワイヤを通る電子パルスの比較的早い速さと比べて、気体の媒質を通る音の速さが比較的
遅いことに起因する。ひいては、位相シフトは、放射器と受信器との間の距離、および膨
張チャンバを通る音の速さに比例する。チャンバ内のガスの密度は、チャンバを通る音の
速さに影響を与え、密度は、チャンバ内における酸素の窒素に対する比に比例する。した
がって、位相シフトは、膨張チャンバ内の酸素の濃度を測定するために使用され得る。こ
のようにして、蓄積チャンバ内の酸素の相対濃度が、蓄積チャンバを通る検出された音波
の１つまたは２つ以上の特性の関数として評価され得る。
【００６１】
　一部の実施形態では、複数の放射器１６６および受信器１６８が使用され得る。放射器
１６６および受信器１６８からの測定値は、乱流システムに固有のものであり得る誤差を
打ち消すために平均され得る。一部の実施形態では、その他のガスの存在もまた、経過時
間を測定すること、および測定された経過時間をその他のガスおよび／またはガス混合物
の既定の経過時間と比較することによって、検出され得る。
【００６２】
　超音波センサシステムの感度は、例えば、放射器１６６と受信器１６８との間の距離を
伸ばして、放射器１６６と受信器１６８との間にいくつかの音波サイクルが発生できるよ
うにすることによって高められ得る。一部の実施形態では、少なくとも２つの音サイクル
が存在する場合、トランスデューサの構造的な変化の影響は、２つの時点で、固定基準点
に対する位相シフトを測定することによって低減され得る。先の位相シフトが後の位相シ
フトから差し引かれる場合、膨張チャンバ１７０の熱膨張によって引き起こされるシフト
は、低減または打ち消され得る。放射器１６６と受信器１６８との間の距離の変更によっ
て引き起こされるシフトは、測定間隔でほぼ同じであり得るが、酸素濃度の変化による変
化は、累積し得る。一部の実施形態では、後の時点で測定されたシフトは、間にあるサイ
クルの数を乗算されて、２つの隣接するサイクル間のシフトと比較され得る。膨張チャン
バ内の酸素の感知に関するさらなる詳細は、例えば、２００９年３月１２日に公開され、
「酸素濃縮器装置および方法（Ｏｘｙｇｅｎ　Ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｏｒ　Ａｐｐａｒａ
ｔｕｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ）」と題する米国公開特許出願第２００９－００６５００
７号に見ることができ、これは、参照することによって本明細書に援用される。
【００６３】
　流量センサ１８５は、流出口システムを通って流れるガスの流量を判定するために用い
られ得る。使用され得る流量センサには、ダイヤフラム／ベローズ流量計、ロータリ流量
計（例えば、ホール効果流量計）、タービン流量計、オリフィス流量計、および超音波流
量計が含まれるが、これらに限定されるものではない。流量センサ１８５は、コントロー
ラ４００に連結され得る。流出口システムを通って流れるガスの流量は、ユーザの呼吸量
の指標となり得る。流出口システムを通って流れるガスの流量の変化はまた、ユーザの呼
吸数を判定するために用いられ得る。コントローラ４００は、流量センサ１８５で評価さ



(19) JP 2015-531309 A 2015.11.2

10

20

30

40

50

れるようなユーザの呼吸数および／または呼吸量に基づいて、供給バルブ１６０の作動を
制御し得る。
【００６４】
　一部の実施形態では、超音波センサシステム１６５と、例えば、流量センサ１８５とは
、供給される酸素の実際の量の測定値を提供し得る。例えば、流量センサ１８５は、供給
されるガスの体積を（流量に基づいて）測定し得、超音波センサシステム１６５は、供給
されるガスの酸素濃度を提供し得る。これら２つの測定値は、コントローラ４００によっ
て共に用いられて、ユーザに供給される酸素の実際の量の近似値を判定し得る。
【００６５】
　酸素富化ガスは、流量計１８５を通ってフィルタ１８７へ流れる。フィルタ１８７は、
酸素富化ガスをユーザに供給する前に、細菌、塵、顆粒などを除去する。ろ過された酸素
富化ガスは、フィルタ１８７を通ってコネクタ１９０へ流れる。コネクタ１９０は、フィ
ルタ１８７の流出口を圧力センサ１９４および流出口導管１９２に連結する「Ｙ」型コネ
クタであり得る。圧力センサ１９４は、導管１９２を通ってユーザへ流れるガスの圧力を
監視するために用いられ得る。圧力センサ１９４によって感知される圧力の変化は、吸気
の開始だけでなくユーザの呼吸数を判定し得る。コントローラ４００は、圧力センサ１９
４が評価する、ユーザの呼吸数および／または吸気の開始に基づいて、供給バルブ１６０
の作動を制御し得る。ある実施形態では、コントローラ４００は、流量センサ１８５およ
び圧力センサ１９４によって提供される情報に基づいて、供給バルブ１６０の作動を制御
し得る。
【００６６】
　酸素富化ガスは、ユーザに導管１９２を通して供給され得る。ある実施形態では、導管
１９２は、シリコーン製チューブであり得る。図４に示されるように、導管１９２は、気
道連結部材１９６を用いてユーザに取り付され得る。気道連結部材１９６は、酸素富化ガ
スを鼻腔または口腔に供給することができる任意の装置であり得る。気道連結部材の例に
は、鼻マスク、鼻ピロー、鼻プロング、鼻カニューレ、およびマウスピースが含まれるが
、これらに限定されない。鼻カニューレ型の気道送達装置が図４に示されている。使用中
、酸素濃縮器システム１００からの酸素富化ガスは、導管１９２および気道連結部材１９
６を通してユーザに供給される。気道連結部材１９６は、ユーザの気道近傍（例えば、ユ
ーザの口および／または鼻の近傍）に配置されて、ユーザが周囲から空気を呼吸すること
ができる状態のまま、ユーザに酸素富化ガスを送達することができる。
【００６７】
　キャニスタシステム
携帯用酸素濃縮器システム１００および家庭用酸素濃縮器システム７２０は、少なくとも
２つのキャニスタを含み得、各キャニスタは、ガス分離吸着剤を含む。いずれの酸素濃縮
器システムのキャニスタも、成形されたハウジング内に配置され得る。ある実施形態では
、図５に示すように、キャニスタシステム３００は２つのハウジング構成部品３１０及び
５１０を含む。ハウジング部品３１０および５１０は、別個に形成された後、共に連結さ
れ得る。一部の実施形態では、ハウジング部品３１０および５１０は、射出成形または圧
縮成形され得る。ハウジング部品３１０および５１０は、ポリカーボネート、メチレンカ
ーバイド、ポリスチレン、アクリロニトリルブタジエンスチレン（ＡＢＳ）、ポリプロピ
レン、ポリエチレン、またはポリ塩化ビニルなどの熱可塑性ポリマーから作られ得る。別
の実施形態では、ハウジング部品３１０および５１０は、熱硬化性プラスチックまたは金
属（ステンレススチールまたは軽量アルミニウム合金など）から作られ得る。軽量素材は
、酸素濃縮器１００の重量を減らすために使用され得る。一部の実施形態では、２つのハ
ウジング３１０および５１０は、ねじまたはボルトを使用して、一緒に固定され得る。あ
るいは、ハウジング部品３１０および５１０は、一緒に溶剤接着され得る。
【００６８】
　図示のように、バルブ座部３２０、３２２、３２４および３２６ならびに空気流路３３
０および３３２は、ハウジング部品３１０内に一体化されて、酸素濃縮器１００の空気流
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全体にわたり必要とされる封止接続の数を削減し得る。様々な実施形態では、酸素濃縮器
１００のハウジング部品３１０および４１０は、２つのキャニスタ３０２および３０４な
らびに集積チャンバ１０６を画定する、２つの部分からなる成形プラスチックフレームを
形成し得る。
【００６９】
　ハウジング部品３１０および５１０内の異なるセクション間の空気流路／配管は、成形
された導管の形態をとり得る。空気流路用の成形されたチャネルの形態の導管は、ハウジ
ング部品３１０および５１０内の複数の平面を占め得る。例えば、成形された空気導管は
、ハウジング部品３１０および５１０内の異なる深さかつ異なるｘ、ｙ、ｚ位置に形成さ
れ得る。一部の実施形態では、導管の大半または実質的にすべては、ハウジング部品３１
０および５１０内に一体化されて、潜在的なリーク箇所を減らし得る。
【００７０】
　一部の実施形態では、ハウジング部品３１０および５１０を一緒に連結する前に、Ｏリ
ングがハウジング部品３１０および５１０の様々な箇所の間に配置されて、ハウジング部
品が確実に適切に密閉されるようにし得る。一部の実施形態では、部品は、ハウジング部
品３１０および５１０に一体化され得る、および／または別個に連結され得る。例えば、
管類、流量制限器（例えば、圧入式流量制限器）、酸素センサ、ガス分離吸着剤１３９、
逆止弁、栓、プロセッサ、電源などは、ハウジング部品が一緒に連結される前および／ま
たはその後に、ハウジング部品５１０および４１０に連結され得る。
【００７１】
　一部の実施形態では、ハウジング部品３１０および４１０の外側へと続く開口部３３７
を用いて、流量制限器などの装置を挿入し得る。開口部はまた、成形性を高めるために用
いられ得る。開口部のうちの１つまたは２つ以上は、（例えば、プラスチック製の栓で）
成形後に塞がれ得る。一部の実施形態では、流量制限器は、通路を密閉するために栓を挿
入する前に通路に挿入され得る。圧入式流量制限器は、圧入式流量制限器とそれらのそれ
ぞれの開口部との間において摩擦嵌合を可能にする直径を有し得る。一部の実施形態では
、接着剤が、圧入式流量制限器の外側に加えられて、挿入されると圧入式流量制限器を所
定の位置に保持し得る。一部の実施形態では、栓は、それらのそれぞれの管と摩擦嵌合を
有し得る（またはそれらの外面に塗布された接着剤を有し得る）。圧入式流量制限器およ
び／またはその他の部品は、（例えば、それぞれの開口部の直径よりも小さい直径の）先
端が細い道具または棒を使用して、それらのそれぞれの開口部内に挿入され、押し込まれ
得る。一部の実施形態では、圧入式流量制限器は、それらの挿入を停止させる管内の機構
に突き当たるまで、それらのそれぞれの管内に挿入され得る。例えば、機構には、半径の
減少が含まれ得る。その他の機構がまた企図される（例えば、管の側面の凸部、ねじ山な
ど）。一部の実施形態では、圧入式流量制限器は、（例えば、細い管部分として）ハウジ
ング部品内に成形され得る。
【００７２】
　一部の実施形態では、バネ式バッフル１２９が、ハウジング部品３１０および５１０の
それぞれのキャニスタ受容部分内に、バッフル１２９のバネ側がキャニスタの出口に面す
るように配置され得る。バネ式バッフル１２９は、キャニスタ内のガス分離吸着剤１３９
に力を印加し、他方、ガス分離吸着剤１３９が出口開口部に入るのを阻止するのをさらに
助ける。バネ式バッフル１２９の使用は、ガス分離吸着剤をコンパクトに保ち、その間、
膨張（例えば、熱膨張）も可能とし得る。ガス分離吸着剤１３９をコンパクトに保つこと
は、酸素濃縮器システム１００の移動中にガス分離吸収剤が破損するのを防止し得る。
【００７３】
　一部の実施形態では、圧縮システム２００からの加圧した空気は、空気流入口３０６に
入り得る。空気流入口３０６は、流入口導管３３０に連結される。空気は、流入口３０６
を通ってハウジング部品３１０に入り、導管３３０を通って、バルブ座部３２２および３
２４に達する。図６および図７は、ハウジング３１０の端面図を示している。図６は、バ
ルブをハウジング３１０に嵌める前の、ハウジング３１０の端面図を示している。図７は
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、バルブがハウジング３１０に嵌められた状態のハウジング３１０の端面図を示している
。バルブ座部３２２および３２４は、それぞれ、流入口バルブ１２２および１２４を受け
るように構成される。流入口バルブ１２２は、キャニスタ３０２に連結され、流入口バル
ブ１２４は、キャニスタ３０４に連結される。ハウジング３１０はまた、それぞれ、流出
口バルブ１３２および１３４を受けるように構成されるバルブ座部３３２および３３４を
含む。流出口バルブ１３２は、キャニスタ３０２に連結され、流出口バルブ１３４は、キ
ャニスタ３０４に連結される。流入口バルブ１２２／１２４は、導管３３０からそれぞれ
のキャニスタへの空気の通過を制御する。
【００７４】
　ある実施形態では、加圧した空気は、キャニスタ３０２または３０４のうちの一方に送
り込まれ、その間、他方のキャニスタは排気される。例えば、使用中、流入口バルブ１２
２が開いている間、流入口バルブ１２４は閉じている。圧縮システム２００からの加圧し
た空気は、キャニスタ３０２内に送り込まれて、その間、キャニスタ３０４への流入が流
入口バルブ１２４によって阻止される。キャニスタ３０２の加圧中、流出口バルブ１３２
は閉じており、流出口バルブ１３４は開いている。流入口バルブと同様に、流出口バルブ
１３２および１３４は、互いに同調しないように操作される。各流入口バルブ座部３２２
は、ハウジング３１０を通ってキャニスタ３０２へつながる開口３７５を含む。同様に、
バルブ座部３２４は、ハウジング３１０を通ってキャニスタ３０２へつながる開口３２５
を含む。導管３３０からの空気は、それぞれのバルブ（３２２または３２４）が開いてい
る場合、開口３２３、または３２５を通過し、キャニスタに入る。
【００７５】
　逆止弁１４２および１４４（図５参照）は、それぞれ、キャニスタ３０２および３０４
に連結される。逆止弁１４２および１４４は、キャニスタが加圧され、排気される際に発
生する圧力差によって受動的に操作される一方向弁である。キャニスタ３０２及び３０４
で生成された酸素富化ガスは、キャニスタからハウジング４１０の開口５４２及び５４４
へ進む。経路（図示せず）は、開口５４２および５４４を導管３４２および３４４にそれ
ぞれ繋ぐ。キャニスタ内の圧力が逆止弁１４２を開くのに十分である場合、キャニスタ３
０２で生成された酸素富化ガスは、開口５４２を通って導管３４２へ進む。逆止弁１４２
が開いている場合、酸素富化ガスは、導管３４２を通ってハウジング３１０の端部に向け
て流れる。同様に、キャニスタ内の圧力が逆止弁１４４を開くのに十分である場合、キャ
ニスタ３０４で生成された酸素富化ガスは、キャニスタから開口５４４を通って導管３４
４へ進む。逆止弁１４４が開いている場合、酸素富化ガスは導管３４４を通ってハウジン
グ３１０の端部に向けて流れる。
【００７６】
　いずれかのキャニスタからの酸素富化ガスも、導管３４２または３４４を通って移動し
、ハウジング３１０内に形成された導管３４６に入る。導管３４６は、この導管を導管３
４２、導管３４４およびアキュムレータ１０６に連結する開口を含む。よって、キャニス
タ３０２または３０４で生成された酸素富化ガスは、導管３４６へ移動し、アキュムレー
タ１０６内へと進む。
【００７７】
　しばらく経つと、ガス分離吸着剤が窒素で飽和し、流入する空気からの相当量の窒素を
分離することができなくなる。キャニスタ内のガス分離吸着剤がこの飽和点に到達すると
、圧縮した空気の流入が停止され、キャニスタが排気されて窒素を除去する。キャニスタ
３０２は、流入口バルブ１２２を閉じて流出口バルブ１３２を開くことにより排気される
。流出口バルブ１３２は、キャニスタ３０２から排気されたガスを、ハウジング３１０の
端部によって画定された容積内へと放出する。発泡材料は、ハウジング３１０の端部を覆
って、キャニスタからのガスの放出によって発生する音を低減し得る。同様に、キャニス
タ３０４は、流入口バルブ１２４を閉じて流出口バルブ１３４を開くことにより排気され
る。流出口バルブ１３４は、キャニスタ３０４から排気されたガスを、ハウジング３１０
の端部によって画定された容積内へと放出する。
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【００７８】
　キャニスタ３０２が排気されている間、キャニスタ３０４は加圧されて、上述と同様に
酸素富化ガスを生成する。キャニスタ３０４の加圧は、流出口バルブ１３４を閉じて流入
口バルブ１２４を開くことによって達成される。酸素富化ガスは、逆止弁１４４を通って
キャニスタ３０４を出て行く。
【００７９】
　例示的な実施形態では、キャニスタ３０４から窒素を排気する際に、酸素富化ガスの一
部は、キャニスタ３０２からキャニスタ３０４に移送され得る。キャニスタ３０４の排気
中のキャニスタ３０２からキャニスタ３０４への酸素富化ガスの移送は、キャニスタから
窒素（およびその他のガス）をさらにパージするのを助ける。図２に示されるように、キ
ャニスタ間の酸素富化ガスの流れは、流量制限器およびバルブを用いて制御される。３つ
の導管が、キャニスタ間で酸素富化ガスを移送するために用いるために、ハウジング５１
０内に形成される。図８に示されるように、導管５３０は、キャニスタ３０２をキャニス
タ３０４に連結する。流量制限器１５１（図示せず）は、キャニスタ３０２とキャニスタ
３０４との間で導管５３０に配置され、使用中の酸素富化ガスの流れを制限する。導管５
３２もまた、キャニスタ３０２をキャニスタ３０４に連結する。導管５３２は、図９に示
されるように、バルブ１５２を受けるバルブ座部５５２に連結される。流量制限器１５３
（図示せず）は、キャニスタ３０２とキャニスタ３０４との間で導管５３２に配置される
。導管５３４もまた、キャニスタ３０２をキャニスタ３０４に連結する。導管５３４は、
図９に示されるように、バルブ１５４を受けるバルブ座部５５４連結される。流量制限器
１５５（図示せず）は、キャニスタ３０２とキャニスタ３０４との間で導管４３４に配置
される。流量調整／排気バルブ１５２／１５４の組は、流量制限器１５３および１５５と
共に働いて、２つのキャニスタ間の空気流のバランスを最適化する。
【００８０】
　アキュムレータ１０６中の酸素富化ガスは、供給バルブ１６０を通って、ハウジング５
１０内に形成される膨張チャンバ１７０へ進む。ハウジング５１０の開口（図示せず）は
、アキュムレータ１０６を供給バルブ１６０に連結する。ある実施形態では、膨張チャン
バは、チャンバを通過するガスの酸素濃度を判定するために使用され得る１つまたは２つ
以上の装置を含み得る。
【００８１】
　コントローラシステム
一実施形態では、携帯用酸素濃縮器システム１００および家庭用酸素濃縮器システム７２
０の両方の操作は、携帯用酸素濃縮器システムのコントローラ４００を用いて自動的に行
われ得る。ある実施形態では、携帯用酸素濃縮器システム１００および家庭用酸素濃縮器
システム７２０の操作は、それぞれ、コントローラ４００および７７０を用いて自動的に
行われ得る。図２に示されるように、コントローラ４００は、１つまたは２つ以上のプロ
セッサ４１０と内部メモリ４２０とを含む。図２に示されるように、コントローラ７７０
は、１つまたは２つ以上のプロセッサ７７２と内部メモリ７７４とを含む。携帯用酸素濃
縮器システム１００を操作および監視するために使用される方法は、メモリ４２０または
コントローラ４００に連結された記憶媒体に記憶したプログラム命令によって実装されて
、１つまたは２つ以上のプロセッサ４１０によって実行され得る。携帯用酸素濃縮器シス
テム７２０を操作および監視するために使用される方法は、メモリ７７４またはコントロ
ーラ７２０に連結された記憶媒体に記憶したプログラム命令によって実装されて、１つま
たは２つ以上のプロセッサ７７２によって実行され得る。非一時的メモリ媒体は、様々な
タイプのメモリ装置または記憶装置のどれでも含み得る。「メモリ媒体」の語は、インス
トール用媒体、例えば、読み取り専用コンパクトディスクメモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、フロ
ッピー（登録商標）ディスク、またはテープ装置、ダイナミックランダムアクセスメモリ
（ＤＲＡＭ）、ダブルデータレートランダムアクセスメモリ（ＤＤＲ　ＲＡＭ）、スタテ
ィックランダムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ）、エクステンデッドデータアウトランダムア
クセスメモリ（ＥＤＯ　ＲＡＭ）、ラムバスランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）などのコ
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ンピュータシステムメモリまたはランダムアクセスメモリ、あるいは磁気媒体、例えばハ
ードドライブ、または光記憶装置などの不揮発性メモリを含むとして意図されている。メ
モリ媒体は、同様にその他のタイプのメモリ、またはそれらの組み合わせを備え得る。加
えて、メモリ媒体は、プログラムが実行される第１のコンピュータ内に搭載され得る、あ
るいは第１のコンピュータにインターネットなどのネットワークを介して繋がる第２の異
なるコンピュータ内に搭載され得る。後者の場合、第２のコンピュータは、プログラム命
令を実行用として第１のコンピュータに提供し得る。「メモリ媒体」の語は、異なる場所
に、例えば、ネットワークで接続された異なるコンピュータに存在し得る２つまたは３つ
以上のメモリ媒体を含む。
【００８２】
　一部の実施形態では、プロセッサ４１０および７７２は、例えば、それぞれの酸素濃縮
器システム内に配置された回路基板上に含まれる、１つまたは２つ以上のフィールドプロ
グラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、マイクロコントローラなどを含む。プロセッサ４
１０／７７２は、メモリに記憶されるプログラム命令を実行できる。一部の実施形態では
、プログラム命令は、プロセッサ内に組み込まれて、プロセッサの外部のメモリが別個に
アクセスできないようにし得る（すなわち、メモリは、プロセッサの内部であり得る）。
【００８３】
　プロセッサ４１０は、酸素濃縮器システム１００の様々な部品に連結され得、このよう
な部品には、圧縮システム２００、システムを通る流体の流れを制御するために使用され
るバルブのうちの１つまたは２つ以上（例えば、バルブ１２２、１２４、１３２、１３４
、１５２、１５４、１６０、またはこれらの組み合わせ）、酸素センサ１６５、圧力セン
サ１９４、流量モニタ１８０、温度センサ、ファン、および、電気的に制御し得るあらゆ
るその他の部品が含まれるが、これらに限定されるものではない。プロセッサ４１０はま
た、携帯用酸素濃縮器が家庭用酸素濃縮器に連結された場合、家庭用酸素濃縮器７２０の
プロセッサ７７０に連結され得る。
【００８４】
　ある実施形態では、コントローラ７７０は、家庭用酸素濃縮器７２０の動作を制御する
。プロセッサ７７０は、限定されるものではないが、圧縮システム７８０、システムを通
る流体の流れを制御するために使用されるバルブのうちの１つまたは２つ以上、酸素セン
サ１６５、圧力センサ１９４、流量モニタ１８０、温度センサ、ファン、および電気的に
制御され得る任意のその他の部品を含む、酸素濃縮器システム７２０の様々な部品に連結
され得る。コントローラ７７０は、単独で、あるいは携帯用酸素濃縮器１００のプロセッ
サ４１０と組み合わせて、家庭用酸素濃縮器７２０を操作することができる。例えば、携
帯用酸素濃縮器が家庭用酸素濃縮器に連結されていない場合、家庭用酸素濃縮器の動作は
、コントローラ７７０によって制御される。動作パラメータ（バルブタイミング、酸素送
達、圧縮器操作など）は、コントローラメモリ７７４に記憶されて、家庭用酸素濃縮器を
操作するために使用され得る。家庭用酸素濃縮器の動作は、ユーザが必要とする酸素補給
と調和する方式で酸素富化ガスをユーザに送達するように、動作パラメータによって最適
化され得る。
【００８５】
　ある実施形態では、家庭用酸素濃縮器７２０の動作パラメータは、携帯用酸素濃縮器が
家庭用酸素濃縮器に連結された時に、携帯用酸素濃縮器１００によって設定される。よっ
て、携帯用酸素濃縮器および家庭用酸素濃縮器の両方を操作するために、１セットの患者
個別の酸素富化ガス送達パラメータが使用され得る。ハイブリッドシステムの典型的な使
用の間、システムのユーザは、通常、携帯用酸素濃縮器を常に携行する。よって、最新の
患者個別の酸素富化ガス送達パラメータは、携帯用酸素濃縮器上に記憶されるべきである
。家庭用酸素濃縮器もまた、同じ患者個別の酸素富化ガス送達パラメータを必要とする。
あまり最適な構成ではない場合、患者個別の酸素富化ガス送達パラメータは、パラメータ
が変更された場合はいつでも、携帯用酸素濃縮器および家庭用酸素濃縮器の両方に対して
別個に更新される必要がある。ある実施形態では、この不便さを解消するために、携帯用
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酸素濃縮器が家庭用酸素濃縮器に連結された時に、患者個別の酸素富化ガス送達パラメー
タを家庭用酸素濃縮器に伝達する。このため、患者個別の酸素富化ガス送達パラメータが
変更された場合、携帯用酸素濃縮器のコントローラを変更するだけでよい。携帯用酸素濃
縮器が家庭用酸素濃縮器に連結された時、患者個別の酸素富化ガス送達パラメータは、家
庭用酸素濃縮器に伝達される。このようにして、家庭用酸素濃縮器は、携帯用酸素濃縮器
の患者個別の酸素富化ガス送達パラメータと一致するように自動的に更新される。このこ
とは、酸素富化ガスを患者に一貫して送達するように助ける。一実施形態では、携帯用酸
素濃縮器は、携帯用酸素濃縮器をコンピュータに接続できるようにする、ポート（例えば
、ＵＳＢポート）を含む。コンピュータは、ユーザまたは医療従事者が携帯用酸素濃縮器
および／または家庭用酸素濃縮器の動作パラメータを修正できるようにする、ソフトウェ
アを含み得る。
【００８６】
　ある実施形態では、携帯用酸素濃縮器コントローラはまた、家庭用酸素濃縮器の動作状
態を判定するために、家庭用酸素濃縮器から診断データを収集する。例えば、携帯用酸素
濃縮器は、生成される酸素の純度、キャニスタの圧力、家庭用酸素濃縮器内部の温度、家
庭用酸素濃縮器の様々な部品の温度、家庭用酸素濃縮器の様々な導管を通るガスの流量、
吸着剤が使用開始されてからの期間などに関する情報を収集し得る。これらのパラメータ
は、携帯用酸素濃縮器コントローラによって、あるいは携帯用酸素濃縮器がコンピュータ
に連結された時に、ホストコンピュータによって解析されて、家庭用酸素濃縮器が正常に
動作しているかどうかを判定し得る。家庭用酸素濃縮器が、許容範囲内にあるパラメータ
で動作していない場合、携帯用酸素濃縮器は、家庭用酸素濃縮器コントローラに記憶され
ている動作パラメータを変更して、家庭用酸素濃縮器の現状を補償し得る。例えば、酸素
の純度が既定の量未満（例えば、９５％未満）に降下した場合、バルブタイミングを調整
して、酸素を生成するためのキャニスタの使用時間を減らして、生成された酸素の純度を
下げる窒素破過の量を最小化し得る。バルブタイミングは、携帯用酸素濃縮器が家庭用酸
素濃縮器に連結された時に、必要な情報を家庭用酸素濃縮器コントローラに伝達すること
によって調整され得る。このように、携帯用酸素濃縮器なしで家庭用酸素濃縮器を動作さ
せる場合、調整された動作パラメータが使用される。
【００８７】
　具体的なバルブタイミングおよび圧縮器速度は、一般的には、ユーザが調整できないパ
ラメータである。これらのパラメータは、その他のパラメータと併せて、家庭用酸素濃縮
器から診断情報を収集している携帯用酸素濃縮器をコンピュータに接続することによって
調整され得る。コンピュータは、診断情報を解析して、家庭用酸素濃縮器へ伝達するため
に携帯用酸素濃縮器上に記憶される一式の新しい動作パラメータを準備する、ソフトウェ
アを含み得る。あるいは、ユーザは、携帯用酸素濃縮器をコンピュータに接続して、イン
ターネットを介して、製造元のソフトウェアアプリケーションに接続してもよい。いずれ
の実施形態においても、次いで、携帯用酸素濃縮器は、ソフトウェアアプリケーションか
ら伝達された動作パラメータを家庭用酸素濃縮器に伝達して、家庭用酸素濃縮器のパラメ
ータを調整する。
【００８８】
　一部の実施形態では、コンピュータは、家庭用酸素濃縮器（または携帯用酸素濃縮器）
の１つまたは２つ以上の部品（例えば、吸着剤）が交換を要することを判定し得る。コン
ピュータは、部品を交換しなければならない場合、家庭用酸素濃縮器（または携帯用酸素
濃縮器）が整備を必要としているという通知を提供し得る。
【００８９】
　携帯用酸素濃縮器のコントローラ４００は、携帯用酸素濃縮器システム１００および家
庭用酸素濃縮器７２０を操作するようプログラムされ、さらに、故障状態でないか一方ま
たは両方の酸素濃縮器システムを監視するようにプログラムされる。例えば、一実施形態
では、コントローラ４００は、いずれかのシステムが動作しており、かつユーザの呼吸が
既定の時間検出されない場合に、警報を発するようプログラムされる。例えば、コントロ
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ーラ４００が呼吸を７５秒間検出しなかった場合、警報用ＬＥＤが点灯され得る、および
／または音による警報を鳴動させ得る。例えば、睡眠時無呼吸の発症中、ユーザが本当に
呼吸を停止した場合、警報は、ユーザを目覚めさせて、呼吸を再開させるのに十分なもの
であり得る。呼吸動作は、コントローラ４００がこの警報機能をリセットするのに十分で
あり得る。あるいは、出力導管１９２がユーザから除去された際に、システムの電源が誤
ってオンのままとされた場合、アラームは、ユーザが酸素濃縮器システム１００をオフに
するためのリマインダとして働き得る。
【００９０】
　コントローラ４００は、酸素センサ１６５にさらに連結されて、膨張チャンバ１７０を
通過する酸素富化ガスの酸素濃度を連続的または周期的に監視するようにプログラムされ
得る。最小酸素濃度閾値は、コントローラ４００内にプログラムされ得て、これにより、
コントローラは、ＬＥＤによる視覚的な警報および／または音声警報を発して、患者に酸
素濃度が低いことを警告する。
【００９１】
　コントローラ４００はまた、内部電源１８０に連結されて、内部電源の充電レベルを監
視することができる。最低電圧および／または電流閾値は、コントローラ４００内にプロ
グラムされ得て、これにより、コントローラは、ＬＥＤによる視覚的な警報および／また
は音声警報を発して、患者に電力状態が低いことを警告する。警報は、バッテリの利用可
能充電量がゼロに近づくにつれて断続的かつ頻度を高めて作動され得る。
【００９２】
　コントローラ４００のさらなる機能は、本開示の他の節で詳細に説明される。
【００９３】
　検出した呼吸数または呼吸の深さを閾値と比較することによって評価すると、比較的活
動的でない（例えば、睡眠中、座っているなど）場合、ユーザの呼吸数または呼吸の深さ
は低くなり得る。比較的活動的である（例えば、歩行中、運動中など）場合、ユーザの呼
吸数または呼吸の深さは高くなり得る。活動／睡眠モードは、自動的に評価され得る、お
よび／または、ユーザは、活動モード用のボタンおよび睡眠モード用の別のボタンを押す
ことによって、それぞれの活動モードまたは睡眠モードを手動で指示し得る。一部の実施
形態では、ユーザは、活動モード、通常モード、または安静モードからスイッチを切り替
え得る。活動モードまたは睡眠モードの作動に応答して酸素濃縮器システムが行う調整は
、本明細書に詳述される。
【００９４】
　酸素富化ガスの送達方法
酸素濃縮器システムの主な用途は、酸素補給をユーザに供給することである。一般に、供
給される酸素補給量は、医師によって評価される。酸素補給の典型的な処方量は、約１Ｌ
ＰＭから約１０ＬＰＭまでの範囲であり得る。最も一般的な処方量は、１ＬＰＭ、２ＬＰ
Ｍ、３ＬＰＭ、および４ＬＰＭである。一般に、酸素富化ガスは、ユーザの処方要件を満
たすように、呼吸サイクル中にユーザに供給される。本明細書で使用される場合、「呼吸
サイクル」の語は、後に呼気が続く、人間の吸気を指す。
【００９５】
　処方量を満たすために生成されるべき酸素富化ガスの量を最小化するために、コントロ
ーラ４００は、酸素富化ガスの送達の時間をユーザの吸気と合わせて調整するようにプロ
グラムされ得る。ユーザが吸気する時にユーザに酸素富化ガスを放出することは、例えば
、ユーザが息を吐く時に酸素を放出しないことにより、不必要な酸素生成を防止し得る（
電力要件をさらに低減し得る）。必要な酸素の量を低減することにより、酸素濃縮器１０
０が必要とする空気圧縮量を効果的に低減し得る（ひいては圧縮器からの電力要求を低減
し得る）。
【００９６】
　酸素濃縮器システム１００によって生成された酸素富化ガスは、酸素アキュムレータ１
０６に貯蔵され、ユーザが吸気する時にユーザに放出される。酸素濃縮器システムが供給
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する酸素富化ガスの量は、部分的には、供給バルブ１６０によって制御される。ある実施
形態では、供給バルブ１６０は、コントローラ４００によって評価された、適切な量の酸
素富化ガスをユーザに供給するのに十分な時間だけ開放される。ユーザの処方要件を満た
すために必要な酸素量を最小化するために、ユーザの吸気が最初に検出された時に、酸素
富化ガスは、ボーラス投与量で供給され得る。例えば、酸素富化ガスのボーラス投与量は
、ユーザの吸気の最初の数ミリ秒で供給され得る。
【００９７】
　ある実施形態では、圧力センサ１９４および／または流量センサ１８５は、ユーザによ
る吸気の開始を判定するために用いられ得る。例えば、ユーザの吸気は、圧力センサ１９
４を用いて検出され得る。使用の際には、酸素富化ガスを供給するための導管は、ユーザ
の鼻および／または口に（例えば、鼻カニューレまたはフェイスマスクを用いて）取り付
けされる。吸気の開始時、ユーザは鼻および／または口を通して空気を体内に吸い込み始
める。空気が吸い込まれると、部分的に送達導管の端部にわたって引き込まれる空気のベ
ンチュリ作用により、導管の端部で陰圧が生成される。圧力センサ１９４は、圧力の降下
を検出した時に、吸気の開始を知らせる信号を生成するように動作可能であり得る。吸気
の開始が検出されると、供給バルブ１６０が制御されて、アキュムレータ１０６から酸素
富化ガスのボーラス投与量を放出する。
【００９８】
　一部の実施形態では、圧力センサ１９４は、感知面に印加される陽圧または陰圧の量に
比例する信号を提供し得る。圧力センサ１９４によって検知される圧力の変化量は、ユー
ザに供給される酸素富化ガスの量の精度を向上させるために用いられ得る。例えば、大き
な陰圧変化が圧力センサ１９４によって検出された場合、ユーザによって吸気されるガス
の体積の増加を考慮して、ユーザに供給される酸素富化ガスの体積を増加させ得る。より
小さな陰圧変化が検出された場合、ユーザによって吸気されるガスの体積の減少を考慮し
て、ユーザに供給される酸素富化ガスの体積を減少させ得る。圧力の正方向の変化は、ユ
ーザによる呼気を示し、概して、酸素富化ガスの放出が中断される時間である。概して、
正方向の圧力変化が感知されている間、バルブ１６０は、次の吸気の開始まで閉じたまま
である。
【００９９】
　一部の実施形態では、圧力センサ１９４の感度は、ユーザからの圧力センサ１９４の物
理的な距離によって影響され得、特に、圧力センサが、酸素濃縮器システム１００内に配
置され、かつ圧力差が、酸素濃縮器システムをユーザに連結する管類を通して検出される
場合はそうである。一部の実施形態では、圧力センサは、酸素富化ガスをユーザに供給す
るために用いられる気道送達装置内に配置され得る。圧力センサからの信号は、ワイヤを
介して、またはＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）（ワシントン州カークランドのＢｌｕｅ
ｔｏｏｔｈ，ＳＩＧ，Ｉｎｃ．）またはその他の無線技術などの遠隔計測を通じて、酸素
濃縮器１００内のコントローラ４００に電子的に提供され得る。
【０１００】
　ある実施形態では、ユーザの吸気は、流量センサ１８５を用いることによって検出され
得る。使用の際には、酸素富化ガスを供給するための導管は、ユーザの鼻および／または
口に（例えば、鼻カニューレまたはフェイスマスクを用いて）取り付けされる。吸気の開
始時、ユーザは鼻および／または口を通して空気を体内に吸い込み始める。空気が引き込
まれると、導管を通過するガスの流れが増加する。流量センサ１８５は、流量の増加を検
出した時に、吸気の開始を知らせる信号を生成するように動作可能であり得る。吸気の開
始が検出されると、供給バルブ１６０が制御されて、アキュムレータ１０６から酸素富化
ガスのボーラス投与量を放出する。
【０１０１】
　活動状態（例えば、歩行中、運動中など）の間、毎分３０呼吸（ＢＰＭ）の呼吸数で呼
吸するユーザは、安静状態（例えば、睡眠中、座っているなど）の間に１２ＢＰＭで呼吸
するユーザの２．５倍の酸素を消費し得る。圧力センサ１９４および／または流量センサ
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１８５は、ユーザの呼吸数を判定するために用いられ得る。コントローラ４００は、圧力
センサ１９４および／または流量センサ１８５から受信した情報を処理して、吸気の開始
の頻度に基づいて呼吸数を判定し得る。検出したユーザの呼吸数は、酸素富化ガスのボー
ラス投与量を調整するために用いられ得る。酸素富化ガスのボーラス投与量の体積は、ユ
ーザの呼吸数が増加するに従って増加され、また、ユーザの呼吸数が減少するに従って減
少され得る。コントローラ４００は、検出したユーザの活動状態に基づいてボーラス投与
量を自動的に調整し得る。あるいは、ユーザは、酸素濃縮器の制御パネル上の適切なオプ
ションを選択することによって、それぞれの活動モードまたは安静モードを手動で指示し
得る。あるいは、ユーザは、コントローラ４００を遠隔の電子装置から操作し得る。例え
ば、ユーザは、スマートフォンまたはタブレット装置を用いて、コントローラを操作し得
る。
【０１０２】
　一部の実施形態では、検出したユーザの呼吸数を用いて評価したユーザの現在の活動レ
ベルが既定の閾値を超過している場合、コントローラ４００は、警報（例えば、視覚的お
よび／または音声警報）を発報して、現在の呼吸数が、酸素濃縮器システムの送達キャパ
シティを超過していることをユーザに警告し得る。例えば、この閾値は、毎分２０呼吸に
設定され得る。
【０１０３】
　一部の実施形態では、図９に示されるように、供給される酸素富化ガスのボーラス投与
量は、２つまたは３つ以上のパルスを含み得る。例えば、毎分１リットル（ＬＰＭ）の送
達量で、ボーラス投与量は２つのパルス、すなわち、約７立方センチメートルの第１のパ
ルス５５６と、約３立方センチメートルの第２のパルス５５８とを含み得る。その他の送
達量、パルスのサイズ、およびパルスの数もまた企図されている。例えば、２ＬＰＭでは
、第１のパルスは、約１４立方センチメートルであり得、第２のパルスは、約６立方セン
チメートルであり得、３ＬＰＭでは、第１のパルスは、約２１立方センチメートルであり
得、第２のパルスは、約９立方センチメートルであり得る。一部の実施形態では、吸気の
開始が検出（例えば、圧力センサ１９４によって検出）された時に、より大きなパルス５
５６が提供され得る。一部の実施形態では、パルスは、吸気の開始が検出された時に供給
され得る、および／または呼吸を通して時間に対して均一に分散させ得る。一部の実施形
態では、パルスは、呼吸の持続時間を通して階段状のステップ状であり得る。一部の実施
形態では、パルスは、様々なパターンで分散させ得る。追加のパルスもまた用いられ得る
（例えば、呼吸１回当たり３パルス、４パルス、５パルスなど）。第１のパルス５５６は
、第２のパルス５５８の約２倍として示されているが、一部の実施形態では、第２のパル
ス５５８は、第１のパルス５５６よりも大きい場合もある。一部の実施形態では、パルス
のサイズおよび長さは、例えば、供給バルブ１６０によって制御され得、供給バルブ１６
０は、時間を調整したシーケンスで開閉されて、パルスを提供し得る。複数のパルスを有
するボーラス投与量は、単一のパルスを有するボーラス投与量よりもユーザに与える影響
が小さくなり得る。複数のパルスはまた、ユーザの鼻腔の乾燥および血液の酸素脱飽和を
少なくさせ得る。複数のパルスはまた、廃棄される酸素を少なくし得る。
【０１０４】
　一部の実施形態では、酸素濃縮器１００の感度は、選択的に減衰させて、異なる源から
の空気の移動（例えば、周囲空気の移動）による誤った吸気検知を減少させ得る。例えば
、酸素濃縮器１００は、２つの選択可能なモード、すなわち、活動モードと非活動モード
とを有し得る。一部の実施形態では、ユーザは、手動で（例えば、スイッチまたはユーザ
インターフェースを通して）モードを選択し得る。一部の実施形態では、モードは、検出
した呼吸数に基づいて、酸素濃縮器１００によって自動的に選択され得る。例えば、酸素
濃縮器１００は、圧力センサ１９４を用いてユーザの呼吸数を検出し得る。呼吸数が閾値
を超える場合、酸素濃縮器１００は、活動モードで作動され得る（そうでない場合、酸素
濃縮器は、非活動モードで作動され得る）。その他のモードおよび閾値もまた企図されて
いる。
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【０１０５】
　一部の実施形態では、活動モードにおいて、圧力センサ１９４の感度は、機械的に、電
子的に、またはプログラムで減衰され得る。例えば、活動モードの間、コントローラ４０
０は、ユーザの呼吸の開始を示すより大きい圧力差を探し得る（例えば、より高い閾値が
、検出された圧力差と比較されて、ボーラス投与量の酸素を放出すべきかどうか判定し得
る）。一部の実施形態では、圧力センサ１９４は、圧力差に対する感度を下げるように機
械的に変更され得る。一部の実施形態では、圧力センサからの電子信号は、小さい圧力差
を無視するように電子的に変更され得る。このことは、活動モードの時に役立ち得る。一
部の実施形態では、非活動モードの間、圧力センサの感度が高められ得る。例えば、コン
トローラ４００は、ユーザの呼吸の開始を示すより小さい圧力差を探し得る（例えば、よ
り小さい閾値が、検出された圧力差と比較されて、ボーラス投与量の酸素を放出すべきか
どうか判定し得る）。一部の実施形態では、感度を上げた状態で、ユーザの吸気中、ボー
ラス投与量の酸素を供給するための応答時間が、減らされ得る。高い感度と少ない応答時
間は、所与の流量当量に必要とされるボーラス投与量を減らし得る。少ないボーラス投与
量はまた、酸素濃縮器１００のサイズおよび電力消費を減らし得る。
【０１０６】
　吸気プロファイルに基づくボーラス投与量供給
ある実施形態では、ボーラス投与量プロファイルが特定のユーザのプロファイルと調和す
るように設計され得る。そうするために、吸気プロファイルが、圧力センサ１９４および
流量センサ１８５から集めた情報に基づいて生成され得る。吸気プロファイルは、以下の
パラメータ、すなわち、ユーザの呼吸数、ユーザの吸気量、ユーザの呼気量、ユーザの吸
気流量、およびユーザの呼気流量のうちの１つまたは２つ以上に基づいて評価され得る。
ユーザの呼吸数は、先述のように、圧力センサ１９４または流量センサ１８５を用いて吸
気の開始を検出することによって評価され得る。吸気量は、吸気中の圧力変化を測定して
、圧力変化に基づいて吸気量を算出また経験的に評価することによって評価され得る。あ
るいは、吸気量は、吸気中の流量を測定して、吸気の流量および長さに基づいて吸気量を
算出または経験的に評価することによって評価され得る。呼気量は、呼気中の正方向の圧
力変化、または流量および呼気時間のいずれかを用いて同様に評価され得る。ユーザの吸
気流量は、吸気の開始直後から測定される。吸気の終了の検出は、圧力センサまたは流量
センサに基づき得る。吸気の開始が圧力センサによって検出される場合、開始は、圧力降
下によって特徴付けられる。圧力が上昇し始めると、吸気が完了したとみなされる。吸気
の開始が流量センサによって検出される場合、開始は、流量の増加によって特徴付けられ
る。流量が減少し始めると、吸気が完了したとみなされる。
【０１０７】
　人間が意識を保つのに必要な酸素の最小量が存在する。速く呼吸している人は、呼吸の
たびに少ない量の空気を取り込み、そのために、吸気ごとに必要とする酸素富化ガスの量
が少ない。患者ごとにいくらかの違いがあるが、この関係は、呼吸ごとの平均流量を数学
的に確立するために用いることができる。多数の患者の測定を行うことにより、吸気の開
始から呼気の開始までの相対流量のプロファイルが確立され得る。この流れプロファイル
をテンプレートとして用いて、呼吸数に基づいて算出した実際の流量が、算出した実際の
流量プロファイルに数学的に調節され得る。このプロファイルは、送達バルブの開閉を調
整するために使用されて、患者の呼吸数に基づいて患者の理想的なプロファイルを作成し
得る。ユーザの集団から集めた吸気プロファイルデータは、検出した吸気プロファイルに
基づいて適切な調整を行うアルゴリズムを生成するために使用され得る。あるいは、ルッ
クアップテーブルが、検出した吸気プロファイルに基づいてバルブ作動持続時間およびパ
ルス量を制御するために使用され得る。
【０１０８】
　患者の吸気プロファイルの測定は、患者に供給される酸素富化ガスのボーラス投与量の
制御のためのより正確な基準を提供する。例えば、吸気の開始に基づいて酸素富化ガスを
送達することは、個々のユーザ間の差異を考慮しない場合もある。例えば、呼吸数が似て
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いる人々は、異なる吸気／呼気量、吸気／呼気流量を有し得るため、処方量の酸素を生成
するために必要なボーラス投与量要件が異なる場合がある。一実施形態では、吸気プロフ
ァイルは、吸気中の空気の流量および吸気の持続時間に基づいて生成される。その結果、
吸気プロファイルは、吸気中、特定のユーザが吸いこむ空気の量を予測するものとして使
用され得る。このようにして、吸気プロファイル情報は、ユーザに供給される酸素富化空
気の量を修正するために使用されて、処方されたレベルの酸素が確実に受けられるように
し得る。ユーザに供給される酸素量は、アキュムレータからの酸素富化ガスの放出頻度お
よび／または持続時間を、供給バルブ１６０で修正することによって調整され得る。患者
の吸気プロファイルを辿ることにより、コントローラは、送達供給バルブの作動を調整し
て、無駄な逆流を引き起こすことなく、酸素を最大量で供給するために、ボーラス投与量
のプロファイルを理想的なものとする。
【０１０９】
　図１１は、家庭用酸素濃縮器７２０に連結された携帯用酸素濃縮器１００の別の概略図
を示している。携帯用酸素濃縮器１００は、圧縮システム２００を含むが、家庭用酸素濃
縮器７２０は、圧縮器を含まない。圧縮システム２００は、圧縮空気を生成して、圧縮空
気をバルブ７２０に送る。バルブ７２０は、携帯用酸素濃縮器へ、または圧縮空気を家庭
用酸素濃縮器７２０に導く導管７６５への圧縮空気の流れを制御する。この構成では、圧
縮システム２００は、携帯用酸素濃縮器１００のキャニスタ３０２、３０４および／また
は定置式酸素濃縮器７２０のキャニスタ７３０に空気を送ることができる。バルブ７６０
は、三方弁または空気流を制御するのに好適な任意のその他のバルブであり得る。バルブ
７６０は、コントローラ４００によって制御され得る。ハイブリッド酸素濃縮器装置７２
０を使用する場合、ユーザは、携帯用酸素濃縮器１００および／または定置式酸素濃縮器
６２０で生成された酸素を使用することを選択し得る。
【０１１０】
　別の実施形態では、家庭用酸素濃縮器８００は、図１２に示すように、携帯用酸素濃縮
器なしで動作され得る。この実施形態では、家庭用酸素濃縮器８００は、少なくとも２つ
のキャニスタと、少なくとも２つのキャニスタ内に配置されるガス分離吸着剤と、圧縮シ
ステムと、キャニスタを互いに連結する１つまたは２つ以上の導管と、導管に連結される
１つまたは２つ以上のバルブとを含み得る。コントローラ８２０は、家庭用酸素濃縮器８
００に対して取り外し可能に連結され得る。コントローラ８２０は、圧縮器およびバルブ
に制御命令を提供して、上に説明された方式で、圧縮システムによりキャニスタ内に送ら
れた空気から酸素富化ガスを生成し得る。コントローラ８２０は、携帯用酸素濃縮器コン
トローラの代わりをし得る。
【０１１１】
　一部の実施形態では、コントローラ８２０は、家庭用酸素濃縮器および携帯用酸素濃縮
器の両方に連結可能である。コントローラ８２０は、ユーザのためにカスタマイズされた
処方情報でプログラムされ得る。ユーザが家庭用酸素濃縮器から携帯用酸素濃縮器に切り
替えた場合、ユーザは、コントローラ８２０を家庭用酸素濃縮器から取り外して、コント
ローラ携帯用酸素濃縮器の好適な置き場に置いてもよい。このようにして、患者の処方情
報は、各装置を独立にプログラムする必要なしで、一方の装置から他方の装置に伝達され
得る。
【０１１２】
　ある実施形態では、コントローラ８２０は、無線の受信器および／または送信器を含み
得る。無線の受信器および／または送信器は、いずれかのシステムが送信器／受信器の動
作範囲内にある場合、家庭用酸素濃縮器または携帯用酸素濃縮器に制御信号を送信するた
めに使用され得る。一実施形態では、家庭用酸素濃縮器は、コントローラ８２０から第１
の酸素濃縮器のサブコントローラに無線信号を送信することによって制御され得る。コン
トローラ８２０はまた、無線制御信号を携帯用酸素濃縮器に提供することによって、携帯
用酸素濃縮器を操作するために使用され得る。
【０１１３】
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　本特許出願では、特定の米国特許、米国特許出願、およびその他の文献（例えば、記事
）が参照により援用されている。ただし、このような米国特許、米国特許出願、およびそ
の他の文献の文章は、そのような文章と本明細書に説明されるその他の記載および図面と
の間に矛盾が生じない範囲内においてのみ、参照により援用される。そのような矛盾が生
じた場合、そのような参照により援用される米国特許、米国特許出願、およびその他の文
献におけるあらゆるそのような矛盾を生じる文章は、特に、本特許出願に参照により援用
されない。
【０１１４】
　本説明を読めば、当業者には、本発明の様々な態様のさらなる修正および代替的な実施
形態が明らかであろう。したがって、本説明は、単なる例示として解釈されるべきもので
あり、当業者に本発明を実行するための一般的手法を教示する目的のものである。本明細
書に図示および説明される本発明の形態は、実施形態として解釈されるべきであるもので
あることを理解されたい。本発明の本説明の恩恵を得た後に当業者には明らかとなるよう
に、本明細書に図示および説明したものに関して、要素や材料の置換を行ってよく、部品
やプロセスを入れ替えてよく、本発明の特定の特徴を独立して利用してよい。以下の特許
請求の範囲に記載した本発明の精神および範囲から逸脱することなく、本明細書に記載し
た要素に変更がなされ得る。

【図１】 【図２】
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