
JP 5259583 B2 2013.8.7

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
対象者の鼻腔と連通して固定されるようになされた粘着性の鼻デバイスであって、
吸気よりも呼気を阻止するようになされた気流抵抗器（１０３、３７０５）であって、フ
ラップバルブ層（１０７、５０３、１１０１、３６０４）およびバルブリミッタ（１０９
、５０１、１０１０、１１０３、３６０８）を備える層状の前記気流抵抗器（１０３、３
７０５）と、
前記気流抵抗器を前記対象者の鼻腔と連通して固定するように構成された可撓性を有する
粘着性保持具層（１０１、２０９７、３６０２）であって、前記粘着性保持具層が前記気
流抵抗器の周囲に少なくとも部分的に延びる粘着性保持具層（１０１、２０９７、３６０
２）とを備える、粘着性の鼻デバイス。
【請求項２】
位置合わせガイドをさらに備える、請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
前記気流抵抗器が、実質的に平坦な層状の気流抵抗器を備える、請求項１に記載のデバイ
ス。
【請求項４】
前記粘着性の鼻デバイスが、対象者の両方の鼻孔の上に固定されるようになされた、請求
項１に記載のデバイス。
【請求項５】
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前記可撓性を有する粘着性保持具層が、前記気流抵抗器から離れて延び、前記対象者の鼻
孔のうちの片方または両方の周囲に密封を形成するように構成された、請求項１に記載の
デバイス。
【請求項６】
前記可撓性を有する粘着性保持具層が、基材層および生体適合性の粘着剤を備える、請求
項１に記載のデバイス。
【請求項７】
前記粘着性の鼻デバイスが全体的に平坦であり、対象者の鼻孔のうちの少なくとも片方の
上に固定されるように構成される、請求項１に記載のデバイス。
【請求項８】
前記気流抵抗器がリム本体を備える、請求項１に記載のデバイス。
【請求項９】
前記気流抵抗器がフラップバルブを備える、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１０】
前記気流抵抗器が、呼気の間に閉じた場合でも、空気が通過できるリーク経路を備える、
請求項１に記載のデバイス。
【請求項１１】
粘着性の鼻デバイスを作製する方法であって、
可撓性を有する粘着性基材を貫通する開口を形成するステップと、
前記開口を横切って可撓性を有するバルブ（１０７、５０３、１１０１、３６０４）に隣
接してフラップバルブ・リミッタ１０９、５０１、１０１０、１１０３、３６０８）を固
定することによって、前記開口を横切って前記気流抵抗器を固定することにより、前記開
口を横切って気流抵抗器を固定するステップであって、前記気流抵抗器が吸気よりも呼気
を阻止するように構成されたステップと、
前記可撓性を有する粘着性基材が、鼻、またはその周囲に前記粘着性の鼻デバイスを固定
できるように、前記可撓性を有する粘着性基材を構成するステップとを含む方法。
【請求項１２】
前記可撓性を有する粘着性基材を構成する前記ステップが、対象者の鼻腔の上に適合する
ように前記可撓性を有する粘着性基材を切断するステップを含む、請求項１１に記載の方
法。
【請求項１３】
前記固定するステップが、前記開口にリム本体を固定するステップを含み、前記リム本体
がバルブを少なくとも部分的に囲む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
前記固定するステップが、前記開口を横切ってフラップバルブを備える気流抵抗器を固定
するステップを含む、請求項１１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００７年３月７日に出願の（「ＮＡＳＡＬ　ＤＥＶＩＣＥＳ」という名称
の）第６０／９０５，８５０号、２００６年１１月１６日に出願の（「ＮＡＳＡＬ　ＤＥ
ＶＩＣＥＳ」という名称の）第６０／８５９，７１５号、２００６年６月７日に出願の（
「ＲＥＳＰＩＲＡＴＯＲＹ　ＤＥＶＩＣＥＳ」という名称の）第６０／８１１，８１４号
の米国仮特許出願の優先権を主張する。これらの仮特許出願のそれぞれは、その全体が参
照によって本明細書に組み込まれる。
【背景技術】
【０００２】
　鼻呼吸デバイスは、以下の米国特許出願、２００５年１２月８日に出願の（「ＮＡＳＡ
Ｌ　ＲＥＳＰＩＲＡＴＯＲＹ　ＤＥＶＩＣＥＳ」という名称の）米国特許出願第１１／２
９８，６４０号、２００５年１２月８日に出願の（「ＲＥＳＰＩＲＡＴＯＲＹ　ＤＥＶＩ
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ＣＥＳ」という名称の）米国特許出願第１１／２９８，３３９号、２００５年１２月８日
に出願の（「ＭＥＴＨＯＤＳ　ＯＦ　ＴＲＥＡＴＩＮＧ　ＲＥＳＰＩＲＡＴＯＲＹ　ＤＩ
ＳＯＲＤＥＲＳ」という名称の）米国特許出願第１１／２９８，３６２号、に詳細に記載
され、そのそれぞれは全体的に本明細書に組み込まれる。
【０００３】
　これらの特許出願は、一般に、そのようなデバイスの使用により様々な病状を治療する
ための、鼻呼吸デバイスおよび方法を記載する。これらの病状には、それに限定されるわ
けではないが、いびき、睡眠時無呼吸（閉塞性、中枢性、複合型、および混合型）、チェ
ーンストークス呼吸、ＵＡＲＳ、ＣＯＰＤ、高血圧、喘息、ＧＥＲＤ、心不全、およびそ
の他の呼吸症状および睡眠症状が含まれる。そのような鼻呼吸デバイスは一般に、呼気終
末陽圧（「ＰＥＥＰ」）または呼気気道内陽圧（「ＥＰＡＰ」）を誘発し、鼻腔と連通し
て除去可能に固定されるようになされる。同様に、本明細書に説明される呼吸デバイスは
、１つまたは複数の呼気抵抗バルブを有する任意のデバイスを備えることができる。これ
らのデバイスは、近位端の開口および遠位端の開口を有する通路、通路と連通するバルブ
（または気流抵抗器（ａｉｒｆｌｏｗ　ｒｅｓｉｓｔｏｒ））、および通路を形成する外
壁と連通する保持具を備えることができる。保持具は、鼻腔内部（または鼻腔上もしくは
その周囲）に呼吸デバイスを除去可能に固定するように構成される。バルブまたは抵抗器
の例は、これまでに組み込まれた米国仮特許出願第６０／８１１，８１４号に見ることも
できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許出願第１１／２９８，６４０号
【特許文献２】米国特許出願第１１／２９８，３３９号
【特許文献３】米国特許出願第１１／２９８，３６２号
【特許文献４】米国仮特許出願第６０／８１１，８１４号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　これらのデバイスの全体的な説明を機能的におよび例として述べてきたが、鼻呼吸デバ
イスのいくつかの特定の変形形態は、上記に述べられていない。したがって、前述のデバ
イス、キット、および方法に対して改善すること、特に鼻デバイスのいくつかの実施形態
、および鼻呼吸デバイスを配置し、使用し、製造し、挿入し、除去する方法をより完全に
発展させることが有益である。鼻デバイスの特定の変形形態、鼻デバイス用の付属品、鼻
デバイスを使用する方法、および鼻デバイスを含むキットが下記に説明される。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　鼻デバイスの特定の変形形態、鼻デバイス用の付属品、鼻デバイスを使用する方法、お
よび鼻デバイスを含むキットが本明細書に説明される。特に、粘着性の鼻デバイスが説明
される。粘着性の鼻デバイスは、片方または（より一般的には）両方の鼻孔を通る気流を
修正するために対象者によって着用できる。下記により詳細に記載されるように、粘着性
の鼻デバイスは、鼻孔を通る気流が主として（または排他的に）鼻デバイスを通過するよ
うに、対象者の鼻孔の上に固定できる。一般に、粘着性の鼻デバイスは、粘着剤によって
、対象者の鼻孔の上に、その一部分の上に、および／またはその少なくとも一部分の内部
に、除去可能に固定される。
【０００７】
　本明細書では、用語、「粘着性の鼻デバイス」は、対象者の鼻孔のうちの片方または両
方を覆うためのデバイスを指すことができる。したがって、本明細書の説明は、対象者の
鼻孔の両方の上に適合するようになされた鼻呼吸デバイスに適用することができる。
【０００８】
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　本明細書に説明された粘着性の鼻デバイスは、完全に可撓性を有し、または部分的に剛
性を有し、または完全に剛性を有する。たとえば、本明細書に説明されるデバイスは、少
なくとも部分的に可撓性を有する粘着性保持具領域、および気流抵抗器を備えることがで
きる。気流抵抗器は可撓性を有しても、剛性を有してもよい。いくつかの変形形態では、
本明細書に説明されるデバイスは、デバイスを対象者の鼻の上に固定する場合に、対象者
がデバイスの向きを決めるのを補助するための１つまたは複数の位置合わせガイドも含む
。たとえば、位置合わせガイドは、気流抵抗器を対象者の鼻孔の開口の上にほぼ中心を合
わせられるように位置決めするために使用できる。
【０００９】
　一般に、粘着性の鼻デバイスは、対象者の鼻と連通し、特に対象者の鼻腔の片方または
両方と連通して固定できる。典型的な粘着性の鼻デバイスは、第２の方向の気流よりも第
１の方向への気流に抵抗するように構成された気流抵抗器、および少なくとも部分的に対
象者の鼻孔を横切って気流抵抗器を固定するように構成された粘着性保持具を備えること
ができる。保持具は、生体適合性の粘着剤、および対象者の鼻の少なくとも一部分に一致
するように構成された可撓性を有する領域を備えることができる。
【００１０】
　気流抵抗器は、デバイスを通り鼻孔を出入りする空気の流れを調節できる。いくつかの
変形形態では、粘着性の鼻デバイスは、１つの気流抵抗器が各鼻孔と流体連通するように
構成された２つの気流抵抗器を備える。さらに、粘着性の鼻デバイスは、対象者の鼻の通
路と連通して粘着性の鼻デバイスを固定するように構成された（たとえば保持具領域また
は層などの）粘着性保持具を備える。
【００１１】
　本明細書に述べられる粘着性の鼻デバイスは、層で構成できる。層状の鼻デバイス（層
状の粘着性の鼻デバイスと呼ばれることもある）は、前述のように完全に可撓性を有して
も、部分的に可撓性を有してもよい。たとえば、層状の鼻デバイスは、第２の方向への気
流よりも第１の方向への気流に抵抗するように構成された気流抵抗器（気流抵抗器はフラ
ップバルブ制限層に隣接するフラップバルブ層を備える）、および気流抵抗器が動作可能
に横切って固定される開口を備える粘着性保持具層を備えることができる。気流抵抗器は
、実質的に粘着性保持具層の平面に配置できる。粘着性保持具層は、生体適合性の粘着剤
を含む可撓性を有する基材から作製できる。
【００１２】
　本明細書に述べられる任意の粘着性の鼻デバイスは、気流抵抗器が閉じた場合でも空気
が通過できる１つまたは複数のリーク経路（ｌｅａｋ　ｐａｔｈｗａｙｓ）を備えること
ができる。したがって、（たとえば呼気の間の）空気の基本的な（「リーク」）流れがあ
る可能性がある。リーク経路は、鼻の呼吸デバイスの任意の部分または領域にあることが
できる。たとえば、気流抵抗器は、少なくとも１つのリーク経路を有することができる。
【００１３】
　フラップバルブ（またはフラップバルブ層）は、複数のバルブリーフレットを備えるこ
とができる。したがって、フラップバルブは、下記により詳細に説明されるように、複数
の移動可能なフラップに分割される、シリコーンまたはポリウレタン（あるいは任意のそ
の他の適切な材料）の可撓性を有する層であることができる。たとえば、フラップバルブ
層は、フラップバルブ層を横切って間隔を置いて配置された複数のバルブリーフレットを
備えることができる。各バルブリーフレットは（たとえば吸気の間に開き、呼気の間に閉
じるなど）開閉できる。いくつかの変形形態では、フラップバルブは、中心点から開く複
数のバルブリーフレットを備える。たとえば、フラップバルブは、三角形のリーフレット
を形成するために、単一の点（または領域）から放射状に広がる切り込みスポーク（ｃｕ
ｔｔｉｎｇ　ｓｐｏｋｅｓ）によって形成できる。
【００１４】
　気流抵抗器は、フラップバルブおよびフラップバルブ・リミッタを備えることができる
。フラップバルブ・リミッタは、フラップバルブ制限層として構成できる。この制限層は
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、フラップバルブに（直接的、または機能的に）隣接でき、１つの方向に開くフラップバ
ルブの能力を制限できる。フラップバルブ・リミッタ（または制限層）は、１つの方向に
フラップバルブが開くのを完全に防止でき、または１つの方向にフラップバルブが開くの
を部分的に防止できる。たとえば、フラップバルブ・リミッタは、メッシュまたは複数の
クロスストラット（ｃｒｏｓｓ　ｓｔｒｕｔｓ）であることができる。クロスストラット
は、支持部材または横ばりと呼ぶこともできる。クロスストラットまたは横ばりは、気流
抵抗器（たとえばフラップバルブなど）によって調整される通路の一部分のみ横切って延
びることができる。たとえば、クロスストラットは、通路全体を横切って延びることのな
い部分的なストラットであることができるが、それでもフラップバルブの１つまたは複数
のリーフレットを支持できる。
【００１５】
　いくつかの変形形態では、本明細書に説明される粘着性の呼吸デバイスは、１つまたは
複数の位置合わせガイドを有する。位置合わせガイドは一般に、対象者が、デバイスを片
方（または両方）の鼻孔に（たとえば、気流抵抗器が鼻の開口と連通して位置合わせされ
るように）適切な向きで装着するのを補助する。任意の適切な位置合わせガイドが使用で
きる。たとえば、位置合わせガイドは、片方または両方の鼻の開口に適合できる色または
形状などの、（たとえば鏡で）デバイスを位置合わせするために対象者が見ることができ
る視覚的な位置合わせガイドを備えることができる。したがって、いくつかの変形形態で
は、デバイスの少なくとも１つの領域が透明または不透明であることができ、鼻の開口の
少なくとも一部分がデバイスを通して見ることができるようになる。位置合わせガイドは
、触覚的な位置合わせガイドであることができる。触覚的な位置合わせガイドは、対象者
（たとえば対象者の指および／または鼻）によって触感できる。たとえば、位置合わせガ
イドは、リング、稜、隆起、柱などであることができる。いくつかの変形形態では、位置
合わせガイドはデバイスが装着された場合に対象者の鼻に少なくとも部分的に延びる。た
とえば、位置合わせガイドは、円錐または円錐形領域であることができる。
【００１６】
　第２の方向への気流よりも第１の方向への気流に抵抗するように構成された層状の気流
抵抗器（層状の気流抵抗器は、フラップバルブ制限層に隣接するフラップバルブを備える
）、および層状の気流抵抗器を対象者の鼻腔と連通して固定するように構成された粘着性
保持具層を備える対象者の鼻腔と連通して粘着的に固定されるようになされた層状の鼻デ
バイスも、本明細書に説明される。これらのデバイスは、少なくとも１つのリーク経路を
備えることができる。たとえば、リーク経路は、層状の気流抵抗器を通ることができる。
いくつかの変形形態では、気流抵抗器層は、実質的に粘着性保持具層の平面に配置できる
。
【００１７】
　粘着性保持具層は、可撓性を有する基材および生体適合性の粘着剤を含むことができる
。
　いくつかの変形形態では、フラップバルブは、複数のバルブリーフレットから作成され
る。フラップバルブは、中心点から開くように構成された複数のバルブリーフレットを備
えることができる。いくつかの変形形態では、フラップバルブはフラップバルブ層の一部
分である。したがって、フラップバルブは、フラップバルブ層に形成された複数のバルブ
リーフレットを備えることができる。いくつかの変形形態では、フラップバルブは粘着性
保持具層に形成される。一般に、フラップバルブは、シリコーンまたはポリウレタンを含
む任意の適切な材料から作製できる。
【００１８】
　任意の適切なフラップバルブ制限層が使用できる。たとえば、フラップバルブ制限層は
メッシュを備えることができる。いくつかの変形形態では、フラップバルブ制限層は、複
数のストラットを備える。いくつかの変形形態では、フラップバルブ制限層は、複数の部
分的なストラットを備える。
【００１９】
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　本明細書に述べられる任意のデバイスは、リング、円錐形の位置合わせガイド、触覚的
な位置合わせガイド、または視覚的な位置合わせガイドなどの位置合わせガイドを備える
こともできる。
【００２０】
　いくつかの変形形態では、デバイスは、さらに支持フレームを備えることができる。支
持フレームは除去可能であることができる。たとえば、支持フレームは、デバイスの保持
具領域を含んでデバイスを支持でき、デバイスが対象者に装着された後に完全に、または
部分的に除去可能である。いくつかの変形形態では、支持フレームは装着された後に鼻デ
バイスに残る。
【００２１】
　第２の方向への気流よりも第１の方向への気流に抵抗するように構成された層状の気流
抵抗器を備える、対象者の鼻腔と連通して粘着的に固定されるようになされた層状の鼻デ
バイス（層状の気流抵抗器は、フラップバルブ・リミッタに隣接するフラップバルブを備
える）、および基材層、生体適合性の粘着剤の層、および生体適合性の粘着剤を少なくと
も部分的に覆う除去可能な保護カバー層を備える層状粘着性保持具も本明細書に説明され
る。層状の粘着性保持具は、少なくとも部分的に層状の気流抵抗器を囲むことができる。
位置合わせガイドは、これらのデバイスの一部分として使用することもできる。フラップ
バルブは、層状の保持具の基材層から形成できる。いくつかの変形形態では、フラップバ
ルブは、中心点から開くように構成された複数のバルブリーフレットを備える。
【００２２】
　上記に示したように、任意のこれらのデバイスは支持フレームを備えることもできる。
いくつかの変形形態では、支持フレームは支持フレーム層である。粘着性の鼻デバイスの
層状の粘着性保持具から保護カバーを除去するステップ（粘着性の鼻デバイスは層状の気
流抵抗器を備える）と、対象者の鼻腔のうちの少なくとも１つと連通して層状の気流抵抗
器を配置するステップと、粘着性の鼻デバイスを対象者の鼻に粘着的に固定するステップ
とを含む対象者を治療する方法も本明細書に説明される。
【００２３】
　生体適合性の粘着剤を含む粘着層を形成するステップと、フラップバルブを形成するス
テップと、フラップバルブ・リミッタを形成するステップと、フラップバルブ・リミッタ
がフラップバルブに隣接するようにフラップバルブ・リミッタをフラップバルブおよび粘
着層に固定するステップとを含む層状の鼻デバイスを製造する方法も本明細書に説明され
る。方法は位置合わせガイドをフラップバルブ・リミッタ、フラップバルブ、および粘着
層と連通して固定するステップも含むことができる。
【００２４】
　いくつかの変形形態では、方法は粘着層を貫通する開口を形成するステップ、およびフ
ラップバルブ・リミッタを開口と連通してフラップバルブに隣接して固定するステップも
備える。可撓性を有する粘着性基材を貫通して開口を形成するステップと、開口を横切っ
て可撓性を有するバルブに隣接してフラップバルブ・リミッタを固定することによって開
口を横切って気流抵抗器を固定するステップとを含む粘着性の鼻デバイスを作製する方法
も本明細書に説明される。
【００２５】
　層状のデバイスもバッチ（または大量）製造法によって製造できる。さらに、本明細書
に説明される層状のデバイスは、通路を形成するリム本体領域を備える前述の鼻デバイス
（粘着性鼻デバイスを含む）と対比できる。層状のデバイスは通路を備えることができる
が、層状のデバイスは実質的に平坦であることができる。したがって、これらの層状のデ
バイスはリム本体領域を含まなくてもよい。
【００２６】
　粘着性の鼻デバイスは、対象者の鼻腔と連通して除去可能に固定されるようになされて
もよい。粘着性保持具は、気流抵抗器が対象者の鼻の開口と連通するように対象者の鼻あ
るいは片方または両方の鼻孔を横切って鼻デバイスを固定するように構成された生体適合
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性の粘着剤を備えることができる。デバイスを患者の鼻の開口（または鼻のオリフィス）
と連通して配置する場合、気流抵抗器（たとえば気流抵抗器層）は、鼻の開口（または両
方の鼻の開口）と位置合わせすることができる。本明細書に説明された任意のデバイスで
は、粘着性保持具領域は、デバイスが対象者によって着用された場合に対象者の口を実質
的に覆わないように構成できる。したがって、デバイスは、粘着性保持具がデバイスを対
象者の鼻孔のうちの１つのみ、または対象者の鼻孔の両方と連通して固定するように構成
できる。
【００２７】
　本明細書に説明される粘着性の鼻デバイスのいくつかの変形形態（特に対象者の鼻孔の
両方を覆うように構成された変形形態）では、デバイスは粘着性保持具にブリッジ領域も
備えることができる。ブリッジ領域は対象者の鼻孔のそれぞれの上に、一部分の上に、お
よび／または少なくとも一部分の内部に適合するように構成された気流抵抗器の間に配置
できる。
【００２８】
　上述のように、粘着性保持具は可撓性を有する粘着性の基材、および／または（たとえ
ば粘着層の粘着剤を露出させるために剥がし取ることによって除去されるように構成され
た）保護カバーを備えることができる。デバイスは、それを装着する対象者によって把持
されるように構成されたタブまたはハンドルを備えることもできる。いくつかの変形形態
では、このタブまたはハンドルは、層状の粘着性保持具領域から形成される。
【００２９】
　デバイスの様々な構成要素は、下記により詳細に説明されるような任意の適切な材料か
ら作製できる。たとえばデバイスの様々な構成要素（たとえば位置合わせガイド）は、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、ポリカ
ーボネート、ポリウレタン、またはポリエーテルエーテルケトンなどの医療グレードのプ
ラスチックで作製できる。気流抵抗器はフラップバルブであることができ、フラップはシ
リコーンまたは熱可塑性ウレタンから作製できる。粘着性保持具は、シリコーン、ポリウ
レタン、またはポリエチレンから作製された粘着性基材を含むことができる。粘着性保持
具上の生体適合性の粘着剤の例は、親水コロイドまたはアクリルを含むことができる。
【００３０】
　いくつかの変形では、呼吸デバイスはさらに、活性剤を含むことができる。いくつかの
変形では、この活性剤は（たとえば医薬などの）薬剤である。いくつかの変形では、この
活性剤は香水などの臭気剤を含む。いくつかの変形では、活性剤はメントール、ユーカリ
油、および／またはフェノールを含む。別の変形では、呼吸デバイスは、それに限定され
るわけではないが、吸入器および噴霧器を含む治療またはその他の医療処置を行うことが
できる、その他の肺に関係するデバイスまたは医療用デバイスと共に使用できる。
【００３１】
　いくつかの変形では、呼吸デバイスはさらに、フィルタを含むことができる。このフィ
ルタは、（たとえばデバイスが吸気の間には濾過できるが呼気の間には濾過できないなど
）通路を通って流れる空気を一方向に、別の方向より多く濾過するフィルタなどの移動可
能なフィルタであってよい。
【００３２】
　本明細書に示す全ての公報および特許出願は、それぞれの個別の公報または特許出願が
全体を参照によって組み込むために具体的かつ個々に示されたのと同じ範囲に、それらの
全体が参照によって本明細書に組み込まれる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１Ａ】図１Ａは層状の粘着性保持具の１つの変形形態を上面図で示す。
【図１Ｂ】図１Ｂは層状の粘着性保持具の１つの変形形態を分解斜視図で示す。
【図２Ａ】図２Ａはフラップバルブの別の変形形態である。
【図２Ｂ】図２Ｂはフラップバルブの別の変形形態である。
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【図２Ｃ】図２Ｃはフラップバルブの別の変形形態である。
【図２Ｄ】図２Ｄはフラップバルブの別の変形形態である。
【図２Ｅ】図２Ｅはフラップバルブの別の変形形態である。
【図２Ｆ】図２Ｆはフラップバルブの別の変形形態である。
【図２Ｇ】図２Ｇはフラップバルブの別の変形形態である。
【図３Ａ】図３Ａはフラップバルブの別の変形形態である。
【図３Ｂ】図３Ｂはフラップバルブの別の変形形態である。
【図３Ｃ】図３Ｃはフラップバルブの別の変形形態である。
【図３Ｄ】図３Ｄはフラップバルブの別の変形形態である。
【図３Ｅ】図３Ｅはフラップバルブの別の変形形態である。
【図３Ｆ】図３Ｆはフラップバルブの別の変形形態である。
【図３Ｇ】図３Ｇはフラップバルブの別の変形形態である。
【図３Ｈ】図３Ｈはフラップバルブの別の変形形態である。
【図４】フラップバルブの異なる変形形態を示す表である。
【図５Ａ】図５Ａはフラップバルブおよびフラップバルブ・リミッタの別の変形形態であ
る。
【図５Ｂ】図５Ｂはフラップバルブおよびフラップバルブ・リミッタの別の変形形態であ
る。
【図５Ｃ】図５Ｃはフラップバルブおよびフラップバルブ・リミッタの別の変形形態であ
る。
【図６Ａ】図６Ａはフラップバルブおよびフラップバルブ・リミッタの別の変形形態であ
る。
【図６Ｂ】図６Ｂはフラップバルブおよびフラップバルブ・リミッタの別の変形形態であ
る。
【図７Ａ】図７Ａはフラップバルブおよびフラップバルブ・リミッタの別の変形形態であ
る。
【図７Ｂ】図７Ｂはフラップバルブおよびフラップバルブ・リミッタの別の変形形態であ
る。
【図８Ａ】フラップバルブおよびフラップバルブ・リミッタの別の変形形態である。
【図８Ｂ】フラップバルブおよびフラップバルブ・リミッタの別の変形形態である。
【図８Ｃ】フラップバルブおよびフラップバルブ・リミッタの別の変形形態である。
【図８Ｄ】フラップバルブおよびフラップバルブ・リミッタの別の変形形態である。
【図８Ｅ】フラップバルブおよびフラップバルブ・リミッタの別の変形形態である。
【図８Ｆ】フラップバルブおよびフラップバルブ・リミッタの別の変形形態である。
【図８Ｇ】フラップバルブおよびフラップバルブ・リミッタの別の変形形態である。
【図９Ａ】図９Ａはフラップバルブおよびフラップバルブ・リミッタの別の変形形態であ
る。
【図９Ｂ】図９Ｂはフラップバルブおよびフラップバルブ・リミッタの別の変形形態であ
る。
【図９Ｃ】図９Ｃはフラップバルブおよびフラップバルブ・リミッタの別の変形形態であ
る。
【図１０Ａ】フラップバルブ・リミッタの別の変形形態である。
【図１０Ｂ】フラップバルブ・リミッタの別の変形形態である。
【図１０Ｃ】フラップバルブ・リミッタの別の変形形態である。
【図１０Ｄ】フラップバルブ・リミッタの別の変形形態である。
【図１０Ｅ】フラップバルブ・リミッタの別の変形形態である。
【図１０Ｆ】異なる背圧での異なるフラップバルブ・リミッタの流量を示すグラフである
。
【図１１Ａ】図１１Ａは気流抵抗器の側断面図である。
【図１１Ｂ】図１１Ｂはフラップバルブ・リミッタの別の変形形態である。
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【図１２Ａ】図１２Ａは粘着性の鼻デバイス用の位置合わせガイドの異なる変形形態であ
る。
【図１２Ｂ】図１２Ｂは粘着性の鼻デバイス用の位置合わせガイドの異なる変形形態であ
る。
【図１２Ｃ】図１２Ｃは粘着性の鼻デバイス用の位置合わせガイドの異なる変形形態であ
る。
【図１２Ｄ】図１２Ｄは粘着性の鼻デバイス用の位置合わせガイドの異なる変形形態であ
る。
【図１３】粘着性の鼻デバイス用の位置合わせガイドの異なる変形形態である。
【図１４Ａ】図１４Ａは粘着性の鼻デバイス用の位置合わせガイドの異なる変形形態であ
る。
【図１４Ｂ】図１４Ｂは粘着性の鼻デバイス用の位置合わせガイドの異なる変形形態であ
る。
【図１５】粘着性の鼻デバイス用の位置合わせガイドの異なる変形形態である。
【図１６Ａ】リム本体の変形形態である。
【図１６Ｂ】リム本体の変形形態である。
【図１６Ｃ】フラップバルブの変形形態である。
【図１６Ｄ】フラップバルブの変形形態である。
【図１７】粘着性の鼻デバイスの異なる変形形態を示すマトリクスである。
【図１８】層状の鼻デバイスの５つの例示の変形形態を示す。
【図１９Ａ】図１９Ａは層状の鼻デバイスを示す。
【図１９Ｂ】図１９Ｂは層状の鼻デバイスを示す。
【図１９Ｃ】図１９Ｃはデバイスを着用する対象者を示す。
【図１９Ｄ】図１９Ｄはデバイスを着用する対象者を示す。
【図１９Ｅ】図１９Ｅはデバイスを着用する対象者を示す。
【図２０Ａ】図１９Ａおよび１９Ｂのデバイスを製造する１つの方法を示す。
【図２０Ｂ】図１９Ａおよび１９Ｂのデバイスを製造する１つの方法を示す。
【図２０Ｃ】図１９Ａおよび１９Ｂのデバイスを製造する１つの方法を示す。
【図２０Ｄ】図１９Ａおよび１９Ｂのデバイスを製造する１つの方法を示す。
【図２０Ｅ】図１９Ａおよび１９Ｂのデバイスを製造する１つの方法を示す。
【図２０Ｆ】図１９Ａおよび１９Ｂのデバイスを製造する１つの方法を示す。
【図２０Ｇ】図１９Ａおよび１９Ｂのデバイスを製造する１つの方法を示す。
【図２１Ａ】図２１Ａは別の層状の鼻デバイスを示す。
【図２１Ｂ】図２１Ｂは別の層状の鼻デバイスを示す。
【図２２Ａ】図２１Ａおよび２１Ｂのデバイスを製造する１つの方法を示す。
【図２２Ｂ】図２１Ａおよび２１Ｂのデバイスを製造する１つの方法を示す。
【図２２Ｃ】図２１Ａおよび２１Ｂのデバイスを製造する１つの方法を示す。
【図２２Ｄ】図２１Ａおよび２１Ｂのデバイスを製造する１つの方法を示す。
【図２２Ｅ】図２１Ａおよび２１Ｂのデバイスを製造する１つの方法を示す。
【図２２Ｆ】図２１Ａおよび２１Ｂのデバイスを製造する１つの方法を示す。
【図２３Ａ】別の層状の鼻デバイスを示す。
【図２３Ｂ】別の層状の鼻デバイスを示す。
【図２３Ｃ】図２３Ａおよび２３Ｂに示されるデバイスの例である。
【図２３Ｄ】図２３Ａおよび２３Ｂに示されるデバイスの例である。
【図２３Ｅ】図２３Ｃおよび２３Ｄのデバイスを着用する対象者を示す。
【図２３Ｆ】図２３Ｃおよび２３Ｄのデバイスを着用する対象者を示す。
【図２４Ａ】図２３Ａおよび２３Ｂのデバイスを製造する１つの方法を示す。
【図２４Ｂ】図２３Ａおよび２３Ｂのデバイスを製造する１つの方法を示す。
【図２４Ｃ】図２３Ａおよび２３Ｂのデバイスを製造する１つの方法を示す。
【図２４Ｄ】図２３Ａおよび２３Ｂのデバイスを製造する１つの方法を示す。
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【図２４Ｅ】図２３Ａおよび２３Ｂのデバイスを製造する１つの方法を示す。
【図２４Ｆ】図２３Ａおよび２３Ｂのデバイスを製造する１つの方法を示す。
【図２５Ａ】別の層状の鼻デバイスを示す。
【図２５Ｂ】別の層状の鼻デバイスを示す。
【図２５Ｃ】図２５Ａおよび２５Ｂに示される粘着性の鼻デバイスを組み立てる１つの方
法を示す。
【図２６Ａ】別の層状の鼻デバイスを示す。
【図２６Ｂ】別の層状の鼻デバイスを示す。
【図２６Ｃ】円錐およびフラップバルブを備えるサブアセンブリを射出成形する１つの方
法を示す。
【図２６Ｄ】円錐およびフラップバルブを備えるサブアセンブリを射出成形する１つの方
法を示す。
【図２６Ｅ】円錐およびフラップバルブを備えるサブアセンブリを射出成形する１つの方
法を示す。
【図２７Ａ】射出成形されたフラップバルブを有するデバイスの異なる図を示す。
【図２７Ｂ】射出成形されたフラップバルブを有するデバイスの異なる図を示す。
【図２７Ｃ】射出成形されたフラップバルブを有するデバイスの異なる図を示す。
【図２８Ａ】層状の鼻デバイスを示す。
【図２８Ｂ】層状の鼻デバイスを示す。
【図２８Ｃ】層状の鼻デバイスを示す。
【図２９Ａ】層状の鼻デバイスの分解図を示す。
【図２９Ｂ】層状の鼻デバイスの分解図を示す。
【図２９Ｃ】層状の鼻デバイスの分解図を示す。
【図２９Ｄ】層状の鼻デバイスの分解図を示す。
【図３０】本明細書に示されるような層状の鼻デバイスを製造する方法を示す。
【図３１】本明細書に示されるような層状の鼻デバイスを製造する方法を示す。
【図３２Ａ】層状の鼻デバイスの別の変形形態を示す。
【図３２Ｂ】層状の鼻デバイスの別の変形形態を示す。
【図３２Ｃ】層状の鼻デバイスの別の変形形態を示す。
【図３２Ｄ】層状の鼻デバイスの別の変形形態を示す。
【図３３Ａ】本明細書に述べられるような粘着性の層状の鼻デバイスの１つの変形形態の
正面図を示す。
【図３３Ｂ】本明細書に述べられるような粘着性の層状の鼻デバイスの１つの変形形態の
背面図を示す。
【図３３Ｃ】図３３Ａおよび３３Ｂに示されるデバイスの分解斜視図を示す。
【図３４Ａ】図３４Ａは粘着性の鼻デバイスを使用する１つの例示の方法を示す。
【図３４Ｂ】図３４Ｂは粘着性の鼻デバイスを使用する１つの例示の方法を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　粘着性の鼻呼吸デバイスは、一般的な鼻の呼吸デバイスの一種であり、そのデバイスで
は、粘着性保持具領域がデバイスを対象者の鼻孔の片方または両方と流体連通して固定す
るために使用される。粘着性の呼吸デバイスを含む鼻呼吸デバイスは、対象者の呼吸を調
節するために使用される。たとえば、デバイスはそれを着用する対象者が呼吸する間、呼
気終末陽圧（ＰＥＥＰ）または呼気気道内陽圧（「ＥＰＡＰ」）を形成できる。本明細書
に記載される粘着性の呼吸デバイスおよび方法は、様々な病状を治療するために有用であ
ることができ、非治療的な目的にも有用であることができる。本明細書に述べられるデバ
イスおよび方法は、説明される特定の実施形態には限定されない。説明される特定の実施
形態に変形をなすことができ、それでもなお開示の範囲内に収まる。説明される例および
特定の実施形態は、限定するためのものではない。
【００３５】
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　本明細書では、粘着性の鼻デバイスは、片方の鼻孔を横切って、その一部分を横切って
、その少なくとも一部分の内部に、その中に、その上におよび／またはその周囲に適合し
（「片方の鼻孔用の鼻デバイス」）、または両方の鼻孔を横切って、その中に、その上に
、および／またはその周囲に適合する（「鼻全体用の鼻デバイス」）ように構成できる。
片方の鼻孔用の鼻デバイスおよび鼻全体用の鼻デバイスの両方は、本明細書で「粘着性の
鼻デバイス」と呼ぶことができ、（文脈が特別に示さない限り）片方の鼻孔用の鼻デバイ
スに関して述べられる任意の特徴が鼻全体用の鼻デバイスについて使用でき、その反対に
ついても同じことが言える。いくつかの変形形態では、粘着性の鼻デバイスは対象者の鼻
に装着できる一体型の粘着性の鼻デバイスを形成するために連結された２つの片方の鼻孔
用の鼻デバイスから形成される。片方の鼻孔用の鼻デバイスは、ブリッジ（またはコネク
タと呼ぶこともできるブリッジ領域）によって連結できる。ブリッジは、粘着性の鼻デバ
イスが様々な相貌に適合するように調整できるように移動可能である（たとえば可撓性を
有する）ことができる。ブリッジは、鼻デバイスと一体であることができる。いくつかの
変形形態では、（使用者によって着用された場合に）粘着性保持具領域が対象者の鼻の上
に重なることができるように、ブリッジによって連結されないがそれぞれが粘着性領域を
含む、片方の鼻孔用の鼻デバイスが使用される。
【００３６】
　層状の鼻デバイスは、特に興味深いものであり、下記により完全に説明される。層状の
粘着性の鼻デバイスは、２つ以上の層を有することができる。たとえば、層状の鼻デバイ
スは粘着性保持具層および気流抵抗器層を有することができる。これらの層は、別々の層
から構成でき、これらの層は他の層によって分離でき、またはそれらは隣接することがで
きる。粘着性保持具層は、それ自体は（任意で基材層、保護的な被覆層、粘着層などの）
層から形成でき、したがって層状の粘着性保持具と呼ぶことができる。同様に、気流抵抗
器は（任意でフラップバルブ層、バルブリミッタ層など）複数の層から形成でき、したが
って層状の気流抵抗器と呼ぶことができる。いくつかの変形形態では、層状の粘着性保持
具および層状の気流抵抗器は１つまたは２つの層を共有する。たとえば、フラップバルブ
層および粘着性の基材層は、同じ層であることができ、その層ではフラップバルブ層のリ
ーフレットが基材層の材料から切断される。本明細書では、「層」は（たとえば平坦な）
全体的に平面形状（ｐｌａｎａｒ　ｇｅｏｍｅｔｒｙ）であるが、それは断面で均一また
は不均一であることができる厚さを有することができる。
【００３７】
　この明細書では、単数形「ａ」「ａｎ」および「ｔｈｅ」は、文脈が明確に示さない限
り、複数形の指示も含む。以下の説明は、様々な設計のパラメータまたは目標、および設
計のパラメータまたは目標に適合する方法およびデバイスを含む。本明細書に説明される
（および任意の請求項によって記載される）デバイスおよび方法は、任意の特定の動作の
理論に限定されない。
【００３８】
　全体的に、本明細書に記載される粘着性の鼻デバイスは、保持具領域（または保持具層
）および少なくとも１つの気流抵抗器を備える。図から明らかであるように、これらのデ
バイスのうちの多くは、特別な工具なしに使用者によって除去可能かつ挿入可能であるこ
とができる。いくつかの変形形態では、対象者は（たとえばそれを位置合わせするのを補
助するために）デバイスを装着するためのアプリケータを使用できる。
【００３９】
　動作の際には、粘着性の鼻デバイスは、対象者の鼻を通る空気の流れを修正するために
対象者の鼻孔の片方または両方と連通して配置される。したがって、本明細書に説明され
る呼吸デバイスは、少なくとも１つの方向に鼻を通る空気の流れを修正する１つまたは複
数の気流抵抗器を備える。本明細書に説明されるデバイスのほとんどの変形形態では、気
流抵抗器が、１つの方向に通路を通る気流を、反対の方向に通る気流より多く遮蔽するよ
うに構成される。たとえば、気流抵抗器は、吸気よりも多く呼気の間の気流を遮蔽できる
。吸気に対する抵抗は、最小限に、または無視できるほどに増加でき、あるいは全く増加
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できない。気流抵抗器の例が下記に説明されるが、任意の適切な気流抵抗器が使用できる
。たとえば、気流抵抗器は、気流を調節するためのバルブ（たとえばフラップバルブ、ヒ
ンジレスバルブ（ｈｉｎｇｅ－ｌｅｓｓ　ｖａｌｖｅ）、バルーンバルブ（ｂａｌｌｏｏ
ｎ　ｖａｌｖｅ）、ステッパーバルブ（ｓｔｅｐｐｅｒ　ｖａｌｖｅｓ）、ボールバルブ
など）であることができる。図に示され本明細書に説明される例では、気流抵抗器は一般
に、抵抗器を通る流れを調節するために移動する、１つまたは複数のフラップまたはリー
フを有するフラップバルブである。気流抵抗器は、フラップバルブ・リミッタなどのバル
ブリミッタも備えることができる。たとえば、バルブリミッタは、バルブが１つまたは複
数の方向に開く能力を制限する。下記に、より詳細に説明されるように、フラップバルブ
・リミッタは、バルブが実質的に１つの方向（たとえば呼気）に開くのを防止でき、また
はある程度開き、または部分的に開くことを可能にすることができるが、完全に開くこと
は可能にしない。
【００４０】
　本明細書に記載される任意の鼻デバイスは、通常であればバルブが閉じる場合でも空気
が通過できる１つまたは複数のリーク経路も備えることができる。リーク経路は、気流抵
抗器から分離でき、または（たとえばフラップバルブなどの領域を通過する）気流抵抗器
の一部分であることができる。いくつかの変形形態では、気流抵抗器は、バルブが閉じた
場合にリーク経路が形成されるように構成される。たとえば、フラップバルブの１つまた
は複数のフラップは、バルブが閉じた場合に密封できない。リーク経路は、保持具領域を
含むデバイスの任意の適切な領域を通過できる。
【００４１】
　粘着性の鼻デバイスは、いびき、または上記に手短に説明された任意のその他の睡眠障
害の呼吸を治療するように構成できる。たとえば、対象者はデバイスの保持具の上の粘着
剤を露出させ（たとえば保持具の粘着性領域から保護カバー材料を除去し）、鼻孔の周囲
にデバイスを粘着させるために軽い圧力を加えることによって、自身の鼻（片方または両
方の鼻孔）の上に粘着性の呼吸デバイスを装着できる。このようにして、デバイスは鼻の
オリフィスの周囲に着座でき（少なくとも一部分が鼻孔内に突出でき）、鼻孔から出入り
する流れの大部分が鼻デバイスの通路を通過するように、鼻孔とデバイスの間に少なくと
も部分的な密封を形成できる。デバイスが対象者の鼻に装着された後に、鼻孔を通る呼吸
が調節できる。いくつかの変形形態では、粘着性の鼻デバイスは、吸気の間には鼻デバイ
スを通る（たとえば約２ｃｍＨ２Ｏ未満、約１ｃｍＨ２Ｏ未満、約０．５ｃｍＨ２Ｏ未満
、約０．４ｃｍＨ２Ｏ未満、約０．３ｃｍＨ２Ｏ未満、約０．２ｃｍＨ２Ｏ未満などの）
名目上の抵抗しかないが、呼気の間には気流に対する（約２ｃｍＨ２Ｏより大きい、約３
ｃｍＨ２Ｏより大きい、約４ｃｍＨ２Ｏより大きい、約５ｃｍＨ２Ｏより大きい、約６ｃ
ｍＨ２Ｏより大きい、約７ｃｍＨ２Ｏより大きい、約８ｃｍＨ２Ｏより大きい、約９ｃｍ
Ｈ２Ｏより大きい、約１０ｃｍＨ２Ｏより大きい、約１２ｃｍＨ２Ｏより大きいなどの）
増加した抵抗があるように構成される。そのようなデバイスを着用する対象者の吸気の間
には、対象者は鼻を通して（したがって鼻デバイスを通して）息をすることができる。呼
気の間に、粘着性の鼻デバイスはデバイスを通る気流に対するより大きな抵抗をもたらす
。呼気に対する抵抗はリーク経路によって限定（または設定）できる。したがって、対象
者はなお呼気の間に大部分は鼻（および鼻デバイス）を通して息をすることができるが、
少なくとも部分的に口を通しても息をすることができる。
【００４２】
　対象者が長い間（たとえば睡眠の間）、鼻呼吸デバイスを着用することも有益である可
能性がある。対象者の鼻または鼻の通路の中または上に便利に着用および固定できる（層
状の鼻デバイスを含む）粘着性の鼻デバイスの変形形態が下記に説明される。いくつかの
変形形態では、デバイスを対象者の鼻孔、鼻、または顔面に固定するのを補助するために
、把持部（たとえばタブ、ハンドル、ストラップ、またはその他の追加のインターフェー
ス領域）を有することができ、特にデバイスが装着されているとき、デバイスを配置また
は操作する（たとえば把持する）のに追加的または代替的に役立てることができる。この
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追加のインターフェース領域は、粘着性保持具領域として同じ材料から形成でき、または
下記にさらに詳細に説明されるように、別個の領域であることができる。
【００４３】
　いくつかの実施形態では、デバイスの１つまたは複数の構成要素が、使用中に吸入でき
る１つまたは複数の化合物で含浸され、それを含み、またはそれによって被覆される。気
流、熱、またはその他の条件があることにより、化合物が吸入された空気または周囲の組
織に放出することを促進できる。化合物は（メントールまたはラベンダーなどの）薬草、
化学薬品、または（抗ヒスタミンまたは抗喘息薬などの）医薬品の性質をもつものである
ことができる。化合物に応じて、使用者は、（睡眠もしくは活動を和らげまたは促進させ
ることができる）心地よい香りを受け、または鼻の充血の解消（ｎａｓａｌ　ｄｅｃｏｎ
ｇｅｓｔｉｏｎ）や喘息の緩和（ａｓｔｈｍａ　ｒｅｌｉｅｆ）などの医療的な利点を得
ることができる。化合物は、使用者がデバイスを着用している全て、または少なくとも一
部分の時間の間、吸入できる。化合物は睡眠時無呼吸、いびきの治療の一部分として使用
でき、または他の病状に関する他の実施形態に用途を見つけることができる。
【００４４】
　別の実施形態では、デバイスは吸気時に外部の空気から粒子状物質を除去するフィルタ
を有することができる。除去される粒子状物質は、塵およびアレルゲンを含む可能性があ
る。本発明は、睡眠時無呼吸用デバイス、いびき用デバイス、呼吸デバイス内に実装でき
、または自立型デバイスを備えることができる。
【００４５】
　興味を引くその他の材料には、アレルゲン、花粉、鱗屑、スモッグなどに対するフィル
タとして機能できる任意の材料が含まれる。デバイス内にフィルタを設けることによって
、副鼻腔炎、睡眠時無呼吸、いびき、枯草熱、アレルギー性鼻炎、およびその他のアレル
ギー性呼吸症状が緩和または防止できる。このフィルタは、実際には（たとえばバルブリ
ミッタなどの）気流抵抗器の一部分であることができ、またはデバイスの別個の構成要素
であることができる。当業者に既知の任意の適切な濾過材料が、本明細書に説明された呼
吸デバイスと共に使用できる。そのような材料には、それに限定されるわけではないが、
活性炭フィルタ（ａｃｔｉｖａｔｅｄ　ｃａｒｂｏｎ　ｃｈａｒｃｏａｌ　ｆｉｌｔｅｒ
ｓ）、中空繊維フィルタなどが含まれる。
【００４６】
　いくつかの変形では、呼吸デバイスは使用中に吸気および／または呼気の経路に残るフ
ィルタを備えることができる。いくつかの変形では、フィルタ材料は吸気および呼気の気
流の経路に残る。フィルタ材料は、いずれの方向の気流に対する抵抗も評価できるほど変
えることができず、または両方の方向に（吸気および呼気）実質的に同じ程度気流を変え
ることができる。いくつかの変形では、フィルタは、気流が実質的に阻止されないように
大きな孔寸法を有する材料を備える。
【００４７】
　いくつかの変形では、デバイスは活性剤と共に使用される。いくつかの変形では、活性
剤は薬剤を含む。活性剤（たとえば医薬）またはその他の化合物が、活性剤を口、舌、硬
口蓋、軟口蓋、凹所、鼻、鼻腔、咽頭、声帯、喉頭、気道、肺、気管、気管支、細気管支
、肺胞、気嚢、または吸気または呼気の気流に曝される任意の組織に送達するためにデバ
イスの中に、またはデバイスに配置できる。場合によっては、活性剤はデバイスまたはデ
バイスの構成要素に埋め込まれまたは含浸できる。場合によっては、活性剤はコーティン
グである。活性剤は患者に対して何らかの点で有用または望ましい任意の化合物を含むこ
とができる。たとえば、活性剤はメントール、フェノール、ユーカリ、または吸気に香水
を供給する任意の薬剤を含む臭気剤であることができる。あるいは、活性剤は有益な血管
系の効果などの有益な効果を有する薬剤を含むことができる。たとえば、活性剤は、血管
に作用する薬剤（オキシメタゾリンまたは任意の他の血管作用性化合物）、鼻咽頭、気道
、または肺に作用する（アルブテロール、ステロイド、または他の気管支収縮化合物また
は気管支拡張化合物）薬剤を含むことができる。活性剤は、たとえば抗生物質またはステ
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ロイドを含むことができる。上記に挙げた活性剤は、限定するものではない。
【００４８】
　活性剤は、デバイスの任意の部分の中または上に配置できる。さらに、呼吸デバイス内
の活性剤の位置は、活性剤の送達を限定して導くことができる。たとえば、呼吸腔の内側
に配置されるように構成された呼吸デバイスの変形では、保持具が活性剤（たとえば被覆
され、埋め込まれ、あるいは別の場合には保持具の一部分である）を備える場合、薬剤は
呼吸腔の粘膜を通して送達できる。別の例では、活性剤を呼吸器系の中にエアロゾル化お
よび送達できる粉末または放出可能なコーティングとして含むことができる。したがって
、活性剤は（たとえば通路、保持具、または気流抵抗器などの）デバイスの表面にあるこ
とができ、またはデバイスの任意の表面内に埋め込むことができる。別個の薬剤含有領域
もデバイスに含むことができる。活性剤の添加は、アレルギーおよび副鼻腔炎を治療する
際に特に興味深い可能性がある。したがって、呼吸デバイス（気流抵抗器を備える、また
は備えない）は、メントールまたは他の芳香性の化合物などの活性剤を備えることができ
る。
【００４９】
　デバイスのいくつかの変形形態では、デバイス（たとえば気流抵抗器など）を対象者の
鼻孔のうちの片方または両方と位置合わせするのを補助するためにアライナが使用される
。アライナは、対象者の鼻または手によって感じることができる触覚的なアライナ、対象
者によって視認できる（たとえば色彩、パターン、またはその他のマーキングなどの）視
覚的なアライナ、または対象者の片方または両方の鼻孔の中、またはその周囲に少なくと
も部分的に貫入する構造的なアライナ、またはこれらの任意の組合せを備えることができ
る。アライナは下記により完全に説明される。いくつかの変形形態では、アライナはたと
えば鼻孔の開口の開通性を維持するのを助けることによって、デバイスと対象者の片方ま
たは両方の鼻孔との位置合わせを維持するのも補助できる。
【００５０】
　図１Ａは、本明細書に説明される層状の鼻デバイスの1つの例の上面図である。図１に
示される層状の鼻デバイスは、保持具層１０１および気流抵抗器１０３を備える。図１に
示されるデバイスの裏側は、保護カバーによって覆うことができる粘着性材料（図示され
ない）を備える。保護カバー（保護ライナとも呼ぶことができる）は、デバイスの装着の
前に粘着剤を露出させるために除去できる。したがって、デバイスの保持具層は粘着剤を
対象者に固定する。この保持具層は、それ自体を層状にすることができ、粘着性の基材（
たとえば裏打ち層（ｂａｃｋｉｎｇ　ｌａｙｅｒ））を備えることができる。たとえば、
粘着性基材は、発泡体の裏打ちであることができる。この裏打ちは粘着性材料に関する基
材として機能できる。いくつかの変形形態では、粘着性基材はそれ自体が粘着剤である。
保持具層１０１は、（空気が流れることができる）開口を囲む周囲の鼻の領域、デバイス
を把持し、装着し、除去するのを容易にすることができるタブを形成するタブ１０５また
は把持領域を含む、異なる領域を有することができる。その他の領域は、よりアグレッシ
ブな粘着剤およびよりアグレッシブでない（たとえば粘着性材料がより多いまたはより少
ない）粘着剤の領域、繰り返しの使用または長期間の使用からの炎症を防止するのを補助
するために、（粘着性ヒドロゲルを含む）ヒドロゲル材料の領域を含むことができる。タ
ブは保持具材料の一部分として（それと一体化されて）示されるが、この領域は、分離し
て形成することもでき、異なる材料から作製することができる。
【００５１】
　図１Ｂは、図１Ａのデバイスの分解図を示す。この分解斜視図は、（それ自体が層状に
できる）粘着性保持具１０１、フラップバルブ１０７およびフラップバルブ・リミッタ１
０９を備える気流抵抗器の２つの層、フラップバルブおよびフラップバルブ・リミッタを
粘着性保持具に取り付けるのを補助できる粘着性リング１１１を含むデバイスの層を示す
。保持具、気流抵抗器、位置合わせガイド、および他のデバイスの付属品が下記の節でよ
り詳細に説明される。
【００５２】
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　気流抵抗器
　気流抵抗器は一般に、鼻孔に流入および流出する空気の少なくとも一部分が気流抵抗器
を通過するように、対象者の鼻孔の片方または両方と連通して配置される。一般的に、粘
着性の鼻デバイスは対象者の片方または両方の鼻孔の少なくとも一部分の上に、その少な
くとも一部分の内部に、または少なくとも一部分の中もしくは周囲に密封され、気流抵抗
器は、抵抗の量、気流の程度、鼻デバイス間の圧力差を制御できる。任意の適切な気流抵
抗器が、本明細書に説明される粘着性の鼻デバイスの一部分として使用できる。本明細書
に記載された気流抵抗器は一般的に、１つの方向の気流をそれが反対方向の気流を制限す
るより多く制限する。たとえば、気流抵抗器は、吸気よりも呼気の間の気流を遮蔽できる
。気流抵抗器の例は、その全体が参照によって本明細書に組み込まれる（２００５年１２
月８日に出願の）「ＮＡＳＡＬ　ＲＥＳＰＩＲＡＴＯＲＹ　ＤＥＶＩＣＥＳ」という名称
の公開された米国特許出願第１１／２９８，６４０号に見ることができる。
【００５３】
　いくつかの実施形態では、呼気の間に気流抵抗器によって形成された圧力は、１００ｍ
ｌ／ｓｅｃの流量で測定された０．０１と１００ｃｍの間のＨ２Ｏであることができる。
いびきに使用されるようになされた本明細書に説明される粘着性デバイスのいくつかの変
形形態では、気流抵抗器は（１００ｃｍのＨ２Ｏに比較して）比較的低い呼気に対して抵
抗を生み出す。たとえば、呼気に対する抵抗は約０．５ｃｍのＨ２Ｏと約１０ｃｍのＨ２

Ｏの間または約２ｃｍのＨ２Ｏと約８ｃｍのＨ２Ｏの間、または約３ｃｍのＨ２Ｏと約８
ｃｍのＨ２Ｏの間、または約４ｃｍのＨ２Ｏであることができる。ｃｍのＨ２Ｏで表した
抵抗は、１００ｍｌ／ｓｅｃの流量で測定できる。
【００５４】
　バルブ型気流抵抗器が、特に適している。特に、使用できるバルブには、（１つまたは
複数のフラップまたはリーフレットを有する）フラップバルブ、ヒンジレスバルブ、スト
ッパ型バルブ（ｓｔｏｐｐｅｒ－ｔｙｐｅ　ｖａｌｖｅｓ）、薄膜型バルブ（ｍｅｍｂｒ
ａｎｅ－ｔｙｐｅ　ｖａｌｖｅｓ）、ボールバルブ、バルーン型バルブなどが含まれる。
このように列挙したものは、網羅的であることを意図せず、その他のタイプの選択的な気
流抵抗器が使用できる。さらに、複数の気流抵抗器も使用でき、それには異なるタイプの
気流抵抗器の組合せを含むことができる。フラップバルブは特に興味深いものである。フ
ラップバルブとして構成された気流抵抗器は一般に、空気が１つの方向に流れる場合にフ
ラップが開くことができ、空気が反対方向に流れる場合または空気が流れていない場合に
フラップが閉じることができるように、移動可能に固定された１つまたは複数のヒンジ式
または可撓性を有するフラップ（またはリーフ）を備える。フラップの開閉によって、空
気がバルブを横切って流れることが可能になり、したがってフラップバルブが配置される
通路内の気流を調節できるようになる。したがって、動作の際には、フラップバルブのフ
ラップ部分は１つの方向の気流を別の方向よりも多く選択的に遮蔽できる。
【００５５】
　ＰＥＥＰ（呼気終末陽圧）用に構成されたバルブは、本明細書に説明される任意のデバ
イスと共に使用することもできる。たとえば、バルブは、それを横切る圧力が、呼気の間
に開くための閾値圧力未満である場合に、呼気の間にバルブが閉じられるが、呼気の間に
開くための閾値圧力をバルブが超える場合に、呼気の間にバルブが開くように、呼気の間
に開くための非ゼロ閾値圧力を有するように構成できる。
【００５６】
　いくつかの変形形態では、粘着性の呼吸デバイスに使用する気流抵抗器は、フラップバ
ルブおよびフラップバルブの移動を制限するフラップバルブ・リミッタを備える。たとえ
ば、フラップバルブは吸気の間の（第１の方向の）気流に関する開口を形成するために曲
げるまたは撓むことができる可撓性を有する材料（たとえばシリコーンなど）であること
ができる。フラップバルブは、フラップバルブ・リミッタによって（第２の方向の）呼気
の間の気流に対して開くことを防止できる。したがって、フラップバルブ・リミッタは、
フラップバルブが第２の方向に開くことを制限する（バー、柱、メッシュなどの）フラッ
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プバルブ係合面を有する構造であることができる。いくつかの変形形態では、フラップバ
ルブ・リミッタは、フラップに連結されたテザーまたはヒンジであり、所定の位置を越え
て実質的に延びることを防止する。その他のフラップバルブ・リミッタは、空気が通路を
通って１つの方向に流れる場合にバルブが崩壊するのを防止するバルブ支持部（たとえば
クロスバー）などとして構成できる。気流リミッタは、バルブが「閉じられた」場合にフ
ラップが着座または当接できるバルブシール領域（たとえば縁部または稜部などの）バル
ブシール領域も備えることができる。
【００５７】
　上記に示したように、１つまたは複数のリーク経路を粘着性の呼吸デバイスの一部分と
して含むことができる。リーク経路は一般に、バルブが閉じている場合にも通路を通って
空気が流れることができるようにする。したがって、最小限の基底レベルの気流が、気流
抵抗器の状態に関わらず通路を通ることが可能になる。いくつかの変形形態では、リーク
経路は穴または非遮蔽通路である。リーク経路は、鼻呼吸デバイスの任意の領域の一部分
であることができる。たとえば、リーク経路は気流抵抗器の一部分、保持具の一部分、（
またはその組合せ）であることができる。いくつかの実施形態では、リーク経路は、（た
とえばフラップバルブのリーフレットの間などの）デバイスの様々な構成要素の完全な密
封または当接が意図的に欠けるようにすることから生じる。鼻呼吸デバイスは、複数のリ
ーク経路を有するように構成できる。
【００５８】
　フラップバルブのフラップは、可撓性を有する材料、またはヒンジ式の硬い材料から作
製できる。いくつかの変形形態では、フラップは開口を横切って適合するように形作られ
、フラップが閉じた場合に開口を通る気流を少なくとも部分的に遮蔽する可撓性を有する
材料の薄いシートを備える。フラップは、１つまたは複数のリーク経路を通る気流を遮蔽
しないように形作ることができる。
【００５９】
　図２Ａから図４は、フラップバルブの別の変形形態である。いくつかの変形形態では、
フラップバルブ（またはバルブ）は、バルブ材料の複数のスロットまたは開口から形成さ
れる。したがって、フラップバルブは、切断されて異なるフラップまたはリーフを形成す
る材料の層から形成できる。フラップバルブは、任意の適切な形状であることができる。
たとえば、図２Ａは、２つのＨ字形のパターンを使用してバブル層を切断することによっ
て形成される（２つのバルブ開口を形成する）４つのバルブリーフレットを有するフラッ
プバルブを示す。同様に、図２Ｂは、バルブを７つの個々のフラップに切断することによ
って形成される複数の個別のリーフレットを有するフラップバルブを示す。それぞれのリ
ーフレットは、曲がってフラップを開くネック領域を有する。フラップバルブは、（たと
えば正方形の波型を有する図２Ｃに示されるような）不規則な形状の切り込みから形成で
きる。図２Ｄ～２Ｇは、平行な層から形成されたフラップバルブを示す。側面斜視図が図
２Ｄに示され、そこではフラップリーフレットが部分的に開いている。図２Ｅはこのフラ
ップバルブの上面図を示す。図２Ｆおよび２Ｇは、フラップバルブのこの変形形態を通る
気流パターンを示す。図２Ｆでは、図示されるように開いたバルブを通って空気が流れる
ことができる。気流からの圧力がバルブリーフレットを開き、それを開いたままにするこ
とができる。図２Ｇでは、図２Ｆに示されるバルブリーフレットが閉じられ、空気はバル
ブリーフレットを通ってほとんど、または全く流れることができない。この例では、バル
ブが閉じた場合に密封が形成できるように、バルブリーフレットはバルブ層の隣接するバ
ルブリーフレットと重なる。したがって、図２Ｇでは、下方へ流れる気流がバルブを閉じ
たままにできる。
【００６０】
　図３Ａおよび３Ｂでは、フラップリーフレットとフラップバルブ３０１を形成する層の
残りの部分との間に空間がある。したがって、フラップリーフレットが閉じても、フラッ
プリーフレットの間の空間がリーク経路を形成でき、デバイスの気流の通過を可能にする
。いくつかの変形形態では、フラップバルブは図３Ｃおよび３Ｄに示されるように、単一
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の点から開く。これらの例では、フラップバルブのフラップリーフレットは単一の点から
放射状パターンに切断することで形成され、パイ形状のリーフレットになる。バルブはパ
イ形状の楔を曲げ戻して、単一の中央の開口を形成することによって開くことができる。
この変形形態は、中心点から開くバルブリーフレットが、鼻または鼻の開口の壁と干渉せ
ずにより高い信頼性で開くことができるので有用である可能性がある。同様に、図３Ｅに
示されるフラップバルブは、外側に多くの点から開くリーフレットを有する。図３Ｆおよ
び３Ｇに示されるフラップバルブは、フラップバルブ層の長軸に沿って開き、図３Ｈに示
されるフラップバルブの縁部は中心点に向かって開く。
【００６１】
　フラップバルブの形状は、気流抵抗器に関する（呼気および吸気の両方に対する）抵抗
を決定するのを補助できる。たとえば、図４の表は、左のコラムに示されるようなフラッ
プバルブを有する気流抵抗器の（ｃｍＨ２Ｏでの）例示の吸気抵抗および呼気抵抗を示す
。この例では気流抵抗器は、フラップバルブおよびフラップバルブが（たとえば、この例
でページから上方向に吸気を表す）１つの方向のみ開くことを可能にする、隣接するフラ
ップバルブ・リミッタの両方を備える。気流抵抗器のジオメータ、リーク経路の寸法およ
び位置、フラップバルブが作られる材料を含む他の要因も、吸気抵抗および呼気抵抗に影
響を与える可能性がある。
【００６２】
　したがって、フラップバルブ（特にフラップ領域）は、前述のものを含む任意の適切な
材料を備えることができる。たとえば、フラップは高分子材料、ゴム（天然および合成）
、紙、布地などを含むことができる。たとえば、使用できる材料には、ラテックス、ポリ
エチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリ
酢酸ビニル、ポリアクリレート、スチレン－ブタジエンコポリマー、塩素化ポリエチレン
、ポリフッ化ビニリデン、エチレン酢酸ビニルコポリマー、エチレン－ビニルアセテート
－ビニルクロライド－アクリレートコポリマー（ｅｔｈｙｌｅｎｅ－ｖｉｎｙｌ　ａｃｅ
ｔａｔｅ－ｖｉｎｙｌ　ｃｈｌｏｒｉｄｅ－ａｃｒｙｌａｔｅ　ｃｏｐｏｌｙｍｅｒ）、
エチレン－ビニルアセテート－アクリレートコポリマー（ｅｔｈｙｌｅｎｅ－ｖｉｎｙｌ
　ａｃｅｔａｔｅ－ａｃｒｙｌａｔｅ　ｃｏｐｏｌｙｍｅｒ）、エチレン－ビニルアセテ
ート－ビニルクロライドコポリマー（ｅｔｈｙｌｅｎｅ－ｖｉｎｙｌ　ａｃｅｔａｔｅ－
ｖｉｎｙｌ　ｃｈｌｏｒｉｄｅ　ｃｏｐｏｌｙｍｅｒ）、ナイロン、アクリロニトリル－
ブタジエンコポリマー、ポリアクリロニトリル、ポリ酢酸ビニル、ポリクロロプレン、ポ
リブタジエン、熱可塑性ポリアミド、ポリアセタール、ポリフェニレンサルファイド、ポ
リカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、天然ゴム、合成
ゴム（クロロプレンゴム、スチレンブタジエンゴム、ニトリル－ブタジエンゴム、および
エチレン－プロピレン－ジエンターポリマーコポリマー、シリコーンゴム、フッ素ゴム、
およびアクリルゴムなど）、エラストマ（軟質ウレタン、水発泡ポリウレタン（ｗａｔｅ
ｒ－ｂｌｏｗｎ　ｐｏｌｙｕｒｅｔｈａｎｅ）など）および熱硬化性樹脂（硬質ウレタン
、フェノール樹脂、およびメラミン樹脂）、ならびにポリエーテルブロックアミド（たと
えばＰＥＢＡＸ（登録商標））などの射出成形可能な材料などが含まれる。
【００６３】
　フラップバルブを含む気流抵抗器が、層状の気流抵抗器として形成できる。さらに、フ
ラップバルブ層が適切な様式で形成できる。たとえば、フラップバルブは切断、成形、ま
たは他の方法で材料の層からフラップバルブリーフレット（または複数のフラップバルブ
リーフレット）を形成することによって形作ることができる。１つの変形形態では、材料
の層（たとえばシリコーン、ポリウレタンなど）が打ち抜かれて、フラップバルブ層の一
部分としてフラップバルブリーフレットを形成する。レーザー切断、ジェット切断などを
含むその他の切断の方法を使用して、バルブまたは各バルブリーフレットが形成されてよ
い。いくつかの変形形態では、フラップバルブは成形によって形成される。たとえば、フ
ラップバルブは熱成形、射出成形などによって形成できる。いくつかの変形形態では、フ
ラップはシリコーンまたは熱可塑性ウレタンから作製される。たとえば、フラップはシリ
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コーンの薄く、かつ可撓性を有する片であることができる。このフラップは、（たとえば
開いた位置および閉じた位置から移動するなど）可撓性を有することができる任意の適切
な厚さであることができる。たとえば、フラップは０．００２５４ミリメートル（０．０
００１インチ）と２．５４ミリメートル（０．１インチ）の厚さの間のシリコーンを備え
ることができる。いくつかの実施形態では、シリコーンはおよそ０．０５０８ミリメート
ル（０．００２インチ）の厚さである。
【００６４】
　フラップバルブが可撓性を有する材料から作製される変形形態では、フラップバルブの
動作を調節するために気流抵抗器の一部分としてフラップバルブ・リミッタを備えること
が特に有利である可能性がある。上記に説明したように、フラップバルブ・リミッタは一
般に、フラップバルブの動作の範囲を限定する通気性構造であり、それが少なくとも１つ
の方向に開くことを防止する（またはそれを部分的に開くように制限する）。たとえば、
フラップバルブ・リミッタは、メッシュ、格子、バー、ペグ、または空気の通過を実質的
に阻止しないが、少なくとも１つの方向への１つまたは複数のフラップバルブリーフレッ
トの移動を制限できる他の構造であることができる。図５Ａは、その上に示されるフラッ
プバルブ５０３と共に使用できるフラップバルブ・リミッタ５０１の２つの例を示す。こ
の例では、図示されるフラップバルブ・リミッタ５０１は、フラップバルブ着座表面（図
示される表面）を有する打抜きプラスチック片であり、その上にフラップバルブのリーフ
レットが載ることができる。図５Ｂおよび５Ｃは、フラップバルブおよび保持具層を貫通
する開口に組み込まれた（気流抵抗器を形成する）フラップバルブ・リミッタ・アセンブ
リの同様の変形形態を示す。
【００６５】
　フラップバルブ・リミッタは、任意の適切な様式で形成でき、成形（たとえば射出成形
）、切断（たとえば型抜き、打抜き、レーザー切断など）、または熱硬化を含む任意の適
切な様式で形成できる。いくつかの変形形態では、フラップバルブ・リミッタはメッシュ
から形成されるフラップバルブ層である。したがって、フラップバルブ・リミッタは切断
、成形などによって形成できる。たとえば、フラップバルブ・リミッタはメッシュ材料を
切断することによって形成できる。吸気（図６Ａ）および呼気（図６Ｂ）の両方の間のフ
ラップバルブおよびフラップバルブ・リミッタを有する気流抵抗器のその他の例が、図６
Ａおよび６Ｂに示される。図６Ａでは、フラップバルブはそれを通って空気が流れること
を可能にするために開かれ、図６Ｂ（呼気）では、フラップリーフレットが閉じられ、フ
ラップバルブ・リミッタに載っている。したがって、気流抵抗器を通る気流は、呼気の間
に中央のリーク経路６０１に限定される。中央のリーク経路５０１は、フラップバルブお
よびリミッタを通る穴である。図７Ａ、および７Ｂは、上記に手短に述べられたようにバ
ルブリーフレット７０１の間の空間によって形成されたリーク経路を有する別の気流抵抗
器を示す。図７Ａは、フラップバルブおよび（たとえば吸気の間に）開いたフラップバル
ブ抵抗器を有する気流抵抗器を示す。図７Ｂは、呼気の間の同じ気流抵抗器の反対側面を
示す。バルブリーフレットは図７Ｂで閉じているが、（フラップバルブ・リミッタのスト
ラットに対してリーフレットを押す）呼気からの空気圧がリーク経路７０１を形成する。
図８Ａ～８Ｄもこれを示す。これらの例では、フラップバルブ・リミッタはバルブリーフ
レットをその中心で支持することによってフラップバルブの移動を制限する。その他の変
形形態では、バルブリーフレットは（たとえばフラップバルブ・リミッタがメッシュであ
る場合に）表面全体に沿って、またはその縁部に支持できる。
【００６６】
　図７Ａ～８Ｄに示されるフラップバルブおよびフラップバルブ・リミッタは４つのバル
ブリーフレットを有するように構成されるが、任意の適切な数のフラップまたはリーフレ
ットが上記に示したように使用できる。図８Ｅおよび８Ｆは、６つのパイカットされたバ
ルブリーフレットを有する気流抵抗器、およびそれと共に使用できるフラップバルブ・リ
ミッタの例を示す。図８Ｇは、メッシュ領域およびストラット領域の両方を備えるフラッ
プバルブ・リミッタの別の変形形態を示す。６－リーフフラップバルブと共に使用できる
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別のフラップバルブ・リミッタが図９Ａに示され、図９Ｂおよび９Ｃは動作の際の６－リ
ーフフラップバルブを示す。
【００６７】
　図１０Ａは、メッシュ・フラップバルブ・リミッタ１０１０を示す。この例では、フラ
ップバルブ・リミッタ１０１０が中央領域を通る穴１０１１を備える。この中央の穴は、
図示されるようにリーク経路を形成できる。任意の適切なメッシュが使用できる。たとえ
ば、メッシュはナイロンまたはその他の繊維状材料から形成できる。上記に手短に示され
たように、バルブリーフレットは任意の適切な通気性の材料または形状で作ることができ
る。いくつかの変形形態では、可撓性を有する（たとえばナイロンメッシュなどの）材料
を含むことが有益である可能性がある。いくつかの変形形態では、比較的硬い材料を使用
することが有益である可能性がある。例示のメッシュには、（たとえば０．３５５６ｍｍ
（０．０１４０’’）の厚さの）成形ポリプロピレン・プラスチックメッシュ、精密織の
ナイロンメッシュ（２５．４ミリメートル（１インチ）当たり３１．２開口×２５．４ミ
リメートル（１インチ）当たり３１．２開口）、精密織のナイロンメッシュ（８０×８０
）、精密織のポリプロピレンメッシュ（６９×６９）、フィルタメッシュ、精密織のナイ
ロンメッシュ（１９８×１９８）、ＰＴＦＥダイアモンドメッシュ、精密織りのポリエス
テルメッシュ（１０９×１０９）、精密織りのポリエステルメッシュ（４５．７×４５．
７）を含むことができる。
【００６８】
　いくつかの変形形態では、フラップバルブまたはフラップバルブ・リミッタ（あるいは
両方）が２つの層（たとえばフラップリーフレットが互いに貼り付きかつ／またはフラッ
プバルブ・リミッタに貼り付くことを防止するために）２つの層の間の摩擦を増加または
低下させるための材料によって被覆される。気流抵抗器のいくつかの変形形態では、（フ
ラップバルブを形成する）フラップ層が上記に図５Ａ～９Ｃに示されるようにフラップバ
ルブ・リミッタを形成する層に直接的に隣接して配置される。しかし、フラップバルブ層
および気流抵抗器層は、直接的に隣接することはできない。たとえば、中間層があること
ができる。
【００６９】
　図１０Ｂ～１０Ｅは、４つのリーフレットを有するフラップバルブ層の動作を制限する
ストラットおよび部分的なストラットとして構成されたフラップバルブ・リミッタを示す
。図１０Ｂでは、フラップバルブ層の4つのフラップバルブリーフレット、およびフラッ
プバルブによって調節された開口の中心に集まる４つのストラットを有し、２つの完全な
クロスバーまたはクロスストラットを形成する、隣接する層のフラップバルブ・リミッタ
層を有する層状の気流抵抗器の１つの変形形態が示される。フラップバルブ制限層を形成
するストラットは、フラップバルブをほぼ各リーフレットの中心で支持する。図１０Ｃか
ら１０Ｅでは、ストラットは次第に長さが短くなる部分的なストラットである。各ストラ
ットの長さが短くなるほど、通常であれば閉じるフラップバルブを通る可能なリークがよ
り多くなる。この効果は、図１０Ｆで理解できる。図１０Ｆでは、異なる流量での背圧が
、異なる部分的なストラットを含む、異なるフラップバルブ・リミッタの変形形態に関し
てグラフによって例証される。各曲線に対応するフラップバルブ・リミッタが、グラフの
右側に示される。グラフ上でボックスで囲まれた領域によって示される目標範囲が、（た
とえば一般にバルブが閉じた場合の呼気の間などの）１つの可能な目標範囲である。さら
に、本明細書に示される気流抵抗器は、単一のフラップバルブ層を示す。いくつかの変形
形態では、気流抵抗器は複式フラップバルブ層を有することができる。たとえば、気流抵
抗器は、フラップバルブリーフレットの重なる層を含むことができる。複数の層のフラッ
プバルブ・リミッタも使用できる。これらの層のそれぞれは、（たとえばいくつかのリー
フレットなど）異なる形状であることができる。上記に示したように、フラップバルブの
リーフレットは、閉じた場合にも重なることができる。したがって、単一のフラップバル
ブ層が、連結できる（たとえばシリコーンなどの）異なる基材から形成できる。上記に説
明した例は、ほとんどがフラップバルブおよびフラップバルブ・リミッタの層を示すが、
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気流抵抗器（さらには気流抵抗器層）は必ずしも層によって形成されない。
【００７０】
　気流抵抗器は、フラップバルブが少なくとも１つの方向（たとえば、吸気）に自由に開
き、第２の方向（たとえば、呼気）には抑制されるように組み立てることができる。図１
１Ａは、粘着性の鼻デバイスの一部分として組み立てられた気流抵抗器の側断面図を示す
。さらなる例が下記に提供される。図１１Ａでは、フラップバルブ層１１０１が、フラッ
プバルブ・リミッタ１１０３に直接的に隣接して層をなしている。これらの構成要素は、
上方基材１１０５と下方基材１１０７の間の定位置に固定される。これらは、定位置に、
圧縮、溶接、熱かしめなどによって（たとえば粘着性保持具の粘着性の基材領域を使用す
ることによって）粘着剤を含む任意の適切な様式で固定できる。図１１Ｂは、図１１Ａの
フラップバルブ層１１０１の上面図を示す。この例では、フラップバルブ層は、フラップ
バルブを定位置に固定するのを補助するために使用できる１つまたは複数の取り付け領域
１１０９を含む。たとえば、フラップバルブ層を固定するために粘着剤が使用される場合
、取付け領域（開口１１０９）は、フラップバルブ層の上下の層（たとえば基材層１１０
７およびフラップバルブ・リミッタ１１０５など）の取付けを可能にでき、層を定位置に
固定するのを助ける。これは、フラップバルブ層が、通常であればそこに接着することが
困難なシリコーンなどの材料から作製される場合に特に有用であることができる。
【００７１】
　上記に示したように、本明細書に説明される任意のデバイスは、１つまたは複数の位置
合わせガイドを備えることもできる。たとえば、位置合わせガイドは、（たとえば鏡で）
デバイスを位置合わせするために対象者が見ることができる視覚的な位置合わせガイドを
備えることができる。たとえば、デバイスを片方または両方の鼻と位置合わせするのを補
助するために、デバイスは形状、文字、または色によってマーキングすることができる。
１つの変形形態では、気流抵抗器に対する開口は、対象者の鼻と位置合わせできる円によ
ってマーキングされる。いくつかの変形形態では、デバイスの少なくとも１つの領域が透
明または不透明であることができ、鼻の開口の少なくとも一部分がデバイスを通して見る
ことができるようになる。いくつかの変形形態では、位置合わせガイドが触覚的な位置合
わせガイドである。触覚的な位置合わせガイドは、対象者（たとえば対象者の指および／
または鼻）によって触感できる。たとえば、位置合わせガイドは、リング、稜、隆起、柱
などであることができる。いくつかの変形形態では、位置合わせガイドはデバイスが装着
された場合に対象者の鼻に少なくとも部分的に延びる。たとえば、位置合わせガイドは、
円錐または円錐形領域であることができる。
【００７２】
　図１２Ａから１２Ｄは、使用できる、異なる位置合わせガイドを示す。たとえば、図１
２Ａおよび１２Ｂでは、位置合わせガイドは、気流抵抗器を取り囲み、少なくとも部分的
に対象者の鼻孔に挿入できる円錐またはリングである。図１２Ｃでは、位置合わせガイド
は、気流抵抗器を少なくとも部分的に囲み、基材（たとえば保持具基材）から形成される
稜部または縁部である。図１２Ｄは、ガイドがデバイスの表面から突出する柱１２０１か
ら作製される位置合わせガイドの別の変形形態を示す。図１３は、フラップバルブおよび
フラップバルブ・リミッタの形状が位置合わせガイドとして機能する、気流抵抗器の別の
変形形態を示す。この例では、フラップバルブ・リミッタは（平坦ではなく）意図的に剛
体のメッシュであり、したがってデバイスを着用した場合に対象者によって触感できる。
したがって、使用できる位置合わせガイドの１つの変形形態は、フラップバルブ・リミッ
タに組み込まれる窪みまたはドームである。たとえば、フラップバルブ・リミッタがプラ
スチックのメッシュから形成される場合、窪みはデバイスの製造中に熱成形できる。この
変形形態では、フラップバルブは、なお第１の方向に自由に開くことが可能である（抵抗
があってもほんのわずかしか生じず）が、第２の方向に開く（または完全に開く）ことが
抑制される（抵抗を生じる）。本明細書に示したように、位置合わせガイドは、バルブを
保護するのも助けることができる。たとえば、位置合わせガイドは、デバイスのその他の
部分によって、または対象者の鼻、鼻毛、「鼻くそ」、粘液などによって（たとえばフラ
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ップバルブのフラップまたはリーフなどの）バルブの可動部分と干渉するのを防止できる
。
【００７３】
　図１４Ａおよび１４Ｂは、粘着性の呼吸デバイスの一部分として含まれる別の触覚的な
位置合わせガイドを示す。図１４Ａは、気流抵抗器領域の周囲にリングを有する粘着性の
呼吸デバイスを貫通する断面を示す。このリングは、図１４Ｂの分解図に概略的に示され
るようにデバイスの組み立て中に備えられるワイヤから形成できる。
【００７４】
　図１５は、図１２Ａおよび１２Ｂに示される円錐形の位置合わせガイドと同様の別の位
置合わせガイドの斜視図である。図１３では、位置合わせガイドは、図示される切取り領
域のために、いくぶん可撓性を有している。円錐形の位置合わせガイドが、Ｄｏｓｈｉ等
の２００７年３月７日に出願の「ＮＡＳＡＬ　ＤＥＶＩＣＥＳ」という名称の米国仮特許
出願に記載され、前記に参照によって組み込まれた粘着性の鼻デバイスのリム本体領域と
同様であることができる。リム本体領域と同様に、本明細書に説明される位置合わせガイ
ドは、対象者の片方または両方の鼻孔内に突出でき、鼻孔を開いたままにするのを補助し
、同時に粘着性の鼻デバイスを開口と位置合わせしたままにすることができる。
【００７５】
　図１６Ａから１６Ｄは、本明細書に説明される粘着性の鼻デバイスの１つの実施形態を
示す。この例示のデバイスの分解図が図１６Ａに示される。この変形形態は、いびきの治
療に特に優れて適している可能性があり、使用者によっていつでも、特に睡眠の前に着用
できる。図１６Ａでは、粘着性の鼻デバイスは、（粘着剤を有する）粘着性基材３６０２
、粘着剤の上に適合する保護カバー３６０１、（バルブ層から形成された複式フラップバ
ルブを有する）気流抵抗器層３６０４、およびプラスチックメッシュ層から少なくとも部
分的に作製されたフラップバルブ・リミッタ３６０８を備える。バルブリミッタは、（バ
ルブリミッタ層に形成または取り付けられた）熱成形された配置リング３６２０を備える
。
【００７６】
　図１６Ａに示されるデバイスは、単一の鼻孔の粘着性の鼻デバイスである。この変形形
態での気流抵抗器層３６０４は、複式フラップバルブを備える。いくつかの変形形態では
、この気流抵抗器は１つまたは複数のフラップバルブに切断されるシリコーン材料を備え
る。図１６Ａでは、気流抵抗器はシリコーンの同じ片から切断されることによって並行ま
たは任意の別の向きに配置された複数の複式フラップ３６１２を備える。この気流抵抗器
（フラップ層３６０４）は、粘着性保持具層３６０２とフラップバルブ・リミッタ３６０
８の間に固定される。粘着層は、片側または両側で粘着性を有する発泡材料から作製でき
る。粘着性保持具層が両側で粘着性を有する場合、それは気流抵抗器を粘着性保持具層と
フラップバルブ・リミッタ３６０８の間に固定するのに使用できる。気流抵抗器層３６０
４の外周がフラップバルブ・リミッタ層３６０８の外周よりも小さいが、気流抵抗器層３
６０２の内周よりも大きい。したがって、気流抵抗器層は、フラップバルブ・リミッタ３
６０８に対して粘着性保持具３６０２上の粘着剤によって保持でき、粘着性保持具層３６
０２は同様に、粘着剤によってフラップバルブ・リミッタ３６０８に固定できる。付加的
な取付け（たとえば溶接、クリップなど）を使用して、デバイスの構成要素を共に固定す
ることもできる。
【００７７】
　図１６Ｂは、図１６Ａに示されるデバイスと同様の組立てられた鼻デバイスの斜視図を
示す。図１６Ｂでは、発泡体の粘着性保持具層３６０２がフラップバルブ・リミッタ層３
６０８と結合され、その間に気流抵抗器層３６０４を固定する場合に形成される中央の通
路開口３７０５を露出させるために、保護カバー３６０１が部分的に再び剥がされている
。したがって、この通路の開口で自由に動く気流抵抗器層３６０４に形成されたフラップ
バルブは、空気がフラップバルブ・リミッタ層３６０８のプラスチックメッシュを通過し
た後に中央の通路を通って流れることが可能になるように開くことができる。
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【００７８】
　図１６Ａおよび１６Ｂに示される粘着性の鼻デバイスは、前述のようにタブまたは把持
部領域３６１６も備える。さらに、気流抵抗器層３６０４は、気流抵抗器層のフラップバ
ルブがメッシュに対して「閉じて」保たれる場合にも空気が通過できるようにする（図１
６Ａに穴３６１４として示される）少なくとも１つのリーク経路３６１４を備えることが
できる。いくつかの実施形態では、独立のリーク経路が存在しなくてもよい。
【００７９】
　図１６Ｃおよび１６Ｄは、それぞれ吸気および呼気の間の、デバイスが対象者によって
着用された場合の図１６Ｂのデバイスを通る気流を示す。図１６Ｃおよび１６Ｄは両方と
も、線Ａ－Ａ’に沿った図１６Ｂのデバイスを通る断面を示す。たとえば、図１６Ｃでは
、上方を示す大きな矢印は、デバイスが対象者の鼻の上に着用された場合の気流を示す。
気流は、吸気の間に鼻の外側から粘着性の鼻呼吸デバイスを通過し、鼻の通路に入る。中
央の矢印は、リーク経路３６１４を通る気流を示し、その一方で左右の矢印は、気流抵抗
器（平行フラップバルブ３７０５）が吸気の間に開く場合の気流を示す。フラップバルブ
３７０５は、デバイス３７０９を通って形成される通路内に上方に開き、空気が気流抵抗
器を通り、同時にリーク経路を流れることができるようにする。
【００８０】
　呼気の間に（図１６Ｄに示されるように）、気流抵抗器３７０５のフラップバルブが、
フラップバルブ制限層３６０８のメッシュにより、（リーク経路を通る空気の通路を示す
大きな矢印によって示される）呼気の方向に開くことが阻止される。したがって、気流抵
抗器は閉じたままになり、デバイスを通る気流のみが示されるようにリーク経路を通過す
る。いくつかの実施形態では、複式フラップ３６１２は、呼気の際に完全に密封できず、
この密封が欠けることにより、意図的にリーク経路が形成できる。別の実施形態では、フ
ラップの部分を所望のリーク経路を形成するために除去できる（またはたとえばそれらに
ノッチを付けることができる）。前述のように、気流抵抗器および／または位置合わせガ
イドは任意の適切な材料から作製できる。例示の材料は、金属、プラスチック、ゴム、セ
ラミック、木材、クロム、またはその組合せを含むことができる。その他の材料は、アク
リル、ラテックス、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポ
リ塩化ビニリデン、ポリ酢酸ビニル、ポリアクリレート、スチレン－ブタジエンコポリマ
ー、塩素化ポリエチレン、ポリフッ化ビニリデン、エチレン酢酸ビニルコポリマー、エチ
レン－ビニルアセテート－ビニルクロライド－アクリレートコポリマー、エチレン－ビニ
ルアセテート－アクリレートコポリマー、エチレン－ビニルアセテート－ビニルクロライ
ドコポリマー、ナイロン、アクリロニトリル－ブタジエンコポリマー、ポリアクリロニト
リル、ポリ酢酸ビニル、ポリクロロプレン、ポリブタジエン、熱可塑性ポリアミド、ポリ
アセタール、ポリフェニレンサルファイド、ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、
熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、天然ゴム、合成ゴム（クロロプレンゴム、スチレンブタジ
エンゴム、ニトリル－ブタジエンゴム、およびエチレン－プロピレン－ジエンターポリマ
ーコポリマー、シリコーンゴム、フッ素ゴム、およびアクリルゴムなど）、エラストマ（
軟質ウレタン、水発泡ポリウレタンなど）および熱硬化性樹脂（硬質ウレタン、フェノー
ル樹脂、およびメラミン樹脂）を含むことができる。
【００８１】
　特に使用者に接触する可能性があるデバイスの部分に生体適合性の材料を使用すること
ができる。上記に説明したいくつかの材料に加えて、生体適合性の材料は、生体適合性の
ポリマーおよび／またはエラストマも含むことができる。適切な生体適合性のポリマーは
、酢酸ビニル（エチレン酢酸ビニルコポリマーおよびポリ塩化ビニルコポリマーなど）の
ホモポリマーおよびコポリマー、アクリレート（ポリプロピレン、ポリメチルメタクリレ
ート、ポリエチルメタクリレート、ポリメタクリレート（ｐｏｌｙｍｅｔｈａｃｒｙｌａ
ｔｅ）、ジメタクリル酸エチレングリコール、ジメタクリル酸エチレン、およびヒドロキ
シメチルメタクリレート（ｈｙｄｒｏｘｙｍｅｔｈｙｌ　ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ）な
ど）のホモポリマーおよびコポリマー、ポリビニルピロリドン、２－ピロリドン、ポリア
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クロニトリルブタジエン（ｐｏｌｙａｃｒｙｌｏｎｉｔｒｉｌｅ　ｂｕｔａｄｉｅｎｅ）
、ポリアミド、フッ化ポリマー（ポリテトラフルオロエチレン、およびポリフッ化ビニル
など）、スチレンアクリロニトリルのホモポリマーおよびコポリマー、酢酸セルロース、
アクリロニトリルブタジエンスチレンのホモポリマーおよびコポリマー、ポリメチルペン
テン（ｐｏｌｙｍｅｔｈｙｌｐｅｎｔｅｎｅ）、ポリサルフォン、ポリイミド、ポリイソ
ブチレン、ポリメチルスチレン（ｐｏｌｙｍｅｔｈｙｌｓｔｙｒｅｎｅ）、および当業者
に知られた他の同様の化合物などの材料を含むことができる。テフロン（登録商標）、マ
イラー（登録商標）、ＰＦＡ、ＬＤＰＥ、Ｈｙｔｒｅｌ、ＨＤＰＥおよびポリエステルも
、デバイスの任意の構成要素に用途を見出すことができる。
【００８２】
　生体適合性の、および／または殺菌可能な材料も好ましいが、たとえばアクリロニトリ
ルブタジエンスチレン（ＡＢＳ）、ラテックス、ポリプロピレン、ポリカーボネート、お
よびポリエーテルエーテルケトンなどの医療グレードのプラスチックも好ましい可能性が
ある。前述の材料は、例示として意図されるに過ぎない。
【００８３】
　図１７は、気流抵抗器の構成要素の異なる変形形態から形成できる粘着性の鼻デバイス
のいくつかの変形形態を示すマトリクスである。たとえば、任意のフラップバルブの形状
（たとえば「Ｓ－曲線」、「魚鱗」、「パイスライス」など）が、単一の鼻孔、橋渡しし
た鼻孔、または両方の鼻孔形状、任意の位置合わせ方法（たとえば視覚的なアライナ、触
覚など）、および任意のフラップバルブ・リミッタ（たとえばメッシュ、フルメッシュ、
ローカルメッシュ、ストラットなど）で使用できる。
【００８４】
　粘着性保持具
　本明細書に説明される粘着性の鼻デバイスは、デバイスを鼻腔と連通して固定する粘着
性保持具も備えることができる。粘着性保持具は、対象者の身体（たとえば皮膚および／
または鼻腔など）に対して使用するのに適した１つまたは複数の粘着性の表面を備えるこ
とができる。したがって、粘着性保持具は生体適合性の粘着剤を含むことができる。粘着
性保持具は、鼻孔の上、部分的にその上、部分的にその内側、またはその内側（たとえば
実質的に内側）などの対象者の鼻に対して所望の位置にデバイスを配置および固定するの
を促進できる。粘着性保持具は、デバイスを対象者の鼻、鼻の通路、または鼻孔を含む鼻
腔、ネアリ（ｎａｒｅｓ）、または鼻のチャンバ（ｎａｓａｌ　ｃｈａｍｂｅｒｓ）、ラ
イメン（ｌｉｍｅｎ）、前庭、大鼻翼軟骨、翼状の繊維脂肪組織（ａｆａｒ　ｆｉｂｒｏ
ｆａｔｔｙ　ｔｉｓｓｕｅ）、外側鼻軟骨、鼻堤、鼻腔の底面、鼻介骨、凹所（前額、篩
骨、蝶形骨、上顎骨）、および鼻中隔に固定するように構成できる。用語［鼻腔］はネー
サルフォッサ（Ｎａｓａｌ　Ｆｏｓｓａ）（たとえば単一の鼻孔、ネアリ、または鼻のチ
ャンバなど）の任意の小領域を指すことができ、上記に列挙した任意の解剖学的用語を含
み、またはそれらによって定義される。
【００８５】
　全体的に、粘着性保持具は、（たとえば鼻の開口または鼻孔を囲む皮膚など）鼻の外側
に大部分が装着されるように構成される。いくつかの変形では、患者の外部と鼻孔の間で
交換される空気の少なくとも一部分が呼吸デバイスを通過しなければならないように、保
持具は呼吸デバイスと鼻の間に密封を形成することもできる。いくつかの変形では、保持
具は、鼻孔（または複数の鼻孔）を通る全ての空気がデバイスを通って交換されなければ
ならないように、デバイスを鼻と完全に連通して密封する。いくつかの変形では、患者と
外部の環境との間で交換される空気のほんの一部分がデバイスを通過するように、保持具
の密封は不完全である。本明細書では、「空気」は患者の外部の環境からの空気であるこ
とができ、または（たとえば純酸素または混合された酸素、ＣＯ２、ヘリオックス、また
は使用者に供給される他のガス混合物などの）任意の呼吸ガスであることができる。
【００８６】
　粘着性保持具は、比較的不規則な形状である可能性があり、毛などを含む可能性のある
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対象者の皮膚の表面と一致するように、可撓性を有することができる。いくつかの変形形
態では、粘着性保持具は水蒸気、液体の水、汗、および／または油の通過を可能にする材
料から作製され、それは快適さを向上させることができる。粘着性保持具は、対象者の鼻
の領域への接合を向上させるために織地状またはパターン化されたレリーフ面を有するこ
ともできる。
【００８７】
　粘着性保持具は、複数の層から作製できる。したがって、粘着性保持具は層状の保持具
（または層状の粘着性保持具）と呼ぶことができる。たとえば、粘着性保持具は、生体適
合性の粘着剤が塗布される基材層を含むことができる。基材は、一般に可撓性を有する平
坦な（大部分が両面の）材料である。粘着剤は、基材の少なくとも１つの表面に存在する
ことができ、基材が対象者の鼻の領域に粘着できるようにする。いくつかの変形形態では
、基材層は粘着剤を付け加える必要がなく、それ自体が粘着性である。追加の保護カバー
を粘着層の粘着剤に除去可能に取り付けることもできる。保護カバーは、デバイスを指ま
たは体の他の部分に間違って粘着させることなく、デバイス（特に粘着性保持具）を操作
できるようにし、それは粘着剤の汚染も防止できる。ライナは、剥がし取り、またはその
他の方式で粘着剤を露出させるために除去できる除去可能な紙または他のフィルムである
ことができる。いくつかの変形形態では、粘着性保持具の粘着剤は活性化可能である。た
とえば、粘着剤は、（水、空気、光などの）アクチベータ（ａｃｔｉｖａｔｏｒ）に曝さ
れた後にのみ「粘着性を有するように」なる。いくつかの変形形態では、粘着剤は、デバ
イスが装着されるより先に、まず液体の形で鼻に装着できる。
【００８８】
　いくつかの変形形態では、保護カバーが使用されない。既に示したように、いくつかの
変形形態では、基材が粘着性材料または活性化して粘着剤になることができる材料を含む
ように、基材および粘着剤は単一の層である。粘着性保持具は、任意の適切な材料を含む
ことができる。たとえば、粘着性基材は、シリコーン、ポリエチレン、またはポリエチレ
ン発泡体などの生体適合性の材料であることができる。他の適切な生体適合性の材料には
、生体適合性のポリマーおよび／またはエラストマなどの前述の材料のうちのいくつかを
含むことができる。適切な生体適合性のポリマーは、酢酸ビニル（エチレン酢酸ビニルコ
ポリマーおよびポリ塩化ビニルコポリマーなど）のホモポリマーおよびコポリマー、アク
リレート（ポリプロピレン、ポリメチルメタクリレート、ポリエチルメタクリレート、ポ
リメタクリレート、ジメタクリル酸エチレングリコール、ジメタクリル酸エチレン、ヒド
ロキシメチルメタクリレートなど）のホモポリマーおよびコポリマー、ポリビニルピロリ
ドン、２－ピロリドン、ポリアクリロニトリルブタジエン、ポリアミド、フッ化ポリマー
（ポリテトラフルオロエチレン、およびポリフッ化ビニルなど）、スチレンアクリロニト
リルのホモポリマーおよびコポリマー、酢酸セルロース、アクリロニトリルブタジエンス
チレンのホモポリマーおよびコポリマー、ポリメチルペンテン、ポリサルフォン、ポリイ
ミド、ポリイソブチレン、ポリメチルスチレン、および当業者に知られた他の同様の化合
物などの材料を含むことができる。構造的には、基材は、フィルム、箔、織布、不織布、
発泡体、または（たとえばポリオレフィン不繊材料、ポリウレタン織布材料、ポリエチレ
ン発泡体、ポリウレタン発泡体、ポリウレタンフィルムなどの）組織材料であることがで
きる。
【００８９】
　粘着剤が基材に塗布される変形形態では、粘着剤は親水コロイドまたはアクリルなどの
医療グレードの粘着剤を含むことができる。医療グレードの粘着剤は、発泡粘着剤、アク
リルコポリマー粘着剤、多孔性アクリル、合成ゴムベースの粘着剤、（たとえばシリコー
ンゲル粘着剤などの）シリコーン粘着剤配合物、ならびに高吸収性の親水コロイドおよび
ヒドロゲルを含むことができる。
【００９０】
　いくつかの変形形態では、粘着剤は構造的な粘着剤である。たとえば、粘着剤は、ファ
ンデルワールス力に基づいて粘着できる。米国特許第７，０１１，７２３号、米国特許第
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６，８７２，４３９号、米国特許第６，７３７，１６０号、および米国特許第７，１７５
，７２３号には、その形状および寸法が粘着力をもたらす剛毛様構造が述べられている。
これらの特許は、その全体が参照によって本明細書に組み込まれる。
【００９１】
　除去可能なライナ層が、粘着剤から解離できる任意の適切な物質から作製できる。たと
えば、ライナ材料はクラフト紙（ｃｒａｆｔ　ｐａｐｅｒ）を含むことができる。いくつ
かの変形形態では、ライナ材料は、ポリエチレンフィルムまたはポリエチレン被覆紙（た
とえばクラフト紙（ｋｒａｆｔ　ｐａｐｅｒ）など）を備える。ライナは、本明細書に説
明される任意の他の材料であることができる。
【００９２】
　一般に、バンデージ（特に、バンドエイド（商標）などの使い捨てバンデージ）、オス
トミー装具、および傷治療製品の製造に共通して使用される材料のいずれもが、本明細書
に説明される任意または全てのデバイスの構成要素に使用できる。粘着層（または粘着性
保持具層）は、任意の適切な方法、特に本明細書に説明される方法で形成できる。たとえ
ば、粘着層は、粘着性基材、生体適合性の粘着剤、および保護カバーを任意の所望の形状
に切断すること（打抜き、型抜き、レーザー切断など）によって形成できる。粘着層を形
成するために複数の段階が使用できる。たとえば、粘着層は、外周を切断（またはその他
の方式で形成し）、次いで内部開口を切断する（またはその他の方式で形成する）ことに
よって形成できる。
【００９３】
　一般に、粘着性保持具は、鼻の通路を通る気流の一部分（または大部分）が粘着性の鼻
デバイスを通過しなければならないように、気流抵抗器が片方または両方の鼻の通路に対
して配置できるようにする任意の適切な形状を含むことができる。いくつかの変形形態で
は、粘着性保持具は鼻（または鼻の通路）に取り付けられ、それと部分的または完全な密
封を形成し、それによって気流をデバイスを通して鼻の通路に流入させ、または通路から
流出させ、またデバイスを定位置に固定する。したがって、これらの基準を満たす多くの
設計があり、その多くが下記に説明される。
【００９４】
　全体の粘着性保持具領域が粘着剤を含むことは必要でないが、前述の図に描かれた実質
的に平坦な保持具領域の多くは、皮膚に接触する表面の大部分の上に生体適合性の粘着剤
を有することができる（しかし、それは後に少なくとも部分的に除去できる保護カバーに
よって覆うことができる）。いくつかの変形形態では、（外側の層を含む）保持具領域の
一部のみが粘着剤を含む。たとえば、リム本体に隣接する領域は粘着剤を含まないことが
でき、またはタブまたは把持部の下の領域は粘着剤を含まなくてもよい。
【００９５】
　いくつかの変形形態では、本明細書に説明される粘着性の鼻デバイスは寸法および形状
、特に使用者の鼻の形状および寸法の多様性を有する、異なる使用者に適合するようにな
される。既に説明したように、特に粘着性保持具領域を有するデバイスは、異なる鼻の形
状に適合可能なように構成できる。いくつかの変形形態では、保持具領域は鼻の通路の外
面の周囲に粘着するだけでなく、鼻孔内に延びることができる。たとえば、粘着性保持具
は鼻孔内に突出する領域を含むことができ、鼻孔の壁に対して固定できる。いくつかの変
形形態では、内側に突出する領域は、それが鼻の通路内に固定でき、かつ／または対象者
の鼻孔内に突出する内側のリムベース領域（または粘着性の鼻デバイスの任意の他の部分
）を緩衝することができるように圧縮可能な材料（たとえば発泡体など）を含むことがで
きる。したがって、いくつかの変形形態では、保持具の内側に突出する部分は鼻の開口よ
りも小さく、必ずしも対象者の鼻の通路の側面に接触しない。
【００９６】
　粘着性の鼻デバイスの例示の積層物
　図１８は、本明細書に説明される層状の鼻デバイスの５つの例示の変形形態を示す。こ
れらの変形形態のそれぞれは、添付の図面によって下記に手短に説明される。
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【００９７】
　図１９Ａおよび１９Ｂは、可撓性を有するメッシュから作製されたフラップバルブ・リ
ミッタを備える気流抵抗器を有する層状の鼻デバイスの１つの変形形態を示す。フラップ
バルブ・リミッタは、局所的な可撓性を有するメッシュバルブリミッタと呼ぶことができ
、それはこのメッシュ層が、（たとえばそれがフラップバルブ・リミッタの下にだけある
ように）切り落とされ、粘着性保持具領域の粘着剤と同一の広がりを持たないからである
。これは、図１９Ａに示される断面および図１９Ｂに示される円形の詳細領域で理解する
ことができる。図１９Ｂの左側は、粘着性の鼻デバイスの変形形態の底面図を示す。
【００９８】
　粘着性の鼻デバイスは（粘着性保持具を形成する）両面粘着剤の片面を保護する裏打ち
層の上に順次に積層し、この粘着性保持具基材を貫通する開口を切り抜き（たとえば型抜
きし）、フラップバルブが開口にまたがるように（上記に説明した任意のフラップバルブ
であることができるがここではシリコーンＳカットフラップバルブとして示される）フラ
ップバルブ層を装着し、（開口にまたがるフラップバルブの上に）予め切り抜かれたメッ
シュを装着し、挟持されたフラップバルブおよびメッシュの上に対応する開口を有する別
の（片面の）粘着層を固定することによって形成できる。
【００９９】
　図１９Ａおよび１９Ｂに示される粘着性の鼻デバイスは、図１９Ｃから１９Ｅで対象者
によって着用されて示される。図２０Ａ～２０Ｇは、図１９Ａおよび１９Ｂに示されるよ
うな複数の粘着性の鼻デバイスを製造する１つの方法を示す。
【０１００】
　図２１Ａおよび２１Ｂは、可撓性を有するメッシュから作製されたフラップバルブ・リ
ミッタを備える気流抵抗器を有する層状の鼻デバイスの１つの変形形態を示す。このフラ
ップバルブ・リミッタは、このリミッタ層を形成するメッシュは切り落とされず、さらに
粘着性保持具領域を通る開口より遠くに延びるので、完全に可撓性を有するメッシュと呼
ぶことができる。これは、図２１Ａに示される断面および図２１Ｂに示される円形の詳細
領域で理解することができる。図２１Ｂの左側は、部分的に構築された粘着性の鼻デバイ
スの上面図を示す。
【０１０１】
　このデバイスは（粘着性保持具を形成する）両面粘着剤の片面を保護する裏打ち層を順
次に積層し、この基材を貫通する開口を切り抜き（たとえば型抜きによって）、この開口
にまたがる（たとえば上記に説明した任意のバルブ、ここでは魚鱗フラップバルブとして
示される）フラップバルブ層を装着し、メッシュによってフラップバルブを挟持するため
にフラップバルブ層の上に切り落とされないメッシュを装着することによって形成できる
。
【０１０２】
　図２２Ａ～２２Ｆは、図１９Ａおよび１９Ｂに示されるように、複数の粘着性の鼻デバ
イスを製造する１つの方法を示す。
　図２３Ａおよび２３Ｂは、メッシュから作製され、ここでは円錐として示す位置合わせ
ガイドを備えるフラップバルブ・リミッタを備える気流抵抗器を有する層状の鼻デバイス
の別の変形形態を示す。これは、図２３Ａに示される断面および図２３Ｂに示される円形
の詳細領域で理解することができる。図２３Ｂの左側は、部分的に構築された粘着性の鼻
デバイスの上面図を示す。
【０１０３】
　上記のデバイスと同様に、このデバイスは（粘着性保持具を形成する）両面粘着剤の片
面を保護する裏打ち層を順次に積層し、この基材を貫通する開口を切り抜き（たとえば型
抜きによって）、開口に位置合わせガイド円錐を挿入し、この開口にまたがる（上記に説
明した任意のフラップバルブ、ここではシリコーンの６つのパイカットフラップバルブと
して示される）フラップバルブ層を装着し、開口にまたがるフラップバルブの上に予め切
り落とされたメッシュを装着し、挟持されたフラップバルブおよびメッシュの上に対応す
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る開口を有する別の（片面の）粘着層を固定することによって形成できる。
【０１０４】
　図２３Ａおよび２３Ｂに示される粘着性の鼻デバイスは、図２３Ｃおよび２３Ｄに示さ
れ、図２３Ｅおよび２３Ｆで対象者によって着用されて示される。図２４Ａ～２４Ｆは、
図２３Ａおよび２３Ｂに示されるような複数の粘着性の鼻デバイスを製造する１つの方法
を示す。
【０１０５】
　図２５Ａおよび２５Ｂは、射出成形によって形成される予め成形されたメッシュであり
、円錐の位置合わせガイドを備えるフラップバルブ・リミッタを備える気流抵抗器を有す
る層状の鼻デバイスの別の変形形態を示す。これは、図２５Ａに示される断面および図２
５Ｂに示される円形領域の詳細で理解することができる。図２５Ｂの左側は、部分的に構
築された粘着性の鼻デバイスの上面図を示す。
【０１０６】
　粘着性の鼻デバイスのこの変形形態は、（粘着性保持具を形成する）両面粘着剤の片面
を保護する裏打ち層の上に順次に積層し、開口に予め成形された位置合わせガイド円錐を
挿入し、（たとえば上記に説明した任意のバルブ、ここではシリコーンの６つのパイカッ
トフラップバルブとして示される）フラップバルブ層を装着し、予め成形されたメッシュ
を挿入し、定位置にメッシュ、バルブ、および円錐を固定するために対応する開口を有す
る別の（片面の）粘着層を固定することによって形成できる。
【０１０７】
　図２５Ａおよび２５Ｂに示される粘着性の鼻デバイスを組み立てる１つの可能性のある
方法が、図２５Ｃに示される。この例では、円錐（装着ガイド）、フラップバルブ、およ
びフラップバルブ・リミッタ（メッシュ）を超音波溶着によって製造する方法が説明され
る。溶着ホーンおよび溶接ジグを使用して、図示されるようにサブアセンブリを形成する
ためにこれらの３つの構成要素を共に超音波溶着する。次いでこのサブアセンブリは、粘
着性基材（粘着性保持具）に形成された開口に挿入できる。
【０１０８】
　図２６Ａおよび２６Ｂは、予め成形された（たとえば射出成形によって形成された）フ
ラップバルブを備える気流抵抗器を有し、円錐の位置合わせガイドを備える層状の鼻デバ
イスの別の変形形態を示す。これは、図２６Ａに示される断面および図２６Ｂに示される
円形領域の詳細で理解することができる。図２６Ｂの左側は、粘着性の鼻デバイスの上面
図を示す。
【０１０９】
　粘着性の鼻デバイスのこの変形は、（粘着性保持具を形成する）両側粘着剤の片側を保
護する裏打ち層に開口を切断し、予め成形されたフラップバルブおよび円錐サブアセンブ
リを開口に挿入し、フラップバルブ・リミッタ（メッシュ）をフラップバルブの上に装着
し、定位置にメッシュ、バルブ、および円錐を固定するために気流抵抗器の周囲の対応す
る開口を有する別の（片面の）粘着層を固定することによって形成できる。
【０１１０】
　図２６Ｃ～２６Ｄは、円錐およびフラップバルブを備えるサブアセンブリを射出成形す
る１つの方法を示す。この例では、円錐が（図２６Ｃで）最初に射出成形され、次いでフ
ラップバルブ層が（図２６Ｄで）円錐内でおよそ０．０７６２ミリメートル（０．００３
インチ）の厚さに射出成形される（またはＬＩＭ成形される）。最後に、フラップバルブ
リーフレット部が、（図２６Ｅで）成形されたフラップバルブ層から打ち抜かれる。図２
７Ａから２７Ｃは、射出成形されたフラップバルブを有するデバイスの異なる図も示す。
【０１１１】
　図２８Ａは、粘着性の鼻デバイスの分解図を示し、そこでは気流抵抗器が、フラップバ
ルブを固定し、フラップバルブ・リミッタとして機能する硬い（たとえば打ち抜きまたは
射出成形された）プラスチック片を備える。この気流抵抗器サブアセンブリは、粘着性の
鼻デバイスを形成するために粘着性保持具の切断領域内に固定できる。図２８Ｂおよび２
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８Ｃは、それぞれこの変形形態の底面図および上面図を示す。硬いサブアセンブリは、鼻
の通路を開いた状態に支えるように機能し、同時に位置合わせガイドとして作用する。
【０１１２】
　図２９Ａおよび２９Ｂは、わずかに異なる層の配置を有する層状の鼻デバイスの分解図
を示す。たとえば、図２９Ａに示される粘着性の鼻デバイスと比較して、図２９Ｂでは、
追加の粘着層がフラップバルブ・リミッタとフラップバルブの間に存在する。これらの分
解図は、本明細書に説明されるデバイスの製造の一般的な方法を示す助けとなることがで
きる。図２９Ｃおよび２９Ｄは、例示の層状の鼻デバイスを製造する、可能な方法を示す
。
【０１１３】
　本明細書に説明されるデバイスは、バッチ式製造、または人の手によって製造できる。
特に、本明細書に説明される層状のデバイスは、順次に様々なものを積層して最終的なデ
バイスを形成することによって製造できる。層は、切断、切落としなど、またはその他の
方式でそれを変更することによって予め加工できる。バッチ生産方式は、異なる層に対応
するストリップまたはシートを積層し、ストリップまたはシートが少なくとも部分的に組
み立てられた後に、デバイスをそこから切断しまたは打ち抜くことによって行うことがで
きる。図２９Ｃおよび２９Ｄは、層状のストリップからデバイスを製造する１つの方法を
概略的に示す。たとえば、図２９Ｃでは、デバイスを形成する層は、各層が形成された後
に順次に加えることができる。粘着性保持具層２０９７（粘着性基材および粘着剤を備え
る）は、たとえば図示されるように最初に連結される連続的な環形状のストリップ２９１
１を切断することによって形成できる。次いで層状の気流抵抗器が、フラップバルブ基材
（たとえばシリコーン層）からフラップバルブリーフレット部を切断し、連結されたフラ
ップバルブの連続的なストリップでもあるフラップバルブ層２９０１を形成し、フラップ
バルブ層をフラップバルブ制限層２９０３に隣接して配置することによって形成できる。
次いでこの層状の気流抵抗器は、粘着性リング２９０５によって粘着性保持具層に取り付
けることができる。層が組み立てられた後に、個々のフラップバルブは切断またはその他
の方式で連結領域２９１１を除去することによって分離できる。製造されるデバイスがこ
こで円錐形のアライナ２９０９として示されるアライナも含むことを除いて、同様のプロ
セスが図２９Ｄに示される。図２９Ｄでの層の順序は、図２９Ｃに示される配置と異なる
。図２９Ｄでは、粘着性保持具の皮膚に接触する表面は、（ページの「上」に面して）可
視であり、フラップバルブ・リミッタはフラップバルブ層と粘着性基材の間にある。図２
９Ｃでは、粘着性保持具の皮膚に接触する表面は、（ページの「下」に面して）可視でな
く、フラップバルブ層はフラップバルブ制限層と粘着性保持具層の間にある。
【０１１４】
　１つの変形形態では、鼻の粘着性デバイスは、各層を形成し（ただしたとえば、粘着性
保持具基材、フラップリーフレット部などは切断し）、およびフラップバルブ・リミッタ
の位置をフラップバルブ層に隣接して配置し、（たとえば粘着性リングを使用して）層を
粘着的に固定することによって製造できる。下記の例のうちの１つに説明されるように、
フラップバルブリーフレット部は粘着性基材層から形成できる。連続的な製造過程が、図
３０に示されるように、順次に積層される材料のローリングストリップの一部分としてデ
バイスを積層するステップを含むことができる。図３０（１）では、開口は、両面テープ
基材および除去可能な裏打ち層からなる粘着性保持具層から押し抜きまたは裁断される。
ステップ（２）では、フラップバルブ材料のストリップが加えられ、フラップバルブ材料
が切断されて（たとえば型抜きされて）ステップ（３）でフラップリーフレット部を形成
する。メッシュが開口およびフラップバルブと整列するように、メッシュ（フラップバル
ブ・リミッタ）がステップ（４）で装着される。粘着性保持具の開口内で気流抵抗器を密
封するために追加の粘着層がステップ（５）で装着され、ステップ（６）に示されるよう
に、個々の粘着性の鼻デバイスがストリップから切断できる。図３１は同様の製造方法を
示す。その他のバッチ製造方法が、たとえば図２０Ａ～２０Ｇ、図２２Ａ～２２Ｅ、およ
び図２４Ａ～２４Ｆで上記に説明した変形形態のうちのいくつかに関してこれまでに例示
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された。
【０１１５】
　図３２Ａ～３２Ｄは、層状の鼻デバイスの別の変形形態を示す。このデバイスは、多層
の層状のデバイスである。図示されたデバイスは、粘着（粘着性保持具）層、通気性バリ
ア（バルブ制限層）、およびエラストマバルブ層の３つの層を有する。これらの層は、図
３２Ａに示される。図３２Ａおよび３２Ｂは、粘着性の鼻デバイスを形成する３つの層の
配置を示す。粘着層は、その上に気流抵抗器層（通気バリアおよびエラストマ）が固定さ
れる基材を形成する。前述の例のように粘着性保持具を通る開口が、メッシュのような通
気層によって覆われる。この層の縁部は、（粘着層の粘着剤、または付加的な粘着剤を使
用するステップを含む）任意の適切な方法によって粘着層に固定できる。エラストマ材料
の２つの平行なストリップが開口にまたがる通気層に隣接して配置され、端部に（おそら
く１つの側面に沿って）固定される。間隙（リーク経路を形成する）が、図３２Ｄに示さ
れるように２つのストリップの間に残ることができる。いくつかの変形形態では、多数の
ストリップを使用してバルブを形成できる（図２Ｅ～２Ｇを参照されたい）。
【０１１６】
　この粘着性の鼻デバイスは、対象者が吸気するとき、バルブを形成するエラストマバン
ドが通気層（バルブ制限層）から離れて撓み、最小限の抵抗だけで空気が流れることを可
能にするために開くように、対象者の片方または両方の鼻孔と連通して配置できる。これ
は図３２Ｂに示されている。呼気の間、バルブを形成するエラストマ材料のストリップは
、通気バリアから形成されるバルブ制限層によって撓むことが制限され、空気がバルブ層
を形成するストリップの間のリーク経路しか通過できなくなるので呼気に対する抵抗が生
じる。
【０１１７】
　図３２Ａ～３２Ｄに示されるデバイス、および本明細書に説明される任意のデバイスは
、いびきを含む病状を治療するために使用することができ、一般に（たとえば約２ｃｍと
約２０ｃｍのＨ２Ｏの間、約２ｃｍと約８ｃｍのＨ２Ｏの間、または約２ｃｍと約６ｃｍ
のＨ２Ｏの間、または約４ｃｍのＨ２Ｏなどの）呼気に対するわずかな抵抗をもたらすよ
うに対象者によって装着できる。
【０１１８】
　図３３Ａおよび３３Ｂは、層状の鼻デバイスの別の例を示す。図３３Ａは、デバイスの
正面図を示す。デバイスは、タブまたはハンドル３３１１の部分を備える粘着性保持具領
域を備える。粘着性保持具は、（この例では）フラップバルブおよびフラップバルブ・リ
ミッタを含む気流抵抗器領域を囲む層である。フラップバルブ・リミッタは、図３３Ａで
層３３０５として可視であり、粘着性基材３３０７の部分も同様である。この例では、粘
着性基材は、材料の薄いフィルムから形成され、気流抵抗器は分解図３３Ｃでより容易に
明らかになるように粘着性基材層に形成されるフラップバルブである。この材料の薄いフ
ィルム（たとえばシリコーン、ポリウレタン、またはその他の薄いフィルム材料など）は
非常に可撓性を有するものであり、粘着性材料を含むことができ（またはそれによって被
覆でき）、粘着性保持具が対象者の鼻の領域に快適に適合することができるようにする。
【０１１９】
　図３３Ａのデバイスは、支持フレーム３３０９も備える。支持フレーム３３０９は、粘
着性基材の薄いフィルムを支持するのを補助でき、望ましくない形で折り曲がり、または
皺がよる（または違った形でその形を損なう）ことを防止する。支持フレームは粘着性基
材に粘着的に取り付けることができ、それが対象者の鼻腔の上に配置された後に、デバイ
スから（上記に説明した保護コーティング領域と同様に）除去することができる。支持フ
レームを除去することにより、デバイスが対象者の鼻腔の上に合致（およびおそらく密封
）可能にすることができる。支持フレームは、デバイスの一方の側面（一般に皮膚に接触
しない側面）の一部分を横切って延びることができる。一般に、支持フレームは粘着性保
持具領域の全体的な形状を維持するために、粘着性保持具の少なくとも３つの側面を支持
するために延出できる。いくつかの変形形態では、支持フレームはデバイスの表面全体（
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デバイスが対象者によって着用される場合に皮膚に接触しない側面）を覆う。支持フレー
ムは、保護カバーに関して上記に説明した材料を含む、任意の適切な材料から作製できる
。支持フレームは、図３３Ａおよび３３Ｃに示されるように、層として考えることもでき
る。支持フレームは、デバイスがおおよそ配置された場合に、（たとえばそれを剥ぎ取る
ことによって）デバイスからの支持フレームの除去の促進を補助するためのハンドルまた
はタブ領域を備えることもできる。
【０１２０】
　図３３Ｂは、図３３Ａに示すデバイスの反対側を示す。デバイスのこの側面は、一般に
図３３Ｂでは保護カバー３３１５、３３１５’の下で可視でない、粘着性保持具の粘着側
面を備えるので、皮膚接触側面と呼ぶことができる。この保護カバー３３１５、３３１５
’は、個別に除去することができる２つの領域を有する。保護カバー３３１５の第１の領
域は、位置合わせガイド３３１３を含む気流抵抗器の周囲の粘着性保持具を覆う。第２の
保護カバー３３１５’は、タブ（または把持部）領域３３１１を覆う。第１の保護カバー
は、対象者にデバイスを（たとえば対象者の鼻腔と連通して）配置し、最初に取り付ける
ために除去することができる。次いで、第２の保護カバー３３１５’を除去して、さらに
タブ領域を取り付けることができる。最後に、（いくつかの変形形態では）、次いで支持
フレーム層を（外側に面する）反対側面から除去することができ、デバイスが上記に説明
したように皮膚に完全に粘着できるようになる。
【０１２１】
　図３３Ｃは、図３３Ａおよび３３Ｂに示されるデバイスの分解図を示す。図３３Ｃでは
、個別の層を見せている。中央の層は、薄いフィルムの粘着性基材層３３２１である。こ
の層もフラップバルブ層であり、中央のフラップバルブリーフレット部３３２３が切断さ
れて層になる。フラップバルブ制限層３３２５は、フラップバルブに隣接して配置され、
粘着剤３３２７のリングと共に定位置に固定される。支持フレーム３３１１が、粘着性基
材層の薄いフィルムに（たとえば粘着剤を介して）固定できる。
【０１２２】
　粘着剤の層３３３１が、薄いフィルムの粘着性基材の反対側面に装着またはその他の方
式で固定できる。いくつかの変形形態では、粘着性基材の両側面が粘着性であり（または
粘着層を含み）、または薄いフィルムの粘着性基材それ自体が粘着性である。次いで位置
合わせガイド３３１３は、気流抵抗器の周囲に取り付けることができ、粘着剤リング３３
３７（たとえば両面粘着性リングなど）によって層状の粘着性保持具に固定できる。
【０１２３】
　使用方法
　前述のように、本明細書に説明される任意の層状の粘着性デバイスは、いびきまたは他
の睡眠障害の呼吸を治療するために使用できる。対象者は、デバイスを自身の鼻に装着で
きる。たとえば、デバイスは最初に、清浄なまたは無菌の包装から除去できる。本明細書
に説明されるデバイスは、大きさを決められ（たとえば小児用／成人用、小、中、大など
）またはフリーサイズであることができる。粘着性の鼻デバイスの配置は、鏡の前で行う
ことができ、または鏡を見ずに行うことができる。保護カバーを備える粘着性保持具を有
するデバイスは、保護カバーを最初に除去し、次いで気流抵抗器（または位置合わせガイ
ド）を（デバイスに応じて）片方または両方の鼻孔と位置合わせすることによって装着の
準備をすることができる。次いで、デバイスは気流抵抗器を片方または両方の鼻孔と連通
して固定するために粘着性保持具を鼻孔に押し付けることによって、鼻孔に（たとえば鼻
孔の上に）装着できる。粘着性の鼻デバイスの配置の後に、使用者は、様々な方法によっ
て粘着性保持具と鼻孔の中、鼻孔、鼻孔の上、または鼻孔の周囲の領域との間に適切な密
封が形成され、または保たれるかどうか試すことができる。たとえば、呼気において、呼
気がより困難になったことにより、良好な密封がデバイスとその鼻腔の間に形成されたか
どうかは使用者により明白になる。同様に、デバイスは粘着性保持具を鼻孔から剥ぎ取る
ことによって除去できる。
【０１２４】
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　粘着性の鼻デバイスは一般に、気流抵抗器が、鼻孔を通る気流が実質的に吸気によって
影響されないことを可能にするが、鼻を通る呼気の気流に対する抵抗をもたらすように、
各鼻孔の上に一般的に装着される。しかし、呼気の気流を阻止し、鼻を通る呼気の気流が
実質的な抵抗なしに行うことができるようにするために、この配置を逆にすることが有利
である可能性がある。いくつかの変形形態では、気流抵抗器は、呼気の間に片方の鼻孔だ
けに気流に対する抵抗があり、もう一方の鼻孔を通る吸気または呼気に対する実質的な抵
抗が全くないように、片方の鼻孔のみに着用できる。１つの変形形態では、（吸気および
呼気の両方に対する）固定された抵抗を有するデバイスを片方の鼻孔の上、その周囲、ま
たはその中に着用できるが、もう一方の鼻孔は吸気抵抗がほとんどなく、かなりの呼気抵
抗があるように構成された気流抵抗器と連通する。いくつかの変形形態では、デバイスは
、片方の鼻孔では吸気の間に気流に対するより大きな抵抗があり、もう一方の鼻孔では呼
気の間に気流に対するより大きな抵抗があるように着用または構成できる。しかし一般に
、両方の鼻孔に呼気の間に気流に対するわずかな抵抗をもたらすことが、いびきまたは他
の睡眠障害の呼吸を治療するために使用できると考えられている。
【０１２５】
　図３４Ａおよび３４Ｂは、上記に説明したもののような、粘着性の片方の鼻孔用の鼻デ
バイスを示す。図３４Ａでは、使用者は粘着性保持具領域を露出させて、最初に保護カバ
ーの全部（または一部分）を剥ぎ取ることができる。次いで使用者は、デバイスを通る通
路が鼻の開口と位置合わせされるように、鼻孔のうちの片方の上にデバイスを配置できる
。位置合わせガイドは、使用者が鼻の開口およびデバイスの中央の通路を位置合わせする
のを補助できる。配置リングは、使用者が触感し、デバイスを正確に位置決めするのを助
ける織地、色、または形状を有することができる。たとえば、位置合わせガイドは熱成形
リングである配置リングであることができる。粘着性デバイスは、定位置に固定するため
に鼻孔に対して装着できる。使用者は、最初に、粘着性デバイスと鼻孔および／または鼻
との間の粘着（および／または密封）を妨げるおそれのある物質（たとえば汚れ、油など
）を除去するために、粘着性デバイスが装着される領域を洗浄できる。
【０１２６】
　片方の鼻孔用のデバイスが、（図３４Ｂに示されるように）片方の鼻孔の上に装着され
た後に、第２のデバイスがもう一方の鼻孔に装着できる。２つのデバイスの粘着性保持具
領域は重なることができる。デバイスを除去するには、使用者は単に粘着性デバイスを剥
ぎ取るだけでよい。場合によっては、２つの以前に独立していたデバイスが共に粘着でき
るので、片方のデバイス除去されると、第２のデバイスの除去が促進される。説明および
例によって方法およびデバイスをここにある程度詳細に述べてきたが、そのような説明お
よび例は理解を明確にする目的のために過ぎない。本明細書の教示に照らして、当分野の
技術者には、本発明の趣旨および範囲から逸脱せずにそこにある程度の変更および修正を
行うことができることが直ちに明らかになるであろう。
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