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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　気道の閉塞を緩和する器械において、
　上気道を覆っている咽喉の外部区域と嵌め合い、それによって前記咽頭の外部区域を密
封するように構成されている周辺表面を備えている治療器具であって、嵌め合わされると
、前記治療器具は、前記治療器具の内面と前記咽頭との間に位置し、８．１９３５３２ｃ
ｍ３（０．５ｉｎ３）及び１９６．６４４７６８ｃｍ３（１２ｉｎ３）の間の変移する数
値における密封された容積を有する空間充填室を提供する、治療器具と、
　前記空間充填室に作動可能に接続されており、４０ｄＢ　ＳＰＬ未満の騒音水準を発生
させながら、水柱７．６ｃｍ及び６１ｃｍの間の水準で前記空間充填室内部の部分真空を
維持するように構成されている空気ポンプと、を備えている器械であって、
　前記器械は前記部分真空の水準を維持する為に、空気ポンプのオン／オフサイクルを制
御する真空センサー及び真空モーター又は圧力センサー及び圧力モーターの制御回路と接
続した操作可能なマイクロ制御コントローラを包含した真空制御モジュールを含むことを
特徴とする、気道の閉塞を緩和する器械。
【請求項２】
　気道の閉塞を緩和する器械において、
　上気道を覆っている咽喉の外部区域と嵌め合い、それによって前記咽頭の外部区域を密
封するように構成されている周辺表面を備えている治療器具であって、嵌め合わされると
、前記治療器具は、前記治療器具の内面と前記咽頭との間に位置し、８．１９３５３２ｃ
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ｍ３（０．５ｉｎ３）及び１９６．６４４７６８ｃｍ３（１２ｉｎ３）の間の変移する数
値における密封された容積を有する空間充填室を提供する、治療器具と、
　前記空間充填室に作動可能に接続されており、前記空間充填室内部の部分真空を維持す
るように構成されている空気ポンプであって、前記空気ポンプは、容積式ポンプを備えて
いる、空気ポンプと、を備えている器械であって、
　前記器械は、前記部分真空の水準を維持する為、空気ポンプのオン／オフサイクルを制
御する、真空センサー及び真空モーター又は圧力センサー及び圧力モーターの制御回路と
接続した操作可能なマイクロ制御コントローラを包含した真空制御モジュールを含むこと
を特徴とする、気道の閉塞を緩和する器械。
【請求項３】
　気道の閉塞を緩和する器械において、
　上気道を覆っている咽喉の外部区域と嵌め合い、それによって前記咽頭の外部区域を密
封するように構成されている周辺表面を備えている治療器具であって、嵌め合わされると
、前記治療器具は、前記治療器具の内面と前記咽頭との間に位置し、８．１９３５３２ｃ
ｍ３（０．５ｉｎ３）及び１９６．６４４７６８ｃｍ３（１２ｉｎ３）の間の変移する数
値における密封された容積を有する空間充填室を提供し、前記治療器具は、使用者の動作
に起因して前記器具内部で作られる部分真空の振幅を緩衝するように構成されている緩衝
構成要素を備えている、治療器具と、
　前記空間充填室内部で前記部分真空を提供するために前記空間充填室に作動可能に接続
されている空気ポンプと、を備えている器械であって、
　前記器械は、前記部分真空の水準を維持する為、空気ポンプのオン／オフサイクルを制
御する、真空センサー及び真空モーター又は圧力センサー及び圧力モーターの制御回路と
接続した操作可能なマイクロ制御コントローラを包含した真空制御モジュールを含むこと
を特徴とする、気道の閉塞を緩和する器械。
【請求項４】
　気道の閉塞を緩和する器械において、
　上気道を覆っている咽喉の外部区域と嵌め合い、それによって前記咽頭の外部区域を密
封するように構成されている周辺表面を備えている治療器具であって、嵌め合わされると
、前記治療器具は、前記治療器具の内面と前記咽頭との間に位置し、８．１９３５３２ｃ
ｍ３（０．５ｉｎ３）及び１９６．６４４７６８ｃｍ３（１２ｉｎ３）の間の変移する数
値における密封された容積を有する空間充填室を提供し、周辺縁は、水柱約７．６ｃｍか
ら約６１ｃｍまでの間の変移する数値における密封された容積の内部の部分真空水準の６
０ｍｍＨｇ又はそれ以下の圧力を、使用者の皮膚に接触する表面に沿って提供するように
構成されている、治療器具と、
　前記空間充填室に作動可能に接続されており、前記空間充填室内部の部分真空を維持す
るように構成されている空気ポンプと、を備えている器械であって、
　前記器械は、前記部分真空の水準を維持する為、空気ポンプのオン／オフサイクルを制
御する、真空センサー及び真空モーター又は圧力センサー及び圧力モーターの制御回路と
接続した操作可能なマイクロ制御コントローラを包含した真空制御モジュールを含むこと
を特徴とする、気道の閉塞を緩和する器械。
【請求項５】
　気道の閉塞を緩和する器械において、
　上気道を覆っている咽喉の外部区域と嵌め合い、それによって前記咽頭の外部区域を密
封するように構成されている周辺表面を備えている治療器具であって、嵌め合わされると
、前記治療器具は、前記治療器具の内面と前記咽頭との間に位置し、８．１９３５３２ｃ
ｍ３（０．５ｉｎ３）及び１９６．６４４７６８ｃｍ３（１２ｉｎ３）の間の変移する数
値における密封された容積を有し、０．０８１９３５３２ｃｍ３（０．００５ｉｎ３）／
ｍｉｎ及び８．１９３５３２ｃｍ３（０．５ｉｎ３）／ｍｉｎの間の変移する数値におけ
る、空間の中へ空気が漏れる速度を有している空間充填室を提供する、治療器具と、
　前記空間充填室に作動可能に接続されており、前記空間充填室内部の部分真空を維持す
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るように構成されている空気ポンプであって、前記空気ポンプは、容積式ポンプを備えて
いる、空気ポンプと、
　真空センサー又は圧力センサー及び前記空気ポンプのオン／オフサイクル及び／又は速
度を制御しているモーター回路構成と連結されるマイクロ制御装置を備えている真空制御
モジュールと、を備えている器械であって、
　前記器械は、前記部分真空の水準を維持する為、空気ポンプのオン／オフサイクルを制
御する、真空センサー及び真空モーター又は圧力センサー及び圧力モーターの制御回路と
接続した操作可能なマイクロ制御コントローラを包含した真空制御モジュールを含むこと
を特徴とする、気道の閉塞を緩和する器械。
【請求項６】
　真空センサー又は圧力センサー及び前記空気ポンプのオン／オフサイクル及び／又は速
度を制御しているモーター回路構成と作動可能に連結されるマイクロ制御装置を備えてい
る真空制御モジュールを更に備えている、請求項１から請求項４の内の１つに記載される
器械。
【請求項７】
　前記真空制御モジュールは、空気ポンプを不連続な手法で作動させるようにプログラム
される、請求項６に記載の器械。
【請求項８】
　前記空気ポンプと、駆動モーターと、制御モジュールと、前記駆動モーター及び制御モ
ジュールに電力を供給する電池とは、治療器具によって装着可能に支持されており、それ
によって使用者は前記治療器具を使用しながら自由に動くことができる治療器械を提供し
ている、請求項６に記載の器械。
【請求項９】
　前記真空制御モジュールは、前記空間充填室の内部で最初の部分真空を作り出すための
第１のポンプモード及び前記部分真空を維持するための第２のポンプモードを提供するよ
うにプログラムされる、請求項５に記載の器械。
【請求項１０】
　前記治療器具は、使用者に嵌め込まれ、水柱７．６ｃｍ及び６１ｃｍの間の水準で前記
空間充填室内部の部分真空を作り出す時、前記治療器具は、０．０８１９３５３２ｃｍ３

（０．００５ｉｎ３）／ｍｉｎ及び８．１９３５３２ｃｍ３（０．５ｉｎ３）／ｍｉｎの
間の変移する数値において、前記室の中へ空気が漏れる速度を提供するように構成されて
いる、請求項１から請求項４の内の１つに記載の器械。
【請求項１１】
　前記周辺表面は、使用者の皮膚に接触する接触表面沿いの圧力が、６０ｍｍＨｇを超え
ないように、力の負荷を十分な皮膚面積全域に分布させる、請求項１から請求項３又は請
求項５の内の１つに記載の器械。
【請求項１２】
　前記周辺表面は、１５及び３０の間のデュロメータを有する材料で作られる、請求項１
から請求項６の内の１つに記載の器械。
【請求項１３】
　前記周辺表面は、前記周辺表面の外側端部とおおむね平行に流れる、最大寸法で高さ０
．１２７ミリメートル（０．００５インチ）及び１．２７ミリメートル（０．０５インチ
）の間、幅０．１２７ミリメートル（０．００５インチ）及び１．２７ミリメートル（０
．０５インチ）の間の１つ又はそれ以上のシーリング面の周辺部と概ね平行に流れている
連続した隆線を備えている、請求項１から請求項６の内の１つに記載の器械。
【請求項１４】
　前記治療器具は、部分真空下で空間充填室を維持するのに十分な支持を提供している上
部構造によって分離可能に支持される使い捨て可能な可撓性を有する薄膜を備えている、
請求項１から請求項６の内の１つに記載の器械。
【請求項１５】
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　前記治療器具は、使用者の動作に起因する、前記治療器具の内部で作られる部分真空の
振幅を緩和するように構成されている緩衝構成要素を更に備えている、請求項１、請求項
２又は請求項４から請求項６の内の１つに記載の器械。
【請求項１６】
　前記空気ポンプと、駆動モーターと、制御モジュールと、前記駆動モーター及び制御モ
ジュールに電力を供給する電池とは、治療器具によって装着可能に支持されており、それ
によって使用者は前記治療器具を使用しながら自由に動くことができる治療器械を提供し
ている、請求項５に記載の器械。
【請求項１７】
　前記空気ポンプは、０．０１６３８７０６４ｃｍ３（０．００１ｉｎ３）及び０．１６
３８７０６４ｃｍ３（０．０１ｉｎ３）の間の単一ストローク変位を有しており、回転ブ
ラシレスＤＣモーター又はリニアＤＣモーターを使用して駆動される隔壁ポンプを備えて
いる、請求項１から請求項６の内の１つに記載の器械。
【請求項１８】
　前記治療器具は、音マスキング及び／又は音相殺電子要素を更に備えている、請求項１
から請求項６の内の１つに記載の器械。
【請求項１９】
　前記治療器具は、１つ又はそれ以上の特性を有するセンサーを更に備えている、請求項
１から請求項６の内の１つに記載の器械。
【請求項２０】
　単数又は複数の特性を有するセンサーは、呼吸サイクル、無呼吸事象、いびき事象、血
圧、心拍数及び血中酸素飽和度から成る群から選択された１つ又はそれ以上の特性を示す
電子信号を生成する、請求項１９に記載の器械。
【請求項２１】
　前記治療器具は、前記治療器具及び外部装置の間のデータのインポート及び／又はエク
スポート用のデータ伝送電子要素を更に備えている、請求項１から請求項６の内の１つに
記載の器械。
【請求項２２】
　前記治療器具は、低真空の期間の間、使用者の上で位置を維持するためにストラップを
更に備えている、請求項１から請求項６の内の何れか１つに記載の器械。
【請求項２３】
　前記空気ポンプは、再生ポンプである、請求項１及び請求項４に記載の器械。
【請求項２４】
　前記治療器具は、空間充填室の周辺を形成するために使用時に使用者の皮膚に接触する
接触表面であって、前記接触表面は、前記使用者の皮膚全域に亘って伸張しているリップ
部を備えている、接触表面と、
　前記空間充填室の外側シールを形成している端部シールであって、前記端部シールは、
前記接触表面の前記リップ部を備えた端部に連続的なフラップとして形成されており、前
記フラップは、空間充填室に対してそれより外向きに伸張している、端部シールと、を更
に備えている、請求項１から請求項６の内の１つに記載の器械。
【請求項２５】
　前記端部シールは、接触表面の前記リップ部の下（使用者の皮膚との接触面）で伸張し
ている、請求項２４に記載の器械。
【請求項２６】
　被術者の気道の閉塞を緩和する方法において、
　請求項１から請求項２５のうちの１つによる器械の治療器具を被術者の咽喉の外部区域
に嵌め込み、それによって被術者の上気道の一部を覆う空間充填室を作る段階と、
　前記上気道の一部を覆っている軟組織を前記空間充填室の中へ動かすために前記空間充
填室の内部で十分な部分真空を作る段階と、から成る方法。
【請求項２７】
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　前記閉塞は、睡眠時無呼吸又はいびきを引き起こし、前記方法は、睡眠１時間当たりの
前記無呼吸事象又はいびき事象の数又は期間を少なくとも２０％低減する方法であって、
　前記方法には部分真空の水準を維持する為に、空気ポンプのオン／オフサイクルを制御
する真空センサー及び真空モーター又は圧力センサー及び圧力モーターの制御回路と接続
した操作可能なマイクロ制御コントローラを包含した真空制御モジュールを使用すること
を特徴とする、請求項２６に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００８年５月２０日に出願された、米国仮特許出願第６１／０５４，７９
９号に対する優先権を請求し、全ての表、図面及び特許請求の範囲を含めて、同出願の全
体を参考文献としてここに援用する。
【０００２】
　本発明は、概略的には、医療装置に関する。より厳密には、本発明は、上気道で開存性
の改善をもたらす装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　本発明の背景についての以下の考察は、単に、本発明を理解する上で読者を支援する目
的で提供されているにすぎず、本発明の先行技術を説明又は構成することは認められてい
ない。
【０００４】
　上気道（鼻咽頭、中咽頭、咽喉頭及び喉頭を示す）の閉塞は、どの様な年齢であっても
発生する可能性がある。上気道のある部分が閉塞する危険のある人々には、睡眠時無呼吸
症を発する人々、気道腫瘍又は吸い込んだ食物のような異物がある人々及び上気道に気道
閉塞をもたらす炎症性又は外傷性の損傷のある人々を含む。
【０００５】
　上気道閉塞の医学的後遺症は、壊滅的である可能性があり、有効的な肺換気が不能であ
ると、血中酸素が低下した全身性の状態である低酸素症を急速に発症する。正常化されな
いまま放置されると、低酸素症は、脳卒中及び心筋梗塞（心臓発作）などの重篤な末端器
官損傷の原因となり、致死的な結果になる可能性がある。
【０００６】
　いびきは、睡眠中の一過性の部分的上気道閉塞と関連付けられる、よく見られる慢性的
な医学的問題である。いびきは、世界中で何百万という人々を悩ましている。いびきは、
睡眠不足の結果発生する、深刻な医学的問題であると多く人々が認めている、慢性疲労に
つながる恐れがある。いびきの音は、一般的には中咽頭の軟組織に共鳴振動を発生させる
上気道閉塞の区域を通過する乱れた空気の流れによって作り出される。
【０００７】
　一定の割合のいびきをかく人々は、更に、一過性の上気道閉塞と関連付けられる、別の
頻繁に起こり且つ深刻な医学的状態である睡眠時無呼吸に悩まされている。最もよく見ら
れる型の睡眠時無呼吸である閉塞型睡眠時無呼吸（ＯＳＡ）では、罹患個人は、非常に多
くの無呼吸発作又は完全な且つしばしば長引く呼吸停止に曝されている。重症例では、１
時間の睡眠当たり１００又はそれ以上の無呼吸事象を有する場合がある。ＯＳＡは、低酸
素血症を引き起こし、認識機能障害、日中の傾眠、高血圧、脳卒中及び心筋梗塞のリスク
の増加及びインスリン抵抗性真性糖尿病の原因となる。未治療で放置されると、ＯＳＡは
、早過ぎる死を招く可能性がある。
【０００８】
　ＯＳＡは、上気道内又は付近のどちらか一方の組織の機械的性質の変化及び／又は気道
内径を横切る神経筋の制御障害に起因して、睡眠中に、通常中咽頭の水準において、上気
道の一部分の閉塞によって引き起こされる。上気道に潰れをもたらす即時的要因は、開状
態を維持する気道の筋肉の能力を上回る、気道内の陰圧である。睡眠中に上気道の潰れを
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起こしやすい、上気道の機械的性質の変化は、大きい扁桃腺のような解剖学的な状況に起
因する場合があり、又は特発性の場合もある。上気道の機械的性質を改善して睡眠関連の
気道閉塞を減らすために、様々な医学的な介入が示されてきた。それらは、外科処置、下
顎を再配置する医療機器及び持続的気道用圧法（ＣＰＡＰ）の改作を含んでいる。
【０００９】
　残念なことに、全ての現在の治療法は、最適とは程遠い結果を生じさせている。外科処
置及び再配置装置は、ＯＳＡ患者の少数にしか有効的ではなく、応答者は、治療開始前に
確実性を確認することができない。結果的には、多数の人々は、恩恵を受けることなく苦
痛を伴う高価な処置を受けている。他方、ＣＰＡＰは、ＯＳＡ患者の大多数には有効的で
あるが、治療は不快感を伴うものであり、長期使用に亘る耐用性は良好ではない。相当な
数のＣＰＡＰを付与された患者は、開始後１年以内に治療を中断している。
【００１０】
　ＣＰＡＰは、睡眠中に周囲圧力を上回る圧力の空気を上気道へ送り込むことによって機
能する。陽圧を上気道に印加することは、「割り当て」として働き、ＯＳＡ患者において
睡眠の或る段階の間上気道が潰れる傾向を妨げることができる。周囲圧力より高い圧力を
上気道へ送り込むために、患者は、口及び／又は鼻を覆う、窮屈に体に適合するマスクを
装着しなければならない。このマスクは、給気管及び可変圧力空気ポンプに接続されてい
る。治療中に上気道の乾燥を回避するために空気を加湿する追加的な構成要素を加えるこ
とができる。ＣＰＡＰに対する患者の不満には複数の原因があり、送り込まれる空気圧に
対して息を吐きだすことの困難さ、閉所恐怖症の感覚を引き起こす不快なフェイスマスク
、空気ポンプの騒音及び加湿システムの湿気が含まれる。更に、装置騒音の影響、マスク
排気及び使用者の不快感は、実質的には使用者の配偶者又は同伴者の睡眠パターンを乱す
可能性がある。更に、ＣＰＡＰユニットには、容易に持ち運びすることができないものも
幾つかあり、患者の移動能力を制限している。
【００１１】
　従って、慢性的な使用の間、高い有効性及び良好な耐用性の両方を有する、上気道の閉
塞を改善する手段を開発する差し迫った医療的な必要性が存在している。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、個人の上気道の開存性を改良することを支援する装置及び方法を提供する。
【００１３】
　本発明の第１の態様では、上気道に一部を覆っている咽喉（本明細書で使用される用語
「咽喉」は、概ね顎から胸骨の最上部まで及び側面に沿って外部頸静脈の後方にある点ま
で伸張している首の前方部分を指している）の外部区域を密封するように構成されていて
、それによって表面及び咽喉の間に横たわっている室（例えば、空気分子が充填された空
洞）を提供する表面を有している治療器具が提供されている。器具は、首の前頸三角と関
連付けられる被術者の内部軟組織におおよそ一致する外部位置で被術者の咽喉に隣接する
被術者の顎の下に嵌まるように構成されている。器具で密封される皮膚区域は、この前頸
三角の約３２．９０ｃｍ２及び約２１０．５８ｃｍ２の間を備えていれば好適である。治
療器具は、内部器具表面が使用者の皮膚の方に向いているが、使用者の皮膚から隔てられ
た状態で、内部室を密封するために着用者の皮膚の上でシール状態を形成する使用者の皮
膚と接する周辺接触表面（縁又はリップ部）を有している
【００１４】
　治療器具は、この容積の気体分子の少なくとも一部を除去することでこの室に部分真空
を作り出すように構成された空気ポンプに作動可能に接続されている。治療器具は、屈曲
する或る能力を有しているが、器具は、咽喉の軟組織より低い柔軟性を有するように構成
されているので、この部分真空は、軟組織を外向きに室の中へ引き込む傾向があり、従っ
て軟組織を覆っている咽喉の内部で呼吸通路を開くことに役立っている。空気ポンプは、
非常に静かな作動を最小の振動を伴って提供するように設計されている。好適なことに、
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ポンプは、４０ｄＢ　ＳＰＬ（ＳＰＬ＝音圧水準）未満の容積で作動する部分真空を供給
しているが、３０ｄＢ　ＳＰＬ未満であればより好適であり、２５ｄＢ　ＳＰＬ未満であ
れば最も好適である。適切な空気ポンプを下文で詳細に説明する。
【００１５】
　本文脈で使用される場合の用語「密封」は、器具及び使用者の皮膚の間に完全なシール
状態が形成されたことを示唆するように意図されていない。寧ろ、シール部では、所望の
部分真空が実現されるのであれば幾らかの量の漏れは許容され得る。好適な作動真空水準
は、水柱約７．６ｃｍから約６１ｃｍの範囲である。上気道を開くことを助けるために使
用者の首組織に印加される好適な圧力は、約０．５キログラムから約６．６８キログラム
の範囲である。マスクによって密封される室は、所望の部分真空水準を実現するために抜
き出されなければいけない有限体積を提供している。いったん作り出されると、部分真空
は、この度のシールの後室へ空気が漏れることで主として制御される速度で減衰するであ
ろう。或る実施形態では、マスクは、８．１９３５３２ｃｍ３（０．５ｉｎ３）及び１９
６．６４４７６８ｃｍ３（１２ｉｎ３）の間の容積を密封している。漏れは、約０．０８
１９３５３２ｃｍ３（０．００５ｉｎ３）／ｍｉｎ及び８．１９３５３２ｃｍ３（０．５
ｉｎ３）／ｍｉｎの間以下であれば好適であり、約０．１６３８７０６４ｃｍ３（０．０
１ｉｎ３）／ｍｉｎ及び１．６３８７０６４ｃｍ３（０．１ｉｎ３）／ｍｉｎの間であれ
ば最も好適である。
【００１６】
　空気ポンプは、部分真空のこの減衰を補償するために連続的な作動を提供し得る。その
様な実施形態では、連続的に空気ポンプを作動することで作り出される部分真空は、所望
の真空水準を超えている場合、例えば開くことでポンプ生成真空水準を所望の範囲に制限
する弁を提供することで、あまりに大きすぎる部分真空が作り出されることを防ぐように
制御され得る。弁は、接続口を通して治療器具の中へ取り付けることができるので、弁は
容易に取り替えることができる。部分真空水準の選択は、所望の真空水準で開く弁を選択
し、接続口の中へ挿入するだけで行うことができる。
【００１７】
　シール状態が適切であれば、しかしながら、器具の中への漏れは、持続的なポンピング
を必要としない十分に低い速度で維持され得る。従って、最初に作動部分真空が実現され
れば、空気ポンプは、有利なことに、不連続な作動を提供すればよく、ポンプは、部分真
空の減衰を相殺する必要がある場合にのみ「周期的な作動を続ける」。真空源が主電源回
路からではなく１つ又はそれ以上の電池によって電力を供給される実施形態では、ポンプ
の不連続な作動は、電池寿命を有利に節約することができる。
【００１８】
　特に好適な空気ポンプは、「２段階モード」のポンピング特性を提供するように構成さ
れており、ポンプは、作業部分真空を作り出すために最初に高速のポンプ作動を提供し、
その後空気ポンプが非常に低速に作動する「静音モード」になる。これらの好適な実施形
態では、好適な高速モードは、１６．３８７０６４ｃｍ３（１ｉｎ３）／ｍｉｎ及び４０
９．６７６６ｃｍ３（２５ｉｎ３）／ｍｉｎの間であり、８１．９３５３２ｃｍ３（５ｉ
ｎ３）／ｍｉｎ及び２４５．８０５９６ｃｍ３（１５ｉｎ３）／ｍｉｎの間であれば最も
好適であり、好適な静音モードは、マスクの中への空気の漏れを補償する速度に設定され
ている。その漏れが、０．０８１９３５３２ｃｍ３（０．００５ｉｎ３）／ｍｉｎ及び８
．１９３５３２ｃｍ３（０．５ｉｎ３）／ｍｉｎの間であれば、静音モード速度も、０．
０８１９３５３２ｃｍ３（０．００５ｉｎ３）／ｍｉｎ及び８．１９３５３２ｃｍ３（０
．５ｉｎ３）／ｍｉｎの間である。好適な静音モード速度は、０．１６３８７０６４ｃｍ
３（０．０１ｉｎ３）／ｍｉｎ及び１．６３８７０６４ｃｍ３（０．１ｉｎ３）／ｍｉｎ
の間である。静音モードの空気ポンプのオン／オフ周期的作動は、室の部分真空を監視し
、空気ポンプ動作を適宜に制御する真空センサー又は圧力センサーによって制御されれば
好適である。
【００１９】
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　その様なセンサーは、有利なことに、シール状態が除去されたので治療器具が所望の部
分真空をもはや実現できないかどうかを判定するために使用することができる。器具及び
使用者の皮膚によって密封される容積は、おおよそ分かっているので、部分真空を実現す
る時間を計算することができる。部分真空が或る適切な時間内に実現されなかったと判定
されれば、真空源は動作を停止し、随意的に警報状態が提示される。適切な警報として、
視覚的（例えば光）、聴覚的（例えば音）及び又は触感的（例えば振動）な表示が含まれ
得る。
【００２０】
　装着者の皮膚へのシール状態は、様々な方法で実現することができる。例えば、部分真
空が器具を装着者へ付着させるように働く、器具のシーリング面が、接着面を含み得る、
シーリング面が、シーリング性能を高めるために液体又はゲル材料を受け取ることができ
る、器具のシーリング面が、皮膚の凹凸に流れ込む軟性シールを提供するように、１５及
び３０の間のデュロメータを有する材料を含み得る、器具は器具を装着者に付着させるス
トラップを含み得る、などが挙げられる。或る実施形態では、１つ又はそれ以上の連続的
な隆線部が、シーリング面の周辺部と概ね平行に流れている。その様な隆線部は、高い局
所接触負荷を皮膚に与えることができ、それによって皮膚のような不均等な表面をシーリ
ングする時、自然発生する漏れに対する障壁を確立する。
【００２１】
　器具の接触表面が、部分真空によって作り出される力に因って使用者の皮膚に圧縮圧力
を印加するので、縁又はリップ部の下に横たわる皮膚の毛細血管、細静脈及び小静脈は、
高負荷下及び／又は長期の使用下で潰れる可能性がある。従って、接触表面及び／又はシ
ール構造は、「ホットスポット」と通常称される最大局所的接触圧力を最小化するために
、力の負荷を十分な皮膚面積全域に分布させるように構成されれば好適である。好適なこ
とに、使用者の皮膚に接触する表面沿いの圧縮圧力は、６０ｍｍＨｇを超えていないが、
４０ｍｍＨｇを超えなければ好適であり、３０ｍｍＨｇを超えなければより好適であり、
２５ｍｍＨｇを超えなければ最も好適である。
【００２２】
　或る実施形態では、部分真空は、治療期間の少なくとも一部の間より低い水準で周期的
に作動されることができる。このことは、器具が作り出す静脈流の寸断を減らすことで静
脈の流れを改善する、低い接触圧力の時間を提供することを可能にする。この周期的作動
は、有利なことに、吸気／呼気サイクルと一致するように同期化することができるので、
部分真空は吸気の間増進されることになる。或いは、又は更に、この周期的作動は、無呼
吸又はいびき事象の兆候と同時になるようなタイミングにすることができるので、部分真
空は、当該事象の間増進され、事象の起こらない時は減衰される。これらの実施形態では
、器具一体型又は器具外部のどちらかであるセンサー回路構成は、吸気／呼気又は無呼吸
事象を感知するために使用することができる。
【００２３】
　音、光、温度、湿度及び他の変量に反応するように設計される数多くのセンサー技術は
、当業者には周知である。その様なセンサーの実例は、呼吸気流温度を測定するサーミス
タ、音響センサー、酸素濃度計、振動センサー等を含んでおり、呼吸サイクル及び無呼吸
又はいびき事象の感知で使用されていることが分かっている。センサーは、正常呼吸サイ
クル、各連続呼吸サイクルの最大振幅及び呼吸パターンの他のパラメータを計算するよう
な信号処理用マイクロプロセッサと作動可能に連結されれば好適であり、マイクロプロセ
ッサは、更に、真空源及び密封空間の接続を制御する及び／又は真空源自体を制御する制
御回路構成と作動可能に連結されている。
【００２４】
　本発明の治療器具は、表面及び咽喉の間の室を維持するために所望の部分真空状態下で
咽喉の上へ潰れない、十分な構造的完全性を有するように構成されなければならない。器
具は、この要件に適合する十分な完全性を有する単一構造ユニットとして構成されてもよ
い。必要な真空水準に耐えるのに十分なデュロメータを有するシリコン、ウレタン又はゴ
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ムの様な適切な材料を使用してもよい。好適なデュロメータは、４０から５０の範囲であ
る。或いは、器具は、器具を覆っている骨格状上部構造に取り付けられる可撓性を有する
材料でできていてもよく、骨格状構造は、部分真空に耐える追加的な支持を提供している
。器具は、例えばストラップ、スナップ、マジックテープ（登録商標）などを用いて骨格
状構造に取り付けることができる。それらの実施形態では、器具は、１回限りの使用又は
使い捨て可能な限定的な使用用に作られることができる。使用者の解剖学的構造に調節す
るために、上部構造は、部分真空に対する完全性を維持しながらも、変形可能であるよう
に十分に柔軟性を有する材料でできていてもよい。同様に、使用者に更に合わせるために
、複数の大きさの上部構造が提供されてもよい。
【００２５】
　或る実施形態では、空気ポンプは、治療器具から分離したユニットであり、この事例で
は、密封された室を空気ポンプに作動可能に接続するために、吸気口は器具上に提供され
ている。それらの実施形態では、器具を空気ポンプに接続している管又は他の導管が提供
されていてもよい。好適な実施形態では、しかしながら、治療器具は、器具への物理的接
続部に直接的に取り付けられる及び物理的接続部によって使用者の身体上で支持されてい
る。従って、好適な実施形態では、治療器具は、空気ポンプを使用者へ装着可能に取り付
けるように構成されているので、空気ポンプは、器具の使用時使用者の歩行動作に備える
ため、治療器具上で支持されることになる。「歩行可能」であることによって、治療器具
は、使用時使用者の身体上で支持されない要素への接続は一切必要としないことを意味し
ている。よって、使用者は、器具を使用しながら自由に動くことができる。或る実施形態
では、空気ポンプは、器具の一体部分として提供されている。それらの実施形態では、真
空管は、設計の小型化を進めるために使用されていなければ好適である。或いは、空気ポ
ンプは、例えば空気ポンプを首の側面又は背面に位置付けるストラップへ取り付けること
で器具の一部として提供される。
【００２６】
　最も単純な形態では、歩行可能な治療器具の空気ポンプは、上記のように作動部分真空
水準を選択するために使用される交換可能な弁と連動して連続的に作動することができる
。様々な実施形態では、しかしながら、歩行可能な治療器具は、一体化された空気ポンプ
に加えて、以下の、即ち電池電源、室内部の部分真空水準及び制御空気ポンプ機能を適宜
に判定する真空センサー又は圧力センサーに作動可能に接続されるマイクロ制御要素、マ
イクロ制御要素からの信号に応えて空気ポンプを駆動するマイクロ制御要素に作動可能に
接続されるモーター制御回路構成、のうちの１つ又はそれ以上を備えていてもよい。まと
めて、それらの要素の２つ又はそれ以上は、全てであれば好適であるが、器具の使用中使
用者の歩行動作を提供するために、空気ポンプのように、治療器具の上で支持される１つ
のハードウェアモジュールで提供されてもよい。
【００２７】
　或る実施形態では、本明細書では「緩衝構成要素」と称される構造は、使用者の動作に
起因する部分真空の振幅を緩衝するために、本明細書で説明する治療器具の一部として提
供されている。
【００２８】
　本発明の治療器具を装着する時、咳嗽又は嚥下のような一見単純な動作は、咽喉の変位
に因って治療器具で密封される容積を約２０％又はそれ以上増やす可能性がある。理想気
体の法則によって、密封容積のこの増量は、治療器具室内部の部分真空に同等の割合の増
進を引き起こす。更に、部分真空は、使用中一定の値で維持されないので、容積のこの増
量は、咽喉の組織に及ぼされる圧力の急上昇、器具の咽喉に接触する表面における圧力の
上昇などとして使用者には感知され、それらの全ては、着用者の不快感及び睡眠からの覚
醒を増やす原因となる。この影響を相殺するために、室を密封している器具表面の少なく
とも一部は、動作誘発容積変化を少なくとも一部相殺するように動く「ばね」作用を提供
するように構成されることができる。
【００２９】
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　或る実施形態では、器具のこの緩衝構成要素は、ばねに取り付けられる変位可能な隔膜
として提供されている。室内部の部分真空によって隔膜に及ぼされる力が身体動作に因っ
て増やされる時、ばねは収縮する（又は隔膜のどちら側がばねに取り付けられるのかによ
って拡張する）ように設計されている。咽喉の解剖学的構造が嚥下又は咳嗽のような動作
の間変位する際、これは、治療器具の密封容積を増やすように働く。隔膜の内向きの動き
は、容積増量を部分的に又はほぼ完全に無効化するであろう。その後、咽喉が元の状態に
戻る際、隔膜に取り付けられたばねは隔膜を元の位置まで戻すように働くであろう。
【００３０】
　器具の緩衝構成要素の代替的実施形態は、当業者には容易に自明であろう。好適な実施
形態では、器具は、容量増加を部分的に又は完全に無効化するために身体動作の間内向き
に屈曲するが治療器具内部の空気圧力が元の状態に戻ると元の形状に迅速に戻る、弾性的
な「形状記憶」材料でできた構造領域を含んでいる。特に好適な実施形態では、この形状
記憶材料は、ひだを圧縮及び拡張することで内向き及び外向きに動くことができる弾性ひ
だ状（又は蛇腹状）領域として構成されている。その様な実施形態は、比較的剛性を有す
る中心のコーンが、往復運動を提供する可撓性を有する周囲を取り囲むものに縁部で接続
されている現代のスピーカーに類似していると考えられ得る。本明細書で説明するように
、器具の「構造的な」又は「非緩衝性の」領域又は帯域における剛性は、材料自体の特性
よって、支材に合わせて材料を形成することで、或る種の支持ブレース又は補強部材を含
むことで、それらの特徴の幾つかを組み合わせることで又は他の手法で、付与され得る。
その様な好適な実施形態の実施例を下文で説明する。
【００３１】
　代替的な特に好適な実施形態では、この形状記憶材料は、器具の「構造的な」又は「非
緩衝性の」領域又は帯域へ縁部で接続されている可撓性の高い中心領域又は帯域として構
成されている。高い可撓性を有するこの領域は、動作中器具の一部が内向きに変形するこ
とを可能にしており、これによって容積増加を部分的に又は完全に無効化しているが、そ
の後治療器具内部の空気圧力が元の状態に戻ると元の形状に迅速に戻る。高い可撓性は、
治療器具の構造的領域と比較して厚さが削減された領域を取り入れることによって、治療
器具の構造領域と比較してデュロメータの低い材料で形成される領域を取り入れることに
よって又はその様な方法の組み合わせによって、提供され得る。
【００３２】
　更に別の特に好適な実施形態では、治療器具は、器具を覆っている骨格状上部構造に取
り付けられる可撓性を有する材料を備えていてもよく、上部構造の一部は、上部構造の「
構造的な」又は「非緩衝性の」領域又は帯域と比較して高い可撓性を提供している。高い
可撓性を有するこの領域は、先と同様に、動作中器具の一部が内向きに変形することを可
能にしており、これによって容積増加を部分的に又は完全に無効化しているが、その後治
療器具内部の空気圧力が元の状態に戻ると元の形状に迅速に戻る。
【００３３】
　好適なことに、器具の緩衝構成要素は、部分的に又はほぼ全体的に咽頭の組織に及ぼさ
れる力の動作誘発増加を緩和している。好適な実施形態では、咳嗽又は嚥下で作り出され
る部分真空の最大増加は、少なくとも２５％、より好適には少なくとも５０％、更により
好適には少なくとも６０％、その上更に好適には７０％、最も好適には７０％及び９０％
の間又はそれ以上だけ減らされる。それらの比率は、動作誘発容積によって緩衝される容
積を分割することで算出される差動容積である。本明細書で使用する用語「動作誘発容積
」は、緩衝構成要素を有していない器具が使用者に嵌め合わされ、有効的な部分真空が室
に提供される時に、使用者の嚥下に因って器具に密封された室が増加される容積を指して
いる。本明細書で使用する用語「緩衝化容積」は、器具に密封された室が、使用者の嚥下
に因って増量される、且つ緩衝構成要素を有していない同様の器具で使用者が嚥下するこ
とに因る容量の増加に因って分割される容積を指している。
【００３４】
　本明細書で説明する様々な要素は、治療器械を併用した任意の組み合わせで使用されて
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もよい。例えば、（ｉ）緩衝構成要素を有する治療器械は、連続的な真空源と併せて又は
本明細書で説明する不連続性ポンプと共に使用されてもよい、（ｉｉ）本明細書で説明す
る歩行可能な治療器械は、緩衝構成要素を備えていても又は備えていなくてもよい、（ｉ
ｉｉ）（ｉ）又は（ｉｉ）の実施形態は、ハードウェアモジュールを更に備えていてもよ
い、（ｉｖ）（ｉ）（ｉｉ）又は（ｉｉｉ）の実施形態は、１つ又はそれ以上のセンサー
を更に備えていてもよい、（ｖ）（ｉ）から（ｉｖ）の何れか１つの実施形態は、使用者
の皮膚に接触する表面沿いの圧力は、６０ｍｍＨｇを超えないように十分な皮膚面積全域
で力の負荷を分布させるように構成されてもよい、（ｖｉ）（ｉ）から（ｖ）までの何れ
か１つの実施形態は、部分真空が吸気中増進するように、部分真空を周期的に作動させて
もよい、などが挙げられる。
【００３５】
　更に、治療器具は、１つ又はそれ以上の以下の要素を更に備えていてもよい、即ち主電
源接続用コード、電池充電回路構成、「ホワイトノイズ」回路構成、「騒音相殺」回路構
成、データ収集回路構成及び／又はデータ伝送回路構成である。それらの実施形態を下文
でより詳細に説明する。
【００３６】
　本発明の関連態様では、被術者の上気道の一部を取り囲んでいる咽喉の外部軟組織へ部
分真空を印加するための方法が提供されている。それらの方法では、本明細書で説明する
治療器具は被術者に取り付けられ、部分真空は、器具の内面及び被術者の咽喉の皮膚表面
の間で形成される室の中で作りだされており、部分真空は、咽喉の軟組織を室の中へ外向
きに引き込むのに十分である。軟組織をこの手法で外向きに引き込んだ結果、気道の開口
を維持又は増大させる。好適な実施形態では、被術者は、閉鎖性睡眠時無呼吸及び／又は
いびきの診断に基づいて治療を選択される。
【００３７】
　本発明の別の関連態様では、被術者の上気道の一部を取り囲んでいる咽頭の外部軟組織
へ部分真空を印加するための治療器具を製造するための方法が提供されている。これらの
方法では、器具は、内部表面、使用者の皮膚と嵌め合うことで室を密封するように構成さ
れる周辺の接触表面、及び器具の使用時その中で部分真空を作り出すために室に作動可能
に接続される空気ポンプを有して形成される。
【００３８】
　本発明は、下記の記述で説明する又は図面で図解する詳細な構造及び構成要素の配置へ
の適用に限定されるものではないことを理解されたい。本発明は、説明する実施形態以外
にも具現化すること、及び様々な方法で実行及び達成することができる。更に、本明細書
で使用する表現及び専門用語は、更に抽象的なものも、説明を目的としており、制限的な
ものであると見なされるべきではないことを理解されたい。
【００３９】
　よって、当業者であれば理解されるように、本開示が基づいている概念は、本発明の幾
つかの目的を達成する他の構造、方法及びシステムの設計の根拠として容易に使用するこ
とができる。従って、特許請求の範囲は、本発明の精神及び範囲を逸脱しない限りにおい
てその様な等価構造を含んでいると見なされるべきであることが重要である。
【００４０】
　本発明及び様々な特徴並びにその中の有利な詳細部を、添付の図面で図示し、以下の説
明で詳述する非限定的な実施形態を参照しながらより十分に説明する。図面で図解してい
る特徴は、必ずしも縮尺を合わせて描いてはいないことに留意頂きたい。周知の構成要素
及び処理技法に関する説明は、本発明を不必要に不明瞭にしないために省略している。本
明細書で使用している実施例は、単に、本発明が実施され得る方法の理解を促進し、当業
者が本発明を実施することがより一層可能になるようにすることのみを目的としている。
従って実施例は、本発明の範囲を制限するものとして解釈されるべきではない。図中にお
いて、類似の番号は、各図を通して対応する部分を指している。
【図面の簡単な説明】
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【００４１】
【図１】電子的及び機械的モジュールを載せている例証的な治療器具の側面図（上面）及
び断面図（図Ａ）を図示している。
【図２】電子的及び機械的モジュールを治療器具に取り付けるための例示的なファスナ位
置を図示している。
【図３】電子的及び機械的モジュールの内部に含まれる要素の例示的な概略配置図を図示
している。
【図４】ブロック図形態で電子的及び機械的モジュールの内部に含まれる要素の例示的な
配置図を図示している。
【図５】電子的及び機械的モジュールを載せている例示的な治療器具を図示しており、器
具及びモジュールは、上部構造の上で支持されている。
【図６】例示的な器具／上部構造正面（上面）及び断面（底面）図を図示している。
【図７】例示的な器具／上部構造が使用者の皮膚表面に嵌まる領域の詳細図を図示してい
る。
【図８】電池の誘導充電用の充電台に入れられた、電子的及び機械的モジュールを載せて
いる例示的な治療器具を図示している。
【図９】騒音相殺電子機器又は音マスキング電子機器及び小型イヤホンを載せている例示
的な治療器具を図示している。
【図１０】上部構造に取り付けられた非対称単一器具又は両側性の対の器具を備えている
代替的な例示的な治療器具を図示している。
【図１１】治療器具の一体部品として提供される緩衝構成要素の1つの実施例を図示して
いる。
【図１２】使用者の動作に誘発される部分真空変化に関する緩衝構成要素を含んでいる効
果をグラフの形式で図示している。
【図１３】部分真空を作り出す、電動ポンプではなく、手作業に依存する例示的な治療器
具を図示している。
【図１４】部分真空を作り出す手動ポンプに依存する治療器具の代替的な構造を図示して
いる。
【図１５】使用者の皮膚表面に対するシーリングを強化するために隆線部を備えている器
具の接触表面の詳細図を図示している。
【図１６Ａ】より大きい皮膚表面積全域で接触圧力を分布させるように構成された表面を
備えている器具の接触表面の詳細図を図示している。
【図１６Ｂ】より大きい皮膚表面積全域で接触圧力を分布させるように構成された表面を
備えている器具の接触表面の詳細図を図示している。
【図１６Ｃ】より大きい皮膚表面積全域で接触圧力を分布させるように構成された表面を
備えている器具の接触表面の詳細図を図示している。
【図１７】治療器具の可撓性を有する周辺領域として提供される代替的な緩衝構成要素の
詳細図を図示している。
【図１８】典型的なヒトの睡眠サイクルを図示している。
【図１９】例示的な真空制御の流れ図を図示している。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　気道閉塞を改善する外部治療器具
【００４３】
　気道閉塞を改善する治療器具の最小設計は、使用者に嵌めた時に器具の内面と咽喉の皮
膚の間の空間充填室であって、当該構造は空間内部に作られる所望の部分真空に耐え得る
十分な剛性を有する空間充填室を提供するように、及び当該室を密封するために使用者の
皮膚に対してシール状態を作る周辺縁を提供するように構成された構造である。十分な部
分真空は、室内部に作り出されると、上気道の一部を覆っている軟組織を当該空間へ動か
し、それによって気道の開存性が高められる。
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【００４４】
　２００７年１２月１７日に出願された米国特許出願第１２／００２，５１５号は、全て
の表、図面及び特許請求の範囲を含めてその全体を参考文献としてここに援用するが、気
道閉塞を改善する治療器具を説明している。同出願の中で説明されるように、装置は、首
の上気道を覆っている軟組織に対応する外部位置で使用者のあごの下に嵌まるように作ら
れている。管で接続される真空源は、気道を開くことに役立つために軌道全体に亘って陰
圧を作る。約７．６２ｃｍＨ２Ｏから約６０．９６ｃｍＨ２Ｏまでの範囲の真空は、所望
の量の力をそれらの軟組織に印加するために、約３２．９０ｃｍ２から２１０．５８ｃｍ
２までの皮膚表面積に印加される。この治療器具は、いびき及び閉塞性睡眠時無呼吸の治
療への特殊な用途を有するものとして説明されている。
【００４５】
　これらの外部治療器具は、治療期間全体に亘って（例えば一晩を通して）所望の治療上
の恩恵を得るために、密封した空間を外部の真空源及び電力源に接続する接続口を標準的
には必要とした。これらの装置は、標準的には睡眠中に使用するためのものであるので、
この「テザー型」設計は、使用者に混乱を起こさせる可能性がある。更に、器具及び／又
はその関連機械設備から出る騒音及び振動は、使用者のみならず他の近くにいる個人の両
方に対して更に睡眠を中断させる可能性がある。
【００４６】
　Ａ．治療器具
【００４７】
　本発明の治療器具は、器具の内面及び咽頭の皮膚の間の室であって、その構造は、空間
内部で作られる所要の真空に耐え得る十分な剛性を有している室と、空間を密封するため
に使用者の皮膚に対してシール状態を作る周辺縁と、を提供する構造部材を備えている。
容器は、任意の材料又は材料を組み合わせたものから成形される、鋳造される、又は組み
立てられてもよい。本治療器具を構成するのに適するような材料の非限定的な実例は、プ
ラスチック、金属、天然繊維、合成繊維などを含む。本器具は、更に、シリコン、ゴム又
はウレタンのような弾性記憶を有する材料から構成されてもよい。
【００４８】
　本治療器具の製造に使用される単数又は複数の材料に課す制限は、器具は非毒性（又は
皮膚に接触するので「生体適合性」）を有する必要があること、及び所望の部分真空負荷
を支えながら空間を維持し得るように十分な剛性を有している必要があること、だけであ
る。デュロメータは、押し込みに対する材料の抵抗力の単位である。一般材料のデュロメ
ータを以下の表に提示する。
【表１】

【００４９】
　治療器具に適用される場合の用語「構造領域」は、真空が増進しても実質的に屈曲する
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ことなく真空負荷を支えることを意図された器具の部分を指している。これは、真空が幾
らかの所望の水準を過ぎた増進すると屈曲することを意図された定義による緩衝構成要素
と対照を成すものである。可撓性を有する薄膜を上部構造と連結して使用しているそれら
の実施形態では、治療器具の構造領域は、上部構造の全体又は一部である。
【００５０】
　治療器具の構造領域は、デュロメータおよそ５０から６０及び約２．５４ｍｍ（０．１
０ｉｎ）から６．３５ｍｍ（０．２５ｉｎ）の厚さを有するシリコンゴムで構成され得る
。熟練した技術者であれば理解されるように、材料の厚さが増す又は減ると、必要なデュ
ロメータも幾らか異なる可能性がある。
【００５１】
　空気ポンプへの接続は、治療器具によって形成される室への進入手段を提供する管又は
延長コネクタを通じて行われ得る。空気ポンプによって抜き出される必要がある空気の容
積を最小化し且つ設計の小型化をより進めるために、真空源は直接的に室と嵌め合うこと
が好適である。器具の接続口は、ルアー型接続に類似したやり方で源と室の必要な連絡を
提供するために、空気ポンプ側の対応するコネクタと嵌め合うことが可能である。
【００５２】
　好適な実施形態では、器具は、必要な単数又は複数の電子的及び機械的モジュールを使
用者側に位置付ける支持材としての役割を果たしている。特に好適な実施形態では、１つ
又はそれ以上のモジュールは、図１で図示するように器具の下側前部で中心に位置付けら
れている。この構造は、単数又は複数のモジュール１０２を首の近くに配置するように、
単数又は複数のモジュール１０２の追加的な重量を器具１０１上に位置付け、これは、低
真空水準の器具を取り除く傾向を最小化する。単数又は複数のモジュールが、器具の側部
にも位置付けられる場合、その様な構成は、睡眠を邪魔する可能性がある。代替的な実施
形態では、モジュールの１つ又はそれ以上は、器具から物理的に分離され、例えば腕の下
側で使用者に装着されてもよい。そのような構成は、小型化においては劣るものの、設計
の歩行可能な特質をなおも保持している。
【００５３】
　図１及び図２では、電子的及び機械的モジュール１０２及び２０２は、器具の外部から
保持されているように図示されており、この事例では３点スナップ１０３及び２０３を備
えているが、当業者には周知の他のファスナシステムを使用することもできる。そのよう
な取り付け構造は、治療器具を単数又は複数の電子的及び機械的モジュールの物理的な剛
性から隔絶することができ、それによって器具は屈曲してそれぞれの使用者の解剖学的な
構造に適合することができるようになっている。この外部取り付けは、更に、単数又は複
数の電子的及び機械的モジュール内部で発生し器具の中へ伝搬される振動を最小化するこ
とができる。有利なことに、スナップ点の１つは、それを用いて真空モジュールが密封さ
れた室から空気を抜き出す、器具を貫通する接続口への進入手段を提供することができる
。更に、モジュールは、緩衝構成要素を物理的に覆い、結果的に保護するように配置され
得る。
【００５４】
　図５及び図６は、治療器具の代替的な構造を図示している。これらの実施形態では、器
具は、可撓性を有する又は半剛体材料５０１及び６０３（下文では「薄膜」と称される）
を備えており、これらは、薄膜を覆っている骨格状上部構造５０２及び６０２に取り付け
られる。骨格状上部構造は、射出成形プラスチックで作ることができ、装置を使用する時
に、薄膜を皮膚表面から離れた位置に保つために「スナップ」又は「締結」点６０１を設
けることができる。
【００５５】
　　或る実施形態では、骨格状構造は、歩行可能装置の追加的なモジュールの１つ又はそ
れ以上を収納することができる。そのようなモジュール５０３の実施例を図５で図示して
いる。骨格状上部構造は、使用者の様々な解剖学的形状に共形嵌め合いを提供することが
でき、低い皮膚接触圧力で結合されるシーリングを提供するために器具上の周辺部のシリ
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コン材料に対して弾性的な支持を提供することができる。この上部構造は、様々な解剖学
的構造に適合する能力を向上させるために複数の標準サイズで提供することができる。図
７で図示するように、薄膜７０４が使用者の皮膚に対してシール状態を作る取り付け点７
０３は、解剖学的曲線により正確に嵌め合うために骨格状構造７０１の点７０２で旋回す
るように作られることができ、軟質薄膜の付加された可撓性は、快適性を増やすためにシ
ール圧力の負荷を大きい表面全域に分布させるように働くことができる。
【００５６】
　図１０で図示している別の代替案では、治療器具は、使用者の首上で非対象的に配置さ
れるような単一のユニット１００１として又は使用者の首の両側で両方に配置される一対
のユニット１００１として提供され得る。それらのユニットは、位置決め及び使用者に嵌
め合うための剛性又は半剛性上部構造１００２によって支持され得る。
【００５７】
　皮膚に接触する治療器具の一部は、破壊屑がシールの有効性を下げ、真空の低下を早め
る原因になるので、定期的に清浄する必要があり得る。上部構造実施形態の事例では、シ
リコンから作ることができる薄膜は、使い捨て構成要素として提供され得る。摩擦によっ
て摩耗し易い及び／又は破片を付着させ易い（特に接着剤、ゲル又は他の表面処理がシー
リング性能を高めるために使用されている場合）傾向があり得る皮膚と器具が接触する点
では、このことはシーリングにとって特に有利な点である。皮膚に接触する器具の部分を
定期的に変えることができるので、これも衛生的な観点から有利である。
【００５８】
　シール部での或る量の漏れは、所望の治療真空水準が実現され、治療期間の間維持され
る限り、許容され得る。それでも、装置を使用者の皮膚にシーリングすることは、電池残
量を消耗させずに真空を有用な治療領域で維持するために重要である。シールの適切な型
は、ガスケット又は圧縮シールに分類される。低い圧縮値では、漏れは、接触表面の相対
的な粗さによってかなり影響される。皮膚の表面のどの様な微視的な起伏でさえも、器具
表面を皮膚の表面から離し、真空漏れの経路を提供する可能性がある。死んだ皮膚細胞微
粒子を除去する目的の十分なシェービング、洗浄及び顔用クリームの塗布は、シーリング
性能に追加的な便益を提供することができる。
【００５９】
　或る実施形態では、器具の周辺接触面は、図１５で図示するような、シール部の周辺と
おおむね平行に流れる一連の連続した「隆線」を提供し得る。これらの隆線部に適する寸
法は、最大寸法で、高さ０．１２７ミリメートル（０．００５インチ）及び１．２７ミリ
メートル（０．０５インチ）の間、幅０．１２７ミリメートル（０．００５インチ）及び
１．２７ミリメートル（０．０５インチ）の間であり得る。これらの隆線は、工具生産の
容易性のために断面が概ね三角形又は半球形になっていてもよいが、他の形状が提供され
てもよい。好適な寸法は、最大で高さ約０．２５４ミリメートル（０．０１インチ）及び
幅約０．２５４ミリメートル（０．０１インチ）である。図１５の実施例で図示するよう
な概ね三角形の断面では、この最大寸法は、三角形の底辺の幅を指している。
【００６０】
　隆線部が、組織細胞への生理学的影響は無視できるほど小さくなるほど十分に小さい接
触区域と係合しながら、これらの隆線部は、接触表面の架橋部又は幕張部を最小化してい
る皮膚に高い局所接触負荷を与えている。シーリングを強化する他の材料として、シリコ
ン／皮膚の隙間を、差分空気圧力による力に耐える能力を有する弾性材料で塞ぐ接着剤、
ゲル及びクリームが挙げられる。医療用身体接着剤及びシーリングゲルは、様々なシリコ
ン類及びヒドロゲル類を含んでおり、技術的によく知られている。
【００６１】
　更に、又は代替的には、周辺接触表面は、器具の構造的な領域より柔軟でより弾性的な
材料で作られてもよい。デュロメータが１５及び３０の間（おおよそチューイングガム又
はゴム帯の硬度）まで低下すると、接触表面が皮膚の形状曲線をより十分に塞ぐことが可
能になる。ほぼゲル状の硬さを有する、多数の半硬化又は未硬化ゴムが技術的によく知ら
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れている。これらの材料は、射出成形が可能であるという利点を有しており、２分割成形
工程で器具の構造領域に接合することができる。
【００６２】
　治療真空によって作り出される力が原因で、器具の接触表面が、或る種の力（皮膚に対
する圧力として使用者に感知され得る）を使用者の皮膚に印加するので、快適性の欠如が
、器具を使用しなくなることに結びつく可能性がある。或る環境の下では、縁部又はリッ
プ部の下に横たわる皮膚の中の毛細血管、細動脈及び細静脈も、長期に亘る使用中に潰れ
る可能性がある。従って、接触表面は、局所圧力の「ホットスポット」への力の負荷を最
小化するために、力の負荷を十分な皮膚面積全域に分布させるように構成されるのが好適
である。そのように分布されたシールの実施例を図１６Ａで図示している。この実施例で
は、比較的に低いデュロメータ材料が、使用者の皮膚表面と嵌め合わされると変形して（
１６０２）、器具と使用者の間にシール状態を作る嵌め合い表面１６０１に提供され得る
。このことは、全ての接触圧力（曲線１６０３の下の区域）をより大きい表面積全域に分
布させるように働くことができる。好適なことに、使用者の皮膚に接触する表面に沿った
圧力は６０ｍｍＨｇを超えていないが、４０ｍｍＨｇであれば好適であり、３０ｍｍＨｇ
であればより好適であり、ヒトの睡眠中のおおよその平均静脈圧である２５ｍｍＨｇであ
れば最も好適である。或いは、又は更に、部分真空は、使用者の皮膚に接触する表面での
力の負荷を変えるために、治療期間の少なくとも一部の間、より低い水準までサイクル化
されるより低い水準で繰り返され得る。
【００６３】
　図１６Ｂは、その様な分布型シールの代替的な形態を図示している。この図ではフラッ
プは、真空室から外向きに、シーリング縁部の下側で、最前縁部から突出している。図１
６Ｃは、そのような分布型シールの別の代替案を図示している。この図では、フラップは
、シーリング縁部から外向きに突出している。それぞれの場合に、このフラップは、器具
が皮膚に当たって座しているシール区域を提供している。図１６Ｂの場合では、シーリン
グ縁部の下側の全域は、真空に曝されないので、真空に曝される総面積はより少なく、そ
のため皮膚接触圧力は減らされる。或る実施形態では、このフラップは薄いシリコンゴム
で作られていて、外側に又は差圧に対して向けられている。この方法では、シール部への
差分空気圧の負荷は、シール部を浮き上がらせるのではなくシール部を引き締める傾向が
ある。フラップの厚さは、０．０５０８ミリメートル（０．００２インチ）から０．２５
４ミリメートル（０．０１０インチ）の範囲であれば好適である。材料がそれ自体で巻き
上がるのを防ぐために、より厚い領域（例えばシャンクで約１．０１６ミリメートル（０
．０４０インチ）の厚さ）の材料が提供されてもよい。
【００６４】
　Ｂ．部分真空を作り出す‐空気ポンプ
【００６５】
　本明細書で使用されるような用語「空気ポンプ」は、部分真空を残すためにガス分子を
シールされた室から除去する装置を指している。
【００６６】
　真空は、多くの方法で器具及び使用者の皮膚表面で形成される室内部で作ることができ
る。単純な方法は、球状に圧縮され、使用者の咽頭に嵌めこまれ、その後解放される弾性
形状記憶材料を使用して治療器具を製造することである。この場合、器具が咽頭に嵌めこ
まれる及び器具が解放される時、器具が元の形状に戻ることで空間内に部分真空を作る。
別の実施例として、図１４で図示するような器具のひだ区分１４０１は、手駆動式空気ポ
ンプを提供するために使用されてもよい。別の手動方法は、図１３で図示する様な治療器
具から分離した１３０１及び１３０５のような手動ポンプを提供することである。器具が
使用者の咽頭に嵌めこまれると、手動ポンプは、逆止め弁１３０２又は１３０４を通じて
空気を室から抜き出すために使用され得る。
【００６７】
　ポンプモジュール用の好適な動力設計は、容積式ポンプを使用しているが、リニアモー
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ター、又はブラシ又はブラシレスＤＣ回転式モーター駆動のどちらかによって動かされる
隔膜ポンプが最も好適である。リニアモーターが使用されている特に好適な実施例では、
リニアモーターは、ポンプの単一の不連続なストロークの他に複数のストロークでも駆動
するように構成される制御回路構成と作動可能に接続されている。ＤＣモーターが使用さ
れる特に好適な実施例では、モーターは、モーターの単一の不連続回転の他に、複数回転
で駆動するように構成される制御要素と作動可能に接続されている。それら及び他の適切
な空気ポンプの実施例を下文で説明する。
【００６８】
　ａ．空気ポンプの型
【００６９】
　本明細書で使用されるような用語「容積式ポンプ」は、空洞を繰り返し膨張させ、ガス
分子を室から空洞の中へ流し入れ、空洞を封鎖し、ガス分子を大気へ排出させる機構を指
している。真空ポンプの「容積式ポンプ」型の好適な候補があり、羽根ポンプ及び隔膜ポ
ンプである。
【００７０】
　羽根ポンプは、ガスを吸気口から排気口へ移動させるポンプ室の回転アッセンブリを使
用してポンプの中を通してガスを移動させる。回転子が回転すると、羽根の端部は、ハウ
ジングにかろうじて接触し、吸気口から排気口までシール状態を作る。羽根の間の容積が
２分の１周期の間小さくなるので、ガスは加圧され、残りの２分の１周期の間吸気接続口
を通って吸引される。羽根ポンプは、ポンプの内部に含まれる羽根の数と、羽根が回転す
る速度と、同じ圧力パルスを作る。羽根型ポンプは、ポンプサイクルを通して真空を維持
しないので、システムは、真空損失を防ぐためにポンプと密封された部分真空室の間に逆
止め弁を含み得る。そのようなポンプは、非常に低い起動トルクを有しており、ＤＣモー
ターと共に使用するのによく適している。他のポンプと比較すると、作られる騒音周波数
はより高いので、下文で説明する防音技術と併せるとうまく機能し得る。
【００７１】
　隔膜ポンプは、羽根ポンプの代用として小型から中型サイズの用途では一般的である。
隔膜ポンプは、管理にほとんど手間がかからず且つ静音である。隔膜ポンプは、空気を変
位させる隔膜を機械的に動かすことで機能する。一対の一方向弁は、空気の動きを方向付
けるために設けられており、これによって真空を作っている。それらの弁は、更に、密封
された部分真空室からポンプ回路をシーリングするという必要な機能を提供するであろう
。
【００７２】
　ポンプカテゴリーの中には、隔膜の動きを実現する幾つかの方法が存在している。リニ
アポンプは、隔膜を電機子に直接的に接続し、電機子を線形方向に振動させることができ
る。この型のポンプのモーター制御は、非常に単純であり得る。リニアポンプを駆動する
リニアモーターは、隔膜を非常に低速に動かすことができ、これは、発生する騒音及び振
動の観点から利点であり得る。回転隔膜ポンプは、隔膜を回転式機械を用いて軸方向機械
的変換器まで進める。それらは低起動トルクを有しておりＤＣモーターと連結することが
できる。それらのポンプは、安価である。
【００７３】
　別の代替案では、空気ポンプは、再生ポンプのような動的ポンプであり得る。再生ポン
プでは、羽根車は回転して、空気分子を翼根の付け根から先端まで移動させる遠心力を作
っている。翼の先端を残して、空気は、ハウジング形状の周囲を流れ、次の翼の根元に向
かって後退し、流れ方式が繰り返されている。この動作は、圧力分化能力を高めるために
準ステージング効果を提供している。回転羽根車の速度は、圧力変化の度合いを決定して
いる。そのようなポンプは、本明細書で説明するような使用者の上で支持される真空源と
は対照的に、外部（例えば卓上）真空源で最も使用されている。
【００７４】
　特に好適なポンプは、０．０１６３８７０６４ｃｍ３（０．００１ｉｎ３）及び０．１
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６３８７０６４ｃｍ３（０．０１ｉｎ３）の間の単一ストローク変位を有する隔壁ポンプ
であって、０．０４９１６１１９２ｃｍ３（０．００３ｉｎ３）から０．０８１９３５３
２ｃｍ３（０．００５ｉｎ３）までの範囲が最も好適である。約０．０６５５４８２５６
ｃｍ３（０．００４ｉｎ３）の変位を備えるポンプは、回転ブラシレスＤＣモーターを使
用して３０００ｒｐｍで又はリニアＤＣモーターを使用して６０Ｈｚで作動時に、１９６
．６４４７６８ｃｍ３（１２ｉｎ３）／ｍｉｎの最大排出速度をもたらす。これは、２．
５秒から６０秒までの間に８．１９３５３２ｃｍ３（０．５ｉｎ３）及び３２．７７４１
２８ｃｍ３（２ｉｎ３）の間の容積を密封している器具を完全に排出することができる。
勿論、器具で密封された室を完全に排出することは、真空の治療水準を作り出すために必
要ではない。例えば、１３１．０９６５１２ｃｍ３（８ｉｎ３）室を提供している器具で
は、約２６．２１９３０２４ｃｍ３（１．６ｉｎ３）の除去で適切な作動圧力を提供する
ことができる。従って、１６．３８７０６４ｃｍ３（１ｉｎ３）／ｍｉｎから４０９．６
７６６ｃｍ３（２５ｉｎ３）／ｍｉｎの完全ポンプモードは、器具の内部に治療真空水準
を迅速に作り出すことができる。
【００７５】
　初期排出の後、空気ポンプは、所望の閾値を上回る部分真空を維持する必要に応じた場
合にのみ作動される。空気が密封室の中へ漏れる速度を０．０８１９３５３２ｃｍ３（０
．００５ｉｎ３）／ｍｉｎ及び８．１９３５３２ｃｍ３（０．５ｉｎ３）／ｍｉｎの間の
速度と仮定すれば、隔膜ポンプは、数秒から数分毎に単一ストロークを１回だけ回すよう
に作動され得る。この２段階排出／静音モード手法は、非常に静かであり、振動及び電池
消費の両方の値が低い、ということを含む多くの利点がある。例えば、好適なポンプは、
０．０８１９３５３２ｃｍ３（０．００５ｉｎ３）／ｍｉｎ及び８．１９３５３２ｃｍ３

（０．５ｉｎ３）／ｍｉｎの間の速度で（０．１６３８７０６４ｃｍ３（０．０１ｉｎ３

）／ｍｉｎ及び１．６３８７０６４ｃｍ３（０．１ｉｎ３）／ｍｉｎが最も好適である）
静音モードで作動し、夜間８時間に３９．３２８９５３６ｃｍ３（２．４ｉｎ３）及び３
９３２．８９５３６ｃｍ３（２４０ｉｎ３）の間の空気を除去することができる。毎秒５
ストロークのポンプ速度及び０．０６５５４８２５６ｃｍ３（０．００４ｉｎ３）／スト
ロークのポンプ変位を仮定すると、そのようなポンプは、毎分０．２５秒から２５秒まで
越えて作動し得、更に所望の性能を実現し得る。
【００７６】
　ｂ．電気モーター型
【００７７】
　この器具では、低速及び高速両方の動作、低い音発生性及び効果的な電池使用が必要で
ある。ＤＣモーターでは、モーターに定格電圧が供給される時には、モーターは、最高回
転数で作動する。速度を制御するためには、短期間の間モーターをオフにしなければなら
ない。このモーター電圧は、標準的には方形波として提供される。この方形波の周波数は
標準的には非常に高速（２，０００Ｈｚから１８，０００Ｈｚの範囲が最適）であり、モ
ーターが受ける電力量は、方形波が「オフ」に対して「オン」である時間の割合に比例す
る。この技法は、パルス幅変調方式（ＰＷＭ）と呼ばれる。全電圧の短パルスが高度に制
御された部分回転を押し進める強磁場を作り出す際、ＰＷＭは、「静音モード」に必須の
低モーター速度作動を調整する。非常に低速度範囲での運転（作動）は、正確な速度制御
のために制御要素へフィードバックを提供するためにエンコーダの追加が必要な場合もあ
る。
【００７８】
　Ｃ．真空制御
【００７９】
　真空制御は、機械的及び／又は電子的制御機構の両方で提供され得る。器具室内部で真
空を制御する単純な機械的な機構は、器具の接続口へ嵌め込まれる小型の真空逃し弁を提
供するものである。逃し弁は、事前設定された真空水準を超える時に空気が入ることを可
能にするために選択される。空気ポンプは、真空が所望の水準を超える時には真空逃し弁
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が開き、水準を下回る時には閉じることで部分真空を制御しながら、その後一定速度で駆
動される。好適な作動真空水準は、適切な真空逃し弁を挿入することによって水柱約７．
６ｃｍ及び約６１ｃｍの間の範囲内で選択される。内部真空の監視又は空気ポンプを駆動
するモーターの制御は、この実施形態では必要ではない。しかしながら、この実施形態は
、不必要な騒音をもたらし、好ましくない可能性のある速度で電池を消費する傾向があり
得る。
【００８０】
　好適な電子的／機械的真空制御機構は、真空又は圧力センサー及びモーター制御回路構
成と連結されるマイクロ制御要素を備えていてもよい。図３は、例示的な機械的／電子的
モジュールをブロック形態で図示している。この好適な実施形態は、全てが１つのハウジ
ングの中に入っている、モーター３０３及びポンプ要素３０５を備えている真空ポンプモ
ジュールと、電池パックモジュール３０６と、圧力／真空センサー３０４、制御要素回路
構成３０１及びドライバ回路構成３０２を備えている制御モジュールと、を含んでいる。
例示的な実施形態では、ハウジングは、大きさが約１．９０５００×４．４４５００×７
．６２センチメートル（０．７５×１．７５×３．００インチ）である。
【００８１】
　典型的な制御モジュールを図４で図示している。これは、とりわけ、システムに電力を
供給する電池モジュール４０４、真空及び電子システム用のオン／オフ切り替え制御４０
３及び治療的に効果的な真空を維持するために真空システムに指令を出す制御電子機器を
含んでいる。入力装置４０２は、所望の部分真空水準をマイクロ制御要素４０５に入力す
るために設けられている。適切なマイクロ制御要素４０５は、Ａｔｍｅｌ　ＡＴｍｅｇａ
４８、ＡＴｍｅｇａ８８又はＡＴｍｅｇａ１６８を含む。それぞれは、演算論理ユニット
、フラッシュメモリ及び／又はＩ／Ｏ機能を含む８ビットマイクロ制御要素である。ブラ
シレスＤＣモーターの場合、Ｔｅｘｕｓ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ　Ｌ２９３のような４
倍半Ｈドライバが適している。最も小型の形態では、電子制御回路は、モータードライバ
４０７と同じ回路基板に統合されてもよい。室４０１内部で真空安定性を維持するために
、マイクロ制御要素は、真空／圧力センサー４０６及びＰＩＤ（比例、積文及び微分）ル
ープを使用して、目標真空に対する現在の真空を比較する。制御要素は、その後ポンプ４
０９／モーター４０８に適宜指示を出すであろう。この目的の例示的な制御流れ図を図１
９で提供している。逆止め弁４１０は、ポンプから室４０１への漏れを防ぎながら、室か
ら空気を除去することを可能にするために設けることができる。
【００８２】
　装置の性能及び制御を改善するために、数多くの任意の構成要素を採用することが可能
である。例えば、器具及び使用者の皮膚によって密封される容積は、おおよそ分かってい
るので、部分真空を実現する時間を計算することができる。真空又は圧力センサーは、ポ
ンプ及びモーターを活性化するのに必要な真空の降下を検出する。部分真空が或る適切な
時間内に実現されなかったと判定されると、真空源を停止し、随意的に警報状態を示すこ
とができる。適切な警報は、視覚的（例えば光）、音響的（例えば発信音）及び／又は触
感的（例えば振動）表示を含み得る。
【００８３】
　更に、上文で検討したように、部分真空は、使用者の皮膚に接触する皮膚における力の
負荷を変えるために、治療期間の少なくとも一部の間、より低い水準までサイクル化され
る。このサイクル化は、吸気／呼気サイクルと一致するように同期化され得るので、部分
真空は吸気の間増進されることになる。このために、制御回路構成が吸気／呼気を検出す
るセンサーと通信すること、及び器具によって形成される室が部分真空に迅速に変化する
ことができること、が必要である。これは、気動内圧水準を呼吸作用の吸気及び呼気位相
と同期させる「２相性ＣＰＡＰ」として知られる型の持続的気道陽圧法（ＣＰＡＰ）治療
法と似ている。
【００８４】
　別の実施形態では、真空は快適性を改善し、睡眠中の覚醒を減らすために使用者の睡眠
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サイクルと何らかの方法で一致するように調整され得る。１つの可能な方法は、睡眠段階
３又はそれ以上の間ではより大きい部分真空水準を、使用者がより覚醒させられ易い段階
１又は２では下げられた真空水準を作ることである。或いは、より大きい部分真空水準は
、約５時間の睡眠迄作られ、それを過ぎると、使用者は標準的にはより覚醒し易い状態に
なるであろう。別の代替案では、低めの部分真空水準は、騒音が標準的には睡眠サイクル
に最も大きく中断させる影響を有する時である睡眠の最初及び最後の２時間の間に提供さ
れ得る。
【００８５】
　真空は、更に、いびき又は無呼吸が始まるなどの事象の間又はその直後に増進された真
空を実現するように制御され得る。歩行可能な装置の機械的要素のそのようなより低い使
用水準は、器具が作り出す音及び振動水準を最小化することができ、気道が閉塞されてい
ない期間では使用者に付加的な快適性を提供し得る。無呼吸事象は、心臓内拍動時間間隔
測定、呼吸測定、パルス酸素測定などから検出することができ、いびき事象は、振動測定
などで音響的に測定することができる。呼吸気流温度を測定するために使用されるサーミ
スタ、呼吸音及びいびきを測定するために使用される音響センサー、血中酸素水準を測定
するために使用される酸素濃度計、呼吸誘発振動を測定するために使用される振動センサ
ーなど、のような数多くのセンサーの型は、呼吸サイクル、無呼吸事象及びいびき事象を
感知するものとして技術的に知られている。
【００８６】
　制御要素は、更に、システム制御を強化し、真空システムを変化する患者の状況に合わ
せるためにそのようなセンサーから受け取る情報をフィルタリングするようにプログラム
することができる。例えば、制御要素は、嚥下又は咳嗽事象のような身体の動きが瞬間的
に室内部の真空を高めたことを示すセンサーデータを認識し、真空が標準的な水準以上に
戻るまで空気ポンピングシステムを休止するようにプログラムすることができる。制御要
素は、身体位置（例えば横向き対後ろ向き対直立）を示すセンサーデータ（例えば加速度
計、姿勢検出装置などから）を更に認識することができる。
【００８７】
　別の実施例では、制御要素は、無呼吸又はいびき事象を示すセンサーデータを認識する
ようにプログラムすることができる。真空は、センサーデータが事象は終了したことを示
すまで、事象の間は事前設定された治療水準から増進されてもよい。事象の後、真空は、
事象前水準まで戻されてもよい。或いは、真空はより高い水準で維持され、制御要素に記
憶される治療真空水準をこの新しいより高い水準に設定し得るので、器具のその後の使用
は、この新しい事前設定治療水準から開始されることになるであろう。更に別の実施例で
は、制御要素は、許容可能と考えられる一晩当たりの無呼吸又はいびき事象の数でプログ
ラムされてもよく、制御要素は、事象の数を数える又は事象の長さを計算し得、それらが
或る閾値数を超える場合、事象が数又は期間に関して２０％又はそれ以上だけ減少するま
で真空を上方に調整してもよい。この方法では、システムは、単数又は複数のセンサーか
ら受信されたフィードバックに基づいて自動調整されてもよい。
【００８８】
　制御要素は、更に、介護者へのその後の報告のために様々な測定の経過を追跡し得る。
実施例は、「無呼吸指標」（器具の使用１時間当たりの無呼吸の発現数として定義される
）、「いびき指標」（使用１時間当たりのいびきの発現数として定義される）、「無呼吸
及び呼吸低下指標」（使用１時間当たりの無呼吸プラス呼吸低下の総数として定義される
）及び／又は「呼吸困難指標」（使用１時間当たりの無呼吸、呼吸低下及びいびきによる
覚醒、低換気障害発現、脱飽和事象などのような他の呼吸障害、の総数として定義される
）を含んでいる。
【００８９】
　随意的には、制御要素回路構成は、使用者又は医療要員が真空水準、警報、センサー型
などの様々なパラメータ、更に騒音補償のような或る任意の特徴を改変することができる
ようにプログラムすることができる。



(21) JP 5499025 B2 2014.5.21

10

20

30

40

50

【００９０】
　ａ．単数又は複数の真空／圧力センサー
【００９１】
　　上文で検討したように、室部分真空及び周囲の大気圧の間の差を確定する真空センサ
ーは、制御要素に接続され得、部分真空を所望の水準に維持するために使用される。プリ
ント基板搭載可能パッケージの適切な微小シリコンセンサーは、技術的に知られている。
それらのセンサーは、温度補償又は較正回路構成を含んでいてもよい、又はそのような回
路構成は、随意的には、別個の電子構成要素として提供されてもよい。絶対圧力トランス
デューサは、標準的には、増進する圧力（減退する真空）に比例する電圧出力を提供する
が、真空圧力トランスデューサは、標準的には、変化する圧力（例えば増進する真空）に
比例する電圧出力を提供する。
【００９２】
　Ｄ．データインポート及びエクスポート
【００９３】
　マイクロ制御要素は、使用者又は医療要員が、とりわけ、部分真空の所望の水準を設定
することを可能にするキーパッド又はタッチスクリーンのようなデータ入力装置に操作可
能に接続されれば好適である。ＣＰＡＰでは、長期治療の間に印加される陽圧は、標準的
には、連続的な睡眠ポリグラフ記録に基づいて睡眠検査室の技術者によって決定される。
処置圧力は、無呼吸、呼吸低下及びいびきが全睡眠段階の間及び仰臥位で適切に減少され
るまで増進される。この固定的圧力は、その後在宅療法で使用される。同様に、無呼吸、
呼吸低下及びいびきを防ぐため必要な部分真空の水準は、睡眠検査室で決定されてもよく
、真空のこの水準は、制御モジュールの中へ設定される。単純な形態では、１つのボタン
を繰り返し押圧し、マイクロ制御要素によってボタン押し数が数えられ真空設定に変換さ
れる。より複雑な装置では、ディスプレイは、現在の設定のデジタル読み出し、及び設定
を上げる／下げるために使用される上／下矢印キーを提供し得る。最終的には、キーパッ
ドは、所望の設定の型に容易に取り入れられ得る。全ての事例において、データ入力装置
は、有線又は無線方式で制御モジュールと通信し得る。介護人が真空水準を設定している
事例では、改変を非制御方式で行うことができないように、制御モジュールとは別個の又
は制御モジュールから取り外し可能の、どちらかであるデータ入力装置を有することは利
点であり得る。
【００９４】
　とりわけ、睡眠時無呼吸は、動脈圧及び心拍数を上げる可能性があり、血中酸素含有を
減らす可能性がある。閉塞性睡眠時無呼吸に悩まされることは、心臓発作を有する又は４
年から５年の期間に亘って３０％近くが死を迎えるという個人的なリスクを増すことが報
告されてきた。従って無呼吸治療の成功を医学的に監視することは、救命のための便益を
潜在的に提供することができる。従って或る実施形態では、本明細書で説明される装置は
、生命兆候及び治療器具の使用中に測定された使用者の特性を監視、記憶及び／又は伝送
する。
【００９５】
　本発明の器具は様々な特性を有するセンサーを記録及び／又はそれに反応するように構
成されてもよい。本明細書で使用される用語「特性を有するセンサー」は、使用者の或る
特性を検出しその様な特性に対応する電子的な成果を作り出すセンサーを指している。上
述のように、サーミスタ、音響センサー、酸素濃度計、振動センサーなどのような多数の
センサー型は、呼吸サイクル、無呼吸事象及びいびき事象のために技術的に知られている
。その全体を参考文献としてここに援用する米国特許公開第２００６／０００９６９７号
は、血圧測定バンドを使用せずに血圧を含む様々な生命兆候を測定する単一の薄型使い捨
てシステムを開示している。これ及び他の情報は、有線又は無線接続を介して患者から中
央監視装置へ容易に転送することができる。例えば、当該システムを用いれば、医療専門
家は、日々の活動中又は患者が入院している間、患者の血圧及び他の生命兆候を継続的に
監視することができる。当該システムは、更に、血圧測定用の同じ光学系システムを使用
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して、患者の心拍数及び血中酸素飽和度の特性を明らかにすることができる。この情報は
、血圧情報と共に無線で転送され、患者の心臓の状態を更に詳細に診断するために使用す
ることができる。
【００９６】
　その様なセンサーは、本明細書で説明する治療器具を使用する間、使用者に装着するこ
とができる。結果的に得られる情報は、患者、医療専門家、保険会社、臨床試験実施製薬
機関及び家庭健康監視機構で使用される多くの用途を有している。
【００９７】
　データのインポート及びエクスポートは有線及び／又は無線手段で行われてもよい。文
脈中の用語「有線」は、制御モジュールを、データを制御モジュールへ送信する又は制御
モジュールからデータを読み出すＰＤＡ、コンピュータ、携帯電話、ネットワーク接続な
どのような外部装置に作動可能に接続する物理的接続が存在する何らかの方法を指してい
る。用語「無線」は、物理的な接続無しでデータを制御モジュールへ送信する又は制御モ
ジュールから読み出す何らかの方法を指している。
【００９８】
　有線データ転送の場合、制御モジュール及び外部装置間の有線ＵＳＢ接続は、提供され
得る１つの実施例である。なお且つＵＳＢ型接続は、遍在する、ある装置の接点が、別の
装置の接点に物理的に適合する任意の形態の接続になった。或いは、メモリスティック、
ＳＤカード、フラッシュメモリドライブなどのようなメモリカードを、制御モジュール及
び外部装置の間でメモリカードを移動することでデータを転送するために使用してもよい
。
【００９９】
　無線データ転送の場合、技術的によく知られる数多くの規格が使用され得る。その様な
無線接続は、技術的に知られている様々な無線周波数及び光学（例えば赤外線）接続を含
む比較的短距離ＲＦ通信として、
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、ＨｏｍｅＲＦ、ＩＥＥＥ　８０２．１１ｂ、ＩＥＥＥ　８０２．１
１ａ及びＩＥＥＥ　８０２．１５．４は、使用することができるよく知られる規格通信プ
ロトコルである。幾らか長距離なデータ転送として、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＧＳＭ及びＷ
ＡＰを採用してもよい。
【０１００】
　これらの方法は、分離して使用される必要はないが、代わりに、組み合わせて使用され
れば有利である。例えば、制御モジュールは、有線又は無線機構で局所的な「基地局」と
近距離で通信し得、基地局は、その後、携帯電話プロトコルの１つを用いて、又はツイス
トペア電話、ケーブルＴＶ又は使用者の場所に存在する他の有線を介して外部装置、例え
ば介護人事務所又は中央データ収集点と通信し得る。基地局は、線間電圧で電力を供給さ
れ、一方でこの方法では、通信の所要電力を下げることで制御モジュールの電池寿命を延
ばすことができる。
【０１０１】
　Ｅ．歩行可能な「統合」器具
【０１０２】
　本発明の好適な歩行可能な治療器具は、以下の最小限の特性を有している。（ｉ）治療
器具は、真空負荷を支持し、皮膚接触面でシールを提供する生体適合性を有する単一統合
要素であって、密封された室の中への空気の漏れ速度は低く、０．０８１９３５３２ｃｍ
３（０．００５ｉｎ３）／ｍｉｎ及び８．１９３５３２ｃｍ３（０．５ｉｎ３）／ｍｉｎ
の間の速度であれば好適である（０．１６３８７０６４ｃｍ３（０．０１ｉｎ３）／ｍｉ
ｎ及び１．６３８７０６４ｃｍ３（０．１ｉｎ３）／ｍｉｎであれば最も好適である）、
（ｉｉ）治療器具は、４０ｄＢ　ＳＰＬ以下の音水準で動作真空を維持する真空電池式空
気ポンプを、装着可能に支持しており、３５ｄＢ　ＳＰＬ以下であればより好適であり、
３０ｄＢ　ＳＰＬであれば更により好適であり、２５ｄＢ　ＳＰＬ以下であれば最も好適
である。
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【０１０３】
　比較すると、典型的な居間又は静かな事務所は、約４０ｄＢ　ＳＰＬの音水準を有し、
図書館又は５メート離れた静かな囁きは、約３０ｄＢ　ＳＰＬの音水準を有し、放送スタ
ジオは、約２０ｄＢ　ＳＰＬの音水準を有する。用語「動作真空を維持する」は、治療器
具の中へ空気が漏れることに対して既に実現された真空水準を所望の閾値を上回るように
維持することを指している。使用者が目覚めている間、騒音はそれほど問題ではない時に
初期の真空は達成され得、その後使用者が睡眠中の間は静音モードで維持されることがで
きる。
【０１０４】
　好適な実施形態では、空気ポンプは、０．０１６３８７０６４ｃｍ３（０．００１ｉｎ
３）及び０．１６３８７０６４ｃｍ３（０．０１ｉｎ３）の間の単一のストローク変位を
有しており、０．０４９１６１１９２ｃｍ３（０．００３ｉｎ３）から０．０８１９３５
３２ｃｍ３（０．００５ｉｎ３）までの範囲が最も好適であるが、回転（ブラシ又はブラ
シレス）ＤＣモーター又はリニアＤＣモーターを使用して駆動される、隔膜ポンプとして
提供されている。
【０１０５】
　歩行可能な治療器具は、随意的には以下の要素の１つ又はそれ以上を含んでいる。
（ｉ）　最大の局所的な接触圧力を最小化するために十分な皮膚面積全域に力の負荷を分
布させる周辺シール。好適なことに、使用者の皮膚に接触する表面沿いに、５０ｍｍＨＧ
を超える圧力がないが、４０ｍｍＨｇを超える圧力がないことが好適であり、３０ｍｍＨ
ｇを超える圧力がないことが更に好適であり、２５ｍｍＨｇを超える圧力がないことが最
も好適である。
（ｉｉ）　空気ポンプは、真空センサー又は圧力センサーと、ポンプのオン／オフサイク
ル及び／又は速度を制御するモーター制御回路構成と、連結されるマイクロ制御要素を備
えている真空制御モジュールに作動可能に接続されている。真空制御モジュールは、不連
続に空気ポンプを作動させて動作真空を維持するためにポンプを制御するようにプログラ
ムされていれば最も好適である。治療器具は、この制御モジュールを装着可能に支持して
いれば好適である。
（ｉｉｉ）　制御モジュールは、キーパッド又はタッチスクリーンのようなデータ入力装
置に作動可能に接続されている、及び／又はデータ転送のために外部装置への有線及び／
又は無線接続が提供されている。
（ｉｖ）　空気ポンプ、駆動モーター、電池及び制御モジュールは、１つのハウジングの
中で提供され、このハウジングは、治療器具によって装着可能に支持されれば好適である
。
（ｖ）　真空制御モジュールは、治療期間の少なくとも一部の期間の間、部分真空をより
低い水準までサイクル化するようにプログラムされる。このサイクル化は、吸気／呼気サ
イクルと一致するように同期化され、その結果部分真空が吸気の間増進されることになれ
ば好都合である。
（ｖｉ）　治療器具は、使用者の動作によって器具内部で引き起こされる部分真空の振幅
を緩和するように構成される緩衝構成要素を備えている。或る実施形態では、ポンプ、駆
動モーター、電池及び制御モジュールの１つ又はそれ以上を備えているハウジングは、使
用中に異物との物理的な接触から緩衝構成要素を守るように、緩衝構成要素の上を覆って
いる。
（ｖｉｉ）　電池は、誘導的に充電される。
（ｖｉｉｉ）　治療器具は、機械的及び電子的構成要素によって作られる騒音を少なくと
も部分的にマスキングするために音のマスキング及び／又は音の相殺電子工学要素と併せ
て使用される。それらの電子工学要素は治療器具の使用者によって及び／又は使用者の配
偶者又は同伴者によって使用されてもよい。或る実施形態では、音のマスキング及び／又
は音の相殺電子工学要素は治療器具によって装着可能に支持されているが、しかしながら
、それらを分離して設けてもよい。
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（ｉｘ）　治療器具は、１つ又はそれ以上の特性を有するセンサーを備えており、その結
果は、器械を制御する制御要素によって使用される及び／又はその後のアクセス、表示又
は記録場所から外部装置へのデータ転送のために記録される。
（ｘ）　治療器具は、部分真空が、少なくとも治療期間の一部の期間の間より低い水準ま
でサイクル化される時のような、低い真空の期間の間使用者の上で位置を維持するために
ストラップを備えている。
【０１０６】
　ａ．電池モジュール
【０１０７】
　一般的なアルカリ電池類、オキシライド電池類、リチウム電池類などを含む様々な電池
技術が技術的に知られている。使用可能な３つの好適な電池技術、ニッケルカドミウム（
ＮｉＣａｄ）、ニッケル水素（ＮｉＭＨ）及びリチウムイオン（Ｌｉ‐ｉｏｎ）が存在し
ており、最も好適なのは、Ｌｉ‐ｉｏｎ電池類である。
【０１０８】
　電池式電力システムの例示的な電力消費は、４．８ボルトで１時間当たり４５ｍＡであ
ろう。４セルＡＡＡサイズＮｉＭＨ電池パックで提供され得るそのような構成では、本明
細書で説明するシステムは、８時間の睡眠期間の間余裕を持って作動し得る。或いは、７
．４ボルトで作動する２セル３００ｍＡｈＬｉ‐ｉｏｎ電池パックは、同等の性能を提供
することができる。最も好適なシステムは、少なくとも６００ｍＡｈを提供する単一の３
．７ボルトＬｉ‐ｉｏｎセルを使用して８時間の期間作動するであろう。
【０１０９】
　ｂ．再充電
【０１１０】
　充電式電池の場合、電池は、従来式の充電器へ差し込む有線プラグを備えて、電池充電
「ステーション」で接点と結合する接点を備えて、又は真空モジュールの表面に位置付け
られ得る誘導コイルを使用する誘導結合を備えて、提供され得る。誘導回路は、器具８０
４又は電池封入モジュール８０３を図８に図示するような結合誘導コイル８０２を有する
クレードル又はドック８０１に設置すると完成され得る。
【０１１１】
　Ｆ．動作誘導的変化真空に対する補償
【０１１２】
　本発明より前には、単純な身体動作は、器具の内部容積の動作誘導的な変化が原因で使
用者の首に印加される力を実質的に変えることができると認識されていなかった。例えば
、成人男性に取り付けられた１４０．９２８７５立方センチメートル（８．６立方インチ
）の内部室容積を有する器具を考えると、嚥下動作は、咽喉の変位に因って２７．８５８
００８８立方センチメートル（１．７立方インチ）、ほぼ２０％の増加だけ、室の容積を
増やすことができる。
【０１１３】
　治療器具は、屈曲し得る或る種の能力を有していてもよいが、器具は、器具及び咽喉の
間の空間を維持するのに十分な剛性を有していなければならない。結果的に、動作誘導的
な容積の増加は、使用者の咽喉に印加される圧力が急増したと感じ取られる。治療器具内
部の空気圧力は、気体の圧力は空気によって占められる容積と関連していることを提示す
る理想気体の法則を用いてモデル化され得る。気体の量の状態は、等式ＰＶ＝ｎＲＴに従
って、圧力、容量及び温度によって決定され、ここに、Ｐは絶対圧力であり、Ｖは容器の
容量であり、ｎは気体のグラム分子の数であり、Ｒは一般気体定数であり、Ｔは絶対温度
である。
【０１１４】
　約７．６ｃｍＨ２Ｏより大きい部分真空が、有益な治療効果を実現するために必要であ
り、咽喉の変位に起因する動作が、治療器具によって密封される容積を２０％又はそれ以
上だけ突然増やすことができると仮定すれば、当業者であれば、密封された容積の増加は
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、治療器具内部の部分真空を、同等に２０％増進させるものと認識されるであろう。器具
の接触表面で咽喉の組織に働く力が結果的に急増すると、着用者に対する不快感、睡眠か
らの覚醒などを引き起こす可能性がある。
【０１１５】
　この動作誘導的な真空の増進は、統合型の歩行可能な器具設計の場合、真空源及び関連
付けられる真空室への接続の容積が最小化されるので、特に問題を含む可能性がある。結
果的に、動作誘導的な容積変化は、総合的な真空空間容積と比較したパーセントの数値で
はより顕著である。前述の別の方法では、器具内部の室及び関連付けられる真空システム
の容積が小さければ小さい程、嚥下又は咳嗽によって引き起こされる付加的な力が大きく
なる。
【０１１６】
　この様な次第で、本発明は、器具内部で作り出されるそれらの動作誘導的な部分真空の
振幅を緩和するために緩衝構成要素を提供している。これは、ばねに取り付けられる移動
可能な隔膜として最も単純にモデル化することができる。部分真空が設計許容値の範囲内
の時、ばね張力は、隔膜を適所に保持するように構成されている。即ち、器具が約１８ｃ
ｍＨ２Ｏの部分真空を作り出すように設計される場合、ばねは、この圧力で圧縮又は拡張
されない。器具の隔膜が、その様な真空水準で所定の位置に維持されるように、緩衝ばね
は、所定の量だけ治療真空水準で前もって負荷を加えられてもよい。使用者の嚥下の事例
のように所望の真空水準を超えると、ばねは、密封容積の急激な増加を少なくとも部分的
に補償するように隔膜が動くことを可能にする。ばねが隔膜の内側に取り付けられる（部
分真空に対して）場合、ばねは縮み、ばねが隔膜の外側に取り付けられる場合、ばねは広
がる。動作が終了すると、ばねは元の形状に戻り、それによって隔膜を元の位置へ戻す。
結果的に、使用者によって感じ取られる圧力の増加を緩和する。
【０１１７】
　ばね及び隔膜に関して述べているが、他の構成が当業者には容易に明らかであろう。例
えば、緩衝構成要素は、内部真空が所望の水準を超えると内向きに屈曲し、真空増進が低
下した後元の位置に戻ることができる器具表面の一部として設けることができる。この構
成の実施例を図１１に図示しており、器具のより剛性の高い構造領域に取り囲まれる中央
緩衝領域として緩衝構成要素を図示している。器具のこの比較的より可撓性の有る緩衝領
域１１０２は、より薄い中心から、より厚い比較的可撓性の低い外縁にむけて壁の厚さが
徐々に細くなるように成形されている。デュロメータ５０の材料の場合、器具の構造領域
は、約４．３１８００ｍｍ（０．１７ｉｎ）から３．８１ｍｍ（０．１５ｉｎ）の厚さを
有していてもよく、一方で緩衝領域は、２．５４ｍｍ（０．１０ｉｎ）から３．５５６０
０ｍｍ（０．１４ｉｎ）の中心の厚さまで徐々に細くなっていてもよい。圧力がこの領域
の特定の点の設計された剛性を超えると、緩衝構成要素は、図１１に図示するように内向
きに変位し始めるであろうが、一方で曲げ点の剛性が増加するので、厚い区域はその構造
を保つであろう。身体動作によってこの領域に掛かる力が増えると、力はより大きい表面
区域全体に分散され、その様な力に耐える領域の能力を高めることになる。このことは、
ひとたび動作誘導的真空増加が低下した時に領域を元の非変位形状に戻すことに役立つで
あろう。
【０１１８】
　この構成は、図１７に示すように、器具のより剛性を有する中心の構造領域を取り囲む
比較的高められた可撓性を有する周辺領域として緩衝領域を提供することによって本質的
に逆転することができる。この実施形態では、器具の最外領域１７０３は、使用者の皮膚
に接触する表面を形成している。可撓性を有する領域１７０２は、器具の接触領域１７０
３及び構造領域１７０１の間に位置している。この可撓性を有する領域１７０２は、動作
誘導的な真空変化に応えて構造領域１７０１の動作を往復運動させることを可能にする。
【０１１９】
　この緩衝の最終的な成果は、真空の動作誘導的変化を減らすことである。これについて
は、図１２でグラフを使って図示している。緩衝構成要素がない時には、真空の動作誘導



(26) JP 5499025 B2 2014.5.21

10

20

30

40

50

的な変化は部分真空の対応する増加に直接的に関連している（線Ｃ）が、一方でその様な
真空の変化に対する所望の反応は、部分真空では増進しない（線Ａ）。緩衝構成要素は、
容積の変化が補償する緩衝構成要素の性能を超える変曲点まで、真空増進を緩和する（線
Ｂ）。
【０１２０】
　器具を形成する材料が、必要な弾力性を提供すれば好適であるが、必要であれば、金属
又はプラスチック形状記憶要素を、緩衝機能を果たす能力を更に強化するために領域の一
部に鋳造することもできる。可撓性を有する薄膜及び上部構造で形成される器具の場合、
金属又はプラスチックの形状記憶材料をここで使用することはより重要になる。上で検討
した単一の器具の凹形領域と同じ方法で屈曲する上部構造の一部を形成することができる
。
【０１２１】
　Ｇ．音の管理及び削減
【０１２２】
　本明細書で説明する装置は、主として、睡眠中の使用を目的としているので、騒音及び
／又は振動に起因する中断を最小化できることは、使用者に明確な利点を提供することが
できる。技術的に利用できるポンプ技術の多くは、使用中にかなりの騒音を生じる。更に
、ポンプが夜間オン及びオフを繰り返す時には、音水準の急激な変化は、睡眠に特に悪影
響を及ぼす可能性がある。従って、或る実施形態では、本明細書で説明する装置は、治療
器具の使用中に発せられる音を管理する、音をマスキングする及び／又は音を相殺するこ
とで改善された快適性を提供する装置と連結される。
【０１２３】
　本明細書で使用する用語「音の管理」は、装置によって作り出される音の水準を低下さ
せることを指している。高速で作動するモーターは、音が騒々しい傾向があり、低速は音
が静かな傾向がある。上で検討したように、ＤＣモータースピードは、標準的にはパルス
幅変調（ＰＷＭ）によって制御される。ほとんどの容積式ポンプは、モーターが３６０度
回転する際、モーターに一定トルク荷重を負荷しない。寧ろ、それらのポンプは、上昇ス
トローク及び下降ストロークを有している。高速作動時、このトルク振動は、ローター慣
性で失われ、モーターは騒々しい音を出す。
【０１２４】
　しかし、外部へ整流されるＤＣモーターでは、電子要素は、３６０度回転の中でポンプ
／モーターの場所を正確に決定することができる。好適な実施形態では、制御要素は、ポ
ンプストロークの回転部分の期間の間は電気パルス幅を増やし、ポンプストロークの残り
の部分の期間の間はパルス幅を減らすために使用される。モーターのポンプが掛けるトル
クデータをマッピングし、パルス幅データでそれを再現することで、ポンプ／モーターは
、より低速に作動するように作ることができ、結果的により低い騒音及び／又は振動をも
たらす。
【０１２５】
　或る実施形態では、本発明の治療器具は、機械的及び電子的構成要素によって作り出さ
れる騒音を少なくとも部分的にマスキングするために音のマスキング電子要素と一体化さ
れている。本明細書で使用する用語「音のマスキング」は、聴覚的なマスキングを用いて
、不要な音を「マスキング」又は包み込むために異なる周波数の自然音又は人口音を環境
へ付加すること（より一般的には、正確性に欠けているが「ホワイトノイズ」又は「ピン
クノイズ」として知られている）を指している。音のマスキングは、所与の区域で予め存
在する音への意識を低下又は削減し、会話のプライバシーを作り出しながら、作業環境を
より快適にすることができ、作業者は、より生産的になることができる。音のマスキング
は、更に、より自然な周囲環境を回復するために戸外で使用することもできる。
【０１２６】
　音のマスキングは、注意を散漫にさせる望ましくない騒音をマスクするために、建築学
上の音響分野及び電子音楽の製作でしばしば使用される。単純な「ホワイトノイズ」機械
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は、封入された送風機及び（随意的には）速度スイッチを含んでおり非常に単純になって
いる。この送風機は、空気を小さいスロットを通して機械のケーシングの中へ移動させ、
所望の音を作り出している。より複雑な機械は電子的なものであり、様々な「自然音」を
提供し得る。音発生器は、図９で図示するように器具自体に載せられてもよく、又は別個
のユニットとして設けられてもよい。
【０１２７】
　同様に、或る実施形態では、本発明の治療器具は、機械的及び電子的構成要素によって
作り出される騒音を少なくとも部分的にマスキングするために音の相殺電子要素と一体化
されている。本明細書で使用する用語「音の相殺」は、位相相殺圧力波を提供することを
指している。音は、圧縮位相及び希薄位相から成る圧力波として考えることができる。騒
音相殺スピーカーは、元の音と同じ振幅及び異極性（逆位相の）を備える音波を発する。
音波は、干渉と呼ばれる過程で新しい波を形成するために結合し、互いを効果的に相殺し
合い、これが相殺位相と呼ばれる効果である。環境及び使用する方法に左右されるが、そ
の結果得られた音波は、非常に微弱であるのでヒトの耳には聞こえなくなる。
【０１２８】
　周期的な音は、複雑なものであっても、波形の反復のおかげで不揃いな音よりも相殺し
易い。従って、音の相殺は本発明に特に適用可能である。好適な実施形態では、マイクは
、耳の付近に設置され、電子回路構成は、マイクに届いている音波の異極性を有する「騒
音防止」音波を発生し、この音波は、ヘッドフォン又はイヤホンの形態で耳に設置された
スピーカーを通して供給される。これは、破壊的な干渉をもたらし、耳の密封された容積
内部で騒音を相殺する。騒音相殺回路構成又は音のマスキング回路構成９０２は、器具９
０３自体に搭載されてもよく、又は別個のユニットとして設けてもよい。回路構成からの
音は、小型スピーカー又はイヤホン９０１を通じて提供することができる。
【０１２９】
　Ｈ．本明細書で説明する要素の好適な組み合わせ
【０１３０】
　上述のこれらの様々な要素は、様々に組み合わせて提供されてもよい。
【０１３１】
　第１の特に好適な組み合わせは、上気道を覆っている咽喉の外部区域と嵌め合い、その
結果咽喉の外部区域を密封するように構成されている周辺表面であって、嵌め合った時、
前述の治療器具は、治療器具の内面と、８．１９３５３２ｃｍ３（０．５ｉｎ３）及び１
９６．６４４７６８ｃｍ３（１２ｉｎ３）の間の密封された容積を有している咽喉と、の
間に位置している空間充填室を提供する、周辺表面と、室に作動可能に接続され、４０ｄ
Ｂ　ＳＰＬ未満の音水準を発生しながら、水柱７．６ｃｍ及び６１ｃｍの間の水準で前述
の室の内部に部分的真空を維持するように構成されている空気ポンプと、を備えている治
療器具を提供している。
【０１３２】
　第２の特に好適な組み合わせは、上気道を覆っている咽喉の外部区域と嵌め合い、その
結果咽喉の外部区域を密封するように構成されている周辺表面であって、嵌め合った時、
前述の治療器具は、治療器具の内面と、８．１９３５３２ｃｍ３（０．５ｉｎ３）及び１
９６．６４４７６８ｃｍ３（１２ｉｎ３）の間の密封された容積を有している咽喉と、の
間に位置している空間充填室を提供する、周辺表面と、室に作動可能に接続され、前述の
室の内部に部分的真空を維持するように構成されている空気ポンプであって、前述の空気
ポンプは容積式ポンプを備えている、空気ポンプと、を備えている治療器具を提供してい
る。
【０１３３】
　第３の特に好適な組み合わせは、上気道を覆っている咽喉の外部区域と嵌め合い、その
結果咽喉の外部区域を密封するように構成されている周辺表面であって、嵌め合った時、
前述の治療器具は、治療器具の内面と、８．１９３５３２ｃｍ３（０．５ｉｎ３）及び１
９６．６４４７６８ｃｍ３（１２ｉｎ３）の間の密封された容積を有している咽喉と、の
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間に位置している空間充填室を提供しており、前述の治療器具は、使用者の動作によって
器具内部で作り出される部分真空の振幅を緩和するように構成されている緩衝構成要素を
備えている、周辺表面と、室の内部で部分真空を提供するために空間充填室に作動可能に
接続された空気ポンプと、を備えている治療器具を提供している。
【０１３４】
　第４の特に好適な組み合わせは、上気道を覆っている咽喉の外部区域と嵌め合い、その
結果咽喉の外部区域を密封するように構成されている周辺表面であって、嵌め合った時、
前述の治療器具は、治療器具の内面と、８．１９３５３２ｃｍ３（０．５ｉｎ３）及び１
９６．６４４７６８ｃｍ３（１２ｉｎ３）の間の密封された容積を有している咽喉と、の
間に位置している空間充填室を提供しており、前述の周辺縁は、使用者の皮膚に接触する
表面に沿って、水柱約７．６ｃｍから約６１ｃｍの間の前述の密封容積内部の部分真空水
準で６０ｍｍＨｇ又はそれ未満の圧力を提供するように構成されている、周辺表面と、室
に作動可能に接続され、前述の室内部で部分真空を維持するように構成されている空気ポ
ンプと、を備えている治療器具を提供している
【０１３５】
　第５の特に好適な組み合わせは、上気道を覆っている咽喉の外部区域と嵌め合い、その
結果咽喉の外部区域を密封するように構成されている周辺表面であって、嵌め合った時、
前述の治療器具は、治療器具の内面と、８．１９３５３２ｃｍ３（０．５ｉｎ３）及び１
９６．６４４７６８ｃｍ３（１２ｉｎ３）の間の密封された容積を有している咽喉と、の
間に位置している空間充填室を提供しており、空間へ空気の漏れる、０．０８１９３５３
２ｃｍ３（０．００５ｉｎ３）／ｍｉｎ及び８．１９３５３２ｃｍ３（０．５ｉｎ３）／
ｍｉｎの間の速度を有している、周辺表面と、室に作動可能に接続され、前述の室内部で
部分真空を維持するように構成されている空気ポンプであって、前述の空気ポンプは、容
積式ポンプを備えている、空気ポンプと、真空センサー又は圧力センサーと、ポンプのオ
ン／オフサイクル及び／又は速度を制御するモーター制御回路構成と、連結されるマイク
ロ制御要素を備えている真空制御モジュールと、を備えている治療器具を提供している。
【０１３６】
　第６の特に好適な組み合わせは、密封室へ空気が低速で漏れており、０．０８１９３５
３２ｃｍ３（０．００５ｉｎ３）／ｍｉｎ及び８．１９３５３２ｃｍ３（０．５ｉｎ３）
／ｍｉｎの間の速度であれば好適であり、（０．１６３８７０６４ｃｍ３（０．０１ｉｎ
３）／ｍｉｎ及び１．６３８７０６４ｃｍ３（０．１ｉｎ３）／ｍｉｎであれば最も好適
な低い速度を有している皮膚接触面でのシールと、０．０１６３８７０６４ｃｍ３（０．
００１ｉｎ３）及び０．１６３８７０６４ｃｍ３（０．０１ｉｎ３）の間の単一のストロ
ーク変位を有しており、０．０４９１６１１９２ｃｍ３（０．００３ｉｎ３）から０．０
８１９３５３２ｃｍ３（０．００５ｉｎ３）までの範囲が最も好適であるが、回転ブラシ
レスＤＣモーター又はリニアＤＣモーターを使用して駆動される、隔膜ポンプと、真空セ
ンサー又は圧力センサーと、ポンプのオン／オフサイクル及び／又は速度を制御するモー
ター制御回路構成と、連結されるマイクロ制御要素を備えている真空制御モジュールと、
を提供する生体適合性単一統合要素である、治療器具を提供している。
【０１３７】
　第７の好適な組み合わせは、空気ポンプ、駆動モーター、制御モジュール、及び治療器
具によって装着可能に支持される駆動モーターと制御モジュールに電力を供給している電
池、を備えている最初の６つの組み合わせの何れかを備えており、単一のハウジングの中
にあって、それによって歩行可能な治療器具を提供していれば好適である。
【０１３８】
　第８の好適な組み合わせは、最初の７個の組み合わせの何れかを備えており、治療器具
は、嚥下又は咳嗽のような使用者の動作によって器具内部に作り出される部分真空の振幅
を緩和するように構成されている緩衝構成要素を更に備えている。
【０１３９】
　第９の好適な組み合わせは、最初の８個の組み合わせの何れかを備えており、治療器具
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は、高さは０．１２７ミリメートル（０．００５インチ）及び１．２７ミリメートル（０
．０５インチ）の間、幅は０．１２７ミリメートル（０．００５インチ）及び１．２７ミ
リメートル（０．０５インチ）の間の、最大寸法で高さは約０．２５４ミリメートル（０
．０１インチ）、幅は約０．２５４ミリメートル（０．０１インチ）であり、シールの周
辺と概ね平行に流れている、１つ又はそれ以上の連続する「隆線」を備えている。
【０１４０】
　第１０の好適な組み合わせは、最初の９個の組み合わせの何れかを備えており、空気ポ
ンプは、０．０１６３８７０６４ｃｍ３（０．００１ｉｎ３）及び０．１６３８７０６４
ｃｍ３（０．０１ｉｎ３）の間であり、０．０４９１６１１９２ｃｍ３（０．００３ｉｎ
３）から０．０８１９３５３２ｃｍ３（０．００５ｉｎ３）までの範囲が最も望ましい単
一ストローク変位を有し、回転ブラシレスＤＣモーター又はリニアＤＣモーターを使用し
て駆動される、隔膜ポンプを備えており、随意的には、真空センサー又は圧力センサーと
、ポンプのオン／オフサイクル及び／又は速度を制御するモーター制御回路構成と、連結
されるマイクロ制御要素を備えている真空制御モジュールを含んでいる。
【０１４１】
　第１１の好適な組み合わせは、最初の１０個の組み合わせの何れかを備えており、空気
ポンプを不連続な手法で作動させるようにプログラムされている真空制御モジュールが提
供されている。
【０１４２】
　第１２の好適な組み合わせは、最初の１１個の組み合わせの何れかを備えており、室の
内部で最初の部分真空を作り出すための第１のポンプモード及び室の内部で部分真空を維
持するための第２のポンプモードを提供するようにプログラムされている真空制御モジュ
ールが提供されている。
【０１４３】
　第１３の好適な組み合わせは、最初の１２個の組み合わせの何れかを備えており、使用
者に嵌め合わされ、水柱７．６ｃｍ及び６１ｃｍの間の水準で前述の室内部の部分真空が
作り出されている時、治療器具は、室へ空気の漏れる、０．０８１９３５３２ｃｍ３（０
．００５ｉｎ３）／ｍｉｎ及び８．１９３５３２ｃｍ３（０．５ｉｎ３）／ｍｉｎの間の
最大速度を提供するように、治療器具は構成されている。
【０１４４】
　第１４の好適な組み合わせは、最初の１３個の組み合わせの何れかを備えており、治療
器具は、使用者の皮膚に接触する表面沿いの圧力が、６０ｍｍＨｇを、望ましくは４０ｍ
ｍＨｇを、より望ましくは３０ｍｍＨｇを、最も望ましくは２５ｍｍＨｇを超えないよう
にするのに十分な皮膚面積全域に力の負荷を分布させる周辺表面を提供するように構成さ
れている。
【０１４５】
　第１５の好適な組み合わせは、最初の１４個の組み合わせの何れかを備えており、治療
器具は、１５及び３０の間のデュロメータを有する材料で作られる周辺表面を提供するよ
うに構成されている。
【０１４６】
　第１６の好適な組み合わせは、最初の１５個の組み合わせの何れかを備えており、治療
器具は、所望の部分真空下で室を維持するのに十分な支持を提供する上部構造によって分
離可能に支持される使い捨て可能な可撓性を有する薄膜を備えている。
【０１４７】
　第１７の好適な組み合わせは、最初の１６個の組み合わせの何れかを備えており、治療
器具は、使用者の動作によって器具内部に作り出される部分真空の振幅を緩和するように
構成されている緩衝構成要素を備えている。
【０１４８】
　第１８の好適な組み合わせは、最初の１７個の組み合わせの何れかを備えており、治療
器具は、音のマスキング及び／又は音の相殺電子要素を更に備えている。
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【０１４９】
　第１９の好適な組み合わせは、最初の１８個の組み合わせの何れかを備えており、治療
器具は、更に１つ又はそれ以上の特性を有するセンサーを備えており、その結果は、器械
を制御する制御要素によって使用される及び／又はその後のアクセス、ディスプレイ又は
記憶場所から外部装置へのデータ伝送のために記憶される。それらは、呼吸サイクル、無
呼吸事象、いびき事象、血圧、心拍数及び／又は血中酸素飽和度から成る群から選択され
た１つ又はそれ以上の特性を示す電子信号を生成する１つ又はそれ以上の特性を有するセ
ンサーを備えていれば好適である。
【０１５０】
　第２０の好適な組み合わせは、最初の１９個の組み合わせの何れかを備えており、治療
器具は、制御モジュール及びＰＤＡ、コンピュータ、携帯電話、ネットワーク接続などの
ような外部装置の間で有線又は無線手段を用いたデータのインポート及び／又はエクスポ
ート用データ伝送電子要素を更に備えている。
【０１５１】
　第２１の好適な組み合わせは、最初の２０個の組み合わせの何れかを備えており、治療
器具は、部分真空が治療期間の少なくとも一部の間より低い水準までサイクル化される時
のような、低い真空期間の間、使用者の上で位置を維持するためにストラップを更に備え
ている。
【０１５２】
　当業者が本発明を作る及び使用できるように十分に詳細に本発明を説明及び例証してき
たが、本発明の精神及び範囲を逸脱することのない様々な代替、修正及び改善は明らかで
あるはずである。本明細書で提示する実施例は、好適な実施形態の典型であり、例証的で
あり、本発明の範囲に制限を課すものとして意図されていない。当業者は、その中の修正
及び他の使用を想起されるであろう。それらの修正は、本発明の精神の範囲に含まれ、特
許請求の範囲によって画定されている。
【０１５３】
　様々な置き換え及び修正を、本発明の範囲及び精神から逸脱すること無く本明細書で開
示する本発明に行うことができるものと当業者には容易に理解頂けるであろう。
【０１５４】
　本明細書で言及した全ての特許及び公開は、本発明に関連する当業者の基準を示してい
る。全ての特許及び公開を、それぞれの個別の公開が参考文献としてここに援用するため
に特有的に及び個別に示されている場合と同一程度に参考文献としてここに援用する。
【０１５５】
　本明細書で例証的に説明する本発明は、好適なことに、本明細書で特に開示されないど
のような単数又は複数の要素、単数又は複数の制限がない場合に実施されてもよい。従っ
て、例えば、本明細書におけるそれぞれの事例では、用語「備えている」、「から本質的
に成っている」及び「から成っている」は、他の２つの用語の何れかに置き換えることが
できる。使用してきた用語及び表現は、制限目的の用語としてではなく、説明目的の用語
として使用されており、そのような用語及び表現の使用において、提示及び説明される特
徴又はその一部のどの様な等価物も除外する意図はないが、特許請求の範囲で画定される
本発明の範囲の中では様々な修正が可能であると理解される。従って、本発明は、好適な
実施形態及び随意的な特徴を用いて具体的に開示してきたが、本明細書で開示する概念の
修正及び変形は、当業者によって行われてもよく、その様な修正及び変形は、添付の特許
請求の範囲によって画定される本発明の範囲の中に含まれると考えられる。
【０１５６】
　他の実施形態は、以下の特許請求の範囲の中で説明される。
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