
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

【発明の詳細な説明】

本発明は、一般的に睡眠障害呼吸制御方法および装置に関し、特に患者の呼吸経路へ供給
される陽圧空気を利用する制御方法および装置に関する。
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睡眠障害呼吸を制御する装置であって、
圧縮された呼吸可能なガス源（４３）と、
第１の端部において圧縮された呼吸可能なガス源に接続され第２の端部（３９）において
個人の呼吸経路に適合したインターフェイス（４１）と、
インターフェイスの第１の端部から第２の端部までの差圧を測定する手段（４５，４７，
５１）と、
インターフェイスの第２の端部における圧力を測定する手段（４６，４８，５３）と、
圧力および差圧の測定値から睡眠障害呼吸の測定値の兆候を検出する手段（４９，５５，
５７）と、
睡眠障害呼吸の徴候の検出に応答して呼吸可能なガス源からの呼吸可能なガスの圧力を調
整する手段（５７，５８）と、
睡眠障害呼吸の徴候が検出されずに一期間の経過に応答して呼吸可能なガス源からの圧力
を調整する手段（５７）と、
を含む前記装置。

技術分野



米国において睡眠障害と診断される患者の大部分は日中の過剰な眠気に苦しんでいる。こ
の症状の主な原因は睡眠無呼吸である。
呼吸低下、無呼吸、もしくは他の部分咽頭閉塞等の睡眠障害呼吸には、可聴性もしくは非
可聴性である咽頭壁振動が合併することがある。睡眠無呼吸は睡眠中に生じる多数の閉塞
性無呼吸、中枢無呼吸もしくはそれらの混合を特徴とする潜在的な致命的状態である。睡
眠無呼吸の特徴的症状には、可聴性である場合はいびきと言われる、咽頭壁振動の繰り返
しエピソードが含まれる。この症候群により注目される振動は咽頭閉塞や上部気道の閉塞
が発生する時に吸息振動が徐々に増加する振動である。患者の呼吸努力が閉塞を克服する
のに成功すると次に大きな息苦しい喘ぎが生じる。そのためしばしば目を覚ましてしまう
ことがある。朝になって起床すると、呼吸困難やそれに伴う時には猛烈に睡眠を妨害する
さまざまな体の動きを通常は覚えていない。個人の睡眠呼吸パターンを適切な説明するに
は診断的研究が必要である。
睡眠中の無呼吸エピソードは鼻および口において１０秒以上続く空気流の休止として定義
することができポリソムノグラフ記録により容易に資料を提供することができる。無呼吸
休止の夜間頻度の変動は多くの患者に存在し、上部呼吸感染や鎮静薬やアルコールの使用
に従って頻度の増加が生じる。
閉塞性睡眠無呼吸（ＯＳＡ）では、呼吸気道が閉塞される。中枢睡眠無呼吸（ＣＳＡ）で
は脳が身体へ呼吸信号を送るのを中止している。閉塞性呼吸低下は軽症の閉塞性無呼吸で
あり、通常は上部気道の部分閉塞のエピソードと呼ばれる。中枢呼吸低下は軽症の中枢無
呼吸である。呼吸低下や無呼吸の発生しない過剰な咽頭壁振動も重大な問題となることが
ある。閉塞性および中枢無呼吸、閉塞性および中枢呼吸低下、および咽頭壁振動をここで
は睡眠障害呼吸と呼ぶ。中枢無呼吸の場合、通路はまだ開いている。個人は呼吸をしてい
なくても肺は空気流の貯蔵器官を形成する。
睡眠無呼吸に利用できる治療は減量から人口器官への外科的介入までさまざまである。減
量は最も望ましい方法ではあるが、ダイエットに従うことができる患者は少なく、状況を
整復もしくは治癒するのに十分な減量を行いながら６ケ月から１年間もの間継続的に睡眠
無呼吸の症状に曝すことができる患者はさらに少ない。外科的方法が有効なのは５０％の
症例だけであり、それは侵襲性であり、高価で望ましくない副作用を生じることがある。
最も成功度の高い治療装置は鼻の連続陽気道換気装置（“ＣＰＡＰ”）である。ＣＰＡＰ
は当初圧力下でホースへ空気を送る適応型真空掃除機モータを使用していた。それを患者
の顔面へ取り付ける鼻マスクへホースにより給気される。鼻ＣＰＡＰシステムの利点は即
座に免荷を行い、非侵襲性でありかつ減量を達成しながら使用して外科の必要性を回避で
きることである。鼻ＣＰＡＰの主な問題点はコンプライアンスである。ほとんど全ての患
者が初期治療法として鼻ＣＰＡＰを取付けられるが、多くの患者はおよそ６ケ月後にはシ
ステムの使用を中止する。
患者についてコンプライアンスが劣る原因を調べた結果、全て患者の快適さに関連する３
つの主要な要因が確認された。第１の要因は、完全な適合が得られず鼻マスクを着けるの
が不快なことである。換気装置からの流れの陽圧がしばしば第２の要因として挙げられる
。鼻およびマウント内へ押し込まれる空気流から不快でいらだたしい感じを受ける患者も
いる。第３に、乾燥した口と喉が睡眠無呼吸換気装置との不満足な状態の源としてしばし
ば引合いに出される。

本発明の方法および装置により個人の睡眠障害呼吸の検出および制御が行われる。強制空
気流による不快さを低減した睡眠障害呼吸の制御は、空気流の圧力を選定して行われる。
睡眠障害呼吸が検出されると増加圧が選定される。睡眠障害呼吸の発生が無ければ、強制
空気流の圧力が低減される。
睡眠のために、圧縮空気源から患者の鼻孔まで空気を送り込むようにされた鼻マスクが装
着される。ホースにより圧縮空気源と鼻マスクが接続される。睡眠障害呼吸の検出にはフ
ェースマスク圧およびホースに沿って間隔をとった２点間の差圧（ΔＰ）を監視すること
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が含まれる。無呼吸、呼吸低下および咽頭壁振動の発生を含む特定状況が確認される。マ
スクの外れやマスクからの漏洩等の鼻マスクに関する問題点も検出することができる。患
者による吸息および呼息も検出することができる。無呼吸、呼吸低下、咽頭壁振動および
呼吸経路の完全もしくは部分閉塞の診断は、患者による呼吸の測定に基づいている。
圧力選定はマイクロプロセッサ制御され特定状況の検出に応答する。睡眠障害呼吸中およ
び、その後の発生中に圧力を多レベルに調整することができる。状況を抑制するように圧
力レベルを調整しながら、吸息、呼息もしくは、その両方のための増加圧力を使用して睡
眠障害呼吸を抑制することができる。マスクが外れると圧力は最低レベルへ低下する。

第１図は、本発明の方法および装置を示すブロック図である。
第２図は、一方がマスクと圧縮機出力間の差圧を示し、他方が閉塞性睡眠無呼吸発生中の
マスク圧を示す一対のグラフである。
第３図は、一方がマスクと圧縮機出力間の差圧を示し、他方が中枢睡眠無呼吸発生中のマ
スク圧を示す一対のグラフである。
第４図は、一方がマスクと圧縮機出力間の差圧を示し、他方が閉塞性睡眠呼吸低下発生中
のマスク圧を示す一対のグラフである。
第５図は、一方がマスクと圧縮機出力間の差圧を示し、他方が中枢睡眠呼吸低下発生中の
マスク圧を示す一対のグラフである。
第６図は、一方がマスクと圧縮機出力間の差圧を示し、他方が咽頭壁振動および閉塞性呼
吸低下のエピソードだけでなく正規の呼吸期間に対する圧縮機へのコマンド圧を示す一対
のグラフである。
第７図は、一方がマスクと圧縮機出力間の差圧を示し、他方が咽頭壁振動、閉塞性呼吸低
下および閉塞性無呼吸のエピソードだけでなく正規の呼吸に対する圧縮機へのコマンド圧
を示す一対のグラフである。
第８図は、一方がマスクと圧縮機出力間の差圧を示し、他方が中枢呼吸低下および中枢無
呼吸のエピソードだけでなく正規の呼吸に対する圧縮機へのコマンド圧を示す一対のグラ
フである。
第９図－第２９図は、制御および閉塞性呼吸低下のエピソードを検出し、その制御のため
のマスク圧を調整するマイクロプロセッサにより実行されるコンピュータプロセスの論理
フロー図である。

第１図を参照して、本装置は任意の種別のマスク、すなわち鼻孔アダプタ３９を含むこと
ができる。マスク３９は、各々がユーザの（図示せぬ）鼻孔内にはめ込まれる、２個のノ
ズルを有する市販品とすることができる。マスク３９は可撓性ホース４１に接続され、そ
れは圧縮機４３等の低圧空気源につながっている。マスク３９およびホース４１は、加圧
下でユーザへ空気を供給するインターフェイスを構成する。圧縮機４３は、周囲の空気を
引き入れて後記するように選定できる圧力まで圧縮する。圧力を高めると、マスク３９が
大気へ開放されている場合にはホース４１を通る空気の流量が増加する。
差圧トランスジューサ４５により圧縮機４３の出力とマスク３９間の動圧差が感知される
。差圧トランスジューサ４５は、マスク３９の内部に接続された１本の感知チューブ４６
を有している。もう１本の感知チューブ４７が、圧縮機４３の出力に接続されている。マ
スク感知チューブ４６は、出力圧感知チューブ４７の下流にある。感知チューブ４６およ
び４７間の差圧は、ホース４１を通る空気流の品質に対応する。正常な呼吸の場合には圧
力トランスジューサ４５により感知される差圧は不規則に変化する。
圧力トランスジューサ４８は、マスク３９内の動圧しか測定しない。圧力トランスジュー
サ４８は、感知チューブ４６に接続されている。マスク圧トランスジューサ４８および差
圧トランスジューサ４５により増幅器／フィルタ回路４９へアナログ信号が加えられる。
増幅器／フィルタ回路４９は、信号を増幅し明らかに睡眠障害呼吸に関係の無い信号を随
意濾波することができる。感知チューブ４７，４６に接続された電気起動弁５１，５３は
、常時閉成されている。これらの弁は、圧力トランスジューサ４５，４８の周期的な校正
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に使用される。起動されると、各弁５１，５３は、感知チューブ４６，４７を大気へ開放
する。増幅器４９により感知された圧力波形が、アナログ／デジタル変換器５５へ加えら
れ、次にマイクロプロセッサ５７へ加えられる。マイクロプロセッサ５７は、圧力トラン
スジューサ４５，４８の圧力源４３の出力圧を制御する。マイクロプロセッサ５７は、や
はりタイミングをとって校正を行う。
マイクロプロセッサ５７は、変換器５５から到来する信号を４０００回／秒の割合でサン
プルして１０回／秒の割合で処理するようにプログラムされている。４００の差圧値が集
められる度に、平均差圧値および差圧標準偏差値が、計算されて記憶される。平均差圧値
計算は、実際上、ローパスフィルタで行われ標準偏差の計算は、実際上、ハイパスフィル
タで行われる。平均差圧値を使用して平均差圧基線が計算され、それは吸息および呼息を
分ける信号レベルとして任意に定義される。
１５秒以上平均値が差圧基線よりも閾値だけ大きければ、アルゴリズムは“マスクオフ”
信号で応答する。マスク３９を外すと、差圧が非常に大きくなってマスクを外す前に確立
された差圧基線値を越えてしまうことが経験的に判っている。
マイクロプロセッサ５７アルゴリズムは、差圧標準偏差値を使用して任意に定義される閾
値よりも大きい差圧信号の外乱エネルギを計算する。閾値は次式に従って求められ、
標準偏差閾値＝（コマンド圧－Ａ）＊Ｂ＋Ｃ
ここに、Ａ，ＢおよびＣは、ホース４１内の通常の乱流による外乱レベルよりも高い閾値
を設定する一定の経験値である。また、標準偏差閾値は、マスク３９を利用する個人につ
いて計算された過去の標準偏差値に基づいて適応かつ変化させることができる。標準偏差
値が１０秒間ゼロに等しければ、システムは“電源オフ”信号により応答する。
咽頭壁振動の検出は、睡眠障害呼吸に関連する圧力波形のエネルギおよび持続時間に基づ
いている。エネルギは、咽頭壁振動の持続時間で除した標準偏差閾値を越える差圧標準偏
差値の和として計算される。アルゴリズムは、標準偏差値のエネルギがエネルギ閾値より
も大きい場合、および咽頭壁振動の持続時間が持続時間閾値を越える場合には、“咽頭壁
振動”信号により応答する。連続する睡眠障害呼吸間の時間が、２０秒等の、選定持続時
間を越えない、３個等の、選定数の咽頭壁振動信号の後でコマンド圧が高められる。圧縮
機４３の圧力を高める量は、調整することができる。睡眠障害呼吸が発生しない、５分等
の、任意の選定期間後にコマンド圧は低減される。圧力低減量は調整することができる。
マイクロプロセッサ５７からのコマンド圧は、デジタル信号として出力され、デジタル／
アナログ変換器５８へ通されて圧縮機４３の速度、したがって出力圧を変えるアナログ信
号へ変換される。マイクロプロセッサ５７は、吸息および呼息サイクル毎に圧縮機４３の
出力を変えて、吸息中は圧力を高め、呼息中は低い基線は圧力を低下させることができる
。いずれのレベルも睡眠障害呼吸が検出されれば、独立して調整することができる。また
、圧縮機４３の出力は、小振幅５Ｈｚ信号により変調され、それは中枢および閉塞性無呼
吸の違いと中枢および閉塞性呼吸低下の違いを検出するのに使用される。
状況をシミュレートする正常な対象から得られる、閉塞性睡眠無呼吸（ＯＳＡ）、中枢睡
眠無呼吸（ＣＳＡ）、閉塞性睡眠呼吸低下（ＯＳＨ）および中枢睡眠呼吸低下（ＣＳＨ）
のエピソードのグラフを第２図－第５図に示す。第２図を参照して、曲線５９は、圧力ト
ランスジューサ４５により測定されたデルタＰ測定値を表す。曲線６１は、トランスジュ
ーサ４８により感知されたマスク圧を表す。第２図にグラフで示す曲線５９および６１の
圧力の大きさは、便宜上同じ時間座標について示めされている。期間６３は、正常な呼吸
を示す。期間６３中に、デルタＰ測定値５９は正常な増減する。正常な呼吸期間中、マス
ク圧６１もデルタＰ測定値５９とはおよそ１８０°移相して正常に増減する。デルタＰ５
９は吸息中は比較的高いが、マスク圧６１は低減する。
期間６５はＯＳＡの発生に対応する。ＯＳＡ期間中に、上部気道は完全に閉塞される。し
たがって、僅かな流れしか生ぜず差圧測定値は僅かである。マスク圧６１は番号６７で示
すように圧縮機４３に加わる５Ｈｚの変調に比例して不規則に変化する（第１図）。
曲線５９は、デルタＰ測定値、すなわち感知チューブ４６，４７間の差圧の時間変化のグ
ラフである。正常な状況下では、デルタＰ曲線５９は、常に正であり、圧縮機出力感知チ
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ューブ４７の圧力が、インターフェイス感知チューブ４６よりも高い。差圧は、本人が吸
息すると増加し、個人が呼息すると低下する。曲線６１は、正常な呼吸中のマスク圧を表
す。
第３図において、番号６９はＣＳＡの発生を示す。ＣＳＡの状況下では、呼吸を停止する
信号が脳から身体へ送られている。上部気道が開放されているため、肺は貯蔵器官として
機能する。したがって、ＣＳＡ期間中の５Ｈｚ変調の差圧測定値は、ＯＳＡ期間中に観察
されるものよりも大きい。そのため、ＣＳＡ期間中の５Ｈｚ変調のマスク圧測定値は、Ｏ
ＳＡ期間中に観察されるものよりも小さい。
デルタＰ曲線５９は、第２図と同様な正常な呼吸区間６３を有している。しかしながら、
区間６９は、呼吸が停止していることを示す。デルタＰ曲線５９は、ほぼ一定となる。こ
れは本人の呼吸による動圧変化が無く、したがって５Ｈｚ変化による圧力変動を除けば、
圧力感知チューブ４６および４７間の差は、ほぼ一定であることを示している。
このような状況が発生すると、本質的に過去の５０呼吸サイクルの平均領域に近い匹敵す
る領域を計算するノイズ閾値よりも高いサイクルは無い。この場合マイクロプロセッサ５
７は、好ましくは１０秒の遅延を開始する。遅延の終わりに呼吸が再開されていなければ
、マイクロプロセッサ５７は、前記したように、この状況を緩和しようとして圧力を高め
る。また、マイクロプロセッサ５７は、呼吸欠落の状況が中枢睡眠無呼吸（ＣＳＡ）によ
るものか、閉塞性睡眠無呼吸（ＯＳＡ）によるものかを確認しようとする。閉塞性無呼吸
の場合には、呼吸経路が閉塞される。中枢無呼吸の場合には、脳は呼吸する信号を身体へ
送ることを中止している。中枢無呼吸の場合、経路はまだ開放されている。
第２図と第３図の曲線は、患者のマスク圧とＯＳＡおよびＣＳＡに対するデルタＰ圧力信
号との差を示している。特に、ＯＳＡが発生すると、マスク圧に存在する５Ｈｚ変調周波
数は強調され、デルタＰは低減される。これはＯＳＡ期間中に気道が閉塞されて全体気道
体積が減少し、その抵抗が増加するためである。逆に、ＣＳＡ期間中は５Ｈｚ変調圧によ
るデルタＰおよびマスク圧の変化は、正常な呼吸に似ている。ＣＳＡの検出は、ホース４
１を通る流れが停止したことに注目して行われる。
第４図を参照して、閉塞性睡眠呼吸低下、すなわちＯＳＨと呼ばれる軽症のＯＳＨを示す
。ＯＳＨは、幾分空気を通すことができる、上部気道の部分閉塞である。ＯＳＨのエピソ
ード７１には、呼吸により低い周波数で変動する差圧が、いくらかホース４１内に存在す
る。しかしながら、差圧５９の振幅は、正常な呼吸６３よりもＯＳＨ７１の方が遥かに小
さい。マスク圧６７は５Ｈｚ変調を反映している。
第４図において、区間６３は正常な呼吸を表し、区間７１は部分閉塞呼吸すなわち閉塞性
呼吸低下を表す。領域７１におけるデルタＰ曲線５９の振幅は前よりも遥かに小さい。そ
の理由は部分閉塞により、本人へ出入りする空気流が少なくなることである。感知チュー
ブ４６，４７間の差圧は、区間７１の方が区間６３よりも著しく小さい。
呼吸低下が検出されると、通常マイクロプロセッサ５７は、圧縮機４３へ信号を送って出
力上部圧を最初に高めて、この状況を緩和しようとする。呼吸低下が解消されなければ、
最大許容圧に達するまで上部圧がさらに高められる。さらに、選定期間後に状況の存在が
中止されれば、出力圧は低減される。他に睡眠障害呼吸信号が発生しなくても呼吸低下が
生じることがあり、デルタＰ測定値により検出される。
軽症のＣＳＡである中枢睡眠呼吸低下（ＣＳＨ）を第５図に示す。ＣＳＨは、上部気道の
閉塞は無いが、浅い呼吸を特徴とする。ホース４１内に生じる差圧は、６３の正常な呼吸
期間中に生じる差圧に対して実質的に低減される。マスク圧は不規則に変化するが、上部
気道が開放されているため、圧力の５Ｈｚ変調は閉塞の無い呼吸の場合６３と同じである
。
コマンド圧力成分および治療すべき状況を示すイベントの組合せを第１表－第２表に記載
する。
第９図－第２９図のフロー図を参照して説明するプロセスには、さまざまな診断決定が含
まれている。基本的な決定は第１表に記載されている。文字は第６図－第８図に示す状況
のグラフ表現に関連している。
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治療もしくは反応のための完全な診断には第２表に記載するいくつかの基本的な表示を組
み合わせる必要がある。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さまざまな異常呼吸状況およびその治療のためのコマンド圧の変更を第６図に示す。上の
曲線６０１は差圧測定値であり、Ａ，ＥおよびＨの結果で示す正常な呼吸期間、咽頭壁振
動期間（Ｂ＋Ｅ＋Ｈ）および閉塞性呼吸低下期間（Ａ＋Ｃ＋Ｇ）を含む期間にわたる呼吸
を示している。最初の正常な呼吸期間中は、圧縮機４３へのコマンド圧（第１図）は、曲
線６０３に示すように最小値であり吸息および呼息により変動することはない。“ＰＶ”
で示す咽頭壁振動は、呼吸の吸息および呼息サイクル中に発生するものとして示されてい
る。この高い周波数の波形は、標準偏差計算により検出される。咽頭壁振動の検出後、コ
マンド圧６０３は、患者の吸息および呼息サイクルに追従開始し、吸息コマンド圧は、呼
息コマンド圧よりも実質的に昇圧されている。コマンド圧６０３は、咽頭壁振動信号９３
の検出後に高められ、咽頭壁振動信号間の時間は、２０秒を越えることはない。コマンド
圧には、圧力成分レベルＰ３（Ｐｒｅｓｓ３）の最初の増分により設定される吸息レベル
および、ここでは基底圧へ戻る呼息レベルが含まれている。しかしながら、ある状況の元
では呼息コマンド圧は、最低レベルを越えて昇圧することができる。正常な呼吸に戻った
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、すなわち回復した後で、最初に吸息サイクル圧をカットし、次に吸息サイクル昇圧を解
消することにより全体コマンド圧６０３が低減され、基底圧は最低レベルへ漸減される。
第７図にＯＳＨおよびＯＳＡの発生を示す。ＯＳＨの開始後、圧力成分レベルＰ１（すな
わち、Ｐｒｅｓｓ２）を調整することによりコマンド圧７０３が吸息レベルについて高め
られる。しかしながら、吸息レベルと基底圧との差は、最大差を越えてはならない。
ＯＳＡ期間中に、コマンド圧７０３の基底レベルは、最大許容基底圧レベルを越えない限
り段階的に高められる。明らかに、無呼吸中に吸息は発生しておらず、したがって吸息お
よび呼息によるコマンド圧の変動は生じない。第７図には正常な呼吸、咽頭壁振動および
閉塞性呼吸低下のエピソードも示されている。
第８図に中枢呼吸低下および無呼吸を圧力波形８０１で示す。中枢呼吸低下の場合、コマ
ンド圧８０３の基底圧レベルは一定のままである。１０秒間、呼吸が浅いままであれば、
吸息サイクルが生じ正常な呼吸が再現するまで、そのレベルが漸増する。中枢無呼吸が発
生している間、コマンド圧８０３は一定のままである。
第９図は、マイクロプロセッサ５７の主プログラムを示す論理フロー図である。主プログ
ラムは、マスク３９およびホース４１からのデータ取得に関する複数のサブルーチンの中
でのプロセスのフロー制御、そのデータの処理、処理されたデータの診断のための使用お
よびマスクへ与える空気圧の制御に使用される。ステップ１０００において主プログラム
へ入り、後のデータ取得、データ処理、診断および圧力調整サブルーチンにより使用され
るさまざまな変数、アレイおよびフラグの初期化が呼び出される。次にステップ１００２
を実行してＧｅｔｄａｔａサブルーチンが呼び出され、アナログ／デジタル変換器５５か
らデータが検索されて、データ処理および診断サブルーチンで使用するように構成される
。ステップ１００４は、データ処理サブルーチンの呼出しである。次にステップ１００６
を実行して診断サブルーチンが呼び出される。最後にステップ１００８において、マスク
の圧縮機への電源がまだオンであるか調べられる。電源がオンであれば、ステップ１０１
０を実行して圧力調整サブルーチンが呼び出される。次にステップ１００２へステップが
戻される。ステップ１００８において圧縮機の電源がオフであれば、ＮＯ分岐に従ってプ
ログラムの実行が中止される。
第１０図は、後記するサブルーチンにより使用されるさまざまな変数およびフラグの初期
化サブルーチンを示す論理フロー図である。ステップ１１００においてサブルーチンへ入
り、アナログ／デジタル変換器サンプリングレートおよび使用するチャネル数およびサン
プルサイズが初期化される。実施例では、アナログ／デジタル変換器５５が、ホース３９
に沿った差圧およびマスク圧を毎秒４０００回サンプリングする。２つのチャネルがあっ
て、それぞれ差圧およびマスク圧信号に対応している。各々がサンプリング間隔に対応す
る、このような４００のサンプル点に対するサイズとされた２つのアレイにデータが記憶
される。ステップ１１０２を実行して差圧アレイおよびチャネルアレイからの値が転送さ
れるマスク圧アレイの指標が初期化される。ステップ１１０４においてデルタＰ曲線と基
線間の領域の測定値を記憶するのに使用されるアレイの指標が初期化される。このアレイ
のサイズは５０である。ステップ１１０６において、いくつかのサンプルおよび計算され
た変数値が初期化される。使用される特定の変数が適切なサブルーチンの検討において取
り込まれる。同様にステップ１１０８において、いくつかのフラグの初期値が設定される
。やはり特定のフラグが適切なサブルーチンの検討時に説明される。ステップ１１０８の
後で主プログラムへ処理が戻される。
第１１図は、マイクロプロセッサ５７によるＡ／Ｄ変換器５５からのデータ取得を示す論
理フロー図である。ステップ１２００は、アナログ／デジタル変換器からバッファアレイ
への４００サンプル期間のデータ転送に対応する入出力ステップである。ステップ１２０
２においてバッファアレイへ完全な期間がロードされるまで、ステップ１２００のルーピ
ングが制御される。バッファアレイへ完全な１サンプル期間が転送されると、ステップ１
２０４を実行して指標が初期化される。完全な１サンプル期間が累積されるまで、プロセ
スはステップ１２０２から１２００へループバックする。次に、ステップ１２０６を実行
して一つのバッファアレイから差圧アレイへデータが転送される。このアレイは、デルタ
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Ｐアレイと呼ばれることもある。ステップ１２０８において転送バッファから圧力読取ア
レイへマスク圧読取値がロードされる。ステップ１２１０において使用中の指標が増分さ
れる。ステップ１２１２において、ステップ１２０６を通る転送プロセスのループバック
が制御される。指標のサイズがバッファアレイを越えると、ＹＥＳ分岐に従って第９図の
主プログラムへ処理が戻される。
第１２図は、データ処理サブルーチンを示す論理フロー図である。データ処理サブルーチ
ンは、本質的に５つの計算機能の一連の呼出しからなっている。これらの機能には差圧ア
レイ内のサンプルに対する平均値および標準偏差値を計算するサブルーチンが含まれてい
る（ステップ１３００）。ステップ１３０２は、差圧アレイの平均値の基線および領域を
計算する機能の呼出しである。ステップ１３０４は、前に計算された平均値を使用して呼
吸低下閾値を計算するサブルーチンの呼出しである。ステップ１３０６は、デルタＰ信号
の標準偏差の領域および持続時間を計算する呼出しである。ステップ１３０８は、５Ｈｚ
の周波数における差圧およびマスク圧のエネルギおよび位相を計算するサブルーチンの呼
出しである。次にサブルーチンは、エグジットして主プログラムへ戻る。
第１３図は、差圧アレイからの１組のサンプルの平均および標準偏差の計算に使用するサ
ブルーチンを示す論理フロー図である。ステップ１４００においてプロセスへ入り差圧ア
レイへのエントリーの平均値が求められる。ステップ１４０４において、予め求められた
平均値および平均二乗値を使用して標準偏差が計算される。次に、ステップ１４０６を実
行して４００のサイズを有する差圧平均値の記憶アレイへ平均値が記憶される。この一群
の値は、初期基線を計算するのに使用される。このアレイに対する適切な指標の増分もこ
の時に行われる。次にサブルーチンは、エグジットして根源のサブルーチンへ戻される。
第１４図は、平均差圧基線および領域の計算に使用されるサブルーチンの論理フロー図を
示す。領域はデルタＰ信号のエネルギ内容の代理となる。プロセスはステップ１５００へ
入り、そこで基線が得られているかどうか確認される。ＹＥＳであれば、ＹＥＳ分岐に従
ってステップ１５０２へ進み、そこで最後に計算された基線が古い基線として記憶される
。次に、ステップ１５０４を実行して、現在の基線が古い基線および現在の平均の関数と
して発生される。次に、ステップ１５０６を実行して、現在の差圧平均が新しい基線を越
えるかどうかが確認される。越えない場合には、新しい呼息領域が古い領域プラス新しい
基線マイナス現在の差圧平均に等しく設定される（ステップ１５０８）。次に、ステップ
１５１０を実行して、呼息フラグが負に設定され根源のサブルーチンへ処理が戻される。
ステップ１５０６において現在の差圧平均が新しい基線を越えることが確認されると、Ｙ
ＥＳ分岐に従ってステップ１５１２へ進み、吸息フラグが正であるか確認される。ＹＥＳ
であれば、ステップ１５１４を実行して、古い領域プラス平均マイナス現在の基線に等し
い新しい吸息領域が計算される。次に根源のサブルーチンへ処理が戻される。しかしなが
ら吸息フラグが負であれば、ＮＯ分岐に従ってステップ１５１２からステップ１５１６へ
進む。そこで呼吸領域は、吸息および呼息領域に等しく設定される。ステップ１５１８に
おいて吸息領域は、差圧平均マイナス基線に等しく復帰される。吸息フラグは、正に設定
され呼息領域はゼロに設定される。これは次の呼吸サイクルに先立って行われる。
ステップ１５００において現在の基線がまだ得られていないことが確認されると、ステッ
プ１５２０へのＮＯステップがとられる。ステップ１５２０において完全な間隔が得られ
ているか確認される。ＮＯであれば、サンプル点の別の間隔を得るために主プログラムへ
処理が戻される。ステップ１５２０において１００の平均値のアレイが完了していると、
ステップ１５２２へのＹＥＳ分岐がとられ、そこで現在の基線はゼロに等しく設定され、
基線を利用できることを示す適切なフラグが設定される。ステップ１５２４において平均
値のアレイが加算される。ステップ１５２６においてこの和はアレイサイズにより除され
て基線が発生される。次に、根源のサブルーチンへ処理が戻される。
第１５図は、診断サブルーチンに使用する呼吸低下閾値を計算するサブルーチンの論理フ
ロー図である。プロセスは、ステップ１６００へ入り、そこでステップ１５１８からの（
簡潔“領域”と呼ばれる）デルタＰおよび基線間の領域の必要最少数の測定値が予め得ら
れているか確認される。ＹＥＳであれば、ステップ１６０２を実行して、最新の領域測定
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値が、このような測定値のＦｉｒｓｔ－Ｉｎ，Ｆｉｒｓｔ－Ｏｕｔ（ＦＩＦＯ）アレイへ
加算され、最古の領域測定値がアレイから落とされる。次に、ステップ１６０４を実行し
て、１組の測定値が加算され平均化される。サブセットにはＦＩＦＯバッファ内の５０の
測定値の大きさで中間の３０が含まれている。ステップ１６０６において呼吸低下閾値は
、サブセットの平均の３０％に等しく確立される。ステップ１６０６の後で、根源のサブ
ルーチンへ処理が戻される。ステップ１６００に戻って、最小数の領域計算が実施されて
いなければ、ステップ１６０８へのＮＯ分岐がとられ、そこで現在の測定値は、領域測定
値アレイへ単純に加算される。ステップ１６１０において領域測定値アレイが、最後に加
算されたエントリーにより埋め尽くされたか確認される。ステップ１６１２を実行して、
平均差圧アレイが埋め尽くされていることを示すフラグが設定される。次に、前記したよ
うにステップ１６０４を実行して処理が継続される。ステップ１６１０からのＮＯ分岐に
沿って主プログラムへ処理が戻される。
第１６図は、閾値を越えるデルタＰの標準偏差領域の計算に使用されるサブルーチンの論
理フロー図である。結果は咽頭壁振動の検出に使用される。ステップ１７００を実行して
処理に入る。そこで可変呼出し標準偏差閾値が、現在のコマンド圧と古い標準偏差値の関
数の等しく設定される。コマンド圧の計算については後記する。次に、ステップ１７０２
において、現在の標準偏差値が、計算されたばかりの標準偏差閾値を越えるか確認される
。ＹＥＳであれば、ステップ１７０４を実行して、それを示すフラグが設定され、ステッ
プ１７０６を実行して、標準偏差の一定量の領域が発生される。一定量は、標準偏差が閾
値を越える値を加算して求めた領域に等しいと考えられる。ステップ１７０２において否
定的な確認がなされておれば、ステップ１７０８を実行して、閾値フラグを越える標準偏
差が予め設定されているか確認される。ＹＥＳであれば、ステップ１７１０を実行してフ
ラグがリセットされる。次に、ステップ１７１２を実行して閾値を越える標準偏差領域お
よび持続時間が記憶される。ステップ１７０８においてフラグが設定されていなければ、
処理は単に根源のサブルーチンへ戻される。ステップ１７０６もしくは１７１２の完了後
、根源のサブルーチンへ処理が戻される。
第１７図は、５Ｈｚ信号のエネルギと圧力および差圧信号間の位相差の計算に使用するサ
ブルーチンの論理フロー図を示す。ステップ１８００において処理に入り、最後のこのよ
うな計算後１秒が経過しているか確認される。経過していなければ、計算は行われず、根
源のサブルーチンへ即座に処理が戻される。最後のエネルギおよび位相測定後１秒が経過
しておれば、ステップ１８０２においてエネルギおよび位相差計算を行った後で根源のサ
ブルーチンへ戻される。
第１８図は、診断サブルーチンの論理フロー図である。診断サブルーチンにはさまざまな
種別の閉塞性呼吸の検出およびフェイスマスクからの漏洩や損失を検出するのに使用する
複数の呼出しが含まれている。ステップ１９００は、咽頭壁振動の検出に使用するサブル
ーチンの呼出しを反映している。ステップ１９０２は、無呼吸を検出するサブルーチンの
呼出しである。ステップ１９０４は、呼吸低下を検出するサブルーチンの呼出しである。
ステップ１９０６は、マスクオフ状況もしくはマスクリーク状況を検出するサブルーチン
の呼出しである。ステップ１９０８は、咽頭閉塞を検出するサブルーチンの呼出しである
。ステップ１９１０は、圧縮機の電源がオフであるかを検出するサブルーチンの呼出しで
ある。
第１９図は、咽頭壁振動の検出の使用するサブルーチンの論理スロー図である。ステップ
２０００は、ステップ１７００で計算されたデルタＰの標準偏差の領域および持続時間が
閾値を越えるかを確認するのに使用される。越えなければ、ステップ２００２を実行して
、咽頭壁振動が生じていないことを示すフラグが設定される。ＹＥＳであれば、ステップ
２００４において、このような振動を示すフラグ設定される。ステップ２００２もしくは
２００４の後で根源のサブルーチンへ処理が戻される。
第２０図は、無呼吸の検出に使用されるサブルーチンの論理フロー図である。ステップ２
１００においてサブルーチンに入り、ΔＰ平均から現在の基線を引いたものの絶対値が無
呼吸閾値と比較される。前者が後者よりも小さければ、ステップ２１０２を実行して、ス
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テップ２１００で検出された状況が、１０秒以上持続したか確認される。状況が１０秒以
上持続しておれば、ステップ２１０４において無呼吸フラグがＯＮに設定され、根源のサ
ブルーチンへ処理が戻される。ステップ２１００もしくは２１０２が真でなければ、ステ
ップ２１０６を実行して、無呼吸フラグがＯＦＦに設定され、根源のサブルーチンへ処理
が戻される。
第２１図は、呼吸低下の検出に使用されるサブルーチンの論理フロー図を示す。ステップ
２２００でプロセスに入り、そこで平均が呼吸低下閾値よりも小さいか確認される。ＹＥ
Ｓであれば、ステップ２２０２を実行して、この状況が１５秒以上持続したか確認される
。１５秒以上持続しておれば、ＹＥＳ分岐に従ってステップ２２０４へ進み、呼吸低下フ
ラグがＮＯに設定される。ステップ２２００もしくは２２０２の条件が満たされなければ
、ステップ２２０６を実行して、呼吸低下フラグがＯＦＦに設定される。ステップ２２０
６の後で根源のサブルーチンへ処理が戻される。
第２２図は、マスクオフ状況もしくはマスクリーク状況を検出するのに使用されるサブル
ーチンの論理フロー図である。ステップ２３００を実行して処理に入り、そこで感知チュ
ーブ４６および４７間の平均差圧がマスクオフ閾値を越えるか確認される。ＹＥＳであれ
ば、ステップ２３０２を実行して、この状況が５秒以上持続したか確認される。この状況
が５秒以上持続しておれば、ステップ２３０４においてマスクオフフラグがハイに設定さ
れ、根源のサブルーチンへ処理が戻される。ステップ２３０２において、この状況が５秒
以上持続していなければ、ＮＯ分岐に沿ってステップ２３０５へ進み、そこでマスクオフ
フラグをローに設定した後で根源のサブルーチンへ処理が戻される。ステップ２３００か
らのＮＯ分岐に沿って処理は、ステップ２３０６へ進み、そこで基線がマスクリーク閾値
を越えるか確認される。ＹＥＳであれば、ステップ２３０８においてマスクリークフラグ
がハイに設定される。ＮＯであれば、ステップ２３１０を実行して、マスクリークフラグ
はローに設定される。ステップ２３０８もしくは２３１０の後でステップ２３０５が実行
される。
第２３図は、呼吸経路の閉塞を検出するのに使用される処理サブルーチンの論理フロー図
を示す。ステップ２４００を実行して処理に入り、そこで差圧アレイのエネルギが閉塞閾
値と比較される。差圧アレイのエネルギが閾値よりも小さければ、ＹＥＳ分岐に従ってス
テップ２４０２へ進み、そこでマスク圧アレイへ入るエネルギが閾値よりも大きいか確認
される。ＹＥＳであれば、ステップ２４０４を実行して、位相差が位相差閾値よりも大き
いか確認される。ＹＥＳであれば、ステップ２４０６を実行して、ステップ２４００，２
４０２および２４０４の状況が５秒を越えたか確認される。ＹＥＳであれば、ステップ２
４０８を実行して、閉塞フラグがハイに設定される。この状況がまだ５秒継続していない
場合には、ＮＯ分岐に従ってステップ２４１０へ進み、閉塞フラグがローに設定される。
ステップ２４０８および２４１０の完了後、根源のサブルーチンへ処理が戻される。
ステップ２４００，２４０２もしくは２４０４で調べられる条件のいずれかが満たされな
い場合には、ステップ２４１２が実行される。ステップ２４１２において差圧アレイのエ
ネルギが部分閉塞閾値よりも小さいか確認される。小さければ、ステップ２４１４を実行
して、マスク圧アレイのエントリエネルギが閾値よりも大きいか確認される。ＹＥＳであ
れば、ステップ２４１６を実行して、位相差が部分閉塞位相差閾値を越えるか確認される
。ＹＥＳであれば、ステップ２４１８を実行して、ステップ２４１２，２４１４および２
４１６の状況が５秒以上持続したか確認される。ＹＥＳであれば、ステップ２４２０を実
行して、部分閉塞フラグがハイに設定される。ステップ２４１２から２４１８までのいず
れかの条件が満たされない場合には、ステップ２４２２を実行して、部分閉塞フラグがロ
ーに設定される。ステップ２４２０もしくは２４２２の後で根源のサブルーチンへ処理が
戻される。
第２４図は、フェイスマスク３９を加圧するのに使用される圧縮機の電源オフ状況を検出
するのに使用するサブルーチンの論理フロー図である。ステップ２５００に入って、デル
タＰの標準偏差および基線が、それぞれの電源オフ閾値よりも降下したか確認される。Ｙ
ＥＳであれば、ステップ２５０２を実行して、この状況が５秒以上持続したか確認される
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。ＹＥＳであれば、ステップ２５０４を実行して、電源フラグがオフに設定される。次に
根源のサブルーチンへ処理が戻される。ステップ２５００もしくは２５０２のテスト結果
が否定的であれば、ステップ２５０６を実行して、電源フラグがＯＮに設定される。次に
根源のサブルーチンへ処理が戻される。
第２５図は、コマンド圧の調整を呼び出すサブルーチンの論理フロー図である。コマンド
圧は、圧縮機４３の要求出力である。コマンド圧調整サブルーチンは、４つのサブルーチ
ン呼出しを含んでいる。ステップ２６００，２６０２および２６０４は、コマンド圧に寄
与する成分を調整するサブルーチンの呼出しである。呼出し２６０６により成分が組み合
わされて、コマンド圧が与えられる。
第２６図は、基底圧、Ｐｒｅｓｓ１を調整するサブルーチンプロセスの論理フロー図であ
る。ステップ２７００へ入って、圧縮機がオンであるか、また処理が最初のサンプル期間
であるか確認される。ＹＥＳであれば、ステップ２７０２を実行して、最初のサンプル期
間が完了したことを示すフラグが設定される。次にステップ２７０４を実行してＰｒｅｓ
ｓ１および予備調整成分Ｐｒｅｓｓ２ＰおよびＰｒｅｓｓ３Ｐがそれぞれの最小許容値へ
設定される。次に根源のサブルーチンへ処理が戻される。ステップ２７００の結果が否定
的であれば、ステップ２７０６を実行して、マスクリークもしくはマスクオフフラグがハ
イに設定されているか確認される。ＹＥＳであれば、前記したようにステップ２７０４が
実行される。ＮＯであれば、ステップ２７０８を実行して、無呼吸および完全閉塞フラグ
が共にハイに設定されているか確認される。ＹＥＳであれば、ステップ２７１０を実行し
て基底圧が最後に昇圧されてから１０秒以上経過しているか、また基底圧が最大許容値よ
りも低いか確認される。両方の条件が満たされれば、ステップ２７１２を実行して、基底
圧が昇圧され適切なタイマがリセットされる。次に根源のサブルーチンへ処理が戻される
。ステップ２７１０において、いずれかの条件が満たされない場合には、それ以上のアク
ションはとられず根源のサブルーチンへ処理が戻される。
ステップ２７０８において否定的な結果が得られる場合には、ステップ２７１４を実行し
て、基底圧が最後に変化してから３００秒以上経過したか確認される。ＮＯであれば、根
源のサブルーチンへ即座に処理が戻される。ＹＥＳであれば、ステップ２７１６を実行し
て、基底圧が最小値よりも大きいか確認される。基底圧が最小値に等しければ、ＮＯ分岐
に従って根源のサブルーチンへ処理が戻される。ステップ２７１６において基底圧が最小
値を越えると、ステップ２７１８を実行して、基底圧がカットされステップ２７１４で使
用されるタイマがリセットされる。次に根源のサブルーチンへ処理が戻される。
第２７図は、予備圧力成分Ｐｒｅｓｓ２の調整に使用されるサブルーチンの論理フロー図
である。ステップ２８００において呼吸低下もしくは部分閉塞フラグが設定されているか
確認される。いずれのフラグも設定されていなければ、ステップ２８０２へ処理が進み、
そこでＰｒｅｓｓ２Ｐが最後に変化してから１０秒以上経過している確認される。ＹＥＳ
であれば、ステップ２８０４を実行して、Ｐｒｅｓｓ２Ｐがその最小許容値をこえている
か確認される。ステップ２８０２もしくは２８０４の条件が満たされない場合には、処理
は即座にステップ２８１６へ進む。ステップ２８０４からＹＥＳ分岐に従って、ステップ
２８０６を実行してＰｒｅｓｓ２Ｐを低減し適切なタイマをリセットする。次に処理はス
テップ２８１６へ進む。
ステップ２８００へ戻り、かつＹＥＳ分岐に従って、ステップ２８０７を実行して、Ｐｒ
ｅｓｓ１およびＰｒｅｓｓ２Ｐで作動中のタイマがリセットされる。Ｐｒｅｓｓ１および
Ｐｒｅｓｓ２Ｐの値が最後に変化してから経過した時間が、タイマにより追跡される。次
にステップ２８０８を実行して、Ｐｒｅｓｓ２Ｐが最後に昇圧されてから経過した時間が
、５秒を越えるか確認される。ＹＥＳであれば、ステップ２８１０を実行して、Ｐｒｅｓ
ｓ２Ｐを１単位だけ昇圧し、昇圧タイマをゼロへリセットする。次に、ステップ２８１２
を実行して、Ｐｒｅｓｓ２Ｐがその最大許容値を越えるか確認される。ＹＥＳであれば、
ステップ２８１３を実行して、基底圧Ｐｒｅｓｓ１を１単位だけ昇圧し、Ｐｒｅｓｓ２Ｐ
をその最大許容値へ低減する。次に、ステップ２８１４を実行して、Ｐｒｅｓｓ１が最大
許容コマンド圧値を越えるか確認される。ＮＯであれば、処理はステップ２８１６へ進む

10

20

30

40

50

(11) JP 3701670 B2 2005.10.5



。ＹＥＳであれば、ステップ２８１５を実行して、Ｐｒｅｓｓ１をコマンド圧の最大許容
値へリセットする。ステップ２８１２からＮＯ分岐に従って、あるいはステップ２８１４
の実行後、処理はステップ２８１６へ進む。ステップ２８０８からのＮＯ分岐に沿ってス
テップ２８１６も実行される。
ステップ２８１６において、Ｐｒｅｓｓ１とＰｒｅｓｓ２Ｐの和が、コマンド圧の最大許
容値と比較される。和が最大許容値を越える場合には、ＹＥＳ分岐をとってステップ２８
１８へ進み、コマンド圧成分Ｐｒｅｓｓ２をコマンド圧最大許容値マイナスＰｒｅｓｓ１
に設定する。ステップ２８２０において、吸息フラグが設定されているか確認される。Ｙ
ＥＳであれば、ステップ２８２２を実行して、Ｐｒｅｓｓ２をＰｒｅｓｓ２Ｐに設定する
。ＮＯであれば、呼息が生じているためステップ２８２４を実行してＰｒｅｓｓ２をゼロ
に設定する。いずれかのステップ２８２８，２８２２および２８２４の後で、適切な根源
のサブルーチンへ処理が戻される。
第２８図は、予備圧力成分Ｐｒｅｓｓ３Ｐの調整に使用されるサブルーチンの論理フロー
図を示す。ステップ２９００において咽頭壁振動フラグが設定されているか確認される。
咽頭壁振動フラグが設定されていなければ、処理はステップ２９０２へ進み、そこでＰｒ
ｅｓｓ３Ｐが最後に変化してから１０秒以上経過したか確認される。ＹＥＳであれば、ス
テップ２９０４を実行してＰｒｅｓｓ３Ｐが、その最小許容値を越えるか確認される。ス
テップ２９０２もしくは２９０４で調べられる条件のいずれかが満たされない場合には、
ＮＯ分岐をとってステップ２９１６へ進む。ステップ２９０４からのＹＥＳ分岐に従って
、ステップ２９０６を実行してＰｒｅｓｓ３Ｐを低減し、適切なタイマをリセットする。
次に処理はステップ２９１６へ進む。
ステップ２９００からのＹＥＳ分岐に従って、ステップ２９０７を実行して、Ｐｒｅｓｓ
１、Ｐｒｅｓｓ２ＰおよびＰｒｅｓｓ３Ｐで作動中のタイマをリセットする。Ｐｒｅｓｓ
１、Ｐｒｅｓｓ２ＰおよびＰｒｅｓｓ３Ｐの値が最後に変化してから経過した時間が、タ
イマにより追跡される。次にステップ２９０８を実行して、上部基底圧を最後に昇圧して
から５秒経過したか確認される。ＹＥＳであれば、ステップ２９１０を実行して、Ｐｒｅ
ｓｓ３Ｐを１単位だけ昇圧しＰｒｅｓｓ３Ｐの昇圧タイマをリセットする。次に、ステッ
プ２９１２を実行して、新しいＰｒｅｓｓ３Ｐがその最大許容値を越えるか確認される。
ＹＥＳであれば、ステップ２９１３を実行して基底圧Ｐｒｅｓｓ１を昇圧しＰｒｅｓｓ３
Ｐをその最大許容値へ低減する。次に、ステップ２９１４を実行してＰｒｅｓｓ１がコマ
ンド圧の最大許容値を越えるか確認される。ＮＯであれば、処理はステップ２９１６へ進
む。ＹＥＳであれば、ステップ２９１５を介在し実行してＰｒｅｓｓ１をコマンド圧の最
大許容値へリセットする。ステップ２９０８、ステップ２９１２もしくはステップ２９１
４からのＮＯ分岐に従って、処理はステップ２９１６へ進む。
ステップ２９１６において、Ｐｒｅｓｓ１とＰｒｅｓｓ３Ｐの和がコマンド圧の最大許容
値と比較される。和が最大許容値を越える場合には、ＹＥＳ分岐をとってステップ２９１
８へ進み、Ｐｒｅｓｓ３を最大許容コマンド圧値マイナスＰｒｅｓｓ１に設定する。ステ
ップ２９１６からのＮＯ分岐に沿ってステップ２９２０において吸息フラグが設定されて
いるか確認される。ＹＥＳであれば、ステップ２９２２を実行してＰｒｅｓｓ３をＰｒｅ
ｓｓ３Ｐに設定する。ＮＯであれば、呼息が生じているためステップ２９２４を実行して
Ｐｒｅｓｓ３をゼロに設定する。
ステップ２９１８，２９２２もしくは２９２４に続いて、処理はステップ２９２６へ進み
、そこでＰｒｅｓｓ３が最小値を越えるか確認される。Ｐｒｅｓｓ３が最小限よりも大き
ければ、圧力レベルＰｒｅｓｓ２は０へリセットされ、サブプロセスはエグジットする。
Ｐｒｅｓｓ３が最小値を越えない場合には、圧力成分はそのままとされ、サブプロセスは
エグジットする。
第２９図は、コマンド圧の調整を示す論理フロー図である。ステップ３０００において処
理に入り、そこでコマンド圧は成分Ｐｒｅｓｓ１、Ｐｒｅｓｓ２ＰおよびＰｒｅｓｓ３Ｐ
の和に等しく設定される。ステップ３００２において振動する圧力値の位相は反転される
、すなわち古い値の負の値が使用される。次に、ステップ３００４を実行して出力圧をコ
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マンド圧プラス振動圧に設定する。ステップ３００６において出力圧値は、デジタル／ア
ナログ変換器へ出力される。次に適切な根源のサブルーチンへ処理が戻される。
本発明により睡眠障害が生じていない時に空気もしくは呼吸可能な混合気が低圧で睡眠者
へ送られる。これは睡眠障害呼吸を制御するために使用される高圧よりもユーザにとって
は快適である。このシステムにより睡眠障害呼吸を停止できない場合には、警報を鳴らし
て他の人もしくは本人を起こし潜在的に危險な状況を回避することができる。本システム
は夜間にユーザが要求する空気圧レベルに自動的に適応することができる。
本発明を一つの形式だけで説明してきたが、当業者であれば本発明はそれに制約されず発
明の範囲内でさまざまな変更が可能であることがお判りと思われる。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】
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【 図 ２ ０ 】 【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ９ 】 【 図 ２ ２ 】
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【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】 【 図 ２ ６ 】
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【 図 ２ ７ 】 【 図 ２ ８ 】
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