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(57)【要約】
　鼻カニューラなどの患者インターフェースについて記
載する。患者インターフェースは、使用時にユーザの顔
上に配置される本体部分を有する。本体部分は、中央ブ
リッジ部から側方に延びてユーザの鼻中隔領域の周りに
配置される少なくとも１つのサイドアームを有する。各
サイドアームは、弾性がある又は比較的より剛性の高い
ブリッジ部要素に接続されている。インターフェースは
、少なくとも１つの及び好ましくは一対の鼻プロングを
有する。本体部分は、鼻プロングに接続された、ユーザ
の鼻の鼻孔にガスを供給するための少なくとも１つの流
体通路を有する。通路の断面は、本体部分に沿って変化
する可撓性を持つ領域まで、本体部分の長さに沿って変
化する。ブリッジ部要素は、各サイドアームを通して出
口にガスを供給するガス送達システムの出口（この出口
から、例えば、鼻プロングが流体連通において提供され
てもよい）の実質的に既定された空間的関係を画定する
。各サイドアームは、１つ以上の既定の若しくは予め配
置された箇所又は局所的補償領域（若しくは場所）を含
んでもよく、１つ以上の既定の若しくは予め配置された
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ．使用時にユーザの顔上に配置される本体部分であって、前記本体部分は１つのサイ
ドアーム又は好ましくは一対の前記サイドアームを有し、１つのサイドアーム又は好まし
くは一対の前記サイドアームは、使用時にユーザの鼻中隔領域内又はユーザの鼻中隔領域
の周りに配置される略中心ブリッジ部から側方に延びる、本体部分と、
　ｂ．前記ブリッジ部から延び、動作位置において、ユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複
数の鼻孔内に挿入される、又はユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻孔内にガスの流
れを案内するための少なくとも１つの及び好ましくは一対の鼻プロングと、
を含み、
　ｃ．前記本体部分は、前記鼻プロングに接続された、ユーザの鼻の鼻孔にガスを供給す
るための少なくとも１つの流体通路を有し、
　ｄ．前記通路の断面は前記本体部分の長さに沿って変化し、前記本体部分に沿って変化
する可撓性を持つ領域を提供する、
鼻カニューラなどの患者インターフェース。
【請求項２】
　前記又は各前記サイドアームは、１つ以上の既定の若しくは予め配置された箇所又は局
所的補償領域（若しくは場所）を含み、前記１つ以上の既定の若しくは予め配置された箇
所又は局所的補償領域（若しくは場所）は、前記サイドアームに沿って配置され、前記補
償領域（若しくは場所）の１つ以上内又は前記補償領域（若しくは場所）の１つ以上にお
ける当該患者インターフェースの補償に適応する又は補償を促進し、当該患者インターフ
ェースに印加された力が当該インターフェースの１つのサイドアーム又は複数のサイドア
ームにかけられると、前記サイドアーム又は前記サイドアーム要素又はこの両方の前記補
償領域（又は場所）は、前記サイドアーム若しくは前記サイドアーム要素若しくはこの両
方の撓み又は曲げ又はヒンジ動作又は他の変位によって力に適応する、請求項１に記載の
患者インターフェース。
【請求項３】
　前記補償領域（又は場所）の１つ以上が、当該インターフェースを通る少なくとも２つ
の異なる（非平行）面しかし又は周りの曲げの領域若しくは場所又はヒンジ領域である、
請求項１又は２に記載の患者インターフェース。
【請求項４】
　前記ブリッジ部はブリッジ部要素を含み、前記ブリッジ部、前記ブリッジ部要素又は前
記ブリッジ部及び前記ブリッジ部要素の両方は、当該患者インターフェースに印加される
又は患者インターフェースにかけられる力から実質的に切り離される、請求項１～３のい
ずれか一項に記載の患者インターフェース。
【請求項５】
　前記ブリッジ部要素と前記１つのサイドアーム要素又は複数のサイドアーム要素とは、
組み立てられて一体構造を形成することができる別個の部品である、請求項４に記載の患
者インターフェース。
【請求項６】
　前記ブリッジ部要素は、ユーザの鼻中隔領域の幅にわたるほどの十分な寸法のものであ
る、又はガス出口間の距離又は幅である、又は実質的にユーザの１つの鼻唇溝から別の鼻
唇溝までにわたる最大距離によって画定され、前記サイドアーム要素は、前記サイドアー
ムの長さに沿って、少なくとも部分的に離れて延びるような寸法にされている、請求項４
又は５に記載の患者インターフェース。
【請求項７】
　前記ブリッジ部要素は、ユーザの気道にガスを供給するガス送達システム用の少なくと
も１つ又は一対の出口を配置、位置決め又は収容するための１つ又は一対の切り込み若し
くは成形部分を含む、請求項４～６のいずれか一項に記載の患者インターフェース。
【請求項８】
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　前記ブリッジ部要素はテキスタイル材料である又はテキスタイル材料を含み、前記ブリ
ッジ部の外部表面に配置されており、前記ブリッジ部要素は、前記プロング間の距離を維
持するために前記ブリッジ部の剛性を増す、請求項４～７のいずれか一項に記載の患者イ
ンターフェース。
【請求項９】
　前記又は各前記サイドアームは、少なくとも１つの実質的に弾性の又は比較的より剛性
の高いサイドアーム要素を含み、前記サイドアーム要素は少なくとも部分的に前記又は各
サイドアームの形態又は曲率を画定するとともに、前記又は各サイドアーム及び／又は前
記又は各サイドアーム要素に沿って配置された、補償領域（若しくは場所）における又は
補償領域（若しくは場所）の１つ以上における当該患者インターフェースの補償に適応す
るための１つ以上の既定の若しくは予め配置された箇所又は局所的補償領域（若しくは場
所）を有し、前記１つのサイドアーム又は複数のサイドアームは患者インターフェース安
定具である、請求項１～８のいずれか一項に記載の患者インターフェース。
【請求項１０】
　前記サイドアーム要素は、前記サイドアーム部が力の印加に応答して曲がることができ
るように前記サイドアーム要素の曲げを可能にするための１つ以上の切り込みを含む、請
求項１～８のいずれか一項に記載の患者インターフェース。
【請求項１１】
　当該インターフェースは、前記ブリッジ部要素及び前記サイドアーム要素上にオーバー
モールド成形されている、請求項１～９のいずれか一項に記載の患者インターフェース。
【請求項１２】
　ａ．使用時にユーザの顔上に配置される本体部分であって、前記本体部分は、左サイド
アーム及び右サイドアームと、前記左サイドアームと前記右サイドアームとの間のブリッ
ジ部と、を有する、本体部分と、
　ｂ．前記ブリッジ部から延び、動作位置において、ユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複
数の鼻孔内に挿入される、又はユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻孔内にガスの流
れを案内するための少なくとも１つの鼻プロングと、
を含み、
ｃ．前記本体部分は、前記鼻プロングに接続された、ユーザの鼻の鼻孔にガスを供給する
ための少なくとも１つの流体通路を有し、
ｄ．前記通路の断面は前記本体部分の長さに沿って変化し、前記本体部分に沿って変化す
る可撓性を持つ領域を提供する、
患者インターフェース。
【請求項１３】
　前記通路の断面の形状は前記本体部分の長さの少なくとも一部分に沿って変化し、呼吸
チューブ又は導管と（着脱可能に若しくは永久的のいずれかにおいて）接続するための外
端部における又は前記外端部の近傍の略円形断面から、長尺状の断面へと変化し、前記長
尺状の断面は、実質的に垂直に（ユーザの顔に平行に）配置された長軸を有する、請求項
１２に記載の患者インターフェース。
【請求項１４】
　前記長尺状の断面は、前記本体部分の曲げ領域又はヒンジ部内に設けられるか、又は前
記本体部分の曲げ領域又はヒンジ部を形成し、前記長尺状の断面は、前記長尺状の断面の
短軸の方向に、ユーザの顔の方に又はユーザの顔から離れる方に前記本体部分を曲げるた
めのより高い可撓性を付与する、請求項１３に記載の患者インターフェース。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つの鼻プロングは一対の鼻プロングを含み、前記ブリッジ領域が前記
曲げ領域に比べてより剛性が高くなるように、前記ブリッジ領域は前記プロングの間に中
実セクションを含み、前記ブリッジ領域は、ねじれ安定性を付与し且つ使用時に前記ブリ
ッジ領域がねじれるのを防ぐのに十分な高さ又は垂直寸法を有する、請求項１２～１４の
いずれか一項に記載のパテントインターフェース。
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【請求項１６】
　前記ブリッジ部が前記曲げ領域に比べてより剛性が高くなるように、前記ブリッジ部は
前記曲げ領域の壁セクションよりも厚い壁セクションを含む、請求項１２～１５のいずれ
か一項に記載の患者インターフェース。
【請求項１７】
　前記ブリッジ領域に剛性を付与するために、前記ブリッジ部は更により剛性のある材料
を含み、前記ブリッジ部は、当該患者インターフェースの残部を形成する材料とは異なる
剛性材料から形成されている、請求項１２～１６のいずれか一項に記載の患者インターフ
ェース。
【請求項１８】
　前記サイドアームは、当該インターフェースの前記サイドアームに又は当該インターフ
ェースの前記サイドアーム内に設けられた１つ以上のサイドアーム要素を含み、前記サイ
ドアーム要素は、前記サイドアーム／部分に剛性を付与するために剛性材料から形成され
ており、前記サイドアーム要素は、前記サイドアームに印加される又はかけられる力に応
答して前記サイドアームが曲がる／ヒンジ動作することを可能にするために１つ以上の切
り込み又は切り欠きを更に含む、請求項１２～１７のいずれか一項に記載の患者インター
フェース。
【請求項１９】
　前記ブリッジ部は、前記ブリッジ部のユーザの顔側から離れる方に張り出すか湾曲した
状態で外側に延出することによって前記左サイドアーム及び前記右サイドアームへと移行
し、前記左サイドアーム及び前記右サイドアームは、前記本体部分の前方範囲から後方に
、前記ブリッジ部から離れる方に湾曲し、前記ブリッジ部のユーザの顔側及び／又は前記
ブリッジ部と前記左サイドアーム及び前記右サイドアームとの間の移行領域の湾曲は比較
的大きな半径（若しくは半径（複数））を有するため、ユーザの顔にかかる前記ブリッジ
及び／又は前記移行領域からの圧力はユーザの人中又は上唇領域上で分散される、請求項
１２～１８のいずれか一項に記載の患者インターフェース。
【請求項２０】
　前記本体部分を上から見ると、前記本体部分は、前記少なくとも１つの鼻プロングと隣
接する前記左又は右サイドアームとの間にＵ字形領域を含み、前記Ｕ字形領域の内側は使
用時にユーザの顔に面しており、前記本体部分の左部分又は右部分がユーザの顔の方に又
はユーザの顔から離れる方に撓むと、各Ｕ字形領域は、前記本体部分が優先的に曲がる曲
げ領域を形成する又は前記本体部分が優先的に曲がる曲げ領域内に設けられ、前記曲げ領
域は前記Ｕ字形領域の谷において曲がる傾向にある、請求項１２～１９のいずれか一項に
記載の患者インターフェース。
【請求項２１】
　前記Ｕ字形領域の内角は約１３０度、又は１２０度、又は１１０度、又は１０５度未満
である、請求項２０に記載の患者インターフェース。
【請求項２２】
　当該患者インターフェースは、単一材料から単一成形操作で形成された単一の一体形成
構成要素であり、当該患者インターフェースは、約５～６０のショアＡ硬度を持つ熱可塑
性材料又はシリコーン材料から形成されている、請求項１２～２１のいずれか一項に記載
の患者インターフェース。
【請求項２３】
　少なくとも１つの鼻プロングの基部における前記通路の断面は非対称な断面であり、前
記断面の一方の側は前記断面の他方の側よりも平坦であり、少なくとも１つの鼻プロング
に沿って延在する通路は、少なくとも１つの鼻プロングの前記基部における又は前記基部
の近傍の前記非対称な断面から、少なくとも１つの鼻プロングの先端における又は前記先
端の近傍の円形断面へと形状が変化する、請求項１２～２２のいずれか一項に記載の患者
インターフェース。
【請求項２４】
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　前記断面積少なくとも１つの鼻プロングは前記プロングの前記基部から前記先端に向か
って減少し、少なくとも１つの鼻プロングの前記より平坦な側は当該患者インターフェー
スの前方側（ユーザの顔とは逆側に面している）に向かって配置されている、請求項２３
に記載のパテントインターフェース。
【請求項２５】
　少なくとも１つの鼻プロングは、当該患者インターフェースの前記本体部分の前記ブリ
ッジ部と一体形成された基部を有し、少なくとも１つの鼻プロングの前記基部は、前記プ
ロングの壁と前記ブリッジ部との間に隅肉部を含み、前記隅肉部は少なくとも１つの鼻プ
ロングの外周部の周りに延在し、前記隅肉部の半径は、少なくとも１つの鼻プロングの前
記外周部の周りにおいて変化する、請求項１２～２４のいずれか一項に記載の患者インタ
ーフェース。
【請求項２６】
　使用時にユーザが装着したときに当該インターフェースを所定の位置に保持するための
、保持システムの少なくとも１つのパッドを含み、前記パッドは、前記本体部分の前記左
サイドアーム及び前記右サイドアームの少なくとも１つに取り付けられており、同じ形状
のパッドが前記本体部分の前記左サイドアーム及び前記右サイドアームの両方に適用され
得るように、前記パッドは、前記パッドを左側と右側とに分割する中心略垂直軸の周りで
実質的に対称であり、任意選択的に、前記パッド又は前記パッドと一体成形されて当該イ
ンターフェースに取り付けられるか、当該インターフェースと前記パッドとのオーバーモ
ールドによって当該インターフェースに後に取り付けられるかにかかわらず、前記１つの
パッドの各パッドはオーバーモールド材料とのオーバーモールドによって前記左部分又は
前記右部分それぞれに取り付けられている、請求項１～２５のいずれか一項に記載のパテ
ントインターフェース。
【請求項２７】
　前記保持システムは２部品式着脱可能取付（又は接続）機構を含み、前記機構は、
ａ．皮膚パッチ及びユーザインターフェースパッチを含み、
ｂ．前記皮膚パッチは患者側とインターフェース側とを有し、
ｃ．前記皮膚パッチの前記患者側はユーザの皮膚に取り付け可能であり（例えば、ハイド
ロコロイドなどの一般に皮膚科学的に敏感な接着剤である接着剤によって）、
ｄ．前記皮膚パッチの前記インターフェース側に２部品式着脱可能取付又は接続システム
の第１の部品が提供されており、
ｅ．前記ユーザインターフェースパッチはインターフェース側と患者側とを有し、
ｆ．前記ユーザインターフェースパッチの前記患者側に前記２部品式着脱可能取付又は接
続システムの賞賛の第２部品が提供されており、
ｇ．前記ユーザインターフェースパッチの前記インターフェース側は、前記ユーザインタ
ーフェース及び／又は前記ユーザインターフェースと対応付けられた構成要素（例えばチ
ューブ又はチュービング）に取り付け可能（又は接続可能）である、
請求項２６に記載の患者インターフェース。
【請求項２８】
　前記パッドが当該インターフェースの前記サイドアーム部上又は前記サイドアーム部内
に保持されるように、前記本体部分、又は少なくとも前記左若しくは右サイドアームは前
記保持システムと共成形又はオーバーモールド成形されている、請求項２６又は２７に記
載の患者インターフェース。
【請求項２９】
　前記左サイドアーム及び右サイドアームのそれぞれは、１つ以上の既定の若しくは予め
配置された箇所又は局所的補償領域（若しくは場所）を含み、前記１つ以上の既定の若し
くは予め配置された箇所又は局所的補償領域（若しくは場所）は、前記又は各サイドアー
ムに沿って配置され、補償領域（若しくは場所）の１つ以上内の又は前記補償領域（若し
くは場所）の１つ以上における当該患者インターフェースの補償に適応し、撓み若しくは
曲げ若しくはヒンジ動作若しくは他の変位による力に適応するように構成されている、請
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求項１２～２８のいずれか一項に記載の患者インターフェース。
【請求項３０】
　前記補償領域（又は場所）の１つ以上は、当該インターフェースを通る少なくとも２つ
の異なる（非平行）面又は周りの曲げの領域若しくは場所又はヒンジ領域である、請求項
２９に記載の患者インターフェース。
【請求項３１】
　前記ブリッジ部はブリッジ部要素を含み、前記ブリッジ部、前記ブリッジ部要素又は前
記ブリッジ部及び前記ブリッジ部要素の両方は、当該患者インターフェース又はに印加さ
れる又は当該患者インターフェースにかけられる力から実質的に切り離される、請求項２
９又は３０に記載の患者インターフェース。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、ユーザにガスを送達するための患者インターフェースに関し、より具体的に
は、限定はしないものの、使用中、インターフェースに印加されるか伝えられ、インター
フェースを、ユーザ上の治療送達位置から不安定にする動き若しくは力を補償する又はこ
れに適応する、ユーザにガスの流れを送達するための患者インターフェース、又はあるい
はユーザの鼻孔若しくは鼻道にガスを送達する患者インターフェースに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ユーザにガスを送達するための患者インターフェースには多くの形態があり、例えば、
フルフェイスマスク、口鼻マスク、鼻マスク及び鼻カニューラなどがある。ユーザの変化
する顔面の幾何学的形状に合致する状態の、又はこのような患者インターフェースに外力
が印加された場合にユーザ上で安定した位置を維持するような状態若しくは少なくとも安
定性の維持の向上を補助するような状態で構成された患者インターフェースを提供するこ
とが望ましい。
【０００３】
　ユーザが利用可能な患者インターフェースは非常に多様であり、そのそれぞれが特有の
安定性の課題を有し得る。
【０００４】
　ユーザ上におけるインターフェースの安定性は、少なくとも快適性及びユーザへの所望
の治療送達の維持の理由から重要である。これら結果の１つ若しくは両方又は更に他の結
果の実現において、ユーザの顔における安定性及び／又は性能を向上させた別の患者イン
ターフェースを提供することが有用であろう。
【０００５】
　インターフェースの不安定性は、インターフェース又はインターフェースの構成要素の
脱落につながるおそれがあり、ユーザに対する治療の所望の送達又は完全性に影響するお
それがある。
【０００６】
　種々のモードにおいて、ユーザ上におけるインターフェースの不安定性は、例えば、ユ
ーザの発話及びインターフェースが配置されている自身の顔の幾何学的形状の変化などに
よる荷重の結果である可能性がある。ヒトなどの顔面の幾何学的形状は広範な要因により
大きく変化する。これら要因としては、性別、年齢又は特定の病態が挙げられ得るが、こ
れらに限定されない。特定のユーザに対するインターフェースの誤ったサイズ決め及び幾
何学的形状もまた特定の患者インターフェースの安定性及び使用性に不利に影響する場合
がある。
【０００７】
　顔面の動きの点においては、ユーザが話すか、食べるか、泣くか、又は自身の顔面特徴
をゆがめたか大きく動かした場合、このような動きは、例えば、ユーザの鼻の孔にガスを
送達するためのガス送達位置から意図せずに出る場合がある鼻プロング若しくは鼻カニュ
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ーラの一対のこのようなプロングなどの、ユーザ上の患者インターフェース又はインター
フェースの構成要素の安定性に影響する可能性がある。また、例えば睡眠中のユーザの位
置などの状況から、顔面特徴の変化がより長時間生じる可能性がある。幾何学的形状の長
期の変化は、ユーザの成長及び怪我の回復によっても生じる可能性がある。
【０００８】
　上記に関連して、患者インターフェースが配置されているユーザの幾何学的形状の変化
、又は例えば、チューブ若しくはインターフェース若しくはこれらに取り付けられた他の
構成要素をユーザが引くことなどによる更に別の力のいずれかによって、インターフェー
ス及びその構成要素に力又は動きが伝達され得ることは理解されよう。このような力の印
加は、ユーザにとって患者インターフェースの安定性、快適性及び運用の問題を引き起こ
す可能性がある。
【０００９】
　本発明の更なる態様及び利点は、単に例として記載する以下の説明から明らかになろう
。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　したがって、本明細書中に開示される特定の実施形態の目的は、患者インターフェース
、又は患者インターフェースに実装されたときに少なくとも幾分前述の課題に対処する又
は少なくとも産業／公共に有用な選択を提供する患者インターフェースの少なくとも一部
分を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本明細書中に開示される態様の少なくとも１つによれば、
ａ．使用時にユーザの顔上に配置される本体部分であって、本体部分が１つのサイドアー
ム又は好ましくは一対の前記サイドアームを有し、１つのサイドアーム又は好ましくは一
対の前記サイドアームが、使用時にユーザの鼻中隔領域内又はその周りに配置される略中
心ブリッジ部から側方に延びる、本体部分と、
ｂ．ブリッジ部から延び、動作位置において、ユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻
孔内に挿入される、又はユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻孔内にガスの流れを案
内するための少なくとも１つの及び好ましくは一対の鼻プロングと、
を含み、
ｃ．本体部分は、鼻プロングに接続された、ユーザの鼻の鼻孔にガスを供給するための少
なくとも１つの流体通路を有し、
ｄ．通路の断面は本体部分の長さに沿って変化し、本体部分に沿って変化する可撓性を持
つ領域を提供する、
鼻カニューラなどの患者インターフェースが提供される。
【００１２】
　いくつかの実施形態では、この又は各前記サイドアームは、１つ以上の既定の若しくは
予め配置された箇所又は局所的補償領域（若しくは場所）を含み、１つ以上の既定の若し
くは予め配置された箇所又は局所的補償領域（若しくは場所）は、サイドアームに沿って
配置され、補償領域（若しくは場所）の１つ以上内又は補償領域（若しくは場所）の１つ
以上における患者インターフェースの補償に適応する又は補償を促進し、患者インターフ
ェースに印加された力がインターフェースの１つのサイドアーム又は複数のサイドアーム
にかけられると、サイドアーム又はサイドアーム要素又はこの両方の補償領域（若しくは
場所）は、サイドアーム若しくはサイドアーム要素若しくはこの両方の撓み又は曲げ又は
ヒンジ動作又は他の変位によって力に適応する。
【００１３】
　いくつかの実施形態では、補償領域（又は場所）の１つ以上は、インターフェースを通
る少なくとも２つの異なる（非平行）面しかし（ｔｈｏｕｇｈ）又は周りの曲げの領域若
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しくは場所又はヒンジ領域である。
【００１４】
　いくつかの実施形態では、ブリッジ部はブリッジ部要素を含み、ブリッジ部、ブリッジ
部要素又はブリッジ部及びブリッジ部要素の両方は、患者インターフェース又はに（ｏｒ
　ｔｏ）印加される又は患者インターフェースにかけられる力から実質的に切り離される
。
【００１５】
　いくつかの実施形態では、ブリッジ部要素と１つのサイドアーム要素又は複数のサイド
アーム要素とは、組み立てられて一体構造を形成することができる別個の部品である。
【００１６】
　いくつかの実施形態では、ブリッジ部要素は、ユーザの鼻中隔領域の幅にわたるほどの
十分な寸法のものである、又はガス出口間の距離若しくは幅である、又は実質的にユーザ
の１つの鼻唇溝から別の鼻唇溝までにわたる最大距離によって画定され、サイドアーム要
素は、サイドアームの長さに沿って、少なくとも部分的に離れて延びるような寸法にされ
ている。
【００１７】
　いくつかの実施形態では、ブリッジ部要素は、ユーザの気道にガスを供給するガス送達
システム用の少なくとも１つ又は一対の出口を配置、位置決め又は収容するための１つ又
は一対の切り込み若しくは成形部分を含む。
【００１８】
　いくつかの実施形態では、ブリッジ部要素はテキスタイル材料である又はテキスタイル
材料を含み、ブリッジ部の外部表面に配置されており、ブリッジ部要素は、プロング間の
距離を維持するためにブリッジ部の剛性を増す。
【００１９】
　いくつかの実施形態では、この又は各前記サイドアームは、少なくとも１つの実質的に
弾性の又は比較的より剛性の高いサイドアーム要素を含み、サイドアーム要素は少なくと
も部分的にこの若しくは各サイドアームの形態又は曲率を画定し、且つ１つ以上の既定の
若しくは予め配置された箇所又は局所的補償領域（若しくは場所）を有し、１つ以上の既
定の若しくは予め配置された箇所又は局所的補償領域（若しくは場所）は、この若しくは
各サイドアーム及び／又はこの若しくは各サイドアーム要素に沿って配置され、補償領域
（若しくは場所）における又は補償領域（若しくは場所）の１つ以上における患者インタ
ーフェースの補償に適応し、１つのサイドアーム又は複数のサイドアームは患者インター
フェース安定具である。
【００２０】
　いくつかの実施形態では、サイドアーム要素は、サイドアーム部が力の印加に応答して
曲がることができるようにサイドアーム要素の曲げを可能にするための１つ以上の切り込
みを含む。
【００２１】
　いくつかの実施形態では、インターフェースは、ブリッジ部要素及びサイドアーム要素
上にオーバーモールド成形されている。
【００２２】
　本明細書中に開示される態様の少なくとも１つによれば、
ａ．使用時にユーザの顔上に配置される本体部分であって、本体部分は、左サイドアーム
及び右サイドアームと、左サイドアームと右サイドアームとの間のブリッジ部と、を有す
る、本体部分と、
ｂ．ブリッジ部から延び、動作位置において、ユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻
孔内に挿入される、又はユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻孔内にガスの流れを案
内するための少なくとも１つの鼻プロングと、
を含み、
ｃ．本体部分は、鼻プロングに接続された、ユーザの鼻の鼻孔にガスを供給するための少
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なくとも１つの流体通路を有し、
ｄ．通路の断面は本体部分の長さに沿って変化し、本体部分に沿って変化する可撓性を持
つ領域を提供する、
患者インターフェースが提供される。
【００２３】
　いくつかの実施形態では、通路の断面の形状は本体部分の長さの少なくとも一部分に沿
って変化し、呼吸チューブ又は導管と（着脱可能に若しくは永久的のいずれかにおいて）
接続するための外端部における又はその近傍の略円形断面から、長尺状の断面へと変化し
、長尺状の断面は、実質的に垂直に（ユーザの顔に平行に）配置された長軸を有する。
【００２４】
　いくつかの実施形態では、長尺状の断面は、本体部分の曲げ領域若しくはヒンジ部内に
設けられるか、又は本体部分の曲げ領域若しくはヒンジ部を形成し、長尺状の断面は、長
尺状の断面の短軸の方向に、ユーザの顔の方に又はユーザの顔から離れる方に本体部分を
曲げるためのより高い可撓性を付与する。
【００２５】
　いくつかの実施形態では、少なくとも１つの鼻プロングは一対の鼻プロングを含み、ブ
リッジ領域が曲げ領域に比べてより剛性が高くなるように、ブリッジ領域はプロングの間
に中実セクションを含み、ブリッジ領域は、ねじれ安定性を付与し且つ使用時にブリッジ
領域がねじれるのを防ぐのに十分な高さ又は垂直寸法を有する。
【００２６】
　いくつかの実施形態では、ブリッジ部が曲げ領域に比べてより剛性が高くなるように、
ブリッジ部は曲げ領域の壁セクションよりも厚い壁セクションを含む。
【００２７】
　いくつかの実施形態では、ブリッジ領域に剛性を付与するために、ブリッジ部は更によ
り剛性のある材料を含み、ブリッジ部は、患者インターフェースの残部を形成する材料と
は異なる剛性材料から形成されている。
【００２８】
　いくつかの実施形態では、サイドアームは、インターフェースのサイドアームに又はイ
ンターフェースのサイドアーム内に設けられた１つ以上のサイドアーム要素を含み、サイ
ドアーム要素は、サイドアーム／部分に剛性を付与するために剛性材料から形成されてお
り、サイドアーム要素は、サイドアームに印加される又はかけられる力に応答してサイド
アームが曲がる／ヒンジ動作することを可能にするために１つ以上の切り込み又は切り欠
きを更に含む。
【００２９】
　いくつかの実施形態では、ブリッジ部は、ブリッジ部のユーザの顔側から離れる方に張
り出すか湾曲した状態で外側に延出することによって左サイドアーム及び右サイドアーム
へと移行し、左サイドアーム及び右サイドアームは、本体部分の前方範囲から後方に、ブ
リッジ部から離れる方に湾曲し、ブリッジ部のユーザの顔側及び／又はブリッジ部と左サ
イドアーム及び右サイドアームとの間の移行領域の湾曲は比較的大きな半径（若しくは半
径（複数））を有するため、ユーザの顔にかかるブリッジ及び／又は移行領域からの圧力
はユーザの人中又は上唇領域上で分散される。
【００３０】
　いくつかの実施形態では、本体部分を上から見ると、本体部分は、少なくとも１つの鼻
プロングと隣接する左又は右サイドアームとの間にＵ字形領域を含み、Ｕ字形領域の内側
は使用時にユーザの顔に面しており、本体部分の左部分又は右部分がユーザの顔の方に又
はユーザの顔から離れる方に撓むと、各Ｕ字形領域は、本体部分が優先的に曲がる曲げ領
域を形成する又は本体部分が優先的に曲がる曲げ領域内に設けられ、曲げ領域はＵ字形領
域の谷において曲がる傾向にある。
【００３１】
　いくつかの実施形態では、Ｕ字形領域の内角は約１３０度、又は１２０度、又は１１０
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度、又は１０５度未満である。
【００３２】
　いくつかの実施形態では、患者インターフェースは、単一材料から単一成形操作で形成
された単一の一体形成構成要素であり、患者インターフェースは、約５～６０のショアＡ
硬度を持つ熱可塑性材料又はシリコーン材料から形成されている。
【００３３】
　いくつかの実施形態では、少なくとも１つの鼻プロングの基部における通路の断面は非
対称な断面であり、断面の一方の側は断面の他方の側よりも平坦であり、少なくとも１つ
の鼻プロングに沿って延在する通路は、少なくとも１つの鼻プロングの基部における又は
基部の近傍の非対称な断面から、少なくとも１つの鼻プロングの先端における又は先端の
近傍の円形断面へと形状が変化する。
【００３４】
　いくつかの実施形態では、断面積少なくとも１つの鼻プロングはプロングの基部から先
端に向かって減少し、少なくとも１つの鼻プロングのより平坦な側は患者インターフェー
スの前方側（ユーザの顔とは逆側に面している）に向かって配置されている。
【００３５】
　いくつかの実施形態では、少なくとも１つの鼻プロングは、患者インターフェースの本
体部分のブリッジ部と一体形成された基部を有し、少なくとも１つの鼻プロングの基部は
、プロングの壁とブリッジ部との間に隅肉部を含み、隅肉部は少なくとも１つの鼻プロン
グの外周部の周りに延在し、隅肉部の半径は、少なくとも１つの鼻プロングの外周部の周
りにおいて変化する。
【００３６】
　いくつかの実施形態では、患者インターフェースは、使用時にユーザが装着したときに
インターフェースを所定の位置に保持するための、保持システムの少なくとも１つのパッ
ドを含み、パッドは、本体部分の左サイドアーム及び右サイドアームの少なくとも１つに
取り付けられており、同じ形状のパッドが本体部分の左サイドアーム及び右サイドアーム
の両方に適用され得るように、パッドは、パッドを左側と右側とに分割する中心略垂直軸
の周りで実質的に対称であり、任意選択的に、パッド又はパッド（ｔｈｅ　ｐａｄ　ｏｒ
　ｔｈｅ　ｐａｄ）と一体成形されてインターフェースに取り付けられるか、インターフ
ェースとパッドとのオーバーモールドによってインターフェースに後に取り付けられるか
にかかわらず、１つのパッドの各パッドはオーバーモールド材料とのオーバーモールドに
よって左部分又は右部分それぞれに取り付けられている。
【００３７】
　いくつかの実施形態では、保持システムは２部品式着脱可能取付（又は接続）機構を含
み、この機構は、
ａ．皮膚パッチ及びユーザインターフェースパッチ
を含み、
ｂ．皮膚パッチは患者側とインターフェース側とを有し、
ｃ．皮膚パッチの患者側はユーザの皮膚に取り付け可能であり（例えば、ハイドロコロイ
ドなどの一般に皮膚科学的に敏感な接着剤である接着剤によって）、
ｄ．皮膚パッチのインターフェース側に２部品式着脱可能取付又は接続システムの第１の
部品が提供されており、
ｅ．ユーザインターフェースパッチはインターフェース側と患者側とを有し、
ｆ．ユーザインターフェースパッチの患者側に２部品式着脱可能取付又は接続システムの
賞賛の第２部品が提供されており、
ｇ．ユーザインターフェースパッチのインターフェース側は、ユーザインターフェース及
び／又はユーザインターフェースと対応付けられた構成要素（例えばチューブ又はチュー
ビング）に取り付け可能（又は接続可能）である。
【００３８】
　いくつかの実施形態では、パッドがインターフェースのサイドアーム部上又はサイドア
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ーム部内に保持されるように、本体部分、又は少なくとも左若しくは右サイドアームは保
持システムと共成形又はオーバーモールド成形されている。
【００３９】
　いくつかの実施形態では、左サイドアーム及び右サイドアームのそれぞれは、１つ以上
の既定の若しくは予め配置された箇所又は局所的補償領域（若しくは場所）を含み、１つ
以上の既定の若しくは予め配置された箇所又は局所的補償領域（若しくは場所）は、この
又は各サイドアームに沿って配置され、補償領域（若しくは場所）における又は補償領域
（若しくは場所）の１つ以上における患者インターフェースの補償に適応し、撓み若しく
は曲げ若しくはヒンジ動作若しくは他の変位による力に適応するように構成されている。
【００４０】
　いくつかの実施形態では、補償領域（又は場所）の１つ以上は、インターフェースを通
る少なくとも２つの異なる（非平行）面しかし（ｔｈｏｕｇｈ）又は周りの曲げの領域若
しくは場所又はヒンジ領域である。
【００４１】
　いくつかの実施形態では、ブリッジ部はブリッジ部要素を含み、ブリッジ部、ブリッジ
部要素又はブリッジ部及びブリッジ部要素の両方は、患者インターフェース又はに（ｏｒ
　ｔｏ）印加される又は患者インターフェースにかけられる力から実質的に切り離される
。
【００４２】
　本明細書中に開示される態様の少なくとも１つによれば、
ａ．使用時にユーザの鼻中隔領域内又はその周りに配置される略中心ブリッジ部から側方
に延びる１つのサイドアーム又は好ましくは一対の前記サイドアーム
を含み、
ｂ．この若しくは各前記サイドアームは実質的に弾性の又は比較的より剛性の高いブリッ
ジ部要素に接続されており、ブリッジ部要素は、ガス送達システムの１つの出口又は複数
の出口の、この又は各前記サイドアームとの実質的に既定された空間的関係を画定する、
患者インターフェースが提供される。
【００４３】
　本明細書中に開示される態様の少なくとも１つによれば、
ａ．使用時にユーザの鼻中隔領域内又はその周りに配置される略中心ブリッジ部から側方
に延びる１つのサイドアーム又は好ましくは一対の前記サイドアーム
を含み、
ｂ．この又は各前記サイドアームは、１つ以上の既定の若しくは予め配置された箇所又は
局所的補償領域（若しくは場所）を含み、１つ以上の既定の若しくは予め配置された箇所
又は局所的補償領域（若しくは場所）は、サイドアームに沿って配置され、補償領域（若
しくは場所）の１つ以上内又は補償領域（若しくは場所）の１つ以上における患者インタ
ーフェースの補償に適応する又は補償を促進し、
ｃ．この若しくは各前記サイドアームは実質的に弾性の又は比較的より剛性の高いブリッ
ジ部要素に接続されており、ブリッジ部要素は、ガス送達システムの１つの出口又は複数
の出口の、この又は各前記サイドアームとの実質的に既定された空間的関係を画定する、
患者インターフェースが提供される。
【００４４】
　本明細書中に開示される態様の少なくとも１つによれば、
ａ．使用時にユーザの鼻中隔領域内又はその周りに配置される略中心ブリッジ部から側方
に延びる１つのサイドアーム又は好ましくは一対の前記サイドアームを含み、
ｂ．この若しくは各前記サイドアームは、少なくとも１つの実質的に弾性の又は比較的よ
り剛性の高いサイドアーム要素を含み、サイドアーム要素は少なくとも部分的にこの若し
くは各サイドアームの形態又は曲率を画定し、且つ１つ以上の既定の若しくは予め配置さ
れた箇所又は局所的補償領域（若しくは場所）を有し、１つ以上の既定の若しくは予め配
置された箇所又は局所的補償領域（若しくは場所）は、この若しくは各サイドアーム及び
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／又はこの若しくは各サイドアーム要素に沿って配置され、補償領域（若しくは場所）に
おける又は補償領域（若しくは場所）の１つ以上における患者インターフェースの補償に
適応し、
ｃ．この若しくは各前記サイドアーム要素は、接続材料を介して、実質的に弾性の若しく
は比較的より剛性の高いブリッジ部要素に接続又は相互接続されており、ブリッジ部要素
は、ガス送達システムの１つの出口又は複数の出口の、この又は各前記サイドアームとの
実質的に既定された空間的関係を画定する、
患者インターフェースが提供される。
【００４５】
　上記態様の１つ以上によれば、以下の更なる実施形態の１つ以上が提供されてもよい。
【００４６】
　いくつかの実施形態では、ブリッジ部又はブリッジ部要素（又はこの両方）は、患者イ
ンターフェースに又は（ｏｒ　ｔｏ）印加され得る、又は患者インターフェースにかけら
れ得る力から実質的に切り離されている。
【００４７】
　いくつかの実施形態では、患者インターフェースに印加された力はインターフェースの
１つのサイドアーム又は複数のサイドアームにかけられてもよく、サイドアーム又はサイ
ドアーム要素又はこの両方の補償領域（若しくは場所）は、サイドアーム若しくはサイド
アーム要素若しくはこの両方の撓み又は曲げ又はヒンジ動作又は他の変位によって力に適
応する。
【００４８】
　いくつかの実施形態では、１つのサイドアーム又は複数のサイドアームは患者インター
フェース安定具である。
【００４９】
　いくつかの実施形態では、ブリッジ部要素と１つのサイドアーム要素又は複数のサイド
アーム要素とは別個の部品であり、組み立てられて一体構成要素を形成する。
【００５０】
　いくつかの実施形態では、ブリッジ部要素と１つのサイドアーム要素若しくは複数のサ
イドアーム要素とは単一の構成要素である、又は少なくともブリッジ部と少なくとも１つ
のサイドアーム要素とは単一の構成要素である。
【００５１】
　いくつかの実施形態では、ブリッジ部要素と１つのサイドアーム要素若しくは複数のサ
イドアーム要素とは単一の構成要素として一体形成されている、又は少なくともブリッジ
部要素と少なくとも１つのサイドアーム要素とは単一の構成要素として一体形成されてい
る。
【００５２】
　いくつかの実施形態では、ブリッジ部要素と１つのサイドアーム要素又は複数のサイド
アーム要素とは一体構成要素として形成されている。
【００５３】
　いくつかの実施形態では、ブリッジ部要素と１つのサイドアーム要素又は複数のサイド
アーム要素の少なくとも１つとは別個の構成要素であり、そのそれぞれは、１つのサイド
アーム若しくは複数のサイドアームなどの患者インターフェースの材料によって実質的に
相互接続されていてもよく、又は互いに相互接続関係で設けられていてもよい。
【００５４】
　いくつかの実施形態では、ブリッジ部要素は１つ以上のサイドアーム要素と連続しない
構成要素である。
【００５５】
　いくつかの実施形態では、サイドアームは１つ以上の別個のサイドアーム要素を含み、
前記１つ以上の別個のサイドアーム要素のそれぞれは、前記サイドアームの長さを通して
又は前記サイドアームの長さに沿って離間して配置されている。
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【００５６】
　いくつかの実施形態では、１つ以上の別個のサイドアーム要素のそれぞれは、１つ若し
くは各前記サイドアームの長さを通して又は１つ若しくは各前記サイドアームの長さに沿
ってアレイとして離間して配置されている。
【００５７】
　いくつかの実施形態では、ブリッジ部要素と１つのサイドアーム要素又は複数のサイド
アーム要素とは、１つ又は一対の対応するサイドアーム、及び任意選択的にブリッジ部、
１つ以上の対応するサイドアーム要素を含む対応するサイドアームを介して互いに接続し
て設けられた又は相互接続された別個の部品である。
【００５８】
　いくつかの実施形態では、各別個のサイドアーム要素は比較的弾性の部分を提供し、サ
イドアームの材料は各別個のサイドアーム要素の間に挟まれた又は各別個のサイドアーム
要素に隣接し、サイドアームの材料は補償領域（又は場所）を提供する。
【００５９】
　いくつかの実施形態では、患者インターフェースは、ブリッジ部要素と、一対のサイド
アームの各１つ内に配置された少なくとも１つの別個のサイドアーム要素と、を含む。
【００６０】
　いくつかの実施形態では、ブリッジ部は一対のサイドアームの中間に配置されている。
【００６１】
　いくつかの実施形態では、ブリッジ部要素は一対のサイドアームのサイドアーム要素の
中間に配置されている。
【００６２】
　いくつかの実施形態では、ブリッジ部要素は、ユーザの鼻中隔領域の幅にわたるほどの
（十分な）寸法のものである、又はガス出口間の距離若しくは幅である、又は実質的にユ
ーザの１つの鼻唇溝から別の鼻唇溝までにわたる最大距離によって画定される。
【００６３】
　いくつかの実施形態では、ブリッジ部要素は、ユーザの気道にガスを供給するガス送達
システム用の少なくとも１つ又は一対の出口を配置、位置決め又は収容するための１つ又
は一対の切り込み若しくは成形部分を含む。
【００６４】
　いくつかの実施形態では、ブリッジ部要素は、ユーザの１つの鼻孔又は複数の鼻孔にガ
スを供給するガス送達システム用の１つの出口又は複数の出口として１つの鼻プロング又
は一対の鼻プロングを配置、位置決め又は収容するための１つ又は一対の切り込み若しく
は成形部分を含む。
【００６５】
　いくつかの実施形態では、補償領域（又は場所）の１つ以上は、撓み又は曲げ又はヒン
ジ動作又は局所変位及び／又は弾性変形を容易にする。
【００６６】
　いくつかの実施形態では、補償領域（又は場所）の１つ以上は、インターフェースを通
る少なくとも１つの面のしかし（ｔｈｏｕｇｈ）又は周りの曲げの領域若しくは場所又は
ヒンジ領域である。
【００６７】
　いくつかの実施形態では、補償領域（又は場所）の１つ以上は、インターフェースを通
る複数の平行な面のしかし（ｔｈｏｕｇｈ）又は周りの曲げの領域若しくは場所又はヒン
ジ領域である。
【００６８】
　いくつかの実施形態では、補償領域（又は場所）の１つ以上は、インターフェースを通
る少なくとも２つの異なる（非平行）面しかし（ｔｈｏｕｇｈ）又は周りの曲げの領域若
しくは場所又はヒンジ領域である。
【００６９】
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　いくつかの実施形態では、補償領域（又は場所）の１つ以上は、インターフェースを通
る少なくとも２つの異なる（直交）面しかし（ｔｈｏｕｇｈ）又は周りの曲げの領域若し
くは場所又はヒンジ領域である。
【００７０】
　いくつかの実施形態では、１つ以上の補償領域（若しくは場所）は、より優先的には１
つの、若しくは１つ以上の第１の方向、若しくは第１の方向セットに、より低い優先では
、別の方向若しくは別の方向セットに屈曲する又は曲がる（又はヒンジ動作する、又は局
所的に変位してもよい又は弾性的に変形しても動いてもよい）。
【００７１】
　いくつかの実施形態では、１つ以上の補償領域（若しくは場所）は、より低い優先の方
向若しくは方向セットにおける撓み又は曲げ（又はヒンジ動作又は局所変位又は弾性変形
）に実質的に抵抗するように構成又は適合されている。
【００７２】
　いくつかの実施形態では、第１の方向又は第１のセット又は方向（ｆｉｒｓｔ　ｓｅｔ
　ｏｒ　ｄｉｒｅｃｔｉｏｎｓ）は実質的に横断面にある。
【００７３】
　いくつかの実施形態では、第１の方向若しくは第１の方向セットは、腹側方向若しくは
背側方向の実質的に横断面にある、又は腹側方向及び背側方向の両方であってもよい。
【００７４】
　いくつかの実施形態では、第１の方向若しくは第１の方向セットは、実質的に横断面、
実質的に矢状面及び／又は実質的に冠状面の１つ以上にある。
【００７５】
　いくつかの実施形態では、第１の方向若しくは第１の方向セットは、サイドアーム要素
をブリッジ部要素に対して動かす若しくは曲げることを実質的に容易にする１つの方向又
は複数の方向である。
【００７６】
　いくつかの実施形態では、サイドアーム要素は実質的に弾性材料で形成されている、又
は以下、
ａ．ブリッジ部要素から側方外側に配置された１つの補償領域（又は場所）と、サイドア
ーム要素の外端部との間に設けられている、
ｂ．サイドアーム要素のより外側の補償領域（又は場所）とサイドアーム要素の外端部と
の間に設けられている、
ｃ．サイドアーム要素の一連の補償領域（又は場所）のそれぞれの間に設けられている、
ｄ．ブリッジ部要素から側方外側に配置された２つの補償領域（又は場所）の間に、及び
サイドアーム要素のより外側の補償領域（又は場所）とサイドアーム要素の外端部との間
に設けられている、
の１つ以上から選択されるサイドアーム要素領域において撓み若しくは曲げ（若しくはヒ
ンジ動作若しくは局所変位若しくは弾性変形）に対するかなりの弾性を提供するように構
成又は適合されている。
【００７７】
　いくつかの実施形態では、各サイドアーム要素は１つの補償領域（又は場所）を含む。
【００７８】
　いくつかの実施形態では、各サイドアーム要素は２つの補償領域（又は場所）を含む。
【００７９】
　いくつかの実施形態では、各サイドアーム要素は３つの補償領域（又は場所）を含む。
【００８０】
　いくつかの実施形態では、各サイドアーム要素は複数の補償領域（又は場所）を含む。
【００８１】
　いくつかの実施形態では、少なくとも１つの補償領域（又は場所）は、ブリッジ部要素
と接続した状態でサイドアーム要素のより内側の端部に配置されている。
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【００８２】
　いくつかの実施形態では、補償領域（又は場所）の少なくとも１つは、サイドアーム要
素とブリッジ部要素との間の接合部又は接続部に配置されている。
【００８３】
　いくつかの実施形態では、補償領域（若しくは場所）の少なくとも１つは、実質的にユ
ーザの鼻中隔領域の周辺又は側方外縁部によって画定されるブリッジ部要素のゾーン内に
又はゾーンに配置されている。
【００８４】
　いくつかの実施形態では、この若しくは各サイドアーム要素は、ブリッジ部要素に対し
て屈曲する又は曲がる（又はヒンジ動作する又は局所的に変位する、又は弾性的に変形し
ても動いてもよい）ように構成されている。
【００８５】
　いくつかの実施形態では、サイドアーム要素は１つ以上の小突起を更に含む。
【００８６】
　いくつかの実施形態では、１つ以上の小突起は係合可能である、又はサイドアームの材
料に対応する形状若しくは形態のものであるように設けられている。
【００８７】
　いくつかの実施形態では、サイドアームの材料との小突起の相互作用又は係合は、サイ
ドアーム要素の撓み又は曲げ（又はヒンジ動作又は弾性変形）に対する抵抗を提供する。
【００８８】
　いくつかの実施形態では、小突起は、サイドアーム要素にかけられた力又は動きをサイ
ドアームの材料の圧縮として変換することができる（又は小突起により材料に張力がかけ
られたときに、サイドアーム要素にかけられた力又は動きを材料の伸張として変換するこ
とができる）ように、サイドアームの材料は少なくとも部分的に圧縮性である（又は実質
的に非圧縮性であっても部分的に圧縮性であってもよい）。
【００８９】
　いくつかの実施形態では、サイドアームの材料は少なくとも１つのサイドアーム要素を
封入している又は覆っている。
【００９０】
　いくつかの実施形態では、サイドアームは少なくとも１つのサイドアーム要素を部分的
に封入している又は部分的に覆っている。
【００９１】
　いくつかの実施形態では、サイドアームは少なくとも１つのサイドアーム要素を完全に
封入している又は覆っている。
【００９２】
　いくつかの実施形態では、サイドアームの材料は、サイドアーム要素とサイドアームと
の間の１つ以上のボイドを埋める。
【００９３】
　いくつかの実施形態では、サイドアームの材料はサイドアーム要素を取り囲み、サイド
アーム要素を、１つ以上の既定の若しくは予め配置された箇所若しくは局所的補償領域（
若しくは場所）内に、又は１つ以上の既定の若しくは予め配置された箇所若しくは局所的
補償領域（若しくは場所）に、又は１つ以上の既定の若しくは予め配置された箇所若しく
は局所的補償領域（若しくは場所）に隣接して配置する。
【００９４】
　いくつかの実施形態では、一対のサイドアームが提供される場合、サイドアームのそれ
ぞれはブリッジ部から側方に延び、一対のサイドアームの１つのサイドアームは実質的に
ユーザの顔の左側の周りに延びるように設けられ、一対のサイドアームのもう一方のサイ
ドアームは実質的にユーザの顔の右側の周りに延びるように設けられている。
【００９５】
　いくつかの実施形態では、この又は各サイドアームは、実質的にユーザの顔の周りに、
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任意選択的にユーザの頬の少なくとも一部分に沿って延在する。
【００９６】
　いくつかの実施形態では、この又は各サイドアームは、ユーザの矢状面から離れる方に
又は外側に向かって実質的に側方に延びる。
【００９７】
　いくつかの実施形態では、この又は各サイドアーム要素は、前記サイドアーム要素を含
むこのような各サイドアームの長さの少なくとも一部分若しくはかなりの長さに、又は前
記サイドアーム要素を含むこのような各サイドアームに沿って又はこのような各サイドア
ームを通して延びる。
【００９８】
　いくつかの実施形態では、この又は各サイドアーム要素は複数のサイドアーム要素リム
を含む。
【００９９】
　いくつかの実施形態では、サイドアーム要素リムは１つ以上の小突起を含む又は備える
。
【０１００】
　いくつかの実施形態では、この若しくは各サイドアーム又はサイドアーム要素又はその
両方は、１つの出口若しくは複数の出口を通してユーザに送達されるべきガス供給を受け
入れるための、又は１つの出口若しくは複数の出口を通してユーザにガスを送達するため
の導管を受け入れるための通路の少なくとも一部分を形成している、又は提供するように
形成されている。
【０１０１】
　いくつかの実施形態では、サイドアームは通路を形成している。
【０１０２】
　いくつかの実施形態では、サイドアーム要素は通路を形成している。
【０１０３】
　いくつかの実施形態では、少なくとも部分的にサイドアーム要素によって形成された通
路の部分は、このように形成された通路の（例えば、単位長部分の）壁の周長又は壁の周
辺長の少なくとも５０％である。
【０１０４】
　いくつかの実施形態では、サイドアームによって少なくとも部分的に形成された通路の
部分は、サイドアーム要素によって形成されていたはずの（例えば、単位長部分の）壁の
周長又は壁の周辺長の残部である。
【０１０５】
　いくつかの実施形態では、通路は、サイドアーム若しくはサイドアーム要素若しくはこ
の両方内の、又はサイドアーム若しくはサイドアーム要素若しくはこの両方を通るボイド
空間又はキャビティ又は凹部であり、このボイド空間又はキャビティ又は凹部内に、１つ
の出口又は複数の出口への送達のためにガスが誘導又は供給されてもよい。
【０１０６】
　いくつかの実施形態では、通路は、少なくとも部分的にサイドアーム及び少なくとも部
分的にサイドアーム要素によって画定される。
【０１０７】
　いくつかの実施形態では、サイドアームは、ガス出口にガスを送達するためにガス出口
まで延びる通路にアクセスするためのポートを含む。
【０１０８】
　いくつかの実施形態では、一対のサイドアームの各サイドアームは、各サイドアーム内
において対応するガス出口まで延びる通路にアクセスするためのポートを含む。
【０１０９】
　いくつかの実施形態では、各サイドアームは、対応するガス出口にガスを別々に送達す
るための別個の通路を提供する。
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【０１１０】
　いくつかの実施形態では、１つのサイドアーム又は複数のサイドアームは、使用時、ユ
ーザの顔の上に配置される。
【０１１１】
　いくつかの実施形態では、１つのサイドアーム又は複数のサイドアームは、使用時、ユ
ーザの顔の頬の上に配置される。
【０１１２】
　いくつかの実施形態では、インターフェースは、出口として一対の鼻プロングを含む鼻
カニューラであり、使用時にユーザが装着したときに鼻カニューラを所定の位置に保持す
るためのヘッドギア又は保持システムを一対のサイドアームに取り付け可能である。
【０１１３】
　いくつかの実施形態では、保持システムは、各サイドアームの少なくとも後部などの患
者インターフェースをユーザの顔に着脱可能に接続するための着脱可能な接続システムを
含む（例えば、着脱可能な接続システムは、このような着脱可能なシステムのためのフッ
クアンドループ型コネクタ又はフックアンドフック型コネクタを含んでもよい）。
【０１１４】
　いくつかの実施形態では、着脱可能な接続システムは、ユーザの顔に取り付けられた少
なくとも１つのパッドを含み、このパッド上に、患者インターフェースが着脱可能に係合
可能であってもよい。
【０１１５】
　いくつかの実施形態では、ブリッジ部要素は、高分子材料である又は高分子材料を含む
。
【０１１６】
　いくつかの実施形態では、この又は各サイドアーム要素は、高分子材料である又は高分
子材料を含む。
【０１１７】
　いくつかの実施形態では、高分子材料は、熱可塑性エラストマー、ポリプロピレン系エ
ラストマー、液状シリコーンゴム、又は通気性熱可塑性ポリウレタン、又は通気性ポリア
ミドの１つ又はいずれか１つ以上の組み合わせであり、より好ましくは、ポリマーは、ポ
リオレフィン、熱可塑性エラストマー又は通気性熱可塑性エラストマー、例えば、スチレ
ンブロック共重合体、コポリエステルエラストマー、又は熱可塑性ポリオレフィンエラス
トマー、又は熱可塑性ポリウレタンエラストマーなどの熱可塑性エラストマー族などであ
ってもよいが、これらに限定されず、更により好ましくは、ショアＡ硬度が約３０～約９
０、又は約３０～約８０、又は約３０～約７０、又は約３０～約６０、又は約３０～約５
０、又は約３０～約４０、又は約３０、又は約４０、又は約５０、又は約６０、又は約７
０、又は約８０、又は約９０のポリマーである。
【０１１８】
　鼻カニューラは、ハイフロー療法システムにおいて患者インターフェースとして使用す
ることができる。装着されると、患者の鼻孔内に載置された鼻カニューラの鼻送達要素（
例えば管状プロング）を通してガスが送られる。一部の患者、特に、新生児又は乳児の患
者では、（例えば、顔を枕又はベッドフレームに載せているときに）別の物体によって作
用する圧縮力により又は（例えば、泣いているとき又は顔をしかめているときの）感情表
現により顔がゆがむと、鼻カニューラに作用する力が鼻送達要素を鼻孔から押し出す可能
性がある。鼻カニューラは、鼻送達要素がこのような力の多くによって鼻孔から外れる傾
向を低下させるように構成され得るものの（例えば、所有者が共通する国際出願ＰＣＴ／
ＮＺ２０１４／０００２１７号明細書、所有者が共通する米国特許出願第６１／８９１６
９７号明細書、所有者が共通する米国特許出願第６１／９１９５７９号明細書、所有者が
共通する米国特許出願第６２／０５２９８０号明細書又は所有者が共通する米国特許出願
第６２／０６４１０６号明細書、これらそれぞれの開示は全体が参照によって本明細書に
援用される、を参照のこと）、場合によっては、鼻送達要素は、このような力が印加され
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た場合に依然として互いに広がり離れる場合がある。上記の問題に対する解決策が求めら
れる。
【０１１９】
　いくつかの実施形態では、患者インターフェースは、ユーザの顔の第１部分に配置され
るように又はユーザの顔の第１部分隣接して配置されるように適合された第１のサイドア
ームと、ユーザの顔の第２部分に配置される又はユーザの顔の第２部分に隣接して配置さ
れるように適合された第２のサイドアームと、第１のサイドアームと第２のサイドアーム
との間に延び、第１のサイドアームと第２のサイドアームとを連結するブリッジと、ブリ
ッジの少なくとも一部分にわたって配置された支持構造と、を含む。
【０１２０】
　いくつかの実施形態では、支持構造はブリッジ全体にわたって延在する。いくつかの構
成では、支持構造はブリッジのユーザに面する部分の少なくとも一部分にわたって配置さ
れている。いくつかの構成では、支持構造はブリッジのユーザに面していない部分の一部
分にわたって配置されている。いくつかの構成では、支持構造はブリッジのユーザに面し
ていない部分の全体にわたって配置されている。いくつかの構成では、ブリッジのユーザ
に面する部分はユーザの人中に載るように又は隣接するように適合されている。いくつか
の構成では、支持構造は張力に抵抗するように構成されている。いくつかの構成では、支
持構造は圧縮力に抵抗するように構成されている。いくつかの構成では、支持構造は剪断
力に抵抗するように構成されている。いくつかの構成では、支持構造は、使用時に、ブリ
ッジの中立軸を変更し、ブリッジセクション内の曲げを低減する又は曲げに抵抗する。
【０１２１】
　いくつかの実施形態では、支持構造は少なくとも部分的にテキスタイル材料から形成さ
れている。いくつかのこのような構成では、テキスタイル材料は、織、不織又は編テキス
タイル材料である。
【０１２２】
　いくつかの実施形態では、支持構造はシートである。いくつかの構成では、支持構造は
剛性材料を含む。いくつかの構成では、支持構造は半剛性材料を含む。
【０１２３】
　いくつかの実施形態では、支持構造はポリマー材料から形成されている。いくつかの構
成では、支持構造とブリッジとは少なくとも部分的に同じポリマー材料から形成されてい
る。いくつかの構成では、ポリマー材料は展性及び可撓性ポリマーを含む。いくつかの構
成では、ポリマー材料は剛性ポリマーを含む。いくつかの構成では、支持構造は、ブリッ
ジを形成している材料に比べてより剛性の高い材料から形成されている。
【０１２４】
　いくつかの構成では、第１の本体はユーザの頬に載るように適合されている。
【０１２５】
　いくつかの実施形態では、第１及び第２のサイドアームはユーザの両頬に載るように適
合されている。
【０１２６】
　いくつかの実施形態では、第１の及び／又は第２のサイドアームは、ユーザの１つ以上
の鼻孔内に載置されるように適合された１つ以上の鼻送達要素又はプロングを含む。いく
つかのこのような構成では、１つ以上の鼻送達要素は、患者インターフェースの外部の周
囲ガスが鼻孔を通過するのを可能にするように構成されている。換言すると、鼻送達要素
は、鼻孔内に非密封的に配置されてもよい。いくつかのこのような構成では、１つ以上の
鼻送達要素は、ユーザの鼻中隔に向かって内側に延びるように形作られている又は角度を
なしている。いくつかのこのような構成では、１つ以上の鼻送達要素は、使用時に、１つ
以上の鼻送達要素の先端がユーザの頭部の後側の方に向くように形作られている又は角度
をなしている。いくつかのこのような構成では、第１の及び／又は第２のサイドアームは
、１つ以上の鼻送達要素と空気連通する１つ以上のガス送達ルーメンを含む。いくつかの
このような構成では、１つ以上のガス送達導管は１つ以上のガス送達ルーメンと空気連通
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していてもよい。他の構成では、１つ以上の鼻送達要素は鼻孔内に密封的に配置されるよ
うに構成されてもよい。
【０１２７】
　いくつかの実施形態では、支持構造は第１の及び／又は第２のサイドアームに沿って延
在する。いくつかのこのような構成では、支持構造は、第１の及び／又は第２のサイドア
ームのユーザに面する部分に沿って延在する。いくつかのこのような構成では、支持構造
は、第１の及び／又は第２のサイドアームのユーザに面する部分のみに沿って延在する。
いくつかのこのような構成では、第１の及び／又は第２のサイドアームのユーザに面する
部分にある支持構造の少なくとも一部分は、顔に固定された１つ以上の固定構造と接続し
、患者インターフェースを顔に固定するように適合されている。いくつかの構成では、支
持構造は、第１の及び／又は第２のサイドアームのユーザに面していない部分に沿って延
在する。
【０１２８】
　いくつかの実施形態では、患者インターフェースはユーザの顔の輪郭に一致するように
形作られている。いくつかの構成では、第１のサイドアーム及び／又は第２のサイドアー
ムは、互いに対する及び／又はブリッジに対する第１の及び／又は第２のサイドアームの
動きを可能にする１つ以上のヒンジ又は枢動ジョイントを含む。
【０１２９】
　いくつかの実施形態では、第１の及び／又は第２のサイドアームは、第１の及び／又は
第２のサイドアームの隣接する領域に対し、１つ以上の低減された厚みを持つ領域を含む
。いくつかのこのような構成では、１つ以上の、低減された厚みを持つ領域は、第１の及
び／又は第２のサイドアームの、ユーザの１つ以上の頬に載る部分に配置されている。い
くつかのこのような構成では、１つ以上の、低減された厚みを持つ領域は、第１の及び／
又は第２のサイドアームの外縁部に配置されている。いくつかの構成では、１つ以上の、
低減された厚みを持つ領域は、第１の及び／又は第２のサイドアームの外縁部のみに配置
されている。
【０１３０】
　いくつかの実施形態では、患者インターフェースは第１の及び／又は第２のサイドアー
ムのユーザに面する部分に固定された１つ以上の取付構造を含み、１つ以上の取付構造は
、顔に固定された１つ以上の固定構造と接続し、患者インターフェースを顔に固定するよ
うに適合されている。
【０１３１】
　本明細書中に開示される態様の少なくとも１つによれば、ユーザの両頬に配置するよう
に又はユーザの両頬に隣接するように適合された第１及び第２のサイドアームと、第１の
及び／又は第２のサイドアームから延びる、ユーザの１つ以上の鼻孔内に非密封的に載置
されるように適合された少なくとも１つの鼻送達要素と、第１のサイドアームと第２のサ
イドアームとを連結しているブリッジと、ブリッジの少なくとも一部分にわたって配置さ
れた補強構造と、を含む鼻カニューラが提供される。
【０１３２】
　他の実施形態では、少なくとも１つの鼻送達要素は、ユーザの１つ以上の鼻孔内に密封
的に載置されるように適合されてもよい。
【０１３３】
　いくつかの実施形態では、補強構造はブリッジの一部分のみにわたって配置されている
。いくつかの構成では、補強構造はブリッジのユーザに面する部分の少なくとも一部分に
わたって配置されている。いくつかのこのような構成では、補強構造はブリッジのユーザ
に面する部分の一部分のみ又はすべてに配置されている。いくつかの構成では、補強構造
は圧縮力に抵抗するように構成されている。いくつかの構成では、補強構造は張力に抵抗
するように構成されている。いくつかの構成では、補強構造は剪断力に抵抗するように構
成されている。いくつかの構成では、補強構造は、使用時に、ブリッジの中立軸を移動さ
せることにより曲げに抵抗するように構成されている。
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【０１３４】
　いくつかの実施形態では、補強構造は少なくとも部分的にテキスタイル材料から形成さ
れている。いくつかのこのような構成では、テキスタイル材料は、織、不織又は編テキス
タイル材料である。
【０１３５】
　いくつかの実施形態では、補強構造はシートである。いくつかの構成では、補強構造は
剛性材料を含む。いくつかの構成では、補強構造は半剛性材料を含む。
【０１３６】
　いくつかの実施形態では、補強構造とブリッジとは少なくとも部分的に同じポリマー材
料から形成されている。いくつかの構成では、ポリマー材料は展性及び可撓性ポリマーを
含む。いくつかの構成では、ポリマー材料は剛性ポリマーを含む。いくつかの構成では、
補強構造は、ブリッジを形成している材料に比べてより剛性の高い材料を含む。
【０１３７】
　いくつかの実施形態では、少なくとも１つの鼻送達要素は、ユーザの鼻中隔に向かって
内側に延びるように形作られている又は角度をなしている。
【０１３８】
　いくつかの実施形態では、少なくとも１つの鼻送達要素は、使用時に、先端がユーザの
頭部の後側の方に向くように形作られている又は角度をなしている。
【０１３９】
　いくつかの実施形態では、第１の及び／又は第２のサイドアームは、少なくとも１つの
鼻送達要素と空気連通する１つ以上のガス送達ルーメンを含む。いくつかのこのような構
成では、鼻カニューラは、１つ以上のガス送達ルーメンと空気連通する１つ以上のガス送
達導管を更に含む。
【０１４０】
　いくつかの実施形態では、補強構造は第１の及び／又は第２のサイドアームに沿って延
在する。いくつかのこのような構成では、補強構造は、第１の及び／又は第２のサイドア
ームのユーザに面する部分に沿って延在する。いくつかのこのような構成では、補強構造
は、第１の及び／又は第２のサイドアームのユーザに面する部分のみに沿って延在する。
いくつかのこのような構成では、第１の及び／又は第２のサイドアームのユーザに面する
部分にある補強構造の少なくとも一部分は、顔に固定された１つ以上の固定構造と接続し
、鼻カニューラを顔に固定するように適合されている。いくつかの構成では、補強構造は
、第１の及び／又は第２のサイドアームのユーザに面していない部分にわたって延在する
。いくつかの構成では、補強構造は、ブリッジのユーザに面していない部分に配置されて
いる。いくつかの構成では、ブリッジのユーザに面する部分はユーザの人中に載るように
又は隣接するように適合されている。
【０１４１】
　いくつかの実施形態では、鼻カニューラはユーザの顔の輪郭に一致するように形作られ
ている。
【０１４２】
　いくつかの実施形態では、第１の及び／又は第２のサイドアームは、第１の及び／又は
第２のサイドアームの隣接する領域に対し、１つ以上の低減された厚みを持つ領域を含む
。いくつかのこのような構成では、低減された厚みを持つ領域は、第１の及び／又は第２
のサイドアームの外縁部に配置されている。いくつかのこのような構成では、低減された
厚みを持つ領域は、第１の及び／又は第２のサイドアームの外縁部のみに配置されている
。
【０１４３】
　いくつかの実施形態では、鼻カニューラは、第１の及び／又は第２のサイドアームのユ
ーザに面する部分に固定された１つ以上の取付構造を更に含み、１つ以上の取付構造は、
顔に固定された１つ以上の固定構造と接続し、鼻カニューラを顔に固定するように適合さ
れている。
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【０１４４】
　本明細書中に開示される態様の少なくとも１つによれば、鼻カニューラが開示される。
鼻カニューラは、ユーザの顔の第１部分に載るように適合された第１のサイドアームと、
ユーザの顔の第２部分に載るように適合された第２のサイドアームと、第１の及び／又は
第２のサイドアームから延びる、ユーザの１つ以上の鼻孔内に非密封的に載置されるよう
に適合された少なくとも１つの鼻送達要素と、を含み、第１の及び／又は第２のサイドア
ームは、第１の及び／又は第２のサイドアームの隣接する領域に対し、１つ以上の低減さ
れた厚みを持つ領域を含む。
【０１４５】
　いくつかの実施形態では、第１及び第２のサイドアームはユーザの両頬に載るように適
合されている。
【０１４６】
　いくつかの実施形態では、１つ以上の、低減された厚みを持つ領域は、第１の及び／又
は第２のサイドアームの、ユーザの１つ以上の頬に載る部分に配置されている。
【０１４７】
　いくつかの実施形態では、１つ以上の、低減された厚みを持つ領域は、第１の及び／又
は第２のサイドアームの外縁部に配置されている。いくつかのこのような構成では、１つ
以上の、低減された厚みを持つ領域は、第１の及び／又は第２のサイドアームの外縁部の
みに配置されている。
【０１４８】
　いくつかの実施形態では、鼻カニューラは、第１のサイドアームと第２のサイドアーム
とを連結しているブリッジを更に含む。
【０１４９】
　本明細書中に開示される態様の少なくとも１つによれば、鼻カニューラなどの患者イン
ターフェースが、
ａ．使用時、ユーザの顔上に配置される一対の各左サイドアーム及び右サイドアームと、
ｂ．ユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻孔内に挿入される、又はユーザの鼻の１つ
の鼻孔若しくは複数の鼻孔内にガスの流れを案内するための少なくとも１つの及び好まし
くは一対の鼻プロングと、
ｃ．左サイドアームとの接続箇所と右サイドアームとの接続箇所とに取り付けられ、左サ
イドアームとの接続箇所から右サイドアームとの接続箇所まで延びるブリッジであって、
各々の接続箇所の１つ又はそれぞれが、各々のサイドアームに対するブリッジの第１動作
を可能にするヒンジ式又は枢動ジョイントなどの第１可動ジョイントを含む、ブリッジと
、
を含む。
【０１５０】
　いくつかの実施形態では、第１可動ジョイントは、ブリッジの端部と各々のサイドアー
ムとの間における、少なくとも１つの軸の周りの相対回転を可能にする。
【０１５１】
　いくつかの実施形態では、第１動作ジョイントは、関節式ジョイント、ピンアンドバレ
ル型ジョイント、ボールソケット型ジョイントの１つ又は組み合わせである。
【０１５２】
　いくつかの実施形態では、各サイドアームは、ユーザの顔の領域に係合するように起伏
が付けられている顔面パッドを含む。
【０１５３】
　いくつかの実施形態では、少なくとも１つの及び好ましくは一対の鼻プロングは、左サ
イドアーム及び／若しくは右サイドアームそれぞれのより内側の端部の１つ若しくはそれ
ぞれから、又はより内側の端部に実質的に隣接する各々のサイドアームの１つ若しくは両
方の領域から延び、ブリッジは、前記鼻プロングにわたって又は隣接して延在するバーで
ある。
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【０１５４】
　いくつかの実施形態では、インターフェースは、各々のサイドアームに取り付けられた
、バーの接続箇所を補助するための取付具を更に含み、取付具は、ヒンジ式又は枢動ジョ
イントなどの第２可動ジョイントを含み、第２可動ジョイントは、マウントが取り付けら
れている各々のサイドアームに対するマウントの第２の動作を可能にし、バーは第１可動
ジョイントを介して取付具に取り付けられている。
【０１５５】
　いくつかの実施形態では、取付具は各々のサイドアームに摺動可能に取り付けられてお
り、サイドアームに沿った相対位置の調整を可能にし、これによりプロング間の距離を調
整する。
【０１５６】
　いくつかの実施形態では、患者インターフェースが本来の位置のユーザの顔の上にある
場合、左サイドアーム及び／若しくは右サイドアームの１つ又は両方の位置の変位は、ユ
ーザの鼻孔に対する１つのプロング又は複数のプロングの動きを最小にするような状態で
、接続箇所又は取付具並びに第１及び／若しくは第２可動ジョイントそれぞれを介してバ
ーに伝達される。
【０１５７】
　いくつかの実施形態では、第１可動ジョイントと第２可動ジョイントとは、取り付けら
れた構成要素の、実質的に同じ向きにおける動きを可能にするために整列されている。
【０１５８】
　いくつかの実施形態では、第１可動ジョイントと第２可動ジョイントとは、異なる向き
における動きを可能にするために整列されていない。
【０１５９】
　いくつかの実施形態では、バーは１つ以上の更なる可動ジョイントを含む。
【０１６０】
　いくつかの実施形態では、鼻プロングを含む左サイドアーム及び右サイドアームは、バ
ー及び／又は取付具に対し比較的可撓性又は適合性がある。
【０１６１】
　いくつかの実施形態では、接続箇所又は取付具は、接続箇所又は取付具から外側に延出
する指部を含み、この指部上に、バーに接続するための第１可動ジョイントが配置されて
いる。
【０１６２】
　いくつかの実施形態では、バーは患者インターフェースのオーバセンタ構成要素であり
、接続箇所又は取付具は各々のサイドアームのそれぞれの上に対称に配置されている。
【０１６３】
　いくつかの実施形態では、第２可動ジョイントは、関節式ジョイント、ピンアンドバレ
ル型ジョイント及びボールソケット型ジョイントの１つ又は組み合わせである。
【０１６４】
　いくつかの実施形態では、ブリッジは、少なくとも１つの及び好ましくは対の鼻プロン
グを含む。
【０１６５】
　いくつかの実施形態では、各第１可動ジョイントはブリッジの端部と各々のサイドアー
ムの内端部との間に設けられている。
【０１６６】
　いくつかの実施形態では、第１可動ジョイントは、ブリッジの端部と各々のサイドアー
ムとの間における、３つの略直交軸の周りの相対回転を可能にする。
【０１６７】
　いくつかの実施形態では、第１可動ジョイントはボールソケット型ジョイントを含む。
【０１６８】
　いくつかの実施形態では、一対の第１可動ジョイントが、ブリッジの各端部と、左サイ
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ドアーム及び右サイドアームそれぞれの内端部との間に設けられている。
【０１６９】
　いくつかの実施形態では、患者インターフェースが本来の位置のユーザの顔の上にある
場合、左サイドアーム及び／若しくは右サイドアームの１つ又は両方の位置の変位は、ユ
ーザの鼻孔に対するブリッジ及び１つのプロング又は複数のプロングの変位を最小にする
ような状態で１つの又は各第１可動ジョイントに伝達される。
【０１７０】
　本明細書中に開示される態様の少なくとも１つによれば、鼻カニューラなどの患者イン
ターフェースは、
ａ．使用時にユーザの顔上に配置される本体部分と、
ｂ．本体部分から延び、動作位置において、ユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻孔
内に挿入される、又はユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻孔内にガスの流れを案内
するための少なくとも１つの及び好ましくは一対の鼻プロングと、
を含み、
ｃ．本体が、ユーザの鼻の鼻孔にガスを供給するための、鼻プロング）に接続された流体
通路を有する少なくとも１つの中空領域を有し、
ｄ．流体通路を通じた流体の供給中、中空領域本体部分の１つ以上の領域から鼻プロング
へと変位力が伝達されることに実質的に抵抗し、プロングの動作位置を維持する。
【０１７１】
　いくつかの実施形態では、本体部分は、略剛性フレームと、剛性フレームから延びる少
なくとも１つの比較的軟質の中空領域と、を含む。
【０１７２】
　いくつかの実施形態では、少なくとも１つの中空領域は膨張可能であり、１つの鼻プロ
ング又は複数の鼻プロングが伸張する方向に膨張する。
【０１７３】
　いくつかの実施形態では、中空領域は鼻プロングに結合されており、ユーザの鼻の鼻孔
へのガスの供給時に膨張可能であり、中空領域はユーザの人中又は上唇領域に少なくとも
膨張した状態で配置され、鼻プロングを動作位置に実質的に維持する。
【０１７４】
　いくつかの実施形態では、膨張した状態において、中空領域は、中空領域に隣接する本
体部分のフレームの深さよりも実質的に深い。
【０１７５】
　いくつかの実施形態では、本体部分のいずれかの端部は、使用時、ユーザの顔の頬領域
に係合するように起伏が付けられているユーザ顔面接触表面を含む。
【０１７６】
　いくつかの実施形態では、本体部分又は本体部分の少なくともいずれかの端部は、使用
時、ユーザの顔面構造を実質的に補完するように形作られている又は湾曲している。
【０１７７】
　いくつかの実施形態では、本体部分は、一対の各左及び右本体セグメント又はサイドア
ームを含む。
【０１７８】
　いくつかの実施形態では、左及び右本体セグメント又はサイドアームは実質的に可撓性
である。
【０１７９】
　いくつかの実施形態では、鼻プロングは、各左及び／若しくは右本体セグメント若しく
はサイドアームのより内側の端部の１つ若しくはそれぞれから、又はより内側の端部に実
質的に隣接する各本体部分若しくはサイドアームの１つ若しくは両方の領域から延びる。
【０１８０】
　いくつかの実施形態では、ブリッジ部は、左サイドアーム及び右サイドアームそれぞれ
のより内側の端部に接続する。
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【０１８１】
　いくつかの実施形態では、ブリッジ部は左及び右本体セグメントに比して実質的に剛性
が高い。
【０１８２】
　いくつかの実施形態では、少なくとも１つの及び好ましくは両左及び／又は右本体セグ
メントは中空領域を含み、中空領域のそれぞれは、一定量のガスを各鼻プロングに送達す
るための流体通路を有する。
【０１８３】
　いくつかの実施形態では、インターフェースは１つ以上の内部支柱を更に含み、１つ以
上の内部支柱は中空領域の対向する内部表面の間に延び、開放流体通路を維持する。
【０１８４】
　いくつかの実施形態では、１つ以上の内部支柱は、中空領域内に空間的に分配された複
数の支柱を含む。
【０１８５】
　本明細書中に開示される態様の少なくとも１つによれば、鼻カニューラなどの患者イン
ターフェースは、
ａ．使用時にユーザの顔上に配置される本体部分と、
ｂ．本体部分から離れる方に延びるブリッジ部と、
ｃ．ブリッジ部から延び、動作位置において、ユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻
孔内に挿入される、又はユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻孔内にガスの流れを案
内するための少なくとも１つの及び好ましくは一対の鼻プロングと、
を含み、
ｄ．本体部分は、システムからの又はカニューラに保存されたポテンシャルを用いて能動
的に調整される。
【０１８６】
　いくつかの実施形態では、本体部分は、使用時、ユーザの顔の１つの頬の上に配置され
、ユーザの顔のもう一方の頬はインターフェースから解放されている。
【０１８７】
　本明細書中に開示される態様の少なくとも１つによれば、鼻カニューラなどの患者イン
ターフェースは、
ａ．使用時にユーザの顔上に配置される本体部分と、
ｂ．本体部分から延び、動作位置において、ユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻孔
内に挿入される、又はユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻孔内にガスの流れを案内
するための少なくとも１つの及び好ましくは一対の鼻プロングと、
を含み、
ｃ．患者インターフェースは非使用構成を有し、非使用構成では、本体部分が実質的に平
坦である又は本体部分の少なくともいずれかの端部が実質的に平坦であり、本体部分の他
方の端部と同一平面上にあり、少なくとも１つの及び好ましくは一対の鼻プロングが本体
部分の中心面から外側に向かって遠ざかる方向に延出し、
ｄ．また、使用時の構成を有し、使用時の構成では、本体部分、又は本体部分の少なくと
もいずれかの端部が、使用時、ユーザの顔面構造を実質的に補完するように形作られる又
は湾曲しており、鼻プロングが本体部分の中心面に実質的に平行な方向に延出する。
【０１８８】
　いくつかの実施形態では、本体部分は、単一の一体形成された構成要素である。
【０１８９】
　いくつかの実施形態では、本体部分と、少なくとも１つの及び好ましくは一対の鼻プロ
ングとが、単一の一体形成された構成要素である。
【０１９０】
　いくつかの実施形態では、本体部分の端部は、使用時、ユーザの顔の上に配置される。
【０１９１】
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　いくつかの実施形態では、本体部分の端部は、使用時、ユーザの顔の頬の上に配置され
る。
【０１９２】
　いくつかの実施形態では、インターフェースは、ユーザの方向とは反対の方向から見る
と凹状のキャビティを有するブリッジ部を更に含む。
【０１９３】
　いくつかの実施形態では、この若しくは各キャビティに、比較的軟質の及び／若しくは
可撓性材料が充填されている若しくは少なくとも部分的に充填されている、又は比較的よ
り堅い材料若しくは補強材料が充填されている。
【０１９４】
　いくつかの実施形態では、インターフェースは、ブリッジと本体の隣接部分との間に弓
状の移行部を更に含む。
【０１９５】
　いくつかの実施形態では、弓状の移行部は、プロングから外側に離間して配置されてい
る。
【０１９６】
　いくつかの実施形態では、使用時におけるプロングの動きを低減するために、各弓状の
移行部の中心は、隣接するプロングの正中線又は長手方向の軸に対し外側に配置されてい
る。
【０１９７】
　いくつかの実施形態では、ユーザの人中にかけられる弾性／ばね力を低減するために本
体部分の厚みが比較的薄い。
【０１９８】
　いくつかの実施形態では、患者インターフェースの屈曲する部分は、患者インターフェ
ースのキンクを最小限にする若しくは排除するための隆起、波形構造又は切り込みを有し
てもよい。
【０１９９】
　いくつかの実施形態では、プロングは非使用構成において、約３２°の角度で互いに外
側に角度をなしてもよい。
【０２００】
　いくつかの実施形態では、ユーザの人中に接触することになる患者インターフェースの
領域は、快適性を高める表面仕上げを有する。
【０２０１】
　いくつかの実施形態では、インターフェースは、患者インターフェースをユーザの顔に
着脱可能に接続するためのループ材料を更に含む。
【０２０２】
　いくつかの実施形態では、インターフェースは、出口として一対の鼻プロングを含む鼻
カニューラであり、使用時にユーザが装着したときに鼻カニューラを所定の位置に保持す
るためのヘッドギア又は保持システムをカニューラに取り付け可能である。
【０２０３】
　いくつかの実施形態では、保持システムは、患者（ｐａｔｉｅｎｔ）をユーザの顔に着
脱可能に接続するための着脱可能な接続システムを含む（例えば、着脱可能な接続システ
ムは、このような着脱可能なシステムのためのフックアンドループ型コネクタ又はフック
アンドフック型コネクタを含んでもよい）。
【０２０４】
　いくつかの実施形態では、着脱可能な接続システムの１つの部品は患者インターフェー
ス上に設けられている。
【０２０５】
　いくつかの実施形態では、患者インターフェース上に設けられた着脱可能な接続システ
ムの部品は、この部品への又はこの部品の周りにおけるインターフェースのオーバーモー
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ルド又はオーバーモールド接続によってインターフェースとともに設けられる。インター
フェースの一部分を着脱可能な接続システムの部品にオーバーモールドすることによって
、インターフェースへのこの部品のより耐久性のある又はより頑強な取り付け又は係合を
実現してもよい。インターフェースを形成するため又はインターフェースへと成形するた
めに使用される材料は、ループ（若しくはその代わりにフック）を含むパッド又はパッチ
などの着脱可能な接続システムの部品の周りに又は上に同時に流れることを可能とされ得
る。これにより、患者インターフェースにこのようなループ又はフックを含むより一体化
された部品を可能にすることができる。
【０２０６】
　いくつかの実施形態では、部品への又は周りにおけるインターフェースのオーバーモー
ルド又はオーバーモールド接続は、少なくとも部品の外周部の周りに及び、任意選択的に
、着脱可能な接続システムの構成要素が延出してもよい部品の面に部分的に又は全体的に
及んでもよい。
【０２０７】
　例えば、いくつかの実施形態では、この部品がフック若しくはループ、又は別の種類の
２部品式の着脱可能な接続システムを提供する場合、オーバーモールドはこのような部品
の外周部の周りに及んでもよく、又はフック若しくはループ、又は別の種類の２部品式の
着脱可能な接続システムが延出してもよい面に部分的に又は全体的に及んでもよい。
【０２０８】
　患者インターフェースへの部品の取り付けを、インターフェースがまず成形された又は
形成された（又は製造された）後となるように行ってもよい代替的実施形態も提供される
。例えば、成形された又は形成された（又は製造された）インターフェースを用いて、後
の又は追加のオーバーモールド工程又は段階を行い、部品のそれぞれとインターフェース
とをともにオーバーモールド接続により接続する又は取り付けるオーバーモールド成形を
行ってもよい。上述のように、成形材料は、このような部品の外周部の周りに及ぶように
流れることを可能としても、部品の面に部分的に又は全体的に及んでもよい。
【０２０９】
　いくつかの実施形態では、着脱可能な接続システムは、ユーザの顔に取り付けられた少
なくとも１つのパッドを含み、このパッド上に、患者インターフェースが着脱可能に係合
可能であってもよい。
【０２１０】
　いくつかの実施形態では、本体部分又は本体部分の少なくともいずれかの端部は弾性材
料を含む。
【０２１１】
　いくつかの実施形態では、本体部分又は本体部分の少なくともいずれかの端部は可撓性
材料を含む。
【０２１２】
　いくつかの実施形態では、インターフェースは高分子材料である又は高分子材料を含む
。
【０２１３】
　いくつかの実施形態では、高分子材料は、熱可塑性エラストマー、ポリプロピレン系エ
ラストマー、液状シリコーンゴム、又は通気性熱可塑性ポリウレタン、又は通気性ポリア
ミドの１つ又はいずれか１つ以上の組み合わせであり、より好ましくは、ポリマーは、ポ
リオレフィン、熱可塑性エラストマー又は通気性熱可塑性エラストマー、例えば、スチレ
ンブロック共重合体、コポリエステルエラストマー、又は熱可塑性ポリオレフィンエラス
トマー、又は熱可塑性ポリウレタンエラストマーなどの熱可塑性エラストマー族などであ
ってもよいが、これらに限定されず、更により好ましくは、ショアＡ硬度が約３０未満、
又は約３０～約９０、又は約３０～約８０又は約３０～約７０、又は約３０～約６０、又
は約３０～約５０又は約３０～約４０、又は約３０、又は約４０、又は約５０、又は約６
０、又は約７０、又は約８０、又は約９０であるポリマーである。
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【０２１４】
　本明細書中に開示される態様の少なくとも１つによれば、鼻カニューラなどの患者イン
ターフェースは、使用時、ユーザの顔上に配置される長尺状の本体を含み、本体が、ユー
ザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻孔内に挿入される、又はユーザの鼻の１つの鼻孔若
しくは複数の鼻孔内にガスの流れを案内するための少なくとも１つの及び好ましくは一対
の鼻プロングと、本体に可動的に結合され、顔面接触表面にかけられた力又は動き又はそ
の両方に応答し、本体及び鼻プロングへのこのような力及び／又は動きの伝達を少なくと
も一部軽減する少なくとも１つの及び好ましくは一対の顔面接触表面と、を含む。
【０２１５】
　いくつかの実施形態では、それぞれの顔面接触表面は本体の端部部分に可動的に結合さ
れている。
【０２１６】
　いくつかの実施形態では、それぞれの顔面接触表面は本体に摺動可能に結合されている
。
【０２１７】
　いくつかの実施形態では、それぞれの顔面接触表面は、それぞれの顔面接触表面に対応
付けられた、本体の一部分を中に摺動可能に受け入れるための中空のガイドを有する。
【０２１８】
　いくつかの実施形態では、患者インターフェースは、それぞれの顔面接触表面に対応付
けられた弾性部材を更に含む。
【０２１９】
　いくつかの実施形態では、弾性部材は、顔面接触部分と本体との間に結合されている。
【０２２０】
　いくつかの実施形態では、弾性部材は、顔面接触表面を本体の中心に向かって押し動か
す。
【０２２１】
　いくつかの実施形態では、弾性部材は圧縮ばねを含む。
【０２２２】
　いくつかの実施形態では、本体は、鼻プロングが延出するブリッジ部を含む。いくつか
の実施形態では、ブリッジ部は、内側に湾曲し、本来の位置のユーザの鼻中隔に向かって
延びる。
【０２２３】
　いくつかの実施形態では、本体は実質的に剛性である。
【０２２４】
　いくつかの実施形態では、本体は実質的に中空であり、本体内におけるガスの流れを可
能にするために鼻プロングに流体的に結合されている。
【０２２５】
　いくつかの実施形態では、本体の少なくとも１つの端部及び好ましくは両端は、呼吸回
路のガスの流路に流体的に結合するように構成されている。
【０２２６】
　いくつかの実施形態では、それぞれの顔面接触表面には、ユーザの顔の頬に係合するよ
うに起伏が付けられている。
【０２２７】
　本明細書中に開示される態様の少なくとも１つによれば、鼻カニューラなどの患者イン
ターフェースは、使用時、ユーザの顔上に配置される本体を含み、本体が、動作位置にお
いて、ユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻孔内に挿入される、又はユーザの鼻の１
つの鼻孔若しくは複数の鼻孔内にガスの流れを案内するための少なくとも１つの及び好ま
しくは一対の鼻プロングと、それぞれが入カエネルギーに応答して作動し、本体の少なく
とも１つの他の領域を移動させて鼻プロングを動作位置に保持するように構成されている
少なくとも１つの及び好ましくは一対の能動要素と、を含む。
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【０２２８】
　いくつかの実施形態では、入カエネルギーは非機械的エネルギーである。
【０２２９】
　いくつかの実施形態では、少なくとも１つの能動要素は、入カエネルギーを機械的エネ
ルギーに変換し、本体の少なくとも１つの他の領域を移動させるように構成されている。
【０２３０】
　いくつかの実施形態では、各能動要素は少なくとも１つの及び好ましくは一対の膨張要
素を含み、少なくとも１つの及び好ましくは一対の膨張要素は入カエネルギーに応答して
膨張し、鼻プロングに隣接する少なくとも１つの他の領域を移動させて、１つの鼻プロン
グ又は複数の鼻プロングを動作位置に保持するように構成されている。
【０２３１】
　いくつかの実施形態では、膨張要素は本体のユーザ係合側に配置されている。
【０２３２】
　いくつかの実施形態では、膨張要素は、本来の位置のユーザの顔の頬に隣接して配置さ
れるように構成されている。
【０２３３】
　いくつかの実施形態では、患者インターフェースは、能動要素の１つ以上の作動に応答
して動作可能な１つ以上のヒンジ、ピボット若しくは関節式ジョイント又はこれらの任意
の組み合わせを更に含む。
【０２３４】
　いくつかの実施形態では、鼻プロングが延出する本体のブリッジ部に、１つ以上のヒン
ジがある。
【０２３５】
　いくつかの実施形態では、膨張要素は、入カエネルギーに応答して膨張し、鼻プロング
が本来の位置のユーザの人中に向かって及び／又は対して延びる、本体のブリッジ部を移
動させるように構成されている。
【０２３６】
　いくつかの実施形態では、本体は少なくとも１つ以上の領域が可撓性であり、膨張要素
の膨張に応答して変形し、ブリッジ部を本来の位置の人中に向かって移動させる。
【０２３７】
　いくつかの実施形態では、ブリッジ部は１つ以上のヒンジを含む。
【０２３８】
　いくつかの実施形態では、少なくとも１つの能動要素は、本体の少なくとも１つの他の
領域を移動させるための電気活性化エネルギーを受け取るように構成された電気機械要素
である。
【０２３９】
　いくつかの実施形態では、電気機械要素は電気回路に結合されており、電気回路におけ
る電圧、抵抗若しくは電流又は任意の組み合わせの変化によって発生した電気活性化信号
に応答して作動される。
【０２４０】
　いくつかの実施形態では、本体の１つ以上の領域が受けた動き又は力又はこの両方が電
気活性化信号を発生させる。
【０２４１】
　いくつかの実施形態では、本体の１つ以上の領域の動きが回路の電気接点を係合させ、
電気活性化信号を発生させる。
【０２４２】
　いくつかの実施形態では、本体の１つ以上の領域の動きが回路の電気抵抗の変化を生じ
させ、電気活性化信号を発生させる。
【０２４３】
　いくつかの実施形態では、電気機械要素は、導電性ポリマー又はバイメタルストリップ
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又はこれらの任意の組み合わせを含む。
【０２４４】
　いくつかの実施形態では、電気機械要素は一対の電磁石を含む。
【０２４５】
　いくつかの実施形態では、入カエネルギーは本体の１つ以上の領域の湿度の変化により
示され、少なくとも１つの能動要素は、閾値湿度又は湿度の変化又はその両方に応答して
作動し、本体の少なくとも１つの他の領域を移動させ、鼻プロングを動作位置に保持する
ように構成されている。
【０２４６】
　いくつかの実施形態では、能動要素は、水を吸収し、閾値湿度又は湿度の変化又はその
両方に応答して膨張し、それによって本体の少なくとも１つの他の領域を移動させるよう
に構成されている。
【０２４７】
　いくつかの実施形態では、能動要素又は能動要素の少なくとも一部分は対応する鼻プロ
ングの基部に隣接して配置されており、本来の位置の人中に係合するように構成されてお
り、能動要素又は能動要素の一部分の膨張は鼻プロングをユーザの各鼻孔の後部に向かっ
て枢動させ、鼻プロングを動作位置に保持する。
【０２４８】
　いくつかの実施形態では、少なくとも１つの能動要素は、湿度の増加により膨張するよ
うに構成された高分子材料を含む。
【０２４９】
　いくつかの実施形態では、少なくとも１つの能動要素は本体の少なくとも一部分を形成
する。
【０２５０】
　いくつかの実施形態では、本体は、左本体部分又はサイドアームと、別個の右本体部分
又はサイドアームと、を含み、左及び右本体部分又はサイドアームのそれぞれは、能動要
素と、左及び右本体部分又はサイドアームのそれぞれに対応付けられた鼻プロングと、を
有する。
【０２５１】
　いくつかの実施形態では、患者インターフェースはブリッジ部を更に含み、ブリッジ部
は、左サイドアーム及び右サイドアームそれぞれの能動要素の上をまたぎ、要素を本来の
位置のユーザの人中に対し保持する。
【０２５２】
　いくつかの実施形態では、患者インターフェースは、使用時、ユーザの顔に係合するよ
うに構成された少なくとも１つの及び好ましくは一対の顔面接触パッドを更に含み、ブリ
ッジ部の端部又はいずれかの端部は、１つの顔面接触パッド又は複数の顔面接触パッドに
それぞれ結合されている。
【０２５３】
　本明細書中に開示される実施形態の少なくとも１つによれば、鼻カニューラなどの患者
インターフェースは、
ａ．使用時にユーザの顔上に配置される本体部分であって、本体部分は、左サイドアーム
及び右サイドアームと、左サイドアームと右サイドアームとの間のブリッジ部と、を有す
る、本体部分と、
ｂ．ブリッジ部から延び、動作位置において、ユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻
孔内に挿入される、又はユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻孔内にガスの流れを案
内するための少なくとも１つの及び好ましくは一対の鼻プロングと、
を含み、
ｃ．本体部分は、鼻プロングに接続された、ユーザの鼻の鼻孔にガスを供給するための少
なくとも１つの流体通路を有し、
ｄ．通路の断面は本体部分の長さに沿って変化し、本体部分に沿って変化する可撓性を持
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つ領域を提供する。
【０２５４】
　いくつかの実施形態では、通路の断面の形状は本体部分の長さの少なくとも一部分に沿
って変化する。
【０２５５】
　いくつかの実施形態では、断面は、呼吸チューブ又は導管と（着脱可能に若しくは永久
的のいずれかにおいて）接続するための外端部における又はその近傍の略円形断面から、
長尺状の断面へと変化し、長尺状の断面は、実質的に垂直に（ユーザの顔に平行に）配置
された長軸を有する。
【０２５６】
　いくつかの実施形態では、長尺状の断面は、本体部分の曲げ領域若しくはヒンジ部内に
設けられるか、又は本体部分の曲げ領域若しくはヒンジ部を形成し、長尺状の断面は、長
尺状の断面の短軸の方向に、ユーザの顔の方に又はユーザの顔から離れる方に本体部分を
曲げるためのより高い可撓性を付与する。
【０２５７】
　いくつかの実施形態では、長尺状の断面は、前記プロングと、呼吸チューブ又は導管が
取り付けられる通路への入口との間の、本体部分のブリッジ部に隣接している。
【０２５８】
　いくつかの実施形態では、本体部分は、本体部分の曲げ領域においてユーザの顔の方及
びユーザの顔から離れる方に優先的に曲がる。
【０２５９】
　いくつかの実施形態では、通路の断面積は本体部分の長さの一部分に沿って実質的に一
定である。
【０２６０】
　いくつかの実施形態では、ブリッジ部は、患者インターフェースの他の部分と比して比
較的剛性が高い。
【０２６１】
　いくつかの実施形態では、ブリッジ部は、ブリッジ部のユーザの顔側から離れる方に張
り出すか湾曲した状態で外側に延出することによって左サイドアーム及び右サイドアーム
へと移行し、左サイドアーム及び右サイドアームは、本体部分の前方範囲から後方に、ブ
リッジ部から離れる方に湾曲する。
【０２６２】
　いくつかの実施形態では、ブリッジ部のユーザの顔側並びに／又はブリッジ部と左サイ
ドアーム及び右サイドアームとの間の移行領域の湾曲は比較的大きな半径（又は半径（複
数））を有し、このため、ユーザの顔にかかるブリッジ及び／又は移行領域からの圧力が
ユーザの人中又は上唇領域上で分散される。
【０２６３】
　いくつかの実施形態では、本体部分はブリッジ部の各側から前方にブリッジ部の前方の
位置へと延び、その後、少なくとも使用時の位置において、左サイドアーム及び右サイド
アームの遠位端はブリッジ部の後方に配置されるように後方に延びる。
【０２６４】
　いくつかの実施形態では、本体部分を上から見ると、本体部分は、各鼻プロングと、左
サイドアーム及び右サイドアームとの間にＵ字形領域を含み、使用時、Ｕ字形領域の内側
はユーザの顔に面している。
【０２６５】
　いくつかの実施形態では、本体部分の左部分又は右部分がユーザの顔の方に又はユーザ
の顔から離れる方に撓むと、各Ｕ字形領域は、本体部分が優先的に曲がる曲げ領域を形成
する、又は本体部分が優先的に曲がる曲げ領域内に設けられる。
【０２６６】
　いくつかの実施形態では、曲げ領域はＵ字形領域の谷において曲がる傾向にある。
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【０２６７】
　いくつかの実施形態では、Ｕ字形領域の内角は約１３０度、又は１２０度、又は１１０
度、又は１０５度未満である。
【０２６８】
　いくつかの実施形態では、曲げ領域は、本体部分の顔側に対し、鼻プロングから外側に
且つ前方に配置されている。
【０２６９】
　いくつかの実施形態では、患者インターフェースは、単一材料から形成された単一の一
体形成構成要素である。
【０２７０】
　いくつかの実施形態では、患者インターフェースは単一成形操作から形成されている。
【０２７１】
　いくつかの実施形態では、患者インターフェースは、約５～６０のショアＡ硬度を持つ
熱可塑性材料又はシリコーン材料から形成されている。
【０２７２】
　いくつかの実施形態では、患者インターフェース使用時にユーザが装着したときにイン
ターフェースを所定の位置に保持するための、保持システムの少なくとも１つのパッドを
含み、パッドは、本体部分の左サイドアーム及び右サイドアームの少なくとも１つに取り
付けられており、同じ形状のパッドが本体部分の左サイドアーム及び右サイドアームの両
方に適用され得るように、パッドは、パッドを左側と右側とに分割する中心略垂直軸の周
りで実質的に対称である。
【０２７３】
　いくつかの実施形態では、１つのパッド又は複数のパッドは、ユーザの顔上にある対応
するパッドの相補的なフック又はループ部に接続するためのフック部を含む。
【０２７４】
　いくつかの実施形態では、プロングの基部における通路の断面は非対称な断面であり、
断面の一方の側は断面の他方の側よりも平坦である。
【０２７５】
　いくつかの実施形態では、プロングに沿って延在する通路は、プロングの基部における
非対称な断面からプロングの先端における円形断面へと形状が変化する。
【０２７６】
　いくつかの実施形態では、プロングの断面積はプロングの基部から先端に向かって減少
する。
【０２７７】
　いくつかの実施形態では、プロングのより平坦な側は患者インターフェースの前方側（
ユーザの顔とは逆側に面している）に向かって配置されている。
【０２７８】
　いくつかの実施形態では、本体部分は、本体部分の他の部分よりもブリッジ部に、長さ
当たりより多くの材料（より広い断面積）を含む。
【０２７９】
　いくつかの実施形態では、ブリッジ領域が曲げ領域に比べてより剛性が高くなるように
、ブリッジ領域はプロングの間に中実セクションを含む。
【０２８０】
　いくつかの実施形態では、ブリッジ部が曲げ領域に比べてより剛性が高くなるように、
ブリッジ部は曲げ領域の壁セクションよりも厚い壁セクションを含む。
【０２８１】
　いくつかの実施形態では、ブリッジ領域に剛性を付与するために、ブリッジ部は更によ
り剛性の高い材料を含む。
【０２８２】
　いくつかの実施形態では、ブリッジ領域は、ねじれ安定性を付与し且つ使用時にブリッ
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ジ領域がねじれるのを防ぐのに十分な高さ又は垂直寸法を有する。
【０２８３】
　いくつかの実施形態では、通路は、本体部分の左部分及び／又は右部分の垂直方向のほ
ぼ中央に配置されている。
【０２８４】
　いくつかの実施形態では、通路は、左サイドアーム及び右サイドアームそれぞれの上に
ある、使用時にユーザが装着したときにインターフェースを所定の位置に保持するための
保持システムのパッド上のほぼ中央に配置されている。
【０２８５】
　いくつかの実施形態では、本体部分の水平中立曲げ軸は、インターフェースをユーザの
顔に固定するための固定システムの垂直方向のほぼ中央に配置されている。
【０２８６】
　いくつかの実施形態では、本体部分は、より高い可撓性を有する領域及びより低い可撓
性を有する領域を実現するために、変化する幾何学的形状を含む。
【０２８７】
　いくつかの実施形態では、異なる可撓性を有する領域を提供するために本体部分の厚さ
を変化させている。
【０２８８】
　いくつかの実施形態では、本体部分は、本体部分の他の領域よりも本体部分の曲げ領域
に、通路を取り囲む厚さのより薄い壁又はセクションを有する。
【０２８９】
　いくつかの実施形態では、本体部分のＵ字形領域の谷における本体部分の断面積は、本
体部分の隣接する領域の断面積よりも小さい。
【０２９０】
　いくつかの実施形態では、本体部分は左通路と右通路とを有し、左通路と右通路とはブ
リッジ領域内の分割セクションによって分離されている。
【０２９１】
　いくつかの実施形態では、分割セクションは２つの鼻プロングの間にあるブリッジの中
心領域である。
【０２９２】
　いくつかの実施形態では、ブリッジ領域の中心領域は中実である。
【０２９３】
　いくつかの実施形態では、各プロングは患者インターフェースの本体部分のブリッジ部
と一体形成された基部を有し、各プロングの基部はプロングの壁とブリッジ部との間に隅
肉部を含み、隅肉部はプロングの外周部の周りに延在し、隅肉部の半径はプロングの外周
部の周りで変化する。
【０２９４】
　いくつかの実施形態では、隅肉部の半径はプロングの外周部の周りで変化し、プロング
の基部におけるプロングの壁厚を変化させる。
【０２９５】
　いくつかの実施形態では、プロング基部の厚みはプロングの外周部の周りで変化する。
【０２９６】
　いくつかの実施形態では、本体部分の非顔側の隅肉部の半径は、プロングの内側（２つ
のプロングの間）の隅肉部の半径及びプロングの外側の隅肉部の半径よりも小さい。
【０２９７】
　いくつかの実施形態では、プロングの内側の隅肉部の半径はプロングの外側の隅肉部の
半径よりも大きい。
【０２９８】
　いくつかの実施形態では、本体部分の顔側の隅肉部の半径は、プロングの内側の半径と
外側の半径との間である。
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【０２９９】
　いくつかの実施形態では、各プロングは患者インターフェースの本体部分のブリッジ部
と一体形成された基部を有し、プロング基部の厚みはプロングの外周部の周りで変化する
。
【０３００】
　本明細書中に開示される実施形態の少なくとも１つによれば、鼻カニューラなどの患者
インターフェースは、
ａ．使用時にユーザの顔上に配置される本体部分であって、本体部分は、左サイドアーム
及び右サイドアームと、左サイドアームと右サイドアームとの間のブリッジ部と、を有す
る、本体部分と、
ｂ．ブリッジ部から延び、動作位置において、ユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻
孔内に挿入される、又はユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻孔内にガスの流れを案
内するための少なくとも１つの及び好ましくは一対の鼻プロングと、
を含む、患者インターフェースであって、
ｃ．本体部分は、鼻プロングに接続された、ユーザの鼻の鼻孔にガスを供給するための少
なくとも１つの流体通路を有し、
ｄ．インターフェースをユーザの顔の所定の位置に保持するための保持システムの少なく
とも１つのパッドであって、パッドは本体部分の左サイドアーム及び右サイドアームの少
なくとも１つに取り付けられており、同じ形状のパッドが本体部分の左サイドアーム及び
右サイドアームの両方に適用され得るように、パッドは、パッドを左側と右側とに分割す
る中心軸の周りで実質的に対称である、パッド、
を含む、患者インターフェース。
【０３０１】
　本明細書中に開示される実施形態の少なくとも１つによれば、鼻カニューラなどの患者
インターフェースは、
ａ．使用時にユーザの顔上に配置される本体部分であって、本体部分は、左サイドアーム
及び右サイドアームと、左サイドアームと右サイドアームとの間のブリッジ部と、を有す
る、本体部分と、
ｂ．ブリッジ部から延び、動作位置において、ユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻
孔内に挿入される、又はユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻孔内にガスの流れを案
内するための少なくとも１つの及び好ましくは一対の鼻プロングと、
を含み、
ｃ．本体部分は、鼻プロングに接続された、ユーザの鼻の鼻孔にガスを供給するための少
なくとも１つの流体通路を有し、
ｄ．通路はプロングの基部において非対称な断面を有し、非対称な断面の一方の側が非対
称な断面の他方の側よりも平坦である。
【０３０２】
　いくつかの実施形態では、プロングに沿って延在する通路は、プロングの基部における
非対称な断面からプロングの先端における円形断面へと形状が変化する。
【０３０３】
　いくつかの実施形態では、プロングの断面積はプロングの基部から先端に向かって減少
する。
【０３０４】
　いくつかの実施形態では、プロングのより平坦な側は患者インターフェースの前方側（
ユーザの顔とは逆側に面している）に向かって配置されている。
【０３０５】
　本明細書中に開示される態様の少なくとも１つによれば、鼻カニューラなどの患者イン
ターフェースは、
ａ．使用時にユーザの顔上に配置される本体部分であって、本体部分は、左サイドアーム
及び右サイドアームと、左サイドアームと右サイドアームとの間のブリッジ部と、を有す
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る、本体部分と、
ｂ．ブリッジ部から延び、動作位置において、ユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻
孔内に挿入される、又はユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻孔内にガスの流れを案
内するための少なくとも１つの及び好ましくは一対の鼻プロングと、
を含み、
ｃ．本体部分は、鼻プロングに接続された、ユーザの鼻の鼻孔にガスを供給するための少
なくとも１つの流体通路を有し、
ｄ．患者インターフェースは、単一材料から形成された単一の一体形成構成要素であり、
ブリッジ部は、左サイドアーム及び右サイドアームを含む患者インターフェースの他の部
分と比して比較的剛性が高い。
【０３０６】
　いくつかの実施形態では、患者インターフェースは、約５～６０のショアＡ硬度を持つ
熱可塑性材料又はシリコーン材料から形成されている。
【０３０７】
　いくつかの実施形態では、本体部分は、本体部分の他の部分よりもブリッジ部に、長さ
当たりより多くの材料（より広い断面積）を含む。
【０３０８】
　いくつかの実施形態では、ブリッジ領域はプロングの間に中実セクションを含む。
【０３０９】
　いくつかの実施形態では、ブリッジ領域は、ねじれ安定性を付与し且つ使用時にブリッ
ジ領域がねじれるのを防ぐのに十分な高さ又は垂直寸法を有する。
【０３１０】
　いくつかの実施形態では、本体部分は、より高い可撓性を有する領域及びより低い可撓
性を有する領域を実現するために、変化する幾何学的形状を含む。
【０３１１】
　いくつかの実施形態では、異なる可撓性を有する領域を提供するために本体部分の厚さ
を変化させている。
【０３１２】
　いくつかの実施形態では、本体部分は、本体部分の他の領域よりも本体部分の曲げ領域
に、通路を取り囲む厚さのより薄い壁又はセクションを有する。
【０３１３】
　いくつかの実施形態では、本体部分のＵ字形領域の谷における本体部分の断面積は、本
体部分の隣接する領域の断面積よりも小さい。
【０３１４】
　いくつかの実施形態では、本体部分は左通路と右通路とを有し、左通路と右通路とはブ
リッジ領域内の分割セクションによって分離されている。
【０３１５】
　いくつかの実施形態では、分割セクションは２つの鼻プロングの間にあるブリッジの中
心領域である。
【０３１６】
　いくつかの実施形態では、ブリッジ領域の中心領域は中実である。
【０３１７】
　本明細書中に開示される態様の少なくとも１つによれば、鼻カニューラなどの患者イン
ターフェースは、
ａ．使用時にユーザの顔上に配置される本体部分であって、本体部分は、左サイドアーム
及び右サイドアームと、左サイドアームと右サイドアームとの間のブリッジ部と、を有す
る、本体部分と、
ｂ．ブリッジ部から延び、動作位置において、ユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻
孔内に挿入される、又はユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻孔内にガスの流れを案
内するための少なくとも１つの及び好ましくは一対の鼻プロングと、
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を含み、
ｃ．本体部分は、鼻プロングに接続された、ユーザの鼻の鼻孔にガスを供給するための少
なくとも１つの流体通路を有し、通路は、本体部分の左及び／又は右サイドアームの垂直
方向のほぼ中央に配置されている。
【０３１８】
　本明細書中に開示される態様の少なくとも１つによれば、鼻カニューラなどの患者イン
ターフェースは、
ａ．使用時にユーザの顔上に配置される本体部分であって、本体部分は、左サイドアーム
及び右サイドアームと、左サイドアームと右サイドアームとの間のブリッジ部と、を有す
る、本体部分と、
ｂ．ブリッジ部から延び、動作位置において、ユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻
孔内に挿入される、又はユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻孔内にガスの流れを案
内するための少なくとも１つの及び好ましくは一対の鼻プロングと、
を含む、患者インターフェースであって、
ｃ．本体部分は、鼻プロングに接続された、ユーザの鼻の鼻孔にガスを供給するための少
なくとも１つの流体通路を有し、
ｄ．左サイドアーム及び右サイドアームのそれぞれの上にある、インターフェースをユー
ザの顔の所定の位置に保持するための保持システムのパッドであって、通路がパッドのほ
ぼ中央に配置されているパッド
を含む、患者インターフェース。
【０３１９】
　本明細書中に開示される態様の少なくとも１つによれば、鼻カニューラなどの患者イン
ターフェースは、
ａ．使用時にユーザの顔上に配置される本体部分であって、本体部分は、左サイドアーム
及び右サイドアームと、左サイドアームと右サイドアームとの間のブリッジ部と、を有す
る、本体部分と、
ｂ．ブリッジ部から延び、動作位置において、ユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻
孔内に挿入される、又はユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻孔内にガスの流れを案
内するための少なくとも１つの及び好ましくは一対の鼻プロングと、
を含む、患者インターフェースであって、
ｃ．本体部分は、鼻プロングに接続された、ユーザの鼻の鼻孔にガスを供給するための少
なくとも１つの流体通路を有し、
左サイドアーム及び右サイドアームのそれぞれの上にある、インターフェースをユーザの
顔の所定の位置に保持するための保持システムのパッドであって、本体部分の水平中立曲
げ軸がパッドの垂直方向のほぼ中央に配置されるパッド
を含む、患者インターフェース。
【０３２０】
　本明細書中に開示される態様の少なくとも１つによれば、鼻カニューラなどの患者イン
ターフェースは、
ａ．使用時にユーザの顔上に配置される本体部分であって、本体部分は、左サイドアーム
及び右サイドアームと、左サイドアームと右サイドアームとの間のブリッジ部と、を有す
る、本体部分と、
ｂ．ブリッジ部から延び、動作位置において、ユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻
孔内に挿入される、又はユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻孔内にガスの流れを案
内するための少なくとも１つの及び好ましくは一対の鼻プロングと、
を含み、
ｃ．本体部分は、鼻プロングに接続された、ユーザの鼻の鼻孔にガスを供給するための少
なくとも１つの流体通路を有し、
ｄ．各プロングは患者インターフェースの本体部分のブリッジ部と一体形成された基部を
有し、各プロングの基部はプロングの壁とブリッジ部との間に隅肉部を含み、隅肉部はプ
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ロングの外周部の周りに延在し、隅肉部の半径はプロングの外周部の周りで変化する。
【０３２１】
　いくつかの実施形態では、隅肉部の半径はプロングの外周部の周りで変化し、プロング
の基部におけるプロングの壁厚を変化させる。
【０３２２】
　いくつかの実施形態では、プロング基部の厚みはプロングの外周部の周りで変化する。
【０３２３】
　いくつかの実施形態では、本体部分の非顔側の隅肉部の半径は、プロングの内側（２つ
のプロングの間）の隅肉部の半径及びプロングの外側の隅肉部の半径よりも小さい。
【０３２４】
　いくつかの実施形態では、プロングの内側の隅肉部の半径はプロングの外側の隅肉部の
半径よりも大きい。
【０３２５】
　いくつかの実施形態では、本体部分の顔側の隅肉部の半径は、プロングの内側の半径と
外側の半径との間である。
【０３２６】
　本明細書中に開示される態様の少なくとも１つによれば、鼻カニューラなどの患者イン
ターフェースは、
ａ．使用時にユーザの顔上に配置される本体部分であって、本体部分は、左サイドアーム
及び右サイドアームと、左サイドアームと右サイドアームとの間のブリッジ部と、を有す
る、本体部分と、
ｂ．ブリッジ部から延び、動作位置において、ユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻
孔内に挿入される、又はユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻孔内にガスの流れを案
内するための少なくとも１つの及び好ましくは一対の鼻プロングと、
を含み、
ｃ．本体部分は、鼻プロングに接続された、ユーザの鼻の鼻孔にガスを供給するための少
なくとも１つの流体通路を有し、
ｄ．各プロングは患者インターフェースの本体部分のブリッジ部と一体形成された基部を
有し、プロング基部の厚みはプロングの外周部の周りで変化する。
【０３２７】
　本明細書中に開示される態様の少なくとも１つによれば、パテント（ｐａｔｅｎｔ）イ
ンターフェースは、１つ以上の曲げ又はヒンジ領域とともに単一材料から形成された単一
の一体形成構成要素を含む。
【０３２８】
　いくつかの実施形態では、患者インターフェースは、ブリッジ部と、ブリッジ部から延
びる鼻プロングと、を含み、ブリッジ部は曲げ又はヒンジ領域に比べてより剛性が高い。
【０３２９】
　いくつかの実施形態では、曲げ又はヒンジ領域は、少なくとも１つの曲げ若しくはヒン
ジ要素、例えば機械的なヒンジによって形成されてもよく、又は少なくとも１つの曲げ若
しくはヒンジ要素、例えば機械的なヒンジを含んでもよい。
【０３３０】
　本明細書及び特許請求の範囲で使用される「頬」という用語は、頬骨における又は頬骨
に隣接するユーザの顔の任意の領域を意味し、頬骨の横及び／若しくは下の任意の領域を
含んでもよく、並びに／又は対応するユーザの目、耳及び鼻の周りの間の任意の他の領域
を含んでもよい。
【０３３１】
　本明細書及び特許請求の範囲で、特にこのように識別される種々の領域又は場所に関し
て使用される「補償」という用語は、以下の少なくとも１つの以上が可能な領域又は場所
を意味する。患者インターフェースの少なくとも一部分への力の印加若しくは印加された
動きから生じた、又は患者インターフェースの少なくとも一部分にかけられた力若しくは
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動きから生じた形状変化、又は撓み、又は曲げ、又はねじれ、剪断若しくは剪断型の運動
、又は局所変位、又は動的な挙動若しくは応答の少なくともいくつかの他の形態。
【０３３２】
　本明細書で使用する「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」という用語は、「少なくとも部
分的に、からなる（ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ　ａｔ　ｌｅａｓｔ　ｉｎ　ｐａｒｔ　ｏｆ」
を意味する。「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」という用語を含む本明細書の各記載を解
釈する場合、この用語の前に置かれた特徴以外の特徴も存在し得る。「含む（ｃｏｍｐｒ
ｉｓｅ）」及び「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ）」などの関連用語も同様に解釈すべきであ
る。
【０３３３】
　本発明は、また、本出願の明細書で参照される又は示される部品、要素及び特徴を個々
に又は集合的に、また、任意の２つ以上の前記部品、要素若しくは特徴の一部又は全部の
組み合わせを広く含むとされ得る。本明細書で、本発明が関係する技術分野における既知
の均等物を有する特定の整数に言及する場合、このような既知の均等物は個々に説明する
かのように本明細書中に組み込まれると考えられる。
【０３３４】
　本発明は上記を含むとともに、以下で単に例として記載する構造も想定する。
【０３３５】
　本開示のこれら及び他の特徴、態様並びに利点を、例示的ではあるが本開示を限定すべ
きではない以下の図面を参照して記載する。
【図面の簡単な説明】
【０３３６】
【図１】加湿ガスの流れを、ユーザによって装着されている患者インターフェースに送達
するための加湿システムの一般的なセットアップを示す。
【図２Ａ－２Ｅ】特にインターフェースにブリッジ部要素が組み込まれる患者インターフ
ェースを種々の角度から示す。より具体的には、図２Ａはインターフェースの前部斜視図
を示す。図２Ｂはインターフェースの後部斜視図を示す。図２Ｃはインターフェースのサ
イドアームの部分断面図を示す。図２Ｄはブリッジ部要素の前部斜視図を示す。図２Ｅは
図２Ｄの後部斜視図を示す。
【図２Ｆ】１つ以上の補償領域（又は場所）が作動状態になる前の図２Ａのインターフェ
ースの平面図における形状を示す線図を示す。
【図２Ｇ】１つ以上の補償領域（又は場所）が印加された力に応答して作動された線図を
示す。
【図３Ａ－３Ｃ】特にインターフェースにブリッジ部要素が組み込まれる患者インターフ
ェースを種々の角度から示す。より具体的には、図３Ａはインターフェースの前部斜視図
を示す。図３Ｂは図３Ｂの後部斜視図を示す。図３Ｃはインターフェースのサイドアーム
の部分断面図を示す。
【図３Ｄ】１つ以上の補償領域（又は場所）が作動状態になる前の図３Ａのインターフェ
ースの形状をパン図（ｐａｎ　ｖｉｅｗ）で示す線図を示す。
【図３Ｅ】１つ以上の補償領域（又は場所）が印加された力に応答して作動された線図を
示す。
【図４Ａ－４Ｃ】特にインターフェースにブリッジ部要素が組み込まれる患者インターフ
ェースを種々の角度から示す。より具体的には、図４Ａはインターフェースの前部斜視図
を示す。図４Ｂは図４Ａの後部斜視図を示す。図４Ｃはインターフェースのサイドアーム
の部分断面図を示す。
【図４Ｄ】１つ以上の補償領域（又は場所）が作動状態になる前の図４Ａのインターフェ
ースの平面図における形状を示す線図を示す。
【図４Ｅ】１つ以上の補償領域（又は場所）が印加された力に応答して作動された線図を
示す。
【図５Ａ－５Ｅ】特にインターフェースにブリッジ部要素及びサイドアーム要素が組み込
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まれる患者インターフェースを種々の角度から示す。より具体的には、図５Ａはインター
フェースの前部斜視図を示す。図５Ｂは図５Ａの後部斜視図を示す。図５Ｃはインターフ
ェースのサイドアーム及びサイドアーム要素の部分断面図を示す。図５Ｄはサイドアーム
要素とともにブリッジ部要素の前部斜視図を示す。図５Ｅは図５Ｄの後部斜視図を示す。
【図５Ｆ】１つ以上の補償領域（又は場所）が作動状態になる前の図５Ａのインターフェ
ースの平面図における形状を示す線図を示す。
【図５Ｇ】１つ以上の補償領域（又は場所）が印加された力に応答して作動された線図を
示す。
【図６Ａ－６Ｅ】特にインターフェースにブリッジ部要素及びサイドアーム要素が組み込
まれる患者インターフェースを種々の角度から示す。より具体的には、図６Ａはインター
フェースの前部斜視図を示す。図６Ｂは図６Ａの後部斜視図を示す。図６Ｃはインターフ
ェースのサイドアーム及びサイドアーム要素の部分断面図を示す。図６Ｄはサイドアーム
要素とともにブリッジ部要素の後部斜視図を示す。図６Ｅは図６Ｄの前部斜視図を示す。
【図６Ｆ】１つ以上の補償領域（又は場所）が作動状態になる前の図６Ａのインターフェ
ースの平面図における形状を示す線図を示す。
【図６Ｇ】１つ以上の補償領域（又は場所）が印加された力に応答して作動された線図を
示す。
【図７Ａ－７Ｅ】特にインターフェースにブリッジ部要素及びサイドアーム要素が組み込
まれる患者インターフェースを種々の角度から示す。より具体的には、図７Ａはインター
フェースの前部斜視図を示す。図７Ｂは図７Ａの後部斜視図を示す。図７Ｃはインターフ
ェースのサイドアーム及びサイドアーム要素の部分断面図を示す。図７Ｄはサイドアーム
要素とともにブリッジ部要素の前部斜視図を示す。図７Ｅは図７Ｄの後部斜視図を示す。
【図７Ｆ】１つ以上の補償領域（又は場所）が作動状態になる前の図７Ａのインターフェ
ースの平面図における形状を示す線図を示す。
【図７Ｇ】１つ以上の補償領域（又は場所）が印加された力に応答して作動された線図を
示す。
【図８Ａ－８Ｅ】特にインターフェースにブリッジ部要素及びサイドアーム要素が組み込
まれる患者インターフェースを種々の角度から示す。より具体的には、図８Ａはインター
フェースの前部斜視図を示す。図８Ｂは図８Ａの後部斜視図を示す。図８Ｃはインターフ
ェースのサイドアーム及びサイドアーム要素の部分断面図を示す。図８Ｄはサイドアーム
要素とともにブリッジ部要素の前部斜視図を示す。図８Ｅは図８Ｄの後部斜視図を示す。
【図８Ｆ】１つ以上の補償領域（又は場所）が作動状態になる前の図８Ａのインターフェ
ースの平面図における形状を示す線図を示す。
【図８Ｇ】１つ以上の補償領域（又は場所）が印加された力に応答して作動された線図を
示す。
【図９Ａ－９Ｅ】特にインターフェースにブリッジ部要素及びサイドアーム要素が組み込
まれる患者インターフェースを種々の角度から示す。より具体的には、図９Ａはインター
フェースの前部斜視図を示す。図９Ｂは図９Ａの後部斜視図を示す。図９Ｃはインターフ
ェースのサイドアーム及びサイドアーム要素の部分断面図を示す。図９Ｄはサイドアーム
要素とともにブリッジ部要素の前部斜視図を示す。図９Ｅは図９Ｄの後部斜視図を示す。
【図９Ｆ】１つ以上の補償領域（又は場所）が作動状態になる前の図９Ａのインターフェ
ースの平面図における形状を示す線図を示す。
【図９Ｇ】１つ以上の補償領域（又は場所）が印加された力に応答して作動された線図を
示す。
【図１０Ａ－１０Ｅ】特にインターフェースにブリッジ部要素及びサイドアーム要素が組
み込まれる患者インターフェースを種々の角度から示す。より具体的には、図１０Ａはイ
ンターフェースの前部斜視図を示す。図１０Ｂは図１０Ａの後部斜視図を示す。図１０Ｃ
はインターフェースのサイドアーム及びサイドアーム要素の部分断面図を示す。図１０Ｄ
はサイドアーム要素とともにブリッジ部要素の前部斜視図を示す。図１０Ｅは図１０Ｄの
後部斜視図を示す。
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【図１０Ｆ】１つ以上の補償領域（又は場所）が作動状態になる前の図１０Ａのインター
フェースの平面図における形状を示す線図を示す。
【図１０Ｇ】１つ以上の補償領域（又は場所）が印加された力に応答して作動された線図
を示す。
【図１０Ｈ】１つ以上の補償領域（又は場所）が作動状態になる前の図１０Ａのインター
フェースの正面図としての形状を示す線図を示す。
【図１０Ｉ】１つ以上の補償領域（又は場所）が作動された線図を示す。
【図１１Ａ－１１Ｅ】特にインターフェースにブリッジ部要素及びサイドアーム要素が組
み込まれる患者インターフェースを種々の角度から示す。より具体的には、図１１Ａはイ
ンターフェースの前部斜視図を示す。図１１Ｂは図１１Ａの後部斜視図を示す。図１１Ｃ
はインターフェースのサイドアーム及びサイドアーム要素の部分断面図を示す。図１１Ｄ
はサイドアーム要素とともにブリッジ部要素の前部斜視図を示す。図１１Ｅは図１１Ｄの
後部斜視図を示す。
【図１１Ｆ】１つ以上の補償領域（又は場所）が作動状態になる前の図１１Ａのインター
フェースの平面図における形状を示す第１の線図を示す。
【図１１Ｇ】１つ以上の補償領域（又は場所）が印加された力に応答して作動された線図
を示す。
【図１１Ｈ】１つ以上の補償領域（又は場所）が作動状態になる前の図１１Ａのインター
フェースの平面図における形状を示す第２の線図を示す。
【図１１Ｉ】１つ以上の補償領域（又は場所）が作動された線図を示す。
【図１２Ａ－１２Ｅ】特にインターフェースにブリッジ部要素及びサイドアーム要素が組
み込まれる患者インターフェースを種々の角度から示す。より具体的には、図１２Ａはイ
ンターフェースの前部斜視図を示す。図１２Ｂは図１２Ａの後部斜視図を示す。図１２Ｃ
はインターフェースのサイドアーム及びサイドアーム要素の部分断面図を示す。図１２Ｄ
はサイドアーム要素とともにブリッジ部要素の前部斜視図を示す。図１２Ｅは図１２Ｄの
後部斜視図示す。
【図１２Ｆ】１つ以上の補償領域（又は場所）が作動状態になる前の図９Ａのインターフ
ェースの平面図における形状を示す線図を示す。
【図１２Ｇ】１つ以上の補償領域（又は場所）が印加された力に応答して作動された線図
を示す。
【図１３Ａ－１３Ｅ】特にインターフェースにブリッジ部要素及びサイドアーム要素が組
み込まれる患者インターフェースを種々の角度から示す。より具体的には、図１３Ａはイ
ンターフェースの前部斜視図を示す。図１３Ｂは図１３Ａの後部斜視図を示す。図１３Ｃ
はインターフェースのサイドアーム及びサイドアーム要素の部分断面図を示す。図１３Ｄ
はサイドアーム要素とともにブリッジ部要素の前部斜視図を示す。図１３Ｅは図１３Ｄの
後部斜視図を示す。
【図１３Ｆ】１つ以上の補償領域（又は場所）が作動状態になる前の図１３Ａのインター
フェースの平面図における形状を示す線図を示す。
【図１３Ｇ】１つ以上の補償領域（又は場所）が印加された力に応答して作動された線図
を示す。
【図１４Ａ－１４Ｅ】特にインターフェースにブリッジ部要素及びサイドアーム要素が組
み込まれる患者インターフェースを種々の角度から示す。より具体的には、図１４Ａはイ
ンターフェースの前部斜視図を示す。図１４Ｂは図１４Ａの後部斜視図を示す。図１４Ｃ
はインターフェースのサイドアーム及びサイドアーム要素の部分断面図を示す。図１４Ｄ
はサイドアーム要素とともにブリッジ部要素の前部斜視図を示す。図１４Ｅは図１４Ｄの
後部斜視図を示す。
【図１４Ｆ】１つ以上の補償領域（又は場所）が作動状態になる前の図１４Ａのインター
フェースの平面図における形状を示す線図を示す。
【図１４Ｇ】１つ以上の補償領域（又は場所）が印加された力に応答して作動された線図
を示す。
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【図１５Ａ－１５Ｅ】特にインターフェースにブリッジ部要素及びサイドアーム要素が組
み込まれる患者インターフェースを種々の角度から示す。より具体的には、図１５Ａはイ
ンターフェースの前部斜視図を示す。図１５Ｂは図１５Ａの後部斜視図を示す。図１５Ｃ
はインターフェースのサイドアーム及びサイドアーム要素の部分断面図を示す。図１５Ｄ
はサイドアーム要素とともにブリッジ部要素の前部斜視図を示す。図１５Ｅは図１５Ｄの
後部斜視図を示す。
【図１５Ｆ】１つ以上の補償領域（又は場所）が作動状態になる前の図１５Ａのインター
フェースの平面図における形状を示す線図を示す。
【図１５Ｇ】１つ以上の補償領域（又は場所）が印加された力に応答して作動された線図
を示す。
【図１６Ａ－１６Ｅ】特にインターフェースにブリッジ部要素及びサイドアーム要素が組
み込まれる患者インターフェースを種々の角度から示す。より具体的には、図１６Ａはイ
ンターフェースの前部斜視図を示す。図１６Ｂは図１６Ａの後部斜視図を示す。図１６Ｃ
はインターフェースのサイドアーム及びサイドアーム要素の部分断面図を示す。図１６Ｄ
はサイドアーム要素とともにブリッジ部要素の前部斜視図を示す。図１６Ｅは図１６Ｄの
後部斜視図を示す。
【図１６Ｆ】１つ以上の補償領域（又は場所）が作動状態になる前の図１６Ａのインター
フェースの平面図における形状を示す線図を示す。
【図１６Ｇ】１つ以上の補償領域（又は場所）が印加された力に応答して作動された線図
を示す。
【図１７Ａ－１７Ｅ】特にインターフェースのサイドアームにブリッジ部要素及び別個の
サイドアーム要素が組み込まれる患者インターフェースを種々の角度から示す。より具体
的には、図１７Ａはインターフェースの正面図を示す。図１６Ｂは図１７Ａの背面図を示
す。図１７Ｃはインターフェースに組み込まれているときのブリッジ部要素及び別個のサ
イドアーム要素の、これらの相対的空間配置における前部斜視図を示す。図１７Ｄは図１
７Ｃの後部斜視図である。図１７Ｅは図１７Ａのインターフェースの前部斜視図である。
【図１７Ｆ】１つ以上の補償領域（又は場所）が作動状態になる前の図１７Ｅのインター
フェースの平面図における形状を示す線図を示す。
【図１７Ｇ】１つ以上の補償領域（又は場所）が印加された力に応答して作動された線図
を示す。
【図１８】患者インターフェースの正面図を示す。
【図１９】図２に示される患者インターフェースの背面図を示す。
【図２０】図２に示される患者インターフェースの側部斜視図を示す。
【図２１Ａ】図２１に示される背面立面図の拡大図を示す。
【図２１Ｂ】図２１Ａに示される患者インターフェースに作用する力を示す概略図を示す
。
【図２２Ａ】患者インターフェースの一部分の拡大図を示す。
【図２２Ｂ】図２２Ａに示される患者インターフェースに作用する力を示す概略図を示す
。
【図２３】患者インターフェースの背面立面図を示す。
【図２４】患者インターフェースの背面立面図を示す。
【図２５Ａ－２５Ｃ】患者インターフェースの一実施形態を種々の角度から示す。
【図２６Ａ－２６Ｃ】患者インターフェースの別の実施形態を種々の角度から示す。
【図２７Ａ－２７Ｃ】患者インターフェースの別の実施形態を種々の角度から示す。
【図２８Ａ－２８Ｂ】患者インターフェースの別の実施形態を種々の角度から示す。
【図２９Ａ－２９Ｃ】患者インターフェースの別の実施形態を種々の角度から示す。
【図３０Ａ－３０Ｃ】非使用時の構成にある患者インターフェースの別の実施形態を種々
の角度から示す。
【図３１Ａ－３１Ｃ】使用時の構成にある患者インターフェースの第６の実施形態を種々
の角度から示す。
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【図３２】患者インターフェースをユーザの顔に着脱可能に接続するための、固定システ
ム（一例はループ材料）などの着脱可能な接続システムの１つの部品を含む、図３０Ａ～
図３０Ｃ及び図３１Ａ～図３１Ｃに示される実施形態の変更形態である。
【図３３】患者インターフェースの別の実施形態を示す。
【図３４】患者インターフェースの別の実施形態を示す。
【図３５Ａ－３５Ｃ】インターフェースの別の実施形態を種々の角度から示す。
【図３６】患者インターフェースの別の実施形態を示す。
【図３７】図３９のインターフェースの平面図である。
【図３８】図３９のインターフェースの半分と、比較のために別のインターフェースの半
分とを示す。
【図３９Ａ】患者インターフェース固定システムの対称パッドを示す。
【図３９Ｂ】図３９のインターフェースを別の角度から示す。
【図４０Ａ】図３６のインターフェースの一部分を示す。
【図４０Ｂ】図４０Ａの線ＡＡで切った断面図を示す。
【図４１Ａ】図３６のインターフェースの一部分を示す。
【図４１Ｂ】図４１Ａの線ＡＡで切った断面図を示す。
【図４２Ａ】図３６のインターフェースの一部分を示す。
【図４２Ｂ】図４２Ａの線ＡＡで切った断面図を示す。
【図４３Ａ】図３６のインターフェースの一部分を示す。
【図４３Ｂ】図４３Ａの線ＡＡで切った断面図を示す。
【図４４Ａ】図３６のインターフェースの一部分を示す。
【図４４Ｂ】図２０Ａの線ＡＡで切った断面図を示す。
【図４５】図３６のインターフェースの正面図である。
【図４６】鼻プロングの基部を示す図３６のインターフェースの一部分を示す。
【図４７】図２に示される患者インターフェースの一部分の背面図を示す。
【図４８】図１８に示される患者インターフェースの一部分の背面立面図を示す。
【発明を実施するための形態】
【０３３７】
　本開示は、使用時、ユーザの顔の上に配置され、動きを補償する患者インターフェース
に関する。
【０３３８】
　動きの補償によって、患者インターフェースは、ユーザ上で安定性が向上した又は増し
た状態で提供され得る。
【０３３９】
　安定性の向上により、インターフェースが装着され且つ使用されているとき、ユーザに
よる装着の快適性がより高くなる、及び／又はユーザにとって治療の送達が向上する若し
くはより一貫する可能性がある。例えば、患者インターフェースのガス出口（すなわち、
ユーザへのガスの送達に最も密接に関連するインターフェースの部分）への力若しくは動
きの伝達若しくは移動を最小限にする又は少なくとも幾分緩和すると、治療の送達が妨害
されない又は少なくとも最小にならないという点で特定の利点を提供する可能性があり、
ユーザの快適性が維持される。
【０３４０】
　したがって、患者インターフェースに印加された力又は動きに応答し、効果的な自己補
償デバイスとなるように動作可能な患者インターフェースが望ましい。
【０３４１】
　鼻カニューラなどの患者インターフェースでは、鼻プロングは典型的には、インターフ
ェースのガス出口に対応付けられる。プロングのフリッキングは、患者インターフェース
の動きに関連する問題であり、鼻プロングがその所期の位置から動き、ユーザの鼻孔を刺
激する場合がある、又は更には、鼻孔内にもはや適切に配置されないほど十分に乱される
場合がある。ガス出口又は鼻プロングのこのような乱れは可能な限り避けるべきである。
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【０３４２】
　本発明の患者インターフェースは、ベンチレータ若しくはガス供給による、又はガス加
湿システム、若しくは患者にガスを供給するための若しくは任意の他のガスを患者に送達
するための他のガス供給システムとの組み合わせにおける呼吸管理の提供の改善を有利に
提供する。
【０３４３】
　患者インターフェースの種々の好適な形態を、成人及び／又は小児及び／又は新生児に
よって使用され得る院内呼吸ケアシステムを参照しながら記載する。記載される患者イン
ターフェースの実施形態は、ハイフロー療法、ＰＡＰ療法（例えば、ＣＰＡＰ又はＢＩＰ
ＡＰ）並びに換気療法などであるがこれらに限定されない種々の呼吸療法の送達において
使用され、このような患者インターフェースは、所望の療法に応じて、密封型又は非密封
型のものであってもよいことは理解されよう。
【０３４４】
　本明細書中に記載される実施形態又は構成では比較的高いガス送達流量が使用され得る
ため、ユーザ若しくは患者に供給される又は送達されるガスは、ユーザの又は患者の気道
の様々な部分に送達され得る送達されてもよい。比較的高いガス送達流量を成人、小児又
は乳児（例えば、新生児又は小児患者）のいずれかに使用してもよく、それに応じて流量
が選択される又は調整されることは理解されよう。本明細書中に記載される患者インター
フェースの実施形態は、成人における使用に好適な流量範囲と、新生児又は小児患者に好
適な流量範囲とを含む。
【０３４５】
　例えば、本明細書中に記載されるこれら種々の実施形態及び構成によれば、インターフ
ェースに、若しくは流路を通してなどシステムを介して供給される又は提供されるガスの
流量は、少なくとも約２、３、４、５、１０、２０、３０、４０、５０、６０、７０、８
０、９０若しくは１００Ｌ／ｍｉｎ又はこれを超える流れを含んでもよいが、これらに限
定されず、有効範囲はこれら値のいずれかの間で選択してもよい（例えば、約４０～約８
０、約５０～約８０、約６０～約８０、約７０～約１００Ｌ／ｍｉｎ、約７０～８０Ｌ／
ｍｉｎ）。
【０３４６】
　このような比較的高い流量のガスは、供給されたガスをユーザの気道へと、又はユーザ
の気道の様々な部分へと提供するのを補助してもよく、例えば、このような流量は、この
ようなガスの、上気道領域又は下気道領域への送達を可能にしてもよい。上気道領域は一
般に鼻腔、咽頭及び喉頭を含み、下気道領域は一般に気管、一次気管支及び肺を含む。
【０３４７】
　本開示で使用される「ハイフロー療法」は、成人の場合、約５又は１０リットル／分（
５又は１０ＬＰＭ）以上の流量で患者にガスを送達することを意味し得る。いくつかの構
成では、「ハイフロー療法」は、約５若しくは１０ＬＰＭ～約１００ＬＰＭ、又は約１５
ＬＰＭ～約９５ＬＰＭ、又は約２０ＬＰＭ～約９０ＬＰＭ、又は約２５ＬＰＭ～約８５Ｌ
ＰＭ、又は約３０ＬＰＭ～約８０ＬＰＭ、又は約３５ＬＰＭ～約７５ＬＰＭ、又は約４０
ＬＰＭ～約７０ＬＰＭ、又は約４５ＬＰＭ～約６５ＬＰＭ、又は約５０ＬＰＭ～約６０Ｌ
ＰＭの流量で成人患者にガスを送達することを意味し得る。例えば、本明細書中に記載さ
れるこれら種々の実施形態及び構成によれば、インターフェースに、若しくは流路を通し
てなどシステムを介して供給される又は提供されるガスの流量は、少なくとも約５，１０
，２０，３０、４０、５０、６０、７０、８０、９０若しくは１００Ｌ／ｍｉｎ又はこれ
を超える流れを含んでもよいが、これらに限定されず、有効範囲はこれら値のいずれかの
間で選択してもよい（例えば、約４０～約８０、約５０～約８０、約６０～約８０、約７
０～約１０００Ｌ／ｍｉｎ、約７０～８０Ｌ／ｍｉｎ）。
【０３４８】
　新生児及び未熟児の場合、「ハイフロー療法」は、流量０ＬＰＭ～４０ＬＰＭ、すなわ
ち０．１ＬＰＭ以上、又は約５ＬＰＭ～３５ＬＰＭ、又は約１０ＬＰＭ～約３０ＬＰＭ、
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又は約１５ＬＰＭ～約２５ＬＰＭでガスを送達することを意味し得る。例えば、本明細書
中に記載されるこれら種々の実施形態及び構成によれば、インターフェースに、若しくは
流路を通してなどシステムを介して供給される又は提供されるガスの流量は、少なくとも
約０．１、５、１０、１５、２０、２５、３０、３５若しくは４０ＬＰＭ又はこれを超え
る流れを含んでもよいが、これらに限定されず、有効範囲はこれら値のいずれかの間で選
択してもよい（例えば、約５～約１５、約２０～約４０、約３０～約４０）。典型的には
、８ＬＰＭ～１０ＬＰＭの流量でのガスの送達が新生児には好適である。
【０３４９】
　小児患者の場合、「ハイフロー療法」は、約２若しくは５ＬＰＭ～約１００ＬＰＭ、又
は約１５ＬＰＭ～約９５ＬＰＭ、又は約２０ＬＰＭ～約９０ＬＰＭ、又は約２５ＬＰＭ～
約８５ＬＰＭ、又は約３０ＬＰＭ～約８０ＬＰＭ、又は約３５ＬＰＭ～約７５ＬＰＭ、又
は約４０ＬＰＭ～約７０ＬＰＭ、又は約４５ＬＰＭ～約６５ＬＰＭ、又は約５０ＬＰＭ～
約６０ＬＰＭの流量でガスを送達することを意味し得る。例えば、本明細書中に記載され
るこれら種々の実施形態及び構成によれば、インターフェースに、若しくは流路を通して
などシステムを介して供給される又は提供されるガスの流量は、少なくとも約２、３、４
、５、１０、２０、３０、４０、５０、６０、７０、８０、９０若しくは１００Ｌ／ｍｉ
ｎ又はこれを超える流れを含んでもよいが、これらに限定されず、有効範囲はこれら値の
いずれかの間で選択してもよい（例えば、約４０～約８０、約５０～約８０、約６０～約
８０、約７０～約１０００Ｌ／ｍｉｎ、約７０～８０Ｌ／ｍｉｎ）。一般に、小児患者の
場合、流量は体重１ｋｇあたり２Ｌで供給される。
【０３５０】
　送達されるガスは、ある比率の酸素を含んでもよい。いくつかの構成では、送達される
ガス中の酸素の比率は、約２０％～約１００％、又は約３０％～約１００％、又は約４０
％～約１００％、又は約５０％～約１００％、又は約６０％～約１００％、又は約７０％
～約１００％、又は約８０％～約１００％、又は約９０％～約１００％、又は約１００％
、又は１００％であってもよい。
【０３５１】
　ハイフロー療法は、患者の酸素投与を増加する及び／又は呼吸仕事量を軽減するために
、患者の正常最大吸気要求量を満たす又は超えるのに有効であることが分かっている。加
えて、ハイフロー療法は、流入する高いガス流量によって上気道の解剖学的死腔が洗い出
されるように、鼻咽腔の洗い出し効果を生じさせることができる。これにより、すべての
呼吸で利用可能な新鮮なガスの貯蔵部を形成する一方で、二酸化炭素、窒素等の再呼吸を
最小限にする。また、本発明の種々の態様は、間接鼻マスク（鼻を覆う）、装着者の鼻孔
に入る若しくは係合するノズル又はピローを含む直接鼻マスク、口マスク（口を覆う）、
又はフルフェイスマスク（鼻及び口を覆う）、並びにマウスピースを含むが、これらに限
定されない任意の形態の患者インターフェースに適用されてもよいが、鼻カニューラを参
照して記載されることは理解されよう。
【０３５２】
　同様に、本発明の種々の態様は、患者インターフェースの任意の形態を、例えば、国際
出願ＰＣＴ／ＮＺ２０１１／０００２１８号明細書（国際公開第２０１２／０５３９１０
号パンフレットとして公開、同内容は参照により本明細書中に援用される）に記載されて
いるような固定システムなどの、所望の治療の送達のためにユーザ上に保持される患者イ
ンターフェースの保持に好適な、患者インターフェースをユーザ上に固定するための任意
の適切な形態のヘッドギア又は保持システム又は固定システムとともに使用することで適
用され得ることも理解されよう。
【０３５３】
　１つの特に好適な実施形態では、インターフェースは、送達システムの非密封鼻プロン
グ型の鼻カニューラである。このような鼻カニューラは、ユーザへのハイフロー低圧療法
の送達のために用いてもよい。
【０３５４】
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　ハイフロー、低圧での治療送達は、例えば、以下で提供してもよいが、これらに限定さ
れない。９Ｌ／ｍｉｎ強～１２０Ｌ／ｍｉｎ、約２０Ｌ／ｍｉｎ～約５０Ｌ／ｍｉｎ（例
えば、成人ユーザ）、約５Ｌ／ｍｉｎ～約３０Ｌ／ｍｉｎ（例えば、小児ユーザ）、約０
Ｌ／ｍｉｎ強～約８Ｌ／ｍｉｎ（例えば、新生児ユーザ）。
【０３５５】
　本発明による患者インターフェースは、呼吸ケアシステム、例えば、加湿ＣＰＡＰ又は
院内の呼吸ケアシステムにおいて使用してもよい。
【０３５６】
　図１は、典型的な加湿呼吸システムを示す。患者１は、加湿及び加圧されたガスを、こ
の例では鼻カニューラアセンブリとして示されている患者インターフェース１００を介し
て受け取っている。鼻カニューラアセンブリは加湿ガス搬送経路又は吸気導管３に接続さ
れており、加湿ガス搬送経路又は吸気導管３は、更に、加湿器８（加湿チャンバ５を含む
）に接続されており、加湿器８には、ブロワ１５又は他の適切なガス供給手段からガスが
供給される。患者インターフェースを患者の顔に対して支持しかつ保持するためにヘッド
ギア２０が提供されている。吸気導管３は、ある体積の水６を含む加湿チャンバ５の出口
４に接続されている。加湿チャンバ５はプラスチック材料から形成されていることが好ま
しく、高熱伝導性の基部（例えば、アルミニウム基部）を有してもよい。高熱伝導性の基
部は、加湿器８のヒータプレート７と直接接触している。加湿器８には、制御手段又は電
子制御部９が提供されている。制御手段又は電子制御部９は、対応するメモリに保存され
たコンピュータソフトウェアのコマンドを実行する、マイクロプロセッサをベースとする
制御部を含んでもよい。吸気導管３を流れるガスは患者インターフェース１００を介して
患者へと送られる。
【０３５７】
　制御部９は、ユーザ入カ手段又はダイヤル１０などのソースから入カを受け取る。ユー
ザ入カ手段又はダイヤル１０を介して、デバイスのユーザは、例えば、患者１に供給され
るガスの湿度又は温度の規定の必須値（事前設定値）を設定してもよい。ダイヤル１０を
介したユーザ設定湿度又は温度値の入カ、及びガスの流れ若しくは温度を検知する内部セ
ンサなどの他の可能な入カに応答して、又は制御部で算出されたパラメータによって、制
御部９は、いつ（又はどのレベルまで）ヒータプレート７を作動し、加湿チャンバ５内の
水６を加熱するかを決定する。加湿チャンバ５内の水６の体積が加熱されるにつれて、水
蒸気が水の表面上方のチャンバの容積を満たし始め、加湿チャンバ５の出口４から送達さ
れる。ガス（例えば空気）の流れはガス供給手段又はブロワ１５から供給され、入口１６
を通してチャンバに入る。加湿チャンバ５内のガスの湿度とヒータプレート７の温度との
間に相関を得ることが可能であることに留意されたい。したがって、アルゴリズム又はル
ックアップテーブルのヒータプレート温度を用いてガスの湿度を決定することが可能であ
る。
【０３５８】
　ブロワ１５には、ブロワ入口１７を通して空気又は他のガスを引く可変速度ポンプ又は
ファン２が設けられてもよい。可変速度ポンプ又はファン２の速度は、制御部９からの、
及びダイヤル１９を介した圧力又はファン速度のユーザが設定した規定の必須値（事前設
定値）の入カに応答して、更なる制御手段又は電子制御部１８により制御してもよい（又
はあるいは、この制御部１８の機能は、他の制御部９によって実行され得る）。
【０３５９】
　導管又はチュービング３内に、導管内における加湿ガスの凝縮の防止を助けるための加
熱要素１１を設けてもよい。このような凝縮は、通常は導管内の加湿ガスの温度よりも低
い導管の壁の温度が、周囲温度（周囲雰囲気の温度）に近接していることに起因する。ヒ
ータ要素は導管を通過する間に伝導及び対流によりガスから失われたエネルギーを効果的
に入れ替える。したがって、導管ヒータ要素は、送達されるガスが確実に最適な温度及び
湿度にあるようにする。
【０３６０】
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　図１は、呼吸治療システム１００における患者インターフェース２００の使用を示す。
呼吸治療システム１００は、フロージェネレータ１０４を含む。フロージェネレータ１０
４はガス入口１０２からガスを受け取り、ガスを加湿器１０６へと進める。加湿器１０６
はガスを加熱及び加湿する。加熱及び加湿されたガスは、ガス出口１０８を通して送られ
る。ガスはガス出口１０８からガス導管１１０へと移動する。ガス導管１１０は、ガス導
管１１０の壁に沿った水分の凝縮を低減する又は防止するヒータ１１２を含む。ヒータ１
１２は抵抗加熱ワイヤを含み得る。呼吸治療システム１００は、フロージェネレータ１０
４の動作を制御する制御部１１４を含む。制御部１１４は、また、加湿器１０６の動作を
制御する。呼吸治療システム１００は入出力モジュール１１６を含む。入出力モジュール
（Ｉ／Ｏ）１１６は、ユーザがフロージェネレータ１０４及び／又は加湿器１０６と対話
し、フロージェネレータ１０４及び／又は加湿器１０６のパラメータを設定し、呼吸治療
システム１００及びその構成要素の動作に関する情報を受け取るための手段を含む。Ｉ／
Ｏモジュール１１６は、例えば、ボタン、つまみ、ダイヤル、スイッチ、レバー、タッチ
スクリーン、スピーカ、ディスプレイ及び／又は他の入カ要素若しくは出力要素を含んで
もよい。いくつかの構成では、加湿器１０６はなくてもよい。いくつかの構成では、ガス
導管１１０はヒータ１１２を有しなくてもよい。
【０３６１】
　ここで図２～図１７を参照して、本発明の患者インターフェース２００の好適な実施形
態について記載する。
【０３６２】
　図２～図１７を参照すると、患者インターフェースの種々の代替的構成及び好適な形態
が示されている。
【０３６３】
　第１の実施形態では、使用時にユーザの鼻中隔領域内又はその周りに配置される略中心
ブリッジ部２０２から側方に延びる少なくとも１つのサイドアーム２０１（及び好ましく
は一対のサイドアーム、各サイドアームには物品２０１と符号が付されている）を含む患
者インターフェース２００が提供される。
【０３６４】
　この又は各サイドアーム２０１は、実質的に弾性の又は比較的より剛性の高いブリッジ
部要素２０３に接続されている。ブリッジ部要素２０３は、ガス送達システムの１つの出
口又は複数の出口２０４と、この又は各サイドアーム２０１との実質的に既定された空間
的関係を画定する。このようにして、出口２０４（と、例えば、このような出口２０４と
流体連通して設けられ得る鼻プロング２０８と）の空間的関係が互いに一定基準関係に維
持され得る。
【０３６５】
　鼻プロング２０８、又は患者インターフェースに応じて好適となり得る、ガス出口２０
４に流体的に接続された他の形態のガス送達システムを一定基準の空間的関係で設けるこ
とは、鼻プロングがユーザに対し実質的に一定の位置に維持されるため有用である。これ
により、プロングのフリッキング又はユーザの鼻へのプロングによる他の刺激を最小限に
することを可能にしてもよい。
【０３６６】
　第２の実施形態では、使用時にユーザの鼻中隔領域内又はその周りに配置される略中心
ブリッジ部２０２から側方に延びる少なくとも１つのサイドアーム２０１（及び好ましく
は一対のサイドアーム、各サイドアームには物品２０１と符号が付されている）を含む患
者インターフェース２００が提供される。
【０３６７】
　この又は各サイドアーム２０１は、サイドアーム２０１に沿って配置された１つ以上の
既定の若しくは予め配置された箇所又は局所的補償領域（若しくは場所）２０５を含む。
種々の１つ以上の補償領域（又は場所）は、患者の補償に適応する又は補償を促進するこ
とができ、インターフェースがそれに印加された力を受けているとき又は有するとき、補
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償領域（若しくは場所）の１つ以上内又は補償領域（若しくは場所）の１つ以上における
患者インターフェースの補償に適応する若しくは補償を促進するように作用する又は機能
することができる。
【０３６８】
　この又は各サイドアーム２０１は、実質的に弾性の又は比較的より剛性の高いブリッジ
部要素２０３に接続されている。ブリッジ部要素２０３は、ガス送達システムの１つの出
口又は複数の出口２０４と、この又は各サイドアーム２０１との実質的に既定された空間
的関係を画定する。
【０３６９】
　第３の実施形態では、使用時にユーザの鼻中隔領域内又はその周りに配置される略中心
ブリッジ部２０２から側方に延びる少なくとも１つのサイドアーム２０１（及び好ましく
は一対のサイドアーム、各サイドアームには物品２０１と符号が付されている）を含む患
者インターフェース２００が提供される。
【０３７０】
　この又は各サイドアーム２０１は、少なくとも１つの実質的に弾性の又は比較的より剛
性の高いサイドアーム要素２０６を含む。この又は各サイドアーム要素２０６は、この又
は各サイドアーム２０１の形態又は曲率を少なくとも部分的に画定し、各サイドアーム２
０１及び／又はサイドアーム要素は、１つ以上の既定の若しくは予め配置された箇所又は
局所的補償領域（若しくは場所）２０５を含み得る。種々の１つ以上の補償領域（又は場
所）は、この若しくは各サイドアーム及び／又はこの若しくは各サイドアーム要素２０６
に沿って配置され、補償領域（若しくは場所）２０５の１つ以上内の又は補償領域（若し
くは場所）２０５の１つ以上における患者インターフェースの補償に適応することができ
る。
【０３７１】
　この又は各サイドアーム要素２０６は、接続材料を介して、実質的に弾性の又は比較的
より剛性の高いブリッジ部要素２０３に接続されている又は相互接続されている。ブリッ
ジ部要素２０３は、ガス送達システムの１つの出口又は複数の出口２０４と、この又は各
サイドアーム２０１との実質的に既定された空間的関係を画定する。
【０３７２】
　接続材料は、サイドアーム２０１又はサイドアーム２０１の一部を形成する材料であっ
てもよく、例えば、熱可塑性エラストマーを含んでもよい。
【０３７３】
　添付の記載を参照すると、添付の図で２０５又は２０５ｓと符号が付された領域又は場
所は、サイドアーム２０１又はサイドアーム要素２０６のいずれかの補償領域（若しくは
場所）を示す。
【０３７４】
　以下の追加の記載は、上記実施形態を参照するとともに、添付の図を参照して提供する
。本明細書中の記載によって種々の繰り返し及び代替的実施形態が提供され、図は説明の
目的のために提供されることは理解されよう。
【０３７５】
　本発明の種々の形態では、患者インターフェース２００に印加される若しくは患者イン
ターフェース２００にかけられる可能性のある力から実質的に切り離される若しくは隔離
され得るブリッジ部２０２若しくはブリッジ部要素２０３、又はブリッジ部要素を介した
ブリッジ部を提供すると特に有利である。
【０３７６】
　患者インターフェース２００に印加される又はかけられる力は、インターフェースの１
つのサイドアーム若しくは複数のサイドアーム２０１、又はサイドアーム要素２０６、又
はインターフェース２００の任意の他の部分にかけられてもよい。
【０３７７】
　例えば、このような力は、患者インターフェース２００の呼吸回路若しくはガス供給シ
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ステムの一部であるチューブ又は導管の衝突の結果である可能性がある（すなわち、いわ
ゆる「チューブの引っ張り」、又はユーザ若しくはそれ以外の誰かが故意か否かにかかわ
らず、チューブ又は導管を引くか強く引き、これにより更に、ユーザ上で所望の動作位置
に保持されていたはずのインターフェースに力を印加する）。
【０３７８】
　力には、例えば、患者インターフェース２００（若しくはインターフェースの部品）の
動き又は撓み又は曲げ又はひねり又はねじり又は圧縮又は伸展（張力など）を含み得る。
これらは（直接的であるか間接的であるかにかかわらず）上に患者インターフェースが配
置されている自身の顔の形状をユーザが変えたことに起因する場合がある。形状の変化と
は、患者インターフェース２００が動く又はこれら力を受けることを意味する（すなわち
、患者インターフェースが何らかの形態の動的な挙動を受ける）。
【０３７９】
　したがって、サイドアーム要素２０６を付加的に組み込んでもよい各サイドアーム２０
１又はこれらのサイドアーム２０１には、サイドアーム要素２０６に沿う種々の場所又は
位置に、１つ以上の既定の若しくは予め配置された箇所又は局所的補償領域（若しくは場
所）２０５が提供されている。
【０３８０】
　種々の補償領域（若しくは場所）は、少なくとも幾分力を切り離す若しくは吸収する若
しくは減衰するように、又は少なくとも任意のこのような力の伝達又は移動によりガス出
口が所望の治療送達位置から乱されるのを最小限にするように、印加される力の補償に適
応する又は補償を促進することができる。例えば、鼻プロング２０８がこれらの出口２０
４に流体的に接続され得る場合、ユーザの鼻内におけるプロング２０８の動きを最小限に
する又は防止することが望ましい。
【０３８１】
　サイドアーム（又はサイドアーム（複数））２０１、又はこの若しくは各サイドアーム
要素２０６は、患者インターフェースに印加された力に応答する（又は応答して作動させ
る）ことができる。特に、補償領域（又は場所）２０５の１つ以上は、このような力又は
力の少なくとも一部に適応するように応答する（又は作動させる）ことができる。領域（
又は場所）２０５による補償は、サイドアーム２０１若しくはサイドアーム要素２０６（
又はこれらの両方）の撓み又は曲げ（又は上記のようなその他の応答）によるものであっ
てもよい。
【０３８２】
　したがって、サイドアーム２０１の一部分として設けられてもよいこの若しくは各サイ
ドアーム２０１及び／又はこの又は各サイドアーム要素２０６は、患者インターフェース
にかかる力又は動きがブリッジ部２０２又はブリッジ部要素２０３に付与されるのを緩和
するための自己補償的システムを促進し得る。例えば、これは、更に、ガス出口２０４及
び任意選択的にユーザの鼻の孔内の任意の鼻プロング２０８の空間的安定性に影響を及ぼ
し得る。
【０３８３】
　同様に、サイドアーム２０１の一部分として設けられてもよいサイドアーム２０１又は
サイドアーム要素２０６は、患者インターフェースにかかる力又は動きが他の部分又は患
者インターフェース２００自体の一部分に付与されるのを緩和するための自己補償的シス
テムを促進し得る。このようにして、患者インターフェースの１つの部分若しくは領域に
かかる力又は動きの、患者インターフェース２００の残部への伝達又は移動を少なくとも
幾分切り離してもよい。患者インターフェース２００のその他の部品に伝達される又は移
動されるこれらの力又は動きは、好ましくは軽減された力若しくはより低い動きのレベル
／量でもよく、又は患者インターフェース２００の他の部分が更に、力若しくは動きを切
り離す又は吸収し得るように伝達若しくは移動されてもよい。
【０３８４】
　上記に鑑み、１つのサイドアーム又は複数のサイドアーム２０１、及び任意選択的にサ
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イドアーム要素２０６と組み合わせたものは、患者インターフェース安定具若しくは患者
インターフェース安定システムとして又は少なくともこのような安定具若しくは安定シス
テムの一部分として機能することができると理解されよう。
【０３８５】
ブリッジとサイドアームとは単一部品である又は複数の部品からともに組み立てられる
ブリッジ部２０２とサイドアーム２０１とは単一部品又は一体構成要素として提供されて
もよい。仕上げ及び組立工程が比較的単純なことから、患者インターフェースは製造がよ
り簡単な一体構成要素であると有利である。しかしながら、いくつかの実施形態では、ブ
リッジ部２０２とサイドアーム２０１又は、別個の又は複数の部品からともに組み立てら
れてもよい。
【０３８６】
　同様に、ブリッジ部要素２０３と１つのサイドアーム要素若しくは複数のサイドアーム
要素２０６とは、単一部品若しくは一体構成要素として提供されてもよく、又は別個の若
しくは複数の部品からともに組み立てられてもよい。例えば、ブリッジ部要素２０３と１
つのサイドアーム要素又は複数のサイドアーム要素２０６とは、単一の構成要素として一
体形成され得る。
【０３８７】
　本明細書の種々の図に示すように、ブリッジ部２０２は、典型的には、一対のサイドア
ーム２０１の中間に配置されている。したがって、ブリッジ部要素２０３は、典型的には
、一対のサイドアーム２０１のサイドアーム要素２０６の中間に配置されている。
【０３８８】
　例えば、図１７Ａ～図１７Ｅに示されるように、ブリッジ部要素２０３と、それぞれが
別個の構成要素である１つのサイドアーム要素又は複数のサイドアーム要素２０６の少な
くとも１つと、を有する患者インターフェース２００を提供してもよい。これら別個の構
成要素のそれぞれは、実質的に相互接続され得る、又はサイドアーム２０１の材料などの
接続材料によって互いに相互接続された関係で提供され得る。
【０３８９】
　上記に鑑み、ブリッジ部要素２０３は、ある実施形態では、１つ以上のサイドアーム要
素２０６から又は１つ以上のサイドアーム要素２０６と連続していない構成要素として提
供されてもよいことは理解されよう。
【０３９０】
　更に他の実施形態では、サイドアーム２０１は、１つ以上の別個のサイドアーム要素２
０６（例えば、図１７Ａ～図１７Ｅを参照）を含んでもよい。これら１つ以上の別個のサ
イドアーム要素２０６のそれぞれは、それ若しくはそれらが配置されるサイドアーム２０
１の長さを通して又はサイドアーム２０１の長さに沿って離間して配置され得る。複数の
補償領域（又は場所）２０５を提供するために、サイドアーム２０１及びサイドアーム要
素２０６の複雑さ又は精巧さに応じた種々の他の配置が考えられ得る。例えば、複数のサ
イドアーム要素２０６は、それらが配置される１つ若しくはそれぞれのサイドアーム２０
１の長さを通して又は沿って、アレイとして離間して配置されてもよい。
【０３９１】
　別個のブリッジ部要素２０３及び別個の１つのサイドアーム要素又は複数のサイドアー
ム要素２０６が設けられる場合、これらは、１つ又は一対の対応するサイドアーム２０１
を介して互いに接続する又は相互接続されるように作製されてもよい。ブリッジ部要素２
０３は、任意選択的に、単一の構成要素としてサイドアーム要素２０６と対応付けてもよ
いが、別個の構成要素として提供される更なるサイドアーム要素２０６を、サイドアーム
要素に又はサイドアーム要素に沿って配置することができることは理解されよう。このよ
うにして、いくつかの代替的な補償領域（又は場所）２０５を設けてもよい。
【０３９２】
　例えば、図示しないものの、図１７Ａ～図１７Ｅに示されるインターフェース２００の
サイドアームの長さに沿って更なるサイドアーム要素を配置してもよい。このような実施
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形態では、このような更なるサイドアーム要素２０６の位置及び構造に応じて、更なる補
償領域（又は場所）２０５がサイドアーム２０１の長さに沿って設けられる。
【０３９３】
　各サイドアーム要素２０６は、別個のものであるか、他のサイドアーム要素２０６を含
む連続的な構成要素の一部分としてであるかにかかわらず、サイドアームの材料が各別個
のサイドアーム要素の間に挟まれた又は各別個のサイドアーム要素に隣接した、比較的弾
性の部分を提供することができる。換言すると、サイドアーム要素間に挟まれたサイドア
ーム２０１の材料はそれ自体が、力に応じた補償を促進する補償領域（又は場所）２０５
を提供してもよい。
【０３９４】
　本明細書の種々の図に示すように、ブリッジ部２０２は、典型的には、一対のサイドア
ーム２０１の中間に配置されている。したがって、ブリッジ部要素２０３は、典型的には
、一対のサイドアーム２０１のサイドアーム要素２０６の中間に配置されている。
【０３９５】
ブリッジはプロング／ガス出口の間隔／空間的関係を画定する
　ブリッジ部要素２０３は、有利には、ユーザの鼻中隔領域の幅にわたるほどの（十分な
）寸法のものである、又はガス出口２０４間の距離若しくは幅を確立する若しくは画定す
るように構成されている、又は実質的にユーザの１つの鼻唇溝から別の鼻唇溝までにわた
る最大距離によって画定される。
【０３９６】
　ブリッジ部要素２０３は、ユーザの気道にガスを供給するガス送達システム用の１つの
出口又は一対の出口出口を配置、位置決め又は収容するための１つ又は一対の切り込み若
しくは成形部分２０７を含んでもよい。
【０３９７】
　切り込み又は成形部分２０７を有するブリッジ部要素２０３は、より好ましくは鼻プロ
ング２０８が出口２０４と流体連通して提供される場合、ユーザの鼻内における鼻プロン
グの動き又はプロングのフリッキングの問題を最小限にするために、鼻プロング２０８が
一定基準関係に維持されるように、ガス出口２０４を互いに一定基準関係に維持すること
を可能にすると有利である。
【０３９８】
　ブリッジ部要素２０３は、１つ又は一対の切り込み若しくは成形部分２０７を含み得る
。１つ又は一対の切り込み若しくは成形部分２０７は、ユーザの１つの鼻若しくは複数の
鼻にガスを供給するガス送達システムのための１つの出口若しくは複数の出口２０４に接
続されているか、又は１つの出口若しくは複数の出口自体としてのいずれかである、物品
２０８と符号が付されているものなどの１つの鼻プロング若しくは一対の鼻プロングを配
置、位置決め又は収容するためのものである。
【０３９９】
　異なる種類及び形式の患者係合用ガス送達システム出口が提供され得ることは理解され
よう。図では、鼻プロング２０８が示されている。典型的には、これらは非密封式のもの
である又は鼻プロングである。しかしながら、送達される治療及び患者インターフェース
の形式又は種類に応じて適切となり得る異なる形態の出口が設けられ得ることは理解され
よう。例えば、密封式の鼻プロング（例えば、「鼻ピロー」若しくはその他の鼻プロング
用鼻密封システムを用い得るもの）が使用されてもよく、又は気道陽圧治療の送達用にし
ばしば使用される場合がある鼻マスクシステム若しくはフルフェイスマスク、又はより一
般にハイフロー療法の送達用に用いられる（しかし、密封型のものではない）患者インタ
ーフェースが用いられてもよい。
【０４００】
　患者インターフェースは任意の適切な材料で構成してもよいが、医療グレード材料が好
適であることは理解されよう。例えば、ブリッジ部要素及びサイドアーム要素は、高分子
材料とすることができる又は高分子材料を含む。
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【０４０１】
　種々の高分子材料は、単独で又は他のものと組み合わせて用いてもよい。特に好適なの
は、医療グレードポリマーである。
【０４０２】
　ポリマーは、熱可塑性エラストマー、ポリプロピレン系エラストマー、液状シリコーン
ゴム、又は通気性熱可塑性ポリウレタン又は通気性ポリアミドのいずれか１つ以上であり
、より好ましくは、ポリマーは、ポリオレフィン、熱可塑性エラストマー又は通気性熱可
塑性エラストマー、例えば、スチレンブロック共重合体、コポリエステルエラストマー、
又は熱可塑性ポリオレフィンエラストマー、又は熱可塑性ポリウレタンエラストマーなど
の熱可塑性エラストマー族、更により好ましくは、ショアＡ硬度が約３０～約９０、又は
約３０～約８０、又は約３０～約７０、又は約３０～約６０、又は約３０～約５０、又は
約３０～約４０、又は約３０、又は約４０、又は約５０、又は約６０、又は約７０、又は
約８０、又は約９０のポリマーなどであってもよいが、これらに限定されない。
【０４０３】
曲げ方向
　既定の若しくは予め配置された箇所又は局所領域（若しくは場所）２０５の各１つ以上
が、力又は動きの入カに応答して、撓み又は曲げ又はヒンジ動作及び／又は弾性変形を容
易にすることが好ましい。
【０４０４】
　１つ以上の補償領域（又は場所）２０５は、以下のしかし（ｔｈｏｕｇｈ）又は周りに
、曲がる領域若しくは場所又はヒンジ領域を設けることができる。
【０４０５】
　インターフェースを通る少なくとも１つの面
【０４０６】
　インターフェースを通る複数の平行な面
【０４０７】
　インターフェースを通る少なくとも２つの異なる（非平行）面
【０４０８】
　インターフェースを通る少なくとも２つの異なる（直交）面。
【０４０９】
　例えば、図５、図６、図７、図８、図９の実施形態は、補償領域（又は場所）２０５を
有するサイドアーム要素２０６を全体として示し、少なくとも１つの若しくは一連のヒン
ジ若しくは曲げ若しくは撓み領域又は場所（すなわち、補償領域（又は場所））があり、
ヒンジ動作又は曲げ又は撓みは、（好ましくは主として）インターフェース２００を通る
１つの面内であり、これらの面は互いに平行である。
【０４１０】
　補償領域（又は場所）２０５は、異なる曲げ又はヒンジ又は撓みの面、例えばオフセッ
ト面がそれぞれ設けられ、直交しているか否か、平行であるか否かにかかわらず、インタ
ーフェースにかかる力を切り離す又は吸収又は減衰して、ブリッジ部若しくはブリッジ部
要素に伝達又は移動されないようにすることと併せて、種々の面における補償が有効に機
能することを可能にするように構成され得ることは理解されよう。
【０４１１】
　図１０は、例えば、補償領域（若しくは場所）が、例えば、図１０Ｆ～図１０Ｉの線図
により示されるような複数の面におけるヒンジ動作又は曲げ又は屈曲を可能にする一実施
形態を示す。
【０４１２】
　補償領域（若しくは場所）は、面内においてヒンジ動作又は曲げ又は曲げが優先的に促
進され得る種々の面を提供するための、サイドアーム２０１若しくはサイドアーム要素２
０６の成形された若しくは形作られた切り込み部分、又はテーパ（薄くした若しくは厚く
した）部分であってもよい。
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【０４１３】
　補償領域（又は場所）は、よりサイドアーム２０１若しくはサイドアーム要素２０６の
後側の方に優先的に配置若しくは位置決めされても、又はよりサイドアーム若しくはサイ
ドアーム要素の前側の方に配置若しくは位置決めされてもよい（又はより中心に設けられ
てもよい）。
【０４１４】
　特定の実施形態では、補償領域（又は場所）２０５の１つ以上は、力又は動きの入カに
対し、より優先的には第１の方向又は第１の方向セットに、より低い優先では別の方向又
は別の方向セットに屈曲する又は曲がることができる（又はヒンジ動作する、又は局所的
に変位可能、又は弾性的に変形しても動いても応答してもよい）。例えば、種々の補償領
域（又は場所）２０５の各１つ以上は、より優先的な方向の撓み又は曲げ（又は他のヒン
ジ動作又は弾性変形応答のいずれか）と比較すると、より低い優先の方向又は方向セット
において、撓み若しくは曲げ（若しくはヒンジ動作若しくは弾性変形）に実質的に耐える
又はより抵抗するように適合又は構成され得る。
【０４１５】
　１つの特に好適なモードでは、第１の方向又は第１のセット又は方向は、実質的に横断
面（例えばユーザの体のＸＹ平面）内にある。より具体的には、第１の方向又は第１の方
向セットは、腹側方向又は背側方向の実質的に横断面にあってもよく、又は腹側方向及び
背側方向の両方であってもよい。
【０４１６】
　他の好適なモードでは、更なる優先方向又は方向セット（例えば、追加の第１の方向又
は方向セット）は、実質的に横断面、実質的に矢状面、実質的に冠状面の１つ以上であっ
てもよい。
【０４１７】
　更に別の好適なモードでは、第１の方向又は第１の方向セットは、サイドアーム２０１
又はサイドアーム要素２０６をブリッジ部２０２又はブリッジ部要素２０３に対して動か
す又は曲げることを実質的に容易にする１つの方向又は複数の方向である。
【０４１８】
　例えば、補償領域（又は場所）２０５は、ユーザの体の前方向又は後方における曲げ又
は撓み等を可能にしてもよい。このようにして、種々の領域（又は場所）２０５のそれぞ
れは、このような方向における曲げ又は撓み等がより容易に若しくはより少ない抵抗で可
能であるものの、別の方向における撓み又は曲げ等にはより抵抗するように適合又は構成
されている。
【０４１９】
　したがって、患者インターフェース２００にかかる力又は動きに応答することが可能な
優先曲げ若しくは撓み等の領域又は場所２０５のカスタマイズされた配置を提供するため
に、１つ以上の又は一連のこのような補償領域（又は場所）２０５がサイドアーム２０１
又はサイドアーム要素２０６に沿って設けられ得ることは理解されよう。このようにして
、力若しくは動きの少なくともある程度の吸収、又はこのような力若しくは動きの、イン
ターフェースの他の部分への移動又は伝わりの分離若しくは軽減が実現されてもよい。特
に、好ましくは、ガス出口２０４、及び例えば、鼻プロング２０８への力若しくは動きの
伝達又は移動は、回避される又は最小限になることが望まれる。
【０４２０】
　この実施形態によれば、サイドアーム２０１又はサイドアーム要素２０６（又はこの両
方）は実質的に弾性材料で形成されてもよく、又は以下の１つ以上から選択されるサイド
アーム２０１又はサイドアーム要素２０６補償領域（又は場所）２０５において、撓み又
は曲げ（又はヒンジ動作又は弾性変形）に対しかなりの弾性を付与するように構成されて
もよい。
【０４２１】
　ブリッジ部２０２又はブリッジ部要素２０３から側方外側に配置された１つの補償領域
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（又は場所）２０５と、サイドアーム２０１又はサイドアーム要素２０６の外端部２０９
との間に設けられる、
【０４２２】
　サイドアーム２０１又はサイドアーム要素２０６のより外側の補償領域（又は場所）２
０５と、サイドアーム２０１又はサイドアーム要素２０６の外端部２０９との間に設けら
れる、
【０４２３】
　サイドアーム２０１又はサイドアーム要素２０６の一連の補償領域（又は場所）２０５
のそれぞれの間に設けられる、
【０４２４】
　ブリッジ部２０２又はブリッジ部要素２０３から側方外側に配置された２つの補償領域
（又は場所）２０５の間に、及びサイドアーム２０１又はサイドアーム要素２０６のより
外側の補償領域（又は場所）２０５とサイドアーム要素２０６の外端部２０９との間に設
けられる。
【０４２５】
　一実施形態では、図２Ａ～図２Ｇは、各サイドアームの接続材料を介して一対のサイド
アーム２０１に接続されたブリッジ部要素２０３を含む患者インターフェース２００を示
す。ブリッジ部要素２０３とサイドアーム２０１材料との間の接合部又は接続部に補償領
域（又は場所）２０５が示されている。更なる補償領域（又は場所）２０５ｓがサイドア
ーム２０１上に示されている。サイドアーム２０１は、このような補償領域（又は場所）
２０５ｓを提供するように形成されている又は形作られている。特に、図２Ｆは、インタ
ーフェース及び補償領域（又は場所）２０５、２０５ｓがインターフェースに印加された
又はかけられた力に応答する前の患者インターフェースの形状を示す一方、図２Ｇは、補
償領域（又は場所）が、印加された又はかけられた力を補償するように挙動しているとき
のインターフェース２００の形状を示す。
【０４２６】
　更なる実施形態では、図３Ａ～図３Ｃ及び図４Ａ～図４Ｃはそれぞれ、図２Ａ～図２Ｅ
のものに類似する患者インターフェース２００を示す。物品２１３によって収容された又
は配置された、出口２０４及び鼻プロング２０８にガスを送達するためのガス供給導管が
示されている。補償領域（又は場所）は２０５、２０５ｓとして示されている。補償領域
（又は場所）２０５、２０５ｓは、患者インターフェースが印加された力に応答し、更に
は、ブリッジ部、更には、ガス出口２０４及び鼻プロング２０８への伝達又は移動を最小
限にする又は切り離すことを可能にする。図３Ｄ及び図４Ｄは、インターフェースが力を
補償するように機能する前の患者インターフェースの形状を示す一方で、図３Ｅ及び図４
Ｅは、補償領域（又は場所）２０５、２０５ｓが力に応答して動作しているときのインタ
ーフェースの形状を示すことに留意されたい。
【０４２７】
　一実施形態では、１つ若しくは各サイドアーム２０１又は１つ若しくは各サイドアーム
要素２０６は、このような屈曲又は曲がり（又はヒンジ動作又は局所変位又は弾性変形若
しくは運動などのその他の応答のいずれか）のために構成された１つの補償領域（又は場
所）２０５、２０５ｓを含んでもよい。例えば、補償領域（又は場所）２０５がブリッジ
部の近傍に配置され、いくらかの材料が除去されたサイドアーム要素２０６の一部分であ
る（例えば、スロット若しくは切り欠き若しくはスリット若しくは切り込みとすることが
でき、又はこのようにして形作られ得る若しくは成形され得る）１つのこのような実施形
態を示す図５Ａ～図５Ｅを参照のこと。補償領域（又は場所）２０５は、サイドアーム要
素のより後側に設けられ、この領域におけるサイドアーム要素のヒンジ動作又は優先的な
曲げ若しくは撓みを可能にする。この又は各サイドアーム要素２０６の外端部２０９には
、任意選択的に更なる補償領域（又は場所）２０５、２０５ｓがあってもよく、そこでサ
イドアーム２０１がサイドアーム要素に取り付けられる又は接続（すなわち相互接続）さ
れることは理解されよう。このような領域（又は場所）２０５、２０５ｓでは、材料特性
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の違いにより、屈曲する又は曲げる等のための効果的な更なる領域（又は場所）２０５、
２０５ｓが生じてもよい。しかしながら、これは任意の特徴であってもよい。図５Ｆ、図
５Ｇは、サイドアーム又はサイドアーム要素によって設けられてもよい好適な補償領域（
又は場所）２０５、２０５ｓの種々のノードを示す。図５Ｆは、印加（又は補償領域（若
しくは場所）による応答）の前のインターフェース２００の形状である一方、図５Ｇは、
補償領域（又は場所）が機能したのちのインターフェースの形状である。
【０４２８】
　別の実施形態、例えば、図６Ａ～図６Ｅの実施形態では、サイドアーム要素２０６に少
なくとも２つの箇所又は局所的補償領域（若しくは場所）２０５、２０５ｓが設けられて
おり、また、サイドアーム要素２０６の外端部の、サイドアーム２０１材料との接合部に
任意の補償領域（又は場所）２０５があってもよく、例えば、サイドアームとサイドアー
ム要素との異なる材料特性が相互作用又は交差し、このような更なる補償領域（又は場所
）を提供することができる。更に、サイドアーム２０１自体によって（例えば、保持シス
テム又は固定システムを介してサイドアームが着脱可能に接続されてもよいユーザの顔／
頬の形状の変化などの力に応答したサイドアーム材料の反りとして）更に別の補償領域（
又は場所）が設けられ得る。示されるように、サイドアーム要素２０６は、サイドアーム
要素のより内側の端部（ブリッジ部要素の近傍に又は隣接して）に配置された第１の補償
領域（又は場所）２０５を有し、このような第１の領域（又は場所）２０５は、サイドア
ーム要素２０６の前側又は面の、スロット又は切り欠き又はスリット又は切り込み又は成
形されたキャビティ若しくはボイドである。第２の補償領域（又は場所）２０５は、次い
で、第１の領域又は場所からより側方外側に設けられ、サイドアーム要素の頂面及び底面
に形成された傾斜又は凹部（又はそうでなければ薄くした部分又は削減された材料）とし
て示される。
【０４２９】
　図６Ｆ～図６Ｇの線図は、領域（又は場所）２０５が曲がる又はヒンジ動作する又は屈
曲すると、図６Ａのインターフェースが印加される力にどのように応答し得るかについて
の少なくとも一実施形態を示すものである。
【０４３０】
　示される種々の実施形態のそれぞれでは、この又は各サイドアーム要素２０６の外端部
２０９に、サイドアーム２０１がサイドアーム要素２０６に取り付けられる又は接続され
る領域２０５又は任意選択的に２０５ｓがあってもよいことは理解されよう。このような
領域（又は場所）２０５、２０５ｓでは、材料特性の違い、又はサイドアーム２０１若し
くはサイドアーム要素２０６又はそれらの接合部の他の成形若しくは形成により、屈曲す
る又は曲げる等のための効果的な更なる領域（又は場所）２０５又は２０５ｓを生じても
よい。
【０４３１】
　図６Ｆ～図６Ｇ、図７Ｆ～図７Ｇ、図８Ｆ～図８Ｇ、図９Ｆ～図９Ｇ、図１０Ｆ～図１
０Ｇ（図１０Ｄに示されている節点の頂面図として）、図１０Ｈ～図１０Ｉ（図１０Ｄに
示されている節点の正面図として）、図１１Ｆ～図１１Ｇ、図１１Ｈ～図１１Ｉ（更なる
補償領域（又は場所）が、外側に又はサイドアーム２０１の、サイドアーム要素２０６と
の接合部に提供する例として）、図１２Ｆ～図１２Ｇ、図１３Ｆ～図１３Ｇ、図１４Ｆ～
図１４Ｇ、図１５Ｆ～図１５Ｇ、図１６Ｆ～図１６Ｇによって、これら実施形態のそれぞ
れの補償領域（又は場所）２０５、２０５ｓの位置及び動作を示すノードの線図が提供さ
れている。再度、力が印加されて（又は補償領域（又は場所）が機能する前のインターフ
ェース２００の形状は上記載の第１の参照図のものであり、参照する第２の図は、補償領
域（又は場所）２０５、２０５ｓが作動したのち又は機能している／印加された力に応答
しているものである。
【０４３２】
　上述の種々の実施形態を考慮すると、種々のモード、構成又は適応において、以下の１
つ以上が定められてもよいことは理解されよう。
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【０４３３】
　少なくとも１つの箇所又は局所的補償領域（若しくは場所）２０５は、サイドアーム２
０１又はサイドアーム要素２０６のより内側の端部２１０に、ブリッジ部２０２又はブリ
ッジ部要素２０３と接続して配置されてもよい（例えば、この又は各サイドアーム要素２
０６は、ブリッジ部要素２０３に対して屈曲する又は曲がる（又はヒンジ動作する又は局
所的に変位する、又は弾性的に変形しても動いてもよい）ように構成されてもよい）。
【０４３４】
　箇所又は局所領域（又は場所）２０５の少なくとも１つは、サイドアーム２０１又はサ
イドアーム要素２０６と、ブリッジ部２０２又はブリッジ部要素２０３との間の接合部又
は接続部に配置されてもよい。
【０４３５】
　箇所又は局所領域（又は場所）２０５の少なくとも１つは、実質的にユーザの鼻中隔領
域の周辺又は側方外縁部によって画定されるブリッジ部２０２又はブリッジ部要素２０３
のゾーン内又はゾーンに配置されてもよい。
【０４３６】
サイドアーム要素又はサイドアームは１つの出口又は複数の出口へのガス供給のための空
間／間隙を設けることを可能にする
　更に別の実施形態では、サイドアーム２０１若しくはサイドアーム要素２０６は、それ
ぞれ単独で、又はそれらの組み合わせによるいずれかにおいて、通路２１３を提供するよ
うに形作られ得る又は構成され得る又は適合され得る。このような通路２１３は、サイド
アーム２０１及び／又はサイドアーム要素２０６内のルーメン又はボイド空間又はキャビ
ティ又は他の凹部の１つ以上によって形成される。
【０４３７】
　このような通路２１３は、（源からの）ガス供給を受け取り、このガスを１つの出口又
は複数の出口２０４を介してユーザに送達する経路を設けることを可能にする、又は別法
として、ガス供給導管（図示しないものの、このような物品２１３に受け入れられても取
り付けられてもよい）を受け入れ、次いで、１つの出口又は複数の出口２０４を介してガ
スをユーザに送達することを可能にする。
【０４３８】
　サイドアーム２０１若しくはサイドアーム要素２０６若しくはこの両方内又はこれらを
通過するこのような通路２１３は導管又はルーメンの形成を可能にする。この導管又はル
ーメン内を、ガスが１つの出口又は複数の出口２０４への送達のために誘導又は供給され
てもよい。
【０４３９】
　サイドアーム２０１及び／又はサイドアーム要素２０６内のルーメン又はボイド空間又
はキャビティ又は他の凹部のいずれか１つ以上によってこのように形成された通路２１３
又は導管若しくはルーメン（若しくはチャネル）は、少なくとも部分的にサイドアーム２
０１によって、及び少なくとも部分的にサイドアーム要素２０６によって画定され得る（
すなわち、サイドアーム要素２０６自体がこのような物品２１３の壁の一部分を形成して
もよく、サイドアーム２０１自体が物品２１３の別の部分又は残部を形成してもよい）。
【０４４０】
　各サイドアーム２０１は、通路２１３にアクセスするためのポートを含み得る。このよ
うなポートは、サイドアームのより外側の端部の、各サイドアームの前面に配置され得る
。ポートは、好ましくは、患者インターフェースの水平中心線より下に配置され、より好
ましくは、サイドアームの下又は下方の方向からガス供給導管又は他のガス接続部を受け
入れるように方向付けられる。
【０４４１】
　少なくとも部分的にサイドアーム要素によって形成された通路２１３の部分は、このよ
うに形成された通路の（例えば、単位長部分の）壁の周長又は壁の周辺長の少なくとも１
０％、若しくは少なくとも２０％、若しくは少なくとも３０％、若しくは少なくとも４０
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％、若しくは少なくとも５０％、若しくは少なくとも６０％、若しくは少なくとも７０％
、若しくは少なくとも８０％、若しくは少なくとも９０％とすることができる、又は約１
～９９％、若しくは約５～９５％、若しくは約１０～９０％、若しくは約１５～８５％、
若しくは約２０～８０％、若しくは約３０～７０％、若しくは約４０～６０％、若しくは
約３０～５０％の範囲内であってもよい。
【０４４２】
　通路の壁は、サイドアーム２０１とサイドアーム要素２０６との組み合わせにより形成
されてもよいため、サイドアーム２０１は、サイドアーム要素によって形成されていたは
ずの壁の周長又は壁の周辺長の残部を提供してもよい。
【０４４３】
小突起
　サイドアーム要素２０６が用いられる場合、このような要素２０６の周りに又はこのよ
うな要素２０６に沿って１つ以上の小突起２１１が設けられ得る。これら種々の小突起２
１１は、サイドアーム２０１の材料と係合可能であるか、又はサイドアーム２０１の材料
と対応付けられるような形状若しくは構成のものとなるように設けられる。例えば、この
ような小突起２１１を示す図１５Ａ～図１５Ｅを参照のこと。
【０４４４】
　小突起２１１はサイドアーム要素２０６の伸張部を種々の方向又は面に提供するととも
に、いくつかの実施形態では、例えば、オーバーモールド配置などにおいてサイドアーム
２０１が係合し得るサイドアーム要素２０６の構造細部（ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌ　ｄｅｔ
ａｉｌ）を提供してもよく、又はサイドアーム２０１の材料はそうでなければ小突起２１
１と係合するために提供され得る。このようにして、このような小突起２１１はサイドア
ーム２０１に効果的に埋め込まれ得る。このような埋め込みにより、更に別の更なる領域
（若しくは場所）２０５、又はサイドアーム２０１若しくはサイドアーム要素２０６の他
の補剛若しくは補強、又はこれらの組み合わせを提供してもよい。例えば、サイドアーム
２０１の材料との小突起２１１の相互作用は、サイドアーム２０１のサイドアーム要素２
０６の撓み又は曲げ（又はヒンジ動作又は弾性変形）又はそれらの組み合わせに対する特
定の抵抗を提供することができる。
【０４４５】
　例えば、図１５Ａ～図１５Ｅに示されるように、サイドアーム２０１の材料は、小突起
２１１を取り囲み得る。サイドアーム２０１の材料は、少なくとも部分的に圧縮性とする
ことができる（又は少なくとも部分的に非圧縮性であってもよい）、又は小突起２１１が
、サイドアーム要素２０６の撓み又は曲げ（又はヒンジ動作又は弾性変形）を、サイドア
ーム２０１の材料の圧縮として（又は張力などの力に応答したサイドアーム材料の伸張又
は伸展として）変換することができるように、所望の特性のものとされ得る。
【０４４６】
　このようにして、小突起によって圧縮されたときのサイドアーム材料、又はサイドアー
ム要素の他の部分（サイドアーム材料が配置されてもよい切り欠き又はスリット又はスロ
ット又は他の切り込みの壁など）は、その材料特性のため、ヒンジ動作又は曲げの撓みに
抵抗するように機能する。同様に、サイドアーム材料は、例えば、切り欠き又はスリット
又はスロット又は他の切り込みが印加された力に応答して形状を変える又はその角度を増
すことによる伸張又は伸展に抵抗してもよい。
【０４４７】
　患者インターフェース２００の種々の繰り返しが添付の図に示されている。しかしなが
ら、これら図は、特定の配置を限定するものと捉えられるべきではない。患者インターフ
ェース２００がサイドアーム２０１をサイドアーム要素２０６と併せて用いる場合、サイ
ドアーム２０１の材料は、例えば、いくつかの形態において、サイドアーム要素２０６を
封入するか実質的に覆ってもよい（例えば、完全若しくは全体的な封入又は被覆であって
もよい）が、他の代替的形態では、サイドアーム要素２０６を一部のみ封入しても覆って
もよい。
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【０４４８】
　サイドアーム２０１の材料は、サイドアーム２０１とサイドアーム要素２０６との間に
そうでなければ存在し得る任意のボイド又は間隙を埋めるために使用され得る。このよう
にして、サイドアーム材料は、ボイド若しくは間隙内、又はサイドアーム要素２０６の他
の形状（領域（若しくは場所）２０５など）の周りに挿入される材料を提供することがで
きる。上記のように、サイドアーム２０１の材料は、サイドアーム要素２０６を完全に又
は部分的に封入しても覆ってもよい。
【０４４９】
　サイドアーム２０１の材料は、特に好適な特性に従い選択され得る。領域（若しくは場
所）２０５又は小突起２１１（又はこれらの両方）の、サイドアーム２０１の材料との相
互作用は、既定の若しくは予め配置された箇所又は局所領域（若しくは場所）２０５の１
つ以上とともに機能し、力又は動きの入カに対し、より優先的には第１の方向又は第１の
方向セットに、より低い優先では別の方向又は別の方向セットに屈曲する又は曲がる（又
はヒンジ動作又は弾性変形若しくは運動又は応答）ことを可能にするが、このような屈曲
又は曲がりに対するいくらかの抵抗を提供してもよい。
【０４５０】
サイドアームは顔の各側の周りに延びる
　特定の実施形態では、及び例えば、患者インターフェースに一対のサイドアーム２０１
が提供されている場合、サイドアーム２０１のそれぞれは、ブリッジ部２０２から側方に
延びるように適合され、一対のサイドアームのサイドアーム２０１の１つは、実質的にユ
ーザの顔の左側の周りに延びることができ、他方のサイドアームは実質的にユーザの顔の
右側の周りに延びることができる。
【０４５１】
　この又は各サイドアーム２０１はユーザの矢状面から側方に離れる方に又は外側に向か
って実質的に延びることができる。この又は各サイドアーム要素２０６は、このようなサ
イドアーム要素を含むこのようなサイドアーム２０１のそれぞれのかなりの長さに、又は
これに沿って若しくはこの全体に延びることができる。
【０４５２】
　したがって、患者インターフェース２００をユーザの顔の上に配置することができ、サ
イドアーム２０１のそれぞれが、ヘッドギアと結合され得る又は対応付けられ得る保持シ
ステム又は固定システムの一部分を提供する一対のサイドアーム２０１が提供されてもよ
い。このようにして、患者インターフェース２００は、ユーザの顔の上の所望の動作位置
に保持又は固定されてもよい。
【０４５３】
　サイドアーム２０１又はサイドアーム要素２０６のそれぞれは、更には、患者インター
フェースにかかる力又は動きに応答して、このような力又は動きの、患者インターフェー
スの他の部分への伝達又は移動の可能性を切り離しても、吸収しても、減衰する少なくと
も幾分緩和してもよい。
【０４５４】
　好適な実施形態では、ブリッジ部２０２又はブリッジ部要素２０３（又はこの両方）に
伝達される又は移動される力又は動きが最小になる。このことは、ガス出口２０４と、ブ
リッジ部２０２又はブリッジ部要素２０３と対応付けられた任意のこのような鼻プロング
２０８とのより安定な配置又は位置決めを可能にしてもよい。更には、これにより、ユー
ザの鼻又はその孔の近傍に移動するこのようなガス出口又は鼻プロングの動きの低減を補
助し、プロングのフリッキングの回避を補助してもよい。プロングのフリッキングは、ガ
ス出口２０４又は鼻プロング２０８の動きによる望ましくない結果である。プロングのフ
リッキングはユーザをいらだたせる場合があり、治療の送達を妨げる場合がある。
【０４５５】
　特定の図に示されるように、この又は各サイドアーム要素２０６は、複数の要素リム２
１２として構成されてもよい（すなわち、サイドアーム要素２０６は二股に分かれていて
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も、そうでなければ一連の要素リム２１２へと分割又は分岐していてもよい）。これらサ
イドアーム要素リム２１２の１つ以上が、それ自体、上述の小突起２１１の１つ以上を含
んでもよい。
【０４５６】
　図２Ａ～図２Ｅを参照すると、ブリッジ部２０２がブリッジ部要素２０３を含み、この
ようなブリッジ部要素２０３が一対の切り欠き切り込み又は成形部分２０７を画定する一
実施形態が提供される。部分２０７は既定の出口２０４経路又はポートを提供し、ユーザ
の鼻の孔にガスの流れを誘導するために、この既定の出口２０４経路又はポートに鼻プロ
ング２０８を流体的に接続してもよい。図２Ｃに見られるように、サイドアーム２０１内
の又はサイドアーム２０１を通る通路２１３がある。同様に、ブリッジ部要素２０３は、
ルーメン又はボイド空間又はキャビティ又は凹部２１３を通したガスの供給が、送達のた
め、１つの出口又は複数の出口２０４に誘導される又は供給されることを可能にするよう
に形作られる又は形成される。
【０４５７】
　図２Ａ～図２Ｅの実施形態では、サイドアーム２０１は、その自己の領域（又は場所）
２０５ｓを含み、これは、例えば、力に応答したサイドアーム材料によりサイドアームが
全体的に反る部分（ｇｅｎｅｒａｌ　ｂｏｗｉｎｇ）であってもよい。
【０４５８】
　図３Ａ～図３Ｃ及び図４Ａ～図４Ｃを参照すると、ブリッジ部２０２がブリッジ部要素
２０３を含み、このようなブリッジ部要素２０３が出口２０４の空間的配置を画定する一
対の切り込み又は成形部分を画定し、ブリッジ部要素２０３から一対の鼻プロング２０８
が延出する一実施形態が提供される。加えて、各サイドアーム２０１の上に、通路２１３
の一部として、ガス供給導管を位置決め又は収容するためのガス供給導管位置決め部２１
４がある。ガス供給導管は、所定の位置において位置決め部とともに又は通路２１３内に
（例えば、所定の位置に接着されてもよい）固定されてもよい。ブリッジ部要素２０３は
、また、ガス供給の送達を受け取り、その後、このようなガスを出口２０４及び鼻プロン
グ２０８に送るためにこのような物品２１３を含む。
【０４５９】
　図３Ａ～図３Ｃの実施形態では、ガス供給導管は、サイドアームの側方外側へのサイド
アーム２０１の伸張に関していくらかの抵抗又は少なくともいくらかの制限を与える。
【０４６０】
　図４Ａ～図４Ｃの実施形態では、ガス供給導管は、位置決め部２１４の１つ又はそれぞ
れに固定された固定位置間に更に短い長さを与え、そうすることにより、ブリッジ部から
側方外側へのサイドアームの伸張に対し更に大きな抵抗を与える。
【０４６１】
　図５Ａ～図５Ｅを参照すると、ブリッジ部２０２が、一対の左及び右サイドアーム要素
２０６を備えるブリッジ部要素２０３を含む一実施形態が提供される。ブリッジ部要素２
０３は、出口２０４の空間的配置を画定する一対の切り込み又は成形部分２０７を画定し
、ブリッジ部要素２０３から一対の鼻プロングが延出する。サイドアーム要素２０６は少
なくとも１つの領域（又は場所）２０５を含み、この領域（又は場所）２０５の周りにヒ
ンジ動作機能が提供される。ヒンジ動作機能は、サイドアーム要素２０６が曲がる又は屈
曲する又はヒンジ動作することを可能にし、これらサイドアーム要素２０６に印加された
力又は動きの伝達又は移動を吸収又は少なくともある程度緩和し、ガス出口２０４及びプ
ロング２０８の空間的配置を画定するブリッジ部２０２及びブリッジ部要素２０３に達し
ないようにする。示されるように、領域（又は場所）２０５は、サイドアーム要素２０６
の切り欠き又はスリット又はスロット又は切り込みとされ得る。加えて、サイドアーム２
０１とサイドアーム要素２０６との間の材料の接合部又は接続部は、周りでいくらかの屈
曲又は曲げ等が起こり得る更なる領域（又は場所）２０５を提供することができる。屈曲
又は曲げ等が起こり得るレベルは、使用されるサイドアーム２０１及びサイドアーム要素
２０６の材料と、それらの相対的な特性とに少なくとも一部依存する場合がある。図５Ｃ
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に示されるように、サイドアーム２０１は、ガス供給導管を位置決め又は収容するための
通路２１３を含む、又は少なくともこのようなルーメン又は通路の一部分を形成するよう
に形作られる又は形成される。ブリッジ部要素２０３は、また、サイドアーム２０１と組
み合わせたときにこのような通路２１３を補助するように形作られる。例えば、図５Ｅを
参照のこと。
【０４６２】
　図６Ａ～図６Ｅを参照すると、ブリッジ部２０２が、一対の左及び右サイドアーム要素
２０３を備えるブリッジ部要素２０３を含む一実施形態が提供される。ブリッジ部要素２
０３は、出口２０４の空間的配置を画定する一対の切り込み又は成形部分２０７を画定し
、ブリッジ部要素２０３から一対の鼻プロングが延出する。サイドアーム要素２０６は少
なくとも２つの領域（又は場所）２０５を含む。第１の領域（又は場所）２０５は、サイ
ドアーム要素２０６のより内側の端部２１０の、ブリッジ部要素２０３とサイドアーム要
素２０６との間の接合部の近傍に配置されている。第２の領域又は場所（２０５）は、サ
イドアーム要素２０６のより外側の端部２０９の方に配置されている。第１の領域（又は
場所）は、サイドアーム要素がユーザの顔から外側に（すなわち横方向腹側方向に）曲が
る又は屈曲する又は動くことができる優先的な第１の方向又は第１の方向セットが提供さ
れることを可能にする一方で、第２の領域（又は場所）は、サイドアーム要素がユーザの
顔に向かって内側に（すなわち横方向背側方向に）曲がる又は屈曲する又は動くことがで
きる優先的な第１の方向又は第１の方向セットが提供されることを可能にする。
【０４６３】
　加えて、サイドアーム２０１とサイドアーム要素２０６との間の材料の接合部又は接続
部は、任意の更なる領域（又は場所）２０５を提供することができる。屈曲又は曲げ等が
起こり得るレベルは、使用されるサイドアーム２０１及びサイドアーム要素２０６の材料
と、それらの相対的な特性とに少なくとも一部依存する場合がある。図６Ｃに示されるよ
うに、サイドアーム２０１は、ガス供給導管を位置決め又は収容するためのルーメン又は
ボイド空間又はキャビティ又は他の凹部２１３を含む、又は少なくともこのようなルーメ
ン又は通路の一部分を形成するように形作られる又は形成される。ブリッジ部要素２０３
は、また、サイドアーム２０１と組み合わせたときにこのような物品２１３を促進するよ
うに形作られる。例えば、図６Ｄを参照のこと。
【０４６４】
　図６Ａ～図６Ｅの実施形態では、サイドアーム２０１はその自己の領域（又は場所）２
０５ｓを含む。
【０４６５】
　図６Ａ～図６Ｅに関連して記載した実施形態と同様に、図７～図１６の実施形態のそれ
ぞれは、複数の領域又は場所（２０５）と、患者インターフェースに印加される又はかか
る力又は動きが、ブリッジ部２０２又はブリッジ部要素２０３、及び更には、ガス出口２
０４及び例えば、ガス出口２０４に流体的に接続されてもよい鼻プロングに伝達される又
は移動されるのを最小限にするための自己補償能力が備えられた患者インターフェース２
００を構成するための種々のより優先的な第１の方向と、を用いる更に別の配置を示す。
【０４６６】
　図７Ａ～図７Ｅの実施形態は、少なくとも３つの領域（又は場所）２０５と、サイドア
ーム要素２０６の外端部の、サイドアーム２０１との接合部において促進されてもよい任
意の更なる領域（又は場所）２０５と、を示す。第１の領域（又は場所）２０５はサイド
アーム要素２０６のより内側の端部２１０に配置されている一方で、第２及び第３の領域
（又は場所）２０５は、サイドアーム要素２０６の長さに沿ってより外側の方に配置され
ている。第２及び第３の（すなわちより外側の方に配置された）領域（又は場所）２０５
は、第１の領域（又は場所）と異なる方向のより内側へのより優先的な曲げ又は撓みのた
めに構成されていることに留意されたい。これにより、サイドアーム要素２０６に沿った
種々の曲げ又は撓み方向の提供を可能にすることができる。図７Ｃに示されるように、サ
イドアーム２０１は、ガス供給導管を位置決め又は収容するためのルーメン又はボイド空
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間又はキャビティ又は他の凹部２１３を含む、又は少なくともこのようなルーメン又は通
路の一部分を形成するように形作られる又は形成される。ブリッジ部要素２０３は、また
、サイドアーム２０１と組み合わせたときにこのような物品２１３を促進するように形作
られる。例えば、図７Ｅを参照のこと。
【０４６７】
　少なくとも図７Ａ～図７Ｅの実施形態では、サイドアーム２０１は、示されるように、
その自己の領域（又は場所）２０５ｓを含み得る。このようなサイドアーム領域（又は場
所）２０５ｓは、優先的方向又は面におけるヒンジ動作又は曲げ又は撓みを可能にするた
めの、薄くした厚くした部分又はサイドアーム材料又はサイドアームの他の形状によって
可能とされてもよい。
【０４６８】
　図８Ａ～図８Ｅの実施形態は、少なくとも２つの領域（又は場所）２０５と、サイドア
ーム要素２０６の外端部の、サイドアーム２０１との接合部において促進されてもよい任
意の更なる領域（又は場所）２０５と、を示す。第１の領域（又は場所）２０５はより内
側に（すなわちブリッジ部要素２０３のより近くに）配置されており、第２の領域（又は
場所）２０５。各領域（又は場所）２０５の異なる幾何学的形状は、各領域（又は場所）
２０５による異なるタイプ又はレベルの曲げ又は撓みを可能にする。図８Ｃに示されるよ
うに、サイドアーム２０１は、ガス供給導管を位置決め又は収容するためのルーメン又は
ボイド空間又はキャビティ又は他の凹部２１３を含む、又は少なくともこのようなルーメ
ン又は通路の一部分を形成するように形作られる又は形成される。ブリッジ部要素２０３
は、また、サイドアーム２０１と組み合わせたときにこのような物品２１３を促進するよ
うに形作られる。例えば、図８Ｅを参照のこと。
【０４６９】
　図９Ａ～図９Ｅの実施形態は、少なくとも２つの領域（又は場所）２０５と、サイドア
ーム要素２０６の外端部の、サイドアーム２０１との接合部において促進されてもよい任
意の更なる領域（又は場所）２０５と、を示す。この実施形態では、一連の領域（又は場
所）２０５は、サイドアーム要素２０６の長さ又は本体に沿って順次配置又は配列されて
もよい。第１の領域（又は場所）２０５は、より内側に、且つブリッジ部要素２０３の最
も近くに配置されている。この第１の領域（又は場所）２０５は、この第１の領域（又は
場所）２０５のより外側に配置された、後に配置される領域（又は場所）２０５によって
提供される優先方向又は方向セットとは異なる第１の優先方向又は方向セットを可能にし
てもよい。図９Ｃに示されるように、サイドアーム２０１は、ガス供給導管を位置決め又
は収容するためのルーメン又はボイド空間又はキャビティ又は他の凹部２１３を含む、又
は少なくともこのようなルーメン又は通路の一部分を形成するように形作られる又は形成
される。ブリッジ部要素２０３は、また、サイドアーム２０１と組み合わせたときにこの
ような物品２１３を促進するように形作られる。例えば、図９Ｅを参照のこと。
【０４７０】
　図１０Ａ～図１０Ｅの実施形態は、少なくとも２つの領域（又は場所）２０５と、サイ
ドアーム要素２０６の外端部の、サイドアーム２０１との接合部において促進されてもよ
い任意の更なる領域（又は場所）２０５と、を示す。この実施形態では、第１の領域（又
は場所）２０５は、この第１の領域（又は場所）２０５のより外側に配置された、後に配
置される領域（又は場所）２０５によって提供される優先方向又は方向セットとは異なる
第１の優先方向又は方向セットを可能にしてもよい。例えば、サイドアーム要素２０６の
より内側の位置２１０に配置された領域（又は場所）２０５は、例えば、複数の面におけ
る複雑な又は複数の屈曲又は曲げ機能を提供する。図１０Ｃに示されるように、サイドア
ーム２０１は、ガス供給導管を位置決め又は収容するためのルーメン又はボイド空間又は
キャビティ又は他の凹部２１３を含む、又は少なくともこのようなルーメン又は通路の一
部分を形成するように形作られる又は形成される。ブリッジ部要素２０３は、また、サイ
ドアーム２０１と組み合わせたときにこのような物品２１３を促進するように形作られる
。例えば、図１０Ｅを参照のこと。
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【０４７１】
　図１１～図１６のそれぞれは、ブリッジ部２０２と、ブリッジ部要素２０３と、サイド
アーム２０１とともに用いられるサイドアーム要素２０６の更に別の配置を示す。これら
実施形態のそれぞれでは、サイドアーム２０１は、ガス供給導管を位置決め又は収容する
ためのルーメン又はボイド空間又はキャビティ又は他の凹部２１３を含む、又は少なくと
もこのようなルーメン又は通路の一部分を形成するように形作られる又は形成される。ブ
リッジ部要素２０３は、また、サイドアーム２０１と組み合わせたときにこのような物品
２１３を促進するように形作られる。また更に、これら図のそれぞれは、同じ又は異なる
又はその他の組み合わせにかかわらず、別の方向又は別の方向セットよりも第１の方向又
は第１の方向セットをより優先する曲げ又は撓み又はヒンジ動作等のセット又はアレイを
提供する、種々の及び複数の配置された領域（又は場所）２０５を示す。したがって、患
者インターフェース２００には、本明細書中に提供される構成のいずれか１つ以上又はそ
の代替的な組み合わせが提供され得る。
【０４７２】
　種々の図に示すように、サイドアーム２０１に使用される材料は、サイドアーム要素２
０６又はサイドアーム２０１それ自体の動的性能の一部分を形成し得る。例えば、サイド
アーム２０１材料は、（部分的又は全体的に）サイドアーム要素２０６を囲む又は封入す
る又は覆うことができる。サイドアーム２０１材料は、次いで、小突起２１１又はサイド
アーム要素リム２１２の間に又はその周りに挿入され得る。このようにして、サイドアー
ム２０１材料は、撓み又は曲げ又はヒンジ動作に対し弾力又は抵抗を提供することができ
る、又はこのような抵抗を提供するものの、患者インターフェースにかかる力又は動きは
吸収するように機能してもよい。
【０４７３】
　使用時、１つのサイドアーム又は複数のサイドアーム２０１はユーザの顔の上に、例え
ば、顔の頬の上又は顔の頬の周りに配置されることになる。適切なタイプのヘッドギア（
ヘッドストラップ及びバックストラップ又は他の変形形態のものなど）をサイドアーム２
０１に接続可能であり、患者インターフェース２００をユーザ上に維持又は保持するため
の保持システムを提供する。本発明の特に好適な実施形態では、患者インターフェース２
００は、一対のサイドアーム２０１と、ガス出口２０４と流体連通する一対の鼻プロング
２０８と、を含む鼻カニューラである。
【０４７４】
　図１８に示される非限定的な代表的実施形態を参照すると、患者インターフェース４２
００が示されている。示されている構成では、患者インターフェース４２００は鼻カニュ
ーラを含む。いくつかの代替的構成では、患者インターフェース４２００は、密封又は非
密封インターフェースを含んでもよい。例えば、患者インターフェース４２００は、鼻マ
スク、口マスク、口鼻マスク、フルフェイスマスク、鼻カニューラ、非密封口鼻インター
フェース、鼻ピローマスク、気管内チューブ、上記の又はいくつかの他のガス搬送システ
ム若しくは装置の組み合わせを含んでもよい。他の患者インターフェースにおいて、示さ
れる鼻カニューラの特定の特徴、態様及び利点が想定されてもよい。
【０４７５】
　図１８～図２３を更に参照すると、患者インターフェース４２００は、患者の鼻孔内に
載置されるように適合された第１及び第２の鼻送達要素４２０２Ａ、４２０２Ｂを含む。
示される鼻送達要素４２０２Ａ、４２０２Ｂは実質的に管状であり、患者インターフェー
ス４２００を通過するガスを患者へと案内する。鼻送達要素４２０２Ａ、４２０２Ｂは、
使用時、全体的に患者の鼻中隔に向かって内側に延びるように形作られるとともに角度を
なしている。鼻送達要素４２０２Ａ、４２０２Ｂは、使用時、患者の頭部の後側の方に向
く先端において終端する。いくつかの構成では、鼻送達要素４２０２Ａ、４２０２Ｂは異
なる形状を有し得ることは理解すべきである。例えば、示される構成における鼻送達要素
４２０２Ａ、４２０２Ｂの平均的な断面は実質的に円形であるものの、いくつかの構成で
は、鼻送達要素４２０２Ａ、４２０２Ｂの断面は、実質的に楕円形、実質的に正方形、又
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は実質的に矩形とされ得る。いくつかの構成では、鼻送達要素４２０２Ａ、４２０２Ｂの
断面は、鼻送達要素４２０２Ａ、４２０２Ｂの長さに沿って変化し得る。いくつかの構成
では、第１及び第２の鼻送達要素４２０２Ａ、４２０２Ｂは異なる特徴を有してもよい。
例えば、第１の鼻送達要素４２０２Ａは第２の鼻送達要素４２０２Ｂよりも小さくても短
くてもよい。異なる特徴を有する鼻送達要素のいくつかの例が、その開示の全体が参照に
より本明細書に援用される、所有者が共通する国際公開第２０１５／０２０５４０号パン
フレットに示されている。いくつかの構成では、１つのみの鼻送達要素が使用されてもよ
い。いくつかの構成では、２つを超える（例えば、３つ又は４つの）鼻送達要素が使用さ
れてもよい。
【０４７６】
　第１及び第２の鼻送達要素４２０２Ａ、４２０２Ｂは、患者インターフェース４２００
の第１及び第２のサイドアーム（第１及び第２のアームとも呼ばれる）４２０６Ａ、４２
０６Ｂから延びる。第１及び第２のサイドアーム４２０６Ａ、４２０６Ｂは、内部ガス送
達ルーメン４２１０Ａ、４２１０Ｂを含む。内部ガス送達ルーメン４２１０Ａ、４２１０
Ｂは、第１及び第２のサイドアーム４２０６Ａ、４２０６Ｂのガス入口４２０８Ａ、４２
０８Ｂからガスを受け取り、このガスを第１及び第２の鼻送達要素４２０２Ａ、４２０２
Ｂへと送る。ガス入口４２０８Ａ、４２０８Ｂは一対のガス送達導管４２１８Ａ、４２１
８Ｂと接続する（図１を参照）。示される構成では、ガス送達導管４２１８Ａ、４２１８
Ｂは、ガス入口４２０８Ａ、４２０８Ｂと一体形成されている、又はガス入口４２０８Ａ
、４２０８Ｂに分離不能に接続されている。ガス送達導管４２１８Ａ、４２１８Ｂは、更
には、ガス導管コネクタ２２２と一体形成されている、又はガス導管コネクタ２２２に分
離不能に接続されている。ガス導管コネクタ２２２は、ガス導管１１０（図１を参照して
本開示の別の場所に記載されている）と空気連通する相補的なコネクタ１１８と着脱可能
に接続するように構成されている。他の構成も考えられる。例えば、いくつかの構成では
、患者インターフェース４２００は、第１及び第２の鼻送達要素４２０２Ａ、４２０２Ｂ
が、第１又は第２のサイドアーム４２０６Ａ、４２０６Ｂのいずれかに配置された単一の
内部ガス送達ルーメンからガスを受け取り、単一の内部ガス送達ルーメンが、更には、単
一ガス送達導管からガスを受け取るように構成されてもよい。いくつかの構成では、この
ようなガス送達導管４２１８Ａ、４２１８Ｂは必要なく、１つ以上のガス入口４２０８Ａ
、４２０８Ｂをガス導管１１０と直接（又は相補的なコネクタ１１８及び／又はガス導管
コネクタ２２２を介して間接的に）接続してもよい。いくつかのこのような構成では、第
１又は第２のサイドアーム４２０６Ａ、４２０６Ｂは一体形成されても、又はガス導管１
１０とともに１つの連続的な部品の形態であってもよい。いくつかの構成では、ガス送達
導管４２１８Ａ、４２１８Ｂの１つ以上は、ガス入口４２０８Ａ、４２０８Ｂの１つ以上
に着脱可能に結合されている。いくつかの構成では、ガス送達導管４２１８Ａ、４２１８
Ｂの１つ以上は、ガス導管コネクタ２２２に着脱可能に結合されている。
【０４７７】
　患者インターフェース４２００の第１及び第２のサイドアーム４２０６Ａ、４２０６Ｂ
は患者の顔に載るように適合されている。示される構成では、第１及び第２のサイドアー
ム４２０６Ａ、４２０６Ｂは患者の両頬に載るように適合されている。第１及び第２のサ
イドアーム４２０６Ａ、４２０６Ｂを患者の顔の所定の位置に固定するために、第１及び
第２のサイドアーム４２０６Ａ、４２０６Ｂの患者の方に面する側に、取付構造４２１６
Ａ、４２１６Ｂが設けられる。取付構造４２１６Ａ、４２１６Ｂは、患者インターフェー
ス４２００を望むように（例えばこの構成では、鼻送達要素４２０２Ａ、４２０２Ｂが鼻
孔内に快適に且つ非密封的に配置されるように）顔と位置合わせされた状態に維持するよ
うに適合されている。取付構造４２１６Ａ、４２１６Ｂは、顔に取り付けられた固定構造
と接続することができるように構成されている。いくつかの構成では、取付構造４２１６
Ａ、４２１６Ｂと固定構造とは、互いに相補的であるように構成され得る。例えば、取付
構造４２１６Ａ、４２１６Ｂは、「ループ」部（例えば、テキスタイル又はプラスチック
から構築された）を含んでもよい。ループ部は、第１及び第２のサイドアーム４２０６Ａ
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、４２０６Ｂの患者の方に面する側に接着されている又はそれ以外の手法で固定されてい
る。また、固定構造は、「フック」パッドを含んでもよい。フックパッドは、顔に接着さ
れている又はそれ以外の手法で固定されている（例えば、「フックアンドループ」型の接
続のため）。フックアンドループ型の接続のいくつかの例は、所有者が共通する国際公開
第２０１２／０５３９１０号パンフレットに開示されており、この開示は、その全体が参
照により本明細書に援用される。他の構成も考えられる。例えば、いくつかの構成では、
取付構造４２１６Ａ、４２１６Ｂは（例えば、粘着パッド又は他の構造の使用により）顔
と直接接続してもよい。いくつかの構成では、１つの取付構造のみを使用しても、２つを
超える（例えば、３つ又は４つの）取付構造を使用してもよい。いくつかの構成では、取
付構造４２１６Ａ、４２１６Ｂは、「ループ」部以外の特徴を含んでもよい。例えば、取
付構造４２１６Ａ、４２１６Ｂは、固定構造上の相補的な「ループ」部と接続する「フッ
ク」部を含んでもよい。別の例として、取付構造４２１６Ａ、４２１６Ｂは、固定構造上
の機能部と接続するスナップフィット機能部又は他の機械的な相互係止機能部を含んでも
よい。いくつかの構成では、患者インターフェース４２００は取付構造を含まなくてもよ
い。いくつかの構成では、患者インターフェース４２００は、顔上で患者インターフェー
ス４２００を所望の向き又はアライメントに保持するように適合されたヘッドギアを含ん
でもよい。ヘッドギアは、例えば、患者の頭の周りに延びるように構成された１つ以上の
ストラップ、ストラップの有効長を修正することによってストラップの締まりを調節する
ためのバックル、キャップ、頭巾、帽子、ヘルメット及び／又は１つ以上の他の特徴を含
んでもよい。
【０４７８】
　ブリッジ４２０４は、第１のサイドアーム４２０６Ａと第２のサイドアーム４２０６Ｂ
とを接続する。ブリッジ４２０４は、内部ガスルーメンを含まない第１の及び／又は第２
のサイドアーム４２０６Ａ、４２０６Ｂの伸張部であり、鼻送達要素４２０２Ａ、４２０
２Ｂを互いに対し所望の向きに維持するのを補助するように機能する。他の構成も考えら
れる。例えば、いくつかの構成では、ブリッジ４２０４は、第２の材料、又はインターフ
ェースの残り部分、例えば、第１及び第２のアームとは異なる材料から構成され得る。い
くつかのこのような構成では、サイドアーム４２０６Ａ、４２０６Ｂの１つのみが内部ガ
スルーメン及び／又はガス入口を含む。いくつかの構成では、ブリッジ４２０４は、第１
のサイドアーム４２０６Ａ上の第１の接続箇所と、第２のサイドアーム４２０６Ｂ上の第
２の接続箇所との間に延びる。いくつかのこのような構成では、第１の及び／又は第２の
接続箇所は、１つ以上の可動ジョイントを含んでもよい。いくつかのこのような構成では
、１つ以上のジョイントは、１つ以上のヒンジ領域を含んでもよい。ヒンジ領域の一部分
として、ヒンジ式ジョイントがあってもよい。いくつかのこのような構成では、１つ以上
のジョイントは１つ以上の枢動ジョイントを含んでもよい。１つ以上のジョイントは、第
１の及び／又は第２のサイドアーム４２０６Ａ、４２０６Ｂに対するブリッジ４２０４の
動きを可能にしてもよい。
【０４７９】
　図１９に見られるように、第１及び第２のサイドアーム４２０６Ａ、４２０６Ｂは、鼻
送達要素４２０２Ａ、４２０２Ｂ及び／又はブリッジ４２０４に向かって延びるにつれて
幅が減少する。取付構造４２１６Ａ、４２１６Ｂが固定構造とともに使用される場合、顔
上での患者インターフェース４２００の安定性を向上するために、取付構造４２１６Ａ、
４２１６Ｂは、第１及び第２のサイドアーム４２０６Ａ、４２０６Ｂの外縁部の近位の、
第１及び第２のサイドアーム４２０６Ａ、４２０６Ｂの比較的広い部分に配置される。加
えて、図２３に見られるように、患者インターフェース４２００は、全般的に、顔の輪郭
に実質的に一致するように形作られている又は構成されている。患者インターフェース４
２００は、また、力Ｆ1が第１及び第２のサイドアーム４２０６Ａ、４２０６Ｂに作用し
、サイドアーム４２０６Ａ、４２０６Ｂの外縁部をブリッジ４２０４に向かって内側に押
しやると（例えば、顔が枕に対して圧迫されたことにより又は情緒状態の顔の表情により
作用し得る）、サイドアーム４２０６Ａ、４２０６Ｂ及び／又はブリッジ４２０４の内部
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部分がヒンジ領域として機能し、力Ｆ2を鼻送達要素４２０２Ａ、４２０２Ｂに作用させ
、鼻送達要素４２０２Ａ、４２０２Ｂを患者の方へと移動させるように構成されている。
この患者の方へと向かう鼻送達要素４２０２Ａ、４２０２Ｂの動きは、鼻送達要素４２０
２Ａ、４２０２Ｂを患者の鼻孔内に保持するのを補助することができる。
【０４８０】
　図１８を更に参照すると、第１及び第２のサイドアーム４２０６Ａ、４２０６Ｂの外縁
部は、係脱構造４２１２Ａ、４２１２Ｂを含む。係脱構造４２１２Ａ、４２１２Ｂはサイ
ドアーム４２０６Ａ、４２０６Ｂの外側部分に、ガス入口４２０８Ａ、４２０８Ｂから離
間して配置されている。示される構成では、係脱構造４２１２Ａ、４２１２Ｂは、サイド
アーム４２０６Ａ、４２０６Ｂの隣接部分に対して低減された厚みを持つ内側領域を含む
タブである。タブの内側領域の外側及びサイドアーム４２０６Ａ、４２０６Ｂの外縁部の
方に、タブは、通常の厚み又はサイドアーム４２０６Ａ、４２０６Ｂの同じ隣接部分に対
して増加した厚みを持つ外側領域を更に含む。タブは、外側領域は、患者又は別の人物（
例えば、看護師又は医師などであるがこれに限定されない医療専門家）によって把持され
、引っ張られてもよいように構成されている。引っ張られると、外側領域は内側領域の周
りを回転してもよく、取付構造４２１６Ａ、４２１６Ｂが顔上にある固定構造から取り外
されるように患者インターフェース４２００に十分な力が作用してもよい。係脱構造４２
１２Ａ、４２１２Ｂは、したがって、患者インターフェース４２００を顔からより簡単に
取り外すために使用してもよい。他の構成も考えられる。例えば、いくつかの構成では、
患者インターフェース４２００の１つの本体に１つの係脱構造のみを配置してもよい。い
くつかの構成では、患者インターフェース４２００は、２つを超える（例えば、３つ又は
４つの）係脱構造を含んでもよい。いくつかの構成では、係脱構造４２１２Ａ、４２１２
Ｂは、サイドアーム４２０６Ａ、４２０６Ｂの他の部分、又は患者インターフェース４２
００の他の部分に配置してもよい。いくつかの構成では、係脱構造４２１２Ａ、４２１２
Ｂは、タブ以外の構造を含んでもよい。例えば、係脱構造４２１２Ａ、４２１２Ｂは、引
っ張るか又はそれ以外の手法で操作して、顔から患者インターフェース４２００を分離す
ることができる第１の及び／又は第２のサイドアーム４２０６Ａ、４２０６Ｂの伸張部を
含んでもよい。
【０４８１】
　図２１Ａ及び図２１Ｂを参照すると、患者インターフェース４２００の拡大図が示され
ている。図２４Ｂは、特に、ブリッジ４２０４及び鼻送達要素４２０２Ａ、４２０２Ｂの
概略図を示すとともに、ブリッジ４２０４を、ブリッジ４２０４の中立軸Ｎと、圧縮側Ｃ
と、伸張側（例えば、患者の方に面する側）Ｔとを示す、梁として示す。図２３を参照し
て本開示の別の場所に記載されるように、第１及び第２のサイドアーム４２０６Ａ、４２
０６Ｂに力が作用し、サイドアームをブリッジ４２０４に向かって内側に押し動かすにつ
れて、鼻送達要素４２０２Ａ、４２０２Ｂが患者の鼻孔内に保持されるように、患者イン
ターフェース４２００の形状によって鼻送達要素４２０２Ａ、４２０２Ｂを患者の方へと
移動させる。しかしながら、鼻送達要素４２０２Ａ、４２０２Ｂを押し動かすように作用
する力Ｆの一部は、鼻送達要素４２０２Ａ、４２０２Ｂを引き離すようにも作用し、それ
らが互いにずれる原因となり得る。場合によっては、鼻送達要素４２０２Ａ、４２０２Ｂ
は広がり離され、変位角Ｄ１を互いに実質的に反対方向に回転させる。図２１Ｂに示すよ
うに、力Ｆがブリッジ４２０４の患者の方に面する側に張力をかけ、ブリッジ４２０４の
患者の方に面する側を効果的に伸長して湾曲させ、鼻送達要素４２０２Ａ、４２０２Ｂを
広げる（鼻送達要素４２０２Ａ、４２０２Ｂの広げられていない位置状態を示す図２１Ｂ
の点線の輪郭を参照のこと）。ブリッジ４２０４の反対側も同様に圧縮された状態になり
、概して、力Ｆが原因で、その湾曲又は形状を保持しない。鼻送達要素４２０２Ａと鼻送
達要素４２０２Ｂとが互いに広がり離れると、場合によっては、鼻送達要素４２０２Ａ、
４２０２Ｂは鼻孔の内側に対し歪み、「飛び出す」又はずれて鼻孔の外に位置する可能性
があり、患者又は患者にサービスを提供する別の人物にとって不便となり得る。
【０４８２】
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　図２２Ａ及び図２２Ｂは、修正された患者インターフェース４２００を示す。修正され
た患者インターフェース４２００は、ブリッジ４２０４の患者の方に面する側に配置され
た支持構造４２２０を含む。示される構成では、支持構造４２２０は、ブリッジ４２０４
を補強し、ブリッジ４２０４に力Ｆが印加されたときに鼻送達要素４２０２Ａ、４２０２
Ｂが広がる傾向に抵抗するように構成されている（例えば、支持構造４２２０は補強構造
４２０４として機能する）。事実上、図２２Ｂの概略図に示すように、ブリッジ４２０４
の患者の方に面する側に支持構造４２２０があることで、中立軸Ｎをブリッジ４２０４の
ほぼ中心又は中央にある状態からブリッジ４２０４の伸張側Ｔにより近い状態へと移動さ
せる。ブリッジ４２０４の引張強さは向上してもよい。したがって、同じ力Ｆに対し、鼻
送達要素４２０２Ａ、４２０２Ｂは小さな変位角Ｄ２しかずれず、鼻孔の内側に対し歪ん
だり、ずれて鼻孔の外に位置したりする傾向が低下する可能性がある。
【０４８３】
　いくつかの構成では、支持構造４２２０は少なくとも部分的にテキスタイル材料から作
製されている。例えば、支持構造４２２０は織、不織又は編テキスタイル材料から作製さ
れ得る。示される構成では、支持構造４２２０は、ポリマー（例えばポリプロピレン）シ
ートから作製されている。支持構造４２２０をテキスタイル材料から作製すると、中立軸
を移動し、鼻送達要素４２０２Ａ、４２０２Ｂの広がりに抵抗するほどの十分な強度を支
持構造４２２０に付与する。加えて、ブリッジ４２０４の患者の方に面する側にテキスタ
イル材料を使用すると、顔における患者インターフェース４２００の快適性を維持又は向
上し得るとともに、顔上での患者インターフェース４２００の長期の使用の結果として生
じる創を低減する又は防止するのを補助してもよい。しかしながら、他の構成では、シー
ト、フィルム、プレート、パネル、スラブ、並びに種々の形状及び大きさの他の塊を含む
が、これらに限定されない他の形態の支持構造、並びにポリマー、プラスチック、金属、
セラミックス、布、ろう及び種々の品質の他の材料を含むが、これらに限定されない他の
材料を支持構造４２２０のために使用してもよい。示される構成では、支持構造４２２０
は、支持構造４２２０の長さ全体及び幅全体にわたりほぼ一定の厚みのものであるが、い
くつかの構成では、支持構造４２２０は、支持構造４２２０の長さ及び／又は幅に沿って
不均一な厚みを有してもよい（例えば、場合によっては、支持構造４２２０は「でこぼこ
の」又は「波状の」、患者の方に面する表面を有してもよい）。
【０４８４】
　いくつかの構成では、支持構造４２２０はブリッジ４２０４の患者の方に面する側に接
着されている。いくつかの構成では、支持構造４２２０及び／又はブリッジ４２０４は、
ユーザの人中に載るように構成されている。いくつかの構成では、支持構造４２２０は、
他の接合構造又は手段によりブリッジ４２０４の患者の方に面する側に取り付けてもよい
。例えば、いくつかの構成では、支持構造４２２０は、ブリッジ４２０４の患者の方に面
する側にオーバーモールド成形されても、ブリッジ４２０４の患者の方に面する側に接着
されても（例えば、１つ以上の接着剤又はグルーの使用により）、ブリッジ４２０４の患
者の方に面する側に溶融結合されても、超音波又は高周波溶接の使用により溶接されても
、植え付けられても（ｓｏｗｎ）、留められても、ねじ止めされても及び／又はボルトで
固定されてもよい。いくつかの構成では、支持構造４２２０は、ブリッジ４２０４に化学
的に結合されてもよい。いくつかのこのような構成では、支持構造４２２０は、ブリッジ
４２０４と同じ材料（例えば同じプラスチック、例えばポリプロピレン）（及び可能であ
れば、患者インターフェース４２００の他の部分と同じ材料）から作製してもよい。例え
ば、支持構造４２２０及びブリッジ４２０４が両方ともポリプロピレンから作製される場
合（この例では、支持構造４２２０はポリプロピレン製テキスタイルであり、ブリッジ４
２０４は別のポリプロピレンマスである）、化学結合は促進がより簡単であってもよく、
支持構造４２２０とブリッジ４２０４との間のよりシームレスで美的に許容可能な接合を
可能にしてもよい。
【０４８５】
　支持構造４２２０はブリッジ４２０４の患者の方に面する側のみに必ずしも配置される
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必要はないことは理解すべきである。いくつかの構成では、及び図２４に見られるように
、支持構造４２２０は第１の及び／又は第２のサイドアーム４２０６Ａ、４２０６Ｂの少
なくとも一部分にわたり延在してもよい。支持構造４２２０は、支持構造４２２０の長さ
にわたってブリッジ４２０４と実質的に同じ幅を有するストリップの形態で存在してもよ
い。他の構成では、支持構造４２２０は支持構造４２２０の長さにわたって幅が減少して
もよい。更に他の構成では、支持構造４２２０は支持構造４２２０の長さにわたって幅が
増加してもよい。いくつかのこのような構成では、支持構造４２２０の幅は第１の及び／
又は第２のサイドアーム４２０６Ａ、４２０６Ｂ（示される構成では、第１の及び／又は
第２のサイドアーム４２０６Ａ、４２０６Ｂはブリッジ４２０４及び／又は鼻送達要素４
２０２Ａ、４２０２Ｂから外側に延びるにつれて幅が増加する）の幅に近くなる又は一致
するように増加する。いくつかの構成では、及び図２３に見られるように、支持構造４２
２０は、ブリッジ４２０４並びに第１及び第２のサイドアーム４２０６Ａ、４２０６Ｂを
含む患者インターフェース４２００の長さ全体にわたって延びてもよい。いくつかの構成
では、支持構造４２２０は支持構造４２２０の長さにわたって不連続であってもよい（例
えば、支持構造４２２０は３つの不連続なセグメントの形態であってもよい）。
【０４８６】
　いくつかの構成では、支持構造４２２０が、取付構造４２１６Ａ、４２１６Ｂの１つ以
上を通常保持するサイドアーム４２０６Ａ、４２０６Ｂの患者の方に面する部分のセクシ
ョンへと延びる場合、支持構造４２２０は取付構造４２１６Ａ、４２１６Ｂの１つ以上と
して使用されるように構成され得る。いくつかのこのような構成では、取付構造４２１６
Ａ、４２１６Ｂの１つ以上は必要なく、支持構造４２２０は取付構造２１６、４２１６Ｂ
の１つ以上の機能を果たすように構成され得る。例えば、支持構造４２２０は、顔に固定
される固定構造の相補的な「フック」セクションと接続してもよい「ループ」セクション
を含んでもよい。別の例として、支持構造４２２０は顔に直接付着させてもよい。
【０４８７】
　支持構造４２２０は患者インターフェース４２００（第１のサイドアーム４２０６Ａ、
第２のサイドアーム４２０６Ｂ及び／又はブリッジ４２０４を含むが、これらに限定され
ない）の患者の方に面する側に必ずしも配置される必要はないことは理解すべきである。
いくつかの構成では、支持構造４２２０の材料及び／又は構造及び／又は構成が、力の印
加時、プロングが広がることに抵抗し、第１の及び／又は第２のサイドアームを、ブリッ
ジ４２０４並びに／又は第１の及び／若しくは第２の鼻送達要素４２０２Ａ、４２０２Ｂ
に向かって内側に押しやるように、中立軸を適切な手法で移動させることを考慮すれば、
支持構造４２２０は患者インターフェース４２００（顔とは逆に面する及び／又は１つ以
上の患者の方に面する側に対向するブリッジ４２０４、第１のサイドアーム４２０６Ａ及
び／又は第２のサイドアーム４２０６Ｂの側を含むが、これらに限定されない）の他の側
に配置されてもよい。いくつかの構成では、支持構造４２２０はブリッジ４２０４のユー
ザに面しない側に載る。いくつかの構成では、支持構造４２２０第１の及び／又は第２の
サイドアーム４２０６Ａ、４２０６Ｂのユーザに面しない側に載る。示される構成では、
支持構造４２２０は張力に抵抗するように構成されている。支持構造４２２０は中立軸を
移動させることによりブリッジ４２０４の曲げへの抵抗を提供する。いくつかの構成では
、支持構造４２２０は中立軸を移動するための圧縮に抵抗し得る。更なる代替的構成では
、支持構造４２２０は剪断力に抵抗するように構成されている。
【０４８８】
　本開示の患者インターフェースは、有利には、ベンチレータ若しくはガス供給による、
又はガス加湿システム、若しくは患者にガスを供給するための若しくは任意の他のガスを
患者に送達するための他のガス供給システムとの組み合わせにおける呼吸管理の提供の改
善を提供する。
【０４８９】
　図２５Ａ～図２６Ｃに示す実施形態を参照すると、鼻カニューラなどの患者インターフ
ェース２２０１／２３０１は、使用時、ユーザの顔上に配置される一対の各左サイドアー
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ム２２０１／２３０１と右サイドアーム２３０３／２３０３（本体部分とも呼ばれる）と
、ユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻孔に挿入される又はユーザの鼻の１つの鼻孔
若しくは複数の鼻孔にガスの流れを案内するための少なくとも１つの及び好ましくは一対
の鼻プロング２２０５／２３０５、２２０７／２３０７と、を有する。患者インターフェ
ース２２０１／２３０１は、また、左サイドアーム又は本体部分との接続箇所から右サイ
ドアーム又は本体部分との接続箇所まで、取り付けられて延びるブリッジ２２０９／２３
０９を有する。ブリッジ２２０９／２３０９は、実質的に非弾性構成要素を含む。
【０４９０】
　各々の接続箇所の１つ又はそれぞれは、各々のサイドアーム又は本体部分に対するブリ
ッジの第１動作を可能にするヒンジ式又は枢動ジョイントなどの第１可動ジョイント２２
１１／２３１１、２２１３／２３１３を有する。第１可動ジョイントは、ブリッジ２２０
９／２３０９の端部と各々のサイドアーム又は本体部分との間の、少なくとも１つの軸の
周りの相対回転を可能にする。第１動作ジョイントは、関節式ジョイント、ピンアンドバ
レル型ジョイント、ボールソケット型ジョイントの１つ又は組み合わせである。インター
フェースは、また、各サイドアームと対応付けられた顔面パッド２２１５／２３１５、２
２１７／２３１７を有する。各顔面パッドには、ユーザの顔の領域に係合するように起伏
が付けられている。
【０４９１】
　図２５Ａ～図２５Ｃに示す実施形態を参照すると、ブリッジ２２０９は、少なくとも１
つの、及び好ましくは一対の鼻プロング２２０５、２２０７を含む。各第１可動ジョイン
トは、ブリッジ２２０９の端部と、各々のサイドアームの内端部との間に設けられている
。第１可動ジョイントは、ブリッジの端部と各々のサイドアームとの間の、３つの略直交
軸の周りの相対回転を可能にする。第１可動ジョイントは、ボールソケット型ジョイント
２２１１、２２１３を含む。一対の第１可動ジョイントが、ブリッジ２２０９の各端部と
、左サイドアーム２２０１及び右サイドアーム２２０３それぞれの内端部との間に設けら
れている。患者インターフェースが本来の位置のユーザの顔の上にある場合、左本体部分
２２０１及び／又は右本体部分２２０３の１つ若しくは両方の位置の変位は、ユーザの鼻
孔に対するブリッジ及び１つのプロング又は複数のプロングの変位を最小にするような状
態で１つの又は各第１可動ジョイントに伝達される。
【０４９２】
　図２６Ａ～図２６Ｃを参照すると、少なくとも１つの及び好ましくは一対の鼻プロング
２３０５、２３０７が左サイドアーム２３０１及び／若しくは右サイドアーム２３０３そ
れぞれのより内側の端部の１つ又はそれぞれから、又はより内側の端部に実質的に隣接す
る各々のサイドアームの１つ若しくは両方の領域から延出し、ブリッジ２３０９は前記鼻
プロングにわたって又は隣接して延在するバーである。
【０４９３】
　この実施形態では、患者インターフェースは、各々のサイドアームに取り付けられた、
バー２３０９の接続箇所を促進するための取付具２３１９、２３２１を更に含む。取付具
はヒンジ式又は枢動ジョイント２３１１、２３１３などの第２可動ジョイントを含み、マ
ウントの、それが取り付けられている各々のサイドアームに対する第２の動作を可能にす
る。バーは第１可動ジョイントを介して取付具に取り付けられている。
【０４９４】
　取付具２３１９、２３２１は各々のサイドアームに摺動可能に取り付けられており、サ
イドアームに沿った相対位置の調整を可能にし、これによりプロング間の距離を調整する
。患者インターフェースが本来の位置のユーザの顔の上にある場合、左サイドアーム２３
０１及び／又は右サイドアーム２３０３の１つ又は両方の位置の変位は、ユーザの鼻孔に
対する１つのプロング又は複数のプロングの動きを最小にするような状態で、接続箇所又
は取付具並びに第１及び／若しくは第２可動ジョイントそれぞれを介してバーに伝達され
る。
【０４９５】
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　第１可動ジョイントと第２可動ジョイントとは、取り付けられた構成要素の、実質的に
同じ向きにおける動きを可能にするために位置合わせされている。代替的な実施形態では
、第１可動ジョイントと第２可動ジョイントとは、異なる向きにおける動きを可能にする
ために位置合わせされていなくてもよい。別の代替的実施形態では、バーは１つ以上の更
なる可動ジョイントを有してもよい。
【０４９６】
　鼻プロングを含むサイドアームは、比較的非可撓性又は非適合性であるバー及び／又は
取付具に対し比較的可撓性又は適合性がある。接続箇所又は取付具はそこから外側に延出
する指部を含み、この指部上に、バーに接続するための第１可動ジョイントが配置されて
いる。バーは患者インターフェースのオーバセンタ構成要素であり、接続箇所又は取付具
は各々のサイドアームのそれぞれの上に対称に配置されている。第２可動ジョイントは、
関節式ジョイント、ピンアンドバレル型ジョイント及びボールソケット型ジョイントの１
つ又は組み合わせである。
【０４９７】
　図２７Ａ～図２８Ｂに示す実施形態を参照すると、鼻カニューラなどの患者インターフ
ェースは、使用時にユーザの顔上に配置される本体部分２６０１を有する。患者インター
フェースは、本体部分から延び、動作位置において、ユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複
数の鼻孔内に挿入される、又はユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻孔内にガスの流
れを案内するための少なくとも１つの及び好ましくは一対の鼻プロング２６０５／２７０
５、２６０７／２７０７を有する。本体２６０１は、鼻プロングに接続された、ユーザの
鼻の鼻孔にガスを供給するための流体通路を有する少なくとも１つの中空領域２６１９／
２７１９、２７２１を有する。流体通路を通じた流体の供給中、中空領域２６１９／２７
１９、２７２１は、本体部分の１つ以上の領域から鼻プロング２６０５／２７０５、２６
０７／２７０７に変位力が伝達されることに実質的に抵抗し、プロングの動作位置を維持
する。
【０４９８】
　図２７Ａ～図２７Ｃに示す実施形態を参照すると、本体部分２６０１は、略剛性フレー
ム２６０１ａと、剛性フレームから延びる少なくとも１つの比較的軟質の中空領域２６１
９と、を含む。少なくとも１つの中空領域２６１９は膨張可能であり、鼻プロングの伸張
の方向に膨張する。中空領域２６１９は鼻プロングに結合されており、ユーザの鼻の鼻孔
へのガスの供給時に膨張可能である。中空領域２６１９は少なくとも膨張した状態でユー
ザの人中又は上唇領域に配置され、鼻プロングを動作位置に実質的に維持する。
【０４９９】
　膨張した状態において、中空領域２６１９は、中空領域に隣接する本体部分のフレーム
の深さよりも実質的に深い。本体部分２６０１のいずれの端部も、使用時、ユーザの顔の
頬領域に係合するように起伏が付けられているユーザ顔面接触表面２６１５、２６１７を
含む。本体部分２６０１又は本体部分の少なくともいずれかの端部は、使用時、ユーザの
顔面構造を実質的に補完するように形作られている又は湾曲している。
【０５００】
　図２８Ａ～図２８Ｂに示す実施形態を参照すると、本体部分は、一対の各左サイドアー
ム２７０１及び右サイドアーム２７０３を含む。左サイドアーム２７０１及び右サイドア
ーム２７０３は実質的に可撓性である。鼻プロング２７０５、２７０７は、左サイドアー
ム及び／若しくは右サイドアームそれぞれのより内側の端部の１つ若しくはそれぞれから
、又はより内側の端部に実質的に隣接する各々のサイドアームの１つ若しくは両方の領域
から延びる。ブリッジ部２７０９は左及びサイドアームそれぞれのより内側の端部を接続
する。ブリッジ部２７０７は左及び右サイドアームに比して実質的に剛性が高い。
【０５０１】
　少なくとも１つの及び好ましくは両左本体セグメント２７０１及び／又は右本体セグメ
ント２７０３は、中空領域２７１９、２７２１を含み、そのそれぞれは、一定量のガスを
各鼻プロングに送達するための流体通路を有する。
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【０５０２】
　患者インターフェース２７００は、中空領域の対向する内部表面の間に延びる、開放流
体通路を維持するための１つ以上の内部支柱を含む。１つ以上の内部支柱は、中空領域内
に空間的に分配された複数の支柱を含む。
【０５０３】
　図２９Ａ～図２９Ｃに示す実施形態を参照すると、鼻カニューラなどの患者インターフ
ェース３１００は、使用時にユーザの顔上に配置される本体部分３１０３と、本体部分か
ら離れる方に延びるブリッジ部３１０２と、ブリッジ部から延び、動作位置において、ユ
ーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻孔内に挿入される、又はユーザの鼻の１つの鼻孔
若しくは複数の鼻孔内にガスの流れを案内するための少なくとも１つの及び好ましくは一
対の鼻プロング３１０５、３１０７と、を有する。本体部分は、システムからの又はカニ
ューラに保存されたポテンシャルを用いて能動的に調整する。本体部分は、使用時、ユー
ザの顔の１つの頬の上に配置され、ユーザの顔のもう一方の頬はインターフェースから解
放されている。
【０５０４】
　図３４Ａ～図３４Ｃに示す実施形態を参照すると、鼻カニューラなどの患者インターフ
ェース３４００は、使用時、ユーザの顔上に配置される長尺状の本体３４０２を有する。
本体３４０２は、ユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻孔内に挿入される、又はユー
ザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻孔内にガスの流れを案内するための少なくとも１つ
の及び好ましくは一対の鼻プロング３４０５、３４０７と、本体３４０２に可動的に結合
され、顔面接触表面にかけられた力又は動き又はその両方に応答し、本体及び鼻プロング
へのこのような力及び／又は動きの伝達を少なくとも一部軽減する少なくとも１つの及び
好ましくは一対の顔面接触表面３４１５、３４１７と、を有する。
【０５０５】
　それぞれの顔面接触表面３４１５、３４１７には、ユーザの顔の頬に係合するように起
伏が付けられている。それぞれの顔面接触表面３４１５、３４１７は、本体の端部部分に
可動的に結合され、好ましくは本体に摺動可能に結合されている。それぞれの顔面接触表
面３４１５、３４１７は、これに対応付けられた、本体３４０２の一部分を摺動可能に中
に受け入れるための中空のガイド３４０９、３４１１を有する。
【０５０６】
　患者インターフェース３４００は、それぞれの顔面接触表面３４１５、３４１７に対応
付けられた弾性部材（不図示）を更に含む。弾性部材は顔面接触表面３４１５、３４１７
と本体との間に結合されており、顔面接触表面３４１５、３４１７を本体３４０２の中心
に向かって押しやる。示される好適な実施形態では、弾性部材は圧縮ばねを含む。
【０５０７】
　本体３４０２はブリッジ部３４０９を含み、ブリッジ部３４０９から鼻プロング３４０
５、３４０７が延出する。ブリッジ部３４０９は、内側に湾曲し、本来の位置のユーザの
鼻中隔に向かって延びる。本体（好ましくは本体の全体）３４０２は略剛性且つ実質的に
中空であり、鼻プロングに流体的に結合されており、その中におけるガスの流れを可能に
する。本体の少なくとも１つの端部及び好ましくは両端は、呼吸回路のガスの流路に流体
的に結合するように構成されている。
【０５０８】
　図３２及び図３３に示す実施形態を参照すると、鼻カニューラなどの患者インターフェ
ース３５００／３６００は、使用時、ユーザの顔上に配置される本体３５０１／３６０１
を有する。本体３５０１／３６０１は、動作位置において、ユーザの鼻の１つの鼻孔若し
くは複数の鼻孔内に挿入される、又はユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻孔内にガ
スの流れを案内するための少なくとも１つの及び好ましくは一対の鼻プロング３６０５、
３６０７を含む。患者インターフェース３５００／３６００は、また、少なくとも１つの
能動要素３５０１及び好ましくは一対の能動要素３６０１、３６０３を有し、そのそれぞ
れは、入カエネルギーに応答して作動し、本体の少なくとも１つの他の領域を移動させて



(69) JP 2017-528257 A 2017.9.28

10

20

30

40

50

鼻プロングを動作位置に保持するように構成されている。
【０５０９】
　入カエネルギーは非機械的エネルギーである。少なくとも１つの能動要素３５０１／３
６０１、３６０３は、入カエネルギーを機械的エネルギーに変換し、本体の少なくとも１
つの他の領域を移動させるように構成されている。各能動要素３５０１／３６０１、３６
０３は少なくとも１つの及び好ましくは一対の膨張要素を含む。少なくとも１つの及び好
ましくは一対の膨張要素は、入カエネルギーに応答して膨張し、鼻プロングに隣接する少
なくとも１つの他の領域を移動させて、１つの鼻プロング又は複数の鼻プロングを動作位
置に保持するように構成されている。
【０５１０】
　膨張要素は本体のユーザ係合側に配置されている。膨張要素は、本来の位置のユーザの
顔の頬に隣接して配置されるように構成されている。
【０５１１】
　患者インターフェースは、また、能動要素の１つ以上の作動に応答して動作可能な１つ
以上のヒンジ、ピボット若しくは関節式ジョイント又はこれらの任意の組み合わせを有す
る。患者インターフェースは、鼻プロングが延出する本体のブリッジ部に１つ以上のヒン
ジを有する。
【０５１２】
　図３２に示す実施形態を参照すると、膨張要素は本体３５０１を形成し、入カエネルギ
ーに応答して膨張し、鼻プロングが本来の位置のユーザの人中に向かって及び／又は人中
に対して延びる本体３５０１のブリッジ部３５０９を移動させるように構成されている。
【０５１３】
　少なくとも１つの能動要素３５０１は、本体の少なくとも１つの他の領域を移動させる
ための電気活性化エネルギーを受け取るように構成された電気機械要素である。電気機械
要素は電気回路に結合されており、電気回路における電圧、抵抗若しくは電流又は任意の
組み合わせの変化によって発生した電気活性化信号に応答して作動される。
【０５１４】
　本体の１つ以上の領域が受けた動き又は力又はその両方が電気活性化信号を発生させる
。本体の１つ以上の領域の動きが回路の電気接点を係合させ、電気活性化信号を発生させ
る。本体の１つ以上の領域の動きが回路の電気抵抗の変化を生じさせ、電気活性化信号を
発生させる。
【０５１５】
　電気機械要素は、導電性ポリマー若しくはバイメタルストリップ若しくはこれらの任意
の組み合わせであるか、又は導電性ポリマー若しくはバイメタルストリップ若しくはこれ
らの任意の組み合わせを含む。あるいは、電気機械要素は一対の電磁石であっても、一対
の電磁石を含んでもよい。
【０５１６】
　患者インターフェースは、使用時、ユーザの顔に係合するように構成されている少なく
とも１つの及び好ましくは一対の顔面接触パッド３５１５、３５１７を更に含み、ブリッ
ジ部の端部又はいずれかの端部は、１つの顔面接触パッド又は複数の顔面接触パッドにそ
れぞれ結合されている。
【０５１７】
　図３３に示す実施形態を参照すると、入カエネルギーは本体の１つ以上の領域の湿度の
変化により示され、少なくとも１つの能動要素３６０１、３６０３は、閾値湿度又は湿度
の変化又はその両方に応答して作動し、本体の少なくとも１つの他の領域を移動させ、鼻
プロングを動作位置に保持するように構成されている。
【０５１８】
　本体３５０１は少なくとも１つ以上の領域が可撓性であり、膨張要素の膨張に応答して
変形し、ブリッジ部３６０９を本来の位置の人中に向かって移動させる。ブリッジ部３６
０９は１つ以上のヒンジ３６２１、３６２３を含む。ブリッジ部３６０９は好ましくは、
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膨張要素が上に移動することを防ぐ又は少なくとも実質的に阻むための剛性構成要素であ
り、膨張要素をユーザの人中上に下方へと移動するよう促す。
【０５１９】
　能動要素３６０１、３６０３は水を吸収し、閾値湿度又は湿度の変化又はその両方に応
答して膨張し、それによって本体の少なくとも１つの他の領域を移動させるように構成さ
れている。能動要素３６０１、３６０３又は能動要素３６０１、３６０３の少なくとも一
部分は対応する鼻プロングの基部に隣接して配置されており、本来の位置の人中に係合す
るように構成されており、能動要素又は能動要素の一部分の膨張は鼻プロングをユーザの
各鼻孔の後部に向かって枢動させ、鼻プロングを動作位置に保持する。少なくとも１つの
能動要素３６０１、３６０３は、湿度の増加により膨張するように構成された高分子材料
である、又は湿度の増加により膨張するように構成された高分子材料を含む。少なくとも
１つの能動要素は本体の少なくとも一部分を形成する。
【０５２０】
　本体は左サイドアーム及び別個の右サイドアームを含み、左サイドアーム及び右サイド
アームのそれぞれは、能動要素と、能動要素に対応付けられた鼻プロングと、を有する。
患者インターフェースは、左サイドアーム及び右サイドアームそれぞれの能動要素上をま
たぎ、要素を本来の位置のユーザの人中に対し保持するブリッジ部３６０９を更に含む。
【０５２１】
　患者インターフェースは、使用時、ユーザの顔に係合するように構成されている少なく
とも１つの及び好ましくは一対の顔面接触パッド３６１５、３６１７を更に含み、ブリッ
ジ部の端部又はいずれかの端部は、１つの顔面接触パッド又は複数の顔面接触パッドにそ
れぞれ結合されている。患者インターフェースは、使用時にユーザの顔、特にその人中に
係合するように構成された別の顔面接触パッド３６２５を更に含む。
【０５２２】
　図３０Ａ～図３０Ｆに示す実施形態を参照すると、鼻カニューラなどの患者インターフ
ェース３７００は、使用時、ユーザの顔上に配置される左サイドアーム３７０１及び右サ
イドアーム３７０３を有する本体部分を有する。患者インターフェース３７００は、左サ
イドアーム及び右サイドアームから延び、動作位置において、ユーザの鼻の１つの鼻孔若
しくは複数の鼻孔内に挿入される、又はユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻孔内に
ガスの流れを案内するための少なくとも１つの及び好ましくは一対の鼻プロング３７０５
、３７０７を有する。動作位置において、左サイドアーム及び右サイドアームはユーザの
顔の頬の上に実質的に湾曲した状態で配置されている。これについては以下に更に詳細に
記載する。
【０５２３】
　患者インターフェース３７００は図３０Ａ～図３０Ｃに示される非使用時の構成を有す
る。この構成では、本体部分が実質的に平坦であるか、又は本体部分の少なくともいずれ
かの端部が実質的に平坦であるとともに、本体部分の他方の端部と実質的に同一平面上に
ある。図３０Ｃに示すように、この構成では、各端部にある顔面接触表面３７１５、３７
１７は互いに実質的に同一平面上にある実質的に平坦表面である。少なくとも１つの及び
好ましくは一対の鼻プロングが本体部分の中心面から外側に向かって遠ざかる方向に延出
する。
【０５２４】
　代替的実施形態では、本体部分のいずれかの又は両方の端部３７０１、３７０３は実質
的に同一平面上にある。つまり、これらは互いに対しオフセットしていてもよい。加えて
又はあるいは、非使用時の構成にある間、本体部分のいずれかの又は両方の端部３７０１
、３７０３、顔面接触表面３７１５、３７１７は、かすかな湾曲又は他の形状を有しても
よい。本体部分のいずれかの又は両方の端部３７０１、３７０３には、それらが同一平面
上の配置へと付勢されて戻るように予荷重／予応力がかけられている。
【０５２５】
　患者インターフェース３７００は、ユーザの方向とは反対の方向から見ると凹状のキャ
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ビティを有するブリッジ部３７１０を有する。キャビティには軟質及び／又は可撓性材料
が充填されていても、少なくとも部分的に充填されていてもよい。あるいは、キャビティ
には、比較的より硬質の材料が充填されていても、少なくとも部分的に充填されていても
よい。キャビティに適切な材料を充填する利点は、キャビティがほこりを引きよせない及
び／又は保持しないことである。上述のように、本体部分のいずれかの又は両方の端部３
７０１、３７０３には予荷重がかけられている。顔接触部が伸展し、曲がり、ユーザの顔
の上に配置されると、この予荷重によりブリッジ部をユーザの人中に近づけ、接触させる
。
【０５２６】
　キャビティは、空洞であるか、部分的に充填されているか、充填されているかにかかわ
らず、ユーザの人中にかけられた弾性／ばね力を、キャビティのないブリッジに比して低
下させる。患者インターフェースの１つ以上の他のセクションは、軟質及び／若しくは可
撓性材料又は比較的より硬質の材料が充填されていなくても充填されていてもよい、又は
少なくとも部分的に充填されていてもよいキャビティを有してもよい。好適な実施形態で
は、ブリッジは、比較的可撓性がある及び／又は弾性があるように示され且つ記載されて
きた。代替的な実施形態では、ブリッジは、鼻プロングの少なくとも初期の向き及び／又
は又は空間的位置を画定するために比較的剛性があるブリッジ部を含んでもよい。比較的
剛性がある部分は、上述のような充填された若しくは部分的に充填されたキャビティであ
ってもよく、又は患者インターフェースの共成形若しくはオーバーモールド成形部分であ
ってもよい。
【０５２７】
　上から見ると、左サイドアーム及び右サイドアームは、まず、実質的に平坦なセクショ
ンへと移行する前にブリッジから張り出した状態で外側に向かって延びる。ブリッジと左
サイドアーム及び右サイドアームとの間の移行部３７１９、３７２１は、滑らかな弓状の
移行部である。移行部３７１９、３７２１は比較的大きな半径を有するため、ユーザの顔
にかかるブリッジ及び移行部３７１９、３７２１からの圧力はその人中上で均一に分散さ
れる。移行部３７１９、３７２１はプロングから外側に離間して配置されている。特に、
各移行部の曲線３７２０の中心は隣接するプロングの中線又は長手方向の軸Ａに対して外
側に配置され、使用時におけるプロングの動きを低減する。ユーザの人中が受ける弾性／
ばね力を低減するために、患者インターフェースの、表面３７２１と表面３７２５との間
の厚みは比較的薄い。
【０５２８】
　顔面接触表面３７１５、３７１７の反対側の、左サイドアーム及び右サイドアームの外
部表面３７２７、３７２９は、ユーザの方向とは逆の方向から見るとわずかに弓状且つ凸
状である。しかしながら、非使用時の構成にある際、左サイドアーム及び右サイドアーム
の全体的な形状は実質的に平坦である。患者インターフェースが可撓性を持つように、外
部表面３７２７、３７２９は比較的薄型であり、比較的少ない材料を有する。顔面接触表
面３７１５、３７１７は、左サイドアーム及び右サイドアームの隣接する部分から比較的
わずかな距離離間して配置されている。患者インターフェースの屈曲する部分のプロファ
イルは、使用時又は非使用時の構成のいずれにおいてもキンクを最小限にするように設計
してもよい。例えば、患者インターフェースの屈曲する部分は、患者インターフェースの
キンクを最小限にする又は排除するための隆起、波形構造又は切り込みを有してもよい。
【０５２９】
　左サイドアーム及び右サイドアームは、使用時、ユーザの顔の上に配置される。好まし
くは、本体部分の左サイドアーム及び右サイドアームは、使用時、ユーザの顔の頬の上に
配置される。患者インターフェースは、図３０Ｄ～図３０Ｆに示される使用時の構成を有
する。この構成では、本体部分又は少なくとも左サイドアーム及び右サイドアームが、使
用時、ユーザの顔面構造を実質的に補完するように形作られる又は湾曲しており、鼻プロ
ングが本体部分の中心面に実質的に平行な方向に延出する、又は少なくとも非使用時の構
成の角度よりも小さい角度で延出する。特に、ユーザの位置から見ると、顔面接触表面３
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７１５、３７１７は弓状の凹状表面である。図３０Ｆに示される位置から見ると、左サイ
ドアーム及び右サイドアームは実質的に弓状である。この構成では、ブリッジと左サイド
アーム及び右サイドアームとの間の移行部もまた、滑らかな弓状の移行部である。
【０５３０】
　本体部分は単一の一体形成された構成要素である。図３０Ａ～図３０Ｆに示すように、
本体部分と、少なくとも１つの及び好ましくは一対の鼻プロングとは、単一の一体形成さ
れた構成要素である。つまり、患者インターフェース３７００は単一の一体形成された構
成要素である。
【０５３１】
　プロングは非使用構成において０°超且つ１８０°未満の角度で互いに外側に角度をな
していてもよい。例えば、プロングの間の角度は、０°超且つ約６０°以下、約５°～約
５５°、約１０°～約５０°、約１５°～約４５°、約２０°～約４０°、約５°、約１
０°、約３０°、約３２°、約４５°、約６０°、約８０°、約９０°、約１００°、約
１２０°、約１４０°、約１６０°又は約１７０°であってもよい。インターフェースが
伸展する及び／又はユーザの顔に適用されると、インターフェース３７００はプロングを
実質的に平行な構成へと直立させる。
【０５３２】
　インターフェースはカニューラの出口として一対の鼻プロングを含む鼻カニューラであ
り、使用時にユーザが装着したときに鼻カニューラを所定の位置に保持するためのヘッド
ギア又は保持システムをカニューラに取り付け可能である。保持システム（又は固定シス
テム）は、患者インターフェースをユーザの顔に着脱可能に接続する又は固定するための
着脱可能な接続システムを含んでもよい（例えば、着脱可能な接続システムは、このよう
なシステムのためのフックアンドループ型コネクタ又はフックアンドフック型コネクタを
含んでもよい）。このような着脱可能な接続又は固定システムは、ユーザの顔に取り付け
られた少なくとも１つのパッド（ハイドロコロイドなどの材料を含む）を含んでもよく、
このパッド上に、患者インターフェースが着脱可能に係合可能であってもよい。
【０５３３】
　また、本開示の種々の態様は、患者インターフェースの任意の形態を、所望の治療の送
達のためにユーザ上に保持される患者インターフェースの保持に好適な、例えば、国際出
願ＰＣＴ／ＮＺ２０１１／０００２１８号明細書（国際公開第２０１２／０５３９１０号
パンフレットとして公開。同内容は参照により本明細書中に援用される）に記載されてい
る固定システムなどの、患者インターフェースをユーザ上に固定するための任意の適切な
形態のヘッドギア又は保持システム又は固定システムとともに使用することで適用されて
もよいことは理解されよう。したがって、患者インターフェースをユーザの顔の上に配置
することができ、サイドアームのそれぞれ又は両方が、ヘッドギアと結合され得る又は対
応付けられ得る保持システム又は固定システムの一部分を提供する１つ又は一対のサイド
アームが提供されてもよい。このようにして、患者インターフェースはユーザの顔の上の
所望の動作位置に保持又は固定されてもよい。
【０５３４】
　本体部分又は本体部分の少なくともいずれかの端部は、弾性及び／又は可撓性材料を含
む。
【０５３５】
　患者インターフェース３７００は高分子材料である又は高分子材料を含む。高分子材料
は、熱可塑性エラストマー、ポリプロピレン系エラストマー、液状シリコーンゴム、又は
通気性熱可塑性ポリウレタン、又は通気性ポリアミドの１つ又はいずれか１つ以上の組み
合わせであり、より好ましくは、ポリマーは、ポリオレフィン、熱可塑性エラストマー又
は通気性熱可塑性エラストマー、例えば、スチレンブロック共重合体、コポリエステルエ
ラストマー、又は熱可塑性ポリオレフィンエラストマー、又は熱可塑性ポリウレタンエラ
ストマーなどの熱可塑性エラストマー族、更により好ましくはショアＡ硬度約３０未満、
又は約３０～約９０、又は約３０～約８０、又は約３０～約７０、又は約３０～約６０、
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又は約３０～約５０又は約３０～約４０、又は約３０、又は約４０、又は約５０、又は約
６０、又は約７０、又は約８０、又は約９０のポリマーなどであってもよいが、これらに
限定されない。キャビティに材料が充填される実施形態では、この材料は、約０～約３０
、又は約１０～約２０、又は約１０、又は約１５、又は約２０、又は約３０のショアＡ硬
度を有することが好ましい。
【０５３６】
　患者インターフェースの、ユーザの人中に接触することになる領域は、快適性を高める
表面仕上げを有してもよい。例えば、浅いパターン、サンドブラスト表面仕上げ、ビーズ
ブラスト表面仕上げ、粗面加工又はパターン化表面仕上げ、ドット、チャネル又はグルー
ブ又は他の表面レリーフ特徴である。
【０５３７】
　本体部分は、通路３７１１、３７１３を提供するように形作られ得る又は構成され得る
又は適合され得る。このような通路３７１１、３７１３は、本体部分内に、ルーメン又は
ボイド空間又はキャビティ又は他の凹部の１つ以上によって形成される。
【０５３８】
　このような通路３７１１、３７１３は、（源からの）ガス供給を受け取り、このガスを
、プロング３７０５、３７０７を介してユーザに送達する経路を設けることを可能にする
、又は別法として、ガス供給導管を受け入れ（図示しないものの、このような物品３７１
１、３７１３に受け入れられても取り付けられてもよい）、その後、プロングを通してユ
ーザにガスを送達することを可能にする。サイドアーム２０１若しくはサイドアーム要素
２０６若しくはその両方内の又はサイドアーム２０１若しくはサイドアーム要素２０６若
しくはその両方を通るこのような通路３７１１、３７１３は、ガスがプロング３７０５、
３７０７への送達のために誘導又は供給されてもよい導管又はルーメンの形成を可能にす
る。
【０５３９】
　図３１は、患者インターフェースをユーザの顔に着脱可能に接続するためのループ材料
３８１６を含む、図３０Ａ～図３０Ｆに示される実施形態の変更形態である代替的実施形
態３８００を示す。ループ材料３８１６は、患者インターフェースをユーザの顔に着脱可
能に接続するための着脱可能な接続システムのフックアンドループコネクタの一部分であ
ることが好ましい。示される実施形態では、ループ材料３８１６はセクションに分かれて
おり、患者インターフェースがユーザの顔に配置されたときにループ材料が束になったり
集まったりしないように、セクションの間にスペースを有する。あるいは、ループ材料３
８１６は、この又は各サイドアームの端部から患者インターフェースの中心に向かって延
びる単一材料片であってもよい。この実施形態では、患者インターフェースの使用時にル
ープ材料が束になったり集まったりしないようにループ材料は可撓性である。別の代替的
実施形態では、ループ材料は、患者インターフェースの使用時に、セクションを互いに対
して移動させることを可能とし、束になったり集まったりしないように、セクション間に
全体的な又は部分的な切り込みを有する、近接する又は隣接するセクションであってもよ
い。
【０５４０】
　図３０Ａ～図３０Ｆ及び図３１、及び特に、図３０Ｆ及び図３１に示す実施形態を参照
すると、プロング３７０５／３８０５、３７０７／３８０７のそれぞれは、患者インター
フェースの中心面Ｐに対し角度θで延出する。この角度は、各プロングを通る中心軸と、
中心面との間の角度によって画定される。上述のように、プロングは非使用構成において
互いに外側に角度をなしていてもよい。これについては図３１に示される。使用時の構成
では、患者インターフェースの形状とともに、患者インターフェースが形成される材料の
特性により、プロングが少なくとも非使用時の構成の角度よりも小さい角度で延出するこ
とが可能になる。
【０５４１】
　図３５～図４５に示される実施形態を参照すると、鼻カニューラなどの患者インターフ
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ェース４７００は、使用時、ユーザの顔上に配置される左サイドアーム４７０１及び右サ
イドアーム４７０３を有する本体部分を有する。患者インターフェース４７００は、ユー
ザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻孔内に挿入される、又はユーザの鼻の１つの鼻孔若
しくは複数の鼻孔内にガスの流れを案内するための少なくとも１つの及び好ましくは一対
の鼻プロング４７０５、４７０７を有する。使用時、左サイドアーム及び右サイドアーム
はユーザの顔の頬の上に配置される。
【０５４２】
　患者インターフェース４７００はブリッジ部４７１０を有する。鼻プロング４７０５、
４７０７はブリッジ部から延びる。いくつかの実施形態では、鼻プロングの少なくとも初
期の向き及び／又は又は空間的位置を画定するように、ブリッジ部は比較的剛性であって
もよい。「比較的剛性である」とは、使用時、ブリッジ部が曲がる又は変形する前に本体
部分の他の部分が曲がる又はそうでなければ変形するように、ブリッジ部の剛性が本体部
分の他の部分よりも高いことを意味する。ブリッジ部は、幅及び／又は高さがより厚い、
のいずれかの理由でより剛性が高い。あるいは、ブリッジは、ブリッジ部要素を含むこと
によってより剛性が高くなってもよい。
【０５４３】
　上から見ると、ブリッジ部は、ブリッジ部のユーザの顔側から離れる方に張り出すか湾
曲した状態で外側に延出することによって左サイドアーム及び右サイドアームへと移行す
る。左サイドアーム及び右サイドアーム４７０１、４７０３は、インターフェースの本体
部分の前方範囲から後方に、ブリッジ部から離れる方に湾曲する。ブリッジ部のユーザの
顔側４７２０及び／又はブリッジと左サイドアーム及び右サイドアームとの間の移行領域
４７１９、４７２１の湾曲は滑らかである。ブリッジ部の顔側及び／又は移行領域４７１
９、４７２１は比較的大きな半径を有するため、ユーザの顔にかかるブリッジ及び移行領
域４７１９、４７２１からの圧力はその人中又はユーザの上唇と鼻との間の上唇領域上で
均一に分散される。移行領域４７１９、４７２１はプロングから外側に離間して配置され
ている。
【０５４４】
　いくつかの実施形態では、上述のように、本体部分はブリッジ部４７１０の各側からブ
リッジ部の前方の位置まで前方に延び、その後、本体部分の端部がブリッジ部の後方に配
置されるように後方に延びる。この配置は、図３６に示すように上から見たときに、各鼻
プロング４７０５、４７０７と、本体部分の左又は右サイドアーム４７０１、４７０３と
の間に略「Ｕ」字形を設ける。Ｕ字形領域４７２３、４７２５はそれぞれ、本体部分の左
側又は右側がユーザの顔に合うように内側に撓むと本体部分が曲がる傾向にあるヒンジ動
作又は曲げ領域を提供する。いくつかの実施形態では、Ｕ字形領域は、Ｕ字形領域の谷４
７３０の根元又は底において曲がる傾向にある。しかしながら、曲げ領域は、いくつかの
実施形態では、本体部分に沿ってある距離にわたり延在する領域において曲がってもよい
。曲げ領域は、本体部分の不連続な箇所において曲がってもよいだけでなく、本体部分の
ある面積又は領域にわたって曲がってもよい。
【０５４５】
　曲げ又はヒンジ領域４７２３、４７２５は、インターフェースの左側部分及び右側部分
の屈曲を、ブリッジ部から、したがって、鼻プロングから切り離す。これにより、使用時
に、ユーザの鼻孔内におけるプロングの位置がユーザの顔の動きによって乱されないよう
に、インターフェースの左側及び右側に伝達される可能性のある顔面の動きをプロングか
ら少なくとも一部切り離す。
【０５４６】
　本体部分の、曲げ領域におけるＵ字形は、曲げ領域を、本体部分の顔側に対し、鼻プロ
ングから外側且つ前方に配置する。この配置は、本体部分の左側及び右側の全般的な面４
７５０を鼻プロングから、例えば、図３７の左手側の破線によって示されるようなＵ字形
領域のないインターフェースに比べて更に遠くへと離間させるため、曲げ部分の可撓性を
更に促進する。ユーザの顔の動きは、概して、左側部分及び右側部分の全般的な面４７５
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０上であり、この面を鼻プロングから更に離間させる（図３７の矢印４７５１によって示
される）ことで顔面の動きをプロングから更に引き離し、ユーザの鼻孔内のプロングの位
置に対する顔面の動きの影響の低減を補助する。曲げ領域の可撓性により本体部分の左側
及び右側それぞれの全般的な面と各鼻プロングとの間の距離をどれほどの大きさとすべき
かを決定してもよい。
【０５４７】
　いくつかの実施形態では、曲げ又はヒンジ領域は、少なくとも１つの曲げ若しくはヒン
ジ要素、例えば機械的なヒンジによって形成されてもよく、又は少なくとも１つの曲げ若
しくはヒンジ要素、例えば機械的なヒンジを含んでもよい。例えば、機械的なヒンジはヒ
ンジ領域へと成形されてもよく、又は本体部分の領域であってもよい。
【０５４８】
　図３５～図４５のインターフェースの本体部分は単一の一体形成された構成要素である
。示されるように、左サイドアーム及び右サイドアームと、曲げ部分と、ブリッジ部と、
少なくとも１つの及び好ましくは一対の鼻プロングとは単一の一体形成された構成要素で
ある。つまり、患者インターフェース４７００は単一の一体形成された構成要素である。
いくつかの実施形態では、患者インターフェースは単一成形操作から形成されている。
【０５４９】
　患者インターフェース４７００は高分子材料で形成されている。高分子材料は、熱可塑
性エラストマー、ポリプロピレン系エラストマー、液状シリコーンゴム、又は通気性熱可
塑性ポリウレタン、又は通気性ポリアミドの１つ又はいずれか１つ以上の組み合わせであ
り、より好ましくは、ポリマーは、ポリオレフィン、熱可塑性エラストマー又は通気性熱
可塑性エラストマー、例えば、スチレンブロック共重合体、コポリエステルエラストマー
、又は熱可塑性ポリオレフィンエラストマー、又は熱可塑性ポリウレタンエラストマーな
どの熱可塑性エラストマー族などであってもよいが、これらに限定されない。好適な実施
形態では、患者インターフェースは、約５～６０のショアＡ硬度を持つ熱可塑性材料又は
シリコーン材料から作製された本体部分を有する。いくつかの実施形態では本体部分は、
約１０～５０、又は約１０～４０、又は約２０～４０、又は約１０～３０のショアＡ硬度
を有する。いくつかの実施形態では、本体部分はＴｈｅｒｍｏｌａｓｔ（登録商標）Ｋか
ら作製されている。
【０５５０】
　図３５～図４５のインターフェースは、先の実施形態に記載したように、使用時にユー
ザが装着したときにインターフェースを所定の位置に保持するための保持システムを含ん
でもよい。先に記載したように、保持システム（又は固定システム）は、フックアンドル
ープ型コネクタ又はフックアンドフック型コネクタなどの、患者インターフェースをユー
ザの顔に着脱可能に接続する又は固定するための着脱可能な接続システムを含んでもよい
。このような着脱可能な接続又は固定システムは、ユーザの顔に取り付けられた少なくと
も１つのパッド（ハイドロコロイドなどの材料を含む）を含んでもよく、このパッド上に
、患者インターフェースが着脱可能に係合可能であってもよい。例えば、インターフェー
スの本体部分の左手側及び右手側のそれぞれにパッドを取り付けてもよい。パッドは、フ
ックアンドループ又はフックアンドフック接続の半分を含む。また、フックアンドループ
又はフックアンドフック接続の第２の半分を含む対応するパッドは、ユーザの顔に取り付
けてもよい。
【０５５１】
　いくつかの実施形態では、本体部分に取り付けられるパッドは、例えば図３２Ａに示す
ようにパッドを左側と右側とに分割する中心直立（例えば垂直又は略垂直）軸の周りで実
質的に対称である。そのため、同じ形状のパッドが本体部分の左手側及び右手側４７０１
、４７０３の両方に適用されてもよい。いくつかの実施形態では、パッドは水平軸の周り
で対称であってもよい。いくつかの実施形態では、パッドは垂直軸及び水平軸両方の周り
で対称であってもよい。
【０５５２】
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　対称な保持パッドでは、インターフェースの両側に同じループパッドを適用することが
できるため製造工程が簡略化され、生産速度が増し、オペレータのエラーが低減される。
このことは、インターフェースの左側及び右側の両側に対し、一種類のパッドのみしか保
管する必要がないことも意味する。パッドは水平線に沿って対称でなくてもよい。パッド
は、インターフェースの本体部分の左サイドアーム及び右サイドアームのそれぞれの凹設
領域に取り付けてもよい。凹設領域４７６０は図３８Ｂに示されている。パッドの形状に
合致するように凹部の左手側及び右手側が同じ又は類似の形状のものとなるように、パッ
ドが配置される凹部もまた対称であってもよい。
【０５５３】
　本明細書中に記載される種々の実施形態又は構成では、２部品接続システムを用いるこ
とで、ユーザの顔へのインターフェースの取り付け、取り外し及び再取り付けを可能にす
る。このことは、例えば、快適性の向上のため又は治療の送達のため（又はこの両方のた
め）インターフェースの適切な再位置決めを可能にすることができる。
【０５５４】
　更に、本明細書に記載する構成の種々の実施形態では、着脱可能な接続システムの１つ
の部分が患者インターフェースに設けられている。患者インターフェースに設けられる着
脱可能な接続システムのこの部分はそれ自体、種々の手法でインターフェースとともに設
けられる。その１つは、この部分への若しくはこの部分周りのインターフェースのオーバ
ーモールド又はオーバーモールド接続によるものであり得る。インターフェースの一部分
の、着脱可能な接続システムの一部へのオーバーモールドによって、この部分の、インタ
ーフェースへのより耐久性のある又はより頑強な取り付け又は係合を実現してもよい。イ
ンターフェースを形成する又はインターフェースへと成形するために使用される材料は、
同時に、ループ（又はあるいはフック）を含むパッド又はパッチなどの着脱可能な接続シ
ステムの一部分の周り又は上に流され得る。これにより、患者インターフェースにこのよ
うなループ又はフックを含むより一体化された部品を可能にすることができる。任意選択
的に、例えば、オーバーモールド又はオーバーモールド接続は、少なくとも部品の外周部
の周りに及び得る（この部品の、インターフェースへの接続／取り付けを行うために）と
ともに、このようなオーバーモールドの材料は、任意選択的に、着脱可能な接続システム
の構成要素が延出してもよい部品の面に部分的に又は全体的に及んでもよい。例えば、こ
の部品がフック若しくはループ、又は別の種類の２部品式の着脱可能な接続システムを提
供する場合、オーバーモールドはこのような部品の外周部の周りに及んでもよく、又はフ
ック若しくはループ、又は別の種類の２部品式の着脱可能な接続システムが延出してもよ
い面に部分的に又は全体的に及んでもよい。
【０５５５】
　インターフェースにオーバーモールド成形されてもよい部品は、２部品接続システムの
ループ部品であってもフック部品であってもよい。
【０５５６】
　図３８Ａ、図３８Ｂは、凹設セクション４７６０内にフック又はループパッドセクショ
ン若しくは部品が配置され得る場所を示す。ループ部品がこのようなセクション４７６０
に特に設けられてもよい一方で、フック部品は２部品接続システムのもう一方の部品に設
けられてもよいと考えられる（例えば、ユーザの顔上に提供されてもよいパッド又はパッ
チ）。
【０５５７】
　このような部品のオーバーモールドは、ループ又はフックパッド部品を、多くの場合人
によって行われる接着操作に比べてより正確に配置し且つ維持することを可能にし得るこ
とから有利である。オーバーモールドは、ループ又はフックパッド部品セクションと患者
インターフェースとの間により強固な結合を付与することができる。ループ又はフックパ
ッド部品と患者インターフェースとの成形された配置はより頑強であってもよく、ループ
又はフックパッド部品セクションが、それが取り付けられたインターフェースのセクショ
ンから剥離したり引き剥がされたりはぎ取られたりする可能性が低くなる。より具体的に
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は、この部品にオーバーモールド成形されるのは患者インターフェース自体であるため、
フック若しくはループ又は２部品接続システムの他の部品を含むこの部品は、インターフ
ェースと着脱可能な接続システムの部品とのより一体化された配置を可能にし、したがっ
て、インターフェースの、部品とのより頑強且つ永続的な又は耐久性のある接続を可能に
する。
【０５５８】
　別の構成では、また、患者インターフェースへの部品の取り付けを、インターフェース
がまず成形された又は形成された（又は製造された）後となるように行ってもよい配置を
提供してもよい。例えば、成形された又は形成された（又は製造された）インターフェー
スを用いて、後の又は追加のオーバーモールド工程又は段階を行い、部品のそれぞれとイ
ンターフェースとをともにオーバーモールド接続により接続する又は取り付けるオーバー
モールドを行ってもよい。以下に記載するように、成形材料は、このような部品の外周部
の周りに及ぶように流れることを可能としてもよく、又は部品の面に部分的に若しくは全
体的に及んでもよい。
【０５５９】
　ループ又はフックパッド部品セクションのオーバーモールド材料は、オーバーモールド
におけるポリマー又はプラスチックがループ又はフックパッド部品の一部を覆うものの、
ループ又はフックパッド部品の全体を覆うことのないよう流れることを確実とするように
制御してもよい。オーバーモールドセクションは部品のループ又はフックの十分な露出を
なお維持し、２部品接続システムの対向する部品、例えば、ユーザの顔上に提供されたパ
ッド又はパッチのフック部品への接続を可能にする。
【０５６０】
　いくつかの代替的実施形態では、部品を、それが取り付けられるインターフェースに一
体的に結合するために、オーバーモールド材料を、ループ又はフック部品のいくつか内に
延びる又は流れるように制御してもよい。
【０５６１】
　オーバーモールド成形は、インターフェース（例えば鼻カニューラ）成形プロセス自体
の一部として実施してもよく、又は後のステップとして行ってもよい。あるいは、オーバ
ーモールド成形はインターフェース本体（例えば鼻カニューラ本体）が形成された後に実
施してもよい。
【０５６２】
　他の実施形態又は構成では、ループ又はフック部品はインターフェース製造プロセスの
一部としてオーバーモールド成形され、したがって、インターフェース本体（例えば鼻カ
ニューラ本体）の残り部分と同じ材料を使用し、確実な結合（すなわち、インターフェー
スとオーバーモールド材料との間で材料の適合性が損なわれない）を確保する。
【０５６３】
　図３８Ａに示すようなパッドは、オーバーモールドプロセスによって、又はパッド若し
くは「部品」をインターフェースに接続する若しくは取り付けるためのオーバーモールド
材料によって患者インターフェースに取り付けてもよい、上述のような「部品」であって
もよいことは理解されよう。図３８Ｂは、好ましくは「部品」又はパッドを受け入れても
よい凹設領域４７６０を示す。ここで記載される、２部品式の着脱可能な接続システムの
１つの部品である「部品」は、インターフェースの他の部分に設けられてもよく、例えば
、他の図に示すように、２部品接続システムはインターフェースの他の領域に設けられた
パッド又は部品を用いてもよいことは理解されよう。このような部品又はパッドの、イン
ターフェースへのオーバーモールドはこれらが、例えば、より確実な又は頑強な接続若し
くは取り付けを提供する、インターフェースに取り付け又は接続されてもよい別の手法と
して提供される。このようなオーバーモールドでは、このようなパッド又は部品の、イン
ターフェースへの取り付け又は接続にそうでなければ必要となり得る接着剤又はグルーの
使用を避けることができる。
【０５６４】
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　特に好適な実施形態では、鼻カニューラは形成又は成形され、そうすることにより、同
時に、ループ（２部品式の着脱可能な接続システムの１つの部品を形成する）を含むパッ
ドなどの部品にオーバーモールド成形される。ループを有するこのような部品は所定の位
置に保持され得るとともに、カニューラを形成するために使用されるプラスチック又はポ
リマーを、部品を含むループ上／周りに流すことを可能とし、したがって、カニューラ自
体とともに一体型のループパッドとして形成されることになる。
【０５６５】
　したがって、一実施形態では、患者インターフェースが成形プロセスなどによって形成
されてもよく、このプロセスの間、２部品接続システムの１つを含む部品（例えばループ
又はフック）を、このように形成されたインターフェースに組み込んでもよいことは理解
されよう（すなわち、部品はインターフェース自体の形成時にインターフェースの一体部
品として形成される）。代替的な実施形態では、患者インターフェースを成形プロセスな
どによって形成してもよく、このプロセスの後、２部品接続システムを含む部品（例えば
ループ又はフック）を組み込み、インターフェースの一部分をオーバーモールド接続によ
って形成してもよい（すなわち、インターフェースと部品とがオーバーモールド材料によ
って互いに取り付けられる又は接続される）。
【０５６６】
　上述のように、本体部分は、本体部分の左サイドアーム４７０１及び右サイドアーム４
７０３とブリッジ部４７１０との間に曲げ領域４７２３、４７２５を含む。好ましくは、
保持システムのパッドを受け入れるための本体部分のパッド領域４７６０は曲げ領域４７
２３、４７２５の外側に配置されている。換言すると、保持システムは曲げ領域にまたが
ったり覆ったりしないため、固定システムは曲げ領域によってブリッジ部から分離されて
いる又は切り離されている。
【０５６７】
　本体部分は、通路４７１１、４７１３を提供するように形作られ得る又は構成され得る
又は適合され得る。このような通路４７１１、４７１３は、本体部分内に、ルーメン又は
ボイド空間又はキャビティ又は他の凹部の１つ以上によって形成されてもよい。
【０５６８】
　このような通路４７１１、４７１３は、（源からの）ガス供給を受け取り、このガスを
、プロング４７０５、４７０７を介してユーザに送達する経路を設けることを可能にする
、又は別法として、ガス供給導管を受け入れ（図示しないものの、このような物品４７１
１、４７１３に受け入れられても取り付けられてもよい）、その後、プロングを通してユ
ーザにガスを送達することを可能にする。サイドアーム４７０１、４７０３内の又はサイ
ドアーム４７０１、４７０３を通るこのような通路４７１１、４７１３は、ガスがプロン
グ４７０５、４７０７への送達のために誘導又は供給されてもよい導管又はルーメンの形
成を可能にする。
【０５６９】
　いくつかの実施形態では、通路４７１１、４７１３の断面は通路４７１１、４７１３の
長さに沿って変化し、本体部分が異なる可撓性を持つ領域を有するように、インターフェ
ースの本体部分に異なる構造特徴又は特性を提供する又は付与する。文脈において別段の
示唆がない限り、用語「断面」は、通路の長さに沿ってではなく通路を横断する通路の横
方向断面を意味するものである。通路は、通路の長さに沿って断面の移行箇所（ｃｒｏｓ
ｓ　ｓｅｃｔｉｏｎａｌ　ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎ　ｐｏｉｎｔ）を通過してもよい。
【０５７０】
　流路の長さに沿う断面の変化は、図３８Ａ～図４１Ｂに示される。図３９Ｂに示すよう
に、呼吸チューブ又は導管が通路と結合する場所における又はその近傍の通路の断面は、
円形のチューブ又は導管に適合するように実質的に円形である。
【０５７１】
　呼吸チューブ又は導管から鼻プロングの方へと通路に沿って移動すると、通路の断面は
、図４０Ｂに示すように、円形から、ユーザの顔への方向に比して垂直又は直立方向に（
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使用時ユーザの顔に略平行に）配置された長軸を有する楕円形又は長尺状へと変化する。
【０５７２】
　長尺状の断面は薄型のインターフェースを提供する。これは、通路の所与の断面積に対
して通路がより薄いため、インターフェースがユーザの顔からわずかな距離離れることを
意味する。また、長尺状の断面は、横方向、例えば、長尺状の断面の短軸に沿うユーザの
顔の方向に曲げるためのより高い可撓性を提供する。換言すると、より薄い又は長尺状の
断面は、同じ又は類似の面積の円形断面に比してユーザの顔に略平行な軸の周りで曲げる
ことがより簡単である。例えば、図３８Ｂに示すように、上述の曲げ領域４７２３、４７
２４の断面は好ましくは長尺状であり、長軸がユーザの顔に略平行に配置され、短軸がユ
ーザの顔に略垂直に配置されている。本体部分の長尺状の断面とＵ字形とを組み合わせて
、本体部分の他の領域と比して、ユーザの顔の方に及びユーザの顔から離れる方に側方に
優先的に曲がる曲げ領域を作製する。曲げ領域は、顔面の動きによってプロングがユーザ
の鼻孔から（例えば前方に）飛び出す可能性を低下させる。記載した曲げ領域は、任意の
種類の機械的なヒンジ構造を用いることなく作製されるがむしろ、空気通路の長尺状又は
楕円形状により、本体部分がより薄い領域においてより容易に反る又は曲がることを可能
にする。
【０５７３】
　図３５～図４５の実施形態を参照すると、患者インターフェースは上述のサイドアーム
又はブリッジ要素の１つ以上を含んでもよいことは理解されよう。これらの要素は、患者
インターフェースの残部よりも比較的より剛性の高い材料である又はこのような材料を含
むとともに、先の実施形態に関連して上記した適切な特徴及び機能を有する。サイドアー
ム要素及び／又はブリッジ部要素は患者インターフェースに安定性及び構造を付加する一
方でなお、患者インターフェースの他の特徴によって提供される可撓性を維持する。
【０５７４】
　曲げ領域は、ユーザの頬において動きのより高い柔軟性を可能にする。この曲げ領域は
通路が円形であった場合の曲げ領域よりも広い。長尺状の断面の長軸は、本体部分が主に
実質的に水平方向又は横方向に曲がり（すなわち、左部分又は右部分は本体部分のブリッ
ジに向かって内側に曲がる）、他の方向にねじり又は反り（すなわち、ユーザの顔を横断
する曲げ）のないようにすることを補助する。
【０５７５】
　通路の断面は鼻プロングの基部において、図４１Ｂに示すように、断面の一方の側が断
面の反対側よりも平らである非対称形状へと移行する。非対称形状は、「Ｄ」字形を有す
るものとして概ね記載され得る。「Ｄ」字形の利点は以下に記載する。
【０５７６】
　いくつかの実施形態では、１つ又は両方のプロングは通路の長さの一部分に沿って「Ｄ
」字形又は非対称形状の通路を含んでもよく、又はプロングの全長に沿って「Ｄ」字形／
非対称形状の通路を含んでもよい。図３９Ａ～図４３Ｂに示される実施形態においては、
プロングに沿って進むと、図４３Ｂに示すように通路がプロングの出口又は先端において
略円形であるように、通路の断面はＤ字形から円形へと移行する。図４２Ｂは、プロング
のほぼ中程の断面を示す。断面積は、プロングの基部からプロングの先端に向かってわず
かに減少してもよい。
【０５７７】
　チューブ又は導管端部からプロングの基部までの通路の異なる断面積は、通路に沿う流
れに対し同様の抵抗を維持するために実質的に一定であることが好ましい。したがって、
円形から平らな形状へと形状が変わることに起因する流れの抵抗は実質的に回避される。
上で述べたように、通路はプロングに沿って、プロング先端に向かってわずかに狭くなっ
てもよい。
【０５７８】
　図４１Ｂを参照すると、いくつかの実施形態では、鼻プロングは非対称断面プロングの
少なくとも基部領域又は端部を含む。非対称形状は一方の側４７７１を含み、一方の側４
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７７１は断面の他方の側４７７２よりも平坦である。非対称形状は、「Ｄ」字形を有する
ものとして概ね記載され得る。
【０５７９】
　プロングのより平坦な側は、患者インターフェースの前方側又は顔に接しない方の側（
ユーザの顔とは逆側に面している）に向かって配置されている。非対称形状は製造の観点
から特に有益である。この形状は分割線（ｐａｒｔ　ｌｉｎｅ）の改良を可能にするとと
もに、分割線を鼻の敏感な部分から離すことを可能にする。分割線は、成形構成要素の形
成を可能とするためにモールドツールを引き離す場所に形成される。分割線は、多くの場
合、粗い／鋭い線とされ得る。したがって、ツール設計がより簡単になるため、分割線を
顔から離し、側面が平らなプロングを有することでその製造をより簡単にすることが望ま
しい。側面が平らな形状又は非対称形状では、ツールの平らな側は静止したままであり、
ツールの湾曲した側は平らな部分の方に及び平らな部分から離れる方に動く。典型的によ
り丸みのあるプロングでは、互いの方に及び互いから離れる方に動く２つの可動ツールを
備えるより複雑な配置を要する。更に、この形状は、分割線に形状縁（ｓｈａｐｅ　ｅｄ
ｇｅ）を付与することを回避又は低減し、使用中におけるユーザの快適性を補助する。
【０５８０】
　プロングの分割線に鋭い縁は形成されない。これにより、鋭い縁が患者に接しないため
患者がより快適になる。プロングのより丸みのある側はプロングのユーザの顔側に配置さ
れ、鼻孔の基部における快適性を維持する。後方の丸みのある形状もまたプロングの基部
における構造安定性を維持し、「Ｄ」字形のより平坦な側は、丸みのある側と比較すると
印加された力に応答して反る可能性が高くなる。更に、この非対称形状はプロングに沿う
通路の空気流の抵抗を大幅に変えない。いくつかの実施形態では、プロングとブリッジ部
との間の隅肉部の半径は、プロングの基部に更なる剛性を付与するために増加してもよい
。この配置に関する更なる説明は以下に記載する。
【０５８１】
　いくつかの実施形態では、プロングが延出する２つの曲げ部分４７２３、４７２５の間
のブリッジ部４７１０は、プロングのそれぞれに対する外側の動きを防ぐために補強され
得る。補強は、ブリッジ領域により多くの材料を含むことによって（例えば、より厚い壁
セクション）本体部分に埋め込まれる補強部材を使用することなく実施してもよい。
【０５８２】
　いくつかの実施形態では、ブリッジ領域４７１０の高さ又は垂直寸法は他の患者インタ
ーフェースに比してより大きい。ブリッジ領域の高さは図４４の正面図に最も良く示され
ている。増加した垂直寸法はねじれ安定性を向上し、撓んだ際の本体部分のねじり及びプ
ロングの鼻孔からの飛び出しの防止を補助するとともに、ユーザの人中にかかる荷重又は
接触面積の分散も補助してもよい。患者の快適性を維持するためには、ブリッジ領域の高
さは人中よりも低くすべきである。必要なブリッジ領域の高さは、左サイドアーム及び右
サイドアームの動きをブリッジから引き離してユーザの鼻孔からのプロングの飛び出しの
発生を防止する又は低減するために、どれほどの可撓性が本体部分の曲げ領域にあるかに
よってもよい。
【０５８３】
　上述のように、ブリッジ領域、及び曲げ領域４７２３、４７２５とブリッジ領域４７１
０との間の本体部分の領域の曲率半径は比較的大きい。この配置により、鋭い縁が患者に
接しないようにする。いくつかの実施形態では、プロングは図４４に示すようにわずかに
内側に角度をなしている。
【０５８４】
　いくつかの実施形態では、通路４７１１、４７１３は頬パッドの垂直方向のほぼ中央に
配置されている。この配置は本体部分が変形する手法に関してより予測可能な挙動をもた
らしてもよいとともに、呼吸チューブ又は導管に力が印加されたときにプロングが実質的
に垂直方向ではなくむしろ実質的に水平方向に動くよう促してもよく、これにより、プロ
ングがユーザの鼻孔から飛び出しおよび弾き出たりしないようにする。
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【０５８５】
　通路を本体部分の垂直方向のほぼ中央に配置することによって、本体部分の水平中立曲
げ軸４７８０もまた垂直方向のほぼ中央に配置される。これにより、インターフェースを
ユーザの顔に固定するための固定システムのほぼ中央に中立軸を配置してもよく、これに
より、インターフェースをユーザの顔から引っ張る又は引き離すように作用する力を、中
立軸が本体部分の上縁又は下縁により近い場合と比して低下させる。
【０５８６】
　また、インターフェースの中心に延びるチューブ又は導管を、通路が本体部分の中心に
配置された状態で有することで、ユーザの鼻孔内においてプロングの正しい位置を維持す
るのを補助する。例えば、本体部分の基部のより近くに配置されたチューブにかかる上向
きの力は、本体部分の中央を外側に移動させ、プロングをユーザの鼻から外側に回転させ
る原因となる場合があり、これはあまり好ましくない。
【０５８７】
　上述のように、インターフェース４７００は、ユーザの顔との装着の向上のために、本
体部分が必要な領域に必要な可撓性を有するようにするための特徴を含む。例えば、記載
したように、曲がりやすい領域を付与して、例えばユーザの顔（例えば頬）の動きを鼻プ
ロングから切り離すために、本体部分は、変化する形状の断面及び／又は変化する形状の
領域を有する通路を含んでもよい。本体部分の可撓性は、ヒンジ動作箇所を含むセクショ
ンの材料、幾何学的形状又は厚みを変化させること、並びに上述のように本体部分及びプ
ロングに沿う通路など管状部の形状を変化させることによって高められてもよい。
【０５８８】
　上述のように、好適な実施形態では、患者インターフェース４７００は、熱可塑性材料
又はシリコーン材料から作製された単一の一体形成された構成要素である。単一の一体構
成要素は、多くの部品及び／又は種々の材料、例えば、他の材料とオーバーモールド成形
されたいくつかの材料を含むインターフェースよりも製造が簡単である。単一材料から形
成された単一の一体構成要素においてより高い可撓性を有する領域及びより低い可撓性を
有する領域を実現するために、様々な幾何学的形状の本体部分が選択される。
【０５８９】
　上述のように、好適な実施形態において、曲げ領域４７２３及び曲げ領域４７２５は、
ブリッジ部並びに本体部分の左サイドアーム及び右サイドアームよりも高い可撓性がある
。通路の少なくとも一部分は曲げ領域内に延び、可撓性を補助するような形状とされてい
る。通路はブリッジ領域４７１０内に及びプロングに沿って延在する。しかしながら、ブ
リッジ領域のより剛性が高くなるように、ブリッジ領域は隣接する曲げ領域４７２３、４
７２５よりも多くの材料を有する中実セクションを含むことが好ましい。プロングは鼻内
でつぶれたり容易に圧縮されすぎたりするほど可撓性とすべきではない。したがって、本
体部分の変化する幾何学的形状の目的は、あらゆる反り及び曲げ又は屈曲を、ブリッジ領
域ではなくむしろ曲げ領域において発生させることである。
【０５９０】
　本体部分の材料の厚みは、種々の可撓性のある領域及びより低い可撓性の領域の維持を
補助するように変化させてもよい。本体部分は、本体部分の他の領域内よりも曲げ領域内
において、通路を取り囲むより薄い壁又はセクションを有してもよい。いくつかの実施形
態では、Ｕ字形領域４７２３、４７２５の谷４７３０における本体部分の材料の断面積は
、本体部分の隣接する領域よりも小さい。好適な実施形態では、本体部分は左通路と右通
路とを提供し、左及び右通路４７１１、４７１３はブリッジ領域内の分割セクションによ
って分離されている。分割セクションは２つの鼻プロングの間にあるブリッジの中心領域
である。ブリッジ領域の中心領域は、ブリッジ領域に相対的剛性を付与するために中実で
あってもよい。いくつかの実施形態では、ブリッジ部が曲げ領域に比してより剛性が高く
なるように、ブリッジ部は曲げ領域の壁セクションよりも厚い壁セクションを含む。ブリ
ッジ部のより厚い壁によってヒンジ動作領域又は曲げ領域よりもブリッジ部により多くの
材料を与え、ブリッジ部により高い剛性を付与する。いくつかの実施形態では、ブリッジ
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領域に剛性を付与するために、ブリッジ部は更により剛性の高い材料を含む。例えばより
剛性の高い又は堅い材料を、例えば２ショットオーバーモールド又は複数の成形プロセス
によってブリッジ部へと成形してもよい。
【０５９１】
　いくつかの実施形態では、ユーザの顔上で容易に曲がるように本体部分の左サイドアー
ム及び右サイドアーム又は領域は軟質である。左領域及び右領域はブリッジ領域よりも可
撓性があることが好ましい。いくつかの実施形態では、左領域及び右領域は鼻プロングよ
りも可撓性が高い。いくつかの実施形態では、曲げ領域は、少なくとも１つの面において
、プロング、ブリッジ領域及び左サイドアーム及び右サイドアームよりも可撓性が高い。
【０５９２】
　各プロングは、患者インターフェースの本体部分のブリッジ部４７１０と一体形成され
た基部４７１５、４７１７を有する。いくつかの実施形態では、各プロングの基部は、プ
ロングの壁とブリッジ部との間に隅肉部を含む。隅肉部はプロングの外周部の周りに延び
る。隅肉部は、プロングの外部表面をブリッジ部の外部表面へと湾曲させる。
【０５９３】
　いくつかの実施形態では、各プロングの基部における隅肉部の半径はプロングの外周部
の周りで変化して、プロングの安定性を向上し、プロングの基部におけるプロングの反り
又は曲げを低減する。隅肉部の半径が大きくなるほどブリッジ部の外部表面からプロング
の外部表面への移行部が滑らかになり、プロングが基部において曲がる又は折れる可能性
が低下してもよい。
【０５９４】
　いくつかの実施形態では、各プロングの基部における隅肉部の半径はプロングの外周部
の周りで変化し、プロング４７０５、４７０７の基部４７１５、４７１７におけるプロン
グの壁厚を変化させる。隅肉部の半径が大きくなるほどプロングの基部における材料が厚
くなる可能性があり、したがって、基部の剛性がより高くなる。プロング基部の周りの隅
肉部半径を変化させて基部の厚みを変化することを、プロングの外周部の周りのプロング
基部の剛性を変化させるために使用してもよい。
【０５９５】
　プロング基部の厚みは他の手法で変化させてもよく、例えば、プロングとブリッジ部と
の間の本体部分の外側に一定の隅肉部半径を持つプロングの基部におけるプロングの壁厚
を変化させるために、通路の幾何学的形状を変化させてもよい。しかしながら、この手法
で壁厚を増加すると通路の断面積が低減される可能性があり、その結果、流れの抵抗が増
加するため、プロング壁の厚みを変化させるためのこの配置はあまり好ましくない場合が
ある。
【０５９６】
　隅肉部半径は特定の患者インターフェースの大きさの制約に従って変化させてもよい。
例えば、図４５を参照すると、いくつかの実施形態では、本体部分の非顔側のプロングと
ブリッジ部との間に小さな半径を持つ隅肉部、プロングの内側（２つのプロングの間）及
びプロングの外側により大きな半径を持つ隅肉部を有することが望ましい場合がある。プ
ロングの内側の隅肉部の半径はプロングの外側の隅肉部の半径よりも大きくてもよい。本
体部分の顔側の隅肉部はプロングの内側の半径と外側の半径との間の半径を有してもよい
。寸法の例は図４５に示されているが、他の配置もまた有用であり得る。
【０５９７】
　代替的な実施形態では、患者インターフェースは、サイドアーム要素及び又はブリッジ
部要素とともに、図３５～図４５に関連して記載した実施形態の特徴を含む。
【０５９８】
　特に、このような一実施形態は、使用時にユーザの顔上に配置される本体部分を含み、
本体部分は、左サイドアーム及び右サイドアームと、左サイドアームと右サイドアームと
の間のブリッジ部と、を有する。患者インターフェースは、ブリッジ部から延び、動作位
置において、ユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻孔内に挿入される、又はユーザの
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鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻孔内にガスの流れを案内するための少なくとも１つの鼻
プロングを有する。本体部分は、鼻プロングに接続された、ユーザの鼻の鼻孔にガスを供
給するための少なくとも１つの流体通路を有する。通路の断面は本体部分の長さに沿って
変化し、本体部分に沿って変化する可撓性を持つ領域を提供する。この実施形態では、左
サイドアーム及び右サイドアームのそれぞれは、１つ以上の既定の若しくは予め配置され
た箇所又は局所的補償領域（若しくは場所）を含んでもよい。１つ以上の既定の若しくは
予め配置された箇所又は局所的補償領域（若しくは場所）は、この又は各サイドアームに
沿って配置され、補償領域（若しくは場所）における又は補償領域（若しくは場所）の１
つ以上における患者インターフェースの補償に適応し、撓み若しくは曲げ若しくはヒンジ
動作若しくは他の変位による力に適応するように構成されている。補償領域（又は場所）
の１つ以上は、インターフェースを通る少なくとも２つの異なる（非平行）面しかし（ｔ
ｈｏｕｇｈ）又は周りの曲げの領域若しくは場所又はヒンジ領域であってもよい。この実
施形態では、サイドアームが、インターフェースのサイドアームに又はサイドアーム内に
設けられた１つ以上のサイドアーム要素を含んでもよく、サイドアーム要素は、サイドア
ーム／部分に剛性を付与するために剛性材料から形成されている。サイドアーム要素は、
サイドアームに印加される又はかけられる力に応答してサイドアームが曲がる／ヒンジ動
作することを可能にするために１つ以上の切り込み又は切り欠きを更に含んでもよい。１
つ以上のサイドアーム要素に加えて又はその代わりに、ブリッジ部はブリッジ部要素を含
んでもよく、ブリッジ部、ブリッジ部要素又はブリッジ部及びブリッジ部要素の両方は、
患者インターフェース又はに（ｏｒ　ｔｏ）印加される又は患者インターフェースにかけ
られる力から実質的に切り離される。
【０５９９】
　上述の実施形態に加えて又は代わりに、更に第１及び第２のサイドアーム４２０６Ａ、
４２０６Ｂに注目されたい。図４６及び図４７を参照すると、第２のサイドアーム４２０
６Ｂが示されている。示される構成では、患者インターフェース４２００は実質的に対称
であることは理解すべきである。他の構成では、患者インターフェース４２００は非対称
であってもよい。図４６及び図４７に見られるように、第２のサイドアーム４２０６Ｂは
、第２のサイドアーム４２０６Ｂの外縁部に配置された（第２の取付構造４２１６Ｂを保
持するように適合された、本体４２０６Ｂの患者の方に面する部分の一セクションを画定
するフランジの内側に面する部分の外縁部に配置された１つの領域４２１４Ｂ1以外）、
低減された厚みを持つ領域４２１４Ｂ1、４２１４Ｂ2、４２１４Ｂ3、４２１４Ｂ4を含む
。低減された厚みを持つ領域４２１４Ｂ1、４２１４Ｂ2、４２１４Ｂ3、４２１４Ｂ4は、
例えば、第２のサイドアーム４２０６Ｂに沿った切り欠き又は切り込みであってもよい。
低減された厚みを持つ領域４２１４Ｂ1、４２１４Ｂ2、４２１４Ｂ3、４２１４Ｂ4は、患
者の頬の上に載るように構成された第２のサイドアーム４２０６Ｂの部分の可撓性を増す
ように構成されている。低減された厚みを持つ領域４２１４Ｂ1、４２１４Ｂ2、４２１４
Ｂ3、４２１４Ｂ4を用いてこの領域における患者インターフェース４２００の可撓性を向
上させることで、特にサイドアーム４２０６Ａ、４２０６Ｂ（図４８を参照）に力Ｆ１が
作用している際の顔の輪郭への患者インターフェース４２００の順応性を向上することが
できる。他の構成も考えられる。例えば、いくつかの構成では、患者インターフェース４
２００の順応性を向上させるために、低減された厚みを持つ領域は、第２のサイドアーム
４２０６Ｂ又はブリッジ４２０４の別の場所に配置されてもよい。開示されるように、同
様の低減された厚みを持つ領域が第１のサイドアーム４２０６Ａ上に配置されることは理
解すべきである。しかしながら、いくつかの構成では、１つの本体のみが低減された厚み
を持つ領域を含む可能性がある。示される構成では、第２のサイドアーム４２０６Ｂ上に
４つの低減された厚みを持つ領域４２１４Ｂ1、４２１４Ｂ2、４２１４Ｂ3、４２１４Ｂ4

が用いられているが、４つよりも少ない又は多い領域（例えば、１つ、２つ、３つ、５つ
又は６つの領域）を用いてもよいことは理解すべきである。いくつかの構成では、第２の
サイドアーム４２０６Ｂは、低減された厚みを持つ領域を含まなくてもよい。いくつかの
構成では（図示せず）、第１の及び／又は第２のサイドアーム４２０６Ａ、４２０６Ｂは
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、各それぞれの本体と対応付けられた、各本体がブリッジ４２０４又は他の各々の本体に
対して枢動する又は動くことを可能にするための１つ以上のヒンジ動作箇所を含んでもよ
い。いくつかの構成では、サイドアームの１つの少なくとも一部分は、ブリッジ４２０４
及び／又は他の各々の本体に対して枢動することができる。
【０６００】
　本明細書中に記載されるインターフェースの特定の実施形態は、乳児、新生児又は小児
にとって、及びこれらの患者にフロー療法を提供するのに好適であり得る。乳児、新生児
又は小児の顔は多く動くことから、本明細書中に記載されるインターフェースの特定の実
施形態は、乳児、新生児又は小児に使用するのが特に有用である。しかしながら、本明細
書中に記載されるインターフェースの特定の実施形態は、ハイフロー療法を用いて成人を
治療するためにも使用され得ることは理解されよう。
【０６０１】
　文脈で明確に必要としない限り、明細書及び特許請求の範囲全体を通して、「含む（ｃ
ｏｍｐｒｉｓｅ）」、「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」等の語は、排他的又は網羅的意
味とは対照的に、包含的な意味で、すなわち、「含むが、これに限定されない（ｉｎｃｌ
ｕｄｉｎｇ，ｂｕｔ　ｎｏｔ　ｌｉｍｉｔｅｄ　ｔｏ）」の意味で解釈されるべきである
。
【０６０２】
　本開示を特定の実施形態の観点において記載してきたが、当業者に明らかな他の実施形
態もまた本開示の範囲内である。したがって、本発明の趣旨及び範囲から逸脱することな
く種々の変更及び修正を施してもよい。例えば、種々の構成要素は所望のように位置変更
してもよい。更に、特徴、態様及び利点のすべてが本開示の実施に必須であるわけではな
い。したがって、本開示の範囲は以下の特許請求の範囲によってのみ定義されるものであ
る。
【０６０３】
　種々の実施形態を例として記載してきた。いくつかの実施形態では、記載した実施形態
の１つ以上の特徴のいずれか１つ以上を他の実施形態の１つ以上の特徴と組み合わせても
よい。
【０６０４】
　本明細書で使用される、用語「ほぼ（ａｐｐｒｏｘｉｍａｔｅｌｙ）」、「約（ａｂｏ
ｕｔ）」、「略（ｇｅｎｅｒａｌｌｙ）」及び「実質的に（ｓｕｂｓｔａｎｔｉａｌｌｙ
）」などの程度に関する語を本明細書で使用する場合、所望の機能を依然として実施する
又は所望の結果を達成する、記載した値、量若しくは特性に近い値、量又は特性を示す。
例えば、用語「略平行」及び「実質的に平行」は、厳密な平行から１５度、１０度、５度
、３度、１度、０．１度以下若しくはこれ以外で離れ得る値、量又は特性を意味する。
【０６０５】
　本明細書及び特許請求の範囲において、頂部（ｔｏｐ）、底部（ｂｏｔｔｏｍ）、上方
（ａｂｏｖｅ）、下方（ｂｅｌｏｗ）、垂直に（ｖｅｒｔｉｃａｌｌｙ）及び水平に（ｈ
ｏｒｉｚｏｎｔａｌｌｙ）などの用語は、文脈で特に示唆しない限り、ユーザが起立位の
状態において患者インターフェースをユーザの顔に配置したユーザを基準とするものであ
る。内側（ｉｎｎｅｒ）又は内方（ｉｎｗａｒｄ）及び外側（ｏｕｔｅｒ）又は外方（ｏ
ｕｔｗａｒｄ）という用語並びに類似のこのような用語は、文脈で特に示唆しない限り、
患者インターフェースをユーザの顔に配置した状態の患者インターフェースの中心垂直面
（すなわちユーザの矢状面）を基準とするものである。前方（ｆｏｒｗａｒｄｓ）、後方
（ｂａｃｋｗａｒｄｓ）、後部（ｒｅａｒｗａｒｄｓ）という用語は、文脈で特に示唆し
ない限り、患者インターフェースをユーザの顔に配置したユーザを基準とするものである
。
【０６０６】
　本明細書では特許明細書、他の外部文書又は他の情報源を参照してきたが、これは全般
的に本発明の特徴について論じるための背景を提供する目的である。別段の定めがない限
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り、このような外部文書の参照は、このような文書又はこのような情報源が、あらゆる管
轄権において、先行技術である、又は当該技術における共通一般知識の一部を成すという
承認として解釈されるべきではない。
【０６０７】
　本発明の前述の記載はその好適な形態を含む。本発明の範囲から逸脱することなくこれ
に修正を施してもよい。
【０６０８】
付加的な特徴
　項目Ａ１。
ａ．ユーザの顔の第１部分に載るように適合された第１の本体と、
ｂ．ユーザの顔の第２部分に載るように適合された第２の本体（以下、第１の本体及び第
２の本体は、一対のサイドアームを意味する）と、
ｃ．第１の本体と第２の本体とを連結するブリッジと、
ｄ．ブリッジの少なくとも一部分にわたって配置された支持構造と、
を含む、患者インターフェース。
【０６０９】
　項目Ａ２。支持構造はブリッジのユーザに面する部分の少なくとも一部分にわたって配
置されている、項目Ａ１の患者インターフェース。
【０６１０】
　項目Ａ３。支持構造は少なくとも部分的にテキスタイル材料から形成されている、項目
Ａ１～Ａ２のいずれか１つに記載の患者インターフェース。
【０６１１】
　項目Ａ４。テキスタイル材料は、織、不織又は編テキスタイル材料である、項目Ａ３の
患者インターフェース。
【０６１２】
　項目Ａ５。支持構造は少なくとも部分的に成形ポリマーから形成されている、項目Ａ１
～Ａ２のいずれか１つに記載の患者インターフェース。
【０６１３】
　項目Ａ６。支持構造は成形ポリマーシートから形成されている、項目Ａ５の患者インタ
ーフェース。
【０６１４】
　項目Ａ７。支持構造とブリッジとが少なくとも部分的に同じポリマーから形成されてい
る、項目Ａ１～Ａ６のいずれか１つに記載の患者インターフェース。
【０６１５】
　項目Ａ８。第１の本体はユーザの頬に載るように適合されている、項目Ａ１～Ａ７のい
ずれか１つに記載の患者インターフェース。
【０６１６】
　項目Ａ９。第１及び第２の本体はユーザの両頬に載るように適合されている、項目Ａ１
～Ａ８のいずれか１つに記載の患者インターフェース。
【０６１７】
　項目Ａ１０。第１の及び／又は第２の本体は、ユーザの１つ以上の鼻孔内に載置される
ように適合された１つ以上の鼻送達要素を含む、項目Ａ１～Ａ９のいずれか１つに記載の
患者インターフェース。
【０６１８】
　項目Ａ１１。１つ以上の鼻送達要素は、患者インターフェースの外部の周囲ガスが鼻孔
を通過するのを可能にするように構成されている、項目Ａ１０の患者インターフェース。
【０６１９】
　項目Ａ１２。１つ以上の鼻送達要素は、ユーザの鼻中隔に向かって内側に延びるように
形作られている又は角度をなしている、項目Ａ１０～Ａ１１のいずれか１つに記載の患者
インターフェース。
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【０６２０】
　項目Ａ１３。１つ以上の鼻送達要素は、使用時に、１つ以上の鼻送達要素の先端がユー
ザの頭部の後側の方に向くように形作られている又は角度をなしている、項目Ａ１０～Ａ
１２のいずれか１つに記載の患者インターフェース。
【０６２１】
　項目Ａ１４。第１の及び／又は第２の本体は、１つ以上の鼻送達要素と空気連通する１
つ以上のガス送達ルーメンを含む、項目Ａ１０～Ａ１３のいずれか１つに記載の患者イン
ターフェース。
【０６２２】
　項目Ａ１５。１つ以上のガス送達ルーメンと空気連通する１つ以上のガス送達導管を更
に含む、項目Ａ１４に記載の患者インターフェース。
【０６２３】
　項目Ａ１６。支持構造は第１の及び／又は第２の本体に沿って延在する、項目Ａ１～Ａ
１５のいずれか１つに記載の患者インターフェース。
【０６２４】
　項目Ａ１７。支持構造は、第１の及び／又は第２の本体のユーザに面する部分に沿って
延在する、項目Ａ１６の患者インターフェース。
【０６２５】
　項目Ａ１８。第１の及び／又は第２の本体のユーザに面する部分にある支持構造の少な
くとも一部分は顔に固定された１つ以上の固定構造と接続し、患者インターフェースを顔
に固定するように適合されている、項目Ａ１７の患者インターフェース。
【０６２６】
　項目Ａ１９。患者インターフェースはユーザの顔の輪郭に一致するように形作られてい
る、項目Ａ１～Ａ１８のいずれか１つに記載の患者インターフェース。
【０６２７】
　項目Ａ２０。第１の及び／又は第２の本体は、１つ以上の、第１の及び／又は第２の本
体の隣接する領域に対して低減された厚みを持つ領域を含む、項目Ａ１～Ａ１９のいずれ
か１つに記載の患者インターフェース。
【０６２８】
　項目Ａ２１。１つ以上の、低減された厚みを持つ領域は、第１の及び／又は第２の本体
の、ユーザの１つ以上の頬に載る部分に配置されている、項目Ａ２０の患者インターフェ
ース。
【０６２９】
　項目Ａ２２。１つ以上の、低減された厚みを持つ領域は第１の及び／又は第２の本体の
外縁部に配置されている、項目Ａ２０～Ａ２１のいずれか１つに記載の患者インターフェ
ース。
【０６３０】
　項目Ａ２３。第１の及び／又は第２の本体のユーザに面する部分に固定された１つ以上
の取付構造を更に含み、１つ以上の取付構造は、顔に固定された１つ以上の固定構造と接
続し、患者インターフェースを顔に固定するように適合されている、項目Ａ１～Ａ２２の
いずれか１つに記載の患者インターフェース。
【０６３１】
　項目Ａ２４。
ａ．ユーザの両頬に載るように適合された第１及び第２の本体と、
ｂ．ユーザの１つ以上の鼻孔内に非密封的に載置されるように適合された第１の及び／又
は第２の本体から延びる少なくとも１つの鼻送達要素と、
ｃ．第１の本体と第２の本体とを連結するブリッジと、
ｄ．ブリッジの少なくとも一部分にわたって配置された補強構造と、
を含む、鼻カニューラ。
【０６３２】
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　項目Ａ２５。補強構造はブリッジのユーザに面する部分の少なくとも一部分にわたって
配置されている、項目Ａ２４の鼻カニューラ。
【０６３３】
　項目Ａ２６。補強構造は少なくとも部分的に成形ポリマーから形成されている、項目Ａ
２４～Ａ２５のいずれか１つに記載の鼻カニューラ。
【０６３４】
　項目Ａ２７。補強構造は成形ポリマーシートから形成されている、項目Ａ２６の鼻カニ
ューラ。
【０６３５】
　項目Ａ２８。補強構造は少なくとも部分的にテキスタイル材料から形成されている、項
目Ａ２４～Ａ２５のいずれか１つに記載の鼻カニューラ。
【０６３６】
　項目Ａ２９。テキスタイル材料は、織、不織又は編テキスタイル材料である、項目Ａ２
８に記載の鼻カニューラ。
【０６３７】
　項目Ａ３０。補強構造とブリッジとは少なくとも部分的に同じポリマーから形成されて
いる、項目Ａ２４～Ａ２９のいずれか１つに記載の鼻カニューラ。
【０６３８】
　項目Ａ３１。少なくとも１つの鼻送達要素は、ユーザの鼻中隔に向かって内側に延びる
ように形作られている又は角度をなしている、項目Ａ２４～Ａ３０のいずれか１つに記載
の鼻カニューラ。
【０６３９】
　項目Ａ３２。少なくとも１つの鼻送達要素は、使用時に、先端がユーザの頭部の後側の
方に向くように形作られている又は角度をなしている、項目Ａ２４～Ａ３１のいずれか１
つに記載の鼻カニューラ。
【０６４０】
　項目Ａ３３。第１の及び／又は第２の本体は、少なくとも１つの鼻送達要素と空気連通
する１つ以上のガス送達ルーメンを含む、項目Ａ２４～Ａ３２のいずれか１つに記載の鼻
カニューラ。
【０６４１】
　項目Ａ３４。１つ以上のガス送達ルーメンと空気連通する１つ以上のガス送達導管を更
に含む、項目Ａ３３に記載の鼻カニューラ。
【０６４２】
　項目Ａ３５。補強構造は第１の及び／又は第２の本体に沿って延在する、項目Ａ２４～
Ａ３４のいずれか１つに記載の鼻カニューラ。
【０６４３】
　項目Ａ３６。補強構造は、第１の及び／又は第２の本体のユーザに面する部分に沿って
延在する、項目Ａ３５に記載の鼻カニューラ。
【０６４４】
　項目Ａ３７。第１の及び／又は第２の本体のユーザに面する部分にある補強構造の少な
くとも一部分は、顔に固定された１つ以上の固定構造と接続し、鼻カニューラを顔に固定
するように適合されている、項目Ａ３６に記載の鼻カニューラ。
【０６４５】
　項目Ａ３８。鼻カニューラはユーザの顔の輪郭に一致するように形作られている、項目
Ａ２４～Ａ３７のいずれか１つに記載の鼻カニューラ。
【０６４６】
　項目Ａ３９。第１の及び／又は第２の本体は、１つ以上の、第１の及び／又は第２の本
体の隣接する領域に対して低減された厚みを持つ領域を含む、項目Ａ２４～Ａ３８のいず
れか１つに記載の鼻カニューラ。
【０６４７】
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　項目Ａ４０。１つ以上の、低減された厚みを持つ領域は第１の及び／又は第２の本体の
外縁部に配置されている、項目Ａ３９の鼻カニューラ。
【０６４８】
　項目Ａ４１。第１の及び／又は第２の本体のユーザに面する部分に固定された１つ以上
の取付構造を更に含み、１つ以上の取付構造は、顔に固定された１つ以上の固定構造と接
続し、鼻カニューラを顔に固定するように適合されている、項目Ａ２４～Ａ４０のいずれ
か１つに記載の鼻カニューラ。
【０６４９】
　項目Ａ４２。
ａ．ユーザの顔の第１部分に載るように適合された第１の本体と、
ｂ．ユーザの顔の第２部分に載るように適合された第２の本体と、
ｃ．ユーザの１つ以上の鼻孔内に非密封的に載置されるように適合された第１の及び／又
は第２の本体から延びる少なくとも１つの鼻送達要素と、
を含み、
ｄ．第１の及び／又は第２の本体は、１つ以上の、第１の及び／又は第２の本体の隣接す
る領域に対して低減された厚みを持つ領域を含む、
鼻カニューラ。
【０６５０】
　項目Ａ４３。第１及び第２の本体はユーザの両頬に載るように適合されている、項目Ａ
４２に記載の鼻カニューラ。
【０６５１】
　項目Ａ４４。１つ以上の、低減された厚みを持つ領域は、第１の及び／又は第２の本体
の、ユーザの１つ以上の頬に載る部分に配置されている、項目Ａ４２～Ａ４３のいずれか
１つに記載の鼻カニューラ。
【０６５２】
　項目Ａ４５。１つ以上の、低減された厚みを持つ領域は第１の及び／又は第２の本体の
外縁部に配置されている、項目Ａ４２～Ａ４４のいずれか１つに記載の鼻カニューラ。
【０６５３】
　項目Ａ４６。第１の本体と第２の本体とを連結するブリッジを更に含む、項目Ａ４２～
Ａ４５のいずれか１つに記載の鼻カニューラ。
【０６５４】
　項目Ｂ１。
ａ．使用時にユーザの鼻中隔領域内又はその周りに配置される略中心ブリッジ部から側方
に延びる１つのサイドアーム又は好ましくは一対の前記サイドアーム
を含み、
ｂ．この若しくは各前記サイドアームは実質的に弾性の又は比較的より剛性の高いブリッ
ジ部要素に接続されており、ブリッジ部要素は、ガス送達システムの１つの出口又は複数
の出口の、この又は各前記サイドアームとの実質的に既定された空間的関係を画定する、
患者インターフェース。
【０６５５】
　項目Ｂ２。
ａ．使用時にユーザの鼻中隔領域内又はその周りに配置される略中心ブリッジ部から側方
に延びる１つのサイドアーム又は好ましくは一対の前記サイドアーム
を含み、
ｂ．この又は各前記サイドアームは、１つ以上の既定の若しくは予め配置された箇所又は
局所的補償領域（若しくは場所）を含み、１つ以上の既定の若しくは予め配置された箇所
又は局所的補償領域（若しくは場所）は、サイドアームに沿って配置され、補償領域（若
しくは場所）の１つ以上内又は補償領域（若しくは場所）の１つ以上における患者インタ
ーフェースの補償に適応する又は補償を促進し、
ｃ．この若しくは各前記サイドアームは実質的に弾性の又は比較的より剛性の高いブリッ
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ジ部要素に接続されており、ブリッジ部要素は、ガス送達システムの１つの出口又は複数
の出口の、この又は各前記サイドアームとの実質的に既定された空間的関係を画定する、
患者インターフェース。
【０６５６】
　項目Ｂ３。
ａ．使用時にユーザの鼻中隔領域内又はその周りに配置される略中心ブリッジ部から側方
に延びる１つのサイドアーム又は好ましくは一対の前記サイドアーム
を含み、
ｂ．この若しくは各前記サイドアームは、少なくとも１つの実質的に弾性の又は比較的よ
り剛性の高いサイドアーム要素を含み、サイドアーム要素は少なくとも部分的にこの若し
くは各サイドアームの形態又は曲率を画定し、且つ１つ以上の既定の若しくは予め配置さ
れた箇所又は局所的補償領域（若しくは場所）を有し、１つ以上の既定の若しくは予め配
置された箇所又は局所的補償領域（若しくは場所）は、この若しくは各サイドアーム及び
／又はこの若しくは各サイドアーム要素に沿って配置され、補償領域（又は場所）の１つ
以上内又は補償領域（又は場所）の１つ以上における患者インターフェースの補償に適応
し、
ｃ．この若しくは各前記サイドアーム要素は、接続材料を介して、実質的に弾性の若しく
は比較的より剛性の高いブリッジ部要素に接続又は相互接続されており、ブリッジ部要素
は、ガス送達システムの１つの出口又は複数の出口の、この又は各前記サイドアームとの
実質的に既定された空間的関係を画定する、
患者インターフェース。
【０６５７】
　項目Ｂ４。ブリッジ部又はブリッジ部要素（又はこの両方）は、患者インターフェース
に又は（ｏｒ　ｔｏ）印加され得る、又は患者インターフェースにかけられ得る力から実
質的に切り離されている、項目Ｂ１～Ｂ３のいずれか１つに記載のインターフェース。
【０６５８】
　項目Ｂ５。患者インターフェースに印加された力はインターフェースの１つのサイドア
ーム又は複数のサイドアームにかけられてもよく、サイドアーム又はサイドアーム要素又
はこの両方の補償領域（若しくは場所）は、サイドアーム若しくはサイドアーム要素若し
くはこの両方の撓み又は曲げ又はヒンジ動作又は他の変位によって力に適応する、項目Ｂ
１～Ｂ４のいずれか１つに記載のインターフェース。
【０６５９】
　項目Ｂ６。１つのサイドアーム又は複数のサイドアームは患者インターフェース安定具
である、項目Ｂ１～Ｂ５のいずれか１つに記載のインターフェース。
【０６６０】
　項目Ｂ７。ブリッジ部要素と１つのサイドアーム要素又は複数のサイドアーム要素とは
別個の部品であり、組み立てられて一体構成要素を形成する、項目Ｂ１～Ｂ６のいずれか
１つに記載のインターフェース。
【０６６１】
　項目Ｂ８。ブリッジ部要素と１つのサイドアーム要素若しくは複数のサイドアーム要素
とは単一の構成要素である、又は少なくともブリッジ部と少なくとも１つのサイドアーム
要素とは単一の構成要素である、項目Ｂ１～Ｂ７のいずれか１つに記載のインターフェー
ス。
【０６６２】
　項目Ｂ９。ブリッジ部要素と１つのサイドアーム要素若しくは複数のサイドアーム要素
とは単一の構成要素として一体形成されている、又は少なくともブリッジ部要素と少なく
とも１つのサイドアーム要素とは単一の構成要素として一体形成されている、項目Ｂ１～
Ｂ８のいずれか１つに記載のインターフェース。
【０６６３】
　項目Ｂ１０。ブリッジ部要素と１つのサイドアーム要素又は複数のサイドアーム要素と
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は一体構成要素として形成されている、項目Ｂ１～Ｂ９のいずれか１つに記載のインター
フェース。
【０６６４】
　項目Ｂ１１。ブリッジ部要素と１つのサイドアーム要素又は複数のサイドアーム要素の
少なくとも１つとは別個の構成要素であり、そのそれぞれは、１つのサイドアーム若しく
は複数のサイドアームなどの患者インターフェースの材料によって実質的に相互接続され
ていてもよく、又は互いに相互接続関係で設けられていてもよい、項目Ｂ１～Ｂ６のいず
れか１つに記載のインターフェース。
【０６６５】
　項目Ｂ１２。ブリッジ部要素は１つ以上のサイドアーム要素と連続しない構成要素であ
る、項目Ｂ１～Ｂ６のいずれか１つに記載のインターフェース。
【０６６６】
　項目Ｂ１３。サイドアームは１つ以上の別個のサイドアーム要素を含み、前記１つ以上
の別個のサイドアーム要素のそれぞれは、前記サイドアームの長さを通して又は前記サイ
ドアームの長さに沿って離間して配置されている、項目Ｂ１～Ｂ６のいずれか１つに記載
のインターフェース。
【０６６７】
　項目Ｂ１４。１つ以上の別個のサイドアーム要素のそれぞれは、１つ若しくは各前記サ
イドアームの長さを通して又は１つ若しくは各前記サイドアームの長さに沿ってアレイと
して離間して配置されている、項目ＢＢ１３に記載のインターフェース。
【０６６８】
　項目Ｂ１５。ブリッジ部要素と１つのサイドアーム要素又は複数のサイドアーム要素と
は、１つ又は一対の対応するサイドアーム、及び任意選択的にブリッジ部、１つ以上の対
応するサイドアーム要素を含む対応するサイドアームを介して互いに接続して設けられた
又は相互接続された別個の部品である、項目Ｂ１～Ｂ６のいずれか１つに記載のインター
フェース。
【０６６９】
　項目Ｂ１６。各別個のサイドアーム要素は比較的弾性の部分を提供し、サイドアームの
材料は各別個のサイドアーム要素の間に挟まれた又は各別個のサイドアーム要素に隣接し
、サイドアームの材料は補償領域（又は場所）を提供する、項目Ｂ１３～Ｂ１５のいずれ
か１つに記載のインターフェース。
【０６７０】
　項目Ｂ１７。患者インターフェースは、ブリッジ部要素と、一対のサイドアームの各１
つ内に配置された少なくとも１つの別個のサイドアーム要素と、を含む、項目Ｂ１～Ｂ６
のいずれか１つに記載のインターフェース。
【０６７１】
　項目Ｂ１８。ブリッジ部は一対のサイドアームの中間に配置されている、項目Ｂ１～Ｂ
１７のいずれか１つに記載のインターフェース。
【０６７２】
　項目Ｂ１９。ブリッジ部要素は一対のサイドアームのサイドアーム要素の中間に配置さ
れている、項目Ｂ１～Ｂ１８のいずれか１つに記載のインターフェース。
【０６７３】
　項目Ｂ２０。ブリッジ部要素は、ユーザの鼻中隔領域の幅にわたるほどの（十分な）寸
法のものである、又はガス出口間の距離若しくは幅である、又は実質的にユーザの１つの
鼻唇溝から別の鼻唇溝までにわたる最大距離によって画定される、項目Ｂ１～Ｂ１９のい
ずれか１つに記載のインターフェース。
【０６７４】
　項目Ｂ２１。ブリッジ部要素は、ユーザの気道にガスを供給するガス送達システム用の
少なくとも１つ又は一対の出口を配置、位置決め又は収容するための１つ又は一対の切り
込み若しくは成形部分を含む、項目Ｂ１～Ｂ２０のいずれか１つに記載のインターフェー
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ス。
【０６７５】
　項目Ｂ２２。ブリッジ部要素は、ユーザの１つの鼻孔又は複数の鼻孔にガスを供給する
ガス送達システム用の１つの出口又は複数の出口として１つの鼻プロング又は一対の鼻プ
ロングを配置、位置決め又は収容するための１つ又は一対の切り込み若しくは成形部分を
含む、項目Ｂ１～Ｂ２１のいずれか１つに記載のインターフェース。
【０６７６】
　項目Ｂ２３。補償領域（又は場所）の１つ以上は、撓み又は曲げ又はヒンジ動作又は局
所変位及び／又は弾性変形を容易にする、項目Ｂ１～Ｂ２２のいずれか１つに記載のイン
ターフェース。
【０６７７】
　項目Ｂ２４。補償領域（又は場所）の１つ以上は、インターフェースを通る少なくとも
１つの面のしかし（ｔｈｏｕｇｈ）又は周りの曲げの領域若しくは場所又はヒンジ領域で
ある、項目Ｂ１～Ｂ２３のいずれか１つに記載のインターフェース。
【０６７８】
　項目Ｂ２５。補償領域（又は場所）の１つ以上は、インターフェースを通る複数の平行
な面のしかし（ｔｈｏｕｇｈ）又は周りの曲げの領域若しくは場所又はヒンジ領域である
、項目Ｂ１～Ｂ２３のいずれか１つに記載のインターフェース。
【０６７９】
　項目Ｂ２６。補償領域（又は場所）の１つ以上は、インターフェースを通る少なくとも
２つの異なる（非平行）面しかし（ｔｈｏｕｇｈ）又は周りの曲げの領域若しくは場所又
はヒンジ領域である、項目Ｂ１～Ｂ２３のいずれか１つに記載のインターフェース。
【０６８０】
　項目Ｂ２７。補償領域（又は場所）の１つ以上は、インターフェースを通る少なくとも
２つの異なる（直交）面しかし（ｔｈｏｕｇｈ）又は周りの曲げの領域若しくは場所又は
ヒンジ領域である、項目Ｂ１～Ｂ２３のいずれか１つに記載のインターフェース。
【０６８１】
　項目Ｂ２８。１つ以上の補償領域（若しくは場所）は、より優先的には１つの、若しく
は１つ以上の第１の方向、若しくは第１の方向セットに、より低い優先では、別の方向若
しくは別の方向セットに屈曲する又は曲がる（又はヒンジ動作する、又は局所的に変位し
てもよい又は弾性的に変形しても動いてもよい）、項目Ｂ１～Ｂ２７のいずれか１つに記
載のインターフェース。
【０６８２】
　項目Ｂ２９。１つ以上の補償領域（若しくは場所）は、より低い優先の方向若しくは方
向セットにおける撓み又は曲げ（又はヒンジ動作又は局所変位又は弾性変形）に実質的に
抵抗するように構成又は適合されている、項目ＢＢ２８に記載のインターフェース。
【０６８３】
　項目Ｂ３０。第１の方向又は第１のセット又は方向（ｆｉｒｓｔ　ｓｅｔ　ｏｒ　ｄｉ
ｒｅｃｔｉｏｎｓ）は実質的に横断面にある、項目ＢＢ２８又は２９に記載のインターフ
ェース。
【０６８４】
　項目Ｂ３１。第１の方向若しくは第１の方向セットは、腹側方向若しくは背側方向の実
質的に横断面にある、又は腹側方向及び背側方向の両方であってもよい、項目Ｂ２８～Ｂ
３０のいずれか１つに記載のインターフェース。
【０６８５】
　項目Ｂ３２。第１の方向若しくは第１の方向セットは、実質的に横断面、実質的に矢状
面及び／又は実質的に冠状面の１つ以上にある、項目Ｂ２８～Ｂ３１のいずれか１つに記
載のインターフェース。
【０６８６】
　項目Ｂ３３。第１の方向若しくは第１の方向セットは、サイドアーム要素をブリッジ部
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要素に対して動かす若しくは曲げることを実質的に容易にする１つの方向又は複数の方向
である、項目Ｂ２８～Ｂ３２のいずれか１つに記載のインターフェース。
【０６８７】
　項目Ｂ３４。
サイドアーム要素は実質的に弾性材料で形成されている、又は以下、
ａ．ブリッジ部要素から側方外側に配置された１つの補償領域（又は場所）と、サイドア
ーム要素の外端部との間に設けられている、
ｂ．サイドアーム要素のより外側の補償領域（又は場所）とサイドアーム要素の外端部と
の間に設けられている、
ｃ．サイドアーム要素の一連の補償領域（又は場所）のそれぞれの間に設けられている、
ｄ．ブリッジ部要素から側方外側に配置された２つの補償領域（又は場所）の間に、及び
サイドアーム要素のより外側の補償領域（又は場所）とサイドアーム要素の外端部との間
に設けられている、
の１つ以上から選択されるサイドアーム要素領域において撓み若しくは曲げ（若しくはヒ
ンジ動作若しくは局所変位若しくは弾性変形）に対するかなりの弾性を提供するように構
成又は適合されている、項目Ｂ１～Ｂ３３のいずれか１つに記載のインターフェース。
【０６８８】
　項目Ｂ３５。各サイドアーム要素は１つの補償領域（又は場所）を含む、項目Ｂ１～Ｂ
３４のいずれか１つに記載のインターフェース。
【０６８９】
　項目Ｂ３６。各サイドアーム要素は２つの補償領域（又は場所）を含む、項目Ｂ１～Ｂ
３４のいずれか１つに記載のインターフェース。
【０６９０】
　項目Ｂ３７。各サイドアーム要素は３つの補償領域（又は場所）を含む、項目Ｂ１～Ｂ
３４のいずれか１つに記載のインターフェース。
【０６９１】
　項目Ｂ３８。各サイドアーム要素は複数の補償領域（又は場所）を含む、項目Ｂ１～Ｂ
３４のいずれか１つに記載のインターフェース。
【０６９２】
　項目Ｂ３９。少なくとも１つの補償領域（又は場所）は、ブリッジ部要素と接続した状
態でサイドアーム要素のより内側の端部に配置されている、項目Ｂ１～Ｂ３４のいずれか
１つに記載のインターフェース。
【０６９３】
　項目Ｂ４０。補償領域（又は場所）の少なくとも１つは、サイドアーム要素とブリッジ
部要素との間の接合部又は接続部に配置されている、項目Ｂ１～Ｂ３９のいずれか１つに
記載のインターフェース。
【０６９４】
　項目Ｂ４１。補償領域（若しくは場所）の少なくとも１つは、実質的にユーザの鼻中隔
領域の周辺又は側方外縁部によって画定されるブリッジ部要素のゾーン内に又はゾーンに
配置されている、項目Ｂ１～Ｂ４０のいずれか１つに記載のインターフェース。
【０６９５】
　項目Ｂ４２。この若しくは各サイドアーム要素は、ブリッジ部要素に対して屈曲する又
は曲がる（又はヒンジ動作する又は局所的に変位する、又は弾性的に変形しても動いても
よい）ように構成されている、項目Ｂ１～Ｂ４１のいずれか１つに記載のインターフェー
ス。
【０６９６】
　項目Ｂ４３。サイドアーム要素は１つ以上の小突起を更に含む、項目Ｂ１～Ｂ４２のい
ずれか１つに記載のインターフェース。
【０６９７】
　項目Ｂ４４。１つ以上の小突起は係合可能である、又はサイドアームの材料に対応する
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形状若しくは形態のものであるように設けられている、項目ＢＢ４３に記載のインターフ
ェース。
【０６９８】
　項目Ｂ４５。サイドアームの材料との小突起の相互作用又は係合は、サイドアーム要素
の撓み又は曲げ（又はヒンジ動作又は弾性変形）に対する抵抗を提供する、項目ＢＢ４３
又は４４に記載のインターフェース。
【０６９９】
　項目Ｂ４６。小突起は、サイドアーム要素にかけられた力又は動きをサイドアームの材
料の圧縮として変換することができる（又は小突起により材料に張力がかけられたときに
、サイドアーム要素にかけられた力又は動きを材料の伸張として変換することができる）
ように、サイドアームの材料は少なくとも部分的に圧縮性である（又は実質的に非圧縮性
であっても部分的に圧縮性であってもよい）、項目Ｂ４３～Ｂ４５のいずれか１つに記載
のインターフェース。
【０７００】
　項目Ｂ４７。サイドアームの材料は少なくとも１つのサイドアーム要素を封入している
又は覆っている、項目Ｂ４３～Ｂ４６のいずれか１つに記載のインターフェース。
【０７０１】
　項目Ｂ４８。サイドアームは少なくとも１つのサイドアーム要素を部分的に封入してい
る又は部分的に覆っている、項目ＢＢ４７のインターフェース。
【０７０２】
　項目Ｂ４９。サイドアームは少なくとも１つのサイドアーム要素を完全に封入している
又は覆っている、項目ＢＢ４７のインターフェース。
【０７０３】
　項目Ｂ５０。サイドアームの材料は、サイドアーム要素とサイドアームとの間の１つ以
上のボイドを埋める、項目Ｂ１～Ｂ４９のいずれか１つに記載のインターフェース。
【０７０４】
　項目Ｂ５１。サイドアームの材料はサイドアーム要素を取り囲み、サイドアーム要素を
、１つ以上の既定の若しくは予め配置された箇所若しくは局所的補償領域（若しくは場所
）内に、又は１つ以上の既定の若しくは予め配置された箇所若しくは局所的補償領域（若
しくは場所）に、又は１つ以上の既定の若しくは予め配置された箇所若しくは局所的補償
領域（若しくは場所）に隣接して配置する、項目Ｂ１～Ｂ５０のいずれか１つに記載のイ
ンターフェース。
【０７０５】
　項目Ｂ５２。一対のサイドアームが提供される場合、サイドアームのそれぞれはブリッ
ジ部から側方に延び、一対のサイドアームの１つのサイドアームは実質的にユーザの顔の
左側の周りに延びるように設けられ、一対のサイドアームのもう一方のサイドアームは実
質的にユーザの顔の右側の周りに延びるように設けられている、項目Ｂ１～Ｂ５１のいず
れか１つに記載のインターフェース。
【０７０６】
　項目Ｂ５３。この又は各サイドアームは、実質的にユーザの顔の周りに、任意選択的に
ユーザの頬の少なくとも一部分に沿って延在する、項目Ｂ１～Ｂ４８のいずれか１つに記
載のインターフェース。
【０７０７】
　項目Ｂ５４。この又は各サイドアームは、ユーザの矢状面から離れる方に又は外側に向
かって実質的に側方に延びる、項目Ｂ１～Ｂ５３のいずれか１つに記載のインターフェー
ス。
【０７０８】
　項目Ｂ５５。この又は各サイドアーム要素は、前記サイドアーム要素を含むこのような
各サイドアームの長さの少なくとも一部分若しくはかなりの長さに、又は前記サイドアー
ム要素を含むこのような各サイドアームに沿って又はこのような各サイドアームを通して
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延びる、項目Ｂ１～Ｂ５４のいずれか１つに記載のインターフェース。
【０７０９】
　項目Ｂ５６。この又は各サイドアーム要素は複数のサイドアーム要素リムを含む、項目
Ｂ１～Ｂ５５のいずれか１つに記載のインターフェース。
【０７１０】
　項目Ｂ５７。サイドアーム要素リムは１つ以上の小突起を含む又は備える、項目ＢＢ５
６に記載のインターフェース。
【０７１１】
　項目Ｂ５８。この若しくは各サイドアーム又はサイドアーム要素又はその両方は、１つ
の出口若しくは複数の出口を通してユーザに送達されるべきガス供給を受け入れるための
、又は１つの出口若しくは複数の出口を通してユーザにガスを送達するための導管を受け
入れるための通路の少なくとも一部分を形成している、又は提供するように形成されてい
る、項目Ｂ１～Ｂ５７のいずれか１つに記載のインターフェース。
【０７１２】
　項目Ｂ５９。サイドアームは通路を形成している、項目ＢＢ５８に記載のインターフェ
ース。
【０７１３】
　項目Ｂ６０。サイドアーム要素は通路を形成している、項目ＢＢ５９に記載のインター
フェース。
【０７１４】
　項目Ｂ６１。少なくとも部分的にサイドアーム要素によって形成された通路の部分は、
このように形成された通路の（例えば、単位長部分の）壁の周長又は壁の周辺長の少なく
とも５０％である、項目Ｂ５８～Ｂ６０のいずれか１つに記載のインターフェース。
【０７１５】
　項目Ｂ６２。サイドアームによって少なくとも部分的に形成された通路の部分は、サイ
ドアーム要素によって形成されていたはずの（例えば、単位長部分の）壁の周長又は壁の
周辺長の残部である、項目ＢＢ６１に記載のインターフェース。
【０７１６】
　項目Ｂ６３。通路は、サイドアーム若しくはサイドアーム要素若しくはこの両方内の、
又はサイドアーム若しくはサイドアーム要素若しくはこの両方を通るボイド空間又はキャ
ビティ又は凹部であり、このボイド空間又はキャビティ又は凹部内に、１つの出口又は複
数の出口への送達のためにガスが誘導又は供給されてもよい、項目Ｂ５８～Ｂ６２のいず
れか１つに記載のインターフェース。
【０７１７】
　項目Ｂ６４。通路は、少なくとも部分的にサイドアーム及び少なくとも部分的にサイド
アーム要素によって画定される、項目Ｂ５８～Ｂ６３のいずれか１つに記載のインターフ
ェース。
【０７１８】
　項目Ｂ６５。サイドアームは、ガス出口にガスを送達するためにガス出口まで延びる通
路にアクセスするためのポートを含む、項目Ｂ１～Ｂ６４のいずれか１つに記載のインタ
ーフェース。
【０７１９】
　項目Ｂ６６。一対のサイドアームの各サイドアームは、各サイドアーム内において対応
するガス出口まで延びる通路にアクセスするためのポートを含む、項目ＢＢ６５に記載の
インターフェース。
【０７２０】
　項目Ｂ６７。各サイドアームは、対応するガス出口にガスを別々に送達するための別個
の通路を提供する、項目ＢＢ６５又は６６に記載のインターフェース。
【０７２１】
　項目Ｂ６８。１つのサイドアーム又は複数のサイドアームは、使用時、ユーザの顔の上
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に配置される、項目Ｂ１～Ｂ６７のいずれか１つに記載のインターフェース。
【０７２２】
　項目Ｂ６９。１つのサイドアーム又は複数のサイドアームは、使用時、ユーザの顔の頬
の上に配置される、項目Ｂ１～Ｂ６８のいずれか１つに記載のインターフェース。
【０７２３】
　項目Ｂ７０。インターフェースは、出口として一対の鼻プロングを含む鼻カニューラで
あり、使用時にユーザが装着したときに鼻カニューラを所定の位置に保持するためのヘッ
ドギア又は保持システムを一対のサイドアームに取り付け可能である、項目Ｂ１～Ｂ６９
のいずれか１つに記載のインターフェース。
【０７２４】
　項目Ｂ７１。保持システムは、各サイドアームの少なくとも後部などの患者インターフ
ェースをユーザの顔に着脱可能に接続するための着脱可能な接続システムを含む（例えば
、着脱可能な接続システムは、このような着脱可能なシステムのためのフックアンドルー
プ型コネクタ又はフックアンドフック型コネクタを含んでもよい）、項目ＢＢ７０に記載
のインターフェース。
【０７２５】
　項目Ｂ７２。着脱可能な接続システムは、ユーザの顔に取り付けられた少なくとも１つ
のパッドを含み、このパッド上に、患者インターフェースが着脱可能に係合可能であって
もよい、項目ＢＢ７１に記載のインターフェース。
【０７２６】
　項目Ｂ７３。ブリッジ部要素は、高分子材料である又は高分子材料を含む、項目Ｂ１～
Ｂ７２のいずれか１つに記載のインターフェース。
【０７２７】
　項目Ｂ７４。この又は各サイドアーム要素は、高分子材料である又は高分子材料を含む
、項目Ｂ１～Ｂ７３のいずれか１つに記載のインターフェース。
【０７２８】
　項目Ｂ７５。高分子材料は、熱可塑性エラストマー、ポリプロピレン系エラストマー、
液状シリコーンゴム、又は通気性熱可塑性ポリウレタン、又は通気性ポリアミドの１つ又
はいずれか１つ以上の組み合わせであり、より好ましくは、ポリマーは、ポリオレフィン
、熱可塑性エラストマー又は通気性熱可塑性エラストマー、例えば、スチレンブロック共
重合体、コポリエステルエラストマー、又は熱可塑性ポリオレフィンエラストマー、又は
熱可塑性ポリウレタンエラストマーなどの熱可塑性エラストマー族などであってもよいが
、これらに限定されず、更により好ましくは、ショアＡが約３０～約９０、又は約３０～
約８０又は約３０～約７０、又は約３０～約６０、又は約３０～約５０又は約３０～約４
０、又は約３０、又は約４０、又は約５０、又は約６０、又は約７０、又は約８０、又は
約９０のポリマーである、項目ＢＢ７３又は７４に記載のインターフェース。
【０７２９】
　項目Ｃ１。
ａ．使用時にユーザの顔上に配置される本体部分であって、本体部分は、左サイドアーム
及び右サイドアームと、左サイドアームと右サイドアームとの間のブリッジ部と、を有す
る、本体部分と、
ｂ．ブリッジ部から延び、動作位置において、ユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻
孔内に挿入される、又はユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻孔内にガスの流れを案
内するための少なくとも１つの及び好ましくは一対の鼻プロングと、
を含み、
ｃ．本体部分は、鼻プロングに接続された、ユーザの鼻の鼻孔にガスを供給するための少
なくとも１つの流体通路を有し、
ｄ．通路の断面は本体部分の長さに沿って変化し、本体部分に沿って変化する可撓性を持
つ領域を提供する、
鼻カニューラなどの患者インターフェース。
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【０７３０】
　項目Ｃ２。通路の断面の形状は本体部分の長さの少なくとも一部分に沿って変化する、
項目Ｃ１に記載の患者インターフェース。
【０７３１】
　項目Ｃ３。断面は、呼吸チューブ又は導管と（着脱可能に若しくは永久的のいずれかに
おいて）接続するための外端部における又はその近傍の略円形断面から、長尺状の断面へ
と変化し、長尺状の断面は、実質的に垂直に（ユーザの顔に平行に）配置された長軸を有
する、項目Ｃ２に記載の患者インターフェース。
【０７３２】
　項目Ｃ４。長尺状の断面は、本体部分の曲げ領域若しくはヒンジ部内に設けられるか、
又は本体部分の曲げ領域若しくはヒンジ部を形成し、長尺状の断面は、長尺状の断面の短
軸の方向に、ユーザの顔の方に又はユーザの顔から離れる方に本体部分を曲げるためのよ
り高い可撓性を付与する、項目Ｃ３に記載の患者インターフェース。
【０７３３】
　項目Ｃ５。長尺状の断面は、前記プロングと、呼吸チューブ又は導管が取り付けられる
通路への入口との間の、本体部分のブリッジ部に隣接している、項目Ｃ３又はＣ４に記載
の患者インターフェース。
【０７３４】
　項目Ｃ６。本体部分は、本体部分の曲げ領域においてユーザの顔の方及びユーザの顔か
ら離れる方に優先的に曲がる、項目Ｃ４に記載の患者インターフェース。
【０７３５】
　項目Ｃ７。通路の断面積は本体部分の長さの一部分に沿って実質的に一定である、項目
Ｃ２～Ｃ６のいずれか１つに記載の患者インターフェース。
【０７３６】
　項目Ｃ８。ブリッジ部は、患者インターフェースの他の部分と比して比較的剛性が高い
、先行するＣ項目のいずれか１つに記載の患者インターフェース。
【０７３７】
　項目Ｃ９。ブリッジ部は、ブリッジ部のユーザの顔側から離れる方に張り出すか湾曲し
た状態で外側に延出することによって左サイドアーム及び右サイドアームへと移行し、左
サイドアーム及び右サイドアームは、本体部分の前方範囲から後方に、ブリッジ部から離
れる方に湾曲する、先行するＣ項目のいずれか１つに記載の患者インターフェース。
【０７３８】
　項目Ｃ１０。ブリッジ部のユーザの顔側並びに／又はブリッジ部と左サイドアーム及び
右サイドアームとの間の移行領域の湾曲は比較的大きな半径（又は半径（複数））を有し
、このため、ユーザの顔にかかるブリッジ及び／又は移行領域からの圧力がユーザの人中
又は上唇領域上で分散される、先行するＣ項目のいずれか１つに記載の患者インターフェ
ース。
【０７３９】
　項目Ｃ１１。本体部分はブリッジ部の各側から前方にブリッジ部の前方の位置へと延び
、その後、少なくとも使用時の位置において、左サイドアーム及び右サイドアームの遠位
端はブリッジ部の後方に配置されるように後方に延びる、先行するＣ項目のいずれか１つ
に記載の患者インターフェース。
【０７４０】
　項目Ｃ１２。本体部分を上から見ると、本体部分は、各鼻プロングと、左サイドアーム
及び右サイドアームとの間にＵ字形領域を含み、使用時、Ｕ字形領域の内側はユーザの顔
に面している、項目Ｃ１１に記載の患者インターフェース。
【０７４１】
　項目Ｃ１３。左又は右サイドアームがユーザの顔の方に又はユーザの顔から離れる方に
撓むと、各Ｕ字形領域は、本体部分が優先的に曲がる曲げ領域を形成する、又は本体部分
が優先的に曲がる曲げ領域内に設けられる、項目Ｃ１２に記載の患者インターフェース。
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【０７４２】
　項目Ｃ１４。曲げ領域はＵ字形領域の谷において曲がる傾向にある、項目Ｃ１３に記載
の患者インターフェース。
【０７４３】
　項目Ｃ１５。Ｕ字形領域の内角は約１３０度、又は１２０度、又は１１０度、又は１０
５度未満である、項目Ｃ１２に記載の患者インターフェース。
【０７４４】
　項目Ｃ１６。曲げ領域は、本体部分の顔側に対し、鼻プロングから外側に且つ前方に配
置されている、項目Ｃ１３に記載のパテント（ｐａｔｅｎｔ）インターフェース。
【０７４５】
　項目Ｃ１７。患者インターフェースは、単一材料から形成された単一の一体形成構成要
素である、先行するＣ項目のいずれか１つに記載のパテント（ｐａｔｅｎｔ）インターフ
ェース。
【０７４６】
　項目Ｃ１８。患者インターフェースは単一成形操作から形成されている、項目Ｃ１７に
記載の患者インターフェース。
【０７４７】
　項目Ｃ１９。患者インターフェースは、約５～６０のショアＡ硬度を持つ熱可塑性材料
又はシリコーン材料から形成されている、項目Ｃ１７に記載のパテント（ｐａｔｅｎｔ）
インターフェース。
【０７４８】
　項目Ｃ２０。使用時にユーザが装着したときにインターフェースを所定の位置に保持す
るための、保持システムの少なくとも１つのパッドを含み、パッドは左サイドアーム及び
右サイドアームの少なくとも１つに取り付けられており、同じ形状のパッドが左サイドア
ーム及び右サイドアームの両方に適用され得るように、パッドは、パッドを左側と右側と
に分割する中心略垂直軸の周りで実質的に対称であり、任意選択的に、パッド又はパッド
（ｔｈｅ　ｐａｄ　ｏｒ　ｔｈｅ　ｐａｄ）と一体成形されてインターフェースに取り付
けられるか、インターフェースとパッドとのオーバーモールドによってインターフェース
に後に取り付けられるかにかかわらず、１つのパッドの各パッドは、オーバーモールド材
料とのオーバーモールドによって各左又は右サイドアームに取り付けられている、先行す
るＣ項目のいずれか１つに記載のパテント（ｐａｔｅｎｔ）インターフェース。
【０７４９】
　項目Ｃ２１。１つのパッド又は複数のパッドは、ユーザの顔上にある対応するパッドの
相補的なフック又はループ部に接続するためのフック部を含む、項目Ｃ２０に記載の患者
インターフェース。
【０７５０】
　項目Ｃ２２。プロングの基部における通路の断面は非対称な断面であり、断面の一方の
側は断面の他方の側よりも平坦である、先行するＣ項目のいずれか１つに記載のパテント
（ｐａｔｅｎｔ）インターフェース。
【０７５１】
　項目Ｃ２３。プロングに沿って延在する通路は、プロングの基部における非対称な断面
からプロングの先端における円形断面へと形状が変化する、項目Ｃ２２に記載のパテント
（ｐａｔｅｎｔ）インターフェース。
【０７５２】
　項目Ｃ２４。プロングの断面積はプロングの基部から先端に向かって減少する、項目Ｃ
２２又はＣ２３に記載のパテント（ｐａｔｅｎｔ）インターフェース。
【０７５３】
　項目Ｃ２５。プロングのより平坦な側は患者インターフェースの前方側（ユーザの顔と
は逆側に面している）に向かって配置されている、項目Ｃ２２～Ｃ２４のいずれか１つに
記載のパテント（ｐａｔｅｎｔ）インターフェース。
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【０７５４】
　項目Ｃ２６。サイドアームが本体部分の他の部分よりもブリッジ部において、長さ当た
りより多くの材料（より広い断面積）を含む、先行するＣ項目のいずれか１つに記載のパ
テント（ｐａｔｅｎｔ）インターフェース。
【０７５５】
　項目Ｃ２７。ブリッジ領域が曲げ領域に比べてより剛性が高くなるように、ブリッジ領
域はプロングの間に中実セクションを含む、先行するＣ項目のいずれか１つに記載のパテ
ント（ｐａｔｅｎｔ）インターフェース。
【０７５６】
　項目Ｃ２８。ブリッジ部が曲げ領域に比べてより剛性が高くなるように、ブリッジ部は
曲げ領域の壁セクションよりも厚い壁セクションを含む、先行するＣ項目のいずれか１つ
に記載の患者インターフェース。
【０７５７】
　項目Ｃ２９。ブリッジ部は、ブリッジ領域に剛性を付与するために更により剛性のある
材料を含む、先行するＣ項目のいずれか１つに記載の患者インターフェース。
【０７５８】
　項目Ｃ３０。ブリッジ領域は、ねじれ安定性を付与し且つ使用時にブリッジ領域がねじ
れるのを防ぐのに十分な高さ又は垂直寸法を有する、先行するＣ項目のいずれか１つに記
載のパテント（ｐａｔｅｎｔ）インターフェース。
【０７５９】
　項目Ｃ３１。通路は、左及び／又は右サイドアーム上の垂直方向のほぼ中央に配置され
ている、先行するＣ項目のいずれか１つに記載のパテント（ｐａｔｅｎｔ）インターフェ
ース。
【０７６０】
　項目Ｃ３２。通路は、左サイドアーム及び右サイドアームそれぞれの上にある、使用時
にユーザが装着したときにインターフェースを所定の位置に保持するための保持システム
のパッド上のほぼ中央に配置されている、先行するＣ項目のいずれか１つに記載のパテン
ト（ｐａｔｅｎｔ）インターフェース。
【０７６１】
　項目Ｃ３３。本体部分の水平中立曲げ軸は、インターフェースをユーザの顔に固定する
ための固定システムの垂直方向のほぼ中央に配置されている、先行するＣ項目のいずれか
１つに記載のパテント（ｐａｔｅｎｔ）インターフェース。
【０７６２】
　項目Ｃ３４。本体部分は、より高い可撓性を有する領域及びより低い可撓性を有する領
域を実現するために、変化する幾何学的形状を含む、先行するＣ項目のいずれか１つに記
載のパテント（ｐａｔｅｎｔ）インターフェース。
【０７６３】
　項目Ｃ３５。異なる可撓性を有する領域を提供するために本体部分の厚さを変化させて
いる、項目Ｃ３４に記載のパテント（ｐａｔｅｎｔ）インターフェース。
【０７６４】
　項目Ｃ３６。本体部分は、本体部分の他の領域よりも本体部分の曲げ領域に、通路を取
り囲む厚さのより薄い壁又はセクションを有する、項目Ｃ３５に記載のパテント（ｐａｔ
ｅｎｔ）インターフェース。
【０７６５】
　項目Ｃ３７。本体部分のＵ字形領域の谷における本体部分の断面積は、本体部分の隣接
する領域の断面積よりも小さい、項目Ｃ３４に記載のパテント（ｐａｔｅｎｔ）インター
フェース。
【０７６６】
　項目Ｃ３８。本体部分は左通路と右通路とを有し、左通路と右通路とはブリッジ領域内
の分割セクションによって分離されている、先行するＣ項目のいずれか１つに記載のパテ
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ント（ｐａｔｅｎｔ）インターフェース。
【０７６７】
　項目Ｃ３９。分割セクションは２つの鼻プロングの間にあるブリッジの中心領域である
、項目Ｃ３８に記載のパテント（ｐａｔｅｎｔ）インターフェース。
【０７６８】
　項目Ｃ４０。ブリッジ領域の中心領域は中実である、項目Ｃ３９に記載のパテント（ｐ
ａｔｅｎｔ）インターフェース。
【０７６９】
　項目Ｃ４１。各プロングは患者インターフェースの本体部分のブリッジ部と一体形成さ
れた基部を有し、各プロングの基部はプロングの壁とブリッジ部との間に隅肉部を含み、
隅肉部はプロングの外周部の周りに延在し、隅肉部の半径はプロングの外周部の周りで変
化する、先行するＣ項目のいずれか１つに記載のパテント（ｐａｔｅｎｔ）インターフェ
ース。
【０７７０】
　項目Ｃ４２。隅肉部の半径はプロングの外周部の周りで変化し、プロングの基部におけ
るプロングの壁厚を変化させる、項目Ｃ４１に記載のパテント（ｐａｔｅｎｔ）インター
フェース。
【０７７１】
　項目Ｃ４３。プロング基部の厚みはプロングの外周部の周りで変化する、項目Ｃ４１又
はＣ４２に記載の患者インターフェース。
【０７７２】
　項目Ｃ４４。本体部分の非顔側の隅肉部の半径は、プロングの内側（２つのプロングの
間）の隅肉部の半径及びプロングの外側の隅肉部の半径よりも小さい、項目Ｃ４１～Ｃ４
３のいずれか１つに記載のパテント（ｐａｔｅｎｔ）インターフェース。
【０７７３】
　項目Ｃ４５。プロングの内側の隅肉部の半径はプロングの外側の隅肉部の半径よりも大
きい、項目Ｃ４４に記載のパテント（ｐａｔｅｎｔ）インターフェース。
【０７７４】
　項目Ｃ４６。本体部分の顔側の隅肉部の半径は、プロングの内側の半径と外側の半径と
の間である、項目Ｃ４５に記載のパテント（ｐａｔｅｎｔ）インターフェース。
【０７７５】
　項目Ｃ４７。各プロングは患者インターフェースの本体部分のブリッジ部と一体形成さ
れた基部を有し、プロング基部の厚みはプロングの外周部の周りで変化する、先行するＣ
項目のいずれか１つに記載のパテント（ｐａｔｅｎｔ）インターフェース。
【０７７６】
　項目Ｃ４８。
ａ．使用時にユーザの顔上に配置される本体部分であって、本体部分は、左サイドアーム
及び右サイドアームと、左サイドアームと右サイドアームとの間のブリッジ部と、を有す
る、本体部分と、
ｂ．ブリッジ部から延び、動作位置において、ユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻
孔内に挿入される、又はユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻孔内にガスの流れを案
内するための少なくとも１つの及び好ましくは一対の鼻プロングと、
含む、鼻カニューラなどの患者インターフェースであって、
ｃ．本体部分は、鼻プロングに接続された、ユーザの鼻の鼻孔にガスを供給するための少
なくとも１つの流体通路を有し、
ｄ．インターフェースをユーザの顔の所定の位置に保持するための保持システムの少なく
とも１つのパッドであって、パッドがサイドアームの少なくとも１つに取り付けられてお
り、同じ形状のパッドが左サイドアーム及び右サイドアームの両方に適用され得るように
、パッドは、パッドを左側と右側とに分割する中心軸の周りで実質的に対称である、少な
くとも１つのパッド、
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を含む、鼻カニューラなどの患者インターフェース。
【０７７７】
　項目Ｃ４９。
ａ．使用時にユーザの顔上に配置される本体部分であって、本体部分は、左サイドアーム
及び右サイドアームと、サイドアームの間のブリッジ部と、を有する、本体部分と、
ｂ．ブリッジ部から延び、動作位置において、ユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻
孔内に挿入される、又はユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻孔内にガスの流れを案
内するための少なくとも１つの及び好ましくは一対の鼻プロングと、
を含み、
ｃ．本体部分は、鼻プロングに接続された、ユーザの鼻の鼻孔にガスを供給するための少
なくとも１つの流体通路を有し、
ｄ．通路はプロングの基部において非対称な断面を有し、非対称な断面の一方の側が非対
称な断面の他方の側よりも平坦である、
鼻カニューラなどの患者インターフェース。
【０７７８】
　項目Ｃ５０。プロングに沿って延在する通路は、プロングの基部における非対称な断面
からプロングの先端における円形断面へと形状が変化する、項目Ｃ４９に記載のパテント
（ｐａｔｅｎｔ）インターフェース。
【０７７９】
　項目Ｃ５１。プロングの断面積はプロングの基部から先端に向かって減少する、項目Ｃ
４９又はＣ５０に記載のパテント（ｐａｔｅｎｔ）インターフェース。
【０７８０】
　項目Ｃ５２。プロングのより平坦な側は患者インターフェースの前方側（ユーザの顔と
は逆側に面している）に向かって配置されている、項目Ｃ４９～Ｃ５１のいずれか１つに
記載のパテント（ｐａｔｅｎｔ）インターフェース。
【０７８１】
　項目Ｃ５３。
ａ．使用時にユーザの顔上に配置される本体部分であって、本体部分は、左サイドアーム
及び右サイドアームと、左サイドアームと右サイドアームとの間のブリッジ部と、を有す
る、本体部分と、
ｂ．ブリッジ部から延び、動作位置において、ユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻
孔内に挿入される、又はユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻孔内にガスの流れを案
内するための少なくとも１つの及び好ましくは一対の鼻プロングと、
を含み、
ｃ．本体部分は、鼻プロングに接続された、ユーザの鼻の鼻孔にガスを供給するための少
なくとも１つの流体通路を有し、
ｄ．患者インターフェースは、単一材料から形成された単一の一体形成構成要素であり、
ブリッジ部は、左サイドアーム及び右サイドアームを含む患者インターフェースの他の部
分と比して比較的剛性が高い、
鼻カニューラなどの患者インターフェース。
【０７８２】
　項目Ｃ５４。患者インターフェースは、約５～６０のショアＡ硬度を持つ熱可塑性材料
又はシリコーン材料から形成されている、項目Ｃ５３に記載のパテント（ｐａｔｅｎｔ）
インターフェース。
【０７８３】
　項目Ｃ５５。本体部分は、本体部分の他の部分よりもブリッジ部に、長さ当たりより多
くの材料（より広い断面積）を含む、先行するＣ項目のいずれか１つに記載のパテント（
ｐａｔｅｎｔ）インターフェース。
【０７８４】
　項目Ｃ５６。ブリッジ領域はプロングの間に中実セクションを含む、項目Ｃ５３～Ｃ５
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５のいずれか１つに記載のパテント（ｐａｔｅｎｔ）インターフェース。
【０７８５】
　項目Ｃ５７。ブリッジ領域は、ねじれ安定性を付与し且つ使用時にブリッジ領域がねじ
れるのを防ぐのに十分な高さ又は垂直寸法を有する、項目Ｃ５３～Ｃ５６のいずれか１つ
に記載のパテント（ｐａｔｅｎｔ）インターフェース。
【０７８６】
　項目Ｃ５８。本体部分は、より高い可撓性を有する領域及びより低い可撓性を有する領
域を実現するために、変化する幾何学的形状を含む、項目Ｃ５３～Ｃ５７のいずれか１つ
に記載のパテント（ｐａｔｅｎｔ）インターフェース。
【０７８７】
　項目Ｃ５９。異なる可撓性を有する領域を提供するために本体部分の厚さを変化させて
いる、項目Ｃ５８に記載のパテント（ｐａｔｅｎｔ）インターフェース。
【０７８８】
　項目Ｃ６０。本体部分は、本体部分の他の領域よりも本体部分の曲げ領域に、通路を取
り囲む厚さのより薄い壁又はセクションを有する、項目Ｃ５９に記載のパテント（ｐａｔ
ｅｎｔ）インターフェース。
【０７８９】
　項目Ｃ６１。本体部分のＵ字形領域の谷における本体部分の断面積は、本体部分の隣接
する領域の断面積よりも小さい、項目Ｃ５８に記載のパテント（ｐａｔｅｎｔ）インター
フェース。
【０７９０】
　項目Ｃ６２。本体部分は左通路と右通路とを有し、左通路と右通路とはブリッジ領域内
の分割セクションによって分離されている、項目Ｃ５３～Ｃ６１のいずれか１つに記載の
パテント（ｐａｔｅｎｔ）インターフェース。
【０７９１】
　項目Ｃ６３。分割セクションは２つの鼻プロングの間にあるブリッジの中心領域である
、項目Ｃ６２に記載のパテント（ｐａｔｅｎｔ）インターフェース。
【０７９２】
　項目Ｃ６４。ブリッジ領域の中心領域は中実である、項目Ｃ６３に記載のパテント（ｐ
ａｔｅｎｔ）インターフェース。
【０７９３】
　項目Ｃ６５。
ａ．使用時にユーザの顔上に配置される本体部分であって、本体部分は、左サイドアーム
及び右サイドアームと、左サイドアームと右サイドアームとの間のブリッジ部と、を有す
る、本体部分と、
ｂ．ブリッジ部から延び、動作位置において、ユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻
孔内に挿入される、又はユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻孔内にガスの流れを案
内するための少なくとも１つの及び好ましくは一対の鼻プロングと、
を含み、
ｃ．本体部分は、鼻プロングに接続された、ユーザの鼻の鼻孔にガスを供給するための少
なくとも１つの流体通路を有し、
ｄ．通路は、本体部分の左部分及び／又は右部分の垂直方向のほぼ中央に配置されている
、
鼻カニューラなどの患者インターフェース。
【０７９４】
　項目Ｃ６６。
ａ．使用時にユーザの顔上に配置される本体部分であって、本体部分は、左サイドアーム
及び右サイドアームと、左サイドアームと右サイドアームとの間のブリッジ部と、を有す
る、本体部分と、
ｂ．ブリッジ部から延び、動作位置において、ユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻
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孔内に挿入される、又はユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻孔内にガスの流れを案
内するための少なくとも１つの及び好ましくは一対の鼻プロングと、
を含む、鼻カニューラなどの患者インターフェースであって、
ｃ．本体部分は、鼻プロングに接続された、ユーザの鼻の鼻孔にガスを供給するための少
なくとも１つの流体通路を有し、
ｄ．左サイドアーム及び右サイドアームのそれぞれの上にある、インターフェースをユー
ザの顔の所定の位置に保持するための保持システムのパッドであって、通路がパッドのほ
ぼ中央に配置されている、パッド
を含む、鼻カニューラなどの患者インターフェース。
【０７９５】
　項目Ｃ６７。
ａ．使用時にユーザの顔上に配置される本体部分であって、本体部分は、左サイドアーム
及び右サイドアームと、左サイドアームと右サイドアームとの間のブリッジ部と、を有す
る、本体部分と、
ｂ．ブリッジ部から延び、動作位置において、ユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻
孔内に挿入される、又はユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻孔内にガスの流れを案
内するための少なくとも１つの及び好ましくは一対の鼻プロングと、
を含む、鼻カニューラなどの患者インターフェースであって、
ｃ．本体部分は、鼻プロングに接続された、ユーザの鼻の鼻孔にガスを供給するための少
なくとも１つの流体通路を有し、
ｄ．左サイドアーム及び右サイドアームのそれぞれの上にある、インターフェースをユー
ザの顔の所定の位置に保持するための保持システムのパッドであって、本体部分の水平中
立曲げ軸がパッドの垂直方向のほぼ中央に配置されるパッド
を含む、鼻カニューラなどの患者インターフェース。
【０７９６】
　項目Ｃ６８。
ａ．使用時にユーザの顔上に配置される本体部分であって、本体部分は、左サイドアーム
及び右サイドアームと、左サイドアームと右サイドアームとの間のブリッジ部と、を有す
る、本体部分と、
ｂ．ブリッジ部から延び、動作位置において、ユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻
孔内に挿入される、又はユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻孔内にガスの流れを案
内するための少なくとも１つの及び好ましくは一対の鼻プロングと、
を含み、
ｃ．本体部分は、鼻プロングに接続された、ユーザの鼻の鼻孔にガスを供給するための少
なくとも１つの流体通路を有し、
ｄ．各プロングは患者インターフェースの本体部分のブリッジ部と一体形成された基部を
有し、各プロングの基部はプロングの壁とブリッジ部との間に隅肉部を含み、隅肉部はプ
ロングの外周部の周りに延在し、隅肉部の半径はプロングの外周部の周りで変化する
鼻カニューラなどの患者インターフェース。
【０７９７】
　項目Ｃ６９。隅肉部の半径はプロングの外周部の周りで変化し、プロングの基部におけ
るプロングの壁厚を変化させる、項目Ｃ６８に記載のパテント（ｐａｔｅｎｔ）インター
フェース。
【０７９８】
　項目Ｃ７０。プロング基部の厚みはプロングの外周部の周りで変化する、項目Ｃ６８又
はＣ６９に記載の患者インターフェース。
【０７９９】
　項目Ｃ７１。本体部分の非顔側の隅肉部の半径は、プロングの内側（２つのプロングの
間）の隅肉部の半径及びプロングの外側の隅肉部の半径よりも小さい、請求項６８～７０
のいずれか一項に記載のパテント（ｐａｔｅｎｔ）インターフェース。
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　項目Ｃ７２。プロングの内側の隅肉部の半径はプロングの外側の隅肉部の半径よりも大
きい、項目Ｃ７１に記載のパテント（ｐａｔｅｎｔ）インターフェース。
【０８０１】
　項目Ｃ７３。本体部分の顔側の隅肉部の半径は、プロングの内側の半径と外側の半径と
の間である、項目Ｃ７２に記載のパテント（ｐａｔｅｎｔ）インターフェース。
【０８０２】
　項目Ｃ７４。
ａ．使用時にユーザの顔上に配置される本体部分であって、本体部分は、左サイドアーム
及び右サイドアームと、左サイドアームと右サイドアームとの間のブリッジ部と、を有す
る、本体部分と、
ｂ．ブリッジ部から延び、動作位置において、ユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻
孔内に挿入される、又はユーザの鼻の１つの鼻孔若しくは複数の鼻孔内にガスの流れを案
内するための少なくとも１つの及び好ましくは一対の鼻プロングと、
を含み、
ｃ．本体部分は、鼻プロングに接続された、ユーザの鼻の鼻孔にガスを供給するための少
なくとも１つの流体通路を有し、
ｄ．各プロングは患者インターフェースの本体部分のブリッジ部と一体形成された基部を
有し、プロング基部の厚みはプロングの外周部の周りで変化する
鼻カニューラなどの患者インターフェース。
【０８０３】
　項目Ｃ７５。１つ以上の曲げ又はヒンジ領域とともに単一材料から形成された単一の一
体形成構成要素を含むパテント（ｐａｔｅｎｔ）インターフェース。
【０８０４】
　項目Ｃ７６。ブリッジ部と、ブリッジ部から延びる鼻プロングと、を含み、ブリッジ部
は曲げ又はヒンジ領域に比べてより剛性が高い、項目Ｃ７５に記載の患者インターフェー
ス。
【０８０５】
　項目Ｃ７７。曲げ又はヒンジ領域は、少なくとも１つの曲げ若しくはヒンジ要素、例え
ば機械的なヒンジによって形成されてもよく、又は少なくとも１つの曲げ若しくはヒンジ
要素、例えば機械的なヒンジを含んでもよい、項目Ｃ７５又はＣ７６に記載の患者インタ
ーフェース。
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【要約の続き】
箇所又は局所的補償領域（若しくは場所）はサイドアーム又はサイドアーム要素に沿って配置され、補償領域（若し
くは場所）の１つ以上内又は補償領域（若しくは場所）の１つ以上における患者インターフェースの補償に適応する
又は補償を促進する。
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