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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人工呼吸器による援助によって呼吸する呼吸器系患者の内因性終末呼気陽圧を見積る機
器であって、
　患者の呼吸気道データを非侵襲的にモニタリングするセンサと、
　該呼吸気道データから所定のマーカに基づいて該患者の内因性終末呼気陽圧を示す少な
くとも１つのパラメータを計算し、該パラメータに基づいて内因性終末呼気陽圧を導出す
る処理装置と、
を備え、
　該呼吸気道データは、気道圧力、気道フロー、気道ボリューム及び二酸化炭素フローの
１つ又は複数を備え、
　該所定のマーカは、呼気エアフロー対呼気エアボリューム軌跡、呼気二酸化炭素フロー
対呼気エアボリューム軌跡、呼気二酸化炭素ボリューム対呼気エアボリューム比、吸入開
始時の呼気エアフロー、呼気波形のモデル、ピーク中間呼息エアフロー比、減衰呼出エア
フロー時間、及びカプノグラフ波形形状の１つ又は複数を備える、
ことを特徴とする機器。
【請求項２】
　人工呼吸器による援助によって呼吸する呼吸器系患者の内因性終末呼気陽圧を見積る機
器であって、
　患者の呼吸気道データを非侵襲的にモニタリングするセンサと、
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　　該モニタリングされた呼吸気道データから所定のマーカに基づいて該患者の内因性終
末呼気陽圧を示す少なくとも１つのパラメータを計算し、
　　内因性終末呼気陽圧を示す該少なくとも１つのパラメータを数学モデル化デバイスに
入力し、
　　該数学モデル化デバイスによって、該少なくとも１つのパラメータに基づいて内因性
終末呼気陽圧の予想値を導出し、
　　内因性終末呼気陽圧の予想値に基づいて人工呼吸器又は呼吸モニタに変数を提供する
、
　処理装置と、
を備え、
　該呼吸気道データは、気道圧力、気道フロー、気道ボリューム及び二酸化炭素フローの
１つ又は複数を備え、
　該所定のマーカは、呼気エアフロー対呼気エアボリューム軌跡、呼気二酸化炭素フロー
対呼気エアボリューム軌跡、呼気二酸化炭素ボリューム対呼気エアボリューム比、吸入開
始時の呼気エアフロー、呼気波形のモデル、ピーク中間呼息エアフロー比、減衰呼出エア
フロー時間、及びカプノグラフ波形形状の１つ又は複数を備える、
ことを特徴とする機器。
【請求項３】
　該数学モデル化デバイスは、臨床データを用いて作られることを特徴とする請求項２に
記載の機器。
【請求項４】
　該数学モデル化デバイスは、前記少なくとも１つの出力変数を提供するようにトレーニ
ングされたニューラル・ネットワークであって、
　該ニューラル・ネットワークの該トレーニングは、該ニューラル・ネットワークへの臨
床的なデータ入力として、各患者の該呼吸気道データから計算した内因性終末呼気陽圧を
示す少なくとも１つのパラメータを用いてテスト集団の患者を臨床的にテストすることを
備えることを特徴とする請求項２又は３に記載の機器。
【請求項５】
　人工呼吸器による援助によって呼吸する呼吸器系患者の内因性終末呼気陽圧を見積るシ
ステムであって、
　患者の呼吸気道データを非侵襲的に測定する手段と、
　該呼吸気道データから所定のマーカに基づいて該患者の内因性終末呼気陽圧を示す少な
くとも１つのパラメータを計算する手段と、
　該少なくとも１つのパラメータに基づき内因性終末呼気陽圧を導出する手段と、
を備え、
　該呼吸気道データは、気道圧力、気道フロー、気道ボリューム及び二酸化炭素フローの
１つ又は複数を備え、
　該所定のマーカは、呼気エアフロー対呼気エアボリューム軌跡、呼気二酸化炭素フロー
対呼気エアボリューム軌跡、呼気二酸化炭素ボリューム対呼気エアボリューム比、吸入開
始時の呼気エアフロー、呼気波形のモデル、ピーク中間呼息エアフロー比、減衰呼出エア
フロー時間、及びカプノグラフ波形形状の１つ又は複数を備える、
ことを特徴とするシステム。
【請求項６】
　人工呼吸器による援助によって呼吸する呼吸器系患者の内因性終末呼気陽圧を見積るシ
ステムであって、
　患者の呼吸気道データを非侵襲的に測定する手段と、
　該呼吸気道データから所定のマーカに基づいて該患者の内因性終末呼気陽圧を示す少な
くとも１つのパラメータを計算する手段と、
　内因性終末呼気陽圧を示す該少なくとも１つのパラメータを数学モデルに入力する手段
と、
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　該数学モデルによって、該少なくとも１つのパラメータに基づいて内因性終末呼気陽圧
の予想値を導出する手段と、
　内因性終末呼気陽圧の予想値に基づいて人工呼吸器又は呼吸モニタに変数を提供する手
段と、
を備え、
　該呼吸気道データは、気道圧力、気道フロー、気道ボリューム及び二酸化炭素フローの
１つ又は複数を備え、
　該所定のマーカは、呼気エアフロー対呼気エアボリューム軌跡、呼気二酸化炭素フロー
対呼気エアボリューム軌跡、呼気二酸化炭素ボリューム対呼気エアボリューム比、吸入開
始時の呼気エアフロー、呼気波形のモデル、ピーク中間呼息エアフロー比、減衰呼出エア
フロー時間、及びカプノグラフ波形形状の１つ又は複数を備える、
ことを特徴とするシステム。
【請求項７】
　臨床データを用いて作られる該数学モデルを用いて呼吸努力を予想する手段をさらに備
えることを特徴とする請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　該数学モデルは、前記少なくとも１つの出力変数を提供するようにトレーニングされた
ニューラル・ネットワークであって、
　該ニューラル・ネットワークの該トレーニングは、該ニューラル・ネットワークへの臨
床的なデータ入力として、各患者の口における、該呼吸気道データから計算した内因性終
末呼気陽圧を示す該少なくとも１つのパラメータを用いてテスト集団の患者を臨床的にテ
ストすることを備えることを特徴とする請求項６又は７に記載のシステム。
【請求項９】
　人工呼吸器による援助によって呼吸する呼吸器系患者の内因性終末呼気陽圧を見積るた
めのコンピュータ可読メディアであって、
　患者の非侵襲的に測定された呼吸気道データを受け取るためのコード・デバイスと、
　該呼吸気道データから所定のマーカに基づいて該患者の内因性終末呼気陽圧を示す少な
くとも１つのパラメータを計算するためのコード・デバイスと、
　該少なくとも１つのパラメータに基づき内因性終末呼気陽圧を導出するコード・デバイ
スと、
を備え、
　該呼吸気道データは、気道圧力、気道フロー、気道ボリューム及び二酸化炭素フローの
１つ又は複数を備え、
　該所定のマーカは、呼気エアフロー対呼気エアボリューム軌跡、呼気二酸化炭素フロー
対呼気エアボリューム軌跡、呼気二酸化炭素ボリューム対呼気エアボリューム比、吸入開
始時の呼気エアフロー、呼気波形のモデル、ピーク中間呼息エアフロー比、減衰呼出エア
フロー時間、及びカプノグラフ波形形状の１つ又は複数を備える、
ことを特徴とするコンピュータ可読メディア。
【請求項１０】
　人工呼吸器による援助によって呼吸する呼吸器系患者の内因性終末呼気陽圧を見積るた
めのコンピュータ可読メディアであって、
　患者の非侵襲的に測定された呼吸気道データを受け取るためのコード・デバイスと、
　該呼吸気道データから所定のマーカに基づいて該患者の内因性終末呼気陽圧を示す少な
くとも１つのパラメータを計算するためのコード・デバイスと、
　内因性終末呼気陽圧を示す該少なくとも１つのパラメータを数学モデルに入力するコー
ド・デバイスと、
　該数学モデルによって、該少なくとも１つのパラメータに基づいて内因性終末呼気陽圧
の予想値を導出するコード・デバイスと、
　内因性終末呼気陽圧の予想値に基づいて人工呼吸器又は呼吸モニタに変数を提供するコ
ード・デバイスと、



(4) JP 5053083 B2 2012.10.17

10

20

30

40

50

を備え、
　該呼吸気道データは、気道圧力、気道フロー、気道ボリューム及び二酸化炭素フローの
１つ又は複数を備え、
　該所定のマーカは、呼気エアフロー対呼気エアボリューム軌跡、呼気二酸化炭素フロー
対呼気エアボリューム軌跡、呼気二酸化炭素ボリューム対呼気エアボリューム比、吸入開
始時の呼気エアフロー、呼気波形のモデル、ピーク中間呼息エアフロー比、減衰呼出エア
フロー時間、及びカプノグラフ波形形状の１つ又は複数を備える、
ことを特徴とするコンピュータ可読メディア。
【請求項１１】
　臨床データを用いて作られた数学モデルを用いて呼吸努力を予測するコード・デバイス
をさらに備えることを特徴とする請求項１０に記載のコンピュータ可読メディア。
【請求項１２】
　該数学モデルは前記少なくとも１つの出力変数を提供するようにトレーニングされたニ
ューラル・ネットワークであって、
　該ニューラル・ネットワークの該トレーニングは、該ニューラル・ネットワークへの臨
床的なデータ入力として、各患者の口における、気道フローの該呼吸気道データから計算
した該少なくとも１つのパラメータを用いて、テスト集団の患者を臨床的にテストするこ
とを備えることを特徴とする請求項１０又は１１に記載のコンピュータ可読メディア。
【請求項１３】
　呼吸器系患者の内因性終末呼気陽圧を見積るシステムであって、
　人工呼吸器の援助により自発的に呼吸している間の患者の呼気努力に対応するデータを
非侵襲的に収集する信号プロセッサと、
　内因性終末呼気陽圧を見積もるのに使用される該データから所定のマーカに基づいて該
患者の内因性終末呼気陽圧を示すパラメータを計算するパラメータ抽出モジュールと、
　該パラメータから該患者の内因性終末呼気陽圧をモデル化して、該患者の内因性終末呼
気陽圧の予測値を導出し、内因性終末呼気陽圧の該予測値に基づいて少なくとも１つの出
力変数を提供する適応プロセッサと、
を備え、
　該患者の呼吸努力に対応するデータは、気道圧力、気道フロー、気道ボリューム及び二
酸化炭素フローの１つ又は複数を備え、
　該所定のマーカは、呼気エアフロー対呼気エアボリューム軌跡、呼気二酸化炭素フロー
対呼気エアボリューム軌跡、呼気二酸化炭素ボリューム対呼気エアボリューム比、吸入開
始時の呼気エアフロー、呼気波形のモデル、ピーク中間呼息エアフロー比、減衰呼出エア
フロー時間、及びカプノグラフ波形形状の１つ又は複数を備える、
ことを特徴とするシステム。
【請求項１４】
　人工呼吸器又は呼吸モニタに対し該出力変数を提供するコントローラをさらに備えるこ
とを特徴とする請求項１３に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、米国仮特許出願第６０／５８２，４０９号に係る２００４年６月２４日の出願
日の利益を主張するものである。本発明は、一般的には人工呼吸器管理及び呼吸モニタ技
術を含む呼吸療法、生理学、及び集中治療医学の分野に関し、特に内因性終末呼気陽圧（
ＰＥＥＰｉ：ｉｎｔｒｉｎｓｉｃ　ｐｏｓｉｔｉｖｅ　ｅｎｄ－ｅｘｐｉｒａｔｏｒｙ　
ｐｒｅｓｓｕｒｅ）を一定のマーカを用いて非侵襲的に予測するための方法及び機器に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　機械式換気支持は、呼吸不全の患者を支持して治療するための効果的な手段として広く
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受け入れられている。機械式人工呼吸器は、単に、吸気と呼気を支援するように設計され
た機械である。多くの場合、換気支持の主たる目的は、人工呼吸器が患者の呼吸仕事量（
ＷＯＢ：ｗｏｒｋ　ｏｆ　ｂｒｅａｔｈｉｎｇ）の内のいくらか又はすべてを提供するこ
とである。この目的は、患者のＷＯＢを正確に測定し滴定することができないという要因
もあって、往々にして達成されない。人工呼吸器は、高度に信頼性があり、耐久性があり
、精密でなければならない。殆どの現代的な人工呼吸器は電子的に制御されており、殆ど
はオペレータによる多くの微小で、けれども異なる、微調整操作を許容するように設計さ
れている。理想的には、オペレータは、人工呼吸器の圧力及びフローの出力特性が個々の
患者のニーズに添うように適合させるためにこれらの制御装置を用いる。最適化された人
工呼吸器設定はまた、換気支持が患者に受け入れられ易くなるようにする役目もする。
【０００３】
　機械式人工呼吸器の第一世代（１９６０年代中頃より前）は、（一般的に神経筋疾患又
は麻痺といった理由で）自分で呼吸することができない患者のために、肺胞換気を支持し
て補給酸素を提供するためにのみ設計されていた。これら初期の人工呼吸器は、支持され
た患者が彼又は彼女自身で呼吸しなかったならば、呼吸するのに必要となる仕事の１００
％を供給した。患者が自発的に呼吸することを試みたならば、人工呼吸器からの反応が完
全に欠如していることは激しい乱れを引き起こし―「人工呼吸器とのファイティング」と
称されもした。自発的に呼吸しようとした患者は激しく乱れるようになったので、人工呼
吸器との適切な同調を保証するために、患者に多量に鎮静剤を投与するか患者を麻痺させ
ることが一般的慣習であった（いくつかの機関では今も残る）。鎮静状態又は薬剤性筋肉
麻痺は、それらが解決するよりも多くの問題を引き起こすことがある。たとえば、多量に
鎮静剤を投与され又は麻痺した患者は、全く自発的に呼吸することができず、その結果、
人工呼吸器から誤って遮断されると彼等は窒息で即死するであろう。このことは、強化さ
れた警戒及び非常に高いレベルのモニタリングを必要とした。さらに重要なことには、麻
痺と鎮静状態はまた、患者の呼吸筋群の迅速な劣化、すなわち「非活動性萎縮」として知
られるようになった状態をもたらす。逞しく、状態の良い呼吸筋群がないと、臨床医らは
、時々、患者の当初の呼吸器系疾患が解決した場合でさえ、彼らの患者を人工呼吸器から
解放することを困難ないしは殆ど不可能なことのように思う。これらの潜在的な課題を克
服するために、現代の機械式人工呼吸器は、我々が肺に関する病態生理学についての理解
を深めるのに応じて遥かに複雑化されるようになった。十分な呼吸筋機能を維持しつつ機
械式換気に対する患者の耐性を改善するために、多くの新規なモードが開発されてきた。
これらの新規のモードの多くは、自発呼吸、患者トリガ式呼吸や圧支援呼吸、又は患者ト
リガ式強制呼吸さえも可能にした。これらの圧支援された呼吸は、臨床医によって適切に
調節された場合、人工呼吸器が患者とＷＯＢを共有することを可能にする。１９７０年代
初頭までには、ある新規モードの換気により、毎分正確なインターバルで送出するように
プログラムされた強制的な（機械が送出して制御した）呼吸と呼吸の間の時間間隔におい
て、患者が自分のペースと大きさで呼吸することが可能になった。このモードは、間欠的
強制換気法（ＩＭＶ：Ｉｎｔｅｒｍｉｔｔｅｎｔ　Ｍａｎｄａｔｏｒｙ　Ｖｅｎｔｉｌａ
ｔｉｏｎ）として知られた。圧支持換気法（ＰＳＶ）が数年後に登場し、単独で又はＩＭ
Ｖとともに用いることが可能となった。このモードは、各患者によって引き起こされる自
発的な吸気努力について、可変圧力支援を（オペレータにより選択された圧力レベルで）
提供した。ひどく害された患者のニーズに取り組む様々な種類の「代替的」換気モードが
開発され続けている。
【０００４】
　人工呼吸器の支持を受ける患者は異なるレベルの援助を必要とする。すなわち、自力で
呼吸を維持する能力により、支持レベルを変えることを必要とする者もいれば、換気の完
全な制御を必要とする者もいる。提供される人工呼吸器支持を患者によって必要とされる
ところに一致させることは今日でも大きな課題としてあり続け、あまりにも多くの支持は
非活動性萎縮を起こしやすく、あまりにも少ない支持は疲労のサイクルに往々にして至ら
しめて呼吸不全となる。現在、簡単に利用可能で使い易くて信頼性があり、適切な支持レ
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ベルを予測するための方法又は機器は存在しない。問題をさらに複雑にするのは、患者の
支持を必要とするレベルが、様々な理由により一日を通じて幅広く変化しうるということ
である。
【０００５】
　患者の肺に意図せず捕捉されたガス、すなわちＰＥＥＰｉは、患者のための適切な支持
レベルを見積もろうとする臨床医の最善の試みを阻害する。何年もの間、多くの臨床医は
その存在に全く気づかなかった。そのため、それが初めて報告されたとき、（従来のモニ
タリング技術を用いたときに）視界から隠されているので、「内因性」と、あるいは「神
秘的な」とさえ名付けられた。この余分な（吐き出されず又は捕捉された）ガスは、次の
吸入の始めで患者の肺に残り、新鮮なガスが肺に入ることができるようになるより前に患
者の吸気筋群が克服しなければならない吸気閾値負荷（周囲より高いある正圧レベル）を
生成する。さらに、吸気筋群は（過膨張により）通常留まっている位置から移動されてい
るので、機械的損害が与えられている。すなわち、吸気筋群の方向が引っ張っていて、も
はや力のボリューム／単位における最大可能変化を生成しない。これはすなわち、動的肺
過膨張（ＤＰＨ：ｄｙｎａｍｉｃ　ｐｕｌｍｏｎａｒｙ　ｈｙｐｅｒｉｎｆｌａｔｉｏｎ
）又はＰＥＥＰｉの患者は、呼吸するためには非常に努力しなければならないということ
を意味する。加えて、人工呼吸器支援を受けている患者、又は、呼吸仕事量の少なくとも
一部を生成している患者は、呼吸するためにさらに追加的な努力をしなければならない。
すなわち、彼等が人工呼吸器から何らかの支援を受ける前に、彼等は人工呼吸器上で設定
されたトリガ圧を克服しなければならない。トリガ圧は、患者の努力を人工呼吸器のレス
ポンスに同期させるようにして用いられなければならない（そうでなければ、人工呼吸器
はランダムに呼吸を開始し、それらの内のいくらかは患者自身の努力と抗い、ときには打
ち消すかもしれないであろう）。検出不能で定量するのが困難なＰＥＥＰｉレベルと人工
呼吸器のトリガ設定とが相俟って、耐えられない追加的仕事量をたびたび生成する。追加
的仕事は、多くの場合、特に不十分な呼吸筋機能を備えた患者においては、吸気筋疲労を
生成するのに甚だ十分である。自力で呼吸しようとしない患者にとって、検出されていな
いＰＥＥＰｉは同じくらいにまったく問題である。それが患者の胸に生成する追加圧は、
胸への静脈血の戻りを減少することができ、これは次には心拍出量を減少し、結局、患者
の血圧を劇的に減少しうる。肺の中に捕捉された多すぎるガスはまた、過膨張及び構造的
損傷を起こしやすく、肺の破損さえも引き起こすことがある。研究によって、ＰＥＥＰｉ

が一般に考えられているよりも遥かに頻繁に生じることが示された。人工呼吸器依存のＣ
ＯＰＤ患者において、ＰＥＥＰｉが患者の総換気仕事量の大きな割合を占めることも示さ
れた。ＰＥＥＰｉを減少し又は除去することは、そうすると、ＣＯＰＤの急性増悪の患者
にとって重要な臨床的影響を及ぼしうる。明らかに、ＰＥＥＰｉを検出して正確に測定す
ることは、害された患者を処置する際に非常に重要なツールとなる。
【０００６】
　今日の集中治療室（ＩＣＵ：ｉｎｔｅｎｓｉｖｅ　ｃａｒｅ　ｕｎｉｔ）では、最先端
の人工呼吸器は患者たちのＰＥＥＰｉを測定することはできるが、しかし彼等が自力で呼
吸しない場合に限られる―つまり、測定の際のどのような動き又は自発的努力でもその測
定を無効にするであろう。自発的に呼吸する人工呼吸器に支援された患者等は、事実上彼
等のＰＥＥＰｉを正確に測定することができない。そうするためには、食道バルーンの配
置又は胸部インピーダンス測定器の使用が必要である。両アプローチは、高価であり、高
度に技術を要し且つ非常に時間を消費する。通例、これらのアプローチは研究者によって
用いられているに止まる。食道バルーンは最も一般に使用されるアプローチである。とい
うのも、それは最も高価でなく、バルーンは他の進行中で必要なモニタ又は治療に干渉し
にくい傾向があるからである。その概念は、適切に膨張されて配置された、患者の食道に
挿入されるバルーン先端カテーテルの使用を伴う。適切に配置された場合、それは食道内
圧（Ｐｅｓ）を測定するために用いられる。一定の食道の場所（すべての場所ではない）
において、（絶対圧の値は恐らく同じになら「ない」が）食道内の圧力変化が胸膜腔に生
じるものと同じ振れ幅であることが示された。呼気フローを０のフロー軸線にちょうど交
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わる点（肺の中へのフローの開始の直前の瞬間）へ急激に持って来るのに必要とされる食
道内圧における（休止、又はベースラインからの）変化は、ＰＥＥＰｉを表わし、動的Ｐ
ＥＥＰｉ（ＰＥＥＰｉ，ｄｙｎ）とも呼ばれる。
【０００７】
　食道バルーン技術は、臨床医からこれまで好評を得ることができなかった。バルーンは
、配置するのが難しく、栄養管のような重要な器具に干渉することがあり、不正確で誤解
を招く測定を防ぐために、適切に配置して膨張しなければならない。さらに食道バルーン
の使用手順を複雑にしているのは、信号品質である。頻繁な呑込み又は偶然な食道痙攣は
、識別するのが難しいことがあり、さらには信号を一時的に役立たなくしてしまう。加え
て、食道は心臓のちょうど前部に位置しており、信号は、その結果、鼓動する心臓に付随
して起こる望ましくない圧力変動を除去するための「重いフィルタ」を用いることなく解
釈することが往々にして困難となる。胸部インピーダンス装置は、高価であるだけなく、
使いにくく、（研究者次第で）一貫して反復可能でないかもしれず、それは、絶対不可欠
の心電図モニタリング線、重要な静脈内カテーテル、及び他の重要な装置にしばしば干渉
する。これらの理由により、食道バルーン及び胸部インピーダンス装置は、研究用ツール
として止まり続けるであろうと思われる。
【０００８】
　自発的に呼吸しない患者について、ＰＥＥＰｉは、適切に計時された、終末呼気の、気
道閉塞マニューバを用いて測定される。これは、呼気弁を突然に閉塞すること（患者の吐
き出されたガスによって通常採られる経路のブロッキング）を伴う。呼気弁の閉塞は、（
患者の人工呼吸器に取り付けられている）呼吸路及び患者の肺において、未だ患者の肺に
残っているかもしれないすべての追加的ガスを捕捉する。（呼吸路において測定された）
圧力が安定するときに、それが通常のベースライン圧力（終末呼気の圧力）より上にあれ
ば、患者はＰＥＥＰｉを有しているという。閉塞技術は自発的に呼吸する患者に対して、
潜在的には、用いることができるかもしれない。しかし、そうすることは、息を止めるこ
とを患者に要求し、呼吸路における圧力が平衡状態に達するまで、呼吸する試みをまった
く行わせず、動くことさえもまったく行わせない。不幸にも、患者が極度に病気であり、
意識不明であり、多量に鎮静剤を投与されており、又はＰＥＥＰｉによって課された追加
的仕事量に対して呼吸しようと努力している場合には、そのレベルの協力は殆ど存在しな
い。
【０００９】
　米国特許第６，５８８，４２２号は、とりわけ肺疾患による呼吸不全のための換気支持
の分野に属し、特にＰＥＥＰｉを取り除くために十分な終末呼気圧を自動的に提供するこ
とに属する。この´４２２特許は、動的な気道圧迫を十分に防ぎ且つ最小量の外部呼気圧
力を備えたＰＥＥＰｉを取り除くように、換気支持の間に呼気の圧力の連続的且つ自動的
な調整を提供しようとするものである。この発明の目的は、呼気相の間に人工呼吸器によ
って加えられた外圧を変えることを伴っており、何らかの方法によってＰＥＥＰｉを測定
することも定量化することもない。また、人がこの特許を用いてどのようにＰＥＥＰｉを
測定することができるのかが自明でない。
【００１０】
　また、米国特許第６，２４０，９２０号は、吸気時の患者の自発的な試み及び／又は吸
気時の自発的な試みにおける患者の呼吸努力と関係する少なくとも１つのパラメータを決
定する方法を開示する。´９２０特許において開示されているものもまた、ＰＥＥＰｉに
抗って対処する潜在的方法である。つまり、それは、患者の実際のＰＥＥＰｉレベルを測
定し又は定量する方法を提供しない。
【００１１】
　（換気支持を受けている自発的に呼吸する患者において機能する）ＰＥＥＰｉを非侵襲
的に測定する手段を開発することは、多くの要因により複雑である。第１に、肺胞のレベ
ルで捕捉されたガスは、殆ど常に非均質的に両方の肺にわたって分配されており、これに
よって正確なＰＥＥＰｉを測定することを困難にする。これは、ＰＥＥＰｉのすべての測
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定が精々２つの肺の平均であることを意味し、それらがあたかも同一であるかのようにみ
なされる。また、超過圧力（捕捉された空気）は早まって虚脱した気道の後ろに恐らく隠
されており―それを事実上検出できなくする。最後に、患者の呼吸しようとする努力は、
呼吸対呼吸の方式で変化するアーティファクトを生成する。そのようなアーティファクト
は、理想的な受動圧力波形から分離するのが難しいかもしれない。
【００１２】
【特許文献１】米国特許第６，５８８，４２２号公報
【００１３】
【特許文献２】米国特許第６，２４０，９２０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　当該技術分野には、特に自発的に呼吸する患者において、非侵襲的に、ＰＥＥＰｉを正
確に検出して定量することに対するニーズがある。患者の内因性ＰＥＥＰを非侵襲的に決
定することは、１）臨床医に患者の状態をより良く知らせ、患者の呼吸療法をより良く管
理させ、２）患者分析及び生理学的なモニタリング／モデリングを改善し、３）侵襲的な
ＰＥＥＰｉ測定から生じる、患者の不快感を最小限にし（非侵襲）、且つ臨床医の介入を
最小限にする（閉塞の必要が無い）。その測定は、臨床医たちに対して、彼らが患者の呼
吸療法に関するより良い決定を下すことを可能にする、正確で連続的な情報を提供するで
あろう。本発明は、このニーズに取り組むことを目指すものである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　大まかにいうと、本発明は、ＰＥＥＰｉを非侵襲的に予測する（見積る）方法及び機器
を提供する。ＰＥＥＰｉの存在は、これは往々にして検出されていないままであるが、新
鮮なガスが肺に入ることができる前に患者の吸気筋群が克服しなければならない吸気閾値
負荷（周囲より高い正圧レベル）を生成する。加えて、過度のレベルのＰＥＥＰｉは、心
機能障害、圧外傷（過度の肺容量に付随して起こる構造的な肺損傷）のリスク増加、吸気
筋の圧生成能力の削減、呼吸仕事量の異常な増加に至る場合がある。
【００１６】
　発明者らは、ＰＥＥＰｉを非侵襲的に検出して定量するために、複数のインジケータを
革新的に開発した。これらのマーカのうちのいくつかはＰＥＥＰｉを予測するために単独
で用いることができるが、いくつかのマーカは主として検出に適し、その一方でいくつか
のものは定量化に最適であることが観察される。さらに、一定のマーカが特定グループの
被験者上で最も良く機能する点にも気づく。そこで、本発明の一側面では、ＰＥＥＰｉの
予測を改善するためにこれらのマーカのいくつかを同時に用いることが示されており、広
範囲の患者に対してその実施可能性を広げる。
【００１７】
　主要な利点は、当該方法が非侵襲性であり、呼吸対呼吸であって且つリアルタイムであ
るということである。したがって、患者にカテーテルを挿入する必要はない。その方法は
、次の１つ又は複数を含め、被験者の気道で当該測定がなされることのみを要する：口で
測定された、気道圧力、呼気終末ＣＯ２、及び気流。これらの気道測定は殆どのＩＣＵに
おいて―人工呼吸器支持を受けている間に患者をモニタリングして維持するために広く用
いられている一般的な呼吸装置の何れかを用いることによって―慣例的にモニタリングさ
れている。
【００１８】
　閉塞方法は本質的には非侵襲的であるが、それはしかしながら潜在的に不快な「介入」
を必要とし、自発的に呼吸する患者にとっては機能しない。この方法は、これらの障害の
何れの影響も受けない。患者の気道を閉塞する必要はなく、それは介入なく連続的に決定
されうる。
【００１９】
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　該アプローチはいくつかの異なったＰＥＥＰｉマーカの測定を含んでおり、続いてこれ
らは専門的な数学モデル（たとえばニューラル・ネットワーク）に供給され、そしてこの
モデルがこれらの値に基づいてＰＥＥＰｉ値を予測する。そのモデルは、線形モデル（例
えば多変量回帰）でも非線形モデル（例えばニューラル・ネットワーク、ファジィ論理な
ど）でも良い。
【００２０】
　ＰＥＥＰｉマーカないしインジケータには次のものが含まれる。
【００２１】
フロー／ボリューム軌跡―フロー／ボリューム波形をプロットする概念は、多くの患者に
おいて機能する有用な定量化マーカであることが実験的に証明されている。
【００２２】
ＣＯ２フロー／ボリューム軌跡―このマーカは、ＰＥＥＰｉのインジケータであることが
実験的に証明されている。ＰＥＥＰが高いレベルの患者を同定するのに、また早期の気道
虚脱又は呼気フロー制限で苦しむ人にとって特に有用である。
【００２３】
ＣＯ２／ボリューム比―このマーカは、厳しい呼気フロー制限を示す患者においてＰＥＥ
Ｐｉを発見するためのインジケータであることが実験的に証明されている。
【００２４】
吸気努力開始時フロー―このマーカは、ＰＥＥＰｉを定量するのに有用であることが実験
的に証明されている。
【００２５】
患者の呼気波形のモデリング―これは２つの異なる方法を用いて成し遂げることができる
：１）最小２乗法、及び２）指数関数的モデル化。両方法は、ＰＥＥＰｉを定量するのに
有用であることが実験的に証明されている。
【００２６】
ピーク中間呼息フロー比：フロー制限患者は、非常に急速に衰える高ピークのフローを有
する場合がある。中間の呼息フローが低い場合、このパラメータは高く、存在するであろ
うフロー制限及び結果としてのＰＥＥＰｉを示す。
【００２７】
低呼息フロー時間：フロー制限患者は、低フローで生じる呼気割合が異常に高い場合があ
る。このパラメータは、低フローで生じる呼気の割合を（ボリューム又は時間によって）
決定する。
【００２８】
カプノグラフ波形形状：フロー制限患者は、通常の患者に対して特定可能な程度に独特の
ＣＯ２波形を有する場合がある。特に、フェーズＩＩＩ勾配（ＣＯ２の急な立ち上がり時
間後の勾配）は、水平でなく、呼気の全体にわたって上昇し、持続的な低フロー呼気を示
す。
【００２９】
負呼気圧又は増加呼気勾配：患者の呼気フローは、呼息間の圧力勾配（呼吸路における圧
、肺間の圧力差）に正比例するに違いない。呼息の間に（呼吸路における）圧力がない場
合、その勾配は、呼吸路において、呼息フェーズの間に、短い時間負圧を印加することに
より良く増加できる場合がある。呼息の間に追加的な圧力を受けている患者に関しては、
その勾配は追加圧力を短時間除去することにより増加しうる。呼気フローが増加された勾
配に応じて増加しない場合、患者は呼気フロー制限で苦しみ、例外的にＰＥＥＰｉを発展
させる傾向がある。
【００３０】
　上記で言及されたマーカに加えて、これらの及び／又は潜在的には他のＰＥＥＰｉのた
めのマーカの２つ以上を、ＰＥＥＰｉを予測する数学的モデル（ニューラル・ネットワー
クのように、直線又は非線形）への入力として用いる概念は新規且つ独特である。２つ以
上のマーカ（上に言及されたもの及び他のもの）を用いることにより提供される一体化さ
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れた情報は、ＰＥＥＰｉのより正確な見積もりへと帰着しうる。
【００３１】
　本発明の一側面において、該方法は、標準の呼吸モニタによって集められたパラメータ
のような、非侵襲的に集められた所定のパラメータを用いて患者のＰＥＥＰｉの数学的モ
デルを生成することを備える。呼吸モニタは、典型的には時間の関数として患者に流入出
するガスのフロー及び圧力を測定する気道圧力センサ及び気道フローセンサを含む。これ
らの時間対フロー又は圧力の波形から、患者の呼吸及び／又は患者の人工呼吸器との相互
作用に関する異なる側面を特徴付けるのに用いられる、種々のパラメータが選択的に導き
出される。これらのパラメータは、内因性ＰＥＥＰを正確に見積るために抽出された情報
を含む。
【００３２】
　より具体的には、本発明の当該方法は、患者及び／又は人工呼吸器に取り付けられた前
述のセンサ及び他のものから導き出された複数のパラメータの組合せを用いて実ＰＥＥＰ
ｉを見積る方法を備える。ＰＥＥＰｉパラメータは、フロー／ボリューム軌跡、ＣＯ２フ
ロー／ボリューム軌跡、ＣＯ２／ボリューム比、フロー開始、呼気波形上モデリング、及
びピーク中間呼息フロー比を含め（これらに限定されない）、肺における超過圧力の量を
表わす任意のパラメータであってよい。
【００３３】
　この方法は、ニューラル・ネットワーク、ファジィ論理、混合エキスパート、又は多項
式モデルを含め（これらに限定されない）、パラメータの線形一次結合又はパラメータの
非線形結合を用いることを含む。さらに、異なるサブセットの患者のＰＥＥＰｉを予測す
るために複数の異なるモデルを用いることができる。これらのサブセットは、患者の条件
（病態生理学）、患者の生理学的なパラメータ（肺抵抗及び肺コンプライアンス）、又は
他のパラメータを含め（これらに限定されない）、種々の手段によって決定することがで
きる。
【００３４】
　本発明の一側面において、患者のＰＥＥＰｉを見積る方法は、ニューラル・ネットワー
クの使用を備える。そこでは、ニューラル・ネットワークは、入力データに基づいて患者
に関するＰＥＥＰｉ情報を提供する。入力データは、次のパラメータの少なくとも１つを
含む：フロー／ボリューム軌跡、ＣＯ２フロー／ボリューム軌跡、Ｃ０２／ボリューム比
、フロー開始、呼気波形上モデリング、ピーク中間呼息フロー比、低フロー呼息時間、及
びカプノグラフ波形形状。そこでは、内因性ＰＥＥＰ情報は出力変数として提供される。
【００３５】
　上記で言及された方法において、ニューラル・ネットワークは、上記で言及された入力
情報を備えたティーチングデータを得るのに慣れているテスト集団の患者から臨床データ
を集めることによりトレーニングを受け、ニューラル・ネットワークにティーチングデー
タを入力し、これによってニューラル・ネットワークは内因性ＰＥＥＰに対応する出力変
数を提供するようにトレーニングされる。
【００３６】
　患者の内因性ＰＥＥＰを見積るシステムとして、当該システムは、テスト集団の患者の
臨床試験からの得られた１次ティーチングデータとしてまず受け取るニューラル・ネット
ワークを備え、それによってニューラル・ネットワークはティーチングデータを学習し、
内因性ＰＥＥＰのための出力変数を提供するようにトレーニングされ、前記ニューラル・
ネットワークが患者から得られた上記で言及されたパラメータの形で患者入力データを受
けたとき、ニューラル・ネットワークがその患者のための内因性ＰＥＥＰを見積る出力変
数を提供するようになる。
【００３７】
　この発明は、次のものを含む多くの方法において実施することができる：（コンピュー
タ処理システム又はデータベース・システムを含む）システムとして、（入力データを収
集して処理するコンピュータ化された方法を含む）方法として、及び出力を提供するため
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にかかるデータを評価する方法、機器、コンピュータ可読メディア、コンピュータ・プロ
グラム製品、又はコンピュータ可読メモリに有形的に固定されたデータ構造として。本発
明に係るいくつかの実施形態は、下記で議論する。
【００３８】
　システムとして、本発明の一実施形態は、入出力装置を有するプロセッサ・ユニットを
含む。そのプロセッサ・ユニットは、入力パラメータを受け取り、入力を処理し、ＰＥＥ
Ｐｉに対応する出力を提供するように作動する。この出力は、その後、人工呼吸器のよう
な外部装置を制御するために用いられうる。データの処理は、ニューラル・ネットワーク
、並列分散処理システム、神経形態学的システムなどのような種々の手段によって遂行す
ることができる。
【００３９】
　ＰＥＥＰｉを予測する方法として、当該方法は、予め定められた入力変数（パラメータ
）の処理を含み、好ましくはニューラル・ネットワークの使用を通じてなされる。
【００４０】
　プログラム指令を含んでいるコンピュータ可読メディアとして、本発明の一実施形態は
次のものを含む：入力変数を受け、入力を処理し、そしてＰＥＥＰｉを示す出力を提供す
るコンピュータ可読コード装置。好ましい実施形態において、処理は、ニューラル・ネッ
トワークを利用することを備える。当該方法は、得られた出力に応じて人工呼吸器を制御
することをさらに含んでいてもよい。
【００４１】
　本発明の方法は、コードを有しているコンピュータ可読メディアを備えたコンピュータ
・プログラム製品として実施されてもよい。そのプログラム製品は、プログラム、及びそ
のプログラムを保持する信号保持メディアを含む。
【００４２】
　機器として、本発明は、少なくとも１つのプロセッサ、該プロセッサに接続されたメモ
リ、及び該メモリ内に存在して本発明の方法を実現するプログラムを含むことができる。
【００４３】
　本発明の他の側面及び利点は、本発明の原理を具体例によって図示する添付の図面に関
連してなされる以下の詳細な説明から明らかになるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４４】
　上記で述べられた方法並びに本発明の他の利点及び目的を得るために、上記で概説され
た発明についてのより詳細な説明が、それの具体的な実施形態であって添付の図面におい
て図示されているものへ言及することによって与えられるであろう。これらの図面は本発
明の典型的な実施形態のみを表し、したがってその範囲を限定するものと考えるべきでな
いことを理解されたい。本発明は、添付の図面を用いることを通じて追加的な具体性及び
詳細によって記載及び説明されるであろう。
【００４５】
　以下、図面を参照して本発明の好ましい実施形態を記載する。
【００４６】
　図１に表された実施形態において、呼吸支持を必要としており人工呼吸器１２に接続さ
れた患者１０は、標準的な人工呼吸器回路１６のＹピースに取り付けられた、気道のフロ
ー・圧力センサ１４と、恐らくは二酸化炭素検出器と、を有するであろう。これらのセン
サは、患者へ流入出するガスにおけるフロー、圧力及び二酸化炭素分圧を測定する。これ
らの元信号１８は、信号を綺麗にし、センサバイアスやオフセット等を除去するために、
アナログ及びデジタル信号処理により、信号プロセッサ２０で前処理されてもよい。これ
らの信号は、次に、パラメータ抽出モジュール２２で処理され、当該フロー、圧力及びＣ
Ｏ２データから様々な他のパラメータを計算し、インジケータを、すなわちＰＥＥＰｉを
示すマーカを同定する。本発明の一側面において、人工呼吸器がコントローラ２６を通じ
て制御可能となるように、ニューラル・ネットワーク２４がパラメータをモデル化するた
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めに提供されてもよい。
【００４７】
　ＰＥＥＰｉ測定に対するアプローチは、何人かの異なる患者のパラメータをリアルタイ
ムでモニタリングすることに依存する。この概念は、ＰＥＥＰｉの存在を示すいくつかの
「マーカ」を測定して、ニューラル・ネットワーク、線形回帰モデル、又はこれらに類す
るものにそれらの適格なマーカを供給することを伴う。ＰＥＥＰｉに対する値は、その後
、ニューラル・ネットワーク、線形多変量回帰モデリング、又は非線形多変量回帰モデリ
ングと同種のものとして最も良く記載される方法を利用することによって、それらの検出
された異なるマーカのすべてを用いて予測される。ニューラル・ネットワーク・モデルが
用いられる場合、ネットワークはＰＥＥＰｉの程度―食道バルーンを用いて可及的に正確
に測定されたレベル―が変化して苦しんでいる患者から収集された実際の臨床データを用
いることにより「予めトレーニングされる」。食道バルーン技術を介して測定されたＰＥ
ＥＰｉ（ＰＥＥＰｉ，ｐｅｓ）は、基準、すなわち真のＰＥＥＰｉとみなされる。ＰＥＥ
Ｐｉ，ｐｅｓは、ニューラル・ネットワークのトレーニングに加え、アプローチの妥当性
検査のために用いられる。ニューラル・ネットワークは、入力パラメータとしてＰＥＥＰ

ｉマーカを用いることにより、実際のＰＥＥＰｉを予測するためにトレーニングされる。
【００４８】
　ＰＥＥＰｉマーカの例には次のものが含まれる：
・終末呼息をマーキングする突然のフロー反転。
・終末呼息における頻繁なボリューム・チャネルの「リセット」。現代のボリューム測定
器は各呼吸でゼロのボリュームからスタートするので、これが生じる。
・少なくとも２つの区別可能な呼気フロー減衰パターンに伴われた呼気フローの開始での
スパイク。 
・呼気時間に関係しない終末呼気二酸化炭素（ＥＴＣＯ２：ｅｎｄ－ｔｉｄａｌ　ｃａｒ
ｂｏｎ　ｄｉｏｘｉｄｅ）の連続的増加。
・高い全呼吸器系抵抗及びコンプライアンスと、加えて高呼吸数又は高一回換気量。全抵
抗とコンプライアンスの積は肺の時定数と等しいので（Ｖｒの上のボリュームの６０％が
１つの時定数のインターバルにおいて吐き出されるであろう）、時定数が大きいほど、患
者がＰＥＥＰｉを示すであろう可能性は大きくなる。急速に呼吸する場合又は大きな息を
つく場合は特にそうである。
【００４９】
　発明のバックボーンを形成し、ＰＥＥＰｉの振れ幅及びタイプと関係する情報を提供す
る追加的マーカが発見された。これらのマーカは、フロー／ボリューム軌跡、二酸化炭素
（ＣＯ２）フロー／ボリューム軌跡、ＣＯ２／ボリューム比、吸入開始時の呼気フロー、
及び呼気波形上でのモデリング、に基づいてＰＥＥＰｉを見積る。これらのマーカの多く
は独特で、ＰＥＥＰｉを測定するためにそれら単独で用いることができる。しかしながら
、それらのマーカの２つ以上の組合せは、よりロバストでより正確な測定を提供しうる。
【００５０】
　ここで、図２ａ及び図２ｂを参照すると、各呼吸での呼気のフロー及びボリュームを分
析することにより、フロー／ボリューム軌跡が得られることが分かる。通常の状態の下で
は、呼気フロー対ボリュームをプロットすると、およそ０でボリューム軸２９と交差する
殆ど真っすぐな線２８となる（図２ａ）。すなわち、終末呼息では、肺から出て来るガス
のボリュームは０である。フロー／ボリューム軌跡の勾配は、肺の平均時定数と関係する
。ＰＥＥＰｉがある患者についての典型的なフロー／ボリュームのループは、図２ｂにお
いて示される。この特定の場合において、軌跡線３０は、０よりずっと下でボリューム軸
２９と交差する。これは、呼息フェーズが継続されたならば、追加的な０．２４Ｌ（Ｙ軸
切片２７）のガスが肺から出されたであろうことを示す。追加的なガス量を患者の呼吸コ
ンプライアンスで割ることにより、ＰＥＥＰｉ圧力の定量可能な推論が与えられる。
【００５１】
　ＣＯ２フロー／ボリューム軌跡は、吐き出されたフローの代わりに図３に示されるよう
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にＣＯ２フロー３６がプロットされる点を除き、フロー／ボリューム軌跡に類似する。Ｃ
Ｏ２フローは、吐き出されたＣＯ２と吐き出されたフローを掛け合わせることにより得ら
れる。何人かのＰＥＥＰｉ患者において、吐き出されたＣＯ２は、非常に小さい呼息フロ
ーがある場合に上昇し続ける傾向がある（図３）。ＣＯ２フロー・パラメータは、この増
加ＣＯ２トレンド３８を捉え、ＰＥＥＰｉ患者について図４ｂにおいて示されるようにボ
リュームに対してプロットすると、ボリューム軸３３に大体平行する軌跡３４となる。図
４ａ及び図４ｂは、それぞれ、ＰＥＥＰｉを有している患者と有していない患者との対比
を示す。図４ａにおいて示されるように非ＰＥＥＰｉ患者において、軌跡３２は、ボリュ
ーム軸３３とフロー３５軸が出会う点の近くで最終的には交差する。軌跡３２、３４の勾
配は、ＰＥＥＰｉの厳しさに対する徴候を提供することができ、図４ｂにおいて示されて
いるような急な勾配は厳しいＰＥＥＰｉを示し、図４ａにおいて示されているような緩や
かな勾配は低レベルのＰＥＥＰｉを示す。
【００５２】
　別のＰＥＥＰｉマーカであるＣＯ２／ボリューム比は、吐き出されたＣＯ２を吐き出さ
れたボリュームで割った分数値である。最大の吐き出されたＣＯ２値及び呼息間のボリュ
ーム変化が各呼吸について求められる。その比は以下によって与えられる：
【００５３】
【数１】

【００５４】
　ＰＥＥＰｉ患者は、ＰＥＥＰｉを有していない患者に対して、より大きな比の値を有し
ていることが観察された。
【００５５】
　追加的ＰＥＥＰｉマーカの４つめ、すなわち吸入開始時呼気フローは、吸入努力の開始
を捜し出すことにより、終末呼息のまさにその瞬間で吐き出されたフローレートを捕らえ
ようと試みる。ガスが吸入始めで肺からまだ流れ出ている場合、このガス・フローを駆動
する唯一の力は、まさにこの瞬間において、ＰＥＥＰｉであると推論することができる。
【００５６】
　吸入始めのＰＥＥＰｉ（ＰＥＥＰｉ，ｏｎｓｅｔ）は、吸入開始時の呼気エアフロー（
ｆｌｏｗｏｎｓｅｔ）と肺の気道によって生成されたエアフローに対する抵抗（Ｒａｗ）
との積を用いて見積られる。
【００５７】
【数２】

【００５８】
　全呼吸抵抗（Ｒｔｏｔａｌ）は、強制呼吸―これらは、患者でなくオペレータが、ガス
フロー比、ガスのフローパターン、一回換気量及びそれらが１分当りに伝えられる頻度を
決定する呼吸である―を伝える時に、終末吸気休止（通常、この休止は０．５秒以上続く
）を生成するように患者の人工呼吸器をプログラムすることにより伝統的に決定される。
各強制呼吸の間に、ピーク膨張圧（ＰＩＰ：ｐｅａｋ　ｉｎｆｌａｔｉｏｎ　ｐｒｅｓｓ
ｕｒｅ）とプラトー圧（Ｐｐｌａｔ）との差が計算される。この差は、ＰＩＰが観察され
た瞬間に、測定されたエアフローで割られる。また、この測定は、正方形フローパターン
を用いて、６０リッター／分（１リッター／秒）で又はその極めて近くでプログラムされ
たガスフローで行なわれるのが伝統的である。これが行われるのは、ガスが正確に６０リ
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ットル／分（１リットル／秒）で流れている場合の（ｃｍ　Ｈ２Ｏで測定される）圧力降
下として抵抗が定義されるからである。記号を用いて、抵抗は以下のように求められる。
【００５９】
【数３】

【００６０】
　上に定義されたように、このようにして求められた抵抗は、呼気器系の全抵抗を表わし
、両方の肺が似たような抵抗値を有している限り受容できる。
【００６１】
　終末吸気休止の間、ガスは肺から漏れることができないので、それは過膨張した肺胞か
ら不足膨張した肺胞に徐々に再分配される。この過程はｐｅｎｄｅｌｌｕｆｔと呼ばれる
。
【００６２】
　エアフロー（のみ）に対する抵抗は、その特定の呼吸に関するフロー対圧力ループを分
析することにより、殆どのＰＩＰ対Ｐｐｌａｔ圧力差から分離することができる。ｐｅｎ
ｄｅｌｌｕｆｔがある状態において、ループの呼気側は、２つの区別可能なフロー‐圧力
減衰のレートないしはスロープを含む（図５）。第１のスロープ４０（スロープ１、図５
の４０）では圧力が非常に急激に変化しているが、これは気道が生成する抵抗による。圧
力変化の割合がはるかに遅い第２のスロープ４２（図５のスロープ２）はガスの再分配か
ら生じる。ＰＩＰと第１の減衰レートから得られた圧力（Ｐｐｌａｔ，ｎｅｗ）との圧力
降下における差は、エアフロー抵抗のみを計算するために用いられる差分気道圧力を表す
。Ｒａｗは、その後、ＰＩＰとＰｐｌａｔ，ｎｅｗの差を、ＰＩＰが到達された瞬間に測
定されたフローで割ることにより得られる。
【００６３】
　別のマーカは、呼息の間に、呼吸器系時定数（抵抗とコンプライアンスの積）変化を見
積る呼気波形の数学的モデル化である。この概念は、系の動特性に係るより良い測定を得
て、ＰＥＥＰｉを予測するというものである。２つのモデリング技法が探究された。すな
わち、１）最小２乗法を用いて系の時定数及び肺コンプライアンスを見積る方法、並びに
２）指数関数を用いて抵抗をモデル化する方法の２つである。両方法は、類似する原理に
依存する。
【００６４】
　呼吸器系及び患者の人工呼吸器は、電気回路図を用いて表わすことができる（図６）。
次の表１は、図６において用いられている用語の定義をリストするものである。
　　　　　　　　　　表１
Ｃ－肺コンプライアンス
Ｖ１－肺ボリューム
ｆ－フロー
Ｒａｗ－気道抵抗　
Ｒｅｘ－人工呼吸器呼息弁抵抗
Ｐｌ－肺圧
Ｐａｗ－気道圧
【００６５】
　気道の圧力及びフローは、圧力差変換器によって患者の口で測定される。測定されたフ
ローからの対応するガス量（Ｖｎｉｃｏ）は、フローを呼息時間に亘って積分することに
よって求められる。人工呼吸器呼息抵抗は、呼息終末においてＰａｗをＰＥＥＰ圧に維持
するために、人工呼吸器のＰＥＥＰ設定に基づいて変化する。
【００６６】
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　図６に関し、最小２乗法を用いて系時定数及び肺コンプライアンスを推測する方法は、
以下のとおりである。
【００６７】
　呼息の間において、フローは次のように定義される。
【００６８】
【数４】

【００６９】
　肺圧は肺コンプライアンスで割られた肺ボリュームとして表わすことができるので、し
たがって、フローは次のように書くことができる。
【００７０】

【数５】

【００７１】
　肺ボリュームを表すために整理すると、次のようになる。
【００７２】

【数６】

【００７３】
　ここで、τは時定数であり、以下のように定義される。
【００７４】
【数７】

【００７５】
　肺の機能的残気量（ＦＲＣ）を超える肺ボリュームは、患者によって吸入された実際の
測定されたガス量、ＰＥＥＰによるボリューム、及び捕捉された全てのガスの合計として
近似することができる。
【００７６】

【数８】

【００７７】
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　したがって、肺ボリュームは、次のように記述することができる。
【００７８】
【数９】

【００７９】
　ＰＥＥＰとＰＥＥＰｉによるボリュームは一定であるので、差分変化のみを観察するこ
とによりそれらは方程式から除去することができる。
【００８０】
【数１０】

【００８１】
　時定数とコンプライアンスは最小２乗法によって解くことができる。ＰＥＥＰとＰＥＥ
Ｐｉによるボリュームは次のようにして求めることができる。
【００８２】

【数１１】

【００８３】
　そうすると、ＰＥＥＰｉ圧は次式から簡単に求めることができる。
【００８４】
【数１２】

【００８５】
　指数関数を用いた抵抗のモデル化は、以下のように行なわれる。
【００８６】
　呼息の間において、肺圧は次のように記載することができる。
【００８７】
【数１３】

【００８８】
　フローは、呼息の間に指数関数的に衰える波形によって次のように記載することができ
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る。
【００８９】
【数１４】

【００９０】
　またＲａｗは、次式によって解くことができる。
【００９１】
【数１５】

【００９２】
　そうすると、肺圧は次式のように記述することができる。
【００９３】

【数１６】

【００９４】
　この方程式から、ＰＥＥＰｉ圧は、吸入開始（ｔｏｎｓｅｔ）と０フローにおける位置
（ｔｅｎｄ）との間の肺圧における差を計算することにより見積ることができる。
【００９５】
【数１７】

【００９６】
　吸入開始は先に記載されたように（フロー開始マーカ）又はＰｌ自体を観察することに
よって検出することができ、それは開始時に突然の勾配変化をする。
【００９７】
　このＰＥＥＰｉ予測は、１）肺コンプライアンスは呼息の間に固定されたままであり、
且つ２）呼息中のフローは指数関数的に衰える、という仮定に基づいてなされている。
この方法の少し異なった変形例は、呼息間に、肺コンプライアンスの代わりに、抵抗が固
定され続けると仮定する。この場合、肺圧は、肺コンプライアンスのモデル化によって定
義される。
【００９８】
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ピーク対中間呼息フロー比。このマーカは、ピーク呼息フローを、一回換気量の約２０％
乃至３０％、好適には約２５％が肺に残る（７５％が吐き出された）ときに計算されたフ
ローで割ることにより計算される。フロー制限患者は、非常に急速に衰える高ピークフロ
ーを有している。このパラメータは、吐き出されたフローが非常に迅速に衰えるときに大
きくなり、フロー制限を示す。
【００９９】
ニューラル・ネットワークの説明
　人工ニューラル・ネットワークは、人間の脳のような生物学上のニューラル・ネットワ
ークの機能を緩くモデル化するものである。したがって、ニューラル・ネットワークは、
相互に連結したニューロンの体系のコンピュータ・シミュレーションとして典型的には実
現される。特に、ニューラル・ネットワークは、相互に連結された処理エレメント（ＰＥ
ｓ：ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｅｌｅｍｅｎｔｓ）の階層的集合である。これらのエレメン
トはいくつかの層に典型的には配置され、入力層は入力データを受け、隠れ層はデータを
変形し、そして出力層が所望出力を生成する。他の態様のニューラル・ネットワークを用
いても良い。
【０１００】
　ニューラル・ネットワークの各処理エレメントは、複数の入力信号すなわちデータ値を
受け、これらを処理して単一の出力を求める。入力は、前の層のＰＥｓの出力から又は入
力データから受け取られる。ＰＥの出力値は、入力データ値間の関係を明らかにする活動
関数ないしは伝達関数として当該技術分野において知られている数学方程式を用いて計算
される。当該技術領域において知られているように、活動関数は、閾値、すなわちバイア
ス要素を含むことができる。低次元のネットワークのエレメントの出力は、高次元のエレ
メントに入力として提供される。最高次元の一つのエレメント又は複数のエレメントは、
最終的な一つのシステム出力又は複数の出力を生成する。
【０１０１】
　本発明の文脈において、ニューラル・ネットワークは、先に述べた数量化された内因性
ＰＥＥＰの非侵襲的見積もりを生成するために用いられるコンピュータ・シミュレーショ
ンである。本発明のニューラル・ネットワークは、ネットワークを構築する処理エレメン
トの数、配列及び結合を明示することによって構築されてもよい。ニューラル・ネットワ
ークの単純な態様は、処理エレメントが完全に結合されたネットワークからなる。図７に
示されるように、ニューラル・ネットワークの処理エレメントは、複数の層―気道の圧力
及びフローセンサから集められ且つ／又は導出されたパラメータがネットワークへ入力さ
れる入力層、処理エレメントで構成される隠れ層、結果としての内因性ＰＥＥＰ予測が生
成される出力層―へグループ化される。結合の数、したがって結合重みの数は、各層のエ
レメントの数によって固定される。
【０１０２】
　ニューラル・ネットワークのための最も一般的なトレーニング方法は、所望出力とネッ
トワーク出力との平均２乗差（平均２乗誤差、ＭＳＥ：ｍｅａｎ　ｓｑｕａｒｅｄ　ｅｒ
ｒｏｒ）を最小限にすることによって、システム・パラメータ（通常は荷重と呼ばれる）
を反復改善することに基づく。入力がニューラル・ネットワークに適用され、このニュー
ラル・ネットワークはその階層構造を通じてデータを伝達し、そして出力が生成される。
このネットワーク出力はその入力に対応する所望出力と比較され、誤差が計算される。そ
の後、この誤差はシステムの重みを調節するために用いられ、次回その特定の入力がシス
テムに適用されたときネットワーク出力は所望出力に近くなる。トレーニング・アルゴリ
ズムと呼ばれる重みを調節可能な方法は多数存在する。図８に示されるように、最も一般
的なものは逆伝播と呼ばれ、その誤差に対する各重みの寄与度を計算し、勾配降下学習ル
ールを各重みに用いるために局所勾配をその誤差から計算することを含んでいる。
【０１０３】
　前述の詳説に基づいて、本発明は、コンピュータ・ソフトウェア、ファームウェア、ハ
ードウェア若しくはそれらの任意の組合せないしサブセットを含む、コンピュータ・プロ
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グラミング技術又はコンピュータ・エンジニアリング技術を用いて実施されてもよい。そ
のような最終的プログラムの全ては、コンピュータ可読コード手段を有し、１つ又は複数
のコンピュータ可読メディアに実現し又は提供されてもよく、これによって本発明による
コンピュータ・プログラム産物、すなわち製品が作られる。コンピュータ可読メディアは
、例えば固定された（ハード）ドライブ、ディスク、光ディスク、磁気テープ、読取り専
用メモリ（ＲＯＭ）のような半導体メモリ等であっても、あるいはインターネット若しく
は他の通信網ないしリンクのような任意の送信／受信メディアであってもよい。コンピュ
ータ・コードを含んでいる製品は、１つのメディアからコードを直接に実行することによ
り、１つのメディアから別のメディアにコードをコピーすることにより、又はネットワー
ク上でコードを送信することにより、作成し且つ／又は利用されうる。
【０１０４】
　コンピュータ・サイエンスの技術に熟練している者は、本発明の方法を実現するコンピ
ュータ・システム又はコンピュータ・サブシステムを生成するために、記載されたように
して生成されるソフトウェアと適切な汎用の又は専用のコンピュータ・ハードウェアとを
簡単に組み合わせることができるであろう。本発明をなし、用い、又は販売するための機
器は、本発明を実現するところの、中央処理装置（ＣＰＵ）、メモリ、記憶装置、通信リ
ンク及びデバイス、サーバ、Ｉ／Ｏ装置、又はソフトウェア、ファームウェア、ハードウ
ェア若しくはそれらの任意の組合せないしサブセットを含む１つ若しくは複数の処理シス
テムによる任意のサブコンポーネントを含む１つ又は複数の処理システムとなりうる（こ
れらに限定されない）。ユーザ入力は、キーボード、マウス、ペン、音声、タッチスクリ
ーン、又は人がコンピュータにデータを入力できるその他の手段から受け取られてもよく
、アプリケーション・プログラムのような他のプログラムを介することが含まれていても
良い。
【図面の簡単な説明】
【０１０５】
【図１】図１は、人工呼吸器に接続された患者に対する本発明の一側面に係る方法を表す
図面である。
【図２】図２ａは、ＰＥＥＰｉのない対象におけるフロー／ボリュームループのグラフを
表す図面である。図２ｂは、ＰＥＥＰｉのある対象におけるフロー／ボリュームループの
グラフを表す図面である。
【図３】図３は、呼息の間に増加するＣＯ２の時間に沿ったプロットを表す図面である。
【図４】図４ａは、ＰＥＥＰｉのない対象におけるＣＯ２フロー／ボリュームループのグ
ラフを表す図面である。図４ｂは、ＰＥＥＰｉのある対象におけるＣＯ２フロー／ボリュ
ームループのグラフを表す図面である。
【図５】図５は、気道による別個の圧力降下のグラフを表す図面である。
【図６】図６は、人工呼吸器によって提供された支持を受ける場合の患者の呼吸システム
を表す、単純化された電気回路を表す図面である。
【図７】図７は、典型的なニューラル・ネットワーク・アーキテクチャを表す図面である
。
【図８】図８は、逆伝搬を有する適応可能システムの入力と出力を表す図面である。
【図９】図９－１２は、線形及び非線形モデル（ニューラル・ネットワーク）の両方を用
い、及びフロー制限を経験している患者及びフロー制限を経験していない患者を含む複数
の患者を用い、及びフロー制限を経験していない患者のサブセットを用いて、複数の患者
に関して導出された典型的なシステムの結果を示す実験データのグラフを示す図面である
。
【図１０】図９－１２は、線形及び非線形モデル（ニューラル・ネットワーク）の両方を
用い、及びフロー制限を経験している患者及びフロー制限を経験していない患者を含む複
数の患者を用い、及びフロー制限を経験していない患者のサブセットを用いて、複数の患
者に関して導出された典型的なシステムの結果を示す実験データのグラフを示す図面であ
る。
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【図１１】図９－１２は、線形及び非線形モデル（ニューラル・ネットワーク）の両方を
用い、及びフロー制限を経験している患者及びフロー制限を経験していない患者を含む複
数の患者を用い、及びフロー制限を経験していない患者のサブセットを用いて、複数の患
者に関して導出された典型的なシステムの結果を示す実験データのグラフを示す図面であ
る。
【図１２】図９－１２は、線形及び非線形モデル（ニューラル・ネットワーク）の両方を
用い、及びフロー制限を経験している患者及びフロー制限を経験していない患者を含む複
数の患者を用い、及びフロー制限を経験していない患者のサブセットを用いて、複数の患
者に関して導出された典型的なシステムの結果を示す実験データのグラフを示す図面であ
る。
【符号の説明】
【０１０６】
　１０　患者
　１２　人工呼吸器
　１４　センサ（フロー、圧力、ＣＯ２）
　２４　ニューラル・ネットワーク

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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