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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＣＰＡＰ治療を行なうとともに、患者の心臓の状態を決定するＣＰＡＰ装置であって、
コントローラと、患者のＣＰＡＰマスク内の圧力を検出するためのセンサとを備えるＣＰ
ＡＰ装置において、コントローラが、
　患者の空気流量における心原性圧力振動を感知し、
　感知された心原性振動を使用して、空気流が無い期間中に心原性振動の発生を決定する
ことにより中枢性無呼吸事象を特定し、
　中枢性無呼吸と心臓の病的状態との既知の関連性に基づいて患者の心臓の状態を決定す
る、ＣＰＡＰ装置。
【請求項２】
　コントローラが、呼気の中期から後期の部分のみにおける心原性振動を使用して患者の
心臓の状態を決定する、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　コントローラが、前回の呼吸サイクルの最近の平均経過時間を監視するとともに、その
ような経過時間を呼吸サイクルの開始の検出と併せて使用することにより、呼気の中期か
ら後期の部分を決定する、請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　コントローラが、不整脈事象の存在を決定する際、患者、介添え人又は医師に対して信
号を送り、又は、その後の観察のために不整脈事象を記録する、請求項１に記載の装置。
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【請求項５】
　コントローラが、心原性振動間の時間から心臓のタイミングを決定する、請求項１に記
載の装置。
【請求項６】
　コントローラが、心原性振動の振幅を検査し、それにしたがってＣＰＡＰ治療圧力を調
整することにより、患者の1回拍出量を調整する、請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　コントローラが、心原性振動を解析して患者のパルス通過時間を決定する、請求項１に
記載の装置。
【請求項８】
　コントローラが、ＥＣＧ波形に対して心原性振動を解析して患者の前駆出期の変化を決
定する、請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　コントローラが、決定された心臓の状態にしたがってＣＰＡＰ治療圧力を調整して右心
房充填、左心室駆出又は心臓潅流を支援することにより心臓の機能を助ける、請求項１に
記載の装置。
【請求項１０】
　コントローラが、ＣＰＡＰ治療圧力を調整して右心房充填、左心室駆出又は心臓潅流を
支援することにより心臓の機能を助ける、請求項１に記載の装置。
【請求項１１】
　コントローラが、心原性振動情報を使用してＣＰＡＰ装置のトリガを管理する、請求項
１に記載の装置。
【請求項１２】
　ＣＰＡＰ治療を行なうとともに、患者の心臓の状態を決定して心臓の治療を行なうＣＰ
ＡＰ装置であって、コントローラと、患者のＣＰＡＰマスク内の圧力を検出するためのセ
ンサとを備えるＣＰＡＰ装置において、コントローラが、
　患者の空気流量における心原性圧力振動を感知し、
　感知された心原性振動を使用して、空気流が無い期間中に心原性振動の発生を決定する
ことにより中枢性無呼吸事象の発生を特定し、
　中枢性無呼吸と心臓の病的状態との既知の関連性に基づいて患者の心臓の状態を決定す
る、ＣＰＡＰ装置。
【請求項１３】
　コントローラが、呼気の中期から後期の部分のみにおける心原性振動を使用して患者の
心臓の状態を決定する、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　コントローラが、前回の呼吸サイクルの最近の平均経過時間を監視するとともに、その
ような経過時間を呼吸サイクルの開始の検出と併せて使用することにより、呼気の中期か
ら後期の部分を決定する、請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　コントローラが、不整脈事象の存在を決定する際、患者、介添え人又は医師に対して信
号を送り、又は、その後の観察のために不整脈事象を記録する、請求項１２に記載の装置
。
【請求項１６】
　コントローラが、心原性振動間の時間から心臓のタイミングを決定する、請求項１２に
記載の装置。
【請求項１７】
　コントローラが、心原性振動の振幅を検査し、それにしたがってＣＰＡＰ治療圧力を調
整することにより、患者の1回拍出量を調整する、請求項１２に記載の装置。
【請求項１８】
　コントローラが、心原性振動を解析して患者のパルス通過時間を決定する、請求項１２
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に記載の装置。
【請求項１９】
　コントローラが、ＥＣＧ波形に対して心原性振動を解析して患者の前駆出期の変化を決
定する、請求項１２に記載の装置。
【請求項２０】
　コントローラが、決定された心臓の状態にしたがってＣＰＡＰ治療圧力を調整して右心
房充填、左心室駆出又は心臓潅流を支援することにより心臓の機能を助ける、請求項１２
に記載の装置。
【請求項２１】
　コントローラが、ＣＰＡＰ治療圧力を調整して右心房充填、左心室駆出又は心臓潅流を
支援することにより心臓の機能を助ける、請求項１２に記載の装置。
【請求項２２】
　コントローラが、心原性振動情報を使用して二相性ＣＰＡＰ装置のトリガを管理する、
請求項１２に記載の装置。

【発明の詳細な説明】
【発明の分野】
【０００１】
　[0001]本出願は、２００４年２月２５日に提出された米国仮出願第６０／５４７，８１
２号の優先権を主張する。本発明は、ＣＰＡＰ患者の空気流量における心臓信号を検出す
るとともに、当該信号を使用して心臓の状態を監視して治療する方法及び装置に関する。
【発明の背景】
【０００２】
　[0002]睡眠中の１０秒を超える呼吸の停止は、血液酸化の低下及び睡眠の中断をもたら
す「無呼吸」と呼ばれている。従来から、無呼吸は、呼吸努力が存在しない中枢性無呼吸
と、呼吸努力が存在するが気道が塞がれている閉塞型睡眠時無呼吸症候群（ＯＳＡ）とに
分類されている。純粋な中枢性無呼吸の場合、気道は開いている（又は、開放されている
）が、患者は呼吸をしようとしない。他の中枢性無呼吸及び閉塞型無呼吸においては、気
道が開かれていない（すなわち、気道が閉塞されている）。この閉塞は、通常、舌又は軟
口蓋の高さにある。
【０００３】
　[0003]無呼吸の一般的な治療形態は、連続的な或いは可変のプラスの気道圧力を与える
こと（本明細書では、ＣＰＡＰと称される）である。ＣＰＡＰ治療を行なう装置は、参照
として本明細書に組み入れられる米国特許第５，７０４，３４５号、第６，５３２，９５
７号、第６，５７５，１６３号、第６，４８４，７１９号、第６，６８８，３０７号、第
６，５３２，９５９号に記載されている。ＣＰＡＰ治療を施すための手続きは、技術文献
及び特許文献の両方に十分に解説されている。簡単に述べると、ＣＰＡＰ治療は、一般に
４～２０ｃｍ　Ｈ２Ｏの範囲の陽圧を与えることにより気道の空気圧スプリントとしての
機能を果たす。空気はモータ駆動のブロワにより気道へと供給され、ブロワの排気口は、
供給チューブ又はホースを介して、患者の顔面にシール係合された鼻（及び／又は口）マ
スクへと空気を送る。排気ポートは、マスクに最も近い供給チューブに設けられている。
二相性ＣＰＡＰ及び自動判定ＣＰＡＰなどのＣＰＡＰのより精巧な形態は、米国特許第５
，１４８，８０２号及び第５，２４５，９９５号にそれぞれ記載されている
【０００４】
　[0004]また、ＣＰＡＰ治療は、例えば鬱血性心不全などの一部の心臓病変にとって有益
なことでも知られている。胸腔内圧を高めることにより、ＣＰＡＰは、例えば、静脈還流
を妨げ（前負荷を低下させ）、左心室がそれに逆らって拍動しなければならない収縮期圧
勾配を減少させ（後負荷を減少させ）、左心室壁内圧を減少させる（収縮効率を向上させ
る）など、心不全において様々な（可能な）直接的利点を与える。また、ＣＰＡＰは、例
えば、肺水腫に対抗したり、肺容量を高めたり（チェーン・ストークス呼吸における換気
安定性を助ける場合がある）、また、閉塞型無呼吸を起こしやすい体質の患者にあっては
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反復性ＯＳＡを予防することにより交感神経の活性化を低減するなどの間接的利点を心不
全患者に対して与える場合もある。
【０００５】
　[0005]閉塞型呼吸を示す異常な呼吸パターンを検出するための様々な技術が知られてい
る。例えば、米国特許第５，２４５，９９５号は、睡眠中に吸気圧及び呼気圧を測定する
ことにより、いびき及び異常な呼吸パターンを検出でき、それにより閉塞前発作又は他の
形態の呼吸障害の兆候を早期に得られる方法について記載している。呼吸パラメータのパ
ターンが監視されるとともに、所定のパターンの検出時にＣＰＡＰ圧力が上昇され、それ
により、高い気道圧力が供給されて、閉塞性発作及び他の形態の呼吸障害の発生が妨げら
れる。
【０００６】
　[0006]中枢性無呼吸は、気道の閉塞を伴う必要がなく、多くの場合、非常に浅い睡眠中
において生じ、また、上気道の状態に関与しない様々な心臓状態、脳血管状態、内分泌状
態を伴う患者において生じる。気道の閉塞を伴うことなく無呼吸が生じる場合には、閉塞
型無呼吸とは異なり、ＣＰＡＰ圧力を増大することにあまり利点がない可能性がある。
【０００７】
　[0007]中枢性無呼吸と閉塞型無呼吸とを区別するため、参照として本明細書に組み入れ
られる米国特許第６，０２９，６６５号は、無呼吸事象中に拍動空気流を監視するＣＰＡ
Ｐシステムを教示している。心臓の各拍動においては、６８ｍｌ程度の血液が約０．３秒
にわたって胸部から駆出され、それにより、０．２２ｌ／秒ピーク流量程度の拍動血流が
胸部から流出する。胸壁が硬かった場合には、これにより、胸腔内に部分的な真空が形成
され、また、上気道が開放されその流量抵抗がゼロであった場合には、同様の量の空気が
気管を通じて吸引される。実際には、胸壁は全体的に硬質ではなく、気道は限られた空気
流抵抗を有している。その結果、心臓の各拍動において測定できる空気流量（又は心原性
振動）は０．０２～０．１ｌ／秒程度である。
【０００８】
　[0008]気道が開放された中枢性無呼吸が存在する場合、‘６６５特許の装置は、空気圧
力における心原性振動を感知するとともに、非閉塞型中枢性無呼吸事象が生じたことを決
定する。逆に、気道が閉じられている場合、圧力波形は目立った心原性振動を全く有さず
、また、‘６６５特許の装置は、無呼吸事象が閉塞型の事象であったことを決定する。
【０００９】
　[0009]‘６６５特許の装置及び方法を実施すると、中枢性無呼吸中においてスプリント
なＣＰＡＰ空気圧の不適当な増加が防止され、それにより、さもなければ反射的に呼吸を
妨げて呼吸障害を更に悪化させる虞がある不必要な圧力の増加が防止される。また、装置
は、顔面マスクの代わりに鼻カニューレを使用する診断モードで使用される。この場合、
無呼吸、開通性、部分的閉塞の測定値は記録されるが、ＣＰＡＰ治療は行なわれない。デ
ータは、ＯＳＡや上気道抵抗症候群などの状態を診断できる能力を医師に与える。
【００１０】
　[0010]‘６６５特許も他の従来技術も、ＣＰＡＰ患者の空気流量における心原性振動の
測定値を利用して心臓の健康状態に関連する状態を監視し或いは治療しない。
【発明の目的及び概要】
【００１１】
　[0011]本発明の目的は、睡眠障害呼吸（ＳＤＢ）を治療する装置を心臓治療装置として
も使用して、患者の空気流量における心臓信号を監視することにより心臓の健康状態を決
定することである。
【００１２】
　[0012]より具体的には、本発明の目的は、心臓信号を監視し、不整脈の存在などの心臓
の病的状態を選別して診断するとともに、心臓の1回拍出量に影響を与えてこれを最適化
することである。
【００１３】
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　[0013]更なる目的は、パルス通過時間、心臓の前駆出期の変化、心周期の持続時間を監
視することである。
【００１４】
　[0014]以上の目的を満たすために、患者の空気流量における心原性振動を感知するとと
もに心原性振動から患者の心臓の状態を監視する方法が開示されている。装置は、不整脈
又は他の心臓異常の存在などの心臓の病的状態を診断するとともに、心臓の1回拍出量に
影響を与えてこれを最適化する。また、装置は、パルス通過時間、心臓の前駆出期の変化
、心周期の持続時間を監視する。
【００１５】
　[0015]列挙された目的を更に満たすため、本発明の範囲を限定することを意図していな
い添付図面を参照しながら、本発明の典型的な実施形態について詳細に説明する。
【発明の詳細説明】
【００１６】
　[0018]図１を参照すると、睡眠中にＳＤＢを治療するための装置が開示されている。こ
の装置は、本発明の機能を果たすことができ（例えばＣＰＡＰ装置）、空気圧／空気流量
の読み取り値における心原性振動を感知して、無呼吸事象が中枢性であるか或いは閉塞型
であるのかを決定することを含んでいる。マスク流量は、呼吸気流計及び差圧トランスデ
ューサ又は同様の装置を用いて流量センサ４ｆ及び／又は圧力センサ４ｐにより測定され
る。流量信号Ｆ（ｔ）が得られ、また、圧力信号Ｐmask（ｔ）を得るために圧力トランス
デューサを使用して圧力タップでマスク圧力が測定される。圧力センサ４ｐ及び流量セン
サ４ｆは、図１では単に象徴的にのみ示されている。これは、当業者であれば流量及び圧
力の測定方法を理解できるからである。
【００１７】
　[0019]流量Ｆ（ｔ）信号及び圧力Ｐmask（ｔ）信号はコントローラ又はマイクロプロセ
ッサ６に対して送られ、その後、コントローラ６はブロワの調整方法を決定する。コント
ローラ６は、集積回路、メモリ及び／又は他の命令又はデータ記憶媒体を含んでいてもよ
い。制御方法論を伴うプログラム学習が、装置（例えばファームウェア）のメモリ中の集
積チップにおいてコード化され、あるいは、ソフトウェアとしてロードされてもよい。
【００１８】
　[0020]圧力供給装置は、インペラであることが好ましいブロワ８を含んでいる。インペ
ラ８は、サーボ１０によって制御され、吸気口１２を通じて外気を受けるとともに、空気
供給管路１６と排気穴２０を一体に有するマスク１８とによって画成される排気口１４を
通じて加圧空気を供給する。インペラ、モータ、及びコントローラアセンブリは、ブロワ
アセンブリを画成するとともに、ブロワハウジング２２内に配置されている。ブロワハウ
ジングには様々なスイッチ２４及びディスプレイ２６が設けられている。特に、いびき２
８、モータ速度３０、モータ電流３２を監視するため、ブロワ内には多数のセンサが設け
られている。当分野で既知の様々なデバイスがこれらのタイプのセンサとしての機能を果
たすことができる。通信インタフェース３４は、コンピュータやコントローラ等の外部装
置と装置との間でデータを転送することができる。
【００１９】
　[0021]心原性振動が無呼吸事象中において患者のマスク内の圧力に反映されない場合に
は、患者が呼吸努力を伴う閉塞型中枢性無呼吸事象又は閉塞型無呼吸事象に陥っている場
合がある。前記測定技術は、それ単独で、２つの状態を区別することができ、それにより
、呼吸努力の指標が必要とされる。１つのタイプの既知の検出器は、頚切痕における皮膚
が内側に吸引される時期（吸気中）及び皮膚が外側に膨らむ時期（呼出努力中）を検出す
る。そのような装置は、参照として本明細書に組み入れられる米国特許第６，４４５，９
４２号に教示されており、中枢性無呼吸の発生を確認するために使用できる。
【００２０】
　[0022]図２は、適当な機器によって記録されてもよいトレースを示している。トレース
４２は患者の心電図（ＥＣＧ）を示しており、また、トレース４４はＣＰＡＰ患者の空気
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流量であり、トレース４６は患者の空気圧力であり、これらはＣＰＡＰ治療装置を使用し
て測定される（空気流量及び圧力の一方又は両方が監視されてもよい）。数字４７の近傍
において呼吸流量はゼロ前後であり、これは無呼吸事象を表わしている。空気圧力トレー
ス４６には、開放気道（閉塞されていない）中枢性無呼吸事象を示す心原性振動４８が依
然として見られる。
【００２１】
　[0023]空気圧力４６を監視する場合には、帯域フィルタが使用されてもよい。適したフ
ィルタは３０Ｈｚ以下の信号を退ける（すなわち、一般に患者の呼吸及び物理的動きに関
連する信号を退ける）とともに、６０Ｈｚよりも高い信号も退ける（すなわち、一般に心
原性事象を代表するものではなくシステムノイズに関連する信号を退ける）。
【００２２】
　[0024]心原性情報を掌握すると、その情報は、二相性ＣＰＡＰ人工呼吸器のための従来
のトリガ回路（一般的には吸気流量及び呼気流量に応じて人工呼吸器を調整する）を良好
に管理するために使用できる。これは、心原性振動に起因する空気流量測定値のひずみを
無視できるからである。特に興味深いのは、呼気の最後に発生する心原性流量振動（すな
わち、適用できる治療アルゴリズムにしたがって呼気から吸気へと非常に正確に循環させ
ることが人工呼吸器において望ましい場合に呼吸相の一部で生じる心原性振動信号）の識
別及びフィルタ除去である。
【００２３】
　[0025]心原性振動の存在を詳しく調べ、また、心原性振動が存在する場合には、空気流
量信号の共存という面倒な事態を伴うことなく開放型無呼吸事象中に数秒間にわたって心
原性振動の振幅及び周波数を調べると、患者の心臓の状態に関する情報が得られる。医師
は、中枢性無呼吸と心臓の病的状態との既知の関連性を考えて、患者の心臓の状態及び治
療の必要性を判断することができる。
【００２４】
　[0026]患者の呼吸サイクルの任意の一部にわたって心原性空気流量が検出されてもよい
が、心原性振動４８の最良の分解能は、患者の呼吸の呼気部分４９の中期から最後にわた
って生じる。この比較的小さなウインドウにおいてのみ信号を監視すると、必要な信号分
解能を得るために必要な処理が簡略化される。実際に、一部の用途においては、呼吸サイ
クルのその部分、すなわち、１呼吸当たりの全心拍よりもかなり少ない呼吸サイクル部分
にわたってのみ心原性振動を監視するだけで十分な場合がある。
【００２５】
　[0027]呼気の中期から最後の部分を見つけるため、コントローラは、新たな呼気サイク
ルの開始を検出する（ゼロ線移行部を検出する閾値検出器を用いて）とともに、呼吸サイ
クルの最近の平均経過時間に基づいて呼気の最後を特定する。あるいは、前述した‘９５
７特許に開示されるように、患者の呼吸の連続的な相監視により、呼気の後期部分が分離
されてもよい。
【００２６】
　[0028]心原性振動４８の長期間の監視により、心拍信号の力又はリズムの不規則性を検
出することができ、それにより、不整脈の決定を行なうことができる。基準からの任意の
偏りを決定するため、信号の振幅及び／又は周波数が、患者における予期される或いは以
前の平均心拍力及び／又はリズムを表わす閾値と比較されてもよい。同様に、不整脈の存
在又は正常な心臓機能の欠如を検出するために、不整脈又は正常な心臓力／心調律を示す
他のパターンがテンプレートとして記憶されて信号と比較されてもよい。
【００２７】
　[0029]不整脈が検出される場合、装置は、患者、介添え人又は医師に対して所定の信号
を送ってもよく、あるいは、後の観察のために事象を記録してもよい。患者への信号は警
報音の形態を成していてもよい。介添え人又は医師への信号は、既知の電話回路及び携帯
電話プロバイダへの加入による自動テキストメッセージシステムの形態を成していてもよ
い。これにより、心臓の病気及びＳＤＢ等の呼吸器疾患を伴う周知の併存疾患に照らして
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特に有用な迅速な処置及び治療が可能になる。
【００２８】
　[0030]心臓のタイミングの決定は、５０及び５２などの心原性振動間の平均時間を監視
することにより可能である。このタイミングから、平均心拍数、変動、及び不整脈などの
心拍パラメータを推定することができる。心臓状態に関する全ての情報は、適当なディス
プレイによってリアルタイムで観察され、送信され或いは記録されてもよい。例えば右心
房充填（血圧低下）、左心室駆出（血圧上昇）、及び心臓潅流（心臓拡張早期における血
圧上昇）などを支援するために心周期にしたがってＣＰＡＰ治療圧力が変更される場合に
は、心臓の機能を助けるように換気支援が修正されてもよい。
【００２９】
　[0031]心臓の1回拍出量が心原性振動の振幅に影響を与え、また、ＣＰＡＰ治療が1回拍
出量に影響を与えることが分かった。そのため、本発明にしたがって心原性振動を監視す
ることにより、ＣＰＡＰ治療を判定して、心臓の1回拍出量に影響を与えることができ、
好ましくは心臓の1回拍出量を最適化することができる。これは、心拍の連続的監視を伴
うことなく達成されてもよい。むしろ、それは、１呼吸当たり１～２拍のみを監視して、
すなわち、呼吸サイクルの一部にわたってのみ、好ましくは呼気部分の中期から最後にわ
たってのみ監視することにより達成されてもよい。例えば、心原性振動を検査し、それに
応じて加圧治療をサーボ制御することにより、1回拍出量が最大にされてもよい。
【００３０】
　[0032]パルス通過時間（ＰＴＴ）が呼吸努力及び喚起を推測する非侵襲的手段としての
機能を果たしてもよいことが提案された。ＰＴＴは、パルス波が動脈樹形の長さを伝播す
る時間であり、心室筋の半分が脱分極されたときに始まり且つ血液が所定のパーセンテー
ジ（患者の年齢及び健康状態に応じたパーセンテージ）の酸素ヘモグロビン（ＳｐＯ２）
で飽和される際に終わる時間間隔により測定される。前者は、Ｒ波がＥＣＧ　ＱＲＳ複合
体で感知される際に生じ（心室の脱分極にかかる全時間）、及び後者は、一般的なフィン
ガパルスオキシメータがフォトピエシスモグラフィック（ｐｈｏｔｏｐｉｅｔｈｙｓｍｏ
ｇｒａｐｈｉｃ）（パルス）波形を感知する際に生じる。
【００３１】
　[0033]ＰＰＴの一般的な測定の欠点は、測定される遅延に前駆出期（ＰＥＰ）が含まれ
ているという点である。本発明によれば、パルス通過時間のより正確な測定（すなわち、
前駆出期成分を伴わないパルス通過時間の測定）を行なうことができる。パルス酸素測定
と同時に心原性振動の連続的な監視を行なうことによりＰＴＴが評価されてもよい。本発
明の利点は、心臓のタイミングを測定するために心原性振動を使用するという点である。
心原性振動は、心臓の電気的な収縮期事象ではなく機械的な収縮期事象に関連しており、
そのため、ＰＥＰが含まれない。
【００３２】
　[0034]心臓のＰＥＰの変化は、ＥＣＧトレース４２に対する心原性振動を同時に監視し
て、電気的な収縮期事象と機械的な収縮期事象との間の時間的な遅れをたどることにより
評価することもできる。ＰＥＰの変化は、左心室の駆出能力（機械的な収縮期事象を行な
う能力）を反映するとともに、心臓の健康状態、血圧、末梢血管抵抗及び患者の管理にお
いて重要な他の心臓循環状態のもう１つの表示である。
【００３３】
　[0035]要約すると、装置は、患者がマスクを装着している間、以下のことを行なうよう
に、すなわち、空気流量を測定し、空気流量からの心原性信号を識別して分離し、中枢性
無呼吸を識別し、心原性信号から心拍数を計算し、心拍数の異常（例えば不整脈）を決定
し、異常が決定される場合には、警告又は選択された個人に連絡する他の手段を含む通知
を生成し、心臓のタイミングを監視して心臓機能を支援し、呼吸努力をより正確に決定し
、ＰＴＴ及びＰＥＰを監視するように構成され或いはプログラムされていてもよい。
【００３４】
　[0036]本発明は、本発明の精神又は必須の特徴から逸脱することなく他の特定の形態で
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具現化されてもよい。前述した実施形態は、あらゆる点で、単なる例示として見なされる
べきであり、限定的に見なされるべきではない。したがって、本発明の範囲は、全体的に
或いは部分的に添付の請求項及びそれらの組み合わせによって表わされるものであり、前
述した説明によって表わされるものではない。請求項と等価な範囲及び意味に含まれる全
ての変更は、請求項の範囲内に包含されるものである。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】睡眠中に睡眠障害呼吸を治療するとともに、ＣＰＡＰ患者の空気流量における心
臓信号を監視して心臓の健康状態を支援し且つ心臓の状態を治療する装置の図である。
【図２】空気流量、ＥＣＧ、及びマスク空気圧力を選択された時間にわたって示すグラフ
である。

【図１】 【図２】
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