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(57)【要約】
　医療ガスを投与および／または除去するためのサージ
カルマスクが、鼻マスクと、鼻マスクを包囲する口マス
クを備えている。鼻マスクは、口マスクに固定されてお
り、口マスクから取外し可能であってもよい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医療ガスを投与および除去するためのサージカルマスクアセンブリであって、
　陰圧源に連結されるよう構成された第１のガスポートを有する外側マスクと、
　前記外側マスクに固定されて包囲されており、陽圧源に連結されるよう構成された第２
のガスポートを有する内側マスクと、
を備える、サージカルマスクアセンブリ。
【請求項２】
　前記外側マスクが、
　リムによって画定された後ろ向き開口を有するチャンバーを画定するシェルと、
　前記リムに固定された可撓性シールと、
を備える、請求項１に記載のサージカルマスクアセンブリ。
【請求項３】
　前記内側マスクが、前記外側マスクのシェルのチャンバー内に位置している、請求項２
に記載のサージカルマスクアセンブリ。
【請求項４】
　前記内側マスクが、（ｉ）リムによって画定された後ろ向き開口を有するチャンバーを
画定するシェルと、（ｉｉ）前記リムに固定された可撓性シールとを備えており、
　前記内側マスクのシェルと可撓性シールの両方が、前記外側マスクのシェルのチャンバ
ー内に位置している、
請求項２に記載のサージカルマスクアセンブリ。
【請求項５】
　前記内側マスクが、（ｉ）リムによって画定された後ろ向き開口を有するチャンバーを
画定するシェルと、（ｉｉ）前記リムに固定された可撓性シールとを備えており、
　前記内側マスクの前記可撓性シールは、前記サージカルマスクアセンブリが患者の顔面
上に定置されると、前記内側マスクのチャンバーを前記外側マスクのチャンバーから遮断
する、
請求項２に記載のサージカルマスクアセンブリ。
【請求項６】
　前記内側マスクが、（ｉ）リムによって画定された後ろ向き開口を有するチャンバーを
画定するシェルと、（ｉｉ）前記リムに固定された可撓性シールとを備えており、
　前記内側マスクのシェルが、前記外側マスクのシェルのチャンバー内に位置している、
請求項２に記載のサージカルマスクアセンブリ。
【請求項７】
　前記内側マスクが、（ｉ）リムによって画定された後ろ向き開口を有するチャンバーを
画定するシェルと、（ｉｉ）前記リムに固定された可撓性シールとを備えており、
　前記外側マスクの前記可撓性シールは、前記サージカルマスクアセンブリが患者の顔面
上に定置されると、患者の鼻と口を包囲し、
　前記内側マスクの前記可撓性シールは、前記サージカルマスクアセンブリが患者の顔面
上に定置されると、患者の鼻を包囲する、
請求項２に記載のサージカルマスクアセンブリ。
【請求項８】
　前記外側マスクは、前記サージカルマスクアセンブリが患者の顔面上に定置されると、
患者の鼻と口を包囲し、
　前記内側マスクは、前記サージカルマスクアセンブリが患者の顔面上に定置されると、
患者の鼻を包囲する、
請求項１に記載のサージカルマスクアセンブリ。
【請求項９】
　前記内側マスクが前記外側マスクから取外し可能である、請求項１に記載のサージカル
マスクアセンブリ。
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【請求項１０】
　前記外側マスクには、孔が画定されており、
　前記内側マスクから外方に中空管が延出しており、
　前記中空管が前記孔に圧入されている、
請求項９に記載のサージカルマスクアセンブリ。
【請求項１１】
　前記内側マスクが、（ｉ）リムによって画定された後ろ向き開口を有するチャンバーを
画定するシェルと、（ｉｉ）前記リムに固定された可撓性シールとを備えており、
　前記中空管が前記内側マスクのチャンバーに通じている、
請求項１０に記載のサージカルマスクアセンブリ。
【請求項１２】
　医療ガスを投与および除去するためのサージカルマスクアセンブリであって、
　（ｉ）リムによって画定された後ろ向き開口を有するチャンバーを画定するシェルと、
（ｉｉ）前記リムに固定され、前記サージカルマスクアセンブリが患者の顔面上に定置さ
れると患者の鼻と口を包囲する可撓性シールと、（ｉｉｉ）ガスポートとを有する口マス
クと、
　（ｉ）リムによって画定された後ろ向き開口を有するチャンバーを画定するシェルと、
（ｉｉ）前記リムに固定され、前記サージカルマスクアセンブリが患者の顔面上に定置さ
れると患者の鼻を包囲する可撓性シールと、（ｉｉｉ）ガスポートとを有する鼻マスクと
、
を備える、サージカルマスクアセンブリ。
【請求項１３】
　前記鼻マスクが、前記口マスクのシェルのチャンバー内に位置している、請求項１２に
記載のサージカルマスクアセンブリ。
【請求項１４】
　前記鼻マスクのシェルと可撓性シールの両方が、前記口マスクのシェルのチャンバー内
に位置している、請求項１２に記載のサージカルマスクアセンブリ。
【請求項１５】
　前記鼻マスクの前記可撓性シールが、前記サージカルマスクアセンブリが患者の顔面上
に定置されると、前記鼻マスクのチャンバーを前記口マスクのチャンバーから遮断する、
請求項１２に記載のサージカルマスクアセンブリ。
【請求項１６】
　前記鼻マスクのシェルが、前記口マスクのシェルのチャンバー内に位置している、請求
項１２に記載のサージカルマスクアセンブリ。
【請求項１７】
　前記鼻マスクが前記口マスクから取外し可能である、請求項１２に記載のサージカルマ
スクアセンブリ。
【請求項１８】
　前記口マスクのシェルには、孔が画定されており、
　前記鼻マスクのシェルから外方に中空管が延出しており、
　前記中空管が、前記鼻マスクのチャンバーに通じており、
　前記中空管が、前記口マスクのシェルに画定された孔に圧入されている、
請求項１７に記載のサージカルマスクアセンブリ。
【請求項１９】
　医療処置の期間中と後に患者に医療ガスを投与する方法であって、
　口マスクを麻酔ガスの源に連結すること、
　前記口マスクを介して患者に麻酔ガスを供給すること、
　前記口マスクを前記麻酔ガスの源から連結解除し、前記口マスクを陰圧源に連結するこ
と、
　前記口マスクに鼻マスクを固定すること、
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　前記鼻マスクを術後回復ガスの源に連結すること、および
　患者に前記鼻マスクを介して術後回復ガスを供給し、患者が吐き出したガスを前記口マ
スクを介して排出すること、
を含む、方法。
【請求項２０】
　前記口マスクを麻酔ガスの源に連結することは、医療処置の期間中、前記口マスクを麻
酔ガスの源に連結することを含んでおり、
　前記口マスクを前記麻酔ガスの源から連結解除することは、前記口マスクを前記麻酔ガ
スの源から連結解除すること、および医療処置の完了時に前記口マスクを前記陰圧源に連
結することを含む、
請求項２０に記載の方法。
【請求項２１】
　前記患者に術後回復ガスを供給することは、
　患者の鼻を通して吸入される酸素を前記鼻マスクに供給すること、および
　患者が吐き出した酸素および他のガスを前記口マスクを介して排出すること、
を含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２２】
　医療ガスを投与および除去するためのサージカルマスクアセンブリであって、
　陰圧源に連結されるよう構成された第１のガスポートを有する外側シェルと、
　前記外側シェルに固定されて包囲されており、陽圧源に連結されるよう構成された第２
のガスポートを有する内側シェルと、
を備える、サージカルマスクアセンブリ。
【請求項２３】
　前記外側シェルが、後ろ向き開口を有するチャンバーを画定しており、
　前記内側シェルが、前記外側シェルのチャンバー内に位置している、
請求項２２に記載のサージカルマスクアセンブリ。
【請求項２４】
　前記外側シェルが、後ろ向き開口を有するチャンバーを画定しており、
　前記内側シェルが、可撓性シールが固定されたリムによって画定された後ろ向き開口を
有するチャンバーを画定しており、
　前記可撓性シールが、前記外側シェルのチャンバー内に位置している、
請求項２２に記載のサージカルマスクアセンブリ。
【請求項２５】
　前記外側シェルが、後ろ向き開口を有するチャンバーを画定しており、
　前記内側シェルが、リムによって画定された後ろ向き開口を有するチャンバーを画定し
ており、
　前記内側シェルのリムが、前記外側シェルのチャンバー内に位置している、
請求項２２に記載のサージカルマスクアセンブリ。
【請求項２６】
　前記外側シェルは、前記サージカルマスクアセンブリが患者の顔面上に定置されると、
患者の鼻と口を包囲し、
　前記内側シェルは、前記サージカルマスクアセンブリが患者の顔面上に定置されると、
患者の鼻を包囲する、
請求項２２に記載のサージカルマスクアセンブリ。
【請求項２７】
　前記内側シェルが、リムによって画定された後ろ向き開口を有するチャンバーを画定し
ており、
　前記内側シェルのリムに可撓性シールが固定されている、
請求項２２に記載のサージカルマスクアセンブリ。
【請求項２８】
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　前記外側シェルが、リムによって画定された後ろ向き開口を有するチャンバーを画定し
ており、
　前記外側シェルのリムに可撓性シールが固定されている、
請求項２７に記載のサージカルマスクアセンブリ。
【請求項２９】
　医療ガスを投与および除去するためのサージカルマスクアセンブリであって、
　（ｉ）リムによって画定された後ろ向き開口を有するチャンバーを画定するシェルと、
（ｉｉ）ガスポートとを有し、前記シェルのリムが、前記サージカルマスクアセンブリが
患者の顔面上に定置されると患者の鼻と口を包囲する口マスクと、
　（ｉ）リムによって画定された後ろ向き開口を有するチャンバーを画定するシェルと、
（ｉｉ）ガスポートとを有し、前記シェルのリムが、前記サージカルマスクアセンブリが
患者の顔面上に定置されると患者の鼻を包囲する鼻マスクと、
を備えるサージカルマスクアセンブリ。
【請求項３０】
　前記鼻マスクが、前記口マスクのシェルのチャンバー内に位置している、請求項２９に
記載のサージカルマスクアセンブリ。
【請求項３１】
　前記鼻マスクのシェルとリムの両方が、前記口マスクのシェルのチャンバー内に位置し
ている、請求項２９に記載のサージカルマスクアセンブリ。
【請求項３２】
　前記鼻マスクのシェルのリムに可撓性シールが固定されており、
　前記鼻マスクのシェルと可撓性シールの両方が、前記口マスクのシェルのチャンバー内
に位置している、
請求項２９に記載のサージカルマスクアセンブリ。
【請求項３３】
　前記鼻マスクのシェルが、前記口マスクのシェルのチャンバー内に位置している、請求
項２９に記載のサージカルマスクアセンブリ。
【請求項３４】
　医療ガスを投与および除去するためのサージカルマスクアセンブリであって、
　（ｉ）リムによって画定された後ろ向き開口を有するチャンバーを画定するシェルと、
（ｉｉ）ガスポートとを有し、前記シェルのリムが、前記サージカルマスクアセンブリが
患者の顔面上に定置されると患者の鼻と口を包囲する口マスクと、
　（ｉ）リムによって画定された後ろ向き開口を有するチャンバーを画定するシェルと、
（ｉｉ）ガスポートとを有する鼻マスクと、
を備え、
　（ａ）前記鼻マスクのシェルのリムは、前記サージカルマスクアセンブリが患者の顔面
上に定置されると患者の鼻を包囲し、（ｂ）前記鼻マスクのシェルの最高端縁が、前記口
マスクのシェルの最高端縁の下方に定置されている、
サージカルマスクアセンブリ。
【請求項３５】
　前記鼻マスクのシェルのリムが、前記口マスクのシェルのチャンバー内における前記口
マスクのシェルのリムと前記口マスクのガスポートとの間の位置に定置されている、請求
項３４に記載のサージカルマスクアセンブリ。
【請求項３６】
　前記鼻マスクが、前記口マスクのシェルのチャンバー内に位置している、請求項３４に
記載のサージカルマスクアセンブリ。
【請求項３７】
　前記鼻マスクのシェルとリムの両方が、前記口マスクのシェルのチャンバー内に位置し
ている、請求項３４に記載のサージカルマスクアセンブリ。
【請求項３８】
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　前記鼻マスクのシェルのリムに可撓性シールが固定されており、
　前記鼻マスクのシェルと可撓性シールの両方が、前記口マスクのシェルのチャンバー内
に位置している、
請求項３４に記載のサージカルマスクアセンブリ。
【請求項３９】
　前記鼻マスクのシェルが、前記口マスクのシェルのチャンバー内に位置している、請求
項３４に記載のサージカルマスクアセンブリ。
【請求項４０】
　医療ガスを投与および除去するためのサージカルマスクアセンブリであって、
　ガスポートを有し、内縁と外縁を有するリムによって画定された後ろ向き開口を有する
チャンバーを画定する外側シェルと、
　ガスポートを有し、内縁と外縁を有するリムによって画定された後ろ向き開口を有する
チャンバーを画定する内側シェルとを備え、
　前記内側シェルのリムの内縁の最高点が、前記外側シェルのリムの内縁の最高点よりも
下方かつ前方に定置されている、
サージカルマスクアセンブリ。
【請求項４１】
　前記内側シェル全体が、前記外側シェルのチャンバー内に位置している、請求項４０に
記載のサージカルマスクアセンブリ。
【請求項４２】
　前記内側シェルのリムに固定された可撓性シールをさらに備え、前記可撓性シールが前
記外側シェルのチャンバー内に位置している、請求項４０に記載のサージカルマスクアセ
ンブリ。
【請求項４３】
　前記外側シェルは、前記サージカルマスクアセンブリが患者の顔面上に定置されると、
患者の鼻と口を包囲し、
　前記内側シェルは、前記サージカルマスクアセンブリが患者の顔面上に定置されると、
患者の鼻を包囲する、
請求項４０に記載のサージカルマスクアセンブリ。
【請求項４４】
　前記内側シェルのリムに固定された可撓性シールと、
　前記外側シェルのリムに固定された可撓性シールと、
をさらに備える、請求項４０に記載のサージカルマスクアセンブリ。
【請求項４５】
　前記内側シェルのガスポートが第１の管を備えており、
　前記外側シェルのガスポートが第２の管を備えており、
　前記第１の管が前記第２の管の中に定置されている、
請求項４０に記載のサージカルマスク。
【請求項４６】
　医療ガスを投与および除去するためのサージカルマスクアセンブリであって、
　前記サージカルマスクアセンブリが患者の顔面上に定置されると患者の鼻と口を包囲す
るよう構成され、（ｉ）内縁と外縁を有するリムによって画定された後ろ向き開口を有す
るチャンバーを画定するシェルと、（ｉｉ）ガスポートとを有する口マスクと、
　前記サージカルマスクアセンブリが患者の顔面上に定置されると患者の鼻を包囲するよ
う構成され、（ｉ）内縁と外縁を有するリムによって画定された後ろ向き開口を有するチ
ャンバーを画定するシェルと、（ｉｉ）ガスポートとを有する鼻マスクとを備え、
　前記鼻マスクのシェルのリムの内縁の最高点が、前記口マスクのシェルのリムの内縁の
最高点よりも下方かつ前方に定置されている、
サージカルマスクアセンブリ。
【請求項４７】
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　前記鼻マスク全体が、前記口マスクのシェルのチャンバー内に位置している、請求項４
６に記載のサージカルマスクアセンブリ。
【請求項４８】
　前記鼻マスクのシェルのリムに固定された可撓性シールをさらに備え、前記可撓性シー
ルが前記口マスクのシェルのチャンバー内に位置している、請求項４６に記載のサージカ
ルマスクアセンブリ。
【請求項４９】
　前記鼻マスクのシェルのリムに固定された可撓性シールと、
　前記口マスクのシェルのリムに固定された可撓性シールと、
をさらに備える、請求項４６に記載のサージカルマスクアセンブリ。
【請求項５０】
　前記鼻マスクのガスポートが第１の管を備えており、
　前記口シェルのガスポートが第２の管を備えており、
　前記第１の管が前記第２の管の中に定置されている、
請求項４６に記載のサージカルマスク。
【請求項５１】
　医療ガスを投与および除去するためのサージカルマスクアセンブリであって、
　ガスポートを有し、リムによって画定されるとともに仮想境界面を画定する後ろ向き開
口を有するチャンバーを画定する外側シェルと、
　ガスポートを有し、リムによって画定されるとともに仮想境界面を画定する後ろ向き開
口を有するチャンバーを画定する内側シェルとを備え、
　前記内側シェルの後ろ向き開口によって画定される仮想境界面が、前記外側シェルの後
ろ向き開口によって画定される仮想境界面に対して間隔を置いて前方に定置されている、
サージカルマスクアセンブリ。
【請求項５２】
　前記内側シェル全体が、前記外側シェルのチャンバー内に位置している、請求項５１に
記載のサージカルマスクアセンブリ。
【請求項５３】
　前記内側シェルのリムに固定された可撓性シールをさらに備え、前記可撓性シールが前
記外側シェルのチャンバー内に位置している、請求項５１に記載のサージカルマスクアセ
ンブリ。
【請求項５４】
　前記外側シェルは、前記サージカルマスクアセンブリが患者の顔面上に定置されると、
患者の鼻と口を包囲し、
　前記内側シェルは、前記サージカルマスクアセンブリが患者の顔面上に定置されると、
患者の鼻を包囲する、
請求項５１に記載のサージカルマスクアセンブリ。
【請求項５５】
　前記内側シェルのリムに固定された可撓性シールと、
　前記外側シェルのリムに固定された可撓性シールと、
をさらに備える、請求項５１に記載のサージカルマスクアセンブリ。
【請求項５６】
　前記内側シェルのガスポートが第１の管を備えており、
　前記外側シェルのガスポートが第２の管を備えており、
　前記第１の管が前記第２の管の中に定置されている、
請求項５１に記載のサージカルマスク。
【請求項５７】
　医療ガスを投与および除去するためのサージカルマスクアセンブリであって、
　前記サージカルマスクアセンブリが患者の顔面上に定置されると患者の鼻と口を包囲す
るよう構成され、（ｉ）リムによって画定されるとともに仮想境界面を画定する後ろ向き
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開口を有するチャンバーを画定するシェルと、（ｉｉ）ガスポートとを有する口マスクと
、
　前記サージカルマスクアセンブリが患者の顔面上に定置されると患者の鼻を包囲するよ
う構成され、（ｉ）リムによって画定されるとともに仮想境界面を画定する後ろ向き開口
を有するチャンバーを画定するシェルと、（ｉｉ）ガスポートとを有する鼻マスクとを備
え、
　前記鼻マスクのシェルの後ろ向き開口によって画定される仮想境界面が、前記口マスク
のシェルの後ろ向き開口によって画定される仮想境界面に対して間隔を置いて前方に定置
されている、
サージカルマスクアセンブリ。
【請求項５８】
　前記鼻マスク全体が、前記口マスクのシェルのチャンバー内に位置している、請求項５
７に記載のサージカルマスクアセンブリ。
【請求項５９】
　前記鼻マスクのシェルのリムに固定された可撓性シールをさらに備え、前記可撓性シー
ルが前記口マスクのシェルのチャンバー内に位置している、請求項５７に記載のサージカ
ルマスクアセンブリ。
【請求項６０】
　前記鼻マスクのシェルのリムに固定された可撓性シールと、
　前記口マスクのシェルのリムに固定された可撓性シールと、
をさらに備える、請求項５７に記載のサージカルマスクアセンブリ。
【請求項６１】
　前記鼻マスクのガスポートが第１の管を備えており、
　前記口シェルのガスポートが第２の管を備えており、
　前記第１の管が前記第２の管の中に定置されている、
請求項５７に記載のサージカルマスク。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示内容は、一般にサージカルマスクに関し、より詳細には麻酔ガスの投与と除去に
使用されるサージカルマスクに関する。
【背景技術】
【０００２】
　麻酔ガスは、外科手術時に患者に対して使用される。患者に麻酔ガスを投与するには、
患者の鼻および／または口にかぶせたマスクを使用する必要がある。ガス投与回路が麻酔
ガスをマスク内に送り込んで、患者が鼻および／または口を通して吸入する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　一態様によれば、口マスクの内部に鼻マスクが包み込まれたサージカルマスクが提供さ
れる。鼻マスクを通して、麻酔ガスや回復ガスなどの医療ガスが患者に投与される。患者
が吐き出したガスは、口マスクによって捕捉され、除去回路に排気される。
【０００４】
　別の態様によれば、医療ガスを投与および除去するためのサージカルマスクアセンブリ
が、陰圧源に連結されるよう構成された第１のガスポートを有する外側マスクと、外側マ
スクに固定されて包囲された内側マスクとを備えている。内側マスクは、陽圧源に連結さ
れるよう構成された第２のガスポートを有している。
【０００５】
　外側マスクは、リムに固定された可撓性シールに加えて、リムによって画定された後ろ
向き開口を有するチャンバーを画定するシェルを備えていてもよい。
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【０００６】
　内側マスクは、外側マスクのシェルのチャンバー内に位置していてもよい。
【０００７】
　内側マスクは、リムに固定された可撓性シールに加えて、リムによって画定された後ろ
向き開口を有するチャンバーを画定するシェルを備えていてもよい。内側マスクのシェル
は、外側マスクのシェルのチャンバー内に位置していてもよい。一部の実施形態では、内
側マスクのシェルと可撓性シールの両方が、外側マスクのシェルのチャンバー内に位置し
ていてもよい。
【０００８】
　内側マスクの可撓性シールは、サージカルマスクアセンブリが患者の顔面上に定置され
ると、内側マスクのチャンバーを外側マスクのチャンバーから遮断する。
【０００９】
　外側マスクの可撓性シールは、サージカルマスクアセンブリが患者の顔面上に定置され
ると、患者の鼻と口を包囲するのに対して、内側マスクの可撓性シールは、サージカルマ
スクアセンブリが患者の顔面上に定置されると、患者の鼻を包囲する。
【００１０】
　内側マスクは、外側マスクから取外し可能であってもよい。そのような実施形態におい
て、外側マスクに孔が画定されているとともに、内側マスクから外方に中空管が延出して
いてもよい。中空管は孔に圧入されていてもよい。中空管は、内側マスクのチャンバーに
通じていてもよい。
【００１１】
　別の態様によれば、医療ガスを投与および除去するためのサージカルマスクアセンブリ
が、口マスクと鼻マスクを備えている。口マスクは、リムによって画定された後ろ向き開
口を有するチャンバーを画定するシェルと、リムに固定された可撓性シールと、ガスポー
トを有する。口マスクの可撓性シールは、サージカルマスクアセンブリが患者の顔面上に
定置されると、患者の鼻と口を包囲する。鼻マスクは、リムによって画定された後ろ向き
開口を有するチャンバーを画定するシェルと、リムに固定された可撓性シールと、ガスポ
ートを備えている。鼻マスクの可撓性シールは、サージカルマスクアセンブリが患者の顔
面上に定置されると、患者の鼻を包囲する。
【００１２】
　鼻マスクは、口マスクのシェルのチャンバー内に位置していてもよい。
【００１３】
　鼻マスクのシェルは、口マスクのシェルのチャンバー内に位置していてもよい。一部の
実施形態では、鼻マスクのシェルと可撓性シールの両方が、口マスクのシェルのチャンバ
ー内に位置している。
【００１４】
　鼻マスクの可撓性シールは、サージカルマスクアセンブリが患者の顔面上に定置される
と、鼻マスクのチャンバーを口マスクのチャンバーから遮断する。
【００１５】
　鼻マスクは、口マスクから取外し可能であってもよい。そのような実施形態において、
口マスクのシェルに孔が画定されているとともに、鼻マスクのシェルから外方に中空管が
延出していてもよい。中空管は、鼻マスクのチャンバーに通じていてもよい。中空管は、
口マスクのシェルに画定された孔に圧入されていてもよい。
【００１６】
　別の態様によれば、医療処置の間および後に患者に医療ガスを投与する方法が、最初に
口マスクを麻酔ガスの源に連結することと、口マスクを介して患者に麻酔ガスを供給する
ことを含む。その後、口マスクが、麻酔ガスの源から連結解除され、陰圧源に連結されて
もよい。その後、鼻マスクが口マスクに固定されてもよい。鼻マスクは、術後回復ガスの
源に連結される。術後ガスは、鼻マスクを介して患者に供給され、患者が吐き出したガス
は、口マスクを介して排出される。
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【００１７】
　口マスクは、医療処置の間中、麻酔ガスの源に固定されており、医療処置の完了時に麻
酔ガスの源から連結解除されてもよい。口マスクは、医療処置の完了時に陰圧源に連結さ
れる。
【００１８】
　術後回復ガスが酸素であって、そのような酸素が、患者の鼻を通して吸入されるように
鼻マスクに供給されてもよい。患者が吐き出したガスは、口マスクを介して排出される。
【００１９】
＝＝関連出願の相互参照＝＝
　本出願は、２００８年１１月１９日出願の米国特許出願第１２／２７３，７４８号、２
００９年８月１２日出願の米国特許出願第１２／５４０，０８５号および２００９年８月
１２日出願の米国特許出願第１２／５４０，０８２号の優先権と利益を主張し、当該出願
の開示内容は参照により本明細書に組み込まれる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】サージカルマスクの一実施形態の斜視図である。
【図２】図１のサージカルマスクの後面図である。
【図３】図１のサージカルマスクの断面図である。
【図４】サージカルマスクの別の実施形態の断面図である。
【図５】図４のサージカルマスクの別の断面図である。
【図６】サージカルマスクの別の実施形態の斜視図である。
【図７】図６のサージカルマスクの後面図である。
【図８】図６のサージカルマスクの断面図である。
【図９】サージカルマスクの別の実施形態の断面図である。
【図１０】図９のサージカルマスクをガス投与回路と除去回路に連結するために使用され
得る二重管腔式管の断面図である。
【図１１】サージカルマスクの別の実施形態の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本開示内容の概念には、様々な変更と代替形態の可能性があるが、本開示内容の具体的
な例示の実施形態が例として図面に示されており、本明細書において詳細に説明されるで
あろう。しかしながら、本開示内容の概念を開示された特定の形態に限定する意図はなく
、それどころか意図するのは、添付の特許請求の範囲によって規定される本発明の精神お
よび範囲内に含まれるあらゆる変更、等価物および代案を包含することであることが理解
されるべきである。
【００２２】
　図１から図３を参照すると、麻酔および除去兼用サージカルマスクアセンブリ１０（以
下、単に「サージカルマスク１０」）の例示の実施形態が示されている。ここにより詳細
に述べるように、サージカルマスク１０は、患者に吸入される麻酔ガスまたは他の医療ガ
スを送達するために使用することができる。サージカルマスク１０は、患者が排出したガ
スを除去する働きも行う。
【００２３】
　ここに述べる例示の実施形態では、サージカルマスク１０は、鼻マスク１４が包み込ま
れた口マスク１２を備えている。口マスク１２は、硬質または半硬質プラスチック製のシ
ェル１６を備えている。図３において最もよくわかるように、シェル１６は、リム１８に
よって後ろ向き開口が画定された中空のチャンバー３６を画定している。図２においてわ
かるように、シェル１６の後ろ向き開口は、マスクの後方から見て概ね西洋ナシの形をし
ている。シェル１６のリム１８には、枕タイプのシール２０が固定されている。他のタイ
プのシールも使用することができるが、ここに述べる例示の実施形態では、シール２０は
、柔らかく、可撓性で、空気で膨らませた袋として具体化されている。シール２０は、医
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師がサージカルマスク１０を患者の鼻と口にかぶせると、患者の顔の輪郭と合致するよう
に変形する。サージカルマスク１０が患者の顔面上に定置されると、シール２０は、口マ
スク１２と患者の顔との間に封止状態を作るようにして患者の鼻と口の周りの領域を包囲
する。このようにして、患者の鼻と口がチャンバー３６内に封入される。
【００２４】
　口マスク１２のシェル１６には、ガスポート２２が画定されている。ガスポート２２は
、口用のチャンバー３６から外方に延出する中空管２４を備えている。中空管２４は、口
用のチャンバー３６に通ずる近位端を有している。中空管２４の螺刻された遠位端２８は
、除去回路７２（図３参照）のホースまたは他のタイプの流体管路に連結（例えば、螺着
）することができる。そういうものとして、口マスク１２のチャンバー３６は、除去回路
７２によって生成された流体陰圧にさらすことができる。換言すれば、中空管２４の螺刻
された遠位端２８が除去回路７２に連結されると、除去回路７２と関連する（図示しない
）真空ポンプを、患者が口マスク１２に吐き出したガスを排出するために使用することが
できる。ここには、中空管２４の遠位端２８が螺刻されているものとして描写されている
が、口マスク１２を除去回路に連結させるために他の構成が使用され得ることを理解され
たい。
【００２５】
　口マスク１２は、シェル１６を貫通する複数の孔３０も備えている。孔３０は、除去回
路７２からの流体陰圧にさらされる際に、口マスク１２のチャンバー３６を少し通気する
ことを考慮したものである。これにより、除去回路７２によって生成された吸引のせいで
口マスク１２が不快にも患者の顔面上で動かなくなることが防止される。口マスク１２の
チャンバー３６内の陰圧は、吐出ガスが孔３０を通じて漏れないようにする。
【００２６】
　口マスク１６のシェル１６には、ポート２２のどちらかの側に、１対のストラップマウ
ント３２の一方が形成されている。ストラップマウント３２には、弾性ストラップ３４が
固定されており、サージカルマスク１０を患者の頭に固定するために使用することができ
る。
【００２７】
　図３の断面図において最もよく示すように、口マスク１２は鼻マスク１４を包囲してい
る。より具体的には、チャンバー３６が鼻マスク１４を包囲するように、鼻マスク１４が
チャンバー３６内に位置している。サージカルマスク１０が患者の顔面にかぶせられると
、シール２０が、鼻マスク１４をチャンバー３６内に封入する働きも行う。
【００２８】
　口マスク１２と同様に、鼻マスク１４も、硬質または半硬質プラスチック製のシェル５
０を備えている。図３において最もよくわかるように、シェル５０は、リム５２によって
後ろ向き開口が画定された中空のチャンバー５４を画定している。図２においてわかるよ
うに、シェル５０の後ろ向き開口は、マスクの後方から見て概ね西洋ナシの形をしている
。シェル５０のリム５２には、可撓性シール５６が固定されている。他のタイプのシール
も使用することができるが、ここに述べる例示の実施形態では、シール５６は、柔らかく
、可撓性の封止リングとして具体化されている。シール５６は、医師がサージカルマスク
１０を患者の鼻と口にかぶせると、患者の鼻の輪郭および鼻の周辺の顔領域と合致する。
【００２９】
　鼻マスク１４のシェル５０には、ガスポート６０が画定されている。ここに述べる例示
の実施形態では、ガスポート６０が１つだけ示されているが、いかなる数のガスポートで
も使用され得ることを理解されたい。また、ガスポート６０（または複数のポート）は、
所与の構成の必要性に合わせるようにシェル５０の様々な場所に配置することができる。
ガスポート６０は、鼻用のチャンバー５４から外方に延出する中空管６２を備えている。
中空管６２は、鼻用のチャンバー５４に通ずる近位端６４を有している。中空管６２の遠
位端６６は、医療ガス投与回路７０（図３参照）のホース６８または他のタイプの流体管
路に連結することができる。そういうものとして、鼻マスク１４のチャンバー５４は、ガ
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ス投与回路７２によって供給された医療ガス（例えば、麻酔ガスまたは酸素）にさらされ
ることができる。換言すれば、中空管６２の遠位端６６がガス投与回路７０に連結される
と、ガス投与回路７０と関連する供給ポンプ（図示しない）または加圧タンク（図示しな
い）を、陽圧下で、その後医療ガスが患者の鼻を通して患者によって吸入される鼻マスク
１４のチャンバー５４に対してそのようなガスを供給するために使用することができる。
ここには、中空管６２の遠位端６６がガス投与回路７０のホースに滑り嵌めされているも
のとして描写されているが、鼻マスク１４をガス投与回路に連結させるために他の構成が
使用され得ることを理解されたい。
【００３０】
　鼻マスク１４の可撓性シール５６は、鼻マスクのチャンバー５４を口マスク１２のチャ
ンバー３６から密封する。特に、サージカルマスク１０が患者の顔にかぶせられると、可
撓性シール５６は、患者の鼻と鼻の周辺の顔領域を封止し、それによって鼻マスクのチャ
ンバー５４を口マスク１２のチャンバー３６から流体隔離する。それにより、ガス投与回
路７２によって供給された医療ガス（例えば、麻酔ガスまたは回復酸素）が、除去回路７
２によって口マスク１２を通して排出されることなく患者によって吸入されるように、鼻
マスク１４のチャンバー５４内に溜まることができる。
【００３１】
　図２および図３に示すように、患者の鼻梁に当たるシール５６の部分の近くの可撓性シ
ール５６の後縁に、１対の湾曲した窪み５８が形成されている。湾曲した窪み５８は、鼻
マスク１４のチャンバー５４と口マスク１２のチャンバー３６との間の少量の選択的流体
連通に備えたものである。具体的には、患者が鼻孔から出す息が荒い場合、鼻マスクが、
患者の鼻梁から離れる方向に穏やかに押し動かされる。これにより、患者の鼻孔を通して
出る排出ガスを、鼻マスク１４のチャンバー５４から、湾曲した窪み５８と患者の鼻との
間のすきまによって形成された開口を通して口マスク１２のチャンバー３６内へ通すこと
が可能になる。
【００３２】
　使用時、サージカルマスク１０は、患者に麻酔ガスなどの医療ガスを投与するために患
者の鼻と口の上方に定置することができる。ストラップ３４は、マスク１０を患者の頭に
固定する。マスクのガスポート６０の中空管６２は、ガス投与回路７０のホース６８に連
結される。ガスポート２２の中空管２４は、除去回路７２のホースに連結される。
【００３３】
　一旦そのようにして連結され、患者にストラップで留め付けられると、ガス投与回路７
０からの麻酔ガスが、マスクのガスポート６０を経由して鼻マスク１４のチャンバー５４
に流入可能になる。患者は、チャンバー５４に溜まる麻酔ガスを鼻を通して吸入する。一
方、除去回路７２は、口マスク１２のチャンバー３６に陰圧を発生させる。この陰圧によ
り、患者の口から吐き出されたガスが、サージカルマスク１０から、ガスが処理および処
分される除去回路内へ引き出される。
【００３４】
　口マスク１２のシェルに形成された孔３０は、陰圧によって生成された吸引のせいで口
マスク１２が患者の顔面上で動かなくなることを防止する。また、患者が鼻孔から出す息
が荒い限りにおいて、鼻マスク１４の湾曲した窪み５８は、患者の鼻孔からの排出ガスを
鼻用のチャンバー５４から患者の口からの吐出ガスとともに除去される口用のチャンバー
３６内へ通す流体経路を提供する。
【００３５】
　術後回復の間、ガス投与回路７０（または他のガス源）は、酸素などの回復ガスをマス
クのガスポート６０の中空管６２を経由して患者に供給するように作動させることができ
る。そのような術後回復の間、患者は、外科手術の間に患者に投与された麻酔ガスを抜き
続けるであろう。そういうものとして、除去回路７２は、口マスク１２のチャンバー内３
６に陰圧を作り続け、それによって、患者の口からの吐出ガスが術後回復の間サージカル
マスク１０から引き出されるようにする。
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【００３６】
　ここで図４および図５を参照すると、サージカルマスクの異なる実施形態が示されてい
る（以下、サージカルマスク１１０として参照される）。図４および図５に示す実施形態
の一部の特徴は、図１から図３の実施形態に関連して上述した特徴と実質的に同様である
。そのような特徴は、図４および図５では、図１から図３において使用された参照番号と
同じ参照番号で表示されている。
【００３７】
　サージカルマスク１１０の場合は、鼻マスク１１４が口マスク１１２から取外し可能で
ある。そのような構成において、鼻マスク１１４が取り付けられていないときに、口マス
ク１１２を従来の麻酔マスクとして使用することができる。すなわち、ガス投与回路７０
は、口マスク１１２の螺刻された遠位端２８を介してサージカルマスク１１０に連結する
ことができる。このようにして、麻酔ガスが鼻および／または口を通して患者に吸入され
る口マスク１１２のチャンバー３６内に、麻酔ガスを送達することができる。
【００３８】
　口マスク１１２のプラスチック製シェル１６には、孔１３０が形成されている。孔１３
０をふた１３２が密封しており、それによってチャンバー３６内のガスが孔１３０を通し
て漏れることを防止している。ふた１３２は、破いたり、引き裂いたり、口マスク１１２
から引き剥がしたりすることが可能なホイルまたはプラスチックからなることができる。
他の実施形態において、ふた１３２がゴムまたは他の適切な材料から形成され得ることを
理解されたい。
【００３９】
　鼻マスク１１４の鼻用のチャンバー５４から外方には、テーパー状の中空管１６２が延
出している。中空管１６２は、鼻用のチャンバー５４に通ずる近位端６４を有している。
中空管１６２の遠位端６６は、医療ガス投与回路７０（図３参照）のホース６８または他
のタイプの流体管路に連結することができる。テーパー状中空管１６２の外径は、その遠
位端６６から近位端６４に向かう方向に増大している。そのような構成により、テーパー
状中空管１６２が口マスク１１２のプラスチック製シェル１６に形成された孔１３０に圧
入（すなわち、摩擦嵌め）されることが可能になり（図５参照）、それによって鼻マスク
１１４が口マスク１１２に固定される。
【００４０】
　鼻マスク１１４のシェル５０の外面から外方には、複数のスナップピン１３４が延出し
ている。口マスク１１２のシェル１６の内面は、対応する数の留め具またはクリップ１３
６を有している。口マスク１１２のクリップ１３６は、鼻マスク１１４のスナップピン１
３４を受け入れ、それによって、図５に示すように鼻マスク１１４を口マスク１１２に固
定する。他の実施形態において、鼻マスク１１４を口マスク１１２に固定するために他の
留め具、継手などが使用され得ることを理解されたい。
【００４１】
　使用時、口マスク１１２は、外科手術の間に鼻マスク１１４なしで従来の麻酔マスクと
して使用することができる。そのような構成では、麻酔ガスが鼻と口を通して患者に吸引
される口マスク１１２のチャンバー３６内に麻酔ガスが流入し得るように、ガスポート２
２の中空管２４が、麻酔ガスの源（例えば、ガス投与回路７０）に連結される。その場合
、手術の完了時に、口マスク１１２は、サージカルマスク１０に関連して上述した方法と
同様の方法で術後回復に使用するための除去マスクに転用することができる。特に、術後
回復時に、口マスク１１２は、ガス投与回路７０（または他の麻酔ガス源）から接続解除
され、中空管２４の螺刻された遠位端２８を除去回路に連結させることによって除去回路
７２に接続され得る。
【００４２】
　口マスク１１２のそのような転用の間、鼻マスク１１４は、患者に回復ガス（例えば、
酸素）を供給するために取り付けることができる。特に、鼻マスク１１４は、そのテーパ
ー状中空管１６２の遠位端６６が口マスク１１２のプラスチック製シェル１６に形成され
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た孔１３０に位置合わせされるように、口マスク１１２のチャンバー３６内に前進させる
ことができる。中空管１６２の遠位端６６は、その後、ふた１３２と接触するよう推し進
められ、それによってふた１３２に穴を開ける。中空管１６２は、その後、口マスク１１
２のプラスチック製シェル１６に形成された孔１３０に圧入（すなわち、摩擦嵌め）され
る（図５参照）。鼻マスク１１４のそのような前進の間に、口マスク１１２のクリップ１
３６が、鼻マスク１１４のスナップピン１３４を受け入れる。テーパー状中空管１６２の
圧入接続とスナップピン１３４との組合せにより、鼻マスク１１４が口マスク１１２に固
定される。
【００４３】
　一旦鼻マスク１１４が口マスク１１２に固定されると、テーパー状中空管１６２を介し
てガス投与回路７０に接続される。それにより、その後、サージカルマスク１１０は図１
から図３のサージカルマスク１０と同様に機能する。特に、術後回復の間、ガス投与回路
７０（または他のガス源）は、酸素などの回復ガスをマスクのガスポート６０の中空管１
６２を経由して患者に供給するように作動させることができる。そのような術後回復の間
、患者は、外科手術の間に患者に投与された麻酔ガスを抜き続けるであろう。そういうも
のとして、除去回路７２は、口マスク１１２のチャンバー内３６に陰圧を作り続け、それ
によって、患者の口からの吐出ガスが術後回復の間サージカルマスク１１０から引き出さ
れるようにする。
【００４４】
　ここで図６から図８を参照すると、サージカルマスクの異なる実施形態が示されている
（以下、サージカルマスク２１０として参照される）。図６から図８に示す実施形態の一
部の特徴は、図１から図５の実施形態に関連して上述した特徴と実質的に同様である。そ
のような特徴は、図６から図８では、図１から図５において使用された参照番号と同じ参
照番号で表示されている。
【００４５】
　サージカルマスク２１０は、口マスク１２の構成を除いて図１から図３のサージカルマ
スク１０と同様である。特に、サージカルマスク２１０が患者の顔面上に定置されると、
口マスク１２のシェル１６が患者の顎を越える。ここに述べる例示の実施形態では、サー
ジカルマスク２１０の口マスク１２のリム１８にシールが固定されていない。しかしなが
ら、図１から図５の実施形態と同様に、ここに述べるサージカルマスクの所与の構成の口
マスクがそのようなシールを備えていても、シールなしに構成されていてもよい。サージ
カルマスク１０、１１０、２１０が口マスクにそのようなシールを備えていないときは、
除去回路７２の真空ポンプによって生成された口マスク１２のチャンバー３６内の陰圧に
よって、患者による吐出ガスが口マスクのリムの周辺に漏れることを防止する。
【００４６】
　図１から図５のサージカルマスク１０、１１０と同様に、サージカルマスク２１０の鼻
マスク１４は、口マスク１２によって包囲されている。より具体的には、チャンバー３６
が鼻マスク１４を包囲するように、鼻マスク１４は、その後ろ向き開口も含め、口マスク
１２のチャンバー３６内に位置している。そういうものとして、鼻マスク１４の後ろ向き
開口を画定するリム５２は、口マスクの後ろ向き開口を画定するリム１８より下方かつ前
方に定置されている。このことは、サージカルマスク２１０に関しては、図７および図８
に（ならびにサージカルマスク１０、１１０に関してはそれぞれ図３と図５に）最も簡単
に示されている。具体的に、解剖学的に（患者の顔面上での使用に関して）考察して述べ
ると、鼻マスク１４のシェル５０のリム５２は内縁８０と外縁８２を有しており、口マス
ク１２のシェル１６のリム１８は内縁８４と外縁８６を有している。鼻マスク１４のリム
５２の内縁８０の最高点８８は、口マスク１２のリム１８の内縁８４の最高点９０に対し
て低く、前方に定置されている。そのような構成は、鼻から排出されたガスがサージカル
マスク１０、１１０、２１０から漏れる事態の発生を、完全ではないにせよ、実質的にな
くす。このことは、例えば、鼻マスクの上縁と口マスクが共通の壁に形成される構成とは
対照的である。そのような構成では、鼻梁の周辺に漏れる排出ガスがサージカルマスクか
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ら漏出して、周囲の大気中に放出される。
【００４７】
　そのような特徴を表すもう１つの方法は、鼻マスク１４と口マスク１２の後ろ向き開口
によって形成される仮想境界面に関している。特に、口マスクのシェル１６のリム１８に
よって画定される後ろ向き開口は仮想境界面９２（図３、図５および図８の断面図に直線
として表される）を画定する。同様に、鼻マスクのシェル５０のリム５２によって画定さ
れる後ろ向き開口は仮想境界面９４（図３、図５および図８の断面図に直線として表され
る）を画定する。図３、図５および図８においてわかるように、鼻マスクの後ろ向き開口
によって画定される境界面９４は、全体が口マスク１２の３６のチャンバー内に定置され
ている。換言すれば、鼻マスクの後ろ向き開口によって画定される境界面９４は、口マス
クの後ろ向き開口によって画定される境界面９２に対して間隔を置いて前方に定置されて
いる。
【００４８】
　使用時、サージカルマスク２１０はサージカルマスク１０、１１０と同様に機能する。
すなわち、サージカルマスク２１０は、患者に麻酔ガスなどの医療ガスを投与するために
患者の鼻と口の上方に定置される。ストラップ３４は、マスク２１０を患者の頭に固定す
る。マスクのガスポート６０の中空管６２は、ガス投与回路７０のホース６８に連結され
る。ガスポート２２の中空管２４は、除去回路７２のホースに連結される。
【００４９】
　一旦そのようにして連結され、患者にストラップで留め付けられると、ガス投与回路７
０からの麻酔ガスが、マスクのガスポート６０を経由して鼻マスク１４のチャンバー５４
に流入可能になる。患者は、チャンバー５４に溜まる麻酔ガスを鼻を通して吸入する。一
方、除去回路７２は、口マスク１２のチャンバー３６に陰圧を発生させる。この陰圧によ
り、患者の口から吐き出されたガスが、サージカルマスク２１０から、ガスが処理および
処分される除去回路内へ引き出される。
【００５０】
　術後回復の間、ガス投与回路７０（または他のガス源）は、酸素などの回復ガスをマス
クのガスポート６０の中空管６２を経由して患者に供給するように作動させることができ
る。そのような術後回復の間、患者は、外科手術の間に患者に投与された麻酔ガスを抜き
続けるであろう。そういうものとして、除去回路７２は、口マスク１２のチャンバー内３
６に陰圧を作り続け、それによって、患者の口からの吐出ガスが術後回復の間サージカル
マスク２１０から引き出されるようにする。
【００５１】
　ここで図９および図１０を参照すると、サージカルマスクの異なる実施形態が示されて
いる（以下、サージカルマスク３１０として参照される）。図９および図１０に示す実施
形態の一部の特徴は、図１から図８の実施形態に関連して上述した特徴と実質的に同様で
ある。そのような特徴は、図９および図１０では、図１から図８において使用された参照
番号と同じ参照番号で表示されている。
【００５２】
　サージカルマスク３１０は、鼻マスク１４とガスポート（ならびに関連する管類）の構
成を除いて図６から図８のサージカルマスク２１０と同様である。特に、ここに述べる例
示の実施形態では、サージカルマスク３１０の鼻マスク１４のリム５２にシールが固定さ
れていない。しかしながら、図１から図８の実施形態と同様に、ここに述べるサージカル
マスクの所与の構成の口マスクがシールを備えていても、シールなしに構成されていても
よい。サージカルマスク１０、１１０、２１０、３１０が鼻マスクにそのようなシールを
備えていないときは、鼻マスク１４に送達された麻酔ガスおよび／または回復ガスは、大
部分が患者に吸入され、少量だけ、除去回路７２の真空ポンプによって生成された口マス
ク１２のチャンバー３６内の陰圧によってそのようなガスが除去される鼻マスクのリムの
周辺に漏れる。換言すれば、サージカルマスク３１０の鼻マスク１４は、封止されていな
くても、麻酔ガスおよび／または回復ガスの一部が直接除去回路７２に吸引されるにもか



(16) JP 2012-509148 A 2012.4.19

10

20

30

40

50

かわらず所望の効果を上げるのに十分な局所濃度の麻酔ガスおよび／または回復ガスを作
り出すために使用される。
【００５３】
　サージカルマスク３１０の口マスク１２のガスポート２２と鼻マスク１４のガスポート
６０は、二重管腔式の管構成の使用に対応するように図１から図８の構成に対して変更さ
れている。特に、サージカルマスク３１０をガス投与回路７０と除去回路７２に接続する
管は、二重管腔式の管として具体化されている。そういうものとして、ガス投与回路７０
に連結されたガス管６８は、除去回路７２に連結されたガス管１６８を貫いて、その内部
に定置されている。図１０においてわかるように、二重管腔式管の外側ガス管１６８と内
側ガス管６８との間には、その構造を維持するために複数の側壁１７０が延びている。二
重管腔式管を使用することにより、管が１本だけサージカルマスクに連結されるようにな
り、それによって管の使用が容易になる。そのような二重管腔式管の使用を容易にするた
めに、鼻マスクのガスポート６０の中空管６２が、口マスクのガスポート２２の中空管２
４の内腔に定置されている。
【００５４】
　ここで図１１を参照すると、サージカルマスクの異なる実施形態が示されている（以下
、サージカルマスク４１０として参照される）。図１１に示す実施形態の一部の特徴は、
図１から図１０の実施形態に関連して上述した特徴と実質的に同様である。そのような特
徴は、図１１では、図１から図１０において使用された参照番号と同じ参照番号で表示さ
れている。
【００５５】
　サージカルマスク４１０は、内側マスク１４の構成を除いて図９および図１０のサージ
カルマスク３１０と同様である。特に、ここに述べる例示の実施形態では、サージカルマ
スク４１０の内側マスク１４が、患者の鼻の代わりに患者の口に麻酔ガスおよび／または
回復ガスを送達するように定置されている。患者が排出したガスは、サージカルマスク１
０、１１０、２１０、３１０に関連して本明細書に述べた方法で外側マスク１２によって
捕捉および除去される。サージカルマスク４１０は、鼻が「詰まっている」か、さもなけ
ればガスの吸入用には使用不可能になる鼻関連の外科手術での特別な使用法を見出してい
る。
【００５６】
　サージカルマスク１０、１１０、２１０、３１０、４１０のいずれかのさらなる変更に
は、ウィルスフィルタの使用が含まれる。すなわち、サージカルマスク１０、１１０、２
１０、３１０、４１０は、サージカルマスクからのウイルスまたは他の生物有機体／生物
的汚染物質の広がりを防止するために１つ以上のウィルスフィルタを備えるように具体化
することができる。例えば、そのようなフィルタは、サージカルマスクをガス投与回路７
０および除去回路７２に接続する管への、ウイルスまたは他の生物有機体／生物的汚染物
質の広がりを防止するようにサージカルマスクのガスポートの直近に配置することができ
、それによってそのような管が再利用されるようになる。二重管腔式管の場合には、１つ
のウィルスフィルタを両方の配管を濾過するように使用することができる。
【００５７】
　サージカルマスクの構成にそのようなフィルタを取り入れる代わりに、フィルタ「カー
トリッジ」や類似の構造を、サージカルマスクのガスポートと、サージカルマスクをガス
投与回路７０および除去回路７２に接続する管との間に取り付けることができる。そのよ
うな場合には、サージカルマスクとカートリッジは、ガス投与回路７０および除去回路７
２に接続する再利用可能な管と共に使用する毎に、処分することができる。
【００５８】
　本開示内容が図面および上記の記述において詳細に示され、述べられたが、そのような
図示および記述は例示であって特性において限定するものではないとみなされるべきであ
り、例示の実施形態のみが示され、述べられており、本開示内容の精神に含まれるあらゆ
る変化および変更が保護されるよう望まれていることが理解されるべきである。
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【００５９】
　本開示内容の複数の利点が、本明細書に述べた方法、装置およびシステムの様々な特徴
から生ずる。本開示内容の方法、装置およびシステムの代替形態が、述べた特徴のすべて
を含むわけではないが、それでもなおそのような特徴の利点の少なくとも一部から利益を
受けることにも留意されたい。当業者は、本発明の特徴の１つ以上を含んで、添付の特許
請求の範囲によって定義される本開示内容の精神と範囲に含まれる方法、装置およびシス
テムの彼ら自身の実現例を容易に案出することができる。

【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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【図１１】
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