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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
呼吸ガス源、
熱を、該源からの呼吸ガス流と交換するように構成された熱交換器、
微細氷粒を呼吸ガス流中に導入するように構成された氷粒生成装置、および
微細氷粒を含む呼吸ガス流を患者に供給するように構成された呼吸インターフェイス
を備えることを特徴とする治療的低体温誘導装置。
【請求項２】
前記呼吸ガス源は、機械式呼吸装置を含むことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
前記呼吸ガス源は、環境空気を前記装置へ供給するように構成された機械式呼吸装置を含
むことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項４】
前記呼吸ガス源は、圧縮呼吸ガスの供給源を含むことを特徴とする請求項１に記載の装置
。
【請求項５】
前記圧縮呼吸ガスは、酸素およびヘリウムを含有する混合物を含むことを特徴とする請求
項４に記載の装置。
【請求項６】
前記圧縮呼吸ガスは、酸素および六フッ化硫黄を含有する混合物を含むことを特徴とする
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請求項４に記載の装置。
【請求項７】
前記氷粒生成装置は、水源と、水の微細液滴を呼吸ガス流中に導入するための噴霧装置と
を含むことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項８】
前記氷粒生成装置は、食塩水源と、食塩水の微細液滴を呼吸ガス流中に導入するための噴
霧装置とを含むことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項９】
前記噴霧装置は、超音波噴霧装置であることを特徴とする請求項７に記載の装置。
【請求項１０】
前記氷粒生成装置は、水を、噴霧前に冷却するための冷却装置を含むことを特徴とする請
求項７に記載の装置。
【請求項１１】
前記熱交換器は、前記源からの呼吸ガス流を、選択的に冷却または加熱するように構成さ
れたことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項１２】
患者の体温を測定するための温度センサーを含むことを特徴とする請求項１に記載の装置
。
【請求項１３】
患者の測定された体温に基づいて、前記装置の運転を制御するためのフィードバック制御
装置を含むことを特徴とする請求項１２に記載の装置。

【発明の詳細な説明】
【関連出願の説明】
【０００１】
　本出願は、２００４年１月２２日出願の米国仮特許出願第６０／５３８，７８９号の利
益を主張するものである。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、一般に、患者の体温を選択的に修正および調節するための装置および方法に
関する。より詳しくは、本発明は、患者の肺との熱交換によって、患者の体温を上昇およ
び低下させるための呼吸器装置、および方法に関する。本呼吸器装置は、患者に、熱容量
を高めるための氷粒または凍結ミストを運ぶ呼吸ガスを呼吸させることによって、治療上
の低体温を迅速に誘導する。本呼吸ガスは、空気、または特定のガス混合物であってもよ
い。このガス混合物は、酸素（約２０％以上の濃度）、およびより効果的な熱交換のため
の高い熱容量（Ｃｐ）を有するガス（ヘリウム、または六フッ化硫黄など）を含む。
【背景技術】
【０００３】
　本発明の呼吸器装置は、低体温または高体温の患者を治療するために、および種々の状
態（急性心筋梗塞および突発性脳卒中を含む）を治療するために治療上の低体温を誘導す
るために有用である。
【０００４】
　ヒトは、熱帯性動物であると考えられる。ヒト動物の正常な機能は、体温約３７℃（９
８．６゜Ｆ）を必要とする。身体は、温度の小さな上下変動に対しては、組込まれた温度
調節系（皮膚内の温度センサーによって制御される）を活性化することにより自己補償す
ることができる。体温の上変動に対する応答は、発汗の開始である。これにより、水分が
、体組織から体表面へ移動する。水分が表面に達すると、それは、蒸発し、多量の熱を運
び出す。ヒトが高温環境にある期間に亘り暴露された際に喉が渇くことに対する説明は、
発汗によって失われた流体を補充しなければならないことである。体温の下変動に対する
応答は、震えである。これは、熱を発生させるための身体の試行である。震えは、大規模
に生じる筋肉組織の自発的でない伸縮である。この筋肉活動は、摩擦によって熱を生じる
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。
【０００５】
　低体温は、３５℃未満の核心温度として定義される。低体温はまた、身体が機能を効果
的に維持するのに十分な熱を発生することができない場合の正常より低い温度の臨床状態
と考えられる。多くの変数が、低体温の発現に寄与する。年齢、健康、栄養、身体サイズ
、疲労、曝露、曝露時間、風、温度、湿度、投薬、および麻酔物は、熱の生成を減少させ
るか、熱損失を増大させるか、または熱安定性を損なわせる場合がある。伝熱、対流、放
射、蒸発、および呼吸による熱損失に対する健康な個体の補償応答は、曝露によって打ち
消される場合がある。投薬は、温度調節を損なう場合がある。急性または慢性の中枢神経
系プロセスは、温度調節の効果を減少する場合がある。
【０００６】
　軽度の低体温は、核心温度が３４～３５℃である場合である。患者は、依然として、警
戒状態にあり、かつ自助可能であり、さらに激しい震えが始まる。患者の動作は、しかし
、ややぎこちなくなり、寒さは、いくらかの痛みおよび不快感をもたらす。
【０００７】
　中度の低体温は、患者の核心温度が３１～３３℃である場合である。震えは、緩まるか
、または停止し、筋肉は硬化し始め、さらに精神錯乱および無気力が始まる。言語は、ゆ
っくりとなり、あいまいとなり、かつろれつが回らなくなり、呼吸は、ゆっくりとなり、
かつ浅くなり、場合によっては眠気および奇態が生じる。
【０００８】
　重度の低体温は、核心温度が３１℃未満に低下した場合である。皮膚は冷え、場合によ
っては色が青みを帯びた灰色であり、眼は、見開かれる。患者は、非常に衰弱し、顕著な
ぎこちなさを見せ、言語があいまいになり、消耗して見え、場合によっては酔って見え、
問題があることを認めず、場合によっては助けを拒絶する。意識を除々に失う。明らかな
呼吸が、殆どまたは全くない場合がある。患者は、顕著に硬直し、意識不明となり、場合
によっては死んだように見える。
【０００９】
　低体温を治療するための簡単な方法は、非常に早い時期から知られている。これらの方
法には、患者を毛布に包む方法、暖かい流体を経口投与する方法、および患者を温水浴中
に浸す方法が含まれる。これらの簡単な方法でさえ、低体温が非常に重度でない場合には
、効果的であることがある。しかし、これらの簡単な方法では効果が限定される。患者を
毛布に包む方法は、結局は、患者自身の熱生成によって、その身体を復温する。低体温の
中度の場合においてさえ、もしくは疾病または傷害患者の場合においては、患者は、単に
、非常に衰弱しているか、または疲労しているので、十分な熱を生成できない場合がある
。暖かい流体の経口投与は、患者が流体を飲込む意識があり、かつそれを飲込むことがで
きることを必要とする。意識の喪失は、低体温の早期に起こることから、この方法はまた
、中度の場合に限定される。患者を温水浴中に漬ける方法は、簡単に実行できないことが
多い。例えば、手術を受ける患者を漬けることは、明らかに、望ましくないであろう。さ
らに、浸漬技術は、時間がかかり、それは、暖の効果が実現される前に、暖を患者の皮膚
表面から身体の芯中に移動させることを必要とする点で効果的でない場合がある。他の装
置は、患者の血液を直接温めることができる。これらの方法は、血液を患者から取出し、
血液を外部の加温装置中で暖め、そして血液を患者中に戻して供給することを含む。これ
らの方法は、上述した簡単な方法のどれよりもずっと効果的であるものの、それらには、
他の理由で欠点がある。先ず、関連装置は、全く取扱い難い。第二に、一時的であっても
、既に衰弱した患者から相当量の血液を取出すことにはいくらかの危険が含まれる。事実
、血液が、先ず、外部装置中で暖めるために取出される際に体温のさらなる低下が経験さ
れることが多い。最後に、特殊なカテーテルが、患者の血液を直接温めるのに用いられる
。しかし、それらのカテーテルは、訓練されたスタッフが、装置を患者の中枢血管に挿入
することを必要とする。それらの医師は、特定設備においてのみ有効であり、救急時には
有効でないか、または救急室において必ずしも有効であるとは限らない。それらの機器は
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また、非常に高価であり、したがって全ての介護者にとって有効でない。
【００１０】
　高体温は、異常な高い体温の状態である。それは、高温環境に対する曝露、過運動、ま
たは発熱に起因する場合がある。身体の核心温度は、発熱により３８～４１℃の範囲であ
り得、曝露および過運動の場合には、実質的にそれより高い場合もある。低体温のように
、高体温は、深刻な状態であり、致命的な場合がある。また、低体温のように、高体温を
治療するための簡単な方法、例えば患者を冷水浴中に浸す方法または冷たい流体の投与は
、長く知られている。一般に、高体温を治療することは、低体温を治療することと同様に
難しい。
【００１１】
　最近の医学報告には、心筋梗塞および虚血卒中の結果として（それぞれ）生じる灌流が
低減されている心筋および脳などの組織の酸素消費を低減するための手段として制御され
た低体温を用いることが示されており、これにより、梗塞領域の損傷を低減し、それを減
少させる。医学報告にはまた、心臓手術または介入心臓学法において、処置中およびその
後の心臓および脳における虚血および／または塞栓からの損傷を低減するために、制御さ
れた低体温を予防的に使用することが示されている。
【００１２】
　次の特許および特許出願には、患者の体温に影響を及ぼすための装置および方法が記載
されている。本明細書に引用されるこれらおよび全ての他の特許および特許出願は、その
全てが参照により本明細書に援用される。
【００１３】
　特許文献１（噴霧ミストを用いて、患者の体温を変えるための方法）－本体温低下法は
、噴霧ミストを、患者の体温が低下されるまで、患者の体温未満の温度で投与することを
含む。
【００１４】
　特許文献２（噴霧ミストを用いて、患者の体温を変えるための方法）－本体温低下法は
、噴霧ミストを、患者の体温が低下されるまで、患者の体温未満の温度で投与することを
含む。
【００１５】
　特許文献３（患者の体温を上昇または低下させるための非歓血法）－例えば出血性ショ
ックを治療するために体温を上昇または低下させる方法は、酸素および六フッ化硫黄ガス
混合物を、過呼吸によって投与することを含む。
【００１６】
　特許文献４（患者の体温を上昇または低下させるための六フッ化硫黄および酸素を含む
組成物）－例えば出血性ショックを治療するために体温を上昇または低下させる方法は、
酸素および六フッ化硫黄ガス混合物を、過呼吸によって投与することを含む。
【００１７】
　特許文献５（患者の体温を上昇または低下させるための六フッ化硫黄および酸素を含む
組成物）－例えば出血性ショックを治療するために体温を上昇または低下させる方法は、
酸素および六フッ化硫黄ガス混合物を、過呼吸によって投与することを含む。
【００１８】
　特許文献６（低体温を誘導するための方法）－心拍停止の患者のための低体温誘導治療
法は、相変化微粒子スラリーを、低体温状態が患者に誘導されるまで、心拍停止の患者に
連続的に投与することを含む。
【００１９】
　特許文献７（低体温を誘導するための方法）－相変化微粒子スラリーを、低体温状態が
誘導されるまで、入院前に内部投与することによる心拍停止患者の結果の向上。
【００２０】
　特許文献８（低体温を誘導するための方法）－相変化微粒子スラリーを、低体温状態が
誘導されるまで、入院前に内部投与することによる心拍停止患者の結果の向上。
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【００２１】
　特許文献９（ヘリウム－酸素混合物を用いる低体温の誘導および復温）－低体温を誘導
することによって虚血現象を治療するために有用な組成物は、正常な人の体温と実質的に
異なる温度を有するヘリウムおよび酸素を含むガス混合物を含む。
【００２２】
　特許文献１０（体温を変化させるための呼吸ガス混合物）－低体温を誘導することによ
って虚血現象を治療するために有用な組成物は、正常な人の体温と実質的に異なる温度を
有するヘリウムおよび酸素を含むガス混合物を含む。
【００２３】
　特許文献１１（低体温誘導蘇生装置）－事故における心肺蘇生のための低温誘導装置は
、担架、ならびに液体酸素および二酸化炭素源を有する。これは、患者を傷害現場から病
院へ移動するために移動可能な状態に維持される。
【００２４】
　特許文献１２（低体温脳保全を迅速に誘導するための装置および方法）－低体温脳保全
を、液体心肺洗浄液を用いて迅速に誘導するためのアセンブリは、流体溜め、心肺洗浄液
を冷却するための熱交換器、洗浄液を循環するための手段、および流出物溜めを含む。
【００２５】
　特許文献１３（混合方式の液体呼吸ガスおよび熱交換）－ガス、および低体温病状を治
療するための肺における熱交換法は、ペルフルオロカーボン、およびヘリウムなどのガス
を含む含酸素液体を混合する工程を含む。
【００２６】
　特許文献１４（震えを低減しながら体温を調節する方法）－震えを低減するために体温
を目標値未満に調節するための方法は、温度検知、信号の生成、信号に基づく温度調節、
および薬剤投与を含む。
【００２７】
　特許文献１５（温度調節応答を抑制しながら体温を調節する方法）－温度調節応答を抑
制しながら体温を調節する方法は、患者の身体温度を、熱交換装置を用いて調節する工程
、および抗温度調節応答剤を患者に投与する工程を含む。
【特許文献１】国際公開第０３／０５９４２５号パンフレット
【特許文献２】米国特許出願公開第２００３／０１３６４０２号明細書
【特許文献３】米国特許第６３０３１５６号明細書
【特許文献４】欧州特許１０８９７４３号明細書
【特許文献５】国際公開第９９／６６９３８号パンフレット
【特許文献６】米国特許出願公開第２００３／００６６３０４号明細書
【特許文献７】米国特許第６５４７８１１号明細書
【特許文献８】国際公開第０１／０８５９３号パンフレット
【特許文献９】米国特許出願公開第２００３／０１３１８４４号明細書
【特許文献１０】国際公開第０３／０４７６０３号パンフレット
【特許文献１１】米国特許第５７５５７５６号明細書
【特許文献１２】米国特許第６１４９６２４号明細書
【特許文献１３】国際公開第００／１８４５９号パンフレット
【特許文献１４】米国特許第６５８２４５７号明細書
【特許文献１５】米国特許第６５７２６３８号明細書
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００２８】
　本発明は、患者の体温を調節するための、特に治療上の低体温を誘導するための方法お
よび装置を提供する。本装置の種々の実施形態が記載される。本装置は、呼吸ガス源（圧
縮呼吸ガス混合物の形態でもよい）、熱交換器もしくは他の加熱および／または冷却装置
、および呼吸インターフェイス（呼吸マスク、または気管内チューブなど）を含む。任意
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に、本装置は、機械式呼吸装置、薬剤を呼吸ガス中に導入するための噴霧器、体温プロー
ブ、およびフィードバック制御装置などのさらなる特徴を含んでもよい。本装置は、空気
、または特定の呼吸ガス混合物（Ｈｅ／Ｏ２、またはＳＦ６／Ｏ２など）を用いて、伝熱
速度を上昇させることができる。加えて、本装置は、微細氷粒を呼吸ガス流中に導入して
、伝熱速度をさらに上昇させるための氷粒生成装置を含んでもよい。
【００２９】
　本発明は、患者の体温を修正および調節するための方法および装置を提供する。本発明
にしたがって、患者は、患者に呼吸混合物を供給するマスクを着用する。あるいは、患者
に気管内チューブを挿管してもよい。本装置は、自発呼吸する患者、同様に機械的に通気
される患者を対象とする。呼吸ガスは、空気でも、または酸素（約２０％以上の濃度）、
およびより効果的な熱交換のために高熱容量（Ｃｐ）を有するガスを含む特定のガス混合
物でもよい。混合物は、標準的な、または精製された空気であるか、もしくはより高濃度
の酸素（２０～１００％）を有する空気であって差し支えない。別の可能な混合物は、酸
素およびヘリウムであろう。これは、安全であることが分かっており、潜水夫によって、
および喘息などの気道疾患のある患者の治療に用いられる（例えばＨＥＬＩＯＸである。
これは、酸素２０％およびヘリウム８０％である）。ヘリウムの比熱容量は、空気の比熱
容量よりはるかに高く、したがってヘリウム／酸素混合物を用いることにより、熱流量が
向上し、患者の体温を変化させるためのはるかにより効果的な方法が可能にされるであろ
う。代わりにまたは加えて、混合物には、六フッ化硫黄ＳＦ６が含まれてもよい。これは
、空気よりもはるかに高い比熱容量を有する高密度の非毒性ガスである。本発明は、ガス
混合物を限定しない。生体適合性があり、かつ安全であり、さらに温度交換に有用であろ
うガスの他の組合せを、必要に応じて用いてもよい。
【００３０】
　他のガスを、混合物に添加してもよい。例えば、二酸化炭素（ＣＯ２）を、ガス混合物
に添加して、患者の呼吸速度の制御を促進してもよい。ＣＯ２の分圧は、過呼吸を誘導す
る、すなわち患者をより速く呼吸させるであろう。これは、ガス混合物の流量を増大させ
、したがって患者の肺内の伝熱速度が向上するであろう。意識のある患者には、ガス混合
物の流量を増大させるのに、過呼吸するように求めてもよい。あるいは、例えば、機械的
な呼吸装置または類似の装置が用いられる場合には、患者に、正圧および負圧を用いるこ
とによって、過呼吸させてもよい。ＣＯ２およびＯ２の適切なレベルが患者の血液中に維
持されることを確実にするようにＣＯ２を添加してもよい。呼吸混合物中のより高濃度の
ＣＯ２は、過呼吸に起因するかもしれない低炭酸症を防止するのを促進するであろう。他
のガス、例えば亜酸化窒素もまた、呼吸ガス混合物に添加することができる。
【００３１】
　本発明はまた、吸入ガス圧の調節を可能にするであろう。ガスの加圧は、さらに、ガス
混合物の質量流量を、したがって伝熱速度を向上させるであろう。本装置は、患者にとっ
て安全であると知られるところ（例えば１．５～２気圧）まで、吸入ガスを加圧すること
が可能であろう。あるいは、本装置は、ガスをパルスで送ってもよい。すなわち、圧力を
連続的に高から低へ変化させてもよい。これは、ガスの混合を促進し、伝熱速度を向上さ
せるであろう。
【００３２】
　代わりにまたは加えて、マスクを通して、または気管内チューブを通して供給される空
気の噴流（ガスの高圧塊）はまた、ガスの混合、伝熱速度の向上を促進させるであろう。
【００３３】
　発明された装置はまた、吸入ガスの湿度を調節するであろう。吸入ガス中の水分の含有
量を変化させることは、熱流量に影響を与えるであろう。
【００３４】
　装置はまた、患者の体温を測定するいかなる公知の方法を用いて、患者の体温を記録す
るで（患者の直腸に挿入されるプローブ、または患者の皮膚温度を検温するが、それを効
果的に分離することができる包帯によって室温から区別されるプローブ、もしくは鼓膜温
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度を測定するためのＩＲ、または検温するいかなる他の方法を用いることなど）。装置に
より、記録された体温が、フィードバックとして用いられ、所望の患者の体温に応じて、
吸入ガスの温度が調節される。
【００３５】
　ガスは、冷却または加熱のいかなる公知の方法を用いて、冷却されるか、または加熱さ
れる。例えば、熱交換器の外側のガス、および熱交換器の内側の液体またはガスの間の熱
交換を可能にする熱交換器系である。他の選択肢は、電気加熱器／冷却器を用いることで
ある。他の選択肢は、ヒートポンプを用いることである。ガスを冷却する他の手段は、ガ
スが特定の耐圧容器／ボトルの内部に加圧されることである。ガスが高圧からより低圧に
開放される際に、熱が放出され、ガスの温度が下がる。
【００３６】
　伝熱速度は、ガスおよび患者の体温の差によって影響されることから、装置は、安全で
あることが実証されている非常に低い温度で、ガスを供給するように構成される。
【００３７】
　装置は、救急車の救急医療師、または病院外の医療チームなどの救急処置者によって、
救急室またはこの治療が必要であるいかなる他の場所にもおけるチームによって、用いら
れる。本装置の利点には、作動の容易性、および最小限の訓練で作動されるという事実が
含まれる。したがって、患者の治療は、救急室またはカテーテル室で行われなければなら
ない他のより観血的な方法と比べて、心臓発作、卒中または他の事象後、はるかにより速
やかに始めることができる。これらの状態に対する迅速な治療は、患部組織の虚血損傷お
よび壊死を低減することによって、患者の結果が向上することが示されている。
【００３８】
　低温／高温ガスは、肺の広大な表面積と接触する。肺中の血液温度は変化し、この血液
は左心へ流れ、心臓組織温度を変化させる。左心室から、いくらかの血液が、冠動脈へ流
れる（そこでそれは、組織温度に影響を及ぼし続け、代謝および酸素消費を変化させる）
。心筋梗塞の場合には、冠動脈中に直接流入するこの冷えた血液の効果は、特に有益であ
る。血液はまた、左心から全身へ流れ、そこでそれはまた、温度を、所望に変化させる。
卒中の場合には、冷えた血液の一部分は、脳へ流れ、組織を冷却し、代謝および酸素消費
が低減する。これにより、脳に対する虚血損傷が低減される。
【００３９】
　本装置は、潜在的に、気管支拡張薬および局所（吸入）血管拡張薬などの薬剤、または
肺への血流をより良好な伝熱のために増大させる、および低温の呼吸混合物による気管支
収縮を防止するいかなる他の処方をも用いることが可能である。本装置はまた、潜在的に
、発汗を促進する薬剤、末梢血管拡張剤、および震えを低減または除去する薬剤と組み合
わせて用いることが可能である。吸入により投与されことができる他の薬剤は、例えば噴
霧器を用いて、呼吸混合物に添加されてもよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４０】
　図１～２は、患者の体温を調節し、治療上の低体温を誘導するための装置について、種
々の実施形態を示す。これらの例は、限定されるものではない。これらの実施形態の特徴
は、組み合わされ、他の形態で配置されて、本発明の別の実施形態を構成することができ
る。
【００４１】
　図１は、圧縮呼吸ガス源および熱交換器を用いる治療上の低体温を誘導するための装置
についての、第一の実施形態の概略図である。本装置には、加圧容器１中に貯蔵された圧
縮呼吸ガスの供給源が含まれる。ガスは、熱交換器２、または他の加熱および／または冷
却装置を通して、患者が使用しているマスク３へ供給される。必要に応じて、本装置には
、ガスを加湿するための加湿器８が含まれて、伝熱が向上される。
【００４２】
　図２は、圧縮呼吸ガスの断熱冷却を熱交換器の付属物として用いる治療上の低体温を誘
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導するための装置についての、第二の実施形態の概略図である。本装置には、圧縮呼吸ガ
スの供給源１および熱交換器２（そこで熱は、熱交換器内にある流体と交換される）が含
まれる。熱交換器内の流体温度は、別の加熱および／または冷却装置６によって変えられ
、監視される。本装置には、装置５が含まれる。これは、ガスの減圧に起因する低温を用
いて、患者の冷却を促進する。温度センサープローブ７は、患者の体温を記録し、加熱お
よび／または冷却装置６と組み合わせたフィードバック制御装置は、それをフィードバッ
クとして用いて、呼吸ガスの所望の温度を決定する。
【００４３】
　図３は、治療上の低体温を誘導するための装置についての、第三の実施形態の概略図で
ある。この装置には、流体源９、および氷粒または凍結ミストを生成して、呼吸ガス混合
物の熱容量を高めるための流体注入装置１０が含まれる。流体源９は、好ましくは、生理
食塩水（ＮａＣｌ　０．９％）、またはいかなる他の所望の溶液をも含むであろう。その
ために、それは、患者の血液と等張性であろう。あるいは、淡水、例えば蒸留水を用いて
もよい。淡水を用いる場合には、ＮａＣｌを、等張濃度を維持するための適切量で呼吸混
合物に添加するか、または患者に経口で、または他の経路で投与してもよい。必要に応じ
て、本装置は、自発呼吸しない患者に対して特に、機械式呼吸装置１１に接続してもよい
。本装置は、空気、または上記される特定のガス混合物の一種を用いてもよい。流入する
呼吸ガスは、熱交換器１２を通って送られて、それは、注入流体の凝固点未満（水の場合
には０℃未満、および生理食塩水の場合には－０．５２℃未満）の温度に冷却される。熱
交換器は、冷凍サイクル、可逆ヒートポンプ、熱電加熱器／冷却器、ドライアイス、液体
窒素または他の寒剤、もしくは所望の温度を達成するための他の公知の加熱器／冷却器を
用いることができる。
【００４４】
　流体液滴の微細噴霧は、冷えた呼吸ガス混合物中に注入されて、微細氷粒の凍結ミスト
が形成される。流体注入装置１０には、オリフィスタイプ噴霧器または超音波噴霧器が含
まれて、小さな均一液滴サイズが得られる場合がある。超音波噴霧器は、典型的には、２
～５マイクロメートルの範囲のサイズを有する液滴（したがって氷粒）を生成する。これ
は、容易に、呼吸ガス混合物の移動流中に懸濁することができる。しかし、より大きな、
またはより小さな液滴および氷粒もまた、効果的であろう。必要に応じて、本装置にスク
リーンまたはフィルターを、氷粒生成装置から下流に備えて、患者に供給される氷粒のサ
イズを限定してもよい。呼吸ガス混合物に添加される氷粒の量は、好ましくは、０～５リ
ットル／時の範囲にある（凍結ミストを生成するために注入される流体の容積として測定
される）。０．２５～１リットル／時の範囲の氷粒の流量は、現在のところ、成人患者の
低体温を迅速に達成するのに十分であると考えられる。融解熱（液体の水から氷への相変
化を達成するのに必要とされる熱）によって、流入する呼吸ガスは、実質的に凝固点未満
の温度に冷却されて、流体液滴の効果的な凍結が達成されることが必要である場合がある
。加えて、それは、それが呼吸ガス中に注入される前に、流体が、凝固点に近い温度に予
め冷却されることが有用である場合がある。さらに別の熱交換器を、この目的のために備
えてもよい。必要に応じて、流体注入装置を呼吸ガスの拍動流と合わせることができる。
必要に応じて、ファン１４を、系内の呼吸ガスを常に循環させるために備えて、流体液滴
および氷粒が、呼吸ガスから沈積することを防止してもよい。本装置は、１５を絶縁して
、導管の外側上の結露または霜の形成を回避し、周囲環境との熱交換を防止することが好
ましい。必要に応じて、導管の内部表面を、テフロン（登録商標）または疎水性被膜１６
で被覆して、流体または氷が、内部表面上に蓄積することを回避してもよい。排液管１３
は、装置内に蓄積するいかなる流体をも除去するために提供される。必要に応じて、本装
置には、薬剤を呼吸ガス流中に導入するための噴霧器１８を備えてもよい。
【００４５】
　他の方法を、氷粒を呼吸ガス混合物に添加するために用いてもよい。例えば、固体の氷
を、小さな粒子に粉砕するか、または削って、呼吸ガス混合物流に添加してもよい。ある
いは、小さな氷粒を、生成し、予め貯蔵して、例えばスクリュータイプの計量装置、震動
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供給装置、または呼吸混合物中に供給される氷粒の量を制御するいかなる他の手段をも用
いて、呼吸ガス混合物流に添加することができる。水滴、および圧縮ガス、例えば二酸化
炭素は、同時に開放することができ、そのために膨張ガスの断熱冷却により、水滴が凍結
されて氷粒になるであろう。膨張ガスおよび凍結粒子の得られた混合物を、空気と、およ
び／または酸素および他のガスと混合して、所望の呼吸ガス混合物を生成することができ
る。代わりにまたは加えて、本装置は、他のタイプの凍結粒子、例えばドライアイス粒子
を用いて、呼吸ガス混合物の熱容量を高めてもよい。
【００４６】
　本装置は、呼吸マスク３、または患者が呼吸するための気管内チューブに接続される。
凍結ミストは、呼吸ガスを経て患者の肺中に運ばれる。氷粒は、患者の肺内で溶解し、肺
およびそれを通って流れる血液を冷却するための高い伝熱速度を提供する。以下に概略示
される伝熱分析は、伝熱速度に対する凍結ミストの有益な効果を示す。本装置は、所望程
度の低体温が達成されるまで、このように用いられる。一旦、低体温が達成されると、伝
熱速度は、供給される氷粒の量を低減することによって低減され、熱交換器の温度は、体
温を維持するように調節することができる。本装置のこの実施形態の一利点は、氷粒によ
って提供される高い伝熱速度から、極めて低い温度が、患者を効果的に冷却するのに必要
ではなく、したがって患者の肺に対する凍結損傷の危険性を軽減することである。保護低
体温に対する必要性が無くなった後には、本装置を、患者を平熱まで復温するのに用いて
もよい。
【００４７】
　氷粒の溶解により肺中に形成される流体の量は、容易に、患者によって許容されるであ
ろう。良好な肺機能を有する成人は、容易に、通常プロセスで１リットル／時の流体を肺
から除去することができる。したがって、０．２５～１リットル／時の範囲の氷粒の流量
は、容易に、数時間の間許容されるであろう。５リットル／時未満の氷粒のより高い流量
は、より短期間の長い間許容されることができる。所望により、流体を、肺の通路から周
囲組織中へ、およびそこから血流中に押しやるのを促進するのに、正圧の呼吸を用いても
よい。加えて、利尿剤、または肺水腫を治療するための他の薬剤を、必要に応じて、過剰
な水を除去するのを促進するために、患者に投与してもよい。
【００４８】
　抗震え剤および／または抗温度調節応答剤を、所望程度の低体温を達成するのを促進す
るために、患者に投与してもよい。代わりにまたは加えて、外部加温（温風ブランケット
または電気毛布によるなど）を、震えを低減するのに適用し、一方内部の低体温を維持し
てもよい。患者の身体の選択部位を局所加熱することを、震えを抑制するのに、および／
または身体の体温調節応答を「だます」のに用いてもよい。
【００４９】
　加熱または冷却効果を増大させるために、本明細書に記載される装置および方法は、任
意の知られた体温調節系（上記に挙げられた特許に記載のものなど）との組合せでも用い
ることができる。代わりにまたは加えて、外部加熱または冷却を、全伝熱速度を上昇させ
るのに適用することができる。末梢血管拡張剤および／または発汗を促進する薬剤もまた
、皮膚を通る熱損失を増大するために患者に投与してもよい。
【００５０】
患者の体温を制御するために、氷粒を呼吸混合物に添加する効果の分析
　基線計算および初期動物研究では、患者に供給される呼吸混合物を冷却することにより
、核心温度が、時間とともに低下されることが示される。種々のガス混合物に対する初期
計算では、患者から呼吸混合物への伝熱速度は、Ｈｅ／Ｏ２混合物の場合の低くて約１０
ワット（大気圧、初期温度－３０℃、容積流量２０リットル／分）～空気／ＣＯ２呼吸混
合物の場合の高くて１１７ワット（２ａｔｍ、初期温度－３０℃、容積流量１００リット
ル／分）の範囲であろうことが示される。
【００５１】
　氷粒を混合物へ添加することの分析では、伝熱速度に対する実質的な寄与が示される。
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患者にとって許容可能な流体添加の正確なレベルは、いまだ知られていない。そのため、
分析は、０．２５～５リットル／時の範囲の氷粒添加速度に対して行なわれた。氷粒は、
サイズが小さく、かつ初期温度－３０℃を有するものと仮定した。氷粒の加熱は、３段階
に分けた。すなわち、１）固体の氷を－３０℃から０℃へ加熱する段階、２）固体から液
体への相変化を０℃で引起す段階、および３）液体の水を０℃から３７℃へ加熱する段階
である。種々の氷粒添加速度に対して、次の伝熱速度を得た。
【表１】

【００５２】
　計算は、氷が、大気圧、初期温度－３０℃、および容積流量２０リットル／分で、空気
と混合されると仮定する。
【００５３】
　図４は、身体から除去される熱（ワット）を、呼吸混合物に添加される氷粒の速度（リ
ットル／時）の関数として示す棒グラフである。
【００５４】
　図５は、身体から除去される熱（ワット）のより詳細な内訳を、呼吸混合物に添加され
る氷粒の速度（リットル／時）の関数として示す棒グラフである。分析では、氷粒の添加
は、実質的な効果を有すること、および大部分の伝熱は、氷から液体の水への相変化によ
って与えられること、さらに最少の寄与は、氷を０℃へ加熱するのに要するエネルギーか
ら生じることが示される。
【００５５】
　本発明は、例示的な実施形態および本発明を実施するための最良の形態に関して、本明
細書に記載されているものの、当業者には、種々の実施形態に関する多くの変更、改良、
および副次的組合せ、適合、ならびに変形は、その精神および範囲から逸脱することなく
、本発明に対してなされることができることは明らかであろう。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】圧縮呼吸ガス源および熱交換器を用いる治療上の低体温を誘導するための装置に
ついての、第一の実施形態の概略図である。
【図２】圧縮呼吸ガスの断熱冷却を熱交換器の付属物として用いる治療上の低体温を誘導
するための装置についての、第二の実施形態の概略図である。
【図３】流体源と、氷粒または凍結ミストを生成して、呼吸ガス混合物の熱容量を高める
ための流体注入装置とを含む治療上の低体温を誘導するための装置についての、第三の実
施形態の概略図である。
【図４】身体から除去される熱（ワット）を、呼吸ガス混合物に添加される氷粒の速度（
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リットル／時）の関数として示す棒グラフである。
【図５】身体から除去される熱（ワット）のより詳細な内訳を、呼吸ガス混合物に添加さ
れる氷粒の速度（リットル／時）の関数として示す棒グラフである。

【図１】 【図２】
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