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(57)【要約】
　睡眠呼吸障害（ＳＤＢ）を治療するシステムおよび／
または方法を提供する。特に、自動タイトレーション装
置（たとえば、ＡＰＡＰ装置）とともに使用され、自動
タイトレーション装置を較正する必要性を低減および／
または排除させる、ソフトウェアシステムを具備するシ
ステムおよび／または方法を提供する。前記ソフトウェ
アシステムは、さらにそのような較正で使用される特定
のセンサに対する必要性を低減および／または排除させ
る。ある実施例は、呼気中と吸気中とで測定した雑音に
基づいて、いびきを計算し、ある実施例は、換気流レベ
ルを利用して患者リークを設定する。ある実施例は、１
つの実施例に従って実際のデリバリ圧力に関連する変数
を監視することよって、患者の症状改善を測定した後、
治療圧力閾値を変化させる。ある実施例は、１つの例示
的な実施例によりモータ速度に従って圧力を与える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　気道陽圧（ＰＡＰ）装置と、
　患者回路と
　を具備し、
　前記患者回路は、空気デリバリ導管と患者インターフェースユニットとを有し、
　前記ＰＡＰ装置は、軽減された較正に基づいて、治療圧力を送るように構成され、
　前記軽減された較正は、患者回路から実質的に独立していることを特徴とするＰＡＰシ
ステム。
【請求項２】
　圧力センサおよび／または気流センサをさらに具備することを特徴とする請求項１に記
載のＰＡＰシステム。
【請求項３】
　制御可能な気流生成器を有する気道陽圧（ＰＡＰ）装置と、患者インターフェースユニ
ットを有する患者回路とを介して、治療圧力を患者に送る方法であって、
　前記使用される特定の患者回路から実質的に独立している前記装置を一般的に較正する
ステップと、
　第１圧力を設定するステップと、
　前記第１圧力、またはそれに近い圧力で、加圧された呼吸可能な気体を患者に供給する
ステップと、
　前記患者の症状改善を測定する期間にわたって、患者の状態を示す少なくとも１つのパ
ラメータを監視するステップと、
　前記少なくとも１つの監視パラメータが、患者の症状改善に満たないことを示した場合
に、前記第１圧力を変化させるステップと
　を具備することを特徴とする方法。
【請求項４】
　前記第１圧力に基づいて、所望のモータ速度を判定するステップをさらに具備すること
を特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＰＡＰ装置のモータ速度を制御することによって、前記第１圧力を制御するステッ
プをさらに具備することを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記患者に送られた実際の圧力は、判定されないことを特徴とする請求項３に記載の方
法。
【請求項７】
　前記監視パラメータは、気流制限であることを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの監視パラメータは、一定の閾値を一貫して下回った場合、患者の
症状改善に満たないことを示すことを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記少なくとも１つの監視パラメータは、１時間当たりのＡＨＩであることを特徴とす
る請求項３に記載の方法。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの監視パラメータは、既定の値を下回らなかった場合、患者の症状
改善に満たないことを示すことを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記既定の値は、２であることを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つの監視パラメータは、覚醒指数であることを特徴とする請求項３に
記載の方法。
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【請求項１３】
　前記少なくとも１つの監視パラメータは、減少しなかった場合、患者の症状改善に満た
ないことを示すことを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つの監視パラメータは、患者のいびきに関することを特徴とする請求
項３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つの監視パラメータは、患者の呼気中に雑音を測定することを特徴と
する請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記患者の呼気中の雑音を内因性の装置雑音として見なすステップをさらに具備する請
求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
　前記少なくとも１つの監視パラメータは、患者の吸気中に雑音を測定することを特徴と
する請求項１４に記載の方法。
【請求項１８】
　前記患者の呼気中に測定した雑音と、前記患者の吸気中に測定した雑音とを比較するス
テップをさらに具備することを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記患者の呼気中に測定した雑音を上回る、前記吸気中の雑音を患者のいびきとして見
なすステップをさらに具備することを特徴とする請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　睡眠呼吸障害を患っている患者に治療圧力を送るシステムであって、
　加圧された呼吸可能な気体を前記患者にするように動作する患者回路と、
　使用される特定の患者回路から実質的に独立している第１圧力で、加圧された呼吸可能
な気体を前記患者に送るように供給する制御可能な気流生成器と、
　ある期間にわたって、患者の状態を示すパラメータを測定するように動作するモニタと
、
　前記監視パラメータが患者の症状改善に満たないことを示した場合に、制御可能な気流
生成器の第１圧力を変化させるように動作するプロセッサと
　を具備することを特徴とするシステム。
【請求項２１】
　前記監視パラメータは、気流制限であることを特徴とする請求項２０に記載のシステム
。
【請求項２２】
　前記監視パラメータは、一定の閾値を一貫して下回った場合、患者の症状改善に満たな
いことを示すことを特徴とする請求項２１に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記監視パラメータは、１時間当たりのＡＨＩであることを特徴とする請求項２０に記
載のシステム。
【請求項２４】
　前記監視パラメータは、既定の値を下回らなかった場合、患者の症状改善に満たないこ
とを示すことを特徴とする請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　前記既定の値は、２であることを特徴とする請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　前記監視パラメータは、覚醒指数であることを特徴とする請求項２０に記載の方法。
【請求項２７】
　前記監視パラメータは、減少しなかった場合、患者の症状改善に満たないことを示すこ
とを特徴とする請求項２６に記載の方法。
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【請求項２８】
　制御可能な気流生成器を有する気道陽圧（ＰＡＰ）装置と、患者インターフェースユニ
ットを有する患者回路とを介して、治療圧力を患者に送る方法であって、
　前記使用される特定の患者回路から実質的に独立している前記装置を一般的に較正する
ステップと、
　第１圧力を設定するステップと、
　前記第１圧力、またはそれに近い圧力で、加圧された呼吸可能な気体を患者に供給する
ステップと、
　前記患者の症状改善を測定する期間にわたって、患者の状態を示すパラメータを監視す
るステップと、
　前記監視パラメータが、患者の症状改善に満たないことを示した場合に、患者に供給さ
れる、加圧された呼吸可能な気体の量を変更するように、前記ＰＡＰ装置のエレメントを
調節することによって、前記第１圧力を変化させるステップと
　を具備することを特徴とする方法。
【請求項２９】
　前記患者に供給される、加圧された呼吸可能な気体の量を変更するように調節される前
記ＰＡＰ装置のエレメントは、ＰＡＰ装置のモータ速度であることを特徴とする請求項２
８に記載の方法。
【請求項３０】
　睡眠呼吸障害を患っている患者に治療圧力を送るシステムであって、
　加圧された呼吸可能な気体を前記患者に送るように動作する患者回路と、
　前記使用される特定の患者回路から実質的に独立している第１圧力で、加圧された呼吸
可能な気体を患者に送るように供給する制御可能な気流生成器と、
　ある期間にわたって、患者の状態を示すパラメータを測定するように動作するモニタと
、
　前記制御可能な気流生成器の第１圧力と、前記制御可能な気流生成器のエレメントとを
変化させるように動作するプロセッサと
　を具備し、
　前記プロセッサは、前記監視パラメータが患者の症状に満たないことを示した場合に、
前記制御可能な気流生成器の第１圧力およびエレメントを変化させることを特徴とするシ
ステム。
【請求項３１】
　前記患者に供給される、加圧された呼吸可能な気体の量を変更するように使用されると
ともに、調節される制御可能な気流生成器のエレメントは、前記制御可能な気流生成器の
モータ速度であることを特徴とする請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
　気道陽圧（ＰＡＰ）装置を使用して、患者のマスク・リークを分類する方法であって、
　第１圧力で、加圧された呼吸可能な気体を前記患者に供給するステップと、
　前記第１圧力に基づいて、換気流を推定するステップと、
　気流の平均値を判定するステップと、
　前記気流の平均値と推定換気流とに基づいて、マスク・リークを判定するステップと、
　少なくとも１つの所定のマスク・リーク閾値に従って、前記マスク・リークを分類する
ステップと
　を具備することを特徴とする方法。
【請求項３３】
　前記少なくとも１つのマスク・リーク閾値を上回るマスク・リークは、「大」として分
類されることを特徴とする請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　前記少なくとも１つのマスク・リーク閾値を下回るマスク・リークは、「小」として分
類されることを特徴とする請求項３３に記載の方法。
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【請求項３５】
　前記所定のマスク・リーク閾値は、複数存在することを特徴とする請求項３３に記載の
方法。
【請求項３６】
　前記マスク・リークの分類レベルを記録するステップをさらに具備することを特徴とす
る請求項３２に記載の方法。
【請求項３７】
　睡眠呼吸障害を患っている患者を治療するシステムであって、
　加圧された呼吸可能な気体を前記患者に送るように構成された患者回路と、
　前記使用される特定の患者回路から実質的に独立している第１圧力で、患者に送られる
、加圧された呼吸可能な気体を生成するように動作する制御可能な気流生成器と、
　前記第１圧力に基づいてＰＡＰ装置の換気流を推定するように構成され、気流の平均値
を判定し、気流の平均値と推定換気流とに基づいてマスク・リークを判定するとともに、
少なくとも１つの所定のマスク・リーク閾値に従ってマスク・リークを分類するプロセッ
サと、
　ある期間にわたって、患者の状態を示すパラメータを測定するように動作するモニタと
　を具備し、
　前記プロセッサは、前記監視パラメータが患者の症状に満たないことを示した場合に、
前記制御可能な気流生成器の第１圧力を変化させるように動作することを特徴とするシス
テム。
【請求項３８】
　前記マスク・リークは、「大」または「小」として分類されることを特徴とする請求項
３７に記載のシステム。
【請求項３９】
　気道陽圧（ＰＡＰ）装置を介して患者を治療する方法であって、
　第１圧力で、加圧された呼吸可能な気体を前記患者に供給するステップと、
　前記第１圧力に基づいて、換気流を推定するステップと、
　気流の平均値を判定するステップと、
　前記気流の平均値と推定換気流とに基づいて、マスク・リークを判定するステップと、
　少なくとも１つの所定のマスク・リーク閾値に従って、前記マスク・リークを分類する
ステップと、
　前記患者の症状改善を測定する期間にわたって、患者の状態を示す少なくとも１つのパ
ラメータを監視するステップと、
　前記監視パラメータが患者の症状改善に満たないことを示した場合に、ＰＡＰ装置の第
１圧力を変化させるステップと
　を具備することを特徴とする方法。
【請求項４０】
　気道陽圧（ＰＡＰ）装置を介して患者を治療する方法であって、
　請求項３２に記載の方法を使用して、マスク・リークを分類するステップと、
　前記患者の症状改善を測定する期間にわたって、前記患者の状態を示す少なくとも１つ
のパラメータを監視するステップと、
　前記監視パラメータが患者の症状改善に満たないことを示した場合に、前記ＰＡＰ装置
の第１圧力を変化させることを特徴とする方法。
【請求項４１】
　前記プロセッサは、前記監視パラメータが患者の症状改善に満たないことを示し、かつ
前記マスク・リークが少なくとも１つの所定のマスク・リーク閾値よりも下回って分類さ
れた場合に、制御可能な気流生成器の第１圧力を変化させるように動作することを特徴と
する請求項３７に記載のシステム。
【請求項４２】
　前記監視パラメータが患者の症状改善に満たないことを示し、かつ前記マスク・リーク
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が少なくとも１つの所定のマスク・リーク閾値よりも下回って分類された場合に、前記Ｐ
ＡＰ装置の第１圧力を変化させることを特徴とする請求項３９に記載の方法。
【請求項４３】
　前記監視パラメータが患者の症状改善に満たないことを示し、かつ前記マスク・リーク
が少なくとも１つの所定のマスク・リーク閾値よりも下回って分類された場合に、前記Ｐ
ＡＰ装置の第１圧力を変化させることを特徴とする請求項４０に記載の方法。
【請求項４４】
　睡眠呼吸障害を患っている患者を治療する方法であって、
　第１圧力を設定するステップと、
　制御可能な気流生成器を介して、前記第１圧力、またはそれに近い圧力で、加圧された
呼吸可能な気体を患者に供給するステップと、
　治療効果を測定する期間にわたって、前記患者の状態を示すパラメータを監視するステ
ップと、
　前記監視パラメータが、治療効果において変化を示した場合に、前記第１圧力を変化さ
せるステップと
　を具備することを特徴とする方法。
【請求項４５】
　前記治療効果の変化に少なくとも一部基づいて、治療に関する積極性、および／または
緩行性を調節するステップをさらに具備することを特徴とする請求項４４に記載の方法。
【請求項４６】
　前記監視パラメータは、気流制限であることを特徴とする請求項４４に記載のシステム
。
【請求項４７】
　前記監視パラメータは、１時間当たりのＡＨＩであることを特徴とする請求項４４に記
載のシステム。
【請求項４８】
　前記監視パラメータは、覚醒指数であることを特徴とする請求項４４に記載の方法。
【請求項４９】
　前記監視パラメータは、患者のいびきであることを特徴とする請求項４４に記載の方法
。
【請求項５０】
　自動較正システム、および／または学習システムをさらに具備することを特徴とする請
求項１に記載の方法。
【請求項５１】
　自動較正システム、および／または学習システムに少なくとも一部基づいて、加圧され
た呼吸可能な気体の供給を調節するステップをさらに具備することを特徴とする請求項３
に記載の方法。
【請求項５２】
　自動較正システム、および／または学習システムに少なくとも一部基づいて、加圧され
た呼吸可能な気体の供給を調節するステップをさらに具備することを特徴とする請求項２
０に記載の方法。
【請求項５３】
　自動較正システム、および／または学習システムに少なくとも一部基づいて、加圧され
た呼吸可能な気体の供給を調節するステップをさらに具備することを特徴とする請求項３
５に記載の方法。
【請求項５４】
　自動較正システム、および／または学習システムをさらに具備することを特徴とする請
求項３７に記載の方法。
【請求項５５】
　自動較正システム、および／または学習システムをさらに具備することを特徴とする請
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求項４４に記載の方法。
【請求項５６】
　自動較正システム、および／または学習システムに少なくとも一部基づいて、加圧され
た呼吸可能な気体の供給を調節するステップをさらに具備することを特徴とする請求項４
６に記載の方法。
【請求項５７】
　自動較正システム、および／または学習システムに少なくとも一部基づいて、加圧され
た呼吸可能な気体の供給を調節するステップをさらに具備することを特徴とする請求項５
１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書に開示される例示的な実施形態は、睡眠呼吸障害（ＳＤＢ）を治療するための
システムおよび／または方法に関する。さらに詳細には、本明細書に開示される例示的な
実施形態は、自動タイトレーション装置を較正する必要性を低減および／または排除する
自動タイトレーション装置とともに使用されるソフトウェアシステムを具備するシステム
および／または方法に関する。ソフトウェアシステムは、さらに、そのような較正で使用
される特定のセンサの必要性を低減および排除することが可能である。
【背景技術】
【０００２】
　本出願は、２００６年６月５日に提出され、その全体が本明細書に組み込まれる米国仮
出願第６０／８１０,６２４号明細書の利益を主張するものである。
【０００３】
　閉塞性睡眠時無呼吸症候群（ＯＳＡ）および他の危険な睡眠呼吸障害（ＳＤＢ）疾患は
、世界中で数千人が侵されている。ＳＤＢを治療するため、たとえば、持続的に加圧され
た空気または他の呼吸可能な気体を、患者の気道口に患者インターフェース（たとえば、
マスク）を介して、大気圧よりも上昇させた圧力（通常３～２０ｃｍＨ２Ｏの範囲）で持
続的に与える、持続気道陽圧（ＣＰＡＰ）装置の使用を含む多数の技術が存在している。
一般的に、ＳＤＢを患っている疑いがある患者は、認定された睡眠実験室に登録し、睡眠
技師が、多数のデータ収集器を患者に取り付け、一定の期間にわたって睡眠活動を監視す
る。
【０００４】
　自動タイトレーションＣＰＡＰ装置において、治療パラメータ（たとえば、圧力、気流
（flow）など）は、送風端部で測定されるとともに、その出力は、患者のマスクに送られ
る圧力である。したがって、正確な治療デリバリを確実にするため、マスクおよび空気デ
リバリシステムの特性は、既知であるとともに明らかにされる必要がある。特に、好適な
治療を確実にするため、デリバリ装置は、送られる圧力に対するマスクおよび／または空
気デリバリシステムの影響を補償する必要がある。これは、自動タイトレーション装置が
、一般的に患者の閉塞イベントの重症度に対して固定された応答を有しているため、処方
された治療圧力はモータ駆動電力に正確に変換される必要があるからである。マスクおよ
び／または空気デリバリシステムに対する補償は、この目的を実現する。
【０００５】
　従来、好適な治療を確実にするため、マスクおよび空気経路の広範囲な較正が行われる
。一般的に、利用者端部において、利用者（および／または利用者を治療する臨床医）は
、使用される患者インターフェースシステムの全コンポーネントに関する詳細を用いて、
治療装置を設ける必要がある。多くの場合、患者インターフェースシステムのコンポーネ
ントは、たとえば、加湿器、抗菌フィルタ、空気デリバリチューブ、マスクなどといった
多数のエレメントを具備している。この過程は、製造レベルと同様に臨床医レベルにおい
ても面倒である。たとえば、臨床医は較正を行う必要があるとともに、製造者は、較正に
使用されるセンサおよび他の回路を具備する治療装置を構成する必要がある。
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【０００６】
　したがって、当分野において、１つまたは複数のこれらの欠点および他の欠点を克服す
る要求があることは明らかである。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様は、気道陽圧（ＰＡＰ）装置と、空気デリバリ導管および患者インター
フェースユニットを有する患者回路（patient circuit）とを具備する　ＰＡＰシステム
に関し、前記ＰＡＰ装置は、使用される特定の患者回路から実質的に独立して動作するシ
ステムの軽減された、または一般的な較正のみを必要とする治療圧力（therapeutic trea
tment pressure）を送るように構成されている。任意で、前記装置は、圧力センサと気流
センサ（flow sensor）とのいずれか、またはその両方を具備しない。
【０００８】
　ある例示的な実施構成は、制御可能な気流生成器（flow generator）を有する気道陽圧
（ＰＡＰ）装置と、患者インターフェースユニットを有する患者回路とを介して、治療圧
力を患者に送る方法を提供する。前記方法は、使用される特定の患者回路から実質的に独
立している装置を一般的に較正するステップと、第１圧力を設定するステップと、前記第
１圧力、またはそれに近い圧力で、加圧された呼吸可能な気体を患者に供給するステップ
と、前記患者の症状改善を測定する期間にわたって、患者の状態を示す少なくとも１つの
パラメータを監視するステップと、前記監視パラメータが、患者の症状改善に満たないこ
とを示した場合に、前記第１圧力を変化させるステップとを具備する。
【０００９】
　他のある例示的な実施構成は、睡眠呼吸障害を患っている患者に治療圧力を送るシステ
ムを提供し、前記システムは、加圧された呼吸可能な気体を前記患者に送るように動作す
る患者回路と、使用される特定の患者回路から実質的に独立している第１圧力で、加圧さ
れた呼吸可能な気体を前記患者に送るように供給する制御可能な気流生成器と、ある期間
にわたって、患者の状態を示すパラメータを測定するように動作するモニタと、前記監視
パラメータが患者の症状改善に満たないことを示した場合に、制御可能な気流生成器の第
１圧力を変化させるように動作するプロセッサとを具備する。
【００１０】
　さらなる例示的な実施構成は、制御可能な気流生成器を有する気道陽圧（ＰＡＰ）装置
と、患者インターフェースユニットを有する患者回路とを介して、治療圧力を患者に送る
方法を提供し、前記方法は、使用される特定の患者回路から実質的に独立している前記装
置を一般的に較正するステップと、第１圧力を設定するステップと、前記第１圧力、また
はそれに近い圧力で、加圧された呼吸可能な気体を患者に供給するステップと、前記患者
の症状改善を測定する期間にわたって、患者の状態を示すパラメータを監視するステップ
と、前記監視パラメータが、患者の症状改善に満たないことを示した場合に、患者に供給
される、加圧された呼吸可能な気体の量を変更するように、前記ＰＡＰ装置のエレメント
を調節することによって、前記第１圧力を変化させるステップとを具備する。
【００１１】
　さらに別の例示的な実施構成は、睡眠呼吸障害を患っている患者に治療圧力を送るシス
テムを提供し、加圧された呼吸可能な気体を前記患者に送るように動作する患者回路と、
使用される特定の患者回路から実質的に独立している第１圧力で、加圧された呼吸可能な
気体を患者に送るように供給する制御可能な気流生成器と、ある期間にわたって、患者の
状態を示すパラメータを測定するように動作するモニタと、前記制御可能な気流生成器の
第１圧力と、前記制御可能な気流生成器のエレメントとを変化させるように動作するプロ
セッサとを具備し、前記プロセッサは、前記監視パラメータが患者の症状に満たないこと
を示した場合に、前記制御可能な気流生成器の第１圧力およびエレメントを変化させる。
【００１２】
　ある例示的な実施構成は、気道陽圧（ＰＡＰ）装置を使用して、患者のマスク・リーク
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（mask leak）を分類する方法を提供し、前記方法は、第１圧力で、加圧された呼吸可能
な気体を前記患者に供給するステップと、前記第１圧力に基づいて、換気流（vent flow
）を推定するステップと、気流の平均値を判定するステップと、前記気流の平均値と推定
換気流とに基づいて、マスク・リークを判定するステップと、少なくとも１つの所定のマ
スク・リーク閾値に従って、前記マスク・リークを分類するステップとを具備する。他の
例示的な実施構成は、気道陽圧（ＰＡＰ）装置を介して患者を治療する方法を提供し、前
記方法を使用してマスク・リークを分類する。これらの例示的な実施構成は、患者の症状
改善を測定する期間にわたって、患者の状態を示す少なくとも１つのパラメータを監視す
るステップと、監視パラメータが患者の症状改善に満たないことを示し、かつマスク・リ
ークが少なくとも１つの所定のマスク・リーク閾値よりも下回って分類された場合に、Ｐ
ＡＰ装置の第１圧力を変化させるステップとをさらに具備する。
【００１３】
　ある例示的な実施構成は、睡眠呼吸障害を患っている患者を治療するシステムを提供し
、前記システムは、加圧された呼吸可能な気体を前記患者に送るように構成された患者回
路と、使用される特定の患者回路から実質的に独立している第１圧力で、患者に送られる
、加圧された呼吸可能な気体を生成するように動作する制御可能な気流生成器と、前記第
１圧力に基づいてＰＡＰ装置の換気流を推定するように構成され、気流の平均値を判定し
、前記気流の平均値と前記推定換気流とに基づいてマスク・リークを判定するとともに、
少なくとも１つの所定のマスク・リーク閾値に従ってマスク・リークを分類するプロセッ
サと、ある期間にわたって、患者の状態を示すパラメータを測定するように動作するモニ
タとを具備し、前記プロセッサは、前記監視パラメータが患者の症状に満たないことを示
した場合に、前記制御可能な気流生成器の第１圧力を変化させるように動作する。
【００１４】
　さらに他の例示的な実施構成は、気道陽圧（ＰＡＰ）装置を介して患者を治療する方法
を提供し、前記方法は、第１圧力で、加圧された呼吸可能な気体を患者に供給するステッ
プと、前記第１圧力に基づいて、換気流を推定するステップと、気流の平均値を判定する
ステップと、前記気流の平均値と推定換気流とに基づいて、マスク・リークを判定するス
テップと、少なくとも１つの所定のマスク・リーク閾値に従って、前記マスク・リークを
分類するステップと、前記患者の症状改善を測定する期間にわたって、患者の状態を示す
少なくとも１つのパラメータを監視するステップと、前記監視パラメータが患者の症状改
善に満たないことを示した場合に、前記ＰＡＰ装置の第１圧力を変化させることを特徴と
する方法。
【００１５】
　ある例示的な実施構成は、睡眠呼吸障害を患っている患者を治療する方法を提供する。
前記方法は、第１圧力を設定するステップと、制御可能な気流生成器を介して、前記第１
圧力、またはそれに近い圧力で、加圧された呼吸可能な気体を前記患者に供給するステッ
プと、治療効果を測定する期間にわたって、前記患者の状態を示すパラメータを監視する
ステップと、前記監視パラメータが、治療効果において変化を示した場合に、前記第１圧
力を変化させるステップとを具備する。任意で、治療の積極性（aggressiveness）および
／または緩行性（gentleness）は、治療効果の変化に少なくとも一部基づいて、調節され
る。
【００１６】
　本発明の他の態様、特徴、および利点は、本開示の一部であり、かつ本発明の原理の一
例として例示される添付の図面と併せて参照することによって、以下の詳細な記載より明
らかとなる。
【００１７】
　以下の添付図面により、本発明の様々な実施形態に関する理解が促進される。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】ＳＤＢの患者を治療するためにＣＰＡＰ装置を使用する先行技術の過程を示す典
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型的なフローチャートである。
【図１Ａ】図１Ａは、先行技術のＣＰＡＰ治療に従来必要である較正に関する詳細な図で
ある。
【図１Ｂ】例示的な実施形態により、治療を受ける患者に繋がれた自動タイトレーション
装置の簡略化した部分的概略図である
【図２】例示的な実施形態により、呼気中および吸気中に測定した雑音に基づいて、いび
きを計算する過程を示す典型的なフローチャートである。
【図３】例示的な実施形態により、換気流および総平均気流レベルに従って、患者リーク
を設定する過程を示す典型的なフローチャートである。
【図４】例示的な実施形態により、実際のデリバリ圧力に関連する変数を監視することに
よって、患者の症状改善を測定した後に、圧力閾値を変化させる過程を示す典型的なフロ
ーチャートである。
【図５】例示的な実施形態により、モータ速度に従って圧力を与える過程を示す典型的な
フローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　図１は、ＳＤＢの患者を治療するためのＣＰＡＰ装置を使用する、先行技術の過程を示
す典型的なフローチャートである。ステップＳ１０２で、患者にＣＰＡＰ装置が装着され
る。ステップＳ１０４で、ＣＰＡＰ装置は、患者に使用するため較正される。ステップＳ
１０６で、治療が施されるとともに、ステップＳ１０８で、治療データが記録される。幾
つかの場合、治療データを記録した後に、前記過程は、ステップＳ１０６でさらなる治療
を施す前にステップＳ１０４へ戻ることによって（図示されていない）、ＣＰＡＰ装置を
再較正する。　
【００２０】
　図１Ａは、先行技術のＣＰＡＰ治療で従来必要である較正に関する詳細な図である。本
質的に、図１Ａは、ステップＳ１０４を具備し、かつＣＰＡＰ治療に関して上述の前提に
関連する較正を示している。特に、ステップ１０４ａでは、患者のいびきの判定に関連し
て、内因性の装置雑音を判定する。ステップ１０４ｂでは、患者リーク（patient leak）
に関連して、マスク換気流を判定する。ステップ１０４ｃでは、所望の治療圧力のデリバ
リに関連して、デリバリシステム全体の圧力低下を判定する。ステップＳ１０４ｄでは、
デリバリ圧力の制御に関連して、デリバリ圧力を較正する。
【００２１】
　既存の解決方法は、多数の較正を必要とするとともに、ＣＰＡＰ装置に共通の幾つかの
前提に基づいている。第１前提は、内因性の装置雑音および患者のいびきが、患者デリバ
リシステムの影響を受けることである。したがって、いびきを正確に推定するために、患
者デリバリシステムの雑音は、既知である必要がある。第２前提は、患者リークを推定す
るため、マスク換気流が既知である必要があることである。したがって、マスクの構造は
、既知である必要がある。第３前提は、所望の治療圧力を送るために、空気デリバリシス
テム全体の圧力低下が既知である必要があることである。したがって、デリバリチューブ
エレメントは、既知である必要がある。第４前提は、第３前提から得られる。特に、デリ
バリ圧力は、それを制御するために、既知である必要がある。したがって、圧力の較正が
必要である。
【００２２】
　本明細書に記載された、ある例示的な実施形態は、上述の前提によって提示される制限
の１つまたは複数を克服することができるため、患者の較正を必要としない例示的な装置
をもたらす。特に、前記前提は、自動気道陽圧（ＡＰＡＰ）装置に対して厳密に適用しな
い。その結果、ある例示的な実施形態は、上述の前提を緩和し、簡素性と正確性とのバラ
ンスを保つとともに、なおも必要な前提を十分に満たすことができる。換言すれば、ある
例示的な実施形態は、上述の前提を満たすより簡素な（たとえ正確性に劣っても）技術の
解決方法を提供する。そのような実施形態は、製造および設計コストを低減するのに役立



(11) JP 2009-539433 A 2009.11.19

10

20

30

40

50

つ。したがって、この技術を低減されたコストで患者が利用できるようにすることによっ
て、患者への配慮を向上させるのに役立つ。
【００２３】
　そのような例示的なシステムは、たとえば、複雑なセンサの必要性を低減させることに
より、低コストで製造できるため、有効である。たとえば、そのような例示的なシステム
は、使用される特定の空気デリバリシステムの較正の必要性を低減（または排除）するこ
とにより、セットアップがより容易であるため、臨床医も同様に恩恵を得ることができる
。したがって、そのようなシステムは、さらに競合他社のマスクおよび患者回路エレメン
トとともに、動作することもできる。
【００２４】
　図１Ｂは、そのような例示的なシステムを示し、例示的な実施形態に従って、治療を受
ける患者に繋がれた自動タイトレーション装置の簡略化した部分的概略図である。自動タ
イトレーション装置１０は、治療を受ける患者１２に繋がれている。患者１２には、マス
ク１４が装着され、自動タイトレーション装置１０から柔軟なチューブ１６を通って直接
患者１２に、加圧された呼吸可能な気体が供給される。
【００２５】
　前記自動タイトレーション装置１０は、幾つかのコンポーネントを具備している。たと
えば、オペレータ、睡眠臨床医、または患者は、コントローラ１８を通して自動タイトレ
ーション装置１０の様々な設定を制御することができる。コントローラ１８は、たとえば
、治療を開始するかどうか、治療時間、デリバリ圧力などの制御（たとえば、手動制御）
を可能にする。１つまたは複数のセンサ２０は、患者の治療情報を監視する。以下により
詳細に記載するように、センサ２０は、上述の前提の緩和を可能にする情報を測定するの
に役立つ。たとえば、センサ２０は、吸気および／または呼気中の雑音を検出する雑音セ
ンサ、マスク換気流センサ、圧力センサ、患者リークセンサ、患者の症状改善に関連する
変数を監視するセンサ、モータ速度検出器などのうち１つまたは複数を具備することがで
きる。これらの特定のセンサは、実施される例示的な実施形態に従って、別々にまたは組
み合わせて実装されることは明らかである。センサ２０は、プロセッサ２２とともに、た
とえば、治療パラメータを調節したり、幾つかまたは全ての較正の必要性を排除したりす
るように動作する。プロセッサ２２は、加圧された呼吸可能な気体の供給を制御するよう
に、同様にモータ２４（図示されていない他のコンポーネントとともに）を制御する。プ
ロセッサ２２のさらに詳細な機能は、以下に記載する。
【００２６】
　１．前提の緩和
　１．１　患者デリバリシステムは、いびきを正確に推定するために既知である必要があ
る
　前記第１前提は、内因性の装置雑音および患者のいびきが、患者デリバリシステムの影
響を受けることである。したがって、従来、患者デリバリシステムは、いびきを正確に推
定するために既知である必要がある。しかし、２００６年１月６日に提出され、その発明
の名称を“Computer Controlled CPAP System with Snore Detection”と称するとともに
、その全体が本明細書に組み込まれる米国特許出願第６０／７５６,７０９号は、他の方
法でいびきを検出する技術を指向している。たとえば、いびきは、内因性の装置雑音とし
て呼気中に測定された雑音と、いびきとして吸気中に測定された付加雑音とを用いて検出
することができる。したがって、この治療技術は、患者回路と独立している。代替的に、
この治療技術は、患者回路の特性を暗黙的に組み込んだものとして想定することができる
。
【００２７】
　したがって、図２は、例示的な実施形態により、呼気中および吸気中に測定した雑音に
基づいて、いびきを計算する過程を示す典型的なフローチャートである。ステップＳ２０
２で、呼気中の雑音が測定されるとともに、ステップＳ２０４で、吸気中の雑音が測定さ
れる。ステップＳ２０６では、上述の方法で、呼気中および吸気中に計測した雑音（たと
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えば、ステップＳ２０２とステップＳ２０４との各々において）に基づいて、いびきを計
算する。
【００２８】
　再び図１Ｂを参照すると、前記センサ２０は、１つまたは複数のセンサを用いて、ステ
ップＳ２０２とステップＳ２０４とを実行するとともに、プロセッサ２２は、Ｓ２０６で
この情報に基づいて、いびきを計算する。
【００２９】
　１．２　患者リークを推定するために、マスク換気流の正確な判定が必要である
　前記第２前提は、マスク・リークを推定するために、マスク換気流は既知である必要が
あることである。しかし、ほとんどの場合、マスク・リークの正確な量は、不要である。
事実、ほとんどの場合、適切な治療を施すには、マスク・リークの大まかな推定のみで十
分である。したがって、換気流の大まかな推定は、十分に正確でかつ信頼できる、患者リ
ークの判定を与える。そのような場合、ある例示的な実施形態は、患者リークのバイナリ
推定（たとえば、リークが「大」または「小」である）を得るために、換気流の大まかな
推定のみで十分である。ある例示的な実施形態は、精度に追加のレベル（たとえば、リー
クが、「大」、「中」、または「小」である）を導入することによって、より細かい等級
を用いることができる。
【００３０】
　したがって、図３は、例示的な実施形態により、換気流および総平均気流レベルに従っ
て、前記患者リークを設定する過程を示す典型的なフローチャートである。ステップＳ３
０２で、換気流の大まかな推定が、取り込まれる。前記過程は、ステップＳ３０４におけ
るように、平均的なマスクの換気流ルックアップテーブルの特性に対する圧力を使用する
ステップを具備している。したがって、圧力が取り込まれるとともに、換気流はこのテー
ブルから得られる。次に、患者リークは、ステップＳ３０６において、気流の平均値（直
接的に測定または推定される）と、換気流との差として計算される。次に、このリークの
測定は、臨床的に有効な所定の閾値に従って、等級分けされる。たとえば、０.４ｌ／ｓ
ｅｃを上回るリークは、大きいリークとして一般的に見なされ、診療を必要とする。した
がって、この等級分けの結果は、離散リークレベルのセットに関連する。次に、ステップ
Ｓ３０８で、マスク・リークの少なくとも１つの所定の閾値に従って、マスク・リークを
分類する。マスク・リークを測定または推定する理由は、マスク・リークが大きい場合に
、治療圧力が増加しないことを保証するためである。マスク・リークが大きい場合、患者
に与えられる治療は効果的ではない（さらに、これら条件下では、治療パラメータの精度
および／または正確性に損失が生じる）。たとえば、呼吸イベントの検出にも関わらず、
いびき、または治療圧力の平坦化気流などは、増加しない。治療圧力の増加は、より効果
的な治療を与えるというよりもむしろマスク・リークをさらに増加させるとともに、幾つ
かの場合、患者を起こすことになる。一般的に、マスク・リークのレベルは、記録および
報告され、システムを調整する必要があることを臨床医に知らせる。たとえば、異なる患
者インターフェースシステムが必要である。したがって、マスク・リークの測定は、大き
なリークの存在下において治療圧力の増加を防ぐために、重要である。大きなリークの存
在下において治療圧力の増加を防ぐことが重要であるとともに、ある例示的な実施形態に
おいてリークが減少した後に、治療効果インジケータがそのような変化を要求している場
合、圧力閾値を変化させることは更に有効である。
【００３１】
　再び図１Ｂを参照すると、前記センサ２０は、１つまたは複数のセンサを使用してステ
ップＳ３０２（たとえば、換気流の大まかな推定を取り込む）を実行するとともに、プロ
セッサ２２は、換気流を分類し、この情報に基づいて患者リークを設定する。
【００３２】
　１．３　所望の治療圧力を送るために、空気デリバリシステム全体の圧力低下を知る必
要がある
　前記第３前提は、所望の治療圧力を送るために、空気デリバリシステム全体の圧力低下
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を知る必要があるということである。この前提は、一般的に、固定されたＣＰＡＰ装置に
対して適用できる一方で、ＡＰＡＰ装置に対しては重要ではない。患者の気道の状態が改
善されるまで、ある一定の度合いに圧力を増加し続ける。しかし、患者を治療するための
閾値は、治療圧力が増加するのにつれてますます「深刻（severe）」になる。換言すると
、たとえば、治療圧力が増加するのにつれて、患者は、治療のためにますます重い症状を
経験することが要求される。これは、可能な圧力上昇に逆らうように起きる。この過程の
正味の結果は、「マスク圧」の正確な測定がなされるよりも早く治療が飽和することであ
る。この飽和は、上述の機構を通して１つの局面に達し、治療のための閾値は、患者によ
って達成不可能である。したがって、たとえ閉塞性の症状を経験し続けるとしても、患者
はこれから治療を受けないということを意味する。たとえば、６０ｄＢＡと同等のいびき
は４ｃｍの圧力で治療され、７０ｄＢＡのいびきの治療には１０ｃｍの圧力が必要である
。
【００３３】
　ある例示的な実施形態により、この問題を回避する方法は、前記患者にみられる症状改
善、またはその欠如に基づいて閾値を変化させることである。この過程は、幾つかの方法
で実施される。
　・ある期間にわたって気流制限を監視する。気流制限が一定の閾値を一貫して下回った
場合、気流制限の治療に対して圧力増加量を変化させる。
　・1時間当たりの無呼吸低呼吸指数（ＡＨＩ）を監視する。１時間当たりのＡＨＩが既
定の値よりも（たとえば、２未満）低下した場合、無呼吸治療の閾値を変化させる。
　・覚醒指数を監視する。覚醒指数が減少しなかった場合、１つまたは複数の治療アルゴ
リムに対する閾値を変化させる。
　したがって、ＡＰＡＰ装置で送られる圧力は、実際のデリバリ圧力を判定することなく
変化させることができる。
【００３４】
　図４は、例示的な実施形態により、前記患者の状態を示す変数を監視することによって
患者の症状改善を測定した後に、圧力を変化させる過程を示す典型的なフローチャートで
ある。ステップＳ４０２で、実際のデリバリ圧力に関連する変数を監視することによって
患者の症状改善を測定する。たとえば、上述したように、そのような変数には、気流制限
（flow limitation）、１時間当たりのＡＨＩ、および／または覚醒指数が含まれる。ス
テップＳ４０４で、監視した変数が患者の症状改善を示しているかどうかを判定する。そ
うである場合、前記過程は、ステップＳ４０２に戻る。しかし、症状改善が示されなかっ
た場合、ステップＳ４０６で圧力閾値を変化させることによって、治療圧力を変化させる
ことができる。次に、前記過程は、ステップＳ４０２（図示せず）に戻り、治療コースの
間、患者の症状改善を監視し続ける。
【００３５】
　再び図１Ｂを参照すると、前記センサ２０は、１つまたは複数のセンサを使用して気流
制限、ＡＨＩ、および／または覚醒指数のうち１つまたは複数を監視することができる。
プロセッサ２２は、患者の症状が改善したかどうかを判定するとともに、この情報に基づ
いて圧力を調節する。
【００３６】
　１．４　デリバリ圧力を制御するためにそれを知る必要があり、したがって圧力の較正
を必要とする
　前記第４前提は、前記第３前提から得られる。特に、デリバリ圧力を制御するために、
それを知っている必要があり、したがって、圧力の較正を必要とする。しかし、２００５
年１１月２日に出願され、その発明の名称を“Using Motor Speed in a PAP Device to E
stimate Flow”と称するとともに、引用によりその全体が本明細書に組み込まれる国際出
願第ＰＣＴ／ＡＵ２００５／００１６８８号明細書には、デリバリ圧力が間接的に制御さ
れる技術が開示されている。たとえば、デリバリ圧力は、モータ速度を制御することによ
って、間接的に制御される。この技術を自動閾値調節と組み合わせることは、どの位の圧
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力が送られているかを明確に知ることなく、適正な治療圧力が実現されることを意味する
。したがって、圧力の較正は不要である。
【００３７】
　したがって、図５は、例示的な実施形態により、前記モータ速度に従って圧力を与える
過程を示す典型的なフローチャートである。ステップＳ５０２では、圧力を自動的に調節
する。好ましくは、これは図４を参照して記載した前記過程によって実施される。自動タ
イトレーション装置のエレメント（好ましくはモータ、さらに詳細にはモータの速度）は
、ステップＳ５０４で自動閾値調節に関連して調節される。したがって、ステップＳ５０
６で、エレメント（たとえば、モータ速度）に従って圧力を与えることができる。この過
程は、圧力を自動的に調節しながら、圧力を報告し続ける。
【００３８】
　再び図１Ｂを参照すると、前記プロセッサ２２は、圧力の自動調節を監視する。必要で
あれば、プロセッサ２２は、患者１２に供給される呼吸可能な気体の圧力を制御するよう
に、さらに自動タイトレーション装置１０のエレメント（たとえば、モータ２４）を調節
する。
【００３９】
　２．例示的なシステム
　前記マスク・リークおよび換気流の概念は、たとえば、後方互換性における問題を招く
、ＰＡＰ装置に対する様々な患者インターフェース装置の全タイプを予め較正する必要性
を低減することに基づいている。さらに、これは、前記装置がセットアップされる際に、
前記装置に組み込まれる特定のマスクの特性を必要とする。１つの概念は、この較正を軽
減し、ＰＡＰ装置にプログラムされるマスクの特性の一般的なセットを推定することであ
る。治療の特性が監視されるとともに、絶対値の使用とは対照的に、割合および／または
比較に基づいた評価が使用される。他の概念は、ＰＡＰ装置の軽減および／または限定さ
れた事前較正を提供することに関連する。たとえば、患者インターフェースの幾つかの異
なるタイプのうち、いずれを実施するか指定することが可能である。たとえば、マスクの
完全なリストから選択するというよりもむしろ、フルフェイスマスク、鼻マスク、鼻カニ
ューレなどを選択することが可能である。他の例示的な実施形態では、一般的な較正も、
限定された事前較正も不要である。
【００４０】
　次に、自動較正能力がある装置の例示的な実施形態を記載する。以下に記載される例示
的な実施形態と、それとともに関連して記載される価値および範囲とは、例示目的でのみ
与えられるのであって、本発明を限定することを意図しないことは、明らかである。
【００４１】
　２．１　マスク圧を推定するとともに、速度制御によってマスク圧を調節する
　緩和された上述の前提に従うと、大気圧を上回る空気圧が、前記気流生成器で推定され
ることにより、マスク圧を調節することができる。このとき、マスク圧は、速度制御を通
して間接的に制御される。
【００４２】
　例示的な実施形態では、前記気流生成器は、－９０～１８０リットル／分の気流速度に
おいて、患者のマスク空気圧を約５～２０ｃｍＨ２Ｏの範囲に保つことができる。前記範
囲の上限である２０ｃｍＨ２Ｏに達することは明らかであり、その要求は、２０ｃｍＨ２

Ｏの上方に広がることを必要とする。気流速度が約－３０～＋１２０リットル／分である
ことを仮定すると、デリバリ圧力の精度は、測定値の±０.５ｃｍＨ２Ｏ＋４％の範囲内
で測定される。気流速度が約－３０～＋１２０リットル／分であることを仮定すると、送
られるマスク圧のセットの好ましい分解能は０.２ｃｍＨ２Ｏ以下である。同様に、気流
速度が約－３０～１２０リットル／分であることを仮定すると、報告される圧力の精度は
、測定値の±０.５ｃｍＨ２Ｏ＋４％の範囲内で測定される。
【００４３】
　スイング（swing）は、圧力計を用いて、正弦波状の呼吸の回数（たとえば、１２回の
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正弦波状の呼吸）の全体平均により測定される。１０ｃｍＨ２Ｏ以下の圧力において、ス
イングの目標性能は、１.５ｃｍＨ２Ｏ以下であり、１０～２０ｃｍＨ２Ｏにおいて、ス
イングの目標性能は、２.０ｃｍＨ２Ｏ以下である。これらのデータ（figure）が、５０
０ｍｌの１回換気量（tidal volume）において、１分間当たり１５回の呼吸に対する目標
性能を表していることは、明らかである。好ましくは、スイングは、呼気中の圧力低下と
、その反対とに対応する位相スイングの不一致として測定される。しかし、ある例示的な
実施形態において、スイングは、同相のスイングとして測定されることは明らかである。
１つまたは複数のセンサ２０は、圧力計として機能するように構成されている。
【００４４】
　前記装置が空の（blanked）マスクに接続されている間、固定圧力において動作する場
合、ジッターは、水圧計を用いてマスクで測定される圧力摂動（pressure perturbation
）の振幅である。ジッターは、好ましくは２ｍｍＨ２Ｏｐｐ未満である。これは、前記ジ
ッターがマスク圧のみを測定していることと、リークがない、または実質的にないことと
を仮定している。１つまたは複数の前記センサ２０は、ジッターを測定するように構成さ
れている。
【００４５】
　呼吸による幾らかの気流を仮定すると、全体の気流の測定精度は、好ましくは±１２リ
ットル／分である。要求される圧力精度に達することは明らかであり、圧力フィードバッ
クが、実施される（たとえば、前記センサ２０から測定値が取得された後に、モータ２４
を通してプロセッサ２２によって制御されるように）。
【００４６】
　２．２　データの取り込み
　前記センサ２０は、データを取り込むとともに、前記プロセッサ２２は、このデータを
解釈する。好ましくは、特定のデータが、記録される。パラメータは、毎秒、呼吸毎、呼
吸イベントの終了毎、リアルタイムで、またはリアルタイムに近似する特定のサンプリン
グレート（たとえば、８０ｍｓ）で、記録される。以下のパラメータのうち１つまたは複
数のパラメータが記録される。すなわち、モータ速度、設定圧力、マスク・リーク、患者
リーク、平坦化いびき指数（flattening snore index）、ＡＨＩ、呼吸時間、イベントタ
イプ、イベント時間、および１回換気量である。このパラメータリストが、例示的で非限
定的な目的に過ぎないことは明らかである。他のパラメータも、前記リストアップした１
つまたは複数のパラメータに加えて、またはその代わりに取り込まれる。
【００４７】
　２．３　自動設定パラメータの検出
　以下の自動設定パラメータが検出される。これらのパラメータは、例示目的に与えられ
るのに過ぎず、本発明の範囲を限定することを意図するものではないことは明らかである
。他のパラメータは、以下の１つまたは複数のパラメータに加えて、またはその代わりに
検出される。
【００４８】
　２．３．１　いびき検出
　いびき検出は、呼気性いびきのバイナリ検出器（たとえば、１つまたは複数の前記セン
サ２０が、いびきの有無を検出する）として実装される。いびき指数は、いびき検出器の
５回呼吸動作平均（5-breath moving average）として計算される（たとえばプロセッサ
２２によって）。いびき検出器は、約３０Ｈｚから１００～３００Ｈｚまでの帯域幅を有
する０.０～２.０「いびきユニット（snore unit）」の範囲で、いびきを検出する。これ
は、呼吸速度が約６～３０ｂｐｍであり、リークが約０～１リットル／秒であり、分時拍
出量（minute volume）が約３～１５リットル／分であるとともに、圧力の範囲が約５～
２０ｃｍＨ２Ｏであることを仮定している。
【００４９】
　２．３．２　気流制限の検出
　平坦化指数（ＦＩ）は、典型的に０～０.３４の範囲である連続的な変数として計算さ



(16) JP 2009-539433 A 2009.11.19

10

20

30

40

50

れる（たとえば、前記プロセッサ２２によって）。さらに詳細には、ＦＩは、たとえば、
０.０１ユニットの分解能において、最近の５回の呼吸に対して計算されたＦＩの５回呼
吸動作平均である。理想的な入力に対するＦＩの典型的な値は、矩形波に対して０.０で
あるとともに、正弦波に対して０.３である。生理学的な「正常呼吸」の値は、約０.２５
である。
【００５０】
　正弦波および矩形波入力（たとえば、１つまたは複数の前記センサ２０からの）の線形
結合は、個々の入力波形の出力の和に等しい出力を生成する。同一の入力波形に対する応
答において、気流制限検出器の出力（たとえば、プロセッサ２２によって得られる）は、
自動設定装置の出力と線形に相関する。これは、呼吸速度が約６～３０ｂｐｍであり、リ
ークが約０～１リットル／秒、分時拍出量が約３～１５リットル／分であるとともに、圧
力範囲が約５～２０ｃｍＨ２Ｏであることを仮定している。
【００５１】
　表１は、典型的な特性、必要条件、および平坦化指数に関連する基本的な条件をまとめ
たものである。
【００５２】
【表１】

【００５３】
　２．３．３　無呼吸検出
　無呼吸検出器は、測定された換気が１０秒を超える期間に対する持続的な換気の２５％
未満に減少した場合に、無呼吸の発生とその時間を検出する（たとえば、１つまたは複数
の前記センサ２０によって）。その精度は、約±４秒または２０％のいずれか大きい方で
ある。その分解能は、約１.０秒である。これは、呼吸速度が６～３０ｂｐｍであり、リ
ークが約０～１リットル／秒であり、分時拍出量が約３～１５リットル／分であるととも
に、圧力の範囲が約５～２０ｃｍＨ２Ｏであることを仮定している。幾つかの例示的な実
施形態では、この検出は、安定した呼吸の５分後に適用されるとともに、上述の検出に対
して無呼吸と無呼吸の間には、少なくとも１分が必要であることは明らかである。
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　２．３．４　低呼吸検出
　前記無呼吸検出は、好ましくは、１５秒を超える期間に対して換気の測定値の減少が５
０％を超えた場合に（たとえば、プロセッサ２２によって計算される）、低呼吸の発生（
たとえば、１つまたは複数の前記センサ２０通して）を検出する。約１.０秒の分解能に
おいて、約±４秒の精度では、低呼吸検出の範囲は、約１０秒よりも長い。ある例示的な
実施形態において、この検出は、安定した呼吸の５分後に適用できることは明らかである
。これは、呼吸速度が約６～３０ｂｐｍであり、リークが０～１リットル／秒であり、分
時拍出量が約１５リットル／分未満であるとともに、圧力の範囲が約５～２０ｃｍＨ２Ｏ
であることを仮定している。
【００５５】
　２．４　他の装置パラメータの検出
　以下の装置パラメータが検出される（たとえば、１つまたは複数の前記センサ２０を通
して）。これらのパラメータは、例示目的のみに与えられるとともに、本発明の範囲を限
定することを意図するものではないことは、明らかである。他のパラメータは、以下の１
つまたは複数のパラメータに加えて、またはその代わりに検出される。
【００５６】
　２．４．１　リークの測定
　ある例示的な実施形態は、前記大きいリークの検出に対して最初に使用される、リーク
の広範で定量的な表示を与える。この表示は、マウス・リーク（たとえば、患者１２から
）と、マスク・リーク（たとえば、マスク１４から）との両方を含んでいる。表２は、典
型的な特性、必要条件、およびリークの測定に関連する基本的な条件をまとめたものであ
る。これは、呼吸速度が約６～３０ｂｐｍであり、リークが０～１リットル／秒であり、
分時拍出量が約１５リットル／分未満であるともに、圧力の範囲は約４～２０ｃｍＨ２Ｏ
であることを仮定している。
【００５７】
【表２】

【００５８】
　２．４．２　気流の推定
　前記気流は、モータ電流（たとえば、前記モータ２４からの）を使用して推定される。
表３は、典型的な特性、必要条件、および気流の推定に関連する基本的な条件をまとめた
ものである。
【００５９】
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【表３】

【００６０】
　２．４．３　ＣＰＡＰ圧力の自動タイトレーション
　前記気流生成器は、気流制限（平坦化）、いびき、低呼吸の検出に基づいて、ＣＰＡＰ
の治療圧力を自動的にタイトレーションすることを可能にする以下のアルゴリズムを組み
込んでいる。ある例示的な実施形態では、これらのアルゴリズムは、１つまたは複数の前
記センサ２０からの入力に基づいて、前記プロセッサ２２によって実施される。同様に、
ある例示的な実施形態では、プロセッサ２２は、１つまたは複数のセンサ２０から受信し
たデータ（たとえば、患者の症状改善に満たないなどを示す）に基づいて、特定の応答（
たとえば、モータ２４の速度を変化させたり、圧力閾値を変化させたりするなど）をトリ
ガする。
【００６１】
　２．４．３．１　平坦化に対する応答
　前記平坦化指数は、最近５回の呼吸にわたって計算される（たとえば、プロセッサ２２
によって）。前記指数が閾値を下回った場合、設定圧力は、平坦化指数が閾値を下回る各
ユニットに対して、３.０ｃｍＨ２Ｏだけ増加される。既定の閾値は、０.２２である。前
記指数は、呼吸毎に再計算される。平坦化による圧力増加（たとえば、モータ２４によっ
て制御される）は、最大１ｃｍＨ２Ｏ／秒に制限されるべきである。
【００６２】
　２．４．３．２　いびきに対する応答
　前記いびき指数が、閾値（既定では０.２）よりも大きい場合、設定圧力はいびきが閾
値を越えた各ユニットに対して、１.５ｃｍＨ２Ｏだけ増加される。いびき指数は、呼吸
毎に再計算される（たとえば、プロセッサ２２によって）。圧力増加は、０.２ｃｍＨ２

Ｏ／秒（すなわち、１２ｃｍ／分）の速度に制限される。表４は、様々な期間のいびきイ
ベントに対する応答の範囲を示している。
【００６３】
【表４】

【００６４】
　２．４．３．３　無呼吸に対する応答
　前記装置は、無呼吸に応答するＡ１０アルゴリズムを組み込む。Ａ１０アルゴリズムは
、治療アルゴリズムに関し、その全体が引用により本明細書に組み込まれる国際特許出願
第ＷＯ１９９９／２４０９９号明細書に記載されているように、高圧力の無呼吸は、中枢
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性無呼吸として分類される。米国特許第６,３６７,４７４号と、米国特許第６,５０２,５
７２号明細書と、米国特許第６,８１７,３６１号明細書と、米国特許第６,９８８,４９８
号明細書と、米国特許出願第２００６／００２１６１８号明細書も、同様にＡ１０アルゴ
リズムに関するとともに、各々は、その全体が引用により本明細書に組み込まれる。Ａ１
０アルゴリズムは、一旦無呼吸が消失したら、無呼吸期間に比例する量だけＡＰＡＰ圧力
を増加させる。この増加量は、ＡＰＡＰ圧力が、無呼吸に応答して１０ｃｍＨ２Ｏを超え
ることがないように、制限される。しかし、ＡＰＡＰ圧力が、他の生理学的イベント（た
とえば、いびき）に応答して１０ｃｍＨ２Ｏを超えることは明らかである。ある例示的な
実施形態において、これらのアルゴリズムは、プロセッサ２２によって実施される。
【００６５】
　前記Ａ１０アルゴリズムの代替として、前記装置は、開いた状態の（すなわち、中枢性
）無呼吸と、閉じた状態の（すなわち、閉塞性の）無呼吸とを区別することができる、閉
塞気道検出アルゴリズムを使用する。たとえば、中枢性無呼吸が検出された場合、治療圧
力は増加されない。適合する閉塞気道検出アルゴリズムの実施例が、２００６年８月３０
日に提出された米国特許出願第６０／８２３９７３号明細書と、２００７年３月４日に提
出された米国特許出願第６０／９１６１４７号明細書とに記載されており、それらの各々
は、その全体が引用により本明細書に組み込まれる。
【００６６】
　ある例示的な実施形態は、好ましくは、呼吸の異常性に応答する前に、最小設定圧力に
おいて要求された整定時間（settling time）を待つ。整定時間の１つの例は、５分であ
る。１分の最小沈降時間は、多く場合、自動設定アルゴリズムを安定させるのに望ましい
。
【００６７】
　２．４．３．４　異常性の欠如に対する応答
　異常性（たとえば、検出される無呼吸、低呼吸、いびき、または平坦化）の欠如におい
て、組み合わされた圧力は、最小値に向かって増加量を指数関数的に、たとえば２０分の
時定数で減少する。
【００６８】
　上述の技術が、治療効果を監視するのに使用することができることは明らかである。そ
のような監視データは、ＰＡＰ装置の有無に関わらずに使用される。前者の場合、患者の
状態に関するデータは、単純に治療を行う医師や睡眠実験室の技師などに報告される。後
者の場合、圧力を治療効果に基づいて調節することができる。したがって、治療は、装置
ベースというよりはむしろ患者ベースである。
【００６９】
　治療の積極性および／または緩行性を、治療効果の測定値に基づいて変化させることは
明らかである。たとえば、正常な状態下では、圧力を、２ｃｍＨ２Ｏ／１０ｄＢ いびき
／呼吸だけ増加させる。あるパラメータが、効果の欠如を示した場合（たとえば、いびき
が適切に減少しない）、それに従って治療は、３ｃｍＨ２Ｏ／１０ｄＢ いびき／呼吸に
変化する。反対に、いびきが予想よりも早く減少したような場合、治療は、３ｃｍＨ２Ｏ
／１０ｄＢ いびき／呼吸に減少する。
【００７０】
　自動較正システムおよび／または学習システムは、上述の実施形態と関連して使用され
、たとえば、システムを特徴づけるアコースティックピクチャ（acoustic picture）を生
成するアコースティックピン（acoustic ping）を使用することは明らかである。たとえ
ば、学習回路、コネクタ認識、スマートマスクシステムおよび／または追跡システムが、
上述の例示的な実施形態と関連して使用される。そのような技術は、たとえば、２００３
年１１月６日に提出された米国特許出願第１０／４５０,５１９号明細書と、２００３年
８月８日に提出された米国特許出願第１０／６３７,７７１号明細書と、２００６年８月
３０日に提出された米国特許出願６０／８２３,９３４号明細書と、２００６年５月２２
日に提出された国際特許出願第ＰＣＴ／ＡＵ２００６／０００６７９号明細書と、２００
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６年２月２４日に提出された国際特許出願第ＰＣＴ／ＡＵ２００６／０００２３８号明細
書と、２００６年１２月２１日に提出された米国特許出願第１１／６４２,９６３号明細
書とに開示されており、その全体の内容は、それぞれ引用により本明細書に組み込まれる
。
【００７１】
　本発明は、現時点で最も実用的でかつ好ましい実施形態と考えられるものに関して記載
した一方で、本発明は、開示された実施形態に限定されないどころか、本発明の趣旨およ
び範囲内に含まれる様々な変形および等価な配置を包含することを意図していることが理
解される。さらに、上述された様々な実施形態は、他の実施形態と併せて実施される。た
とえば、ある実施形態の態様は、さらに他の実施形態を実現するように、別の実施形態の
態様と組み合わされる。
【００７２】
　さらに、上述された様々な実施形態は、他の実施形態と併せて実施される。たとえば、
ある実施形態の態様は、さらに他の実施形態を実現するように、別の実施形態の態様と組
み合わされる。それに加えて、本発明は、ＯＳＡを患っている患者に対して適用されると
ともに、他の疾患（たとえば、うっ血性心不全、糖尿病、病的肥満、脳卒中、肥満手術な
ど）を患っている患者も上述の技術による恩恵を受けることができることは明らかである
。さらに、上述の技術は、患者と同様に、非医療的利用の患者でない人に対する適用性も
有している。
【符号の説明】
【００７３】
　１０　自動タイトレーション装置
　１２　患者
　１４　マスク
　１６　チューブ
　１８　コントローラ
　２０　センサ
　２２　プロセッサ
　２４　モータ
　Ｓ２０２　呼気中の雑音を測定するステップ
　Ｓ２０４　吸気中の雑音を測定するステップ
　Ｓ２０６　呼気中および吸気中に測定した雑音に基づいて、いびきを計算するステップ
　Ｓ３０２　圧力に基づいて換気流を推定するステップ
　Ｓ３０４　総リークの推定として、平均気流を判定するステップ
　Ｓ３０６　推定した総リークと推定した換気流とからマスク・リークを判定するステッ
プ
　Ｓ３０８　少なくとも１つの所定のマスク・リーク閾値に従って、マスク・リークを分
類するステップ
　Ｓ４０２　実際のデリバリ圧力に関連する変数の監視により患者の症状改善を測定する
ステップ
　Ｓ４０４　監視した変数が患者の症状改善を示しているか判定するステップ
　Ｓ４０６　圧力閾値を変化させるステップ
　Ｓ５０２　圧力閾値を自動的に調節するステップ
　Ｓ５０３　自動閾値調節に関連してモータ速度を調節するステップ
　Ｓ５０４　モータ速度に従って圧力を与えるステップ
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【国際調査報告】
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