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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
制御可能な機械式人工呼吸器であって、当該人工呼吸器が、
ガス貯留部に結合されたガス注入部と、
前記ガス貯留部に結合され、ガスを受け入れてそれを患者インタフェースに導くための
吸入管路と、
前記吸入管路から空気混入領域へのガスの流れを制御するよう動作可能な流量制御弁で
あって、前記空気混入領域が第１の管路及び第２の管路を介して雰囲気空気を受け入れる
ためのポートに結合された流量制御弁と、
管路によって前記空気混入領域に接続された患者インタフェースと、
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制御弁と、この制御弁のためのダイヤフラムアクチュエータとを有するガス遮断機構で
あって、前記ダイヤフラムアクチュエータが前記吸入管路の中の圧力状態を検出するガス
遮断機構と、
を具えることを特徴とする制御可能な人工呼吸器。
【請求項２】
弁が前記第１の管路に配置されており、空気が前記ポートの外に通り抜けて前記雰囲気
の中に出るのを防ぐことを特徴とする請求項１に記載の制御可能な人工呼吸器。
【請求項３】
前記第２の管路が、前記第１の管路に結合された第１の端部と、前記空気混入領域に結
合された第２の端部と、を有しており、
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前記第２の管路が、前記第１の端部から前記第２の端部に向けて狭くなった直径を有し
ており、これにより、前記第１の端部が前記第２の端部よりも大きい直径を有することを
特徴とする請求項１に記載の制御可能な人工呼吸器。
【請求項４】
前記患者インタフェースを通って送出される雰囲気空気の量を、前記ポートを遮断する
ことによって変更し得ることを特徴とする請求項１に記載の制御可能な人工呼吸器。
【請求項５】
制御可能な機械式人工呼吸器であって、当該人工呼吸器が、
ガス貯留部に接続されたガス注入部と、
前記ガス貯留部から吸入管路を介したガスの注入を制御するよう動作可能に結合された
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患者の流量制御弁と、
前記流量制御弁によって前記吸入管路から間隔を空けた患者インタフェースと、
制御弁と、この制御弁のためのダイヤフラムアクチュエータとを有するガス遮断機構で
あって、前記ダイヤフラムアクチュエータが前記吸入管路の中の圧力状態を検出するガス
遮断機構と、を具えており、
さらに、前記人工呼吸器が、ＰＩＰ、ＰＥＥＰ、酸素供給のレベル及び呼吸数のうちの
少なくとも１を制御するための手段を具えていることを特徴とする制御可能な人工呼吸器
。
【請求項６】
さらに、前記人工呼吸器が、水分及び熱を捕捉するための加湿フィルタを具えているこ
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とを特徴とする請求項５に記載の人工呼吸器。
【請求項７】
前記人工呼吸器が殺菌処理可能な材料を具えていることを特徴とする請求項５に記載の
人工呼吸器。
【請求項８】
前記患者の流量制御弁が、特定のガス流量を与えるよう調節可能であることを特徴とす
る請求項５に記載の人工呼吸器。
【請求項９】
前記ガス流量を、成人、小児、及び乳児モードのうちの少なくとも１に設定し得ること
を特徴とする請求項８に記載の人工呼吸器。
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【請求項１０】
ＰＩＰが、２０ｃｍＨ２Ｏ乃至３５ｃｍＨ２Ｏの範囲にあることを特徴とする請求項５
に記載の人工呼吸器。
【請求項１１】
さらに、前記ガス注入部が、与圧ガス源に結合するためのガスインタフェースを具えて
いることを特徴とする請求項５に記載の人工呼吸器。
【請求項１２】
さらに、前記患者インタフェースが、前記患者から吐出したガスを受け入れるための患
者インタフェースと、前記患者にガスを送出するための患者インタフェースとを具えてい
ることを特徴とする請求項５に記載の人工呼吸器。
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【請求項１３】
前記患者インタフェースが、呼吸マスクアッセンブリであることを特徴とする請求項５
に記載の人工呼吸器。
【請求項１４】
前記患者インタフェースが気管内チューブであることを特徴とする請求項５に記載の人
工呼吸器。
【請求項１５】
前記患者インタフェースが喉頭マスク気管器具であることを特徴とする請求項５に記載
の人工呼吸器。
【請求項１６】
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前記流量制御弁が、ノブと構造的に連通しており、呼吸数を制御するよう物理的に操作
し得ることを特徴とする請求項５に記載の人工呼吸器。
【請求項１７】
さらに、前記患者インタフェースに動作可能に結合された呼気管路及び呼気弁を具えて
いることを特徴とする請求項５に記載の人工呼吸器。
【請求項１８】
さらに、圧力検出器と、前記圧力検出器に動作可能に結合されたアラーム回路とを具え
ており、
前記アラーム回路が、前記圧力検出器によって検出された圧力の変化に基づいてアラー
ム信号を発生させることを特徴とする請求項５に記載の人工呼吸器。
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【請求項１９】
前記患者の流量制御弁が、前記吸入管路から空気混入領域へのガスの流れを制御するよ
う動作可能であり、
前記空気混入領域が、第１の管路及び第２の管路を介して、雰囲気空気を受け入れるた
めのポートに結合されていることを特徴とする請求項５に記載の人工呼吸器。
【請求項２０】
さらに、前記第１の管路に配置され、空気が前記ポートの外に通り抜けて前記雰囲気の
中に出るのを防ぐ弁を具えており、
前記弁を調節して酸素及び空気の混合物を供給することによって、酸素供給のレベルを
変えることができることを特徴とする請求項５に記載の人工呼吸器。
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【請求項２１】
吸気時間を固定し呼気時間を変えることによって、前記呼吸数が変わることを特徴とす
る請求項５に記載の人工呼吸器。
【請求項２２】
ＰＥＥＰが、５ｃｍＨ２Ｏから２０ｃｍＨ２Ｏに及ぶ可変制御であることを特徴とする
請求項５に記載の人工呼吸器。
【請求項２３】
さらに、前記人工呼吸器が、回路で気道の瞬間圧力を測定且つ表示すべく、前記患者イ
ンタフェースの近くに配置された一体化した圧力ゲージを具えていることを特徴とする請
求項５に記載の人工呼吸器。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、一般に、人工呼吸器の分野に関し、特に、一時的流行又は世界的な大流行の
病態の発現による呼吸困難に対処する人工呼吸器システムに関する。特に、本発明は、回
復するまでの障害のある様々な段階の急性呼吸窮迫症候群（ＡＲＤＳ）の患者のニーズに
合うように、制御及び動作範囲を有する人工呼吸器システムである。特に、本発明は、最
小限必要な技能で素早く製造することができ流行している呼吸器疾患の病状に応答するよ
う迅速に使用し得る人工呼吸器システムである。
【背景技術】
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【０００２】
呼吸器疾患が、他の健康な集団での病原体の流行の発現によって引き起こされる可能性
がある。呼吸器疾患は、重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）及び鳥インフルエンザ（Ｂｉ
ｒｄ

Ｆｌｕ）を含むが限定されない、いくつかの病状を引き起こす可能性がある。重症

急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）、すなわち呼吸器疾患及び時には死をもたらす肺炎の重篤
な病態が、新たな流行の脅威となっている。報告されたＳＡＲＳ及び又は鳥インフルエン
ザの全ての新規症例は、別の大発生及びさらに悪いことに世界的な大流行の火付け役とな
る可能性がある。ＳＡＲＳの最も特徴的な症状は、発熱、咳、呼吸困難及び／又は他の呼
吸器症状を含む。大部分のケースでは、酸素補給、胸部理学療法、及び／又は人工呼吸器
の使用といった支持療法を必要とする。鳥インフルエンザは、症状のなお一層の速い襲来
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をともなう重度の呼吸困難をもたらす別の新たな流行の脅威となっている。
【０００３】
いくつかある症状の中で特に呼吸困難は、患者の効果的な酸素供給の維持能力の低下を
含んでいる。しかしながら、流行又は病原体に拘わらず、これらの病態を患う重病患者の
呼吸の苦しさを、患者に人工呼吸器を付けることによって和らげ、多くのケースで回復を
早めることができる。従来、正常に機能しない呼吸を楽にするために、患者を落ち着かせ
加圧呼吸又は従量式換気のいずれかを用いた人工呼吸器を装着する。
【０００４】
典型的な人工呼吸器は、操作者が入力する所定のガス組成、圧力、及びフローパターン
の一覧の下で、（陽圧の人工呼吸器などの場合）与圧ガスを肺の中に押し込むか又は（陰
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圧の人工呼吸器の場合）患者の胸腔を拡げて肺の中に気体を引き入れることによって動作
する。
【０００５】
現状では、従来の人工呼吸器は、人工呼吸のパラメータを制御し、監視されるパラメー
タの表示のため及びアラーム動作又は警戒状況のために（アナログ−デジタル変換器を介
して）マイクロプロセッサに電気データを与える圧力及び流量の計測トランスデューサを
含めるためにマイクロプロセッサを使用する。
【０００６】
さらに、従来の人工呼吸器は、様々な金属のパーツを製造するために複雑な組み立てが
行われる大規模な製造工場の使用、又は高靱性のプラスチックパーツを作製するのに必要
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な高度なツール及び成形プロセスを要する。新たな態様及び人工呼吸モードを加えると、
従来の制御部及び表示部が、新たな態様を入力及び表示し易くする要請の問題に悩むこと
になり、動作の複雑さが増す。このように、従来の人工呼吸器は複雑な装置であり、製造
及び動作するのにコストがかかる。
【０００７】
さらに、従来の人工呼吸器システムは、幅広い患者の状態を扱うよう設計されている。
例えば、病院の集中治療室の患者は、一般に体組織が衰える恐れがある多くの疾患又は病
状に参ってしまう。また、集中治療室は、外傷、心臓疾患、感染等を含む広範な病気を患
う幅広い患者を扱うことができるようにしなければならない。このため、従来の人工呼吸
器は、複雑な部品セットによって作られる多くの動作モードを有しており、システムを立
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ち上げるのに熟練した専門家を要する。
【０００８】
このため、必要なのは、物理的及び動作的な簡易性を有する人工呼吸器である。また、
必要なのは、容易に入手可能な材料で製造される人工呼吸器である。さらに、必要なのは
、簡単、低コストなツール及び方法で作製し得る人工呼吸器である。
【０００９】
さらに、必要なのは、他の健康な集団での病原体によって引き起こされる呼吸困難に対
応し得る人工呼吸器である。また、必要なのは、変化する患者のニーズに対応し得る人工
呼吸器である。さらに、必要なのは、人工呼吸器が患者から安全に外されるまで、危機的
な状態に及んでいるＡＲＤＳの患者のニーズに合致し得る人工呼吸器である。

40

【００１０】
また、必要なのは、測定可能な規模で呼吸器疾患の流行の発現が認められる時に、容易
に且つコスト効率よく製造し得る人工呼吸器である。
【００１１】
さらに必要なのは、流行のピークに先だって、いかなる場所でも迅速に製造し得る人工
呼吸器である。また、必要なのは、ある集団において人工呼吸器による補助の苦痛を和ら
げることができる人工呼吸器である。
【発明の概要】
【００１２】
本発明は、制御可能な機械式人工呼吸器を扱う。一実施例では、制御可能な機械式人工
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呼吸器が、ガス貯留部に結合されたガス注入部と、ガス貯留部に結合され、ガスを受け入
れてそれを患者インタフェースに導くための吸入管路と、吸入管路から空気混入領域への
ガスの流れを制御するよう動作可能な流量制御弁であって、空気混入領域が第１の管路及
び第２の管路を介して雰囲気空気を受け入れるためのポートに結合された流量制御弁と、
管路によって空気混入領域に接続された患者インタフェースと、吸入管路の中の圧力状態
を検出するガス遮断機構と、を具える。任意に、弁が第１の管路に配置されており、空気
がポートの外に通り抜けて雰囲気の中に出るのを防ぐ。任意に、第２の管路が、第１の管
路に結合された第１の端部と、空気混入領域に結合された第２の端部と、を有しており、
第２の管路が、第１の端部から第２の端部に向けて狭くなった直径を有しており、これに
より、第１の端部が第２の端部よりも大きい直径を有する。任意に、患者インタフェース
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を通って送出される雰囲気空気の量を、ポートを遮断することによって変更し得る。
【００１３】
別の実施例では、本発明が、ガス貯留部に結合されたガス注入部と、ガス貯留部から吸
入管路を介したガスの注入を制御するよう動作可能に結合された患者の流量制御弁と、流
量制御弁によって吸入管路から間隔を空けた患者インタフェースと、吸入管路の中の圧力
状態を検出するガス遮断機構と、を具えており、人工呼吸器が、少なくとも１の制御を介
して変化する患者のニーズに応答し得る。
【００１４】
別の実施例では、本発明に係る制御可能な機械式人工呼吸器が、ガス貯留部に接続され
たガス注入部と、ガス貯留部から吸入管路を介したガスの注入を制御するよう動作可能に
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結合された患者の流量制御弁と、流量制御弁によって吸入管路から間隔を空けた患者イン
タフェースと、吸入管路の中の圧力状態を検出するガス遮断機構と、を具えており、さら
に、人工呼吸器が、ＰＩＰ、ＰＥＥＰ、酸素供給のレベル及び呼吸数のうちの少なくとも
１を制御するための手段を具えている。
【００１５】
任意に、人工呼吸器が、水分及び熱を捕捉するための加湿フィルタ、及び殺菌処理可能
な材料を具えている。任意に、患者の流量制御弁が特定のガス流量を与えるよう調節可能
であり、ガス流量を、成人、小児、及び乳児モードのうちの少なくとも１に設定し得る。
任意に、ＰＩＰが、２０ｃｍＨ２Ｏ乃至３５ｃｍＨ２Ｏの範囲にある。任意に、ガス注入
部が、与圧ガス源に結合するためのガスインタフェースをさらに具えている。任意に、患
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者インタフェースが、患者から吐出したガスを受け入れるための患者インタフェースと、
患者にガスを送出するための患者インタフェースとをさらに具えており、呼吸マスクアッ
センブリ、気管内チューブ、喉頭マスク気管器具のうちの１である。
【００１６】
任意に、流量制御弁が、ノブと構造的に連通しており、呼吸数を制御するよう物理的に
操作し得る。任意に、人工呼吸器が、患者インタフェースに動作可能に結合された呼気管
路及び呼気弁をさらに具えており、又は圧力検出器と圧力検出器に動作可能に結合された
アラーム回路とをさらに具えており、当該アラーム回路が、圧力検出器によって検出され
た圧力の変化に基づいてアラーム信号を発生させる。任意に、吸気時間を固定し呼気時間
を変えることによって呼吸数が変わり、ＰＥＥＰが、５ｃｍＨ２Ｏから２０ｃｍＨ２Ｏに
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及ぶ可変制御である。任意に、人工呼吸器が、回路で気道の瞬間圧力を測定且つ表示すべ
く、患者インタフェースの近くに配置された一体化した圧力ゲージをさらに具えている。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
添付図面とともに考慮した場合に以下の詳細な説明を参照することによってそれらが良
く理解されるように、本発明に係るこれら及び他の態様及び利点が理解されよう。
【００１８】
【図１】図１は、本発明に係る人工呼吸器の第１の実施例を示す。
【図２】図２は、本発明に係る人工呼吸器の第１の実施例のシステム構成要素の概略図で
ある。
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【図３】図３は、本発明に係る人工呼吸器の第１の実施例の概略図である。
【図４】図４は、本発明に係る人工呼吸器に使用されるアラーム回路の第１の実施例の概
略的な回路図である。図５は、本発明に係る人工呼吸器の別の実施例の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
本発明は、最小限の技能の必要性で素早く製造し流行する呼吸器疾患の病態に応じて迅
速に配備し得る人工呼吸システムに関する。
【００２０】
本発明は、複数の実施例を扱う。本明細書で使用される用語は、ある特定の実施例を一
般的に否定するものとして解釈すべきではなく、本書で使用する用語の意味を超えて特許
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請求の範囲を限定するよう使用すべきではない。ここで本発明の実施例を特定すべく詳細
に言及されよう。本発明を特定の実施例とともに説明するが、ある実施例に本発明を限定
することを意図するものではない。
【００２１】
一実施例では、本発明は最小限の数の制御を有する人工呼吸器を扱う。一実施例では、
本発明はＡＲＤＳを患う患者に人工呼吸又機械式の呼吸を与えるよう使用する人工呼吸器
を扱う。一実施例では、本発明に係る機械式の人工呼吸が、圧力制御に基づいており、可
変の圧力、呼吸数、及び酸素供給を有している。
【００２２】
好適には、人工呼吸器を迅速に配備可能である。さらに好適には、人工呼吸器は、動作
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させるるのができる限り簡単で扱い易い。さらに好適には、人工呼吸器は、正常な呼吸を
再開するまで補助的な人工呼吸を要する流行性の呼吸困難の患者の少なくとも７５％を支
援することができる。
【００２３】
別の実施例では、本発明が、人工呼吸器を緊急事態に標準的な病院環境の外部の予備的
な施設で使用する場合に、人工呼吸器に酸素富化空気を送出するための簡単、安全且つ効
果的な手段を扱う。
【００２４】
別の実施例では、本発明は、拡張的な使用のために患者の水分及び熱を捕捉すべく加湿
フィルタの使用をさらに提供する応答の速い人工呼吸システムを扱う。
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【００２５】
別の実施例では、本発明は、世界の大部分の地域に十分な量を非常に低コストで製造且
つ配布し得る応答の速い人工呼吸システムを扱う。
【００２６】
さらに別の実施例では、本発明は、使用後に安全且つ責任を持って使い捨てし得る応答
の速い人工呼吸器システムを扱う。
【００２７】
また、本発明は、物理的及び動作上の簡易さを有する人工呼吸器を扱う。さらに、本発
明は、一実施例では、容易に入手可能な材料で製造される人工呼吸器を扱う。他の実施例
では、簡単、低コストのツール及び方法で、本発明に係る人工呼吸器を製造し得る。
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【００２８】
一実施例では、本発明に係る人工呼吸器は、調整をほとんど又は全く要しない簡単な成
形器具である。簡単な、調整を必要としない成形器具は、患者に余計なリスクをもたらさ
ないという点で利点がある。一実施例では、本発明に係る人工呼吸器は、リミット制御を
有する。
【００２９】
一実施例では、本発明に係る人工呼吸器は、重要な製造所に保管するために組み立て式
のツールを使用して製造される。
【００３０】
一実施例では、本発明に係る人工呼吸器が、一時的流行が生じた時に、低靱性の材料で
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作製されるツールを用いて製造される。一実施例では、加工材料はアルミニウムを含むが
これに限定されない。黄銅の焼結及び鋼の作製を含むがこれらに限定されないいくつかの
ツール材及びツールキット製作プロセスを本発明で使用してもよいことが、当業者に理解
されよう。一実施例では、ツール材の選択及び選択されるキットの製作が、人工及び一時
的流行及び／又は世界的大流行の状況のニーズに依存している。例えば、必要とする器具
の大きさは、その材料がツール及びツールキットプロセスのために使用される標示に依存
しているが、このような例に限定されない。
【００３１】
一実施例では、本発明に係る人工呼吸器が、自動化システムで製造されるパーツを用い
て製造される。このため、このような実施例では、ツールが実際には作製されない。
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【００３２】
一実施例では、本発明に係る人工呼吸器が組み立て式のツールを用いて製造される。好
適には、ツールが組み立てられ、所定の重要な製造所に保管される。このような実施例は
、大量のユニットを迅速且つ効果的に製造することを必要とする世界的大流行の状態で使
用された場合に特に有用である。このように、一実施例では、本発明に係る人工呼吸器を
、世界的な大流行の状態に応じて使用し得るツールのセットから大量に製造し得る。一実
施例では、ツールのセットが、高いグレードの鋼で製造される。
【００３３】
一実施例では、本発明に係る人工呼吸器が、一時的流行が生じた時に、鋼よりも低靱性
の材料で作製されるツールを用いて製造される。一実施例では、低靱性の材料はアルミニ
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ウムである。好適には、材料が、より局地的に発生した疾病のための、より限定的な数の
ユニットを製造するために容易に入手可能であり、このようなツールはかなり迅速に製造
し得るように設計されている。
【００３４】
一実施例では、本発明に係る人工呼吸器を、自動化されたシステムで設計文書から直接
的に製造されるパーツを用いて製造する。このため、ツールが実際には作製されない。こ
のような実施例は、最終的な目的が患者を大規模なセンターに移送することであるが、一
時的な呼吸のサポートをそれにもかかわらず要する場合に、遠い領域をサポートするのに
、特に有用である。都合のよいことに、本実施例では、本製造方法により、ツールを製造
する時間がかからずに要求に応じて製造される本発明に係る人工呼吸器が可能となる。
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【００３５】
上記のような各実施例による製造においては、組み立てが簡単で且つ非常に特殊な技能
又は訓練を要しない。このため、広範囲の医療環境で最小限に訓練された介護人が人工呼
吸器を効果的且つ安全に使用し、患者に対して呼吸の苦痛を和らげることが可能となる。
【００３６】
さらに、本発明に係る人工呼吸器は、他の深刻な合併症を有しない深刻な呼吸器系の感
染をともなう患者の大部分、又は従来の人工呼吸器が一般に置かれているような患者を延
命させるのに効果的である。
【００３７】
一実施例では、動作性能が所定の適切な範囲又は限界の中にあるかを確かめるために、
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本発明に係る人工呼吸器を試験する。別の実施例では、本発明に係る人工呼吸器が、本器
具の使用期限又は動作性能の範囲又は限界を超えた場合に、操作者に少なくとも１の警告
を発し得る。
【００３８】
一実施例では、本発明に係る人工呼吸器が、成人モード、小児モード、及び幼児モード
を含む複数のモードで動作可能である。一実施例では、吸気ガス流量を調節することによ
って操作者がモードを選択することで、吸気時間、又は予め設定した最大圧力に達する時
間に作用する。
【００３９】
一実施例では、最大圧力が操作者によって予め設定される。一実施例では、人工呼吸器
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が、患者を傷付けることが無い大部分の患者に適した最大圧力で動作する。一実施例では
、人工呼吸器が、１０ｃｍＨ２Ｏ乃至７０ｃｍＨ２Ｏの範囲内で動作する。別の実施例で
は、人工呼吸器が、最大２０ｃｍＨ２Ｏの予め設定した圧力で圧力制御による人工呼吸を
提供し得る。別の実施例では、人工呼吸器が、最大２５ｃｍＨ２Ｏの予め設定した圧力で
圧力制御による人工呼吸を提供し得る。さらに別の実施例では、人工呼吸器が、少なくと
も６０％の酸素を送出するためにベンチュリ効果を任意に使用する。個別の患者評価及び
／又はニーズに応じて、操作者によっていくつかの異なる圧力を設定してもよいことに留
意されたい。
【００４０】
別の実施例では、本発明に係る人工呼吸器が、患者のニーズに合わせて応答し得る。特
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に、一実施例では、患者が自発的に呼吸の再開を開始する場合、本発明係る人工呼吸器が
受動モードに入り得る。別の実施例では、患者が自発的な補助のない呼吸を維持できない
場合、人工呼吸器が動作を開始して患者への酸素の送出を補助する。
【００４１】
一実施例では、本発明が、使い捨て可能な人工呼吸器を扱う。別の実施例では、本発明
が限定的に利用されるシステムであり、使用の限定が１人の患者のみの使用、ランタイム
、又は暦時間を含む複数の限定のうちの１を含んでいる。一実施例では、本発明が、１人
の患者のみに使用され、使い捨て可能な人工呼吸器である。
【００４２】
図１は、本発明に係る人工呼吸器の第１の実施例を示す。一実施例では、人工呼吸器１
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００が、人工呼吸器の部品を収容するためのメインハウジング１０１を具えている。一実
施例では、人工呼吸器１００は使い捨て可能である。別の実施例では、人工呼吸器器具１
００が、１人の患者のみの使用を意図している。さらに、別の実施例では、人工呼吸器１
００が、複数の患者での使用を意図しており再使用可能である。好適には、再使用を意図
している人工呼吸器が、容易に廃棄及び洗浄し得るよう設計及び製造される。
【００４３】
別の実施例では、１３８℃の好適な殺菌温度、又はオートクレーブの標準温度で殺菌し
得る材料を用いて人工呼吸器１００が製造される。これらの材料は、より高度なツールを
要する高温塑性を有している。複数回使用するある実施例では、人工呼吸器が、低い融点
を具えたブラスチック材料で作製されることで、コスト効率の良いツールでそれを製造し
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得る。
【００４４】
一実施例では、本発明に係る応答の速い人工呼吸器が、結合可能なパーツで製造される
。糊付け、ねじ込み、又は溶接、又は当業者に良く知られている器具のパーツを結合する
他の適切な手段といった、これらに限定されない様々な方法によって、固定するよう又は
取り外し可能に、人工呼吸器の結合可能なパーツを取り付け得る。
【００４５】
さらに、人工呼吸器１００は、流量制御弁又は呼吸数制御ノブ１２５、アラーム／バッ
テリ動作タグ１０３、少なくとも１の患者インタフェース又は接続ポート１２０、及びホ
ース１０６を通してガス源（図示せず）に接続するガス供給接続ポート１０５を具えてい
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る。
【００４６】
本発明に係る人工呼吸器の一実施例では、呼吸数制御ノブ１２５が、操作者が調節する
のを要する唯一の制御部である。成人モード、小児モード、及び幼児モードといったこれ
らに限定されない様々な動作モードが可能なように、呼吸数制御ノブ１２５を調節し得る
。上記のように、吸気ガス流量を調節することによって操作者がモードを選択することで
、吸気時間、又は予め設定した最大圧力に達する時間に作用する。
【００４７】
図１に戻って参照すると、本発明に係る応答の速い人工呼吸器１００の使用を開始する
ために、操作者はまず、好適には殺菌された人工呼吸器の包装からそれを取り出す必要が
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ある。そして、一実施例では、人工呼吸器１００を患者の上方であって患者に近い安全且
つ安定した位置に取り付ける。そして、操作者は、標示されているように引っ張ることに
よってアラーム動作タグ１０３を人工呼吸器のバッテリから取り外す。
【００４８】
一実施例では、人工呼吸器を解梱及び位置決めすると、操作者又は資格があり熟練した
他の要員が、患者を落ち着かせて患者に挿管する。そして、標準的な呼吸回路、さらに患
者取付ポイント１２０の加湿フィルタ（図示せず）を任意に用いて、人工呼吸器１００を
患者の気管内チューブに接続する。別の実施例では、患者結合ポイント１２０の呼吸マス
クアッセンブリを介して人工呼吸器１００を患者に接続する。さらに別の実施例では、喉
頭マスク気管（ＬＭＡ）器具を介して人工呼吸器１００を患者に接続する。患者に酸素を
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送出するための様々な患者取付器具を、図３及び図５を参照して以下に詳細に示す。そし
て、操作者は、呼吸数制御ノブ１２５によって人工呼吸制御を設定する。好適には、身長
及び体重といったこれらに限定されない患者の体格を採用して呼吸数を決定する。そして
、ガス供給ポート１０５に結合された酸素供給ホース１０６を酸素源（図示せず）に接続
して、人工呼吸器の動作が可能となる。
【００４９】
また、人工呼吸器１００は、排気ポート１３５を具えており、図３を参照してその動作
を以下に詳細に説明する。一実施例では、酸素供給源が、４０ＰＳＩ乃至７０ＰＳＩの範
囲の圧力で動作する。そして、患者の酸素供給表示が示すように、正の呼気終末圧力（以
下、「ＰＥＥＰ」）制御を設定する。ＰＥＥＰは、呼気周期の最後に気道に残っている残
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留の正圧に関するものである。それは、それぞれの呼吸の後に肺が完全に潰れるのを防ぐ
よう用いることで、肺の中でのガス交換を改善する。
【００５０】
アラーム状態（以下に説明する）を頻繁に観察して患者に酸素供給しながら人工呼吸が
続けられる。一実施例では、人工呼吸を完了するか又は中断する場合、人工呼吸器及び呼
吸回路部品を使い捨て可能な袋に密閉し、適切な廃棄のための最も近い廃棄回収場所に持
って行く。別の実施例では、人工呼吸が完了又は中断すると、上記のように、次の使用の
ために人工呼吸器及び呼吸回路部品が適切に滅菌及び再梱包される。
【００５１】
図２は、本発明の人工呼吸器の第１の実施例のシステムの部品の詳細な説明である。一
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実施例では、人工呼吸器２００が、患者インタフェース又は接続ポート２２０、ガス過圧
解放弁２０２ａ及びバルブカバー２０２ｂ、リークジェット２６５、第１のダイアフラム
アクチュエータ２５０、アクチュエータ経路又は空気混合管路２１５、ジェット円板２０
６、ベローズシール２０７、第１のシール２０８、圧縮ガスインタフェース２０５、分岐
管路２４５、Ｏリング２１１、第１のジェットカバー２１２、上部カバーシール２１３、
電子アクチュエータ２１４、プリント回路基板（ＰＣＢ）２４０、呼吸数制御ノブ２２５
、及び排気ポート２３５を具えている。任意の実施例では、人工呼吸器２００が、さらに
、ベンチュリ管（図示せず）を具えている。
【００５２】
一実施例では、患者インタフェース２２０が、空気を取り入れるための患者インタフェ
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ース２２０ａ及び患者に酸素を送出するためのインタフェース２２０ｂを、さらに具えて
いる。
【００５３】
図２のシステム部品の動作的な特徴を、図３を参照して説明する。さらに、一実施例で
は電子機器アクチュエータ２１４を介して本発明に係る人工呼吸器に動作可能に接続され
ているアラーム回路ＰＣＢ２４０を、図４を参照して以下に詳細に説明する。
【００５４】
図３は、本発明に係る人工呼吸器の第１の実施例の概略図である。本発明に係る応答の
速い人工呼吸器の第１の実施例の動作的な特徴を、図３の概略図を参照して説明すること
とする。また、以下の動作的な説明は典型例であって、本明細書で使用されている用語を

50

(10)

JP 5541923 B2 2014.7.9

、特定の実施例を全体的に否定とするものとして解釈すべきではないことに留意されたい
。
【００５５】
ここで、図３を参照すると、人工呼吸器３００は、圧縮ガスインタフェース３０５を具
えており、当該インタフェース３０５は、使用時に与圧ガス源（図示せず）に結合される
圧縮ガス貯留部３９９をさらに具えている。一実施例では、与圧ガスは酸素である。別の
実施例では、与圧ガスは医療用の圧縮空気である。一実施例では、圧縮ガスインタフェー
ス３０５が吸気ポートである。
【００５６】
さらに、人工呼吸器３００はガス制御弁３１０を具えている。ガス制御弁３１０の一端
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は、圧縮ガス貯留部３９９に結合される。ガス制御弁３１０の他端が混合管路３１５に結
合される。混合管路３１５は、流量制御弁３２５を介して患者インタフェース３２０に動
作可能に結合される。一実施例では、流量制御弁３２５は、呼吸数を制御するよう操作さ
れ得るノブである。別の実施例では、流量制御弁３２５が、患者の体格に比例した呼吸数
を送出するジェットに固定されている。
【００５７】
一実施例では、患者インタフェースが、患者から空気を取り入れるための患者インタフ
ェース３２０ａ及び患者に酸素を送出するための患者インタフェース３２０ｂをさらに具
えている。
【００５８】
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一実施例では、患者インタフェース３２０ａ及び３２０ｂが呼吸マスクに結合される。
別の実施例では、患者インタフェース３２０ａ及び３２０ｂが気管内チューブに結合され
る。さらに別の実施例では、患者インタフェース３２０ａ及び３２０ｂが、喉頭マスク気
管（ＬＭＡ）器具に結合される。喉頭マスク気管器具は当業者に良く知られており、麻酔
及び気道確保のために救命救急で使用される。特に、それは咽頭の中に挿入される膨張可
能なカフ（ｃｕｆｆ）を具えたチューブである。それにより、気管内チューブよりも痛み
及び咳込みを引き起こさず、挿入するのが容易である。しかしながら、喉頭マスク気管は
肺吸引のリスクがある者には推奨されないことに留意されたい。
【００５９】
インタフェース３２０ｂに隣接した吸入管路３１５が、患者インタフェース３２０ｂか
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ら排出ポート３３５を具える呼気インタフェースの中に延在している。排出ポート３３５
は、呼気弁３４０によって制御され、分岐管路３４５に連通し、ガス制御弁３１０に隣接
する吸入管路３１５に接続されている。一実施例では、ＰＥＥＰ制御機構が呼気弁３４０
に結合されている。そして、患者の酸素供給表示が示すように、外部のＰＥＥＰ弁３８５
を用いてＰＥＥＰ制御が設定される。
【００６０】
一実施例では、本発明に係る人工呼吸器が、さらに、圧力検出器３１４を具えている。
一実施例では、圧力検出器３１４が、図４に示すアラームシステムに対するインタフェー
スとして使用される。一実施例では、圧力検出器３１４が、人工呼吸器の中の動作を予め
設定した事象に応じて操作者に警告するために使用し得る信号に変換する電子ダイアフラ

40

ムアクチュエータであり、以下に詳細に説明する。
【００６１】
ダイアフラムアクチュエータ３５０が、管路３５５を介して患者インタフェース３２０
ｂに結合され、逆止弁３９５に結合される。ダイアフラムアクチュエータ３５０がプッシ
ュロッド３６０でガス制御弁３１０にシールされ得る。リップシーリングを含むがこれに
限定されない当業者に知られた密閉手段によって、ダイアフラムアクチュエータ３５０を
ガス制御弁にシールし得る。プッシュロッド３６０は、ダイアフラムアクチュエータ３５
０の運動に応じてガス制御弁３１０を動作させる。また、ダイアフラムアクチュエータ３
５０には、以下に詳細に説明するようなサーボバルブ３６５が設けられている。
【００６２】
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動作中に、タンクといった供給源から人工呼吸器３００に、好適には５ＰＳＩよりも高
い圧力で圧縮ガスが供給される。一実施例では、圧縮ガスが酸素である。ガス調節器（図
示せず）が、人工呼吸器ユニット３００に中で使用するための適切な圧力に圧縮ガスの送
出を調節する。一実施例では、圧縮ガスの供給のための適切な圧力が、５ＰＳＩから６０
ＰＳＩの範囲である。一実施例では、圧縮ガスの供給のための適切な圧力が、５０ＰＳＩ
である。別の実施例では、圧縮ガスの供給ための適切な圧力が３０ＰＳＩである。
【００６３】
ガス制御弁３１０を通してさらに吸入管路３１５を通して流量制御弁３２５に、調節し
た酸素を送出することによって吸入が可能となり、これにより吸入管路３１５の中の圧力
を高める。流量制御弁３２５に起因する吸入管路３１５の中に得られる背圧は、逆止弁３

10

９０を介して分岐管路３４５に向けて通過し、続いて呼気弁３４０を作動させる。作動す
ると、呼気弁３４０が排出ポート３３５を密閉して患者に酸素を送出することが可能とな
り、これによって圧力が増加する。
【００６４】
ダイヤフラムアクチュエータ３５０は、逆止弁３９５及び管路３５５を介して得られた
圧力の増加を検出し、これにより、ガス制御弁３１０が動作して閉止するまでプッシュロ
ッド３６０を上動させ、これに続いてガスの流れが止まる。
【００６５】
ダイヤフラムアクチュエータ３５０の中の圧力が、サーボ弁３６５によって保持される
。サーボ弁３６５は、サーボダイヤフラムアクチュエータ３８０を介して制御される。特
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に、リークジェット３８２が、ガス制御弁３１０が開放されるまでサーボダイヤフラムア
クチュエータ３８０の中の圧力を減らす。ガス制御弁３１０が開放されるとサーボ弁３６
５が開放され、これに続いて、所定の位置にダイヤフラムアクチュエータ３５０を保持す
るガス圧を解放することで、流量制御弁３２５を介してガスの流れを止める。サーボ弁３
６５が閉止すると、酸素が再び患者に流れることで、サイクルを繰り返す。
【００６６】
呼気弁３４０に関与する初期の背圧は、流量制御弁３２５にわたって均一である。背圧
は、吸気時間を制御するリークジェット３７５を介して遅れるため、呼気弁３４０を大気
に開放し得る。呼気の際に肺に溜まった過圧が解放される場合に、呼気が自発的に起きる
。患者の肺の過圧が、ガス流の形式で排出ポート３３５を通して排出される。さらに、リ
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ークジェット３８２が呼気時間を設定する。このため、リークジェット３７５及び３８２
の動作が呼吸器数、ひいては、呼気に対する吸気の比を設定する。
【００６７】
図３に戻ってこれを参照すると、本発明に係る人工呼吸器の一実施例では、リークジェ
ット３８２の大きさを調整することにより、そしてサーボダイヤフラム３８０の内部容積
を調整することによって、呼気時間が少なくとも１．５秒に予め設定される。一実施例で
は、呼気時間が２秒に予め設定される。本発明に係る人工呼吸器の一実施例では、呼吸数
が１分当たり１０乃至４５の呼吸数（ＢＰＭ）の範囲内に設定される。
【００６８】
本発明の一実施例では、流量制御弁又は呼吸数制御ノブ３２５のみが、操作者による調
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節を要する制御部である。呼吸数制御ノブ３２５を、成人モード、小児モード、及び幼児
モードを含むがこれらに限定されない様々なモードの動作が可能となるよう調節し得る。
【００６９】
一実施例では、本発明に係る人工呼吸器が、圧力制御モードで動作する。本発明に係る
一実施例では、患者インタフェース３２０ｂに隣接して配置された気道圧制御部３８１が
、制御システムにおける患者のターゲット圧を設定するよう使用される。一実施例では、
ダイヤフラムアクチュエータ３５０の大きさ及びレギュレータの有効な設定によって、人
工呼吸器の圧力を固定及び設定する。一実施例では、患者を傷付けることが無く、圧力が
大部分の患者に適している。一実施例では、人工呼吸器の圧力が可変であり操作者によっ
て設定される。一実施例では、人工呼吸器３００が、１０ｃｍＨ２Ｏ乃至７０ｃｍＨ２Ｏ
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の範囲内で動作する。別の実施例では、人工呼吸器３００が２０ｃｍＨ２Ｏ乃至３５ｃｍ
Ｈ２Ｏの範囲内で動作する。一実施例では、人工呼吸器３００が、２０ｃｍＨ２Ｏの最大
値で動作する。別の実施例では、人工呼吸器３００が、２５ｃｍＨ２Ｏの予め設定した圧
力で圧力制御による人工呼吸を提供し得る。圧力解放弁３０２が患者の周囲に配置され、
患者に過圧が確実に送出されないよう設定される。
【００７０】
一実施例では、本発明に係る人工呼吸器が組み立て式のツールで製造される。好適には
、ツールが組み立てられ、所定の重要な製造所に保管される。このような実施例は、大量
のユニットを迅速且つ効果的に製造することを必要とする世界的大流行の状態で使用され
た場合に特に有用である。このように、一実施例では、本発明に係る人工呼吸器を、世界
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的な大流行の状態に応じて使用し得るツールのセットから大量に製造し得る。一実施例で
は、ツールのセットが、高いグレードの鋼で製造される。
【００７１】
一実施例では、本発明に係る人工呼吸器が、一時的流行が生じた時に、鋼よりも低靱性
の材料で作製されるツールを用いて製造される。一実施例では、低靱性の材料はアルミニ
ウムである。好適には、材料が、疾病のより局地的な発生によって、より限定的な数のユ
ニットを製造するために容易に入手可能である。このようなツールをかなり迅速に製造し
得る。
【００７２】
一実施例では、本発明に係る人工呼吸器を、自動化されたシステムで設計文書から直接
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的に製造されるパーツを用いて製造する。このため、このような実施例では、ツールが実
際には作製されない。このような実施例は、最終的な目的が患者を大規模なセンターに移
送することであるが、一時的な呼吸のサポートをそれにもかかわらず要する場合に、遠い
領域をサポートするのに、特に有用である。都合のよいことに、本発明に係る製造方法に
より、ツールを製造する時間がかからずに要求に応じて製造される人工呼吸器が可能とな
る。
【００７３】
上記のような各実施例による製造においては、組み立てが簡単で且つ非常に特殊な技能
又は訓練を要しない。
【００７４】
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広範囲の医療環境で最小限に訓練された介護人が人工呼吸器を効果的且つ安全に使用し
、患者に対して呼吸の苦痛を和らげることが可能となる。
【００７５】
さらに、本発明に係る人工呼吸器は、他の深刻な合併症を有しない深刻な呼吸器系の感
染をともなう患者の大部分、又は従来の人工呼吸器が一般に置かれているような患者を延
命させるのに効果的である。
【００７６】
一実施例では、動作性能が所定の適切な範囲又は限界の中にあるかを確かめるために、
本発明に係る人工呼吸器を試験する。別の実施例では、本発明に係る人工呼吸器が、本器
具の使用期限又は動作性能の範囲又は限界を超えた場合に、操作者に少なくとも１の警告
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を発し得る。
【００７７】
本発明に係る応答の速い人工呼吸器の一実施例では、人工呼吸器が電力供給から独立し
て動作し得る。
【００７８】
別の実施例では、応答の速い人工呼吸器が、調圧酸素で駆動する。
【００７９】
別の実施例では、本発明に係る応答の速い人工呼吸器が、バッテリで動作する。
【００８０】
一実施例では、本発明に係る応答の速い人工呼吸器が、さらに、警報システムを具えて
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いる。
【００８１】
一実施例では、本発明に係る応答の速い人工呼吸器が、バッテリの消耗、又はバッテリ
が許容範囲にある所定のレベルを下回って低下していることを警告する音声及び／又は映
像アラームを有している。このように、一実施例では、警報システムの電子機器が、アル
カリマンガン電池、水銀電池又は当業者に知られた他の適切なバッテリといったバッテリ
によって駆動される。バッテリの電圧が工場出荷時に設定された所定の電圧レベルに達す
ると、ＬＥＤが赤く点滅を開始するといった可視アラームが作動する。また任意に、アラ
ームがクリック音といった音声アラームを発する。これは、バッテリを交換する必要があ
ることを表している。一実施例では、バッテリの低電圧の状態が、バッテリの電圧が２．
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５ボルトよりも低いことを検出するよう設定される。
【００８２】
また、アラームが人工呼吸器の内部活動を検出することができ、アラーム状態を検出す
ると視覚的及び音声出力を与える。一実施例では、アラーム状況が低いガス圧である。別
の実施例では、アラーム状況が、患者から外れていることである。さらに別の実施例では
、アラーム状況が、人工呼吸できないことである。
【００８３】
このように、アラームシステムを使用して、音声及び／又は映像による無呼吸の警告を
与える。一実施例では、アラームシステムにより、ＬＥＤが、各呼吸によって好適には緑
色といった短い閃光を発し、本発明に係る人工呼吸システムが適切に嵌まって動作するの
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を確認する。所定の時間周期内に呼吸が検出されない場合には、音声及び脈動性のビープ
音が、点滅するＬＥＤ、好適にはＲＥＤとともに発せられ、本発明に係る人工呼吸器のア
ラームシステムがアラーム状態となる。一実施例では、呼吸の検出の所定の時間周期が、
工場出荷時に予め設定されており、１５乃至２０秒の範囲である。
【００８４】
一実施例では、図３に関して上述され図３に戻って参照するように、アラームシステム
が電子ダイヤフラムアクチュエータ３１４を介して本発明に係る人工呼吸器に動作可能に
結合されている。特に、ダイヤフラムアクチュエータ３１４は、電子ダイヤフラムアクチ
ュエータのプランジャであって、人工呼吸器の空気圧による動作の下で呼吸する度に動く
プランジャを介して、ＰＣＢ（図示せず）に動作可能に結合されていることで、アラーム
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システムの検出動作を初期化する。また、ＰＣＢは、図４に示すように、バッテリ端子へ
の接続部を介して電源／バッテリ部品の支持を与える。さらに、音声アラーム及びＬＥＤ
が本発明の人工呼吸システムと連携して、音声及び光が、可視的及び可聴的警告を操作者
に与えることができるよう動作し得るように、音声及び光が通過できるようになる。一実
施例では、圧力の上昇による圧力下でのダイヤフラムの変位といった所定の事象を警告す
るようＰＣＢが使用し得る信号に人工呼吸器の中の動作を変換するダイヤフラムアクチュ
エータによって圧力の変化が検出される。
【００８５】
一実施例では、患者による最初の呼吸の吸入時に、バッテリがアラームシステムに配備
されるよう電力を供給することで、アラームが最初の呼吸が生じる際にアラーム状態を自
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動的に検出する準備となり、操作者がアラームの配備を忘れてしまうリスクを最小限にす
る。それに続く呼吸が、患者の肺に人工呼吸器によって空気が供給される吸気と空気が呼
気弁の外に通り抜ける呼気との間に交互に起こる。
【００８６】
図４は、本発明に係る人工呼吸器に使用されるようなアラーム回路（ＰＣＢ）の一実施
例の概略的な回路図である。図２に戻って参照すると、ＰＣＢ２４０が本発明に係る人工
呼吸システムにアラーム回路を提供するよう使用されている。ここで、図４を参照すると
、アラーム回路４００が、好適には、電子機器を収容するプリント回路基板に形成される
。一実施例では、アラーム回路４００が、第１の段階の呼吸検出回路部４０５をさらに具
えており、呼吸検出回路部４０５がさらに、図３を参照して説明した電子アクチュエータ
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（図示せず）のプランジャによって動作するＴＡＣ押しボタンスイッチ又はメンブレン４
０６を具えている。電子アクチュエータのプランジャは、呼吸する度に移動することで、
プランジャの向きに応じて呼吸の毎にＴＡＣスイッチ４０６を「開放」又は「閉止」する
。
【００８７】
アラーム回路の第１ステージにおいて、ＴＡＣスイッチ４０６が閉止することで動作す
ると、電流のパルスが、コンデンサ４０７を介してＬＥＤ４０８に向けて回路を通過し、
上記のような確認のための点滅を発する。コンデンサ４０７がバッテリ消費を最小限にす
るよう変化すると点滅が弱まる。最大電流は、スイッチ４０６の接触に対するぬれ効果を
与えるよう設定される。過渡的な電流がゲート４０９によって検出され、ゲート４０９が
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コンデンサ４１０を放電するためにオンに切り替わる。スイッチ４０６が閉止又は動作し
ないことで開放を続ける場合、コンデンサ４１０が比較器４１１の負の入力端子の電圧が
比較器４１１の正の入力端子の電圧を超えるまで充電される。続いて、比較器４１１の開
放ドレン出力ピン１が、状況を表示及び警告するよう切り替わる。一実施例では、比較器
４１１が専用の電圧比較チップである。
【００８８】
アラーム４００の第２段階は、非対称の発信器である。このような発信器信号は、可聴
アラームのためのオンオフ変調を与えることで、特に困難な高いバックグラウンドのノイ
ズ環境で、操作者がノイズ源を区別する必要性をなくす。比較器４１１のピン１が低い場
合には、回路がほぼパルスを発生させるよう発信する。デュティサイクル及び周期が抵抗
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４１４及び４１５及びコンデンサ４１６の値によって設定される。デュティサイクル及び
周期は工場出荷時に設定され、異なる周期及びデュティサイクルを要する場合に調整され
る。一実施例では、回路が２５０ミリ秒毎に１００ミリ秒のパルスを生成する。
【００８９】
アラーム回路４００の第３段階は、一実施例では、４００Ｈｚ及び１ｋＨｚの間の範囲
に固定されアラーム状況時にＬＥＤ出力を与える発信器である。比較器４１２のピン２が
ローの場合、抵抗器４１７，４１８の接続部が中央レールに移動して、発信器の動作が可
能となる。抵抗器４１９及びコンデンサ４２０の時定数によって、通常の周波数が決定さ
れる。比較器４２１の出力が低い場合、ＬＥＤ４２２がＲＥＤを点滅させて、可聴アラー
ムが公称のアラーム周波数で共振する。比較器４２１からの出力が、一実施例では、特別
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な可聴アラームを使用することによって高い駆動電流を必要とする場合に緩衝される。
【００９０】
上述したように、アラーム回路４００もまた、バッテリ４５０のバッテリ電圧を監視す
るよう使用される。一実施例では、比較器４３０を使用して参照ダイオード４３１に対す
るバッテリ電圧を監視する。分かれた電圧が参照ダイオード４３１の値を下回って低下す
る場合、比較器４３０のピン１２がローになって上記の発信器の出力を有効にする。発信
器の出力は、アラームが周期的なクリックノイズを発してバッテリ供給を交換する必要性
があることを警告する短い持続期間の脈動を有効にする。
【００９１】
本発明に係る応答の速い人工呼吸器のアラームシステムは、一実施例では、製造が容易
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であり較正を必要としない。
【００９２】
一実施例では、本発明に係る人工呼吸器は、流行のピークが予測される期間に動作させ
得る。
【００９３】
別の実施例では、本発明に係る人工呼吸器は、好適には、患者が人工呼吸器を外してひ
とりで呼吸するまで、１人の患者のみ使用する。
【００９４】
別の実施例では、人工呼吸器は「環境に配慮した」材料でできており、１人の患者のみ
使用する場合又は流行が終わった場合に容易に廃棄し得る。
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【００９５】
別の実施例では、本発明は、回復の障害が起きた様々な段階でＡＲＤＳの患者のニーズ
に合致するように、管理及び動作範囲を有する人工呼吸システムである。
【００９６】
さらに、本発明は、別の実施例では、変化する患者のニーズに迅速且つ効果的に対応し
得る人工呼吸器を扱う。
【００９７】
さらに、本発明は、深刻な状態からから人工呼吸器を安全に外し得るまでの範囲にわた
ってＡＲＤの患者のニーズに対応し得る人工呼吸器を扱う。
【００９８】

10

世界的大流行の背景において呼吸器不全に苦しむ大部分の患者は、急性肺損傷（ＡＬＩ
）又は急性呼吸窮迫症候群（ＡＲＤＳ）の基準を満たすであろう。現状の患者のガイドラ
インは、低い１回換気量（標準的な体重に対して約６ｃｃ／ｋｇ）の使用及び十分な酸素
供給を維持する間の呼吸のプラトー圧の制限（一般に３０ｃｍＨ２Ｏ未満）をサポートし
ており、９３％又はそれよりも大きい動脈血酸素飽和度として規定される。十分な酸素供
給が、補助的な吸入酸素の適定及びＰＥＥＰによって提供される。
【００９９】
さらに、７．３乃至７．４の動脈のｐＨで評価される動脈のＰＣＯ２を管理することに
よって十分な換気量を提供するのが重要である。換気量は、１回換気量と呼吸数との積で
ある。
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【０１００】
本発明に係る第２の実施例での使用例では、図５に示すように、極めて重篤な患者が重
篤な低酸素血症を呈しているため、高レベルの吸入酸素の使用を必要とする。高レベルの
吸入酸素は、ＦｉＯ２＝１．０で示され、これは吸入酸素中の酸素のパーセンテージが１
００％であることを意味する。ＦｉＯ２は、吸入酸素の割合を表しており、０乃至１．０
の範囲である。
【０１０１】
酸素の毒性を最小限にするために、ＰＥＥＰが５ｃｍＨ２Ｏの率で加えられ、５ｃｍ毎
に増やして最大１５ｃｍＨ２Ｏまで加えられよう。これによって、９２％よりも大きい動
脈血酸素飽和度を維持する間、ＦｉＯ２が減少することになる。上述のように、ＰＥＥＰ
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は、呼気サイクルの最後において気道に残っている残留する正圧である。それは、各呼吸
の後に肺が完全に潰れるのを防止するために使用することで、肺のガス交換を改善する。
【０１０２】
患者が著しく重篤であるため、患者が適合しない（又は硬い肺）を有する可能性がある
。このため、患者は、一実施例では３０乃至３５Ｈ２Ｏの範囲の高い１回換気量に達する
のに高い吸気圧を最初に要するであろう。１回換気量が十分に小さい場合、応答する呼吸
数がかなり大きくなり（２５乃至３０／ｍｉｎ）十分な換気量及び二酸化炭素の排出を確
実にするであろう。しかしながら、患者が回復すると患者の肺コンプライアンスが増加し
、吸気圧を小さくして（例えば、１０乃至１５ｃｍＨ２Ｏの範囲）肺が膨張し過ぎるのを
防止する必要がある。本発明に係る人工呼吸器に関する目標とする患者の肺コンプライア
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ンスの範囲は、２０乃至５０ｃｃ／ｃｍＨ２Ｏである。さらに、患者が回復すると、ガス
交換が改善され、二酸化炭素を排出するのにより少ない換気量しか必要とせず、呼吸数も
また（例えば、１２乃至１５ＢＰＭの範囲に）減る。さらに、患者が回復する間に、患者
の酸素要求もまた減少し、（例えば、５ｃｍＨ２Ｏの程度に低い）ＰＥＥＰの減少が可能
となり、ＦｉＯ２の減少（例えば、その元のレベルの４０％までの減少）が可能となる。
これらの変数を測定及び適定する能力は、本発明に係る機械式の応答の速い人工呼吸器の
効果及び安全性を改善する。
【０１０３】
このため、本発明に係る人工呼吸器の別の実施例では、操作者が目標とする気道圧（Ｐ
ＩＰ）、ＰＥＥＰ、酸素供給のレベル、及び呼吸数を操作し得る。このように、本発明の
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人工呼吸器は付加的な制御を有しているため、患者のより広い切片で本発明の人工呼吸器
をより効果的に使用し得る。
【０１０４】
可変制御を有する本発明に係る応答の速い人工呼吸器の特定の実施例を参照することに
する。最適な範囲及び値が提供されているが、各患者は様々であり本発明に係る機械式の
人工呼吸器を広範囲の患者に適したレベルで動作させてもよいことに当業者が理解するこ
とに留意されたい。
【０１０５】
図５は、本発明に係る人工呼吸器の別の実施例の概略図である。ここで図５を参照する
と、人工呼吸器５００が、圧縮ガスインタフェース５０５を具えており、さらに、使用中
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にインタフェース５０５を介して与圧ガス源（図示せず）に結合される圧縮ガス貯留部５
９９を具えている。一実施例では、与圧ガスが酸素である。別の実施例では、与圧ガスが
医療用の圧縮空気である。一実施例では、圧縮ガスインタフェース５０５が吸気ポートで
ある。
【０１０６】
動作中に、タンクといった供給源から、好適には５ＰＳＩよりも高い圧力で、人工呼吸
器５００に圧縮ガスが供給される。一実施例では、圧縮ガスが酸素である。ガスのレギュ
レータ（図示せず）は、人工呼吸器ユニット５００内での使用に適切な圧力で圧縮ガスを
送出するよう調節する。一実施例では、圧縮ガスの供給のための適切な圧力は、５ＰＳＩ
乃至６０ＰＳＩの範囲である。一実施例では、圧縮ガスの供給のための適切な圧力は、５
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０ＰＳＩである。別の実施例では、圧縮ガスの供給のための適切な圧力は、３０ＰＳＩで
ある。
【０１０７】
ガス制御弁５１０を介して吸入管路５１５を通して流量制御弁５２５に、調圧酸素を送
出することによって吸入することが可能となり、これにより、吸入管路５１５の圧力を増
加させる。吸入管路５１５内の得られる圧力が、ガス制御弁５２５によって、非戻し弁５
９０を介して呼気弁５４０を続いて動作させる分岐管路５４５に向けて通り抜ける。動作
すると、呼気弁５４０が排気ポート５３５を閉止させ、患者に向けて酸素の送出が可能と
なり、これにより圧力が増加する。
【０１０８】
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一実施例では、酸素及び空気が混ざるよう酸素供給レベルを変えることができる。一実
施例では、３段階：すなわち１００％、７５％、及び５０％のＯ２／空気の比率の設定に
制御が可変である。別の実施例では、２段階：すなわち１００％及び６０％のＯ２／空気
の比率の設定に制御が可変である。これは、外部又は大気環境の領域５９１によって達成
され、管路５９３ｃを通して空気を導入することによって、６０％の酸素を送出するため
にベンチュリ効果を使用する。管路５９３ｃは、導入管路５９３ｂに結合されて直径が導
入管路５９３ｃに等しい一端を有している。管路５９３ｃの空気導入部５９１では、管路
５９３ｃの直径が導入管路５９３ｂに対して狭くなっている。大気空気が、ポート５９３
ａを介して入り管路５９３ｂを介して空気導入部５９１に移動する空気を調節するポート
５９３ｂ及び弁５９２を介して機構に入る。弁５９２は、非戻し弁又は調節可能な弁でよ
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いが、カバー５９３を介して閉止することが可能であり、１００％の酸素を送出する。
【０１０９】
人工呼吸器５００は、さらに、ガス制御弁５１０を具えている。ガス制御弁５１０は、
一端が圧縮ガス貯留部５９９に結合されている。ガス制御弁５１０の他端は、吸入管路５
１５に結合されている。吸入管路５１５は、流量制御弁５２５を介して患者インタフェー
ス５２０に動作可能に結合されている。
【０１１０】
一実施例では、流量制御弁５２５が、呼吸数を制御するよう操作され得るノブによって
動作する。別の実施例では、流量制御弁５２５が、患者の体格に比例した呼吸数を送出す
る固定式ジェットである。
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【０１１１】
一実施例では、最適な呼吸数が１５乃至３５ＢＰＭの範囲である。可変の呼吸数に達す
るために、一実施例では、吸気時間が一定である一方で呼気時間が可変であることに留意
されたい。例えば、２０乃至３５ＢＰＭに達するために、吸気時間が１秒に固定される一
方、呼気時間が０．８乃至２秒の範囲にある。別の実施例では、１５乃至３５ＢＰＭに達
するために、吸気時間が１秒に設定され、可変の呼気時間が０．８乃至３秒±０．１秒の
範囲である。
【０１１２】
一実施例では、呼吸数の制御が較正されない可変制御である。別の実施例では、呼吸数
の制御が較正されないデテント制御である。一実施例では、低及び高又は低、中、高とい
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った設定可能な制限値が標示されている。
【０１１３】
一実施例では、患者インタフェース５２０が、さらに、患者から空気を導入するための
患者インタフェース５２０ａと、患者に酸素を送出するための患者インタフェース５２０
ｂとを具えている。
【０１１４】
一実施例では、患者インタフェース５２０ａ及び５２０ｂが、呼吸マスクに結合される
。別の実施例では、患者インタフェース５２０ａ及び５２０ｂが気管内チューブに結合さ
れる。さらに別の実施例では、患者インタフェース５２０ａ及び５２０ｂが、喉頭マスク
気管（ＬＭＡ）器具に結合される。喉頭マスク気管器具は当業者に良く知られており、麻
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酔及び気道確保のために救命救急で使用される。特に、それは咽頭の中に挿入される膨張
可能なカフ（ｃｕｆｆ）を具えたチューブである。それにより、気管内チューブよりも痛
み及び咳込みを引き起こさず、挿入するのが容易である。しかしながら、喉頭マスク気管
は肺吸引のリスクがある者には推奨されないことに留意されたい。
【０１１５】
インタフェース５２０ｂに隣接した吸入管路５１５が、患者インタフェース５２０ｂか
ら排出ポート５３５を具える呼気インタフェースの中に延在している。排出ポート５３５
は、呼気弁５４０によって制御され、分岐管路５４５に連通し、ガス制御弁５１０に隣接
する吸入管路５１５に接続されている。
【０１１６】
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一実施例では、ＰＥＥＰ制御機構が呼気弁５４０に結合されている。そして、患者の酸
素供給表示が示すように、ＰＥＥＰ弁５８５を用いてＰＥＥＰ制御が設定される。
【０１１７】
一実施例では、ＰＥＥＰが可変制御である。一実施例では、ＰＥＥＰが５ｃｍＨ２Ｏ乃
至２０ｃｍＨ２Ｏまで可変である。別の実施例では、ＰＥＥＰが１０ｃｍＨ２Ｏ乃至２０
ｃｍＨ２Ｏまで可変である。一実施例では、ＰＥＥＰが継続的に可変制御である。別の実
施例では、ＰＥＥＰが５ｃｍＨ２Ｏ毎に増えるよう制御される。一実施例では、抜管時に
、ＰＥＥＰが１０ｃｍＨ２Ｏよりも小さく、特に５乃至８ｃｍＨ２Ｏである。
【０１１８】
一実施例では、本発明に係る人工呼吸器が、さらに、圧力検出器５１４を具えている。

40

圧力検出器５１４が、図４に示すアラームシステムに対するインタフェースとして使用さ
れる。圧力検出器５１４は、人工呼吸器の中の動作を、予め設定した事象に応じて操作者
に警告するために使用し得る信号に変換する電子ダイアフラムアクチュエータであり、以
下に詳細に説明する。
【０１１９】
図５に戻ると、一実施例では、本発明に係る人工呼吸器が圧力制御モードで動作するこ
とで、吸気時間が圧力によって制御される。このような実施例では、気道圧力制御部５８
１が、制御システムにおける患者のターゲット圧を設定するよう使用される。一体化した
、空力式の、吸気気道圧ゲージ又はモニタ５４９が、本発明に係る人工呼吸器５００に設
けられている。このゲージは、０乃至５０ｃｍＨ２Ｏの範囲の瞬間的な気道圧の値を表示
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するよう使用される。
【０１２０】
ガスは、管路５５５に沿って流れダイヤフラムアクチュエータ５５０を膨張させる。ア
クチュエータ５５０が膨張すると、弁５５１がプッシュロッド５５２を介して開放される
。これにより、管路５４５からのガスがダイヤフラム５５３を膨張させることが可能とな
り、プッシュロッド５５６及びスナップ作用ドームスプリング５５８が動き、ダイヤフラ
ム５５０の動きに応じてガス制御弁５１０が動作する。ガス制御弁５１０がガス供給を遮
断するよう閉止する。リークジェット５６０は、動作の後にダイヤフラム５５０がリセッ
トし得るよう機能する。
【０１２１】
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いくつかのケースでは、上述のように、患者がより大きなコンプライアンス（患者が回
復していることを意味する）を呈する可能性があることで、吸気時間の圧力制御の現状の
設定が肺の過膨張をもたらす可能性がある。このため、本発明に係る人工呼吸システムは
、さらに、吸気流を制限する中断機構を具えている。一実施例では、中断機構が約０．９
秒に吸気流を制限する。
【０１２２】
一実施例では、６０Ｌ／ｍｉｎの最小値から１００Ｌ／ｍｉｎの最大値までの範囲に吸
気流を設定し得る。
【０１２３】
図５に戻ると、管路５４５からのガスが、流量制限器５６２を通って流れて管路５６４
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を介してダイヤフラム５５３を膨張させることで、ガス流量弁５１０を閉止させ、ガス流
が遮断される。
【０１２４】
ガス流がガス流量弁５１０の閉止を介して停止した後に、リークジェット５７５が管路
５４５の圧力を低減させ、所定の時間間隔の後に呼気バルブ５４０が開放し得る。管路５
６４が弁５６６によって閉止し、管路５６８の圧力によって閉止状態が保持される。
【０１２５】
管路５６８のガスは、弁５８２を通して低減し得る。さらに吸気流が停止した後に、弁
５８２の圧力によって設定された時間間隔の後に、弁５６６を開放できるようになり、管
路５６４を通して吸気弁５１０を閉止する圧力を解放し、サイクルが再スタートする。
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【０１２６】
一実施例では、この圧力は患者を傷付けずに大部分の患者に適している。一実施例では
、人工呼吸の圧力が可変であり、操作者によって設定される。一実施例では、人工呼吸器
５００が、１０ｃｍＨ２Ｏ乃至７０ｃｍＨ２Ｏの範囲で動作する。別の実施例では、人工
呼吸器５００が１５ｃｍＨ２Ｏ乃至４０ｃｍＨ２Ｏの範囲で動作する。一実施例では、人
工呼吸器５００が、３５ｃｍＨ２Ｏの最大値で動作する。別の実施例では、人工呼吸器５
００が、２５ｃｍＨ２Ｏの予め設定した圧力で圧力制御による人工呼吸を提供し得る。圧
力解放弁５０２が患者の周囲に配置され、患者に過圧が確実に送出されないよう設定され
る。
【０１２７】
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一実施例では、目標とする気道圧、又はＰＩＰが可変であり、１５ｃｍＨ２Ｏの最小値
から４０ｃｍＨ２Ｏの最小値の範囲の設定可能な限界値を標示する。一実施例では、ＰＩ
Ｐが、さらに、３５ｃｍＨ２Ｏを上回る圧力で動作又はインタロックされる安全インタロ
ックを具えている。
【０１２８】
本発明に係る人工呼吸器が組み立て式のツールで製造される。好適には、ツールが組み
立てられ、所定の有利な製造所に保管される。このような実施例は、大量のユニットを迅
速且つ効果的に製造することを必要とする世界的大流行の状態で使用された場合に特に有
用である。このように、一実施例では、本発明に係る人工呼吸器を、世界的な大流行の状
態に応じて使用し得るツールのセットから大量に製造し得る。一実施例では、ツールセッ
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トが、高いグレードの鋼で製造される。
【０１２９】
本発明に係る人工呼吸器が、一時的流行が生じた時に、鋼よりも低靱性の材料で作製さ
れるツールを用いて製造され得る。一実施例では、低靱性の材料はアルミニウムである。
好適には、材料が、疾病のより局地的な発生によって、より限定的な数のユニットを製造
するために容易に入手可能である。このようなツールをかなり迅速に製造し得る。
【０１３０】
一実施例では、本発明に係る人工呼吸器を、自動化されたシステムで設計文書から直接
的に製造されるパーツを用いて製造される。このためこのような実施例では、ツールが実
際には作製されない。このような実施例は、最終的な目的が患者を大規模なセンターに移
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送することであるが、一時的な呼吸のサポートをそれにもかかわらず要する場合に、遠い
領域をサポートするのに、特に有用である。都合のよいことに、本発明に係る製造方法に
より、ツールを製造する時間がかからずに要求に応じて製造される人工呼吸器が可能とな
る。
【０１３１】
上記のような各実施例による製造においては、組み立てが簡単で且つ非常に特殊な技能
又は訓練を要しない。
【０１３２】
広範囲の医療環境で最小限に訓練された介護人が人工呼吸器を効果的且つ安全に使用し
、患者に対して呼吸の苦痛を和らげることが可能となる。
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【０１３３】
さらに、本発明に係る人工呼吸器は、他の深刻な合併症を有しない深刻な呼吸器系の感
染をともなう患者の大部分、又は従来の人工呼吸器が一般に置かれているような患者を延
命させるのに効果的である。
【０１３４】
一実施例では、動作性能が所定の適切な範囲又は限界の中にあるかを確かめるために、
本発明に係る人工呼吸器を試験する。別の実施例では、本発明に係る人工呼吸器が、本器
具の使用期限又は動作性能が範囲又は限界を超えた場合に、操作者に少なくとも１の警告
を発し得る。
【０１３５】
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本発明に係る応答の速い人工呼吸器の一実施例では、人工呼吸器が電力供給から独立し
て動作し得る。
【０１３６】
別の実施例では、応答の速い人工呼吸器が、調圧酸素で駆動する。
【０１３７】
別の実施例では、本発明に係る応答の速い人工呼吸器が、バッテリ駆動する。
【０１３８】
一実施例では、本発明に係る応答の速い人工呼吸器が、さらに、警告システムを具えて
いる。
【０１３９】
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一実施例では、本発明に係る応答の速い人工呼吸器が、バッテリの消耗、又はバッテリ
が許容範囲にある所定のレベルを下回って低下していることを警告する音声及び／又は映
像アラームを有している。このように、一実施例では、警報システムの電子機器が、アル
カリマンガン電池、水銀電池又は当業者に知られた他の適切なバッテリといったバッテリ
によって駆動される。バッテリの電圧が工場出荷時に設定された所定の電圧レベルに達す
ると、ＬＥＤが赤く点滅を開始するといった可視アラームが作動する。また任意に、アラ
ームがクリック音といった音声アラームを発する。これは、バッテリを交換する必要があ
ることを表している。一実施例では、バッテリの低電圧の状態が、バッテリの電圧が２．
５ボルトよりも低いことを検出するよう設定される。
【０１４０】
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また、アラームが人工呼吸器の内部活動を検出することができ、アラーム状態を検出す
ると視覚的及び音声出力を与える。一実施例では、アラーム状況が低いガス圧である。別
の実施例では、アラーム状況が、患者から外れていることである。さらに別の実施例では
、アラーム状況が、人工呼吸できないことである。
【０１４１】
このように、アラームシステムを使用して、音声及び／又は映像による無呼吸の警告を
与える。一実施例では、アラームシステムにより、ＬＥＤが、各呼吸によって好適には緑
色といった短い閃光を発し、本発明に係る人工呼吸システムが適切に嵌まって動作するの
を確認する。所定の時間周期内に呼吸が検出されない場合には、音声及び脈動性のビープ
音が、点滅するＬＥＤ、好適にはＲＥＤとともに発せられ、本発明に係る人工呼吸器のア
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ラームシステムがアラーム状態となる。一実施例では、呼吸の検出の所定の時間周期が、
工場出荷時に予め設定されており、１５乃至２０秒の範囲である。
【０１４２】
一実施例では、図５に関して上述され図５に戻って参照するように、アラームシステム
が電子ダイヤフラムアクチュエータ５１４を介して本発明に係る人工呼吸器に動作可能に
結合されている。特に、ダイヤフラムアクチュエータ５１４は、電子ダイヤフラムアクチ
ュエータのプランジャであって、人工呼吸器の空気圧による動作の下で呼吸する度に動く
プランジャを介して、ＰＣＢ（図示せず）に動作可能に結合されていることで、アラーム
システムの検出動作を初期化する。また、ＰＣＢは、図４に示すように、バッテリ端子へ
の接続部を介して電源／バッテリ部品の支持を与える。さらに、音声アラーム及びＬＥＤ
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が本発明の人工呼吸システムと連携して、音声及び光が、可視的及び可聴的警告を操作者
に与えることができるよう動作し得るように、音声及び光が通過できるようになる。一実
施例では、圧力の上昇による圧力下でのダイヤフラムの変位といった所定の事象を警告す
るようＰＣＢが使用し得る信号に人工呼吸器の中の動作を変換するダイヤフラムアクチュ
エータによって圧力の変化が検出される。
【０１４３】
一実施例では、患者による最初の呼吸の吸気時に、バッテリがアラームシステムに配備
されるよう電力を供給することで、アラームが最初の呼吸が生じる際にアラーム状態を自
動的に検出する準備となり、操作者がアラームの配備を忘れてしまうリスクを最小限にす
る。それに続く呼吸が、患者の肺に人工呼吸器によって空気が供給される吸気と空気が呼
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気弁の外に通り抜ける呼気との間に交互に起こる。
【０１４４】
別の実施例では、本発明に係る人工呼吸器が、患者のニーズに対応し得る。特に、一実
施例では、患者が自発的に呼吸の再開を開始する場合、本発明係る人工呼吸器が受動モー
ドに入り得る。別の実施例では、患者が自発的な補助のない呼吸を維持できない場合、人
工呼吸器が動作を開始して患者への酸素の送出を補助する。
【０１４５】
一実施例では、本発明に係る人工呼吸器が強靱（ｒｏｂｕｓｔ）であり、患者が呼吸を
しそうにないような状況でさえも動作し得る。このように、一実施例では、管理された人
工呼吸モードで人工呼吸器が正常且つ確実に動作し続ける。患者の呼吸数に合うよう呼吸
数の制御を調節する性能により、人工呼吸器の強靱な使用を助ける。
【０１４６】
上記の説明は、本発明の新規な態様を盛り込んでいるいくつかの典型的な実施例を提供
することを目的としており、上記の説明は、本発明を実施化することが可能な単なる適用
例ではないことに留意されたい。他の可能な実施例を同様に盛り込むよう本発明を適切に
変更し得る。本発明の範囲は、単に添付の特許請求の範囲によって特許請求の範囲の範囲
内で規定される；本発明を様々な他の状況で使用し得る。
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