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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸素発生手段、該酸素を使用者に供給する酸素供給手段、酸素供給経路中に自動開閉弁
を備えた酸素供給装置であり、
　使用者の呼吸を検知する呼吸センサーと、
　連続流での供給または使用者の呼吸に同調した供給のいずれかの供給方式を選定可能な
供給方式設定手段と、
　供給流量の流量設定手段と、
　連続流での供給方式設定信号を受けて該流量設定手段の設定値に対応する該自動開閉弁
の開度を制御し、また同調での供給方式設定信号を受けて、該呼吸センサーの呼吸信号に
基づいて吸気開始点に該自動開閉弁を開放すると共に、該流量設定値に対応する自動開閉
弁の開時間を制御する制御手段と、を備えており、
　前記制御手段は、前記供給方式設定手段と前記流量設定手段のそれぞれで設定した情報
に基づいて、前記自動開閉弁を制御することを特徴とする酸素供給装置。
【請求項２】
　酸素発生手段、該酸素を使用者に供給する酸素供給手段、酸素供給経路中に自動開閉弁
を備えた酸素供給装置であり、
　使用者の呼吸を検知する呼吸センサーと、
　連続流での供給または使用者の呼吸に同調した供給のいずれかの供給方式を選定可能な
供給方式設定手段と、
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　供給流量の流量設定手段と、
　連続流での供給方式設定信号を受けて該流量設定手段の設定値に対応する該自動開閉弁
の開度を制御し、また同調での供給方式設定信号を受けて、該呼吸センサーの呼吸信号に
基づいて吸気開始点に該自動開閉弁を開放すると共に、該流量設定値に対応する自動開閉
弁の開時間を制御する制御手段と、を備えており、
　前記供給方式設定手段と前記流量設定手段は互いに独立した構成であることを特徴とす
る酸素供給装置。
【請求項３】
　前記自動開閉弁は、全閉から全開までの応答速度が０．１秒以下であることを特徴とす
る請求項１または２に記載の酸素供給装置。
【請求項４】
　前記自動開閉弁のオリフィスの径が１ｍｍφ以上、５ｍｍφ以下であることを特徴とす
る請求項１～３のいずれかに記載の酸素供給装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、使用者の呼吸サイクルに応じて作動する自動開閉弁を備えた呼吸用気体供給装
置に関する。さらに詳細には、慢性呼吸器疾患患者等が酸素吸入療法を行なう際に使用す
る医療機器であり、酸素又は酸素濃縮気体を呼吸用気体として呼吸サイクルに応じて間歇
的に使用者に供給する機能を備えた酸素供給装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、喘息、肺気腫症、慢性気管支炎等の呼吸器系疾患に苦しむ患者が増加する傾向にあ
るが、その最も効果的な治療法の一つとして酸素吸入療法があり、空気中から酸素濃縮気
体を直接分離する酸素濃縮装置あるいは酸素ボンベが使用されるようになってきた。病院
や在宅で酸素吸入療法を行なう場合には、圧力変動吸着型や膜型、あるいは酸素を選択的
に透過する固体電解質膜を用いた酸素富化空気供給装置、あるいは大容量の固定式酸素ボ
ンベが使用される。
【０００３】
一方、患者が通院などで外出する場合には、携帯型の酸素ボンベが用いられる。これは呼
吸器系疾患患者が持ち運びするボンベであるため、小型軽量である必要があり、長時間の
使用に耐えうるように高圧酸素ガスが充填されている。これに減圧弁を設け、流量調整機
能を設けて、使用者に応じた流量の酸素を供給する。
【０００４】
さらに、使用できる時間を延長するために、特許文献１、特許文献２等に記載されている
ように、内部に呼吸センサーと自動開閉弁を内蔵し、患者の吸気時間だけに酸素を供給し
、呼気時間は供給を停止する呼吸同調酸素供給装置が提案されている。
【０００５】
また、この呼吸同調酸素供給装置は呼気時に無駄に酸素を供給することが無く、経済的に
も有効であることから、特許文献３等で酸素濃縮装置においても呼吸同調酸素供給装置の
使用が提案されている。さらに、特許文献４、特許文献５、特許文献６、特許文献７、特
許文献８等ではバッテリー駆動ができる移動型あるいは携帯型の酸素濃縮装置が提案され
ており、バッテリー容量の制限から使用できる時間を延長するために呼吸同調酸素供給装
置の併設が所望される。
【０００６】
このような呼吸同調酸素供給装置では、通常使用者の鼻呼吸をカニューラを介して圧力セ
ンサーで検知している。そのため、使用者の呼吸が弱い場合や、逆に呼吸数が異常に高い
場合には、呼吸同調がなされない場合が生じる。またセンサーの劣化によっても同様に呼
吸同調がなされない場合がある。
【０００７】
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また携帯型酸素濃縮器への併設の場合には、睡眠時にも酸素濃縮装置を使用する場合があ
る。このときには使用者は口で呼吸する場合があり、通常の鼻呼吸を検知するセンサーで
は呼吸が検知できない場合がある。そのため、時には連続的な酸素供給が必要となる場合
がある。
【０００８】
このような点から、特許文献９においては電磁弁を有する第1の配管系と複数のオリフィ
スが形成された設定部材を有する第2の配管系を設け、開閉弁を用いて第１の配管系を選
んだ場合には呼吸同調酸素供給の設定を、第2の配管系を選んだ場合には連続的な酸素供
給時の酸素流量の設定が行なえる構成が提案されている。
【０００９】
【特許文献１】
特公平３－２２１８５号公報
【特許文献２】
特開昭５９－８９７２号公報
【特許文献３】
特開昭６１－１３１７５６号公報
【特許文献４】
特開平７－１３６２７１号公報
【特許文献５】
特開平７－１３６２７２号公報
【特許文献６】
特開２０００－３２５４８２号公報
【特許文献７】
特開２００２－１２１０１０号公報
【特許文献８】
特開２００２－４５４２４号公報
【特許文献９】
特開２００２－１４３３０６号公報
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上記特許文献９記載の呼吸同調型酸素供給装置では、従来の呼吸同調型酸素供給
装置と比べて、連続流での供給配管系と呼吸同調流での供給配管系の２つの配管系を必要
としている。従ってかかる装置では、配管構成自体が複雑となる上、携帯性の観点からは
流路切り替え弁や流路開閉弁の追加、制御系追加による重量増加や装置の大型化の点で好
ましくない。
【００１１】
本発明は、かかる問題点を解決するものであり、連続供給時の流量が設定できる機能を有
する小型軽量化できる呼吸同調型気体供給装置を提供することを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
かかる課題に対して本願出願人は鋭意検討した結果、電気信号によって開度を自由に調節
することの出来る自動開閉弁を気体流量の調節部分に備えることで上述した課題を解決出
来ることを見出し、以下の装置を提供する。
【００１３】
すなわち本発明は、酸素発生手段、該酸素を使用者に供給する酸素供給手段、酸素供給経
路中に自動開閉弁を備えた酸素供給装置であり、使用者の呼吸を検知する呼吸センサーを
備えると共に、連続流での供給または使用者の呼吸に同調した供給の供給方式設定手段及
び供給流量の流量設定手段を備え、連続流での供給方式設定信号を受けて該流量設定手段
の設定値に対応する該自動開閉弁の開度を制御し、また同調での供給方式設定信号を受け
て、該呼吸センターの呼吸信号に基づいて吸気開始点に該自動開閉弁を開放すると共に、
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該流量設定値に対応する自動開閉弁の開時間を制御する制御手段を備えたことを特徴とす
る酸素供給装置を提供するものである。
【００１４】
また本発明は、かかる自動開閉弁が、全閉から全開までの応答速度が、０．１秒以下であ
ることを特徴とし、更に該自動開閉弁のオリフィスの径が１ｍｍφ以上、５ｍｍφ以下で
あることを特徴とする酸素供給装置を提供するものである。
【００１５】
【発明の実施の形態】
本発明は、酸素発生手段、該酸素を使用者に供給する酸素供給手段、酸素供給経路中に自
動開閉弁を備えた酸素供給装置であり、電気信号によって連続的に開度を調節することの
出来る機能を備えた自動開閉弁を気体流量の調節部に備えた酸素供給装置である。
【００１６】
ここで、酸素発生手段は、酸素を連続的に供給できる装置のことであり、酸素選択透過性
膜型、吸着型、電解質を用いた電気化学型の酸素濃縮手段や、酸素ボンベ、液化酸素充填
容器などがある。
【００１７】
酸素選択透過性膜型の酸素濃縮手段とは、酸素透過係数が窒素透過係数よりも大きい高分
子膜を用い、圧縮機等により膜一方面に空気を加圧供給し、膜他方面から濃縮酸素を取り
出すというものである。このような高分子膜としてはポリジメチルシロキサン－ポリカー
ボネート共重合体、ポリ（４－メチルペンテン－１）、ポリフェニレンオキサイド、ポル
フィリン錯体含有膜などがある。
【００１８】
吸着型の酸素濃縮手段とは、窒素を選択的に吸着しうる吸着剤を充填した吸着床に圧縮機
等で圧縮空気を導入して加圧状態で窒素を吸着させることにより酸素濃縮気体を得る吸着
工程と、吸着床の内圧を減少させて窒素を脱着させ吸着剤の再生を行なう脱着工程を交互
に行なうことにより酸素を濃縮する加圧型手段、あるいは常圧空気を導入し常圧で窒素を
吸着する工程と、真空ポンプなどで気体吸引により吸着床の内圧を常圧より減圧して窒素
を脱着させ吸着剤の再生を行なう脱着工程を交互に行なうことにより酸素を濃縮する減圧
型手段、またこれら加圧型手段、減圧型手段をくみあわせたものである。このような吸着
剤としては窒素に対して選択的吸着性を有する結晶性ゼオライトモレキュラーシーブがあ
る。このようなゼオライトにはカチオンとして金属元素を有するゼオライトが好ましい。
【００１９】
また電解質を用いた電気化学型の酸素濃縮手段とは、酸素イオン伝導性固体電解質を用い
、該酸素イオン伝導性固体電解質の一方面上に送風ファン等で空気を供給し、酸素を酸素
イオンに還元し、酸素イオンを該酸素イオン伝導性固体電解質の他方面上に輸送し酸素に
酸化することにより酸素を濃縮する手段、プロトン伝導性高分子電解質を用い、同様に一
方面から他方面に酸素を輸送する手段などである。
【００２０】
酸素ボンベとは、使用する気体を高圧で充填した高圧ボンベであり、通常１５ＭPaから２
０ＭPaの圧力の内圧で充填されている。液化酸素充填容器とは、室温で気体状態であるも
のを液体状態となるまで深冷冷却し、断熱性の容器に充填したものである。使用時には容
器からの気体取り出し口から液化酸素が外気温で気化するので、気体として取出すことが
出来る。
【００２１】
使用者の呼吸を検出する呼吸センサーとしては、圧力センサー、流量センサー、ガスセン
サーなどが有る。圧力センサーとは導電性フィルムやシリコンなどで形成されたダイアフ
ラムとそれに正対して置かれた電極でコンデンサーを形成したもので、圧力変化に比例し
てダイアフラムが変形し、その変形をコンデンサーの静電容量の変化として検出するもの
であり、使用者の呼吸によるセンサー近傍の圧力変化から呼吸を検出する。流量センサー
としては熱線式のものがあり、熱線が気体の流れによって奪われる熱量から流量を測定す
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るもので、センサーが測定した流量の変化から使用者の呼吸を検出する。ガスセンサーに
は周囲のガス濃度によって抵抗値の変化する半導体などを用いるものがあり、抵抗値の変
化からセンサー周囲のガス濃度を測定する。使用者の呼吸のガス濃度の変化（呼気時には
酸素濃度が下がる）から呼吸を検出する。
【００２２】
本発明の装置には、連続流で酸素を使用者に供給するの連続流供給方式と、使用者の呼吸
に同調して供給する同調供給方式を選択できる供給方式設定手段を備える。また処方流量
即ち使用者に供給する酸素流量を設定する流量設定手段を備える。この２つの設定手段の
設定信号は、自動開閉弁の開閉を制御する制御手段に取り込まれ、自動開閉弁の開度及び
開時間、タイミングを制御する。
【００２３】
かかる制御手段は上記設定信号を受け、これに応じて自動開閉弁の開度及び開時間、タイ
ミング等を所定回路で演算し制御することが出来る電子回路である。
【００２４】
供給方式設定手段から連続流での供給方式設定信号を受けた場合、該流量設定手段の設定
値に対応する自動開閉弁の開度を制御する。また同調での供給方式設定信号を受けた場合
、呼吸センターの呼吸信号に基づいて吸気開始点に該自動開閉弁を開放すると共に、該流
量設定値に対応する自動開閉弁の開時間を制御する。
【００２５】
かかる自動開閉弁は、スプリングとバルブ機能を有する鉄心、その鉄心の周囲に巻かれた
電磁コイルにより構成される。この鉄心は電磁コイルへの電圧をかけない状態でスプリン
グの力によりバルブが全開あるいは全閉の状態を維持している。ところが電磁コイルに任
意の電圧を加えると電磁コイルで誘導された磁場とスプリングによる力のバランスで、鉄
心が全開と全閉の中間の位置に保持される。これにより自動開閉弁の開度が調整されるこ
とで、弁を通過する気体の流量を制御することが出来る。
【００２６】
このような自動開閉弁は、全閉から全開までの応答速度が０．１秒以下であることが好ま
しい。０．１秒よりも応答速度が遅い場合、同調時に吸気開始時の気体供給が顕著に遅れ
る。より好ましくは０．０２秒以下である。
【００２７】
通常使用者が必要とする気体の流量は２５０ｃｍ3／分から７０００ｃｍ3／分の範囲であ
る。気体供給装置として吸着型の酸素濃縮手段を用いた場合には、酸素の圧力は高圧ボン
ベのように高い圧力を与えることは難しくなり、通常は高くても相対圧力で０．１ＭPa程
度である。そのため、上記の範囲で流量制御できるようにするために、開度調節機能を有
する自動開閉弁のオリフィスの径は０．２ｍｍから５ｍｍ径が好ましい。径が０．２ｍｍ
より狭くなると、圧力損失のため７０００ｃｍ3／分までの流量を流すことが困難となる
。一方、５ｍｍよりも大きくなる場合には、連続流時における小流量、すなわち２５０ｃ
ｍ3／分の流量制御精度が低下してしまう。好ましくはオリフィス径としては１～５ｍｍ
であり、より好ましくは１～３ｍｍである。
【００２８】
このような開度調節型のバルブを使うことで酸素供給の同調時及び連続時いずれの気体供
給制御のいずれも行なうことが出来るようになり、呼吸同調型の酸素供給装置の小型軽量
化に効果的となる。一つの流路、一つの自動開閉弁というシンプルな構造とすることがで
きる為、流路構成自体も簡便で小型化に適している。
【００２９】
酸素供給方式の設定手段は、電気的設定あるいは機械的切替え機構を備えたものなど方式
は問わず、選定の電気信号を制御手段に伝達できるものであれば良い。
【００３０】
呼吸同調の供給方式を選択した場合、設定流量に従い、使用者の吸気に同調して、電気信
号によって全開状態と全閉状態が繰り返される。全開状態の時間は、呼吸同調方式、設定
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流量及び、センサーで検知した、使用者の呼吸状態の情報から制御手段で演算される。
【００３１】
呼吸同調方式には大きくは節約比固定方式、固定パルス方式の２種類がある。
節約比固定方式の場合には使用者の単位時間当りの呼吸数に関係無く、単位時間に使用者
に供給する気体総量が一定となるように、呼吸数が低い場合には、１回当りの吸気に対す
る全開状態の時間は長くするが、呼吸数が増えるに比例して全開状態の時間を短くする。
この場合、使用者の呼吸に関わらず、気体の節約比を一定にすることが出来る。
【００３２】
固定パルス方式においては呼吸数に関係無く、１回あたりの吸気に対する全開状態の時間
を一定とし、呼吸数が増加すると共に、単位時間に使用者に供給する気体総量が増大する
というものである。この場合、使用者の呼吸数が増えるに連れて期待の節約比が低下する
。本発明の方式ではいずれの呼吸同調方式にも対応できる。
【００３３】
一方、連続的に気体を供給する方式を選択した場合には、設定流量に従い、電気信号によ
って自動開閉弁の開度が連続的に調節される。
【００３４】
ところで、酸素供給装置として吸着型酸素濃縮手段を用いる場合、供給される酸素の圧力
は、吸着、脱着を繰り返す圧力変動型の方式から、周期的に変動する。そのため、圧力変
動を抑える目的で、酸素供給手段から自動開閉弁への酸素供給配管の途中に、製品酸素を
一時的に貯留するタンクを備えることが好ましい。
【００３５】
【実施例】
以下、本発明の実施例について、図１を用いて説明する。
酸素供給手段としては、吸着型酸素濃縮手段を用いた。このとき酸素圧力は１０ｋＰａか
ら１００ｋＰａの範囲内で変動した。そしてその圧力変動は３００ｃｍ3の容量のタンク
（２）に一旦供給し、タンク（２）により圧力変動が緩和され、開度調節機能を有する自
動開閉弁（３）に供給される。
【００３６】
このとき自動開閉弁（３）としては、Parker Hannifin社製のVSONCシリーズを使用した。
この自動開閉弁の応答速度は、電気信号を送ってからバルブが開き始めるまでの時間が０
.００８秒であった。そして、呼吸検知センサー（４）としては黒田精工製KL17-111-30DY
を用いた。
【００３７】
酸素供給方式設定手段（６）と酸素流量設定手段（５）で設定した情報を、制御部（７）
が読み込むことで自動開閉弁（３）の制御をすることが出来る。本実施例では呼吸同調方
式として節約比固定方式を採用し、節約比を１／３とした。
【００３８】
そして、酸素供給方式設定手段（６）で呼吸同調を選択しミシガンインスツルメント社製
ＴＴＬモデル肺で、呼吸数を毎分２０回、設定流量として２０００ｃｍ3／分としたとき
の酸素供給パターンを流量測定器で測定した。測定した結果を図２に示す。これにより、
吸気に応じて瞬時に酸素供給されることが判った。
【００３９】
一方、酸素供給方式設定手段（６）により連続流に設定し、同調時と同様の条件で流量測
定を行なった。その結果を図３に示す。これにより、連続的に２０００ｃｍ3／分に制御
された酸素が連続的に供給されるのが判った。
【００４０】
【発明の効果】
本発明により、連続供給時の流量が設定できる機能を付設しつつ、構成を簡素化すること
で小型軽量化できる呼吸同調型気体供給装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
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【図１】本発明の酸素供給装置の構成図。
【図２】本発明の酸素供給装置を使用した呼吸同調時の酸素供給結果。
【図３】本発明の酸素供給装置を使用した連続流供給時の酸素供給結果。
【符号の説明】
１．酸素供給装置
２．タンク
３．自動開閉弁
４．呼吸検知センサー
５．気体流量設定手段
６．酸素供給方式設定手段
７．制御部

【図１】

【図２】

【図３】
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