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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　呼吸療法を患者に施すためのマスクシステムであって、
　前記患者の鼻孔とともに封止部を形成するように適合された鼻孔部分と、
　口チャンバーと前記患者の口とともに封止部を形成するように適合された口封止部分と
を備える口部分であって、前記口チャンバーは加圧された呼吸可能なガスを選択的に受け
入れるように適合された開口部を備える、口部分と、
　前記加圧された呼吸可能なガスを送達するために前記鼻孔部分および前記口部分のうち
の少なくとも一方に接続された入口導管とを具備し、
　前記鼻孔部分と前記口部分の両方を利用する第1構成と、前記鼻孔部分のみを利用する
第2構成との間で前記マスクシステムを選択的に配置することができるように、前記口部
分が前記マスクシステムから選択的に着脱可能である、呼吸療法を患者に施すためのマス
クシステム。
【請求項２】
　前記口チャンバーが前記加圧された呼吸可能なガスを一切前記患者の口に送達しない口
封止部として利用されるように前記第1構成で前記口チャンバー内の前記開口部を塞ぐよ
うに適合された栓をさらに備える請求項1に記載のマスクシステム。
【請求項３】
　前記入口導管は、前記加圧された呼吸可能なガスを前記患者の前記鼻孔に送達するため
に前記鼻孔部分に接続可能である請求項1または2のいずれか一項に記載のマスクシステム
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。
【請求項４】
　前記第1構成で使用したときに、前記口チャンバー内の前記開口部は、前記加圧された
呼吸可能なガスを前記患者の口に送達するために前記入口導管に接続可能である請求項1
に記載のマスクシステム。
【請求項５】
　前記鼻孔部分を前記口部分の前記チャンバーに接続するように適合されたコネクタをさ
らに備え、前記コネクタは、前記口チャンバーと前記鼻孔部分との間で前記加圧された呼
吸可能なガスの一部を連通するように適合される請求項4に記載のマスクシステム。
【請求項６】
　前記第1構成で前記マスクシステムを使用するため前記入口導管を前記鼻孔部分および
前記口部分の両方に接続するように適合された二重エルボーコネクタをさらに備える請求
項1に記載のマスクシステム。
【請求項７】
　前記鼻孔部分または前記入口導管に接続するように適合された前記口チャンバー内の前
記開口部内にスイベルリングをさらに備える請求項3から5のいずれか一項に記載のマスク
システム。
【請求項８】
　前記鼻孔部分および前記口チャンバーは、互いに別々に形成され、その後、互いに接続
される請求項1から7のいずれか一項に記載のマスクシステム。
【請求項９】
　前記口封止部分は、シリコーンクッションを備える請求項1から8のいずれか一項に記載
のマスクシステム。
【請求項１０】
　前記鼻孔部分および前記口部分のうちの少なくとも一方は、ヘッドギアに接続するよう
に適合されたヘッドギアコネクタを備える請求項1から9のいずれか一項に記載のマスクシ
ステム。
【請求項１１】
　前記鼻孔部分および前記口部分は両方とも、前記ヘッドギアに接続するように適合され
たヘッドギアコネクタを備える請求項1から10のいずれか一項に記載のマスクシステム。
【請求項１２】
　前記ヘッドギアは、前記患者の目と耳の間に引き回されるように適合された上側ストラ
ップおよび患者の耳の下に引き回される下側ストラップを備える請求項10または11のいず
れか一項に記載のマスクシステム。
【請求項１３】
　前記ヘッドギアは、患者の頭頂部の上に使用時に位置決めされるように適合された頭頂
部ストラップ部分を備える請求項12に記載のマスクシステム。
【請求項１４】
　前記ヘッドギアは、前記患者の耳の上で上側ストラップに接続され、前記患者の後頭部
を捕らえるために使用時に患者の頭部の両側にそって下方に角度を付けるように適合され
た後側ストラップ部分を備える請求項13に記載のマスクシステム。
【請求項１５】
　前記後側ストラップ部分は、患者の頭頂部の下で下側ストラップに接続される請求項14
に記載のマスクシステム。
【請求項１６】
　前記鼻孔部分は、使用時に前記患者の鼻孔とともに封止部を形成するように適合された
鼻孔封止部分を備える請求項1から15のいずれか一項に記載のマスクシステム。
【請求項１７】
　前記鼻孔封止部分は、ピロー、プロング、膜シール、または鼻チャンバーのうちの1つ
を備える請求項16に記載のマスクシステム。
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【請求項１８】
　前記鼻孔封止部分は、前記鼻孔封止部分内への空気経路を画成する支持壁から延在する
か、または外向きに湾曲する構造を有する請求項17に記載のマスクシステム。
【請求項１９】
　前記鼻孔封止部分の下側に配設された複数の剛体要素、および前記剛体要素に接続され
たダイアルをさらに備え、前記ダイアルは回されると前記剛体要素が上方または下方に移
動して前記鼻孔封止部分のつまむ力を調節するように適合される請求項18に記載のマスク
システム。
【請求項２０】
　前記口封止部分は、発泡体患者接触部分を備える請求項1から19のいずれか一項に記載
のマスクシステム。
【請求項２１】
　前記シリコーンクッションは、前記口封止部分の前記患者の顎に対応する側から見て実
質的にC字形に形成され、前記鼻孔部分は、使用時に前記患者の鼻孔とともに封止部を形
成するように適合された鼻孔封止部分を備え、前記鼻孔封止部分は前記シリコーンクッシ
ョンに接続される請求項9に記載のマスクシステム。
【請求項２２】
　前記鼻孔封止部分は、前記患者が前記鼻孔封止部分を選択的に引き伸ばせるようにする
伸縮要素を備える請求項21に記載のマスクシステム。
【請求項２３】
　前記鼻孔部分および前記口部分のうちの少なくとも一方に形成された通気口をさらに備
え、前記通気口は前記患者が吐出するガスを放出するように適合される請求項1から22の
いずれか一項に記載のマスクシステム。
【請求項２４】
　前記通気口は、複数の通気孔を備える請求項23に記載のマスクシステム。
【請求項２５】
　前記入口導管が前記鼻孔部分に接続され、前記鼻孔部分は、前記入口導管に印加される
力を前記鼻孔封止部分から減結合するように適合された鼻孔減結合部分を備える請求項16
に記載のマスクシステム。
【請求項２６】
　前記入口導管が前記口部分に接続され、前記口部分は、前記入口導管に印加される力を
前記口封止部分から減結合するように適合された口減結合部分を備える請求項1から25の
いずれか一項に記載のマスクシステム。
【請求項２７】
　前記マスクシステムは、前記口部分のみを利用する第3構成に選択的に配置することが
できる請求項1に記載のマスクシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、それぞれその全体において参照により本明細書に組み込まれている、2010年
9月30日に出願した米国出願第61/388,357号、2011年2月16日に出願した米国出願第61/443
,623号、2011年7月27日に出願した米国出願第61/457,981号、2011年8月29日に出願した米
国出願第61/528,524号の利益を主張するものである。
【０００２】
　本発明の技術は、閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)などの睡眠呼吸障害(SDB)の非侵襲的陽圧換
気法(NPPV)および持続的気道陽圧(CPAP)療法に使用されるマスクシステムに関するもので
ある。
【背景技術】
【０００３】
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　持続的気道陽圧(CPAP)流動発生器システムによる閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)などの睡眠
呼吸障害(SDB)の治療は、導管とマスクとを介して大気圧より高く加圧された空気(または
他の呼吸可能ガス)をヒトまたは他の哺乳類患者の気道に連続的に送達する段階を伴う。
典型的には、マスクが患者の口および/または鼻をぴったり覆うか、または嵌め込まれる
。加圧された空気がマスクに流れ、鼻および/または口を介して患者の気道に流れる。加
圧された空気は、CPAPデバイスおよびマスクに接続された導管によってマスクに送達され
る。
【０００４】
　マスクは、患者が治療に耐えられ、使用を持続できるように使い心地がよく、また目障
りでないものであるべきである。ピロー型もしくはプロング型マスク(当技術分野で知ら
れているような)、または鼻マスクもしくはフルフェースマスクを好む患者もいる。また
、これらのマスクのうちの1つ、または組み合わせたものを交換して使用することを好む
患者もいる。しかし、この場合、多数の異なるマスクシステムを購入することが必要にな
り、費用がかかり、および/または保険の適用を受けられないことがある。
【０００５】
　それに加えて、口鼻マスクを含むマスクは、典型的には剛体フレームを備える。患者は
これを快適に思わない可能性がある。このフレームは、ベッドカバー、枕などと接触した
り、それにより力を加えられたりした場合に、マスクの封止部分を患者の顔面からずらす
こともある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】国際公開第2009/052560A1号
【特許文献２】国際公開第2010/139014A1号
【特許文献３】米国特許第7,658,189号明細書
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の技術の一態様は、鼻のみタイプのマスクまたは口鼻マスクのいずれかとして使
用することができるマスクシステムに関するものである。
【０００８】
　本発明の技術の別の態様は、柔軟なコンポーネントから実質的に構成される口鼻マスク
に関するものである。
【０００９】
　本発明の技術の別の態様は、口封止部分から離れて鼻封止部分のところで安定化される
口鼻マスクに関するものである。
【００１０】
　本発明の技術の別の態様は、マスクの鼻部分上に少なくとも1つの第1のヘッドギア接続
部を、またマスクの口部分上に少なくとも1つの第2のヘッドギア接続部を有する口鼻マス
クに関するものである。
【００１１】
　本発明の技術の別の態様は、鼻孔のみ構成または鼻孔および口構成で使用されるように
適合されたモジュール式マスクシステムに関するものである。
【００１２】
　本発明の技術の別の態様は、鼻孔のみ構成、口のみ構成、または鼻孔および口構成で使
用されるように適合されたモジュール式マスクシステムに関するものである。
【００１３】
　本発明の技術の一形態において、マスクシステムは、患者が鼻孔部分と口部分、または
鼻孔部分だけを自由に選択して使用可能である鼻孔部分および口部分を備える。口部分は
、鼻孔部分とともに使用されるときに、患者の口に呼吸療法を施すために使用されるか、
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または口シールとして使用されうる。
【００１４】
　本発明の技術の一形態において、マスクシステムは、患者が鼻孔部分と口部分、鼻孔部
分だけ、または口部分だけを自由に選択して使用可能である鼻孔部分および口部分を備え
る。
【００１５】
　本発明の技術の一形態において、マスクシステムは、鼻孔部分および口部分を備え、鼻
孔部分は、患者の鼻孔とともに封止部を形成するように適合された鼻孔封止部分を備え、
鼻孔封止部分は、空気経路を画成する支持壁から鼻孔封止部分内に延在するか、または外
向きに湾曲する構造を有する。
【００１６】
　本発明の技術の別の態様は、鼻孔部分および口部分を備えるマスクシステムに関するも
のであり、口部分は、加圧された呼吸可能なガスの少なくとも一部が患者の口に送達され
る第1の構成および、口部分が、加圧された呼吸可能なガスが患者の口に送達されるのを
防ぐ口シールとして機能する第2の構成の両方で使用されるように適合される。
【００１７】
　本発明の技術の別の態様は、患者に呼吸療法を施すためのマスクシステムキットを構成
する方法に関するものであり、鼻孔部分および口部分は、患者が鼻孔部分と口部分、鼻孔
部分だけ、または口部分だけを自由に選択して使用可能である。
【００１８】
　本発明の技術の別の態様は、患者に呼吸療法を施すためのマスクシステムキットを構成
する方法に関するものであり、鼻孔部分および口部分は、患者が鼻孔部分と口部分、鼻孔
部分だけ、または口部分だけを自由に選択して使用可能であり、鼻孔部分および口部分が
両方とも利用される場合、鼻孔部分および口部分は両方とも加圧された空気を患者の鼻孔
と口にそれぞれ、送達するために利用することができるか、または鼻孔部分と口部分のう
ちの一方は、加圧された空気を患者の鼻孔または口に送達するために使用することができ
るが、鼻孔部分と口部分のうちの他方は、鼻孔または口シールとして利用される。
【００１９】
　本発明の技術の別の態様は、鼻孔部分および口部分を有するマスクシステムを第1のモ
ードと第2のモードとの間で変換する方法に関するものであり、第1のモードでは、マスク
システムは、鼻孔部分および口部分とともに使用可能であり、第2のモードでは、マスク
システムは、鼻孔部分のみで使用可能である。
【００２０】
　本発明の技術の別の態様は、患者の鼻孔に呼吸療法を施すために鼻孔のみ部分を備える
キットに関するものであり、この鼻孔部分は口部分とともに機能するように適合される。
【００２１】
　本発明の技術の別の態様は、患者の口に呼吸療法を施すために口部分を備えるキットに
関するものであり、この口部分は鼻孔部分とともに機能するように適合される。
【００２２】
　本発明の技術の別の態様は、患者の鼻孔のみ、患者の口のみのうちの一方、または患者
の鼻孔と口の療法に呼吸両方を施し、患者の鼻孔のみ、患者の口のみのうちの他方、また
は患者の鼻孔と口の両方に呼吸療法を定期的に変える方法に関するものである。
【００２３】
　本発明の技術の別の態様は、呼吸療法により治療する方法に関するものであり、第1の
フットプリントを有する第1のマスクが、一定期間、患者に付けられ、次いで、第1のマス
クが取り外され、第1のフットプリントと異なる第2のフットプリントを有する第2のマス
クが、第2の一定期間、患者に付けられる。
【００２４】
　本発明の技術の別の態様は、患者の口に呼吸療法を施すための口部分に関するものであ
り、口部分は鼻孔部分を受け入れるように適合されたドッキングステーションを備え、鼻



(6) JP 6046626 B2 2016.12.21

10

20

30

40

50

孔部分は、加圧されたガスを患者の鼻孔に送達するための鼻孔のみデバイスとして機能を
果たすことができる。
【００２５】
　本発明の技術の別の態様は、患者に呼吸療法を施すためのマスクシステムに関するもの
であり、マスクシステムは患者の鼻孔とともに封止部を形成するように適合された鼻孔部
分と、口チャンバーおよび患者の口とともに封止部を形成するように適合された口封止部
分を備える口部分であって、口チャンバーは加圧された呼吸可能なガスを選択的に受け入
れるように適合された開口部を備える、口部分と、加圧された呼吸可能なガスを送達する
ために鼻孔部分および口部分のうちの少なくとも一方に接続された入口導管とを具備し、
マスクシステムは、鼻孔部分と口部分の両方を利用する第1のモードと、鼻孔部分を利用
し、口部分を利用しない第2のモードとで、鼻孔部分および/または口部分を選択的に利用
するように適合される。
【００２６】
　本発明の技術の別の態様は、患者に呼吸療法を施すためのマスクシステムに関するもの
であり、マスクシステムは患者の鼻孔とともに封止部を形成するように適合された鼻孔部
分と、口チャンバーおよび患者の口とともに封止部を形成するように適合された口封止部
分を備える口部分と、加圧された呼吸可能なガスを患者に送達するために鼻孔部分および
口部分のうちの少なくとも一方に接続された入口導管とを具備し、鼻孔部分および口部分
は、互いに接続するように適合され、口部分は、加圧された呼吸可能なガスの少なくとも
一部が患者の口に送達される第1の構成および、口部分が、加圧された呼吸可能なガスが
患者の口に送達されるのを防ぐ口シールとして機能する第2の構成の両方で選択的に機能
するように適合される。
【００２７】
　本発明の技術の別の態様は、患者に呼吸療法を施すためのマスクシステムに関するもの
であり、マスクシステムは鼻孔封止部分および口封止部分を備える封止部分を具備し、鼻
孔封止部分は患者の鼻孔とともに封止部を形成するように適合され、鼻孔封止部分は空気
経路を画成する支持壁から鼻孔封止部分内に延在するか、または外向きに湾曲する構造を
有し、口封止部分は患者の口とともに封止部を形成するように適合され、封止部分は加圧
された呼吸可能ガスの供給を受け入れるための少なくとも1つの入口導管および封止アセ
ンブリを患者の頭部の適所に保持するためのヘッドギアに接続するように適合されている
。
【００２８】
　本発明の技術の別の態様は、患者に呼吸療法を施すためのマスクシステムキットを構成
する方法に関するものであり、この方法は患者の鼻孔とともに封止部を形成するように適
合された鼻孔部分を構成する段階と、加圧された呼吸可能なガスを選択的に受け入れるよ
うに適合された開口部を備える口チャンバーと、患者の口とともに封止部を形成するよう
に適合された口封止部分とを備える口部分を構成する段階と、加圧された呼吸可能なガス
を送達するために鼻孔部分および口チャンバーのうちの少なくとも一方に接続可能な入口
導管を構成する段階とを含み、患者の自由な選択により、マスクシステムは、少なくとも
第1のモードおよび第2のモードで鼻孔部分および/または口部分を選択的に利用するよう
に適合され、第1のモードでは鼻孔部分および口部分を利用して患者の鼻孔に呼吸療法を
施し、口部分は、呼吸療法を患者の口に施すか、または口部分を封止するように構成され
、第2のモードでは患者の鼻孔に呼吸療法を施すために鼻孔部分を利用し、口部分を封止
部として、または呼吸療法を施すために利用しない。
【００２９】
　本発明の技術の別の態様は、マスクシステムを第1のモードと第2のモードとの間で変換
する方法に関するものであり、マスクシステムは呼吸療法を患者に施すためのものであり
、この方法は患者の鼻孔とともに封止部を形成するように適合された鼻孔部分を構成する
段階と、加圧された呼吸可能なガスを選択的に受け入れるように適合された開口部を備え
る口チャンバーと、患者の口とともに封止部を形成するように適合された口封止部分とを
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備える口部分を構成する段階と、鼻孔部分および口部分を利用して患者の鼻孔に呼吸療法
を施す第1のモードでマスクシステムを組み立てる段階と、呼吸療法を患者の口に施すた
めに口部分を利用するか、または口部分を口封止部として利用する段階と、患者の鼻孔に
呼吸療法を施すために鼻孔部分を利用し、口部分を利用しない第2のモードにマスクシス
テムを変換する段階とを含む。
【００３０】
　本発明の技術の別の態様は、患者に呼吸療法を施すためのマスクシステムに関するもの
であり、マスクシステムは、加圧された呼吸可能なガスを選択的に受け入れるように適合
された開口部を備える口チャンバーと、患者の口とともに封止部を形成するように適合さ
れた口封止部分とを備える口部分と、口部分上に形成された、鼻孔部分を受け入れるよう
に適合された鼻孔部分ドッキングステーションとを具備し、鼻孔部分は、加圧されたガス
を患者の鼻孔に送達するための鼻孔のみデバイスとして機能を果たすことができる。
【００３１】
　本発明の技術の別の態様は、鼻孔のみ部分を備えるCPAPデバイスを鼻孔部分と口部分と
を有するCPAPデバイスに変換するためのキットを備える医療用パッケージに関するもので
あり、この医療用パッケージは、加圧された呼吸可能なガスを選択的に受け入れるように
適合された開口部を備える口チャンバーと、患者の口とともに封止部を形成するように適
合された口封止部分とを備える口部分と、鼻孔のみ部分内の開口を塞ぐように適合された
排気栓と、少なくとも口部分を患者の頭部に固定するように適合されたヘッドギアとを具
備する。
【００３２】
　本発明の技術の別の態様は、患者に呼吸療法を施すための鼻孔のみデバイスを患者に呼
吸療法を施すための鼻孔および口デバイスに変換するように適合されたシステムキットに
関するものであり、システムキットは、加圧された呼吸可能なガスを選択的に受け入れる
ように適合された開口部を備える口チャンバーと、患者の口とともに封止部を形成するよ
うに適合された口封止部分とを備える、鼻孔のみデバイスとともに鼻孔および口デバイス
として機能するように適合された口部分と、口チャンバー内の開口部または鼻孔のみデバ
イス内の開口部のいずれかに接続するように適合された栓と、少なくとも口部分を患者の
頭部に固定するように適合されたヘッドギアとを具備する。
【００３３】
　本発明の技術の別の態様は、患者に呼吸療法を施すためのマスクシステムに関するもの
であり、マスクシステムは、患者の鼻孔とともに封止部を形成するように適合された鼻孔
部分と、口チャンバーと、患者の口とともに封止部を形成するように適合された口封止部
分とを備える口部分と、例えば、鼻孔部分に接続された一方の枝と加圧された呼吸可能な
ガスを鼻孔部分および口部分に送達するために口部分に接続されているもう一方の枝を有
する二重エルボーとを具備する。
【００３４】
　本発明の技術の別の態様は、患者に呼吸療法を施すためのマスクシステムに関するもの
であり、マスクシステムは、患者の鼻孔とともに封止部を形成するように適合された鼻孔
部分と、口チャンバーと、患者の口とともに封止部を形成するように適合された口封止部
分とを備える口部分と、使用時に鼻孔部分および/または患者の鼻孔を覆うために口部分
から延在する被覆フラップとを具備する。
【００３５】
　本発明の技術の別の態様は、患者に呼吸療法を施すためのマスクシステムに関するもの
であり、マスクシステムは、患者の鼻孔とともに封止部を形成するように適合された鼻孔
封止部分を備える鼻孔部分と、患者の口とともに封止部を形成するように適合された口封
止部分を備える口部分とを具備し、口封止部分は一般的に水平方向に向き付けられ、鼻孔
封止部分は一般的に垂直方向に向き付けられる。
【００３６】
　本発明の技術の別の態様は、患者に呼吸療法を施すためのマスクシステムに関するもの
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であり、マスクシステムは、患者の鼻孔とともに封止部を形成するように適合された鼻孔
封止部分と、鼻孔支持部分とを備える鼻孔部分と、患者の口とともに封止部を形成するよ
うに適合された口封止部分を備える口部分とを具備し、鼻孔支持部分は半剛体材料であり
、鼻孔封止部分は柔軟な材料である。
【００３７】
　本発明の技術の別の態様は、患者に呼吸療法を施すためのマスクシステムに関するもの
であり、マスクシステムは、患者の鼻孔とともに封止部を形成するように適合された鼻孔
封止部分と鼻孔支持部分とを備える鼻孔部分と、患者の口とともに封止部を形成するよう
に適合された口封止部分を備える口部分とを具備し、口部分および/または鼻孔部分は口
部分および/または鼻孔部分を適所に保持するための磁石を備える。
【００３８】
　本発明の技術の別の態様は、患者に呼吸療法を施すためのマスクシステムに関するもの
であり、マスクシステムは、患者の鼻孔とともに封止部を形成するように適合された鼻孔
部分と、患者の口とともに封止部を形成するように適合された口部分と、鼻孔部分および
口部分のうちの少なくとも一方の上へ留められてマスクシステムと患者との間に封止部を
形成するように適合された発泡体部分とを具備する。
【００３９】
　本発明の技術の別の態様は、患者に呼吸療法を施すためのマスクシステムに関するもの
であり、マスクシステムは患者の鼻孔とともに封止部を形成するように適合された鼻孔封
止部分と鼻孔支持部分とを備える鼻孔部分と、患者の口とともに封止部を形成するように
適合された口封止部分を備える口部分と、口部分を鼻孔部分に接続するように適合された
、口部分を受け入れるように適合された第1のチャネルと鼻孔部分を受け入れるように適
合された第2のチャネルとを有する接続リングとを具備する。
【００４０】
　本発明の技術の別の態様は、患者に呼吸療法を施すためのマスクシステムに関するもの
であり、マスクシステムは、患者の鼻孔とともに封止部を形成するように適合された鼻孔
封止部分と鼻孔支持部分とを備える鼻孔部分と、患者の口とともに封止部を形成するよう
に適合された口封止部分を備える口部分とを具備し、鼻孔封止部分は、口部分との締まり
嵌めを形成するように適合された凹みを有する。
【００４１】
　本発明の技術の別の態様は、患者に呼吸療法を施すためのマスクシステムに関するもの
であり、マスクシステムは、患者の鼻孔とともに封止部を形成するように適合された鼻孔
封止部分と鼻孔支持部分とを備える鼻孔部分と、患者の口とともに封止部を形成するよう
に適合された口封止部分を備える口部分と、患者の頭部の後側を包み込むように適合され
たバックストラップを備える、鼻孔部分に接続するように適合された上側ヘッドギアと、
上側ヘッドギアのバックストラップを受け入れるように適合されたループを有する、口部
分に接続するように適合された下側ヘッドギアとを具備する。
【００４２】
　本発明の技術の別の態様は、患者に呼吸療法を施すためのマスクシステムに関するもの
であり、マスクシステムは、患者の鼻孔とともに封止部を形成するように適合された鼻孔
封止部分を備える鼻孔部分と、突起部分を備える、加圧されたガスを送達するように鼻孔
部分に接続されたエルボーと、口部分を鼻孔部分に接続するためにエルボーの突起部分に
選択的に接続可能である開口を備える、患者の口とともに封止部を形成するように適合さ
れた口封止部分を備える口部分とを具備する。
【００４３】
　本発明の技術の別の態様は、患者に呼吸療法を施すためのマスクシステムに関するもの
であり、マスクシステムは、患者の鼻孔とともに封止部を形成するように適合された鼻孔
封止部分を備える鼻孔部分と、鼻孔部分を受け入れるような形状を有し、適合されたポケ
ットまたは下側剛性領域を有するクッションを備える、患者の口とともに封止部を形成す
るように適合された口封止部分を備える口部分とを具備する。
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【００４４】
　本発明の技術の別の態様は、患者に呼吸療法を施すためのマスクシステムに関するもの
であり、マスクシステムは、患者の鼻孔とともに封止部を形成するように適合された鼻孔
封止部分と鼻孔支持部分とを備える鼻孔部分と、鼻孔部分を口部分に接続するためのリン
グを受け入れるように適合された開口との接続部分を有するクッションと、クッションに
接続するように適合されたクッションフェイシア部分とを備える、患者の口とともに封止
部を形成するように適合された口封止部分を備える口部分とを具備する。
【００４５】
　本発明の技術の別の態様は、患者に呼吸療法を施すためのマスクシステムに関するもの
であり、マスクシステムは患者の口とともに封止部を形成するように適合され、ポケット
を備えていない口封止部分を備える口部分を具備する。
【００４６】
　本発明の技術の他の態様、特徴、および利点は、本開示の一部であり、例えば本発明の
技術の原理を例示している、添付図面とともに、以下の詳細な説明を読むと明らかになる
であろう。
【００４７】
　添付図面は、本発明の技術のさまざまな例を理解するのに役立つ。図面の説明を以下に
示す。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１－１】本発明の技術の一実施形態によるモデル患者の頭部にある鼻孔のみモードの
マスクシステムの正面図である。
【図１－２】本発明の技術の一実施形態による鼻孔および口モードにおけるモデル患者の
頭部にあるマスクシステムの正面図である。
【図１－３】本発明の技術の一実施形態による鼻孔および口モードにおけるモデル患者の
頭部にあるマスクシステムの正面図である。
【図１－４】本発明の技術の一実施形態による口のみモードにおけるモデル患者の頭部に
あるマスクシステムの正面図である。
【図１－５】本発明の技術の一実施形態による鼻孔部分が口部分に接続する仕方を例示す
るマスクシステムの正面分解図である。
【図２】本発明の技術の一実施形態によるエルボーコネクタを持たない図1-1から1-5のマ
スクシステムの正面図である。
【図３】本発明の技術の一実施形態による図1-1から1-5のマスクシステムの後面図である
。
【図４】本発明の技術の一実施形態による図1-1から1-5のマスクシステムの後面等角図で
ある。
【図５－１】本発明の技術の別の実施形態によるモデル患者の頭部にあるマスクシステム
の正面等角図である。
【図５－２】鼻孔のみモードにおけるモデル患者の頭部にある図5-1のマスクシステムの
正面等角図である。
【図６】本発明の技術の一実施形態による使用中の図5のマスクシステムの側面図である
。
【図７】本発明の技術の一実施形態による図5-1のマスクシステムとともに利用されるヘ
ッドギアの後面等角図である。
【図８】本発明の技術の一実施形態によるエルボーコネクタを持たない図5-1のマスクシ
ステムの正面等角図である。
【図９】本発明の技術の一実施形態によるエルボーコネクタを持たない図5-1のマスクシ
ステムの正面図である。
【図１０】本発明の技術の一実施形態による鼻孔部分を持たない図5-1のマスクシステム
の上面図である。



(10) JP 6046626 B2 2016.12.21

10

20

30

40

50

【図１１】本発明の技術の一実施形態による図5-1のマスクシステムの後面等角図である
。
【図１２】本発明の技術の一実施形態による図5-1のマスクシステムの後面図である。
【図１３】本発明の技術の一実施形態による鼻孔部分を持たず、エルボーコネクタを持た
ず、ヘッドギアを備える図5-1のマスクシステムの一部の正面図である。
【図１４】本発明の技術の別の実施形態によるモデル患者の頭部にあるマスクシステムの
正面図である。
【図１５】本発明の技術の一実施形態によるモデル患者の頭部にある図14のマスクシステ
ムの側面図である。
【図１６】本発明の技術の別の実施形態による減結合部分と接続部分とを取り除いたマス
クシステムの後面図である。
【図１７】本発明の技術の一実施形態による図16のマスクシステムの正面等角図である。
【図１８】本発明の技術の一実施形態による図16のマスクシステムの正面等角図である。
【図１９】本発明の技術の一実施形態によるマスクシステムとともに使用されうる鼻孔部
分の後面等角図である。
【図２０】本発明の技術の一実施形態による図19の鼻孔部分の正面等角図である。
【図２１】本発明の技術の別の実施形態による鼻孔のみモードにおけるモデル患者の頭部
にあるマスクシステムの正面等角図である。
【図２２】本発明の技術の一実施形態による鼻孔および口構成におけるモデル患者の頭部
にある図21のマスクシステムの正面等角図である。
【図２３】本発明の技術の別の実施形態によるモデル患者の頭部にあるマスクシステムの
正面等角図である。
【図２４】本発明の技術の別の実施形態によるモデル患者の頭部にあるマスクシステムの
側面図である。
【図２５】本発明の技術の別の実施形態によるモデル患者の頭部にあるマスクシステムの
側面図である。
【図２６】本発明の技術の一実施形態によるモデル患者の頭部にあるモジュール式マスク
システムの概略断面図である。
【図２７】本発明の技術の一実施形態によるモデル患者の頭部にある一体型マスクシステ
ムの概略断面図である。
【図２８】本発明の技術の一実施形態によるモデル患者の頭部にある一体型マスクシステ
ムの概略断面図である。
【図２９－１】本発明の技術の一実施形態によるモデル患者の頭部にあるモジュール式マ
スクシステムの概略断面図である。
【図２９－２】本発明の技術の一実施形態による図29-1のマスクシステムの口封止部分の
概略上面図である。
【図２９－３】本発明の技術の一実施形態によるモデル患者の頭部にあるモジュール式マ
スクシステムの概略断面図である。
【図３０－１】本発明の技術の一実施形態によるモデル患者の頭部にあるモジュール式マ
スクの概略断面図である。
【図３０－２】本発明の技術の一実施形態によるモデル患者の頭部にあるモジュール式マ
スクシステムの概略断面図である。
【図３１】本発明の技術の一実施形態によるモデル患者の頭部にある一体型マスクシステ
ムの断面図である。
【図３２（ａ）】本発明の技術の実施形態によるマスクシステムのさまざまな構成を通る
加圧されたガスの流れを示す概略図である。
【図３２（ｂ）】本発明の技術の実施形態によるマスクシステムのさまざまな構成を通る
加圧されたガスの流れを示す概略図である。
【図３２（ｃ）】本発明の技術の実施形態によるマスクシステムのさまざまな構成を通る
加圧されたガスの流れを示す概略図である。
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【図３２（ｄ）】本発明の技術の実施形態によるマスクシステムのさまざまな構成を通る
加圧されたガスの流れを示す概略図である。
【図３２（ｅ）】本発明の技術の実施形態によるマスクシステムのさまざまな構成を通る
加圧されたガスの流れを示す概略図である。
【図３２（ｆ）】本発明の技術の実施形態によるマスクシステムのさまざまな構成を通る
加圧されたガスの流れを示す概略図である。
【図３２（ｇ）】本発明の技術の実施形態によるマスクシステムのさまざまな構成を通る
加圧されたガスの流れを示す概略図である。
【図３２（ｈ）】本発明の技術の実施形態によるマスクシステムのさまざまな構成を通る
加圧されたガスの流れを示す概略図である。
【図３２（ｉ）】本発明の技術の実施形態によるマスクシステムのさまざまな構成を通る
加圧されたガスの流れを示す概略図である。
【図３２（ｊ）】本発明の技術の実施形態によるマスクシステムのさまざまな構成を通る
加圧されたガスの流れを示す概略図である。
【図３２（ｋ）】本発明の技術の実施形態によるマスクシステムのさまざまな構成を通る
加圧されたガスの流れを示す概略図である。
【図３３】本発明の技術の実施形態による鼻孔および口キットの概略図である。
【図３４】本発明の技術の一実施形態によるモデル患者の頭部にあるモジュール式マスク
システムの概略図である。
【図３５】本発明の技術の一実施形態による鼻孔封止部分の正面図である。
【図３６】本発明の技術の一実施形態による図35の鼻孔封止部分の正面斜視図である。
【図３７】モデル患者の頭部上の従来技術の鼻孔のみCPAPデバイスを示す図である。
【図３８】本発明の技術の一実施形態による図37の鼻孔のみCPAPデバイスを鼻孔および口
CPAPデバイスに変換するために使用される改造キットを示す図である。
【図３９】本発明の技術の一実施形態による図37の鼻孔のみCPAPデバイスを鼻孔および口
CPAPデバイスに変換するために使用される改造キットを示す図である。
【図４０】従来技術の鼻孔のみCPAPデバイスを示す図である。
【図４１】本発明の技術の一実施形態による図40の鼻孔のみCPAPデバイスをモデル患者の
頭部上に例示されている鼻孔および口CPAPデバイスに変換するための改造キットを示す図
である。
【図４２】本発明の技術の一実施形態によるモデル患者の頭部にあるモジュール式マスク
システムの概略断面図である。
【図４３】本発明の技術の一実施形態によるモデル患者の頭部にあるモジュール式マスク
システムの概略断面図である。
【図４４】本発明の技術の一実施形態によるモデル患者の頭部にあるモジュール式マスク
システムの概略断面図である。
【図４４Ａ】本発明の技術の一実施形態による鼻孔部分の断面図である。
【図４４Ｂ】本発明の技術の一実施形態による鼻孔部分の断面図である。
【図４５】本発明の技術の一実施形態によるモデル患者の頭部にあるモジュール式マスク
システムの概略断面図である。
【図４６】本発明の技術の一実施形態によるモデル患者の頭部にあるモジュール式マスク
システムの概略断面図である。
【図４７】本発明の技術の一実施形態によるモデル患者の頭部にあるモジュール式マスク
システムの概略断面図である。
【図４８】本発明の技術の一実施形態によるモジュール式マスクシステムの概略部分断面
図である。
【図４９】本発明の技術の一実施形態によるモデル患者の頭部にあるモジュール式マスク
システムの分解図である。
【図５０】本発明の技術の一実施形態によるモデル患者の頭部にある一体型(またはモジ
ュール式)マスクシステムの概略断面図である。
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【図５１】モデル患者の頭部にある図50の一体型(またはモジュール式)マスクシステムの
斜視図である。
【図５２】図51の一体型(またはモジュール式)マスクシステムの側面図である。
【図５３】本発明の技術の一実施形態によるモデル患者の頭部にあるモジュール式マスク
システムの概略断面図である。
【図５４】本発明の技術の一実施形態によるモデル患者の頭部にあるモジュール式マスク
システムの概略断面図である。
【図５５】本発明の技術の一実施形態によるマスクシステムの鼻部分の後面図である。
【図５５Ａ】図55の55A-55A線を通る断面図である。
【図５６】本発明の技術の一実施形態によるマスクシステムの鼻部分の後面図である。
【図５６Ａ】図56の56A-56A線を通る断面図である。
【図５７】本発明の技術の一実施形態によるモデル患者の頭部にあるモジュール式マスク
システムの概略断面図である。
【図５８】本発明の技術の一実施形態によるモデル患者の頭部にある一体型またはモジュ
ール式マスクシステムの側面図である。
【図５９】本発明の技術の一実施形態によるモデル患者の頭部にある一体型またはモジュ
ール式マスクシステムの斜視図である。
【図６０】本発明の技術の一実施形態によるモジュール式マスクシステムの後面図である
。
【図６１】本発明の技術の一実施形態によるモデル患者の頭部にあるモジュール式マスク
システムの概略断面図である。
【図６２】本発明の技術の一実施形態によるモデル患者の頭部にあるモジュール式マスク
システムの概略断面図である。
【図６３】本発明の技術の一実施形態によるモジュール式マスクシステムの分解図である
。
【図６４】本発明の技術の一実施形態によるモデル患者の頭部にあるモジュール式マスク
システムの概略断面図である。
【図６５】本発明の技術の一実施形態によるモデル患者の頭部にあるモジュール式マスク
システムの概略断面図である。
【図６６】本発明の技術の一実施形態によるモジュール式マスクシステムの分解図である
。
【図６７】本発明の技術の一実施形態によるモジュール式マスクシステムの分解図である
。
【図６８】本発明の技術の一実施形態によるモジュール式マスクシステムの斜視図である
。
【図６９】図68のモジュール式マスクシステムの正面図である。
【図７０】図68のモジュール式マスクシステムの上面図である。
【図７１】図68のモジュール式マスクシステムの底面図である。
【図７２】図68のモジュール式マスクシステムの側面図である。
【図７３】図69からの73-73線による断面図である。
【図７４】図68のマスクシステムの鼻孔部分の斜視図である。
【図７５】図68のマスクシステムの口部分の斜視図である。
【図７６】図68のマスクシステムのクッション部分の斜視図である。
【図７７】図68のマスクシステムのクッション部分の正面図である。
【図７８】図68のマスクシステムのクッション部分の上面図である。
【図７９】図68のマスクシステムのクッション部分の底面図である。
【図８０】図77からの80-80線による断面図である。
【図８１】図77からの81-81線による断面図である。
【図８２】図77からの82-82線による断面図である。
【図８３】図77からの83-83線による断面図である。
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【図８４】図77からの84-84線による断面図である。
【図８５】図77からの85-85線による断面図である。
【図８６】図68のマスクシステムのクッション部分の後面図である。
【図８７】図68のマスクシステムのクッション部分の右側面図である。
【図８８】図68のマスクシステムのクッション部分の左側面図である。
【図８９】図68のマスクシステムのクッション部分の斜視図である。
【図９０】現在の技術のサンプルによる2点支持と4点支持との間で変換可能なヘッドギア
システムを例示する図である。
【図９１Ａ】現在の技術のサンプルによる2点支持と4点支持との間で変換可能なヘッドギ
アシステムを例示する図である。
【図９１Ｂ】現在の技術のサンプルによる2点支持と4点支持との間で変換可能なヘッドギ
アシステムを例示する図である。
【図９２Ａ】現在の技術の変更形態による口クッションを例示する図である。
【図９２Ｂ】現在の技術の変更形態による口クッションを例示する図である。
【図９２Ｃ】現在の技術の変更形態による口クッションを例示する図である。
【図９２Ｄ】現在の技術の変更形態による口クッションを例示する図である。
【図９２Ｅ】現在の技術の変更形態による口クッションを例示する図である。
【図９３Ａ】現在の技術の変更形態による口クッションを例示する図である。
【図９３Ｂ】現在の技術の変更形態による口クッションを例示する図である。
【図９３Ｃ】現在の技術の変更形態による口クッションを例示する図である。
【図９３Ｄ】現在の技術の変更形態による口クッションを例示する図である。
【図９３Ｅ】現在の技術の変更形態による口クッションを例示する図である。
【図９３Ｆ】現在の技術の変更形態による口クッションを例示する図である。
【図９３Ｇ】現在の技術の変更形態による口クッションを例示する図である。
【図９３Ｈ】現在の技術の変更形態による口クッションを例示する図である。
【図９３Ｉ】現在の技術の変更形態による口クッションを例示する図である。
【図９４】本発明の技術の一例によるクッションとフェイシアとの間の接続を例示する図
である。
【図９５】本発明の技術の一例によるクッションとフェイシアとの間の接続を例示する図
である。
【図９６】本発明の技術の一例によるクッションとフェイシアとの間の接続を例示する図
である。
【図９７】本発明の技術の一例によるクッションとフェイシアとの間の接続を例示する図
である。
【図９８】本発明の技術の一例によるクッションとフェイシアとの間の接続を例示する図
である。
【図９９】本発明の技術の一例によるクッションとフェイシアとの間の接続を例示する図
である。
【図１００】本発明の技術の一例によるクッションとフェイシアとの間の接続を例示する
図である。
【図１０１】本発明の技術の一例によるクッションとフェイシアとの間の接続を例示する
図である。
【図１０２】本発明の技術の一例によるクッションとフェイシアとの間の接続を例示する
図である。
【図１０３】本発明の技術の一例による唇封止部を例示する図である。
【図１０４】本発明の技術の一実施形態によるマスクシステムの分解組立図である。
【図１０５】組み立てられた状態の図104のマスクシステムの後面図である。
【図１０６】組み立てられた状態の図104のマスクシステムの上面図である。
【図１０７】組み立てられた状態の図104のマスクシステムの底面図である。
【図１０８】組み立てられた状態の図104のマスクシステムの左側面図である。
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【図１０９】図105の109-109線による断面図である。
【図１１０】図105の110-110線による断面図である。
【図１１１】図110の一部の詳細図である。
【図１１２】図104のマスクシステムの口クッションの後面等角図である。
【図１１３】図104のマスクシステムの口クッションの正面等角図である。
【図１１４】図104のマスクシステムの口クッションの正面図である。
【図１１５】図104のマスクシステムの口クッションの上面図である。
【図１１６】図104のマスクシステムの口クッションの底面図である。
【図１１７】図104のマスクシステムの口クッションの右側面図である。
【図１１８】図104のマスクシステムの口クッションの正面図である。
【図１１９】図118の119-119線による口クッションの断面図である。
【図１２０】図118の120-120線による口クッションの断面図である。
【図１２１】図118の121-121線による口クッションの断面図である。
【図１２２】図118の122-122線による口クッションの断面図である。
【図１２３】図118の123-123線による口クッションの断面図である。
【図１２４】図118の124-124線による口クッションの断面図である。
【図１２５】図104のマスクシステムのクッションクリップの後面等角図である。
【図１２６】図125のクッションクリップの正面等角図である。
【図１２７】図125のクッションクリップの上面図である。
【図１２８】図125のクッションクリップの底面図である。
【図１２９】図125のクッションクリップの左側面図である。
【図１３０】図125のクッションクリップの後面図である。
【図１３１】図130の131-131線による断面図である。
【図１３２】図104のマスクシステムのフェイシアの正面等角図である。
【図１３３】図132のフェイシアの正面図である。
【図１３４】図132のフェイシアの後面図である。
【図１３５】図132のフェイシアの上面図である。
【図１３６】図132のフェイシアの底面図である。
【図１３７】図132のフェイシアの右側面図である。
【図１３８】図133の138-138線による断面図である。
【図１３９】本発明の技術の一実施形態によるクッションクリップの正面等角図である。
【図１４０】図139のクッションクリップの後面等角図である。
【図１４１】図139のクッションクリップの正面図である。
【図１４２】図139のクッションクリップの上面図である。
【図１４３】図139のクッションクリップの底面図である。
【図１４４】図139のクッションクリップの左側面図である。
【図１４５】図141の145-145線による断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４９】
　以下の説明は、共通の特性および特徴を共有することができるいくつかの実施形態に関
して行う。どれか1つの実施形態の1つまたは複数の特徴を他の実施形態の1つまたは複数
の特徴と組み合わせ可能であるものとしてよいことは理解されるであろう。それに加えて
、どれかの実施形態における単一の特徴または特徴の組み合わせは追加の実施形態をなす
ものとしてよい。
【００５０】
　本明細書では、「備える、含む(comprising)」という言い回しは、それの「開いている
」意味で、つまり、「含む、備える(including)」の意味で理解されるべきであり、した
がって、それの「閉じた」意味、つまり、「～のみからなる(consisting only of)」の意
味に限定されない。対応する意味は、出現する場所の対応する言い回し「備える、含む(c
omprise)」、「備えられる、含まれる(comprised)」、および「(英語で単数形の)備える
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、含む(comprises)」に帰すべきである。
【００５１】
　「空気」という用語は、呼吸可能なガス、例えば、酸素が加えられた空気を含むものと
して解釈される。本明細書で説明されているCPAP流動発生器システムまたはブロワーが空
気以外の流体をポンプで送るように設計されうることは認められる。
【００５２】
1.マスクシステム
　本発明の技術のマスクシステムは、加圧された呼吸可能なガスを患者に送達し、鼻孔部
分、口部分、位置決めおよび安定化構造物、ならびに空気送達システムを備える。封止部
分は、患者の鼻および/または口とともに封止部を形成するか、または実質的に封止する
ように鼻孔部分および/または口部分を備えることができる。患者が吐出するガスを放出
するために鼻孔部分および/または口部分に1つまたは複数の通気口を備えることができる
。しかし、マスクは、通気口を有せず、病院/換気環境において使用することもできる。
マスクシステムは、窒息防止弁(AAV)を備えることもできる。
【００５３】
　封止部分は、加圧されたガスを患者に送達するために患者の鼻および/または口ととも
に封止部を形成するか、または実質的に封止するように配置構成される。好ましくは、封
止部分は、鼻孔封止部分および口封止部分を有する。鼻孔封止部分および口封止部分は、
一体型に形成されうるか、または個別の要素の形態をとりうる。鼻孔封止部分および口封
止部分は、患者の鼻および口とそれぞれ独立してまたは個別に封止するように接続される
か、または他の何らかの形で位置決めされうる。
【００５４】
　位置決めおよび安定化構造物は、封止部分に接続することができ、封止部分を患者に係
合するように適合される。位置決めおよび安定化構造物は、使用時に患者の目と耳を避け
るように構成され、配置された上側部分および下側部分を有することができる。上側およ
び下側部分は、互いに接続しない個片、または互いに結合された個片で、互いに一体化さ
れうる。位置決めおよび安定化構造物は、使用時に患者の頭部の後と係合するように適合
された後側部分を有することができる。後側部分は、上側部分および下側部分と相互接続
することができる。
【００５５】
　空気送達システムは、封止部分を流動発生器に接続することができる。空気送達システ
ムは、エルボーおよび/またはチューブを備えることができる。
【００５６】
　このマスクシステムでは、患者が療法(鼻孔のみ療法、口のみ療法、または鼻孔および
口療法)を選択できるようになっており、システムは高価すぎず、またマスクシステムの
直観的な使用を改善している。このため、患者は、指示をあまり、または全く受けなくて
もマスクシステムを使用することができる。
【００５７】
　マスクシステムは、鼻孔部分および口部分を有するモジュール式マスクシステムとする
ことができ、そこでは、鼻孔部分は、患者の鼻孔に呼吸療法を施すために口部分なしで利
用されるように適合されるか、または鼻孔部分は、患者の鼻孔および口に呼吸療法を施す
ために、または患者の鼻孔に呼吸療法を施し、口部分を口封止部として利用するために、
口部分とともに利用されるように適合されうる。
【００５８】
　マスクシステムは、鼻孔部分および口部分を有するモジュール式マスクシステムとする
ことができ、そこでは、口部分は、患者の口に呼吸療法を施すために鼻孔部分なしで利用
されるように適合されるか、または口部分は、患者の鼻孔および口に呼吸療法を施すため
に、または患者の口に呼吸療法を施し、鼻孔部分を鼻孔封止部として利用するために、鼻
孔部分とともに利用されるように適合される。
【００５９】
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　マスクシステムは、鼻孔部分および口部分を有する一体型マスクシステムとすることが
でき、鼻孔部分および口部分は、単一品として一体化され形成される。加圧されたガスは
、鼻および口に送達するために鼻孔および口部分に供給されうるか、または加圧されたガ
スは、鼻孔または口部分のみに送達されうるものとしてよく、他の部分は加圧ガスから遮
断される。
【００６０】
　図1-1から4に例示されているように、例えば、マスクシステム1は、鼻孔部分20、口部
分40、ならびに位置決めおよび安定化構造物を備えることができ、これはヘッドギア60を
含みうる。空気送達システムは、空気を、柔軟なチューブ5などを通してマスクシステム1
に送達することができる。図1-1から4のマスクシステムは、鼻孔部分20および口部分40が
両方とも互いにない状態で使用される(鼻孔のみモードまたは口のみモード)ように適合さ
れるか、または鼻孔部分20および口部分40が、一緒に利用されうる(鼻孔および口モード)
モジュール式マスクシステムである。鼻孔および口モードで利用される場合、鼻孔部分20
および口部分40のうちの一方は、加圧ガスを送達するために利用されうるが、鼻孔部分20
および口部分40のうちの他方は、鼻孔または口封止部として利用されうる。別の形態では
、鼻孔および口モードで利用される場合、鼻孔部分20および口部分40は両方とも、加圧さ
れたガスを患者の気道に送達するために利用されうる。あるいは、マスクシステム1は、
一体型マスクシステムとして形成することができ、鼻孔部分20および口部分40は、単一要
素として形成される。
【００６１】
　図5-1から13は、モジュール式マスクの形態をとりうる別のマスクシステム1を例示して
おり、鼻孔部分20および口部分40は、互いを用いずに使用するように適合されうるか、ま
たは、鼻孔部分20および口部分40は、呼吸可能な加圧されたガスを患者の鼻孔および口に
送達するために一緒に機能するように適合されうる。図5-1および6から13では、柔軟なチ
ューブ5がエルボー2を介してスイベルリング4に接続され、これにより、加圧された呼吸
可能なガスを口部分40および鼻孔部分20のチャンバー内に導く。図5-1および図6から12は
、鼻孔および口モードのモジュール式マスクシステム1を例示しており、鼻孔部分20およ
び口部分40は、両方とも利用される。図5-2は、鼻孔のみモードのマスクシステム1を例示
しており、鼻孔部分20は、口部分40なしで使用される。鼻孔のみモードでは、エルボー2
、柔軟なチューブ5、およびスイベルリング4は、鼻孔部分20の開口部に接続される。
【００６２】
　図14および15は、鼻孔部分120、口部分140、ならびに位置決めおよび安定化構造物を備
える、一体型マスクシステム101を例示しており、これはヘッドギア160を含みうる。この
一体型マスクシステムでは、鼻孔部分120および口部分140は、分離可能でなく、典型的に
は単一品として一体形成される。空気送達システムは、空気を、エルボー102を介して口
部分140に接続されている柔軟なチューブ105などを通してマスクシステム101に送達する
ことができる。
【００６３】
　図16～18は、一体型マスクシステムとすることができ、鼻孔部分220および口部分240を
備える、別のマスクシステム201を例示している。空気送達システムは、空気をマスクシ
ステム201に送達することができる。
【００６４】
　図21および22は、本発明の技術の一実施形態によるモジュール式マスクシステム301を
例示している。マスクシステム301は、鼻孔部分320、口部分340、およびヘッドギア360を
備える。空気送達システムは、空気を、コネクタ306およびオプションのスイベルコネク
タ308を介して口部分340または鼻孔部分320に接続されている柔軟なチューブ305などを通
してマスクシステム301に送達することができる。コネクタ306は、エルボーまたは他の種
類のコネクタの形態をとりうる。コネクタ306は、例えばチューブの引きずり力によって
引き起こされるような、患者との鼻孔部分320および/または口部分340の封止部を他の何
らかの形でずらす可能性のある外力を吸収することができる柔軟な部分とすることができ
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る。図21は、鼻孔のみモードのマスクシステム301を例示しており、図22は、鼻孔および
口モードのマスクシステム301を例示している。
【００６５】
　図23は、本発明の技術の一実施形態によるモジュール式マスクシステム370を例示して
いる。マスクシステム370は、鼻孔部分372、口部分380、およびヘッドギア360を備える。
空気送達チューブまたは導管379を備える空気送達システムは、空気をマスクシステム370
に送達することができる。さらに、チューブ379は、空気送達チューブまたは導管である
ことに加えてヘッドギアとしても機能しうる。
【００６６】
　図24は、本発明の技術の一実施形態によるモジュール式マスクシステム401を例示して
いる。マスクシステム401は、鼻孔部分420、口部分440、およびヘッドギア460を備える。
空気送達システムは、空気を、コネクタ402およびオプションのスイベルコネクタ444を介
して口部分440に接続されている柔軟なチューブ405などを通してマスクシステム401に送
達することができる。
【００６７】
　図25は、本発明の技術の一実施形態による一体型マスクシステム501を例示している。
マスクシステム501は、鼻孔部分520、口部分540、およびヘッドギア560を備える。空気送
達システムは、空気を、コネクタ502およびオプションのスイベルコネクタ544を介して口
部分540に接続されている柔軟なチューブ505などを通してマスクシステム501に送達する
ことができる。
【００６８】
　図34は、モジュール式マスクの形態をとりうるマスクシステム701を例示しており、鼻
孔部分720および口部分740は、互いを用いずに使用するように適合されうるか、または、
鼻孔部分720および口部分740は、呼吸可能な加圧されたガスを患者の鼻孔および口に送達
するために一緒に機能する。図34は、鼻孔および口モードで利用されるマスクシステム70
1を例示しており、柔軟なチューブ705が二重エルボー712を介してスイベルリング710およ
び744に接続され、これにより、加圧された呼吸可能なガスを口部分740および鼻孔部分72
0のチャンバー内に導く。
【００６９】
　鼻孔のみモードでは、鼻孔部分720のみが利用され、口部分740は利用されない。このモ
ードでは、二重エルボー712は取り除かれ、口部分740は取り除かれる。患者は、鼻孔部分
720のみを利用し、チューブ705をスイベルリングまたは他のコネクタ710に接続する。エ
ルボー2などのエルボーは、チューブ705をスイベルリングまたは他のコネクタ710に接続
するために利用されうる。
【００７０】
　口のみモードでは、口部分740のみが利用され、鼻孔部分720は利用されない。このモー
ドでは、二重エルボー712は取り除かれ、鼻孔部分720は取り除かれる。患者は、口部分74
0のみを利用し、チューブ705をスイベルリングまたは他のコネクタ744に接続する。エル
ボー2などのエルボーは、チューブ705をスイベルリングまたは他のコネクタ744に接続す
るために利用されうる。
【００７１】
1.1 鼻孔部分
　鼻孔部分は、使用時に患者の鼻気道とともに封止部を形成することが意図されている。
鼻孔部分は、患者の鼻の外側に配設された封止部、例えば、クレードル型マスクまたは標
準的な鼻マスクとすることが可能である。あるいは、ピロー型マスクのような鼻孔型封止
部の周りに配置することが可能であるか、または鼻栓のような鼻型封止部内に配置するこ
とも可能である。鼻孔封止部は、上側気道に閉塞部を有する患者にとって適切な選択肢で
あると言える。鼻を通して呼吸することには、吸入された空気が自然に濾過されるといっ
た他の利点もある。
【００７２】
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　図1-1から4に例示されているように、モジュール式マスクシステム1は、鼻孔部分20を
備えることができる。鼻孔部分20は、鼻孔封止部分22、減結合部分25、ヘッドギアコネク
タ21、スイベルリング4、および栓3を備えることができる。ヘッドギアコネクタ21は、ヘ
ッドギアに接続するように適合されたヘッドギアタブ31を備えることができる。
【００７３】
　減結合部分25は、柔軟なチューブ5の移動によってスイベルリング4に印加されるチュー
ブの引きずり力などの、鼻孔封止部分22から鼻孔部分20に印加される力を減結合する機能
を果たしうる。スイベルリング4は、鼻孔部分20の前にある減結合部分25内の開口部内に
嵌合する。減結合部分25は、薄壁セクションを備えることができ、厚さは、例えば、この
部分を柔軟にできるように1mm未満としてよい。
【００７４】
　栓3は、スイベルリング内に嵌合するように適合される。栓3は、患者の鼻によって吐出
された空気を鼻孔部分20から排出できるようにする複数のオプションの通気孔6を備える
ことができる。好ましくは、通気孔6は、空気が通気口から噴出しないように拡散アレイ
の形に配置構成される。いくつかの実施形態では、栓3を取り除き、チューブ5との接続部
で置き換えることができる。
【００７５】
　図1-1は、鼻孔のみモードで利用されるマスクシステム1の鼻孔部分20を例示している。
鼻孔部分20は、口部分40なしで利用され、エルボー2および柔軟なチューブ5は、鼻孔部分
20上のスイベルリング4に接続される。
【００７６】
　図1-1から4に例示されている鼻孔部分20は、例えば、ResMed Ltd社から市販されている
Swift(商標)FXの修正版(例えば、その全体において参照により本明細書に組み込まれてい
る国際公開第2009/052560A1号および国際公開第2010/139014A1号で説明されているような
)とすることができるが、他の鼻孔部分も利用可能である。鼻孔部分20は、図1-1、1-5、
および3に例示されているように、ResMed Ltd社から市販されているSwift(商標)FXを修正
したものであってよく、コネクタ30は口部分40内の開口部46のところで鼻孔部分20のチャ
ンバー49を接続するように適合され、したがって、空気圧により空気を鼻孔部分20と口部
分40との間に流すことができる。図1-1に例示されているように鼻孔のみ構成で使用され
る場合、コネクタ30は、図1-5の分解図に示されているように開口部46から取り外され、
コネクタ30は、栓35と係合する。栓35は、必要に応じて開口部46またはコネクタ30のいず
れかに嵌合するような形状を有する。栓3は、鼻孔部分20から取り外され、エルボー2およ
び柔軟なチューブ5は、スイベルリング4を介して鼻孔部分20に接続され、これにより、加
圧された呼吸可能なガスを鼻孔部分20に送達することができる。
【００７７】
　図5-1から13は、鼻孔部分20を備えるマスクシステム1を例示している。鼻孔部分20は、
鼻孔封止部分22、減結合部分25、ヘッドギアコネクタ21、およびスイベルリング4を備え
ることができる。ヘッドギアコネクタ21は、ヘッドギア60に接続するように適合されたヘ
ッドギアタブ31を備えることができる。
【００７８】
　図5から13に例示されている鼻孔部分20は、例えば、ResMed Ltd社から市販されているS
wift(商標)FXであってよいが、他の鼻孔部分も利用することができる。このような鼻孔部
分20のさらなる詳細については、その全体において参照により本明細書に組み込まれてい
る国際公開第2009/052560A1号で開示されている。
【００７９】
　図19および20は、本明細書へ開示されている実施形態とともに利用されうる、別の鼻孔
部分220を例示している。鼻孔部分220は、鼻孔封止部分222、支持膜252、支持部分253、
およびヘッドギアに接続するためのヘッドギアタブ231を有するヘッドギアコネクタ230を
備えることができる。支持膜252は、加圧された呼吸可能なガスの供給部に接続するため
にスイベルリングまたは他のコネクタに接続するように適合されうる。このような鼻孔部



(19) JP 6046626 B2 2016.12.21

10

20

30

40

50

分220のさらなる詳細については、参照により本明細書に組み込まれている国際公開第201
0/139014A1号で開示されている。
【００８０】
　図14および15は、鼻孔部分120を備える一体型マスクシステム1を例示している。鼻孔部
分120は、鼻孔封止部分122、減結合部分125、およびヘッドギア160に接続するように適合
されたヘッドギアコネクタ121を備えることができる。市販されているSwift(商標)FX鼻孔
部分、市販されているSwift(商標)FX鼻孔部分の修正版、または図19および20の鼻孔部分
などの鼻孔部分を、図14および15の実施形態とともに利用し一体化することができる。
【００８１】
　図16-18は、鼻孔部分220を備えることができるマスクシステム201を例示している。鼻
孔部分220は、鼻孔封止部分222および加圧された呼吸可能なガスを受け入れるためのオリ
フィス226を備えることができる。マスクシステム201は、図19および20に例示されている
ような鼻孔部分220とともに例示されているけれども、市販されているSwift(商標)FX鼻孔
部分または市販されているSwift(商標)FX鼻孔部分の修正版などの他の鼻孔部分も利用可
能である。
【００８２】
　図21および22は、鼻孔部分320を備えるモジュール式マスクシステム301を例示している
。鼻孔部分320は、鼻孔封止部分322、減結合部分325、およびヘッドギア360に接続するた
めのヘッドギアコネクタ321を備えることができる。鼻孔部分320は、コネクタ306を受け
入れるように適合された開口部326を備えることによってコネクタ306に接続するように適
合されうる。
【００８３】
　図23は、口部分380に接続された鼻孔部分372、およびヘッドギア360を備える一体型マ
スクシステムを例示している。鼻孔部分372は、患者の鼻孔とともに封止部を形成するよ
うに適合された鼻孔封止部分374を備える。
【００８４】
　図24は、口部分440に接続された鼻孔部分420、およびヘッドギア460を備える一体型マ
スクシステム401を例示している。鼻孔部分420は、患者の鼻孔とともに封止部を形成する
ように適合された鼻孔封止部分422、減結合部分425、およびヘッドギア460に接続するよ
うに適合されたヘッドギアコネクタ421を備える。鼻孔部分420は、図19および20に例示さ
れている膜タイプとして例示されているけれども、市販されているSwift(商標)FX鼻孔部
分または市販されているSwift(商標)FX鼻孔部分の修正版などの他の鼻孔部分も利用可能
である。
【００８５】
　図25は、口部分540に接続された鼻孔部分520、およびヘッドギア560を備える一体型マ
スクシステム501を例示している。鼻孔部分520は、患者の鼻孔とともに封止部を形成する
ように適合された鼻孔封止部分522、減結合部分525、およびヘッドギア560に接続するよ
うに適合されたヘッドギアコネクタ521を備える。鼻孔部分520は、図19および20に例示さ
れている膜タイプとして例示されているけれども、市販されているSwift(商標)FX鼻孔部
分または市販されているSwift(商標)FX鼻孔部分の修正版などの他の鼻孔部分も利用可能
である。
【００８６】
　図34は、口部分740に接続された鼻孔部分720、およびヘッドギア760を備えるモジュー
ル式マスクシステム701を例示している。鼻孔部分720は、患者の鼻孔とともに封止部を形
成するように適合された鼻孔封止部分722、減結合部分725、およびヘッドギア760に接続
するように適合されたヘッドギアコネクタ721を備える。鼻孔部分720は、市販のSwift(商
標)FX鼻孔部分とすることができるけれども、市販のSwift(商標)FX鼻孔部分または図19お
よび20に例示されている鼻孔部分などの他の鼻孔部分も利用可能である。
【００８７】
　図55、55A、56、および56Aは、それぞれが発泡体部分1382、1392を備える鼻孔部分1380
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、1390を例示している。発泡体部分1382、1392は、空気を患者が鼻孔に通せるように孔13
84、1394を有する。図55Aに示されているように、発泡体部分1382はコンプライアンス性
を有し、圧縮すると鼻カニューレが現れる。図56Aに示されているように、鼻カニューレ
は後退して発泡体部分1392を適所に保持し、鼻と接触する比較的平坦な平面を形成する。
【００８８】
1.2 口部分
　口部分は、患者の口を囲み、口のところで患者の気道とともに封止部を形成するように
適合されうる。口部分の封止部は、膜型シールのようなフラップ型シールとすることが可
能であるか、または発泡体、ゲル、布などの材料を利用した圧縮シールとすることも可能
である。
【００８９】
　図1-2から4に例示されているような口部分40は、口封止部分42、口部分40に印加される
力を口封止部分42から減結合する減結合部分45、下側ヘッドギアコネクタ41、およびスイ
ベルコネクタ44を備えることができる。口部分42は、空気が送り込まれるチャンバー49を
形成し、空気は患者の口の中に導かれうる。
【００９０】
　スイベルコネクタ44は、口部分40の前開口52内に配設されうる。スイベルコネクタ44は
、呼吸可能なガスを口部分40に送達することができる、柔軟なチューブ5に接続するため
の、エルボー2などの、チューブコネクタに接続するように適合されたスイベルリングと
することができる。スイベルコネクタ44は、口部分40の前開口から取り外すことができる
。あるいは、チューブ5は、口部分40に直接接続することができる。
【００９１】
　図1-1から4に例示されている口部分40は、鼻孔部分20に接続するようにも適合される。
特に、図1-4および1-5に例示されているような口部分40は、鼻孔部分20のコネクタ30を受
け入れ、そのコネクタ30とともに封止部を形成し、空気圧で鼻孔部分20を口部分40のチャ
ンバー49に接続するように適合された開口もしくは開口部46を備えることができる。栓35
は、マスクシステム1とともに備えることができ、栓35はコネクタ30または開口46内に嵌
合して塞ぐように適合される。また、鼻孔部分20は、口部分40なしで、鼻孔モードでのみ
機能しうる。
【００９２】
　口部分40は、ドッキングステーションとして機能することができ、そこでは、口部分40
は、鼻孔部分20に関してドッキングを形成するように適合される(口部分は鼻孔部分の取
り外し可能に受け入れるように適合される)。図1-5に例示されているように、口部分は、
口部分40上に形成された鼻孔部分ドッキングステーション56を備えることができ、そこで
は、鼻孔部分ドッキングステーション56は、鼻孔部分20を受け入れるように適合される。
受け入れられた鼻孔部分20は、加圧された呼吸可能なガスを患者の鼻孔に送達するための
鼻孔のみデバイスとして機能を果たすことができる。
【００９３】
　鼻孔部分ドッキングステーション56は、鼻孔部分の形状に嵌るように選択された形状を
有することによって鼻孔部分20を受け入れるように適合されうる。例えば、図1-5に示さ
れているように、鼻孔部分ドッキングステーションは、口部分40の湾曲した下側とマッチ
する湾曲した上側表面を有することができる。鼻孔部分ドッキングステーション56は、コ
ネクタ30などの、鼻孔部分20内の突起部もしくはコネクタを受け入れるように適合された
、開口46などの、開口部もしくは開口を有することによって鼻孔部分20を受け入れるよう
に適合されうる。鼻孔部分20を適所に保持するためにアンダーカットまたは溝を使用する
など、ドッキングステーション56を鼻孔部分20に接続する仕方を変えることも可能である
。栓35を備えることができ、栓35はコネクタ30または開口部46のいずれかを塞ぐように適
合される。
【００９４】
　鼻孔部分20のコネクタ30が口部分の開口46に接続されたときに、栓35をコネクタ30内に
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置き、空気が空気圧で鼻孔部分20と口部分40との間を流れるのを防ぐことができる。ある
いは、口部分20は、図3に例示されているような弁55を備え、弁55で開口部46の開閉を選
択的に行うことによって、空気が空気圧で鼻孔部分20と口部分40との間を流れるのを防ぐ
ように適合されうる。患者は、図2および3に例示されているつまみ54を回すなどして、弁
55を選択的に操作することができる。
【００９５】
　図1-3に例示されているようないくつかの実施形態では、エルボー2および柔軟なチュー
ブ5は、スイベルコネクタ44に接続されえないが、その代わりに、オプションの通気孔6を
備えていてもいなくてもよい、栓3で置き換えることができる。
【００９６】
　図5-1から13は、鼻孔部分20との代替的な接続部を備える口部分40を具備するモジュー
ル式マスクシステム1を例示している。特に、図5-1から13の実施形態では、鼻孔部分コネ
クタ43は、口部分40を鼻孔部分20に接続するために利用される。鼻孔部分コネクタ43は、
鼻孔部分20に被さり、鼻孔部分20と一緒になって封止するように適合され、柔軟なチュー
ブ5からの空気を口部分40内に送達し、鼻孔部分コネクタ43に通し、鼻孔部分に届けるこ
とができる。減結合部分45は、チューブを引きずり力などの、スイベルリング4における
力を、鼻孔部分20の封止部分22と口部分40の封止部分42の両方から減結合することができ
る。
【００９７】
　口部分40の封止部分42は、底部分79、側部分81、頂部分85、および首部分87を備えるこ
とができる。底部分79は、患者の下唇または顎領域とともに封止部を形成するように適合
されうる。頂部分85は、患者の上唇領域とともに封止部を形成するように適合されうる。
側部分は、患者の口の側部分領域上の患者の顔面とともに封止部を形成するように適合さ
れうる。側部分81は、底部分79と頂部分85との間に延在する。首部分87は、頂部分85を鼻
孔部分コネクタ43に接続する。封止部分42は、頂部分85から首部分87へ曲線を描いて遷移
し、首部分87は鼻孔部分コネクタ43のサイズと形状に一致するように頂部分85より狭くな
っている。狭い首部分87を有することによって、封止部分42内に入る空気の圧力と流量を
改善することができる。
【００９８】
　図14および15は、口部分140を備えるマスクシステム101を例示している。口部分140は
、構造部分147、口封止部分142、減結合部分145、ヘッドギアに接続するためのヘッドギ
アコネクタ141、および、患者が吐出するガスを換気するための1つまたは複数の通気孔ま
たはスロットを備えることができる通気口103を備えることができる。鼻孔部分120および
口部分140が単一要素として形成されていないときに、鼻孔部分120に接続するために鼻孔
部分コネクタ143を利用することができる。柔軟なチューブ105を、エルボー102を介して
口部分140に接続することができる。構造部分147は、封止部分の形状が維持され十分な封
止力が患者の顔面に印加されるように封止部分の外周を硬化させる構造および配置構成を
有することができる。
【００９９】
　図16から18は、口部分240を備えるマスクシステム201を例示している。口部分240は、
患者の口で封止するためのクッションの形態をとりうる口封止部分242、フレーム247、加
圧された呼吸可能な空気を受け入れるための口オリフィス246、減結合部分245、および鼻
孔部分と接続するための鼻孔接続部分243を備える。図16は、フレーム247、減結合部分24
5、および接続部分243が取り外された状態で例示されている。図示されていないが、口部
分は、他の実施形態において例示されているスイベルコネクタ、エルボー、および柔軟な
チューブなどの、加圧された呼吸可能な空気を送達するための柔軟なチューブとの接続部
を備えることができる。
【０１００】
　図21および22は、口部分340を備えるモジュール式マスクシステム301を例示している。
口部分340は、減結合部分345、開口部348、およびコネクタ349を備える。コネクタ306は
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、図21に例示されているような鼻孔部分320内の開口部326または図22に例示されているよ
うな口部分340内の開口部348のいずれかに接続するように適合される。口部分のコネクタ
349は、マスク301が鼻孔および口モードで利用されるときに、鼻孔部分320内の開口部326
に接続するように適合される。マスク301が口のみモードで利用されるときにコネクタ349
を塞ぐために、栓を備えることができる。
【０１０１】
　図23に例示されているマスクシステム370は、口部分380を備えることができる。口部分
380は、口封止部分375を備えることができ、ヘッドギア360に接続するように、また鼻孔
部分372に接続するように適合されうる。マスクシステムは、ヘッドギア内に一体化され
うる空気送達導管またはチューブ379を備えることができる。したがって、空気送達チュ
ーブ379により、口部分380に接続されたエルボーが不要になり、「ダクトを通した」空気
送達が行われ、マスクシステム370がよりスリム化される。
【０１０２】
　図24に例示されているマスクシステム401は、口部分440を備える。口部分440は、口封
止部分442、ヘッドギア460に接続するためのヘッドギアコネクタ441、および減結合部分4
45を備える。スイベルコネクタ444は、口部分440をエルボー402および、加圧された呼吸
可能なガスをマスクシステムに送達する柔軟なホース405に接続することができる。
【０１０３】
　図25に例示されているマスクシステム501は、口部分540を備える。口部分540は、口封
止部分542、ヘッドギア560に接続するためのヘッドギアコネクタ541、スイベルコネクタ5
44、および発泡体患者接触部分569を備える。発泡体は、口封止部分542の周囲に配置する
ことができるが、適宜、選択された部分のみ、例えば、使い心地をよくするため上唇部分
だけに配置することも可能である。発泡体を含まない口封止部分542の周囲の領域内に、
シリコーンまたは別の封止手段を配置することが可能である。口部分540は、オプション
の減結合部分545を備えることもできる。スイベルコネクタ544は、エルボー502および、
加圧された呼吸可能なガスをマスクシステム501に送達する柔軟なホース505に接続するこ
とができる。発泡体患者接触部分569は、患者の上唇領域と接触して封止部を形成し、こ
れにより、口封止部の一部をなすものとすることができる。
【０１０４】
　図34に例示されているマスクシステム701は、口部分740を備える。口部分740は、口封
止部分742、減結合部分745、およびヘッドギア760に接続するためのヘッドギアコネクタ7
41を備えることができる。スイベルリングまたは他のコネクタ744も、二重エルボー712を
介して柔軟なホース705に接続するために使用することができる。
【０１０５】
1.3 封止部分
　封止部分は、鼻孔封止部分および口封止部分の少なくとも2つの部分からなるものとし
てよい。少なくとも1つの鼻孔封止部分および1つの口封止部分を形成することによって、
患者は、選択的に自分の鼻および/または口を通して加圧された呼吸可能なガスを受け入
れることができる。
【０１０６】
　鼻孔封止部分は、口封止部分から独立して機能することができる。したがって、いくつ
かの実施形態では、患者は、口部分を取り外すことによって口封止部分を取り外し、必要
ならば鼻孔封止部分とともに鼻孔部分のみを使用することができる。口封止部分は、鼻孔
封止部分から独立して機能することができる。したがって、いくつかの実施形態では、患
者は、鼻孔部分および鼻孔封止部分を取り外し、口部分および口封止部分のみを使用する
ことができる。
【０１０７】
　鼻孔封止部分および口封止部分は、両方とも、患者の上唇とともに封止部を形成するた
めに必要な場合がある。しかし、上唇領域における鼻孔封止部分および口封止部分を位置
決めする表面積が限られているため、さまざまな実施形態において、患者の上唇領域にお
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ける鼻孔封止部分と口封止部分の両方の封止を行うために構造要素を利用する。
【０１０８】
　口封止部分は、さまざまな種類の人々に合わせることができる。口封止部分は、大半の
人々に合う単一サイズを有することができる。しかし、口封止部分は、さまざまな種類の
人々に対応できるようにさまざまなサイズのものを用意することができる。口封止部は、
人体計測結果が異なる人々に対応できるように縦方向に調整可能であるものとしてよい。
【０１０９】
　鼻孔封止部分は、さまざまな種類の人々に合わせることができる。好ましくは、鼻孔封
止部分は、さまざまな種類の人々に対応できるように1つまたは2つのサイズのものを用意
することができる。
【０１１０】
1.3.1 鼻孔封止部分
　患者の鼻孔とともに快適で効果的な封止部を形成するように鼻孔封止部分が適合されて
いる。
【０１１１】
　鼻孔封止部分は、ピロー、プロング、鼻クレードルなどの膜シール、および/または鼻
チャンバーの形態をとりうる。
【０１１２】
　鼻孔封止部分は、その全体において参照により本明細書に組み込まれている国際公開第
2009/052560A1号で開示されているものなどのピローシールとすることができる。
【０１１３】
　好ましくは、鼻孔封止部分は、使用時に患者の鼻および/または鼻孔の形状に合うよう
に柔軟でコンプライアンス性を有するものとしてよい。
【０１１４】
　好ましくは、鼻孔封止部分は、シリコーン、熱可塑性エラストマー、熱可塑性ウレタン
などのポリマーから作製することが可能である。あるいは、鼻孔封止部分は、発泡体、ゲ
ル、布、または他のコンプライアント材料から作製することができる。あるいは、鼻孔封
止部分は、発泡体と布との積層体、布とポリマーとの組み合わせ、または前述の材料の他
の任意の組み合わせなどの材料の組み合わせから作製することができる。
【０１１５】
　図1-1から4に例示されているように、本発明の技術の実施形態は、ピローまたはプロン
グ型鼻孔シールの形態の鼻孔封止部分22を備えることができる。あるいは、鼻孔封止部分
22は、膜型鼻孔シールまたは鼻チャンバーとすることも可能である。鼻孔封止部分22は、
使用時に患者の鼻孔とともに封止部を形成するように適合される。鼻孔封止部分22は、患
者の鼻の下に収まるように位置決めされ、効果的な封止部を形成するような形状を有する
ものとしてよい。
【０１１６】
　図19および20に例示されているように、鼻孔部分220は、鼻孔封止部分222、支持膜252
、支持部分253、およびヘッドギアに接続するためのヘッドギアタブ231を有するヘッドギ
アコネクタ230を備えることができる。本明細書で開示されている実施形態はすべて、膜
型鼻孔部分とともに利用されるときに鼻孔封止部分222の形態の鼻孔封止部分を使用する
ことができる。
【０１１７】
　鼻孔封止部分222は、鼻先端部係合部分254、上唇係合部分256、および肥厚隅領域258を
備えることができる。支持部分253は、後側肥厚部分262および前側肥厚部分260を備える
ことができる。支持部分253の一部分においてより高い剛性を有する材料を、肥厚部分260
および262の代わりに、またはそれに加えて使用し、これらの領域内の支持を強化するこ
とができる。前側肥厚部分260は、使用時に患者の鼻の両側と接触する封止部分の領域に
隣接して位置決めされ、ヘッドギア荷重を患者の鼻の両側をつまむ力に変えて効果的な封
止を実現する。前側肥厚部分260は、頂部から底部に進むにつれ増大する厚さを有するも
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のとしてよい。後側肥厚部分262は、第1の厚さを有する下側部分266および第1の厚さより
大きい第2の厚さを有する上側部分264を備えることができる。
【０１１８】
　鼻先端部係合部分254は、垂れ下がった柔軟な膜として形成される。封止部分222の両側
が、支持部分253に接続されるか、または接着され、封止部分222の中心部分と前側アンカ
ー点257の間の支持部分253との間に前側間隙がある。この垂れ下がった柔軟な膜を利用す
ることによって、鼻先端部係合部分254は、患者接触部が移動するときに引張による鼻と
の接触を保つ柔軟な表面を形成する。鼻先端部係合部分254は、患者の鼻と係合して封止
部を形成し、支持部分253の方へ伸びる。封止部分222の両側は、患者の鼻の両側と係合し
、封止部を形成する。
【０１１９】
　封止部分222は、使用時に患者の上唇と係合する上唇係合部分256を備える。上唇係合部
分256は、垂れ下がった柔軟な膜として形成され、封止部分222の上唇係合部分256と支持
部分253との間に後側間隙がある。後側間隙は、封止部分222を支持部分253に固定する後
側アンカー点259の間に位置する。柔軟な垂れ下がった膜は、患者接触部が移動するとき
に患者の上唇との引張による接触を保つ柔軟な表面を形成し、伸びることで、上唇係合部
分256の移動を許し変化する顔面幾何学的形状に対応することができる。
【０１２０】
　後側肥厚部分262は、湾曲部分268を有することができる。後側肥厚部分262は、中を刳
り抜いた部分270を備えることで、シリコーンの量を減らし、硬化時間を短縮することが
できる。後側肥厚部分262は、図20を見るとわかるように、封止部分222の肥厚隅領域258
の真下に位置する。図24および25に例示されているようなヘッドギアコネクタとともに利
用された場合、後側肥厚部分262は、ヘッドギアコネクタからの荷重を肥厚隅領域258に移
動し、そして患者の鼻の下隅に移動して、効果的な封止の形成を助け、ヘッドギアに張力
が加わると、患者の鼻の下側隅への荷重の移動が増大する。ヘッドギアコネクタからの曲
げ力は、使用時に、後側肥厚部分262によって、封止部分222の肥厚隅領域258に伝えられ
、封止力がアンカー力として鼻唇溝に隣接する患者の鼻の領域に印加される。
【０１２１】
　鼻孔封止部分222は、鼻孔部分220を通る空気経路を画成する開口226内に形成されてい
る支持壁221から鼻孔封止部分内に延在するか、または外向きに湾曲する構造を有する。
【０１２２】
　鼻孔封止部分222のさらなる詳細については、その全体において参照により本明細書に
組み込まれている国際公開第2010/139014A1号で開示されている。
【０１２３】
　本明細書で開示されている実施形態はすべて、ピローまたはプロング型鼻孔シール、図
19および20に例示されているような膜型鼻孔シール、または鼻チャンバーの形態の鼻孔封
止部分を使用することができる。
【０１２４】
　図35および36は、患者の鼻孔とともに封止部を形成し、マスクシステム内の開口部826
および入口チューブ830を介して加圧された呼吸可能なガスを患者の鼻孔に送達するため
に使用されうる鼻孔封止部分820を例示している。鼻孔封止部分820は、図19および20に例
示されている封止部分222などの、膜型鼻孔シールとすることができる。
【０１２５】
　ダイアル822および剛体要素823は、鼻孔封止部分820の底面上に配設される。4つのこの
ような剛体要素823がありうるが、いかなる個数をも使用可能である。剛体要素823は、ダ
イアル822から半径方向に延在するように配設され、ダイアル822は、開口部826の周りに
配設されうる。ダイヤル822を回すと、かさば歯車が回転して、剛体要素823を上方または
下方に移動させ、次いで、鼻孔封止部分820の両側を上方または下方に移動させ、使用時
に患者が鼻孔の両側にかかるつまむ力を増減する。
【０１２６】
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1.3.2 口封止部分
　口封止部分は、患者の口とともに封止部を形成するように適合されうる。好ましくは、
口封止部分は、使用時に患者の鼻および/または鼻孔の形状に合うように柔軟でコンプラ
イアンス性を有するものとしてよい。口封止部分は、患者の上唇および顎領域の上に伸び
ることができる膜を備えることができる、つまり、患者の頬と接する膜の側部領域より柔
軟であるものとしてよい。口領域の頬または側部は、マスクの力からの圧力に対してあま
り敏感でなく、したがってより大きな力を頬または側部領域に印加することができ、これ
により、口部分を患者の口の上に固定することができる。さらに、上唇および顎領域が柔
軟であるため、口封止部分が平らな/パンケーキのような顔にフィットするように一般的
に平面位置から屈曲することができ、また屈曲して凹面位置に入ることによって尖った/
角張った顔にもフィットすることができる。
【０１２７】
　好ましくは、口封止部分は、シリコーン、熱可塑性エラストマー、または熱可塑性ウレ
タンなどのポリマーから作製することが可能である。あるいは、口封止部分は、発泡体、
ゲル、布、または他のコンプライアント材料から作製することができる。あるいは、口封
止部分は、発泡体と布との積層体、布とポリマーとの組み合わせ、または前述の材料の他
の任意の組み合わせなどの材料の組み合わせから作製することができる。
【０１２８】
　図1-1から4に例示されているように、本発明の技術の実施形態は、口封止部分42を備え
ることができる。口封止部分42は、使用時に患者の口とともに封止部を形成するように適
合される。口封止部分42は、患者の口の周りに収まるように位置決めされ、効果的な封止
部を形成するような形状を有するものとしてよい。口封止部分42は、患者の口の挿入のた
めの後側開口部50を形成する、クッションの形態をとりうる。クッションは、柔らかいシ
リコーンクッションとすることができ、患者の口領域と接触し、封止部を形成する。本明
細書で開示されている実施形態はすべて、上で説明されているように口封止部分を備える
ことができる。
【０１２９】
　図26の概略断面図に例示されているように、口封止部分42は、患者の口の周り、患者の
上唇の領域、および患者の下唇と患者の顎との間の領域で患者との封止部を形成すること
ができる。図26にさらに例示されているように、口封止部分42は、減結合部分25と患者の
上唇との間に配設されうる。
【０１３０】
　最も好ましくは、口封止部分は、その全体において参照により本明細書に組み込まれて
いる米国特許第7,658,189号で開示されているようなフラップシールで作製することがで
きる。口封止部分は、二重壁シールまたは単一壁シールから作製することができる。
【０１３１】
1.3.3 減結合
　鼻孔部分または口部分の一部として位置決めされた減結合または力吸収要素がありうる
。減結合要素は、鼻孔部分の第1の部分と鼻孔部分の第2の部分との間、および/または口
部分の第1の部分と口部分の第2の部分との間に位置決めされ、これにより、鼻孔または口
部分に作用する移動または力が各封止部分の封止を妨げるのを防止することができる。
【０１３２】
　一実施形態では、減結合要素はバネであってよい。別の実施形態では、減結合要素はガ
セットもしくは柔軟なチャンバーであってよい。
【０１３３】
　図1-4に例示されているように、減結合部分25は、鼻孔封止部分22とスイベルリング4と
の間に配設されうる。減結合部分25は、屈曲および/またはその形状の変化によって力お
よび/または移動を吸収するように適合された弾性材料の薄く柔軟な領域とすることがで
きる。例えば、減結合部分25は、スイベルリング4に作用する力または移動を、鼻孔封止
部分22に伝えられないよう減結合する。
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【０１３４】
　口封止部分40は、フレーム47とスイベルコネクタ44との間に配設されうる減結合部分45
を備えることもできる。減結合部分45は、屈曲および/またはその形状の変化によって力
および/または移動を吸収するように適合された薄く柔軟な領域とすることができる。例
えば、減結合部分45は、柔軟なチューブ5、スイベルコネクタ44、および/またはエルボー
2に作用する、チューブの引きずり力などの力または移動を、口封止部分42に伝わらない
ように減結合し、患者とのより効果的な封止を形成する。本明細書で開示されている実施
形態はすべて、鼻孔部分および/または口部分の一部であってよい、説明されているよう
な1つまたは複数の減結合部分を備えることができる。
【０１３５】
　図46のマスクシステム1180では、鼻孔部分1190は、減結合部分1181によって口部分1182
内の移動から減結合される。減結合部分1181により、空気ホース1185および/または口部
分1182が移動する場合に鼻孔部分1190を患者の鼻孔との封止係合を維持するようにするこ
とができる。鼻孔部分1190は、口部分1182に相対的に回転することができる。被覆フラッ
プ1183は、空気ホース1185および/または口部分1182とともに移動する。
【０１３６】
1.3.4 鼻孔封止部分と口封止部分との関係
　封止部分は1つの個片として作製することができ、この1つの個片は鼻孔封止部分および
口封止部分を含む。
【０１３７】
　封止部分は、複数の個片から作製することができ、次いで、鼻および口マスクとして働
くようにつなぎ合わせることができる。例えば、鼻孔封止部分を第1の個片で作製し、口
封止部分を第2の個片で作製し、第1の個片と第2の個片をつなぎ合わせることができる。
【０１３８】
　さらなる好ましい一実施形態では、封止部分を複数の個片で作製することができ、それ
ぞれの個片を他の個片と独立して使用するか、または他の個片とつなぎ合わせて、それぞ
れの配置構成がそのまま患者への治療となるようにできる。例えば、鼻孔封止部分を含む
鼻孔部分は、口封止部分を含む口部分から分離しているものとしてよく、鼻孔封止部分を
含む鼻孔部分は、口封止部分を含む口部分が取り付けられていないまま使用することがで
き、それでも患者の鼻孔に治療を施すことができる。
【０１３９】
1.3.5 鼻孔および口部分とヘッドギアとの接続
　ヘッドギア60は、鼻孔部分20および口部分40のそれぞれに接続することができる。これ
は、ヘッドギアが口部分のみに接続し、口部分は患者の鼻と封止係合するように鼻孔部分
を合わせるように配置構成される多くの従来技術の配置構成と異なる。
【０１４０】
　図1-1から13に例示されているように、鼻孔部分20は、ヘッドギアコネクタ21を備える
ことができる。ヘッドギアコネクタ21は、ヘッドギアストラップ61上にスロットまたはル
ープの形態をとりうる開口と接するか、または接続することができるヘッドギアタブ31を
備えることができる。
【０１４１】
　口部分40は、下側ヘッドギアストラップ63から係止デバイス64を受け入れるための下側
ヘッドギアコネクタ41を備えることができる。
【０１４２】
　代替的な接続デバイスは、鼻孔部分20および口部分40に対して可能である。例えば、フ
ックおよびループ型接続部、押し嵌め接続部、締まり嵌め、球関節などを使用することが
できる。
【０１４３】
1.4 位置決めおよび安定化構造物
　ヘッドギア60の形態の位置決めおよび安定化構造物は、患者の鼻孔および口と封止係合
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するようにマスクシステムを維持するように適合されうる。ヘッドギア60は、患者の頭部
上にヘッドギア60の位置を固定するように適合されたストラップを備えることができる。
ストラップは、側部ストラップヘッドギアストラップ61、下側ヘッドギアストラップ63、
後側ヘッドギア部分65、および頭頂部ヘッドギア部分66を備えることができる。これらの
ストラップは、患者の顔面でマスクを封止するように適合されたマスク上の張力を導くこ
とができる。
【０１４４】
1.4.1 ヘッドギア側部部分
　図1-1から1-3および5-1から7は、使用中のヘッドギア60を示している。側部ヘッドギア
ストラップ61は、患者の頬の上、目の下、および耳の上に位置決めされるように適合され
うる。側部ヘッドギアストラップ61は、鼻孔部分20のヘッドギアコネクタ21に接続するこ
とができる。
【０１４５】
　側部ヘッドギアストラップ61は、鼻孔部分20のヘッドギアコネクタ21と接続するための
側部ヘッドギアコネクタ62を備えることができる。側部ヘッドギアコネクタ62は、鼻孔部
分20上でヘッドギアタブ31上に捕捉するためにループの形態をとりうる。任意の接続方法
が可能であり、例えば、フックとループの接続、クリップ、押し嵌めタブが考えられる。
あるいは、側部ヘッドギアストラップ61は、鼻孔部分20と一体に形成することができる。
【０１４６】
　側部ヘッドギアストラップ61は、好ましくは、長さ方向に伸縮自在の柔軟な材料で作製
されうる。側部ストラップ61は、布、発泡体、発泡体と布の組成物、シリコーン、ナイロ
ン、伸縮素材、または他の柔軟な材料で作製されうる。
【０１４７】
　側部ヘッドギアストラップ61はマスクシステム1に上方ベクトルを与えて、マスクシス
テム1を所望の位置に保持するのを助けることができる。上方ベクトルは、下側ヘッドギ
アストラップ63によって適用されるベクトルに関して上向きの角度を有することができる
。
【０１４８】
1.4.2 ヘッドギア頭頂部分
　ヘッドギア60は、患者の頭部の頂部または頭頂部の上に使用時に位置決めされるように
適合されうる頭頂部ストラップ部分または頂部ストラップ66をさらに備えることができる
。頭頂部ストラップ部分66はマスクシステム1に上方ベクトルを与えて、マスクシステム
を所望の位置に保持するのを助けることができる。
【０１４９】
　頂部ストラップ部分66は、側部ヘッドギアストラップ61に連続するか、または他の何ら
かの形で接続されうる。頭頂部ストラップ部分66および/または側部ヘッドギアストラッ
プ61は、ストラップループ68をさらに備えることができる。ストラップループ68は、後側
部分65を受け入れる構造を有することができる。
【０１５０】
　頭頂部ストラップ部分66は、調節機構69をさらに備えることができる。調節機構69は、
その全体において参照により本明細書に組み込まれている、国際公開第2009/052560A1号
で説明されているものとすることができる。
【０１５１】
　頭頂部ストラップ部分66は、好ましくは、長さ方向に伸縮自在の柔軟な材料で作製され
うる。頭頂部ストラップ部分66は、布、発泡体、発泡体と布の組成物、シリコーン、ナイ
ロン、伸縮素材、または他の柔軟な材料で作製されうる。
【０１５２】
1.4.3 ヘッドギア下側部分
　ヘッドギア60は、マスクシステム1の口部分40に接続することができる、下側ヘッドギ
アストラップ63をさらに備えることができる。下側ヘッドギアストラップ63は、口部分40
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に張力を加えて、患者の顔面に対して法線方向のベクトル力を加え、したがって患者の顔
面上への口部分40の封止を形成しうる。
【０１５３】
　下側ヘッドギアストラップ63は、患者の耳の実質的に下に向けられたストラップとする
ことができる。
【０１５４】
　下側ヘッドギアストラップ63は、ヘッドギア後側部分65と接続するか、またはヘッドギ
ア後側部分65とともに他の何らかの形で形成されうる。
【０１５５】
1.4.4 ヘッドギア後側部分
　ヘッドギア60は、後側部分またはストラップ65をさらに備えることができる。後側部分
65は、側部ヘッドギアストラップ61または頭頂部ストラップ部分66に連続するか、または
他の何らかの形で取り付けられうる。後側部分65は、ストラップループ68内に通され、患
者の耳の上に位置決めされうる。後側部分65は、使用時に患者の頭部の両側まで下り、後
頭部を捕らえてヘッドギア60を適所に固定することができる。後側部分65は、接続領域67
のところで下側ヘッドギアストラップ63にさらに取り付けることができる。
【０１５６】
　後側部分65は、下方および後方の(つまり、患者の顔面から遠ざかる方向の)ベクトルを
与えて、頭頂部ストラップ部分66の上方ベクトルのバランスをとり、マスクシステム1を
引っ張って患者の顔面と封止係合させるのを補助することができる。
【０１５７】
　後側部分65は、下側ストラップ63(図7を参照)に取り付けることによって患者の後頭部
の下の適所に固定されうる。取り付けは、接続領域67のところで行うことができる。接続
領域67は、縫い合わせた接合部、フックおよびループ接合部、または他の接合部を備える
ことができる。接続領域67は、後側部分65および下側ストラット63が1つの個片として形
成されるように永久的接合部であってもよい。
【０１５８】
　後側部分65は、好ましくは、長さ方向に伸縮自在の柔軟な材料で作製されうる。後側部
分65は、布、発泡体、発泡体と布の組成物、シリコーン、ナイロン、伸縮素材、または他
の柔軟な材料で作製されうる。
【０１５９】
1.4.5 ヘッドギアオプション
　各種のマスクシステムおよびキットの実施形態は、図33に例示されているようなさまざ
まなヘッドギアオプションを備えることができる。例えば、鼻孔のみモードで利用される
場合には、鼻孔部分を患者の頭部に固定するように適合された鼻孔部分ヘッドギア812を
利用することができる。口のみモードで利用される場合には、口部分を患者の頭部に固定
するように適合された口部分ヘッドギア850を利用することができる。
【０１６０】
　鼻孔部分ヘッドギア812は、鼻孔封止力の位置を患者の鼻孔と合わせるように上向きの
角度を付けられているヘッドギアベクトルを利用する。口部分ヘッドギア850は、口封止
力の位置を患者の口と合わせるように水平面内で一般的に向き付けられているヘッドギア
ベクトルを利用する。ヘッドギアベクトルは、図33および図37～38に示されている例にお
いて互いに関して角度を付けられている。しかし、図40～41の例では、ヘッドギアベクト
ルは、一般的に、クッションの性質および関わっている封止力により互いに平行である。
【０１６１】
　鼻孔および口モードで利用される場合には、鼻孔部分ヘッドギア812および口部分ヘッ
ドギア850は、鼻孔部分および口部分を患者の頭部に固定するために一緒に利用すること
ができる。あるいは、図7に例示されている接続領域67などの、背後部分内の接続領域を
含む、鼻孔および口部分ヘッドギア860を利用することもできる。鼻孔および口部分ヘッ
ドギア860は、鼻孔部分820を患者の鼻孔に固定するため患者の頭部にそって戻り上に進み
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、口部分840を患者の頭部に固定するために患者の頭部にそって戻るヘッドギアベクトル
を形成する。
【０１６２】
　また、鼻孔のみヘッドギアおよび口のみヘッドギアを背後部分で接続するためのコネク
タ856を備える、接続された鼻孔および口部分ヘッドギア870を利用することもできる。コ
ネクタ856は、ベルクロコネクタ、フックまたはループ材質コネクタ、または同様のもの
とすることができる。上述のヘッドギアオプションはどれも、さまざまな実施形態ととも
に利用することができる。
【０１６３】
　バックストラップ1699が通るバックループ1622を備える、選択的な取り付けおよび取り
外しを許す他の代替的手段も可能であり、これについては、例えば、以下で説明されてい
る図66を参照されたい。
【０１６４】
　2点ヘッドギアから4点ヘッドギアに変換するための別のオプションを示す図90および91
に別の変更形態が示されている。ヘッドギア2000は、マスクを支持するために一対の前側
ストラップを備える、図33および図66に示されているような2点ヘッドギア2001を具備す
る。それに加えて、ヘッドギア2000の後側部分は、一対の前側ストラップに接続された第
1の後側ストラップ2002および例えばプレススタッド配置構成またはスナップによって第1
の後側ストラップに接続されうる第2の後側ストラップ2006を備える。特に、第1の後側ス
トラップ2002は、オス部2002.1を有することができ、第2の後側ストラップ2006は、選択
的に取り付けと取り外しを行えるように、相補的な/メス部2006.2を有することができる
。
【０１６５】
1.5 通気口
　本発明の技術の実施形態では、マスクシステム内の1つまたは複数の通気口を利用して
、患者が吐出したガスを放出することができる。1つまたは複数の通気口を配設して、鼻
孔部分20から、または口部分40から、または鼻孔部分20および口部分40から吐出されたガ
スを放出することができる。
【０１６６】
　例えば、栓3が、鼻孔部分20上に備えられ、これは患者の鼻孔から吐出されたガスを放
出するための通気口6を備えることができる。別の通気口6を口部分40に接続されたエルボ
ー2上に適宜備え、患者の口から吐出されたガスを放出することもできる。鼻孔部分20ま
たは口部分40のうちの一方が封止部分、例えば、呼吸可能なガスを患者に送達しない部分
として使用される場合に、通気口6のいずれかを除外することもできる。
【０１６７】
　通気口6は、個別の通気孔を一列にするか、または配列にした形態をとることができる
。あるいは、通気口6は、図5および6に例示されているような1つのスロットまたは一連の
スロットの形態、または別の1つまたは複数の開口とすることもできる。
【０１６８】
1.6 空気送達システム
　加圧された呼吸可能なガスの形態の送出空気は、柔軟なチューブ5を通してマスクシス
テム1に送達される。柔軟なチューブ5は、治療を施すために加圧された呼吸可能なガスを
患者に送達するように適合されているブロワー加湿器または他の空気送達デバイスに結合
される。
【０１６９】
1.7 モジュール式マスクシステム
　本明細書で開示されているマスクシステムの実施形態は、鼻孔部分、口部分、およびヘ
ッドギアを備える、モジュール式マスクシステムとすることができる。モジュール式マス
クシステムは、第1のモードおよび第2のモードで鼻孔部分および/または口部分を患者側
で選択的に利用できるように適合されうる。第1のモードでは、患者は、鼻孔部分と口部



(30) JP 6046626 B2 2016.12.21

10

20

30

40

50

分の両方を利用することができる。第2のモードでは、患者は、口部分を利用せずに鼻孔
部分のみを利用することができる。
【０１７０】
　これらの実施形態のうちのいくつかでは、モジュール式マスクシステムを第3のモード
で使用することも可能であり、この場合、口部分が利用され、鼻孔部分は利用されない。
第3のモードを備える実施形態では、口部分は、患者の口に空気を供給するために利用さ
れ、鼻孔部分は利用されず、使用者はこれを身につけない。それに加えて、いくつかの実
施形態では、鼻孔部分および口部分は、開口部、および/またはチャンバー間のコネクタ
などの、鼻孔部分と口部分のチャンバーの間に空気を自由に流せるように適合されうる。
いくつかの実施形態は、鼻孔部分と口部分との間で空気が流れるのを防ぐために開口部も
しくはコネクタを塞ぐために使用されうる栓または選択的に操作される弁を備えることが
できる。栓は、鼻孔部分または口部分が単独で使用される場合に開口部もしくはコネクタ
を塞ぐためにも使用されうる。あるいは、モジュール式マスクシステムはすべて、一体型
マスクシステムとして形成され、鼻孔部分は口部分から分離可能で個別に使用可能である
というようにはなっていない。
【０１７１】
　図32(a)から32(k)は、さまざまなモードで利用される鼻孔部分25および口部分40の概略
を例示している。第1のモードでは、患者は、鼻孔部分20を利用して空気を患者の鼻孔に
送達し、口部分40を利用して空気を患者の口に送達することによって、図32(e)、32(f)、
32(g)、32(h)、および32(k)に例示されているように、鼻孔部分と口部分の両方を利用す
ることができる。図32(e)では、鼻孔部分20および口部分40は、鼻孔部分および口部分の
チャンバー間の接続部を含まず、加圧された空気が、空気を患者の鼻孔に送達する鼻孔部
分20と空気を患者の口に送達する口部分40の両方に別々に送られる。図32(f)では、鼻孔
部分20と口部分40のチャンバー間に接続部がある。加圧された空気は、口部分40のチャン
バーに送られ、口部分40を通って患者の口へ流れ、口部分40から接続部を通って鼻孔部分
20および患者の鼻孔へ流れる。
【０１７２】
　図32(g)では、鼻孔部分20と口部分40のチャンバー間に接続部がある。加圧された空気
が、鼻孔部分20のチャンバーに送られ、鼻孔部分20を通って患者の鼻孔へ流れ、鼻孔部分
20から接続部を通って口部分40および患者の口へ流れる。図32(h)では、鼻孔部分20と口
部分40のチャンバー間に接続部がある。加圧された空気が、鼻孔部分20のチャンバーおよ
び口部分40のチャンバーに送られ、鼻孔部分20と口部分40との間の接続部を通って流れる
ものとしてよい。図32(k)では、鼻孔部分20と口部分40のチャンバー間に接続部があるが
、接続部は、栓、弁、または同様のものによって塞がれる。加圧された空気が、鼻孔部分
20のチャンバーおよび口部分40のチャンバーに送られ、鼻孔部分20を通って患者の鼻孔へ
、また口部分40を通って患者の口へ流れる。
【０１７３】
　第1のモードでは、患者は、鼻孔部分20を鼻孔封止部として利用し、空気を患者の口に
送達するために口部分40を利用することによって、図32(c)および32(i)に例示されている
ように、鼻孔部分20と口部分40の両方を利用することができる。図32(c)では、鼻孔部分2
0と口部分40との間に接続部はないが、加圧された空気は、口部分40を通して患者の口へ
送達され、鼻孔部分は、鼻孔封止部として利用される。図32(i)では、鼻孔部分20と口部
分40との間に接続部があるが、接続部は、栓、弁、または同様のものによって塞がれる。
加圧された空気は、口部分40を通して患者の口へ送達され、鼻孔部分20は、鼻孔封止部と
して利用される。
【０１７４】
　第1のモードでは、患者は、口部分40を口封止部として利用しながら空気を患者の鼻孔
に送達するために鼻孔部分20を利用することによって、図32(d)および32(j)に例示されて
いるように、鼻孔部分20と口部分40の両方を利用することができる。図32(d)では、鼻孔
部分20と口部分40との間に接続部はなく、加圧された空気は、鼻孔部分20を通して患者の
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口へ送達され、口部分40は、口封止部として利用される。
【０１７５】
　第2のモードでは、図32(a)に例示されているように、鼻孔部分20は、患者の鼻孔に空気
を送達するために単独で使用され、口部分は使用されず、また患者はこれを身につけない
。空気を鼻孔部分と口部分との間に流すことを可能にする接続部を利用する実施形態では
、鼻孔部分20が単独で利用される場合に、栓、弁、または同様のものを利用して開口部を
塞ぐことができる。
【０１７６】
　第3のモードでは、図32(b)に例示されているように、口部分40は、患者の口に空気を送
達するために単独で使用され、鼻孔部分20は使用されず、また患者はこれを身につけない
。空気を鼻孔部分20と口部分40との間に流すことを可能にする接続部を利用する実施形態
では、口部分40が単独で利用される場合に、栓、弁、または同様のものを利用して開口部
を塞ぐことができる。
【０１７７】
　図1-1から4の実施形態は、モジュール式マスクシステム1であり、この場合、鼻孔部分2
0は口部分40なしの鼻孔のみモードで患者によって使用され、口部分40は鼻孔部分20なし
の口のみモードで患者によって利用され、鼻孔部分20は鼻孔および口モードで口部分40と
ともに利用されうる。図1-2および図2から4は、鼻孔および口モードのマスクシステム1を
例示しており、鼻孔部分20は、口部分40と一緒に利用される。鼻孔および口モードで利用
される場合、マスクシステム1は、鼻孔部分20を利用して空気を患者の鼻孔に送達し、口
部分40を利用して空気を患者の口に送達することができ、マスクシステム1は、鼻孔部分2
0を利用して空気を患者の鼻孔に送達することができ、口部分40は、空気を患者の口に送
達しない口封止部として利用されうるか、またはマスクシステム1は、口部分40を利用し
て空気を患者の口に送達することができ、鼻孔部分20は、空気を患者の鼻孔に送達しない
鼻孔封止部として利用されうる。
【０１７８】
　鼻孔部分20および口部分40は両方とも、加圧された呼吸可能なガスの供給源に接続する
ように適合される。特に、図1-2から4の実施形態では、鼻孔部分20および口部分40は、エ
ルボー2を介して柔軟なチューブ5などの加圧された呼吸可能なガスの供給源に接続するよ
うに適用されるが、これらの部分のうち1つのみを接続することができる。柔軟なチュー
ブ5は、鼻孔部分20および口部分40のいずれか一方、または両方に接続されうる。鼻孔部
分20および口部分40の両方との接続は、例えば、図34に例示されている二重エルボー712
などのコネクタを利用することによって行うことができる。
【０１７９】
　図1-2および図2から4の実施形態において、鼻孔部分20および口部分40は内部で接続さ
れており、口部分40内の開口部46に接続された鼻孔部分内のコネクタ30を利用することな
どによって空気を間に流すことができるが、他の接続部も使用することが可能である。鼻
孔部分20と口部分40との間に空気が流れるのを防ぐことが望ましい場合、栓35、またはつ
まみ54で作動する弁55を使用することによって接続を塞ぐことができる。
【０１８０】
　エルボー2および柔軟なチューブ5を鼻孔部分20のスイベルコネクタ4または口部分40の
スイベルコネクタ44のいずれかに接続することによって加圧された呼吸可能なガスが患者
の鼻孔および口に入るマスクシステム1を利用することができ、呼吸可能なガスは、コネ
クタ30および開口部46を通って流れることができる。マスクシステム1は、口封止部また
は鼻孔封止部として機能することもでき、コネクタ30および/または開口部46は、栓35を
利用することによって、またはつまみ54で弁を作動させることによって塞がれ、鼻孔部分
20または口部分40のうちの一方のみをエルボー2および柔軟なチューブ5に接続する。例え
ば、エルボー2および柔軟なチューブ5が鼻孔部分20に接続され、コネクタ30および/また
は開口部46が栓35を利用することによって、またはつまみ54で弁55を作動させることによ
って塞がれる場合、加圧された空気は、鼻孔部分20に送達され、口部分40は、加圧された
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空気を患者の口に送達しない口封止部として働く。あるいは、エルボー2および柔軟なチ
ューブ5が口部分40に接続され、コネクタ30および/または開口部46が栓35を利用すること
によって、またはつまみ54で弁55を作動させることによって塞がれる場合、加圧された空
気は、口部分40に送達され、鼻孔部分20は、加圧された空気を患者の鼻孔に送達しない鼻
孔封止部として働く。
【０１８１】
　マスクシステム1は、図1-1に例示されているように、口部分40なしで鼻孔部分20を利用
する鼻孔のみモードで機能するようにも適合される。このモードでは、口部分40およびヘ
ッドギア63は利用されず、栓3は鼻孔部分20から取り外され、エルボー2および柔軟なチュ
ーブ5は鼻孔部分20に接続され、これにより、加圧された呼吸可能なガスを患者の鼻孔に
送達する。コネクタ30は、栓35で塞がれる。
【０１８２】
　マスクシステム1は、図1-4に例示されているように、鼻孔部分20なしで口部分40を利用
する口のみモードで機能するようにも適合される。このモードでは、鼻孔部分20はヘッド
ギア61とともに利用されず、エルボー2および柔軟なチューブ5はスイベルコネクタ44を介
して口部分40に接続され、これにより、加圧された呼吸可能なガスを患者の口に送達する
。口部分の開口部46は、栓35で塞がれる。
【０１８３】
　図5-1から13は、モジュール式マスクシステムとすることができるマスクシステム1の別
の実施形態を例示している。図5-1および6～13は、鼻孔および口モードのモジュール式マ
スクシステム1を例示している。柔軟なチューブ5がスイベルリング4を介してエルボー2に
接続され、これにより、鼻孔部分コネクタ43を介して加圧された呼吸可能なガスを口部分
40および鼻孔部分20のチャンバーに導く。
【０１８４】
　減結合部分45は、スイベルリング4と鼻孔部分20および口部分40の両方との間に接続さ
れる。それに加えて、鼻孔部分20は、減結合部分25を含むこともでき、鼻孔部分は2つの
減結合部分を利用して柔軟なチューブ5、エルボー2、および/またはスイベルリング4に印
加される力または移動が鼻孔部分20の封止部分22に伝えられないよう減結合する。
【０１８５】
　図5-1から13の実施形態において、鼻孔封止部分22は、図8、9、11、および12に例示さ
れているような鼻ピローの形態をとることができるか、またはプロング、鼻クレードルな
どの膜シール、および/または鼻チャンバーの形態をとりうる。例えば、図5～13の鼻孔部
分は、図19および20に例示されている鼻孔部分220の形態をとることができる。支持部分2
52は、含まれていても含まれていなくてもよい。鼻孔部分220を利用する場合、患者の鼻
孔とともに封止する封止部分222は、封止部分222を通る空気経路を画成する支持壁221か
ら延在するか、または外向きに湾曲する構造を有し、患者の鼻先端部、上唇、および鼻孔
とともに封止部を形成する。
【０１８６】
　図5-2に例示されているように、マスクシステムは、鼻孔のみモードで利用されうる。
このモードでは、マスクシステムは、鼻孔部分20とともに利用され、口部分40は、患者に
利用されない。マスクシステムを鼻孔および口モードから鼻孔のみモードに変換するため
に、スイベルリング4、エルボー2、および柔軟なチューブ5は口部分40から取り外され、
口部分40は鼻孔部分20から鼻孔部分コネクタ43の接続を外すことによって鼻孔部分20との
接続から外され、スイベルリング4、エルボー2、および柔軟なチューブ5は鼻孔部分に接
続される。例示されているヘッドギア60は、接続領域67とともに図示されているが、接続
領域67を省き、下側ヘッドギアストラップ63なしの鼻孔のみ構成でマスクシステム1を使
用しやすくすることができる。
【０１８７】
　図21および22は、本発明の技術の一実施形態によるマスクシステム301を例示している
。マスクシステム301は、鼻孔のみモード、口のみモード、または鼻孔および口モードで



(33) JP 6046626 B2 2016.12.21

10

20

30

40

50

利用するように適合される。マスクシステム301は、鼻孔部分320、口部分340、およびヘ
ッドギア360、コネクタ306、オプションのスイベルコネクタ308、および柔軟なチューブ3
05を備える。コネクタ306は、エルボーまたは他の種類のコネクタの形態をとりうる。
【０１８８】
　鼻孔部分320は、鼻孔封止部分322、ヘッドギア360に接続するためのヘッドギアコネク
タ321、減結合部分325、および開口部326を備える。鼻孔封止部分322は、ピロー、プロン
グ、鼻チャンバー、または膜シールの形態をとることができ、図19および20に例示されて
いる鼻孔封止部分222の形態をとりうる。口部分340は、減結合部分345、開口部348、およ
びコネクタ349を備える。コネクタ306は、鼻孔部分320内の開口部326または口部分340内
の開口部348のいずれかに接続するように適合される。
【０１８９】
　図21に例示されているように、マスクシステム301は、口部分340なしの鼻孔のみモード
で患者に使用されるように適合される。コネクタ306は、鼻孔部分320内の開口部326に接
続される。オプションのスイベルコネクタ308は、コネクタ306と、加圧された呼吸可能な
ガスを鼻孔部分320に送達する柔軟なチューブ305との間に利用することができる。
【０１９０】
　図22に示されているように、図21の鼻孔のみ構成は、鼻孔部分320内の開口部326からコ
ネクタ306を取り外し、口部分のコネクタ349を開口部326に接続し、コネクタ306を口部分
340内の開口部348に接続することによって鼻孔および口構成に変換することができる。鼻
孔および口構成では、鼻孔部分は、コネクタ349および開口部326を通して加圧された呼吸
可能なガスを受け入れることができる。あるいは、鼻孔部分320は、栓をコネクタ349に入
れることによって鼻孔封止部として使用することができ、加圧された呼吸可能な空気は鼻
孔部分320に送達されない。
【０１９１】
　口部分340は、鼻孔部分320なしの口のみ構成でも利用することができる。口のみ構成で
は、鼻孔部分320は利用されず、封止部を形成するために栓がコネクタ349に入れられる。
【０１９２】
　図24は、本発明の技術の一実施形態によるモジュール式マスクシステム401を例示して
いる。マスクシステム401は、鼻孔部分420、口部分440、およびヘッドギア460を備える。
【０１９３】
　鼻孔部分420は、患者の鼻孔とともに封止部を形成するための鼻孔封止部分422、および
ヘッドギア460に接続するように適合されたヘッドギアコネクタ421を備える。鼻孔部分42
0は、図19および20に例示されているタイプなどの鼻孔封止部分422を備えるものとして例
示されているが、ピロー、プロング、鼻チャンバーなどの他の鼻孔封止部分も利用するこ
とが可能である。鼻孔部分420に印加される力を減結合するために、オプションの減結合
部分425を備えることができる。ヘッドギア460は、図1-1から4に例示されているヘッドギ
ア60と同じものであるものとしてよい。
【０１９４】
　口部分440は、口封止部分442、ヘッドギア460に接続するためのヘッドギアコネクタ441
、およびスイベルコネクタ444を備える。口部分は、オプションの減結合部分445を備える
こともできる。スイベルコネクタ444は、エルボー402および、加圧された呼吸可能なガス
をマスクシステム401に送達する柔軟なホース405に接続することができる。あるいは、マ
スクシステム401は、モジュール式マスクシステムとして形成することも可能であり、口
部分440は、鼻孔部分420から分離可能であり、両方の部分は個別に使用可能であり、柔軟
なチューブ405は、スイベルコネクタ444または同様のものを介して鼻孔部分420に接続可
能である。柔軟な部分443は、減結合部分425と減結合部分445との間に配設されうる。柔
軟な部分443は、口部分440と鼻孔部分420との間のガセットまたは折り畳み可能な部分と
することができ、これにより、鼻孔部分420は鼻唇角(患者の鼻中隔と上唇とがなす角度)
をとることができる。
【０１９５】
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　図25は、本発明の技術の一実施形態によるモジュール式マスクシステム501を例示して
いる。マスクシステム501は、鼻孔部分520、口部分540、およびヘッドギア560を備える。
【０１９６】
　鼻孔部分520は、患者の鼻孔とともに封止部を形成するように適合された鼻孔封止部分5
22、およびヘッドギア560に接続するためのヘッドギアコネクタ521を備える。鼻孔部分52
0は、図19および20に例示されているタイプなどの鼻孔封止部分522を備えるものとして例
示されているが、ピロー、プロング、鼻チャンバーなどの他の鼻孔封止部分も利用するこ
とが可能である。鼻孔部分520に印加される力を減結合するために、オプションの減結合
部分525を備えることができる。ヘッドギア560は、図1-1から4に例示されているヘッドギ
ア60と同じものであるものとしてよい。
【０１９７】
　口部分540は、口封止部分542、ヘッドギア560に接続するためのヘッドギアコネクタ541
、スイベルコネクタ544、および発泡体封止部または患者接触部分569を備える。発泡体患
者接触部分569は、口封止部の部分の少なくとも一部として利用されるくさび状部とする
ことができる。口部分540は、オプションの減結合部分545を備えることもできる。スイベ
ルコネクタ544は、エルボー502および、加圧された呼吸可能なガスをマスクシステム501
に送達する柔軟なホース505に接続することができる。あるいは、マスクシステム501は、
一体型マスクシステムとして形成することも可能であり、口部分540は、鼻孔部分520から
分離可能であり、両方の部分は個別に使用可能であり、柔軟なチューブ505は、スイベル
コネクタ544または同様のものを介して鼻孔部分520に接続可能である。
【０１９８】
　図34は、別のモジュール式マスクシステム701を例示している。マスクシステム701は、
鼻孔部分720、口部分740、およびヘッドギア760を備える。この実施形態では、鼻孔部分7
20は、口部分740とモジュール式に接続し、これにより、鼻孔部分720は、口部分740なし
第1の鼻孔のみモードで利用することができ、口部分740は、鼻孔部分なしの第2の口のみ
構成でも利用することができるか、または鼻孔部分720は、口部分740を用い第3の鼻孔お
よび口モードで利用することができる。
【０１９９】
　鼻孔部分720は、患者の鼻孔とともに封止部を形成するように適合された封止部分722、
オプションの減結合部分725、およびヘッドギア760に接続するためのヘッドギアコネクタ
721を備えることができる。スイベルリングまたは他のコネクタ710も利用することができ
る。封止部分722は、図19および20に例示されている膜タイプなどの、ピロー、プロング
、鼻チャンバー、または鼻孔封止部分の形態をとりうる。
【０２００】
　口部分740は、口封止部分742、減結合部分745、およびヘッドギア760に接続するための
ヘッドギアコネクタ741を備えることができる。スイベルリングまたは他のコネクタ744も
使用することができる。
【０２０１】
　図34に例示されているような口および鼻孔モードでは、鼻孔部分720および口部分740は
、両方とも、利用され、二重エルボー712を通して柔軟なチューブ705に接続される。二重
エルボー712は、加圧された呼吸可能な空気を患者の鼻孔および口に送達するために鼻孔
部分720および口部分740の両方に接続できるように2つのエルボー接合部を備える。鼻孔
部分720および口部分740は、空気圧で接続される場合も、空気圧で接続されない場合もあ
る。
【０２０２】
　鼻孔のみモードでは、鼻孔部分720のみが利用され、口部分740は利用されない。このモ
ードでは、二重エルボー712は取り除かれ、口部分740は取り除かれる。患者は、鼻孔部分
720のみを利用し、チューブ705をスイベルリングまたは他のコネクタ710に接続する。エ
ルボー2などのエルボーは、チューブ705をスイベルリングまたは他のコネクタ710に接続
するために利用されうる。
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【０２０３】
　口のみモードでは、口部分740のみが利用され、鼻孔部分720は利用されない。このモー
ドでは、二重エルボー712は取り除かれ、鼻孔部分720は取り除かれる。患者は、口部分74
0のみを利用し、チューブ705をスイベルリングまたは他のコネクタ744に接続する。エル
ボー2などのエルボーは、チューブ705をスイベルリングまたは他のコネクタ744に接続す
るために利用されうる。
【０２０４】
　図26は、鼻孔および口モードで利用されるマスクシステム1の概略断面図である。この
実施形態では、口部分40は、口部分40を鼻孔部分20に接続し、封止するように適合された
封止リング51を備えることができる。あるいは、封止リング51は、鼻孔部分20の一部とし
て形成され、口部分40と接続し封止することができる。さらに、他の種類のコネクタも、
使用することが可能であるか、または鼻孔部分20および口部分40は、封止リングまたは他
の種類のコネクタが不要になるように一体要素として形成することが可能である。
【０２０５】
　図26において、柔軟なチューブ5は、ガセット8およびオプションのインラインAAV(窒息
防止弁)アダプタ10を介して口部分40に接続され、エルボー2およびスイベルコネクタ4を
利用しない。この実施形態は、柔軟なチューブ5を患者の顔面の前から遠ざけることによ
って非常にスリムな外観を見せる。
【０２０６】
　図29-1は、鼻孔および口モードで利用されるマスクシステム401の概略断面図である。
鼻孔部分420は、支持部分458および封止部分422を備えることができる。封止部分422は、
患者の鼻先端部と係合し封止する鼻先端部係合部分454、患者の上唇領域と係合し封止す
る上唇係合部分456、および口部分440と係合し封止する封止リング472を備える。封止リ
ング472は、適宜、鼻孔部分420の一部である代わりに、口部分440の一部とすることがで
きる。
【０２０７】
　口部分440は、柔軟なチューブ405に接続する、スイベルリング444を備えることができ
る。柔軟なチューブ405は、スイベルリング444に直接接続することができるか、またはエ
ルボー402などのエルボーを通じて接続することができる。口封止部分442は、患者の口の
周りに封止部を形成し、患者の上唇領域とともに封止部を形成する上唇係合部分448を備
える。
【０２０８】
　鼻孔部分420の上唇係合部分456および口部分の上唇係合部分448に対する患者の上唇上
の余地は限られている。したがって、上唇係合部分448は、鼻孔部分420の支持部分458と
患者の上唇との間に配設されうる。図29-2は、上唇係合部分448とともに、口封止部分442
を例示している。上唇係合部分448は、厚さが約0.3から2mm、好ましくは約0.5mmであるも
のとしてよい、口封止部分442の残り部分と比べて、厚さが約0.1から0.3mm、好ましくは
約0.2mmである、極薄の平坦な膜とすることができる。しかし、口封止部分442の一部分は
、支持を増強するために患者の頬領域に対応する口領域の両側の周りに肥厚部分409を備
えることも可能である。これらの肥厚部分409は、例えば、約1.5mmの厚さを有することが
可能である。
【０２０９】
　図29-3は、マスクシステム401のさらなる細部を例示する概略断面図である。特に、図2
9-3は、口封止部分442が患者の口の周りに延在する様子および鼻孔フレア係合部分427が
患者の鼻孔のフレアと係合する様子を示している。それに加えて、鼻封止領域470の背部
縁が、鼻孔封止部分422の縁472とともに例示されている。
【０２１０】
　図30-1は、鼻孔および口モードで利用されるマスクシステム501の概略断面図である。
鼻孔部分520は、支持部分558、封止部分522、およびオプションの減結合部分525を備える
ことができる。封止部分522は、患者の鼻先端部と係合し封止する鼻先端部係合部分554お
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よび患者の上唇領域と係合し封止する上唇係合部分556を備える。口部分540と係合し封止
する封止リング572を減結合部分に取り付けることができる。封止リング572は、適宜、鼻
孔部分520の一部である代わりに、口部分540の一部とすることができる。
【０２１１】
　口部分540は、封止部分522の剛性を高めるためにオプションのクッション剛体化材(cus
hion rigidizer)573を備えることができる。クッション剛体化材573は、ポリカーボネー
ト、ナイロン、ポリプロピレン、高密度発泡体、3D織りのような伸縮性の低い布、または
より高いショア硬さのシリコーンまたはゲル、例えば、70ショアAのものなどのポリマー
から作ることができる。鼻孔部分の上唇係合部分556および口部分の上唇係合部分に対す
る患者の上唇上の余地は限られている。したがって、発泡体患者接触部569を口部分540上
のクッションと上唇係合部分556との間の間隙内に配設することができる。発泡体患者接
触部569は、患者の上唇領域と接触して封止部を形成し、これにより、口封止部の一部を
なすものとすることができる。
【０２１２】
　図30-2は、第2の鼻孔および口モードで利用されるマスクシステム501の概略断面図であ
る。封止リング572は、口部分540の一部として形成され、鼻孔部分520の減結合部分525と
係合し封止するように適合される。鼻孔部分の上唇係合部分556および口部分の上唇係合
部分に対する患者の上唇上の余地は限られている。この実施形態では、発泡体患者接触部
分569は、口部分540の減結合部分525およびクッションに当接して配設され、患者の上唇
領域と接続し、封止部を形成する。発泡体患者接触部分569は、口封止部の一部として形
成されうる。図30-1のクッション剛体化材573も、図302-の実施形態および本明細書で開
示されている他の実施形態のどれかにおいて使用することができる。
【０２１３】
　図42は、鼻孔および口モードで利用されるマスクシステム1100の概略断面図である。マ
スクシステム1100は、図34に例示されているマスクシステム701の一変更形態とすること
ができる。マスクシステム1100は、鼻孔部分1120、口部分1130、および二重エルボー1140
を備える。二重エルボー1140の下側端部1141は、空気をマスクシステム1100に送達するた
めに柔軟なチューブに接続されうる、スイベル1105に接続するように適合される。下側端
部1141は、スイベル1105に接続することができ、ボールおよびソケット配置構成(図示さ
れている)はスイベル、したがって空気送達チューブの移動度を高めるように適合されて
いる。あるいは、下側端部1141は、任意の配置構成、例えば、締まり嵌め、オーバーモー
ルドなどでスイベル1105に接続することができる。
【０２１４】
　二重エルボー1140の第1の空気通路または分岐1146は、口部分1130内の開口と連通する
ように適合され、二重エルボー1140の第2の空気通路または分岐1148は、鼻孔部分1120内
の開口と連通するように適合される。第1のエルボーリング1142および第2のエルボーリン
グ1144は、二重エルボー1140を鼻孔部分1120および口部分1130にそれぞれ接続するために
使用されるが、他の種類のコネクタも利用することができる。二重エルボーは、第1の分
岐1146および第2の分岐1148の端部上に棘のある端部分1143を備え、口部分1130および鼻
孔部分1120と係合するようにできる。
【０２１５】
　口部分1130は、患者の下唇の下に封止部を形成するように適合された下唇係合部分1134
および患者の上唇の真上に封止部を形成するように適合された上唇係合部分1132を備える
。鼻孔部分1120は、鼻孔部分1120を患者の鼻孔の近くに配置し、発泡体部分1154が患者の
鼻孔と封止係合する位置に確実に配置されるように適合されたノズル1122を備えるが、患
者の鼻孔とともに封止部を形成するためにピロー、鼻チャンバー、鼻クレードル(鼻孔シ
ール)、または膜シールも使用することが可能である。
【０２１６】
　口部分1130は、ショア硬さが比較的低い単一壁または布/発泡体組成物口部分とするこ
とができる。鼻孔部分1120は、例えば40ショアAの硬さを有することができる。
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【０２１７】
　図43は、鼻孔および口モードで利用されるマスクシステム1100の概略断面図であり、図
42のマスクシステム1100と同じであるが、ただし鼻孔部分1150が異なる。鼻孔部分1150は
、ノズル1152を支持する支持部分1153、および発泡体部分1154を備える。ノズル1152およ
び発泡体部分1154は合わさって、患者の鼻孔とともに封止部を形成するように適合された
封止部分を形成する。ノズル1152は、空気が患者の鼻孔に近づくにつれ徐々にサイズが減
少する空気通路を有するものとしてよい。支持部分1153は、例えば40ショアAの硬さを有
することができる。ノズル1152は、発泡体部分1154の位置を患者の鼻孔の近くに支持する
のを助ける。発泡体部分1154は、発泡体が圧縮性を有することから発泡体がさまざまな鼻
孔サイズに合わせられるのでフィット範囲を広げることができる。発泡体部分1154は、患
者に快適さももたらす。
【０２１８】
　図44は、鼻孔部分1160を伴う鼻孔および口モードで利用されるマスクシステム1100の概
略断面図である。鼻孔部分1160は、支持部分1162および封止部分1164を備える。支持部分
1162は、シリコーンで作製することができ、二重エルボー1140と封止部分1164との間の中
間または接続部分として働く。
【０２１９】
　支持部分1162は、封止部分1164を使用者の鼻孔の下に位置決めし、封止部分1164をこの
位置に維持する。支持部分1162は、実質的に平行な側部部分および側部部分に実質的に垂
直に形成された端部分1165を備えることができる。端部分1165は、封止部分1164に対する
接触部を構成する。封止部分1164は、発泡体、ゲル、または他の形状適合性材料から作製
することができる。好ましくは、封止の快適さを高め、フィット範囲を広げるため封止部
分1164は支持部分1162より柔軟である。封止部分1164は、開口を有する発泡体とすること
ができ、この発泡体は患者の鼻先端部、上唇、および鼻孔とともに封止部を形成する。一
例では、図44Aに示されているように、支持部分は、支持壁1162-1(例えば、シリコーン、
または発泡体封止部分より高い剛性を有する材料で作製される)を備え、これにより、発
泡体が鼻孔を圧迫し、閉塞させるのを防ぐ。別の例では、図44Bに示されているように、
発泡体封止部分1164は、トランペットのような形状(例えば、外に向かって広がっている)
を有し、シリコーン支持壁が下に配置され、発泡体の構造的安定性を確保し、また患者と
の封止係合を確実にすることができる。
【０２２０】
　図45は、鼻孔部分1170を伴う鼻孔および口モードで利用されるマスクシステム1100の概
略断面図である。鼻孔部分1170は、支持部分1172および封止部分1174を備える。封止部分
1174は、鼻先端部係合部分1176および上唇係合部分1178を備える。支持部分1172は、患者
の上唇の真上に封止部を形成することができ、また患者の上唇と口部分1130の上唇係合部
分1132との間に位置決めされうる。
【０２２１】
　支持部分1172は、封止部分1174より高いショア硬さを有することができる。例えば、支
持部分は、例えば、20～80、好ましくは30～60、または約40のショアA硬さを有すること
ができ、封止部分1174は、約5～40、または約20のショアA硬さを有する。封止部分の硬さ
は、一般的に、支持部分よりも低い。
【０２２２】
　図46は、口部分1182および鼻孔部分1190を伴う鼻孔および口モードで利用されるマスク
システム1180の概略断面図である。鼻孔部分1190は、マスクシステム1180から取り外し可
能であり、栓で置き換え可能であるものとしてよく、したがって、マスクシステム1180は
、口のみモードで使用することができる。
【０２２３】
　口部分1182は、空気をマスクシステム1180に送達するための空気供給源の接続用の開口
を備える。エルボー1188は、封止リング1189を介して開口に接続する。スイベル1187をエ
ルボー1188と空気ホース1185との間に接続することができる。スイベルカフ(図示せず)を
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スイベル1187と空気ホース1185との間に接続することができる。
【０２２４】
　口部分1182は患者の下唇の下に封止部を形成するように適合された下唇係合部分1184と
、患者の上唇の真上に封止部を形成するように適合された上唇係合部分1186と、マスクシ
ステム1180を見栄えよくする、鼻孔および/または鼻先端部を覆う-もっぱら鼻先端部を覆
うバニティーフラップ(vanity flap)または患者の鼻孔および鼻孔部分1190を覆うように
適合された被覆フラップ1183を備える。被覆フラップ1183は、患者の鼻孔および鼻孔部分
1190を覆う十分な高さまで上方に延在する。
【０２２５】
　鼻孔部分1190は、支持部分1192および封止部分1193を備えることができる。封止部分は
、鼻先端部係合部分1194および上唇係合部分1196を備える。鼻孔部分1190は、鼻孔部分11
90を入れることができる、口クリップ1198および鼻孔クリップ1198.1を介して口部分1182
内の上側開口に接続することができる。鼻孔部分1190をマスクシステム1180と一緒に使用
しない場合、鼻孔部分1190を口クリップ1198から取り外し、口クリップ1198または開口に
栓をして封止部を形成することができる。口クリップ1198の材質は、シリコーンまたは別
の材料、例えば、ナイロン、ポリプロピレンなどであってよい。
【０２２６】
　図47は、口部分1202および鼻孔部分1220を伴う鼻孔および口モードで利用されるマスク
システム1200の概略断面図である。鼻孔部分1220は、マスクシステム1200から取り外し可
能であり、栓で置き換え可能であるものとしてよく、したがって、マスクシステム1200は
、口のみモードで使用することができ、鼻孔部分は、鼻孔のみモードで使用することがで
きる。
【０２２７】
　口部分1202は、前側部分1204またはフェイシア、下唇係合部分1206、上唇係合部分1208
、鼻孔部分タブ1210、バニティーフラップまたは被覆フラップ1212、および減結合部分12
14を備える。前側部分またはフェイシア1204は、患者の口領域がよく見えるように大きな
透明窓とすることができる。鼻孔部分タブ1210は、鼻孔部分1220を受け入れ、鼻孔部分12
20と封止係合するように適合されうる。
【０２２８】
　鼻孔部分1220は、口部分1202と封止係合するように適応された取付リング1229、支持部
分1222、および封止部分1224を備える。取付リング1229は、一体成形、溶接、永久的なス
ナップ嵌め、または鼻孔部分1220の残り部分との取り外し可能な取り付けとすることがで
きる。封止部分1224は、患者の鼻先端部とともに封止部を形成するように適合された鼻先
端部係合部分1228および患者の上唇の真上に封止部を形成するように適合された上唇係合
部分1226を備える。
【０２２９】
　被覆フラップ1212は、鼻孔部分1220の鼻先端部係合部分1228に近接近して配置される。
したがって、被覆フラップ1212が移動すると、鼻先端部係合部分1228も移動しうる。した
がって、減結合部分1214は、口部分1202上の、被覆フラップ1212の下の位置に備えられる
。減結合部分1214は、口部分1202に印加される力(空気ホース1232の移動によって印加さ
れる力によって発生する可能性のあるような力)が鼻孔部分1220に伝わらないよう減結合
する働きをする。
【０２３０】
　口部分1202は、空気送達チューブ1232に接続された、エルボー1230、例えば、ガセット
エルボーを受け入れるように適合された下側開口を備える。ガセットエルボー1230は、窒
息防止弁および/または吐出ガスを放出するための1つまたは複数の通気孔を備えることが
できる。チューブは、鼻のみモードのときに鼻クッションまたはピローに接続することが
できる。
【０２３１】
　図48および49は、口部分1262および鼻孔部分1280を備える、モジュール式マスクシステ



(39) JP 6046626 B2 2016.12.21

10

20

30

40

50

ム1260を例示している。マスクシステム1260は、口のみモード、鼻孔のみモード、または
口および鼻孔モードで使用するように適合される。
【０２３２】
　口部分1262は、下唇係合部分1264、鼻封止部を顔面に押し付けて係合させるように適合
された上唇係合部分1266、減結合(折り畳み式)部分1270、および開口1272を備える。口部
分の前部または底部の開口(図示せず)は、エルボーまたは同様のものによって接続された
空気ホースなどの空気供給源を接続するために備えることができる。柔軟な部分1270は、
空気で作動するか、またはより薄い壁セクション、例えば、剛性の低いセクションとする
ことが可能であり、口部分1262に印加される力を鼻孔部分1280に印加されないように減結
合する減結合部分を形成する。口のみモードで使用される場合、開口1272を塞いで、気密
封止部を形成することができる。
【０２３３】
　鼻孔部分1280は、支持部分1282、封止部分1284、およびヘッドギアコネクタ1290を備え
る。封止部分1284は、患者の上唇および鼻先端部と封止するように適合される。鼻孔のみ
モードで使用される場合、空気が交互に供給される場合に開口1274を空気供給源に接続す
るか、または栓で塞ぐことができる。鼻孔および口モードで使用される場合、鼻孔クリッ
プ1286を支持部分1282に接続し、好ましくは永久的に接続し、または他の何らかの形に形
成することができ、口クリップ1268を口部分1262のクッションに接続し、好ましくは永久
的に接続し、または他の何らかの形に形成することができる。鼻孔クリップ1286および口
クリップ1268は、クリップ内に形成されたノッチまたは同様のものなどを通して、封止接
続するように適合され、したがって、口部分1262は、鼻孔および口モードで鼻孔部分1280
に接続することができる。
【０２３４】
　図54は、口部分1352および鼻孔部分1360を備える、モジュール式マスクシステム1350の
断面を例示している。鼻孔部分1360は、マスクシステム1350から取り外し可能であり、栓
で置き換え可能であるものとしてよく、したがって、マスクシステム1350は、口のみモー
ドで使用することができるか、または鼻孔部分1360は、鼻孔のみモードで使用することが
できる。
【０２３５】
　口部分は、フレーム1354および口封止部1355を備える。第1の開口1351は、空気ホース
からスイベル1376を介して送達するためにエルボー1374を受け入れるように適合されたフ
レーム1354内に位置決めされる。第2の開口1357は、マスクシステムが口のみモードで使
用される場合に栓で塞がれ、マスクシステム1350が鼻孔および口モードで使用される場合
に鼻孔部分1360に接続されうるフレーム1354内に形成される。
【０２３６】
　フレーム1354は、剛体材料、例えば、ポリカーボネートまたは半剛体材料のものとする
ことができる。口封止部1355は、柔軟な材料、例えば、シリコーンとすることができる。
口封止部1355は、患者の下唇の下に封止部を形成するように適合された下唇係合部分1356
および患者の上唇の真上に封止部を形成する(口のみモードで使用される場合)ように適合
された上唇係合部分1358を備える。
【０２３７】
　鼻孔部分1360は、支持部分1362および封止部分1364を備える。封止部分1364は、患者の
鼻先端部とともに封止部を形成するように適合された鼻先端部係合部分1368および患者の
上唇の真上に封止部を形成するように適合された上唇係合部分1370を備える。支持部分13
62は、患者の上唇の真上に封止部を形成することができる。リング1359は、鼻孔部分1360
を口部分1352に接続するために使用されうる。
【０２３８】
　図60は、口部分1432および鼻孔部分1440を備える、モジュール式マスクシステム1430を
例示している。口部分1432は、患者の口の周りに封止部を形成するように適合されたクッ
ション部分1434を備える。
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【０２３９】
　鼻孔部分1440は、支持部分1446および封止部分1442を備える。封止部分は、患者の鼻孔
とともに封止部を形成するように適合され、鼻領域1447の隅と上唇係合部分1443とを備え
る。
【０２４０】
　磁石1436、1448を口部分1432および鼻孔部分1440に付けて、鼻孔部分1440が口部分1432
に関して正しく向き付けられるようにすることができる。これらの対となっている磁石14
36、1448のいずれかを金属部分で置き換えることも可能である。鼻孔部分1440内の磁石14
48を鼻領域1447の隅に入れて、患者の上唇と鼻の隅の上に鼻孔封止部の張力が十分にかか
るようにすることができる。
【０２４１】
　図61は、口部分1482および鼻孔部分1490を備える、モジュール式マスクシステム1480の
断面を例示している。鼻孔部分1490は、マスクシステム1480から取り外し可能であり、栓
で置き換え可能であるものとしてよく、したがって、マスクシステム1480は、口のみモー
ドで使用することができるか、または鼻孔部分1490は、鼻孔のみモードで使用することが
できる。あるいは、システムは、鼻孔および口モードで使用することができる。一例にお
いて、口および鼻封止部分に別々の発泡体コンポーネントを用意し、マスクシステムを口
のみモードまたは鼻孔のみモードで使用できるようにする。
【０２４２】
　口部分1482は、フレーム1484およびバニティーフラップまたは被覆フラップ1486、スイ
ベルまたはカフ1498および空気ホース1499の接続用の下側開口1485、ならびに鼻孔部分14
90の接続用の上側開口1487を備える。フレーム1484は、剛体材料、例えば、ポリカーボネ
ートまたは半剛体材料、例えば、半剛体ナイロンのものとすることができる。発泡体部分
1492は、フレーム1484に取り付けるためのクリップ1493を有することができる。
【０２４３】
　鼻孔部分1490は、柔軟な部分1496、1つまたは複数のクリップ1493により柔軟な部分149
6に接続可能な発泡体部分1492、およびノズル部分1494を備えることができる。口部分148
2の被覆部分1486は、鼻孔部分1490を支持することができる。あるいは、永久的な接続を
使用することができ、例えば、発泡体部分を柔軟な部分に直接接続することができる。
【０２４４】
　図61、62、および63は、口部分1500および鼻孔部分1510を備える、モジュール式マスク
システム1502を例示している。鼻孔部分1510は、マスクシステム1500から取り外し可能で
あり、栓で置き換え可能であるものとしてよく、したがって、マスクシステム1500は、口
のみモードで使用することができるか、または鼻孔部分1510は、鼻孔のみモードで使用す
ることができる。
【０２４５】
　口部分1502は、フレーム1504およびバニティーフラップまたは被覆フラップ1509、エル
ボー1507の接続用の下側開口1505、ならびに鼻孔部分1510の接続用の上側開口1503を備え
る。フレーム1504は、剛体材料、例えば、ポリカーボネート、半剛体もしくは柔軟な材料
、例えば、ナイロン、シリコーンとすることができる。発泡体部分1506は、フレーム1504
に取り付けるためのクリップ1508を有することができる。
【０２４６】
　鼻孔部分1510は、柔軟な部分1512、例えば、シリコーン、および1つまたは複数のクリ
ップ1514により柔軟な部分1512に接続可能な発泡体部分1516を備えることができる。口部
分1502の被覆部分1509は、鼻孔部分1510から相隔てることができる。クリップ1508、1514
は、ある方向に、例えば患者の唇の方へ力を印加するよう発泡体を付勢するか、または推
進するある角度をなす発泡体部分に面する表面を有することができる。
【０２４７】
　図64は、口部分1522および鼻孔部分1540を備える、モジュール式マスクシステム1520を
例示している。鼻孔部分1540は、マスクシステム1520から取り外し可能であり、栓で置き
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換え可能であるものとしてよく、したがって、マスクシステム1520は、口のみモードで使
用することができるか、または鼻孔部分1540は、鼻孔のみモードで使用することができる
。あるいは、システムは、口および鼻モードで使用することができる。
【０２４８】
　口部分1522は、フレーム1523、エルボー1560(通気孔1562を備えることができる)および
空気ホース1566の接続用の下側開口1527、ならびに鼻孔部分1540の接続用の上側開口1528
を備える。フレーム1523は、剛体材料、例えば、ポリカーボネート、またはより柔軟な材
料、例えば、シリコーンとすることができる。下唇係合部分1524は、患者の下唇とともに
封止部を形成するように適合され、上唇係合部分1526は、患者の上唇とともに封止部を形
成するように適合される。
【０２４９】
　鼻孔部分1540は、支持部分1542および封止部分1544を備える。封止部分1544は、患者の
真上で封止するように適合された上唇係合部分1548および患者の鼻先端部または鼻先端部
の近くの領域とともに封止部を形成するように適合された鼻先端部係合部分1546を備える
。上唇領域において、支持部分1542は、口部分1522の上唇係合部分1526と接触しうる。鼻
孔のみモードで使用される場合、空気が交互に供給される場合に開口1528を空気供給源に
接続するか、または栓で塞ぐことができる。
【０２５０】
　鼻孔および口モードで使用される場合、接続リング1550を利用することができる。接続
リング1550は、第1の流路1552と第2の流路1554とを有する。第1の流路1552は、口部分152
2を受け入れるように適合され、第2の流路1554は、鼻孔部分1540を受け入れるように適合
される。
【０２５１】
　図65は、鼻および口部分を柔らかく接続する口部分1582および鼻孔部分1590を備える、
モジュール式マスクシステム1580を例示している。鼻孔部分1590は、マスクシステム1580
から取り外し可能であり、栓で置き換え可能であるものとしてよく、したがって、マスク
システム1580は、口のみモードで使用することができるか、または鼻孔部分1590は、鼻孔
のみモードで使用することができる。
【０２５２】
　口部分1582は、フレーム1589、エルボー1581の接続用の下側開口1579、空気ホース1587
、ならびに鼻孔部分1590の接続用の上側開口1577を備える。一例において、エルボーは、
エルボーを素早く解放できるように適合されたボタンを備えることができる。通気孔1585
は、例えば、エルボーとフレームとを相互接続する通気リングを介してエルボー1581内に
形成されうるか、あるいは、口部分1582内に形成されうる。下唇係合部分1584は、患者の
下唇とともに封止部を形成するように適合され、上唇係合部分1586は、患者の上唇ととも
に封止部を形成するように適合される。
【０２５３】
　鼻孔部分1590は、支持部分1592および封止部分1594を備える。封止部分1594は、患者の
上唇とともに封止部を形成するように適合された上唇係合部分1598および患者の鼻先端部
とともに封止部を形成するように適合された鼻先端部係合部分1596を備える。
【０２５４】
　鼻孔部分1590は、口部分1582との締まり嵌めを形成するように適合された凹み1595を有
することができる。鼻孔部分1590は、弾力性を有していて、口部分を凹みの中に受け入れ
、次いではまり込んだのが元の形状に戻るように内向きに押し込むことができる。口部分
の「トランペット」のような形状は、鼻孔部分を適所に誘導する引き込みの働きをする。
また、薄いシリコーン壁を備えて、鼻孔部分の周りを封止することができる。
【０２５５】
　図66は、口部分1602、鼻孔部分1610、エルボーおよびスイベル1612、バックストラップ
1619を有する上側ヘッドギア1618、およびバックループ1622を有する下側ヘッドギア1620
を備えるモジュール式マスクシステム1600を例示している。
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【０２５６】
　上側ヘッドギア1618は、コネクタ1617を介して鼻孔部分1610に接続するように適合され
、下側ヘッドギア1620は、コネクタ1615を介して口部分1602に接続するように適合される
。上側ヘッドギア1618のバックストラップ1619を下側ヘッドギア1620のバックループ1622
に通すことができる。あるいは、別のストラップをバックストラップ1619からバックルー
プ1622に接続することも可能である。
【０２５７】
　図67は、口部分1632、鼻孔部分1640、エルボー1644、および空気ホース1646を備える、
モジュール式マスクシステム1630を例示している。口部分1632は、エルボー1644の背後に
設けられたラグを受け入れるように適合された開口1634を有することができる。このよう
にして、鼻孔部分1640は、口部分1632から独立して動作することができるか、または口部
分1632に接続することができる。この例では、口部分は、エルボーを切断することなく鼻
孔部分に接続することができる。
【０２５８】
クッションの実施例1
　図68～73は、口部分1652および鼻孔部分1660を有する、マスクシステム1650を例示して
いる。図74は、鼻孔部分1660を例示し、図75は、口部分、フェイシア、または支持構造物
1652を例示している。図76から89は、口部分1652のクッション1654を例示している。
【０２５９】
　口部分1652は、鼻孔部分1660から取り外し可能に脱着可能であるが、両部分とも一体成
形することができる。封止リング1665(図73)は、鼻孔部分1660に口部分1652を接続するた
めに使用されうる。開口1656は、空気をマスクシステム1650に送達するために空気供給源
に接続するように適合される。口部分は、クッションフェイシア部分1657(透明または半
不透明とすることができる)、口部分の前側の残り部分と比べて薄くした部分とすること
ができ、開口1656に接続されたエルボー/空気ホースの移動によって印加される力をマス
クシステム1650の残り部分から減結合する、減結合部分1659を備える。
【０２６０】
　バニティーフラップまたは被覆フラップ1658は、患者の鼻孔領域を覆う/支持する。好
ましくは、バニティーフラップは、鼻孔封止部分1660の全部または一部を覆う。このよう
な配置構成は、患者の視界を妨げることが少なく、鼻孔封止部分1660を安定させるのに役
立ちうる。
【０２６１】
　クッション1654はクッションフェイシア部分1657に接続し、患者の口の周りに封止部を
形成するように適合される。クッション1654とクッションフェイシア部分1657との接続部
は、締まり嵌め、例えば、さねはぎによる接続であるものとしてよい
【０２６２】
　下側ヘッドギアコネクタ(図示せず)は、図24に例示されているような方法で口部分1652
の前側に配置することができる。クッション1654およびクッションフェイシア部分1657は
、両方とも、40ショアA程度の硬さを有するものとしてよい。あるいは、クッションフェ
イシア部分1657は、クッション1654に比べて比較的高い硬さを有するものとしてよい。ク
ッションフェイシア部分1657は、ナイロン、ポリカーボネート、ポリプロピレンなどの半
剛体ポリマーで作製することができる。クッションフェイシア部分1657は、40～80ショア
Aの硬さを有することができる。クッション1654は、形状適合性を有する材料、例えばシ
リコーン、発泡体、ゲル、TPEで作製することができる。クッション1654は、5～40ショア
Aの硬さ、例えば、5～25ショアAの硬さを有する材料で作成することができる。
【０２６３】
　クッション1654は、材料を組み合わせて作製することができ、例えば、クッションフェ
イシア部分に近い第1の部分は第1の硬さを有し、患者接触部分に近い第2の部分は第2の硬
さを有する。好ましくは、患者接触部分を構造を支持するために、第1の硬さの値は第2の
硬さの値より高い。例えば、第1の部分は、25～60ショアA、35～50ショアAの硬さを有す
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るものとしてよい。第2の部分は、5～25ショアA、5～15ショアAの硬さを有するものとし
てよい。第1の部分は、第2の部分より厚くてもよく、例えば、第1の部分は、1～3mm、1～
2mmであり、第2の部分は、0.1～2mm、0.1～1mm、または約0.8mmとすることができる。第2
の部分における薄壁セクションと軟質材料の組み合わせにより、クッションのコンプライ
アンス性および柔軟性を高めることができ、これにより、患者の画面に合わせて形を作る
ことができる。第1の部分は厚ければ厚いほど、安定化する構造が得られる。これらを合
わせて、二重壁クッションを実質的に模倣する単一壁クッションを実現できる。
【０２６４】
　好ましくは、クッション1654は、クッションが患者の顔面に付けられたときに、クッシ
ョンが患者の顎の上に伸びるように、柔軟性を有し、および/または顎領域1693において
より低い硬さ(例えば、5～15ショアA)を有するものとしてよい。顎領域1693内でクッショ
ンが伸びると、クッションは患者の顎の上にピンと張られ、患者の顎とともに堅牢な封止
部を形成するだけでなく、クッションが多様な顎の幾何学的形状にフィットするようにで
きる。
【０２６５】
　クッション1654は、クッションフェイシア1657に接続するように適合されたクッション
フェイシア接続部分1655(図76)、リング接続部分1680、およびポケット1684を備える。代
替的形態では、クッションフェイシアおよびクッションは、1つの個片として形成される
。リング接続部分1680は、(口部分1652を鼻孔部分1660に接続するため)接続リングを受け
入れるように適合された開口1682を備える。代替的形態では、リング接続部分および接続
リングは、1つの個片として形成されうる。さらなる代替的形態では、クッションは、第1
の接続リングとともに形成され、鼻孔部分は、第2の接続リングとともに形成され、第1の
接続リングは第2の接続リングによって(またはその逆に)受け入れられる。
【０２６６】
　ポケット1684は、鼻孔部分1660のガセット1671(図74)、または鼻孔部分1660の他の部分
、例えば、鼻孔部分1660のヘッドギアコネクタ部分を受け入れるように適合された形状を
有する。異なる鼻孔部分が使用される場合には、異なる形状のポケットを使用できる。ポ
ケット1684は、鼻孔部分1660がポケット1684内にある場合にクッション1654の封止部を損
なわないようにクッション1654内に沈み込む。つまり、ポケット1684は、口クッション16
54の一番上側表面の下、または下の方に配設されるか、またはオフセットされうる。
【０２６７】
　ポケット1684は、沈み込んだ部分、溝、トレンチ、中空部、袋状部、アルコーブ、凹み
、くぼみ、ピット、谷もしくは沈下部-つまり、鼻孔部分を受け入れるように適合されて
いるクッションの領域とすることもでき、領域は口クッションの残り部分と比較したとき
に交互の、または抽象的な幾何学的形状を有する。ポケットは、孔、切り欠き、または開
口でなくてもよい。好ましくは、ポケットは気密状態にある。好ましくは、ポケットは、
フレームではなく、口クッションなどの柔らかい形状適合性を有する材料によって形成さ
れる。このような配置構成は、形状適合性を有するポケットにより鼻孔部分の位置を調整
することができ、したがってより多くの患者にフィットするので好ましい。好ましくは、
ポケットにより、上下方向の鼻孔部分の移動で多様な患者の鼻の高さに対応することがで
きる。好ましくは、ポケットは、例えば口クッションに空気圧が印加されたときに剛性を
高めることができる。好ましくは、ポケットは、中横方向の位置で鼻孔部分を安定化する
ことができる。これは、ポケットの形状によって達成され、鼻孔部分の形状と一致するよ
うに適合され、このような配置構成により、チューブの引きずりまたは他の力がマスクの
側部に加わったときに使用中に鼻孔部分が患者の鼻孔との封止係合を維持することができ
る。
【０２６８】
　鼻封止部分は、このポケットの内に置かれるか、または据え付けられるものとしてよい
。鼻封止部分の患者接触部分は、ポケットの外側、上、または上方に位置決めされうる。
このような配置構成をとることで、患者は、自分の鼻と接触している鼻封止部分を見て位



(44) JP 6046626 B2 2016.12.21

10

20

30

40

50

置合わせと封止状態を確認することができる。
【０２６９】
　一形態では、鼻封止部分は、ポケットを介して口部分と空気流により連通していなくて
もよい。
【０２７０】
　ポケットの剛性は、口クッションの周囲部分より低くてもよい。ポケットは、口クッシ
ョンの他の領域より比較的薄い壁セクションを有することができる。ポケットは、口クッ
ションの残り部分と異なる材料から形成することができる。
【０２７１】
　好ましくは、ポケットは、口クッションの上唇接触領域と連続するか、または口クッシ
ョンの上唇接触領域とともに1つの個片として形成され、したがって、患者の上唇と封止
係合する。
【０２７２】
　口クッションは、患者の上唇と接するように適合された上唇領域を備えることができる
。口クッションは、患者の顎および/または口の側部と接するように適合された顎領域を
さらに備えることができる。口クッションは壁を画成し、この壁は口クッションの患者接
触部分と口クッションのフレーム接触部分との間に配置される。壁は、異なる部分、例え
ば、上唇壁部分、顎壁部分、および2つの頬壁部分を備えることができ、それぞれ患者の
顔の各上唇、顎、および頬領域に対応する。一形態では、頬壁部分は、上唇壁部分よりも
比較的硬いものとしてよい。別の形態では、顎壁部分は、上唇壁部分よりも比較的硬いも
のとしてよい。好ましくは、上唇部分は、顎壁部分より剛性が低くてもよい。このような
配置構成では、頬接触部分は、患者の頬を圧縮する働きをし、したがって上唇領域および
顎領域は伸張状態にあるものとしてよい。
【０２７３】
　本発明の例のポケット1684は、図78に示されているようにローブまたは領域1661を有す
る湾曲した溝を備えることができる。ローブ1661は、図74に示されているようにガセット
1671に対応する形状を有するものとしてよい。ローブは、鼻部分1660の位置合わせまたは
位置決めを示すように適合された隆起部または凹み1663によって隔てられうる。
【０２７４】
　ポケット1684は、約30～60mmの最大幅w1を有することができる。好ましくは、ポケット
1684は、約35～45mmの最大幅w1を有することができる。好ましくは、ポケット1684は、約
40～45mmの最大幅w1を有することができる。
【０２７５】
　ポケット1684は、約15～40mmの、図85に示されているような長さd5を有することができ
る。好ましくは、ポケット1684は、約20～30mmの長さd5を有することができる。この長さ
は、ポケットのフェイシア接触側からローブ1661の一番外側の縁までの近似的な長さとす
ることができる。
【０２７６】
　ポケット1684のローブ1661は、互いに関してオフセットされるか、または角度を付けら
れ、これにより、上顎(患者の上唇)の角度のある領域に位置決めされるように鼻封止部を
位置決めすることができる。ポケット1684のローブ1661は、互いに関して約90～180°の
α1の角度を付けることができる。ポケット1684のローブ1661は、互いに関して約90～150
°のα1の角度を付けることができる。ポケット1684のローブ1661は、互いに関して約90
～180°のα1の角度を付けることができる。ポケット1684のローブ1661は、互いに関して
約90～150°のα1の角度を付けることができる。
【０２７７】
　口クッション1654の顎または下側封止領域1693は、患者の顎に形状が合うように丸みを
付けるか、または湾曲させることができる。曲率半径r1は、好ましくは、20～50mmとする
ことができる。曲率半径r1は、好ましくは、30～40mmとすることができる。曲率半径r1は
、好ましくは、35～45mmとすることができる。
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【０２７８】
　鼻孔部分は、接続リングへの接続によってクッション1654に固定することができる。ク
ッションは、クッションフェイシア部分1657への接続部を支持するため肥厚部分1686(図8
0および81)を有することもできる。また、肥厚部分1686は、封止部分を適所に支持し、特
に、封止部分が硬さの低い、厚さの低い材料で作製されている場合、つまり、構造的剛性
が足りない場合に封止部分がつぶれるのを防ぐ。
【０２７９】
　鼻孔部分1660は、患者の鼻孔とともに封止部を形成するように適合された封止部分1662
、およびヘッドギアに接続するためのヘッドギアコネクタ1670を備える。封止部分1662は
、ノズルの形態をとりうるが、ピロー、プロングなどの他の封止部分も使用することがで
きる。例示的な封止領域は、その全体において参照により本明細書に組み込まれている、
国際公開第2009/052560A1号で開示されているものとすることができる。
【０２８０】
　図82～84に例示されている断面は、断面の疑問符に似た形状により、患者の平板な顔お
よびより尖った顔に対応できる形状である。図83は、患者の口の頬または横方向の広がり
上に一般的に位置決めされうる水平面における断面を示している。この領域において、ク
ッションの断面は、膜が骨張った上または下顎領域(図82および84に示されている)よりも
比較すると長いことを示している。これは、長い膜ほど短い膜より力を多く吸収すること
ができるので、骨張った上または下顎領域と比較して患者の頬にかかるクッションの力を
減少させる可能性がある。これは、患者の頬が顔の骨張った領域に比べて敏感であるから
であると思われる。クッションの形状は、図79に例示されているような顔の形状、例えば
、C字形と一致する形状である。図示されているように、封止膜は、その長さにそって厚
さが変化する、例えば、厚い部分から薄い部分へと変わる。この変化する厚さは、患者接
触部分が肥厚領域によって支持され、位置決めされるような厚さとすることができ、患者
接触領域は、領域が薄いので快適であり、また形状によく合う。患者接触部分は、約0.2
～2mmとすることができる。好ましくは、患者接触部分は、約0.8～1.2mmとすることがで
きる。肥厚領域1686は、約0.5～4mmとすることができる。好ましくは、肥厚領域1686は、
約2～3mmとすることができる。
【０２８１】
　さらなる一例では、クッションが上唇領域1692のところの使用者の顔にかける荷重は、
クッションが顎領域1693のところの使用者の顔にかける荷重に比べて大きいものとしてよ
い。これは、顎領域1693のところの厚さと比較して上唇領域1692のところの厚さが比較的
厚いことによって達成されうる。このような配置構成は、患者の顔にクッションを固定す
るのに役立ち、その一方で、下顎にかかる力を弱くしておくことができる。下顎にかかる
力が大きいと、上気道が力で押しつぶされ、それにより、閉塞性睡眠時無呼吸が悪化する
おそれがあり、したがって、患者の下顎にかかる力を弱くする、したがって顎領域1693に
かかる力を弱くすることが望ましい。
【０２８２】
　ポケット1684は、鼻孔部分に対応できる構造を有し、鼻孔部分の内側の空気により、上
唇上の封止が確実になる。ネストになっている鼻孔部分およびクッションにより、マスク
はあまり目立たなくなる。ポケット1684は、約5～30mmの深さd1を有することができる。
好ましくは、ポケット1684は、約5～20mmの深さd1を有することができる。好ましくは、
ポケット1684は、約5～10mmの深さd1を有することができる。ポケットの深さd1は、図80
～81に示されている。
【０２８３】
　図80を見ると一番よくわかるように、ポケット1684は、上唇領域1692のところのフラッ
プシール部分に隣接するか、または接続することができる。隆起部または頂点1694は、ポ
ケット1684と上唇領域1692との間に形成されうる。隆起部1694は、上唇領域からポケット
を分割する働きをし、また、上唇領域に対するちょうつがいまたはバネ点を構成すること
ができる。
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【０２８４】
　図80から81に最もよく示されているように、ポケット1684は、c1で示されているように
カップに似た形状で、一般的に湾曲しているか、または丸みを付けられているものとして
よい。
【０２８５】
　顎領域1693において、図80に最もよく示されているように、クッションは深さd2を有す
る、つまり、封止領域または顎領域の患者接触部分から接続領域1655までの距離が約0.5
～3mmであるものとしてよい。深さd2は、約1～2mmとすることができる。好ましくは、深
さd2は、約1.5～2mmとすることができる。この深さは、異なる形状の顎を口クッション16
54で対応できるようにするために望ましいと思われる。図85に示されているような顎唇領
域1693は、深さd4を示している。深さd4は、深さd1に実質的に類似しているものとしてよ
い。
【０２８６】
　クッション1654は、頬領域1695を有することができ、頬領域1695では、クッションは、
図82、83、および84に示されている、深さd2を有することができる。深さd2は、d1、d4よ
り大きいものとしてよい。このような配置構成は、クッション1654が頬のところで上唇よ
りも広い範囲にわたって屈曲に変形し、クッションを上唇に固定し、患者の顔面の幾何学
的形状の変化を許容するので好ましいと思われる。例えば、比較的平板な顔を持つ患者も
いれば、比較的尖った顔を持つ患者もいて、クッションはこうした顔の輪郭のそれぞれに
適合できなければならない。例えば、深さd2は、約10～50mmとすることができる。好まし
くは、深さd2は、約20～35mmとすることができる。好ましくは、深さd2は、約20～30mmと
することができる。
【０２８７】
　クッションの上唇領域1692の曲がりにより、患者の上唇に張力がかかり、したがって封
止を形成する。上唇におけるバネの形状の断面により、患者の上唇(敏感な領域)における
力変位が下がる。
【０２８８】
　図86は、患者接触側から見たときの口クッション1654を示している。上唇領域1692は、
高さd6を有し、これは顎領域1693の高さd7より小さくてもよい。これは、典型的には、人
の顔では、下唇と顎の先端部との間の距離と比較したときに上唇と鼻の底部との間の距離
が小さいからであると思われる。例えば、高さd6は、約5～15mmとすることができる。好
ましくは、高さd6は、約8～10mmとすることができる。高さd7は、約10～25mmとすること
ができる。好ましくは、高さd7は、約12～16mmとすることができる。
【０２８９】
クッションの実施例2
　図92A～Eおよび93A～Iは、図76～89に示されているのと似た口クッション2100の変更形
態を例示しており、また鼻封止部分を受け入れるように適合されたポケット、およびフェ
イシアに接続する基部では厚く患者とともに封止する遠位端では薄い単一の側壁2104など
の共通の特徴を共有する。側壁は、鎌または疑問符に似た形状を有する。
【０２９０】
　口クッション2100は、上唇領域2692、顎領域2693、および頬領域2695を有することがで
きる。口クッションは、クリップ、フレーム、またはマスクアセンブリの他の部分により
口クッションとの接触部となる接続領域2655をさらに備えることができる。
【０２９１】
　封止部分の上唇領域2692および顎領域2693は、封止部が患者の顔面上で(張力によって)
引き伸ばされて封止を高めるように一般的に平坦に形成される。これは、ヘッドギアはき
つく締められているとしてもこの領域内の封止力を著しく変化させることができないので
有利である。
【０２９２】
　ポケット2102は、図76のポケット1684に比べて薄い。このため、鼻封止部は封止力のあ
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る成分をより直接的に加えることができる、つまり、鼻封止部が加圧されると、鼻封止部
は硬くなり、これにより、上唇封止部分上に力をかけることができるということである。
厚さが減じると、重量および/または材料も減る可能性がある。
【０２９３】
　それに加えて、クッション2100は、図86～89(例えば)のようなリング接続部分1680を有
しない。したがって、鼻封止部分への空気流は、口クッションには通されない。その代わ
りに、口クッションと鼻クッションの両方を受け入れるように適合されたクリップを備え
ることができ、このクリップは、空気を鼻クッションに送る経路を構成することができる
。
【０２９４】
　ポケット2102は、カップに似た形状でなくてもよく、むしろ、開いている背部を有し、
上方に湾曲して(図93Dおよび93Eに示されているc2を参照)隆起部2694に至り、次いで上唇
部分2692に隣接しうる。
【０２９５】
　ポケット2102は、図93Dおよび93Eにおいて深さe1で示されているように、ポケット1684
と似た深さを有しているものとしてよい。深さe3は、深さd3にも類似し、深さe4は、深さ
e4に類似し、長さe5は、長さe5に類似しているものとしてよい。
【０２９６】
　図93Dに示されているような深さe2は、縁または接続領域から患者接触部分までの距離
を示している。深さe2は、約10～30mm、好ましくは15～25mmとすることができる。曲率半
径r2は、実施例1からの曲率半径r1より大きいものとしてよい。このような深さおよび曲
率半径r2は、顎領域2693のところの深さが頬領域2695のところの深さに類似していること
を保証するものとしてよい。これは、顎領域内でクッションを平たくし、したがって、患
者が自分の顎の位置を顎領域2693に対して決めると、膜はその顎の上に伸びる。これは、
より安定した封止およびより広いフィット範囲を保証することができる。
【０２９７】
　図93Aに示されているような幅w2は、幅w1より大きいものとしてよい。これは、より長
い鼻封止部分を受け入れるか、または実施例1からの同じ鼻封止部分をさらに下げて口封
止部分2100の中に入れるものとしてよい(つまり、鼻封止部を頂面からさらに遠く、また
は口クッション2100内でさらに深い位置にする)。幅w2は、約50～70mmであるものとして
よい。好ましくは、幅w2は、約50～60mmであるものとしてよい。
【０２９８】
クッションの実施例3
　図104～131を参照すると、本発明の技術の一実施形態によるマスクシステム400は、口
クッション4100、クッションクリップ4200、およびフェイシア4300を備えることがわかる
。口クッション4100は、鼻封止部分を受け入れるように適合されたポケット4102、および
患者の顔面とともに封止部を形成するように構成された封止部分4106などの、クッション
の実施例2におけるいくつかの共通の特徴を共有する。他の共通の特徴は、マスクシステ
ム4000の以下の説明から明らかである。口クッション4100は、例えば、シリコーンから形
成することができる。クッションクリップ4200は、例えば、熱可塑性プラスチックから形
成することができる。フェイシア4300は、例えば、熱可塑性プラスチックから形成するこ
とができる。
【０２９９】
　口クッション4100は、クッションクリップ4200にオーバーモールド成形することができ
る。口クッション4100は、以下で説明されている方法でクッションクリップ4200に脱着可
能に接続されうることは理解されるであろう。口クッション4100は、ポケット4102、クッ
ションクリップ4200の鼻封止接続部分4202を受け入れ、口クッション4100をフェイシア43
00に保持するように適合された上側接続部分4104を備える。例えば、図117を参照すると
、上側接続部分4104は、封止部分4106から離れる方向に傾斜またはオフセットされ、これ
により、鼻封止部分(図示せず)を患者の鼻唇角の方へ向き付けることができることがわか
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る。例えば、図104、112、および113を参照すると、ポケット4102の後縁4108および上側
接続部分4104は、クッションクリップ4200の鼻封止接続部分4202を受け入れる開口4110を
形成することがわかる。クッションクリップ4200の鼻封止接続部分4202は、上側接続部分
4104およびポケット4102の後縁4108の開口4110内に嵌合する。
【０３００】
　例えば、図120～124を参照すると、口クッション4100は、クッションクリップ4200を受
け入れるように構成された溝4114を備えることがわかる。溝4114は、クッションクリップ
4200をほとんど完全に取り囲んでいる。溝4114には小さな間隙が設けられ、クッションク
リップ4200のタブ4218(図139～145)が外向きに延在し、フェイシア4300のスロット4310(
図134、135、および138)と係合し、連動することができる。口クッション4100は、タブ43
04によって形成されるフェイシア4300の溝4302(図104、109～111、および138)と接する唇
封止部4112をさらに備える。例えば、図110および111に示されているように、唇封止部41
12は、フェイシア4300の溝4302のタブ4304と重なるように図示されている。しかし、組み
立てられた状態では、比較的柔軟な唇封止部4112は、変形して溝4302内に曲がって入り、
フェイシア4300のタブ4304によって保持されることは理解されるであろう。
【０３０１】
　図125～131を参照すると、クッションクリップ4200は、鼻封止部分(図示せず)のリング
を受け入れるための継手4204を備えることがわかる。継手4204は、継手4204の屈曲を許す
ための起伏部4206と鼻封止部分のリングを保持するためのタブ4208とを備える。クッショ
ンクリップ4200は、患者の頬領域内のクッション4100上の安定性とそれにかかる力とを高
めて患者の顔の柔らかい領域上の封止を安定させるためクリップ4200の下側隅に支持領域
または部分4210をさらに備える。クリップ4200の下側隅の支持領域4210は、クッションク
リップ4200の隣接する部分に比べて厚いか、または硬いものとしてよい。フェイシア4300
の溝4302と係合するように、フェイシア接触唇部4212が設けられる。口クッション4100の
溝4114と係合するように、クッション接触唇部4214が設けられる。
【０３０２】
　図132～145を参照すると、フェイシア4300は、ヘッドギアに接続するための下側ヘッド
ギアコネクタ4306とガス送達チューブまたは導管に接続されるように適合されたエルボー
に接続するためのエルボーコネクタ4308とを備える。フェイシア4300の後面は、口クッシ
ョン4100の柔軟な唇封止部4112と係合するように適合された溝4302(図138)を備える。後
面は、クッションクリップ4200のタブ4218を受け入れて連動するように構成されたスロッ
ト4310も備える。図138および145に示されているように、タブ4218は、タブ4218をフェイ
シア4300のスロット4310内に滑らかに導くように丸みを付けてある。タブ4218は、上側タ
ブ隣接継手4204が第1の位置で最初に接続され、次いで、クッションクリップが回転して
上側タブを第2の位置に位置決めし、この第2の位置で下側ヘッドギアコネクタ4306(使用
中)に隣接する下側タブがフェイシア4300と係合することができるように丸みを付けるこ
ともできる。
【０３０３】
1.8 クッション/フェイシア接触部
　図94～102は、クッションとフェイシアとの接触部の一例を示している。図94および95
は、ピロー3000、口クッションサブアセンブリ3002、およびエルボー3004を含む、組み立
てられた状態のマスクアセンブリを例示している。図96は、その分解図である。
【０３０４】
　図97は、クッション3006およびフェイシア3008を含む、サブアセンブリ3002の分解図で
ある。クッション3006は、クッション上にオーバーモールド成形されうるクリップ3010を
備える。クッション3006は、クリップ3010に取り外し可能に接続することができる。
【０３０５】
　クリップ3010は、ピロー3000に取り付けるための継手3012を有することができる。継手
3012は、継手3012を内側に屈曲させ、それにより鼻封止部分を受け入れるようにできる起
伏部3013を備えることができる。継手3012は、接続された後鼻封止部分を係止するか、ま
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たはその位置を維持するように適合されたタブ3014も備えることができる。継手3012には
、鼻封止部分を直接患者の鼻孔の方へ向けるような角度を付けることができる。例えば、
図94および95は、患者の鼻唇角に近い角度となるように向き付けられた鼻封止部分3000を
示している。
【０３０６】
　クリップは、クッションより高い剛性を有し、ハイトレル、ポリプロピレン、ナイロン
、射出成形プラスチックなどで作製することができる。
【０３０７】
　図98Aは、フェイシア3008の患者側を示している。フェイシア3008は、フェイシアの頂
部のところの陥凹部3008.1およびフェイシアの下側隅のところの陥凹部3008.2を含むもの
としてよい。フェイシア3008は、口封止部分および/またはクリップの位置合わせおよび/
または位置決めを行うように適合されたラグまたは隆起部3008.3をさらに備えることがで
きる。フェイシア3008の外側または非患者接触側は、中間部分が側部部分に比べて隆起す
るような湾曲または階段形状を有するものとしてよい。これは、湾曲領域を掴めるので患
者がフェイシアを持ち上げるのを補助することができる。これらの湾曲領域は、患者がフ
ェイシアを掴むのを助けるくぼみまたはオーバーモールド成形されたボタンなどの把持部
分(図示せず)をさらに備えることができる。
【０３０８】
　図97は、フェイシア3008およびセットクリップ3010を複数の箇所で、例えば、2箇所以
上で、この場合、3箇所で一緒にクリップ留めできることを示すさらなる分解図である。
図99A、98B、および99に示されているように、フェイシア3008は、クリップ3010の突出部
3010.1を受け入れるための陥凹部3008.1を有することができる。図100～102は、サブアセ
ンブリ3002の間の一連の例示的な継手アセンブリを示している。図100は、マスクの頂部
のところの突出部3010.1と陥凹部3008.1との間の初期係合を示しており、この後、マスク
は図101において枢動される。クリップの下側端部がフェイシア3008の下側部分にゆける
ようになると、クリップはパチンと音を立てて最初の位置に戻り完全な組み立て状態にな
る。
【０３０９】
　クリップは、クリップとフェイシア3008との間の漏れを防ぐために一体化された(シリ
コーン製)唇封止部を備えることができる。これは、アセンブリをより堅牢にし、漏れを
防ぐ許容範囲への依存を減らす。唇封止部は、突出部3010.1または3010.2に近接近して配
置されうる。図103は、そのようなアセンブリで使用されうる唇封止部3011の一例を示し
ている。
【０３１０】
1.9 一体型マスクシステム
　図14および15は、一体型マスクシステムである、別のマスクシステム101を例示してい
る。マスクシステム101は、鼻孔部分120、口部分140、およびエルボー102を介して口部分
140に接続された柔軟なチューブ105を備える。
【０３１１】
　鼻孔部分120は、鼻孔封止部分122を利用することができ、これは、鼻ピロー、プロング
、鼻クレードルなどの膜シール、および/または鼻チャンバーの形態をとりうる。鼻孔封
止部分122は、図19および20に例示されている鼻孔封止部分222の形態をとりうる。鼻孔部
分120は、減結合部分125、およびヘッドギア160に接続するように適合されたヘッドギア
コネクタ121をさらに備えることができる。
【０３１２】
　口部分140は、構造部分147、口封止部分142、減結合部分145、ヘッドギアコネクタ141
、および、患者が吐出するガスを換気するための1つまたは複数の通気孔またはスロット
を備えることができる通気口103を備えることができる。鼻孔部分120および口部分140が
単一要素として形成されていないときに、鼻孔部分120に接続するように適合された鼻孔
部分コネクタ143を利用することができる。あるいは、マスクシステム101は、モジュール
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式マスクシステムとして形成することも可能であり、鼻孔部分120および口部分140は、分
離可能であり、個別に使用することができ、鼻孔部分120は、エルボー102を介して柔軟な
チューブ105に接続可能である。
【０３１３】
　図16～18は、鼻孔部分220および口部分240を備える、別のマスクシステム201を例示し
ている。鼻孔部分220は、鼻孔封止部分222、加圧された呼吸可能なガスを受け入れるため
のオリフィス226を備えることができる。マスクシステム201は、図19および20に例示され
ているような鼻孔封止部分222を備えるものとして例示されているが、ピロー、プロング
、鼻チャンバーなどの他の鼻孔封止部分も利用することが可能である。
【０３１４】
　口部分240は、患者の口で封止するためのクッションの形態をとりうる口封止部分242、
フレーム247、加圧された呼吸可能な空気を受け入れるための口オリフィス246、減結合部
分245、および鼻孔部分と接続するための鼻孔接続部分243を備える。図16は、フレーム24
7、減結合部分245、および接続部分243が取り外された状態で例示されている。図示され
ていないが、口部分240は、他の実施形態において例示されている旋回コネクタ、エルボ
ー、および柔軟なチューブなどの、加圧された呼吸可能な空気を送達するための柔軟なチ
ューブとの接続部を備えることができる。
【０３１５】
　あるいは、マスクシステム201は、モジュール式マスクシステムとして形成することも
可能であり、鼻孔部分220および口部分240は、分離可能であり、個別に使用することがで
き、鼻孔部分220は、エルボー202を介して柔軟なチューブ105に接続可能である。
【０３１６】
　図23は、鼻孔部分372、口部分380、およびヘッドギア360を備えることができる、マス
クシステム370を例示している。この実施形態では、マスクシステム370は、鼻孔部分372
および口部分380を一体化することができる。下側ヘッドギアストラップ379は、患者の耳
の下を通り、患者の顔面に通常のヘッドギアベクトル力または封止力をかける。ヘッドギ
アストラップ360は、支持力をかけて、患者の顔面上の口部分380の位置決めおよび安定化
を補助する。ヘッドギアストラップ360は、マスクの目立ち具合を最小限度に抑えるため
に患者の口の近くで接続しない。
【０３１７】
　鼻孔部分372は、鼻孔封止部分374および口封止部分375を備えることができる。減結合
部分を備えることができる。
【０３１８】
　図27は、鼻孔部分220および口部分240が単一要素として形成されている一体型マスクシ
ステム201の概略断面図である。減結合部分245は、口部分240内に形成され、マスクシス
テムに(柔軟な供給チューブなどから)印加される力を口部分240から減結合することがで
きる。鼻孔封止部分222は、図19および20に例示されているような鼻孔封止部分である。
鼻先端部係合部分254は、患者の鼻先端部とともに封止し、上唇係合部分は、患者の上唇
とともに封止する。この概略断面図では、柔軟なチューブとの接続を省いている。
【０３１９】
　図28は、鼻孔部分120および口部分140が単一要素として形成されている一体型マスクシ
ステム101の概略断面図である。この概略断面図では、柔軟なチューブ105との接続を省い
ている。この実施形態では、口封止部分142は、口封止部分142が患者の下唇と患者の顎と
の間の領域とともに封止する患者の下唇と患者の顎との間の領域とともに封止し、口封止
部分142が患者の上唇領域とともに封止する鼻孔部分120から延在する。減結合部分は、口
部分140内に形成され、マスクシステムに(柔軟な供給チューブなどから)印加される力を
口部分140から減結合することができる。
【０３２０】
　図31は、鼻孔部分372および口部分380が単一要素として形成されている一体型マスクシ
ステム370の概略断面図である。鼻孔部分372は、患者の鼻孔とともに封止部を形成する鼻
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孔封止部分374、および患者の口とともに封止部を形成する口封止部分375を備える。ガセ
ット376は、口部分380を柔軟なチューブ305に接続するために設けることができる。ガセ
ット376は、柔軟なチューブ305の移動を口部分380および/または鼻孔部分372の封止を阻
害しないよう減結合する機能を果たしうる。
【０３２１】
　図50～52は、一体型マスクシステム1300を例示している。マスクシステム1300は、口部
分1302および鼻孔部分1310を備える。口部分1302の口封止部は、一般的に水平方向に向き
付けられ、鼻孔部分1310は、患者の口と鼻孔とが解剖学的に一致するように一般的に垂直
方向に向き付けられる。ガス洗い出し通気口も備えることができる。
【０３２２】
　口部分1302は患者の下唇とともに封止部を形成するように適合された下唇係合部分1304
と、患者の上唇とともに封止部を形成するように適合された上唇係合部分1306と、空気供
給ホース1318加圧された空気を受け入れるように適合された開口とを備える。エルボーお
よび/またはスイベルを空気供給ホース1318と併せて使用することができる。
【０３２３】
　鼻孔封止部分1310は、患者の上唇とともに封止部を形成するように適合された鼻孔係合
部分1314と、患者の鼻先端部とともに封止部を形成するように適合された鼻先端部係合部
分1312と、折り畳み式または減結合部分1316(例えば、図50を参照)とを備える。折り畳み
式部分1316は、口部分1302に印加される力を鼻孔部分1310に印加されないよう減結合する
。また折り畳み式部分は、空気を充填され、空気圧力を利用して力を高め、それにより堅
牢な封止部を構成することもできる。
【０３２４】
　図53は、一体型マスクシステム1320を例示している。マスクシステム1320は、口部分13
22および鼻孔部分1330を備える。
【０３２５】
　口部分1322は患者の下唇とともに封止部を形成するように適合された下唇係合部分1324
と、フレーム1326とを備える。フレーム1326は、剛体材料、例えば、ポリカーボネートと
することができる。下唇係合部分1324は、フレーム1326と一体成形されうる。
【０３２６】
　鼻孔部分1330は、支持部分1332、封止部分1334、および封止部分1334を支持部分1332と
係合するように適合されたクリップ部分1338を備えることができる。支持部分1332は、半
剛体材料、例えば、ナイロンとすることができる。クリップ部分1338は、半剛体材料、例
えば、ナイロンまたはポリプロピレンとすることができる。封止部分1334は、患者の上唇
とともに封止部を形成するように適合された上唇係合部分1337および患者の鼻先端部とと
もに封止部を形成するように適合された鼻先端部係合部分1336を備える。封止部1334は、
柔軟な材料、例えば、シリコーンとすることができる。封止部分1334は、フレーム1326と
1つの個片として一体成形されうる。
【０３２７】
　空気供給ホース1344は、スイベル1342によって口部分1322に接続されうる。スイベル13
42は、剛体材料、例えば、ポリカーボネートとすることができる。
【０３２８】
　図57は、モジュール式マスクシステム1400を例示しており、図58および59は、関連する
一体型マスクシステム(モジュール式であってよい)を例示している。マスクシステム1400
は、口部分1402および鼻孔部分1410を備える。エルボー1407は、空気をマスクシステム14
00に送達するために空気供給ホース1409を口部分1402に接続する。ヘッドギア1420は、マ
スクシステム1400に接続し、マスクシステム1400を患者の頭部に固定する。
【０３２９】
　口部分1402は、前側部分1404および下側発泡体部分1405を備える。下側発泡体部分1405
は、患者の下唇/顎と口部分1402との間に封止部を形成するように位置決めされる。前側
部分1404は、患者の口領域がよく見えるように透明部分とすることができる。前側部分14
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04は、例えば、シリコーンとことができる。
【０３３０】
　鼻孔部分1410は、支持部分1412および封止部分1414を備えることができる。封止部分14
14は、患者の鼻先端部とともに封止部を形成するように適合された鼻先端部係合部分1416
および患者の上唇とともに封止部を形成するように適合された上唇係合部分1418を備える
ことができる。支持部分1412は、患者の上唇とともに封止部を形成することができる。上
側発泡体部分1406は、鼻孔部分1410と患者の上唇との間に配設され、これにより快適さを
高めることができる。外側発泡体部分1408は、前側部分1404と鼻孔部分1410との間に配設
されうる。上側発泡体部分1406および外側発泡体1408は、鼻孔部分1410を挿入するため発
泡体内に形成された孔とともに、発泡体のリング形状の個片などの1つの発泡体個片とす
ることができる。
【０３３１】
1.10 キット
　開示されているマスクシステムのさまざまコンポーネントは、提供される1つまたは複
数のキットで利用することができる。例えば、図33は、本発明の技術の実施形態により構
成されうる鼻孔のみキット805を例示している。鼻孔のみキット805は、患者の鼻孔ととも
に封止し、患者の鼻孔に呼吸療法を施すように適合された鼻孔部分820、および鼻孔部分
ヘッドギア812を備えることができる。鼻孔のみキットは、適宜、鼻孔部分820を加圧され
た空気の供給源に接続することができるエルボーまたは他のコネクタ802を備えることが
できるが、そのようなエルボーまたは他のコネクタ802は、鼻孔部分820の一部として設け
ることもできる。鼻孔部分820は、図1-1～4の実施形態における栓35を備えることができ
る。しかし、鼻孔のみキット805は、市販のマスク、例えば、Swift FXマスクを備えるこ
とができる。栓35は、口部分840と利用される場合には、取り除くことができる。
【０３３２】
　鼻孔のみキット805は、患者の鼻孔に呼吸療法を施すように適合される。この形態の呼
吸療法は、鼻孔のみに施される場合、着用があまり目立たず、患者にとって快適であり、
多くの患者は鼻孔療法のみを必要としているため好ましい。しかし、一部の患者は、口の
み療法または口および鼻孔療法のいずれかの口療法を必要とすることがある。例えば、口
呼吸者である場合がある一部の患者は、鼻孔に効果的な治療を施せるように口封止部を形
成するため口部分を必要とする。他の患者は、口のみ療法または口および鼻孔療法を必要
とすることがある。
【０３３３】
　したがって、口キット810を、口のみ療法を必要とするか、または口および鼻孔療法を
必要とするが、すでに鼻孔のみデバイスもしくは鼻孔のみキット805を有している患者に
備えることができる。口キット810は、患者の口とともに封止し、患者の口に呼吸療法を
施すように適合された口部分840、および口部分ヘッドギア850を備えることができる。口
部分840は、患者の口にのみ呼吸療法を施すように適合されうる。口キット810は、適宜、
口部分840を加圧された空気の供給源に接続することができるエルボーまたは他のコネク
タ802を、このようなコネクタが口部分840に組み込まれていない場合に備えることができ
る。
【０３３４】
　口部分840は、適宜、鼻孔部分820または別の鼻孔のみCPAPデバイスに空気圧で接続する
ように適合されうる。例えば、口部分840は、鼻孔部分20に接続するように適合された図1
～5に例示されている開口46を備えることができ、この場合、開口46に栓をするために口
キット810に栓35を設けることもできる。口部分840は、適宜、開口46を選択的に閉じるた
めの弁55を備えることもできる。さらに、口キット810は、口部分を840の前にある開口を
塞ぐために使用することができる栓803を適宜備えることができ、また口部分840および鼻
孔部分820の両方を加圧された空気の供給源に接続するために使用することができる二重
エルボー855を適宜備えることができる。口部分840は、ドッキングステーションとして機
能することができ、口部分840は、鼻孔部分820とドッキングするように適合される。
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【０３３５】
　口キット810は、鼻孔および口部分ヘッドギア860を適宜備えることもでき、これは、図
7に例示されている接続領域67などの、背後部分内の接続領域を含む。鼻孔および口部分
ヘッドギア860は、鼻孔部分ヘッドギア812および口部分ヘッドギア850の代わりに使用す
ることができる。さらに、口キット810は、接続された鼻孔および口部分ヘッドギア870を
適宜備えることもでき、これは鼻孔のみヘッドギアおよび口のみヘッドギアを背後部分で
接続するためのコネクタ856を備える。
【０３３６】
　鼻孔のみキット805は、自分の口のみデバイスを口および鼻孔デバイスに変換したい、
口部分キット810または他の口部分を持っている患者に改造キットとして利用することが
できる。この場合、鼻孔のみキットは、適宜、二重エルボーコネクタ855、栓803、鼻孔お
よび口部分ヘッドギア860、または接続された鼻孔および口部分ヘッドギア870を備えるこ
とができる。同様に、口キット810は、自分の鼻孔のみデバイスを鼻孔および口デバイス
に変換したい、鼻孔のみキット805または他の鼻孔部分を持っている患者に改造キットと
して提供することができる。
【０３３７】
　患者は、鼻孔のみキット805および/または口キット810を利用して、幾通りかの方法で
鼻孔のみCPAPデバイス805を鼻孔および口CPAPデバイスに変換することができる。患者は
、鼻孔部分820からエルボーもしくは他のコネクタを取り外し、二重エルボーコネクタ855
を鼻孔部分820および口部分840の両方に接続し、空気を二重エルボーコネクタ855に通し
て鼻孔部分820および口部分840の両方に送達することができる。患者は、口部分840上の
口部分ヘッドギア850とともに鼻孔部分上の元の鼻孔部分ヘッドギア812を利用することが
できる。コネクタ856は、鼻孔部分ヘッドギア812を口部分ヘッドギア850に接続するため
に適宜利用されうる。あるいは、鼻孔および口部分ヘッドギア860を、鼻孔部分ヘッドギ
ア820を口部分840に接続するために備えることが可能である。鼻孔および口部分ヘッドギ
ア860は、接続領域67または図7に例示されているような1つにまとめられたストラップを
使用するなどして背後部分で接続されうる。鼻孔部分820が、図1-5に例示されているコネ
クタ30などの口部分に接続するように適合された構造物を備える場合、口キット810内に
備えられている口部分840は、鼻孔部分820を図5-1に例示されている開口部46などの、口
部分840に接続するための構造物を備えることができる。弁55およびつまみ54も備えるこ
とができる。
【０３３８】
　コネクタ30および開口部46などの、鼻孔部分820と口部分840との間の空気圧による接続
を可能にする構造物を備える実施形態では、患者は、コネクタ30を開口部46に接続し、鼻
孔部分820上のエルボーまたは他のコネクタ802を利用して、空気を患者の鼻孔に送達し、
また口部分840へのコネクタ30および開口部46を通して空気を患者の口に送達することが
できる。この実施形態では、栓803が、口部分840の前側の開口部に接続される。栓35また
は弁55などの、鼻孔部分820と口部分840との間接続部を塞ぐための構造物を使用すること
も可能であり、その後、口部分を口封止部として使用することが可能である。
【０３３９】
　あるいは、コネクタ30および開口部46などの、鼻孔部分820と口部分840との間の空気圧
による接続を可能にする構造物を備える実施形態では、患者は、コネクタ30を開口部46に
接続し、栓803を利用して、鼻孔部分820内の開口部を塞ぐことができる。次いで、エルボ
ーまたは他のコネクタ802を口部分840の前にある開口部に接続して、加圧された空気を口
部分840に送達し、コネクタ30および開口部46を通して鼻孔部分820に送達することができ
る。栓35または弁55などの、鼻孔部分820と口部分840との間接続部を塞ぐための構造物を
使用することも可能であり、その後、鼻孔部分を鼻孔封止部として使用することが可能で
ある。
【０３４０】
　鼻孔および口キット801は、鼻孔のみキット805および口キット810のコンポーネントを
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備えることができる。鼻孔および口キット801では、患者は、鼻孔部分820の単独使用と、
口部分840の単独使用と、鼻孔部分820および口部分840の併用とを選択的に切り替えるこ
とができる。これにより、患者は、患者の顔へのデバイスの当たり具合を定期的に変える
ことができる。例えば、患者の鼻孔領域がひりひりする場合(例えば、空気のジェット噴
射および/または集中的な封止力によって)、患者は、鼻孔部分820および口部分840の使用
、または口部分840の単独使用に切り替えることができる。患者は、定期的に、例えば、
夜間、毎週、毎月などの間隔で切り替えることができる。
【０３４１】
　図37は、患者の鼻孔にCPAP治療を施す従来技術の鼻孔のみCPAPデバイス901を例示して
いる。CPAPデバイス901は、患者の鼻孔とともに封止部を形成する鼻孔部分910と、鼻孔部
分910をチューブ915に接続し加圧されたガスを鼻孔部分910に供給するエルボーコネクタ9
12とを備えることができ、チューブは、患者の鼻にそって、患者の目と目の間に、患者の
頭部の上に延在し、加圧されたガスの供給源に接続される。エルボーコネクタは、患者が
吐出するガスを放出するための通気口914を備えることができ、通気口は取り外し可能な
挿入部を有する。鼻孔部分910は、鼻ピロー、鼻プロング、鼻膜、または鼻チャンバーな
どの鼻孔封止部分を備えることができる。ヘッドギア918が、鼻孔部分910を患者の頭部に
固定することができる。
【０３４２】
　図38は、本発明の技術の一実施形態による、従来技術の鼻のみデバイス901を鼻孔およ
び口マスクシステム940に変換する仕方を示す側面図である。鼻孔部分910およびエルボー
912は、取り外すこともでき、含むマスクシステム940は、コネクタ924などによって、チ
ューブ915に接続することができる。従来技術の鼻のみデバイスは、例えば、「Breeze(登
録商標)Sleepgear(登録商標)」デバイスであってよい。
【０３４３】
　マスクシステム940は、患者の口とともに封止部を形成するための口部分942、および患
者の鼻孔とともに封止部を形成するための鼻孔部分952を備えることができる。口部分942
は、ヘッドギア954に接続するためのヘッドギアコネクタ946を備えることができ、鼻孔部
分952は、ヘッドギア950に接続するためのヘッドギアコネクタ944を備えることができる
。マスクシステム940は、モジュール式マスクシステムまたは一体型マスクシステムとす
ることができ、加圧された空気を患者の鼻孔および/または口に送達することができる。
【０３４４】
　あるいは、マスクシステム940は、鼻孔部分910を利用し、口部分を追加することができ
、マスクシステム940は、口部分である。この実施形態では、エルボー912の通気口914は
、口部分940に接続するために使用され、通気口914内の挿入部は、取り外され、口部分94
0は、通気口に空気圧で接続するように適合される。この実施形態では、空気は、通気口9
14から口部分940に流れ出ることができ、ヘッドギア918などの、元のヘッドギアは、保持
されうる。
【０３４５】
　図39は、鼻孔のみデバイス901の別の修正形態の概略側面図である。この実施形態では
、鼻ピロー960は、鼻孔のみデバイス901内の開口部920から取り出され、マスクシステム9
62は、鼻ピロー960の代わりに鼻孔のみデバイス901に接続される。マスクシステム962は
、開口部に接続するように適合された一対のコネクタ964を有する。
【０３４６】
　マスクシステム962は、口部分968および鼻孔部分969を備える。口部分968は、口封止部
974のところで患者の口とともに封止部を形成し、コネクタ964を通じて加圧された空気を
受け入れる。口部分968は、コネクタ976により鼻孔部分969に接続される。鼻孔部分969は
、患者の鼻孔および支持部分972とともに封止部を形成するように適合された鼻孔係合部
分970を備えることができる。あるいは、鼻孔部分969は、鼻ピローまたはプロング、また
は鼻チャンバーなどの別の種類の鼻孔部分とすることができる。
【０３４７】
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　マスクシステム940および962は、患者に呼吸療法を施すための鼻孔のみデバイスを患者
に鼻孔および/または口呼吸療法を施すためのデバイスに変換するために使用することが
できる。
【０３４８】
　図40は、患者の鼻孔にCPAP治療を施す従来技術の鼻孔のみCPAPデバイス980を例示して
いる。CPAPデバイス980は、患者の鼻孔とともに封止部を形成するクッション988を備える
鼻孔部分982と、加圧されたガスの供給源に接続するためのコネクタ990と、ヘッドギアお
よび額部分984に接続するためのヘッドギアコネクタ985とを備えることができる。額部分
984は、額支持パッド986の位置を調節するための額支持パッド986およびダイアル994を備
える。クッション988は、矢印の方に引っ張ることによって取り外せる。
【０３４９】
　図41は、本発明の技術の一実施形態による、従来技術の鼻のみデバイス980を鼻孔およ
び口マスクシステム993に変換する仕方を示す側面図である。クッション988は、取り外す
ことができ、鼻孔および口マスクシステム993をクッション988の代わりに鼻のみデバイス
に接続することができる。
【０３５０】
　鼻孔および口マスクシステム993は、クッション988と同じ形状の接触部987とともに形
成されることによってクッションの代わりに鼻のみデバイス980のフレームに接続するよ
うに適合されうる。鼻孔および口マスクシステム993は、患者の顔とともに封止するよう
に適合されたクッション998を備え、鼻係合部分994および下唇係合部分995を備えること
ができる。ヘッドギアコネクタ996は、ヘッドギア997に接続することができる。鼻孔およ
び口マスクシステム993は、したがって、鼻孔のみデバイス980を鼻孔および口マスクシス
テム993に変換するために使用することができる。マスクシステム993の前側部分999は、
剛性を増すために剛体化材とともに形成されうる。
【０３５１】
　鼻孔および口マスクシステム993は、AAV(窒息防止弁)を備えることができ、これは、開
口部1002およびフラップ1004を有するものとしてよい。空気送達チューブから伝えられる
ような圧力がマスクシステム993に印加されると、フラップ1004は閉鎖位置をとる。圧力
が印加されない場合、フラップ1004は開放位置1006に移動し、これにより、使用者は開口
部1002を通して呼吸ができる。図示されていないが、図39の実施形態も、そのようなAAV
を備えることができる。
【０３５２】
　本明細書で説明されているマスクシステムは、患者の鼻孔のみ、患者の口のみのうちの
一方、または患者の鼻孔と口の両方に呼吸両方を施し、患者の鼻孔のみ、患者の口のみの
うちの他方、または患者の鼻孔と口の両方に呼吸療法を定期的に変える方法を施すために
使用することができる。例えば、呼吸療法を最初に患者の鼻孔のみに施し、次いで、定期
的に、患者の鼻孔のみに呼吸療法を施すことから、患者の鼻孔および口に呼吸療法を施す
ことに変更することができる。
【０３５３】
　説明されているマスクシステムは、呼吸療法による治療方法を施すためにも利用するこ
とができ、第1のフットプリントを有する第1のマスクが、一定期間、患者に付けられ、次
いで、第1のマスクが取り外され、第1のフットプリントと異なる第2のフットプリントを
有する第2のマスクが、第2の一定期間、患者に付けられる。例えば、第1のフットプリン
トは、鼻孔のみマスク、鼻孔および口マスク、ならびに口のみマスクのうちの1つとする
ことができ、第2のフットプリントは、鼻孔のみマスク、鼻孔および口マスク、ならびに
口のみマスクのうちの別の1つとすることができる。
【０３５４】
　本発明は、最も実用的で、好ましい実施形態であると現在考えられているものに関して
説明されているが、本発明は、開示されている実施形態に限定されず、却って、本発明の
精神および範囲内に含まれるさまざまな修正形態および同等の配列を対象とすることを意
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図されている。また、上述のさまざまな実施形態は、他の実施形態と併せて実装すること
が可能であり、例えば、一実施形態のいくつかの態様を、他の実施形態の態様と、さらに
他の実施形態を実現するために組み合わせることができる。さらに、所定のアセンブリの
それぞれの独立した特徴体またはコンポーネントは、追加の実施形態を構成することがで
きる。それに加えて、本発明は、OSAを患っている患者に特に適用されるが、他の疾病(例
えば、うっ血性心不全、糖尿病、病的肥満、脳卒中、肥満症治療手術など)を患っている
患者も、上記の教示からの恩恵を受けることができることは理解されるであろう。さらに
、上記の教示は、非医療用途における患者および非患者にも適用可能である。
【符号の説明】
【０３５５】
　　1　マスクシステム
　　2　エルボー
　　3　栓
　　4　スイベルリング
　　5　柔軟なチューブ
　　6　通気孔
　　8　ガセット
　　10　インラインAAVアダプタ
　　20　鼻孔部分
　　21　ヘッドギアコネクタ
　　22　鼻孔封止部分
　　25　減結合部分
　　30　コネクタ
　　31　ヘッドギアタブ
　　35　栓
　　40　口部分
　　41　下側ヘッドギアコネクタ
　　42　口封止部分
　　43　鼻孔部分コネクタ
　　44　スイベルコネクタ
　　45　減結合部分
　　46　開口部
　　47　フレーム
　　49　チャンバー
　　50　後側開口部
　　51　封止リング
　　52　前開口
　　54　つまみ
　　55　弁
　　56　鼻孔部分ドッキングステーション
　　60　ヘッドギア
　　61　側部ヘッドギアストラップ
　　62　側部ヘッドギアコネクタ
　　63　下側ヘッドギアストラップ
　　64　係止デバイス
　　65　後側ヘッドギア部分
　　66　頭頂部ストラップ部分または頂部ストラップ
　　67　接続領域
　　68　ストラップループ
　　69　調節機構



(57) JP 6046626 B2 2016.12.21

10

20

30

40

50

　　79　底部分
　　81　側部分
　　85　頂部分
　　87　首部分
　　101　一体型マスクシステム
　　102　エルボー
　　103　通気口
　　105　柔軟なチューブ
　　120　鼻孔部分
　　121　ヘッドギアコネクタ
　　122　鼻孔封止部分
　　125　減結合部分
　　140　口部分
　　141　ヘッドギアコネクタ
　　142　口封止部分
　　143　鼻孔部分コネクタ
　　145　減結合部分
　　147　構造部分
　　160　ヘッドギア
　　201　マスクシステム
　　202　エルボー
　　220　鼻孔部分
　　221　支持壁
　　222　鼻孔封止部分
　　226　オリフィス
　　230　ヘッドギアコネクタ
　　231　ヘッドギアタブ
　　240　口部分
　　242　口封止部分
　　243　鼻孔接続部分
　　245　減結合部分
　　246　口オリフィス
　　247　フレーム
　　252　支持膜
　　253　支持部分
　　254　鼻先端部係合部分
　　256　上唇係合部分
　　257　前側アンカー点
　　258　肥厚隅領域
　　259　後側アンカー点
　　260　前側肥厚部分
　　262　後側肥厚部分
　　264　上側部分
　　266　下側部分
　　268　湾曲部分
　　270　中を刳り抜いた部分
　　301　モジュール式マスクシステム
　　305　柔軟なチューブ
　　306　コネクタ
　　308　スイベルコネクタ
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　　320　鼻孔部分
　　321　ヘッドギアコネクタ
　　322　鼻孔封止部分
　　325　減結合部分
　　326　開口部
　　340　口部分
　　345　減結合部分
　　348　開口部
　　349　コネクタ
　　360　ヘッドギア
　　370　モジュール式マスクシステム
　　372　鼻孔部分
　　374　鼻孔封止部分
　　375　口封止部分
　　376　ガセット
　　379　空気送達チューブまたは導管
　　380　口部分
　　400　マスクシステム
　　401　モジュール式マスクシステム
　　402　コネクタ
　　405　柔軟なチューブ
　　409　肥厚部分
　　420　鼻孔部分
　　421　ヘッドギアコネクタ
　　422　鼻孔封止部分
　　425　減結合部分
　　427　鼻孔フレア係合部分
　　440　口部分
　　441　ヘッドギアコネクタ
　　442　口封止部分
　　443　柔軟な部分
　　444　スイベルリング
　　445　減結合部分
　　448　上唇係合部分
　　454　鼻先端部係合部分
　　456　上唇係合部分
　　458　支持部分
　　460　ヘッドギア
　　470　鼻封止領域
　　472　封止リング
　　501　マスクシステム
　　502　コネクタ
　　505　柔軟なチューブ
　　520　鼻孔部分
　　521　ヘッドギアコネクタ
　　522　鼻孔封止部分
　　525　減結合部分
　　540　口部分
　　541　ヘッドギアコネクタ
　　542　口封止部分
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　　544　スイベルコネクタ
　　545　減結合部分
　　554　鼻先端部係合部分
　　556　上唇係合部分
　　558　支持部分
　　560　ヘッドギア
　　569　発泡体患者接触部分
　　572　封止リング
　　573　クッション剛体化材
　　701　マスクシステム
　　705　柔軟なチューブ
　　710　スイベルリングおよび他のコネクタ
　　712　二重エルボー
　　720　鼻孔部分
　　721　ヘッドギアコネクタ
　　722　鼻孔封止部分
　　725　減結合部分
　　740　口部分
　　741　ヘッドギアコネクタ
　　742　口封止部分
　　744　スイベルリングおよび他のコネクタ
　　745　減結合部分
　　760　ヘッドギア
　　801　鼻孔および口キット
　　802　コネクタ
　　803　栓
　　805　鼻孔のみキット
　　810　口キット
　　812　鼻孔部分ヘッドギア
　　820　鼻孔封止部分
　　822　ダイアル
　　823　剛体要素
　　826　開口部
　　830　入口チューブ
　　840　口部分
　　850　口部分ヘッドギア
　　855　二重エルボー
　　856　コネクタ
　　860　鼻孔および口部分ヘッドギア
　　870　鼻孔および口部分ヘッドギア
　　901　従来技術の鼻孔のみCPAPデバイス
　　910　鼻孔部分
　　912　エルボーコネクタ
　　914　通気口
　　915　チューブ
　　918　ヘッドギア
　　920　開口部
　　924　コネクタ
　　940　鼻孔および口マスクシステム
　　942　口部分
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　　944　ヘッドギアコネクタ
　　946　ヘッドギアコネクタ
　　950　ヘッドギア
　　952　鼻孔部分
　　954　ヘッドギア
　　960　鼻ピロー
　　962　マスクシステム
　　964　コネクタ
　　968　口部分
　　969　鼻孔部分
　　970　鼻孔係合部分
　　972　支持部分
　　974　口封止部
　　976　コネクタ
　　980　従来技術の鼻孔のみCPAPデバイス
　　982　鼻孔部分
　　984　額部分
　　985　ヘッドギアコネクタ
　　986　額支持パッド
　　987　接触部
　　988　クッション
　　990　コネクタ
　　993　鼻孔および口マスクシステム
　　994　ダイアル
　　994　鼻係合部分
　　995　下唇係合部分
　　996　ヘッドギアコネクタ
　　997　ヘッドギア
　　998　クッション
　　999　前側部分
　　1002　開口部
　　1004　フラップ
　　1006　開放位置
　　1100　マスクシステム
　　1105　スイベル
　　1120　鼻孔部分
　　1122　ノズル
　　1130　口部分
　　1132　上唇係合部分
　　1134　下唇係合部分
　　1140　二重エルボー
　　1141　下側端部
　　1142　第1のエルボーリング
　　1143　棘のある端部分
　　1144　第2のエルボーリング
　　1146　第1の空気通路または分岐
　　1148　第2の空気通路または分岐
　　1150　鼻孔部分
　　1152　ノズル
　　1153　支持部分



(61) JP 6046626 B2 2016.12.21

10

20

30

40

50

　　1154　発泡体部分
　　1160　鼻孔部分
　　1162　支持部分
　　1162-1　支持壁
　　1164　封止部分
　　1165　端部分
　　1170　鼻孔部分
　　1172　支持部分
　　1174　封止部分
　　1176　鼻先端部係合部分
　　1178　上唇係合部分
　　1180　マスクシステム
　　1181　減結合部分
　　1182　口部分
　　1183　被覆フラップ
　　1184　下唇係合部分
　　1185　空気ホース
　　1186　上唇係合部分
　　1187　スイベル
　　1188　エルボー
　　1189　封止リング
　　1190　鼻孔部分
　　1192　支持部分
　　1193　封止部分
　　1194　鼻先端部係合部分
　　1196　上唇係合部分
　　1198　口クリップ
　　1198.1　鼻孔クリップ
　　1200　マスクシステム
　　1202　口部分
　　1204　前側部分
　　1206　下唇係合部分
　　1208　上唇係合部分
　　1210　鼻孔部分タブ
　　1212　バニティーフラップまたは被覆フラップ
　　1214　減結合部分
　　1220　鼻孔部分
　　1222　支持部分
　　1224　封止部分
　　1226　上唇係合部分
　　1228　鼻先端部係合部分
　　1229　取付リング
　　1230　エルボー
　　1232　空気送達チューブ
　　1260　モジュール式マスクシステム
　　1262　口部分
　　1264　下唇係合部分
　　1266　上唇係合部分
　　1268　口クリップ
　　1270　減結合(折り畳み式)部分
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　　1272　開口
　　1280　鼻孔部分
　　1282　支持部分
　　1284　封止部分
　　1286　鼻孔クリップ
　　1290　ヘッドギアコネクタ
　　1300　マスクシステム
　　1302　口部分
　　1304　下唇係合部分
　　1306　上唇係合部分
　　1310　鼻孔部分
　　1312　鼻先端部係合部分
　　1314　鼻孔係合部分
　　1316　折り畳み式または減結合部分
　　1318　空気供給ホース
　　1320　一体型マスクシステム
　　1322　口部分
　　1324　下唇係合部分
　　1326　フレーム
　　1330　鼻孔部分
　　1332　支持部分
　　1334　封止部分
　　1336　鼻先端部係合部分
　　1337　上唇係合部分
　　1338　クリップ部分
　　1342　スイベル
　　1344　空気供給ホース
　　1350　モジュール式マスクシステム
　　1351　第1の開口
　　1352　口部分
　　1354　フレーム
　　1355　口封止部
　　1356　下唇係合部分
　　1357　第2の開口
　　1358　上唇係合部分
　　1359　リング
　　1360　鼻孔部分
　　1362　支持部分
　　1364　封止部分
　　1368　鼻先端部係合部分
　　1370　上唇係合部分
　　1374　エルボー
　　1376　スイベル
　　1380、1390　鼻孔部分
　　1382、1392　発泡体部分
　　1384、1394　孔
　　1400　モジュール式マスクシステム
　　1402　口部分
　　1404　前側部分
　　1405　下側発泡体部分
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　　1406　上側発泡体部分
　　1407　エルボー
　　1408　外側発泡体部分
　　1409　空気供給ホース
　　1410　鼻孔部分
　　1412　支持部分
　　1414　封止部分
　　1416　鼻先端部係合部分
　　1418　上唇係合部分
　　1420　ヘッドギア
　　1430　モジュール式マスクシステム
　　1432　口部分
　　1434　クッション部分
　　1436、1448　磁石
　　1440　鼻孔部分
　　1442　封止部分
　　1443　上唇係合部分
　　1446　支持部分
　　1447　鼻領域
　　1480　モジュール式マスクシステム
　　1482　口部分
　　1484　フレーム
　　1485　下側開口
　　1486　バニティーフラップまたは被覆フラップ
　　1487　上側開口
　　1490　鼻孔部分
　　1492　発泡体部分
　　1493　クリップ
　　1494　ノズル部分
　　1496　柔軟な部分
　　1498　スイベルまたはカフ
　　1499　空気ホース
　　1500　口部分
　　1502　モジュール式マスクシステム
　　1503　上側開口
　　1504　フレーム
　　1505　下側開口
　　1506　発泡体部分
　　1507　エルボー
　　1508　クリップ
　　1509　バニティーフラップまたは被覆フラップ
　　1510　鼻孔部分
　　1512　柔軟な部分
　　1514　1つまたは複数のクリップ
　　1516　発泡体部分
　　1520　モジュール式マスクシステム
　　1522　口部分
　　1523　フレーム
　　1524　下唇係合部分
　　1526　上唇係合部分
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　　1527　下側開口
　　1528　上側開口
　　1540　鼻孔部分
　　1542　支持部分
　　1544　封止部分
　　1546　鼻先端部係合部分
　　1548　上唇係合部分
　　1550　接続リング
　　1552　第1の流路
　　1554　第2の流路
　　1560　エルボー
　　1562　通気孔
　　1566　空気ホース
　　1577　上側開口
　　1579　下側開口
　　1580　マスクシステム
　　1581　エルボー
　　1582　口部分
　　1584　下唇係合部分
　　1585　通気孔
　　1586　上唇係合部分
　　1587　空気ホース
　　1589　フレーム
　　1590　鼻孔部分
　　1592　支持部分
　　1594　封止部分
　　1595　凹み
　　1596　鼻先端部係合部分
　　1598　上唇係合部分
　　1600　モジュール式マスクシステム
　　1602　口部分
　　1610　鼻孔部分
　　1612　エルボーおよびスイベル
　　1615　コネクタ
　　1617　コネクタ
　　1618　上側ヘッドギア
　　1619　バックストラップ
　　1620　下側ヘッドギア
　　1622　バックループ
　　1630　モジュール式マスクシステム
　　1632　口部分
　　1634　開口
　　1640　鼻孔部分
　　1644　エルボー
　　1646　空気ホース
　　1650　マスクシステム
　　1652　口部分
　　1654　クッション
　　1655　クッションフェイシア接続部分
　　1656　開口
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　　1657　クッションフェイシア部分
　　1658　バニティーフラップまたは被覆フラップ
　　1659　減結合部分
　　1660　鼻孔部分
　　1661　ローブまたは領域
　　1662　封止部分
　　1663　隆起部または凹み
　　1665　封止リング
　　1670　ヘッドギアコネクタ
　　1671　ガセット
　　1680　リング接続部分
　　1682　開口
　　1684　ポケット
　　1686　肥厚部分
　　1692　上唇領域
　　1693　顎領域
　　1694　隆起部または頂点
　　1695　頬領域
　　1699　バックストラップ
　　2000　ヘッドギア
　　2001　2点ヘッドギア
　　2002　第1の後側ストラップ
　　2002.1　オス部
　　2006　第2の後側ストラップ
　　2006.2　相補的な/メス部
　　2100　口クッション
　　2102　ポケット
　　2104　側壁
　　2655　接続領域
　　2692　上唇領域
　　2693　顎領域
　　2694　隆起部
　　2695　頬領域
　　3000　ピロー、鼻封止部分
　　3002　口クッションサブアセンブリ
　　3004　エルボー
　　3006　クッション
　　3008　フェイシア
　　3008.1　陥凹部
　　3008.2　陥凹部
　　3008.3　ラグまたは隆起部
　　3010　クリップ
　　3010.1、3010.2　突出部
　　3011　唇封止部
　　3012　継手
　　3013　起伏部
　　3014　タブ
　　3100　クリップ
　　4000　マスクシステム
　　4100　口クッション
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　　4102　ポケット
　　4104　上側接続部分
　　4106　封止部分
　　4108　後縁
　　4110　開口
　　4112　唇封止部
　　4114　溝
　　4200　クッションクリップ
　　4202　鼻封止接続部分
　　4204　継手
　　4206　起伏部
　　4208　タブ
　　4210　支持領域
　　4212　フェイシア接触唇部
　　4214　クッション接触唇部
　　4218　タブ
　　4300　フェイシア
　　4302　溝
　　4304　タブ
　　4306　下側ヘッドギアコネクタ
　　4308　エルボーコネクタ
　　4310　スロット
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