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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
正圧時に空気を供給するためのブロワーであって、このブロワーは、固定部を含み、軸
方向軸を有する略渦巻形状のハウジングと、回転部と、空気流入口および空気流出口とを
備え、
上記空気流出口が、第１部分と第２部分とを有し、
上記第１部分が、上記ハウジングの渦巻に対する略接線方向に配置された軸に沿って延
び、上記第２部分が、上記軸方向軸と−２０°から２０°の角度を成す軸を有すると共に
、
上記空気流出口が、少なくとも２つのチャンネルに分かれ、これらのチャンネルの各々
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が、上記第１，第２部分に沿って延びていることを特徴とするブロワー。
【請求項２】
請求項１に記載のブロワーにおいて、上記チャンネルが平行であることを特徴とするブ
ロワー。
【請求項３】
請求項１または２に記載のブロワーにおいて、
上記ハウジングは、フローチャンネルの一部を形成することを特徴とするブロワー。
【請求項４】
請求項１から３のいずれか１つに記載のブロワーにおいて、
上記回転部はインペラであることを特徴とするブロワー。
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【請求項５】
請求項１から４のいずれか１つに記載のブロワーにおいて、
上記回転部は、駆動手段に連結されていることを特徴とするブロワー。
【請求項６】
請求項１から５のいずれか１つに記載のブロワーにおいて、
上記空気流入口は、上記回転部の回転軸に対して略軸方向に配置されていることを特徴
とするブロワー。
【請求項７】
請求項１から６のいずれか１つに記載のブロワーにおいて、
上記空気流出口の一部は、上記回転部の回転軸に対して接線方向に配置されていること
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を特徴とするブロワー。
【請求項８】
請求項１から７のいずれか１つに記載のブロワーにおいて、
上記空気流出口は、略放射状断面形状であることを特徴とするブロワー。
【請求項９】
請求項１から８のいずれか１つに記載のブロワーにおいて、
上記空気流出口は、上記少なくとも２つのチャンネルの各々が半円形断面を有するよう
に分けられることを特徴とするブロワー。
【請求項１０】
請求項１から９のいずれか１つに記載のブロワーにおいて、
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上記空気流出口は、上記回転部の回転軸周りの半径に対して略接線方向に配置されてい
る、少なくとも第１部分を有することを特徴とするブロワー。
【請求項１１】
請求項１から１０のいずれか１つに記載のブロワーにおいて、
上記空気流出口は、上記空気流入口の軸に略平行に伸びている、少なくとも一部分すな
わち第２部分を有することを特徴とするブロワー。
【請求項１２】
請求項１から１１のいずれか１つに記載のブロワーにおいて、
上記空気流出口の分割は、この空気流出口を上記少なくとも２つのチャンネルに分ける
、少なくとも１つのブレードによって達成されることを特徴とするブロワー。
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【請求項１３】
請求項１２に記載のブロワーにおいて、
上記固定部の一部をブレードが形成し、このブレードは、上記空気流出口を通る空気流
の方向、および／または、上記空気流出口の長手方向軸に対して平行に伸びることを特徴
とするブロワー。
【請求項１４】
請求項１２または１３に記載のブロワーにおいて、
２つの軸によって画定される平面にブレードが伸びており、この２つの軸のうちの一方
の軸は、上記回転部の回転軸に略平行であり、もう一方の軸は、上記回転部の回転軸に略
垂直であることを特徴とするブロワー。
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【請求項１５】
請求項１から１４のいずれか１つに記載のブロワーにおいて、
ラジアルブロワーであることを特徴とするブロワー。
【請求項１６】
請求項１から１５のいずれか１つに記載のブロワーにおいて、
上記空気流出口の部分の軸が、上記軸方向軸と約０°の角度を成すことを特徴とするブ
ロワー。
【請求項１７】
請求項１２から１６のいずれか１つに記載のブロワーにおいて、
Ｌ形状のブレードを備えることを特徴とするブロワー。
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【請求項１８】
請求項１２から１７のいずれか１つに記載のブロワーにおいて、
上記ブレードが、少なくとも上記固定部の一部と一体に形成されていることを特徴とす
るブロワー。
【請求項１９】
請求項１８に記載のブロワーにおいて、
上記ブレードが、上記ブロワーのハウジングの一部と一体に形成されていることを特徴
とするブロワー。
【請求項２０】
請求項３および請求項３に従属する請求項４から１９のいずれか１つに記載のブロワー

10

において、
上記少なくとも２つのチャンネルおよび／またはブレードは、上記ブロワーの上記回転
部の回転軸周りの半径に対する接線上にある開始点から上記少なくとも２つのチャンネル
に、または、チャンネル内に伸びるように配置されて、位置することを特徴とするブロワ
ー。
【請求項２１】
請求項３および請求項３に従属する請求項４から２０のいずれか１つに記載のブロワー
において、
上記少なくとも２つのチャンネルおよび／またはブレードは、上記渦巻形状すなわち上
記ハウジングの内径上にある開始点から上記少なくとも２つのチャンネルに、または、チ
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ャンネル内に伸びるように配置されて、位置することを特徴とするブロワー。
【請求項２２】
請求項１から２１のいずれか１つに記載の、正圧時に空気を供給するためのブロワーで
用いるブレードであって、
このブロワーの空気流出口に収まり、かつ、この空気流出口を少なくとも２つのチャン
ネルに分けるよう構成されていることを特徴とするブレード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、患者用換気装置および部品または患者用呼吸装置および部品に関する。その
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ため、侵襲的換気または非侵襲的換気、気道正圧療法、持続性気道正圧（ＣＰＡＰ）、そ
して、特に睡眠呼吸障害（ＳＤＢ）状態の双レベル療法および治療（例えば、閉塞性睡眠
時無呼吸（ＯＳＡ）や、他の様々な呼吸疾患および呼吸器系統の病気）を含む、あらゆる
形態の呼吸器換気システムで用いる。本発明は、特に、ブロワー、ブレード、ガスケット
、ケーブル、インペラ、ガス流入口および入口部材、改良された空気路または流体流路お
よびそれに関する部品、そして／または、上述したモジュラー換気または呼吸装置および
特に本発明の１以上の他の態様（aspect）を組み込んでいるモジュラー換気または呼吸装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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例えば閉塞性睡眠時無呼吸（ＯＳＡ）等の睡眠呼吸障害（ＳＤＢ）状態等の呼吸疾患お
よび呼吸器系統の病気が知られており、このような疾患または病気の患者の苦しみを治療
するための療法が開発されてきた。上記疾患および病気を治療するための方法は、侵襲的
換気または非侵襲的換気、気道正圧療法、持続性気道正圧（ＣＰＡＰ）、双レベル療法お
よび治療を含む。
【０００３】
例えば、閉塞性睡眠時無呼吸（ＯＳＡ）の持続性気道正圧（ＣＰＡＰ）治療は、サリバ
ン（米国特許No.4,944,310参照）により発明された。例えばＯＳＡを治療するための器具
は一般にブロワーを備え、このブロワーは、空気送出管を介して、患者インターフェース
（例えばマスク）に空気または可呼吸性ガスを供給する。
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【０００４】
上記療法は、一般に長時間行われ、実に一日に最大２４時間行われるが、夜間が望まし
い適用期間である。したがって、装置を身に付けている間、患者は通常眠る。そのため、
静かで快適なシステムであることが望ましい。さらに、効果的で信頼性のあるシステムで
あるのが望ましく、患者のパラメータの変更に対する素早い反応を可能にするシステムが
望ましい。加えて、製造、組立および維持するのが容易なシステムを提供するのが望まし
い。また、モードおよび使用方法に関してより柔軟性のあるシステムを提供するのが望ま
しい。患者の移動性を改善するために、柔軟かつ可動性の呼吸装置を提供することがさら
に望ましい。
【０００５】
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上記療法への適用のための患者用換気または呼吸装置は、技術的に知られている。近年
、多くの改良が成されたが、従来のシステムは、遅い反応時間、大きい重量および規模、
複雑な構造、および高い電力消費に未だ悩まされている。
【０００６】
上記装置は、とりわけ、（異なる）要求圧力で患者に空気を搬送するためのブロワーま
たはポンプを一般に備えている。ブロワーは、一般的に、遠心流、軸流または混合流とし
て分類される。一般に、ブロワーは２つの主要部分、すなわち回転部（つまりインペラお
よびシャフト）と流体流路を定める固定部（略渦巻形状等のチャンバ）とを備えている。
インペラの回転は、運動エネルギーを空気に与える。固定部は、インペラから、この固定
部に設けられた流出口の通路内に排出された空気の方向を変える。この方向変更の間、下
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流抵抗または下流圧力源により圧力が生成されるため、空気は流れるために抵抗を受ける
。空気の流れは、この抵抗に逆らって遅くなるので、運動エネルギーの一部は、圧力の形
で位置エネルギーに変換される。
【０００７】
一般に、インペラの回転が速くなればなるほど、生じる圧力は高くなる。あまり効率的
ではないブロワーは、より効果的なブロワーと同じ圧力を生成するため、一般に、そのイ
ンペラをより速く回転させる必要がある。一般に、あるブロワーをより遅く動かすことは
、より静かにし、ブロワーの寿命を延ばす。言うまでもないが、例えばサイズや重量の配
分のような、ブロワーの有効性に対する更なる影響力が存在する。したがって、正圧時に
空気の供給を生成することでブロワーをより効果的にすることが一般に望まれている。さ
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らに、ブロワーをより静かにすることは一般的要求である。さらに、システム（特に、良
い加速特性を有し、良い応答特性を可能にし、そして、特に交番圧力を提供するため高い
流量出力および圧力出力を同時に達成するブロワー）を提供する必要がある。
【０００８】
WO‑A‑2007/134405における先行技術の考察に基づいて、図１および図２を参照すると、
ブロワーの３方向、すなわち、半径方向Ｒ、接線方向Ｔおよぶ軸方向Ａが定められている
。従来の遠心ブロワー１０は、流出口２０と、流入口３０と、電気モータ４０と、インペ
ラ５０と、シャフト６０とを備えている。矢印７０は、空気流の一般的方向を示している
。空気は、流入口３０からブロワーに入り、回転インペラによって加速する。インペラに
より与えられた回転は、一般に、空気流を接線方向Ｔに向かわせる。その後、ブロワーの
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渦巻形状は、空気流を渦巻状にさせる。その後、空気流は、ブロワーから、流出口２０を
介して略接線方向Ｔに出る。
【０００９】
あるブロワー、例えば軸方向に展開する渦巻ブロワーにおいて、この渦巻形状は、略接
線方向Ｔにブロワーから出る前に、接線方向の渦巻空気流を僅かに軸方向Ａに向ける。
【００１０】
ブロワーの性能は、しばしば、ファン曲線を使用して説明される。このファン曲線は、
空気の流量に対する空気の出力圧力を示している。インペラ寸法、インペラ羽根の数およ
び形状を含む多くの要素が、このファン曲線に影響を及ぼす。設計上のプロセスは、望ま
しい圧力、流量、サイズ、実現性、製造可能性、およびノイズ等の競合する優先事項間の
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複雑なバランスである。構成要素のサイズ、形状および構造の多くの組み合わせが、圧縮
された空気の流れを作り出すことができる一方で、この結果が、最適からは程遠い、ある
いは実行不可能である場合がある。
【００１１】
従来技術のブロワーの不利な点は、これらが騒音放射に悩まされる傾向がある点である
。音響ノイズのそばにフロー信号のノイズも存在し、このフロー信号の特定の方向に異な
るまたは等しいエラーを引き起こし、その結果、呼吸装置に関して不都合な設定をもたら
す場合があることが認められている。
【００１２】
ブロワーを改良するために多くの試みが技術的に成されてきたが、従来技術の不利益を
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克服するブロワーであって、改良された、シンプルな、信頼性のある、安全な、効果的な
、効率の良いブロワーの必要性が残ったままである。
【００１３】
さらに、そして、上述したブロワーの一般的設計と組み合わせて、インペラの設計は、
ブロワー全体の機能性、ノイズおよび有効性に非常に大きな影響を与える。したがって、
従来技術の不利益を克服するインペラであって、改良された、シンプルな、信頼性のある
、安全な、静かな、効果的な、効率の良いインペラが必要である。
【００１４】
さらに、そして、上述したブロワーおよび／またはインペラの一般的設計と組み合わせ
て、換気または呼吸装置の流体流路（可呼吸ガスを向かわせる）およびその部品と、この
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換気または呼吸装置の部品の設計および配置は、換気または呼吸装置全体の機能性、ノイ
ズおよび有効性に非常に大きな影響を与える。これは、追加のガス（例えば酸素）が呼吸
ガスの流れに加えられることになっている装置または療法に対して、特に適用される。こ
れに関連して、酸素の安全かつ信頼性のある供給を行って、万一火花が器具内で発生した
場合に、火災の危険を低減することが更なる目的である。したがって、改良された、シン
プルな、安全な、信頼性のある、効果的な、効率の良い流体流路およびその部品が必要で
ある。
【００１５】
例えば、Wo‑A‑2007/004898は、マニホールドを備える呼吸補助器具に関する。このマニ
ホールドは、ガス供給および加湿装置を設けている、または、ガス供給および加湿装置に
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組み込み可能である。このマニホールドは、酸素濃縮器からのガスが、ガス供給および加
湿装置を通る流れ（最も一般的には空気）と混合されることを可能にする。酸素および他
の呼吸ガス（空気）の混合された出力は、その後、加湿される。この呼吸補助器具および
マニホールドでは、マニホールドの側部から周囲空気流入開口部に広がる酸素流入ポート
を介して、ガス供給装置の入力気流に酸素が加えられる。
【００１６】
US‑A‑5701883は、圧力支持換気装置のための、または圧力支持換気装置における酸素混
合配置を説明しており、モジュラー酸素供給アセンブリが、より大型の呼吸器具の中に選
択的に挿入可能である。患者の排気流を放出し、過度のガス流を周辺環境に放出すること
によってシステム圧力を制御するために用いられるバルブ配置からの追加ダウンストリー
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ムである酸素を供給するためのバルブ配置および計測が使用される。
【００１７】
これらの周知の装置では、例えば酸素と呼吸ガスに関する、安全で、簡単な、信頼性の
ある混合を未だ行うことができない。
【００１８】
WO‑A‑2008102216は、圧縮ガスを患者に供給するためのガス供給ユニットに関し、この
ユニットは、ガス流を患者に供給ための空気ハウジングと、患者に供給されるガス流を制
御するための制御ハウジング（２０）と、このユニット（１）に電力を供給するための電
力供給ハウジング（３０）とを備えている。これらの３つのハウジングは、互いにはっき
り分かれていて、シングルユニットを形成するため、共に取り外し可能に連結されるよう
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に設計されている。
【００１９】
流体流路および呼吸装置の周知のコンセプトおよび設計には、特に、製造、メンテナン
ス、機能性および／または安全性の容易さに関して、未だ更なる改良が必要である。
【００２０】
手短に言えば、従来技術の不利益を克服する改良型患者用換気または呼吸装置およびそ
の部品が必要である。特に、柔軟で、扱い易く、維持し易い装置およびその部品であって
、信頼性のある、安全な、製造容易な、静かな、効果的な、効率の良い装置およびその部
品が必要である。
【発明の概要】
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【００２１】
改良型患者用換気または呼吸装置、および患者用換気または呼吸装置のための改良型部
品を提供することが本発明の根底にある目的であり、特に、先行技術の不利益および上述
の必要性に関する。
【００２２】
これらの目的および更なる目的は、（先行技術およびその欠点に関する上記説明から明
らかなように、そして、本発明およびその利点の以下の説明から明らかなように）独立請
求項（および以下で説明するような態様）の特徴の組み合わせによって満たされる。一方
、この独立請求項は、本発明の好ましい実施形態および態様を参照する。
【００２３】
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本発明は、患者用換気装置および部品または患者用呼吸装置および部品に関する。その
ため、侵襲的換気または非侵襲的換気、気道正圧療法、持続性気道正圧（ＣＰＡＰ）、そ
して、特に睡眠呼吸障害（ＳＤＢ）状態の双レベル療法および治療（例えば、閉塞性睡眠
時無呼吸（ＯＳＡ）や、他の様々な呼吸疾患および呼吸器系統の病気）を含む、あらゆる
形状の呼吸器換気システムで用いる。本発明は、特に、ブロワーに関し、このブロワーと
の組み合わせと共に、および／または、このブロワーと組み合わせて用いるためのブレー
ドに関する。本発明は、二者択一的にまたは追加として、インペラに関し、特に上述のブ
ロワーと共に、そして、本発明によるブロワーと共に用いる。本発明は、二者択一的にま
たは追加として、改良型空気路または流体流路およびその部品に関し、そのため、上述の
換気または呼吸装置に用い、特に本発明によるブロワーおよび／またはインペラと共に用
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いる。二者択一的にまたは追加として、本発明は、上述のモジュラー換気または呼吸装置
に関し、特に本発明によるブロワー、インペラ、および／または、流路を組み込んでいる
。二者択一的にまたは追加として、本発明は、上述の換気または呼吸装置に用いられるガ
スケットおよびケーブルに関し、特に本発明の更なる態様と共に用いる。二者択一的にま
たは追加として、本発明はまた、上述の換気または呼吸装置に用いられるガス流入口およ
び入口部材に関し、特に本発明によるブロワー、インペラ、ガスケット、モジュラー換気
または呼吸装置、および／または、ケーブル等の本発明の１以上の更なる態様と共に用い
る。追加として、本発明は、複数の上記発明を組み込んだ患者用換気または呼吸装置に関
する。
【００２４】
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本発明の態様は、正圧時に空気を静かに、効率よく供給するためのブロワーまたはエア
ポンプを対象にしている。このようなブロワーは、好ましくは患者用換気または呼吸装置
であり、特に本発明の明細書の導入部分で説明したような呼吸疾患および呼吸器系統の病
気の治療に用い、そして、本発明の更なる態様と共に用いる。このようなブロワーは固定
部を備え、この固定部はハウジングであってもよく、より具体的には渦巻の形を成しても
よい。このブロワーは、駆動手段（好ましくは電気モータ）に連結される回転部をさらに
備えている。
【００２５】
上記ブロワーは、空気流入口と空気流出口とをさらに備える。この空気流入口は、軸方
向に配置されており、この空気流出口は、接線方向に配置される。この空気流出口は、少
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なくとも２つのチャンネル（流路）に分かれていて、これらの少なくとも２つのチャンネ
ルは、好ましくは平行である。好ましくは、この空気流出口は、略放射状断面形状であり
、例えば２つのチャンネルが半円形断面を有するように分けてもよい。二者択一的に、例
えば４つのチャンネルの各々は、四分円の断面を有することもできる。この空気流出口の
分割は、少なくとも１つのブレードにより成され、空気流出口を少なくとも２つの好まし
くは平行なチャンネルに分ける。このブレード（固定部の一部を形成する）は、好ましく
は、空気流出口を通る空気流の方向、および／または、空気流出口の長手方向軸に対して
平行に伸びる。このブレードは、好ましくは２つ軸により画定される平面に伸びており、
この２つの軸のうち一方の軸は、上記渦巻形状の軸に対して略平行であり、もう一方の軸
は、上記渦巻形状の軸に対して略垂直である。好ましくは、上記空気流入口は、ブロワー
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の内側から伸びる円筒またはチューブ状の入口部材として画定される。
【００２６】
好ましい実施形態において、空気は、空気流入口からブロワーに入り、回転インペラに
より加速する。このインペラにより与えられた回転は、一般に、空気流を接線方向Ｔの外
側に放射状に向かわせる。ブロワーの渦巻形状は、このとき、空気流を渦巻状にさせる。
空気流は、その後、分けられている流出口を介して、ブロワーから略接線方向Ｔに出る。
【００２７】
好ましくは、空気流出口のチャンネル、および本発明によるブレードによる上記チャン
ネルの分割によって得られる複数のチャンネルは、それぞれ、好ましくは約７０°と１１
０°の間の角度、好ましくは９０°の角度の流路の方向転換を含む。好ましくは、この方
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向転換は、空気流出口のチャンネルから軸方向に平行な方向に（好ましくは、空気流入口
に平行な方向に、そして、好ましくは、空気流入口に対して反対方向に）空気が出るよう
に、空気流出口のチャンネルの流路を方向転換するものである。言い換えれば、空気は、
好ましくは一の方向からブロワーに入り、ブロワーから反対方向に出る。
【００２８】
この実施形態において、上記ブレードは、好ましくは空気流出口の流路の方向転換に従
って伸びると共に、好ましくは各々が長手方向軸を持つ２つの部分を備える。これらの長
手方向軸には、このブレード面にあり、かつ、ブロワーの空気流出口の方向転換の角度に
対応する角度が含まれている。好ましくは、この角度は、約７０°から１１０°の範囲に
あり、好ましくは９０°である。
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【００２９】
好ましくは、このブレードは、ブロワーハウジングまたはそれに関する少なくとも一部
（例えばプラスチック射出成形によって、ハウジングの渦巻形状またはそのハウジングの
一部）と一体に形成されている。好ましくは、ブロワーの材料は、低燃性の生体適合性プ
ラスチックである。その一方で、当然のことながら、他の製造方法および他の材料を適用
可能である。
【００３０】
本発明は、二者択一的にまたは追加として、正圧時に空気を供給するための（好ましく
はラジアル）ブロワーと共に、好ましくは本発明によるブロワーと共に用いるためのブレ
ードに関する。このブレードは、ブロワーの空気流出口に収まり、かつ、この空気流出口
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を少なくとも２つの（好ましくは平行な）チャンネルに分けるよう構成されている。好ま
しい実施形態において、このブレードは、好ましくは空気流出口全体に沿って伸びる。好
ましくは、このブレードは、少なくとも２つの部分またはセクションを備え、各々がブレ
ード面に伸びる長手方向軸を有している。これらの２つの長手方向軸は、このブレード面
で互いに向かい合って傾斜し、約７０°から１１０°、好ましくは９０°の角度を含んで
いる。好ましくは、このブレードはＬ字形状である。本発明によるブレードは、好ましく
はブロワー（の固定部）と同じ材料から作られる。このようなブレードは、好ましくは、
ブロワーハウジングの一部と一体に形成されたもの以外の上述のブロワーのブレードに対
応する。
【００３１】
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本発明によるブロワーは有利であり、特に騒音の発生を低減する。これは、同一動作状
態の下、同一ブロワー間で、本発明によるブレードの存在および否存在の比較テストによ
って証明された。それと同時に、ブロワーによって送り出される空気流の流れおよび圧力
は、本発明により損なわれない。上述のブロワーまたはブレードの好ましい形状および特
徴は、ブレードを持たないブロワーと比べて付加的改良に関連している。本発明による解
決策は、製造がシンプルで、信頼性があり、簡単である。
【００３２】
呼吸装置に適した本発明の一実施形態において、ブロワーは、さらに以下で説明される
、少なくとも１つのインペラの好ましい実施形態を含む。
【００３３】
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一実施形態において、ブロワーは１のステージを備え、本発明の他の実施形態において
、ブロワーは１以上のステージを備える。複数のステージが軸に沿って用いられている本
発明の一実施形態において、モータが中心に配置され、ほぼ同数のインペラが、このモー
タの両側に軸に沿って配置される。
【００３４】
好ましくは、モータは、軸方向に配置された空気流入開口に対して軸対称（回転対称）
のブロワー側面に設けられている。
【００３５】
本発明の更なるおよび／または二者択一の態様は、インペラに関し、特に医療装置に用
いるブロワーと共に用い、特に本発明の導入部分にあるような呼吸器換気システムのあら
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ゆる形態に用い、特に本発明のブロワーおよび／または更なる態様と共に用いる。
【００３６】
上記インペラは、好ましくは、円盤状のシュラウド（覆い）から伸びる複数の羽根を備
える。このシュラウド（空気流に向かって下方に、または、空気流入口から離れて配置さ
れる）は、好ましくは略円盤状形状である。
【００３７】
上記シュラウドは、好ましくは軸方向または底面から見たときの外周を形成する波形歯
またはのこぎり歯を備える。このシュラウドの外径は、最大外形と最小外形との間で変化
する。好ましくは、最大外径は、上記羽根の外部先端付近に達する一方、最小外径は、２
つの隣接する羽根の間（好ましくは隣接する羽根の各ペアの間）に達する。
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【００３８】
上記羽根は、上記シュラウドから（好ましくは垂直に）伸び、好ましくはこのシュラウ
ドと一体に形成される。上記インペラは、回転軸を備えると共に、好ましくは上記軸に関
して略回転対称である。
【００３９】
好ましくは、上記羽根は、放射状に配置され、内径から外径まで伸びる。好ましくは、
この羽根は、インペラの回転軸の近くの内径の開始点から第１中間直径まで略一定高さで
あり、この第１中間直径から外径の端部に向かって高さが減少する。好ましくは、上記羽
根は、インペラの回転軸の近くの内径の開始点から第２中間直径まで略一直線であり、こ
の第２中間直径から外径の端部に向かって湾曲し、この第２中間直径が、内径と外径との
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間にある。好ましくは、この第２中間直径は、第１中間直径と外径との間にある。二者択
一的に、この第２中間直径は、好ましくは内径と第１中間直径との間にあるか、第１中間
直径に等しい。上記湾曲は、ポジティブにもネガティブにもできるが、この湾曲はネガテ
ィブ（すなわち回転方向から離れる）であるのが好ましい。
【００４０】
高さの増加形状は、好ましくはハウジングまたは固定部の形状と一直線になっており、
好ましくはそれに一致する。
【００４１】
本発明によるインペラは、好ましくは約３．２ｇｃｍ２（好ましくは約２．５ｇｃｍ２
）未満の慣性または慣性モーメントを有する。
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【００４２】
好ましくは、上記慣性モーメントは、約１．２ｇｃｍ２と３．４ｇｃｍ２との間の範囲
にあり、好ましくは約１．２ｇｃｍ２と２．５ｃｍ２との間の範囲にあり、好ましくは約
２．２ｇｃｍ２である。
【００４３】
本発明によるインペラは、好ましくはプラスチックから作られ、好ましくは耐酸素プラ
スチックおよび／または好ましくは非含有プラスチック材料から作られている。
【００４４】
本発明によるインペラは有利であり、特に、騒音の発生を低減し、一定のモータ速度の
ための高圧力搬送を行い、相対的に低いモータ速度時に一定圧力の供給を可能にし、そし
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て、応答時間が速い。さらに、本発明によるインペラは、好ましくは剛性インペラに比較
的低い慣性をもたらす。本発明によるインペラは、特に高速回転（例えば約５０ｋｒ／ｍ
ｉｎ）に適している。このインペラは、特に、静かで、高効率であり、患者のニーズに対
応するために高速モータ加速を可能にし、そして、高速時に非常に低い応力を示す。これ
は特に、換気およびＶＰＡＰ（登録商標）／ＢｉＰＡＰ（登録商標）のために、モータが
高速と低速との間を循環させることを可能にし、低い交番応力レベルに応じて疲労破壊の
リスクを非常に小さくする。
【００４５】
本発明は、加えて、そして、もう一つの方法として、上述の換気または呼吸装置用のガ
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スケットおよび空気路に関し、特にブロワー、インペラ、および／または、本発明の更な
る態様と共に用いる。
【００４６】
本発明によるガスケットは、とりわけ、低圧または環境エリアから、換気または呼吸装
置の高圧エリアをシール状態で分離するよう構成されている。このガスケットは、好まし
くは、ブロワーの異なるエリアおよび／または部品、特にブロワー、流路および／または
マフリングチャンバの有利な配置をさらに可能にする。
【００４７】
上記ガスケットは、好ましくは（このガスケットの表地と比較したとき）比較的硬質な
材料のコアを備え、コアは、好ましくはアルミニウムで作られる。このコアには、１以上
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の構造要素が設けられており、特に、例えばブロワー（好ましくは本発明によるブロワー
）を用いて、低圧エリアから高圧エリアまで空気が送り込まれることを可能にする。本発
明に従ったガスケットは、好ましくはブロワーに懸下を設けるのに適している構造要素が
さらに設けられ、空気路を定めるハウジングの第１部分および第２部分にガスケットをシ
ール状態で接続する。
【００４８】
上記ガスケットには、弾性プラスチック材料のスキンまたはコーティングが設けられる
。この材料は、ガスケットのコアよりも比較的軟質であり、好ましくはシリコンである。
シリコンは、特に酸素抵抗を強化し、生体適合性があり、高度な衝撃吸収（ダンプニング
）特性およびシーリング特性を有するため好ましい。好ましくは、このガスケットの略全
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体は、上記スキンを備える、または、上記スキンでコーティングされる。これに関連して
、「略（substantially）」という言葉は、上記コアの表面エリアの８０％以上、好まし
くは９０％以上、より好ましくは９５％以上１００％までを意味すると理解される。特に
、コーティング方法に応じて、上記コアの特定の部分は、コーティングされていないまま
であってもよい。これは特に、コアがコーティング中に支持手段により保持または支持さ
れる場合であり、支持部材とコアとの間の接触部分にコーティングまたはスキンを設ける
ことができない。
【００４９】
上記ガスケットは、好ましくは、高圧エリアと低圧エリアとをシール状態で分離するこ
とができ、換気装置および呼吸装置において少なくとも２つのコンパートメントを画定す
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ることがきるという点で有利である。好ましくは、上記ガスケットは、ハウジングの第１
部分にシール状態で接触するよう構成されている。このハウジングは、このハウジングの
第１部分の一面に開口している２つのチャンバが設けられており、これらの両チャンバは
、このハウジングの第１部分の同じ面を向いて開口している。上記チャンバの１つは高圧
エリアを画定し、上記チャンバのもう１つは低圧エリアを画定する。ハウジングの第１部
分とハウジングの各チャンバとは、上記ガスケットの一面にシール状態で接触する。さら
に、本発明のガスケットは、このガスケットに取り付けられる、ブロワーのための支持物
または懸下を備える。ここで、上記ガスケットは、好ましくは上記ブロワーのために必要
な締結手段、支持手段および衝撃吸収手段の重要な部分を生得的に備えている。したがっ
て、ブロワー（およびそのモータ）をガスケットの一面に取り付けることができる。相対
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的に硬質な材料で作られたコアが、支持構造体を提供する一方で、このガスケットの弾性
プラスチックスキンは、特にガスケットおよびブロワー間のシール接続および緩衝接続を
可能にする、接続手段および支持手段を提供するよう構成される。
【００５０】
同時に、上記ブロワーおよびモータは有利に配置され、低圧チャンバからガスケットを
介してブロワー内に（その後、高圧力時に、高圧エリアに）空気を吸い込む、あるいは、
換気することができる。好ましくは、高圧エリアまたはチャンバと、低圧エリアおよびチ
ャンバとは、ハウジングの第１部分において互いに隣接して設けられており、これらの面
の１つにおいて、上記ガスケットにより両方ともにシール状態で閉じられる。
【００５１】
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本発明によるガスケットは、好ましくはフラット拡張部または略平面拡張部を備える一
方で、このガスケットは正確には平面ではないが、ハウジングの１以上の部分とシール状
態で接続するために、上記ハウジングの位置を決めるため、および／または、上記ガスケ
ットに取り付けられた部分（例えばブロワー）を支持、衝撃吸収および位置決めするため
に、様々な構造要素（例えば、リップ、縁、フランジ、またはエレベーション）が設けら
れることが理解される。好ましくは、上記ガスケットは、２つのハウジング部分をシール
状態で閉じるよう構成されており、好ましくは各ハウジング部分が、ガスケットの一面に
配置されている。このハウジングの第１部分は、好ましくは高圧コンパートメントと低圧
コンパートメントとを画定する、あるいは好ましくは高圧コンパートメントと低圧コンパ
ートメントとに分けられる。このハウジングの第２部分はまた、好ましくは２つのチャン
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バまたはコンパートメントを備え、これらのうちの１つはブロワーを収容し、支持する。
さらに、このハウジングの第２部分は、圧縮空気のための経路を備える。この経路は、ハ
ウジングの第１部分で画定される高圧チャンバからガスケットを介して装置の外側に向か
って（例えば圧縮空気を患者に向かわせるホースの中に）通じている。ハウジングの第１
部分とガスケットとによって画定される第１チャンバおよび第２チャンバは、好ましくは
衝撃吸収材料またはマフリング材料で満たされており、好ましくは泡状物質、より好まし
くはシリコンフォームで満たされている。
【００５２】
したがって、上記空気路は、好ましくはガスケットとハウジングの少なくとも１つの部
分（好ましくは２つの部分）とにより画定され、このガスケットとシール状態で接触して

40

いる。
【００５３】
低圧チャンバからブロワー（この低圧チャンバに対してガスケットの反対側に配置され
ている）内への空気の流れを可能にするために、その後、ブロワーから高圧チャンバ（こ
のブロワーに対してガスケットの反対側に再度配置される。そのとき、好ましくは、圧縮
空気を導く経路内のガスケットの反対側に戻る）内への空気の流れを可能にするために、
上記ガスケットは、好ましくは、ガスケットの一方の面から他方の面に空気が流れること
を可能にするための開口を３つ（好ましくは少なくとも３つ）備える。
【００５４】
上記ホール（開口）の少なくとも１つ（好ましくは２つ）の部分において、上記ガスケ
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ットのスキンは、特に上記ブロワーをシール状態で支持し、緩衝するために、組み合わせ
たシールおよび接続手段を備える。このシールおよび接続手段は、好ましくは環状の開口
縁として構成され、ブロワーの一部（好ましくは流入チャンネルおよび／または流出チャ
ンネル）を押すことができる。この縁は、そのとき、ブロワーにシール状態で接続されて
いる。好ましくは、この縁は、懸下および／または衝撃吸収構造体によってガスケットの
コア上に、または、ガスケットのコアに対して支持され、以下のように、スキンまたはコ
ーティングによっても形成される。１つの平面コアを備える１つのガスケットを設けるこ
とが好ましいと理解されているが、例えば２以上の、異なる平面に伸びる分離コアおよび
／またはコアを代わりに設けてもよい。
【００５５】

10

本発明によるガスケットは、組み合わされ、かつ、改良された様々な機能を備える。こ
の機能は、例えば、ハウジング部分および／またはブロワーの支持、ハウジング部分およ
び／またはブロワーの衝撃吸収、ハウジングの異なる部分（例えば異なる圧力エリア）の
シーリングおよびマフリングである。同時に、このガスケットは、特にシリコンスキンお
よびその構造配置に応じて、好ましくは、酸素に係る安全性（O2 safety）を増加させる
と共に、非時効性であり、例えばハウジングおよびブロワーの改良された接続を可能にし
、そして、それらの位置を決める。特に、本発明によるガスケットは、空気路およびその
部品に関する設計、サイズおよび配置を著しく改善すると共に、組立の容易さおよび質を
支持し、改良する。
【００５６】
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特に、本発明のガスケットによる改良された機能性を提供することによって、空気路に
沿って漏出量が減少する構造が提供されて、部品数を低減するのに役立ち、組立の質およ
び必要時間を改善すると共に、換気装置の改良されたサイズおよびモジュール性を促進す
る。特に、本発明によるガスケットは、換気または呼吸装置の他の部分（例えば電子機器
）からの空気路の分割を可能にし、その結果、衛生状態および安全性を高める。さらに、
本発明のガスケットは、分割可能かつ交換可能な空気路を提供することができ、特に、少
ない部品で構成され、かつ、よく騒音低減された改良空気流を可能にする小型空気路を提
供することができる。
【００５７】
したがって、本発明によるガスケットは、（好ましくはセンサレスな）ブロワーユニッ
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トが、上記空気路の外側に配置された配置を可能にし、衛生状態および安全性を改善し、
さらに、コスト、部品、必要なスペース等の低減をもたらす。
【００５８】
本発明は、さらに、その代わりとして、上述の換気または呼吸装置に用いられるケーブ
ルに関し、特にブロワー、インペラ、ガスケット、および／または、本発明の更なる態様
と共に用いる。
【００５９】
本発明による改良された（好ましくはセルフシールの）ケーブルは、シリコンコーティ
ングを含んでいる。好ましくは、２以上、好ましくは４以上、より好ましくは６以上の金
属製のワイヤ（好ましくは標準ワイヤまたはリッツ線）が設けられている。これらの金属

40

製のワイヤは、好ましくは、概して一平面あるいは円形配置または長円形配置に互いに隣
接して配置されると同時に、互いに距離を置いている。これらのワイヤには、このワイヤ
に直接加えられたシリコンコーティングが成されている。すなわち、このワイヤとシリコ
ンコーティングとの間に中間シース等を設けていない。
【００６０】
本発明によるセルフシーリングケーブルは、互いにおよび周囲に対して、異なる金属製
のワイヤの電子機器用絶縁体を提供し、改善された酸素に係る安全性を示し、そして、セ
ルフシーリングで２つの部分の間を固定することができるという特別な利点を有する。言
い換えれば、本発明によるセルフシーリングケーブルは、例えば互いに接続された２つの
ハウジングの部分の間の接触部位を通って伸びることができると共に、どんな追加のシー
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リング材料等の必要もないシール方法でハウジングの内部側から外側まで伸びることがで
きる。本発明によるセルフシーリングケーブルは、複数の部分（ここではハウジングの部
分）とシール状態で接触しており、これらの部分間を伸びるのに、特定のシーリング手段
等を必要としない。シリコンコーティングは、好ましくは、特定の最小厚さを有する。こ
の最小厚さは、例えば、少なくとも０．５ｍｍであり、外周またはケーブル表面からワイ
ヤの１つまでの最小距離に沿って測定される。
【００６１】
上記ケーブルは、好ましくはブロワーと共に（好ましくは本発明によるブロワーと共に
）用いるよう構成され、このブロワーの電力供給や、制御等を可能にする。より好ましく
は、本発明によるセルフシーリングケーブルは、本発明によるガスケットと、好ましくは

10

本発明によるブロワーとを組み合わせて用いられ、このブロワーを空気路に配置すること
ができると同時に、上記ケーブルは、この空気路の内側のモータからこの空気路の外側ま
で、セルフシーリングで伸びて、その結果、構造の自由度、製造および組立の容易さ等を
高めることができる。明確に要求されないが、２つの接触している部分の接触部位を通る
シール方法における本発明によるセルフシーリングケーブルを案内するための接触部位の
特定の寸法は、さらに有利な場合がある。特に、２つの部分間の既定ギャップには、上記
ケーブルの全体形状と、このケーブルよりも僅かに小さい寸法とが設けられている。
【００６２】
本発明は、さらに、およびその代わりに、上述の換気または呼吸装置のための吸気フィ
ルタを備える入口部材に関し、ブロワー、インペラ、ガスケット、および／または、本発
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明の更なる態様と共に用いる。好ましい実施形態によれば、この入口部材は上述の空気路
の一部を形成する。
【００６３】
上記入口部材は、好ましくは流入口ハウジングを備え、この流入口ハウジングには、少
なくとも第１部分と第２部分とを設ける。好ましくは、この流入口ハウジングには、第３
部分をさらに設ける。上記入口部材の流入口ハウジングは、空気流入口（好ましくは、流
入口ハウジングの第１部分および第２部分の間に、あるいは、流入口ハウジングの第１部
分または第２部分に設けられる）と、空気流出口（好ましくは、流入口ハウジングの第２
部分および／または第３部分に設けられる）とを備える。この入口部材は、上記空気流入
口から上記空気流出口まで伸びる流入経路またはフィルタ経路をさらに備える。好ましく
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は、このフィルタ経路は、換気または呼吸装置の空気路の一部を構成し、および／または
、フィルタの空気流出口は、フィルタにかけられた空気を換気または呼吸装置およびその
空気路内にそれぞれ解放するよう構成される。上記入口部材は、流入経路に沿った流れる
空気を濾過するための流入口フィルタを備える。この入口部材および流入口フィルタは、
それぞれ、好ましくは換気または呼吸装置の低圧側に配置される。上記空気流入口は、周
囲空気が入口部材およびフィルタに入ることを可能にし、一の個別の開口に限定されない
。むしろ、空気流入口は、その環境に対し、スロットおよび／またはホール等の複数の別
個の開口を備える。
【００６４】
好ましくは、上記入口部材は、空気流入口に加えて、（例えば酸素供給のための）更な
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る流入口または第２流入口を備える。この第２流入口は、好ましくは、流入口ハウジング
の第２部分に、または、この第２部分によって設けられ、流入口ハウジングの第１部分に
設けられた対応する開口または切欠を介して、外部からアクセス可能である。好ましい実
施形態によれば、この第２流入口は、分かれた部分として、流入口ハウジングの部分の１
つ（好ましくは流入口ハウジングの第２部分）に接続可能に設けられ、この分かれた部分
は、好ましくは、以下により詳細に説明される第２流出口まで伸びる。
【００６５】
上記フィルタ要素（流入口フィルタ）は、好ましくは流入口ハウジングの内部、より好
ましくはフィルタの空気流入口と空気流出口との間に配置される。その代わりに、このフ
ィルタ要素はまた、空気流入口を構成する、または覆うこともできる。このフィルタ要素
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は、空気流入経路の断面全体に沿って広がり、空気入口部材を通って流れる全ての空気が
、フィルタ要素を通って流れる。上記フィルタ要素は、フレームと、このフレームに接続
されたフィルタ材料とを備える。このフィルタフレームは、流入口フィルタ経路のフィル
タフレームのハンドリングを改善し、このフィルタフレームのシーリングを強化するため
に、好ましくは（約７０ショアＡの）軟質材料で部分的にオーバーモールドされる。好ま
しくは、このフィルタフレームには、シーリングリップが設けられる。上記フィルタ要素
（上述のようにそのフレームおよびフィルタ材料）は、好ましくは、１つの平面または少
なくとも１つの平面に一般的に広がる。このフィルタフレームは好ましくは付勢されてい
る。好ましくは、略平面位置で組み立てられたときに張力をもたらすスライトラジアス（
slight radius）を有し、その結果、流入口流路におけるフィルタ要素の適切なシーリン

10

グを改良する。好ましくは、上記フィルタ要素は、切欠、凹部または開口を備え、特に、
上記第２流入口を介して供給され、かつ、このフィルタ要素を通って流れる必要があるガ
スまたは酸素なしで、更なる流入口または第２流入口あるいはそれ対応する第２流入経路
が、このフィルタ要素を通り越して広がることを可能にする。
【００６６】
第２流入経路または酸素流入経路（好ましくは、チャンネルのような構造を有する）は
、この第２流入経路または酸素流入経路（好ましくは、流入口ハウジングの第２部分の一
部を形成する、あるいは、それに加えて取り付けられた分離部である）からフィルタ要素
に沿って、流入口ハウジングの第２部分の中に、または、この第２部分に設けられた流出
口まで伸びる。したがって、この酸素流入経路は、好ましくは流入口ハウジングの第２部
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分の一部である。好ましくは、この流入経路は、流入口ハウジングの第２部分から突き出
して、流入口ハウジングの第１部分まで、または、第１部分を通って伸びる。好ましくは
、この流入口ハウジングの第１部分には、開口または凹部が設けられて、酸素流入口をア
クセスし易くする、または、酸素流入口へのアクセスを促進する。この酸素流入口には、
好ましくは酸素供給装置を接続するための接続手段が設けられている。
【００６７】
好ましくは、上記流入口ハウジングの第２部分は、少なくとも１つの流出口を備え、よ
り好ましくは、少なくとも第１流出口と第２流出口とを備える。この第１流出口は、上記
第１（空気）流入口と流体接続されているので、空気が流れる。この第２流出口は、上記
第２（例えば酸素）流入口と流体接続されているので、酸素が流れる。好ましくは、第１
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流出口および第２流出口は、同軸上に配置される。好ましくは、この第２流出口は、円形
断面を有する一方、第１流出口は、環状断面または形状を有する。好ましくは、空気流お
よび／または酸素流の方向に関して、第１流出口または空気流出口に対して第２流出口ま
たは酸素流出口を後退させる。好ましくは、この第２流出口は、空気／酸素流の方向に見
られる第１流出口の上流（好ましくは、直ぐ上流（すなわち、５ｍｍ未満））に配置され
る。
【００６８】
上記第１流出口および第２流出口は、好ましくは上記流入口ハウジングの第２部分に設
けられる。これらの空気流出口および酸素流出口は、好ましくは、空気流入口およびフィ
ルタを通る空気流が第２流入口または酸素流入口を介して供給される酸素と混合されるよ
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うに配置される。この配置は、好ましくは、上述の空気流出口または酸素流出口の配置に
起因する。
【００６９】
上記空気流出口および酸素流出口（設けられるならば）は、好ましくは、上記第２流入
口ハウジング部によって、この第２部分の後に、および／または、この第２部分に設けら
れた流入口チャンバに通じる、または、この流入口チャンバに開口する。このような流入
口は、好ましくは、流入口マフリングチャンバ、および／または、流体流路、および／ま
たは、空気流と酸素流とを適切に混合するための混合チャンバの構成要素となる。好まし
い実施形態によれば、このマフリングチャンバは、第３流入口ハウジング部によって画定
される、および／または、この第３部分によって閉じられる。
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【００７０】
上記入口部材は、特に利点があり、空気流入口の近く、かつ、換気または呼吸装置の低
圧側で、空気のフィルタリングと空気および酸素の混合とを可能にする。その結果、特別
に圧縮された酸素を供給すること、または、呼吸圧力に対する酸素圧力を個別に適合する
ことは、行われなくなる。したがって、空気および酸素の両方（好ましくは混合形態）が
、最適化された治療圧力で患者に供給され得る。好ましくは、呼吸装置の入口部材は、マ
フラーとしての機能を果たし、それ故に、呼吸装置およびブロワーから流入口側に向かっ
て放出される騒音（ノイズ）を切り離して、抑制する（衝撃吸収する）。したがって、本
発明による入口部材は、有利なサウンド衝撃吸収特性をさらに示し、特に、換気または呼
吸装置の全てのノイズを低減する。

10

【００７１】
上記入口部材のハウジングは、好ましくは、呼吸または換気装置に、あるいは、呼吸ま
たは換気装置内に、この入口部材を接続し、固定するための構造要素を備える。好ましい
実施形態によれば、この第１流入口ハウジング部は、特に、流入口フィルタまたはフィル
タ要素を損傷から保護する、ノイズを抑制する、フィルタを固定する、および／または、
入口部材の目に触れる外観の設計を、換気装置のハウジングおよび入口部材が接続されて
いる換気装置の外観と合わせるという目的に適う。
【００７２】
上記入口部材は、特に、簡単かつ安全な入口部材の取り扱い（ハンドリング）を可能に
する。特に、上記フィルタ要素は、例えば、患者、看護士およびサービスチームのメンバ
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ーが簡単に扱うことができると共に再配置することができて、輸送および保管が簡単であ
る。本発明による入口部材は、さらに、バイパス流量を低減し、好ましくは避けると共に
、プレマフラー／サイレンサーを供給する一方で、患者への搬送圧力と酸素供給圧力との
間で切り離される、最適化された圧力を可能にする。この流入口フィルタは、好ましくは
空気流入経路をシールして、全ての流入空気を濾過することができるようにする。好まし
くは、流入口フィルタは、ダストフィルタおよび／または花粉フィルタである。
【００７３】
本発明は、さらに、およびその代わりに、上述のモジュラー換気または呼吸装置に関し
、本発明によるブロワー、インペラ、ガスケット、空気路、および／または、流入口と共
に用いる。
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【００７４】
本発明による呼吸または換気装置は、好ましくは有利なモジュラー構造体であり、好ま
しくは操作者入力手段および表示手段が設けられたハウジングモジュールを備える。さら
に、電気モジュールが設けられている。この電気モジュールは、好ましくは、とりわけ制
御ユニットおよび追加的な所要電子機器を支えるため、構造支持体を提供するため、およ
び、上記モジュールと換気装置の一部との間の画定された位置を可能にするためのスケル
トンキャリアを備える。上記換気装置は、空気路モジュールをさらに備える。この空気路
モジュールは、空気路ハウジングを備え、この空気路ハウジングには、空気路流入口と、
空気路流出口とを設けており、ブロワーが配置される。好ましくは、上記空気路は、本発
明による空気路であり、上記空気路ハウジングには、本発明によるガスケットの一面にシ

40

ール状態で接続される２つの部分を設けている。一方で、このガスケットおよび／または
空気路ハウジングは、モータを有するブロワー（好ましくは、本発明によるブロワー）を
支える。
【００７５】
好ましくは、上記空気路モジュールは、入口部材（好ましくは、本発明および／または
ペイシェントコネクタに従った入口部材）を含む。
【００７６】
上記電気モジュールは、好ましくは、上記換気装置のハウジングに接続され、かつ、こ
のハウジングを支持するように、そして、上記空気路モジュールを支持および／または位
置付けるようにさらに構成されている。さらに、上記スケルトンキャリアおよび／または

50

(15)

JP 5781524 B2 2015.9.24

電気モジュールは、好ましくは、上記換気装置の異なる部分およびモジュール（例えば、
ハウジングモジュールおよび／または空気路要素の部分）の適切な調整および位置決めを
可能にするために構成され、そして、これらの適切な調整および位置決めを可能にするた
めの手段を備える。上記電気モジュールは、好ましくは電力供給装置、バッテリーまたは
アキュミュレータパック、制御ユニットおよび／またはディスプレイユニットを備える。
【００７７】
特に、ガスケットおよび空気路の上記説明から明らかになったので、ブロワーおよびそ
のモータは、あらゆるネジまたは追加の固定部材を必要とすることなく、簡単に空気路ハ
ウジングに差し込まれる、または、取り付けられる。むしろ、必要な懸下要素は、空気路
モジュールおよびハウジングモジュールと一体に設けられる。設けられるために必要な全

10

てのものは、ハウジングのブロワーおよびモータを緩衝するためのシリコンクッションで
ある。さらに、この装置は、更なるネジまたは他の追加の締結手段を使うことなく、上記
電気モジュールが、空気路要素内に簡単に取り付けられるように構成される。
【００７８】
上記入口部材および／またはペイシェントコネクタが、（例えば一方を他方に差し込む
ことによって、好ましくはプラグインコネクタおよび／または流量センサコネクタを介し
て、）上記空気路要素に一旦接続されたら、そして、上記空気路がハウジングモジュール
の下方部分に取り付けられ、上記電気モジュールが空気路の上に配置されたら、この連結
された電気モジュールおよび空気路は、入口部材を含み、ネジまたは他の追加の個別の締
結手段を使うことなく、互いに接続される。このハウジングの上方部分には、連結された

20

電気モジュールおよび空気路の上に配置される。このとき、このハウジングモジュールの
（好ましくは２つの）部分は、互いにネジで固定されており、その結果、異なるモジュー
ル（空気路モジュール、電気モジュールおよびハウジングモジュール）の位置を同時に決
定し、固定する。
【００７９】
この構造は、上記換気装置およびそのアセンブリの製造に関する簡単かつ有利な方法を
可能にする。独立して製造され、準備され、取り付けられる部品数を低減することができ
る。これらのモジュールは、このとき、本発明による換気装置を構成するために間単に組
み立てられ得る。好ましくは、例えばネジのような締結手段の数の低減のみに適用される
必要がある。これは、換気装置のモジュラー設計が、異なるモジュールを有利に同時に固

30

定することを可能にするためである。したがって、本発明の装置は、簡単かつ速い組立お
よび分解を可能にし、その結果、改善されたメンテナンスまたは修理を可能にするため、
特に有利である。個々の部品は、間単に再配置することができる。特に、患者によって吸
入または吐出される空気と接触している全ての部品は、間単に再配置することができる。
【００８０】
本発明のモジュラー換気装置はまた、清浄度および／またはセキュリティの点から特に
有利である。特に、本発明による装置は、空気路（結果として生ずる酸素供給を含む）、
電子機器および／またはハウジング間の明確な分離を可能にする。この装置のハウジング
の一部は、流路の一部を構成しない。電気で動くものまたは電子機器部分ひいては回路基
板または電気的部分は、上記空気路には存在しない。好ましくは、この空気路に設けられ

40

る唯一のセンサは、入口部材と流路ハウジングとの間に好ましくは配置される流量センサ
である。したがって、好ましくは、空気流と共に電子機器に至るダストおよび／または埃
は存在しない。好ましくは、患者は、電子部品の燃焼により作り出される煙を吸い込む危
険に晒されない。
【００８１】
本発明の他の態様は、治療のために、正圧時に空気を患者に供給するための方法に関し
、正圧時に空気を本発明のブロワーに供給することを含む。この方法は、上記空気を圧縮
すると共に、正圧時にこの空気を患者に供給する。好ましくは、上記方法は、この出願の
導入部分に記載されたような療法（例えば、ＢｉＰＡＰ（登録商標）療法）を提供するた
めに用いられる。本発明の他の態様は、このような方法または療法の応用（アプリケーシ
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ョン）における本発明の１以上の態様の使用に関する。本発明の他の態様は、本発明によ
るモジュラー患者用換気装置の組立（アセンブリ）に関する。
【００８２】
本発明の換気装置は、本発明の異なる態様に関する利点および利益の全ての説明から明
らかになるため、特に有利である。特に、有効かつ効率のよい換気装置が提供され、この
換気装置は、低い電力消費で、最適化され、かつ、速い療法の提供を可能にする。したが
って、この装置は、一般的な電力供給装置に依存する代わりに、バッテリーパックと共に
適切に用いることができる。
【００８３】
本発明の更なる好ましい態様および／またはその代わりの態様は、以下の項に関する。

10

【００８４】
１．正圧時に空気を供給するためのブロワーであって、このブロワーは、固定部および
回転部と空気流入口および空気流出口とを備え、この空気流出口が、少なくとも２つの好
ましくは平行なチャンネルに分かれていることを特徴とするブロワー。
【００８５】
２．項１に記載のブロワーにおいて、
上記固定部はハウジングを有し、このハウジングは、好ましくは渦巻形状であり、かつ
、好ましくはフローチャンネルの一部を形成することを特徴とするブロワー。
【００８６】
３．項１または２に記載のブロワーにおいて、

20

上記回転部はインペラであることを特徴とするブロワー。
【００８７】
４．項１から３のいずれか１つに記載のブロワーにおいて、
上記回転部は、駆動手段好ましくは電気モータに連結されていることを特徴とするブロ
ワー。
【００８８】
５．項１から４のいずれか１つに記載のブロワーにおいて、
上記空気流入口は、上記回転部の回転軸に対して略軸方向に配置されていることを特徴
とするブロワー。
【００８９】

30

６．項１から５のいずれか１つに記載のブロワーにおいて、
上記空気流出口は、上記回転部の回転軸に対して接線方向に配置されていることを特徴
とするブロワー。
【００９０】
７．項１から６のいずれか１つに記載のブロワーにおいて、
上記空気流出口は、略放射状断面形状であり、および／または、好ましくは上記チャン
ネルの２つの各々が半円形断面を有することを特徴とするブロワー。
【００９１】
８．項１から７のいずれか１つに記載のブロワーにおいて、
上記空気流出口は、上記渦巻形状から略接線方向に上記空気流を向かわせることを特徴

40

とするブロワー。
【００９２】
９．項１から８のいずれか１つに記載のブロワーにおいて、
上記空気流出口は、上記回転部の回転軸周りの半径に対して略接線方向に配置されてい
る、少なくとも一部分すなわち第１部分を有することを特徴とするブロワー。
【００９３】
１０．項１から９のいずれか１つに記載のブロワーにおいて、
上記空気流出口は、上記空気流入口の軸に略平行に伸びている、少なくとも一部分すな
わち第２部分を有することを特徴とするブロワー。
【００９４】
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１１．項１から１０のいずれか１つに記載のブロワーにおいて、
上記空気流出口の分割は、この空気流出口を少なくとも２つの好ましくは平行なチャン
ネルに分ける、少なくとも１つのブレードによって達成されることを特徴とするブロワー
。
【００９５】
１２．項１から１１のいずれか１つに記載のブロワーにおいて、
上記固定部の一部をブレードが形成し、このブレードは、上記空気流出口を通る空気流
の方向、および／または、上記空気流出口の長手方向軸に対して平行に伸びることを特徴
とするブロワー。
【００９６】

10

１３．項１から１２のいずれか１つに記載のブロワーにおいて、
２つの軸によって画定される平面にブレードが伸びており、この２つの軸のうちの一方
の軸は、上記固定部の軸および／または上記回転部の回転軸に略平行であり、もう一方の
軸は、上記固定部の軸および／または上記回転部の回転軸に略垂直であることを特徴とす
るブロワー。
【００９７】
１４．項１から１３のいずれか１つに記載のブロワーにおいて、
ラジアルブロワーであることを特徴とするブロワー。
【００９８】
１５．項１から１４のいずれか１つに記載のブロワーにおいて、

20

上記空気流出口のチャンネル、および／または、上記空気流出口の分割および／または
ブレードにより得られる複数の上記チャンネルは、約７０°から１１０°まで、好ましく
は約９０°の流路の方向転換を含むことを特徴とするブロワー。
【００９９】
１６．項１から１５のいずれか１つに記載のブロワーにおいて、
Ｌ形状のブレードを備えることを特徴とするブロワー。
【０１００】
１７．項１から１６のいずれか１つに記載のブロワーにおいて、
上記固定部、好ましくは上記ブロワーのハウジング、より好ましくは上記ブロワーのハ
ウジングの上記渦巻形状の一部と一体に形成されたブレードを備えることを特徴とするブ

30

ロワー。
【０１０１】
１８．項１から１７のいずれか１つに記載のブロワーにおいて、
上記ブロワーの上記回転部の回転軸周りの半径に対する接線上にある開始点から上記空
気流出口のチャンネルに、または、チャンネル内に伸びるように配置される、あるいは、
位置することを特徴とするブロワー。
【０１０２】
１９．項１から１８のいずれか１つに記載のブロワーにおいて、
上記空気流出口のチャンネルおよび／またはブレードは、上記渦巻形状から伸びるよう
に、および／または、上記渦巻形状すなわち上記ブロワーのハウジングの内径上にある開

40

始点から上記空気流出口のチャンネルに、または、チャンネル内に伸びるように配置され
て、位置することを特徴とするブロワー。
【０１０３】
２０．特に項１から１９のいずれか１つに記載の、正圧時に空気を供給するための好ま
しくはラジアルブロワーで用いるブレードであって、
このブロワーの空気流出口に収まり、かつ、この空気流出口を少なくとも２つの好まし
くは平行なチャンネルに分けるよう構成されていることを特徴とするブレード。
【０１０４】
２１．特に１から１９のいずれか１つに記載の、正圧時に空気を供給するためのブロワ
ー用のインペラであって、
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約３．２ｇｃｍ２好ましくは約２．５ｇｃｍ２未満の慣性を有することを特徴とするイ
ンペラ。
【０１０５】
２２．項２１に記載のインペラにおいて、
上記慣性のモーメントは、約１．２ｇｃｍ２と約３．２ｇｃｍ２との間の範囲にあり、
好ましくは約１．２ｃｍ２と約２．５ｇｃｍ２との間の範囲にあり、より好ましくは約２
．２ｇｃｍ２であることを特徴とするインペラ。
【０１０６】
２３．特に項１から１９のいずれか１つに記載の、正圧時に空気を供給するためのブロ
ワー用の、特に項２１または２２に記載のインペラであって、

10

シュラウドから伸びる複数の羽を備え、このシュラウドには、略波形の外径を設けてい
ることを特徴とするインペラ。
【０１０７】
２４．項２３に記載のインペラにおいて、
上記略波形の外径は、最小直径Ｄminと最大直径Ｄmaxとの間に広がっていて、この最小
直径Ｄminは約２４ｍｍから３２ｍｍの範囲、好ましくは約２８ｍｍであり、この最大直
径Ｄmaxは約３８ｍｍから３２ｍｍの範囲、好ましくは約４２ｍｍであり、および／また
は、上記最大直径と上記最小直径との間の差は約４ｍｍから２２ｍｍ、好ましくは約１０
ｍｍから１８ｍｍであることを特徴とするインペラ。
【０１０８】

20

２５．項２３または２４に記載のインペラにおいて、
最大外径は、上記羽根の外部先端付近に達し、および／または、最小外径は、２つの隣
接する羽根の間、好ましくは隣接する羽根の各ペアの間に達することを特徴とするインペ
ラ。
【０１０９】
２６．項２３から２５のいずれか１つに記載のインペラにおいて、
上記羽根には、高さが一定である部分と、高さが変化する部分とを設けていることを特
徴とするインペラ。
【０１１０】
２７．項２３から２６のいずれか１つに記載のインペラにおいて、

30

上記羽根は、これらの羽根の内径の開始点から第１中間直径まで略一定である高さと、
この第１中直径から上記羽根の外径の端部に向かって減少する高さとを有し、上記第１中
間直径は、上記内径と上記外径との間に位置することを特徴とするインペラ。
【０１１１】
２８．項２３から２７のいずれか１つに記載のインペラにおいて、
内径の開始点から第２中間直径まで略一直線である複数の上記羽根を備え、この羽根は
、上記第２中間直径から上記羽根の外径の端部に向かって湾曲し、この第２中間直径は、
上記羽根の内径および外径の間に位置することを特徴とするインペラ。
【０１１２】
２９．項２３から２８のいずれか１つに記載のインペラにおいて、

40

上記羽根の第２中間直径は、好ましくは第１中間直径と上記シュラウドの最大直径との
間に位置することを特徴とするインペラ。
【０１１３】
３０．項２３から２９のいずれか１つに記載のインペラにおいて、
上記羽根は湾曲しており、この湾曲は、好ましくはネガティブである、すなわち、回転
方向とは反対の方向に湾曲することを特徴とするインペラ。
【０１１４】
３１．正圧時に空気を供給する換気または呼吸装置に用いられ、流路の異なるエリア、
好ましくは、低圧エリアまたは周囲圧力エリアから高圧エリアをシール状態で分離するた
めのガスケットであって、比較的硬質な材料のコアと、このコアと比べて比較的軟質な材
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料で作られた外層とを備えることを特徴とするガスケット。
【０１１５】
３２．項３１に記載のガスケットにおいて、
上記コアが、アルミニウムで作られているか、上記外層が、シリコンで作られ、かつ、
上記ガスケットの略全体を覆っているかの少なくともいずれかであることを特徴とするガ
スケット。
【０１１６】
３３．項３１または３２に記載のガスケットにおいて、
上記コアおよび／または外層には、特に、ブロワーおよび／または流路を定めるハウジ
ングのシール接触、位置決め、懸下および／または衝撃吸収（ダンプニング）を可能にす

10

るための、１以上の構造要素が設けられていることを特徴とするガスケット。
【０１１７】
３４．項３１から３３のいずれか１つに記載のガスケットにおいて、
上記ガスケットが略平面形状であることを特徴とするガスケット。
【０１１８】
３５．項３１から３４のいずれか１つに記載のガスケットにおいて、
２つの面、すなわち、ハウジングの第１部分にシール状態で接触して閉じるための第１
面と、ハウジングの第２部分にシール状態で接触して閉じるための第２面とを備え、その
結果、例えば高圧エリアおよび低圧エリア等の異なるエリアまたは区画を定めることを特
徴とするガスケット。

20

【０１１９】
３６．項３１から３５のいずれか１つに記載のガスケットにおいて、
空気流を上記ガスケットの一方側から他方側へ向かわせることを可能にするために、少
なくとも２つ、好ましくは少なくとも３つ、より好ましくは３つの開口またはホールを備
えることを特徴とするガスケット。
【０１２０】
３７．項３１から３６のいずれか１つに記載のガスケットにおいて、
上記外層により定められる支持構造体が設けられた開口またはホールを備えることを特
徴とするガスケット。
【０１２１】
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３８．正圧時に空気を供給するための呼吸または換気装置のための流路であって、空気
流出口を有すると共に、項３１から３７のいずれか１つに記載のガスケットの第１面にシ
ール接触している第１流路ハウジング部と、空気流入口を有すると共に、上記ガスケット
の第２面にシール接触している第２流路ハウジング部とを備えることを特徴とする流路。
【０１２２】
３９．項３８に記載の流路において、
上記ガスケットにより支持され、かつ、上記第１流路ハウジング部の内側に位置してい
る、好ましくは項１から１９のいずれか１つに記載のブロワーをさらに備えることを特徴
とする流路。
【０１２３】
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４０．項３８または３９に記載の流路において、
上記第１流路ハウジング部は、略カップ状構造体であり、好ましくは分離壁によって少
なくとも２つのチャンバに分かれていて、上記ガスケットは、上記カップ状構造体と、好
ましくは上記少なくとも２つのチャンバの各々とをシール状態で閉じ、および／または、
上記第２流路ハウジング部は、略カップ状構造体であり、好ましくは分離壁により少なく
とも２つのチャンバに分かれていて、上記ガスケットは、上記カップ状構造体と、好まし
くは上記少なくとも２つのチャンバの各々とをシール状態で閉じることを特徴とする流路
。
【０１２４】
４１．項３８から４０のいずれか１つに記載の流路において、
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上記ブロワーおよびそのモータは、このモータの一端の流路で上記第１流路ハウジング
部によって支持されると共に、上記ブロワーの流体流入口および／または流体流出口の流
路で上記ガスケットによって支持され、好ましくは、上記ガスケットの一方の面から他方
の面に空気が流れることを可能にするための上記開口に設けられている複数の支持構造体
で支持されていることを特徴とする流路。
【０１２５】
４２．項３８から４１のいずれか１つに記載の流路において、
上記流路に沿って流れる呼吸に使えるガスが、好ましくは上記ガスケットに設けられた
２つ好ましくは３つの開口またはホールを通って流れることによって、上記ガスケットを
少なくとも２回、好ましくは３回横切ることを特徴とする流路。

10

【０１２６】
４３．特に、項１から４２のいずれか１つに記載のブロワー、インペラ、ガスケットま
たは流路と共に用いるためのセルフシールケーブルであって、複数の金属製のワイヤを備
え、これらのケーブルには、シリコンコーティングされたワイヤのみが提供されているこ
とを特徴とするケーブル。
【０１２７】
４４．項４３に記載のケーブルにおいて、
上記ワイヤが標準ワイヤまたはリッツ線であることを特徴とするケーブル。
【０１２８】
４５．項４３または４４に記載のケーブルにおいて、

20

少なくとも３、好ましくは５以上のワイヤを備えることを特徴とするケーブル。
【０１２９】
４６．項４３から４５のいずれか１つに記載のケーブルにおいて、
上記シリコンコーティングは、各々独立したワイヤに対するコーティングとして、隣接
しているワイヤに対する各々のワイヤの位置決め手段として、そして、好ましくは追加の
シール材料を必要としないで、上記ケーブルが２つの要素間にシール状態で固定されるこ
とを可能にするセルフシールスキンとしての機能を果たすことを特徴とするケーブル。
【０１３０】
４７．項４３から４６のいずれか１つに記載のケーブルにおいて、
上記シリコンコーティングは、少なくとも０．５ｍｍ、好ましくは少なくとも０．６ｍ

30

ｍ、より好ましくは０．７ｍｍの厚さであり、この厚さは、上記ケーブルの外部表面から
上記ワイヤの外部表面までの最短距離に沿って測定されていることを特徴とするケーブル
。
【０１３１】
４８．第１流体流、好ましくは周囲空気流を中に入れるための第１流入口と、第２流体
流、好ましくは酸素流を中に入れるための第２流入口とを備える換気または呼吸装置のた
めの入口部材であって、この入口部材は、第１流体流路および第２流体流路を定めると共
に、第１流出口および第２流出口をそれぞれ備えており、この第１流出口は、環状であり
、この第２流出口は、上記第１流入口に対して同軸上に配置され、および／または、上記
環状第１流出口で取り囲まれていることを特徴とする入口部材。

40

【０１３２】
４９．項４８に記載の入口部材において、
少なくとも１つの流入口ハウジング部を有するハウジングを備え、この流入口ハウジン
グ部には、上記第１流体流路の流出口と上記第２流体流ロの流出口とが設けられているこ
とを特徴とする入口部材。
【０１３３】
５０．項４８または４９に記載の入口部材において、
上記第１流体流路の断面全体に亘って広がるフィルタ要素を備えることを特徴とする入
口部材。
【０１３４】
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５１．項４８から５０のいずれか１つに記載の入口部材において、
フィルタフレームとフィルタ材料とを有するフィルタ要素を備え、このフィルタ材料は
、一般的に平面に広がると共に、少なくとも１つの平面に一般的に広がり、上記フィルタ
フレームは、好ましくは上記フィルタ材料が広がる上記少なくとも１つの平面を画定し、
この平面を囲むことを特徴とする入口部材。
【０１３５】
５２．項５０または５１に記載の入口部材において、
上記フィルタフレームは、このフィルタフレームの材料よりも軟質である材料で、少な
くとも部分的に外側被覆されていることを特徴とする入口部材。
【０１３６】

10

５３．項５０から５２いずれか１つに記載の入口部材において、
上記フィルタフレームは、ハンドリング部、および／または、シーリングリップ好まし
くは項５３に記載の柔軟材料から作られているシール構造体が設けられていることを特徴
とする入口部材。
【０１３７】
５４．項５０から５３にいずれか１つに記載の入口部材において、
上記フィルタフレームが、上記流入口流路における上記フィルタ要素の適切なシールを
支持する略平面位置で組み立てられるとき、このフィルタフレームは付勢され、好ましく
は張力をもたらすスライトラジアスを有することを特徴とする入口部材。
【０１３８】

20

５５．項４８から５４のいずれか１つに記載の入口部材において、
少なくとも第１部分および第２部分と好ましくは第３部分とを有する流入口ハウジング
を備え、この流入口ハウジングは、空気流入口を有し、この空気流入口は、好ましくは、
このハウジングの第１部分および／または第２部分と空気流出口のうちの２つに、および
／または、これらのうちの２つの間に設けられ、上記空気流出口は、好ましくは上記ハウ
ジングの第２部分および／または第３部分に設けられていることを特徴とする入口部材。
【０１３９】
５６．項４８から５５のいずれか１つに記載の入口部材において、
上記第２流入口および関連した上記第２流体流路は、流入口ハウジングの第２部分に、
または、この第２部分によって設けられると共に、この入力ハウジングの第１部分に設け

30

られた対応する開口または切欠を介して、外部からアクセス可能であることを特徴とする
入口部材。
【０１４０】
５７．項４８から５５のいずれか１つに記載の入口部材において、
上記第２流入口および関連した上記第２流体流路は、分離部として設けられ、一の流入
口ハウジング部分、好ましくは流入口ハウジングの第２部分に接続可能であり、この分離
部が、好ましくは上記第２流出口まで伸び、かつ、上記第２流出口に流体接続することを
特徴とする入口部材。
【０１４１】
５８．項４８から５７にいずれか１つに記載の入口部材において、

40

少なくとも１つの流入口ハウジング部を備え、この流入口ハウジング部は、少なくとも
第２流入口チャンバを画定し、この第２流入口チャンバは、第１流入口流チャンネルおよ
び第２流入口流チャンネルの一部を形成すると共に、流体の流れ方向から見て、上記第１
流出口および上記第２流出口の下流に配置され、かつ、上記第１流入口を通る流体流およ
び上記第２流入口を通る流体流のための連結流体流路を設けていることを特徴とする入口
部材。
【０１４２】
５９．項４８から５８のいずれか１つに記載の入口部材において、
少なくとも１つの流入口ハウジング部を備え、この流入口ハウジング部は、少なくとも
第２流入口チャンバを画定し、この第２流入口チャンバは、第１流入口流チャンネルおよ
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び第２流入口流チャンネルの一部を形成すると共に、上記入口部材の流出口を設けている
第３流入口ハウジング部すなわち蓋により覆われていることを特徴とする入口部材。
【０１４３】
６０．項４８から５９のいずれか１つに記載の入口部材において、
マフリング材料、好ましくはシリコンフォームで満たされている、少なくとも１つの流
入口チャンバを備えることを特徴とする入口部材。
【０１４４】
６１．項４８から５９のいずれか１つに記載の入口部材において、
上記第１流入口６１２から第１流入口チャンバ６２２内のフィルタ６２０を通って、そ
して、上記第２流入口またはマフリングチャンバ６２４内の流出口６３２を通って流出口

10

６１２までの第１流入口流路、および／または、上記第２流入口６１８から第２流入口ま
たはマフリングチャンバ６２４内の上記第２流出口６３２を通るチャンネル６６２を通っ
て流出口６１２までの第２流入口流路を構成し、この第１流入口流路および第２流入口流
路は、上記第１流出口６３０および上記第２流出口６３２、および／または、上記第２流
入口またはマフリングチャンバ６２４よりそれぞれ連結されることを特徴とする入口部材
。
【０１４５】
６２．ハウジングモジュールと、電気モジュールと、空気路モジュールとを備えること
を特徴とするモジュラー換気装置。
【０１４６】

20

６３．項６２に記載のモジュラー換気装置において、
上記空気路モジュールは、項３８から４２のいずれか１つに記載の流路を有し、好まし
くは、この流路へ接続される請求項４８から６１のいずれか１つに記載の入口部材を設け
ていることを特徴とするモジュラー換気装置。
【０１４７】
６４．項６２または６３に記載のモジュラー換気装置において、
上記電気モジュールは、上記空気路モジュールおよび上記ハウジングモジュールのため
の構造的支持体および位置決め用補助器具を設けているスケルトンキャリアを備えること
を特徴とするモジュラー換気装置。
【０１４８】

30

６５．項６２から６４のいずれか１つに記載のモジュラー換気装置において、
上記ハウジングモジュールは、第１ハウジング部と第２ハウジング部とを有し、この第
１ハウジング部および第２ハウジング部は、少なくとも２つ、好ましくは３つ、より好ま
しくは５つの締め付けネジによって互いに接続されており、上記締め付けネジが、上記ハ
ウジングモジュール、上記電気モジュールおよび／または上記空気路モジュールの第１ハ
ウジング部と第２ハウジング部とを同時に締め付けるように、上記ハウジングモジュール
、上記電気モジュールおよび上記空気路モジュールが配置されていることを特徴とするモ
ジュラー換気装置。
【０１４９】
６６．項６２から６５のいずれか１つに記載のモジュラー換気装置において、
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上記空気路モジュールは、更なる固定の必要なく上記ハウジングモジュール内に取り付
けられると共に、上記第１ハウジング部および上記第２ハウジング部を互いに接続すると
きに、上記ハウジングモジュールの第１ハウジング部および第２ハウジング部のうちの１
つと上記電気モジュールとの間で固定されることを特徴とするモジュラー換気装置。
【０１５０】
６７．項６２から６６のいずれか１つに記載のモジュラー換気装置において、
上記空気路モジュールを位置決めし、支持し、および／または、緩衝するために必要な
懸下要素が、上記空気路モジュールおよび／または上記ハウジングモジュールとそれぞれ
一体化して設けられることを特徴とするモジュラー換気装置。
【０１５１】

50

(23)

JP 5781524 B2 2015.9.24

６８．項６２から６７のいずれか１つに記載のモジュラー換気装置において、
入口部材および／または患者接続器が、例えば、好ましくはプラグインコネクタおよび
／またはフローセンサコネクタを用いて、一方を他方の中に差し込むことによって、上記
空気路モジュールに接続されていることを特徴とするモジュラー換気装置。
【０１５２】
６９．項６２から６８のいずれか１つに記載のモジュラー換気装置において、
上記空気路モジュールは、上記ハウジングモジュールの下部に取り付けられ、上記電気
モジュールは、この空気モジュールの上に配置され、連結された上記電気モジュールおよ
び入口部材を有する上記空気路モジュールが、ネジまたは追加の分離締め付け手段を使用
しないで互いに接続されることを特徴とするモジュラー換気装置。

10

【０１５３】
７０．項６２から６９のいずれか１つに記載のモジュラー換気装置において、
上記ハウジングモジュールの好ましくは２つの部分は、互いにネジで締め付けられ、そ
の結果、例えば上記空気路モジュール、上記電気モジュールおよび上記ハウジングモジュ
ール等の異なるモジュールの位置を同時に固定し、かつ、締め付けることを特徴とするモ
ジュラー換気装置。
【０１５４】
７１．項６２から７０のいずれか１つに記載のモジュラー換気装置において、
上記装置の外部ハウジングまたはハウジングモジュールの一部が、流路の一部を構成し
ないことを特徴とするモジュラー換気装置。

20

【０１５５】
７２．項６２から７１のいずれか１つに記載のモジュラー換気装置において、
上記電気モジュールまたは電子機器の一部ではないため、回路基板または電気部品が、
上記空気路モジュールに存在しないことを特徴とするモジュラー換気装置。
【０１５６】
７３．項６２から７２のいずれか１つに記載のモジュラー換気装置において、
上記空気路モジュールに設けられるべきセンサのみが、流路部の外側に設けられ、この
センサは、例えば、好ましくは入口部材と上記流路部との間に配置された流量センサと、
好ましくは患者接続器と上記流路部との間に配置された圧力センサであることを特徴とす
るモジュラー換気装置。

30

【０１５７】
７４．項６２から７３のいずれか１つに記載のモジュラー換気装置において、
好ましくは上記ハウジングモジュールの下部に配置されたファンをさらに備えることを
特徴とするモジュラー換気装置。
【０１５８】
７５．項７４に記載のモジュラー換気装置において、
上記ファンは、上記ハウジングモジュールの下部に設けられた対応する開口または空気
流入口に、少なくとも部分的に位置することを特徴とするモジュラー換気装置。
【０１５９】
７６．項７４または７５に記載のモジュラー換気装置において、
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上記ファンは、上記ハウジングモジュールの下部と上記電気モジュールとの間で、上記
モジュラー換気装置に支持されている、好ましくは固定されていることを特徴とするモジ
ュラー換気装置。
【０１６０】
７７．項７４から７６のいずれか１つに記載のモジュラー換気装置において、
上記ファンは、好ましくは剛性の上記ファンのハウジングの少なくとも１部分の周りに
広がる弾性カバーまたは弾性のシュラウド、好ましくはシリコンカバーを有することを特
徴とするモジュラー換気装置。
【０１６１】
７８．項１から１９のいずれか１つに記載のブロワーと、項２０に記載のブレード、項
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２１から３０のいずれか１つに記載のインペラ、項３１から３７のいずれか１つに記載の
ガスケット、項３８から４２のいずれか１つに記載の流路、項４３から４７のいずれか１
つに記載のケーブル、項４８から６１のいずれか１つに記載の入口部材、そして／または
、項６２から７７のいずれか１つに記載のモジュラー換気または呼吸装置との組み合わせ
。
【０１６２】
７９．空気を本発明のブロワーに提供することを含む処置のために、正圧時に空気を患
者に供給するための方法であって、
空気を圧縮して、好ましくはＢｉＰＡＰ（登録商標）療法に適用するため正圧時にこの
空気を患者に供給し、項２０に記載のブレード、および／または、項２１から３０のいず

10

れか１つに記載のインペラ、および／または、項３１から３７のいずれか１つに記載のガ
スケット、および／または、項３８から４２のいずれか１つに記載の流路、および／また
は、項４３から４７のいずれか１つに記載のケーブル、および／または、項４８から６１
のいずれか１つに記載の入口部材、および／または、項６２から７７のいずれか１つに記
載のモジュラー換気または呼吸装置、および／または、項７８に記載の組み合わせを使用
することを特徴とする方法。
【０１６３】
８０．例えば、項２０に記載のブレード、項２１から３０のいずれか１つに記載のイン
ペラ、および／または、項３１から３７のいずれか１つに記載のガスケット、および／ま
たは、項３８から４２のいずれか１つに記載の流路、および／または、項４３から４７の
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いずれか１つに記載のケーブル、および／または、項４８から６１のいずれか１つに記載
の入口部材、そして／または、項６２から７７のいずれか１つに記載のモジュラー換気ま
たは呼吸装置、および／または、項７９に記載の方法または療法の適用における項７８に
記載の組み合わせのような本発明の１以上の項の使用。
【０１６４】
８１．項６２から７７のいずれか１つに記載のモジュラー換気装置の組立。
【０１６５】
この発明の他の態様、特徴および利点は、この開示の一部であり、実施例によって、こ
の発明の原理を説明する添付の図と併用されたときに、以下の詳細な説明から明らかにな
る。

30

【図面の簡単な説明】
【０１６６】
本発明は、図に示される好ましい実施形態への例となる言及によりさらに説明される。
この図において、
【図１】図１は、一般的な先行技術のブロワーアセンブリの平面図を示す。
【図２】図２は、図１に示されている一般的な先行技術のブロワーアセンブリの正面図を
示す。
【図３】図３は、本発明の換気装置の３次元的正面図を示す。
【図４】図４は、図３に示されている換気装置の３次元的背面図を示す。
【図５】図５は、図３および図４に示されている換気装置の３次元的上面図を示す。
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【図６】図６は、本発明による好ましいブロワーの３次元的上面図を示しており、このブ
ロワーは、このブロワーに取り付けられたモータを含んでいる。
【図７】図７は、図６に示されているブロワー（モータは図示せず）の３次元的側面図を
示しており、このブロワーは、このブロワーの流出口チャンネルの方を向いている。
【図８】図８は、図６のブロワーのブロワーハウジングの第１部分の、このブロワーの内
側から見た３次元的図を示す。
【図９】図９は、図６のブロワーのブロワーハウジングの第２部分の、このブロワーの内
側から見た３次元的図を示す。
【図１０】図１０は、図６−図９に示されているブロワーの３次元的分解図を示す。
【図１１ａ】図１１ａは、本発明の好ましいインペラの３次元的上面図を示す。

50

(25)

JP 5781524 B2 2015.9.24

【図１１ｂ】図１１ｂは、本発明の好ましいインペラの３次元的側面図を示す。
【図１２ａ】図１２ａは、図１１に示されているインペラの、図１１ａのＡ−Ａ線に沿っ
た３次元的部分断面図を示す。
【図１２ｂ】図１２ｂは、図１１に示されているインペラの底面図を示す。
【図１３ａ】図１３ａは、本発明によるガスケットのコアの第１の３次元的側面図を示す
。
【図１３ｂ】図１３ｂは、本発明によるガスケットのコアの第２の３次元的側面図を示す
。
【図１３ｃ】図１３ｃは、本発明によるガスケットのコアの第３の３次元的側面図を示す
。
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【図１４ａ】図１４ａは、図１３ａ‐図１３ｃに示されているガスケットコアに対応する
コーテッドコアの３次元的側面図を示す。
【図１４ｂ】図１４ｂは、図１３ａ‐図１３ｃに示されているガスケットコアに対応する
コーテッドコアの３次元的側面図を示す
【図１４ｃ】図１４ｃは、図１３ａ‐図１３ｃに示されているガスケットコアに対応する
コーテッドコアの３次元的側面図を示す
【図１５ａ】図１５ａは、ブロワー（好ましくは本発明に従ったブロワー）および流体流
部分の部材と組み合わせたコア４００の異なる３次元的図を示す。
【図１５ｂ】図１５ｂは、ブロワー（好ましくは本発明に従ったブロワー）および流体流
部分の部材と組み合わせたコア４００の異なる３次元的図を示す。
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【図１５ｃ】図１５ｃは、ブロワー（好ましくは本発明に従ったブロワー）および流体流
部分の部材と組み合わせたコア４００の異なる３次元的図を示す。
【図１６ａ】図１６ａは、ハウジング部分がガスケットに取り付けられている図１５ａに
対応する３次元的図を示す。
【図１６ｂ】図１６ｂは、ハウジング部分がガスケットに取り付けられている図１５ｂに
対応する３次元的図を示す。
【図１６ｃ】図１６ｃは、ハウジング部分がガスケットに取り付けられている図１５ｃに
対応する３次元的図を示す。
【図１７ａ】図１７ａは、図１６ａのＡ−Ａ線に沿った流路ハウジングの第１部分の３次
元的図を示す。
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【図１７ｂ】図１７ｂは、図１６ａのＢ−Ｂ線に沿った流路ハウジングの第２部分の３次
元的図を示す。
【図１８】図１８は、本発明による空気路の３次元的図である。
【図１９ａ】図１９ａは、本発明に従ったケーブルの好ましい実施形態を示す。
【図１９ｂ】図１９ｂは、本発明に従ったケーブルの好ましい実施形態を示す。
【図２０ａ】図２０ａは、本発明による入口部材の３次元的側面図を示す。
【図２０ｂ】図２０ｂは、本発明による入口部材の３次元的上面図を示す。
【図２０ｃ】図２０ｃは、本発明による入口部材の３次元的底面図を示す。
【図２０ｄ】図２０ｄは、図２０ａに示されている入口部材の反対方向から見た３次元的
側面図を示す。
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【図２１ａ】図２１ａは、第１流入口ハウジング部の好ましい実施形態を示すと同時に、
図２１ａに示されている３次元的図は、図２０の入口部材に対応する。
【図２１ｂ】図２１ｂは、第１流入口ハウジング部の好ましい実施形態を示すと同時に、
図２１ｂに示されている３次元的図は、図２０の入口部材に対応する。
【図２１ｃ】図２１ｃは、第１流入口ハウジング部の好ましい実施形態を示すと同時に、
図２１ｃに示されている３次元的図は、図２０の入口部材に対応する。
【図２１ｄ】図２１ｄは、第１流入口ハウジング部の好ましい実施形態を示すと同時に、
図２１ｄに示されている３次元的図は、図２０の入口部材に対応する。
【図２２ａ】図２２ａは、第２流入口ハウジング部の好ましい実施形態を示すと同時に、
図２２ａに示されている３次元的図は、図２０の入口部材に対応する。
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【図２２ｂ】図２２ａは、第２流入口ハウジング部の好ましい実施形態を示すと同時に、
図２２ｂに示されている３次元的図は、図２０の入口部材に対応する。
【図２２ｃ】図２２ａは、第２流入口ハウジング部の好ましい実施形態を示すと同時に、
図２２ｃに示されている３次元的図は、図２０の入口部材に対応する。
【図２２ｄ】図２２ａは、第２流入口ハウジング部の好ましい実施形態を示すと同時に、
図２２ｄに示されている３次元的図は、図２０の入口部材に対応する。
【図２３ａ】図２３ａは、本発明による３次元的フィルタ要素を示す。
【図２３ｂ】図２３ｂは、上記代２流入口ハウジング部に取り付けられた上記フィルタ要
素の平面図を示す。
【図２３ｃ】図２３ｃは、上記代２流入口ハウジング部に取り付けられた上記フィルタ要
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素の側面図を示す。
【図２４】図１９−図２２に従った入口部材の３次元的分解図を示す。
【図２５ａ】図２５ａは、本発明による電気モジュールの３次元的図を示す。
【図２５ｂ】図２５ｂは、本発明による電気モジュールの３次元的図を示す。
【図２６ａ】図２６ａは、本発明による空気路モジュールの３次元的上面図を示す。
【図２６ｂ】図２６ｂは、本発明による空気路モジュールの３次元的底面図を示す。
【図２７】図２７は、とりわけ図２４−図２６に従ったモジュラー換気装置の３次元的分
解図を示す。
【発明を実施するための形態】
【０１６７】
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図３、図４および図５は、本発明による換気装置の３次元的正面図、背面図および上面
図を示している。この換気装置１００は、ターンボタン、プッシュボタン等の様々な入力
手段１０６を設けているハウジング１０４と、設定等の情報をユーザに表示するためのデ
ィスプレイユニット（ウインドウユニット）１０８とを備えている。この換気手段は、１
以上の空気流入開口（一般に流入口１１０と称される）と空気流出口１１２とを備え、好
ましくは、呼吸または換気システムの追加的な部品（例えば、圧縮空気を患者および／ま
たは加湿器に搬送するための呼吸チューブまたはホース）を接続するための手段が設けら
れる。
【０１６８】
上記換気装置１００は、好ましくは、入口部材によって提供され、周囲空気を濾過する
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ために空気流入口１１０の後方に設けられたフィルタをさらに備えている。この周囲空気
は、換気装置１００の空気流入口１１０から入り、その後フィルタを通って送られる。こ
の換気装置は、好ましくは、酸素流入口１１８と、酸素供給装置を接続し、かつ、例えば
追加の酸素が換気装置１００から入ることを可能するための手段とを備える。この酸素は
、好ましくは入口部材ひいては換気装置１００の内部で、流入口１１０を介し、かつ、フ
ィルタを通って吸い込まれる流入空気に加えられ、好ましくはその後すぐに混合される。
好ましい実施形態において、フィルタ（好ましくは入口部材も）は、換気装置１００に一
体化された部分であり、好ましくは換気装置１００の空気路である。
【０１６９】
換気装置１００のハウジング１０４は、好ましい実施形態によれば、上部ハウジング部
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１０４ａと下部ハウジング部１０４ｂとを備えている。この換気装置１００は、追加ポー
トまたは接続手段をさらに備え、この追加ポートまたは接続手段は、ケーブル（例えば、
電源ケーブル、ＵＳＢ（ユニバーサル・シリアル・バス）ケーブル、センサケーブル等）
の接続を可能にする。すなわち、情報を変更するため、および、電源入力を提供するため
の追加装置の接続のためのインターフェースを構成する。さらに、その代わりに、換気装
置１００は、この換気装置の可動式操作（モバイルオペレーション）のために必要な電力
を供給するためのバッテリーパックを支持するための手段を備えることもできる。
【０１７０】
上記装置（およびそれに関する好ましい個別の部品）が以下に説明されているが、以下
に説明される個別の部品は、単独であっても、あるいは、同様のまたは異なる装置と共に
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であっても、同じように用いることができる。
【０１７１】
図６−図９は、本発明または本発明の部分およびそれに関する部品による好ましいブロ
ワーの様々な３次元的図を示している。図１０は、図６−図９に示されているブロワーの
分解図を示している。
【０１７２】
ブロワー２００は、全体形状が渦巻であるハウジング２０２を備えている。好ましくは
、このハウジング２０２は、２つの部分２０２ａ，２０２ｂを有し、この２つの部分は、
例えば機械的に、および／または、超音波溶接によって接続されている。このハウジング
２０２は、ブロワー２００の固定部を構成している。このブロワー２００は、さらに回転
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部を備え、この回転部は、電気モータ２０８により駆動される、少なくとも１つのインペ
ラとシャフトとを有している。一実施形態において、電気モータ２０８は、ブラシレスＤ
Ｃモータである。図示の実施形態において、ブロワーは１ステージであるが、当然のこと
ながら、このブロワーは２以上のステージであってもよい。ブロワー２００の回転部は、
図６−図９に示されていない。しかし、好ましい実施形態によれば、本発明によるインペ
ラ３００は、本発明によるブロワー２００の回転部を構成している。
【０１７３】
上記ブロワーは、空気流入口２０４（好ましくはチューブ形状である）と、空気流出口
２０６とを備えている。この空気流入口２０４は、軸方向に配置されている。すなわち、
空気がブロワーの流入口２０４から略軸方向Ａに入ることができるようにしている（図２
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参照）。このブロワーに関してこの明細書で用いられる「軸方向の」という言葉は、上記
固定部の長手方向軸に関し、例えば、この軸周りに上記渦巻が巻かれ、および／または、
この軸周りに回転部が回転する。この軸は、軸２５０として図６に示されている。矢印は
空気流の一般的方向を示している。
【０１７４】
上記インペラにより与えられた回転は、一般に、空気流を接線方向Ｔにおける外側に放
射状に向かわせる（図１参照）。上記渦巻は、このとき、空気流を渦巻状にさせる。この
空気流は、その後、流出口２０６を介して、上記ブロワーまたは上記渦巻から一般的接線
方向Ｔに出る。
【０１７５】
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好ましくは、上記渦巻の形状は、上記ブロワーから一般的接線方向に出る前に、接線方
向に渦巻いている空気流を僅かな軸方向に向かわせる。
【０１７６】
図示された実施形態において、流出口２０６は、上記ブロワーおよび特にその渦巻形状
および／またはインペラの回転に関して一般的接線方向に配置されている第１軸２６０を
備えている。接線方向軸２６０は、好ましくは軸方向軸２５０に略直角に配置されている
。好ましくは、軸２５０および接線方向軸２６０は、５０ｍｍ未満、好ましくは、ブロワ
ー、渦巻および／またはインペラの半径に一般的に対応する長さで間隔を空けている（最
短距離）。上述の通り、軸２６０は、好ましくは、上記ブロワーの回転部の回転軸周りの
半径範囲２３２の接線である。
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【０１７７】
上記ブロワー２００の流出口チャンネル２０６は、図示のように、Ｌ字形状であり、接
線方向軸２６０に沿って伸びる第１流出口部（第１流出口チャンネル）２１６と、接線方
向軸２６０に略垂直かつ好ましくは軸方向軸２５０に平行に伸びる第２流出口部２１８と
を備える。しかし、当然のことながら、異なる実施形態によれば、この流出口チャンネル
は、Ｌ字形状ではなく直線形状および／または曲線形状であってもよい。
【０１７８】
上記流出口の第２部分２１８の軸は、ここでは軸２７０と称され、好ましくは軸方向軸
２５０に平行である。しかし、当然のことながら、第２流出口部２１８の軸２７０は、異
なる方向性であってもよい。好ましい実施形態によれば、軸２６０と軸２７０とは、好ま
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しくは約７０°から１１０°の角度を含み、好ましくは約９０°の角度である。
【０１７９】
好ましくは、上記流出口の第１部分２１６の長さは、軸２６０に沿って約１２ｍｍから
２３ｍｍまでの範囲にあり、好ましくは約１８ｍｍである。好ましい基準点に従って、軸
２６０に沿った流出口の第１部分２１６の長さは、図８に示されているように、軸２６０
とブロワーの外半径との交点から始まる。図８において、ブロワー２００の内側の外半径
が２３０として示され、さらに、流出口の第１部分２１６の開始点が「ｐ」として示され
ている。流出口の第１部分２１６は、好ましくは、流出口の第１部分２１６の軸２６０お
よび流出口の第２部分２１８の軸２７０の横断面で終わる。
【０１８０】
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好ましくは、上記ブロワーはプラスチック材料から作られる。
【０１８１】
好ましくは、上記流出口２０６の直径は、約１２ｍｍから２３ｍｍであり、好ましくは
約１７ｍｍである。上記流入口２０４の直径は、約１０ｍｍから２０ｍｍであり、好まし
くは約１５ｍｍである。上記ブロワーの半径は、約５７ｍｍから６７ｍｍであり、好まし
くは６２ｍｍである。軸２５０と軸２７０との間の最小距離は、約３７ｍｍから４７ｍｍ
であり、好ましくは４２ｍｍである。好ましくは、上記ブロワーの流入口２０４は、略チ
ューブ形状であり、ブロワーハウジング２０２ａから広がっている。流入口２０４は、好
ましくは、約５ｍｍから１５ｍｍの長さであり、好ましくは約１０ｍｍである。好ましく
は、流入開口２０４および出口開口２０６は、一平面にある。
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【０１８２】
本発明によれば、上記空気流出口２０６は、（好ましくは平行である）少なくとも２つ
のチャンネル２１２，２１４に分けられている。好ましくは、この空気流出口２０６は、
略放射状の断面形状であり、２つのチャンネル２１２，２１４の各々が半円断面を有し、
特に略同一の断面を有するように分けられている。この２つのチャンネルは、好ましくは
流出口２０６の長さに沿って、好ましくは流出口の第１部分２１６および／または流出口
の第２部分２１８に沿って、好ましくは流出口の第１部分２１６および第２部分２１８の
両方に沿って伸びる。
【０１８３】
本発明は、さらに、それに代えて、ブレード２１０に関し、このようなブレード２１０
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が設けられているブロワー２００に関する。ブレード２１０は、好ましくは、上記ブロワ
ーと同じ材料から作られており、好ましくは、ブロワーハウジングすなわち渦巻２０２の
上記２つのハウジング部２０２ａ，２０２ｂのうちの１つと一体に形成されている。しか
し、当然のことながら、ブレード２１０はまた、１または２のハウジング部（渦巻形状）
２０２ａ，２０２ｂに別々に設けられて、その後接続されるようにしてもよい。
【０１８４】
ブレード２１０は、好ましくは、上記流出口２０６の長さに沿って、好ましくは、流出
口２０６の第１部分２１６の長さおよび第２部分２１８に沿って、実質的に伸びる。ブレ
ード２１０は、流出口２０６を２つのチャンネル、すなわち、第１チャンネル２１２と第
２チャンネル２１４とに分割する。これらの２つのチャンネルは、流出口２０６と、流出
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口の第１部分２１６および第２部分２１８とに沿って別々に伸びている。したがって、ブ
レード２１０は、好ましくは、上記流出口２０６の第１部分２１６と第２部分２１８とに
対応する第１部分２２０と第２部分２２２とを備えている。
【０１８５】
ブレード２１０は、好ましくは、上記流出口を通る空気流の方向および／または上記空
気流出口２０６の長手方向軸２６０（または長手方向軸２６０，２７０）に対して平行に
伸びる。ブレード２１０は、好ましくは、２つの軸により定められる平面に伸びる。この
２つの軸のうちの一方は、上記渦巻の軸に対して略平行であり、もう一方は、上記渦巻の
軸に対して略垂直である。
【０１８６】
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ブレード２１０は、好ましくは、上記で定義した開始点「ｐ」から流出口チャンネルに
（流出口チャンネル内に）伸びるように位置する、あるいは、配置される。好ましくは、
ブレード２１０は、上記開始点「ｐ」、あるいは、この開始点から好ましくは±約３ｍｍ
の間隔が空けられた位置から始まる。当然のことながら、ブレード２１０が上記渦巻内の
深い位置まで伸びる場合、ブレード通過ノイズが増加する。ブレード２１０が上記渦巻か
ら離れた位置で始まる場合、効率が低下する。
【０１８７】
好ましくは、流出口２０６が略円形断面を有し、その上、ブレード２１０が、流出口２
０６をその直径に沿って第１チャンネル２１２と第２チャンネル２１４とに分割する。こ
れら第１チャンネル２１２および第２チャンネル２１４は、等しい形状および断面直径（
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好ましくは半円断面）にすることもできる。
【０１８８】
ブレード２１０は、好ましくは略平面であり、流出口２０６の設計に応じて流出流の軸
２６０（および／または軸２７０）に沿って伸びている。その結果、流出口２０６を伴う
ラインにおいて、ブレード２１０は、第１部分２２０と第２部分２２２とを備え、好まし
くは流出口２０６の軸２６０，２７０と全く同一である長手方向軸に沿って伸びている。
好ましくは、ブレード２１０は略Ｌ字形状である。
【０１８９】
好ましい実施形態において、上記ブレードは、厚さが、約０．５ｍｍから１．５ｍｍ（
好ましくは約０．８ｍｍから１ｍｍ）であり、幅が、約１０ｍｍから２０ｍｍ（好ましく
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は約１３ｍｍから１７ｍｍ）であり（流出口チャンネルのサイズによって決まる）、長さ
が、約２０ｍｍから３０ｍｍ（好ましくは約２３ｍｍから２７ｍｍ）である。このブレー
ドの長さは、好ましくは少なくとも５ｍｍから１０ｍｍであり、好ましくは流出口チャン
ネルの全体の長さに沿って伸びる。このブレードの厚さは、例えば、射出成形後に改良さ
れた脱型を可能にするために変えることもできる。
【０１９０】
図示の実施形態において、ブレード２１０は、射出成形によってブレードハウジング部
２２０ａと一体に成形されている。ブレードハウジング部２０２ｂには、ブレード２１０
を支持するために凹部２２６を設けている。ブレードハウジング部２０２ｂは、好ましく
は、回転部材（例えばインペラ３００）を支持するために開口部２４０（図９参照）を備
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えている。使用時に（図６参照）、開口２４０はモータ２０８により閉じられる。
【０１９１】
他の好ましい実施形態によれば、一般的にブレード２１０に対応するブレードは、その
代わりに、または同様に、上記流入口チャンネル２０４（好ましくは、軸方向軸２５０に
沿って伸びる）を２つ（好ましくは２つの平行な流入口チャンネル）に分割するために、
ブロワー流入口２０４を設けている。
【０１９２】
図１０は、ブロワー２００およびモータ２０８の３次元的分解図を示している。実に当
然のことながら、ブレード２１０を有するブロワーハウジング部２００ａ，２００ｂは、
別個に組み立てることができ、回転部（例えばインペラ３００）は、モータ２０８の駆動
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軸に取り付けられており、ハウジング部２０２ｂに設けられている開口２４０を介してブ
ロワー２００内に挿入される。この開口２４０は、好ましくはモータ２０８の前面によっ
て閉じられ、シールされる。このとき、好ましくはシーリング部材２４１を用いる。モー
タ２０８は、好ましくは、以下で説明されるケーブル５００を備える。
【０１９３】
当然のことながら、上述した測定および寸法が好まれ、ブロワーのサイズをアップスケ
ーリングまたはダウンスケーリングによって変更可能である。
【０１９４】
図示の実施形態は２つの流出口チャンネルを備えているが、当然のことながら、この流
出口チャンネルは、更なる実施形態によれば、２以上の流出口チャンネル（例えば３また

50

(30)

JP 5781524 B2 2015.9.24

は４の流出口チャンネル）を備えることもできる。このような流出口チャンネルは、１以
上、例えば２または３の略平行なブレードを設けることによって、あるいは、互いに略垂
直に配置された２つのブレードを設けることによって得ることができる。同じことが好ま
しいブロワー流入口に適用される。
【０１９５】
図１１および図１２は、本発明による好ましいインペラの様々な図を示している。イン
ペラ３００は、好ましくは、一個構成で成形（好ましくは射出成形）されたプラスチック
構造で作られるが、他の適した材料または製造技術を使用することもできる。このインペ
ラ３００は、円盤状形状のシュラウド３０４から伸びる複数の羽根３０２を備えている。
【０１９６】
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シュラウド３０４は、羽根３０２に対して、空気流入口からかなり間隔を空けて、ある
いは、空気流の方向で見たときの下流に配置されている。羽根３０２は、シュラウド３０
４から上流方向に伸びている。シュラウド３０４は、好ましくは、モータシャフト２２４
を支持するよう構成されたハブまたはブッシング３０６を組み込んでいる。シュラウド３
０４は、好ましくは円盤状形状であり、約３８ｍｍから４６ｍｍ（好ましくは約４２ｍｍ
）の最大直径を有している。上記羽根３０２の放射状外部先端は、好ましくは、シュラウ
ド３０４の外径まで伸びている。好ましくは、シュラウド３０４の外径は、波形または鋸
歯形状であり、最小外径Ｄminと最大外径Ｄmaxとの間で変化する。好ましくは、この最大
外径Ｄmaxは、羽根３０２の放射状外部先端に隣接して設けられており、一方最小外径Ｄm
inは、２つの隣接する羽根または羽根３０２の外部先端の各々の間に設けられている。好
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ましくは、この最大外径Ｄmaxは、約３８ｍｍから４６ｍｍの範囲（好ましくはｍｍ）に
あり約４２、および／または、最小外径は、約２４ｍｍから３２ｍｍの範囲（好ましくは
２８ｍｍ）にある。さらに、および／または、それに加えて、最大外径と最小外径との間
の差は、約４ｍｍから２２ｍｍ（好ましくは１０ｍｍから１８ｍｍ）の範囲にある。
【０１９７】
さらに、および／または、それに加えて、羽根３０２は、半径方向に湾曲しており、好
ましくは放射状外部部分の高さにおいて先細りしている。この羽根の先端の減少された高
さは、好ましくは、乱流および／またはノイズおよびインペラ３００の慣性を低減する。
好ましくは、羽根３０２は、つまり、インペラ３００の軸（この軸から空気流がインペラ
に入る）に関する内径において流入口凸部を備え、上記羽根３０２の第１部分に沿って、
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これらの羽根３０２の（放射状）外部端部または先端に向かって均一に伸びている。羽根
３０２の第２部分（好ましくは上記第１部分の放射状外側にある）において、この羽根３
０２の高さは、第１の高さから第２の高さ（第１高さよりも低い）まで減少する。この第
２高さは、羽根３０２の上記放射状外部端部における外部高さを構成する。好ましくは、
上記羽根３０２の第１部分は、上記インペラの回転軸に近い上記羽根の内径の開始点から
第１中間直径Ｄint1まで伸びている。高さの減少は、この第１中間直径から外径における
上記羽根の端部に向かって始まる。この第１中間直径は、内径と外形との間にある。好ま
しくは、羽根の最大高さは約４ｍｍから６ｍｍ（好ましくは５ｍｍ）であり、および／ま
たは、羽根の最小高さ（好ましくは、羽根の外径の羽根の先端の近く）は、約１．５ｍｍ
から３．５ｍｍ（好ましくは２．８ｍｍ）である。高さの増加／減少に関する形状は、好
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ましくはハウジングまたは固定部の形状と一直線になり、好ましくはそれに対応する。好
ましくは、上記羽根３０２の（さらに、またはその代わりに、上述の好ましい高さ寸法に
対する）流入口高さと流出口高さとの間の差は、約２．５ｍｍから４．５ｍｍの範囲にあ
り、より好ましくは２ｍｍから２．５ｍｍの範囲にある。この高さ減少は、好ましくは線
形および／または曲線形である。
【０１９８】
好ましくは、上記羽根は、上記インペラの回転軸に近い羽根の内径における開始点から
第２中間直径Ｄint2まで略一直線であり、この第２中間直径Ｄint2から外径における羽根
の端部に向かって湾曲している。この第２中間直径は、上記羽根の内径と外径との間にあ
る。図示の実施形態において、この第２中間直径Ｄint2は、上記第１中間直径と上記シュ
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ラウドの最大外径Ｄmaxとの間にある。しかし、上記第２中間直径はまた、上記内径（シ
ュラウドの最小外形Ｄmin）と上記第１中間直径Ｄint1との間にあるか、または第１中間
直径Ｄint1に等しい。上記湾曲は、ポジティブでもネガティブでも可能であるが、好まし
くは、この湾曲は、ネガティブ、すなわち、回転方向とは反対の方向に湾曲する。湾曲の
ポジティブ方向は、圧力過多に関して有利な関係を得るため、流量変化について上記ブロ
ワー／インペラの継続的かつ高速の反応を可能にする。
【０１９９】
上記第１中間直径Ｄint1は、好ましくは約２０ｍｍから２４ｍｍであり、好ましくは２
２ｍｍである。および／または、上記第２中間直径Ｄint2は、好ましくは２１ｍｍから２
５ｍｍであり、好ましくは２２ｍｍから２４ｍｍである。
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【０２００】
好ましくは、上記羽根３０２は、これらの羽根３０２の先端における関連接線に対して
、約０°から６０°の間（例えば約４０°）で傾斜している（図１１ａ参照）。
【０２０１】
好ましくは、インペラ３００は、４から１００（例えば１１）の羽根３０２を備え、さ
らに、この羽根の数は、好ましくは奇数である。
【０２０２】
本発明によるインペラは、好ましくは、約３．２ｇｃｍ２未満の慣性モーメントを有し
、この慣性モーメントは、好ましくは約２．５ｇｃｍ２未満、より好ましくは約２．２ｇ
ｃｍ２および／または２．２ｇｃｍ２未満である。好ましくは、この慣性モーメントは、
２

約１．２ｇｃｍ
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（好ましくは１．７ｇｃｍ

２

）と上記最大数値との間の範囲にある。

【０２０３】
本発明によるインペラは、好ましくはプラスチックから作られ、好ましくは耐酸素プラ
スチックおよび／または好ましくは非含有プラスチック材料から作られている。
【０２０４】
本発明による好ましいインペラ３００の形状および設計は、特に、周知のインペラに対
して著しい騒音減少を可能にし、さらに、慣性を比較的低くする。さらに、推進空気また
はポンピング空気の有効性を著しく低下させる。当然のことだが、上述の測定および寸法
が好ましく、これらの測定および寸法は、インペラのサイズをアップスケールまたはダウ
ンスケールすることによって変えることができる。本発明のインペラは、本発明のブロワ
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ーと組み合わせて用いられるのが好ましい。
【０２０５】
図１３は、本発明によるガスケット４００のコア４０２を示している。図１３ａは、第
１面からのガスケットコア４０２の図を示しており、図１３ｂは、第１面の反対側からの
上記ガスケットコア４０２の図を示している。図１３ｃは、第３面（図１３ａおよび図１
３ｂに対して垂直）からの上記ガスケット５００のコア５０２の図を示している。
【０２０６】
上記ガスケットのコアは、特にガスケットの外層と比較したときに、好ましくは比較的
硬質な材料から作られていて、好ましくはアルミニウムから作られる。上記コアには、複
数の構造要素が設けられ、空気がガスケットを通って流れることを可能にし、および／ま
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たは、例えばハウジングまたはブロワーに対して構造的支持体を提供する。上記ガスケッ
トには、スキンまたはコーティング４０４が設けられている。このスキンまたはコーティ
ング４０４は、好ましくは弾性プラスチック材料から成り、好ましくはシリコンで作られ
ている。図１４ａ‐図１４ｃは、図１３ａ‐図１３ｃに示されている図に対応するコア４
００の図であり、シリコンスキンまたはコーティング４０４を取り付けている。好ましい
実施形態によれば、製造理由に応じて、コア４０２の一定のエリアをコーティングされな
いままにする。コーティングプロセス中にコア４０２の上記支持体によってもたらされる
これらのエリアは、エリア４０６として示されている。当業者には当然のことだが、コー
ティングプロセスまたは製造プロセスに応じて、図１４に示されているものとは異なるエ
リアをコーティングされないままにすることができる。例えば、エリア４０６は、上記エ
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リアよりも大きく、または小さく、またはより多く、またはより少なくすることができ、
上記エリアを１つも持たないことさえも可能である。
【０２０７】
ガスケット４００は、少なくとも３つのホールまたは開口を備え、ガスケット４００の
第１面からガスケット４００の第２面まで、および／または、ガスケット４００の第２面
からガスケット４００の第１面までの空気路を画定する。図示の実施形態において、ガス
ケット４００は、このガスケット４００の第２面に配置された低圧エリアの空気流入口か
ら上記ガスケットの第１面に配置されたブロワー内に、空気が吸い込まれるようにするた
めの第１ホール４０８を備えている。開口またはホール４１０は、ブロワーにより供給さ
れた圧縮空気が（図１４ａに示されているような）ガスケットの第１面４５０から（図１
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４ｂに示されている）ガスケットの第２面４５２まで流れる通路を設置するために設けら
れる。第３開口４１２は、未だ加圧状態にある（図１４ｂに示されているような）ガスケ
ットの第２面から（図１４ａに示されている）ガスケットの第１面まで空気が流れるよう
にするために設けられている。
【０２０８】
好ましくは、ガスケット４００は、凹部、ホールまたは突出部等の更なる構造要素を含
んでおり、ハウジングまたはハウジングの部分をガスケットと適切に配置および／または
接続することを可能にする。図示の実施形態において、このような位置調整手段および／
または締結手段は、例えばホール４１４，４１６，４１８として実現されている。
【０２０９】
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好ましくは、ガスケット４００には、追加の構造要素を設けている。ガスケットに取り
付けられる部分、またはガスケットとこのガスケットに取り付けられる検置部分との間の
部分を適切な位置決めし、密閉接続し、衝撃吸収し、および／または、支持することを可
能にする。このような構造要素は、リップ、リム、フランジ、エレベーション、凹部等で
あってもよく、ガスケットのコア４０２および／またはガスケットのコーティング４０４
に設けることができる。図示の実施形態において、それぞれの構造要素は、コーティング
４０４の一部として設けられている。例えば、リム４２０，４２２，４２４，４２６が設
けられている。好ましい実施形態によれば、これらのリム４２０，４２２，４２４，４２
６は、ガスケット４００に接触する要素の適切な配置、更なる支持、および／または、改
良されたシーリングを可能にする。例えば、リム４２０は、ガスケット４００の第１面に
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取り付けられたブロワーと協働し、さらに、リム４２２，４２４，４２６は、ハウジング
またはガスケット４００に取り付けられたハウジングの部分のチャンネルまたはチャンバ
と協働するよう構成されている。ここで、協働には、機械的協働および／または視覚的協
働を含んでおり、後者は特に、改良されたアセンブリを可能にする。
【０２１０】
図示の実施形態によれば、上記第１ホールおよび第２ホールにそれぞれ関連した支持構
造体４２８，４３０をさらに設けている。これらの構造体４２８，４３０は、好ましくは
、上述の第１ホール４０８および第２ホール４１０と位置合わせされているホールまたは
開口を画定する構造体として構成されている。したがって、以下においては、参照し易い
ように第１ホール４０８および第２ホール４１０のみを言及する。第１支持構造体４２８

40

および第２支持構造体４３０として言及することもできる支持構造体４２８，４３０は、
好ましくは略円形であるが、他の形状を取ることもできる。上記第１支持構造体４２８お
よび第２支持構造体４３０によって設けられる開口４０８，４１０は、好ましくは、この
支持構造体４２８，４３０の内周によりそれぞれ定められる。この内周（リムによって設
けられ得る）は、好ましくは、ガスケット４００（好ましくはこのガスケット４００のコ
ア）と弾性的に接続されている。この弾性接続は、例えば折畳構造または蛇腹構造（例え
ば、構造４２８に関して示されている）によって、および／または、厚型断面および／ま
たは薄型断面の一部（例えば構造体４３０に関して示されている）を提供することによっ
て得ることができる。ここでは、構造体４３０には、（ガスケット４００の第１面に）ガ
スケット４００の第２面まで伸びる厚型リム４３０ａが設けられている。ガスケット４０
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０の第２面に、追加の凹部４３０ａを設けることもできる。
【０２１１】
図示の好ましい実施形態において、支持構造体４２８，４３０は、ガスケット４４０と
接続されるブロワー（好ましくは、本発明によるブロワー２００）のシール接続、衝撃吸
収、および位置調整のためのシステムを提供する。このとき、このブロワーの流入口チャ
ンネル２０４は、第１開口を介して伸び、さらに、流出口チャンネル２０６は流出口４１
０を介して伸びる。ガスケット４００には、（ブロワーが好ましくは配置されているガス
ケット４００の第１面４５０に）好ましくは、追加の位置調整および支持手段４３２が設
けられている。ここでは、この位置調整および指示手段４３２は、コーティングされたコ
ア４００の第１面から突き出している円形の突出部である。

10

【０２１２】
図１５は、モータ２０８と流体流路部４６０，４６２とを備えるブロワー２００（好ま
しくは本発明に従ったブロワー）と組み合わされたコア４００を示している。図１５ａは
、図１４ｃの一つに一般的に対応する図を示すと同時に、ブロワー２００が図６のブロワ
ーに対応する図で示されている。図に簡単に示すように、ブロワー２００には、ガスケッ
ト４００の第１面４５０に取り付けられており、開口４０８を介して伸びる流入口チャン
ネル２０４と、開口４１０を介して伸びる流出口チャンネル２０６とが設けられている。
同じく図に示されているように、このブロワー２００は、支持部材４３０により支持され
ており、さらに複数の支持部材４３２に支えられている、または、これらの支持部材４３
２と接している。流路部４６０は、第１流路４６０ａを構成または画定している。流路部
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４６０は、ブロワー２００の低圧側に配置され、（以下に説明される）低圧チャンバに広
がり、チャンネル４６０ａを構成する。流路部４６０はまた、低圧流路部４６０として言
及され、好ましくは、発泡材料（好ましくはシリコンフォーム、好ましくは独立気泡シリ
コンフォーム）で作られている。流路部４６２は、ガスケット４００の高圧側に配置され
ている流路４６２を画定し、好ましくは（以下で説明される）高圧チャンバに広がってい
る。好ましくは、高圧流路部４６２は、圧縮空気が反対方向に流れる第１流路４６２ａお
よび第２流路４６２ｂを画定する。流路４６２ａ，４６２ｂは、例えば１８０°回転する
１つの流路として、あるいは、反対または異なる方向に方向付けられている例えば２つの
個別の流路として定めることもでき、さらに、これらの流路間の回転または接続は、流れ
配向手段（例えば、ハウジングの一部）によって定められる。
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【０２１３】
例えば図１５ａおよび図１５ｂから分かるように、好ましくは流路部４６０により定め
られているような流路４６０ａは、コネクタ４４０からガスケット４００を介してブロワ
ー２００内まで伸びている。コネクタ４４０は、好ましくは、センサ４４２（好ましくは
流量センサ）を備えている。このセンサ４４２は、衝撃吸収および接続部４４６に設けら
れている、あるいは、取り付けられている。コネクタ４４０は、好ましくは、ハウジング
４７２（図１６参照）に接続され、流路４６０ａとの流体接続を確立すると共に、入口部
材６００（例えば図１８参照）に接続されるようさらに構成され、流入口流路との流体接
続を確立している。接続部４４６は、好ましくは、弾性部材から作られており、および／
または、プラグイン接続部によって流路ハウジング４７２および／または接続部４４６に
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接続されるよう配置されている。その弾性特性に応じて、接続部４４６はまた、好ましく
は衝撃吸収部としての機能を果たす。
【０２１４】
図１５ｃによる側面図には、（図１６ｃと比較して）センサ４４２のセンシング手段４４
８と、流路部分４６２ａ，４６２ｂとを見ることができる。流路部分４６２ａを介して、
ブロワー２００の流出口２０６およびブレード２１０が見えている。
【０２１５】
図１６ａ，図１６ｂおよび図１６ｃは、図１５ａ，図１５ｂおよび図１５ｃに対応して
いる図を示し、ブロワー２００と流路部４６０，４６２とが、第１流路ハウジング部４７
０と第２流路ハウジング部４７２とにより覆われている。第１流路ハウジング部４７０は
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、ガスケット４００の第１面４５０に取り付けられており、第２流路ハウジング部４７２
は、ガスケット４００の第２面４５２に取り付けられている（図１４参照）。第１流路ハ
ウジング部４７０および第２流路ハウジング部４７２には、ガスケット４００のホール４
１４，４１６，４１８に対応する接続手段が設けられている。このガスケット４００は、
例えば、突起部、凹部、および／または、固定ネジやボルト等を導入するための位置合わ
せされた穴を含んでいる。図１６ｃおよび図１６ｂにおいて、上記それぞれの接続手段は
、ガスケット４００に関して同じ参照番号、すなわち４１４，４１６，４１８を用いて特
定されている。
【０２１６】
上記第２流路ハウジング４７２は、第１流路４６０ａ、開口４０８およびブロワーの流

10

入口チャンネル（流路）２０４と流体接続している流入口４７４を備えている。これに対
して、上記第２流路ハウジング４７０は、流体流路４６２（４６２ａ，４６２ｂ）、開口
４１０，４１２およびブロワー２００の出口開口またはチャンネル２０６と流体接続して
いる出口開口またはチャンネル４７６を備えている。
【０２１７】
第２流路ハウジング部４７２の流入口４７４において、好ましくはサポートおよび／ま
たはノイズシールド４７８を設けている。好ましくは、シールド４７８は、流入口コネク
タ４４０（図１６ａに示されているコネクタ４４０の一部を形成する接続部４４６のみ）
から放出されたノイズをサポートおよび／または遮断して、第２流路ハウジング部４７２
を空気入口部材（好ましくは本発明による入口部材６００）と接続する。このコネクタ４
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４０は、好ましくは、上記流路ハウジングに入る空気または空気および酸素の流量を感知
するための流路センサ４４２を備えている。上記第１流路ハウジング部４７０の流出口４
７６に対して、好ましくは、流出口コネクタ（好ましくはシリコンベローコネクタまたは
デカップラ）４５８（図１６に図示せず）を接続して、上記流路ハウジングを患者用コネ
クタ４５６（図１６に図示せず）に接続する。
【０２１８】
図１７ａおよび図１７ｂは、それぞれ、ハウジング４７０，４７２の第１部分および第
２部分の中の図である。特に、図１７ａは、図１６ａに示されているＡ−Ａ線に沿った第
１ハウジング部４７０の中の図を示している（ブロワー２００は含まれていない）。図１
７ｂは、図１６ａのＢ−Ｂ線に沿って得られたハウジングの第２部分４７２の中の図を示
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している（流路部４６０，４６２は含まれていない）。図１７ａに図示されているように
、ハウジング部４７０は、ここでは分離壁４８０によって、２つのチャンバに分けられて
いる。第１チャンバ４８２は、ブロワー２００およびモータ２０８を収容し、支持するよ
う構成される一方で、チャンバ４８４は、圧縮空気を患者の方向に向かわせる高圧チャン
バを構成する。ハウジング４７０の第１部分のチャンバ４８２には、好ましくは、ブロワ
ーおよび特にモータ２０８の端部を支持するための支持手段４９６が設けられている。
【０２１９】
図１７ｂは、同様に２つのチャンバ（低圧チャンバ４８６と高圧チャンバ４８８）に分
割している第２ハウジング部４７２を示している。好ましくは、これらのチャンバは、分
離壁４９０を用いて画定され、分けられている。低圧チャンバ４８６は、流入口チャンバ
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４６４を備え、第１流路部４６０を収容するため、または、第１流路部４６０が広がるの
に適している。第２チャンバ４８８は、高圧チャンバを構成し、第２流路部４６２を収容
するよう構成されている。好ましくは、この第２ハウジング部４７２の高圧チャンバ４８
８は、流路部４６２を上記高圧チャンバ４８８の後壁に対してスペースを空けるためのス
ペーサー手段４９２を備えている。好ましい実施形態によれば、上記構造体は、後壁４９
４と流路部４６２との間の距離を定めることができるので、加圧状態のブロワー２００か
らチャンネル４６２ａを通る空気流が、第２ハウジング部４７２の後壁４９４によって方
向を変えられ、その後、チャンネル４６２ａを通る空気流とは略反対方向の流路４６２ｂ
に入る。この加圧された空気流は、その後、ガスケット４００および開口４１２を通って
、第１ハウジング部４７０の高圧チャンバ４８４の中に方向を変えられる。好ましくは、
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高圧チャンバ４８４もまた、流路を提供する流路部（図示せず）が広がっている。好まし
い実施形態によれば、第１ハウジング部４７０の流出口４７６は、図１７ａに移動してい
るため、この図においては、ブロワーチャンバ４８２の後壁で隠れている。
【０２２０】
上記ガスケットおよび上述の追加の構造体は、図１５ａおよび図１６ａの矢印によって
示されているような空気流が、開口４７４から空気路に入り、その後、低圧チャンネル４
６０ａおよびガスケット４００を流れ、開口４０８を通って流入口２０４からブロワー２
００に入るように配置される。このとき空気は、上述のように加速および圧縮されて、出
口開口２０６からブロワー２００を出て、開口２１０において、ガスケット４００の第１
面からガスケット４００の第２面に向かって、ガスケット４００を通過する。圧縮された
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空気流は、このとき、高圧チャンバ４８８の高圧チャンネル４６２ａを通って流れ、その
後、高圧チャンバ４８８の後壁４９４によって約９０°方向を変えられ、スペーサー４９
２を用いて高圧流路部４６２と後壁４９４との間に定められたスペースに従って流れる。
この空気流は、その後、高圧流路４６２ｂに流れるために、好ましくは第１高圧チャンネ
ル４６２ａを通る空気の流れに対して略反対方向に再び向きを変えられ、ガスケット４０
０の第２面からガスケット４００の第１面に向かって、開口４１２を通ってガスケット４
００を通過する。上記圧縮された空気は、従って、第１ハウジング部４７０に設けられた
高圧チャンバ４８４に入り、この圧縮空気が空気路から出る流出口４７６に向けられる。
【０２２１】
本発明によるガスケット４００は、特に、第１ハウジング部４７０および／または第２
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ハウジング部４７２等の空気路の追加の特徴と組み合わせて、好ましくは、ブロワーおよ
び／または１以上の空気路部材とさらに組み合わせて、製造、組立および維持することが
簡単な、小型で効率的かつ効果的な流路配置を可能にする。特に、上述の流路は、換気装
置に簡単に挿入可能であると共に、大きな努力をせずに取り換えるために個別に交換可能
である、単一のモジュールとして組み立てることができる。空気路モジュールは、特に、
必要な圧力を患者に供給するために要求されるブロワーの電力および有効性に関して有益
であり、要求される流れおよび／または圧力の変化に反応するのに役立つ。さらに、本発
明の空気路は、構造要素および空気流を介する騒音（ノイズ）の放出が少ない。
【０２２２】
図１８は、本発明による好ましい空気路の３次元的上面図を示している。この空気路は
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、入口部材から始まる。この入口部材は、好ましくは、本発明に従った、以下に説明され
る入口部材６００であり、コネクタ部４４０を通って流路ハウジング４７０／４７２内に
空気が流れる。コネクタ部４４０は、好ましくは、フレキシブルチューブ部（好ましくは
シリコンで作られている）として設けられている、あるいは、このフレキシブルチューブ
部を備えている。このフレキシブルチューブ部は、流路ハウジング流出口４７４および／
または入口部材６００に差し込まれ得る。コネクタ部４４０は、好ましくは流量センサを
備えている。流路ハウジング４７０の流出口４７６において、好ましくは患者用コネクタ
４５６を設けている。この患者用コネクタ４５６は、好ましくはデカップリング部または
流出口コネクタ４５８（好ましくは、シリコンベロー構造体）によって流出口４７４に柔
軟に連結されている。デカップリング部４５８と患者用コネクタ４５６との間に、または
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、デカップリング部４５８において、好ましくは、患者に使用される呼吸ガスの圧力を感
知するための圧力センサ４６６のためのポート、または、この圧力センサの少なくとも一
部が設けられている。
【０２２３】
図１８はまた、呼吸装置（以下でさらに説明される）の流路を有利に支持するためにハ
ウジング部４７０，４７２に設けられている支持部４８２を示している。上記支持部には
、弾性ダンプナー（好ましくはシリコンで作られている）が設けられている。ハウジング
部４７０および／または４７２は、好ましくは、操作中の呼吸装置内のハウジングの方向
に見たとき、その一側、好ましくはその／それらの下方に設けられたリップ４８６を備え
ている。
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【０２２４】
図１９は、本発明に従ったケーブルを示している。このケーブル５００は、１以上、図
示の実施形態においては、５つの金属製ワイヤ（ここでは、標準ワイヤまたはリッツワイ
ヤ５１０）を備えている。標準ワイヤまたはリッツワイヤ５１０は、等しいまたは異なる
サイズまたは直径にすることができる。図１９ａの実施形態において、ワイヤ５１０は、
互いに隣接して配置されている。図１９ｂの実施形態において、ケーブル５００（ここで
は５００

と称されている）は、異なる配列（例えば中心ワイヤ５１０の周りの円周）に

配置されている９つのワイヤ５１０を備えている。ワイヤ５１０の配置から離れて、図１
９ａおよび図１９ｂに示されている実施形態は、互いに対応している。ワイヤ５１０は、
シリコンコーティング５２０に組み込まれている。このシリコンコーティング５２０は、

10

各個別のワイヤ５１０のコーティングとして、隣接するワイヤ５１０に対する各ワイヤ５
１０の位置調整手段として、および／または、追加のシール材料を必要とせずに、上記ケ
ーブル５００，５００

を２以上の別々の部品間にシール状態で配置することを可能にす

るセルフシールスキンとしての機能を果たす。好ましくは、シリコンコーティング５２０
は、少なくとも０．５ｍｍの厚さであり（好ましくは、少なくとも０．６ｍｍの厚さであ
り、より好ましくは、少なくとも０．７ｍｍの厚さである）、ケーブル５００，５００
の外周または外面から上記リッツワイヤ５１０の１つまでの最短距離に沿って測定する。
【０２２５】
本発明によるケーブル５００，５００

は、セルフシールケーブルを構成する。このセ

ルフシールケーブルは、異なる金属製ワイヤ（例えば異なる標準ワイヤまたはリッツワイ

20

ヤ）の、互いに対する、そして、周囲に対する絶縁を提供する。ケーブル５００，５００
を構成するワイヤ５１０のあらゆる必要な既定の概略位置は、必要な目的に合わせて個
別化された既定の方法で作ることができる。ケーブル５００および各ワイヤ５１０のシリ
コンコーティングは、ケーブル５００だけでなくその外側に対して、有効な、改良された
シーリングを可能にする。ケーブル５００，５００

はまた、有利なことに、例えばハウ

ジングの２つの部分の間で固定され、このハウジングの外側に対するハウジングの内側の
改良されたシーリング（あるいは、このハウジングの内側に対するハウジングの外側の改
良されたシーリング）が、本発明に従ったケーブル５００により達成される。ケーブル５
００は、特に、チャンバに存在する圧力関係に否定的な影響を与えることなく、高圧チャ
ンバの中に入り込み、または、高圧チャンバから出ることを可能にする。

30

【０２２６】
図２０ａは、例えば図４のような換気装置の背面図に見られるような本発明による入口
部材６００の側面図を示している。図２０ｂは、この入口部材６００の上面図を示してお
り、図２０ｃは、この入口部材６００の底面図を示している。図２０ｄは、図２０ａに示
されている図の反対方向に見られる側面図を示している。
【０２２７】
入口部材６００は、流入口ハウジング６０２を備えている。この流入口ハウジング６０
２は、少なくとも第１流入口ハウジング部６０４と第２流入口ハウジング部６０６とを有
している。図示の実施形態において、このハウジングは、追加の第３流入口ハウジング部
６０８を有している。フィルタハウジングの第１部分６０４は、空気流入口６１０（好ま

40

しい実施形態によれば、例えば図４に関して説明された換気装置の空気流入口１１０に対
応する）を有している、および／または、画定している。好ましい実施形態によれば、１
以上の空気流入口６１０，１１０は、ハウジングに入る空気を偏向させ、換気装置内部か
らのノイズを弱めるエアシールドを備えている。このエアシールドは、好ましくは、第１
部分の内側から（好ましくは、（複数の）空気流入口より下の部分から）少なくとも部分
的に開口に沿って広がっており、好ましくは、この開口の平面に対してある角度をなして
広がる。（複数の）空気流入口を通る空気流の方向を見ると、エアシールドは、好ましく
はこの空気流を部分的に横切る。好ましくは、（複数の）空気流入口は、第１部分の垂直
面における複数の開口を画定する。流出口６１２は、ハウジング６０２の第３部分６０８
に設けられている。上記入口部材６００はまた、第２流入口６１８（好ましい実施形態に
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よれば、例えば図４に関連して上述された流入口１１８に対応する）を備えている。（好
ましくは、追加の酸素を供給するための）この第２流入口は、第１流入口ハウジング部６
０４または第２流入口ハウジング部６０８に設けられている。図示の好ましい実施形態に
よれば、第２流入口６１８は、第２流入口ハウジング部６０８に接続された第２入口部材
６６２によって提供され、一方、第１流入口ハウジング部６０４には、入口部材６００の
外部から第２流入口にアクセスすることを可能にする開口または切欠６１４が設けられて
いる。図２１ａ−図２１ｂは、第１流入口ハウジング部６０４の好ましい実施形態を示し
ており、さらに、示されているこれらの図は、図２０の図に対応している。図２２ａ‐図
２２ｄは、第２流入口ハウジング部６０４の好ましい実施形態を示しており、さらに、示
されているこれらの図は、図２０の図に対応している。図２２ｂおよび図２２ｃ（上面図

10

および底面図）において、第３流入口ハウジング部６０８がまた示されているが、図２２
ａおよび図２２ｄには示されていない。
【０２２８】
第２ハウジング部６０８は、流入開口（好ましくは、広いエリアに沿って広がっている
）を備え、この流入開口が、流入口フィルタ６２０によって覆われるよう構成されている
。第１流入口ハウジング部６０４、流入口フィルタ６２０、第２流入口ハウジング部６０
６、および第３流入口ハウジング部６０８は、空気流入口６１０を介して入口部材６００
内に流れる空気が、フィルタ６２０を介して流入経路またはフィルタ経路に沿って流れ、
その後、流入口フィルタ６２０と第３流入口ハウジング部６０８に定められる空気流出口
６１２との間に画定される流入口チャンバ６２２内に流れるように配置される。その流入
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口チャンバ６２２から、好ましくはハウジングの第２部分６０６と流入口ハウジングの第
３部分６０８との間に／によって定められる第２流入口チャンバ６２４を介して、流入経
路がさらに伸びる。上記第２チャンバ６２４は、好ましくは、マフリングチャンバとして
の機能を果たすと共に、この第２チャンバ６２４には、好ましくは、流入口流路を画定す
る流入口流路部６２６が広がっている。この第２チャンバ６２４から、上記流入経路は、
好ましくは出口開口６１２を介して、入口部材６００の外に伸びている。
【０２２９】
好ましくは、酸素流入口６１８は、部材６６２の酸素チャンネル内に開口している。こ
の酸素チャンネルは、酸素流入口６１８から第１流入口ハウジング部６０４の開口６１４
を介して第２ハウジング部６０６に沿って伸びており、好ましくは、流入口フィルタ６２
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０および第１流入チャンバ６２２と平行に、かつ、はっきりと分離できるように伸びる。
【０２３０】
第２流入口ハウジング部６０６は、好ましくは、流入空気流と流体接続している第１出
口開口６３０と、第１流入口チャンバ６２２と、酸素流入チャンネルの端部と流体接続し
、かつ、この端部を構成する第２出口開口６３２とを備えている。第１（空気）流出口６
３０および第２（酸素）出口開口６３２は、好ましくは、略同軸の方法で配置されている
。空気流出口６３０および酸素流出口６３２は、好ましくは、第２流入口チャンバ６２４
内に開口している。好ましくは、空気流出口６３０は、環状の断面または形状を有し、一
方、酸素流出口６３２は、（好ましくは、第２出口開口６３２を取り囲んでいる）環状構
造体を有している。したがって、流出口６３０，６３２は、空気流と酸素流の方向に関し
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て、流入空気流および流入酸素流が、（好ましくは、第２流入口チャンバ６２４の）空気
流出口６３０および酸素流出口６３２を介して流入口ハウジングの第２部分６０６をそれ
ぞれ通過した後、空気流入口６１０およびフィルタ６２０を通った空気流が、酸素流入口
６１８を通って供給される酸素と混合される。上記混合は、略同軸に配置された流出口の
形状によって提供された有向の流れによりサポートされ、第２流入口チャンバ６２４で始
まり、空気経路を通る流れの至る所でさらに促進される。その結果、空気流が患者に到達
するまで、空気と付加物（例えば酸素）の優れた混合が達成される。好ましくは、環状空
気流出口６３０は、酸素出口開口６３２の周囲に広がっている。
【０２３１】
当然のことながら、好ましい実施形態による流入口ハウジングの第１部分６０４は、主
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として、使用時の損傷から流入口フィルタを保護するためのシールドまたはカバーとして
の役割を果たし、騒音を遮断および低減するために、同時に、換気装置（例えば、本発明
の図２−図５に関して説明された装置）内に光学的に一体化された入口部材６００の役割
をはたす。
【０２３２】
上記第２流入口ハウジング部６０６の好ましい実施形態の基本構造は、好ましくは以下
の通りである。第２流入口ハウジング部６０６は、略平面の基礎壁６４０を備えている。
この基礎壁６４０から、少なくとも一側に、複数の側壁が広がっており、これらの側壁は
、基礎壁６４０と共にオープンチャンバを画定している。図示の実施形態において、複数
の側壁６４２は、基礎壁６４０と共にオープン第１流入口チャンバ６２２を画定している

10

。複数の側壁６４２は、基礎壁６４０と共にオープン第２流入口チャンバ６２４を画定し
ている。上述のように、第１流入口チャンバ６２２は、フィルタ要素６２０により閉じら
れている。第２流入口チャンバ６２４は、第３流入口ハウジング部６０８により閉じられ
ている。好ましくは、第３流入口ハウジング部６０８は、流出口６１２を画定する（好ま
しくは略円形の）突起状のチャンネルを有する略平面の蓋として構成されている。
【０２３３】
フィルタ要素６２０は、図２３ａ‐図２３ｃに示されており、図２３ａは、側面図にお
けるフィルタ６２０の好ましい実施形態を示している（図２０ａ，図２０ｂ参照）。図２
３ｂは、第２流入口ハウジング部６０６に接続されている、図２３ａに示されている図に
従ったフィルタ要素２３０を示している。図２３ｃは、第２流入口ハウジング部６０６と

20

流入口フィルタ６２０とを持つ図２２ｂに従った上面図を示している。フィルタ要素６２
０は、フレーム６５２と、このフレーム６５２に接続されているフィルタ材料６５４とを
備えている。このフィルタ要素ひいてはフィルタフレーム６５２およびフィルタ材料６５
４は、好ましくは、一面または少なくとも一面に一般的に広がっている。上記フレーム６
５２は、好ましくはエンドレス、より好ましくは、フィルタ材料６５４が広がる平面（好
ましくはフィルタ要素の平面）を画定する略楕円または略矩形の構造体である。フィルタ
要素は、好ましくは、空気流入口と空気流出口との間の空気経路の断面に広がっており、
装置に入る全ての空気がこのフィルタを介して流れ、その結果、フィルタ処理されること
を確実にする。したがって、当然のことながら、上記フィルタ要素は、この明細書に言及
されているもの以外の形を取ることもできる。しかしながら、上記フィルタ要素は、略平
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面拡張部または構造体を有するのが好ましい。好ましくは、フィルタ要素６２０は、特に
、フィルタを介して流れる必要なしに、追加の（第２の）流入口またはフィルタ要素を通
り過ぎる対応第２流入経路の拡張を可能にするため（図２３ａ，図２３ｃおよび図２２ｂ
参照）、切欠、凹部または開口６５６を備えている。これは、特に、後にフィルタ要素の
下流で一体または混合することができる複数の流路に分けるために、周囲空気および酸素
からの同時供給を可能にする。これは、周囲空気および追加供給の酸素の適切な混合の実
現性を改良し、同時に、例えば空気流入口を用いて、供給酸素のロスを低減する。酸素流
入経路（好ましくは、チャンネル状構造体である）は、したがって、酸素流入口（好まし
くは、流入口ハウジングの第２部分の一部を形成している）から、上記フィルタ要素に沿
って、流入口ハウジングの第２部分に設けられた流出口に向かって伸びている。この酸素
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流入経路は、したがって、好ましくは流入口ハウジングの第２部分の一部である。好まし
くは、この流入経路は、流入口ハウジングの第２部分から突き出して、流入口ハウジング
の第１部分まで、あるいは、この第１部分を介して伸びている。好ましくは、流入口ハウ
ジングの第１部分には、酸素流入口の容易な接近を可能にするための開口または凹部が設
けられている。この酸素流入口には、好ましくは、酸素供給装置（図示せず）に接続する
ための接続手段が設けられている。
【０２３４】
上記フィルタ材料は、好ましくはグルーイングまたはボンディングによって、フィルタ
フレームに接続されている。しかし、当然のことながら、異なる技術を適用することもで
きる。上記フィルタフレームは、好ましくはプラスチック材料で出来ている。好ましい実
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施形態によれば、リムまたはリップのようなシーリング手段または位置調整手段が、フィ
ルタハウジングの第１部分および／または第２部分に関して、フィルタフレームの適切な
位置調整および／または改良されたシーリングコンタクトを可能にするために設けられて
いる。このシーリング手段または位置調整手段は、フレーム、および／または、ハウジン
グの第１部分および／または第２部分に設けることができる。フィルタフレームは、好ま
しくは例えばＴＰＥ（熱可塑性エラストマー）等の弾性材料から作られている。これは、
好ましくは、ハウジングにおけるフィルタの改良されたシーリングを可能にし、バイパス
流量を低減する。
【０２３５】
上記第２流入口チャンバ６４０は、好ましくはマフリングチャンバ（好ましくはマフリ

10

ング材料（好ましくはシリコンフォーム等の発泡材料）で満たされている）を構成し、好
ましくは、流入口流路の一部を画定している。このマフリングチャンバ６４０はまた、呼
吸装置の流路（好ましくは、本発明による呼吸装置の流路）に接続されるよう構成された
出口開口６１２を備えている。好ましい実施形態によれば、好ましくは入口マフリングチ
ャンバ内に入るとき、および／または、入口流体流路に沿って、空気および酸素の流れが
混合されるので、入口マフリングチャンバは、空気および酸素の混合流が流れる流出口を
１つだけ備えている。
【０２３６】
上記流入口ハウジング部６０４，６０６，６０８は、好ましくは、異なるハウジング部
を互いに、および／または、呼吸装置と接続するための締結手段を備えている。好ましく
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は、この締結手段は、スナップ式締結手段、ホールおよびピン、またはネジ、すなわちホ
ールコネクション（hole connections）として当業者に知られている。
【０２３７】
図２４は、図１９−図２２による入口部材の分解図を示している。ここでは、第１流入
口ハウジング部６０４、第２流入口ハウジング部６０８、フィルタ要素６２０、流入口流
路部６２６、第２チャンネル６６２および酸素流入口６１８の関係および幾何学的配置を
簡単に理解することができる。
【０２３８】
本発明は、さらに、その代わりに、上述したモジュラー換気または呼吸装置に関し、特
に、本発明に従ったブロワー、インペラ、ガスケット、空気路および／または入口部材と

30

共に使用する。
【０２３９】
本発明による呼吸または換気装置１００は、好ましくは有利なモジュラー構造体であり
、操作者入力手段と表示手段とが設けられているハウジングモジュール７２０（好ましく
は上述したハウジング１０４に対応している）を備えている。さらに、電気モジュール７
４０を設けている。この電気モジュール７４０は、とりわけ制御ユニット、バッテリーパ
ック７４２、電源供給装置７４４および更なる電子機器を搭載し、構造的支持を提供し、
および／または、換気装置のモジュールおよび部品の位置を決めることを可能にするスケ
ルトンキャリアを備えるのが好ましい。上記換気装置１００は、空気路流入口と空気路流
出口とを設けている空気路ハウジングを有する空気路モジュール７６０をさらに備え、こ
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の空気路モジュール７６０には、ブロワーが配置されている。好ましくは、この空気路（
ここでは、空気路４００とも称されている）は、本発明による空気路であり、空気路ハウ
ジング４７０，４７２、ガスケット４００等を備え、一方、このガスケットおよび／また
は空気路ハウジングは、モータ２０８を有するブロワー２００（好ましくは、本発明によ
るブロワー）を支持している。
【０２４０】
好ましくは、上記空気路モジュールは、入口部材（好ましくは、本発明に従った入口部
材６００）および／または患者用コネクタ４５６を備えている。好ましくは、入口部材６
００は、プラグインブッシング４５８を介して空気路４００に接続されており、好ましく
はシリコンで作られ、流量センサ４６６を設けている。好ましくは、ブッシング４５８は
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また、入口部材６００の騒音を抑制し、かつ、空気路ハウジング４００から入口部材６０
０を分離し、入口部材６００の衝撃を吸収するのに役立つ。好ましくは、患者用コネクタ
４５６は、コネクタ部４５８を介して空気路４００に接続され、好ましくは、患者用コネ
クタ４５６への衝撃を吸収し、かつ、患者用コネクタ４５６を空気路ハウジング４７０，
４７２から分離するためにベロー状のシリコン部として配置されている。
【０２４１】
好ましくは、入口部材６００は、２つの締結穴７２２を備え、患者用コネクタ４５６も
また、２つの締結穴７２４を備えている。好ましくは、空気路ハウジング４７０，４７２
は、衝撃吸収（ダンプニング要素）４６８を設けることができる構造的配置部４８２を備
えている。

10

【０２４２】
上記電気モジュール７４０は、好ましくは、上記換気装置のハウジングに接続され、か
つ、このハウジングを支持するようさらに構成され、そして、上記空気路モジュールを支
持し、かつ、この空気路モジュールの位置を合わせるようさらに構成されている。加えて
、上記スケルトンキャリアおよび／または電気モジュールは、好ましくは、換気装置の異
なる部分およぶモジュール（例えば、ハウジングモジュールおよび／または空気路モジュ
ールの部分）の適切な配列および位置合わせを可能にするよう構成されている、あるいは
、この配列および位置合わせを可能にする手段を備えている。この電気モジュールは、好
ましくは、電力供給装置７４４、バッテリーまたはアキュミュレータパック７４２、制御
ユニット、および／または、ディスプレイユニットを備えている。スケルトン部材は、好

20

ましくは、支持構造体７２２，７２４を備えている。この支持構造体７２２，７２４は、
組み立てた状態において、入口部材２００および／または患者用コネクタ４５６に設けら
れている締結穴７２２，７２４と一直線になっている。スケルトン部材はさらに、空気路
ハウジングの配置部４８２と協働するための位置調整手段を備えている。
【０２４３】
上記ハウジングモジュール７２０は、上部ハウジング部７２０ａと下部ハウジング部７
２０ｂとを備えている（好ましくは、ハウジング部７２０ａ，７２０ｂに対応しているハ
ウジング部１４０ａ，１０４ｂに関する図３−図５の説明参照）。
【０２４４】
空気路モジュール７６０（空気路のあらゆる部分、すなわち、吸入空気または吐出空気

30

と接触する換気装置の全ての部分を備えている）は、ハウジングモジュール７２０の下部
７２０ｂ内に取り付けられている。ハウジングモジュール７２０の空気路モジュール７６
０を支持するために、好ましくは、衝撃吸収パッドおよび／またはサポートパッド７３０
を設けている。この衝撃吸収パッドおよび／またはサポートパッド７３０には、空気路モ
ジュール７６０を支持するために構造要素（好ましくは、隆起部７３２）を設けている。
好ましくは、支持構造体７３２は、空気路ハウジング部４７０，４７２の一方または両方
に設けられている構造支持手段４８６と協働するよう構成されている。好ましくは、隆起
支持構造体７３２，４８６は、伸長手段（例えば、細長いリム）として構成され、空気路
の支持パッド７３０および支持構造体４８６の支持構造体４３２は、好ましくは異なる方
向に伸びると共に、好ましくは互いに略横方向に伸びる。これは、好ましくは、適切、簡
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単かつ確実な位置調整をさらに一層良くする。上記空気路モジュール７６０は、あらゆる
追加の締結部材または接続部材を必要とせずに、ハウジングモジュール７２０の下部７２
０ｂに間単に取り付けられる。上記空気路は、入口部材２００および患者用コネクタ４５
６にそれぞれ設けられているホール７２２，７２４が、下部ハウジング部７２０ｂに設け
られている対応ホール７２２ｂ，７２４ｂと一直線になるように位置している。好ましく
は、ホール７２２ｂ，７２４ｂは、入口部材２００および患者用コネクタ４５６と整列し
て接触する突出棒に設けられている。
【０２４５】
好ましくは、上記装置は、ハウジングモジュール７２０の下部７２０ｂに配置され、好
ましくは上記ハウジングモジュールの下部に設けられている対応開口または空気流出口（
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図示せず）に対応しているファン（図示せず）を備えている。このファンの位置は、好ま
しくは、組立後に、このファンが電気モジュール７４０の下方に、好ましくは、電力供給
装置７４４および／またはバッテリーまたはアキュミュレータパック７４２の下方に配置
されるような位置である。好ましくは、上記ファンは、電源供給装置７４４および／また
はバッテリーまたはアキュミュレータパック７４２に沿って空気流を向かわせるよう構成
され、かつ、配置されている。この空気流は、その後、有利なことに、電気モジュールに
沿って、それぞれの空気出口開口に設けられている入口部材６００に向けられる。ファン
に提供されるこの空気流は、装置に入ると共に患者に提供される空気流から定められ、そ
して、この空気流から分離される。この空気流は、好ましくは、１以上の電気部品を冷却
するよう構成される。これは、装置の操作および／またはアキュミュレータパックの変化

10

過程を改良することができる。
【０２４６】
好ましくは、上記ファンは、ハウジングモジュールの下部７２０ｂおよび電気モジュー
ル７４０との間で上記装置に支持される（好ましくは、固定される）。好ましくは、ネジ
または締結手段を使用しない。このファンは、好ましくは、（剛性）ファンハウジングの
少なくとも一部の周りに伸びる弾性（好ましくはシリコン）被覆または覆いを備えている
。この弾性構造体は、ファンが適切に緩衝され、配置され、および／または、扱われるこ
とを可能にする。好ましくは、ハウジングモジュール７２０の下部７２０ｂ、電気モジュ
ール７４０および／または弾性被覆は、上記装置にファンを適切に配置するための構造的
手段を備えている。この解決策は、特に、簡単に扱われ、適切に配置され、上記装置に有

20

利に支持され得る有利なファンの提供を可能にし、特に騒音低減を改良する。好ましくは
、上記シリコン被覆および空気流入口を設けることによって、上記ハウジングモジュール
の下部７２０ｂは、シール状態で位置合わせされ、流入口およびファンに入る空気の空気
路を上記装置内部の周囲に当接させてシールする。したがって、上記弾性（好ましくはシ
リコン）被覆は好ましくは多機能であり、機械的支持体を備え、シール目的を果たし、そ
して、上記ファンを緩衝する、または、上記ファンをそのハウジングから切り離す。
【０２４７】
そのとき、上記電気モジュール７４０は、空気路モジュール上に位置している。電気モ
ジュール７４０（好ましくは、そのスケルトン部材）には、この空気路モジュール７４０
の締結手段またはホール７２２，７２４と一直線になる締結手段またはホール７２２，７

30

２４が設けられている。さらに、電気モジュール７４０は、支持構造体７２８を備えてい
る。この支持構造体７２８は、上記空気路モジュール７６０の支持構造体４６８，４８２
と協働し、ひいては、空気路モジュール７４０の所定の位置に適切に配置し、固定するこ
とができる。次に、ハウジングモジュールの上部７２０ａが、電気モジュール上に位置し
ている。ハウジングモジュールの上部７２０ａは、下部ハウジングのジュール７２０のホ
ール７２２，７２４、空気路モジュールのホール７２２，７２４、および電気モジュール
のホール７２２，７２４のそれぞれに対応し、かつ、これらのホール７２２，７２４と一
直線になるホール７２２，７２４の締結構造体を備えている。ネジをこれらのホールにね
じ込むことによって、ハウジングモジュールの部分は、互いにネジで締められる。その結
果、一般に更なる固定の必要なく、空気路モジュールおよび電気モジュールの位置を同時
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に固定し、締め付ける。好ましくは、１以上の締結手段またはホール７２２，７２４は、
例えば、上記装置に対する強い衝突に起因する空気路モジュールの過度の動きに備えて、
空気路モジュールの支台としての役割を果たすエンドストップを備えている。
【０２４８】
本発明は、図および上述の説明において、詳細に説明され、記載されているが、このよ
うな説明および記載は、説明に役立つまたは例となると考えられ、制限されないと考えら
れる。したがって、本発明は開示された実施形態に限定されない。開示された実施形態に
対するバリエーションは、図、開示および添付の特許請求の範囲の検討から、当業者によ
って、そして、主張された発明を実施することによって理解され、達成され得る。この特
許請求の範囲において、「備える（comprising）」という言葉は、他の要素およびステッ
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プを排除せず、不定冠詞「ａ」または「ａｎ」は、複数であることを排除しない。単一の
ユニットは、特許請求の範囲に列挙されている複数の項目の機能を実行することができる
。ある手段が互いに異なる従属した特許請求の範囲に列挙されているという単なる事実は
、これらの手段の組み合わせが利益を得るために用いることができないということを意味
していない。特許請求の範囲のどんな引用符号も、その範囲の制限と考えられるべきでは
ない。
【０２４９】
本発明はまた、上記説明に記載されていない場合があるけれども、個別に図に示されて
いる全てのさらなる特徴をカバーする。本発明は、上述の異なる実施形態が提供している
特徴のあらゆる組み合わせを含むさらなる実施形態をカバーする。
【０２５０】
万一これらの言葉、特徴、値および範囲等が、例えば、約（about）、周りに（around
）、一般的に（generally）、実質的に（substantially）、本質的に（essentially）、
少なくとも（at least）等の言葉と併せて用いられる場合、本発明はまた、正確な言葉、
特徴、値および範囲等をカバーする（すなわち、「約３」は、正確に３をもカバーするべ
きであり、また、「本質的にラジアル」は、正確にラジアルをもカバーするべきである）
。
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