
JP 2015-514465 A 2015.5.21

10

(57)【要約】
　呼吸イベントの発生の検出に応じて、及び/又は、適
合して、患者に呼吸治療を提供するシステムおよび方法
である。例えば、一つまたはそれ以上の無呼吸の発生に
応じて、呼吸可能なガスの加圧されたフローに係る圧力
レベルが増加される。記録された圧力レベルといった、
一つまたはそれ以上の治療セッションにわたる使用情報
に基づいて、後続の治療セッションのための呼吸可能な
ガスの加圧されたフローに対する開始圧力レベルが決定
される。後続の治療セッションの始まりにおける開始レ
ベルは、使用情報が収集された先行する期間の最中に決
定されたように、９０％圧力レベルであってよい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　気道を有する患者に対して呼吸治療を提供するように構成されたシステムであって：
　呼吸治療の最中に、前記患者の前記気道に配送するための加圧されたフローを生成する
ように構成された圧力発生器であり、前記加圧されたフローは呼吸可能なガスを含む、圧
力発生器と：
　前記加圧されたフローに係る一つまたはそれ以上のガスパラメータに関する情報を伝達
する一つまたはそれ以上の出力信号を生成するように構成された一つまたはそれ以上のセ
ンサと；
　処理モジュールを実行するように構成された一つまたはそれ以上のプロセッサと、を含
み、
　前記処理モジュールは：
　　治療セッションの最中に、前記加圧されたフローを提供するために前記圧力発生器を
コントロールするように構成されたコントロールモジュールと、
　　前記加圧されたフローに係る一つまたはそれ以上のガスパラメータのレベルを調整す
るように構成された治療モジュールと、
　　提供された前記加圧されたフローに基づいて、使用情報を収集するように構成された
使用モジュールと、
　　前記加圧されたフローに係る一つまたはそれ以上のガスパラメータの開始レベルを決
定するように構成された開始レベルモジュールであり、
　　　前記決定は、収集された使用情報に基づくものであり、
　　　前記使用情報は、少なくとも閾値使用量においてなされる前記システムの治療上の
使用に対応しており、
　　　前記閾値使用量は、一つの治療セッション以上である、開始レベルモジュールと、
を含み、
　　前記治療モジュールは、さらに、前記開始レベルを治療セッションの始まりにおいて
適用するように構成されている、
　システム。
【請求項２】
　閾値使用量は、前記システムの治療上の使用に係る少なくとも８時間であり、
　収集された使用情報は、既定のパーセンタイル圧力レベルに関するものである、
　請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記開始レベルモジュールは、さらに、
　前記加圧されたフローに係る前記一つまたはそれ以上のガスパラメータの開始レベルを
調整するように構成されており、
　連続的な調整が、少なくとも前記閾値使用量だけ離れて行われる、
　請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記治療モジュールによって調整された前記加圧されたフローに係る前記一つまたはそ
れ以上のガスパラメータの前記レベルは、前記加圧されたフローの現在の圧力レベルを含
み、
　前記開始レベルモジュールによって決定された前記加圧されたフローに係る前記一つま
たはそれ以上のガスパラメータの前記開始レベルは、現在の開始圧力レベルを含み、
　前記加圧されたフローに係る前記一つまたはそれ以上のガスパラメータのレベルの調整
は、アルゴリズムによってコントロールされ、かつ、
　前記アルゴリズムは、前記現在の開始圧力レベルより低い前記現在の圧力レベルに応じ
て、より積極的に動作する、
　請求項１に記載のシステム。
【請求項５】



(3) JP 2015-514465 A 2015.5.21

10

20

30

40

50

　前記システムは、さらに、
　前記一つまたはそれ以上の出力信号に基づいて、呼吸イベントの発生を検出するように
構成された呼吸イベントモジュールと、を含み、
　前記治療モジュールは、前記加圧されたフローに係る一つまたはそれ以上のガスパラメ
ータのレベルを調整するように構成されており、調整は、検出された呼吸イベントの発生
に基づくものであり、
　前記アルゴリズムは、増加された圧力増大、及び/又は、検出された呼吸イベントの発
生に対する増加された応答性のうち一つ又は両方によって、より積極的に動作する、
　請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　気道を有する患者に対して呼吸治療を提供するための方法であって：
　呼吸治療の最中に、前記患者の前記気道に配送するための加圧されたフローを生成する
ステップであり、前記加圧されたフローは呼吸可能なガスを含む、ステップと：
　前記加圧されたフローに係る一つまたはそれ以上のガスパラメータに関する情報を伝達
する一つまたはそれ以上の出力信号を生成するステップと；
　治療セッションの最中に、前記加圧されたフローを前記患者に提供するステップと；
　前記加圧されたフローに係る一つまたはそれ以上のガスパラメータのレベルを調整する
ステップと；
　提供された前記加圧されたフローに基づいて、使用情報を収集するステップと；
　前記加圧されたフローに係る一つまたはそれ以上のガスパラメータの開始レベルを決定
するステップであり、
　　前記決定は、前記収集された使用情報に基づくものであり、
　　前記使用情報は、少なくとも閾値使用量においてなされる呼吸治療に対応しており、
　　前記閾値使用量は、一つの治療セッション以上である、ステップと；
　前記開始レベルを治療セッションの始まりにおいて適用するステップと；
　を含む、方法。
【請求項７】
　閾値使用量は、呼吸治療に係る少なくとも８時間であり、
　収集された使用情報は、既定のパーセンタイル圧力レベルに関するものである、
　請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記方法は、さらに、
　前記加圧されたフローに係る前記一つまたはそれ以上のガスパラメータの開始レベルを
調整するステップと、を含み、
　連続的な調整が、少なくとも前記閾値使用量だけ離れて行われる、
　請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記加圧されたフローに係る一つまたはそれ以上のガスパラメータのレベルを調整する
前記ステップは、前記加圧されたフローの現在の圧力レベルを調整することを含み、
　前記加圧されたフローに係る一つまたはそれ以上のガスパラメータの開始レベルを決定
する前記ステップは、現在の開始圧力レベルを含み、
　前記加圧されたフローに係る一つまたはそれ以上のガスパラメータのレベルの調整は、
アルゴリズムによってコントロールされ、かつ、
　前記アルゴリズムは、前記現在の開始圧力レベルより低い前記現在の圧力レベルに応じ
て、より積極的に動作する、
　請求項６に記載の方法。
【請求項１０】
　前記方法は、さらに、
　前記一つまたはそれ以上の出力信号に基づいて、呼吸イベントの発生を検出するステッ
プと、を含み、
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　前記加圧されたフローに係る一つまたはそれ以上のガスパラメータのレベルを調整する
前記ステップは、調整が、検出された呼吸イベントの発生に基づくように実行され、
　前記アルゴリズムは、増加された圧力増大、及び/又は、検出された呼吸イベントの発
生に対する増加された応答性のうち一つ又は両方によって、より積極的に動作する、
　請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　気道を有する患者に対して呼吸治療を提供するように構成されたシステムであって：
　呼吸治療の最中に、前記患者の前記気道に配送するための加圧されたフローを生成する
手段であり、前記加圧されたフローは呼吸可能なガスを含む、手段と：
　前記加圧されたフローに係る一つまたはそれ以上のガスパラメータに関する情報を伝達
する一つまたはそれ以上の出力信号を生成する手段と；
　治療セッションの最中に、前記加圧されたフローを前記患者に提供する手段と；
　前記加圧されたフローに係る一つまたはそれ以上のガスパラメータのレベルを調整する
手段と；
　提供された前記加圧されたフローに基づいて、使用情報を収集する手段と；
　前記加圧されたフローに係る一つまたはそれ以上のガスパラメータの開始レベルを決定
する手段であり、
　　前記決定は、前記収集された使用情報に基づくものであり、
　　前記使用情報は、少なくとも閾値使用量においてなされる呼吸治療に対応しており、
　　前記閾値使用量は、一つの治療セッション以上である、手段と；
　前記開始レベルを治療セッションの始まりにおいて適用する手段と；
　を含む、システム。
【請求項１２】
　前記閾値使用量は、呼吸治療に係る少なくとも８時間であり、
　前記収集された使用情報は、既定のパーセンタイル圧力レベルに関するものである、
　請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記システムは、さらに、
　前記加圧されたフローに係る前記一つまたはそれ以上のガスパラメータの開始レベルを
調整する手段と、を含み、
　連続的な調整が、少なくとも前記閾値使用量だけ離れて行われる、
　請求項１１に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記加圧されたフローに係る一つまたはそれ以上のガスパラメータのレベルを調整する
前記手段は、さらに、前記加圧されたフローの現在の圧力レベルを調整するように構成さ
れ、
　前記加圧されたフローに係る一つまたはそれ以上のガスパラメータの開始レベルを決定
する前記手段は、さらに、現在の開始圧力レベルを決定するように構成され、
　前記加圧されたフローに係る一つまたはそれ以上のガスパラメータのレベルを調整する
前記手段のオペレーションは、アルゴリズムによってコントロールされ、かつ、
　前記アルゴリズムは、前記現在の開始圧力レベルより低い前記現在の圧力レベルに応じ
て、より積極的に動作する、
　請求項１１に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記システムは、さらに、
　前記一つまたはそれ以上の出力信号に基づいて、呼吸イベントの発生を検出する手段と
、を含み、
　前記加圧されたフローに係る一つまたはそれ以上のガスパラメータのレベルを調整する
前記手段は、調整が、検出された呼吸イベントの発生に基づくように実行され、
　前記アルゴリズムは、増加された圧力増大、及び/又は、検出された呼吸イベントの発
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生に対する増加された応答性のうち一つ又は両方によって、より積極的に動作する、
　請求項１４に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明開示は、対象者に呼吸治療を提供するためのシステムおよび方法に関する。より
特定的には、本発明開示は、以前の使用に基づいて、治療セッションの開始にあたり呼吸
可能なガスの加圧されたフローに対するスマートな開始レベルを決定することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　いくつかのタイプの呼吸治療が対象者の気道の中に呼吸可能なガスのフローを配送する
ことを含んでいることはよく知られている。治療セッションは、一般的に８時間またはそ
れ以上の時間にわたり、対象者の日中及び/又は夜中の睡眠期間と、少なくとも部分的に
、同時及び/又は重複して行うよう意図され得ることが知られている。治療セッション最
中の対象者の快適性が、治療の採用率及び/又は治療の成功率において重要な要因である
ことが知られている。呼吸可能なガスのフローは、単一の治療セッションの最中でさえ、
変化する圧力レベルで加圧されてよいことが知られている。呼吸イベント、特に睡眠の最
中の普通のイベントは、加圧されたフローに対する圧力レベルを増加することによって妨
げられることが知られている。圧力レベルを増加することは種々のマイナス面を有するこ
とが知られている。限定されるわけではないが、快適性が減少することを含んでいる。治
療セッションの最中の呼吸中治療において使用される圧力レベルをコントロールするよう
にアルゴリズムが動作することが知られている。そうしたアルゴリズムは、種々の条件、
設定、及び/又は、呼吸イベントの発生に基づいて、自律的及び/又は自動的に圧力レベル
を変化させ得ることが知られている。そうしたアルゴリズムは、許容される圧力レベルの
範囲内で動作し得ることが知られており、そうした範囲の境界を形成する最少レベルと最
大レベルを含んでいる。そうしたアルゴリズムの多くが、治療セッションの開始にあたり
圧力レベルを最少レベルにリセットすることが知られている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　従って、気道を有する対象者に呼吸治療を提供するためのシステムを提供することが本
発明に係る一つまたはそれ以上の実施例の目的である。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本システムは、呼吸治療の最中に、前記患者の前記気道に配送するための加圧されたフ
ローを生成するように構成された圧力発生器であり、前記加圧されたフローは呼吸可能な
ガスを含む、圧力発生器と；前記加圧されたフローに係る一つまたはそれ以上のガスパラ
メータに関する情報を伝達する一つまたはそれ以上の出力信号を生成するように構成され
た一つまたはそれ以上のセンサと；処理モジュールを実行するように構成された一つまた
はそれ以上のプロセッサと、を含み、前記処理モジュールは：治療セッションの最中に、
前記加圧されたフローを提供するために前記圧力発生器をコントロールするように構成さ
れたコントロールモジュールと、前記加圧されたフローに係る一つまたはそれ以上のガス
パラメータのレベルを調整するように構成された治療モジュールと、提供された前記加圧
されたフローに基づいて、使用情報を収集するように構成された使用モジュールと、前記
加圧されたフローに係る一つまたはそれ以上のガスパラメータの開始レベルを決定するよ
うに構成された開始レベルモジュールであり、前記決定は、収集された使用情報に基づく
ものであり、前記使用情報は、少なくとも閾値使用量においてなされる前記システムの治
療上の使用に対応しており、前記閾値使用量は、一つの治療セッション以上である、開始
レベルモジュールと、を含む。前記治療モジュールは、さらに、前記開始レベルを治療セ
ッションの始まりにおいて適用するように構成されている。
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【０００５】
　本発明の一つまたはそれ以上の実施例に係るさらに別の態様は、気道を有する患者に対
して呼吸治療を提供するための方法を提供することである。本方法は、呼吸治療の最中に
、前記患者の前記気道に配送するための加圧されたフローを生成するステップであり、前
記加圧されたフローは呼吸可能なガスを含む、ステップと：前記加圧されたフローに係る
一つまたはそれ以上のガスパラメータに関する情報を伝達する一つまたはそれ以上の出力
信号を生成するステップと；治療セッションの最中に、前記加圧されたフローを前記患者
に提供するステップと：前記加圧されたフローに係る一つまたはそれ以上のガスパラメー
タのレベルを調整するステップと；提供された前記加圧されたフローに基づいて、使用情
報を収集するステップと；前記加圧されたフローに係る一つまたはそれ以上のガスパラメ
ータの開始レベルを決定するステップであり、前記決定は、前記収集された使用情報に基
づくものであり、前記使用情報は、少なくとも閾値使用量においてなされる呼吸治療に対
応しており、前記閾値使用量は、一つの治療セッション以上である、ステップと；前記開
始レベルを治療セッションの始まりにおいて適用するステップと：を含んでいる。
【０００６】
　一つまたはそれ以上の実施例に係るさらに別の態様は、気道を有する患者に対して呼吸
治療を提供するように構成されたシステムを提供するｋとである。本システムは、呼吸治
療の最中に、前記患者の前記気道に配送するための加圧されたフローを生成する手段であ
り、前記加圧されたフローは呼吸可能なガスを含む、手段と：前記加圧されたフローに係
る一つまたはそれ以上のガスパラメータに関する情報を伝達する一つまたはそれ以上の出
力信号を生成する手段と；治療セッションの最中に、前記加圧されたフローを前記患者に
提供する手段と；前記加圧されたフローに係る一つまたはそれ以上のガスパラメータのレ
ベルを調整する手段と；提供された前記加圧されたフローに基づいて、使用情報を収集す
る手段と；前記加圧されたフローに係る一つまたはそれ以上のガスパラメータの開始レベ
ルを決定する手段であり、前記決定は、前記収集された使用情報に基づくものであり、前
記使用情報は、少なくとも閾値使用量においてなされる呼吸治療に対応しており、前記閾
値使用量は、一つの治療セッション以上である、手段と；前記開始レベルを治療セッショ
ンの始まりにおいて適用する手段と；を含んでいる。
【０００７】
　本発明のこれらの又は他のも目的、機能、および特性は、オペレーションの方法と、構
成に関連するエレメントおよびパーツの組合せの機能と、製造の経済性と同様に、以降の
説明と付属する特許請求の範囲とを、添付の図面を参照して検討することで、より明確に
なるであろう。これらの全ては、この明細書の一部を形成するものである。ここで、類似
の参照番号は、種々の図面における対応するパーツを指示している。しかしながら、図面
は、図示と説明の目的だけのものであり、本発明の範囲を定めるものとして意図されてい
ないことが、明確に理解されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、所定の実施例に従って、対象者に呼吸治療を提供するように構成されて
いるシステムを模式的に図示したものである。
【図２】図２は、所定の実施例に従って、ベンチレーションシステムを通じて対象者の気
道に対して呼吸を提供するために方法を説明している。
【図３Ａ】図３Ａは、所定の実施例に従って、呼吸治療の治療セッションの最中に提供さ
れる圧力レベルの典型的なダイヤグラムを示している。
【図３Ｂ】図３Ｂは、所定の実施例に従って、呼吸治療の治療セッションの最中に提供さ
れる圧力レベルの典型的なダイヤグラムを示している。
【図４】図４は、特定のガスパラメーターの開始レベルが時間にわたり変化していること
を示す典型的なダイヤグラムを示している。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
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　ここにおいて使用されるように、単数形式の冠詞である「一つの（“ａ”、“ａｎ”）
」と「その（“ｔｈｅ”）」は、文章で明確にそうでないものと指示されていなければ、
複数の参照を含むものである。ここにおいて使用されるように、２つまたはそれ以上のパ
ーツまたはコンポーネントが「結合“ｃｏｕｐｌｅｄ”」されるという文章は、直接的あ
るいは間接的に、複数のパーツが結合され、または一緒に動作することを意味する。つま
り、リンクが生じる限りにおいて一つまたはそれ以上の中間的なパーツまたはコンポーネ
ントを通してである。ここにおいて使用されるように、「直接的に結合された（“ｄｉｒ
ｅｃｔｌｙ　ｃｏｕｐｌｅｄ”）」は、２つのエレメントがお互いに直接的に接触してい
ることを意味する。ここにおいて使用されるように、「固定的に結合された（“ｆｉｘｅ
ｄｌｙ　ｃｏｕｐｌｅｄ”）」または「固定された（“ｆｉｘｅｄ”）」は、２つのコン
ポーネントが、お互いに対しての一定の方向性を維持している一方で、２つのコンポーネ
ントは一つとして動くように結合されていることを意味する。
【００１０】
　ここにおいて使用されるように、用語「一つの（“ｕｎｉｔａｒｙ”）」は、コンポー
ネントが単一のピースまたはユニットとして作成されていることを意味する。つまり、分
離して作成されて後にユニットとして一緒に結合されたピースを含むコンポーネントは、
「一つの（“ｕｎｉｔａｒｙ”）」コンポーネントまたはボディ（ｂｏｄｙ）ではない。
ここにおいて採用されるように、二つまたはそれ以上のパーツもしくはコンポーネントが
お互いに「噛み合う（“ｅｎｇａｇｅ”）」という記述は、直接的に、もしくは一つまた
はそれ以上の中間パーツまたはコンポーネントを通じてのいずれかにおいて、複数のパー
ツがお互いに対して力を及ぼしていることを意味する。ここにおいて採用されるように、
用語「数（“ｎｕｍｂｅｒ”）」は、一または一以上の整数（例えば、複数（ａ　ｐｌｕ
ｒａｌｉｔｙ））を意味する。
【００１１】
　ここにおいて使用される方向的なフレーズ、例えば限定するものではなく、上、下、左
、右、上側、下側、前、後、及び、これらの派生語、といったフレーズは、図面において
示されたエレメントの向きに関するものであり、明確に述べられていなければ、特許請求
の範囲を限定するものではない。
【００１２】
　図１は、対象者１０６の気道に対して呼吸治療を提供するように構成されているシステ
ム１００を模式的に図示したものである。システム１００は、呼吸治療デバイスと統合さ
れ、及び/又は、呼吸治療デバイスと一体のオペレーションとして実施されてよい。シス
テム１００は、システム１００を使用している対象者１０６に付属する、収集された使用
情報を使って、呼吸治療の後続セッションに対して適用されるスマートな開始レベルを決
定する。
【００１３】
　システム１００を使用する治療「セッション」は、（連続した）時間に係るある上限の
閾値を越えない、システム１００を使用する実質的に中断されることのない期間として定
められてよい。上限の閾値は、例えば、約１０時間、約１２時間、約１６時間、約２４時
間、及び/又は、他の時間期間であってよい。呼吸治療が、睡眠障害を処置するために使
用される場合、関連するセッションの長さは、患者の睡眠パターンに応じたものである。
典型的なセッションの長さは、従って、約８時間である。代替的に、及び/又は、同時に
、治療セッションは、（連続した）時間の単位に係るある下限の閾値に及ばない、及び/
又は、以前のセッションから離れた少なくとも最小限の時間期間である、システム１００
を使用する実質的に中断されることのない期間として定められてよい。例えば、１分間の
使用は、セッションとしてみなすにはあまりに短すぎる。例えば、１５分間のギャップで
分離された２つの４時間の使用期間は、２つのセッションより、むしろ、１つのセッショ
ンとしてみなされてよい。個々の治療セッションは、始まりと終わりを有してよい。
【００１４】
　いくつかの実施例において、一つまたはそれ以上の動作レベル（例えば、圧力、容量、
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等）は、比較的に進行形な方法で（例えば、それぞれの呼吸、呼吸数回ごと、数秒ごと、
等）、治療を設定するための個々の治療セッションの最中に、調整される。代替的に、及
び/又は、同時に、調整は、治療セッションの最中より、むしろ、断続的に、及び/又は、
治療セッションの間だけに行われてよい。
【００１５】
　システム１００は、一つまたはそれ以上の圧力発生器１４０、配送回路１８０、一つま
たはそれ以上のセンサ１４２、電気的ストレージ１３０、ユーザインターフェイス１２０
、プロセッサ１１０、コントロールモジュール１１１、呼吸イベントモジュール１１２、
治療モジュール１１３、使用モジュール１１４、開始レベルモジュール１１５、パラメー
タ決定モジュール１１７、及び/又は、他のコンポーネントを含んでいる。
【００１６】
　図１におけるシステム１００の圧力発生器１４０は、ベンチレータ及び/又は（ポジテ
ィブ）気道加圧デバイス（ＰＡＰ／ＣＰＡＰ／ＢｉＰＡＰ（Ｒ）／等）と統合され、組み
合わされ、または、接続されてよく、かつ、例えば、配送回路１８０を介して、患者１０
６の気道に送るために呼吸可能なガスの加圧されたフローを提供するように構成されてい
る。配送回路１８０は、時々、患者インターフェイス１８０として言及されることがある
。患者１６０は、一つまたはそれ以上の呼吸のフェイズを開始してもしなくてもよい。呼
吸治療は、圧力コントロール、圧力サポート、ボリュームコントロール、及び/又は、他
のタイプのサポート及び/又はコントロール、として実施されてよい。例えば、吸気をサ
ポートするために、呼吸可能なガスの加圧されたフローに係る圧力が吸気の圧力に調整さ
れ得る。代替的に、及び/又は、同時に、排気をサポートするために、呼吸可能なガスの
加圧されたフローに係る圧力及び/又はフローが排気の圧力に調整され得る。調整は、呼
吸可能なガスの加圧されたフローの配送を通じて呼吸サポートを提供するための自動設定
を使用して、実施において何度も行われ得る。圧力発生器１４０は、例えば、患者の呼吸
サイクルと実質的に同期して、呼吸可能なガスの加圧されたフローについて、圧力レベル
、フロー、湿度、速度、加速度、及び/又は、他のパラメータのうち一つまたはそれ以上
を調整するように構成されている。
【００１７】
　呼吸可能なガスの加圧されたフローは、配送回路１８０を介して、圧力発生器１４０か
ら患者１０６の気道へ配送される。配送回路１８０は、コンジット（ｃｏｎｄｕｉｔ）１
８２、及び/又は、患者インターフェイス装置１８４を含んでよい。コンジット１８２は
、フレキシブルな長さのホース、または他のコンジットを含んでよい。患者インターフェ
イス装置１８４を圧力発生器１４０との流体連結に置く、シングルリム（ｌｉｍｂ）また
はデュアルリム構成のいずれかにおいてである。コンジット１８２は、フロー通路を形成
し、そこを通って、呼吸可能なガスの加圧されたフローが、患者インターフェイス装置１
８４と圧力発生器１４０との間で通じ合う。
【００１８】
　図１におけるシステム１００の患者インターフェイス装置１８４は、呼吸可能なガスの
加圧されたフローを患者１０６の気道に配送するように構成されている。そういうことで
、患者インターフェイス装置１８４は、この機能のために好適なあらゆる装置を含んでよ
い。いくつかの実施例において、圧力発生器１４０は、専用のベンチレーションデバイス
であり、患者インターフェイス装置１８４は、患者１０６に対して呼吸治療を届けるため
に使用されている別のインターフェイス装置と取外し可能に接続されるように構成されて
いる。例えば、患者インターフェイス装置１８４は、気管内チューブ、気管切開ポータル
、及び/又は、他のインターフェイス装置と連動、及び/又は、組み入れられるように構成
されてよい。一つの実施例において、患者インターフェイス装置１８４は、介在する装置
なしに、患者の気道と結合するように構成されている。この実施例において、患者インタ
ーフェイス装置１８４は、以下の一つまたはそれ以上のものを含んでよい。気管内チュー
ブ、鼻腔カニューレ、気管切開チューブ、鼻腔マスク、鼻腔／口腔マスク、フルフェイス
マスク、全体フェイスマスク、及び/又は、ガスのフローを患者の気道と通じ合せる他の
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インターフェイス装置、である。本発明開示は、これらの実施例に限定されるものではな
く、あらゆる患者インターフェイスを使用して呼吸可能なガスの加圧されたフローを患者
１０６に対して配送することを意図するものである。
【００１９】
　図１におけるシステム１００の電気的ストレージ１３０は、情報を電気的に保管する電
気的ストレージメディアを含んでいる。電気的ストレージ１３０の電気的ストレージメデ
ィアは、システム１００と統合して提供される（つまり、実質的に取外しできない）シス
テムストレージ、及び/又は、例えば、ポート（例えば、ＵＳＢポート、ファイアワイア
ポート、等）またはドライブ（例えば、ディスクドライブ、等）を介してシステム１００
に対して取外し可能に接続できるリムーバブルストレージ、のうち一つまたは両方を含ん
でよい。電気的ストレージ１３０は、光学的に読出し可能なストレージメディア（例えば
、光ディスク、等）、磁気的に読出し可能なストレージメディア（例えば、磁気テープ、
磁気ハードドライブ、フロッピー（登録商標）ディスク、等）、電荷ベースのストレージ
メディア（例えば、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＲＡＭ、等）、半導体ストレージメディ
ア（例えば、フラッシュドライブ、等）、及び/又は、他の電気的に読出し可能なストレ
ージメディア、のうち一つまたはそれ以上を含んでよい。電気的ストレージ１３０は、ソ
フトウェアアルゴリズム、プロセッサ１１０によって判断された情報、ユーザインターフ
ェイス１２０を介して受け取った情報、及び/又は、システム１００が適切に機能できる
ようにする他の情報、を保管してよい。例えば、電気的ストレージ１３０は、ガス及び/
又は呼吸パラメータ（ここにおいて何処かで説明されるように）、及び/又は、他の情報
の一つまたはそれ以上を記録または保管してよい。電気的ストレージ１３０は、システム
１００の中の分離したコンポーネントであってよく、または、システム１００（例えば、
プロセッサ１１０）の一つまたはそれ以上の他のコンポーネントと統合して提供されてよ
い。
【００２０】
　図１におけるシステム１００のユーザインターフェイス１２０は、システム１００とユ
ーザ（例えば、ユーザ１０８、患者１０６、介護者、治療意思決定者、等）との間のイン
ターフェイスを提供するように構成されており、それを通じて、ユーザは、システム１０
０に情報を提供し、かつ、システムから情報を受け取ることができる。これにより、デー
タ、結果、及び/又は、インストラクションとあらゆる他の通信可能なアイテム、まとめ
て「情報」として参照されるものが、ユーザとシステム１００との間で通信できるように
なる。ユーザ１０８に対して伝えられ得る情報の実施例は、患者が治療を受けている期間
全体を通じた呼吸イベントの発生の詳細なレポートである。ユーザインターフェイス１２
０の中に含まれるのに好適なインターフェイス装置の実施例は、以下のものを含んでいる
。キーパッド、ボタン、スイッチ、キーボード、ノブ、レバー、ディスプレイ画面、タッ
チ画面、スピーカ、マイクロフォン、インジケータ照明、音響アラーム、および、プリン
タ、である。情報は、ユーザ１０８または患者１０６に対して、ユーザインターフェイス
１２０によって、音響信号、視覚信号、触覚信号、及び/又は、他の感覚信号の形式にお
いて提供され得る。
【００２１】
　他の通信技術も、有線または無線のいずれか、ここにおいて、また、ユーザインターフ
ェイス１２０として考慮されていることが理解されるべきである。例えば、一つの実施例
において、ユーザインターフェイス１２０は、電気的ストレージ１３０によって提供され
るリムーバブルストレージのインターフェイスと統合されてよい。この実施例において、
情報は、リムーバブルストレージ（例えば、スマートカード、フラッシュドライブ、リム
ーバブルディスク、等）からシステム１００の中にロードされ、ユーザはシステム１００
をカスタマイズすることができる。ユーザインターフェイス１２０としてシステム１００
との使用のために適合された他の典型的な入力デバイスおよび技術は、これらに限定され
るわけではないが、ＲＳ－２３２ポート、ＲＦリンク、ＩＲリンク、モデム（電話、ケー
ブル、イーサネット（登録商標）、インターネット、または他のもの）、を含んでいる。
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つまり、システム１００と情報を通信するためのあらゆる技術は、ユーザインターフェイ
ス１２０として考慮されている。
【００２２】
　図１におけるシステム１００の一つまたはそれ以上のセンサ１４２は、呼吸エアフロー
及び/又は気道メカニズムのパラメータに関する測定を伝える出力信号を生成するように
構成されている。これらのパラメータは、フロー、（気道）圧力、湿度、速度、加速度、
及び/又は、他のパラメータ、のうち一つまたはそれ以上を含んでよい。センサ１４２は
、コンジット１８２及び/又は患者インターフェイス装置１８４と流体連結し得る。セン
サ１４２は、患者１０６に係る生理学的パラメータに関する出力信号を生成する。
【００２３】
　一つのメンバを含むセンサ１４２の図１における図示は、限定を意図するものではない
。患者インターフェイス装置１８４、または、その近くにおけるセンサ１４２の図示は、
限定を意図するものではない。一つの実施例において、センサ１４２は、以下のパラメー
タに関する情報を伝えている出力信号を生成することにより、上述のように動作している
複数のセンサを含んでいる。パラメータは、患者１０６の気道の状態及び/又は状況、患
者１０６の呼吸、患者１０６が呼吸するガスの組成、患者１０６の気道に対するガスの配
送、及び/又は、患者による呼吸エフォート、に関するものである。例えば、パラメータ
は、圧力発生器１４０（または、圧力発生器１４０が統合され、結合され、接続されるデ
バイス）のコンポーネントの測定に係るメカニカルユニットに関するものでよい。バルブ
駆動電流、ロータ速度、モータ速度、ブロア速度、ファンホイール速度、または、以前に
知られ、及び/又は、較正された数学的関係を通じて前記にリストされたあらゆるパラメ
ータに対するプロキシとして働く関連の測定、といったものである。一つまたはそれ以上
のセンサ１４２から結果として生じる信号または情報は、プロセッサ１１０、ユーザイン
ターフェイス１２０、電気的ストレージ１３０、及び/又は、システム１００の他のコン
ポーネント、に伝送され得る。この伝送は、有線、及び/又は、無線であってよい。
【００２４】
　図１におけるシステム１００のプロセッサ１１０は、システム１００における情報処理
能力を提供するように構成されている。そういうことで、プロセッサ１１０は、以下のう
ち一つまたはそれ以上のものを含んでいる。デジタルプロセッサ、アナログプロセッサ、
情報処理のために設計されたデジタル回路、情報処理のために設計されたアナログ回路、
状態機械、及び/又は、電気的に情報を処理するための他のメカニズム、である。プロセ
ッサ１１０は、図１において単一エンティティとして示されているが、これは、説明目的
のためだけのものである。いくつかの実施例において、プロセッサ１１０は、複数の処理
ユニットを含んでいる。
【００２５】
　図１に示すように、プロセッサ１１０は、一つまたはそれ以上のコンピュータプログラ
ムモジュールを実行するように構成されている。一つまたはそれ以上のコンピュータプロ
グラムモジュールは、以下のうち一つまたはそれ以上のものを含んでいる。コントロール
モジュール１１１、呼吸イベントモジュール１１２、治療モジュール１１３、使用モジュ
ール１１４、開始レベルモジュール１１５、パラメータ決定モジュール１１６、タイミン
グモジュール１１７、及び/又は、他のモジュール、である。プロセッサ１１０は、以下
のものによって、モジュール１１１－１１７を実行するように構成されている。ソフトウ
ェア、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、ハードウェア及び/又はファーム
ウェアのいくらかの組合せ、及び/又は、プロセッサ１１０上に処理能力を構成するため
の他のメカニズム、によるものである。
【００２６】
　モジュール１１１－１１７は、単一の処理ユニットの中に一緒に配置されているものと
して図１では示されているが、プロセッサ１１０がマルチで処理ユニットを含む実施例に
おいては、モジュール１１１－１１７のうち一つまたはそれ以上は、他のモジュールから
分離して配置されてもよいことが、正しく理解されるべきである。ここにおいて説明され
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る異なるモジュール１１１－１１７によって提供される機能性の記載は、説明目的のもの
であり、限定することを意図するものではない。モジュール１１１－１１７のあらゆるモ
ジュールは、説明されたものより多いか少ない機能性を提供し得るからである。例えば、
モジュール１１１－１１７のうち一つまたはそれ以上が除外され、その機能性のいくつか
又は全部が包含され、共有され、統合され、及び/又は、そうでなければ、モジュール１
１１－１１７の他のモジュールによって提供され得る。プロセッサ１１０は、モジュール
１１１－１１７のうち一つに属する以下の機能性のいくつか又は全てを実行し得る一つま
たはそれ以上の追加のモジュールを実行するように構成されてよいことに留意すべきであ
る。
【００２７】
　図１におけるシステム１００のパラメータ決定モジュール１１６は、一つまたはそれ以
上のガスパラメータ、呼吸パラメータ、及び/又は、センサ１４２によって生成される出
力信号からの他のパラメータ、のうち一つまたはそれ以上を決定するように構成されてい
る。一つまたはそれ以上のガスパラメータは、以下の一つまたはそれ以上のものを含み、
及び/又は、関連している。（ピーク）フロー、フローレート、（換気）ボリューム、圧
力、温度、湿度、速度、加速度、ガス組成（例えば、例としてＣＯ２といった、一つまた
はそれ以上の成分の濃度）、（意図的な）ガス漏れ、及び/又は、（加圧された）呼吸可
能なガスフローに関する他の測定、である。一つまたはそれ以上の呼吸パラメータは、ガ
スパラメータ、及び/又は、呼吸可能なガスの加圧されたフローに係る測定を伝える他の
出力信号から、引き出され得るものである。一つまたはそれ以上の呼吸パラメータは、以
下の一つまたはそれ以上のものを含んでよい。呼吸レート、呼吸期間、吸入時間または期
間、排出時間または期間、呼吸フローカーブ形状、吸入から排出への移行時間及び/又は
その逆、ピーク吸入フローレートからピーク排出フローレートへの移行時間及び/又はそ
の逆、呼吸圧力カーブ形状、最大近位圧力低下（呼吸サイクル及び/又はフェイズごとに
）、及び/又は、他の呼吸パラメータ、である。
【００２８】
　タイミングモジュールは、患者１０６の現在の呼吸フェイズが、吸入フェイズであるか
、排出フェイズであるかを判断するように構成されている。いくつかの実施例において、
タイミングモジュール１１７は、呼吸タイミングパラメータ、及び/又は、システム１０
０のオペレーションに関する他のタイミングパラメータを決定するように構成されている
。呼吸における吸入と排出との間の移行、といったものである。呼吸タイミングパラメー
タは、以下のものを含んでよい。吸入フェイズを排出フェイズから分離する移行時、及び
/又は、その逆、呼吸器官、呼吸レート、吸入時間または期間、排出時間または期間、吸
入フェイズの開始及び/又は終了、排出フェイズの開始及び/又は終了、及び/又は、他の
呼吸タイミングパラメータ、である。システム１００のオペレーションに関するタイミン
グパラメータは、以下のものを含んでよい。治療セッション長さ、セッション開始時間、
セッション終了時間、昼間及び/又は夜間使用の平均及び/又は累積、最近の圧力調整から
の使用量、及び/又は、システム１００のオペレーションに関する他のタイミングパラメ
ータ、である。
【００２９】
　コントロールモジュール１１１は、治療セッションの最中にシステム１００のオペレー
ションをコントロールするように構成されている。コントロールモジュール１１１は、呼
吸可能なガスの加圧されたフローに係るガスパラメータの一つまたはそれ以上のレベルを
調整するために圧力発生器をコントロールするように構成されてよい。一つまたはそれ以
上の（呼吸）治療法識別子、治療モジュール１１３によるレベル調整、開始モジュール１
１５によって決定された開始レベル、呼吸可能なガスの加圧されたフローにおける調整及
び/又は変化をコントロールする一つまたはそれ以上のアルゴリズム、及び/又は、他の要
因、に従ったものである。コントロールモジュール１１１は、呼吸可能なガスの加圧され
たフローを提供するために圧力発生器１４０をコントロールするように構成されている。
コントロールモジュール１１１は、圧力発生器１４０をコントロールするように構成され
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ている。呼吸治療方法に従って、呼吸可能なガスの加圧されたフローに係る一つまたはそ
れ以上のガスパラメータが、時間にわたり変化するようにである。コントロールモジュー
ル１１１は、吸入フェイズの最中には吸入圧力レベルに、及び/又は、排出フェイズの最
中には排出圧力レベルに、加圧された呼吸可能なガスのフローを提供するために、圧力発
生器１４０をコントロールするように構成されてよい。パラメータ決定モジュール１１６
、タイミングモジュール１１７によって決定されたパラメータ、及び/又は、センサ１４
２を通じて受け取ったものが、コントロールモジュール１１１によって、例えば、フィー
ドバックの方法で使用され、システム１００の治療モード／設定／オペレーションの一つ
またはそれ以上を調整する。代替的に、及び/又は、同時に、ユーザインターフェイス１
２０を通じて受け取られた信号及び/又は情報が、コントロールモジュール１１１によっ
て、例えば、フィードバックの方法で使用され、システム１００の治療モード／設定／オ
ペレーションの一つまたはそれ以上を調整する。コントロールモジュール１１１は、複数
の呼吸サイクルにわたり、患者の呼吸サイクルにおける移行時に関して動作の時間を計る
ように構成されてよい。及び/又は、タイミングモジュール１１７によって検出されたあ
らゆる発生または決定に対するあらゆる他の関連における時間である。
【００３０】
　呼吸イベントモジュール１１２は、例えば、センサ１４２によって生成される出力信号
に基づいて、呼吸イベントの発生を検出するように構成されている。呼吸イベントモジュ
ール１１２は、パラメータ決定モジュール１１１に基づいて、呼吸イベントの発生を検出
するように構成されている。例えば、呼吸イベントモジュール１１２は、以下のものの発
生を検出し得る。チェーンストークス（Ｃｈｅｙｎｅ－Ｓｒｏｋｅｓ）呼吸、中枢性無呼
吸、閉塞性無呼吸、低呼吸、いびき、呼吸過多、覚醒、呼吸努力欠乏（または、著しい現
象レベル）、呼吸努力関連覚醒（ＲＥＲＡｓ）、及び/又は、他の呼吸イベント、である
。そうした発生は、自動的、自律的、及び/又は、手動で、システム１００の動作中パラ
メータ及び/又は組成コンポーネントを変更するために使用され得る。いくつかの実施例
において、呼吸イベントモジュール１１２は、ありそうな、及び/又は、今にも起こりそ
うな呼吸イベントを示す状況を検出するように構成されてよい。例えば、一つまたはそれ
以上の呼吸パラメータは、患者１０６が直ちに無呼吸を患うおそれがあることを示し得る
が、呼吸可能なガスの加圧されたフローに係る一つまたはそれ以上のガスパラメータの一
つまたはそれ以上のレベルの所定の調整が、その無呼吸を妨げることができる。
【００３１】
　治療モジュール１１３は、呼吸可能なガスの加圧されたフローに係る一つまたはそれ以
上のガスパラメータのレベルを調整するように構成されており、調整は、呼吸イベントの
検出された発生に基づいている。閾値モジュール１１３は、さらに、呼吸セッションの始
まりにおいて、例えば、開始レベルモジュール１１５によって決定されたといった、開始
レベルを適用するように構成されている。いくつかの実施例においては、治療モジュール
１１３が、実行され、及び/又は、治療セッションの全体を通じてガスパラメータのレベ
ルを調整するように滴定アルゴリズム（ｔｉｔｒａｔｉｎｇ　ａｌｇｏｒｉｔｈｍ）をコ
ントロールする。滴定（ｔｉｔｒａｔｉｏｎ）及び/又は他の調整は、治療措置及び/又は
動作ガイドラインに従って実行され得る。例えば、呼吸圧力保持は、呼吸圧力の最小レベ
ルと最大レベルを有する圧力範囲の中で調整され得る。
【００３２】
　図３Ａは、説明として、およそ７時間にわたって広がる所定の治療セッションに関して
、時間にわたり変化する圧力レベル３６ａのダイヤグラム３０ａを示している。この実施
例において、圧力レベル３６ａは、最大圧力レベル３２と最小圧力レベル３１によって定
められる範囲内に拘束されている。ダイヤグラム３０ａでの所定の治療セッションの開始
における圧力レベル３３は、最小圧力レベル３１に等しい。圧力レベル３６ａは、およそ
、図３Ａに示される最初の２時間の最中に、増加している。
【００３３】
　図１に戻ると、使用モジュール１１４は、提供された呼吸可能なガスの加圧されたフロ
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ーに基づいて、使用情報を収集する。収集された使用情報は、例えば、開始レベルモジュ
ール１１５といった、他のモジュールによって、所定の目的のために使用されてよい。使
用モジュール１１４は、所定量の歴史的な使用情報しか保持できないように構成されてよ
い。
【００３４】
　所定の目的のために使用される収集された使用情報は、少なくとも閾値使用量において
広がるシステム１００の治療上の使用に対応している。閾値使用量は、既定の治療上使用
量であってよい。既定の使用量は、以下のものであってよい。１時間、２時間、４時間、
８時間、１０時間、１５時間、２０時間、２５時間、３０時間、３５時間、４０時間、５
０時間、約１時間の治療セッション、約１時間以上の治療セッション、約２時間以上の治
療セッション、約４時間以上の治療セッション、約１週間の治療セッション、及び/又は
、別の治療上使用量、または、これらのあらゆる組合せ、である。例えば、既定の使用量
は少なくとも２５時間であり、次の完全なセッションについて集められる。閾値量として
使用された既定の治療上使用量は、複数のセッションにわたって一定であってよく、１週
間の使用、及び/又は、１ヶ月の使用であり得る。代替的に、閾値量として使用された既
定の治療上使用量は、種々の要因に従って変化してよい。これらに限定されるわけではな
いが、患者のフィードバック、医療専門家からの入力、システム使用量、及び/又は、他
の要因、を含むものである。
【００３５】
　所定の目的のために収集された使用情報は、提供された呼吸可能なガスの加圧されたフ
ローに係る一つまたはそれ以上のガスパラメータの一つまたはそれ以上のレベルを保持し
てよい。例えば、収集された使用情報は、以下に関するものでよい。ガスの加圧されたフ
ローに係る（呼吸）圧力のレベル、歴史的な圧力レベル、平均圧力レベル、圧力レベルの
平均値／中央値、９０パーセンタイル圧力レベル、９５パーセンタイル圧力レベル、既定
のパーセンタイル圧力レベル、既定の範囲のパーセンタイル圧力レベル、及び/又は、歴
史的な圧力レベルに基づく別の統計的指標、である。圧力レベルのこの典型的な使用は、
決して限定的であることを意図するものではないことに留意すべきである。使用情報を収
集するために使用された歴史的情報量は、例えば、上述のように、治療上の閾値使用量に
対応している。例えば、いくつかの実施例において、９０パーセンタイル圧力レベルは、
最新の３０時間の使用に係る移動ウィンドウ、最新の４つの治療セッション、及び/又は
、他の既定の治療上使用量、または、これらの組合せ、に対応し得る。代替的に、歴史的
情報のそうしたウィンドウは、固定の開始点を有してよい。所定の治療セッションの開始
、といったものである。例えば、呼吸治療の開始からの全ての使用、といったあまりに多
くの歴史的情報を使用することは、変化している状況に対するシステム１００の応答性を
減少させることがある。
【００３６】
　開始レベルモジュール１１５は、呼吸可能なガスの加圧されたフローに係る一つまたは
それ以上のガスパラメータの一つまたはそれ以上の開始レベルを決定するように構成され
ている。開始レベルは、例えば、所定の開始レベルの決定に続く治療セッションの開始時
といった、治療セッションの開始における提供された呼吸可能なガスの加圧されたフロー
に係る一つまたはそれ以上のガスパラメータの開始レベルに関する。開始レベルモジュー
ル１１５による決定は、使用モジュール１１４によって収集された使用情報に基づいてい
る。例えば、使用モジュール１１４によって使用情報が収集された所定の目的は、ここに
おいて説明したように、開始レベルモジュール１１５によって開始レベルを決定すること
であってよい。いくつかの実施例においては、開始レベルの連続的な調整が、少なくとも
システム１００の閾値の治療上使用量だけ離れて、決定され、及び/又は、適用され得る
。例えば、この閾値量は、使用モジュール１１４に関して説明された閾値量と同一であっ
てよい。いくつかの実施例において、開始レベルの連続的な調整は、異なる閾値使用量だ
け離れて、決定され、及び/又は、適用されてよい。開始レベルの適用は、治療モジュー
ル１１３によって実行され得る。
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【００３７】
　図４は、説明として、時間にわたり変化する開始圧力レベル３４を示すダイヤグラム４
０を示している。この実施例において、開始圧力レベル３４は、最大圧力レベル３２と最
小圧力レベル３１によって定められる範囲内に拘束されている。図４における時間は、実
施に応じて、呼吸治療または治療セッションの日数を表している。この実施例において示
されるように、開始圧力レベル３４の調整は、約３０時間の治療上使用だけ離れて、決定
され、及び/又は、適用される。この実施例において、３０時間は、図１に関してここに
おいて何処かで説明されるように、後続の調整が離れて設計される閾値量であり得る。調
整は、治療セッションの最中に行われ得ることに留意すべきである。
【００３８】
　開始レベルモジュール１１５と図１に戻ると、いくつかの実施例において、一つまたは
それ以上のガスパラメータの一つまたはそれ以上の決定された開始レベルは、治療セッシ
ョンの全体を通じてガスパラメータのレベルを調整するために使用されるアルゴリズムに
おける要因であり得る。例えば、所定の決定された開始レベルは、－治療セッションの開
始において使用されたものと同一の決定された開始レベルであっても、なくてもよいが－
治療モジュール１１３によってコントロールされる滴定アルゴリズムにおいて使用され得
る。いくつかの実施例において、アルゴリズムは、現在のガスパラメータのレベルに基づ
いて、ガスパラメータに対する決定された開始レベルと比較して、より積極的に動作して
よい。例えば、アルゴリズムは、所定の決定された開始圧力レベルより低い、現在の圧力
レベルに応じて、より積極的に動作してよい。アルゴリズムを「動作する（”Ｏｐｅｒａ
ｔｉｎｇ”）」ことは、呼吸イベントモジュール１１２によって検出された呼吸イベント
の発生に応答することを含んでいる。
【００３９】
　「より積極的に」動作することは、呼吸可能なガスの加圧されたフローに係る一つまた
はそれ以上のガスパラメータのレベルにおけるより大きな調整、より頻繁なそこでの調整
、そこでの調整に応じたより敏感及び/又は反応よいトリガ、及び/又は、アルゴリズムが
動作状況に対してより積極的に反応する他の方法、を含んでよい。例えば、「より積極的
に」動作することは、呼吸イベントの既定の数量に応じて、より高い圧力レベルにするこ
とを含んでよい。ここで、既定の数量は、現在の圧力レベルが所定の決定された開始圧力
レベル以下の場合には、比較的に低く、及び/又は、現在の圧力レベルが所定の決定され
た開始圧力レベル以上の場合には、比較的に高い。いくつかの実施例において、積極性は
、複数のレベルを使用して定められてよく、「より積極的に」アルゴリズムを「動作する
」ことは、現在の圧力レベルと所定の決定された開始圧力レベルとの関係に依存する。例
えば、アルゴリズムの動作に係る積極性は、現在の圧力レベルと所定の決定された開始圧
力レベルとの違いが増えるにつれて、増加してよい。いくつかの実施例において、治療セ
ッションに対する決定された開始レベル（及び/又は、それに基づく圧力レベル）は、ア
ルゴリズムがその中で動作する許容された圧力レベルの範囲に対する新たな最小圧力レベ
ルとして機能し得る。
【００４０】
　説明として、かつ、図３Ａと対照的に、図３Ｂは、およそ７時間にわたって広がる所定
の治療セッションに関して、時間にわたり変化する圧力レベル３６ｂのダイヤグラム３０
ｂを示している。この実施例において、圧力レベル３６ｂは、最大圧力レベル３２と最小
圧力レベル３１によって定められる範囲内に拘束されている。ダイヤグラム３０ｂでの所
定の治療セッションの開始における圧力レベル３３は、開始圧力レベル３４に等しい。開
始圧力レベルは、先行する少なくとも一つの治療セッションにおいて提供された加圧され
たフローに関して収集された使用情報に基づいて決定されてよい。例えば、開始圧力レベ
ル３４は、図１に関してここにおいて何処かで説明される開始レベルモジュール１１５と
、類似しているか、実質的に同一な開始レベルモジュールによって、決定されてよい。
【００４１】
　図３Ｂに戻ると、圧力レベル３６ｂは、およそ、図３Ｂに示される最初の１時間の最中
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に、増加している。最少圧力レベル３１と開始圧力レベル３４との間の圧力レベル範囲は
、範囲３５として示されている。圧力レベル３６ｂが範囲３５の中に在る場合、ここにお
いて何処かで説明されるように、圧力レベル３６ｂが範囲３５の上に在る場合よりも、積
極的に滴定（ｔｉｔｒａｔｉｏｎ）が実行されてよい。実施例として、圧力レベル３６ｂ
が範囲３５の中に在る場合、圧力レベル３６ｂが範囲３５の上に在る場合の類似する環境
に比べて、より少ない呼吸イベントが検出された後で、より高い圧力レベルに到達するま
で滴定が実行され得る。代替的及び/又は同時に、図３Ｂに示された滴定の実施例３７は
、より高い圧力レベルへの滴定が、圧力レベル３６ｂを、範囲３５におけるあるレベルか
ら直接的に開始圧力３４まで増加させる、実施例を示している。このことは、例えば、図
３Ｂで説明された、およそ、４時間の所定の治療セッションにおいて示されたような圧力
レベル３６ｂの緩やかな増加と対照的なものである。図３Ｂに示すように、開始圧力レベ
ル３４の調整については図示されていない。このことは、限定することを全く意図するも
のではない。そうした調整は、図４に説明されている。
【００４２】
　図２は、患者の気道に対して呼吸治療を提供するための方法を説明している。以下に表
される方法２００のオペレーションは、説明的であることを意図している。所定の実施例
において、方法２００は、説明されていない一つまたはそれ以上の追加オペレーションを
用いて、及び/又は、説明された一つまたはそれ以上のオペレーションを伴わないで、達
成され得る。加えて、方法２００のオペレーションの順序（ｏｒｄｅｒ）が図２において
説明される。以下の記載は、限定することを意図するものではない。
【００４３】
　所定の実施例において、方法２００は、一つまたはそれ以上の処理装置（例えば、デジ
タルプロセッサ、アナログプロセッサ、情報処理のために設計されたデジタル回路、情報
処理のために設計されたアナログ回路、状態機械、及び/又は、電子的な情報処理のため
の他のメカニズム）において実施されてよい。一つまたはそれ以上の処理装置は、電気的
ストレージメディア上に電気的に保管されたインストラクションに応じて、方法２００の
いくつか又は全てのオペレーションを実行する一つまたはそれ以上のデバイスを含んでよ
い。一つまたはそれ以上の処理装置は、ハードウェア、ファームウェア、及び/又は、ソ
フトウェアを通じて、方法２００に係る一つまたはそれ以上のオペレーションの実行のた
めに、特定的に設計されるように構成されている一つまたはそれ以上のデバイスを含んで
よい。
【００４４】
　オペレーション２０２において、患者の気道に配送するための呼吸可能なガスの加圧さ
れたフローが生成される。一つの実施例において、オペレーション２０２は、圧力発生器
１４０（図１に示され上述されたもの）に類似の、または、実質的に同一な圧力発生器に
よって実行される。
【００４５】
　オペレーション２０４において、呼吸可能なガスの加圧されたフローに係る一つまたは
それ以上のガスパラメータに関する情報を伝達する一つまたはそれ以上の出力信号が生成
される。一つの実施例において、オペレーション２０４は、センサ１４２（図１に示され
上述されたもの）に類似の、または、実質的に同一なセンサによって実行される。
【００４６】
　オペレーション２０６において、呼吸可能なガスの加圧されたフローが提供され、及び
/又は、治療セッションの最中に患者に提供されるようにコントロールされる。一つの実
施例において、オペレーション２０６は、コントロールモジュール１１１（図１に示され
上述されたもの）に類似の、または、実質的に同一なモジュールによって実行される。
【００４７】
　オペレーション２０８において、一つまたはそれ以上の出力信号に基づいて、呼吸イベ
ントの発生が検出される。一つの実施例において、オペレーション２０８は、呼吸イベン
トモジュール１１２（図１に示され上述されたもの）に類似の、または、実質的に同一な
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【００４８】
　オペレーション２１０において、一つまたはそれ以上の呼吸イベントの検出された一つ
またはそれ以上の発生に基づいて、呼吸可能なガスの加圧されたフローに係る一つまたは
それ以上のガスパラメータのレベルが調整される。一つの実施例において、オペレーショ
ン２１０は、治療モジュール１１３（図１に示され上述されたもの）に類似の、または、
実質的に同一な治療モジュールによって実行される。
【００４９】
　オペレーション２１２において、提供された呼吸可能なガスの加圧されたフローに基づ
いて、使用情報が収集される。一つの実施例において、オペレーション２１２は、使用モ
ジュール１１４（図１に示され上述されたもの）に類似の、または、実質的に同一な使用
モジュールによって実行される。
【００５０】
　オペレーション２１４において、使用情報に基づいて、呼吸可能なガスの加圧されたフ
ローに係る一つまたはそれ以上のガスパラメータの開始レベルが決定される。使用情報は
、少なくとも閾値使用量において広がる呼吸治療に対応している。ここで、閾値使用量は
、一つの治療セッション以上である。一つの実施例において、オペレーション２１４は、
開始レベルモジュール１１５（図１に示され上述されたもの）に類似の、または、実質的
に同一な開始レベルモジュールによって実行される。
【００５１】
　オペレーション２１６において、開始レベルが治療セッションの始まりに適用される。
方法２００は、オペレーション２０２に進んでよく、後続の治療セッションに対して方法
２００が実行される。一つの実施例において、オペレーション２１６は、治療モジュール
１１３（図１に示され上述されたもの）に類似の、または、実質的に同一な治療モジュー
ルによって実行される。
【００５２】
　特許請求の範囲において、括弧の間に置かれたあらゆる参照番号も、特許請求の範囲を
限定するものとして理解されるべきではない。用語「含む（“ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ“ま
たは”ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ“）」は、請求項において挙げられたもの以外のエレメントま
たはステップの存在を排除するものではない。いくつかの手段を列挙しているデバイスの
請求項において、これらの手段のいくつかは、一つの、そして同一のハードウェアのアイ
テムによって実施され得る。用語「一つの（”ａ“または”ａｎ“）」は、複数のそうし
たエレメントの存在を排除するものではない。いくつかの手段を列挙しているあらゆるデ
バイスの請求項において、これらの手段のいくつかは、一つの、そして同一のハードウェ
アのアイテムによって実施され得る。異なる独立請求項がお互いに特定のエレメントを引
用しているという事実だけでは、これらのエレメントが組合せにおいて使用され得ないこ
とを示すものではない。
【００５３】
　本発明について、現在において最も実用的で、好適な実施例であると考えられるものに
基づいて、説明目的のために、詳細が述べられてきたが、こうした詳細は、ただ説明目的
だけのものであり、本発明が開示された実施例に限定されることはないこと、しかし、反
対に、添付の特許請求の範囲、または趣旨の範囲内における変形または均等な構成をカバ
ーするように意図されていること、が理解されるべきである。例えば、本発明は、可能な
限りにおいて、あらゆる実施例に係る一つまたはそれ以上の特徴は、他のあらゆる実施例
に係る一つまたはそれ以上の特徴と組合わされ得ることを想定していることが理解される
べきである。
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【手続補正書】
【提出日】平成26年12月2日(2014.12.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　気道を有する患者に対して呼吸治療を提供するように構成されたシステムであって：
　呼吸治療の最中に、前記患者の前記気道に配送するための加圧されたフローを生成する
ように構成された圧力発生器であり、前記加圧されたフローは呼吸可能なガスを含む、圧
力発生器と：
　前記加圧されたフローに係る一つまたはそれ以上のガスパラメータに関する情報を伝達
する一つまたはそれ以上の出力信号を生成するように構成された一つまたはそれ以上のセ
ンサと；
　処理モジュールを実行するように構成された一つまたはそれ以上のプロセッサと、を含
み、
　前記処理モジュールは：
　　治療セッションの最中に、前記加圧されたフローを提供するために前記圧力発生器を
コントロールするように構成されたコントロールモジュールと、
　　前記加圧されたフローに係る一つまたはそれ以上のガスパラメータのレベルを調整す
るように構成された治療モジュールと、
　　提供された前記加圧されたフローに基づいて、使用情報を収集するように構成された
使用モジュールと、
　　前記加圧されたフローに係る一つまたはそれ以上のガスパラメータの開始レベルを決
定するように構成された開始レベルモジュールであり、
　　　前記決定は、収集された使用情報に基づくものであり、
　　　前記収集された使用情報は、少なくとも閾値使用量においてなされる前記システム
の治療上の使用に対応しており、
　　　前記閾値使用量は、一つの治療セッション以上であり、かつ、
　　　前記収集された使用情報は、前記加圧されたフローの圧力レベルを含んでいる、
　　開始レベルモジュールと、を含み、
　　前記治療モジュールは、さらに、前記開始レベルを治療セッションの始まりにおいて
適用するように構成されている、
　システム。
【請求項２】
　閾値使用量は、前記システムの治療上の使用に係る３０時間であり、
　収集された使用情報は、前記加圧されたフローの圧力レベルに係る既定のパーセンタイ
ルに関するものである、
　請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記開始レベルモジュールは、さらに、
　前記加圧されたフローに係る前記一つまたはそれ以上のガスパラメータの開始レベルを
調整するように構成されており、
　開始レベルの連続的な調整が、少なくとも前記閾値使用量だけ離れて行われる、
　請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記治療モジュールによって調整された前記加圧されたフローに係る前記一つまたはそ
れ以上のガスパラメータの前記レベルは、前記加圧されたフローの現在の圧力レベルを含
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み、
　前記開始レベルモジュールによって決定された前記加圧されたフローに係る前記一つま
たはそれ以上のガスパラメータの前記開始レベルは、現在の開始圧力レベルを含み、
　前記加圧されたフローに係る前記一つまたはそれ以上のガスパラメータのレベルの調整
は、アルゴリズムによってコントロールされ、かつ、
　前記アルゴリズムは、前記現在の開始圧力レベルより上である前記現在の圧力レベルに
応じて使用される圧力増加量と比較して、前記現在の開始圧力レベルより低い前記現在の
圧力レベルに応じて、増大された圧力増加量を使用する、
　請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記システムは、さらに、
　前記一つまたはそれ以上の出力信号に基づいて、呼吸イベントの発生を検出するように
構成された呼吸イベントモジュールと、を含み、
　前記治療モジュールは、前記加圧されたフローに係る一つまたはそれ以上のガスパラメ
ータのレベルを調整するように構成されており、調整は、検出された呼吸イベントの発生
に基づくものである、
　請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　気道を有する患者に対する呼吸治療の最中に配送される呼吸可能なガスの加圧されたフ
ローに係る一つまたはそれ以上のガスパラメータの開始レベルを決定するための方法であ
って：
　治療セッションの最中に、前記患者の前記気道に配送するための加圧されたフローを生
成するステップであり、前記加圧されたフローは呼吸可能なガスを含む、ステップと：
　前記加圧されたフローに係る一つまたはそれ以上のガスパラメータに関する情報を伝達
する一つまたはそれ以上の出力信号を生成するステップと；
　前記加圧されたフローに係る一つまたはそれ以上のガスパラメータのレベルを調整する
ステップと；
　提供された前記加圧されたフローに基づいて、使用情報を収集するステップと；
　前記加圧されたフローに係る一つまたはそれ以上のガスパラメータの開始レベルを決定
するステップであり、
　　前記決定は、前記収集された使用情報に基づくものであり、
　　前記収集された使用情報は、少なくとも閾値使用量においてなされる呼吸治療に対応
しており、
　　前記閾値使用量は、一つの治療セッション以上であり、かつ、
　　前記収集された使用情報は、前記加圧されたフローの圧力レベルを含んでいる、ステ
ップと；
　を含む、方法。
【請求項７】
　閾値使用量は、呼吸治療に係る３０時間であり、
　収集された使用情報は、前記加圧されたフローの圧力レベルに係る既定のパーセンタイ
ルに関するものである、
　請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記方法は、さらに、
　前記加圧されたフローに係る前記一つまたはそれ以上のガスパラメータの開始レベルを
調整するステップと、を含み、
　開始レベルの連続的な調整が、少なくとも前記閾値使用量だけ離れて行われる、
　請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記加圧されたフローに係る一つまたはそれ以上のガスパラメータのレベルを調整する
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前記ステップは、前記加圧されたフローの現在の圧力レベルを調整することを含み、
　前記加圧されたフローに係る一つまたはそれ以上のガスパラメータの開始レベルを決定
する前記ステップは、現在の開始圧力レベルを含み、
　前記加圧されたフローに係る一つまたはそれ以上のガスパラメータのレベルの調整は、
アルゴリズムによってコントロールされ、かつ、
　前記アルゴリズムは、前記現在の開始圧力レベルより上である前記現在の圧力レベルに
応じて使用される圧力増加量と比較して、前記現在の開始圧力レベルより低い前記現在の
圧力レベルに応じて、増大された圧力増加量を使用する、
　請求項６に記載の方法。
【請求項１０】
　前記方法は、さらに、
　前記一つまたはそれ以上の出力信号に基づいて、呼吸イベントの発生を検出するステッ
プと、を含み、
　前記加圧されたフローに係る一つまたはそれ以上のガスパラメータのレベルを調整する
前記ステップは、調整が、検出された呼吸イベントの発生に基づくように実行される、
　請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　気道を有する患者に対して呼吸治療を提供するように構成されたシステムであって：
　呼吸治療の最中に、前記患者の前記気道に配送するための加圧されたフローを生成する
手段であり、前記加圧されたフローは呼吸可能なガスを含む、手段と：
　前記加圧されたフローに係る一つまたはそれ以上のガスパラメータに関する情報を伝達
する一つまたはそれ以上の出力信号を生成する手段と；
　治療セッションの最中に、前記加圧されたフローを前記患者に提供する手段と；
　前記加圧されたフローに係る一つまたはそれ以上のガスパラメータのレベルを調整する
手段と；
　提供された前記加圧されたフローに基づいて、使用情報を収集する手段と；
　前記加圧されたフローに係る一つまたはそれ以上のガスパラメータの開始レベルを決定
する手段であり、
　　前記決定は、前記収集された使用情報に基づくものであり、
　　前記収集された使用情報は、少なくとも閾値使用量においてなされる呼吸治療に対応
しており、
　　前記閾値使用量は、一つの治療セッション以上であり、かつ、
　　前記収集された使用情報は、前記加圧されたフローの圧力レベルを含んでいる、手段
と；
　前記開始レベルを治療セッションの始まりにおいて適用する手段と；
　を含む、システム。
【請求項１２】
　前記閾値使用量は、呼吸治療に係る３０時間であり、
　前記収集された使用情報は、前記加圧されたフローの圧力レベルに係る既定のパーセン
タイルに関するものである、
　請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記システムは、さらに、
　前記加圧されたフローに係る前記一つまたはそれ以上のガスパラメータの開始レベルを
調整する手段と、を含み、
　開始レベルの連続的な調整が、少なくとも前記閾値使用量だけ離れて行われる、
　請求項１１に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記加圧されたフローに係る一つまたはそれ以上のガスパラメータのレベルを調整する
前記手段は、さらに、前記加圧されたフローの現在の圧力レベルを調整するように構成さ
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れ、
　前記加圧されたフローに係る一つまたはそれ以上のガスパラメータの開始レベルを決定
する前記手段は、さらに、現在の開始圧力レベルを決定するように構成され、
　前記加圧されたフローに係る一つまたはそれ以上のガスパラメータのレベルを調整する
前記手段のオペレーションは、アルゴリズムによってコントロールされ、かつ、
　前記アルゴリズムは、前記現在の開始圧力レベルより上である前記現在の圧力レベルに
応じて使用される圧力増加量と比較して、前記現在の開始圧力レベルより低い前記現在の
圧力レベルに応じて、増大された圧力増加量を使用する、
　請求項１１に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記システムは、さらに、
　前記一つまたはそれ以上の出力信号に基づいて、呼吸イベントの発生を検出する手段と
、を含み、
　前記加圧されたフローに係る一つまたはそれ以上のガスパラメータのレベルを調整する
前記手段は、調整が、検出された呼吸イベントの発生に基づくように実行される、
　請求項１４に記載のシステム。
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