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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　換気補助を提供するためのシステムであって、当該システムは、
　気体源と、
　気体運搬回路と、
　患者が鼻インターフェイスを通して周囲空気で呼吸するのを可能にするように適合され
た鼻インターフェイスと、
　遠位端気体流路開口を有する、前記鼻インターフェイスを通る気体流路と、
　前記遠位端気体流路開口から一定の距離のところにある前記鼻インターフェイスの近位
端に位置するノズルと、
　前記鼻インターフェイスに付随する取込みポートであって、前記取込みポートは、周囲
空気と直接連通し、前記取込みポートは、前記ノズルと前記遠位端気体流路開口との間に
ある、前記鼻インターフェイスに付随する取込みポートと、
を有し、
　前記ノズルは前記気体運搬回路および前記気体源に流体連通され、
　前記ノズルは、前記取込みポートのところで前記気体流路内に陰圧領域を形成するため
に前記鼻インターフェイス内に気体を運搬し、
　前記鼻インターフェイスおよび前記ノズルは、前記取込みポートと前記遠位端気体流路
開口との間に陽圧領域を形成し、
　前記気体源からの気体と前記取込みポートを通して取り込まれる空気との組合せが換気
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補助を行い、
　前記ノズルは、マニホールド気体流路の中心線軸から約１～３０度の角度で角度付けさ
れ、そして、前記遠位端気体流路開口は、前記マニホールド気体流路から横方向に湾曲し
て構成され、前記取込みポートは前記マニホールド気体流路に沿って構成されていること
を特徴とする、換気補助を提供するためのシステム。
【請求項２】
　二次気体流出口は、前記遠位端気体流路開口付近に位置決めされ、前記システムにより
生成されるノイズを減少させるように前記取込みポートから分離されている、
請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記気体流路は、実質的に外側－正中線の区間である第１の区間、および、前記第１の
区間の遠位側にある、実質的に下側－上側の区間である第２の区間、ならびに、前記第１
の区間、および、前記第２の区間の間にある湾曲部を有し、前記湾曲部の近位側に前記陽
圧領域が実質的に形成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記気体流路内の陽圧領域で終端する圧力感知ポートをさらに有する、請求項１に記載
のシステム。
【請求項５】
　前記気体流路は、左側気体流路、および、分離した右側気体流路を有し、
　前記左側気体流路および前記右側気体流路は、相互接続チャネルに空気圧的に相互接続
される、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　マニホールドをさらに有し、前記マニホールドが、前記マニホールドの正中線の両側に
外側－後側－下側の湾曲部を有するように湾曲しており、それにより前記マニホールドが
ユーザにとって最も快適な場所に配置される、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　マニホールドをさらに有し、前記マニホールドが少なくとも１つの撓み継手を有し、前
記少なくとも１つの撓み継手が前記マニホールドの正中線のところに配置され、
　前記マニホールドは可撓性材料で作られる、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　マニホールドをさらに有し、前記マニホールドがユーザの顔の形状になるような展性材
料で作られる、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　マニホールドをさらに有し、前記マニホールドの中心で空間の調整が行われる、請求項
１に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記遠位端気体流開口に取付可能な１つまたは複数の鼻クッションをさらに有し、前記
１つまたは複数の鼻クッションが、硬質材料を含むスナップ・リングをピロー上に有し、
さらに、前記遠位端気体流開口を囲む対合リングを有する、請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記遠位端気体流開口に取付可能な１つまたは複数の鼻クッションをさらに有し、前記
１つまたは複数の鼻クッションが前記鼻インターフェイスに対する回転可能接続部を有す
る、請求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記取込みポートから前記遠位端気体流開口に向かう前記気体流路の断面積は、一定で
あり、または増加する、請求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記気体源からの気体の運搬は、呼吸の段階を測定するための少なくとも１つのセンサ
によって検知されたように吸気段階と同期される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１４】
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　患者の自然の呼吸数が決定され、
　前記気体源からの気体の運搬の時間が、前記患者の自然の呼吸数に基づいて異なる時間
および異なる圧力振幅で設定された量を運搬するように修正される、請求項１に記載のシ
ステム。
【請求項１５】
　前記気体源からの前記気体は着用可能換気装置によって制御される、請求項１に記載の
システム。
【請求項１６】
　前記ノズルおよび前記気体運搬回路は、前記鼻インターフェイスの一方の側のみに取り
付けられる、請求項１に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記気体流路は急激な角度を有さず、
　前記急激な角度は実質的に９０度である、請求項１に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記ノズルの先端部は前記取込みポートの中間位置に位置する、請求項１に記載のシス
テム。
【請求項１９】
　前記取込みポートは完全に前記ノズルの遠位側にある、請求項１に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記陰圧領域は前記気体流路内にあり、
　前記鼻インターフェイスの前記遠位端の近位側にある位置まで延在する、請求項１に記
載のシステム。
【請求項２１】
　前記陽圧領域が前記気体流路内にあり、
　前記気体流路内を、前記取込みポートの遠位側の位置から前記鼻インターフェイスの前
記遠位端まで延在する、請求項１に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記気体源からの気体と前記取込みポートを通して取り込まれる前記空気との前記組合
せは層流として前記鼻インターフェイスから出る、請求項１に記載のシステム。
【請求項２３】
　換気装置をさらに有し、前記換気装置が制御ユニットを有し、前記制御ユニットが、前
記少なくとも１つのセンサからの情報に基づいて患者の換気需要に適合するように前記換
気装置の出力を調節する、請求項１３に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
（関連出願の相互引用）
　本出願は、２００９年９月３日に出願された米国仮特許出願第６１／２３９，７２８号
、２００９年１０月２８日に出願された米国仮特許出願第６１／２５５，７６０号、２０
１０年１月１２日に出願された米国仮特許出願第６１／２９４，３６３号、および、２０
１０年２月１９日に出願された米国仮特許出願第６１／３０６，３７０号の優先権を主張
するものであり、これらの内容はその全体が参照により本明細書に組み込まれる。また、
本出願は、２０１０年４月２日に出願された米国非仮特許出願１２／７５３，８４６号、
２０１０年４月２日に出願されたＰＣＴ特許出願ＰＣＴ／ＵＳ２０１０／０２９８７１、
２０１０年４月２日に出願された米国非仮特許出願第１２／７５３，８５１号、２０１０
年４月２日に出願されたＰＣＴ特許出願ＰＣＴ／ＵＳ２０１０／０２９８７３、２０１０
年４月２日に出願された米国非仮特許出願第１２／７５３，８５３号、２０１０年４月２
日に出願された米国非仮特許出願第１２／７５３，８５４号、２０１０年４月２日に出願
されたＰＣＴ特許出願ＰＣＴ／ＵＳ２０１０／０２９８７４、２０１０年４月２日に出願
された米国非仮特許出願第１２／７５３，８５６号、および、２０１０年４月２日に出願
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されたＰＣＴ特許出願ＰＣＴ／ＵＳ２０１０／０２９８７５の優先権を主張し、これらの
内容はその全体が参照により本明細書に組み込まれる。本出願は、「ＭＥＴＨＯＤＳ，Ｓ
ＹＳＴＥＭＳ　ＡＮＤ　ＤＥＶＩＣＥＳ　ＦＯＲ　ＮＯＮ－ＩＮＶＡＳＩＶＥ　ＶＥＮＴ
ＩＬＡＴＩＯＮ　ＩＮＣＬＵＤＩＮＧ　Ａ　ＮＯＮ－ＳＥＡＬＩＮＧ　ＶＥＮＴＩＬＡＴ
ＩＯＮ　ＩＮＴＥＲＦＡＣＥ　ＷＩＴＨ　Ａ　ＦＲＥＥ　ＳＰＡＣＥ　ＮＯＺＺＬＥ　Ｆ
ＥＡＴＵＲＥ」と題される、２０１０年９月３日に出願された米国仮特許出願第＿号、お
よび、「ＭＥＴＨＯＤＳ，ＳＹＳＴＥＭＳ　ＡＮＤ　ＤＥＶＩＣＥＳ　ＦＯＲ　ＮＯＮ－
ＩＮＶＡＳＩＶＥ　ＶＥＮＴＩＬＡＴＩＯＮ　ＩＮＣＬＵＤＩＮＧ　Ａ　ＮＯＮ－ＳＥＡ
ＬＩＮＧ　ＶＥＮＴＩＬＡＴＩＯＮ　ＩＮＴＥＲＦＡＣＥ　ＷＩＴＨ　Ａ　ＦＲＥＥ　Ｓ
ＰＡＣＥ　ＮＯＺＺＬＥ　ＦＥＡＴＵＲＥ」と題される、２０１０年に９月３日に出願さ
れたＰＣＴ特許出願第＿号を参照により組み込む。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、呼吸不全および睡眠時無呼吸などの、呼吸疾患（ｒｅｓｐｉｒａｔｏｒｙ　
ａｎｄ　ｂｒｅａｔｈｉｎｇ　ｄｉｓｏｒｄｅｒ）に苦しむ人の換気治療の分野に関する
。より詳細には、本発明は、非密封式・非侵襲性鼻換気患者インターフェイスを使用する
方法およびデバイスにより開放気道換気を実現することに関する。
【背景技術】
【０００３】
　機械的換気補助すなわち気道陽圧を提供する、患者に負担を与えないような、最小限に
目立つ鼻マスクおよび換気システムが必要とされている。このようなマスクおよびシステ
ムの恩恵を受ける換気治療を必要とする、呼吸不全、気道疾患または睡眠障害、鬱血性心
不全、神経筋疾患などの、様々な臨床的症候群があり、また、慢性的状況、急性的状況、
緊急の状況、集団外傷の状況、および、汎流行の状況など、恩恵を受ける状況も様々ある
。
【０００４】
　患者に負担を与えないデバイスを用いて酸素治療を行うことは可能である。しかし、酸
素治療は、換気治療と比較してそれほど深刻ではない形の臨床的症候群に対して使用され
る。例えば、鼻マスクによる一部の酸素治療システムは、空気をマスク内に取り込むこと
により空気と酸素との混合気を運搬することを目的として開発されてきたが、これらは、
呼吸の動作を機械的に助けるものではないので、換気治療または呼吸補助とは考えられな
い。最近、高流量酸素治療（ｈｉｇｈ　ｆｌｏｗ　ｏｘｙｇｅｎ　ｔｈｅｒａｐｙ（ＨＦ
ＯＴ））として知られる、酸素治療の変形形態が利用されている。この場合、酸素流量は
、標準的な長期酸素療法（ｌｏｎｇ　ｔｅｒｍ　ｏｘｙｇｅｎ　ｔｈｅｒａｐｙ（ＬＴＯ
Ｔ））を超えて、例えば１５ＬＰＭ以上にまで上昇する。高い流量率により患者の気道が
乾くのを防ぐために、酸素を湿らせなければならない。ＨＦＯＴは、自発呼吸中に患者の
絶対の胸腔内圧（ａｂｓｏｌｕｔｅ　ｐｌｅｕｒａｌ　ｐｒｅｓｓｕｒｅ）をわずかに下
げることができ、したがって、呼吸の動作に与える影響はわずかであることが報告されて
いる。これらのシステムは、かなりの量の酸素を消費し、システムが移動可能ではなくま
た患者に負担を与えるという点において、非効率的である。
【０００５】
　患者に機械呼吸（ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　ｖｅｎｔｉｌａｔｉｏｎ（ＭＶ））を提供し
、呼吸の動作に機械的に貢献するような呼吸補助および換気治療が存在する。ＭＶ治療は
、患者にカフ付きまたはカフなしの気管チューブまたは密封式フェイス・マスクまたは密
封鼻マスクあるいは密封鼻カニューレを挿管することによって患者に繋がれる。呼吸の動
作を補助するのに有用であるが、ＭＶに使用される患者インターフェイスは、ユーザに対
して邪魔なものであり、および／または、侵襲性があり、また、ＭＶ治療は日常生活の移
動性および活動を容易にはせず、したがって患者に負担を与え、多くの潜在的なユーザに
とって欠点となるものである。挿管を必要とすることなくフェイス・マスクまたは鼻マス
クを用いて患者を換気する非侵襲性換気（ｎｏｎ－ｉｎｖａｓｉｖｅ　ｖｅｎｔｉｌａｔ
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ｉｏｎ（ＮＩＶ））が存在し、これは、多くの状況において有利である可能性がある。し
かし、インターフェイスが鼻および／または口に対して外部シールを形成することから、
患者は上気道を使用することができず、また、システムは移動可能ではなく、この組合せ
は日常生活の活動を可能にするものではない。
【０００６】
　閉塞性睡眠時無呼吸（ｏｂｓｔｒｕｃｔｉｖｅ　ｓｌｅｅｐ　ａｐｎｅａ（ＯＳＡ））
の治療では、代表的な換気治療は、持続的気道陽圧法（ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　ｐｏｓｉ
ｔｉｖｅ　ａｉｒｗａｙ　ｐｒｅｓｓｕｒｅ（ＣＰＡＰ））または二相性気道陽圧法（ｂ
ｉｌｅｖｅｌ　ｐｏｓｉｔｉｖｅ　ａｉｒｗａｙ　ｐｒｅｓｓｕｒｅ（ＢｉＰＡＰ））で
あり、これは、ＭＶにおいて、患者が、呼気回路を通してではなく、マスク内の排気口を
通して部分的に息を吐き出して大型の気体運搬管に戻すという点において、ＮＩＶに対す
る変更形態である。鼻または顔を密封する鼻マスクまたはフェイス・マスクにより患者に
加えられる換気装置による連続陽圧により、上気道が閉塞することが防止される。この治
療は、効果的ではあるが、低い患者コンプライアンスを有する。というのは、患者インタ
ーフェイスが患者にとって邪魔なものであり、また、患者がマスクおよび気体運搬回路の
両方を通して不自然に呼吸するからである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　要するに、既存の治療および従来技術は以下のような欠点を有する。（１）日常生活の
移動性および活動を可能にするように非侵襲性であり、目立たず、（２）通常通りに周囲
環境からの呼吸を知覚するのを可能にし、（３）容易に携帯し得るシステムすなわち患者
が容易に運搬または着用することができるシステム内で実施される、ような、患者に負担
を与えない形で、呼吸補助または気道補助を提供しない。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、非侵襲性開放気道換気（ｎｏｎ－ｉｎｖａｓｉｖｅ　ｏｐｅｎ－ａｉｒｗａ
ｙ　ｖｅｎｔｉｌａｔｉｏｎ（ＮＩＯＶ））、および、患者の口または鼻の開口部を完全
に覆ったりまたは密封したりしないベンチュリ構成を備える密封式鼻マスク・インターフ
ェイスを使用して、患者に換気を行う。非侵襲性の開放気道による非密封式マスクは、好
適には、マスク内で陰圧を陽圧に変化させるためのベンチュリ構成を備えるように構成さ
れる。
【０００９】
　本発明の実施形態は換気補助を提供するためのシステムを含むことができ、このシステ
ムは：気体源と；気体運搬回路と；患者が鼻インターフェイスを通して周囲空気で呼吸す
ることを可能にする鼻インターフェイスと；遠位端気体流路開口を有する、鼻インターフ
ェイスを通る気体流路と；遠位端気体流路開口から一定の距離のところにある鼻インター
フェイスの近位端に付随するノズルと；少なくとも一部分がノズルと遠位端気体流開口と
の間にある、鼻インターフェイスに付随する取込みポートと、を有し、ここでは、ノズル
が気体運搬回路および気体源に流体連通され、ノズルが、取込みポートのところで気体流
路内に陰圧領域を形成するために鼻インターフェイス内に気体を運搬し、鼻インターフェ
イスおよびノズルが、取込みポートと遠位端気体流路との間に陽圧領域を形成し、気体源
からの気体と取込みポートを通して取り込まれる空気との組合せが換気補助を行う。
【００１０】
　本発明の実施形態には気道圧力を増大させる方法が含まれてよく、この方法は：患者が
鼻インターフェイスを通して周囲空気で呼吸することを可能にする鼻インターフェイスを
用意するステップであって、鼻インターフェイスが気体流路を有し、気体流路が遠位端気
体流路開口および近位端気体流路開口を有する、ステップと；鼻から一定の距離のところ
にある鼻インターフェイスの近位端に付随するノズルを用意するステップと；実質的にノ
ズルと鼻インターフェイスの遠位端との間の鼻インターフェイスに付随する取込みポート
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を用意するステップと、を含み、ここでは、取込みポートの少なくとも一部分が、ノズル
と遠位端気体流開口との間にあり、ノズルを気体運搬回路および気体源に流体連通させる
ように適合させ、ノズルが、取込みポートのところで気体流路内に陰圧領域を形成するた
めに鼻インターフェイス内に気体を運搬することができ、鼻インターフェイスおよびノズ
ルが、取込みポートと鼻インターフェイスの遠位端との間に陽圧領域を形成し、気体源か
らの気体と取込みポートを通して取り込まれる空気との組合せが気道圧力を増大させる。
【００１１】
　本発明のシステムおよび方法は、消音機構を含む鼻インターフェイスをさらに有するこ
とができる。消音機構は、ノズルをマニホールド気体流路の中心線軸から約１～３０度の
角度で角度付けすることができる。消音機構は、マニホールド気体流路の中心線から５～
２５％ずれて位置決めされる、中心からずれたノズルであってよい。消音機構は、取込み
ポートから分離された二次気体流出口を有することができる。鼻インターフェイスが発生
させる音は１メートルのところで＜５０ｄｂであってよい。気体流路は、実質的に外側－
正中線の区間である第１の区間、および、第１の区間の遠位側にある、実質的に下側－上
側の区間である第２の区間、ならびに、これらの２つの区間の間にある湾曲部を有し、湾
曲部の近位側に陽圧領域が実質的に形成される。圧力感知ポートが気体流路内の陽圧領域
で終端してよい。気体流路は、左側気体流路、および、分離した右側気体流路を有するこ
とができる。左側気体流路および右側気体流路は、相互接続チャネルに空気圧的に相互接
続され得る。マニホールドが含まれてよく、このマニホールドは、正中線の両側に外側－
後側－下側の湾曲部を有するように湾曲しており、それによりこのマニホールドがユーザ
にとって最も快適な場所に配置されるようになる。マニホールドが含まれてよく、このマ
ニホールドは少なくとも１つの撓み継手を有し、この少なくとも１つの撓み継手はマニホ
ールドの正中線のところに配置される。マニホールドは可撓性材料で作られてよい。マニ
ホールドが含まれてよく、このマニホールドはユーザの顔の形状になるような展性材料（
ｍａｌｌｅａｂｌｅ　ｍａｔｅｒｉａｌ）で作られる。マニホールドが含まれてよく、マ
ニホールドの中心で空間の調整が行われる。１つまたは複数の鼻クッションが遠位端気体
流開口に取付可能であってよく、この１つまたは複数の鼻クッションは、硬質材料を含む
スナップ・リングをピロー上に有し、さらに、遠位端気体流開口を囲む対合リングを有す
る。１つまたは複数の鼻クッションが遠位端気体流開口に取付可能であり、この１つまた
は複数の鼻クッションは鼻インターフェイスに対する回転可能接続部を有する。気体流路
の断面積は取込みポートから遠位端気体流開口に向かって減少していなくてよい。気体流
路の断面積は取込みポートから遠位端気体流開口に向かって一定であってよい。気体流路
の断面積は取込みポートから遠位端気体流開口に向かって増加してよい。気体源からの気
体の運搬は吸気段階と同期してよい。気体源からの気体の運搬の時間は、患者の自然の呼
吸数に基づいて異なる時間および異なる圧力振幅で設定された量を運搬するように、呼吸
数で修正されてよい。気体供給源からの気体は着用可能換気装置によって制御され得る。
換気補助には、呼吸不全を治療するために呼吸の動作を減少させることが含まれてよい。
換気補助には、睡眠時無呼吸を治療するために気道圧力を増大させることが含まれてよい
。ノズルおよび気体運搬管は、鼻インターフェイスの一方の側のみに取り付けられてよい
。気体流路は急激な角度を有さなくてよい。急激な角度は実質的に９０度であってよい。
患者は、気体源からの気体と取込みポートを通して取り込まれる空気との組合せで、気体
源からの気体に対して約２０～２００％の取り込まれる空気を受けることができる。ノズ
ルは先端部を有していてよく、取込みポートの少なくとも一部分はノズルの先端部と遠位
端気体流開口との間にある。ノズルの先端部は取込みポートの中間位置に位置してよい。
ノズルの先端部は中心線から約５～６０ｍｍであってよい。取込みポートは完全にノズル
の遠位側にあってよい。取込みポートは、約０．０３５～０．０９５平方インチ（０．２
２６～０．６１３平方ｃｍ）の平均断面積を有してよい。陰圧領域が気体流路内にあって
よい。陰圧領域は、取込みポートから、鼻インターフェイスの遠位端の近位側にある位置
まで延在してよい。陰圧は周囲圧力未満であってよい。陰圧は約－５から－４０ｃｍＨ２
Ｏ（－４９０から－３９２３Ｐａ）であってよい。陽圧領域が気体流路内にあってよい。
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陽圧領域は、気体流路内を、取込みポートの遠位側の位置から鼻インターフェイスの遠位
端まで延在してよい。陽圧は周囲圧力より大きくてよい。陽圧は約０．０１から０．５０
ｐｓｉ（６９から３４４７Ｐａ）であってよい。気体源からの気体と取込みポートを通し
て取り込まれる空気との組合せは、約２～３５ｃｗｐだけ上気道圧力を増大させることが
できる。気体源からの気体と取込みポートを通して取り込まれる空気との組合せは層流と
して鼻インターフェイスから出ることができる。鼻インターフェイスは、約－０．７５～
２．０インチ（－１．９～５．１ｃｍ）の咽喉長さを有してよい。気体運搬回路は約４ｍ
ｍ未満の内径を有してよい。少なくとも１つのセンサが呼吸の段階を測定することができ
る。換気装置が設けられてよく、この換気装置は制御ユニットを有し、この制御ユニット
は、少なくとも１つのセンサからの情報に基づいて患者の換気需要に適合するように換気
装置の出力を調節する。
【００１２】
　本発明の実施形態は気道圧力を増大させるためのシステムを含むことができ、このシス
テムは；気体源と；気体運搬回路と；患者が鼻インターフェイスを通して周囲空気で呼吸
することを可能にする鼻インターフェイスと；遠位端気体流路開口を有する、鼻インター
フェイスを通る気体流路と；遠位端気体流路開口から一定の距離のところにある鼻インタ
ーフェイスの近位端に付随するノズルと、を有し、ノズルが気体運搬回路および気体源に
流体連通され、ノズルが、鼻インターフェイスの近位端の近くで気体流路内に陰圧領域を
形成するために鼻インターフェイス内に気体を運搬し、鼻インターフェイスおよびノズル
が、陰圧領域の遠位側の気体流路内に陽圧領域を形成し、気体源からの気体と気体流路内
の取り込まれた空気との組合せが気道圧力を増大させる。
【００１３】
　本発明のシステムおよび方法は鼻インターフェイスに付随する取込みポートをさらに有
することができ、取込みポートの少なくとも一部分がノズルと遠位端気体流開口との間に
ある。陰圧領域は、取込みポートから、鼻インターフェイスの遠位端の近位側にある位置
まで延在してよい。陰圧は周囲圧力未満であってよい。陰圧は約－１０～－５０ｃｍＨ２
Ｏ（－９８１から－４９０３Ｐａ）であってよい。陽圧は周囲圧力より大きくてよい。陽
圧は約２～３０ｃｍＨ２Ｏ（１９６から２９４２Ｐａ）であってよい。
【００１４】
　本発明の実施形態には、治療レベルの気体を患者に運搬する方法が含まれてよく、ここ
では、その量の気体が、閉塞性睡眠時無呼吸による気道閉塞を減少させることができる圧
力レベルまで口腔咽喉気道内の圧力を増大させ、この方法は：鼻インターフェイスを患者
に取り付けるステップであって、鼻インターフェイスが患者が鼻インターフェイスを通し
て周囲空気で直接に呼吸するのを妨害しない、ステップと；鼻インターフェイス内の、鼻
の側方の鼻インターフェイスの近位端のところに噴射ノズルを配置するステップと；鼻イ
ンターフェイス内の、噴射ノズルと鼻インターフェイスの遠位端との間に取込みポートを
配置するステップと；換気装置を気体運搬回路に取り付け、気体運搬回路を噴射ノズルに
取り付け、換気装置からの気体を鼻インターフェイスまで運搬するステップと；インター
フェイスの遠位端から一定の距離のところにおいて、アパーチャの位置にあるインターフ
ェイスの内部に陰圧を形成する速度で、ノズルからの気体を鼻インターフェイス内に運搬
するステップと；インターフェイスが、鼻インターフェイス内の陰圧領域と鼻インターフ
ェイスの遠位端との間に陽圧を作るステップと、を含み、ここでは、患者が吐き出す実質
的にすべての気体が周囲空気取込みアパーチャを通って流れ、気体運搬回路を実質的に一
切流れず、さらにここでは、治療レベルの気体は、（ａ）換気装置からの気体、および、
（ｂ）換気気体が運搬されることにより発生する鼻インターフェイス内の速度によりアパ
ーチャを通して取り込まれる周囲空気、を必要とする。
【００１５】
　本発明のシステムおよび方法はまた、インターフェイス内の取込み領域の遠位側のイン
ターフェイス内の陽圧領域内において、取込みアパーチャと患者の鼻との間に配置される
、開放気道圧力感知ポートを使用して患者の呼吸圧力を監視するステップを含んでよい。



(8) JP 6153725 B2 2017.6.28

10

20

30

40

50

鼻インターフェイス内に、（ｉ）ノズルと鼻との間の気体流路の軸に対して軸をずらして
ノズルを位置合わせするステップ、（ｉｉ）ノズルと鼻との間の気体流路の中心線軸に対
してノズルを偏心するステップ、（ｉｉｉ）気体の流出のために、インターフェイス内の
アパーチャに加えて二次ポートを有するステップ、（ｉｖ）上記の組合せ、の群から選択
される、消音機構が設けられてよい。換気装置は、第１のパワーオン／気体運搬オフ状態
と、第２のパワーオン／気体運搬オン状態とを含むオフ－オン・モードを有してよく、オ
フ状態はオン状態より先行しており、気体を運搬せず、オン状態は治療気体を運搬し、気
体運搬オフ状態と気体運搬オン状態と間に遅延時間を生じさせ、ここでは、気体運搬オフ
状態は、換気装置に電源が入れられてインターフェイスが患者に繋がれた後で最初に始動
され、またここでは、気体運搬オフ状態では、患者はインターフェイスを通して周囲空気
で自由に呼吸し、またここでは、遅延時間後に気体運搬オン状態が始動され、ここでは、
この始動は、（ｉ）所定の時間、（ｉｉ）呼吸数の減少、（ｉｉｉ）呼吸圧力信号の減少
、（ｉｖ）呼吸圧力レベルの減少、（ｖ）上記の組合せ、の群から選択される。音声に応
答して意図せず患者に気体が運搬されるのを防止する音声感知フィルタリング・アルゴリ
ズムが設けられてよい。多様な量の気体が患者に運搬されてよく、ここでは、複数の異な
る量が患者の自然な呼吸パターンに同期し、ここでは、第１の量は吸気段階に同期して運
搬される治療レベルの気体であり、第２の量は呼気段階に同期して運搬され、呼気段階の
量から吸気段階の量への移行は吸気段階が始まる前の呼気段階において開始される。患者
に運搬される気体の１／３超は換気装置からの気体であってよく、患者に運搬される１／
５超は、取込みアパーチャを通して取り込まれる周囲空気からの気体であってよい。換気
装置からの気体運搬圧力出力は１０ｐｓｉ（６９ｋＰａ）より大きくてよく、ここでは、
換気装置からの流量出力は２５ｌｐｍ未満であってよく、気体運搬回路の気体運搬チャネ
ルの内径は３ｍｍ未満であってよく、ノズルから出る気体速度は１００メートル／秒より
大きくてよい。換気装置の気体運搬回路に並列の運搬回路を用いて、加湿された気体が患
者に運搬され得、ここでは、加湿された気体は、陰圧取込み領域のところでインターフェ
イスに加えられる。左側鼻孔および右側鼻孔の呼吸圧力を個別に測定、監視、処理および
追跡するために、分離した左側呼吸センサおよび右側呼吸センサが使用され得る。運搬さ
れることにより鼻に入るときの気体は層流になることができ、したがって、気体は１００
ｍ／秒を超える高い速度でノズルから出てインターフェイスに入り、また、５０ｍ／秒未
満の低い速度で、取り込まれた空気と共に患者の鼻に入る。
【００１６】
　本発明の実施形態には、睡眠時無呼吸を治療するための換気装置が含まれてよく、この
換気装置は：治療レベルを達成することが可能である場合、１５ｐｓｉ（１０３ｋＰａ）
より大きい出力圧力および２５ｌｐｍ未満の出力流量を有する気体運搬出力と；気体運搬
回路に接続可能である、３ｍｍ未満の内径の気体運搬出力ポートと；換気装置の気体流ラ
インに連続しない、気道圧力感知信号のための入力と；気道圧力感知信号のための入力と
、音声が息として分類されるのを防止するように構成される音声フィルタリング・モード
と、気道圧力感知信号に基づいて患者の気道の近位側に所望の大きさの気道圧力を発生さ
せるために、必要な量の流れを運搬するためのアルゴリズムと、を含む制御システムと、
含む。
【００１７】
　本発明のシステムおよび方法はまた、循環モードを有する換気装置を有してよく、この
循環モードは、患者に多様な量の気体を運搬するステップを含み、ここでは、複数の異な
る量が患者の自然な呼吸パターンに同期し、ここでは、第１の量は吸気段階に同期して運
搬される治療レベルの気体であり、第２の量は呼気段階に同期して運搬され、呼気段階の
量から吸気段階の量への移行は吸気段階が始まる前の呼気段階において開始される。換気
装置は、パワーオン・気体流オフ状態と、パワーオン・気体流オン状態とを含みさらに気
体流オフ状態と気体流オン状態との間に遅延時間を含むオフ－オン・アルゴリズムをさら
に有することができ、ここでは、気体流オフ状態は、換気装置に電源が入れられてインタ
ーフェイスが患者に繋がれた後で最初に始動され、またここでは、気体運搬オフ状態では
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、インターフェイスを通して患者が周囲空気で自由に呼吸している間に、制御システムが
患者の呼吸圧力信号を受信し、またここでは、遅延時間後に気体流オン状態が始動され、
ここでは、この始動が、（ｉ）所定の時間、（ｉｉ）呼吸数の減少、（ｉｉｉ）呼吸圧力
信号の減少、（ｉｖ）呼吸圧力レベルの減少、（ｖ）上記の組合せ、の群から選択される
。換気装置制御システムは、左側鼻孔および右側鼻孔の専用の入力に対応する複数の呼吸
圧力入力を受けるように適合され得、さらにここでは、制御システムが、２つの信号を比
較することに基づいて気体出力パラメータを調整するように適合されるアルゴリズムを有
する。
【００１８】
　本発明の実施形態には、遠位端および近位端ならびに遠位端から近位端まで延在する気
体流路を備える管状体を有する、睡眠時無呼吸を治療するための鼻インターフェイスが含
まれてよく、この管状体は：鼻孔気道に衝突するように構成される遠位端と；鼻孔の遠位
端から近位端まで横方向に湾曲するように構成される管状体と；ユーザが呼吸するのを妨
害することなくアパーチャを通して周囲空気で直接に自発呼吸するのを可能にするように
適合された、管状体内の近位端と遠位端との間にある周囲空気取込みアパーチャと；気体
を気体流路へと誘導し、取込みアパーチャから空気を取り込むように適合された、管状体
の近位端のところでアパーチャの近位側に配置される噴射ノズル・ポートと；圧力感知ポ
ートと、を有し、ここでは、気体はノズルとアパーチャを通して取り込まれた空気との組
合せから患者の気道に運搬され、またここでは、患者から出る実質的にすべての気体がア
パーチャから外に出る。
【００１９】
　本発明のシステムおよび方法はまた、ノズルと遠位端との間に一定の長さを有する気体
流路を含んでよく、それにより、ジェットから出る速度プロファイルが気体流路の壁に合
流して遠位端の近位側かつ鼻の外側の位置で陽圧を発生させることが可能となる。気体流
路の最小断面は取込みアパーチャの断面積以上であってよい。取込みアパーチャは、顔の
前方からアパーチャ内に空気流を取り込むために、さらには、アパーチャから流れ出る吐
き出された気体を顔から離れるように誘導するために、管状体内の、管状体の前側に配置
されてよい。管状体は、遠位端の近くにある二次ポート、管状体の中心線軸からずれたノ
ズル位置、気体を管状体の壁へと誘導するノズル角度、の群から選択される消音機構を含
んでよい。管状体は０．４０立方インチ（６．６立方センチメートル）未満の内部容積を
有してよい。管状体は６０ｌｐｍの気体流において４ｃｍＨ２Ｏ（３９Ｐａ）未満の圧力
の気体流抵抗を有することができる。圧力感知ポートは管状体の陽圧領域内に配置されて
よい。左側管状体および右側管状体が設けられてよく、ここでは各管状体が圧力感知ポー
トを有する。巻込み圧力感知ポートが取込みアパーチャの近くに配置されてよく、圧力感
知ポートが遠位端の近くに配置されてよい。
【００２０】
　本発明の実施形態には、治療レベルの気体を患者に運搬する方法が含まれてよく、ここ
では、運搬される気体量が、閉塞性睡眠時無呼吸による気道閉塞を減少させることができ
る圧力レベルまで口腔咽喉気道内の圧力を増大させ、この方法は：鼻インターフェイスを
通して患者が周囲空気で直接に呼吸するのを妨害しない鼻インターフェイスであって、鼻
の実質的に側方において鼻インターフェイス内の、鼻インターフェイスの近位端のところ
にある噴射ノズル、および、鼻インターフェイス内の、実質的に噴射ノズルと鼻インター
フェイスの遠位端との間にある取込みポートを有する、鼻インターフェイスと、換気装置
および気体運搬回路であって、この換気装置が気体運搬回路を介して噴射ノズルに流体連
通される、換気装置および気体運搬回路と、を用意するステップと；鼻インターフェイス
の遠位端から一定の距離のところにおいて、取込みポートの位置にある鼻インターフェイ
スの内部に陰圧領域を形成する速度で、噴射ノズルからの気体を鼻インターフェイス内に
運搬するステップであって、ここでは、鼻インターフェイスが、陰圧領域と鼻インターフ
ェイスの遠位端との間に陽圧領域を形成するように適合され、またここでは、吐き出され
る実質的にすべての気体が取込みポートを通って流れ、吐き出される気体が気体運搬回路
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を実質的に一切流れない、ステップと、を含む。気体の運搬が患者の呼吸に同期され得る
。
【００２１】
　本発明の追加の特徴、利点および実施形態は、以下の詳細な説明、図面および特許請求
の範囲に記載されているか、あるいは、これらを考慮することにより明らかとなる。また
、本発明の上記の要約および以下の詳細な説明が共に例示的なものであり、特許請求され
る本発明の範囲を制限することなくさらなる説明を行うことを意図するものであることを
理解されたい。
【００２２】
　本発明のさらなる理解のために含まれ、本明細書の一部に組み込まれかつ本明細書の一
部を構成する添付の図面は、本発明の好適な実施形態を示しており、詳細な記述と併せて
、本発明の原理を説明する役割を果たす。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】酸素治療を行うための従来技術の通常の酸素運搬カニューレを示す図である。
【図２】鼻マスクを使用するおよびＣＰＡＰまたはＢｉＰＡＰ換気モードを使用する、従
来技術の通常の非侵襲性換気装置を示す図である。
【図３】歩きながら呼吸の動作の補助を受けるために本発明の一実施形態を使用する負担
を受けない患者を示す図である。
【図４】本発明の例示のシステムを示す概略図である。
【図５】開放性の非密封式鼻マスクが、湾曲して、ユーザの鼻の下に配置されるように構
成されてよく、また、顔の正中線から鼻の側部まで両側に延在してよい、鼻インターフェ
イスの例示の実施形態を示す図である。
【図６】図５のマスクを示す上面図である。
【図７】図６の線Ａ－Ａにおける、マスクの気体流路の一部分に沿った正面断面図である
。
【図８Ａ】図５のマスクを示す等角の側面図（ｉｓｏｍｅｔｒｉｃ　ｓｉｄｅ　ｖｉｅｗ
）である。
【図８Ｂ】気体運搬ノズルを示した、図８Ａの線Ｂ－Ｂにおける、マスクの気体流路を示
す断面図である。
【図９】本発明の鼻マスクの代替の実施形態を示す図である。
【図１０】図９の線Ｃ－Ｃにおける、マスクの気体流路を示す後方断面図である。
【図１１】線Ｄ－Ｄに沿った、図９のマスクを示す断面図である。
【図１２】図９のマスクを示す正面図である。
【図１３】気体流路および排気流経路を示した、図１２の方向のマスクを示す隠れ線図で
ある。
【図１４】図１２のマスクを示す底面図である。
【図１５】気体流路および感知経路を示した、図１４の方向のマスクを示す隠れ線図であ
る。
【図１６】最小サイズ、エルゴノミクス、形態、装着性および機能のためにマスクが最適
化されている、患者が着用している状態の鼻マスクの代替の実施形態を示す正面図である
。
【図１７】図１６に示されるマスクを示す上側・後側から見た図である。
【図１８】線Ｅ－Ｅに沿った、図１６のマスクの気体流路、感知ライン経路および排気経
路を通る正面断面図である。
【図１９Ａ】図１６のマスクを示す上面図である。
【図１９Ｂ】線Ｆ－Ｆに沿った、図１９Ａのマスクの気体流路、感知ライン経路および排
気経路を通る断面図である。
【図１９Ｃ】線Ｇ－Ｇに沿った、図１９Ａの気体流路を通る断面図である。
【図２０】鼻クッションが無い状態の、図１６のマスクを示す上面図である。
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【図２１】気体流路を示した、図１６のマスクの気体流路を示す隠れ線図である。
【図２２】図１６のマスクを示す前側・底側から見た図である。
【図２３】気体流路を示した、図２２の方向のマスクを示す隠れ線図である。
【図２４】マスクがその中心位置で曲げられ得る、図１６のマスクの代替の実施形態を示
す図である。
【図２５】鼻クッションが取外し可能であってよいことを示す図である。
【図２６】取込み窓の近位端からわずかに遠位側に突出する気体運搬ノズルを備える、本
発明のベンチュリ・システムの実施形態を示す概略断面図である。
【図２７】取込み窓の近位側にある気体運搬ノズルを備える、本発明のベンチュリ・シス
テムの実施形態を示す概略断面図である。
【図２８Ａ】気体運搬段階を示した、付加的に、音を低減するための、圧力を均衡させる
ための、流れを測定するための、気体を抽出するための、圧力の人為的影響を弱めるため
に、および、加湿しながら運搬するための、追加のフィーチャを備える、マスクおよびベ
ンチュリ・システムの実施形態を示す概略断面図である。
【図２８Ｂ】気体の運搬が停止されているときの呼気段階を示した、図２８Ａのマスクを
示す図である。
【図２９】図２４に示される湾曲可能な中心位置を含む、図１６の鼻マスク・アセンブリ
を示す斜視図である。
【図３０】任意選択の後側の皮膚位置決めクッションを備える、図１６のマスクを示す上
側・後側から見た図である。
【図３１】スナップ嵌めされる鼻クッションおよびマスク内のクッション間にある撓み継
手を含む他のフィーチャを備える、換気気体がマスクの一方の側に運搬される、任意選択
の実施形態を示す概略図である。
【図３２】本発明が肺疾患または神経筋疾患の用途に使用される場合の、患者の呼吸の動
作が本発明によりどのように有利な影響を受け得るかを示すグラフである。
【図３３】従来の換気と比較して、肺シミュレータ・ベンチ・モデル上でＮＩＯＶによっ
てどのように肺容量が達成されるかを示す、ｘ軸が肺容量であり、ｙ軸が肺圧力であるグ
ラフである。
【図３４】肺シミュレータ・ベンチ・モデルを使用する、酸素治療と比較した、ＮＩＯＶ
によって達成される肺容量を示すグラフである。
【図３５Ａ】一実施形態による、方形波形の気体運搬圧力を示すグラフである。
【図３５Ｂ】図３５Ａの容量運搬を示すグラフである。
【図３５Ｃ】図３５Ａの得られた肺圧力を示すグラフである。
【図３５Ｄ】一実施形態による、正弦波形の気体運搬圧力を示すグラフである。
【図３５Ｅ】図３５Ｄの容量運搬を示すグラフである。
【図３５Ｆ】図３５Ｄの得られた肺圧力を示すグラフである。
【図３５Ｇ】一実施形態による、吸気段階の一部における方形波形の気体運搬圧力を示す
グラフである。
【図３５Ｈ】図３５Ｇの容量運搬を示すグラフである。
【図３５Ｉ】図３５Ｇの得られた肺圧力を示すグラフである。
【図３５Ｊ】一実施形態による、多レベル波形の気体運搬圧力を示すグラフである。
【図３５Ｋ】図３５Ｊの容量運搬を示すグラフである。
【図３５Ｌ】図３５Ｊの得られた肺圧力を示すグラフである。
【図３６Ａ】一実施形態による、上昇波形の気体運搬圧力を示すグラフである。
【図３６Ｂ】図３６Ａの容量運搬を示すグラフである。
【図３６Ｃ】図３６Ａの得られた肺圧力を示すグラフである。
【図３６Ｄ】一実施形態による、下降波形の気体運搬圧力を示すグラフである。
【図３６Ｅ】図３６Ｄの容量運搬を示すグラフである。
【図３６Ｆ】図３６Ｄの得られた肺圧力を示すグラフである。
【図３６Ｇ】一実施形態による、吸気段階の一部における二段階振幅波形の気体運搬圧力
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を示すグラフである。
【図３６Ｈ】図３６Ｇの容量運搬を示すグラフである。
【図３６Ｉ】図３６Ｇの得られた肺圧力を示すグラフである。
【図３６Ｊ】一実施形態による、振動波形の気体運搬圧力を示すグラフである。
【図３６Ｋ】図３６Ｊの容量運搬を示すグラフである。
【図３６Ｌ】図３６Ｊの得られた肺圧力を示すグラフである。
【図３７】一実施形態による、呼吸頻度により修正される気体流量運搬（ｂｒｅａｔｈ　
ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｍｏｄｕｌａｔｅｄ　ｇａｓ　ｆｌｏｗ　ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　ｄ
ｅｌｉｖｅｒｙ）のタイミングおよび振幅を示すグラフである。
【図３８】本発明が睡眠時無呼吸を治療するのに使用される場合のシステムの概略図であ
る。
【図３９】ランピング・アルゴリズムおよび生体フィードバック・アルゴリズムを含む、
睡眠時無呼吸を治療するのに使用される場合の本発明の一実施形態のタイミングおよび動
作を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　図１は、酸素治療を行うための従来技術の通常の酸素運搬カニューレ１０１を示してい
る。カニューレ１０１上の延長部１０５は鼻孔（ｎａｒｉｓ）１０３に入るように構成さ
れる。カニューレ１０１の近位端（図示せず）は酸素運搬デバイスに接続され、この酸素
運搬デバイスはユーザの鼻に１～６ＬＰＭの連続流酸素を運搬するか、または、吸気努力
を検知した際に酸素のボーラスを運搬する。図１のシステムは患者の呼吸の動作を機械的
には補助せず、中程度から重度の形のＯＳＡを防ぐのに効果的であるとは考えられない。
図１のカニューレはまた、別の酸素運搬治療である高流量酸素治療（ｈｉｇｈ　ｆｌｏｗ
　ｏｘｙｇｅｎ　ｔｈｅｒａｐｙ（ＨＦＯＴ））でも使用され、ここでは、１５ＬＰＭを
超える加湿酸素がユーザの鼻に連続的な流量率で運搬される。ＨＦＯＴには高流量が必要
とされることから、このシステムは携帯不可能であり、また、酸素は加湿されなければな
らない。
【００２５】
　図２は、二相性気道陽圧法（ＢｉＰＡＰ）の換気モードにおける、鼻マスク２０１を使
用する従来技術の非侵襲性換気（ＮＩＶ）の呼吸補助治療を示している。ＮＩＶは患者を
呼吸させるのに使用され、または、患者の呼吸を補助するのに使用されてもよく、この場
合、患者の自発呼吸努力が、圧力または容量ベースの機械呼吸（ＭＶ）を提供するように
換気装置を作動させる。肺に運搬されるまたは肺から運搬される量のすべてが換気回路２
０３および鼻マスク２０１から運搬および除去される。
【００２６】
　図２と同様のシステムがＯＳＡに使用され得、ここでは、換気気体が換気装置によって
提供されかつ呼気気体の一部が排気ベント２０５を通して吐き出されるようにするために
、マスクが顔に対して密封される。ＮＩＶ、持続的気道陽圧法（ＣＰＡＰ）およびＢｉＰ
ＡＰは自発呼吸する患者には臨床的に効果的な形態および治療であると考えられる。しか
し、これらの形態および治療は、日常生活の活動（ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ　ｏｆ　ｄａｉ
ｌｙ　ｌｉｖｉｎｇ（ＡＤＬ））を促進しない。例えば、患者は換気装置を運ぶことがで
きず、また、患者は密封式マスクのために室内空気で自然かつ自由に呼吸することができ
ず、また、外部マスク・シールで密閉されるため、患者の上気道は通常通りに自然に機能
することができず、さらには、気体運搬管が大きすぎるため、移動性およびＡＤＬは実質
的に補助されない。
【００２７】
　次に、残りの図を参照して本発明の実施形態を説明する。患者に負担がかからない方式
および手法で呼吸補助および気道補助が実施される。非侵襲性で非密封式の目立たないシ
ステムおよび方法により、移動および日常生活の活動を可能にすることができる。このシ
ステムおよび方法により、通常通りに周囲環境から呼吸するのを知覚することが可能にな
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る。これらのシステムおよび方法は、患者が容易に運搬または着用することができる容易
に携帯し得るシステムと、患者に負担を与えない気体運搬管を提供する。
【００２８】
　システムおよび方法は、気体供給源と、気体運搬回路と、鼻インターフェイスを通して
周囲空気で呼吸するのを可能にする鼻インターフェイスとを含んでよい。鼻インターフェ
イスを通る気体流路は遠位側気体流路開口を有してよい。遠位端気体流路開口から一定の
距離のところで鼻インターフェイスの近位端にノズルが付随していてよい。特定の実施形
態では、取込みポートの少なくとも一部分がノズルと遠位端気体流開口との間にあってよ
い。ノズルは鼻インターフェイス内に気体を運搬することができ、それにより気体流路内
の取込みポートのところに陰圧領域が形成される。鼻インターフェイスおよびノズルは取
込みポートと鼻インターフェイスの遠位端との間に陽圧領域を形成することができる。気
体供給源からの気体および取込みポートを通して取り込まれる空気が気道圧力を増大させ
ることができる。
【００２９】
　図３は、移動時に機械的換気補助または呼吸の動作の補助を行うために本発明の一実施
形態を使用する患者３０１を示している。従来の換気装置では、換気補助を受けている間
は患者が止まっていることまたは患者が従来の換気装置に必要である大きくて重い装置を
運ぶために車椅子を使用することが必要となる。また、従来の換気装置では、負担となる
密封式マスクおよび大口径気体運搬管が必要となる。また、患者が換気装置モジュール３
０７を着用する場合もあり、この換気装置モジュール３０７は、本発明が呼吸不全に使用
される場合に移動することを可能にするために非常に小さくてよい。換気装置は管または
別の手段３０９により空気および／または酸素の供給装置３１１に連結され得る。換気装
置モジュール３０７はディスプレイ３１３および／または入力デバイスを有することがで
きる。
【００３０】
　本発明は、小口径気体運搬管により換気装置に接続される非密封式鼻マスクの患者イン
ターフェイスを有することができる。鼻マスクは独特な形で非密封式となることができ、
それにより、患者は、換気補助を受けながらマスクを通して直接に周囲空気を吸ったり吐
き出したりすることができ、ここでは、マスク内のデッドスペースの大きさは無視できる
程度である。マスクは、比較的高レベルの換気補助すなわち気道圧力を実現するために換
気装置が比較的少量の気体を運搬するのを可能にする独自のベンチュリ・システムを有す
ることができる。このベンチュリ・マスクは図６～１３で詳細に説明される。
【００３１】
　以下の開示では、鼻インターフェイス３０３の種々の実施形態を詳細に説明する。鼻イ
ンターフェイス３０３は標準的なマスクと比較して最小限に目立たないようにすることが
でき、それにより、患者は治療を受ける間も通常通りの感覚を得ることができ、また通常
通りに活動することができる。例えば、患者は、鼻インターフェイスを付けて治療を受け
ながら、話したり、飲み込んだり、食事を食べたり飲み物を飲んだりすることができ、通
常通りに呼吸していると感じることができる。必要となる気体運搬管は標準的な換気装置
の管と比較して極めて小さくすることができ、それにより、患者がこのシステムと共に動
き回ることがより容易に可能となり、また、治療に必要な装置および管を隠すこともより
容易に可能となる。低レベルの気体量を使用して治療レベルの肺圧力または気道圧力を達
成することにおけるこのベンチュリ・システムの有効性により、気体供給装置を比較的小
型にすることが可能となり、さらにそれにより患者が移動することが可能となり、また、
換気用の装置を小型化することが可能となる。
【００３２】
　図３は移動するために本発明を使用する患者を示しているが、本発明は睡眠呼吸障害に
も適用され得る。後者の場合の本発明の利点は、マスクおよび管が睡眠時無呼吸の治療た
めの標準的なマスクおよび管より小さいことである。加えて、患者は、睡眠時無呼吸の標
準的な換気用のデバイスを使用するときに感じるように機械を通して呼吸しているのでは
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なく、周囲空気で呼吸していることをより直接的に知覚することができ、それにより患者
が治療を許容できるようになる。
【００３３】
　図４は本発明の例示のシステムを説明するブロック図である。図４の例示のシステムは
図３に示されるような携帯可能な気体源を備える着用可能な換気装置であってよく、また
は、別の換気装置および／または気体源であってよい。このシステムに付随する換気装置
フィーチャおよび患者インターフェイス・フィーチャが概略的に示されている。図４は非
侵襲性開放鼻インターフェイス４００を示している。この非侵襲性開放鼻インターフェイ
スを、本明細書に記載される種々の実施形態、例えば、図５～８Ｂ（湾曲した鼻マスク）
、図９～１５（弾性継手）、および、図１６～２５および２９～３１（人間工学的構成）
において説明する。
【００３４】
　換気装置モジュール４０１は他の複数の機能的アクセサリを有していてよく、または、
他の複数の機能的アクセサリに連通されてよい。図４では、図３の換気装置および患者の
内部生体構造が概略的な形で示されている。通常、鼻空気流または鼻圧力センサ４２９が
含まれる。検討、分析、遠隔処置、双方向通信およびアーカイブのための、患者、患者の
治療、および、換気装置性能に関する情報を遠隔位置に伝達するために、伝達装置４０３
が含まれてよい。例えば、治療に対する患者のコンプライアンスまたは治療の利用を監視
および評価することができる。例えば、患者の呼吸数、Ｉ：Ｅ比、酸素の使用、活動レベ
ル、呼吸の深さなどの重要な情報の傾向が示され得る。また、例えば、換気装置の出力が
患者の需要に合うように滴定オプションを設定するためのプログラム命令を送るといった
ように、または、患者に指示を送るといったように、換気装置４３３に情報が送られ得る
。また、患者は、換気装置および伝達装置４０３を通して遠くにいる臨床医に情報または
質問を送ることができる。
【００３５】
　通常は換気装置モジュール４０１の外部に、酸素源４０７および／または圧縮空気源４
０９が含まれてよい。しかし、特定の実施形態では、この治療が例えば家の中などで静止
した状態で使用される場合、酸素源４０７および／または圧縮空気源４０９は換気装置モ
ジュール４０１の内部にあってよい。気体運搬回路４１３内の分別運搬Ｏ２を制御するた
めに、ブレンダ４１１が含まれてよい。例えば、酸素ブレンダの設定値または換気装置の
容量出力を適切に設定するといったように、患者の生理学的需要に合うように換気装置モ
ジュール４０１の設定を滴定するために、パルス・オキシメータ４１５が使用され得る。
酸素および空気ガスの圧縮供給に加えて、換気装置モジュール４０１は、加圧空気を作り
出すための圧縮装置、ポンプまたは送風装置、加圧酸素ガスを作り出すための酸素発生装
置および／またはポンプ、ならびに／あるいは、圧縮気体蓄積装置などの、内部または外
部の空気・酸素発生システム４１７を有してよい。酸素源は、液体酸素、または、液体酸
素発生システムであってもよい。治療の拡張使用のために、または乾燥した気候で使用す
る場合に、内部または外部加湿装置４０５が含まれてよい。
【００３６】
　この治療はＡＤＬを補助したり活動を促進したりするために頻繁に利用されることから
、歩数計４１９および／またはアクティグラフィ・センサ４２１が換気装置モジュール４
０１の内部または外部に含まれてよい。任意選択のセンサには、ＣＯ2センサ４２５およ
び／または外部呼吸センサ・ユニット４３７が含まれてよい。ＣＯ2感知ライン４３９お
よび／または気道圧力感知ライン４１１が存在してもよい。１つまたは複数の別の外部セ
ンサが含まれてもよい。例えば、別の外部センサには、呼吸筋肉努力センサなどの外部呼
吸センサまたは呼吸努力センサ４２７、胸部インピーダンス・センサ４３５、あるいは、
気管センサまたは別のマイク・センサまたは振動センサ４４３または音響センサまたは超
音波センサなどの別のタイプのセンサ、が含まれてよい。この１つまたは複数の外部セン
サは、鼻空気流センサまたは鼻圧力センサ４２９に重複するセンサとして、あるいは、鼻
空気流センサまたは鼻圧力センサ４２９から得られる情報を補完するために、あるいは、
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鼻空気流センサまたは鼻圧力センサ４２９の代わりに、使用されてよい。経口空気流呼吸
センサが使用されてもよく、例えば、別法として、鼻空気流センサまたは鼻圧力センサ４
２９が経口空気流センサであってもよい。
【００３７】
　薬物運搬モジュール４３１が換気装置モジュール４０１の内部または外部に組み込まれ
得る。現在のエアロゾル化された薬物の運搬吸入器では問題があることから、担体推進剤
なしで呼吸システム内深くに薬剤粒子を推進および堆積させるために、この薬剤運搬モジ
ュール４３１が使用され得る。この治療を使用している患者は処方箋薬剤を必要とする場
合も多いことから、このことは薬剤を投与するための便利で効率的な方法となり得る。
【００３８】
　呼吸補助のためにこの治療が使用されている場合、ユーザは２つの選択肢を有し得る。
（１）ユーザが移動可能となるようにまたは日常生活の活動を楽しむことができるように
、換気装置モジュール４０１を着用するか持ち運ぶ、あるいは、（２）患者が移動するこ
とを予定していない場合または患者が歩行する能力を有さない場合、静止状態で使用する
。後者の場合、運搬回路を任意選択で２５～１００フィート（７．６２～３０．５メート
ル）の長さで設けることができ、それにより、気体源および換気装置モジュール４０１が
患者の家に固定されたままでよく、患者はインターフェイスを着用して治療を受けながら
家の中を移動することができる。あるいは、気体源は、固定されたままで２５～１００フ
ィート（７．６２～３０．５メートル）のホースにより換気装置モジュール４０１に接続
されてよく、それにより患者は換気装置を着用するか持ち運ぶことができ、ホースの範囲
内で移動することができる。
【００３９】
　換気装置モジュール４０１は、情報および行われる治療（ｏｕｔｐｕｔ　ｔｈｅｒａｐ
ｙ）を分析するために１つまたは複数のプロセッサ４４５および１つまたは複数のメモリ
４４７を有してよい。
【００４０】
　換気気体４４９は周囲空気４５１を取り込む速度で出ることができ、それにより、患者
が自発呼吸をしている場合、換気気体４４９と取り込まれた周囲空気４５１と自発吸入空
気との組合せが、肺および気道に対して臨床的に有効な効果を作り出すように力を受けて
、鼻腔４５５、口腔咽喉気道４５７、気管４５９、肺４６１およびその他、の患者の気道
に運ばれる（４５３）。患者は鼻または口を通して息を吐き出すことができる（４６３）
。種々の気道には、さらに、鼻孔気道４７３、鼻気道４７５、口気道４８１、上気道４７
７および下気道４７９などが含まれる。
【００４１】
　本発明を使用する場合、患者は、インターフェイスを通して機械的補助を受けながら、
上気道を通してさらには鼻を通して通常通りに呼吸する。息を吐き出している間、吐き出
された気体は好適には気体運搬回路に入らず、周囲空気へと直接に、あるいは、鼻インタ
ーフェイス４００を通るか横断するかまたはその周りで周囲空気に向かって口または鼻か
ら出る。患者は、例えば吸気時などの使用時に口を閉じたままにして、機械的補助を下気
道に誘導して口腔４６５、舌４６７の根元、口蓋４６９および食道４７１を通過するよう
に誘導するのを補助することができ、または必要に応じて口ガードまたは顎バンドを使用
することができる。この治療を使用する場合、患者は口を通して息を吐き出すことができ
る。
【００４２】
　図５乃至図８Ｂは、独自のベンチュリ構成を備える非密封式開放気道鼻マスクの一実施
形態を説明している。図５は人の顔の上に着用されている鼻マスクを説明しており、患者
の耳の周りを通って気体が運搬されることが例示的に示されている。図６は図５のマスク
の上面図を示している。図７は、マスクの内部フィーチャを示す、正中線Ａ－Ａに沿った
図６のマスクの断面図を示している。図８Ａは図５のマスクの上面図を示しており、図８
Ｂは、マスクの内部フィーチャを示す、線Ｂ－Ｂに沿った図８Ａのマスクの断面図を示し
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ている。図６～８Ｂに示されるように、マスクは、内部に１つまたは複数の気体流路６０
１（図７）を有してよいマニホールド５１７と、気体流路に連通される１つまたは複数の
気体運搬噴射ノズル６１１（図７）と、通常マニホールド５１７の近位端５０９（図６）
のところかその近くにあり気体運搬噴射ノズル６１１に連通される気体運搬管アタッチメ
ント５１３（図６）と、を有することができる。
【００４３】
　気体流路６０１は、正中線５０３の両側において、マニホールド５１７の正中線５０３
のすぐ横にあるマニホールド５１７の上側または上側・後側で遠位端気体開口６０３の遠
位端のところで終端してよい。マニホールド５１７の両側には、分離したまたは相互接続
された気体流路６０１が含まれてよい。気体流路６０１は換気気体をユーザの鼻気道に誘
導することができる。遠位端気体流開口６０３は、鼻孔に係合され得るおよび／または鼻
孔に衝突してよい鼻クッション５１５を有することができるおよび／またはその鼻クッシ
ョン５１５に流体連通され得る。気体流路６０１は、近位側において、マニホールド５１
７の内側、前側、または、内側・前側の、取込みアパーチャ５０５のところの気体流路６
０１の近位端のところまたはその近くで終端してよい。気体流路６０１は、遠位側におい
て、遠位端気体流開口６０３のところまたはその近くで終端してよい。
【００４４】
　気体流路６０１内の気体運搬噴射ノズル６１１から出る気体は取込みアパーチャ５０５
のところおよび／またはその近くに陰圧領域を形成することができる。陰圧は取込みアパ
ーチャ５０５を通して周囲空気を気体流路６０１に引き込むことができる。好適には、取
込みアパーチャ５０５の少なくとも一部分は気体運搬噴射ノズル６１１と遠位端気体流開
口６０３との間に位置する。この独自のベンチュリ構造により、取込みアパーチャ５０５
のすぐ内側の気体流路６０１内に陰圧領域を形成することが可能となり、同時に、取込み
アパーチャ５０５と遠位端気体開口６０３との間に陽圧領域が形成される。気体が気体運
搬噴射ノズル６１１から排出されるとき、この気体は円錐形の流れすなわち速度プロファ
イルを形成する。後でより詳細に説明されるように、通常、この円錐内の領域は陽圧とな
り、この円錐の外側の領域が陰圧となる。通常、この円錐が気体流路６０１の内壁に交差
すると、交差箇所の遠位側の領域全体が陽圧下に入る。
【００４５】
　通常、鼻インターフェイス５０１は、ユーザが、取込みアパーチャ５０５を通して、マ
ニホールド５１７の中および外の周囲空気で自由に呼吸するのを可能にする。別法として
、ユーザは、分離した自発呼吸ポートの中および外の周囲空気で少なくとも部分的に呼吸
することができ、自発呼吸ポートは、取込みアパーチャ５０５から分離されて、マニホー
ルド５１７の気体流路６０１に沿った他の場所に配置されてよい。この自発呼吸ポートは
後でより詳細に説明する。取込みアパーチャ５０５は単一のアパーチャまたは複数のアパ
ーチャであってよく、自発呼吸ポートが存在して取込みアパーチャから分離される場合、
この自発呼吸ポートは単一のポートまたは複数のポートであってよい。特定の実施形態で
は、自発呼吸ポートは、遠位端気体流開口６０３に対して概してまたは実質的に一列に並
んでよい。別法として、自発呼吸ポートはマニホールド５１７の上側表面、下側表面また
は前側表面上に、あるいはこれらの組合せの表面上に配置されてよい。一般に、自発呼吸
ポートは、好適には、患者から吐き出された気体が自然な速度でおよび／または自然な方
向で誘導されてユーザが刺激を受けることがないように、配置される。
【００４６】
　取込みアパーチャ５０５は好適には気体運搬噴射ノズル６１１の先端部６１３の近くに
配置されるが、マニホールド５１７の別の位置に配置されてもよい。特定の実施形態では
、気体運搬噴射ノズル６１１の先端部６１３は完全に取込みアパーチャ５０５の近位側に
あってよい。別の実施形態では、先端部６１３は、取込みアパーチャ５０５の遠位端６１
７と近位端６１５との間において取込みアパーチャ５０５の近位端６１５とほぼ同一面上
にあってよく、または、取込みアパーチャ５０５の遠位端６１７とほぼ同一面上にあって
よい。
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【００４７】
　取込みアパーチャ５０５はマニホールド５１７の横近位端５０９の近くに配置され得、
マニホールド５１７の上側表面、前側表面、下側表面、または、それらの組合せの表面上
にあってよい。取込みアパーチャ５０５は可変調節され得る。例えば、取込みアパーチャ
５０５は全開と全閉との間で調節され得る。このように調節することにより、換気補助の
レベルを、一般的な状況を作り出すためにシステム全体が意図する所望のレベルへと制御
することが可能となる。この調節は手動であってもよいが、例えば小口径導管を通して換
気装置からバルブへ送られる圧力信号によって制御されるようなバルブを使用して自動で
あることが好適である。別法として、取込みアパーチャ５０５に対する気体運搬噴射ノズ
ル６１１の位置は摺動機構により手動または自動のいずれかで調節されてもよい。補助の
レベルは部分的補助から換気装置の完全な換気補助までの範囲であってよい。
【００４８】
　図７に示されるように、本発明の特定の実施形態の気体運搬ノズル６１１は取込みアパ
ーチャ５０５の近位側にあってよく、または、別の実施形態で示されるように、気体運搬
ノズル６１１は取込みアパーチャ５０５の少なくとも一部分の近位側にあってよい。
【００４９】
　対照的に、通常の噴射ポンプ・システムでは、ノズルは取込みポートの遠位側および／
または同心円上に配置される。本発明では気体運搬噴射ノズル６１１を近位側に配置する
ことにより、好適には、マニホールド５１７の内部の流れが可能な限り短い長さまたは距
離で陽圧の層流を作り出すことが可能となり、これにより好適には極力目立たなくなり、
これは非常に有利である。気体が患者の中に入る前にマニホールド５１７内に層流の陽圧
の流れが作り出されることが非常に有利である。鼻に乱流が入ってくることは患者にとっ
て不快なことである。通常の噴射ポンプは噴射ポンプ領域内に陽圧の層流を発生させず、
むしろ噴射ポンプの目的は噴射ポンプ領域から出る圧力を最大にすることである。乱流は
、患者の中に入る場合、剪断効果を作り出すような渦および速度を有しており、そのよう
な剪断効果により、鼻組織を刺激するようなノイズ効果および境界効果が強まる。本発明
によって作られる層流は流れプロファイルを滑らかにすることができ、それにより渦およ
び速度プロファイルがより均等になり、ノイズおよび刺激が使用のために許容可能なレベ
ルにまで軽減される。例えば、乱流は３００ｌｐｍを超える局部化された速度傾向（ｖｅ
ｌｏｃｉｔｙ　ｃｕｒｒｅｎｔ）を有するが、本発明の層流は、公称条件では、最大で２
００ｌｐｍ未満の局部化された速度傾向を作ることができる。
【００５０】
　本発明の特定の実施形態では、気体流路の断面積は取込みアパーチャ５０５と気体流路
６０１の遠位端との間で減少することができないが、通常の噴射ポンプ・システムでは断
面が減少しており、それにより圧力出力は増大するが、全体の流量率は減少し、これは医
療の換気用途においては望ましくない。気体流路６０１の近位端と遠位端との間の実質的
に均一の断面積または任意選択で増大する断面積により、システムにより患者の中に運搬
することができる流量率が最大化され、さらには、マニホールド５１７での吸気抵抗およ
び呼気抵抗が減少する。代替の実施形態では、気体運搬噴射ノズル６１１は、マニホール
ド５１７内の鼻クッション５１５の基部の近く、鼻クッション５１５の内側、または、マ
ニホールド５１７内の鼻クッション５１５から近位側の任意の距離のところに配置されて
よい。
【００５１】
　患者に加えられる圧力を測定することが望ましい場合があり、これは、図７に示される
ように、陽圧領域内の感知ポート６１９のところで終端する圧力感知管腔６２１を使用し
てマニホールド５１７内の陽圧領域内の圧力を感知することにより、実行され得る。マニ
ホールド５１７内の圧力は、変換器に圧力タップ６０７を接続する導管により、換気装置
内で変換器によって連続的に測定され得る。理想的には、圧力タップ６０７は可能な限り
少ない人為的影響を有する気体流路６０１内の位置で終端してよく、通常は、遠位端気体
流開口６０３に可能な限り接近する。圧力タップ６０７は、通常、圧力感知ポート６１９
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と、換気装置まで後方に延在して換気装置制御システムに連通される感知管腔６２１とを
有してよい。
【００５２】
　マニホールド５１７内の圧力は、患者の呼吸を感知するために、呼吸の段階、患者の状
態、および、換気気体を運搬することが適切である時間を判断するために、さらには、ア
ラームおよび制御システムのために患者および換気圧力を監視するために、測定され得る
。
【００５３】
　鼻気流センサまたは鼻圧力センサ４２９として図４に示されるように、１つまたは複数
の別の呼吸センサがマニホールド５１７内またはマニホールド５１７の表面上に配置され
てよい。この１つまたは複数の別の呼吸センサは、真空信号などの、気体運搬噴射ノズル
６１１によって生じる人為的影響により受ける影響が最小である位置に配置されてよい。
この１つまたは複数の別の呼吸センサは、熱、音声、振動、気体組成、湿度および力、ま
たはそれらの任意の組合せなどの、別のタイプのセンサであってもよい。この１つまたは
複数の別の呼吸センサは呼吸圧力を測定するのに使用され得るが、呼吸気体流、あるいは
、音声または気体組成などの他の呼吸関連パラメータを測定するのにも使用され得る。マ
ニホールド５１７の内側の呼吸センサおよび／あるいはマニホールド５１７の外側の１つ
または複数の呼吸センサの組合せがあってもよい。これらの呼吸センサはマニホールド５
１７と一体であってもよく、または、鼻インターフェイス５０１から離れて換気装置（図
示せず）内に配置されてもよい。それぞれが各鼻孔用である２つのブレス・センサ、また
は、単一のブレス・センサが存在してもよい。例えば吸気ブレス・センサおよび呼気ブレ
ス・センサといったような、鼻孔用の複数の呼吸センサが存在してもよい。これらのセン
サは、例えば、換気装置運搬気体および自発呼吸気体の両方の吸気流量率および呼気流量
率ならびに吸気１回換気量および呼気１回換気量といったような、気体流および気体容量
を測定するのにも使用され得る。呼吸感知に加えて、装置は、呼気終末ＣＯ2センサおよ
び酸素センサなどの気体組成センサを有してもよい。ＣＯ2は測定および応答のための有
用な臨床パラメータであり、また、追加の呼吸検出器、無呼吸検出器、漏洩検出器および
インターフェイス嵌合検出器（特定の特徴的なＣＯ2信号はインターフェイスの適切また
は不適切な嵌合および配置を示すことができる）としても使用され得る。酸素は、測定す
るための有用なパラメータである場合があり、また、システムにより患者に運搬されるＦ
ＩＯ２を判断するのに使用され得、したがって、測定パラメータとして、換気装置の調整
を行って所望のＦＩＯ２を達成するのに使用され得る。
【００５４】
　マスクは鼻から側方かつ後方に離れるように鼻から湾曲して構成され得、それにより、
マスクの構成要素が鼻の側方に配置されるようになり、マスクが可能な限り目立たなくな
る。したがって、マスクは話したり食事したりするのを妨害せず、視野方向にも入らない
。マニホールド５１７は、通常、鼻の側部の下のまたは鼻の側部までの顔の輪郭に適合す
るような複合的なアーチ形の形状であってよい。マニホールド５１７は、通常、両側の後
方に湾曲していてよい。また、マニホールド５１７は、側方および後方に湾曲しているの
で、上側または下側にも湾曲することができる。マスクは、気体運搬管５０７が左側およ
び右側の両方に取り付けられることを意味する両側アセンブリであってよく、または、マ
スクは、気体運搬管５０７が一方側のみに取り付けられることを意味する片側アセンブリ
であってもよい。後者の構成は横寝する場合に有用である可能性があり、すなわち顔の一
方側で邪魔になるのを軽減するのに有用である場合がある。
【００５５】
　図５乃至図８Ｂは、急激な角度を有さない湾曲した流れ経路と、マニホールド５１７内
で空気圧的に相互接続されない分割された左側流れ経路および右側流れ経路とを説明して
いる。急激な角度は実質的に９０度であってよい。急激な角度は層流が形成されるのを妨
害する可能性があり、したがって望ましくない場合がある。気体運搬管５０７はユーザの
耳の周りを通っていてよく、別のルートを通っていてもよい。気体運搬管５０７は、換気
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装置からの気体を運搬するためのチャネルと、例えば圧力感知管腔、気体抽出管腔または
加湿用運搬管腔などの、図２８に見られるような追加の管腔とを有してよい。
【００５６】
　マニホールド５１７の全体の断面幾何形状は概して円形または半円形であってよく、ま
たは、性能およびエルゴノミクスを最適化するためにＤ形、長円形、または変形可能であ
ってもよい。断面積は、近位側から遠位側にかけて不定に増加するように可変であってよ
く、および／または、一定であってよい。ユーザの皮膚から離れて突出しない平坦な断面
幾何形状が人間工学的に構成されてよい。マニホールド５１７の内部構造は、効率的な気
体流流体力学および音声発生を促進するために、角部ならびに急激な屈曲部および角度を
有さなくてよい。急激な屈曲部および角度は約９０度ではない屈曲部および角度であって
もよく、好適には約１２０～１５０度である。
【００５７】
　マニホールド５１７が可撓性を有することが所望される用途では通常は３０～６０ショ
アＡ硬度、およびマニホールド５１７が剛性または半剛性であることが所望されるような
用途では６０～９０ショアＡ硬度の熱可塑性材料またはエラストマー材料のいずれかの、
半剛性材料で作られてよい。マニホールド５１７は、半剛性または剛性材料および可撓性
材料の両方で構成されてもよく、例えば、気体流路６０１および／または感知管腔６２１
の部分は剛体構成であってよい。後で図９～３１に関して説明されるように、１つまたは
複数の撓み箇所には柔らかい可撓性材料があってよく、または、気体流路６０１および／
または感知管腔６２１の部分の周りに柔らかい可撓性材料があってもよい。別法として、
マニホールド５１７の皮膚側すなわち後側は軟質で可撓性を有してよく、対して、マニホ
ールド５１７の前側は剛性または半剛性であってよい。
【００５８】
　マニホールド５１７は、ユーザが小さな調節を行って鼻インターフェイス５０１をその
個人に理想的に適合させるのを可能にするために、展性を有するようにすなわちユーザに
よって成形され得るように構成されてもよい。鼻インターフェイス５０１全体は分解可能
であってよく、したがって、ユーザは、洗浄のために、または、正確なサイズの複数の部
品を一体に組み立てて適合性をカスタマイズするために、アセンブリを分解することがで
きる。マニホールド５１７および鼻クッション５１５が含まれる場合、これらのマニホー
ルド５１７および鼻クッション５１５は通常半透明であってよいが、透明または不透明で
あってもよい。気体流路６０１の幾何形状は断面が円形であってよく、または、流れ動力
学、音声およびエルゴノミクスをすべて最適化するためにＤ形、長円形または楕円形など
の、非円形であってもよい。マニホールド５１７内の気体流路６０１は、患者が抑制され
ていると感じることなく気体流路６０１を通して自由に呼吸することができるように、寸
法決定され得る。通常、気体流路６０１およびベンチュリは、気体流路６０１が遠位端気
体流開口６０３に向かって上側に湾曲する手前で気体流路６０１内に陽圧が発生するよう
に、構成される。気体流路６０１は、可能な限り少ない抵抗および妨害で気体を運ぶため
に、湾曲して、急激な角度および角部を有さなくてよく、それにより、気体運搬噴射ノズ
ル６１１によって運搬される気体が規則的な流れプロファイルで流れるようになり、乱流
が最小となる。
【００５９】
　気体運搬噴射ノズル６１１の先端部６１３の内径は、約０．０１０インチ（０．０２５
ｃｍ）から約０．０８０インチ（０．２０ｃｍ）の直径または有効径の範囲であってよく
、好適には、約０．０２０インチ（０．０５１ｃｍ）から約０．０６０インチ（０．１５
ｃｍ）の直径または有効径であってよい。特定の用途によっては別の寸法も可能である。
調節することにより、行われる換気補助のレベルを変更することができるようにするため
に、取込みアパーチャ５０５に対する、マニホールド５１７内の気体運搬噴射ノズル６１
１の位置は調節可能であってよい。通常、気体運搬噴射ノズル６１１は両側に配置される
が、単一の気体運搬噴射ノズルも考えられる。
【００６０】
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　マニホールド５１７の横近位端５０９に結合され得る気体運搬管５０７を介して、換気
装置からの補助換気気体が、換気装置からマニホールド５１７に運搬され得る。気体運搬
管５０７は、換気装置気体運搬チャネルおよび圧力感知導管の両方を有していてよく、さ
らには、図４に示されるように、ＣＯ２抽出チャネルまたは加湿用運搬チャネルなどの別
のチャネルを有していてよい。気体運搬管５０７は、通常、鼻インターフェイス５０１を
患者に固定するために耳の周りを延在していてよく、または、ユーザの顔の別の位置を通
っていてもよく、例えば、口の隅部の周りから首の前まで通っていてもよく、この場合、
マニホールド５１７を顔および頭に巻きつけるためのストラップが含まれてよい。
【００６１】
　鼻クッション５１５は、遠位端気体流開口６０３に結合されてそこから上側に延在して
いてよい。鼻クッション５１５は、鼻孔の縁に衝突するか、鼻孔の縁を密封するか、鼻孔
の内側を密封するか、鼻の下の組織に衝突するか、または、上記を様々に組み合わせるこ
とができる。鼻クッション５１５は、通常、鼻孔と快適に接触するのを可能にするように
軟質でありかつ柔軟性を有し、密封する場合、快適な形で鼻孔に押し付けられる。鼻クッ
ション５１５は、通常、延長部が複数の平面内で撓み、中心線軸に沿って圧縮されてユー
ザの鼻が適合するのを可能にするような形状の渦巻き形状を有することができる。鼻クッ
ション５１５は鼻孔の縁または鼻孔の別の部分を密封することができ、それにより、鼻ク
ッション５１５と鼻との間で意図せず漏洩が起こることがなくなり、呼吸気体の大部分が
鼻クッション５１５を通って流れるようになる。しかし、このシールは漏洩を起こさない
ことが必要であるわけではなく、一部の実施形態では、鼻クッション５１５と鼻孔との間
で気体が流れることが所望される場合もある。鼻クッション５１５は鼻インターフェイス
５０１に永久的に固定されてよく、または、取外し可能に取り付けられてもよい。鼻クッ
ション５１５は、ユーザが自分の生体構造に適合するサイズを選択することができるよう
に、複数のサイズで利用可能であってよい。
【００６２】
　図９乃至図１５はマニホールド９０１の代替の実施形態を説明している。図９はマニホ
ールド９０１の上面図を示している。図１０は図９の線Ｃ－Ｃのところのマニホールド９
０１の断面図を示しており、気体流路９０３と、相互接続チャネル９０５と、気体運搬噴
射ノズル９０７と、圧力感知管腔９０９と、圧力感知ポート９１１と、取込みアパーチャ
９１３と、気体抽出チャネル／自発呼吸アパーチャ９１５と、排気流経路９１７と、遠位
端気体流開口９１９と、を含む内部フィーチャを示している。この実施形態では、取込み
アパーチャ９１３および排気流経路９１７を通して自発呼吸が実現される。図１１は図９
の線Ｄ－Ｄのところの端部断面図を示しており、気体運搬噴射ノズル９０７と、気体流路
９０３と、呼吸・マニホールド圧力感知管腔９０９と、気体抽出チャネル／自発呼吸アパ
ーチャ９１５と、排気流経路９１７と、を含む内部フィーチャを示している。マニホール
ド９０１は中心線９２５に沿って撓むことができる。
【００６３】
　図１０に示されるように、左側および右側気体流路９０３は選択的に相互接続チャネル
９０５と空気圧的に一体に接合され得る。チャネル９０５は、一方の鼻道が詰まっている
場合に各鼻孔への気体の運搬を均等にするのに有用であり得る。相互接続チャネル９０５
が設けられることにより、左側および右側気体流路９０３内の陽圧を均等にすることが可
能となる。相互接続チャネル９０５は固定された変形しないチャネルであってよく、また
は、必要に応じて流れ特性を変化させるバルブを備えるチャネルであってもよい。相互接
続チャネル９０５の断面積は、通常、気体流路９０３の断面積の半分より大きくてよい。
代替の実施形態では、マニホールド９０１および気体流路９０３は、患者から出る吐き出
された気体の流れおよびマスクにより患者に運搬される気体の流れを分けるのに使用され
る排気流経路９１７である二次チャネルをさらに有してよい。これらの経路が分割されて
いることにより、患者から外に出る気体および患者に運搬される気体が共通の経路を共有
している場合の、気体が患者の外に出ることおよび気体が患者に運搬されることが同時に
行われるときの剪断効果が大幅に軽減され得る。剪断効果が軽減されることにより、シス



(21) JP 6153725 B2 2017.6.28

10

20

30

40

50

テムが発する音が減少し、これは、移動時の換気補助および睡眠呼吸障害などの本発明が
意図する用途では非常に有利である。排気流経路９１７が含まれる場合、排気流経路９１
７により、患者が、取込みアパーチャ９１３を通して吸気することに加えて、排気流経路
９１７を通して吸気することが可能となる。患者が吸い込む全気体は、（１）気体運搬噴
射ノズル９０７を通して換気装置から運搬される補助換気気体と、（２）気体運搬噴射ノ
ズル９０７から出る換気気体により取込みアパーチャ９１３を通して引き込まれる取込み
空気と、（３）取込みアパーチャ９１３を通して、または、患者自身の自発呼吸努力によ
り自発呼吸ポートを通して、引き込まれる空気と、の組合せであってよい。吐き出される
空気は、全体が、取込みアパーチャ９１３、マニホールド９０１内の別のポート、患者の
口、または、それらの任意の組合せを通して吐き出されてよい。
【００６４】
　音を最小にすることより圧力を発生させることが重量である用途では、気体運搬噴射ノ
ズル９０７の方向のアライメント（ｄｉｒｅｃｔｉｏｎａｌ　ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）は、
マニホールド９０１の内部気体流路９０３の幾何形状の平均中心線アーチに位置合わせさ
れる。しかし、示される代替の実施形態では、発生する音を最小にすることがより重要で
ある場合、気体運搬噴射ノズル９０７は中心線から角度を付けられてよく、また、中心か
らずらされてよく、それにより発生する音は低減されるが、圧力出力の発生も減少する。
移動時の換気用途では、中心線から約１０～３０度の角度を付けて約５～２５％だけ中心
をずらして気体運搬噴射ノズル９０７を配置することにより、このデバイスが発生させる
音および圧力のバランスを取ることが実現され、ここでは約４０～６０ｄｂの音および約
１２～３５ｃｍＨ２Ｏの最大圧力出力が得られる。
【００６５】
　マニホールド９０１の近位端９２１のところにある気体運搬噴射ノズル９０７はまた、
示されるように取込みアパーチャ９１３の遠位側にあるのではなく、発生する音を減少さ
せるためにマニホールド気体流路９０３内にわずかに突出していてもよい。マニホールド
５１７は、気体流開口６０３の遠位端気体流開口９１９のところに鼻クッション接続要素
９２３をさらに有していてよく、この鼻クッション接続要素９２３には、鼻孔（ｎａｒｉ
ｓ）に衝突するまたは係合される柔らかいクッションが取り付けられ得る。
【００６６】
　図１２乃至図１５は、気体流路９０３、排気流経路９１７、圧力感知管腔９０９および
圧力感知ポート９１１、気体運搬噴射ノズル９０７、ならびに、気体抽出チャネル／自発
呼吸アパーチャ９１５および取込みアパーチャ９１３を詳細に説明している。図１３は図
１２に示されるマスク・マニホールドの正面図の隠れ線図であり、図１５は図１４に示さ
れるマスク・マニホールドの底面図の隠れ線図である。
【００６７】
　図１６乃至図２３は代替の実施形態を説明しており、ここでは、鼻マスク１６０１が、
最小サイズ、最小の目立ち度、エルゴノミクス、形態および装着性における最大の快適さ
、および、最大の機能性のために最適化されるマニホールド１６０３を有する。鼻マスク
１６０１は、気体運搬管１６０５、取込みアパーチャ１６０７および／または鼻クッショ
ン１６０９を有してよい。図１６は、人が着用している状態の鼻マスク１６０１の正面図
を示している。図１７は、図１６に示されるマスクの上側・後側から見た図である。
【００６８】
　特定の実施形態では、気体運搬管１６０５とマニホールド１６０３との間の回転可能継
手１６３１がデテント式の設定を有してよい。これらのデテント式の設定の継手（ｄｅｔ
ｅｎｔ　ｓｅｔｔｉｎｇ　ｊｏｉｎｔ）は、患者の鼻孔気道に位置合わせするように気体
運搬ノズルの角度を調節するために、マニホールド１６０３の角度を調節するのに使用さ
れ得る。別法として、気体運搬管１６０５は、同様に気体運搬ノズルを患者の鼻孔気道に
位置合わせするために、別の回転方向においてマニホールド１６０３に接続可能であって
よい。
【００６９】
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　図１８は、鼻クッションを除いた、線Ｅ－Ｅのところの、図１７の鼻マスク１６０１の
正面断面図である。図１８は、相互接続チャネル１６１１と、吐き出される気体の排気経
路１６１３と、気体流路１６１５と、気体流路１６１５の遠位端１６２１の近くで終端す
る圧力感知管腔１６１７およびポート１６１９と、取込みアパーチャ１６０７と、取込み
アパーチャ１６０７の一部分の近位側に配置される気体運搬ノズル１６２３と、鼻クッシ
ョン１６０９を取り付けるためのステム１６２５と、を含む内部マニホールド・フィーチ
ャを示している。ステム１６２５は、マニホールド１６０３の上側表面上、または上側・
後側表面上に配置されてよい。鼻クッション１６０９は撓み継手によりマニホールド１６
０３に取り付けられてよく、または、それ自体が鼻孔開口に位置合わせされるようにわず
かな圧力を受けて撓んだり、湾曲したり、角度を付けられたりするのを可能する撓み箇所
または波形を有してもよい。鼻クッション１６０９はまた、マニホールド１６０３に向か
って内側に圧縮され得、それにより、鼻クッション１６０９と鼻孔との間の接触箇所での
接触力が緩衝および吸収される。鼻クッション１６０９は、近位側基部の中心からずれた
遠位側の円形または長円形開口を有することができる。例えば、この遠位端開口は、鼻ク
ッション１６０９の内側縁部および後側縁部へと付勢され得る。これらのフィーチャは鼻
クッション１６０９を鼻孔（ｎａｒｉｓ）に対して可撓性密封または可撓性準密封するこ
とができ、また、別の顔構造に適合させるようにおよび着用中の鼻マスク１６０１が不用
意に移動することに適合するようにアセンブリにさらに許容性をもたらすことができる。
鼻クッション１６０９は、通常、ショア１０～６０Ａのシリコーンまたはエラストマー材
料あるいは熱可塑性材料などの、適合性材料であるが、別の材料が使用されてもよい。
【００７０】
　図１９Ａは図１６のマスクの上面図を示している。図１９Ｂは、線Ｆ－Ｆに沿った、図
１９Ａのマスクの気体流路１６１５、圧力感知管腔１６１７および排気経路１６１３を通
る断面図を示している。図１９Ｃは、線Ｇ－Ｇに沿った、図１９Ａの気体流路１６１５を
通る断面図を示している。図２０は、鼻クッション１６０９を除いた、図１６の鼻マスク
１６０１の上面図を示している。弾性継手１６２７が含まれてよい。図２１は、図１６の
鼻マスク１６０１の気体流路１６１５の隠れ線を示している。図２２は、図１６の鼻マス
ク１６０１の前側－底側から見た図を説明している。図２３は、図２２の鼻マスク１６０
１の気体流路１６１５の隠れ線図を示している。
【００７１】
　図２４は、一実施形態による、可撓性マニホール２４０１を備えるデバイスの正面図で
あり、ここでは、マニホールド２４０１の中心位置２４０３が撓み、それにより、より快
適にまたは安定してユーザに装着されることが可能となる。鼻インターフェイス２４０５
は、鼻クッション２４０７、取込みアパーチャ２４０９および気体管２４１１を有してよ
い。図２５は、鼻クッション２４０７がステム２４１３から取り外され得ることを示して
いる。取外し可能な鼻クッション２４０７は、洗浄したり、より適切なサイズの鼻クッシ
ョン２４０７に取り換えることにより装着性をカスタマイズしたりするのを可能にする。
【００７２】
　図２６は鼻マスク・マニホールド２６０１の概略断面図であり、基本寸法関係を説明し
ている。例えば左側および右側の、鼻インターフェイスの半分が示されている。気体運搬
噴射ノズル２６０３がマニホールド２６０１の近位端２６０５の近くに配置され、取込み
アパーチャ２６０７の遠位端２６０９の近位側にある。気体運搬噴射ノズル２６０３は、
直列や同軸ではなく、取込みアパーチャ２６０７に平行に配置されて示されている。本開
示の目的では、平行とは気体流方向のことを言う。したがって、図２６の平行位置は、気
体運搬噴射ノズル２６０３から運搬される換気気体の平行流および取込みアパーチャ２６
０７を通して取り込まれる周囲空気の流れを示す。
【００７３】
　図２６のベンチュリ構造により、デバイスはいくつかの重要な事象を実現することを可
能にすることができる。第１に、気体運搬噴射ノズル２６０３が自発呼吸経路を塞がない
ことから、鼻インターフェイスを可能な限り小さくすることが可能である。気体運搬噴射
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ノズル２６０３が自発呼吸経路内にある場合、気体運搬噴射ノズル２６０３周りの領域は
、気体運搬噴射ノズル２６０３が占める空間を補償するために大きくなければならない可
能性があり、それにより流れ経路に過度に抵抗性が生じなくなる。次に、平行な取込みア
パーチャ２６０７により、デバイスが口から離れるように気体流を運ぶことが可能となる
。さらに、取込みアパーチャ２６０７を気体運搬噴射ノズル２６０３に平行に配置するこ
とにより、気体運搬噴射ノズル２６０３が発生する音を減少させることができる。外側管
２６１１は鼻クッションまたはマニホールド２６０１であってよい。この概略図の外側管
２６１１は、近位端２６０５から遠位端２６１３まで延びて示されているが、一定の断面
を有してもよい。また、外側管２６１１は直線であっても湾曲していてもよい。円錐２６
１５によって示される、ノズルから出る気体運搬経路内に含まれる領域、すなわち円錐２
６１５の左側の内部は、陽圧を有することができ、円錐２６１５の右側の外部領域は、陰
圧を有することができる。
【００７４】
　寸法「Ａ」は、気体運搬噴射ノズル２６０３の先端部２６１７から取込みアパーチャ２
６０７の遠位端２６０９までの距離である。寸法「Ｂ」は、デバイスの咽喉領域の長さで
ある。Ａ＋Ｂは、（１）所望される取込みを実現し、（２）所望される陽圧を発生させ、
（３）ユーザが受け入れられるように全体のサイズを最小にしながら、長さを最小に維持
しなければならない。サイズ、音および出力圧力、ならびに、流れを最適化するためには
、Ａ＋Ｂの寸法が高水準である必要がある。気体運搬噴射ノズル２６０３を取込みアパー
チャ２６０７の遠位端２６０９まで移動させることにより、寸法Ａをマイナスに設定する
ことができ、それにより、それに合わせてＢを増加させることが必要となるが、それは望
ましくない。Ａを増加させることにより、気体運搬噴射ノズル２６０３が遠位側に移動さ
れてノイズが増加する可能性があるが、これは望ましくない。気体運搬噴射ノズル２６０
３の先端部２６１７を取込みアパーチャ２６０７の中間に配置することにより、サイズお
よびノイズを最小にしながら圧力および流れ性能を最適化することができる。
【００７５】
　図２７は図２６の代替の実施形態を示しており、ここでは、音レベルが増加することが
許容され得、ここでは、気体運搬噴射ノズル２６０３は、取込みアパーチャ２６０７の近
位側でマニホールド２６０１の近位端２６０５のところに配置される。この実施形態では
、図２７のＡ１＋Ｂ１は図２６のＡ＋Ｂに等しく、同じ長さが得られるが、音は増大する
。
【００７６】
　図２８Ａは一実施形態による鼻インターフェイス２８０１の概略断面図である。複数の
圧力感知ポートが使用されてよく、例えば、ニューモタコ（ｐｎｅｕｍｏｔａｃｈ）とし
ても機能する能力、ならびに、取り込まれる空気さらには自発呼吸空気に加えて気体運搬
噴射ノズル２８０７からの気体を含む、吸気時に鼻インターフェイス２８０１を通って流
れる流量率および流量さらには呼気時の流量率および流量を決定する能力を鼻インターフ
ェイス２８０１にもたらすために、第１のポート２８０３および第２の圧力感知ポート２
８０５が使用されてよい。任意選択で、複数の圧力感知ポートの位置は、１つの理想的な
位置で吸気段階の信号を測定するのに、さらに、別の理想的な位置で呼気段階の信号を測
定するのに使用され得る。別法として、１つの理想的な位置が自発呼吸圧力を測定するの
に使用されてよく、別の位置が換気気体運搬圧力を測定するのに使用されてよい。人為的
影響を取り除くために圧力感知ポートの近くに減衰フィーチャ（図示せず）が含まれてよ
く、例えば、感知ポートの近くでエディカレント（ｅｄｄｙ　ｃｕｒｒｅｎｔ）を発生さ
せたりまたは流れの減衰を引き起こしたりするためにスクリーンが含まれてよい。
【００７７】
　図２８Ａは、換気気体運搬時の、通常は、患者の自発的な吸気段階さらには任意選択の
呼気段階における、システムを説明している。気体運搬ノズル２８０７を通る換気装置に
よって運搬される気体が矢印で示されており、取り込まれる周囲空気が２８２９で示され
ており、患者に運搬される気体が２８２７で示されており、２８３１で示される過剰気体
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が、吐き出された気体の排気ポートを通して鼻インターフェイス２８０１から出るように
誘導され、それにより、過剰気体２８３１が、ノズル２８０７によって運搬される気体に
衝突することおよび運搬される気体２８２９によって取り込まれる気体に衝突することが
防止される。過剰空気２８３１は、吸気が完了して気体が患者に運搬されるときに、すな
わち、患者の気道内の下流の優勢な条件により十分な背圧が発生してそれにより気体流が
少なくとも部分的に鼻から離れるように移動するときに、発生する可能性がある。気体運
搬ノズル２８０７から出る円錐の流れ２８２３の内側の遠位側に陽圧が発生し、この円錐
の流れの２８２３の外側の近位側に陰圧が発生する。
【００７８】
　図２８Ｂは、通常は患者の自発的な呼気段階において気体の運搬が停止されているとき
の、図２８Ａの鼻インターフェイス２８０１を説明している。患者が吐き出す気体２８５
１は、取込みアパーチャ２８１３を通って外に出る（２８５３）ことができ、および／ま
たは、吐き出される気体の排気経路２８１１を通って外に出る（２８５５）ことができる
。
【００７９】
　角度付き気体運搬噴射ノズル２８０７はさらには音の発生を低減することができる。吐
き出される気体の排気経路２８１１または戻り経路が運搬される流れを分割して流れを排
気し、それにより剪断効果により発生する音が低減される。取込みアパーチャ２８１３が
、運搬噴射ノズル２８０７の遠位側または運搬噴射ノズル２８０７の部分的に遠位側に配
置される。１つまたは複数の気体抽出ポート２８１５が、ＥＴＣＯ２またはＦＩＯ２など
の抽出のために鼻インターフェイス２８０１内に配置されてよい。鼻クッション２８１７
が気体流路の遠位端２８２１のところに配置されてよい。気体流路の遠位端２８２１はチ
ャネル２８１９に接続されても接続されなくてもよい。気体を運搬するための円錐の流れ
２８２３の内側に発生する陽圧は、断面積が実質的に一定である咽喉区間２８２５内の、
気体流路が気体流路の遠位端２８２１に向かって上側に湾曲し始めるところ２８２７の手
前で発生する。
【００８０】
　アクティブ加熱加湿により、あるいは、液体粒子を、気体運搬システム内で、通常は鼻
インターフェイス２８０１内でエアロゾル化することにより、あるいは、マニホールド気
体出口経路に熱水交換器（ｈｅａｔ　ｍｏｉｓｔｕｒｅ　ｅｘｃｈａｎｇｅｒ（ＨＭＥ）
）を追加することにより、あるいは上記の組合せにより、気体運搬回路に加湿を加えるこ
とができる。鼻インターフェイス２８０１内でレインアウトが起こるのを防止するために
、鼻インターフェイス２８０１は、収集されるすべての湿気を取り除くための排水ライン
（図示せず）を有してよい。好適には、加湿／エアロゾル注入ポート２８０９が陰圧領域
内に配置され、それによりエアロゾルが鼻インターフェイス２８０１に入ることができる
ようになる。加湿／エアロゾル注入ポート２８０９が陽圧領域内にあると、その圧力によ
り、加湿された気体またはエアロゾルが鼻インターフェイス２８０１に入ることが妨害さ
れてしまう。別法として、熱水交換器（ＨＭＥ）（図示せず）が、吐き出される気体の排
気経路２８１１または取込みアパーチャ２８１３に結合されてよい。
【００８１】
　図２９は鼻マスク２９０９を備える鼻マスク・アセンブリ２９０７の等角図であり、こ
れは、マスク・マニホールド２９１１と、鼻クッション２９１３と、両側気体運搬管２９
１５と、取込みアパーチャ２９１７と、排気ポート２９１９と、可撓性コネクタ２９２１
と、Ｙコネクタ２９０１と、気体運搬回路２９０３と、換気装置コネクタ２９０５と、を
有する。
【００８２】
　図３０は、角度調整クッションとしても機能することができる任意選択の実施形態の皮
膚クッション２９２３を備える図２９のデバイスの上面図である。皮膚クッション２９２
３は、鼻の下でユーザの顔に適合する軟質のエラストマー材料または粘弾性材料で作られ
てよく、鼻マスク２９０９およびマニホールド２９１１をユーザの顔に巻きつけるいかな
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る力も緩衝するのにまたは消散させるのに使用され得る。皮膚クッション２９２３は、マ
ニホールド２９１１を皮膚から適切な距離のところに間隔を置いて配置するのに使用され
得、それにより、マニホールド２９１１内の遠位端気体流開口、または、含まれる場合に
鼻クッション２９１３が、サジタル平面において鼻への入口におよび鼻の孔に適切に位置
合わせされる。皮膚クッション２９２３は汚れた場合に洗浄され得るようにまたは交換さ
れ得るように取外し可能に取り付けられ得、また、角度を適切に設定するために複数のサ
イズで利用可能であってよい。示される皮膚クッション２９２３の形状は後側が凸面であ
ってよいが、皮膚クッション２９２３はユーザの皮膚の湾曲に適合するように窪んでいて
もよく、または、平坦であってもよい。別法として、皮膚クッション２９２３は皮膚に対
して複数の分離した接触箇所を有してよく、例えば、鼻のすぐ下に１つの接触箇所、鼻の
各外側にさらに２つの接触箇所を有してよい。皮膚クッション２９２３の表面は、ユーザ
の皮膚を刺激したり潰瘍を形成したりするのを防止するために特別な表面で処理されてよ
く、ヒアルロン酸コーティングまたは親水性コーティングなどの滑らかなコーティングで
処理されてよく、また、皮膚が乾燥するのを回避するために皮膚クッション２９２３と皮
膚との間に空気ポケットが形成され得るように窪んでいてよい。
【００８３】
　図３１は任意選択の実施形態の気体流路３１０１を通る断面図であり、ここでは、片側
式のデザインが形成されるように、気体運搬管３１０３および気体運搬ノズル３１０５が
マスクのマニホールド３１０７の一方側のみに接続される。気体は、一方側すなわち図３
１の左側において、気体運搬ノズル３１０５からマニホールド３１０７に入るが、マニホ
ールド３１０７のこの側は反転されてもよく、気体は、ベンチュリの気体流円錐３１０９
の近位側に陰圧を発生させる。マニホールド３１０７の左側の取込みポート３１１１を通
して空気が取り込まれ得る。ベンチュリの円錐３１０９の右側のマニホールド３１０７の
内側に陽圧を発生させることができる。マニホールド内の陽圧は、圧力感知管腔３１１３
およびポート３１１５によりマニホールド３１０７の左側および右側で測定され得る。気
体がマニホールドの遠位端気体流開口３１１７、３１１９にから流れ出ることができる。
左側の遠位端気体流開口３１１９は右側の遠位端気体流開口３１１７より限定されていて
よく、それにより、右側の遠位端気体流開口３１１７に等しい量の流れが誘導されるよう
になり、左側の開口および右側の開口との間で気体出力が平衡される。マニホールド３１
０７は、マニホールド３１０７の左側および右側の両方に、または、マニホールド３１０
７の左側のみまたは右側のみにおいて、排気のための二次気体流路３１２１を有してよい
。マスクは、図２８に示される加湿用運搬ポート、または、気体感知複合ポート、右側の
遠位端気体流開口３１１７と左側の遠位端気体流開口３１１９との間または存在する場合
は右側および左側の鼻クッション３１２５の間の挟まれた角度を撓ませるための撓み継手
３１２３を有してよい。鼻クッション３１２５が含まれる場合、鼻クッション３１２５は
、洗浄、交換または調節のために、対合する接続フィーチャ３１２７に取外し可能に取り
付けられ得る。鼻クッション３１２５は、その近位端基部のところまたはその近くに半剛
性または剛性のリング３１２９を有してよく、このリング３１２９は、対合する接続フィ
ーチャ３１２７の上にまたはそれに接触されて、あるいはマニホールド３１０７上のボス
の上にまたはそれに接触されて、スナップ嵌合される。リング３１２９は完全な３６０度
のリングまたは不完全な部分的なリングであってよい。鼻クッション３１２５はマニホー
ルド３１０７上で回転方向に調節可能であり、任意選択で、回転方式の正確な設定を促進
するためにデテント設定を有してよい。
【００８４】
　重要な機能的フィーチャの寸法は、音、取り込まれる流れおよび出力圧力などの、主要
な限界性能の特性（ｐｒｉｍａｒｙ　ｃｒｉｔｉｃａｌ　ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　ａｔ
ｔｒｉｂｕｔｅ）を最適化するように、選択および変化され得る。機能的フィーチャには
、限定しないが、咽喉の長さおよび直径、気体運搬ノズルに対する入力圧力、気体運搬ノ
ズルに対する入力流量率、ノズル出口の直径、ノズル端部の内半径、気体運搬ノズルから
の気体流出速度、マスクの呼吸抵抗、取込みアパーチャのサイズ、取込みアパーチャまで
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積、気体運搬ノズル、および、気体運搬ノズルの同心度が含まれてよい。
【００８５】
　機能的フィーチャの寸法は、性能の特性に対立して影響するような形で互いに競合する
可能性があることから、好適には、これらの変数は好適なデバイスが作られるようにバラ
ンスを取らなければならない。咽喉の直径が減少すると、圧力および流れは強まるが、呼
吸抵抗が増加する可能性があり、これは望ましくない。気体運搬噴射ノズルを咽喉からさ
らに離れるように移動させると、圧力および取込みを強めることができるが、ノイズも増
加する可能性があり、これは望ましくない。取込みアパーチャの断面積を増加させると、
取込みを強めることができるが、取込みアパーチャが大きくなることに対応するためにデ
バイス全体を大きくする必要が生じる場合がある。取込みアパーチャは、咽喉区間の最小
断面積より約０～５０％、好適には約１０～２０％大きくなるように寸法決定され、それ
により、取込みアパーチャが呼吸抵抗を確実に限定しなくなり、また、デバイス全体のサ
イズを制限しながら取込みを最適化するようになる。取込みアパーチャの位置がデバイス
の近位端にある場合、約２～５Ｘの巻込み係数（ｅｎｔｒａｉｎｍｅｎｔ　ｆａｃｔｏｒ
）が得られる（取り込まれる流れが運搬される流れの３倍から５倍である）。取込みアパ
ーチャがデバイスの一方側にある場合、約１～３Ｘの巻込み係数が得られる。側部構成は
、吐き出される流れが顔から自然な方向に誘導されることが所望されるような意図される
用途と出力とのバランスを最適化するように、選択され得る。気体運搬噴射ノズルの直径
を減少させると、流出速度を増加させて取込みを強めることができるが、これにより出力
圧力が減少され得ることから、それにより１つの平衡状態が選択される。全体の長さは、
最適な流れ性能および圧力性能を得るために、流れ経路が鼻インターフェイスの鼻クッシ
ョン区間の方に向かう手前のところで十分な陽圧流れが展開されるように、選択される。
【００８６】
　本発明の実施形態は、以下の形状変数を用いると、最大で３５ｃｍＨ２Ｏ（３４３２Ｐ
ａ）の肺圧力（出力圧力）および最大で１５０ＬＰＭの全流量（運搬される流れおよび取
り込まれる流れ）、ならびに、約３０～６０ｄｂの音レベルを実現することができる。表
は例示の値のみを列記しているが、本開示を限定するものとして解釈されない。
【００８７】
【表１】

【００８８】
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【００８９】
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【００９０】
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【表４】

【００９１】
　図３２は、本発明の作動機構を説明しており、さらに、本発明が肺疾患または神経筋疾
患の用途に使用される場合に、本発明により患者の呼吸の動作がいかにして有利に影響を
受けるかを説明している。患者の肺容量は、肺圧力の関数としてグラフ化することができ
、曲線の内側の領域は動作を示し、通常はジュール毎リットル（Ｊ／Ｌ）で示され、通常
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の健康な成人では０．３～０．６Ｊ／Ｌであってよい。呼吸障害がある患者では、例えば
、ＣＯＰＤの場合に静的および動的過膨張を克服したりまたは繊維症またはＡＲＤＳの場
合に高い気道抵抗を克服したりするといったように、組織の疫病状態を克服するために、
休息中さらには激しい運動中に呼吸するために４～１０倍の作業が必要である可能性があ
る。
【００９２】
　示されるグラフでは、圧力軸の下にある曲線の内側の領域は吸気ＷＯＢであり、圧力軸
の上にある曲線の内側によって画定される領域は呼気ＷＯＢである。矢印は、ＲＶからＶ
Ｔに始まり、その後ＶＴからＲＶに戻る、時間経過での１回の呼吸の経過を示している。
ＲＶ１およびＶＴ１は、治療なしでの残留量および１回換気量である。線３２０１は非侵
襲性開放鼻換気なしでの自発呼吸を示している。線３２０３は非侵襲性開放鼻換気を用い
た自発呼吸を示しており、吸気の増大および終末呼気陽圧（ｐｏｓｉｔｉｖｅ　ｅｎｄ－
ｅｘｐｉｒａｔｏｒｙ　ｐｒｅｓｓｕｒｅ（ＰＥＥＰ））治療が用いられている。ＲＶ２
およびＶＴ２は治療を行った場合の残留量および１回換気量である。示されるように、こ
の例では、残留量を増加させることができる呼吸流が治療の一部として与えられることか
ら、治療によりＲＶが増加する。重要なことは、治療によりＶＴが増加し、ＲＶの増加よ
りもより大幅に増加することであり、これは、治療の効果としてより多くの量が肺に入っ
たり肺から出たりすることを示している。１回換気量の増加は、臨床的に有効であると考
えられるが、開放換気式で非侵襲性の最小限に目立たないシステムで実現するのは技術的
に難しい。グラフに示されるように、本発明を作動させた場合の患者の吸気ＷＯＢは、本
発明を停止させた場合の患者の吸気ＷＯＢより約２５％少ない可能性がある。また、吸気
肺圧力が増加し（上昇する）、１回換気量が増加し、呼気中に治療が行われる場合には任
意選択で呼気圧力が増加する。示される例では、換気装置が呼気段階中に気体を提供して
いるので、残留量が増加する一方で、残留量に影響を与えないように換気パラメータが滴
定され得、また、治療の受けているときの肺筋を働かせる患者の能力により、患者の肺機
能はＣＯＰＤの場合にはリモデルされ得、それにより実際に残留量の減少をより通常の値
にすることができる。示されるグラフでは、治療の波形は、換気装置吸気段階治療出力（
ｖｅｎｔｉｌａｔｏｒ　ｉｎｓｐｉｒａｔｏｒｙ　ｐｈａｓｅ　ｔｈｅｒａｐｙ　ｏｕｔ
ｐｕｔ）に対する早期吸気トリガ時間を想定しており、さらに、容量出力が患者の吸気時
間内に運ばれることを想定している。しかし、任意選択で、異なる運搬波形および運搬同
期が実行され得、それによりＷＯＢ曲線が調節され得る。例えば、換気装置吸気段階治療
は、吸気の終了時に運搬を終了させて人の呼吸サイクルの後で実施され得、方形または上
昇波形プロファイルで実施され得る。この場合、肺圧力ゼロ軸の上方の点において吸気が
終了して呼気に移行するように、治療のＷＯＢ曲線は曲線の右側上向きに傾斜する。
【００９３】
　図３３は、従来の換気と比較して、肺シミュレータ・ベンチ・モデル上でＮＩＯＶによ
り達成される肺容量をグラフで示している。すべての波形で、シミュレーションした患者
は２４５ｍｌの１回換気量が得られるように同じ呼気努力で自発呼吸をし、この臨床的目
標は、患者の１回換気量を２４５ｍｌ（３００１）から３８０ｍｌ（３３０３）まで増加
させることである。グラフの左から右への第１の波形では、患者の呼吸３３０５は補助を
受けてなく、したがって患者は２４５ｍｌの１回換気量を受ける。次の波形では、同じ努
力でシミュレーションした患者が、密封呼吸マスクまたはカフ付き気道チューブなどの従
来のクローズ型システム換気装置の補助を受ける。換気装置出力３３０９は３８０ｍｌの
所望される「補助」１回換気量を実現するレベルに設定される。換気装置により肺に運搬
される気体と、換気装置によって運搬されるが肺には到達せずに周囲に廃棄される気体３
３０７との間に差異があることから、換気装置はこの目標を達成するために４２０ｍｌに
設定される。第３の波形では、換気装置が患者から引き離されている場合に行われるよう
に、従来の換気装置システムにわずかな漏洩が導入される。３８０ｍｌの所望の「補助」
１回換気量を達成するために、次に換気装置は７０５ｍｌに設定されなければならない。
第２および第３の波形ではさらに、患者の肺が受ける容量がすべて、これらの従来のシス
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テム内に存在しなければならない換気装置から発生することが分かる。第４の波形では、
患者はＮＩＯＶで補助されており、示されるように、ＮＩＯＶ換気装置出力は、３８０ｍ
ｌの所望の「補助」レベルを達成するのに、９０ｍｌに設定されるだけでよい。この場合
、３８０ｍｌの１回換気量の一部のみが換気装置から来て、３８０ｍｌの大部分は取込み
および自発吸気された周囲空気３３１１から来ることから、ＮＩＯＶシステムは、他のシ
ステムよりはるかに、より効率的であり、より快適であり、より健康的である。
【００９４】
　図３４は、肺シミュレータ・ベンチ・モデルを使用して、酸素治療と比較したＮＩＯＶ
をグラフで示している。左側の第１の波形では、患者は補助を受けておらず、－０．８ｃ
ｍＨ２Ｏ（７８Ｐａ）の努力で呼吸して、２４８ｍｌの吸気される１回換気量３４０１を
生み出す。第２の波形および第３の波形では、患者は、鼻カニューレを介して酸素の連続
流３４０３およびパルス流３４０５をそれぞれ受け、ここでは肺圧力および１回換気量へ
の影響は存在しないか無視できる程度である。第４の波形では、ＮＩＯＶ３４０７が使用
されており、肺圧力および１回換気量における際立った増加を示しており、したがって、
ＮＩＯＶが開放気道システムであるにも関わらず、上で説明したようにＮＩＯＶが呼吸の
動作を補助することが示されている。
【００９５】
　図３５Ａ乃至図３５Ｌは、本発明の例示の換気気体運搬プロファイルならびにそれらの
それぞれの肺容量および肺圧力への影響を示している。
【００９６】
　図３５Ａ、図３５Ｄ、図３５Ｇおよび図３５Ｊは、換気装置によって得られる例示の圧
力および／または流れの波形を示している。図３５Ａは、完全な吸気サイクルで得られる
方形波形３５０１を説明している。図３５Ｄは上昇・下降波形３５０３を説明している。
図３５Ｇは、患者の自発吸気の時間の第１の部分において得られる方形波形３５０７を説
明している。図３５Ｊは、吸気段階で得られる第１の振幅３５１１と呼気段階で得られる
第２の振幅３５１３とを有する多レベル振幅波形３５０９を示しており、ここでは、第２
の振幅３５１３は例えば終末呼気陽圧（ＰＥＥＰ）を提供するのに使用され、これは一部
の臨床用途において有効である。本発明には、下降するまたは上昇する台形の方形波など
の別の波形が含まれてもよい。換気装置から気体運搬管への圧力および流量出力は通常５
～４０ｐｓｉ（３４～２７５ｋＰａ）および６～３０ｌｐｍの範囲内にある。
【００９７】
　図３５Ｂ、図３５Ｅ、図３５Ｈおよび図３５Ｋは、換気装置出力３５１５および取込み
量３５１７を含む治療によって得られる肺容量を説明している。
【００９８】
　図３５Ｃ、図３５Ｆ、図３５Ｉおよび図３５Ｌは、破線３５１９で示される治療なしの
肺圧力と、実線３５２１で示される治療により得られる肺圧力とを示しており、図３５Ｃ
では吸気段階全体の吸気陽圧が示されており、図３５Ｆおよび図３５Ｉでは吸気段階の一
部分での吸気陽圧が示されており、ここでは治療が呼気３５２３まで拡張されており、ま
た、図３５Ｌでは上昇した陰圧の吸気圧力が示されている。
【００９９】
　図３６Ａ乃至図３６Ｌは、本発明の追加の例示的な換気気体運搬プロファイルならびに
それらのそれぞれの肺容量および肺圧力への影響を説明している。
【０１００】
　図３６Ａは上昇波形３６０１を説明している。図３６Ｄは下降波形３６０３を説明して
いる。図３６Ｇは、例えば、呼吸段階の初期段階で必要な酸素分子を肺へと運搬するため
の、吸気段階の第１の部分における低振幅と、例えば呼吸の動作を補助するために治療の
機械的補助部分を実現するための、吸気段階の第２の部分における高振幅と、を有する多
レベル波形３６０５を説明している。図３６Ｊは、ほぼ同じベンチュリ、取込み量、およ
び治療効果を有する一方で、気体供給装置をより効率的に使用することができる振動波形
３６０７を説明している。
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【０１０１】
　図３６Ｂ、図３６Ｅ、図３６Ｈおよび図３６Ｋは、換気装置出力３６０９および取込み
量３６１１を含む治療によって得られる肺容量を説明している。
【０１０２】
　図３６Ｃ、図３６Ｆ、図３６Ｉおよび図３６Ｌは、破線３６１３によって示される治療
なしの肺圧力と、実線３６１５によって示される治療により得られる肺圧力とを示してい
る。
【０１０３】
　この治療により得られる肺圧力は以下の要因の組合せによって制御され得る。気体運搬
回路圧力、噴射ポンプのデザインおよび構成、患者の肺コンプライアンスおよび気道耐性
、患者の呼吸努力、患者の吸気段階に対する換気装置出力のタイミング、ならびに、換気
装置出力波形。しかし、通常、患者の吸気段階の開始時に始まる５００ミリ秒で得られる
、１００ｍｌを運搬する方形波形の３０ｐｓｉ（２０７ｋＰａ）の気体運搬回路圧力が、
肺圧力を５～１５ｃｍＨ２Ｏ（４９０～１４７１Ｐａ）だけ増加させることができる。ま
た、通常、患者の吸気段階の大部分の７００ミリ秒の間に得られる、２５０ｍｌを運搬す
る台形波形の３０ｐｓｉ（２０７ｋＰａ）の気体運搬回路圧力が、肺圧力を１０～２５ｃ
ｍＨ２Ｏ（９８１～２４５２Ｐａ）だけ増加させることができる。換気装置によって運搬
される気体は、酸素、空気、酸素と空気との混合気、または、ヘリウムなどの治療気体で
あってよい。本発明の主要な作動機構では、患者の肺圧力および肺容量が増加し、それに
より患者が疲労および呼吸困難により制限を受けることなく、自力で呼吸することが可能
となる。本発明の別の作動機構では、この治療によって提供される圧力補助および量的補
助を受けて、患者は呼吸努力を軽減することができ、したがって、治療による合計の肺容
量は変化しないが、呼吸動作は軽減される。本発明の別の主要な実施形態では、上記の２
つの作動機構の組合せが行われてよい。
【０１０４】
　図３７は、一実施形態によるタイミングおよび気体流運搬の図である。気体流運搬率３
７０１の振幅は気道圧力３７０３に影響するように呼吸数によって調整される。呼吸数が
増加すると、振幅が増大する。容量運搬は、静止状態と動作状態との間で、ユーザによっ
て変更されない限り一定の率で維持され得る。しかし、動作状態では、より高い流量率に
よりより多くの気体が取り込まれることから、システムによって得られる出力量はより大
きくてよく、それにより、吸気段階でより大きい出力および肺圧力が得られる。また、運
搬される流れの運搬の時間は、呼吸期間の割合として、ユーザによって調節され得る。例
えば、呼吸期間が３秒である場合、運搬時間設定値の２５％が、得られる０．７５秒の流
れパルスに等しくなる。得られる流れパルス幅は呼吸数により変化するが、このパルス幅
は呼吸期間の２５％であり続ける（ユーザによって変更されない限り）。この設定値は、
例えば、呼吸期間の１５％から７０％の範囲内で設定されてよい。この設定値は容量の設
定値とは無関係であってよい。例えば、２５％対４０％の設定値は同じ設定量を運搬する
ことができ、異なる流量率でもその設定量を運搬しているにすぎない場合がある。得られ
る流れパルス時間を調節するためのアルゴリズムは、例えば、その時点の呼吸期間を測定
するのに直前の３回から５回の呼吸を調べることができ、また、異常値の呼吸を排除する
ための修正係数を有してよい。
【０１０５】
　図３８は、睡眠時無呼吸を治療するのに使用される場合の例示の全システム３８０１の
概略図を説明している。この実施形態では、換気装置３８０９が、スクロール・ポンプな
どの気体発生システム３８２５から鼻インターフェイス３８０５まで気体を運搬する。
【０１０６】
　患者は、換気気体運搬回路３８０３、気道圧力感知ライン３８０４および非密封式鼻イ
ンターフェイス３８０５を使用して非侵襲性開放換気（ｎｏｎ－ｉｎｖａｓｉｖｅ　ｏｐ
ｅｎ　ｖｅｎｔｉｌａｔｉｏｎ（ＮＩＯＶ））により換気することができる。鼻インター
フェイス３８０５は好適には、別の換気インターフェイスで一般的であるように、患者の
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鼻を密封せず、むしろ、ユーザが通常通りに周囲環境から自由に呼吸できるように鼻に隙
間を残す。換気装置３８０９から運搬される換気気体３８０７は、換気気体運搬回路３８
０３を通って鼻インターフェイス３８０５内の１つまたは複数の気体出口ポート３８１１
から出るように移動することができる。換気気体３８０７は周囲空気３８１３を取り込む
速度で出ることができ、それにより、患者が自発呼吸をしている場合、換気気体３８０７
と取り込まれる周囲空気３８１３と自発吸入空気３８１５との組合せが、肺および気道に
対して臨床的に有効な効果を作り出すように力を受けて、鼻腔３８１７、口腔咽喉気道３
８１９、気管３８２１、肺３８２３およびその他などの患者の気道に運ばれる。患者は鼻
または口を通して息を吐き出すことができる（３８１６）。
【０１０７】
　鼻インターフェイス３８０５の幾何形状および寸法は、性能、ならびに、ユーザの許容
度および耐性を最大にするために、システムの物理特性および流体力学的特性を最適化す
ることができる。システムの性能により肺容量を増加させることができ、または、肺圧力
を増大させることができ、または、ユーザの呼吸の動作を軽減することができ、または、
気道圧力を増加させることができる。
【０１０８】
　ＮＩＯＶ換気システムはまた、気体供給システムまたは気体発生システム３８２５に流
体連通される換気装置３８０９を有することができる。換気装置３８０９、および／ある
いは、気体供給システムまたは気体発生システム３８２５は、分離していても、単一の換
気システム３８２７内にあってもよい。換気気体３８０７は、呼吸不全の用途の場合は酸
素であってよく、睡眠時無呼吸または神経筋の用途では空気であってよく、それらの組合
せであってもよく、または、別の任意の臨床的に有利な気体であってよい。換気装置３８
０９は制御ユニットまたはシステムを有してよい。換気装置３８０９は換気気体３８０７
を供給する前に電源を入れられてよく、換気気体３８０７を供給する前に所定の時間の遅
延時間を有してよい。所定の時間後、換気装置３８０９は、呼吸パターンなどに同期して
、必要に応じて気体を運搬することができる。
【０１０９】
　また、自発呼吸センサ３８２９が、換気システム３８２７との連通を介して、患者の自
発呼吸パターンおよび自発呼吸段階、さらには無呼吸事象または呼吸不全事象を検出、判
断および測定するのに使用され得、また、呼吸数または活動レベルなどの別の患者パラメ
ータを判断および測定するのに使用され得る。この情報を使用して、換気装置３８０９は
次に、この治療を患者の需要に同期させて滴定し、快適性を最大にするためにおよび治療
滴定のために気体の運搬を患者の呼吸に一致させることができる。
【０１１０】
　呼吸努力を感知するために追加のセンサ３８３１が使用されてよい。本発明は、肺の圧
力および容量を増大させることにより呼吸の動作を補助することを含めて、患者の呼吸を
補助するのに使用され得、また、口腔咽喉気道３８１９などの上気道の気道開通性を維持
するのに使用され得る。本発明を使用する場合、患者は、インターフェイスを通して機械
的補助を受けながら、上気道および鼻を通して通常通りに呼吸する。息を吐き出している
間、吐き出された気体は好適には気体運搬回路に入らず、周囲空気へと直接に、あるいは
、鼻インターフェイス３８０５を通るか横断するかまたはその周りで周囲空気に向かって
口または鼻から出る。患者は、例えば吸気時などの使用時に口を閉じたままにして、機械
的補助を下気道に誘導して口腔３８３３、舌３８３５の根元、口蓋３８３７および食道３
８３９の周りに誘導するのを補助することができ、または必要に応じて口ガードまたは顎
バンドを使用することができる。以下の部分で説明するように、気体の運搬は、患者の呼
吸段階に同期して循環的に、または連続的に、あるいはそれらの組合せで実施され得る。
患者は、静止した状態で、あるいは交通手段での移動中に、あるいは移動中または活動中
に、あるいは横になって休んでいたり寝ていたりするときに、この治療を使用することが
できる。この治療には、在宅治療の用途、病院の用途、亜急性治療の用途、救急の用途、
軍隊の用途、汎流行の用途、および、交通手段での移動での用途がある。
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【０１１１】
　図３９は、睡眠時無呼吸を治療するのに使用される場合の本発明のタイミングおよび動
作をグラフで説明している。上段のグラフは、例えば、胸インピーダンス・バンド、気管
の活動を感知することにより呼吸努力を測定する首センサ、または別のセンサなどの、Ａ
と称される、呼吸努力を測定する呼吸センサに基づく、患者の呼吸パターンおよび呼吸努
力３９１１を示している。真ん中のグラフは、Ｂと称される、本発明の鼻マスクおよび換
気装置によって測定される患者の気道圧力信号３９１３を示しており、下段のグラフは、
下段のグラフの下にあるバー３９１７内の睡眠の異なる段階における、さらには、下側の
バーに示される、気道が閉塞されるときの異なる段階における、換気装置出力３９１５を
示している。時間３９０１でバイアス流れが増加され、信号Ｂさらには任意選択で信号Ａ
（振幅傾斜（ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　ｒａｍｐ））に応答して時間３９０３で換気装置の低
出力トリガ時間が開始され、Ｂさらには任意選択でＡによって感知される空気流信号が減
少することに応答して、例えばここでは、呼気空気流が減少したことがＢ）によって感知
された後の１回の呼吸に応答して、時間３９０５で、換気装置の治療出力トリガ時間が開
始され、さらに、無呼吸信号Ｂに応答して、例えばここでは呼吸が予期されるときに呼吸
がないことをＢが示した後の１回の呼吸に応答して、換気装置の出力トリガ時間が開始さ
れ、さらに、任意選択で時間３９０７でＡが同時に呼吸努力を示す。
【０１１２】
　起きている状態では、睡眠が始まると、換気装置の気体流出力が停止されるが、気道圧
力の監視などの、換気装置の監視機能が作動される。この段階では、患者は鼻マスク内の
自発呼吸アパーチャを通して自由に呼吸することができる。患者がＳ１に入る前、その間
、またはその後で、気道が依然として開いている場合、換気装置の気体出力が作動状態に
切り替わり、治療レベル未満のレベルで一定にまたは断続的に流れおよび圧力が運搬され
、それにより患者がこの治療の感覚に慣れるようになる。通常Ｓ２において呼気空気流が
減少したことが感知されるときなどの気道が閉塞し始めるときの前または後のある時間に
おいて、換気装置の気体流出力が周期的な出力に切り替わり、気道が閉塞するのを防止す
るまたは逆行させることができかつ患者の吸気努力に同期する治療出力まで増加する。
【０１１３】
　したがって、理想的には、気道の閉塞は残りの睡眠において防止されるが、無呼吸が感
知される場合は、換気装置出力は増加してよく、例えば、空気流が再び感知されるまで非
同期の継続的な流れが強められてよい。加えて、治療を可能な限り低いレベルに滴定する
ために、呼気空気流が減少することが感知されるまで、この周期的出力を弱めることがで
きる。さらに、この時間のより早い段階で気体の非治療的なレベルを実現することは、鼻
インターフェイスの装着性および機能に関する情報をシステムに提供することにもなる。
例えば、インターフェイスが適切に取り付けられて位置合わせされているかを確認するの
に、呼吸圧力信号が使用され得る。インターフェイスが正確に取り付けられている場合、
システムがそのことを感知して通常通りに進行するが、インターフェイスが正確に取り付
けられたり位置合わせされたりしていない場合、システムが信号処理によりそのことを感
知し、患者が睡眠の深い段階に入る前に調整を行うようにユーザに警告を出すことができ
る。別法として、システムは、鼻インターフェイスが取り付けられた直後に治療レベルの
治療を提供することができ、さらに、インターフェイスが適切に接続されているかを判断
することができ、適切に接続されていない場合、必要な調整を行うように患者に指示を出
すことができる。適切に装着されていることがシステムの信号処理によって判断されると
、上で説明したように、換気気体出力は必要となるときまで停止される。
【０１１４】
　上述の説明は本発明の好適な実施形態を対象としているが、別の変形形態および修正形
態が当業者には明白であり、本発明の精神および範囲から逸脱することなく行われ得るこ
とに留意されたい。さらに、本発明の一実施形態に関連させて説明した特徴は、上で明確
に述べられていなくても、別の実施形態と併せて使用され得る。
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