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(57)【要約】
【課題】呼吸装置、及び該装置とのユーザー相互作用の
方法を提供する
【解決手段】呼吸装置（１）が開示される。呼吸装置（
１）は、１以上の電子プロセッサ（２）、及び前記プロ
セッサ（２）の少なくとも１つに通信可能に結合される
タッチスクリーン（３）を備える。プロセッサ（２）は
、前記呼吸装置（１）の少なくとも１つの操作上のパラ
メータの修正のために、前記タッチスクリーン（３）上
にユーザーインターフェース（４）を提供するように構
成される。幾つかの実施形態において、ユーザーインタ
ーフェース（４）は、呼吸装置の操作者による操作上の
パラメータの修正のためのタッチスクリーンのディスプ
レイ領域上に、少なくとも２つの接触に敏感なディスプ
レイ領域を含む。２つの接触に敏感なディスプレイ領域
の各々は、異なるタイプのユーザー相互作用専用であり
、即ち、異なるユーザー相互作用モードは、２つの異な
るディスプレイ領域の各々によって提供される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つのプロセッサ（２）、及び該プロセッサ（２）に通信可能に結合される
タッチスクリーン（３）、好ましくはマルチタッチスクリーンとを備える、呼吸装置（１
）であって：
　ここで、前記プロセッサ（２）は、前記呼吸装置（１）の少なくとも１つの操作上のパ
ラメータ（６）の修正のために前記タッチスクリーン（３）上にユーザーインターフェー
ス（４）を提供するように構成され；及び
　前記ユーザーインターフェース（４）は、各ディスプレイ領域（４０、５０）に関する
異なるユーザー相互作用モードで、前記操作上のパラメータ（６）のユーザー修正のため
に少なくとも２つの接触に敏感なディスプレイ領域（４０、５０）を含む
呼吸装置。
【請求項２】
　第１相互作用モードは接触ベースの段階的な修正モードであり、前記インターフェース
の第１ディスプレイ領域は、前記第１ディスプレイ領域内のユーザー接触後の前記操作上
のパラメータの段階的な修正のための、第１入力要素を含む、ことを特徴とする請求項１
に記載の呼吸装置。
【請求項３】
　前記インターフェースの第２ディスプレイ領域は相互作用のための尺度を含む、ことを
特徴とする請求項１又は２に記載の呼吸装置。
【請求項４】
　第２相互作用モードは、接触ベースの緩やかな修正モードであり、前記インターフェー
スの第２ディスプレイ領域は、前記第２ディスプレイ領域内のユーザー接触後の、前記操
作上のパラメータの緩やかな修正のため、又は、前記操作上のパラメータの範囲からの特
定の値の選択のための、第２入力要素を含む、ことを特徴とする請求項１乃至３の何れか
に記載の呼吸装置。
【請求項５】
　前記第２入力要素は、前記操作上のパラメータの範囲に関するスライダーバーを含み、
前記スライダーバーは：
　前記スライダーバーの位置にある矢印及び／又は数値などによる修正前の、前記操作上
のパラメータの現在値の１以上の視覚表示；
　前記スライダーバーの色分けした位置などによる、前記操作上のパラメータの下限と上
限の間の範囲；
　前記範囲に沿って表示される他の数字とは異なる色又は陰を伴う数字、或いは背景色箱
を備えた数字、前記スライダーバーに沿った前記範囲の他の部分とは異なる色又は陰にお
ける線などの、臨床的に異常な値の指標のための前記スライダーバー上の閾値、を任意に
含み、
　前記閾値がユーザー入力後に過ぎると、前記スライダーバー上で、サブ範囲は、前記範
囲の他の部分とは異なる色又は陰における、前記臨床的に異常な値に隣接する
ことを特徴とする請求項４に記載の呼吸装置。
【請求項６】
　ディスプレイ領域を含む前記ユーザーインターフェースは、操作上のパラメータのサブ
範囲又は制限に関連する情報を提供するための前記第２ディスプレイ領域に隣接する、こ
とを特徴とする請求項３乃至５の何れかに記載の呼吸装置。
【請求項７】
　前記インターフェースは、トグル入力要素のユーザー接触後の前記第２入力要素の、範
囲又はサイズなどの異なる図形表現間で切り替えるための前記トグル入力要素を備えた、
ディスプレイ領域を含む、ことを特徴とする請求項３乃至６の何れかに記載の呼吸装置。
【請求項８】
　前記異なる範囲は、拡張した範囲、及び、前記トグル入力要素の前記ユーザー接触後の
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可逆的な増幅のための異なる色又は陰における前記拡張した範囲において示される、前記
拡張した範囲のサブ範囲を含む、ことを特徴とする請求項７に記載の呼吸装置。
【請求項９】
　プロセスユニットは、範囲が示される前記ディスプレイのディスプレイ領域でのピンチ
ジェスチャ後に、前記ディスプレイ上に示される前記範囲を拡張又は減少するように構成
される、ことを特徴とする請求項１乃至８の何れかに記載の呼吸装置。
【請求項１０】
　前記制限の少なくとも１つは、ユーザーにより選択可能である、ことを特徴とする請求
項６乃至９の何れかに記載の呼吸装置。
【請求項１１】
　前記第２ディスプレイ領域は、前記操作上のパラメータに関する値の範囲の連続的なグ
ラフを含み、ここで、前記連続的なグラフは非直線目盛を有する、ことを特徴とする請求
項３乃至１０の何れかに記載の呼吸装置。
【請求項１２】
　前記ユーザーインターフェースは、前記操作上のパラメータ及び／又はそれに関連する
警告テキストの見出しなどの、文字及び／又は記号に基づいて、前記操作上のパラメータ
に関連する情報データ要素に関するディスプレイ領域を含む、ことを特徴とする請求項１
乃至１１の何れかに記載の呼吸装置。
【請求項１３】
　前記プロセッサは、予め定義された時間、少なくとも１つの操作上のパラメータの閾値
が閾値を行き過ぎた時に、前記接触に敏感なディスプレイ領域の１つにユーザーが接触し
た後にのみ、修正を提供するように構成され、及び／又は前記プロセッサは、前記閾値が
行き過ぎた時に音声警告を引き起こすように構成される、ことを特徴とする請求項１乃至
１２の何れかに記載の呼吸装置。
【請求項１４】
　前記プロセッサの１以上は、前記タッチスクリーンを介するユーザー通信を提供するた
めの操作を行なうために、コンピュータ読取可能記憶媒体と相互に作用するように操作可
能であり、前記操作は：
　現在の表示が前記タッチスクリーン上に表示される間、ユーザーインターフェースが前
記操作上のパラメータの修正のために表示されることを要求する第１ユーザータッチ入力
を受け取る工程；
　前記ユーザーインターフェース、前記そのディスプレイ領域を表示する工程であって、
前記ディスプレイ領域は：
　　第１接触ベースの方式での前記操作上のパラメータの修正のための第１ディスプレイ
領域、
　　前記第１接触ベースの方式とは異なる第２接触ベースの方式での前記操作上のパラメ
ータの修正のための第２ディスプレイ領域
を含む、工程
　ユーザーインターフェースが表示される間、前記操作上のパラメータが修正されること
を要求する第２接触ベースのユーザー入力を受け取る工程；
　第２ユーザー入力に応答して、前記第１又は第２ディスプレイ領域に接触することによ
り修正した前記操作上のパラメータへと、操作上のパラメータを修正する工程、を含む
ことを特徴とする請求項１乃至１３の何れかに記載の呼吸装置。
【請求項１５】
　前記ユーザーインターフェースの前記ディスプレイ領域は、前記修正した操作上のパラ
メータを確認するための第３ディスプレイ領域、及び修正した操作上のパラメータを取り
消すための第４ディスプレイ領域を含み；前記操作は：
　前記第３ディスプレイ領域に接触することによる前記呼吸装置の継続的な操作のために
前記修正した操作上のパラメータを確認する工程、又は、前記第４ディスプレイ領域に接
触することにより、或いは予め定めた時間後に確認しないことなどにより、操作上のパラ
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メータを変更することなく前記修正を中止する工程、を含む
ことを特徴とする請求項１４に記載の呼吸装置。
【請求項１６】
　前記操作上のパラメータの数値に関する第５ディスプレイ領域であって、ここで、前記
数値及び／又はその背景は、前記修正した操作上のパラメータの範囲内の値に依存して視
覚的にコード化され；及び／又は
　前記操作は、特に前記第２ディスプレイ領域において、修正前の前記操作上のパラメー
タの数値を表示する工程を含む、
第５ディスプレイ領域
を含む、請求項１４又は１５に記載の呼吸装置。
【請求項１７】
　呼吸装置におけるユーザー通信を提供する方法であって、該方法は、
　前記呼吸装置の操作上のパラメータの修正のために、前記呼吸装置のタッチスクリーン
上にオンデマンドのユーザーインターフェースを提供する工程、及び
　各ディスプレイ領域に関する異なるユーザー相互作用モードでの前記操作上のパラメー
タのユーザー修正のために、前記ユーザーインターフェース上に少なくとも２つの接触に
敏感なディスプレイ領域を提供し、ユーザーによる前記ディスプレイ領域の少なくとも１
つへの接触後に前記操作上のパラメータの修正を達成する工程
を含む、方法。
【請求項１８】
　前記方法は、前記呼吸装置のスタンバイモードなどで、患者に人工呼吸を施すことなく
実行される、ことを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　現在の表示が前記タッチスクリーン上に表示される間、ユーザーインターフェースが前
記操作上のパラメータの修正のために表示されることを要求する第１ユーザータッチ入力
を受け取る工程；
　前記ユーザーインターフェース、前記そのディスプレイ領域を表示する工程であって、
前記ディスプレイ領域は：
　　第１接触ベースの方式での前記操作上のパラメータの修正のための第１ディスプレイ
領域、
　　前記第１接触ベースの方式とは異なる第２接触ベースの方式での前記操作上のパラメ
ータの修正のための第２ディスプレイ領域
を含む、工程；
　ユーザーインターフェースが表示される間、前記操作上のパラメータが修正されること
を要求する第２接触ベースのユーザー入力を受け取る工程；
　第２ユーザー入力に応答して、前記第１又は第２ディスプレイ領域に接触することによ
り修正した前記操作上のパラメータへと、操作上のパラメータを修正する工程、を含む
ことを特徴とする請求項１７又は１８に記載の方法。
【請求項２０】
　１以上のプロセッサによって実行されると、呼吸装置のタッチスクリーンを介してユー
ザー通信を提供するための操作を実行する、媒体に記憶される指示を備える、コンピュー
タ読取可能記憶媒体であって、前記指示は：
　現在の表示が前記タッチスクリーン上に表示される間、ユーザーインターフェースが前
記操作上のパラメータの修正のために表示されることを要求する第１ユーザータッチ入力
を受け取る工程；
　前記ユーザーインターフェース、前記そのディスプレイ領域を表示する工程であって、
前記ディスプレイ領域は：
　　第１接触ベースの方式での前記操作上のパラメータの修正のための第１ディスプレイ
領域、
　　前記第１接触ベースの方式とは異なる第２接触ベースの方式での前記操作上のパラメ
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ータの修正のための第２ディスプレイ領域
を含む、工程；
　ユーザーインターフェースが表示される間、前記操作上のパラメータが修正されること
を要求する第２接触ベースのユーザー入力を受け取る工程；
　第２ユーザー入力に応答して、前記第１又は第２ディスプレイ領域に接触することによ
り修正した前記操作上のパラメータへと、操作上のパラメータを修正する工程
を含む、コンピュータ読取可能記憶媒体。
【請求項２１】
　タッチスクリーン及び触覚要素を備える呼吸装置であって、該タッチスクリーンは、前
記呼吸装置の少なくとも１つの操作上のパラメータの修正のためにユーザーインターフェ
ースを表示するための接触に敏感なディスプレイ領域を備え；
　前記ユーザーインターフェースは、前記操作上のパラメータの緩やかな修正などの修正
、又は前記第２ディスプレイ領域内でのユーザー接触後の前記操作上のパラメータの範囲
からの特定の値の選択のための、入力要素を備え；
　前記触覚要素は、前記ユーザーインターフェースの前記入力要素に関連する位置にある
前記タッチスクリーン上に、又は前記タッチスクリーンにて配置される
呼吸装置。
【請求項２２】
　前記触覚要素は、突起部、凹部、又は異なる表面粗さを備えた領域などの、触覚センシ
ングによる他のスクリーン領域から認識可能且つ識別可能である、前記タッチスクリーン
上に、又は前記タッチスクリーンにある要素である、ことを特徴とする請求項２１に記載
の呼吸装置。
【請求項２３】
　前記呼吸装置は、請求項１乃至１６の何れかに記載の呼吸装置である、ことを特徴とす
る請求項２１又は２２の呼吸装置。
【請求項２４】
　前記触覚要素は、前記第２ディスプレイ領域にて配置される、ことを特徴とする請求項
２３に記載の呼吸装置。
【請求項２５】
　前記触覚要素は、能動的フィードバック要素を含む、ことを特徴とする請求項２１乃至
２４の何れかに記載の呼吸装置。
【請求項２６】
　少なくとも１つのプロセッサと、前記プロセッサに通信可能に結合されるタッチスクリ
ーンとを備える呼吸装置であって、ここで、前記プロセッサは、前記呼吸装置の少なくと
も１つの操作上のパラメータの修正のために前記タッチスクリーン上にユーザーインター
フェースを提供するように構成され；及び
　前記ユーザーインターフェースは、接触ベースの入力要素の、範囲又はサイズなどの異
なる図形表現間で切り替えるためのトグル入力要素を備えたディスプレイ領域を含み；及
び／又は
　ここで、前記プロセスユニットは、範囲が示される前記ディスプレイのディスプレイ領
域でのピンチジェスチャ後に、前記ディスプレイ上に示される前記範囲を拡張又は減少す
るように構成される
呼吸装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的に呼吸装置の分野に関する。より具体的に、本発明は、前記呼吸装置
のユーザーインターフェースに関する。
【背景技術】
【０００２】
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＜従来技術の記載＞
　呼吸装置は通常、多くの専用のハードウェアのノブ及びボタンを含む、ユーザーインタ
ーフェースを介して操作される。近年、ノブとボタンに加えてタッチスクリーンを備える
ユーザーインターフェースが出現した。
【０００３】
　タッチスクリーンを備える呼吸装置の一例は、全ての目的のために全体が引用により本
明細書に組み込まれる、本出願と同じ出願人による、国際特許出願番号ＷＯ２０１１／１
３９１９４に開示される。ＷＯ２０１１／１３９１９４において、呼吸装置用のユーザー
インターフェースは、操作者からのタッチ入力に基づいて呼吸装置の操作の変化を引き起
こすために操作可能な、接触に敏感なスクリーンを備えると、記載される。接触に敏感な
スクリーンは、呼吸装置の設置が操作者の接触によって変更され得る第１タッチ領域、及
び、第１タッチ領域から離れて存在する第２タッチ領域を備える。ユーザーインターフェ
ースは、呼吸装置の設置が、前記第１及び第２タッチ領域に同時に触れることによっての
み変更され得るように、構成される。図式的なレイアウト、尺度、ノブ等に言及する。Ｗ
Ｏ２０１１／１３９１９４は、タッチスクリーンの２点が同時に触れられることを要求す
ることにより、ユーザーインプットの安全性に対処する。
【０００４】
　とりわけ（ａｍｏｎｇｓｔ　ｏｔｈｅｒｓ）、特に操作上のパラメータの調節の迅速な
アクセス性に関して、代案を提供し、又は更に前記ユーザーインターフェースを改善する
必要がある。
【０００５】
　従って、改善された呼吸装置は、有利に改善されたユーザーインターフェースを提供す
ることが所望される。
【発明の概要】
【０００６】
　従って、本発明の実施形態は、好ましくは、添付の特許請求の範囲に従い、呼吸装置、
方法、及びコンピュータ読取可能媒体に呼吸装置のプロセッサのための指示を提供するこ
とにより、上述のもの、単独、又は任意の組み合わせなどで、当該技術分野における１以
上の欠陥、欠点、又は問題を、軽減し、緩和し、又は排除することに努める。
【０００７】
　呼吸装置は、例えば、集中治療の呼吸器ベンチレータ、家庭介護の呼吸器ベンチレータ
を含む、呼吸器ベンチレータ又は麻酔機械である。呼吸装置は、使用中、気管が装置へ流
動的に接続される被験体に呼吸ガスを提供する。装置は、例えば使用中、加圧されたガス
のソースに接続されるか、又は呼吸ガスを提供するためのファンによって駆動され得る。
呼吸装置はまた、例えば、揮発性麻酔剤に基づく麻酔容量を備えた呼吸器ベンチレータで
もよい。呼吸装置のタッチスクリーンは、装置に統合されるか、又は別個のユニット或い
はモジュールで提供され得、それは、直接又は間接的に、ガス配送制御を提供する装置の
ユニット又はモジュールとの通信状態にある。しかし、本発明は特異的な臨床応用に限定
されないが、例えば新生児から成人までの全ての患者のカテゴリ或いは獣医の応用を含め
て、様々な呼吸装置に応用され得ることが、認識される。
【０００８】
　本発明の１つの態様に従い、呼吸装置が提供される。
【０００９】
　呼吸装置は、集中治療ベンチレータ、麻酔機械などの、被験体の呼吸を支援するための
任意のタイプの呼吸装置でもよい。
【００１０】
　呼吸装置は、１以上の電子プロセッサ、及び前記プロセッサの少なくとも１つに通信可
能に結合されるタッチスクリーンを備える。
【００１１】
　タッチスクリーンは、一実施形態において、表面との２以上（２重接触）の同時の接触
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点の存在を認識することが可能なマルチタッチスクリーンである。当業者は、どの種類の
タッチスクリーンが、本開示の特定の種類の接触ベースの相互作用を実施するために必要
とされるかを認識することができる。
【００１２】
　プロセッサは、前記呼吸装置の少なくとも１つの操作上のパラメータの修正のために、
前記タッチスクリーン上にユーザーインターフェースを提供するように構成される。
【００１３】
　用語「操作上のパラメータ」は、当該技術分野で共通して知られる任意の呼吸器パラメ
ータを含み得る。操作上のパラメータは、ベンチレータの制御のために調整可能である。
前記パラメータは、呼吸装置の操作中に特定の値を備えるパラメータの、以下の非網羅的
なリストに含まれ得る：吸気のガス（２１％以上のＯ２）、終末呼気陽圧（ＰＥＥＰ）、
吸気圧（Ｐｉｎｓｐ）、一回換気量（Ｖｔ）、呼吸数（ＲＲ）などにおける、酸素（Ｏ２
）の含有量。操作上のパラメータも、呼吸装置中のロータリーノブによって以前に編集さ
れた任意のパラメータによって含まれ得る。そのようなロータリーノブの一例は、米国特
許第５，９１５，３７９号に記載されており、特に、その中の図３、参照符号１０６、及
び記載のカラム７、上の列５５を参照されたい。米国特許第５，９１５，３７９号は、す
べての目的のために全体が引用により本明細書に組み込まれる。
【００１４】
　ユーザーインターフェースは、接触ベースの入力要素の、範囲又はサイズなどの異なる
図形表現間で切り換える（ｔｏｇｇｌｉｎｇ）ために、トグル入力要素を備えたディスプ
レイ領域を含み得る。
【００１５】
　代替的に、又は加えて、ピンチ及びズームのジェスチャは、ズームイン又はズームアウ
トの範囲などの範囲の変更を提供し得る。範囲の変更は、ピンチ＆ズームのジェスチャの
挟み込み動作（ｐｉｎｃｈｉｎｇ　ｍｏｖｅｍｅｎｔ）によって行われ得る。ピンチ及び
ズームは、ピンチ＆ズームによって操作上のパラメータの第２範囲に変更される、第１範
囲を示すバーの上で実行され得る。バーは、特定の値、又は第１或いは第２の範囲からの
サブ範囲の選択を可能にする、スライダーバーでもよい。このように、後の微調整のため
の粗い値の非常に迅速な選択が、提供される。第１範囲からズームされると、後の微調整
は、第２範囲において行われ得ることに注意されたい。様々なズーム＆ピンチのジェスチ
ャが、操作者によって望まれるように、より狭い範囲を掘り下げ及び／又はより広い範囲
に進むために、実行され得る。
【００１６】
　幾つかの実施形態において、ユーザーインターフェースは、呼吸装置の操作者による操
作上のパラメータの修正のために、タッチスクリーンのディスプレイ領域上に少なくとも
２つの接触に敏感なディスプレイ領域を含む。２つの接触に敏感なディスプレイ領域の各
々は、異なるタイプのユーザー相互作用専用であり（ｄｅｄｉｃａｔｅｄ）、即ち、異な
るユーザー相互作用モードは、２つの異なるディスプレイ領域の各々によって提供される
。このことは、操作者が、特定の臨床状況に特に十分に適した異なるタイプのユーザー相
互作用の１つを選択することを可能にする。故に、操作上のパラメータは、効率的な方法
で有利に調整され得る。操作上の安全性は故に、特に焦点が患者の処置に向けられ得る臨
床環境において、増加され得る。
【００１７】
　幾つかの実施形態において、第１相互作用モードは、接触ベースの段階的な修正モード
である。この目的のために、インターフェースの第１ディスプレイ領域は、第１ディスプ
レイ領域内のユーザー接触後の操作上のパラメータの段階的な修正のための第１入力要素
を含む。段階的な修正は、操作上のパラメータの値の、非常に正確で、一方で迅速な調整
を可能にし得る。調整されるべき特定の目標値の行き過ぎは制限され、操作上のパラメー
タの入力又は調整は、特定の臨床状況において効率的に提供される。
【００１８】
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　幾つかの実施形態において、第２相互作用モードは、接触ベースの緩やかな修正モード
である。インターフェースの第２ディスプレイ領域は、操作上のパラメータの緩やかな修
正のための第２入力要素を含む。代替的に、又は加えて、第２入力要素は、第２ディスプ
レイ領域内でのユーザー接触後の操作上のパラメータの範囲からの、特定の値の選択のた
めに提供される。幾つかの実施形態において、第２入力要素は、操作上のパラメータの範
囲ためのスライダーバーを含む。特定の実施形態において、スライダーバーは、以下の種
類の１以上の視覚表示を含み得る。スライダーバーは、操作上のパラメータの値の範囲内
の値の迅速な調節を可能にする。故に、操作上のパラメータは、効率的な方法で有利に入
力又は調整され得る。操作上の安全性は故に、増加され得る。
【００１９】
　スライダーバーは、修正前の操作上のパラメータの現在値の視覚表示を含み得る。これ
は例えば、スライダーバーの位置にある、矢印及び／又は数値の値などにより提供され得
る。
【００２０】
　スライダーバーは、操作上のパラメータの下限と上限の間の範囲の視覚表示を含み得る
。これは例えば、スライダーバーの色分けした位置などにより提供される。これは、選択
可能な値、及び操作者のための範囲内の臨床的に好ましい値への相関性の、迅速な識別を
提供する。操作上の安全性は故に、増加され得る。
【００２１】
　スライダーバーは、臨床的に異常な値の表示のために、スライダーバー上の閾値の視覚
表示を含み得る。これは例えば、範囲に沿って表示される他の数字とは異なる色又は陰（
ｓｈａｄｅ）を伴う数字などによって提供される。これは代替的又は付加的に、例えば、
背景色箱（ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ　ｃｏｌｏｒ　ｂｏｘ）を伴う数字などによって提供さ
れる。これは例えば、スライドバーに沿った範囲の他の部分とは異なる色又は陰における
線などにより提供される。これは例えば、オレンジ色の数字又は線などにより提供される
。スライダーバー上の閾値に値の範囲内の選択可能な値を提供することは、選択可能な値
、及び操作者のための範囲内の臨床的に好ましい値への相関性の、迅速な識別を提供する
。操作上の安全性は故に、増加され得る。
【００２２】
　スライダーバーは、ユーザー入力後、閾値が行き過ぎる（例えば、超過する又は落ち込
む）時の視覚表示を含み得、スライダーバー上で、サブ範囲は、範囲の他の部分とは異な
る色又は陰において臨床的に異常な値に隣接する。閾値の超過は、調節中又はその後、例
えば、修正した値の確認前に、即座に示され得る。操作者が迅速な情報を得るにつれ、操
作上の安全性は故に増加され得る。
【００２３】
　幾つかの実施形態において、ディスプレイ領域を含むユーザーインターフェースは、操
作上のパラメータのサブ範囲又は制限に関連する情報を提供するための第２ディスプレイ
領域に隣接する。操作上の安全性は故に、増加され得る。
【００２４】
　幾つかの実施形態において、インターフェースは、トグル入力要素のユーザー接触後の
第２入力要素の、範囲又はサイズなどの異なる図形表現間で切り替えるためのトグル入力
要素を備えたディスプレイ領域を含む。操作上の安全性は故に、表示の迅速な選択によっ
て増加され得る。
【００２５】
　幾つかの実施形態において、異なる範囲は、拡張した範囲、及び、トグル入力要素のユ
ーザー接触後の可逆的な増幅のための異なる色又は陰における拡張した範囲において示さ
れる、拡張した範囲のサブ範囲を含む。
【００２６】
　幾つかの実施形態において、制限の少なくとも１つはユーザーにより選択可能である。
【００２７】
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　幾つかの実施形態において、第２ディスプレイ領域は、操作上のパラメータに関する値
の範囲の連続的なグラフを含み、ここで、連続的なグラフは非直線目盛を有する。
【００２８】
　幾つかの実施形態において、ユーザーインターフェースは、操作上のパラメータ及び／
又はそれに関連する警告テキストの見出しなどの、文字及び／又は記号に基づいて、操作
上のパラメータに関連する情報データ要素に関するディスプレイ領域を含み得る。
【００２９】
　幾つかの実施形態において、プロセッサは、予め定義された時間、少なくとも１つの操
作上のパラメータの閾値が閾値を行き過ぎた時に、接触に敏感なディスプレイ領域の１つ
にユーザーが接触した後にのみ、修正を提供するように構成され、及び／又はプロセッサ
は、閾値が行き過ぎた時に音声警告を引き起こすように構成される。幾つかの実施形態に
おいて、プロセッサの１以上は、タッチスクリーンを介するユーザー通信を提供するため
の操作を行なうために、コンピュータ読取可能記憶媒体と相互に作用するように操作可能
である。操作は：現在の表示がタッチスクリーン上に表示される間、ユーザーインターフ
ェースが操作上のパラメータの修正のために表示されることを要求する第１ユーザータッ
チ入力を受け取る工程；ユーザーインターフェース、そのディスプレイ領域（第１接触ベ
ースの方式での操作上のパラメータの修正のための第１ディスプレイ領域、第１接触ベー
スの方式とは異なる第２接触ベースの方式での操作上のパラメータの修正のための第２デ
ィスプレイ領域を含む）を表示する工程；ユーザーインターフェースが表示される間、操
作上のパラメータが修正されることを要求する第２接触ベースのユーザー入力を受け取る
工程；第２ユーザー入力に応答して、第１又は第２ディスプレイ領域に接触することによ
り修正した操作上のパラメータへと、操作上のパラメータを修正する工程、を含み得る。
【００３０】
　幾つかの実施形態において、ユーザーインターフェースのディスプレイ領域は、修正し
た操作上のパラメータを確認するための第３ディスプレイ領域、及び修正した操作上のパ
ラメータを取り消すための第４ディスプレイ領域を含み；操作は：第３ディスプレイ領域
に接触することによる呼吸装置の継続的な操作のために修正した操作上のパラメータを確
認する工程、又は、第４ディスプレイ領域に接触することにより、或いは予め定めた時間
後に確認しないことなどにより、操作上のパラメータを変更することなく修正を中止する
工程、を含む。
【００３１】
　幾つかの実施形態において、ユーザーインターフェースのディスプレイ領域は、操作上
のパラメータの数値に関する第５ディスプレイ領域を含み、ここで、数値及び／又はその
背景は、修正した操作上のパラメータの範囲内の値に依存して視覚的にコード化され；及
び／又は、操作は、特に第２ディスプレイ領域において、修正前の操作上のパラメータの
数値を表示する工程を含む。
【００３２】
　本発明の別の態様に従い、呼吸装置にユーザー通信を提供する方法が、提供される。方
法は、呼吸装置の操作上のパラメータの修正のために呼吸装置のタッチスクリーン上にオ
ンデマンドのユーザーインターフェースを提供する工程、及び、各ディスプレイ領域の異
なるユーザー相互作用モードにおける操作上のパラメータのユーザー修正のためにユーザ
ーインターフェース上に少なくとも２つの接触に敏感なディスプレイ領域を提供する工程
を含み、ここで、方法は、好ましくは、ユーザーによるディスプレイ領域の少なくとも１
つへの接触後に操作上のパラメータの修正を達成する、装置のスタンバイモードなどにお
いて、患者に人工呼吸を施すことなく、実行される。
【００３３】
　幾つかの実施形態において、方法は、現在の表示がタッチスクリーン上に表示される間
、ユーザーインターフェースが操作上のパラメータの修正のために表示されることを要求
する第１ユーザータッチ入力を受け取る工程；ユーザーインターフェース、そのディスプ
レイ領域（第１接触ベースの方式での操作上のパラメータの修正のための第１ディスプレ
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イ領域、第１接触ベースの方式とは異なる第２接触ベースの方式での操作上のパラメータ
の修正のための第２ディスプレイ領域を含む）を表示する工程；ユーザーインターフェー
スが表示される間、操作上のパラメータが修正されることを要求する第２接触ベースのユ
ーザー入力を受け取る工程；及び、第２ユーザー入力に応答して、第１又は第２ディスプ
レイ領域に接触することにより修正した操作上のパラメータへと、操作上のパラメータを
修正する工程、を含む。
【００３４】
　本発明のまた別の態様に従い、呼吸装置が提供される。装置はタッチスクリーンを備え
、該タッチスクリーンは、呼吸装置の少なくとも１つの操作上のパラメータの修正のため
にユーザーインターフェースを表示するための接触に敏感なディスプレイ領域を備え、前
記ユーザーインターフェースは、操作上のパラメータの緩やかな修正、又は第２ディスプ
レイ領域内でのユーザー接触後の操作上のパラメータの範囲からの特定の値の選択のため
の、入力要素を備える。装置は更に、ユーザーインターフェースの入力要素に関連する位
置にあるタッチスクリーン上に、又は該タッチスクリーンにて配置される触覚要素を備え
る。
【００３５】
　本発明の更なる態様に従い、コンピュータによる処理のためのコンピュータプログラム
に埋め込まれる、コンピュータ読取可能記憶媒体が、設けられる。コンピュータ読取可能
記憶媒体は、媒体に記憶される指示を備え、それは、１以上のプロセッサによって実行さ
れると、呼吸装置のタッチスクリーンを介してユーザー通信を提供するための操作を実行
する。指示は：現在の表示がタッチスクリーン上に表示される間、ユーザーインターフェ
ースが操作上のパラメータの修正のために表示されることを要求する第１ユーザータッチ
入力を受け取る工程；ユーザーインターフェース、そのディスプレイ領域（第１接触ベー
スの方式での操作上のパラメータの修正のための第１ディスプレイ領域、第１接触ベース
の方式とは異なる第２接触ベースの方式での操作上のパラメータの修正のための第２ディ
スプレイ領域を含む）を表示する工程；ユーザーインターフェースが表示される間、操作
上のパラメータが修正されることを要求する第２接触ベースのユーザー入力を受け取る工
程；及び、第２ユーザー入力に応答して、第１又は第２ディスプレイ領域に接触すること
により修正した操作上のパラメータへと、操作上のパラメータを修正する工程、を含む。
【００３６】
　更なる実施形態は、従属クレームにおいて定義され、ここで、本発明の第２及び次の態
様の特徴は、必要な変更を加えて第１態様に関するものである。
【００３７】
　幾つかの実施形態は、同じユーザーインターフェースにおける接触ベースの入力の多数
の方法を提供する。全く同一のパラメータは、例えば、同じユーザーインターフェース内
のユーザー相互作用の多数の方法で変更される。これは、多くの利点及び効果を提供する
。
【００３８】
　実施形態は、呼吸装置の操作に対するパラメータ値の、完全に接触ベースの修正を提供
する。ハードウェアノブは、操作上の安全性、信頼性、及び患者の安全性を維持する間、
必要ではない。ユーザーインターフェースが、固定したハードウェアノブにロックされな
いため、呼吸装置を操作する柔軟性が増大される。呼吸装置の、ユーザーフレンドリーで
直観的な操作が、提供される。しかし、呼吸装置の特定の実施形態におけるハードウェア
ノブの規定は、それ自体、呼吸装置を制御するための特定の行為について排除されない。
代替的に、又は加えて、ハードウェアノブは、操作上のパラメータの調整用の冗長なバッ
クアップとして、特定の実施形態において提供され得る。
【００３９】
　タッチスクリーンのみを備え且つノブ又はボタンを備えない、或いは、少なくともタッ
チスクリーンと、減少した又は最小の数のボタン又はノブを備える、呼吸装置は、装置の
より容易なクリーニングも提供し得る。これは、衛生学の態様に都合がよい場合がある。
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【００４０】
　幾つかの実施形態は、異なる換気パラメータの範囲について調整可能な、変更可能な尺
度を提供する。これは、呼吸装置の操作上のパラメータの現在の値又は範囲を示すために
改善された精密度、及びそのような値を入力するために改善された精密度を提供し得る。
【００４１】
　幾つかの実施形態は、例えばスライダーバーによって、及び値を設定するためにスライ
ダーバーにより示される範囲内の値に接触することによって、迅速ではあるが、粗い調整
を提供する。増大した高解像度（ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ）がこのように提供されるため、
細密調整の改善が、例えばスライダーにより提供される。次に、値の緩やかな微調整が、
行われ得る。緩やかな微調整は、例えば、＋／－ボタン、上／下ボタンなどにより提供さ
れ得る。
【００４２】
　加えて、操作者による確認が、呼吸装置の継続的な操作を実際に更新するユーザーイン
ターフェースによって要求され得、故に、操作上のパラメータの値が変更される。これは
、確認ボタンによって提供され得る。誤って行われた意図しない調整を効果的に防ぐため
、これは安全な調整を提供する。
【００４３】
　従って、実施形態は、呼吸装置の操作上のパラメータの迅速且つ確実な調整を提供する
。
【００４４】
　呼吸装置を操作する際、本発明の幾つかの実施形態はまた、安全性の増加を提供する。
特定の実施形態のため、呼吸装置の操作者が、患者の処置又は患者の安全性には最適でな
い場合がある、操作上のパラメータに関する値を選択することは、困難な場合がある。幾
つかの実施形態は、故に、操作者が呼吸装置の操作上のパラメータの「極端」で、又は他
に不快な、或いは不適当な値を選択することを、効果的に妨げ得る。幾つかの実施形態は
、選択可能だけであるべき、又はこれらの安全な範囲の外にでるための明白なユーザー確
認を必要としない、操作上のパラメータの「正常」で安全な範囲を提供し得る。これは、
操作上のパラメータ値の修正のために、改善された程度の操作上の快適性及び安全性を、
経験を積んだユーザーに提供し得る。
【００４５】
　従って、患者の安全性と同様にユーザーの快適性も、増大される。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
　本発明の実施形態が可能である、これら及び他の態様、特徴、及び利点は、本発明の実
施形態の以下の説明、添付の図面に行われる言及から明白であり、且つ解明される。
【図１】タッチスクリーンを備える呼吸装置の概略図である。
【図２Ａ】方法のフローチャートである。
【図２Ｂ】方法のフローチャートである。
【図３】指示を記憶させる、コンピュータ読取可能媒体の概略図である。
【図４Ａ】呼吸装置中のパラメータ修正のための、グラフィカルユーザーインターフェー
スの例を示す。
【図４Ｂ】呼吸装置中のパラメータ修正のための、グラフィカルユーザーインターフェー
スの例を示す。
【図５Ａ】呼吸装置中のパラメータ修正のための、グラフィカルユーザーインターフェー
スの例を示す。
【図５Ｂ】呼吸装置中のパラメータ修正のための、グラフィカルユーザーインターフェー
スの例を示す。
【図６】呼吸装置中のパラメータ修正のための、グラフィカルユーザーインターフェース
の例を示す。
【図７Ａ】呼吸装置中のパラメータ修正のための、グラフィカルユーザーインターフェー
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スの例を示す。
【図７Ｂ】呼吸装置中のパラメータ修正のための、グラフィカルユーザーインターフェー
スの例を示す。
【図７Ｃ】呼吸装置中のパラメータ修正のための、グラフィカルユーザーインターフェー
スの例を示す。
【図８Ａ】呼吸装置中のパラメータ修正のための、グラフィカルユーザーインターフェー
スの例を示す。
【図８Ｂ】呼吸装置中のパラメータ修正のための、グラフィカルユーザーインターフェー
スの例を示す。
【図８Ｃ】呼吸装置中のパラメータ修正のための、グラフィカルユーザーインターフェー
スの例を示す。
【図９Ａ】呼吸装置中のパラメータ修正のための、グラフィカルユーザーインターフェー
スの例を示す。
【図９Ｂ】呼吸装置中のパラメータ修正のための、グラフィカルユーザーインターフェー
スの例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００４７】
＜好ましい実施形態の説明＞
　本発明の具体的な実施形態は現在、添付図面を参照して記載される。しかし、本発明は
、多くの異なる形態で実施され得、且つ、本明細書で説明される実施形態に限定されるよ
うに解釈されるべきではない；むしろ、これら実施形態は、本開示が徹底的且つ完全なも
のとなり、且つ本発明の範囲を当業者に十分に伝えるように、提供される。添付図面にて
例証される実施形態の詳述において使用される用語は、本発明を制限するようには意図さ
れていない。図中、同様の数字は、同様の要素を指す。
【００４８】
　以下の記載は、呼吸装置に適用可能な実施形態について記載する。
【００４９】
　ここで図に戻り、実施形態を実施するための例として、呼吸装置（１）が、図１への最
初の言及により記載される。
【００５０】
　呼吸装置（１）は、１以上の電子プロセッサ（２）、及び前記プロセッサ（２）の少な
くとも１つに通信可能に結合されるタッチスクリーン（３）を備える。プロセッサ（２）
は、前記呼吸装置（１）の少なくとも１つの操作上のパラメータの修正のために、タッチ
スクリーン（３）上にユーザーインターフェース（４）を提供するように構成される。
【００５１】
　ユーザーインターフェース（４）は、呼吸装置（１）の操作者による操作上のパラメー
タの修正のために、タッチスクリーン（４）のディスプレイ領域上に、少なくとも２つの
接触に敏感なディスプレイ領域（４０）（５０）を含む。
【００５２】
　図１に示されるように、第１の接触に敏感なディスプレイ領域（４０）及び第２の接触
に敏感なディスプレイ領域（５０）は、タッチスクリーン上に設けられる。
【００５３】
　２つの接触に敏感なディスプレイ領域（４０）（５０）の各々は、同じ操作上のパラメ
ータのための異なるタイプのユーザー相互作用を提供する。
【００５４】
　異なるユーザー相互作用モードは、２つの異なるディスプレイ領域（４０）（５０）の
各々によって提供される。
【００５５】
　実施形態は、２つの異なるタイプのユーザー相互作用により一般的に示されるが、他の
実施形態は、同じユーザーインターフェース内の２より多くの異なるタイプのユーザー相
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互作用を含み得る。好ましくは、以下の様々な実施形態において示されるように、２つの
接触に敏感なディスプレイ領域（４０）（５０）は互いに隣接する。２つの接触に敏感な
ディスプレイ領域（４０）（５０）は、（例えば、タッチスクリーン上のフレーム又はウ
ィンドウ内の）単一のウィジェットに統合され得る。異なるディスプレイ領域は、より大
きなユーザーインターフェース内の別個のウィンドウ中に設けられ得る。この種のウィン
ドウは、ソフトウェアの「ウィジェット」に類似するコードに基づき、それは、より大き
なソフトウェアパッケージに埋め込まれる独立型アプリケーションである。２つの接触に
敏感なディスプレイ領域（４０）（５０）は、ユーザー選択後に起動され得る。
【００５６】
　異なるタイプのユーザー相互作用はここで、より詳細に記載される。
【００５７】
　様々なユーザージェスチャが、１以上の指でタッチスクリーンに触れることにより、呼
吸装置（１）の操作者によって行なわれ得る。タッチスクリーンの幾つかの実施形態にお
いて、指の代わりに、ペンのような適切なポインティング装置が使用され得る。容量性の
検知ベースのタッチスクリーンは、ユーザーの指の接触によってのみ、有利に操作され得
る。このように、呼吸装置のタッチスクリーンの意図しない操作が有利に回避され得、例
えば、臨床人員の衣服が容量性のスクリーンに単に接触しただけで、結果として呼吸装置
の任意の操作上の変化はもたらされない。
【００５８】
　幾つかのユーザージェスチャが、以下に記載される。しかし、当業者は、タッチスクリ
ーンの操作者に関して利用可能なジェスチャに気づく。
【００５９】
　タップは、例えば、指又は他のポインティング装置による、選択されたディスプレイ領
域の短い接触である。本開示の特定の部分において、タップは、例えば、スライダーバー
上の範囲から特定の値の選択、又は、操作上のパラメータの値を漸増的に変更するために
＋／－ボタンを起動することを可能にする。
【００６０】
　タップ＆ホールドは、選択されたディスプレイ領域から直ちに指を離すことのない、選
択されたディスプレイ領域の接触である。タップ＆ホールドは、例えば、コンテキストメ
ニューウィンドウなどを開くことを可能にする。パンは、指がタッチスクリーン（３）の
選択されたディスプレイ領域に置かれ、及びスクリーンとの接触を維持され、その間にデ
ィスプレイ領域をあちこち移動するという、ユーザージェスチャである。
【００６１】
　パンは、例えば、値の選択された範囲のスパンを変更することなく、スライダーバー上
のより大きな範囲内で値の選択された範囲を動かすことを可能にする。ダブルタップは、
２つのタップが互いに素早く行われるという、ユーザージェスチャである。
【００６２】
　ピンチは、親指と人差し指のような２本の指がスクリーン上に同時に置かれ、挟み込み
動作で、スクリーン表面上を摺動して共に移動するという、別のユーザージェスチャであ
る。ピンチは、例えば、ピンチ＆ズームのジェスチャを示すスライダーバー上のジェスチ
ャとして、ズームイン又はズームアウトの範囲のような範囲を変更するために、使用され
得る。
【００６３】
　幾つかの実施形態において、第１相互作用モードは、接触ベースの段階的な修正モード
である。これは、例えば図４Ａ、４Ｂ、５Ａ、５Ｂ、６、７Ａ－Ｃ、９Ａ、又は９Ｂに関
して記載される。この目的のために、インターフェースの第１ディスプレイ領域（４０）
は、第１ディスプレイ領域内のユーザー接触後の操作上のパラメータ（６）の段階的な修
正のための第１入力要素（７０）を含む。
【００６４】
　この目的のために、第１入力要素は、第１ディスプレイ領域（４０）内のユーザーイン
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ターフェース（４）に設けられる。
【００６５】
　図示された実施形態において、２つのボタン（４１）（４２）が設けられる。第１ボタ
ン（４１）は、減少（即ち、操作上のパラメータ（６）の下方への変化）を選択するため
の「－」ボタンである。図４Ａ及び４Ｂにおいて、操作上のパラメータ（６）は、吸気性
の呼吸ガスのＯ２　ＣＯＮＣＥＮＴＲＡＴＩＯＮとして、示される例にある。第２ボタン
（４２）は、増大（即ち、操作上のパラメータ（６）の値（６０）の上方への変化）を選
択するための「＋」ボタンである。このように、操作上のパラメータ（６）の値（６０）
の段階的な増大又は減少の変化は、＋／－ボタン（４１）（４２）の１つに対する各タッ
プのために提供される。タップ及びホールドの使用により、スクロールモードは、離散値
が一連に変更される場合、入力され得る。連続的なホールドは、値の増大／減少を促進す
る。段階的な修正は、操作上のパラメータの整数値上で行なわれ得る。代替的に、又は加
えて、デシマル値は、ボタン（４１）（４２）によって段階的に修正され得る。緩やかな
微調整は、例えば、上述のように＋／－ボタンにより提供され得る。代替的に、上／下ボ
タンなどが設けられ得る。
【００６６】
　一実施形態において、更なる相互作用モードが、ユーザーインターフェースによって提
供される。図示された実施形態において、第２相互作用モードは、接触ベースの緩やかな
修正モードである。ユーザーインターフェース（４）の第２ディスプレイ領域（５０）は
、操作上のパラメータの緩やかな修正のための第２入力要素（７１）を含む。代替的に、
又は加えて、第２入力要素（７１）は、第２ディスプレイ領域内でのユーザー接触後の操
作上のパラメータの範囲からの、特定の値の選択のために提供される。
【００６７】
　第２入力要素（７１）は、図に示されるように、操作上のパラメータの範囲ためのスラ
イダーバーとして図示及び記載される、相互作用スライダーバーを含み得る。スライダー
バーは、スライダーバーが示される第２ディスプレイ領域（５０）への接触事象を介して
、値の範囲から特定の値を操作者に迅速に選択させる。
【００６８】
　スライダーバーは、複数のユーザー相互作用モードを設け得る。１つは、範囲内の値に
対するタップを含む、直接アクセスモードである。別のものは、範囲に沿ったスライドア
クセスである。
【００６９】
　最小値及び最大値は、下記に述べられるようにダイナミックに変更され得る。
【００７０】
　スライダーバーは、特定の実施形態においてロータリーノブの操作と比較され得る、値
の範囲内の特定の値の選択を可能にし得る。代替的に、又は加えて、スライダーバーは、
予め定義された段階を備え得る。段階サイズは、操作者が増大の段階に基づいて選択可能
な値を制限することを可能にし、例えば、操作上のパラメータは、整数値のみ、又はその
小数部分として選択可能であり得る。第２ディスプレイ領域は、範囲に沿った、チェック
マーク及び標識を表示し得る。これは図中に示され、スライダーバーによって視覚化され
た範囲の一定領域の値の迅速な選択を可能にする。
【００７１】
　操作者は、特定の値の領域でスライダーバーに触れることにより（例えば、タップジェ
スチャによる）、操作上のパラメータ（６）に関する特定の値を選択し得る。その後、操
作上のパラメータ（６）の現在値は、操作者によって確認されるべき、修正した値に変更
される（図４Ａ及び図４Ｂの間の差を参照）。代替的に、操作者は、例えば、タップ及び
ドラッグ又はパンのジェスチャによって、バー（５１）の端にて、現在値のスライダーバ
ーに触れることを選択し、次に、新しく修正した値にスライダーバーを沿って現在値をド
ラッグする。棒グラフは、修正した値に続く。
【００７２】
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　このように、操作上のパラメータに関する修正した値の迅速な選択は、第２入力要素（
７１）の記載された使用に基づいて行われ得る。
【００７３】
　修正した値は更に、例えばボタン（４１）（４２）による微調整によって修正され得る
。
【００７４】
　操作上のパラメータに関する修正した値の迅速な選択が、直接アクセス又はスライドア
クセスの相互作用モードで行われる場合、微調整は後に行われ得る。
【００７５】
　現在の範囲の１つ又は両方のエンドポイントは、タップ又はスライド変更され得る。代
替的に、値の全範囲（バー）は、例えばダブルタップ、又はタップ＆ホールドによって、
印づけられ且つ集められる（ｇｒａｂｂｅｄ）。その後、そのような印づけられ且つ集め
られたサブ範囲は、例えばパンにより、全体的に上方又は下方に、接触ベースで動かされ
得る。
【００７６】
　代替的に、スライダーバーは、第１の、緩やかな修正モードのために使用され得る：現
在値の右側へのタップは、操作上のパラメータ値を１工程で増大させる。現在値の左側へ
のタップは、１つの工程を減少させる。
【００７７】
　スライダーバーは、入力モードを変更し得、それは、第１の迅速ではあるが粗いモード
、及びその後微調整モードの両方を提供する。入力モードは、様々な方法で（例えば、ト
グル要素、又はピンチ＆ズームジェスチャの使用により）、変更され得る。
【００７８】
　第２入力要素（７１）は代替的に、図示したリニアスライダーバーとして他の形状を備
え得る。第２入力要素（７１）は、直線、又は特定の部分のみに沿って直線の代わりに曲
線状又は円形である、及び他の部分で曲線状である、図形表現として提供され得る。例は
、同出願人のＷＯ２０１１／１３９１９４に見出され得、それは、すべての目的のために
全体が引用により本明細書に組み込まれる。
【００７９】
　円形の入力要素に関する例がここで記載される。第２入力要素（７１）は、例えば、同
様の機能性を伴う、接触ベースのバーチャルロータリーノブ（図示せず）の形態で提供さ
れ得る。バーチャルロータリーノブは、円形のタップ及びホールドのジェスチャによって
操作され得る。範囲の可視化は、円グラフとして行われ得る。代替的に、又は加えて、ロ
ータリーノブは、棒グラフが選択した値を示すために使用され得るような同様の方式で、
範囲内の選択した値に依存して満たされ得る。バーチャルロータリーノブに関して、ノブ
の円形は、現在選択された値に依存して満たされ得る。値を示すために円形を満たすこと
は、米国特許第５，９３１，１６０号に記載され、特にその図５を参照されたい。選択し
た又は修正した値の認識又は確認が、バーチャルロータリーノブを「押す」ことにより（
即ち、例えばバーチャルロータリーノブのディスプレイ領域内のタップ又はダブルタップ
のジェスチャ）、行われ得る。
【００８０】
　操作上のパラメータの修正した値は、好ましくは、第１及び第２の入力要素を含むディ
スプレイ領域内に表示され、又は、図４Ａ、４Ｂ、５Ａ、５Ｂ、６、７Ａ、７Ｂ、７Ｃ、
８Ａ、８Ｂ、８Ｃ、９Ａ、及び９Ｂに示されるウィンドウ内に隣接する。その後、修正し
た値は、呼吸装置（１）の継続的な操作のためのプロセッサ（２）によって使用され得る
。修正した操作上のパラメータに基づいた継続的な操作の前に、それは、一実施形態にお
いて、更なるユーザー入力確認工程において操作者によって確認される必要があり得る。
新しいセッティングを許容する確認は、例えば、確認ボタン（２０）を押すことにより行
われ得る。
【００８１】
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　代替的に、操作上のパラメータに関する修正した値は、呼吸装置（１）の継続的な操作
のために使用されない場合がある。この場合、呼吸装置（１）の操作は、その修正されて
いない現在値により継続される。
【００８２】
　行われる任意の修正が、一実施形態において、操作者によって確認される必要がある。
確認が得られない場合、修正した値は許容されない。代替的に、又は加えて、修正した値
の非確認、又は修正プロセスの能動的な失敗（ａｃｔｉｖｅ　ａｂｏｒｔｉｏｎ）は、操
作上のパラメータの修正されていない現在値による、呼吸装置（１）の継続的な操作に通
じる。非確認は、修正した値の明示的な確認が操作者によって行われなかった、予め定め
た時間制限の満了後に提供され得る。代替的に、修正は、操作者によって能動的に取り消
され得る。これは、例えば、図中に示されるクローズボタン（２１）などの取消ボタンを
タップすることにより行われ得る。
【００８３】
　特定の実施形態において、第２入力要素（７１）（例えば、図示されたスライダーバー
）は、操作者に通信される呼吸装置のデータの１以上の視覚表示を含み得る。
【００８４】
　第２入力要素（７１）（例えば、図示されたスライダーバー）は、修正前の操作上のパ
ラメータ（６）の現在値の視覚表示を含み得る。これは、例えば、第２入力要素（７１）
（例えば、図示されたスライダーバー）の位置にある、矢印（５３）及び／又は数値（５
４）などにより提供され得る。修正前の現在値は、図中で示されるように、範囲内の現在
値の位置にて示され得る。
【００８５】
　第２入力要素（７１）（例えば、図示されたスライダーバー）は、操作上のパラメータ
の下限と上限の間の範囲の視覚表示を含み得る。これは、例えば、第２入力要素（７１）
（例えば、図示されたスライダーバー）の色分け部分（５８）などにより提供される（例
えば図６を参照）。
【００８６】
　第２入力要素（７１）（例えば、図示されたスライダーバー）は、臨床的に異常な値の
指摘のために、閾値（１３）の視覚表示を含み得る；例えば、図４Ａ、４Ｂ、６、７Ａ－
Ｃ、８Ａ－Ｃ、９Ａ、及び９Ｂを参照。これは、例えば、範囲に沿って表示される他の数
字とは異なる色又は陰で表示される、数値などによって提供される。この閾値の指摘は、
代替的又は付加的に、例えば、背景色箱を伴う数字などによって提供される（例えば、図
４Ａ、４Ｂ、６、７Ａ－Ｃ、８Ａ－Ｃ、９Ａ、及び９Ｂを参照）。この閾値の指摘は、例
えば、スライドバーに沿った範囲の他の部分とは異なる色又は陰における線などにより、
提供され得る（例えば、図４Ａ、４Ｂ、７Ａ－Ｃ、８Ａ－Ｃ、９Ａ、及び９Ｂを参照）。
この閾値の指摘は、例えば、オレンジ色の数字又は線などにより提供され得る（例えば、
図４Ａ、４Ｂ、６、７Ａ－Ｃ、８Ａ－Ｃ、９Ａ、及び９Ｂを参照）。
【００８７】
　第２入力要素（７１）（例えば、図示されたスライダーバー）は、ユーザー入力後に閾
値が過ぎた（例えば、超過した又は落ち込んだ）場合の視覚表示を含み得、第２入力要素
（７１）（例えば、図示されたスライダーバー）上で、サブ範囲は、範囲の他の部分とは
異なる色又は陰において臨床的に異常な値に隣接する（例えば、図８Ｃを参照）。
【００８８】
　幾つかの実施形態において、ユーザーインターフェースは、操作上のパラメータのサブ
範囲又は制限に関連する情報を提供するための第２ディスプレイ領域に隣接する（例えば
、図６、７Ａ－Ｃ、及び８Ａ－Ｃを参照）。例えば、範囲（５５）は、操作上のパラメー
タの下限と上限の間で図示される。第１情報テキスト（５６）は、左のスライダーバーの
左端上に図示される。第２情報テキスト（５７）は、スライダーバーの右端にて図示され
る。更に、第１の色変化を伴う色分けした部分（５８）が、示される。また、第２の色変
化を伴う、第２の色分けした部分（５９）が示される。
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【００８９】
　この情報のバー（上記）は、第２入力要素（７１）（例えば、図示されたスライダーバ
ー）に関係する、更なる情報を提供し得る。このように、操作者はサポートされ、操作上
のパラメータの入力は、確実且つ安全に行われる。そのような更なる情報の例は、例えば
、図６に示されるように、範囲の低い値で示される第１テキスト（６１）「低感度」、及
び／又は、範囲の高い値の位置で示される第２テキスト（６２）「高感度」である。図６
において、くさび形のバー（５９）が示され、操作者のグラフィカルサポートの別の例を
示す。くさび形のバーは、第２の接触に敏感なディスプレイ領域（５０）におけるスライ
ダーバーの範囲又はサブ範囲の値を増大させつつ、高さを増大する。
【００９０】
　ユーザーインターフェース（４）は、接触ベースの入力要素の、範囲又はサイズなどの
異なる図形表現間で切り換えるために、トグル入力要素（１２）を備えたディスプレイ領
域を含む。例えば、図５Ａと５Ｂを参照。
【００９１】
　例えば、タップジェスチャによるトグル入力要素（１２）のユーザー接触後、異なる図
形表現間でのトグル（切り換え）は、プロセッサ（２）によって実行される。
【００９２】
　幾つかの実施形態において、異なる範囲は、拡張した範囲、及び、トグル入力要素のユ
ーザー接触後の可逆的な増幅のための異なる色又は陰における拡張した範囲において示さ
れる、拡張した範囲のサブ範囲を含む。
【００９３】
　代替的に、又はトグル要素に加えて、ピンチ及びズームのジェスチャは、ズームイン又
はズームアウトの範囲などの範囲の変更を提供し得る。範囲の変更は、ピンチ＆ズームの
ジェスチャの挟み込み動作によって行われ得る。ピンチ及びズームは、ピンチ＆ズームに
よって操作上のパラメータの第２範囲に変更される、第１範囲を示すバーの上で実行され
得る。バーは、特定の値の、又は第１或いは第２の範囲からのサブ範囲の選択を可能にす
る、スライダーバーでもよい。このように、後の微調整のための粗い値の非常に迅速な選
択が、提供される。第１範囲からズームされると、後の微調整は、第２範囲において行わ
れ得ることに注意されたい。様々なズーム及びピンチのジェスチャが、操作者によって望
まれるように、より狭い範囲を掘り下げ及び／又はより広い範囲に進むために、実行され
得る。
【００９４】
　幾つかの実施形態において、範囲の制限の少なくとも１つはユーザーにより選択可能で
ある。例えば、値の正常又は安全な範囲の上限及び／又は下限は、ユーザーにより選択可
能である。
【００９５】
　幾つかの実施形態において、第２ディスプレイ領域は、操作上のパラメータに関する値
の範囲の連続的なグラフを含み、ここで、連続的なグラフは非直線目盛を有する（図示せ
ず）。これは、全範囲内の「正常範囲」の改善された実例を可能にする。
【００９６】
　上範囲及び／又は下範囲の両方を含む、あまり頻繁に使用されない値の範囲は、操作上
のパラメータ（６）に関する値を選択するための精密度を更に改善するために隠される、
又は起動されない場合がある。これは、吸気のガス（２１％以上のＯ２）、終末呼気陽圧
（ＰＥＥＰ）、及び吸気圧（Ｐｉｎｓｐ）中の酸素含有量を含むパラメータには、特に都
合がよい。
【００９７】
　幾つかの実施形態において、ユーザーインターフェースは、操作上のパラメータ及び／
又はそれに関連する警告テキスト（１５）の見出しなどの、文字及び／又は記号に基づい
て、操作上のパラメータ（６）に関連する情報データ要素に関するディスプレイ領域を含
み得る。例えば、呼吸装置の操作上のパラメータを修正するためのウィンドウのヘッドラ
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インのようなテキストは、単語及び／又は記号で調整されるパラメータを記載するテキス
トを含み得る。代替的に、又は加えて、情報データ要素は、警告テキストを含み得る。警
告テキストは、例えば、操作上のパラメータの非正常値に関する閾値限界が超過する場合
に、示される（例えば、ヘッドラインにおける色つきのテキスト）。例は、図（例えば「
ハイレベル」、「潜在的な自己トリガリング（Ｐｏｔｅｎｔｉａｌ　ｓｅｌｆ　ｔｒｉｇ
ｇｅｒｉｎｇ）」等）に示される。情報データ要素はまた、呼吸装置の状態を含み得る。
状態は、「スタンバイ（ｓｔａｎｄｂｙ）」、「患者に接続されていない（ｐａｔｉｅｎ
ｔ　ｎｏｔ　ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ）」「動作前のチェックの立ち上げ（ｕｐｓｔａｒｔ　
ｐｒｅ　ｒｕｎ　ｃｈｅｃｋ）」、「患者に接続され、且つ装置が動いている（ｐａｔｉ
ｅｎｔ　ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ　ａｎｄ　ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｏｐｅｒａｔｉｎｇ）」、
例えば「チューブ補正（ｔｕｂｅ　ｃｏｍｐｅｎｓａｔｉｏｎ）」、「漏出補正（ｌｅａ
ｋａｇｅ　ｃｏｍｐｅｎｓａｔｉｏｎ）」等のオン／オフ、又は起動／非起動の状態であ
り得る。情報データ要素は、テキスト及び／又は図示記号として表示され得る。修正した
操作上のパラメータ値が、色分けのように強調され得る。予め定めた正常でない閾値が超
過する場合の変化は、故に、操作者によって容易に認識され得る。値が点滅し始める場合
がある。値は、例えば、白又は青のような都合の良い色から、オレンジ又は赤のような警
告の色へと、色を変更し得る。
【００９８】
　これは、操作上のパラメータを修正する際に考慮されるべき呼吸装置（１）の状態に操
作者が素早く気づくことを可能にする。
【００９９】
　幾つかの実施形態において、プロセッサ（２）は、予め定義された時間、少なくとも１
つの操作上のパラメータの閾値が閾値を行き過ぎた時に、接触に敏感なディスプレイ領域
の１つにユーザーが接触した後にのみ、修正を提供するように構成される。幾つかの実施
形態において、プロセッサ（２）は、操作者が閾値を超過する操作上のパラメータの値を
選択する場合、視覚又は音声の警告などの警告を提供するように構成される。
【０１００】
　幾つかの実施形態において、ユーザーインターフェースのディスプレイ領域は、操作上
のパラメータの数値に関する第５ディスプレイ領域を含み、ここで、数値及び／又はその
背景は、修正した操作上のパラメータの範囲内の値に依存して視覚的にコード化され；及
び／又は、操作は、特に第２ディスプレイ領域において、修正前の操作上のパラメータの
数値を表示する工程を含む。同一の色が、例えば、上述のように、臨床的に異常な値を示
すために、数値及びスライダーバーに使用される。故に、操作者の注意は高められ、呼吸
装置（１）の操作上の安全性は増大され得る。
【０１０１】
　図２Ａは、方法（１００）のフローチャートである。
【０１０２】
　本発明の別の態様に従い、呼吸装置にユーザー通信を提供する方法が、提供される。方
法は、呼吸装置の操作上のパラメータの修正のために呼吸装置のタッチスクリーン上にオ
ンデマンドのユーザーインターフェースを提供する工程、及び、各ディスプレイ領域の異
なるユーザー相互作用モードでの操作上のパラメータのユーザー修正のためにユーザーイ
ンターフェース上に少なくとも２つの接触に敏感なディスプレイ領域を提供する工程、を
含む。方法は、呼吸装置の任意の操作上のモードで（例えば、現在能動的な操作上のパラ
メータの修正のために、操作上のパラメータが能動的である別の呼吸モードに備えて不活
発な操作上のパラメータの調整のために患者に人工呼吸を施す場合）、又は呼吸装置（１
）のスタンバイモードで、提供され得る。この方法は、例において、呼吸装置の操作（即
ち、装置に接続される被験体に人工呼吸を施す）中に、行なわれ得る。特定の実施形態に
おいて、方法は、呼吸装置（１）のスタンバイモードなどで、患者に接続されることなく
、又は患者に人工呼吸を施すことなく実行され、ユーザーによってディスプレイ領域の少
なくとも１つの接触後の操作上のパラメータの修正を達成する。
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【０１０３】
　図２Ｂは、実施形態を示すフローチャートであり、その中で、方法（４００）は、現在
の表示がタッチスクリーン上に表示される間、ユーザーインターフェースが操作上のパラ
メータの修正のために表示されることを要求する第１ユーザータッチ入力（４０１）を受
け取る工程；ユーザーインターフェース、そのディスプレイ領域（第１接触ベースの方式
での操作上のパラメータの修正のための第１ディスプレイ領域、第１接触ベースの方式（
４０２）とは異なる第２接触ベースの方式での操作上のパラメータの修正のための第２デ
ィスプレイ領域を含む）を表示する工程；ユーザーインターフェースが表示される間、操
作上のパラメータが修正されることを要求する第２接触ベースのユーザー入力を受け取る
工程；及び、第２ユーザー入力に応答して、第１又は第２ディスプレイ領域に接触するこ
とにより修正した操作上のパラメータへと、操作上のパラメータを修正する工程、を含む
。
【０１０４】
　本発明の更なる態様に従い、コンピュータによる処理のためのコンピュータプログラム
に埋め込まれる、コンピュータ読取可能記憶媒体が、設けられる。コンピュータ読取可能
記憶媒体は、媒体に記憶される指示を備え、それは、１以上のプロセッサによって実行さ
れると、呼吸装置のタッチスクリーンを介してユーザー通信を提供するための操作を実行
する。指示は：現在の表示がタッチスクリーン上に表示される間、ユーザーインターフェ
ースが操作上のパラメータの修正のために表示されることを要求する第１ユーザータッチ
入力を受け取る工程；ユーザーインターフェース、そのディスプレイ領域（第１接触ベー
スの方式での操作上のパラメータの修正のための第１ディスプレイ領域、第１接触ベース
の方式とは異なる第２接触ベースの方式での操作上のパラメータの修正のための第２ディ
スプレイ領域を含む）を表示する工程；ユーザーインターフェースが表示される間、操作
上のパラメータが修正されることを要求する第２接触ベースのユーザー入力を受け取る工
程；及び、第２ユーザー入力に応答して、第１又は第２ディスプレイ領域に接触すること
により修正した操作上のパラメータへと、操作上のパラメータを修正する工程、を含む。
【０１０５】
　図３は、指示を記憶させる、コンピュータ読取可能な媒体（２００）の概略図である。
【０１０６】
　幾つかの実施形態において、プロセッサの１以上は、タッチスクリーンを介するユーザ
ー通信を提供するための操作を行なうために、コンピュータ読取可能記憶媒体と相互に作
用するように操作可能である。操作は：現在の表示がタッチスクリーン上に表示される間
、ユーザーインターフェースが操作上のパラメータの修正のために表示されることを要求
する第１ユーザータッチ入力を受け取る工程；ユーザーインターフェース、そのディスプ
レイ領域（第１接触ベースの方式での操作上のパラメータの修正のための第１ディスプレ
イ領域、第１接触ベースの方式とは異なる第２接触ベースの方式での操作上のパラメータ
の修正のための第２ディスプレイ領域を含む）を表示する工程；ユーザーインターフェー
スが表示される間、操作上のパラメータが修正されることを要求する第２接触ベースのユ
ーザー入力を受け取る工程；第２ユーザー入力に応答して、第１又は第２ディスプレイ領
域に接触することにより修正した操作上のパラメータへと、操作上のパラメータを修正す
る工程、を含み得る。
【０１０７】
　幾つかの実施形態において、ユーザーインターフェースのディスプレイ領域は、修正し
た操作上のパラメータを確認するための第３ディスプレイ領域、及び修正した操作上のパ
ラメータを取り消すための第４ディスプレイ領域を含み；操作は：第３ディスプレイ領域
に接触することによる呼吸装置の継続的な操作のための修正済の操作上のパラメータを確
認する工程、又は、第４ディスプレイ領域に接触すること、或いは予め定めた時間後に確
認しないことなどにより、操作上のパラメータを変更することなく修正を中止する工程、
を含む。
【０１０８】
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　また別の例に従い、呼吸装置が提供される。装置はタッチスクリーンを備え、該タッチ
スクリーンは、呼吸装置の少なくとも１つの操作上のパラメータの修正のためのユーザー
インターフェースを表示するために、接触に敏感なディスプレイ領域を備える。呼吸装置
は、以前に記載したタイプでもよい。ユーザーインターフェースは、第２ディスプレイ領
域内のユーザー接触後の、操作上のパラメータの緩やかな修正又は操作上のパラメータの
範囲からの特定の値の選択のための入力要素を含み得る。
【０１０９】
　装置は更に、タッチスクリーン上に、又はタッチスクリーンにて配置される触覚要素（
８０）（図６の例を参照）を備える。触覚要素（８０）は、ユーザーインターフェースの
入力要素に関係する位置にて配置される。触覚要素（８０）は、タッチスクリーンのスク
リーン表面上に配置され得る。代替的に、又は加えて、それは、スクリーン表面に（例え
ば、タッチスクリーンのフレーム上に）隣接して配置され得る。
【０１１０】
　触覚要素は、触覚センシングにより他のスクリーン領域から認識可能且つ識別可能な、
突起部、凹部、異なる表面粗さを備えた領域などであり得る。
【０１１１】
　触覚要素（８０）は、タッチスクリーン表面の一体部品であり得る。代替的に、それは
、タッチスクリーン表面に取り付けられるか、又はそれに隣接し得る。
【０１１２】
　ユーザーは故に、ハードウェア触覚要素（８０）によって特定の画面領域へと容易にガ
イドされる。ハードウェア触覚要素（８０）は、タッチスクリーン表面自体に、又はそれ
に隣接して（例えば、直接タッチスクリーンディスプレイ領域の代わりにタッチスクリー
ンのディスプレイ領域の周囲に配置されたスクリーンフレームの上に）、配置され得る。
【０１１３】
　ハードウェア触覚要素（８０）は、例えば、スライダーバーなどの入力要素に沿って摺
動する操作者の指のための、人間工学的なサポートを提供する。
【０１１４】
　ハードウェア触覚要素（８０）は、例えば、図６の例において示されるように、ユーザ
ーインターフェースの第２入力要素（７１）で配置される。ハードウェア触覚要素（８０
）は、異なる触覚フィードバックを備えた様々なセクションを備え得る。
【０１１５】
　触覚要素（８０）の第１領域（８１）は、（例えば、スライダーバー（例えば図示され
たスライダーバー）の範囲に沿って摺動するために）連続的要素として提供され得る。第
２領域（８１）は、（例えば、トグル入力要素（１２）の位置の識別のために）非連続的
要素として設けられ得る。
【０１１６】
　臨床環境において、ハードウェア触覚要素（８０）は、操作者に対して非常に都合のよ
い支援を提供し得、それは、体液、外科組織部分などに覆われさえし得る手袋を頻繁に使
用し、平坦なディスプレイスクリーン上に特定のディスプレイ領域を見出すことを困難に
し、又は、所望されないディスプレイ領域へ意図せずに傾斜する。
【０１１７】
　ハードウェア触覚要素（８０）は、能動的フィードバック要素と共に設けられ得る。能
動的フィードバック要素は、能動的フィードバックによって行われる入力のガイダンスを
操作者に提供し得る。
【０１１８】
　能動的フィードバック要素は、例えば、光フィードバックである。光フィードバックは
、ハードウェア触覚要素（８０）の照明光源の起動であり得る。ハードウェア触覚要素（
８０）は、光学上透明であり、又は不透明であり得る。それは、プロセッサ（２）によっ
て適切に制御されたタッチスクリーンのディスプレイによって照らされ得る。ハードウェ
ア触覚要素（８０）は、照明のための光源を含み得る。ハードウェア触覚要素（８０）は
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、導光突出部であり得る。ハードウェア触覚要素（８０）でのユーザー接触が検知される
と、照明が起動され得る。照明は、上述のような閾値の超過後に、起動され得る。照明は
、ユーザー接触又は入力後に変更され得る。照明の色は、例えば超過する閾値として特定
の事象を示すことなどのために、変更され得る。
【０１１９】
　ハードウェア触覚要素（８０）の能動的フィードバック要素は、代替的に又は付加的に
、例えば振動による触覚フィードバックと共に提供され得る。触覚フィードバックは、例
えば、トグル入力要素（１２）などの入力要素を起動すると、与えられ得る。触覚フィー
ドバックは、例えば、操作上のパラメータを非正常値などに修正すると、与えられ得る。
ハードウェア触覚要素（８０）は、触覚フィードバックを提供し得る。代替的に、又は付
加的に、全体のタッチスクリーン、又はその一部は、操作者に触覚フィードバックを提供
するための要素を含み得る。触覚フィードバックはプロセッサ（２）により制御される。
【０１２０】
　修正及び変更は、当業者によって示唆され得るが、当該技術分野への貢献の範囲内で合
理的且つ適切に生じるように、全ての変更及び修正を、本明細書上で保証される特許（ｐ
ａｔｅｎｔ　ｗａｒｒａｎｔｅｄ　ｈｅｒｏｎ）内に埋め込むことは、発明者の意図する
ものである。本発明は、特定の実施形態に関して上述されてきた。例えば、実施形態の異
なる特徴及び工程は、記載されるもの以外の組み合わせで、組み合わせられ得る。本発明
の範囲は単に、添付の特許請求項によって限定される。

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図３】
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【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図６】
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【図７Ａ】 【図７Ｂ】

【図７Ｃ】 【図８Ａ】
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【図８Ｂ】 【図８Ｃ】

【図９Ａ】 【図９Ｂ】



(25) JP 2018-22533 A 2018.2.8

【手続補正書】
【提出日】平成29年11月8日(2017.11.8)
【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】
　少なくとも1つのプロセッサ（２）及び前記プロセッサ（２）に通信可能に結合された
タッチスクリーン（３）、好適にはマルチタッチスクリーンを備えた呼吸装置（１）であ
って、前記プロセッサ（２）は、前記タッチスクリーン（３）上に、前記呼吸装置（１）
の少なくとも１つの動作パラメータ（６）を変更するためのユーザインターフェース（４
）を提供するように構成されており、前記ユーザインターフェース（４）は、前記少なく
とも１つの動作パラメータ（６）のユーザ変更のための少なくとも１つの表示されたタッ
チセンシティブ表示領域を含み、前記プロセッサは、前記少なくとも１つの表示領域上に
、前記動作パラメータ（６）に対する選択可能な値の範囲を示す接触ベースの入力要素（
７１）を表示するように構成され、前記プロセッサ（２）は、前記動作パラメータの上限
及び／又は下限を含む、より頻繁に使用されない値の範囲を隠す又は不活性化することに
より、異なる動作パラメータ範囲に適用可能な可変スケールを表示するように構成されて
いることを特徴とする呼吸装置。
【請求項２】
　前記ユーザインターフェース（４）は、トグル入力要素のユーザ接触で、前記接触ベー
スの入力要素（７１）の異なる範囲をトグルするための前記トグル入力要素（１２）を有
する表示領域を含むことを特徴とする請求項１に記載の呼吸装置。
【請求項３】
　前記異なる範囲は、前記トグル入力要素の前記ユーザ接触で、拡大された範囲及び前記
拡大された範囲内に可逆的な倍率のための異なる色又はシェードにより示されたそれらの
サブレンジを具備することを特徴とする請求項２に記載の呼吸装置。
【請求項４】
　前記プロセッサ（２）は、前記範囲が示されている表示領域におけるピンチ及びズーム
ジェスチャで、前記表示領域上に示されている範囲を拡大又は縮小するように構成されて
いることを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の呼吸装置。
【請求項５】
　前記接触ベースの入力要素（７１）は、前記ピンチ又はズームジェスチャにより第２範
囲に変更される第１範囲を示すバーを具備することを特徴とする請求項４に記載の呼吸装
置。
【請求項６】
　前記バーは、第１又は第２範囲から、特定の値又はサブレンジを選択することを可能に
するスライダーバーであることを特徴とする請求項５に記載の呼吸装置。
【請求項７】
　前記スライダーバーは、しきい値を通過した場合の臨床的に異常な値の視覚的な表示を
含むことを特徴とする請求項６に記載の呼吸装置。
【請求項８】
　前記しきい値は、前記範囲に沿って表示されている他の数字とは異なる色又はシェード
を伴う数字により示されることを特徴とする請求項７に記載の呼吸装置。
【請求項９】
　ユーザ入力により前記しきい値を通過すると、前記スライダーバー上で、前記臨床的に
異常な値に隣接するサブレンジは、前記範囲の他の部分とは異なる色又はシェードになる
ことを特徴とする請求項７又は８に記載の呼吸装置。



(26) JP 2018-22533 A 2018.2.8

【請求項１０】
　前記範囲の前記少なくとも１つの制限は、ユーザ選択可能であることを特徴とする請求
項１から９のいずれか一項に記載の呼吸装置。
【請求項１１】
　前記ユーザインターフェースは、前記少なくとも１つの動作パラメータのヘッドライン
及び／又はそれらに関連する警告テキストなどの文字及び／又は記号に基づく前記少なく
とも１つの動作パラメータ（６）に関連する情報データ要素のための表示領域を含むこと
を特徴とする請求項１から１０のいずれか一項に記載の呼吸装置。
【請求項１２】
　前記プロセッサ（２）は、少なくとも１つの動作パラメータのしきい値がしきい値を通
過した場合、前記ユーザが前記少なくとも１つのタッチセンシティブ表示領域に所定の時
間接触した後にのみ、前記変更を提供するように構成され、及び／又は前記しきい値を通
過した場合、音声警告をトリガするように構成されることを特徴とする請求項１から１１
のいずれか一項に記載の呼吸装置。
【請求項１３】
　前記呼吸装置は、前記接触ベースの入力要素（７１）に関連する位置にあるタッチスク
リーン上、又は前記タッチスクリーンに配置される触覚要素（８０）をさらに備えること
を特徴とする請求項１から１２のいずれか一項に記載の呼吸装置。
【請求項１４】
　前記触覚要素は、起部、凹部、又は異なる表面粗さを備えた領域などの触覚センシング
により、他のスクリーン領域から認識可能かつ識別可能な、前記タッチスクリーン上に、
又は前記タッチスクリーンにある要素であることを特徴とする請求項１３に記載の呼吸装
置。
【請求項１５】
　前記触覚要素は、アクティブフィードバック要素を具備することを特徴とする請求項１
３又は１４に記載の呼吸装置。
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