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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
(a)マスク殻と、
(b)額支持体と、
(c)額支持体とマスク殻との相対的な位置を調整して、マスク殻に対して少なくとも２次
元で額支持体を移動できる調節組立体とを備え、
額支持体は、
(1)マスク殻に取り付けられる支持アームと、
(2)額支持ブラケットと、
(3)患者が装着しているマスクに応じて使用者が装着位置を調節せずに患者の当接位置に
額支持ブラケットが移動するように、額支持ブラケットを支持アームに接続する連結組立
体とを備えることを特徴とする気体供給マスク。
【請求項２】
調節組立体は、マスク殻に取り付けられる円弧状の取付部材を含み、支持アームの第１の
部分は、円弧状の取付部材に移動可能に取り付けられる請求項１に記載の気体供給マスク
。
【請求項３】
調節組立体は、円弧状の取付部材上に配置される複数の歯部を含み、支持アームの第１の
部分は、複数の歯部の少なくとも１つに係合する可撓部を含む請求項２に記載の気体供給
マスク。
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【請求項４】
連結組立体は、額支持ブラケットに取り付けられる円弧状軌道と、支持アームの一部上に
配置される軌道係合部材とを含み、軌道係合部材は、患者に額支持ブラケットが自動位置
調整される間に円弧状軌道に沿って移動して、円弧状軌道に作動接続される請求項１に記
載の気体供給マスク。
【請求項５】
マスク殻と、
マスク殻に取り付けられる支持アーム及び支持アームに連結される額支持ブラケットを有
する額支持体と、
額支持体とマスク殻との相対的な位置を調整して、マスクに対して少なくとも２次元で額
支持体を移動できる調節組立体とを備え、
調節組立体は、マスク殻に連結される円弧状の取付部材を含み、円弧状の取付部材に沿っ
て支持アームの第１の部分を摺動させて、マスク殻に対する額支持体の位置を調整できる
ことを特徴とする気体供給マスク。
【請求項６】
調節組立体は、円弧状の取付部材上に配置された複数の歯部を含み、支持アームの第１の
部分は、複数の歯部の少なくとも１つに係合する可撓部を含む請求項５に記載の気体供給
マスク。
【請求項７】
（ａ)マスク殻と、
（ｂ）マスク殻に取り付けられる取付部材と、
（ｃ）額支持体とを備え、
額支持体は、
（１）第１の部分及び第２の部分を有する支持アームであって、第１の部分が、取付部材
を介してマスク殻に結合され、取付部材、若しくは、第１の部分、又は、これらの双方が
、少なくとも２次元で同時にマスク殻に対して支持アームの移動を許容するように構成さ
れる、支持アームと、
（２）支持アームの第２の部分に結合される額支持ブラケットを備える、気体供給マスク
。
【請求項８】
　取付部材は、マスク殻に取り付けられる円弧状の取付部材を含み、支持アームの第１の
部分は、円弧状の取付部材に移動可能に装着される、請求項７に記載の気体供給マスク。
【請求項９】
　取付部材は、配置された複数の歯部を含み、
支持アームの第１の部分は、歯係合部材を含む、請求項７に記載の気体供給マスク。
【請求項１０】
　支持アームに額支持ブラケットを可動に結合する連結組立体を更に備える、請求項７に
記載の気体供給マスク。
【請求項１１】
　連結組立体は、額支持ブラケットと支持アームとの間の回転接続部であって、額支持ブ
ラケットに対して回転軸まわりに支持アームが回転することを許容する回転接続部を含む
、請求項１０に記載の気体供給マスク。
【請求項１２】
　取付部材は、スロットを含み、
　支持アームの第１の部分は、マスク殻に対する支持アームの位置を変更するためにスロ
ット内で移動するように適合されたスロット係合部を含む、請求項７に記載の気体供給マ
スク。
【請求項１３】
　取付部材及び支持アームの第１の部分は、離散した位置の範囲に亘ってマスク殻に対し
て支持アームが移動することを許容するように構成される、請求項７に記載の気体供給マ
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スク。
【請求項１４】
　マスク殻に結合される緩衝材を更に備える、請求項７に記載の気体供給マスク。
【請求項１５】
　額支持体、若しくは、マスク殻、又は、額支持体及びマスクの双方に、結合されるヘッ
ドギアを更に備える、請求項７に記載の気体供給マスク。
【請求項１６】
　マスク殻と、
　支持アーム、及び、支持アームに結合される額支持ブラケットを有する額支持体と、
　マスク殻に対して額支持体が少なくとも２次元で移動できる態様でマスク殻に額支持体
を結合する調節組立体と備え、該少なくとも２次元の移動が単一の調整操作中に実現され
る、気体供給マスク。
【請求項１７】
　調節組立体は、マスク殻に取り付けられる円弧状の取付部材を含み、支持アームは、円
弧状の取付部材に沿って摺動可能である、請求項１６に記載の気体供給マスク。
【請求項１８】
　調節組立体は、配置された複数の歯部を含み、
　支持アームは、歯係合部材を含む、請求項１６に記載の気体供給マスク。
【請求項１９】
　支持アームに額支持ブラケットを可動に結合する連結組立体を更に備える、請求項１６
に記載の気体供給マスク。
【請求項２０】
　連結組立体は、額支持ブラケットと支持アームとの間の回転接続部であって、額支持ブ
ラケットに対して回転軸まわりに支持アームが回転することを許容する回転接続部を含む
、請求項１９に記載の気体供給マスク。
【請求項２１】
　調節組立体は、スロットを含み、
　支持アームは、マスク殻に対する支持アームの位置を変更するためにスロット内で移動
するように適合されたスロット係合部を含む、請求項１６に記載の気体供給マスク。
【請求項２２】
　調節組立体及び支持アームの第１の部分は、離散した位置の範囲に亘ってマスク殻に対
して額支持体が移動することを許容するように構成される、請求項１６に記載の気体供給
マスク。
【発明の詳細な説明】
【優先権主張】
【０００１】
　米国特許法第１１９条(ｅ)の規定により、本願は、２００２年９月６日に出願された米
国特許仮出願第６０/４０８,８３６号の利益を主張する。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、気体供給マスク用支持装置、特に、気体供給マスクの額支持装置及び額支持
装置を備えた患者に気体流を供給する装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　患者に挿管せず又は患者の食道内に外科的に気管チューブを挿入せずに、患者の気道に
呼吸用気体を非侵襲的に供給することが必要かつ望ましい状況は多く存在する。例えば、
非侵襲式換気法として知られた技術を使用して患者に気体を供給することは公知である。
また、持続気道陽圧（CPAP）又は患者の呼吸周期と共に変化する可変気道圧力を患者に付
与して、睡眠無呼吸症候群、特に閉塞性睡眠時無呼吸症（OSA）又は鬱血性心不全等の医
療疾患を治療することは公知である。非侵襲的換気法及び圧力支援治療法では、典型的に
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は鼻又は鼻／口マスクである患者界面材装置を患者の顔面上に配置し、人工呼吸器又は圧
力支援装置を患者の気道に接続して、圧力／流れ発生装置から患者の気道に呼吸気体流を
供給できる。上部ストラップ及び下部ストラップを有するヘッドギアにより、患者の顔面
にマスクを保持し、マスクの両側及び頂部に設けられる連結要素に上部ストラップ及び下
部ストラップの各両端を挿通する構造は公知である。
【０００４】
　典型的には、患者の顔面に対して十分に気密の密封構造を形成して不快感なくヘッドギ
アによりマスクを維持してマスクを長時間着用できることが重要である。マスクの縁の周
囲から過度に気体が漏洩しない密封構造を維持するため、マスクを患者の顔面に押圧しな
ければならない問題が生ずる。
【０００５】
　気体供給マスクに額支持体を接続して、マスクと患者の額との間に額支持構造を形成す
ることは公知である。額当クッション、スペーサ又は支持体を有する気体供給マスクは、
特許文献１、特許文献２、特許文献３、特許文献４、特許文献５及び特許文献６に開示さ
れる。額支持体は、マスクの押圧力をより広範囲に分散させて、マスクの過剰な押圧力が
患者の顔面のほぼ一点に集中することを防止すると共に、鼻橋等の特定の圧点での患者へ
の押圧力を十分に抑制して、マスクに安定性を付与するものである。
【０００６】
　特許文献７は、額支持体を有する他のマスクを開示する。この装置では、額支持体は、
呼吸マスクに固定されるように取り付けられる。額支持体は、マスクに固定される接続部
材と、接続部材に回転可能に取り付けられる緩衝枠部とを備える。接続部材に対して緩衝
枠部が単一直線上で一次元回転を行って、額当緩衝枠部の位置を調節できるが、着用者の
頭部額に対する配置範囲を最適化できない。
【特許文献１】米国特許第４,９０７,５８４号明細書
【特許文献２】米国特許第５,２４３,９７１号明細書
【特許文献３】米国特許第５,５１７,９８６号明細書
【特許文献４】米国特許第５,５７０,６８９号明細書
【特許文献５】米国特許第６,１１９,６９３号明細書
【特許文献６】米国特許第６,３５７,４４１号明細書
【特許文献７】国際公開第ＷＯ/７８３８４Ａ１号
【０００７】
　前記従来のマスクでは、気体供給マスク支持体の安定性を向上する必要があることは明
らかである。また、ヘッドギアの締付力を均一に分散する額支持体を提供する必要も存在
する。更に、広範な額の形状及び大きさに適用できる調節可能な額支持体を有するマスク
を提供する必要が存在する。また更に、ヘッドギアとマスクとを個別に装着できる額支持
ブラケットを提供する必要が存在する。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の例示的な実施の形態は、調節可能に装着される支持アームと額支持ブラケット
とを設けた額支持体を有する患者界面材気体供給マスクを備え、患者に気体流を供給する
装置にマスク及び額支持体を組み込むことができる。
【０００９】
　本発明の例示的な実施の形態は、異なる大きさ及び輪郭の患者に対し調節できるように
、マスク殻の面に垂直な軸又は曲線に沿って支持アームをマスク殻に調節自在に取り付け
た額支持体を提供する。調節組立体によって、患者がマスクを調整して、鼻橋等の鼻の特
定領域での呼吸用気体の漏洩及び圧力を最小化できる。
【００１０】
　本発明の例示的な実施の形態は、支持アームに摺動可能に接続される額支持ブラケット
を含む。額支持ブラケットは、患者の額に常に並行な状態に額パッドを維持する自己位置
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調整作用を生ずるため、快適性及び安定性を向上できる。本発明の例示的な実施の形態で
は、支持アームに着脱可能に設けられる額支持ブラケットにより、マスク及び支持アーム
とは別に（額支持ブランケットを取り付けた）ヘッドギアを患者に装着できる。これによ
り、患者は、ヘッドギアストラップを外さずに容易にマスクを除去できる。更に、本発明
の例示的な実施の形態は、ヘッドギア自体により形成される額パッドを有する額支持ブラ
ケットを備える。
【００１１】
　本発明の特徴及び特性、構造を構成する関連要素の操作法及び機能並びに製造の経済性
は、全て本明細書の一部となり、種々の図面で対応する部品を同一の符号で示す添付図面
に関する下記の記載及び特許請求の範囲の記載から明らかとなろう。しかしながら、図面
は、図示及び説明の目的に過ぎず、本発明の限界を決定する定義を意味しないことは明白
に理解できよう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本発明の現在好適な実施の形態の説明では、用語「水平」及び「垂直」は、添付図面に
示すマスクの方向を指称する。
【００１３】
　図１～図３は、本発明の原理による気体供給マスク10の例示的な実施の形態を示す。気
体供給マスク10は、患者の気道と圧力発生装置12との間で呼吸用気体流を連絡する患者界
面材装置として機能し、気体供給マスク10は、例えば人工呼吸器、持続気道陽圧（CPAP）
装置、オートタイトレーティング持続気道陽圧装置、按分比例気道陽圧（PPAP）、按分比
例支援換気装置（PAV[登録商標]）又は可変圧力装置、即ち患者に供給する圧力が患者の
呼吸周期と共に変化し、呼気中よりも吸気中に高圧力を供給するアメリカ合衆国ペンシル
ベニア州ピッツバーグに所在のレスピロニクス社が製造及び販売するBiPAP（登録商標）
装置等の可変圧力装置である。
【００１４】
　図１～図３は、必ずしも要求されないが、ほぼ剛性構造の殻部であることが好ましいマ
スク殻14又はマスク本体を含む気体供給マスク10を示し、マスク殻14は、弾力性を有しか
つ比較的柔らかいクッション又は密封材18を開口側に取り付けた環状部16を形成する。図
示の例示的な実施の形態では、マスク殻14は、１つの丸い上端角部20と２つの丸い下端角
部22とを有するほぼ三角形状である。マスク殻14は、気体供給導管26を収容する入口開口
24を含む。ポリカーボネート等の剛性プラスチックによりマスク殻14を形成することが好
ましい。密封材18は、患者の鼻等の一部を収容する形状を有する。別法として、マスク10
は、患者の鼻及び口を包囲する鼻／口マスク又は患者の口のみを包囲する口マスクでもよ
い。
【００１５】
　図示の例示的な実施の形態では、下部ヘッドギア連結組立体28は、マスク殻14の下端角
部22に取り付けられる。第２の連結装置32により、ヘッドギア組立体の下部ヘッドギアス
トラップは、着脱自在に選択的にマスク10に連結される。図示の実施の形態では、ヘッド
ギアストラップ（図示せず）の端部に一対の第２の連結装置32を着脱可能に接続でき、ま
た、マスク殻14の各面上の第１の連結装置30に第２の連結装置32を着脱可能に接続できる
。別法として、下部ヘッドギア連結組立体28は、如何なる適当なヘッドギア連結組立体で
もよい。
【００１６】
　同様に、本発明では、患者界面材分野に使用される従来のヘッドギア等あらゆる適切な
ヘッドギアでもよいことも企図する。例えば、典型的なヘッドギア組立体は、患者の頭蓋
の一部を覆う頭部装着体（図示せず）と、頭部装着体から延伸して、ヘッドギアをマスク
に調節可能に接続する一対の上部ヘッドギアストラップ及び一対の下部ヘッドギアストラ
ップとを備える。
【００１７】
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　図示の例示的な実施の形態では、上端角部20に額支持体34が設けられる。本実施の形態
では、ほぼＴ字形状の額支持体34は、水平な額支持ブラケット40に上端38で接続される支
持アーム36を含む。額支持ブラケット40は、患者に当接する側に額パッド42を備える。
【００１８】
　額パッド42は、患者の額に対する額支持ブラケット40の実際の接触点を形成し、シリコ
ーン等の弾性緩衝材料により形成される。図示の実施の形態では、額パッド42は、患者に
接触する第１の壁43と、額支持ブラケット40上の各開口部（図示せず）に接続可能な突起
46を有する第２の壁44とにより矩形状に形成される。使用者がマスクを装着するとき及び
額パッド42上への押圧力が増大するとき、第１の壁が第２の壁に向けて移動するように、
第１の壁43と第２の壁44との間に隙間が設けられる。例えば、額パッド42に対する押圧力
が増加するとき、第１の壁43が第２の壁44上に簡単に潰れないように、第１の壁(43)と第
２の壁(44)との間に延伸する一対の擁壁48によって、安定性が確保される。本発明では、
額パッド42は、１つ以上のパッド及び／又は異なる大きさ又はゲル状、発泡若しくはシリ
コーン樹脂等の代替材料から形成される変更例を含む如何なる適切な緩衝部材でもよい。
【００１９】
　更に、本発明は、マスク殻14の面にほぼ直角な軸又は曲線に沿って額支持体34の位置を
調整する調節組立体50を含む。調節組立体50によって、使用者が額支持体の位置を制御で
きるため、顔の大きさ及び形状の異なる患者に対し、共通のマスクを装着できる。更に、
患者は、調節組立体50によりマスクの額支持体34の位置を調整して、顔面の鼻梁等の特定
領域での呼吸用気体の漏洩及び圧力を最小化できる。
【００２０】
　マスク殻14上と支持アーム36の下端52とに設けた複数の構成要素により調節組立体50を
構成して、支持アーム36をマスク殻14に調節可能に接続できる。更に詳細には、調節組立
体50は、マスク殻14上に配置される弧状の取付部材54を備え、取付部材54は、入口開口24
の上方のマスク殻14の中心部からマスク殻14の上端角部20の上方に離間する位置まで延伸
する。取付部材54を軌道状に形成し、水平方向に延伸する複数対の各歯部56（図３）を対
向して取付部材54に設けることが好ましい。また、調節組立体50は、支持アーム36の下端
に離間して形成される２つの可撓性部材58を備え、各可撓性部材58は、末端にフック部60
を有する。しかしながら、本発明では、単一列の歯部及びこれに対応する単一の可撓性部
材を有する調節組立体も企図する。
【００２１】
　支持アーム36をマスク殻14に接続するとき、支持アーム36内に取付部材54を収容して、
可撓性部材58のフック部60に一対の対向する歯部56を係合することにより、マスク殻14に
対して適切な位置に支持アーム36を固定できる。図１の矢印Ａに示すように、可撓性部材
58を内側に押圧して、フック部60を歯部56から解放することにより、対向する他の歯部56
との係合位置に変更し又は支持アーム36、即ち額支持体34をマスク殻14から完全に解放で
きる。洗浄又は交換のためにマスク殻14から額支持体34を取り外すことができる。本発明
では、対向する任意数の歯部を使用できることを企図する。また、歯部を支持アームに設
け、取付部材にフック部を設けることもできる。
【００２２】
　本発明では、支持アーム36、額支持ブラケット40及び額パッド42を含む額支持体34を調
節組立体50によって、マスク殻14に対してほぼ２方向同時に移動できることを前記説明及
び添付図面から理解できよう。図２の矢印Ｂに示す第１の方向では、ほぼ垂直方向、即ち
マスク殻14の面に並行方向に額支持体34全体を移動して、マスク殻に接近又は離間して額
パッド42を移動できる。図２の矢印Ｃに示す第２の方向では、ほぼ水平方向、即ちマスク
殻14の面にほぼ直角方向に額支持体34全体を移動して、額支持体34と患者との距離を調整
できる。
【００２３】
　調節組立体50の曲線形状、特に取付部材54の曲線形状により、図２の矢印Ｄに示す２次
元同時動作が可能となる。本発明の前記特徴によって、額支持体34の取付位置を調整し、
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最適に、即ち最も快適に患者に額支持体34を装着できる。また、従来の額支持体は、一定
の回転中心周りでの揺動運動又は図２の矢印Ｃに相当する軸等の単一軸に沿う直線運動の
みを行うので、額支持体34の曲線的な移動によって、従来の額支持体よりも装着者の額の
形状に近付けて額支持体34を配置できる。
【００２４】
　図３に明示するように、支持アーム36の上端38は、ほぼ二分され、２つの並行垂直壁62
を形成する。舌片64は、各並行垂直壁62の内端に対し直角にかつ強固に接続される。額支
持ブラケット40は、円弧状に延伸しかつ対応する舌片64を摺動自在に嵌合する一対の溝65
又は通路（図３に一方を示す）を含む。溝65に沿って舌片64を移動させることにより、図
２の矢印Ｅに示すように曲線又はアーク状の経路に沿って額支持ブラケット40を支持アー
ム36に対して移動できる。図１～図３に示す実施の形態では、円弧状溝65を形成する同心
円の中心点に配置される回転軸は、額支持ブラケット40から離間して配置される仮想軸で
ある。このように、額支持ブラケット40に対して支持アーム36を移動可能に取り付けるこ
とにより、患者の頭部に額支持体34を自動的に位置決めする作用を増強する連結組立体が
得られる。
【００２５】
　この仮想中心点は、実際には支持アーム36及び額支持ブラケット40から離間し、特に、
マスクの着用時に患者の皮膚の表面下に位置するので、高安定状態を形成しつつ自己位置
調整作用を生ずる。この仮想回転軸の着想は、マスクの着用時に、患者の皮膚に対して額
支持ブラケット40が不快な角度に傾く可能性を低減することを意図する。従って、自己位
置調整作用により、額支持ブラケット40を患者頭部の形状に適合させることができる。
【００２６】
　また、額支持ブラケット40上の中央タブ66を押圧して、支持アーム36の上端に設けられ
た２つの並行な各垂直壁62を内側に押し込むことにより、支持アーム36から額支持ブラケ
ット40を取り外すことができる。これにより、洗浄目的でヘッドギアを分離でき又は患者
がヘッドギアを装着した後（額支持ブラケット40を取り付けた状態で）、支持アーム36を
額支持ブラケット40に取り付けることができる。また、これにより、患者がマスクを取り
外し及び装着するとき、所望長さでヘッドギアストラップ68を額支持ブラケット40に取り
付けたままでもよく、毎回最適長さにヘッドギアストラップ68を調整する必要がない。
【００２７】
　上部ヘッドギアストラップ68を固定する連結部材72を額支持ブラケット40の各端部70に
設けることが好ましい。好適な本実施の形態では、連結部材72は、上部ヘッドギアストラ
ップ68に取り付ける雄型速離部材74を収容する雌型受口である。しかしながら、他の連結
装置も使用できることは明らかである。
【００２８】
　他の例示的な実施の形態を図４～図１０に示す。図４～図１０に示す実施の形態の多く
の特徴は、図１～図３に示す特徴に類似する。一実施の形態を説明する際に使用する符号
と同様の符号を使用して、他の実施の形態での同様の特徴を示す。図１及び図３の符号か
ら関連する特徴が得られるので、マスク殻14の下部及び下部ヘッドギア連結部材を図４～
図１０に図示を省略する点に留意すべきである。
【００２９】
　図４～図６は、額支持体の支持アーム用調節組立体の他の実施の形態を示す。図４に示
す第２の実施の形態では、本発明の調節組立体50'は、マスク殻14'に接続される殻部76と
、額支持ブラケット40'に接続されるブラケット部78との２部分で構成される支持アーム3
6'を含む。ラチェット式連結構造を使用して２部分は互いに接続される。殻部76は、対向
するラチェット状歯部82が形成された外部案内口80を設けたほぼ管状断面を備える。ブラ
ケット部78も殻部76内で摺動しかつ案内口80に嵌合する中心突起84を備えるほぼ管状断面
を有する。しかしながら、本発明では、管状殻部及びブラケット部の構成を逆にして、管
状案内口を有する殻部を額支持体に設け、管状案内口内に摺動するブラケット部をマスク
殻に設けることもできると解すべである。
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【００３０】
　図４に示す第２の実施の形態と同様に、図５に示す第３の実施の態様では、調節組立体
50"は、マスク殻14"に接続される殻部76'と、額支持ブラケット40"に接続されるブラケッ
ト部78'との２部分に形成される支持アーム36"を含む。本実施の形態では、殻部76'及び
ブラケット部78'は、ほぼＵ字状断面を有する。ラチェット式連結構造を使用して２部分
は、互いに接続される。殻部76'は、Ｕ字状断面の各側に形成された複数の案内口80'を有
する。中央案内口80'は、対向するラチェット状歯部82'を有する。また、ブラケット部78
'は、殻部76内を摺動し、中央案内口80'に嵌合される中央突起84'と共に、他の２つの案
内口80'（一方のみ図示）に嵌合される案内突起84'を有する。図４及び図５の実施の形態
では、中央突起84,84'は、可撓性部材（図５に示す86）上に設けられ、中央突起84,84'の
両側にラチェット歯（図示せず）が設けられる。中央突起84'を内側に押圧すると、ラチ
ェット歯が互いに離間して可撓性部材86は内側に撓み、殻部76'とブラケット部78'とを互
いに相対的に移動できる。第２の実施の形態と同様に、ブラケット部と殻部との相対的な
雄－雌関係を逆にすることもできる。
【００３１】
　図５の第３の実施の形態と同様に、図６に示す第４の実施の形態では、調節組立体50''
'は、マスク殻14に接続されるＵ字状断面を有する殻部76"と、額支持ブラケット40'''に
接続されるＵ字状断面を有するブラケット部78"との２部分より形成される支持アーム36'
''を備える。また、殻部76"は、３つの案内口80"（２つのみ図示）を備え、架橋部78"は
、対応する突起84"を含む。しかしながら、調整用のラチェット歯装置ではなく、殻部76"
は、下端の周りで揺動可能な揺動部材（揺動レバー）88を含み、図示の位置に固定すると
き、揺動部材88を回転することにより、マスク殻14'''と額支持ブラケット40'''との相対
位置を有効に固定する摩擦力を付加してカムロック動作を生ずる。予め決められた数及び
位置で固定される他の実施の形態とは対照的に、揺動部材88は、動作範囲内では無制限の
数及び位置で固定できる。
【００３２】
　図７～図１２に示す第５の実施の形態では、額支持体は、91により全体を示す連結装置
により、水平な額支持ブラケット40""に回転可能に取り付けられる支持アーム36""を備え
る。また、マスク殻14""は、マスク殻14""に対し支持アーム36""を調節可能に接続する調
節組立体50を含む。マスク殻14""は、マスク殻14'に強固に取り付けられかつ入口開口24'
上のマスク殻14'の中心部から頂部20'に延伸する円弧の取付部材54'を含む。取付部材54'
は、２つの同心円弧状のリブ90を含み、同心円弧状のリブ90間に空洞92が形成される。複
数の水平歯と溝94とが外側湾曲部に交互に形成される。
【００３３】
　支持アーム36""は、取付部材54'の空洞92内を摺動する一対の円弧状の係合部材96（図
９）を含む。支持アーム36""を取付部材54'にラッチ係合する固定部材98が設けられる。
図示の実施の形態では、固定組立体98は、支持アーム36""に保持されるラッチスライドピ
ン100を備え、ラッチスライドピン100は、支持アーム36""に直角方向に摺動する。スライ
ドピン100上の１又は２以上の歯及び溝102（図１０参照）は、取付部材54'上の歯及び溝9
4に係合可能である。図示の実施の形態のスライドピン100は、取付部材54'に手動で係合
するが、スライドピン100にばね負荷を与えて係合させてもよい。
【００３４】
　前記の通り、額支持ブラケット40""は、接続装置91を介して支持アーム36""の上端に揺
動可能に接続される。図示の実施の形態では、支持アーム36""は、支持アーム36""の上端
を貫通して形成されるほぼ円形の孔104と、支持アーム36""の側部を貫通して予め決めら
れた角度で切除されたスロット106を有し、額支持ブラケット40""は、水平に配置されて
接続装置を構成する接続ブラケット108を有する。接続ブラケット108は、長方形又は楕円
形の断面を有する。長断面の寸法は、孔104の直径とほぼ同一であり、短断面の寸法は、
スロット106の幅とほぼ同一である。支持アーム36""のスロット106と接続ブラケット108
との２部分が互いに対して特定の角度位置にあるとき、スロット106内に接続ブラケット1
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08を嵌入できる。この位置は、通常の使用範囲外にある。額支持ブラケット40""が通常の
使用範囲内で回転するとき、額支持ブラケット40""は、円形孔104内に嵌合拘束されるが
、回転軸110（図９）の周りに孔104内で自由に回転できる。
【００３５】
　図７～図１２に示す実施の形態では、回転軸110は、接続ブラケット108の長円形又は楕
円形の断面の中心に一致する。支持アーム36""と額支持ブラケット40""とを取り付けると
き、接続ブラケット108は、支持アーム36""上端の円形孔104の中心に一致する。これによ
り、患者の頭部からヘッドギアストラップを除去する必要がなく、患者は、支持アーム36
""、即ちマスクから額支持ブラケット40""を除去できる。また、額の傾斜角度、マスク位
置又は支持アーム36""の位置に拘らず、額支持ブラケット40""は、自己位置調整作用によ
り、患者の額に並行な状態を維持できる。
【００３６】
　図７～図１２の実施の形態の着脱可能な額支持ブラケット40""により、図１～図３の実
施の形態と同様に、患者は、額支持ブラケットを取り付けた状態のヘッドギアをマスクと
は別に装着できる。取り付け／取り外しに適する角度にマスクを回転して、額支持ブラケ
ット40""にマスクが取り付けられる。設けられた分離装置を使用して、その後、下部ヘッ
ドギアストラップが接続される。マスクを除去するには、患者は、下部ヘッドギアストラ
ップを分離し、図７の矢印Ｆに示すように、取り付け／取り外しに適する角度にマスクを
回転させて、額支持ブラケット40""から離間する方向にマスク及び支持アーム36""を引っ
張ればよい。これにより、ヘッドギアに取り付けられた額支持ブラケット40""がヘッドギ
アと共に患者の頭部に残される。これは、完全なマスク組立体を装着するほど邪魔ではな
いので、マスクを迅速に交換するときに、患者は、ヘッドギア及び額支持ブラケット40""
を所定の位置に残すことを選択できよう。これにより、患者は、マスクを枕元に置いて、
飲物を摂取し又はヘッドギアを再調整せずに他の通常行為を実行でき、必要に応じてマス
クを迅速かつ容易に交換できよう。
【００３７】
　図１１及び図１２に明示するように、本発明は、ヘッドギア68'それ自体で額パッドを
形成できることを企図する。ヘッドギア68'は、額支持ブラケット40""の各端部に設けら
れた保持ロッド114を有する開口部112を通過する。本実施の形態では、額に配置したヘッ
ドギア68'により当接材を形成し、額に締付力を均一に分散させることができる。
【００３８】
　全ての実施の形態による気体供給マスクは、患者の気道と圧力発生装置との間で呼吸用
気体流を連絡する患者界面材装置として機能し、気体供給マスクは、人工呼吸器、持続気
道陽圧装置（図１）又は可変圧力装置、即ち患者に供給する圧力が患者の呼吸周期と共に
変化し呼気中よりも吸気中に高圧力を供給するアメリカ合衆国ペンシルベニア州ピッツバ
ーグ所在のレスピロニクス社が製造及び販売するBiPAP（登録商標）装置、又は患者によ
る鼾の発生状態又は無呼吸若しくは呼吸低下の経験状態等の患者の生理状態によって、圧
力が変化するオートタイトレーション圧力支援装置等の可変圧力装置である。
【００３９】
　患者の気道と圧力発生装置との間の呼吸用気体流を連絡するには、圧力発生装置から患
者に呼吸用気体流を供給する過程と、患者から周辺大気に気体流を排出する過程とを含む
。患者に対し呼吸用気体を供給する本発明による装置は、気体流を発生する圧力発生装置
又は気体流発生装置12と、気体流発生装置12に作動接続される第１の端部と第２の端部と
を有し、本発明による装置の動作間に気体流発生装置12から気体流を搬送する導管26と、
導管の第２の端部に連結する気体供給マスク組立体10と、ヘッドギアとを備える。
【００４０】
　図示の実施の形態では、調節組立体は、マスク殻に対して額支持体を曲線的に移動でき
るように構成される（例えば図２の矢印Ｄ参照）。しかしながら、本発明は、マスク殻に
対して額支持体が並行移動する調節組立体の他のパターンも企図すると解すべきである。
例えば、取付部材54は、「Ｓ」字パターン又は「Ｊ」字パターンを有し、額支持体は、マ
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【００４１】
　現在最も実用的かつ好適と思われる実施の形態を図示して詳述したが、前記記載は単に
説明の便宜に過ぎず、本発明を開示した実施の形態に限定されず、本発明は、特許請求の
範囲内に該当すると共に特許請求の範囲と同趣旨の変更態様及び同等の装置を包含するこ
とを意図する。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】気体流発生装置に接続される本発明の例示的な実施の形態の原理によるマスク及
び額支持装置を（概略的に）示す斜視図
【図２】図１に示すマスク及び額支持装置の部分側面図
【図３】図１に示すマスク及び額支持装置の分解図
【図４】本発明によるマスク及び額支持装置の第２の実施の形態を示す部分斜視図
【図５】本発明によるマスク及び額支持装置の第３の実施の態様を示す部分斜視図
【図６】本発明によるマスク及び額支持装置の第４の実施の態様を示す部分斜視図
【図７】本発明によるマスク及び額支持装置の第５の実施の形態を示す部分斜視図
【図８】図７に示すマスク及び額支持装置の部分側面図
【図９】図７に示す支持アームの斜視図
【図１０】図７に示すスライドピンの底面斜視図
【図１１】ヘッドギアストラップを付加した図７に示す額支持ブラケットの平面図
【図１２】ヘッドギアストラップを有する図７に示す額支持ブラケットの背面図
【符号の説明】
【００４３】
　(10)・・気体供給マスク、　(14)・・マスク殻、　(34)・・額支持体、　(36)・・支持
アーム、　(40)・・額支持ブラケット、　(50)・・調節組立体、　(54)・・円弧状の取付
部材、　(56)・・複数の歯部、　(58)・・可撓部、　(91)・・連結装置、　(104)・・ス
ロット、　(106)・・切欠部、　(108)・・連結ブラケット、　(114)・・連結装置、　(68
)・・ヘッドギアストラップ、
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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