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(57)【要約】
　マスクアセンブリ（１１０、３００、４００、５００
）は、枠体に設けられた基体部を有する額支持部材（１
２０、２２０、３１６、４１６、５２０）と、２つの上
方に延在する支持アーム部（１３０、２３０、３１８、
４１８、５１８）とを含む。アーム部は、１８０度以下
、かつ約１００～１５０度の範囲内の固定された若しく
は調整可能な開先角度を形成する。アーム部は、直接ヘ
ッドギアストラップに取り付けることができるか、又は
ヘッドギアストラップに留め金（１５０、５０６）を介
して結合することができる。また、特許請求の範囲には
、一のアーム部を有する実施形態も記載されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　睡眠時呼吸障害の治療に使用される患者インターフェースのためのＹ字状の額支持部材
（１２０、２２０、３１６、４１６、５２０）。
【請求項２】
　１対のアーム部（１３０、２３０、３１８、４１８、５１８）及び支持支柱（２４１）
をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の額支持部材。
【請求項３】
　少なくとも一の前記アーム部（２３０）は、前記支持支柱（２４１）に対して回転する
ように設けられていることを特徴とする請求項２に記載の額支持部材。
【請求項４】
　少なくとも一の前記アーム部（２３０）は、滑動又は回転のうちの少なくとも一を介し
て動くように設けられていることを特徴とする請求項２に記載の額支持部材。
【請求項５】
　１対のアーム部（１３０、２３０、３１８、４１８、５１８）と、支持支柱（２４１）
とを備え、前記アーム部（１３０、２３０、３１８、４１８、５１８）の間の角度は、正
面から見たときに１８０度以下であることを特徴とする、睡眠時呼吸障害の治療において
使用される患者インターフェースのための額支持部材（１２０、２２０、３１６、４１６
、５２０）。
【請求項６】
　少なくとも一の前記アーム部（１３０、２３０、３１８、４１８、５１８）は、ヘッド
ギアのストラップ（１６０、３０２、３０４、４０２、４０４、５０２、５０４）を受け
入れるように設けられていることを特徴とする、請求項５に記載の額支持部材。
【請求項７】
　少なくとも一の前記アーム部（１３０、２３０、３１８、４１８、５１８）は、額当て
（２５０）を受け入れるように設けられていることを特徴とする、請求項５又は請求項６
に記載の額支持部材、
【請求項８】
　少なくとも一のアーム部（１３０、２３０、３１８、４１８、５１８）を備え、該アー
ム部（１３０、２３０、３１８、４１８、５１８）の一端がヘッドギアのストラップ（１
６０、３０２、３０４、４０２、４０４、５０２、５０４）に結合するように設けられ、
前記アーム部（１３０、２３０、３１８、４１８、５１８）は、前記ヘッドギアからの力
を伝達するように構成され、前記力は、使用の際に患者の頭部が直立しているときを基準
として、垂直方向の成分を有していることを特徴とする、患者インターフェースのための
額支持部材（１２０、２２０、３１６、４１６、５２０）。
【請求項９】
　間に角度を形成する１対のアーム部（１３０、２３０、３１８、４１８、５１８）を支
持する結合部材を備え、前記角度は約３０～９０度の範囲に亘って調節可能である、顔マ
スクのための額支持部材（１２０、２２０、３１６、４１６、５２０）。
【請求項１０】
　マスククッション（３１０、３１０’、５１０）を支持する枠体（３０８、５０８）と
；
　１対の下部ストラップ（３０２、４０２、５０２）及び少なくとも一の上部ストラップ
（１６０、３０４、４０４、５０４）と；
　前記少なくとも一の上部ストラップ（１６０、３０４、４０４、５０４）に強固に結合
されたＹ字状の額支持部材（１２０、２２０、３１６、４１６、５２０）と、
を備えるマスクアセンブリ（１１０、３００、４００、５００）。
【請求項１１】
　前記Ｙ字状の額支持部材（１２０、２２０、３１６、４１６、５２０）は、約４０～１
６０度の開先角度を形成する１対の上方に延在するアーム部（１３０、２３０、３１８、
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４１８、５１８）を備えることを特徴とする、請求項１０に記載のマスクアセンブリ。
【請求項１２】
　前記枠体（３０８）及び前記Ｙ字状の額支持部材（３１６）は、一体ユニットとして形
成されていることを特徴とする請求項１０又は１１に記載のマスクアセンブリ。
【請求項１３】
　前記Ｙ字状の額支持部材（４１６）は、前記枠体（４０８）に設けられた基体部と、該
基体部と前記少なくとも一の上部ストラップ（４０４）との間に配置された可撓性結合部
（４２１）とを備えることを特徴とする、請求項１０～１２のいずれか一項に記載のマス
クアセンブリ。
【請求項１４】
　枠体（３０８、５０８）と；
　該枠体（３０８、５０８）に設けられたクッション（３１０、３１０’、５１０）と；
　前記枠体（３０８、５０８）に設けられ、患者の額に係合するようにされたＹ字状の額
支持部材（１２０、２２０、３１６、４１６、５２０）であって、１８０度より小さい開
先角度を間に形成する１対のアーム部（１３０、２３０、３１８、４１８、５１８）を含
む、Ｙ字状の額支持部材（１２０、２２０、３１６、４１６、５２０）と；
　前記枠体（３０８、５０８）に結合された１対の下部ストラップ（３０２、４０２、５
０２）及び前記額支持部材（１２０、２２０、３１６、４１６、５２０）のそれぞれの前
記アーム部（１３０、２３０、３１８、４１８、５１８）に結合された１対の上部ストラ
ップ（１６０、３０４、４０４、５０４）を有するヘッドギアと；
を備え、
　前記上部ストラップ（１６０、３０４、４０４、５０４）は、力が前記上部ストラップ
（１６０、３０４、４０４、５０４）に加えられたときに、水平方向及び垂直方向の力の
ベクトルを生成するように設けられていることを特徴とする、マスクアセンブリ。
【請求項１５】
　前記開先角度は、１００～１５０度の範囲にあることを特徴とする請求項１４に記載の
マスクアセンブリ。
【請求項１６】
　前記開先角度は、約１２０度であることを特徴とする請求項１５に記載のマスクアセン
ブリ。
【請求項１７】
　前記開先角度は、３０～１２０度の範囲にあることを特徴とする請求項１４に記載のマ
スクアセンブリ。
【請求項１８】
　前記開先角度は、７０～９０度の範囲にあることを特徴とする請求項１７に記載のマス
クアセンブリ。
【請求項１９】
　前記下部ストラップ（３０２、４０２、５０２）は、前記枠体（３０８、５０８）に留
め具（１５０、３０６、４０６、５０６）を介して結合されていることを特徴とする請求
項１４～１８のいずれか一項に記載のマスクアセンブリ。
【請求項２０】
　前記上部ストラップ（１６０、３０４、４０４、５０４）は、前記額支持部材（１２０
、２２０、３１６、４１６、５２０）のそれぞれの前記アーム部（１３０、２３０、３１
８、４１８、５１８）に前記留め具（１５０、５０６）を介して結合されていることを特
徴とする請求項１４～１９のいずれか一項に記載のマスクアセンブリ。
【請求項２１】
　前記額支持部材（２２０）の少なくとも一の前記アーム部（２３０）は、調節可能であ
ることを特徴とする請求項１４～２０のいずれか一項に記載のマスクアセンブリ。
【請求項２２】
　前記Ｙ字状の額支持部材（３１６）は、前記枠体との一体物の一部分であることを特徴
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とする請求項１４～２１のいずれか一項に記載のマスクアセンブリ。
【請求項２３】
　前記クッション（３１０’）は、ガセット状部分を有することを特徴とする請求項１４
～２２のいずれか一項に記載のマスクアセンブリ。
【請求項２４】
　前記ヘッドギアは、第１の側部（５６０）と、この第１の側部（５６０）に結合された
第２の側部（５７０）とを備え、これら第１及び第２の側部（５６０、５７０）のそれぞ
れは、前記額支持部材（５２０）のそれぞれ一の前記アーム部（５１８）に結合された上
側部ストラップ（５０４）及び前記枠体（５０８）に結合された下側部ストラップ（５０
２）を備えることを特徴とする、請求項１４～２３のいずれか一項に記載のマスクアセン
ブリ。
【請求項２５】
　前記第１及び第２の側部（５６０、５７０）のそれぞれは、上部結合ストラップ（５８
０）及び下部結合ストラップ（５８２）を備え、前記第１および第２の側部（５６０、５
７０）は、それぞれの前記側部（５６０、５７０）の前記上部結合ストラップ（５８０）
を互いに結合させ、それぞれの前記側部（５６０、５７０）の前記下部結合ストラップ（
５８２）を互いに結合させることによって、互いに結合されていることを特徴とする、請
求項２４に記載のマスクアセンブリ。
【請求項２６】
　前記上部結合ストラップ（５８０）は上部ラダーロック留め具（５９０）を介して互い
に結合され、前記下部結合ストラップ（５８２）は下部ラダーロック留め具（５９２）を
介して互いに結合されていることを特徴とする、請求項２５に記載のマスクアセンブリ。
【請求項２７】
　前記上部ラダーロック留め具（５９０）は、調節可能であることを特徴とする請求項２
６に記載のマスクアセンブリ。
【請求項２８】
　前記下部結合ストラップ（５８２）は、患者の頭部の後部下部に拡張された切込み部（
５９６）を提供するように構成されていることを特徴とする、請求項２５～２７のいずれ
か一項に記載のマスクアセンブリ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、２００４年６月２５日出願の米国仮出願第６０／５８２５３８号の利益を主
張しており、この出願はその全体が参照としてここに組み込まれている。
【０００２】
　本発明は、睡眠時呼吸障害の治療に対して使用される患者インターフェースに関する。
特に、本発明は、患者インターフェースのための額支持部材に関する。
【背景技術】
【０００３】
　睡眠時呼吸障害の治療において、患者は、気道を“強制的に（ｓｐｌｉｎｔ）”開ける
ために、正圧の空気又は呼吸に適したガスの供給を受ける。空気又はガスの供給は、顔面
マスクのような患者インターフェースを介して患者に対して行われる。患者インターフェ
ースは、通常ヘッドギアによって所定の位置に支持される。ヘッドギアは、通常多数のス
トラップを備え、このストラップは、使用の際には、患者インターフェースの固定位置に
取り付けられている。使用の際には、様々なストラップが、マスクを所定の位置に固定し
、圧力下において顔面からずり上がって外れるのを防止するために締め付けられている。
一般的に、治療圧力が高いほど、マスクのストラップは強く締め付けられる必要がある。
使用されるマスクが良く合っていない場合には、患者はストラップを過剰に締め付け、シ
ールするように努める。このことは患者の顔に圧力による炎症を生じさせる。設計者及び
製造者にとって、漏れに対する快適なシールを有する患者インターフェースを提供するこ
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とは終わりのない挑戦である。
【特許文献１】米国特許第６４２２２３８号明細書
【特許文献２】米国特許第６５３６４３５号明細書
【特許文献３】オーストラリア特許出願第２０００７１８８２号明細書
【特許文献４】米国特許出願公開第０９／８８５４４５号明細書
【特許文献５】米国特許出願公開第１０／７８１９２９号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　顔面マスクに額支持部を付加すると、マスクを安定化させ、それぞれの患者に合うよう
にマスクを調節する便利な手段を提供しやすくすることができる。マスクの適合性を改良
することによって、治療を心地よく、雑音が少なく、より効果的なものへと改善すること
ができる。
【０００５】
　別の既知の装置が特許文献１、特許文献２、及び特許文献３に見受けられる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１の特徴によれば、使用の際に患者の顔に所定の角度で位置するように設け
られたクッションと、調節可能な支持部とを備える患者インターフェースが提供され、支
持部の調節手段が、クッションが患者の顔との間に作る角度を調節している。
【０００７】
　本発明の第２の特徴によれば、使用の際に患者の顔に所定の角度で位置するように設け
られたクッションと、調節可能な額支持部材とを備える患者インターフェースが提供され
、この支持部材の調整手段が、クッションが患者の顔との間に作る角度を調節している。
【０００８】
　本発明のさらに別の特徴によれば、（ｉ）調節機構を有する額支持部材を含むマスクイ
ンターフェース、及び（ｉｉ）額支持部材に取り付けられた少なくとも一のヘッドストラ
ップを含むヘッドギアを備える患者インターフェースアセンブリが提供され、額支持部材
の調整機構の調整手段は前記少なくとも一のストラップを頭の別の位置に再配置する。
【０００９】
　本発明のまた別の特徴によれば、顔面マスクのための略“Ｙ”字状の額支持部材が提供
されている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明の他の特徴、特性、及び利点は、添付の図面に関連する後述の詳細な記載から明
らかとなり、図面はこの開示の一部分であるとともに、本発明の原理を、例示によって図
示している。
【００１１】
　添付の図面は、本発明の様々な実施形態の理解を容易にする。
【００１２】
　図１に示すようなＲｅｓＭｅｄのＵＬＴＲＡＭＩＲＡＧＥ（登録商標）のような従来技
術のマスクアセンブリは、１対のアーム部３０を有する額支持部材２０を含み、この１対
のアーム部３０はストラップ（図示されていない）を受け入れるようにされたスロット４
０を有している。それぞれのアーム部３０は、突起部５０を受け入れる１対の額当てを含
んでいる。額支持部材は、通常、Ｔ字状の形状であり、Ｔ字の上部交差部に沿って配置さ
れたアーム部を有している。
【００１３】
　図２に示すように、本発明の第１の特徴によるマスクアセンブリ１１０は、１８０度よ
り小さい、たとえば００～１５０度、好ましくは１２０度の開先角度ＥＢＤを形成する１
対のアーム部１３０を含む額支持部材１２０を提供している。よって、額支持部材は略Ｙ
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字状の形状をしている。図１に示す実施形態においては、それぞれのアーム部は額支持部
材留め具１５０を収容するように形成されたスロット構造１４０を備える。それぞれの額
支持部材留め具１５０は、額支持部材ストラップ１６０と係合するように形成されている
。それぞれのアーム部１３０には、力ＢＥ及びＢＤの直線が示されている。
【００１４】
　それぞれのアーム部１３０は、水平線ＡＢＣに対して所定の角度（ＡＢＥ又はＣＢＤ）
で、例えば約１５～４０度、好ましくは３０度で配置されている。しかし、この角度（Ａ
ＢＥ又はＣＢＤ）は、別の好適な大きさ、すなわち２０～８０度、好ましくは４０～５０
度、又はより好ましくは約４５度の大きさを有することができる。力を示す直線は、（従
来技術のように）単に水平方向のみとは異なり、（まっすぐに座っている患者を示す図２
に示されている方向に対して）垂直方向の成分を有している。この構成の特徴は、ストラ
ップが締められたときに、ストラップが、額支持部材をよりきつく顔に押し付けるだけで
なく、マスクを顔の上に引っ張り上げるということである。図３は、図２に示されたマス
ク１２０の一部分の拡大図である。
【００１５】
　本発明の別の特徴によれば、アーム部の間の角度は約２４０の範囲にわたって調節可能
とすることができ、例えば、第１のアーム部を約－３０度で位置させるときに、第２のア
ーム部を約２１０で位置させることができる。アーム部の間の好ましい角度の範囲は上述
したとおりであるが、異なるところは、図２～３の実施形態においては角度が固定されて
いるのに対して、図４の角度は前記範囲に亘って調節可能であることである。アーム部は
水平より上又は下に配置することができるが、好ましくは水平位置より上に配置する。一
の形態においては、このことは調節可能な額支持部材２２０によって達成され、それぞれ
のアーム部２３０は一方の端部に孔部２３５を有している。使用の際には、ボルト２４０
が両方の孔部と、支持支柱２４１の対応する孔部との両方を貫通する。アーム部２３０は
、支持支柱に対して自由に回転する。ボルト２４０の端部の蝶ナット２４５は、アーム部
が望ましい角度に調節されたときに、アーム部を固定するために使用することができる。
それぞれのアーム部２３０は、額当て２５０を支持するように設けられている。
【００１６】
　図５Ａ～５Ｃは、本発明による別のマスクアセンブリ３００を図示している。マスクア
センブリ３００は、１対のヘッドギア下部ストラップ３０２及び１対のヘッドギア上部ス
トラップ３０４を有している。下部ストラップ３０２は、１対の留め具３０６を介して枠
体３０８に接続され、１対の留め具３０６は、（上述の）留め具１５０と同様に作用する
。枠体３０８は、クッション３１０を支持するように設けられ、クッションはこの場合に
は全面クッションであるが、支持枠体３０８は、代わりに鼻クッションを支持するように
設けられても良い。枠体３０８は前板部３１２を備え、この前板部３１２は、例えば回り
エルボを介して、空気供給チューブからの加圧されたガスを受け入れるように設けられた
開口部３１４を備えている。
【００１７】
　枠体３０８は、基体部３１７及び２つの上方に延在するアーム部３１８を備える、略Ｙ
字状の拡張部を有して設けられている。アーム部３１８は、アーム部の間の角度が３０～
１２０度の範囲にあるように、好ましくは約７０～９０度の範囲にあるように、配置され
ている。アーム部３１８は、縫い合わせ、接着剤、又は他の好適な固定材を介して上部ス
トラップ部分３０４に結合させることができる。
【００１８】
　Ｙ字状の額支持部材３１６はこの実施形態においては枠体３０８との一体物として示さ
れている。しかし、支持部材３１６の基体部３１７は、枠体３０８にスナップ嵌めするよ
うに、又は別様に着脱可能に結合するように構成することができる。
【００１９】
　図５Ｂ及び図５Ｃはそれぞれ、図５Ａに示したマスクアセンブリ３００の立面図及び側
面図を示している。図５Ｃに示すように、ヘッドギアは１対の後部ヘッドギアストラップ
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３０７を備え、このストラップ３０７は、使用の際には患者の頭部の両側の下部及び上部
ストラップ部３０２、３０４に結合している。
【００２０】
　図６Ａ～図６Ｃは、図５Ａ～図５Ｃに示した実施形態と同様な、本発明によるまた別の
実施形態を示している。しかし、図６Ａ～図６Ｃは、（図６Ｃに最良の形態が示されてい
る）ガセット状（ｇｕｓｓｅｔｅｄ）部分を有するクッション３１０’を支持する枠体を
含んでいる。ガセット状部分の作用は、２００１年６月２１日に出願された特許文献４に
十分に記載されており、ここにその全体が参照として組み込まれている。
【００２１】
　図７は、本発明のまた別の実施形態によるマスクアセンブリ４００の斜視図である。マ
スクアセンブリ４００は、図５Ａ～図５Ｃ、および／又は図６Ａ～６Ｃに示すアセンブリ
と同様であり、同様の参照符号は同様の部分を示している。図７に示すように、空気供給
ホースが板部４１２に設けられている。
【００２２】
　額支持部材４１６は可撓性を有する接合部４２１を備え、額支持部材４１６が、上方に
延在するアーム部４１８を患者の額の傾斜に従って曲げるのを可能としている。
【００２３】
　図８～１２は、本発明のまた別の実施形態によるマスクアセンブリ５００を示している
。図８から最もよくわかるように、マスクアセンブリ５００は、マスク５０５と、このマ
スク５０５を患者の顔の上に支持するヘッドギア５１５を備えている。図示された実施形
態においては、マスク５０５は、Ｙ字状の額支持部材５２０を有する図２に示したマスク
と同様の全面マスクである。額支持部材５２０のそれぞれのアーム部５１８は、水平に対
して例えば約４５度の角度に配置されている。しかし、それぞれのアーム部５１８は、上
述したような他の好適な角度に配置することができる。また、マスク５０５は、クッショ
ン５１０を支持するように設けられた枠体５０８を備え、クッション５１０はこの場合全
面クッションであるが、フレーム５０８は、例えば鼻クッションのような他の好適なクッ
ションを支持するように設けることもできる。また、クッション５１０は、上述のような
ガセット状部分を有することもできる。
【００２４】
　図９及び図１０から最もよくわかるように、ヘッドギア５１５は、第１の側部５６０と
、この第１の側部５６０に取り付けられた第２の側部５７０とを備えている。第１の側部
及び第２の側部５６０、５７０は、互いにほぼ対称となっている。この配置によって、製
造において、より良い、又はより効果的な材料消費を達成することができる。それぞれの
側部５６０、５７０は、Ｙ字状の額支持部材５２０のそれぞれのアーム部５１８に着脱可
能に結合された上側部ストラップ５０４と、マスク枠体５０８の下部に着脱可能に結合さ
れた下側部ストラップ５０２とを備えている。また、それぞれの側部５６０、５７０は、
上部結合ストラップ５８０及び下部結合ストラップ５８２を備えている。
【００２５】
　第１の側部及び第２の側部５６０、５７０は、それぞれの側部５６０、５７０の上部結
合ストラップ５８０を互いに結合させ、それぞれの側部５６０、５７０の下部結合ストラ
ップ５８２を互いに結合させることによって、互いに結合される。図示された実施形態に
おいては、上部結合ストラップ５８０は上部ラダーロック留め具５９０を介して互いに結
合され、下部結合ストラップ５８２は下部ラダーロック留め具５９２を介して互いに結合
されている。所定の実施形態においては、ラダーロック留め具５９０、５９２は、２００
４年２月２０日に出願された特許文献５に開示されたラダーロック留め具と同様の形状と
することができ、この文献の全体は参照によってここに組み込まれている。しかし、第１
及び第２の側部５６０、５７０は、例えば，縫い合わせ、溶接、糊付け、又は別様の形態
のような他の好適な方法で互いに結合させることができ、ヘッドギア５１５を形成する。
【００２６】
　図示された実施形態においては、上側部ストラップ５０４は、Ｙ字状の額支持部材５２
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０のそれぞれのアーム部５１８に留め具５０６を介して着脱可能に結合され、この留め具
５０６は上述の留め具と同様の方法で作用している。また、下側部ストラップ５０２は、
マスク枠体１０８の下部に留め具５０６を介して着脱可能に結合されている。上側部スト
ラップ５０４及び下側部ストラップ５０２のそれぞれの自由端は、それぞれのストラップ
５０４、５０２をそれぞれの留め具５０６に固定するのに使用するＶｅｌｃｏ（登録商標
）材から成るストリップ５０３を有している。図８及び図９は、マスク５０５に取り付け
られ、患者の頭部に固定されたヘッドギア５１５を図示し、図１０は、マスク５０５及び
患者の頭部から取り外されたヘッドギア５１５を図示している。しかし、上側部及び下側
部ストラップ５０４、５０２は、他の好適な方法でマスクに取り付けることもできる。
【００２７】
　ヘッドギア５１５が患者の頭部に固定されたとき、２つの上側部ストラップ５０４は水
平に対して約４５度の角度を形成し、図２と同様の望ましい力ベクトルを達成する。上述
のように、この配置は水平方向と垂直方向との両方の力ベクトルを生成し、ストラップ５
０４が締められたときにストラップが額支持部材５２０を顔面によりきつく押し付けるだ
けでなく、マスクを顔面に対して引き上げる。このことは、患者の顔面にマスク５０５を
よりよく位置決めするのを補助し、特に全面型のガセット状クッションの、重量が増加し
たマスク５０５が患者の顔面から落ちるのを止めている。また、図９に示すように、下部
結合ストラップ５８２は、患者の頭部の後部下部に拡張された切込み部５９６を提供する
ように構成される。この配置によって、ヘッドギア５１５が患者の頭部又は頚部の後ろの
柔らかい皮膚上に位置するのを防止する。また、この配置によって、ヘッドギア５１５が
、患者の後頭骨の下端に喰い込むのを防止する。
【００２８】
　図示された実施形態において、上部ラダーロック留め具５９０は、例えば患者の頭頂骨
の底部の周りのような、患者の頭部の球形部に亘る調節を可能としている。下部ラダーロ
ック留め具５９２は調節を意図されているのではなく、２つの側部５６０、５７０を組み
立てる機能のみを意図されている。しかし、上部及び下部ラダーロック留め具５９０、５
９２は、例えば両方が調節可能である、両方が調節可能でない等のように、別の構成を有
していても良い。
【００２９】
　図１１は側部５６０、５７０の実施形態を図示し、図１２は側部５６０、５７０の実施
形態の寸法を図示している。側部５６０、５７０の特定の寸法が図１２に示されているが
、これらの寸法は単に例示であり、用途によって別の寸法が可能であることは理解できる
であろう。
【００３０】
　本発明は、現在最も実践的であり好ましい実施形態と考えられるものに関して記載され
てきたが、本発明が開示された実施形態に限られるものではなく、反対に、本発明の精神
及び技術的範囲内に含まれる様々な変型及び同等の構成を包含することを意図しているこ
とが理解されるであろう。また、上述の様々な実施形態は、別の実施形態と関連させて実
施することができ、例えば、一の実施形態の特徴を別の実施形態の特徴と組み合わせるこ
とによって、また別の実施形態を実現することもできる。また、本発明は、ＯＳＡを患っ
ている患者に対する特定の用途を有しているが、別の病気（例えば鬱血性心不全、糖尿病
、病的肥満、卒中、肥満に対する外科手術（ｂａｒｉａｔｒｉｃ　ｓｕｒｇｅｒｙ）等）
を患っている患者が上記の教唆から利益を受けるということが理解できるであろう。さら
に、上記の教唆は、医学用途以外にも同様に患者および患者以外の者への適用性をも有し
ている。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】従来技術であるＵＬＴＲＡ　ＭＩＲＡＧＥ（登録商標）マスクの正面図である。
【図２】本発明の第１の形態によるガラスヘッドに装着されたマスク及び額支持部材アセ
ンブリの正面図である。
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【図３】図２のアセンブリの詳細図である。
【図４】本発明の別の実施形態による、調節可能なＹ字状の額支持部材を示す図である。
【図５Ａ】本発明による代替的な実施形態を示す図である。
【図５Ｂ】本発明による代替的な実施形態を示す図である。
【図５Ｃ】本発明による代替的な実施形態を示す図である。
【図６Ａ】本発明によるさらに別の実施形態を示す図である。
【図６Ｂ】本発明によるさらに別の実施形態を示す図である。
【図６Ｃ】本発明によるさらに別の実施形態を示す図である。
【図７】本発明によるまたさらに別の実施形態を示す図である。
【図８】本発明のまたさらに別の実施形態による、患者の頭に装着されたマスクアセンブ
リの側面分解斜視図である。
【図９】患者の頭に装着された図８に示すマスクアセンブリの背面図である。
【図１０】マスクと患者の頭部とから取り外された図８に示すマスクアセンブリのヘッド
ギアの平面図である。
【図１１】図１０に示すヘッドギアの側部の平面図である。
【図１２】寸法を示す、図１１に示した側部の平面図である。
【符号の説明】
【００３２】
１１０、３００、４００、５００・・・マスクアセンブリ
１２０、２２０、３１６、４１６、５２０・・・額支持部材
１３０、２３０、３１８、４１８、５１８・・・アーム部
１５０、３０６、４０６、５０６・・・留め具
１６０、３０２、３０４、４０２、４０４、５０２、５０４・・・ストラップ
２４１・・・支持支柱
２５０・・・額当て
３０８、５０８・・・枠体
３１０、３１０’、５１０・・・クッション
４２１・・・可撓性結合部
５６０・・・第１の側部
５７０・・・第２の側部
５８０・・・上部結合ストラップ
５８２・・・下部結合ストラップ
５９０・・・上部ラダーロック留め具
５９２・・・下部ラダーロック留め具
５９６・・・切込み部
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【図５Ｃ】

【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図６Ｃ】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(13) JP 2008-503279 A 2008.2.7

10

20

30

40

【国際調査報告】



(14) JP 2008-503279 A 2008.2.7

10

20

30

40



(15) JP 2008-503279 A 2008.2.7

10

20

30

40



(16) JP 2008-503279 A 2008.2.7

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,MC,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(BF,BJ,
CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,CR,
CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KP,KR,KZ,LC,LK,LR,LS,L
T,LU,LV,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,SY,TJ,TM,TN
,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,YU,ZA,ZM,ZW

(72)発明者  ロビン・ガース・ヒッチコック
            オーストラリア・ニュー・サウス・ウェールズ・ベラ・ヴィスタ・エリザベス・マッカーサー・ド
            ライヴ・１・レスメド・リミテッド内
(72)発明者  デーヴィッド・ジョン・ワーボーイズ
            オーストラリア・ニュー・サウス・ウェールズ・ベラ・ヴィスタ・エリザベス・マッカーサー・ド
            ライヴ・１・レスメド・リミテッド内
(72)発明者  エロル・ドゥソウザ
            オーストラリア・ニュー・サウス・ウェールズ・ベラ・ヴィスタ・エリザベス・マッカーサー・ド
            ライヴ・１・レスメド・リミテッド内


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

