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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者に装着されるマスクと、
　予め加圧された吸気用気体を貯留するリザーバタンクと、
　前記リザーバタンク内の前記吸気用気体を前記マスクに送出する第１の状態と、前記マ
スクから排出される前記患者の呼気を解放する第２の状態とを有する、前記マスクと前記
リザーバタンクとの間に接続された弁機構と、
　前記第１の状態と前記第２の状態とを交互に切り替え可能であり、前記第１の状態が第
１の時間維持され、前記第２の状態が前記第１の時間以上の長さを有する第２の時間維持
されるように前記弁機構の駆動を制御する制御部と、
　前記リザーバタンクに接続された加圧ポンプと、
　前記加圧ポンプと前記リザーバタンクとの間に取り付けられ、前記リザーバタンクから
前記加圧ポンプへの前記吸気用気体の逆流を防止する逆止弁と
　を具備し、
　前記制御部は、使用時に、前記加圧ポンプを一定回転数で連続運転させることで前記第
１の時間で消費された前記吸気用気体を前記第２の時間内に前記リザーバタンクへ補充さ
せ、かつ、使用終了時に、前記リザーバタンクを加圧した状態で前記加圧ポンプを停止さ
せる
　人工呼吸器。
【請求項２】
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　請求項１に記載の人工呼吸器であって、
　前記弁機構、前記制御部及び前記加圧ポンプにそれぞれ電力を供給する蓄電池と、
　前記蓄電池、前記マスク、前記リザーバタンク、前記弁機構、前記制御部、前記逆止弁
及び前記加圧ポンプをそれぞれ収容する筐体とをさらに具備する
　人工呼吸器。
【請求項３】
　請求項２に記載の人工呼吸器であって、
　前記人工呼吸器の操作手順を音声又は映像にて案内する案内手段をさらに具備する
　人工呼吸器。
【請求項４】
　制御部が、マスクへ、予め加圧されたリザーバタンク内の吸気用気体を第１の時間送出
するように前記弁機構を制御する第１の工程、
　前記第１の工程に続き、前記制御部が、前記リザーバタンクと前記マスクとの連通を前
記第１の時間以上の長さを有する第２の時間遮断するように前記弁機構を制御し、前記リ
ザーバタンクに接続された加圧ポンプを前記第１の時間から前記第２の時間にわたって一
定回転数で連続運転させることにより、前記第１の時間で消費された前記吸気用気体を前
記第２の時間内に前記リザーバタンクに補充させる第２の工程、
　前記第２の工程に続き、前記制御部が、前記マスクへ、予め加圧された前記リザーバタ
ンク内の吸気用気体を前記第１の時間送出するように前記弁機構を制御する第３の工程の
各工程からなる
　人工呼吸器の作動方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の人工呼吸器の運転方法であって、
　前記第１及び第３の工程では、さらに、前記加圧ポンプと前記リザーバタンクとの間に
取り付けられた逆止弁が、前記リザーバタンクから前記加圧ポンプへの、前記予め加圧さ
れた吸気用気体の逆流を防止する
　人工呼吸器の作動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、蘇生処置で人工呼吸を使用者（患者）に施す際の吸気用気体（吸気ガス）を
供給する人工呼吸器及びその運転方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）は、医師、救急救命士、看護士等の医療従事者で
ない一般市民も使用できるようになり、空港、駅、ビルなどの人の集まる場所に広く配置
され、救命率上昇に役立っている。蘇生処置では、心臓停止と呼吸停止に対応しなくては
ならない。心臓停止に対しては、ＡＥＤは有効であるが、呼吸停止に対しては、人工呼吸
（マウスツーマウス法等）に頼らなければならないのが現状である。そこで、移動容易な
小型の救急対応型の人工呼吸器がＡＥＤとともに広く普及すれば、救命率をさらに高める
ことが可能となる。
【０００３】
　一般に普及している人工呼吸器は、医療従事者が使用することを前提としており、呼吸
パターンの設定、吸気圧力、酸素濃度、呼気ＣＯ２濃度等を患者に合わせて設定または自
動設定する仕組みとなっていることから、大型の装置となっている。さらに、吸気ガスの
供給は、病院の基幹設備を使用するか、移動対応型であっても圧縮空気容器、圧縮酸素容
器を使用するものがほとんどであるため、人工呼吸器を容易に移動使用することができな
い。
【０００４】
　人工呼吸器をＡＥＤと併設することを前提とすると、装置の小型化、軽量化が重要とな
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る。吸気ガスを供給する方法としては、圧力容器を利用する方法がある。この場合、一回
の吸気量を０．５Ｌ、呼吸回数を１２回／分、処置時間を６０分とすると、必要な空気量
は３６０Ｌとなる。ガス圧力を１０ＭＰａとするとガス容積は３．６Ｌとなり、市販の圧
力容器を使用すると１０Ｌの容器となり、１２ｋｇ程度の重量となるので、容易に移動で
きない。
【０００５】
　一方、下記特許文献１には、携帯可能な人工呼吸器が開示されている。この人工呼吸器
において、吸気ガスはデュアルヘッドの空気圧縮機で生成する。呼吸の切り替えは、空気
駆動弁が採用されており、この弁の駆動用圧縮空気を生成するためにシングルヘッドの空
気圧縮機が組み込まれている。これら２つの空気圧縮機を交互に運転することで、呼吸パ
ターンを形成するようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特表２００７－５２５２７３号公報（段落[００３６]－［００３９］）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　近年、ＡＥＤと同様に、移動容易な小型の救急対応型の人工呼吸器の普及が強く要請さ
れており、このような要請に応えるためには、定置場所から容易に移動できる程度の小型
・軽量化と低消費電力化といった種々の技術的課題を克服する必要がある。しかし、上記
特許文献１に開示されている人工呼吸器では、このような課題の克服に不十分である。
【０００８】
　以上のような事情に鑑み、本発明の目的は、小型かつ低消費電力の人工呼吸器及びその
運転方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するため、本発明の一形態に係る人工呼吸器は、マスクと、リザーバタ
ンクと、弁機構と、制御部と、加圧ポンプとを具備する。
　上記マスクは、患者に装着されるためのものである。上記リザーバタンクは、吸気用気
体を貯留する。上記弁機構は、上記マスクと上記リザーバタンクとの間に接続され、第１
の状態と第２の状態とを有する。上記第１の状態は、上記リザーバタンク内の上記吸気用
気体を上記マスクに送出する。上記第２の状態は、上記マスクから排出される上記患者の
呼気を解放する。上記制御部は、上記第１の状態と上記第２の状態とを交互に切り替え可
能である。上記制御部は、上記第１の状態が第１の時間維持され、上記第２の状態が上記
第１の時間以上の長さを有する第２の時間維持されるように上記弁機構の駆動を制御する
。上記加圧ポンプは、上記リザーバタンクに接続され、上記第１の時間で消費された上記
吸気用気体を上記第２の時間内に補充する。
【００１０】
　また、上記目的を達成するため、本発明の一形態に係る人工呼吸器の運転方法は、患者
に装着されたマスクへリザーバタンク内の吸気用気体を第１の時間送出する工程を含む。
上記患者の呼気は、上記リザーバタンクと上記マスクとの連通を上記第１の時間以上の長
さを有する第２の時間遮断した状態で、解放される。上記リザーバタンクに接続された加
圧ポンプにより、上記第１の時間で消費された上記吸気用気体が前記第２の時間内に補充
される。上記リザーバタンク内の吸気用気体は、上記マスクへ上記第１の時間送出される
。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施形態に係る人工呼吸器の呼吸パターンを示す図である。
【図２】加圧ポンプから直接マスクに吸気ガスを送る場合のガス供給系の配管構成図であ
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る。
【図３】加圧ポンプからリザーバタンクを介してマスクに吸気ガスを送る場合のガス供給
系の配管構成図である。
【図４】本発明の一実施形態におけるリザーバタンク内のガス量の時間変化を示す図であ
る。
【図５】本発明の一実施形態におけるリザーバタンク内の圧力の時間変化を示す図である
。
【図６】本発明の一実施形態に係る人工呼吸器の全体構成を示す配管構成図である。
【図７】本発明の一実施形態に用いられる加圧ポンプの性能を示す図であって、回転数を
変化させたときの吐出流量と圧力との関係を表している。
【図８】本発明の一実施形態に係る人工呼吸器の消費電力の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の一実施形態に係る人工呼吸器は、マスクと、リザーバタンクと、弁機構と、制
御部と、加圧ポンプとを具備する。
【００１３】
　マスクは、例えば患者の口及び鼻を覆うように装着される。制御部は、弁機構の駆動を
制御することで、リザーバタンク内に貯留された吸気用気体を患者へ送出する第１の状態
と、患者の呼気を解放する第２の状態とを交互に切り替える。加圧ポンプは、吸気により
生じたリザーバタンク内の圧力低下を呼気時間で回復させる吐出性能を有する。ここで、
呼気時間（第２の時間）は吸気時間（第１の時間）以上の長さに設定されることで、必要
とされる吸気用気体を小容量の加圧ポンプでリザーバタンクへ供給することが可能となる
。これにより、加圧ポンプ及びリザーバタンクの容量を小さくすることができるとともに
、加圧ポンプの駆動電力の削減を図ることができる。したがって、上記人工呼吸器によれ
ば、小型化及び低消費電力化を図ることが可能となる。
【００１４】
　上記人工呼吸器は、蓄電池と、筐体とをさらに具備してもよい。上記蓄電池は、上記弁
機構、上記制御部及び上記加圧ポンプにそれぞれ電力を供給する。上記筐体は、上記蓄電
池、上記マスク、上記リザーバタンク、上記弁機構、上記制御部及び上記加圧ポンプをそ
れぞれ収容する。
　これにより、所定の定置場所への人工呼吸器の設置、及び定置場所からの人工呼吸器の
移動を容易に行うことが可能となる。
【００１５】
　上記人工呼吸器は、当該人工呼吸器の操作手順を音声又は映像にて案内する案内手段を
さらに具備してもよい。
　これにより、医療従事者以外の一般市民による人工呼吸器の操作が可能となる。
【００１６】
　本発明の一実施形態に係る人工呼吸器の運転方法は、患者に装着されたマスクへリザー
バタンク内の吸気用気体を第１の時間送出する。第１の時間で消費された吸気用気体は、
リザーバタンクに接続された加圧ポンプにより、第１の時間以上の長さを有する第２の時
間内に補充される。
【００１７】
　上記人工呼吸器の運転方法によれば、加圧ポンプ及びリザーバタンクの容量を小さくす
ることができるとともに、加圧ポンプの駆動電力の削減を図ることができる。これにより
、人工呼吸器の小型化及び低消費電力化を図ることが可能となる。
【００１８】
　また、上記加圧ポンプを、上記第１の時間から上記第２の時間にかけて一定回転数で連
続的に運転することで、加圧ポンプを間欠的に運転する場合よりも消費電力の低減を図る
ことが可能となる。
【００１９】



(5) JP 5517332 B2 2014.6.11

10

20

30

40

50

　以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態を説明する。以下、具体的に数値を挙げ
て説明するが、本発明は勿論、これらの数値に限定されない。
【００２０】
　本発明の一実施形態に係る人工呼吸器は、容量の比較的小さな加圧ポンプを使用するこ
とで、装置の小型化、軽量化を実現するようにしている。誰でも使える救急用途での人工
呼吸器を目指す場合、吸気量（換気量）、呼吸回数、吸気と呼気の比率、吸気圧力の設定
は、使用者（患者）に合わせて最適化することは非常に困難である。そこで、呼吸パター
ンは、安全性を考慮し１つのパターンとする。ただし、吸気量は、小児と大人とで選択で
きるようにする。気道内圧力が４０cmH2Oを越えると気管や肺に障害を及ぼす可能性があ
るため、吸気圧力は、典型的には、１０～３０cmH2Oに設定され、本実施形態では、３０c
mH2Oに設定される。呼吸数は１２回／分、吸気時間と呼気時間との比率は１：２、吸気量
（換気量）は０．５Ｌとする。
【００２１】
　図１は、呼吸パターンを示したものである。ただし、圧力（縦軸）は絶対圧力とし、パ
スカル（Ｐａ）で表している。また、後述の議論では、流量は０℃、１気圧を基準とした
ＮＬ／minで表記している。呼吸数が１２回／分、吸気時間と呼気時間の比率が１：２で
あることから、呼吸間隔は５秒、吸気時間は１．６６秒、呼気時間は３．３３秒となる。
【００２２】
　図２は、加圧ポンプ１を常時運転し、流量調節用オリフィス２を介して電磁弁３で呼吸
の切り替えを行う場合を示した。換気量は２０℃で０．５Ｌ、圧力は３０cmH2O＝１０４
．２６４ｋＰａであるから、１回の吸気で消費されるガス量Ｇ１は、
　Ｇ１＝換気量×圧力＝０．５×１０４．２６＝５２．１３ｋＰａ・Ｌ　…（１）
となる。この換気が１．６６秒で行われるので、ガス流量Ｑ１は、
　Ｑ１＝（Ｇ１／１．６６）×６０
　　　＝（５２．１３／１．６６）×６０＝１８８４ｋＰａ・Ｌ／min　…（２）
となる。１気圧２０℃に換算すると、
　１８８４／１０１．３＝１８．６Ｌ／min　…（３）
となる。０℃、１気圧の標準状態にすると、
　１８．６×（２７３／２９３）＝１７．３３ＮＬ／min　…（４）
となる。この流量を満足できる加圧ポンプの消費電力は、ポンプの構造、駆動モータの効
率により大きく変わるが、３０Ｗ～５０Ｗ程度であり、駆動のための蓄電池は大きなもの
を用意する必要がある。
【００２３】
　上記の問題を解決するために、呼気時間は、加圧ポンプを停止させる運転方法が考えら
れる。呼吸時間の２／３は停止できるので、蓄電池の容量を小さくすることができる。た
だし、加圧ポンプの起動時には、大きな起動電流を必要とすることから、短時間に大きな
電流を流せる蓄電池が必要となることと、一般の加圧ポンプは、連続運転を前提として作
られているので、繰り返し起動を行うと機械的寿命が短くなるという問題が生じる。
【００２４】
　そこで、本実施形態では、以下のようにして上記の問題を解消するようにしている。す
なわち、図１の呼吸パターンにおいて、呼吸間隔は５秒間に対して吸気時間は１．６６秒
、呼気時間は吸気時間よりも長い３．３３秒である。従って、吸気ガスを準備する時間は
５秒間かけてよいことになる。そこで、図３に示すガス溜め（リザーバタンク）４を使用
し、呼気時間の３．３３秒の間にリザーバタンクに吸気ガスを溜め込む方法を考える。こ
の場合、加圧ポンプは連続して運転される。
【００２５】
　加圧ポンプに求められる吐出ガス量をＱ２（ｋＰａ・Ｌ／min）とすると、
　Ｇ１＝（５／６０）×Ｑ２　…（５）
となる。（１）式より、
　Ｑ２＝６２５．５６ｋＰａ・Ｌ／min　…（６）
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　２０℃、１気圧に換算すると、
　６２５．５６／１０１．３＝６．１７Ｌ／min　…（７）
となる。これを０℃、１気圧の標準状態とすると、
　６．１７×（２７３／２９３）＝５．７５ＮＬ／min　…（８）
　となる。上記の計算により、リザーバタンクを使用することで、リザーバタンクを使用
しない場合と比較すると、（４）式より、１７．３３ＮＬ／minの加圧ポンプから、５．
７５ＮＬ／minの加圧ポンプへと小型化できる。
【００２６】
　次に、リザーバタンク４の容量を求める。図３を参照して、リザーバタンク４の出口側
に減圧弁６が接続され、減圧弁６の出口側にマスク（図示略）に連絡する電磁弁５が接続
されている。電磁弁５は、呼吸のタイミングで連通状態及び遮断状態が切り替えられる。
【００２７】
　図３の例において、リザーバタンク４の容量は、減圧弁６を介してマスクに吸気ガスが
供給されることから、吸気ガスを消費した時点において、減圧弁６を安定動作させる圧力
が残っていなければならない。ここでは、吸気圧力１０４．２６ｋＰａ（３０cmH2O）を
最低圧力とする。リザーバタンク４内のガス量をＧ（ｋＰａ・Ｌ）とすると、吸気終了時
のリザーバタンク内のガス量は、吸気ガスとして消費される一方、加圧ポンプ１からガス
が供給されるので、
　Ｇ－Ｇ１＋Ｑ２×（１．６６／６０）　…（９）
となる。なお、呼気終了時のガス量は、吸気終了時のガス量にＱ２×（３．３３／６０）
が加えられたものとなる。従って、吸気終了時のリザーバタンクのガス量低下（ΔＱ）は
、（９）式より、３４．８３ｋＰａ・Ｌとなる。図４に、時間に対するリザーバタンクの
ガス量変化を示す。
【００２８】
　リザーバタンク４の圧力は、タンク容積をＶとすると、
　Ｐ＝Ｇ／Ｖ　…（１０）
で示される。ここで、リザーバタンク容量を１Ｌ、初期圧力を１４１．３ｋＰａ（４０ｋ
ＰａＧ）とした場合の圧力変化を図５に示す。吸気ガスが消費されることによる圧力変化
は、
　ΔＰ＝Ｇ／Ｖ＝３４．８３／１＝３４．８３ｋＰａ
　となり、吸気終了時の圧力は、１４１．２６－３４．８３＝１０６．４３ｋＰａとなり
、最低吸気圧力１０４．２６ｋＰａを満足できる。
【００２９】
　図６は、本発明の一実施形態に係る人工呼吸器の全体を示す概略図である。
【００３０】
　本実施形態の人工呼吸器１００は、ガス供給系、制御系、電源供給系等を収容する筐体
２３を備える。筐体２３は、屋内又は屋外の所定場所に設置されたベース２４に対して着
脱自在に取り付けられており、使用時にベース２４から取り外されて使用場所まで移動さ
れる。筐体２３の大きさは、例えば、縦、横及び高さがそれぞれ３５ｃｍ程度である。
【００３１】
　ベース２４は、商用電源等の電力供給源に接続された充電器２２を備えている。筐体２
３は、電源供給系を構成する蓄電池２０を内蔵しており、ベース２４に設置されることで
コンダクタ２１を介して蓄電池２０を充電可能である。蓄電池２０としては、例えば、容
量が３ＡＨのニッケル水素電池（２４Ｖ）が使用可能である。
【００３２】
　人工呼吸器１００のガス供給系は、加圧ポンプ１、リザーバタンク４、減圧弁６、吸気
用電磁弁５、呼気用電磁弁８、マスク１５を有する。加圧ポンプ１は、リザーバタンク４
に接続されており、空気を圧縮することで生成された吸気ガス（吸気用気体）をリザーバ
タンク４へ供給する。加圧ポンプ１としては、例えば、ダイアフラム型のポンプが使用さ
れる。加圧ポンプ１は、ＤＣブラシレスモータ１Ｍで駆動される。モータ１Ｍは、ドライ
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バ１６を介して蓄電池２０から駆動電力が供給され、制御部１７からの指令に基づいて出
力波形を変化させることで加圧ポンプ１を任意の回転速度で運転させる。
【００３３】
　加圧ポンプの流量と吐出圧力（揚程）との関係を図７に示す。上述したように、加圧ポ
ンプ１は、圧力１４１．３ｋＰａ（大気圧を基準とした場合の圧力は４０ｋＰａＧ）で、
５．７５ＮＬ／minの能力を有していればよい（式（８））。図７に示す特性を有する加
圧ポンプ（アルバック機工株式会社製（商品名「DFC-4-2」））は、回転数３１００min-1

（rpm）で、圧力４０ｋＰａにおいて５．７５ＮＬ／minの吐出流量を有しているため、十
分に目的を達成することができる。この運転条件での消費電力は、１３Ｗであった。
【００３４】
　加圧ポンプ１は停止している時間が非常に長く、吸気ガスを直ちに供給できるようにリ
ザーバタンク４内の吸気ガスは、加圧された状態で貯留されている。一般に、ダイアフラ
ムポンプは、吸気弁及び排気弁を有しているので、リザーバタンクを加圧したまま停止さ
せると、吐出弁が圧力により押し付けられることで固着し、起動時に吸気ガスを発生させ
ることができなくなるおそれがある。そこで本実施形態では、加圧ポンプ１とリザーバタ
ンク４との間に、リザーバタンク４から加圧ポンプ１への吸気ガスの逆流を防止する逆止
弁１０が取り付けられている。また、加圧ポンプ１と逆止弁１０との間には大気開放用電
磁弁９が取り付けられており、ポンプ停止時に圧力を逃がし、吐出弁に吸気ガスの圧力が
加わらないように構成されている。大気開放用電磁弁９は、制御部１７によって駆動され
る。
【００３５】
　リザーバタンク４は、リリーフ弁１１を有している。リザーバタンク４の容量は例えば
１Ｌであり、リザーバタンク４の内圧が４０ｋＰａＧ以上となるとリリーフ弁１１が開放
される。これにより、加圧ポンプ１の過負荷が防止される。
【００３６】
　リザーバタンク４の下流側には減圧弁６が取り付けられ、減圧弁６の下流側が１０４．
２６ｋＰａ（３ｋＰａＧ）に保たれる。減圧弁６の下流側には、流量計７を介して吸気用
電磁弁５が接続されている。吸気用電磁弁５は、リザーバタンク４内の吸気ガスをマスク
１５へ送出する供給弁として機能する。吸気用電磁弁５は連通及び遮断の２位置を有し、
吸気時は連通位置に、呼気時は遮断位置にそれぞれ切り替えられる。吸気用電磁弁５の切
り替えは制御部１７によって制御される。吸気用電磁弁５を通過した吸気ガスは、第１の
管路２５を介してマスク１５へ送出される。
【００３７】
　第１の管路２５は、吸気用電磁弁５とマスク１５との間を連結し、少なくとも一部は可
撓性のある配管部材で構成されてもよい。第１の管路２５は、非使用時は筐体２３に収容
され、使用時にマスク１５と共に筐体２３から引き出される。第１の管路２５には、フィ
ルタ１２と、リリーフ弁１３と、圧力計１４が取り付けられている。リリーフ弁１３は、
患者の気道が閉塞された場合などのように、第１の管路２５が所定の異常圧力値に達した
ときに開放される。
【００３８】
　また、第１の管路２５には、呼気用電磁弁８に連絡する第２の配管２６が接続されてい
る。呼気用電磁弁８は連通及び遮断の２位置を有し、吸気時は遮断位置に、呼気時は連通
位置にそれぞれ切り替えられる。呼気用電磁弁８の切り替えは制御部１７によって制御さ
れる。
【００３９】
　制御部１７は、人工呼吸器１００の制御系を構成する。制御部１７は、コンピュータで
構成され、加圧ポンプ１（ドライバ１６）、吸気用電磁弁５、呼気用電磁弁８及び大気開
放用電磁弁９の駆動を制御する。ここで、吸気用電磁弁５及び呼気用電磁弁８は本発明に
係る「弁機構」を構成する。制御部１７は、吸気用電磁弁５及び呼気用電磁弁８の切り替
えを同期して制御することで、患者へ吸気ガスを送出する状態（第１の状態）と、患者か
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ら呼気を排出する状態（第２の状態）とを交互に切り替える。
【００４０】
　また、制御部１７は、流量計７、圧力計１４の出力に基づいて、ガス供給系の動作を監
視する。例えば、制御部１７は、吸気時に、圧力計１４によって所定圧力が検出されない
場合、マスク１５の装着不良と判定し、表示部１８又はスピーカ１９を介して所定のアナ
ウンスを出力することで、使用者に注意を促す。一方、制御部１７は、定められた呼吸回
数を経過した後、吸気用電磁弁５と、呼気用電磁弁８の両方を閉じ、そのときの圧力計１
４の出力をモニタすることで、患者の自立呼吸の回復を検出するように構成されていても
よい。
【００４１】
　表示部１８は、液晶ディスプレイや有機ＥＬディスプレイ等によって構成され、制御部
１７によって表示制御される。表示部１８は、制御部１７の出力に基づいて、患者の状況
、マスクの装着状況を表示する。さらに、制御部１７は、表示部１８に当該人工呼吸器１
００の操作手順（マスクの装着手順、蘇生手順など）を表示させる。このとき、スピーカ
１９を用いた音声での案内が同時に行われてもよい。これにより、医療従事者以外の一般
市民による救急対応処置が可能となる。なお、上記表示部１８及びスピーカ１９は、本発
明に係る「案内手段」を構成する。
【００４２】
　次に、以上のように構成される本実施形態の人工呼吸器１００の動作を説明する。
【００４３】
　不使用時、吸気用電磁弁５及び呼気用電磁弁８は図６に示すようにそれぞれ遮断位置及
び連通位置にある。リザーバタンク４には、あらかじめ、１４１．３ｋＰａの吸気ガスが
貯留されている。また、減圧弁６と吸気用電磁弁５との間のガス圧力は１０４．２６ｋＰ
ａに維持されている。
【００４４】
　使用時、マスク１５は患者に装着される。制御部１７は、吸気用電磁弁５及び呼気用電
磁弁８の駆動を制御して、患者への吸気ガスの供給と呼気の排出を交互に切り替える。本
実施形態では、図１に示した呼吸パターンに従って吸気用電磁弁５及び呼気用電磁弁８を
駆動する。呼吸間隔５秒に対して、吸気時間は１．６６秒、呼気時間は３．３３秒であり
、呼気時間は吸気時間よりも長く設定されている。制御部１７は、使用開始と同時に加圧
ポンプ１を一定回転数（３１００rpm）で連続的に運転する。
【００４５】
　加圧ポンプ１は、図４及び図５を参照して説明したように、最低吸気圧力（１０４．２
６ｋＰａ）を保持しつつ、呼気時間の終了までの間に、吸気時に消費されたガス量を補充
する。したがって、リザーバタンク４には常に吸気に必要なガス量が確保される。特に本
実施形態によれば、吸気時間よりも呼気時間が長く設定されているため、加圧ポンプ１を
小容量のポンプで構成することができ、ポンプの小型化、軽量化及び低消費電力化を図る
ことができる。また、リザーバタンク４に大きな容量は必要とされず、１Ｌ程度の小型タ
ンクを用いることができ、装置の小型化、軽量化に大きく貢献することができる。
【００４６】
　図８に、加圧ポンプ１、吸気用電磁弁５、呼気用電磁弁８、制御部１７、表示部１８、
流量計７、圧力計１４、大気開放用電磁弁９の消費電力の一例を示す。吸気用電磁弁５及
び呼気用電磁弁８は交互に駆動されるため、消費電力はこれらの合計値で示されている。
また、圧力損失を小さく抑える必要があることから、各電磁弁５，８，９に比較的大型の
ものを使用する場合を例に挙げた。
【００４７】
　本実施形態において、装置全体の消費電力は、約６２Ｗである。蓄電池２０の電圧が２
４Ｖである場合、電流値は２．５８Ａとなる。この場合、３ＡＨの蓄電池２０を用いるこ
とで、１．１時間の運転が可能である。本実施形態の人工呼吸器１００は、救急用の呼吸
器であり、例えば救急車が到着するまでの間運転できればよいので、上記の運転時間で十
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【００４８】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、勿論、本発明はこれに限定されることは
なく、本発明の技術的思想に基づいて種々の変形が可能である。
【００４９】
　例えば以上の実施形態では、吸気時間（第１の時間）と呼気時間（第２の時間）の比率
を１：２とし、呼気時間を吸気時間よりも長く設定したが、これに限らず、呼気時間を吸
気時間と同等の長さに設定してもよい。また、呼気時間が吸気時間と同等以上であること
を条件として、上記比率は適宜変更することが可能である。同様に、単位時間あたりの呼
吸回数、吸気ガス量、最低吸気圧力等も適宜変更することが可能であり、これらの条件に
応じて加圧ポンプとして適宜のポンプを選定することができる。
【００５０】
　また、以上の実施形態では、吸気と呼気を切り替える弁機構として、一対の２ポート２
位置電磁弁５，８を用いたが、これに限られない。例えば、リザーバタンクからマスク側
へ吸気ガスを送出する第１の位置と、リザーバタンクとマスクとの間を遮断する第２の位
置と、マスクを大気に開放する第３の位置を有する、３ポート３位置電磁弁を上記弁機構
として用いてもよい。
【符号の説明】
【００５１】
　１…加圧ポンプ
　４…リザーバタンク
　５…吸気用電磁弁
　６…減圧弁
　８…呼気用電磁弁
　１５…マスク
　１７…制御部
　１８…表示部
　１９…スピーカ
　２０…蓄電池
　２３…筐体
　１００…人工呼吸器
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