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(57)【要約】
　簡単な操作で正確に気道を確保することができるラリ
ンジアルマスクを提供すること。人口呼吸器を接続可能
な第１接続部（５ｂ）が形成された基端部と、通気開口
部が形成された先端部とを有し、第１接続部（５ｂ）と
通気開口部とを連通する連通路が形成された外側チュー
ブ（４ａ）及びコネクタ（５）と、規定の挿入位置まで
挿入された状態で膨張することにより患者の気管の気管
開口部に密着可能な環状カフ（７）と、環状カフ（７）
が挿入位置まで挿入された状態で患者の咽頭部（Ｔ）内
で当該患者の舌骨（Ｊ７）に相当する部位に上から当接
するように外側チューブ（４ａ）から側方に突出する舌
骨当接部（６ｄ）、（６ｅ）とを備えている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の気道を確保するためのラリンジアルマスクであって、
　人工呼吸器を接続可能な接続部が形成された基端部と、通気開口部が形成された先端部
とを有し、前記接続部と前記通気開口部とを連通する連通路が形成された挿入チューブと
、
　前記通気開口部を取り囲むように前記挿入チューブの先端部に取り付けられ、患者の規
定の挿入位置まで挿入された状態で膨張することにより患者の気管の気管開口部に密着可
能な環状カフと、
　前記環状カフが前記挿入位置まで挿入された状態で患者の咽頭部内で当該患者の舌骨に
相当する部位に上から当接するように前記挿入チューブから側方に突出する少なくとも１
つの舌骨当接部とを備えている、ラリンジアルマスク。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの舌骨当接部は、前記環状カフが前記挿入位置まで挿入された状態
で前記挿入チューブから左右両側に突出する２つの舌骨当接部を含む、請求項１に記載の
ラリンジアルマスク。
【請求項３】
　前記挿入チューブに固定された位置決め部材をさらに備え、
　前記少なくとも１つの舌骨当接部は、前記位置決め部材に形成されている、請求項１又
は２に記載のラリンジアルマスク。
【請求項４】
　前記位置決め部材は、前記挿入チューブの先端部よりも先端側に延びる平板状の延設部
を有する、請求項３に記載のラリンジアルマスク。
【請求項５】
　前記位置決め部材は、前記延設部と、前記延設部の基端側に設けられるとともに前記延
設部よりも大きな幅寸法を有する幅広部とを備え、
　前記幅広部のうち前記延設部から幅方向に突出する部分は、前記少なくとも１つの舌骨
当接部を構成する、請求項１～４の何れか１項に記載のラリンジアルマスク。
【請求項６】
　前記規定の挿入位置で前記環状カフを膨張させた状態で患者の咽頭部に密着可能で、か
つ、咽頭部を冷却可能な冷却部をさらに備えている、請求項１～５の何れか１項に記載の
ラリンジアルマスク。
【請求項７】
　前記冷却部は、冷媒の給排に応じて膨張又は収縮可能な冷却カフと、前記冷却カフ内に
冷媒を出し入れ可能な２本の冷媒用チューブとを備えている、請求項６に記載のラリンジ
アルマスク。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ラリンジアルマスク（喉頭マスク）に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、人体の食道と気管との連通を遮断しつつ気道を確保するためのラリンジアル
マスクが知られている。まず、図６を参照して、人体Ｊの構造を説明する。
【０００３】
　人体Ｊは、鼻腔Ｊ１と、口腔Ｊ２と、前記鼻腔Ｊ１及び口腔Ｊ２に連通する咽頭部Ｔと
、この咽頭部Ｔから分岐する食道Ｊ５及び気管Ｊ６とを有する。前記食道Ｊ５の上流側に
は、食道Ｊ５と咽頭部Ｔとを連通し又は遮断するための括約筋の働きにより狭窄された第
１狭窄部Ｊ４が形成されている。
【０００４】
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　例えば、特許文献１に記載のラリンジアルマスクは、口腔Ｊ２を介して体内に導入され
る気道チューブと、この気道チューブの先端部に設けられたマスキングリングとを備えて
いる。前記マスキングリングは、楕円形状を有し、膨張及び収縮可能である。前記気道チ
ューブの先端部は、前記マスキングリングの内側領域で開口し、前記気道チューブの基端
部には、人工呼吸器が接続可能である。
【０００５】
　特許文献１のラリンジアルマスクを使用する場合、まず、収縮させたマスキングリング
の先端部が括約筋の領域（つまり、第１狭窄部Ｊ４）に当接するまで、気道チューブが体
内に挿入される。つまり、医療従事者は、マスキングリングの先端部が括約筋の領域に当
接した感触を受けた時点で、ラリンジアルマスクの挿入を停止する。この状態で、マスキ
ングリングを膨張させることにより、当該マスキングリングは、気管Ｊ６の開口部に密着
する。これにより、食道Ｊ５と気管Ｊ６との連通が遮断される。また、この状態では、マ
スキングリングの内側領域で開口する気道チューブを介して、気管Ｊ６と人工呼吸器とを
連通可能である。したがって、食道Ｊ５と気管Ｊ６との連通を遮断しつつ気道を確保する
ことができる。
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に記載のラリンジアルマスクを用いた場合、正確に気道を確
保することが困難である。
【０００７】
　具体的に、特許文献１に記載のラリンジアルマスクの人体に対する挿入深さは、マスキ
ングリングの先端部が括約筋の領域（つまり、第１狭窄部Ｊ４）に接触した感触の有無に
基づいて判断される。ここで、括約筋の領域（第１狭窄部Ｊ４）は、軟組織であり、変形
し易い。そのため、マスキングリングと第１狭窄部Ｊ４との当接の有無を正確に判断する
のは困難である。そして、マスキングリングの挿入位置が目的となる気管Ｊ６の開口部か
ら外れると、このマスキングリングを膨張させても気道を正確に確保することができない
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特表２００３－５１１１０８号公報（特に、段落［0066］）
【発明の概要】
【０００９】
　本発明の目的は、簡単な操作で正確に気道を確保することができるラリンジアルマスク
を提供することにある。
【００１０】
　上記課題を解決するために、本発明は、患者の気道を確保するためのラリンジアルマス
クであって、人工呼吸器を接続可能な接続部が形成された基端部と、通気開口部が形成さ
れた先端部とを有し、前記接続部と前記通気開口部とを連通する連通路が形成された挿入
チューブと、前記通気開口部を取り囲むように前記挿入チューブの先端部に取り付けられ
、患者の規定の挿入位置まで挿入された状態で膨張することにより患者の気管の気管開口
部に密着可能な環状カフと、前記環状カフが前記挿入位置まで挿入された状態で患者の咽
頭部内で当該患者の舌骨に相当する部位に当接するように前記挿入チューブから側方に突
出する少なくとも１つの舌骨当接部とを備えている、ラリンジアルマスクを提供する。
【００１１】
　本発明によれば、簡単な操作で正確に気道を確保することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施形態に係るラリンジアルマスクの全体構成を示す斜視図である。
【図２】図１に示すラリンジアルマスクを分解して示す斜視図である。
【図３】図２に示すマスク本体の一部を拡大して示す分解斜視図である。
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【図４】図３のIV－IV線断面図である。
【図５】図３の一部を省略して示す平面図である。
【図６】人体の構造を示す側面断面図である。
【図７】図５に示す挿入チューブの人体への挿入状態を示す側面断面図であり、舌骨当接
部が舌骨に当接した状態を示す。
【図８】図７のVIII－VIII線断面図である。
【図９】図５に示す挿入チューブの人体への挿入状態を示す側面断面図であり、環状カフ
を膨張させた状態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下添付図面を参照しながら、本発明の実施の形態について説明する。なお、以下の実
施の形態は、本発明を具体化した一例であって、本発明の技術的範囲を限定する性格のも
のではない。
【００１４】
　まず、図６及び図８を参照して、人体Ｊの構造について説明する。人体Ｊは、鼻腔Ｊ１
と、口腔Ｊ２と、前記鼻腔Ｊ１及び口腔Ｊ２に連通する咽頭部Ｔと、この咽頭部Ｔから分
岐する食道Ｊ５及び気管Ｊ６と、咽頭部Ｔに設けられるとともに気管Ｊ６内に食物が導入
されるのを抑制するための喉頭蓋Ｊ３と、この喉頭蓋Ｊ３付近において咽頭部Ｔを前側及
び左右両側から囲むＵ字形の舌骨Ｊ７とを有する。食道Ｊ５の上流側には、食道Ｊ５と咽
頭部Ｔとを連通し又は遮断するための括約筋の働きにより狭窄された第１狭窄部Ｊ４が形
成されている。咽頭部Ｔは、鼻腔Ｊ１と口腔Ｊ２との分岐部よりも上の範囲である上咽頭
Ｔ１と、この上咽頭Ｔ１から喉頭蓋Ｊ３までの範囲である中咽頭Ｔ２と、この中咽頭Ｔ２
よりも下の範囲である下咽頭Ｔ３とを有する。
【００１５】
　以下、本発明の好ましい実施形態について図面を参照して説明する。
【００１６】
　本実施形態に係るラリンジアルマスク１は、図９に示すように、環状カフ７により食道
Ｊ５と気管Ｊ６とを遮断した状態で、矢印Ｙ１に示すように気道を確保するためのもので
ある。
【００１７】
　具体的に、図１～図４に示すように、ラリンジアルマスク１は、人体Ｊの気道を確保す
るためのマスク本体２と、患者の咽頭部Ｔを冷却するための冷却部３とを備えている。
【００１８】
　マスク本体２は、人体Ｊの口腔Ｊ２を介して体内に挿入される挿入チューブ本体４と、
この挿入チューブ本体４の基端部に取り付けられたコネクタ５と、前記挿入チューブ本体
４の挿入深さを規定の挿入位置（図７参照）に位置決めするための位置決め部材６と、前
記挿入チューブ本体４の先端部に取り付けられた環状カフ７とを備えている。
【００１９】
　挿入チューブ本体４は、人体Ｊの気道を確保するための外側チューブ４ａと、外側チュ
ーブ４ａの内側に挿通される内側チューブ４ｂとを備えている。外側チューブ４ａは、人
体Ｊの口腔Ｊ２から食道Ｊ５に至る経路に対応して湾曲している。また、外側チューブ４
ａの先端面は、外側チューブ４ａの湾曲形状の内側（湾曲の中心の位置する側）に面する
傾斜面となっている。さらに、外側チューブ４ａには、その基端部から先端部に至る長手
方向の全長にわたり貫通孔が形成されている。具体的に、貫通孔は、外側チューブ４ａの
先端部の開口部から基端部の開口部までを連通する。内側チューブ４ｂは、人体Ｊの食道
Ｊ５内の異物を吸引するためものである。具体的に、内側チューブ４ｂは、前記外側チュ
ーブ４ａの先端部を超えて後述する環状カフ７を貫通する。
【００２０】
　コネクタ５は、図外の人工呼吸器又は吸引器等と前記挿入チューブ４とを接続するため
のＹ字管である。具体的に、コネクタ５は、前記外側チューブ４ａの基端部に装着された



(5) JP WO2012/164868 A1 2012.12.6

10

20

30

40

50

筒状の本体部５ａと、この本体部５ａから突出するとともに本体部５ａ内に連通する筒状
の第１接続部５ｂ及び第２接続部５ｃとを備えている。本体部５ａ内には、前記外側チュ
ーブ４ａの基端部が気密状態で嵌合されている。第２接続部５ｃ内には、前記本体部５ａ
を通じてコネクタ５内に導入された内側チューブ４ｂの基端部が気密状態で嵌合されてい
る。そして、第１接続部５ｂは、前記外側チューブ４ａの貫通孔内の空間であって内側チ
ューブ４ｂの外側の空間と連通する。したがって、第１接続部５ｂに図外の人工呼吸器を
接続することにより、外側チューブ４ａと内側チューブ４ｂとの間の空間と人工呼吸器と
が接続される。一方、第２接続部５ｃに図外の吸引器を接続することにより、内側チュー
ブ４ｂ内の空間と吸引器とが接続される。本実施形態に係る外側チューブ４ａ及びコネク
タ５は、人工呼吸器を接続可能な第１接続部５ｂが形成された基端部と、通気開口部が形
成された先端部とを有し、第１接続部５ｂと通気開口部とを連通する連通孔が形成された
挿入チューブを構成する。
【００２１】
　位置決め部材６は、後述する環状カフ７が図９に示す挿入位置まで挿入された状態で、
図７に示すように人体Ｊの咽頭部Ｔ内で舌骨Ｊ７に相当する部位に上から当接可能である
。具体的に、位置決め部材６は、図３～図５に示すように、前記外側チューブ４ａに接続
されたチューブ接続部６ａと、このチューブ接続部６ａの先端側に設けられた幅広部６ｂ
と、この幅広部６ｂから先端側に延びる延設部６ｃとを備えている。チューブ接続部６ａ
は、前記外側チューブ４ａの外側面に沿って配置可能となる曲率半径を有する円弧状に形
成されている。このチューブ接続部６ａは、外側チューブ４ａの外側面に接着されている
。幅広部６ｂは、外側チューブ４ａの直径寸法よりも大きな幅寸法Ｗ１（図５参照）を有
する。この幅広部６ｂの左右の両部分は、それぞれ平面視において外側チューブ４ａから
左右に同等の寸法で張り出している。延設部６ｃは、前記幅広部６ｂよりも小さな幅寸法
Ｗ２を有する。具体的に、延設部６ｃは、幅広部６ｂの左右両側に舌骨当接部６ｄ、６ｅ
をそれぞれ残すように、幅広部６ｂの左右中央位置から先端側に突出する。つまり、本実
施形態では、幅広部６ｂのうちの延設部６ｃから幅方向（左右方向）に突出した部分が同
一の幅寸法を有する左右２つの舌骨当接部６ｄ、６ｅを構成する。これら舌骨当接部６ｄ
、６ｅは、後述する環状カフ７が規定の挿入位置に挿入された状態で舌骨Ｊ７に相当する
部位に上から当接可能な位置に設けられている。具体的に、本実施形態では、舌骨当接部
６ｄ、６ｅは、それぞれ前記外側チューブ４ａの長手方向の同位置に設けられている。ま
た、各舌骨当接部６ｄ、６ｅは、舌骨Ｊ７に相当する部位の左右両側部分に上から当接可
能な間隔（本実施形態では、約４０ｍｍ）で設けられている。延設部６ｃは、前記幅広部
６ｂからの長さ寸法Ｌ１を有する平板状に形成されている。具体的に、延設部６ｃは、前
記外側チューブ４ａの先端部よりも先端側まで延びている。そのため、図８の二点差線で
示すように、喉頭蓋Ｊ３が下りた場合であっても、喉頭蓋Ｊ３と咽頭部Ｔ後壁との間の狭
いスペースに延設部６ｃを滑り込ませることができる。
【００２２】
　なお、位置決め部材６は、前記外側チューブ４ａ及びこの外側チューブ４ａよりも硬度
の低い環状カフ７のうち、少なくとも環状カフ７よりも高い硬度を有する。具体的に、位
置決め部材６の硬度は、その材質及び寸法により調整することができる。
【００２３】
　環状カフ７は、図９に示すように規定の挿入位置まで挿入された状態で膨張することに
より気管Ｊ６の気管開口部に密着可能である。具体的に、図１～図４に示すように、環状
カフ７は、前記位置決め部材６（幅広部６ｂ及び延設部６ｃ）に対応する平面形状を有す
る底部７ａと、この底部７ａの周縁部の全周にわたり設けられた環状カフ本体７ｂと、前
記外側チューブ４ａを取り付けるための外側チューブ取付部７ｃと、前記内側チューブ４
ｂを取り付けるための内側チューブ取付部７ｄ、７ｆと、前記環状カフ本体７ｂに対して
気体を給排するための気体給排部７ｅとを備えている。前記底部７ａには、図４に示すよ
うに、貫通孔７ｇ及び貫通孔７ｈが形成されている。前記外側チューブ４ａは、貫通孔７
ｈを貫通し、外側チューブ４ａの先端の開口部は、環状カフ本体７ｂの略中央に配置され
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ている。外側チューブ取付部７ｃは、環状カフ本体７ｂの基端側の下部から先端側に延び
るとともに、外側チューブ４ａの外側面に接着されている。外側チューブ４ａから導出さ
れた内側チューブ４ｂは、環状カフ本体７ｂの先端部を貫通した状態で、内側チューブ取
付部７ｄ、７ｆに気密状態で接着されている。内側チューブ取付部７ｄ、７ｆは、それぞ
れ環状カフ本体７ｂ内に連通するとともに内側チューブ４ｂを挿通可能な管状に形成され
ている。環状カフ本体７ｂは、外側チューブ４ａの先端の開口部を取り囲むように外側チ
ューブ４ａの先端部に取り付けられている。また、環状カフ本体７ｂは、気体給排部７ｅ
を介して気体が給排されることにより、膨張又は収縮可能である。気体給排部７ｅには、
図外の延長チューブと、この延長チューブの先端に設けられた図外の給排ポートとが接続
されている。前記環状カフ本体７ｂが規定の挿入位置まで挿入された状態において、給排
ポートは、延長チューブによって人体Ｊの外側に導出されている。人体Ｊの外側から給排
ポートを介して環状カフ本体７ｂに気体を給排することにより、環状カフ本体７ｂが膨張
又は収縮する。
【００２４】
　環状カフ本体７ｂの一方側の面（図４の上面）は、気管Ｊ６の気管開口部に対し全周に
わたり密着可能である。この密着状態において、外側チューブ４ａと気管Ｊ６とを確実に
連通させるために、環状カフ７と位置決め部材６と外側チューブ４ａとは気密状態で固定
されている。具体的に、位置決め部材６のチューブ接続部６ａは、底部７ａの貫通孔７ｈ
よりも基端側に位置する外側チューブ４ａに気密状態で接着されている。位置決め部材６
の延設部６ｃは、貫通孔７ｇを通して環状カフ本体７ｂの内側に導入し、前記内側チュー
ブ取付部７ｄの外側面に気密状態で接着されている。位置決め部材６のうちチューブ接続
部６ａ及び延設部６ｃ以外の部分は、環状カフ７及び／又は外側チューブ４ａに気密状態
で接着されている。また、位置決め部材６が介在しない部分については、環状カフ７と外
側チューブ４ａとが気密状態で接着されている。
【００２５】
　なお、本実施形態において、位置決め部材６の延設部６ｃは、環状カフ本体７ｂではな
く、内側チューブ取付部７ｄに接着されている。その理由は、環状カフ本体７ｂの後面と
下咽頭Ｔ３（第１狭窄部）との間に位置決め部材６が介在するのを避けることにより、環
状カフ本体７ｂを下咽頭Ｔ３に確実に密着させることにある。これにより、環状カフ本体
７ｂにより食道Ｊ５と気管Ｊ６とを確実に遮断することができる。
【００２６】
　図１及び図２を参照して、冷却部３は、環状カフ７を膨張させた状態で咽頭部Ｔに密着
させることにより、咽頭部Ｔを冷却可能である。具体的に、冷却部３は、冷媒を収容する
ことにより膨張するとともに冷媒が排出されることにより収縮する冷却カフ８と、この冷
却カフ８に対して冷媒を給排可能な一対の給排チューブ９、１０とを備えている。
【００２７】
　冷却カフ８は、前記環状カフ７を膨張させた状態において、人体Ｊの下咽頭Ｔ３及び中
咽頭Ｔ２（図６参照）の後壁に密着するように膨張可能である。具体的に、冷却カフ８は
、前記環状カフ７が固定される固定部１１と、この固定部１１から基端側に延びる左右一
対の延出部１４、１５とを備えている。固定部１１の内部には、冷媒を収容可能な収容室
が形成されている。左右一対の延出部１４、１５の内部には、前記固定部１１の収容室に
連通するとともに冷媒を収容可能な収容室がそれぞれ形成されている。
【００２８】
　また、固定部１１は、前記環状カフ７の気管開口部の密着面とは反対側に設けられてい
るとともに前記環状カフ７の一部が挿入された状態で前記環状カフ７に固定されている。
具体的に、固定部１１は、前記環状カフ本体７ｂに対応した平面形状を有する底部１１ａ
と、この底部１１ａの周縁部から立ち上がる右側壁１１ｂ、左側壁１１ｃ、右基端壁１１
ｄ及び左基端壁１１ｅとを備えている。右基端壁１１ｄは、右側壁１１ｂの基端部から左
側に延びる。左基端壁１１ｅは、左側壁１１ｃの基端部から右側に延びる。これら右基端
壁１１ｄと左基端壁１１ｅとの間には、前記外側チューブ４ａを通すための間隙Ｓ１が形
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成されている。延出部１４は、右基端壁１１ｄから基端側へ延びるとともに、前記外側チ
ューブ４ａに対応して湾曲する。同様に、延出部１５は、左基端壁１１ｅから基端側へ延
びるとともに、前記外側チューブ４ａに対応して湾曲する。
【００２９】
　給排チューブ９は、前記延出部１４内に連通するとともに前記延出部１４から基端側に
延びる。同様に、給排チューブ１０は、前記延出部１５内に連通するとともに前記延出部
１５から基端側に延びる。これら給排チューブ９、１０の先端部は、前記環状カフ７が規
定の挿入位置まで挿入された状態で人体Ｊの外側に配置される。各給排チューブ９、１０
の先端部には、図外の冷媒ポートが設けられている。これら冷媒ポートを介して冷却カフ
８内に冷媒を供給することにより、冷却カフ８が膨張する。冷却カフ８内の冷媒と人体Ｊ
との間で熱交換が行われることにより、人体Ｊ（咽頭部Ｔ）が冷却される。
【００３０】
　以下、前記ラリンジアルマスクの使用方法について説明する。
【００３１】
　まず、図１を参照して、環状カフ７の気体給排部７ｅを介して環状カフ本体７ｂ内の気
体を導出する。これにより、環状カフ本体７ｂを収縮させる。この状態で、挿入チューブ
本体４の先端部から口腔Ｊ２を介して体内に環状カフ７を挿入する。
【００３２】
　この挿入の過程では、図８の二点鎖線で示すように、喉頭蓋Ｊ３が下に運動することに
より、喉頭蓋Ｊ３と咽頭部Ｔの後壁との間のスペースが制限される場合がある。このよう
な場合、位置決め部材６の平板状の延設部６ｃを喉頭蓋Ｊ３と咽頭部Ｔの後壁との間に滑
り込ませることにより、環状カフ７をさらに奥へ挿入することができる。
【００３３】
　そして、環状カフ７が規定の挿入位置まで進行すると、図７及び図８に示すように、位
置決め部材６の舌骨当接部６ｄ、６ｅが舌骨Ｊ７に相当する部位に当接する。舌骨Ｊ７は
、人体Ｊの咽頭部Ｔを前側及び左右両側から囲うようなＵ字形の骨である。そのため、咽
頭部Ｔ内における舌骨Ｊ７に相当する部位は、第１狭窄部Ｊ４付近の軟組織よりも硬い。
また、図示を省略するが、舌骨Ｊ７は、気管開口部付近の組織と人体で結合されているた
め、気管開口部に対する位置変動は少ない。したがって、舌骨当接部６ｄ、６ｅを舌骨Ｊ
７に当接させることにより、環状カフ７を規定の挿入位置で正確に位置決めすることがで
きる。具体的に、環状カフ７（位置決め部材６）の先端部が食道Ｊ５と気管Ｊ６との分岐
部よりも下で第１狭窄部Ｊ４よりも若干上に位置する図８に示す挿入位置で環状カフ７が
位置決めされる。なお、本実施形態では、左右一対の舌骨当接部６ｄ、６ｅを有するため
、舌骨Ｊ７に対してラリンジアルマスク１が左右に傾くのを抑制することができる。
【００３４】
　次いで、上記挿入位置において環状カフ本体７ｂを膨張させる。これにより、図９に示
すように、食道Ｊ５と気管Ｊ６とが遮断されるとともに、気管Ｊ６が外部から遮断される
。この状態で、コネクタ５の第１接続部５ｂに人工呼吸器を接続する。これにより、矢印
Ｙ１に示すように外側チューブ４ａを介して患者の気道が確保される。
【００３５】
　以上説明したように、前記実施形態では、第１狭窄部Ｊ４付近の軟組織よりも硬く、か
つ、気管開口部との位置関係の変動の少ない舌骨Ｊ７に対し上から当接可能な舌骨当接部
６ｄ、６ｅを有する。そのため、第１狭窄部Ｊ４に対する当接の有無に基づいて外側チュ
ーブ４ａの挿入位置を判断する場合と比較して、外側チューブ４ａを規定の挿入位置に正
確に位置決めすることができる。
【００３６】
　したがって、前記実施形態によれば、外側チューブ４ａを患者の咽頭部Ｔ内に挿入する
という簡単な操作で確実に気道を確保することができる。
【００３７】
　前記実施形態では、外側チューブ４ａから左右両側に突出する２つの舌骨当接部６ｄ、
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６ｅが設けられている。舌骨Ｊ７は、上述のように、咽頭部Ｔの左右両側に配されている
。そのため、左右２つの舌骨当接部６ｄ、６ｅを舌骨Ｊ７に当接させることにより、規定
の挿入位置まで挿入された状態におけるラリンジアルマスク１の左右方向の傾きを抑制す
ることができる。したがって、前記実施形態によれば、より正確に気道を確保することが
できる。
【００３８】
　前記実施形態では、位置決め部材６に舌骨当接部が形成されている。これにより、外側
チューブ４ａの一部として舌骨当接部６ｄ、６ｅを形成する場合と異なり、舌骨当接部６
ｄ、６ｅの硬さを外側チューブ４ａとは独立して自由に調整することができる。そして、
本実施形態では、舌骨当接部６ｄ、６ｅが環状カフ本体７ｂよりも硬くされている。その
ため、環状カフ７に舌骨当接部を形成する場合と比較して、舌骨Ｊ７に対する環状カフ７
の位置をより正確に位置決めすることができる。なお、環状カフ７よりも高い硬度を有す
る外側チューブ４ａよりも舌骨当接部６ｄ、６ｅの硬度を高くすれば、より正確に環状カ
フ７の位置決めを行うことができる。
【００３９】
　前記実施形態では、外側チューブ４ａよりも硬度が高い位置決め部材６に外側チューブ
４ａの先端部よりも先端側に延びる平板状の延設部６ｃが形成されている。そのため、こ
の延設部６ｃを喉頭蓋Ｊ３と咽頭部Ｔの後壁との間に滑り込ませることにより、外側チュ
ーブ４ａの先端部を喉頭蓋Ｊ３よりも下に確実に挿入することができる。
【００４０】
　前記実施形態では、延設部６ｃと幅広部６ｂとの間に舌骨当接部６ｄ、６ｅが形成され
ている。そのため、上述のように、喉頭蓋Ｊ３と咽頭部Ｔの後壁との間に延設部６ｃをす
べり込ませるように外側チューブ４ａの挿入を進行することにより、この延設部６ｃの基
端側に位置する舌骨当接部６ｄ、６ｅが舌骨Ｊ７に相当する部位に当接する。したがって
、前記実施形態では、ラリンジアルマスク１の挿入のし易さと位置決めのし易さとの両立
を図ることができる。
【００４１】
　前記実施形態では、環状カフ７を膨張させた状態で咽頭部Ｔに密着可能な冷却部３を有
する。そのため、環状カフ７を膨張させた状態で冷却部３を咽頭部Ｔに密着させることに
より、咽頭部Ｔに冷却することができる。ここで、咽頭部Ｔ近傍には、脳へ血液を供給す
る血管が集中しているため、これらの血管を冷却することにより、心停止のように呼吸機
能や循環機能が不全な状態において、脳に対する酸素供給量が不足することにより脳細胞
が死滅する、いわゆる虚血性神経細胞障害の発生を抑制することができる。
【００４２】
　前記実施形態では、冷媒の給排に応じて膨張又は収縮可能な冷却カフ８と、冷却カフ８
内に冷媒を出し入れ可能な２本の給排チューブ９、１０を有する。そのため、一方の給排
チューブ９を介して冷却カフ８内に冷媒を導入するとともに、他方の給排チューブ１０を
介して冷却カフ８から冷媒を導出することにより、冷媒を循環させることができる。した
がって、効率よく咽頭部Ｔを冷却することができる。
【００４３】
　なお、前記実施形態では、冷却部３を備えたラリンジアルマスク１について説明したが
、冷却部３は必須ではない。具体的に、図２に示すマスク本体２のみをラリンジアルマス
ク１として用いることもできる。
【００４４】
　なお、上述した具体的実施形態には以下の構成を有する発明が主に含まれている。
【００４５】
　上記課題を解決するために、本発明は、患者の気道を確保するためのラリンジアルマス
クであって、人工呼吸器を接続可能な接続部が形成された基端部と、通気開口部が形成さ
れた先端部とを有し、前記接続部と前記通気開口部とを連通する連通路が形成された挿入
チューブと、前記通気開口部を取り囲むように前記挿入チューブの先端部に取り付けられ
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、患者の規定の挿入位置まで挿入された状態で膨張することにより患者の気管の気管開口
部に密着可能な環状カフと、前記環状カフが前記挿入位置まで挿入された状態で患者の咽
頭部内で当該患者の舌骨に相当する部位に当接するように前記挿入チューブから側方に突
出する少なくとも１つの舌骨当接部とを備えている、ラリンジアルマスクを提供する。
【００４６】
　図６及び図８に示すように、舌骨Ｊ７は、人体Ｊの咽頭部Ｔを前側及び左右両側から囲
うようなＵ字形の骨である。そのため、咽頭部Ｔ内における舌骨に相当する部位は、第１
狭窄部Ｊ４付近の軟組織よりも硬い。また、図示を省略するが、舌骨Ｊ７は、気管開口部
付近の組織と靭帯で結合されているため、気管開口部に対する位置変動は少ない。そして
、本発明では、第１狭窄部Ｊ４付近の軟組織よりも硬く、かつ、気管開口部との位置関係
の変動の少ない舌骨Ｊ７に対し上から当接可能な舌骨当接部を有する。そのため、第１狭
窄部Ｊ４に対する当接の有無に基いて挿入位置を判断する場合と比較して、挿入チューブ
を規定の挿入位置に正確に位置決めすることができる。
【００４７】
　したがって、本発明によれば、挿入チューブを患者の咽頭部内に挿入するという簡単な
操作で確実に気道を確保することができる。
【００４８】
　なお、『舌骨に相当する部位に当接する』とは、咽頭部内から軟組織を挟んで舌骨に当
接することを意図する。また、『上から』とは、舌骨を基準として口腔側を上側、食道側
を下側としたときの向きである。
【００４９】
　前記ラリンジアルマスクにおいて、前記少なくとも１つの舌骨当接部は、前記環状カフ
が前記挿入位置まで挿入された状態で前記挿入チューブから左右両側に突出する２つの舌
骨当接部を含むことが好ましい。
【００５０】
　この態様では、挿入チューブから左右両側に突出する２つの舌骨当接部が設けられてい
る。舌骨Ｊ７は、上述のように、咽頭部Ｔの左右両側に配されている。そのため、左右２
つの舌骨当接部を舌骨に当接させることにより、前記挿入位置まで挿入された状態におけ
るラリンジアルマスクの左右方向の傾きを抑制することができる。したがって、前記態様
によれば、より正確に気道を確保することができる。
【００５１】
　前記ラリンジアルマスクにおいて、前記挿入チューブに固定された位置決め部材をさら
に備え、前記少なくとも１つの舌骨当接部は、前記位置決め部材に形成されていることが
好ましい。
【００５２】
　この態様では、位置決め部材に舌骨当接部が形成されている。これにより、挿入チュー
ブの一部として舌骨当接部を形成する場合と異なり、舌骨当接部の硬さを挿入チューブと
は独立して自由に調整することができる。そのため、舌骨当接部の硬さを挿入チューブよ
り硬くすることにより、舌骨に対する舌骨当接部の位置、つまり、環状カフの挿入位置を
正確に位置決めすることができる。
【００５３】
　前記ラリンジアルマスクにおいて、前記位置決め部材は、前記挿入チューブの先端部よ
りも先端側に延びる平板状の延設部を有することが好ましい。
【００５４】
　図６及び図８に示すように気管Ｊ６の上部には、気管Ｊ６に対する食物の流入を阻止す
るための喉頭蓋Ｊ３が存在する。図８の二点鎖線で示すように、喉頭蓋Ｊ３が運動すると
、咽頭部Ｔ内の通路面積が前後方向に狭くなる。ここで、前記態様では、位置決め部材に
挿入チューブの先端部よりも先端側に延びる平板状の延設部が形成されている。そのため
、この延設部を喉頭蓋Ｊ３と咽頭部Ｔの後壁との間に滑り込ませることにより、挿入チュ
ーブの先端部を喉頭蓋Ｊ３よりも下に確実に挿入することができる。



(10) JP WO2012/164868 A1 2012.12.6

10

20

30

40

50

【００５５】
　なお、従来では、挿入チューブをねじり込むようにして、喉頭蓋と咽頭部の後壁との間
に挿入していた。そのため、挿入チューブの先端部が誤って気管側に入り込んでしまう場
合があった。しかし、前記態様では、上述のように延設部を喉頭蓋と咽頭部の後壁との間
に滑り込ませることができるので、従来のように挿入チューブをねじり込むことによる気
管への誤挿入を抑制することもできる。
【００５６】
　前記ラリンジアルマスクにおいて、前記位置決め部材は、前記延設部と、前記延設部の
基端側に設けられるとともに前記延設部よりも大きな幅寸法を有する幅広部とを備え、前
記幅広部のうち前記延設部から幅方向に突出する部分は、前記少なくとも１つの舌骨当接
部を構成することが好ましい。
【００５７】
　この態様では、幅広部のうち延設部から幅方向に突出する部分が舌骨当接部を構成する
。そのため、上述のように、喉頭蓋と咽頭部の後壁との間に延設部をすべり込ませるよう
に挿入チューブの挿入を進行することにより、この延設部の基端側に位置する舌骨当接部
が舌骨に相当する部位に当接する。したがって、前記態様では、ラリンジアルマスクの挿
入のし易さと位置決めのし易さとの両立を図ることができる。
【００５８】
　前記ラリンジアルマスクにおいて、前記規定の挿入位置で前記環状カフを膨張させた状
態で患者の咽頭部に密着可能で、かつ、咽頭部を冷却可能な冷却部をさらに備えているこ
とが好ましい。
【００５９】
　この態様では、環状カフを膨張させた状態で咽頭部に密着可能な冷却部を有する。その
ため、環状カフを膨張させた状態で冷却部を咽頭部に密着させることにより、咽頭部を冷
却することができる。ここで、咽頭部近傍には、脳へ血液を供給する血管が集中している
ため、これらの血管を冷却することにより、当該各血管内の血液を介して脳を冷却するこ
とができる。このように脳を冷却することにより、心停止のように呼吸機能や循環機能が
不全な状態において、脳に対する酸素供給量が不足することにより脳細胞が死滅する、い
わゆる虚血性神経細胞障害の発生を抑制することができる。冷却部としては、例えば、後
述のように冷媒を収容可能なカフを用いてもよいが、高い比熱を有する材質により形成さ
れた部材を用いることもできる。
【００６０】
　前記ラリンジアルマスクにおいて、前記冷却部は、冷媒の給排に応じて膨張又は収縮可
能な冷却カフと、前記冷却カフ内に冷媒を出し入れ可能な２本の冷媒用チューブとを備え
ていることが好ましい。
【００６１】
　この態様では、冷媒の供給により膨張可能な冷却カフと、冷却カフ内に冷媒を出し入れ
可能な２本の冷媒用チューブを備えている。そのため、一方の冷媒用チューブを介して冷
却カフ内に冷媒を導入するとともに、他方の冷媒用チューブを介して冷却カフから冷媒を
導出することにより、冷媒を循環させることができる。したがって、効率よく咽頭部を冷
却することができる。
【産業上の利用可能性】
【００６２】
　本発明によれば、簡単な操作で正確に気道を確保することができる。
【符号の説明】
【００６３】
　Ｊ　　人体（患者）
　Ｊ１　　鼻腔
　Ｊ２　　口腔
　Ｊ３　　喉頭蓋
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　Ｊ４　　第１狭窄部
　Ｊ５　　食道
　Ｊ６　　気管
　Ｊ７　　舌骨
　Ｔ　　咽頭部
　Ｗ１、Ｗ２　　幅寸法
　１　　ラリンジアルマスク
　２　　マスク本体
　３　　冷却部
　４ａ　　外側チューブ（挿入チューブの一部）
　５ｂ　　接続部（挿入チューブの一部）
　６　　位置決め部材
　６ｂ　　幅広部
　６ｃ　　延設部
　６ｄ、６ｅ　　舌骨当接部
　７　　環状カフ
　８　　冷却カフ
　９、１０　　給排チューブ（冷媒用チューブ）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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