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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加圧下のガス源から加圧されたガスの供給を受け、吸気相及び呼気相の間、患者の気道
を換気する人工呼吸器であって、
　吸気相の間、小体積のガスからなる複数個のパルスをエネルギー急増スパイク（図７）
として前記ガス源から前記患者の気道に供給する供給手段（１，９）と、
　前記吸気相の間、前記患者に拡散換気をもたらすように、前記吸気相の間、連続的に脈
動形態で前記小体積のガスを加えることで前記ガスの体積を連続的に増加させ、前記患者
の気道内の前記ガスの圧力を付与するため、前記供給手段に接続されて、周期又は連続的
なガスの体積の振幅を制御することにより、ガスの前記複数個の小パルスの一部として連
続的に増加するガスのパルスの体積を追加する手段（図１の１１Ｃ，１１Ａ，２Ａ）と、
　前記患者が前記呼気相の間、呼息することができるようにする呼息ポート（図８Ａの呼
息ポート）とを有する、人工呼吸器。
【請求項２】
　前記加圧下のガス源は圧縮機（図１）を有し、前記人工呼吸器は、
　前記供給手段（１，９）に接続され、肺をパーカッションするため、前記圧縮機からの
空気供給を増量して一定の空気供給を生じさせる手段（ポート９Ａ）と、
　前記供給手段に接続され、適当な圧縮空気体積と粒子スペクトルを維持するエーロゾル
発生器又は噴霧器（図９Ａ）を有する請求項１記載の人工呼吸器。
【請求項３】
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　前記供給手段に接続され、全圧縮機出力流量とパーカッション振幅と噴霧化を所定の選
択可能な周期数帯にわたって釣り合わせる周波数選択手段（７、７Ａ）を有する請求項２
記載の人工呼吸器。
【請求項４】
　前記エーロゾル発生器の振幅及び振動周波数を伴う二相性波の適用を制御する、又は噴
霧器の適用を制御する、前記供給手段に接続されたマニュアルスイッチ（５）を有する、
請求項２記載の人工呼吸器。
【請求項５】
　前記人工呼吸器は更に、
　　前記圧縮機のための軟質パッド付き内部を備えた手荷物ケース（図４）と、
　　前記圧縮機に周囲の空気が流れ込むようにするケース通気孔とを有し、
　　前記手荷物ケースは前記圧縮機の作動中の圧縮機騒音を鈍化する緩衝壁と、衝撃吸収
壁セグメントとを有し、
　　前記人工呼吸器はコントロールパネルを有し、
　　前記手荷物ケースは前記コントロールパネルを隠す生地カバーを備えたコントロール
パネル開口部を有する、請求項２記載の人工呼吸器。
【請求項６】
　前記人工呼吸器は、連続機械換気（ＣＭＶ）ベンチレータであり、
　前記供給手段は、ホスト対流式容積‐圧力配向型ＣＭＶベンチレータに供給される、パ
ーカッション拡散圧力空気波を生成する手段（９、図７）を有する、請求項１記載の人工
呼吸器。
【請求項７】
　前記圧縮機は、ピストンを有し、
　前記供給手段は、前記空気圧縮機ピストンの繰り返し圧縮上り行程中に生じる圧縮作用
衝撃波を用いて、前記圧縮作用衝撃波は、陽圧気管支内部分１回換気量送出しを振動エネ
ルギーにより調整するのに役立てられる、請求項２記載の人工呼吸器。
【請求項８】
　前記供給手段は、各気管支内部分１回換気量注入中、約７個の調整衝撃波の振動比を持
つ気管支内衝撃波を生じさせる、請求項７記載の人工呼吸器。
【請求項９】
　前記患者の気道内の前記連続的に増加するガスの体積は、前記小体積のガスの連続的な
追加のみによって生じる、
　請求項１記載の人工呼吸器。
【請求項１０】
　前記圧縮機は、ほぼ同じ粒子スペクトル及び体積を持つエーロゾル発生器又は他のガス
動力式噴霧器に動力供給するため、圧縮空気を供給する、
　請求項２記載の人工呼吸器。
【請求項１１】
　前記連続的に増加するガスのパルスの体積を追加する手段は、
　周囲との換気を可能にすることにより開始されるパーカッション振動様式、及び、周囲
との換気を妨害し又は閉塞させることにより前記患者の肺の可動化又はリクルートメント
を生じさせる、前記患者の気道への振動二相性振幅供給様式の、末梢肺気道可動化及びリ
クルートメントの振幅並びに振動周期数が別々である、２つの様式の一方又は他方に制御
する、遠隔又は遠位操作、指又は手によるマニュアル操作が可能な、マニュアル二相性ス
イッチを備え、振幅及び振動周波数を選択可能とする手段を有する、
　請求項２記載の人工呼吸器。
【請求項１２】
　前記圧縮機は、陽圧気管支内部分１回換気量送出しを振動エネルギーにより調整するた
め、前記空気圧縮機ピストンの繰り返し圧縮上り行程中に生じる３５００ｒｐｍの圧縮作
用衝撃波を供給し、
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　各気管支内部分１回換気量注入中、約７個の調整衝撃波の振動比を持つ気管支内衝撃波
を生じさせ、肺気道の壁が呼吸量変化に応従できるようにした
　請求項７記載の人工呼吸器。
【請求項１３】
　前記人工呼吸器は更に、
　１又は複数の（ａ）ガス送出しの少ない周期的頻度では、部分１回換気衝撃力を減少さ
せ、次に、加重オリフィスの初期較正により部分１回換気量送出しを次第に増加させる手
段、又は１又は複数の（ｂ）ガス送出しの少ない周期的頻度では、二相性動作又は噴霧化
のみを表わす２位置又はバイモジュアル（bi-modual ）スイッチにより部分１回換気量送
出しを減少させる手段と、
　前記噴霧器又はエーロゾル発生器のジェットオリフィスを通る二次流による圧力上昇釣
り合い方式で一次ベンチュリジェットオリフィス中への圧力‐容積調整動作空気流を生じ
させる役割を果たす、２つの出力流れオリフィスによって気管支部分１回換気圧力勾配を
釣り合わせる手段と、
　所定の送出し圧力変動範囲内において、前記患者の気道内への前記部分１回換気量の注
入を調整する手段とを有する、
　請求項７記載の人工呼吸器。
【請求項１４】
　前記圧縮機行程エネルギースパイクは、ベンチュリ本体のジェットオリフィス中を通じ
てガスのパルスの体積を主に送り、患者の気道内への脈動空気／酸素注入器の役割を果た
し、
　前記人工呼吸器は更に、
　前記圧縮機に接続され、液体を所定のジェットオリフィス圧力変動範囲内の所定の粒子
スペクトルを備えたエーロゾルの状態に変換する補助噴霧器ジェットオリフィスであって
、前記噴霧器ジェットオリフィスへの一定の流れは、吸気気管支部分１回換気量注入の間
変化すると共に呼気非流れ期間まで続く、補助噴霧器ジェットオリフィスと、
　動作治療圧力範囲内の動作圧力を調整し又は緩衝する可変ジェットオリフィス流れと、
　前記連続的に増加するガスのパルスの体積を追加する手段の一部をなし、前記ベンチュ
リジェットオリフィスから生じる脈動肺内部分１回換気流のスケジュール設定をし、かつ
、所与の量の前記粒子エーロゾルを吸い込むと共にこれに随伴して前記患者の気道内への
エーロゾル送り込みを行うのに役立つ周期性流入圧力勾配を生じさせる手段と、
　前記部分１回換気送出し又は呼気時間間隔後、前記患者の気道からの混合呼息生理学的
ガスとともに噴霧器出力流れを周囲に排気する前に、噴霧器出力流れの一部として前記噴
霧器の機械的気道を通気する手段と、
　周囲への通気が行われる近位ゲート無しベンチュリ管であって、前記患者の気道に送ら
れている圧縮性ガスが気管支気道の耐インフレーション性の変化にほぼ瞬時に従って、前
記ベンチュリ管圧力を閉塞的に増減するベンチュリ管と、
　ほぼ一定の脈動ジェットオリフィス注入圧力では、前記肺気道抵抗変化により影響を受
けるガス流によって生じる、前記スケジュール設定されたベンチュリの圧力をもたらす、
前記患者の気道の抵抗に関する一定のインフレーション変動を供給する手段と、
　流入に対する前記患者の気道の肺気管支の絶えず変化している耐インフレーション性に
よってベンチュリ管注入器の出力流れ速度を決定する手段とを有する、
　請求項１３記載の人工呼吸器。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　マニュアル制御型二相性ベンチレータは、医療用人工呼吸器（レスピレータ）の技術分
野に産業的に利用されている。
【０００２】
　本発明者であるバード（Bird）博士は、第二次世界大戦以前の自分の航空に関する研究
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中、流体力学に取り組むようになった。バード博士の第二次世界大戦における飛行士の圧
力呼吸装置及び耐加速度服（Ｇスーツ）規制開発に続き、バード博士の医学的教育が行わ
れ、それにより、バード博士は、自分の流体力学及び臨床医学に関する知識を新規な流体
心肺支援装置の開発に応用することができた。
【０００３】
　バード博士は、幾つかの独特の方法論及び臨床プロトコルを開発し、その結果、１９５
０年代以来、４世代の心肺リクルートメント・維持医療用人工呼吸器及びIntrapulmonary
 Percussionators（登録商標）が得られた。これら器具は、全ての他の利用可能な連続機
械換気（ＣＭＶ）型の肺ベンチレータが役立たない患者において心肺機能をますます維持
するものとして順次注目された。
【０００４】
　バード博士の心肺支援器具の多くは、機能的用途を生じさせる起電力を全く用いないで
、バード博士の新規な流体論理を採用している。ベルヌーイ及びニュートンの法則は、バ
ード博士の流体基本構想の基礎をなしている。本質的には、呼吸ガスの圧縮源は、肺組織
を制御可能に操作する一形式の動機づけに関するエネルギー源として用いられる。
【０００５】
　圧縮呼吸ガス源（２０～５５ｐｓｉ）は、較正オリフィス流れ制御による肺の有用な機
械的換気及びダイヤフラムのサーボ制御に変換され、それにより弁開放及び能動的又は受
動的閉鎖等が得られる。これについては、例えば、米国特許第５，８６２，８０２号明細
書を参照されたい。なお、この米国特許を参照により引用し、この記載内容を本明細書の
一部とする。
【０００６】
　特別の「プログラミング論理」を採用した電子的にコンピュータ処理される回路とは異
なり、本発明者の新規な「流体論理」は、全て、オリフィス較正サーボ制御空気圧アップ
ロード及びダウンロード論理セルに基づいている。例えば、PERCUSSIONATOR（登録商標）
器具が全流体論理を採用しているバード博士の思いついた肺内パーカッション換気、即ち
ＩＰＶ（登録商標）心肺リクルートメント・維持論理は、陥凹肺組織を効果的に換気する
一方で、肺保護方式を提供する数ミリ秒内で生じるイベントと相関していた。
【０００７】
　したがって、バード博士の思いついた流体論理心肺支援器具は、陥凹心臓又は肺機能を
リクルートし又は維持するために、いかなる種類のコンピュータ処理又は電気プログラミ
ングを採用していない。
【０００８】
　初期の「機能較正」により、全ての治療心肺周期的及び静的スケジュール設定が可能で
ある。哺乳動物の心臓及び肺機能は、基本的にはディジタルではなくアナログであること
が思い起こされなければならない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　臨床プロトコル、技術革新及び方法論を進歩させる本発明は、直感で分かる臨床治療末
梢肺リクルートメント及び維持を大幅に容易にするのに役立つ漸変するエーロゾル粒子ス
ペクトル及び患者の近位気道内への関連の部分１回換気量送出しと組み合わせてマニュア
ルBi-Phasic（登録商標）(なお、発音上、一般的に「バイファジック」と称される）スケ
ジュール設定肺内パーカッション換気ＩＰＶ（登録商標）プロトコルを実施することによ
り既存の臨床上の適用の臨床的効能を向上させることにある。
【００１０】
　本発明の他の観点は、明細書全体を通じて見出すことができる。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　要約すると、本発明は、吸気相中及び呼気相中、圧力下のガス源から人工呼吸器により
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患者の気道を換気する方法及びシステムである。このシステム及び方法は、ガス源からの
少量のガスの複数のパルスを吸気相中に患者の気道に供給して少量のガスのパルスを連続
的に追加し、それによりガス量を連続的に増加させて患者の気道中のガスの圧力を脈動形
態で連続的に増大させる。連続的に増加するガス量のこの追加は、拡散換気を吸気相中に
患者に与えるのに役立ち、そして患者が呼気相中に呼息できるようにする。さらに、小型
の圧縮機セットが用いられ、システム全体は、ナイロン製の衝撃吸収旅行バッグ内に収納
される。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】Bi-Phasic肺内パーカッション換気ＩＰＶシステムに関する流体流れ及び制御計
画を概略的に示す図である。
【図２】Bi-Phasic肺内パーカッション換気ＩＰＶシステムに関する流体流れ及び制御計
画を概略的に示す図である。
【図３】ＩＰＶシステムに関するハードウエア及び封入バッグを概略的に示す図である。
【図４】ＩＰＶシステムに関するハードウエア及び封入バッグを概略的に示す図である。
【図５】先行技術の圧縮機セットと比較した本発明のＩＰＶシステムで用いられる新規な
圧縮機セットのサイズの差を概略的に示す図である。
【図６】計量弁及びオシレータカートリッジを概略的に示す図である。
【図７】二相性波のグラフ図である。
【図８Ａ】Phasitron（ファジトロン）弁を概略的に示す図である。
【図８Ｂ】Phasitron（ファジトロン）弁を概略的に示す図である。
【図９Ａ】ＩＰＶ呼吸回路を概略的に示す図である。
【図９Ｂ】標準型Home Therapy HT（登録商標）Impulsator（登録商標）呼吸回路を示す
図である。
【図９Ｃ】変形例としてのPhasitron Duo（登録商標）呼吸ヘッドを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　読者は、慢性気管支炎及び閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）及び患者の肺の不適合な機械的換
気により患者の肺組織がどのように損傷されるかを知っておくことが重要である。この知
識は、運搬可能な肺内パーカッション換気（ＩＰＶ）治療器械の臨床的技術促進について
の理解を進め、それによりＣＯＰＤ及び他の在宅看護患者が旅行できるようにする一方で
、軽量の旅行向きＩＰＶ治療器具へのほぼ一定のアクセスにより患者の毎日の多くのスケ
ジュール設定肺治療を可能にする。
【００１４】
　本質的に、空気圧制御パーカッション高頻度パルス呼吸器具が、気道を損傷させる深吸
気（過膨張）を生じさせないで種々の気管支が部分的又は全体的に閉塞した慢性気管支炎
患者の疾患のある末梢肺気管支及び肺胞をリクルートするために毎日用いることができる
肺内パーカッション換気ＩＰＶ（登録商標）と呼ばれている内科療法プロトコルを促進す
るために開発された。非閉塞状態のままの生命を維持する気管支及びこれらの肺胞は、選
択的気道（Preferential Airways）と呼ばれており、これらは、機械的肺換気中に過剰に
インフレートされた場合、深吸気圧力障害により破壊される場合がある。
【００１５】
　本質的に、多くのスケジュール設定された毎日の家庭内治療の際に、肺内パーカッショ
ン換気ＩＰＶ（登録商標）と呼ばれている本質的に空気圧制御パーカッション高頻度パル
ス呼吸機械を用いると、気道を損傷させる深吸気（過膨張）を生じさせないで種々の気管
支が部分的又は全体的に閉塞した慢性気管支炎患者の疾患のある末梢肺気管支及び肺胞を
リクルートすることができる。非閉塞状態のままの生命を維持する気管支及びこれらの肺
胞は、選択的気道（Preferential Airways）と呼ばれており、これらは、機械的肺換気中
に過剰にインフレートされた場合、深吸気圧力障害により破壊される場合がある。
【００１６】
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　典型的には、圧力障害による肺の外傷は、肺換気の義務づけられた体積‐圧力制限手段
でプログラムされた肺維持ベンチレータにより生じる。
【００１７】
　新規なHome Therapy HT（登録商標））Universal Bi-phasic（登録商標）ＩＰＶ（登録
商標）IMPULSATOR（登録商標）は、体積差し向け型ＣＭＶベンチレータに代えて、制度上
高品質であり、パーカッション高頻度の小さな部分１回換気量（単位ミリ秒）を多くの肺
内１回換気量を肺内に送り込む低サイクル動作レート（単位は、秒）で送り出す。パーカ
ッション方式で送り出される僅かな気管支内部分１回換気量の送出し（単位は、ミリ秒）
は、肺内に送り出される多量の気管支内１回換気量（単位は、秒）と関連した高インフレ
ーション圧力障害を阻止するための肺保護方式（Lung Protective Strategy）を提供する
。
【００１８】
　慢性ＣＯＰＤ及び急性末梢肺疾患のある患者は、肺胞ガス交換に大きな拡散差を生じさ
せる患者の気管支気道内に多くの閉塞現象度を呈している。これら気管支気道閉塞の大部
分の成分は、気道の壁内の粘膜及び粘膜下浮腫により生じ、これらの内径が減少する。加
うるに、細気管支気道を内張りした杯細胞により生じる粘液は、厚く且つ粘り気がある状
態になり、それにより気道内分泌物保持により気道閉塞度を増大させる。最も重要なこと
として、びまん性細気管支気道は、種々の閉塞度を持ち、他方、他のびまん性細気管支気
道は、非閉塞状態である。
【００１９】
　一般に、疾患のある細気管支気道は、開放状態から完全閉塞状態までの混じり合った閉
塞度を有し、流入抵抗の最も小さい開放細気管支は、「選択的気道」と呼ばれ、ＣＭＶ換
気プロトコル中の流入により壊滅状態になる。というのは、気管支内送出し圧力が急増す
るからであり、他方、あらかじめ選択された気管支内１回換気量（単位は、秒）を送り出
そうとする。
【００２０】
　これにより、非閉塞状態の選択的細気管支及びこれらが受け持っている肺胞の選択的な
過膨張が生じ、それにより、生命を維持する再酸素化機能を提供する非常に依存性の高い
肺の過膨張による圧力障害が生じる。
【００２１】
　酸素は、代謝から生じる二酸化炭素をリクルートすると共に呼息するよりも少ない回数
の１回換気量で肺の吸気インフレーション中、末梢肺気道中に拡散的に送り出される場合
があり、二酸化炭素は、肺胞内に送り出され、大きな１回換気量呼吸により肺から大気中
に「ポンプ排出」されなければならない。
【００２２】
　肺内パーカッション換気（ＩＰＶ（登録商標））及び体積拡散呼吸（ＶＤＲ（登録商標
））に関するバード博士の基本構想は、パーカッション肺ガス交換の高いレートに基づく
一方で、ミリ秒でタイミングが取られる気管支内注入による小さな部分１回換気量注入を
維持する。
【００２３】
　体積‐圧力プログラム機械的肺ベンチレータは、「秒単位でタイミングが取られた」多
数回の１回換気量を選択されたピーク気管支内有効送出し圧力下で送出し、かかる有効送
出し圧力は、主として、肺の気道内の全体的流入抵抗によって定められる。秒でタイミン
グが取られたこの機械的換気プログラムは、高い持続細気管支気道圧力を生じさせ、かか
る圧力は、流入抵抗が最も小さい選択的細気管支気道を過膨張させるのに役立つ。この種
の容量‐圧力機械的肺換気（ＣＭＶ）は、過膨張圧力障害を生じさせる場合があり、大抵
の機能的肺組織を破壊する。
【００２４】
　肺の肺内パーカッション換気（ＩＰＶ（登録商標））は、空気バーストの高頻度パーカ
ッション送出しをもたらし、かかる空気バーストは、「秒単位で送り出される」容量‐圧
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力制限（ＣＭＶ）ベンチレータの多量の肺膨張１回換気量送出しなしに数ミリ秒内で肺の
中への僅かな部分１回換気量から成る。
【００２５】
　高頻度ミリ秒部分１回換気量肺ベンチレータを備えたＩＰＶ（登録商標）により、患者
は、細気管支（選択的）気道の過膨張を生じさせないで、パーカッション部分１回換気量
送出しにより「意のままに」呼吸を自発的に行うことができる。
【００２６】
　慢性気管支炎及び他の肺疾患のある患者は、自分の細気管支気道を拡張させると共に自
分の自発的吸息のピーク時に自分の肺胞をインフレートさせることができる。しかしなが
ら、細気管支壁膨潤及び粘液の保持により部分的に閉塞された細気管支気道は、初期呼息
中に潰れ、ガスを肺胞内に取り込む。これにより、患者の細気管支気道及びこれに依存す
る肺胞は、吸息と呼息の両方の間に常時部分的にインフレートされ、これは、「肺胞空気
取り込み」と呼ばれる。部分的に膨張した細気管支の外壁には、細気管支血管が取り付け
られており、かかる細気管支血管は、血液を運んで肺組織を養う。慢性気管支炎のある患
者では、引き伸ばされて幅が狭くなった細気管支血管は、経時的に、肺組織への十分な灌
流（血液の流れ）を供給することはなく、「肺気腫」と呼ばれている典型的な末期の肺疾
患と同様な末梢肺組織の虚血（血液供給の減少）及び最終的な壊死（劣化）を増大させる
。典型的には、肺内パーカッション換気（ＩＰＶ（登録商標））は、ＣＯＰＤ患者の肺内
の細気管支及びこれらに依存する肺胞をリクルートするものと考えられると共に設計され
ており、患者は、急性肺感染症で入院し、患者の既存の慢性肺疾患を一段と悪化させる。
ＩＰＶ（登録商標）の肺保護方式無しでは、この患者母集団のうちの何割かは、体積‐圧
力方向づけ機械的（ＣＭＶ）ベンチレータ上に置かれた場合、過膨張圧力障害を生じるこ
とになろう。このＣＯＰＤ患者母集団の入院を必要とする急性肺感染症の恐れは、毎年約
２．７倍である。２．７％レート併発に関する根本的な理由は、秋の寒冷なシーズン、冬
のインフルエンザの期間及び患者のうちのほぼ７パーセントが夏の胸部感冒で感染状態に
なることに基づいている。
【００２７】
　気管支の（血液を供給する）循環の潜行性の減少に対して予防的に対処せずにＣＯＰＤ
疾患の症状改善のために薬を用いている、米国内に住む数百万人、及び海外にはさらに多
くの既知のＣＯＰＤ患者がいる。その結果、最終的に肺気腫による早死をもたらすおそれ
がある虚血性の肺気管支血液供給が長い時間をかけて徐々に発現する。
【００２８】
　ぜんそく患者は、細気管支及び肺胞の持続性の過膨脹を伴わずに肺末梢部閉塞の急性発
作を起こす。それに対して、慢性気管支炎があるＣＯＰＤ患者は、細気管支及びそれに従
属する肺胞の持続的で容赦ない部分膨張を起こす。
【００２９】
　慢性気管支炎などの患者の細気管支及びその肺胞の持続性部分膨張は、細気管支の外壁
に付随する細気管支の血管を伸張させ、狭窄させる役割をする。その結果、肺の構造であ
る細気管支の血管の機械的な伸張及び狭窄は、肺組織を通って潅流する血液流の虚血性の
減少を引き起こす。
【００３０】
　末梢細気管支気道のび慢性の持続性部分膨張状態は、最終的に肺気腫と呼ばれる末期肺
疾患をもたらす壊死を引き起こす。そのため、まれに生じる急性の細気管支及び肺胞気道
の過膨脹のみを伴い、持続性の頑固な細気管支の血液供給障害を伴わないぜんそく患者は
、肺気腫と呼ばれる末期肺疾患の原因となる細気管支の血液供給が減少することはない。
ぜんそく患者が気腫になるとしても、それはまれである。
【００３１】
　１９８０年代に、バード博士がＣＯＰＤ患者が病院品質のＩＰＶ（登録商標）治療を毎
日自宅で受けることを可能にする、内蔵型空気圧縮機を備えた病院タイプＩＰＶ（登録商
標）Percussionator（登録商標）を設計した。それ以来、在宅ケアＩＰＶ（登録商標）治
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療のために、世界中で数千もの在宅ケアImpulsators（登録商標）が処方された。
【００３２】
　毎日のＩＰＶ（登録商標）治療スケジュールを継続しているこれらのＣＯＰＤ患者集団
における全般的な結果、すなわち入院を要する急性肺感染症の非常に際立った減少が明ら
かになった。
【００３３】
　顕著な細気管支の血液供給減少を経験したことがない初期の慢性気管支炎のＩＰＶ（登
録商標）患者は、推奨されるとおりのＩＰＶ（登録商標）治療スケジュールを継続してい
れば、もし何らかの疾患の進行があったとしても、最小限であるようである。したがって
、このことは、毎日の計画的なＩＰＶ（登録商標）による肺のリクルートメントによって
、初期の慢性気管支炎患者は細気管支の循環侵害から十分に回復し、予期される潜行性の
肺組織の血流減少を予防していることを合理的に示唆している。言い換えると、ＩＰＶ（
登録商標）は、長期間にわたる末梢気道閉塞を伴うぜんそく患者が回復するのと同様に、
複数日の肺回復により細気管支の循環減少を治療的に予防している可能性がある。
【００３４】
　重いPercussionaire（登録商標）Impulsator（登録商標）を使用する多くの在宅ケア患
者は、ＩＰＶ（登録商標）機器の予防的な臨床効果を実感し続けている。これら在宅ケア
ＩＰＶ（登録商標）患者の多くは、在宅ケア治療Impulsator（登録商標）機器の持ち運び
が容易でない重量のために治療が自宅に制限されていると感じていることが、患者の提案
から明らかになった。ＣＯＰＤ患者の数が急速に増えると同時に、バード博士は低圧で空
気体積がより少ない新規の軽量空気圧縮機の応用を可能にする手法を組み合わせることを
着想し、可搬型の治療ＩＰＶ（登録商標）システムを提供すべく、現在の重いＩＰＶ（登
録商標）Impulsator（登録商標）の臨床効果を概念上維持、又は向上させようと試みた。
図５前景の、より小型で軽量の圧縮機セットを、背景のより大きい圧縮機セットと比較さ
れたい。
【００３５】
　従来の重いImpulsator（登録商標）技術と同等又はより優れたパーカッションＩＰＶ（
登録商標）治療気管支内衝撃（impaction）を開発するためには新しい手法を要し、従来
のＩＰＶ（登録商標）臨床効果を維持する一方で、現在用いられている空気体積の約４分
の１の体積の使用が新しい設計に統合された。そのため、従来の重いImpulsator（登録商
標）の周期的なＩＰＶ（登録商標）頻度範囲内にパーカッション衝撃の質を維持するため
に、圧縮空気振動回路及び一体化されたPhasitron（登録商標）（なお、発音上、一般的
に「ファジトロン」と称される）の患者用インタフェースが統合されなければならなかっ
た。
【００３６】
　設計の配置構成は、大幅に低減された空気供給体積を用い、封入筺体内に効果的な環境
圧縮機冷却を維持するために、制御された熱力学的パッケージングを備え、同時に、振動
回路を過ぎてから水分が凝縮するように凝縮温度が下がるよう構成されている、新しい圧
縮空気振動回路の開発を必要とした。
【００３７】
　コントロールパネルとしての役割を果たす埋め込まれたカバーを備える、図３の深絞り
されたアルミニウムの封入筺体１２の容積は、日常的な患者の移動の間にＩＰＶ（登録商
標）装置を保護するよう決定しなければならなかった。
【００３８】
　内部の圧縮空気振動回路及び一体化されている外部のPhasitron（登録商標）は、周期
的頻度の振幅をマニュアル制御を提供し、大幅に低減された作動圧縮空気体積を備えるよ
う改良しなければならなかった。
【００３９】
　以下の構成部品は、現在の重いImpulsator（登録商標）の設計から取り外され、又は大
幅に差し替えられた。すなわち、（ａ）重い大容量空気圧縮機は、より軽量の小容量の空



(9) JP 5248462 B2 2013.7.31

10

20

30

40

50

気圧縮機と交換された。（ｂ）作動圧力‐体積軽減システムは取り外された。（ｃ）作動
圧力ゲージは取り外された。（ｄ）近位気道モニタシステムは取り外された。（ｅ）振動
タイミング回路取付けチェックバルブは取り外された。（ｆ）Phasitron （登録商標）取
付オリフィスは取り外された。（ｇ）外部調節範囲較正オリフィスは取り外された。
【００４０】
　Home Therapy HT（商標）Impulsator（登録商標）、空気圧縮機振動回路及びPhasitron
（登録商標）の一体化手法は、以下のように設計される。
　　１. 圧縮機からの空気は図１の排気口１に向かい、圧縮空気振動子カートリッジ１Ａ
の吸気口に直接供給される。
　　２. 空気は振動子カートリッジ２Ａの排気口２から、流出に対する抵抗が制御される
設計を備えている分配Ｔ字形部品２Ａへと向けられる。
　　３. Ｔ字形部品２Ａの一方の脚部は、流出に対する段階的抵抗を備える二位置ＯＮ‐
ＯＦＦ圧縮空気スイッチ５の吸気口へと向けられる。
　　４. ＯＮ‐ＯＦＦ治療選択圧縮空気スイッチ５は、パルスガス流をPhasitron第１サ
ービスソケット４Ａの吸気口に供給する排気口取付け部品４を備える。
　　５. 注記＃１－振動子カートリッジの排気口２からPhasitron第２サービスソケット
１１Ａへの間の流出抵抗は、設計により調節されている。
【００４１】
　噴霧のみ（NEBULIZATION ONLY）の位置（図２のスイッチ位置を参照）にあるとき、Ｏ
Ｎ‐ＯＦＦ圧縮空気治療選択スイッチ５は、振動子カートリッジ２ＡによるPhasitronサ
ービスソケット１１Ａへのパルスガスの供給を遮断し、それによってパルス空気がPhasit
ron（登録商標）のベンチュリジェットオリフィス１１Ａに流れるのを妨ぐ。注記＃１－
治療選択スイッチ５の機能は、スイッチのつまみをＯＮとＯＦＦにすることにより特定さ
れ、ＯＮとＯＦＦは次のようにラベル表示される。ＯＦＦの位置では、「噴霧のみ」。図
２を参照。ＯＮの位置では、「噴霧付きBi-phasic（商標）ＩＰＶ（Bi-phasicTM IPV WIT
H NEBULIZATION）」。図１を参照。注記＃２－治療選択スイッチ５がＯＦＦの噴霧器の位
置にある場合、圧縮機からの全流出はオリフィス１１Ａに通じる噴霧回路に供給される。
図４のスイッチ４Ａのラベル表示を参照。
【００４２】
　分配Ｔ字形部品２Ａの反対の脚部６は、吸気ローディングオリフィス６Ａの吸気口へと
向けられる。吸気ローディングオリフィス６Ｂからの流出は、絞り弁７の共通吸気口‐排
気口６Ｃに供給される。注記＃１－図６の吸気ローディングオリフィス７Ｄは、時間計弁
の空気が図６の振動子カートリッジのサーボチャンバ７Ｅにアップロードできる速度を制
限して振動子カートリッジの流出を妨げて、基本的に遮断弁の開放時間の限度を制御して
いる。
【００４３】
　図６で矢印を付した回転式時間計弁操作ノブ７Ａは、１２: ００の印がＡＶＥＲＡＧＥ
（平均）とラベル表示され、表面に「Bi-phasic（商標）PERCUSSION」と特定されている
。
【００４４】
　左に向かってPERCUSSION操作ノブを図１のEASY７Ｂ「EASY」のラベル表示を参照）に向
かって回転させると、共通アップ‐ダウンローディングオリフィスのサイズを拡大し、ア
ップローディング及びダウンローディングに要する時間を短縮する。右に向かって操作ノ
ブを「HARD」の標識７Ｃに向かって回転させると、共通パーカッション流入／流出オリフ
ィスのサイズを縮小し、アップローディング及びダウンローディングに要する時間を長く
する。注記＃１－図６の吸気ローディングオリフィス７Ｄを通じた流量測定前の振動子タ
イミング回路内のアップローディング圧力は、制御されていない空気圧縮機の作動供給圧
力により制御されるベンチュリジェットオリフィス圧力と同じである。注記＃２－図６の
パーカッション時間測定オリフィス７Ｄのサイズ、流出を遮断する図６の遮断カートリッ
ジのサーボ圧力チャンバ７Ｅがアップロードされる際の速度を制御する。弁が開口してい
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る期間中のダイヤフラムシール７Ｆに対する開口圧力のため、図６の振動子カートリッジ
ゲート７Ｇを閉鎖するためには、より大きなサーボ圧力チャンバ圧力の上昇が必要である
。注記＃３－図６の遮断カートリッジ弁のサーボチャンバ７Ｅから流出するダウンローデ
ィング空気は、図１の加圧されていないPhasitron（登録商標）スライドベンチュリチュ
ーブジェットオリフィス１１Ａ環境に出ていく。注記＃４－振動子カートリッジからベン
チュリジェットオリフィスへの再開吸気気流に対する図６の振動子カートリッジ１０３の
サーボチャンバ７Ｅ（図６）からの空気流速度は、振動子カートリッジのダイヤフラムシ
ール７Ｆ（図６）に対するバルブ開口時の開口圧力が欠如しているため、吸気流入時間よ
りも長い。従って、流入時間なしで呼気が終わって弁ゲートが再開口ができるように、よ
り大きなサーボチャンバ７Ｅ（図６）ダウンローディング空気体積が必要である。注記＃
５－図６の振動子カートリッジ１０３の開閉時間（比率）は、必要とされる弁の開閉圧力
が異なることから、サイクリング速度が速い場合にはほぼ１から１＋まで、サイクリング
速度が遅い場合には、１から３まで、自動的に変化する。
【００４５】
　振動子カートリッジ１０３内の図６の遮断弁ゲート７Ｇにほぼ直接開いた凹凸のない開
口部は、Phasitron（登録商標）を通じて生理的気道に吹き込まれる最大部分１回換気量
の体積に対して、選択された吸気時間の間に肺への最大部分１回換気量の体積の移動を可
能にする。その結果として、許された呼気時間の間に最大生理的ガス流出を可能にするPh
asitron（登録商標）を通じた環境への開口圧力の迅速な降下を可能にするためには、遮
断カートリッジ弁ゲート７Ｇの閉鎖はほぼ瞬時でなければならないということになる。注
記＃１－図８ＡのPhasitron（登録商標）摺動ベンチュリ１０２の後退（開口）のあらゆ
る遅延は、肺の中に残るガスの残留部分１回換気量の増大を引き起こし、設計により要求
される「呼吸終末陽圧」（ＰＥＥＰ）と呼ばれる、肺気道の部分的な呼気終末膨張を生み
出す。意図されたＰＥＥＰは、肺気道の部分的膨張を引き起こし、付随する肺及び細気管
支の血管を伸張及び狭窄させて肺の血流を減少させることができる。こういう理由で、図
８Ａ、図８ＢのPhasitron１０１の周期的流れ遮断の観点から、図６の振動子カートリッ
ジ１０３の一体化は非常に重要である。注記＃２－流れが次第に反転するように振動子カ
ートリッジタイミング回路内の抵抗を減少させることよってさらに迅速なPhasitron（登
録商標）の開閉が可能になり、これによってパーカッションの部分１回換気量の吹き込み
体積及び肺気道からの回収が改善された。
【００４６】
　空気圧縮機の持続的な未制御ガスの発生は、次のように制御される。
　　１．第１に、噴霧器ジェットオリフィスを通じて周囲へと流れる、圧縮された空気の
持続的な周囲への排気を利用して、圧縮機が残留流出圧に逆らって動作を開始するのを防
止するための空気圧回路内に二次的残留圧縮空気が閉じ込められるのを防止する。
　　２．第２に、噴霧器は、幅広い流入圧力範囲で臨床効果を低減することなくエーロゾ
ルを発生するように設計されている。そのため、系の過剰な圧縮空気圧及びそれに関連し
た体積を噴霧器ジェットオリフィス９Ａに送り出すために、図１のバランスオリフィス９
Ｂを利用する。
注記＃１－図６の振動子カートリッジ１０３において、パルス気流が弁ゲート７Ｇによっ
て遮断される時、図１の噴霧器流入ポート９Ａへの系の圧力が上昇し、系圧力の上昇を制
限すると同時にエーロゾルの体積を増加させる。
注記＃２－そのため、限られた空気供給を効果的に管理し、付属品及び適切な空気ゾル粒
子スペクトルの気管支内送出しと関連する選択可能なパーカッション部分１回換気量の送
出し振幅を維持するためにこの新しい作動圧制御方法が利用される。
【００４７】
　使用される圧縮機のピストン行程体積を低下させ、同時に圧縮機行程体積の圧縮率を実
質的に増大させることにより、過剰な空気体積の発生をより少なくするよう設計し、周囲
への圧縮空気の圧力‐体積の強制排出を解消することもできる。各圧縮行程が大量に出て
いる間、「エネルギー急増スパイク」が圧縮ピストン行程が重なる間に生じる。圧力上昇
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調整器により過剰なガス体積が直接周囲に排気される場合、「圧力上昇エネルギースパイ
ク」の大部分は、周囲に排気される。注記＃１－Home Therapy HT（商標）の構成におい
て、各圧縮ピストン行程によって生じる「エネルギー急増スパイク」は、図１のPhasitro
n（登録商標）ベンチュリジェットオリフィス１１Ａによって、及び内部で用いる噴霧器
ジェットオリフィス９Ａを通じて、部分１回換気量の送出しが液体から粒子への空気ゾル
化の過程のあいだに微粒子の拡散を増大させる間に、患者の近位肺気道に向けられる。注
記＃２－マイクロ秒の間生成される鋭い「エネルギースパイク」は、部分１回換気量の送
出しの際にエネルギースパイクを気管支内に送り出すための輸送媒体の役割を果たす、定
期的な部分１回換気量の体積に付随する。注記＃３－部分１回換気量の送出しの際に肺気
道に運ばれたマイクロエネルギースパイクは、肺気道の壁に対して、反復的な部分１回換
気量の送出しの際の弾性膨張抵抗を減少させるという影響を与える。注記＃４－各部分１
回換気量の膨張性送出しの間の肺気道内のマイクロ振動は、肺気道のより強力な弾性収縮
をもたらす、呼気の遠位‐近位の生理的流出の間に停止する。注記＃５－その結果、周期
的な部分１回換気量の交換の際に、肺気道の機械的膨張及び生理的弾性収縮がより迅速に
なるにしたがって、伝導管の外壁に付随する管を通じた血液流及びリンパの流の指向性の
「肺胞蠕動拡大」が一層大きくなり、ひいては肺内の液体の流れを向上させる。
【００４８】
　パーカッション部分１回換気量の送出しの低振幅は、酸素の吸収に好ましい、気管支内
のガスの拡散混合を強化する働きがある。注記＃１－図１のマニュアル制御モードスイッ
チ１１Ｃは、二酸化炭素を肺から「押し流す」ために好ましい、部分１回換気量の送出し
振幅を患者が直感的に増大させることを可能にする。これはPhasitron（登録商標）ジェ
ットオリフィス作動圧をマニュアルで増加させることによって、周期的に行うことができ
る。
【００４９】
　以下のパーカッション（対流）部分１回換気量振幅の新しいマニュアル制御を以下のよ
うに設ける。
　　１．約４８インチ（約１２１．９ｃｍ）のインタフェース管の末端部に挿入されてい
るＴ字形部品は、Phasitronサービスソケット１１Ａから、モードスイッチオリフィス１
１Ｄを通じて周囲に空気を排出させる。ライン１１Ｂは非常に長い管を図式的に示してい
る。非常に長い管（約４８インチ（約１２１．９ｃｍ））は、Phasitron（登録商標）サ
ービスソケット５ＡとPhasitron（登録商標）１１Ａ患者インタフェースの吸気口との間
の使いやすい（遠隔）相互接続を提供する。
　　２．親指又は指で作動されるモードスイッチの機械的プランジャー１１Ｃは、親指で
圧力を加えることによってオリフィス弁１１Ｄを閉じることができる。患者は指スイッチ
１１Ｃを手で制御し、ロッド末端部１１Ｅを弁オリフィス１１に出し入れする。
　　３．空気圧モードスイッチ１１Ｃが正常に開いている場合、一定量のPhasitron（登
録商標）パルス流入が計算されたオリフィスサイズを通じて周囲に放出され、Phasitron
のベンチュリジェット圧力を低減する。これは、肺への部分１回換気量の送出し圧力を振
幅を縮小させる。
【００５０】
　モードスイッチオリフィス１１Ｄがスイッチ１１Ｃによってマニュアルで閉じられる場
合、Phasitron（登録商標）スライドベンチュリジェットオリフィス１１Ａへのガス流が
増加し、その結果、気管支内の部分１回換気量の送出しのパーカッション振幅が増大する
。
【００５１】
　注記＃１－上記のHome Therapy HT（商標）の新規性により、以前必要とされたような
以前の遠隔操作圧力源の操作及び／又はパーカッション時間の諸定数の周期的調節をする
ことなく、患者が直感的な肺洞様構造の直接的リクルートメントプログラムを作成するこ
とが可能になる。「パーカッション振動の中断」には重いImpulsator（登録商標）のモー
ドスイッチ１１Ｃが使用され、一方で継続的な噴霧機能によってエーロゾルの気管支内供
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給を継続していた。これによって、肺のパーカッションリクルートメント治療の費用で患
者が望む期間の噴霧を行うことになる。
【００５２】
　注記＃２－この振動子‐Phasitronの一体化のもう一つの利点は、以前、図６の振動子
カートリッジのサーボチャンバ７Ｅからの流出空気の呼気（ダウンロード）ｉ／ｅ比成分
（呼気に対する吸気「ｉ：ｅ」の比（吸気時間呼気時間比）を制御していた、ＩＰＶ（登
録商標）較正オリフィスの除去である。
【００５３】
　注記＃３－重いImpulsator（登録商標）の流出オリフィスは、呼吸ヘッドのモードスイ
ッチによって遮断され、振動は噴霧のみに供給されて、停止された。また、除去されたＩ
ＰＶ（登録商標）の較正オリフィスの呼吸ヘッドモードスイッチとの相互接続インタフェ
ース管は、ＨＴ（商標）の設計においては除去された。
【００５４】
　注記＃４－２タイプのPhasitron（登録商標）呼吸ヘッドで使用される、別のタイプの
モードスイッチがある。
【００５５】
　注記＃５－別のPhasitron（登録商標）呼吸ヘッドの設計は、周囲に通気される周囲通
気モードスイッチオリフィスを使用している。モードスイッチオリフィスが患者の親指に
より塞がれると、部分１回換気量振幅が増大する。
【００５６】
　図３の圧力－体積限定空気圧縮機１０を備えた、全体が自己完結型であるHome Therapy
 HT（商標）Impulsator（登録商標）装置は、深絞りされたアルミニウムハウジング１２
内にパッケージされている。隔離し、かつ位置を調整するために、圧縮機１０はハウジン
グ１２に緩衝取付されている。挿入された上部カバーパネル１２Ｂは、図４参照、むき出
しのハウジング１２上部を閉じて（図３、４）、患者のコントロールアクセスのためのラ
ベル表示されたコントロールパネル１２Ｂを提供する。図４のカバートップフラップ１２
ＢＢは、ユニットを更に保護する。
【００５７】
　注記＃１－密閉されたハウジング内部の圧縮機周囲の熱力学的状態は、図３の深絞りさ
れたアルミニウムハウジング１２の後部壁内の２つのファン１３Ａの挿入によって調整さ
れる。一方のファン１３Ｂは、過剰な周囲空気をハウジング境界へと強制的に送り込む。
他方のファン１３Ｃは、ハウジング境界を排気し、ハウジング内部の加熱された圧縮空気
の温度低下の制御に対して十分に空気交換をすることにより、ハウジング外部に凝結冷却
させて内部振動回路内の水の蓄積を防ぐために、ハウジング外部の凝縮冷却を可能にする
。
【００５８】
　内部圧縮機で直接駆動されるシャフトに一体化されているファン１３Ｄは、ハウジング
内部の拡散内部循環を提供する。冷却ファンは、圧縮機と同一の電源を使用する。圧縮機
１０は、容器１２に緩衝取付されたモーター１２Ａにより機械的に作動する。
【００５９】
　回路の動力は、ハウジング１２の左に面した側面を貫く、下部の（グロメットを施され
た）穴を通じて、付属の固定電源コードにより供給される。
【００６０】
　注記＃１－電源コード周辺のグロメットは、電気系統を分断から保護する、垂直に間隔
が空いた２つのヒューズホルダーである。内部の配線は、従来の保険会社の基準を満たし
ている。
【００６１】
　コントロールパネル１２Ｂの上部を通じて配置される、周囲に通気される図４の交換可
能フィルター１７を通じて、連行空気が圧縮機に引き込まれる。
【００６２】
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　図３、４の深絞りされたアルミニウムハウジング１２全体は、補強された底及び半滑り
嵌め部を備える、図４の上部収納型の絶縁された送気管品質のナイロン容器のバッグ１２
Ｃに入れられる。ストラップ３０１、３０２及びファスナー３０５は、ユニットを携帯用
バッグ１２Ｃにしっかり固定する。その他の閉鎖システムを使用してもよい。
【００６３】
　後部冷却ファンを収容するために、適切な穴がナイロン容器パック１２Ｃの壁を貫いて
作られ、左側面は電源の差し込みを備える。
【００６４】
　収納輸送用パックは、取り付けられたグロメットタイプの収容容器及びスナップタイプ
の留め具でアルミニウムハウジング１２に固定される。この方法で、バッグ１２Ｃは、ハ
ウジング１２にしっかりと取り付けられる。
【００６５】
　Home Therapy HT（商標）Impulsator（登録商標）のアクセサリーの収容は、以下の通
り行われる。
　　１．左側のサイドポケット１８Ａは、図４の電源コードを収容する。
　　２．正面の区画分けされているポケット１８Ｂは、インタフェースで接続する管や薬
剤などを収容する。
　　３．右側のサイドポケット１８Ｃは、Phasitron（登録商標）呼吸ヘッド組立部品を
収容する。
　　４．左上面に付属の、「ファスナー付き内部区画」を備えるファスナー付きのナイロ
ン生地のオープントップカバー１２ＢＢは、操作説明書などの保管場所を提供する。
【００６６】
　前述のデータは、独自の肺内パーカッション換気（ＩＰＶ（登録商標））Percussionat
or（登録商標）方法により、医療機関品質のＩＰＶ（登録商標）肺リクルートメントを提
供することができる、一般的な可搬型送気管パックに収容された新規の自己完結型の可搬
一体型医療用装置について記載している。この機器は、臨床的に少なくとも１日に２回は
使用しなければならず、現在、重い在宅ケアＩＰＶ（登録商標）Impulsator（登録商標）
を所有している、又は所有を検討している既存又は新規のＣＯＰＤ患者が、軽量の携帯用
Home Therapy HT（商標）Impulsator（登録商標）治療機器を持って、患者が必要とする
毎日の在宅治療スケジュールから離れることを恐れずに、行こうと決めたところにどこへ
でも移動できるようにと考案された。
【００６７】
　前述の情報は、現在の「重いImpulsator（登録商標）を用いるＩＰＶ（登録商標）の臨
床効果」を維持すると同時に、圧縮空気体積に関する体積‐圧力要件を減らしてはるかに
小型で軽量でより持ち運び安い空気圧縮機の使用を可能にする、基本的ＩＰＶ（登録商標
）装置に対する新規の変更について医学的及び技術的に述べてきた。
【００６８】
　同等又は向上した医療効果を維持しながらも自己完結型のエネルギー効率が良い可搬型
のＩＰＶ（登録商標）装置を開発するにあたり、採用される概念的方法論において、限ら
れた体積の圧縮空気に対して提供するエネルギーの保持は決定的な検討事項であった。
【００６９】
　末梢心肺異常の生理的リクルートメントに対する極めて信頼性が高いアナログパーカッ
ション肺換気装置用の原理により、本発明は肺保護手段を維持する一方で、機能的な操作
信頼性、構成部品の単純さ、及び臨床効果の面で医療用電気サーボＣＭＶ人工呼吸器より
も優れたものとなっている。
【００７０】
　注記＃１－もっとも重要なのは、図８のベンチュリチューブ１０３の「喉」へと逆行的
に後ろに伝達される肺内部で生じる肺内圧力の変化を変更することにより、肺気道に送り
込まれる部分１回換気量のガスの流速が一定かつほぼ瞬間的に変更され、その結果、肺内
膨張抵抗に応じて無制限連行率を１：５から閉塞的流出である１：１＋まで変化させるこ
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とである。したがって、絶え間なく変化する流入に対する肺内気道抵抗は、肺が膨張した
時点の瞬間速度の制御に役立ち、過膨脹による気圧性外傷を防止するよう設計された、肺
内膨張圧に対する生理的制御をもたらす。
【００７１】
　注記＃２－従って、低下した心肺機能制御のために流体圧縮空気エネルギーを新しく使
用するのと、電気的又は機械的にプログラムされた体積‐圧力（ＣＭＶ）換気とを比較す
るのは、リンゴとオレンジとを比較するようなものである。電気的肺換気に関する明細書
は、肺換気の維持について記載しており、肺の保護的手段を維持しながらの末梢肺のリク
ルートメント及び「リクルートメント的な肺の維持」について記載しているわけではない
。
【００７２】
　コンピュータ化の専門家は、本圧縮空気心肺治療機器のスケジュール決定において（コ
ンピュータ化されたプログラミングを用いずに）較正の論理を用いる高度の流体力学を用
いることを理解するとは期待されていない。
病態生理学的考察
【００７３】
　肺気道の過膨張換気ＣＭＶスケジューリングに対して機械的に二次的に誘発され、呼吸
終末陽圧（ＰＥＥＰ）によって悪化する恐れがある肺内体積外傷は、一部の医師生理学者
により、肺胞隔壁形成の考えられる原因と見なされてきた。（Null et al.,は以下を発表
した：「ヒツジ早産仔において、鼻孔呼吸は間葉細胞のターンオーバーを変化させ、肺胞
化を改善する（Nasal ventilation alters mesenchymal cell turnover and improves al
veolartization in preterm lambs.）」208 August 15; 178 (4): 407-18 Epub 2008年6
月12日. PMD 18556628 (MEDLINE用にインデックス化されたPubMed））は、約７２時間の
期間、継続的に上昇した半静的気道陽圧を経験したヒツジ未熟仔の肺は、後に肺胞隔壁形
成を示したことを示唆した。
【００７４】
　ＰＥＥＲに関する文献総説におけるNull et al．による説明は、間欠的強制換気法（Ｉ
ＭＶ）に伴う非侵襲性の持続的気道陽圧法（ＣＰＡＰ）によって引き起こされた肺の損傷
は、論理的に細気管支の血流を押し付けて、虚血性の肺胞隔壁形成（肺損傷）を引き起こ
している可能性があることを示している。Null et al.による別の説明は、肺を細気管支
の血流を押し付けずに同時換気するために振動パーカッション持続的気道陽圧法（ＯＤ‐
ＣＰＡＰ）［ＩＰＶ（登録商標）の派生品］を用いる場合に、顕著な隔壁形成がない非侵
襲性のＩＰＶ（登録商標）タイプの肺換気を示している。
【００７５】
　肺の機能的残気量（ＦＲＣ）を増加させるために呼吸終末陽圧（ＰＥＥＰ）を使用する
ＰＥＥＰ支持者らは、ＰＥＥＰは末梢肺疾患患者の細気管支及び肺胞の過膨張を助長する
可能性があるとの一部の医師‐生理学者の意見により疑問を投げかけられた。発明者は、
自発呼吸又は調節呼吸の際に近位から遠位までほぼ一定の最小限の肺気道陽圧を維持する
ことができる、デマンドＣＰＡＰのための理論を着想し、１９７０年代初期に持続的気道
陽圧法（ＣＰＡＰ）に関与した。それに続いて、彼は、細気管支循環に対する衝撃のあら
ゆる可能性を制限する、デマンド振動ＯＤ‐ＣＰＡＰの概念を生み出した。
【００７６】
　比較的少数の肺専門医師らが、もし長期間の機械的換気の間に疑問が投げかけられると
したら、持続的に上昇させた呼吸ベースラインによる胸郭内気管支循環が末梢気道及び肺
胞の虚血を作り出し、最終的に壊死組織という結果に終わる可能性がある、と合理的に説
明している。多くの臨床医は、無呼吸の患者においてはＰＥＥＰに、ＣＯＰＤ（慢性閉塞
性肺疾患）の基礎的病態生理が隠されている可能性がある末梢気道疾患がない患者におい
て（ＰａＯ２増大の観点で自発呼吸している患者において）は、ＣＰＡＰに極端に依存す
るようになる。
【００７７】
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　臨床的な肺胞隔壁形成は、自発呼吸の間に、長期間の継続的近位‐遠位気道圧力勾配が
限定された周期的強制肺内交換を伴って、又は伴わないで維持されている場合に動物実験
で示すことができる。この観察は、気管支循環血管の内径を伸張及び部分的狭窄させるの
に役立つ３つの胸郭内循環に対する、例えば誘導性「肺内肺胞蠕動」などの生理的又は機
械的な方法による十分な生理的又は機械的パーカッション強化が無い場合、気管支循環は
部分的に膨張した末梢気道及びその肺胞によって継続的に損なわれ、その結果長期的な虚
血傾向を生み出すことをある程度示す可能性がある。
【００７８】
　機械的に生み出された「肺内肺胞蠕動」を伴う肺内パーカッション換気ＩＰＶ（登録商
標）についての発明者の構想は、胸郭内の肺胞の血液及びリンパの指向性の流れを強化す
るのに役立った。
【００７９】
　ＩＰＶ（登録商標）の構想は、肺保護手段を提供する一方で、呼吸細気管支及び付随す
る肺胞構造へ及びその内部に、リクルートするパーカッション部分１回換気量ガス交換を
提供するためのものであった。従って、発明者の構想は、気圧性外傷の可能性を最小限に
すると同時に、末梢肺のリクルートメントを機械的にもたらすものであった。
【００８０】
　等しく重要であるのは、３つの胸郭内循環、すなわち、気管支、肺、及びリンパ循環に
おける一方向性「肺胞蠕動」の生成である。「肺胞蠕動」は、部分１回換気量の気管支内
ガス交換の反復的なミリ秒の呼気相の間に周囲へ制限なしに排気される近位気道があるこ
とに依存する。
【００８１】
　細気管支気道の支持陽圧がほぼ崩壊する前に、また末梢が閉塞した肺気道が減圧し、閉
塞位置と接触する前に、次の制御されたパーカッション呼吸の部分１回換気量の体積が機
械的に気管支内に吹き込まれ、収縮する細気管支気道を再膨張させ、肺胞を収縮させる。
したがって、プログラムされた部分１回換気量の送出し間隔の間、気管気管支樹全体が気
管から末梢細気管支気道への連続的な蠕動性の指向性拍動行程の波を受ける。肺気道が機
械的に引き起こされた周期的な収縮及び拡張を行う場合、３つ全ての胸郭内循環の付随す
る血管は、肺気道の周期的な拡張及び付随するものに向かって肺気道が収縮する間に、蠕
動的に繰り返し圧縮されまた開放される。
【００８２】
　そのため、発明者の肺内パーカッション換気ＩＰＶ（登録商標）の構想は、パーカッシ
ョンガス混合及びガス交換、ならびに３つの胸郭内循環を通じて流れる指向性の肺胞液流
を強化することにより、その結果として機械的に誘導される「肺胞蠕動」を強化すること
によって、肺のリクルート手段として役立つ。
【００８３】
　ＰＥＥＲを裏付ける別の論文は、Schillerによる論文（「肺胞の不安定性によって誘発
された肺損傷に対する呼吸終末陽圧及び部分１回換気量の体積の作用（Effect of positi
ve end-expiratory pressure and tidal volume on lung injury induced by aveolar in
stability)」, Critical Care 2007, 11: R20 et al., in Critical. Care Medicine, 20
01; 29: 1049）であり、急性呼吸窮迫症候群（「ＡＲＤＳ」）の肺が（１００倍の倍率で
）、不安定化したＡＲＤＳ肺においてはいずれも、体積‐圧力重視（ＣＭＶ）の肺維持呼
吸器に関係した「選択的気道」に関連した過膨張に続発する肺胞の過膨張を引き起こす可
能性がある、表面張力の低下、粘膜及び粘膜下の浮腫、気管支内分泌物の貯留ならびに気
管支けいれんと関連することについて考察し、示している。
【００８４】
　したがって、閉塞性末梢肺侵害（疾患）の患者において、体積‐圧力（ＣＭＶ）を限定
する手法によって、選択的過体積によって誘発される肺の気圧性外傷がどのように引き起
こされても、相当生じる恐れがあるということをさらに説明することができる。（Gary N
eiman et al.,  Upstated Medical Center, New York University published-「正常の肺
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における有害な機械的換気は動的肺胞構造において進行性の病理的変化を引き起こす（In
jurious mechanical ventilation in the normal lung causes a progressive pathologi
c change in dynamic alveolar mechanics.)」Critical Care 2007: R64）。
【００８５】
　Gary Neimanの臨床的知見は、生きた哺乳類の独自の肺モデルを用いることで、体積‐
圧力が限定される持続的機械的肺換気（ＣＭＶ）は、ほぼ正常の肺構造（肺）においては
許容される。しかし、末梢肺気道（細気管支など）が粘膜及び粘膜化の浮腫、気管支内分
泌物の貯留、細気管支けいれん、及びその他の要因によって不均一に散在性に侵害された
肺胞構造に対して役割をはたしている場合、３つの胸郭内循環が進行的に侵害されるおそ
れがあり、虚血を引き起こし、最終的には、様々な形の呼吸窮迫症候群及び末期びまん性
閉塞性肺気腫などの不可逆的な壊死変性を引き起こすことを、再び示した。
【００８６】
　現在の医学研究は、肺内パーカッション換気ＩＰＶ（登録商標）の臨床効果の裏付けを
続けている一方で、進展中の研究は、革新的な原理を適用することによって、技術的新規
性が肺内パーカッション換気ＩＰＶ（登録商標）の臨床効果及び体積拡散呼吸ＶＤＲ（登
録商標）のプロトコルをさらに容易にできることを明らかにしている。
主な事実、裏付けとなる技術的及び臨床的データ
【００８７】
　一部の機能、治療、投与プロトコル、及び方法が以下に記載されている：（ａ）内容が
参照により本明細書に組み込まれる、振動呼吸相を備える人工呼吸器及び方法、米国特許
第５，８６２，８０２号：（ｂ）内容が参照により本明細書に組み込まれる、間欠的パー
カッション換気投与のための装置及び装置における単一呼吸ヘッド組立部品の使用、米国
特許第６，５９５，２０３号：（ｃ）米国特許の内容が参照により本明細書に組み込まれ
る、連続的体積‐圧力（ＣＭＶ）人工呼吸器と肺内パーカッション換気及びその組合せと
ＩＰＶ（登録商標）‐ＶＤＲ（登録商標）とを用いるインタフェース装置及び組合せ、な
らびに使用方法に関連した実施形態が記載されている米国特許第６，５８１，６００号（
Ｂ２）。
【００８８】
　現在の肺内パーカッション換気ＩＰＶ（登録商標）重いImpulsator（登録商標）は、半
移動式であり、重量約１８ポンド（約８．１６ｋｇ）で（圧縮機‐モニタユニット）、図
４参照、前景の圧縮機セット、約９０ｐｓｉを発生可能な、内部高体積／圧力空気圧縮機
１０を共に自己完結型ＩＰＶ（登録商標）Percussionator（登録商標）を備える。重いIm
pulsator（登録商標）の許容量を超える気流は、作動圧ゲージによってモニタされている
圧力減少調節器により調節される。通常選択される作動圧力は、２５から５５ｐｓｉｇで
ある。発生した、より高い流れ圧力は、圧縮空気圧力‐調節機器によって周囲に放出され
る。
【００８９】
　肺内誘発「部分１回換気量交換」の定義は、ある空気体積の周期的なパーカッション肺
気道注入であり、患者の全「生理的死腔」（血液ガス交換インタフェースが存在しない部
分）よりも小さい。
【００９０】
　部分１回換気量の体積を注入する際に鋭いパーカッションインパルスを得るために、選
択された注入（動圧）は、十分に維持されなければならない。
【００９１】
　エーロゾル粒子の生成及び気管支内送達（噴霧）は、制限的なマルチオリフィスの一体
化によって調節することができる、圧縮空気の出力流量／圧力によってもたらされるパー
カッション高頻度振動又は自発呼吸の間は連続的である。
【００９２】
　肺内パーカッションは、通常開いている圧縮空気振動流れ／タイミングカートリッジが
ミリ秒以内で時限作動する、制御された周期的な（全開及び閉鎖）によって発生する。流
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れを要求する間に選択され調節された動作圧力は、ＩＰＶ（登録商標）装置の流量／圧力
要求に対して提供するのに十分な、計算され重複するピストン行程体積による高ｒｐｍ行
程体積の送出し（約３５００ｒｐｍ）によって生じる。重複している拍動の累積圧縮機行
程体積は、反復的な流量／圧力が生じた体積の累積の間に、各行程の間に各部分１回換気
量の気管支内送出しに重ね合わされた「エネルギースパイク」を作り出す。圧縮機によっ
て生成された空気の流入は、流れ遮断振動子カートリッジによって内部で遮断され、選択
された周期速度（数ミリ秒で）で、通常毎分約１００から５００サイクルで振動する。
【００９３】
　周期的な流れの遮断は、最適なほぼ瞬時の開閉が自動的に生じ、呼気に対する吸気の流
れ勾配が、選択されたより高い頻度で１：１＋から選択されたより低い頻度で１：３にい
たるまでの「ｉ／ｅ」比率であるように設計され、患者のほぼ正常な機能的残気量（ＦＲ
Ｃ）を維持するために較正される。
【００９４】
　図８Ａ及び８Ｂは、物理的‐生理的な近位気道とインタフェースで結合している、PHAS
ITRON（登録商標）と呼ばれる、パーカッション近位気道としての役割を果たす機器であ
り、注入器／呼気弁に位置して基本的に肺気道にインタフェースで結合している呼吸器と
して役割を果たす。気道にインタフェースで結合している機器であるPHASITRON（登録商
標）は、近位肺気道全体の気管支内の部分１回換気量空気注入、及び呼気の周囲放出のた
めのスライドベンチュリチューブ‐ジェット組立部品１０２を含む。振動子カートリッジ
１０３は、パーカッションガスインパルスを（数ミリ秒で）Phasitron（登録商標）（気
道とインタフェースで結合している機器）の図１のベンチュリジェット吸気口オリフィス
１１Ａに送り出す。図６の振動子カートリッジ１０３の開閉ｉ／ｅ比は、形成されたダイ
ヤフラムシール７Ｆを越えてサーボ圧力によって生じた圧力差によって制御されている。
【００９５】
　図８の閉鎖した（加圧された）Phasitron（登録商標）のスライドベンチュリ１０３は
、図６の振動子カートリッジ１０３によってサーボされる物理的‐生理的な近位気道にイ
ンタフェースで結合している機器であり、空気のパーカッション爆発を（数ミリ秒で）図
１のPhasitron（登録商標）（気道とインタフェースで結合している機器）のベンチュリ
ジェットオリフィス吸気口１１Ａに送り出す。図６の振動子カートリッジ１０３の開閉ｉ
／ｅ比は、設計された圧力差によって制御されている。
【００９６】
　空気圧で指（指‐親指）で制御されマニュアル操作される「通常の開放」モードスイッ
チ１１Ｃ及びモードスイッチオリフィス１１Ｄは、噴霧器の上部に位置する。指で操作さ
れるモードスイッチ１１Ｃが押圧されていない場合、（モードスイッチオリフィスから周
囲へ通気して）Phasitron（登録商標）のベンチュリジェットオリフィスに送られる空気
のコンポーネントはモードスイッチオリフィス１１Ｄを通じて周囲に流出され、ベンチュ
リ及び噴霧器のジェットオリフィスに対する流量‐圧力の減少を生み出す。その結果、定
期的な部分１回換気量の送出しの振幅の減少が引き起こされる。モードスイッチボタン１
１Ｃがマニュアルで押圧されている場合、周囲空気の流出が停止し、ベンチュリジェット
及び噴霧器オリフィスに対する圧力が上昇し、気管支内の部分１回換気量の送出し振幅を
増大させる。気道とインタフェースで結合している機器であるPhasitron（登録商標）の
マウスピース排気口は、肺の気道に注入される反復的パーカッション部分１回換気量の送
出しのために患者の唇で密封されなければならない。Phasitron（登録商標）の排気口を
患者の気道に連結する、マスク及び気道留置チューブなどのその他の手段が選択的に用い
てもよい。
【００９７】
　図７の波形は、患者が体系的にモードスイッチを押圧及び開放する場合に、正弦波形が
生じる場合があり、選択された周期的な部分１回換気量の気管支内送出しの間に、Bi-pha
sic（商標）正弦高低振幅パーカッション振動を生み出すことを示している。患者が自発
呼吸を選択する場合には、定期的なパーカッション振動プログラムを通じて自発呼吸する
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こともできる。自発呼吸は、ベンチュリジェットオリフィスの流入限度の範囲内で、吸気
する間に上昇する振動圧力ピークを低減し、排気する間に上昇する振動圧力ピークを増大
させる。
【００９８】
　図６の振動子カートリッジ１０３のほぼ瞬時のパーカッション開閉（流れ‐タイミング
）は、設計の要素である。パーカッション振動子カートリッジの開放（流入）及び閉鎖（
流入無し）時間は、図１の共通アップロード及びダウンロード時間計測弁の吸気口オリフ
ィス６Ｃを通じた逆流によって制御されている。目盛付き回転を備える時間計測弁の吸気
口オリフィス７Ｄは、マーク７ＢのEASY（弱）からマーク７ＣのHARD（強）までラベル表
示されている。
【００９９】
　肺内パーカッション換気ＩＰＶ（登録商標）の概念段階は、「振動平衡」と呼ばれる、
完全な周囲ベンチュリ流量／圧力の緊張が高まるところまで肺を膨張させる。図７の波形
を参照。
【０１００】
　振動圧力の上昇（振幅）は、患者のモードスイッチ１１Ｃの作動によって決定される。
閉塞肺疾患の臨床管理は、粘膜及び粘膜化の浮腫ならびに気管支内分泌物の貯留及び平滑
筋けいれんによって制限され、肺胞ガス交換に散在的に負担を与える細気管支気道の開存
性（サイズ）の回復及び維持を標準的に対象としている。
【０１０１】
　肺のリクルートメントのために毎日のスケジュールで重いImpulsator（登録商標）を使
用している患者は、臨床治療効果を維持すると同時に移動を望むのであれば、患者により
制御される新規のBi-Phasic（商標）治療手段を備えた、軽量のHome Therapy HT（商標）
Impulsator（登録商標）を検討する可能性がある。重いＩＰＶ（登録商標）Impulsatorに
依存する在宅患者は、自身のライフスタイルを検討する必要がある。もし彼等が「身動き
が取れない」と感じており、移動することを希望するなら、Home Therapy HT（商標）Imp
ulsatorは理想的な選択肢であるかもしれない。
【０１０２】
　一般的には軽量のImpulsator（登録商標）を用いた噴霧が好都合である、重いPercussi
onator（登録商標）の治療処置要求の一部は以下の通りである。
　　１．重さ２５ポンド（約１１．３４ｋｇ）を越える従来の重いImpulsator（登録商標
）は、半病人の患者には運搬支援が必要かもしれない。
　　２．従来の（気道インタフェース機器）Phasitron（登録商標）の呼吸ヘッドをセッ
トアップするには、Home Therapy HT（商標）Impulsator設計で２つであるのに対して、
４つのインタフェース管を要する。
　　３．肺疾患治療プロトコルは、従来の自己完結型の重いImpulsator（登録商標）と患
者が制御する新しいBi-Phasic（商標）治療手段を備える軽量Home Therapy HT（商標）Im
pulsator（登録商標）とを比較して考慮しなければならない。
　　４．患者のサイズ及び病態生理に対して適切な作動圧の選択。
　　５．推奨パーカッション頻度の選択。
　　６．マウスピース周囲のリップシールを鼻孔通気せずに保持するように患者を指導す
ること。
　　７．末梢肺気道可動化プログラムの確立と、それに続く肺リクルートメントスケジュ
ーリングの交代。
　　８．作動圧、パーカッション頻度、及びパーカッション部分１回換気量の送出し力の
マニュアル操作を理解することによって、サイクル頻度及び衝撃力を操作して換気、可動
化、次いで貯留した気管支内分泌を増加させ、同時に内部気道の腫脹を縮小する薬剤を供
給して分泌可動化を強化するように、患者へ指示すること。
　　９．作動圧選択及び作動圧ゲージのモニタをどのようにプログラムするかについて患
者を指導すること。
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　　１０．近位気道圧マノメーターをどのように挿入するかについて患者を指導すること
。
　　１１．臨床上効果的な末梢気道衝撃圧力未満の作動圧を選択することによって、患者
は効果的な治療パーカッション療法プロトコルから逸脱する（処方された指示に従ってい
ない）ことを予期することができる。
【０１０３】
　患者は、肺をリクルートする部分１回換気量の送出しなしに、噴霧（NEBULIZTION）治
療をマニュアルで選択しなければならない。この機能は、患者がより効果的なBi-phasic
（商標）肺リクルートメントスケジュールを維持するために有利である。
【０１０４】
　Home Therapy HT（商標）Impulsatorによりもたらされる、改良された臨床効果。
【０１０５】
　以下のデータは、ＩＰＶ（登録商標）の全般的な臨床効果の実際の改善を焦点とした技
術を含めて、新規Home Therapy HT（商標）Impulsator（登録商標）の移動用途の領域に
ついて強調しており、患者のより大きな直感を示している場合もある。
　　１．この重いIMPULSATOR（登録商標）は重さが約２５ポンド（約１１．３４ｋｇ）で
あり、半病人の患者にとっては輸送の際の運搬が困難である恐れがあり、そのうち１８ポ
ンド（約８．１６ｋｇ）は空気圧縮機の重さである。
　　２．機器を落とした場合、重い圧縮機は、内部に存在する破壊槌となり、緩衝取付さ
れた容器の留め具から圧縮機の位置を変えてしまう。また、患者の足、爪先などに落下し
た場合、重傷の原因となる可能性がある。
　　３．重いImpulsator（登録商標）は、選択された反復的パーカッション気管支内部分
１回換気量インパルスを維持するために、５５ｐｓｉまでの選択可能な作動圧力を維持で
きる大容量の圧縮機を要求する。
　　４．重いImpulsator（登録商標）の空気圧縮機は、（掃除機のように）騒々しい。十
分な圧縮機ヘッド表面のファン冷却を提供する一方で、圧縮ノイズのレベルをかなりの騒
音減少まで制限するためには、この重いImpulsator（登録商標）のハウジングは、大幅に
容積を増やす必要があり、さらに運搬を制限するだろう。
　　５．現在の重いImpulsator（登録商標）機器は、最も効果的な臨床プロトコルからの
ずれを可能にしている治療プログラムに対して患者の過剰なアクセスを可能にしているが
、これは患者に治療を処方する者の臨床的知識が欠けていることに基づいている可能性が
ある。
空気圧縮機・システム
【０１０６】
　運搬上の最先端技術の特定の機械的及び臨床的制限を解決するために、まず、空気圧縮
機に取り組まなければならない。臨床効果ならびに操作上の利便性及び直感のレベル向上
のための考察は、以下のように考えることができる。
　　１．適切な空気圧縮機を選択するために考慮しなければならないのは、空気出力、重
さ、操作入力電源の制限、騒音、圧縮による水分凝縮、操作冷却、瞬時に求められる圧力
降下に伴う振動衝撃、操作上の信頼性及び機能上の寿命である。
　　２．圧縮空気の管理システム及び操作方法に対処する新しい方法は、主な操作音を減
らし、圧縮機の質量を、嵩高で重く圧縮加熱が少ない現在の圧縮機の約４分の１まで減ら
すことができる。図５は、本発明で使用されるより小さい圧縮機セットを前景に、また従
来技術のより大きい圧縮機をより小さいセットの背後に示す。
　　３．ピストン径がより小さく、現在のピストン径がより大きい空気圧縮機よりも容積
が小さい空気圧縮機の選択は、圧縮行程速度を増大することによって、同等又はほぼ同等
の操作上要求される流量／圧力の発生を開発可能にする。これは、圧縮行程の速度を現在
の圧縮送出し率を約２から３倍に増大することによって達成された。
　　４．急角度の接続金具及び制限的な管を通じた流れ、圧力減少調整弁、ＯＮ／ＯＦＦ
スイッチなど、配管の流れの閉塞（制約）を制限することによって。
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【０１０７】
　Home Therapy HT（商標）Impulsator（登録商標）は、ユーザーのためにBI-PHASIC及び
NEBULIZERと適切にラベル表示された、２つの別々のインタフェース振動子及び噴霧器排
気口サービスソケットを備える。これらのラベル表示は、図４のサービスポートに隣接す
る。
【０１０８】
　第１の圧縮機ヘッドの排気口接続金具１は、流出を振動子カートリッジ吸気口１Ａへと
向かわせる。第２の圧縮機ヘッドの排気口接続金具９は、流量‐圧力バランスオリフィス
９Ｂを通じて噴霧器が要求する連続的な流量‐圧力を提供し、さらにPhasitron（登録商
標）のベンチュリジェットオリフィスへの選択的な流量のバランスを保つ役割を果たす。
　　１．動的圧縮機の全空気発生出力は、患者が振動振幅を変化させた際に迅速な全体的
圧力変化を提供するために、Phasitron（登録商標）のベンチュリジェット及び噴霧器の
オリフィスに対してバランスが保たれていなければならない。
　　２．噴霧器の流量バランスオリフィス９Ａ及びPhasitron（登録商標）のベンチュリ
ジェットオリフィス１１Ａの２つは、うっ血した末梢肺気道を回復させるために選択され
たパーカッションの周期的圧力パルスが、十分な選択的パーカッション衝撃を生み出すよ
うに、較正される。末梢肺気道の流れは、制御された噴霧器の微粒子発生と同時にエーロ
ゾル化されなければならない。
　　３．両方の機能のための流量‐圧力の要求は、圧縮機の流量‐圧力の最大出力限度の
範囲内で専用容器なしに調整されなければならない。
　　４．圧縮機ヘッドの噴霧器排気口から周囲への噴霧器ジェットオリフィス９Ａを通じ
た通気は、残留ヘッド圧力を直ちに周囲に放出し、その結果、圧縮空気の付加に逆らって
始動しようとするのを打ち消す。
　　５．Ｔ字形部品の脚部は、制限されていない流れを振動子流れ遮断カートリッジ２Ａ
の排出口から治療選択スイッチ５を通じて、Phasitron（登録商標）ベンチュリジェット
オリフィスのオリフィス吸気口１１Ａに向かわせる。スイッチ５は「Bi-Phasic ＩＰＶ」
、また反対の位置には「NEBULIZATION ONLY」（噴霧のみ）とユーザー用にラベル表示さ
れている。図１及び図４を参照。
　　６．非常に長い管（約４８インチ（約１２１．９ｃｍ））は、Phasitron（登録商標
）サービスソケット５ＡとPhasitron（登録商標）１１Ａ患者インタフェースの吸気口と
の間の使いやすい（遠隔）相互接続を提供する。
【０１０９】
　圧縮空気の流出タイミング弁組立品は、調節可能な循環速度の振動回路を形成する全体
的拍動性気流のタイミングを制御する。これは、振動子カートリッジ排気口の空気２を治
療選択スイッチ５を通じ、Phasitron（登録商標）サービスソケット５Ａを通じて送出し
、次にPhasitronジェットオリフィス１１Ａに延長された管を通じて拍動部分１回換気量
気流を送り出すことによって達成される。
【０１１０】
　振動子カートリッジ２Ａのアップロードは、振動子サーボダイヤフラムを加圧する。図
６の１０３、図６のサーボチャンバ７Ｅも参照。加圧状態のダイヤフラムは、ゲート７Ｇ
を効果的に閉鎖するよう弁のステムを前方に動かして、「流れがない」状態を作り出す。
【０１１１】
　タイミング回路流れ遮断に関連したサーボチャンバのアップロードの後、ダイヤフラム
サーボチャンバは、共通のアップロード時間計測弁オリフィス７を通じて相互にダウンロ
ードし、ダイヤフラムを減圧し、その結果、図１の振動子カートリッジ弁８を再び開放す
る。
【０１１２】
　共通時間計測弁オリフィス６Ｃに対するダウンロード圧力よりも相互のアップロード圧
力がより強く要求されるほど、ダウンロード弁閉鎖時間、自動的にプログラムされている
中立又はより長いバルブ閉鎖時間よりも短いアップロード時間（弁開放時間）が生じる。



(21) JP 5248462 B2 2013.7.31

10

20

30

40

50

これは、開閉圧力差又はｉ／ｅ比と呼ばれる。
【０１１３】
　バルブが閉鎖した「流れがない」状態では、逆行するダウンロード空気が共通のアップ
ロード及びダウンロード時間オリフィスを通じて周囲へ流れ、アップロードとダウンロー
ドの圧力差のためにより長い「流れがない」（排出）時間を要求することから、アップロ
ード時間と同等又はより長いダウンロード（弁閉鎖）時間が生じる。
【０１１４】
　より大きい共通オリフィスを選択することによって、より速い部分１回換気量周期速度
が生じ、より迅速なアップロード時間ならびに比例してより長いダウンロード時間を引き
起こす。逆の結果も得られる。減衰するダウンロード圧力に対する一定アップロード圧力
の差は、中立又は正のｉ／ｅ比を要求する。従って、選択されたより大きい共通オリフィ
スのために周期速度は速く、対照的に、選択されたより小さい共通オリフィスは周期速度
が遅く、ｉ／ｅ比は中立又は正のままである。
【０１１５】
　図１の振動子カートリッジ弁開口部８ならびに時間計測弁の吸気口及びPhasitron（登
録商標）ベンチュリジェットオリフィス１１Ａの吸気口へのアップロード空気の送出しを
引き起こすサーボチャンバ流出に続いて、アップロードが開始する。弁が開放する間の図
６のダイヤフラムシール７Ｆに対する圧力のため、弁を閉じるには、ダウンロードよりも
より大きなアップロード圧力が必要である。したがって、ダウンロードはより長い流出時
間を必要とし、吸気時間（弁は開放）と比較して呼気時間（弁は閉鎖）が長くなる。図１
の共通時間計測弁オリフィス６Ｃは、主に、吸気ローディングオリフィスを通じ（治療選
択スイッチがBi-Phasic ＩＰＶ位置である場合）、周期的に動作を停止するPhasitron（
登録商標）ベンチュリジェットオリフィスを通じてダウンロードする。
【０１１６】
　患者遠隔操作モードスイッチ１１Ｃは、選択されたパーカッション振動サイクル頻度の
振幅を制御する。モードスイッチを押圧されない状態で、Phasitronベンチュリジェット
オリフィスへと向けられた周期的な吸気流れの一部は、周囲へと放出され、選択された部
分１回換気量の注入の振幅を低下する。患者がモードスイッチボタン１１Ｃを押圧する場
合、ベンチュリジェット流れの一部の周囲流入が遮断され、Phasitron（登録商標）ベン
チュリジェット及び噴霧器オリフィス圧力の上昇を引き起こす。これは、部分１回換気量
の送出しの振幅を増大させる。
【０１１７】
　治療選択スイッチがPhasitron（登録商標）ベンチュリジェットオリフィスへの流れを
遮断する場合、全体の流れがバランスオリフィス９Ｂを通じて噴霧器吸気口へと向けられ
、エーロゾル化の速度を上昇させる噴霧圧の上昇を引き起こして、振動は停止する。治療
選択スイッチがBi-Phasic（商標）ＩＰＶ（登録商標）位置に移動した場合、振動周期が
再開され、噴霧器に対する全体的な圧力が低下し（噴霧器出力がやや減少する）、同時に
ベンチュリジェットの部分１回換気量の送出しを再開する。
【０１１８】
　治療選択スイッチ５を通じたPhasitron（登録商標）ジェットオリフィス流入に対する
初期抵抗は、徐々に開始する部分１回換気量の送出しを生じ、肺内部分１回換気量体積の
注入の間の初期の強力な気管支内衝撃を防止する。
【０１１９】
　以下のデータは、新規の患者制御Bi-Phasic（商標）パーカッション振幅間隔の理解向
上のために提供する。
　　１．モードスイッチオリフィスは、Phasitron（登録商標）ベンチュリジェットオリ
フィスの周囲への流出空気の放出を制限する。モードスイッチ１１Ｃが開放している（押
圧されていない）場合、ベンチュリ及び噴霧器ジェットオリフィスへの空気の流れは減少
し、部分１回換気量の送出し振幅の減少を生じる。
　　２．ピークパーカッション衝撃振幅（末梢気道肺リクルートメントのため）は、部分
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１回換気量の気管支内送出しの間に、Phasitron（登録商標）ジェットオリフィス空気の
周囲への流出によらずに生じさせられる。
　　３．およそ４８インチ（約１２１．９ｃｍ）のインタフェース管は、Phasitron（登
録商標）ベンチュリジェットオリフィスへと供給するPhasitron（登録商標）サービスソ
ケットから（拍動）部分１回換気量体積の空気を受け入れる。Phasitron（登録商標）吸
気口Ｔ字形部品は、図１のモードスイッチオリフィス８Ａに接続されている。モードスイ
ッチオリフィス１１Ｄは、常開モードスイッチ１１Ｃを通じた周囲への流出気流を計測す
る。
　　４．噴霧器電源開始インタフェース管は、エーロゾルサービスソケットに接続する。
噴霧器インタフェース管の他端は、エーロゾル電源ポート９Ａに相互接続する。
　　５．モードスイッチボタンを押圧することで、患者はモードスイッチオリフィスを通
じた周囲への空気流出を遮断し、ベンチュリ及び噴霧器ジェットオリフィス療法の圧力を
上昇させることができる。これは、噴霧器ジェットオリフィス流れを同時に増加しながら
、部分１回換気量の送出し振幅を増大する。
　　６．パーカッション衝撃速度及びそれに関連する振幅は、噴霧器のジェットオリフィ
ス流れを制御しているバランスオリフィスを較正することによって、臨床上の制限の範囲
内で、製造過程で上下に較正されてもよい。
　　７．「Bi-Phasic（商標）パーカッション」時間計測弁の操作ノブの矢印は、周期的
部分１回換気量の送出し速度のマニュアル選択を可能にする。操作ノブのラベル表示は、
迅速で振幅が小さい部分１回換気量の送出しを意味するEASY７Ｂ、長く、振幅が大きい部
分１回換気量の送出しを意味するHARD７Ｃ，及び臨床的に効果的な部分１回換気量の送出
しを意味するAVERAGEからなる。
　　８．（気道インタフェース機器）Phasitron（登録商標）ベンチュリ空気注入速度は
、（環状マウスピースの直径による）あらゆる周期速度選択で十分に高く、円錐形の部分
１回換気量体積の注入を生理的気道に向かわせて、マウスピースを唇で基本的に密閉する
ために必要な唇圧力を減少させ、生理的な周囲漏出を最小限にする。
　　９．臨床的に患者は、治療上効果的なパーカッション振幅をマニュアルでスケジュー
ル決定することが可能となり、Bi-Phasic（商標）部分１回換気量で要求される最小及び
最大衝撃により末梢肺気道を可動化してリクルートする。
　　１０．新生児での使用及び患者の開始時のみ、マニュアルでPhasitron（登録商標）
の人工呼吸器インタフェースの排気口ポート近くの圧力モニタプラグ（スポイラー）を除
去することによって、Bi-Phasic（商標）パーカッション振幅をより小さい衝撃レベルに
低下させることができる。
　　１１．移動パックの右側面ポケット内に収納されたブラケットは、取付られる際の、
呼吸ヘッドのための患者の位置決定手段を念頭においている。
　　１２．従って、Bi-Phasic（商標）モードスイッチのマニュアル親指制御により、患
者は完全に親指一本で（任意）気管支気道内径の可動化及びリクルートメント、ならびに
可動化された末梢気道分泌物の除去を制御できる。これは、マニュアル制御されるBi-Pha
sic（商標）振動肺パーカッションを利用し、他のいくつかの従来の制御媒体の操作なし
に、気道を可動化してリクルートすることによって達成される。
【０１２０】
応用技術の概説
　パーカッションＩＰＶ（登録商標）に効果的な反復振動する高速パーカッション部分１
回換気量の注入を提供する、従来の重いImpulsator（登録商標）空気圧縮機の約４分の１
の重さである空気圧縮機パックには、以下の革新が必要であった。
　　１．より高い送出し頻度でより少ない行程体積で作動要求圧を発生させるために、圧
縮上り行程の際に要する誘導発動力がはるかに小さくて、行程が調節されているはるかに
小さい圧縮機ピストン面積を使用することにより、新しいＩＰＶ（登録商標）装置は開発
された。重いImpulsator（登録商標）はＩＰＶ（登録商標）に対して十分な圧縮空気エネ
ルギーを提供するために低ｒｐｍ（大型ピストン）、大質量の重さ（約１８ポンド（約８
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．１６ｋｇ））の圧縮空気源を用いるのと対照的に、約（６．５ポンド（約２．９５ｋｇ
））の低質量の重さで高ＲＰＭ（小型ピストン）の空気圧縮機を用いる。
　　２．時間あたりの圧縮行程の割合を上げることにより、最大期待気管支内部分１回換
気量送出し速度と毎分の圧縮行程数との間の比が生じる。例えば、毎分部分１回換気量送
出し５００で毎分約３５００行程以下の圧縮行程数を割ると、患者の肺気道に注入される
各部分１回換気量体積に対して約７空気圧縮行程となり、予測される部分１回換気量送出
し速度は、最大で毎分５００‐６００サイクルである。各上り行程は、部分１回換気量の
送出しの間に肺気道の膨張を支援するために肺の気道に運ばれる、１ミリ秒の「エネルギ
ースパイク」を生じる。
【０１２１】
　現在の（最新技術の）重いImpulsator（登録商標）空気圧縮機は、より高出力の要求を
求める要求を生じる、必要とされる空気に必要であるよりも大きい行程圧縮体積、及び用
途に必要であるよりも大きい行程圧縮質量を生じる、かなり広いピストン面積を用いる。
【０１２２】
　既存のＩＰＶ（登録商標）装置を刷新する技術の新しい包括的用途により、大いに減少
した圧縮空気体積の要求は、効率的な肺内パーカッション換気ＩＰＶ（登録商標）のため
の作動圧縮空気エネルギーの要求を満たすために求められる圧縮行程体積送出しを増大さ
せることにより、大幅に小さいピストン面積（行程体積を減少させる）を備える空気圧縮
機によって満足させることができる。
【０１２３】
　気管支内の部分１回換気量の各パーカッション送出しは、各圧縮ピストン上り行程によ
り生じるマイクロ圧縮「エネルギースパイク」（衝撃波）によって変調される肺内の伝達
媒体として役割を果たす。従って、圧縮行程体積の注入速度が速くなるにつれて、気管支
内壁の「マイクロ撹拌」の可能性が高くなる。
【０１２４】
　摩擦及び空気圧縮機によって生じる温度上昇は、圧縮空気をほぼ滅菌する役割を果たす
。摩擦によって加熱され、圧縮された空気は、振動子カートリッジの排気口を通過して急
激に冷却されるため、ほぼ滅菌状態の水の凝縮は、主にベンチュリジェットオリフィスを
通じて放出され、部分的に気管支内の部分１回換気量送出しを加湿する。
【０１２５】
　そのため、内部熱の散逸（圧縮機冷却）に対する熱力学的制御は、振動子カートリッジ
内部及び付随する流れタイミング構成部品の水の凝縮を防ぐよう設計されている。
【０１２６】
　パーカッション部分１回換気量体積は、ベンチュリ吸引咽喉配置を通じたベンチュリジ
ェットオリフィスからの流れの速度と体積を増大させることによって効果的な（気道イン
タフェース機器）Phasitron（登録商標）ベンチュリの流量‐圧力連行比を変更すること
により、さらに増大される。
【０１２７】
　必要な最大圧縮空気体積要求量を約１００から５００の機能的振動バンド幅で計算する
ことにより、毎分の気道内部分１回換気量注入行程は、３０から３５ｐｓｉの作動圧の維
持を必要とする約１：２．５のｉ／ｅ比を与える。
【０１２８】
　反復気管支内パーカッション部分１回換気量体積の注入に継続的に求められる全体的な
流量、圧力、発生空気体積は、圧縮機により発生したあらゆる過剰な空気体積を、噴霧器
エーロゾル発生ジェットオリフィスを通じて平衡させることによって制御することができ
る。
【０１２９】
　噴霧器は、末梢肺肺胞の被覆に必要とされる体積をはるかに超える治療用エーロゾル体
積を発生させることができる。したがって、気管支気道が必要とする至適量を超える過剰
な送出しの変動が、全体的な作動圧を平衡させるために用いられ、何らかの臨床的帰結は
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あるとしてもわずかである。
【０１３０】
　圧縮空気発生の増加を平衡させることによって、空気圧縮機の拍出量は少ないほど、よ
り軽量の小型化された携帯型肺内パーカッション換気（ＩＰＶ（登録商標））装置の設計
に適合する。そのため、ＩＰＶ（登録商標）の臨床効果を維持したまま重量を減らすこと
によって、慢性及び急性心肺疾患の半病人に課された運搬上のストレスが改善される。
【０１３１】
　以下の事項により、向上した臨床効果を提供すると同時に患者の操作を容易にする。（
ａａ）圧力減少調節器及び圧力モニタゲージの除去；（ｂｂ）可動化及び気管支内分泌を
強化するための操作流量及び圧力を患者が繰り返し調節する必要はなく、したがって、操
作がより容易になる；（ｃｃ）部分１回換気量送出しの間のパーカッション振幅に対する
患者のBi-Phasic（商標）親指制御により、臨床的噴霧圧力が自動的に調節される。患者
による制御は、気道のリクルートメント及び気道の分泌物の除去の両方の際に存在する；
（ｄｄ）治療上の有用性に役立たない、患者の近位気道圧力のマノメーターによるモニタ
は除去されている；（ｅｅ）図６及び図１の（唯一の患者アクセスである）時間測定コン
トロールノブ７Ａを回転させてパーカッション頻度帯域‐幅を選択することにより、患者
又は臨床医は開始サイズ及び患者の肺疾患の重症度に対して、概略的に適合させることが
できる；（ｆｆ）呼吸ヘッド（常開状態）モードスイッチが周囲に通気されている場合、
注入される部分１回換気量体積の振幅は減少する。親指の圧力を図１のモードスイッチ１
１Ｃに適用することによって、末梢肺回復のための部分１回換気量体積の振幅が増大する
。
【０１３２】
　上記の考察全てが、現在の最先端の格納容器より優れた以下の利点を備える、図３、４
に示されるユニット化パッケージを可能にする。
　　１．ユニット化ハウジング（箱）パッケージは、空気圧縮機及び振動するＩＰＶ（登
録商標）構成部品、ならびにコントロールアクセスを周囲のアクセス及び通気冷却循環で
補完された半密閉遮音区画内に封入することができる。
　　２．封入された区画の上部カバーパネルは、圧縮機の電力需要の保護を確保するデュ
アルヒューズ付き電気回路を備える終端接地を提供する、電気的ＯＮ‐ＯＦＦスイッチを
担持することができる。
【０１３３】
　「パーカッション」プログラム構成及び呼吸回路インタフェースへのアクセスは、以下
により可能になる。
　　１．２つのアウトレットサービスソケットは、Bi-Phasic（商標）にパーカッション
及び付随する噴霧のインタフェースを提供する。
　　２．「エーロゾルのみ（EAROSOL ONLY）」及び「Bi-Phasic（商標）ＩＰＶ（登録商
標）」とラベル表示された双投スイッチを備える治療選択がラベル表示されたスイッチの
２つの位置は、エーロゾルを含むパーカッション部分１回換気量送出し及び／又は部分１
回換気量体積の注入なしに、濃厚な治療エーロゾルを発生させるために使用することがで
きる。
　　３．別の濃厚エーロゾルは、単独で図１のベンチュリジェットオリフィス１１Ａへの
拍動性の空気の流れを遮断することによってプログラムすることができる。
　　４．遠隔及びゲージサービスソケットは、Home Therapy HT（商標）Impulsator（登
録商標）では取り外される。Percussionator（登録商標）は、遠隔のPhasitron（登録商
標）への気道インタフェースが大幅に単純化している。サーボ機器への２本のPhasitron
（登録商標）インタフェース管は取り外されて、その結果、単純化され、呼吸ヘッド組立
部品の組立における患者にとっての操作を容易にする。また、残る２つのインタフェース
管をクモの巣状にして、２つのチャネルで単一のチューブを作ることもできる。末端部の
取り付け部品は、適切なサービスソケットの相互接続を確保するために色分けされてもよ
い。したがって、２チャンネルウエブ状管は、（気道インタフェース機器）Phasitron（
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登録商標）と「噴霧」サービスソケットとをインタフェースで接続するために使用するこ
ともできる。
　　５．ユニット化封入容器（箱）は、圧縮機の騒音の更なる鈍化、落とした場合の衝撃
抵抗及び移動の容易さを提供し、医療機器を運んでいることが目立たなくなるように、図
４の典型的な耐候性でパッド入りのソフトな空気ラインタイプの移動用バッグ１２Ｃに挿
入することもできる。
　　６．典型的な封入移動用パックは、取り囲む蓋を備えるポケットを３面に備えること
もできる。
　　７．一端の面のポケットは、布製ケースの内壁及び機器容器の壁を貫くグロメットを
通じて電源スイッチに接続され、コード引き抜き保護を備えている電源コードを収納する
ことができる。
　　８．基本的機器容器の周囲空気調節は、箱容器及び封入移動パックの後部壁を通じて
、より冷たい周囲空気環境及び周囲の逆通気を提供する。
　　９．移動用パックの正面に面するポケットは、インタフェース装置及び薬剤を収容す
ることができる。
　　１０．移動用パックの「垂れたカバー」内の半透明ポケットは、印刷された操作マニ
ュアルを保持することができる。
　　１１．移動用パックの反対側の区画は、気道インタフェースPhasitron（登録商標）
及び噴霧器呼吸ヘッド構成部品を収容することができる。
　　１２．（気道インタフェース機器）Phasitron（登録商標）ＤｕｏＴＭ呼吸ヘッドは
、Phasitron（登録商標）呼吸ヘッドと相互交換可能である。
【０１３４】
　封入された肺内パーカッション換気ＩＰＶ（登録商標）治療装置は、交流５０又は６０
サイクル及び／又は交流電源変換によって電力供給される場合、集団での心肺障害又は特
定地域的な呼吸器ケア治療のために、所有者である患者、医療機関の患者に対して施術す
る専門の医療施設臨床医、救急医療チーム（ＥＭＴ）などにより、医療施設、自宅、又は
乗り物での移動の間に使用することができる。
【０１３５】
　また、移動用ケースで封入せずに、独立した、ＩＰＶ（登録商標）装置を収納する深絞
りされたアルミニウムハウジングを使用することもできる。
【０１３６】
　図９Ａは、動的なＩＰＶ治療呼吸回路を示す。噴霧器１０４は、ベンチュリポートの吸
気口へとガスの持続的流れが供給される。噴霧器１０４の溶液は、ミストに変換され、ミ
ストは次にジャンクション１０５で室内空気と混合される。サービスポート（白でラベル
表示されている）は別のベンチュリジェットに通じ、次に活性化されたミストがマウスピ
ース１０６へとPhasitron弁システム２１０を通り抜ける。圧力モニタポート（赤でラベ
ル表示されている）は、楔入圧モニタゲージに通じていてもよい。
【０１３７】
　図９Ｂは、フェイスマスクに接続し、生理的気道に留置されている標準的なHome Thera
py HT（登録商標）Impulsator（登録商標）呼吸回路、及び患者マウスピース１０６であ
る。矢印２０４は、マウスピースの除去を示す。別個の一般的噴霧器１０４及び二重安全
装置を装備した周囲通気スリーブ弁を備えるPhasitron（登録商標）弁システム２１０は
、新生児、小児科、及び成人心肺の医療施設患者における用途に使用される。図は、身体
的‐生理的インタフェースを備える、別個ではあるが内部で接続されたPhasitron（登録
商標）２１０を示している。さらに、インタフェース管１１ｂ（一般的に、４８インチ（
約１２１．９ｃｍ）の管）は、一端でHome Therapy HT（登録商標）Impulsatorと、反対
の端で黄色い噴霧器及び白いBronchotron（登録商標）サービスソケットと相互接続する
接続ポート又は固定具２０２、５ａ、すなわち黄色い噴霧器接続ポート２０２及び白いPh
asitron（登録商標）接続ポート５ａを備える。
【０１３８】
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　図９Ｃは、長期的在宅ケアＣＯＰＤ及び／又は慢性心肺疾患患者の治療で協働して機能
する固定のマウスピース１０６を備える別のPhasitron Duo（商標）呼吸ヘッドを示す。
噴霧器１０４は、協力的な患者の心肺患者用途のために、Phasitron（登録商標）弁シス
テム２１０と結合している。また、ユニットは別に組み込まれたPhasitron（登録商標）
の身体的‐生理的インタフェースを備えている。この別のヘッドシステムは、接続ポート
又は固定具２０２、５ａ、すなわち、黄色い噴霧器接続ポート２０２、及び白いPhasitro
n（登録商標）接続ポート５ａを一端に有し、反対側の端にHome Therapy HT（商標）Impu
lsator、黄色い噴霧器及び白いBronchotron(登録商標)サービスソケット用の相互接続ポ
ートを有するインタフェース管１１６（一般的に４８インチ（約１２１．９ｃｍ）を有す
る。
【０１３９】
　以下は、Home Therapy HT（商標）Impulsator（登録商標）呼吸回路に関する考察であ
る。呼吸回路は、標準的なモノＩＰＶ（登録商標）呼吸回路とは実質的に以下の３つの方
法で異なる。
【０１４０】
　第１に、こららは、２つのインタフェース管の接続のみを使用し、４つのインタフェー
ス管を使用する従来のモノＩＰＶ（登録商標）呼吸回路と対照的である。第２に、Phasit
ronスライドベンチュリは、細気管支気道に付随する肺胞内拍動性血流ならびに指向性の
受動的なリンパ液の流れの強化に役立つ、輸送細気管支気道壁の呼吸膨張弾性出力を機械
的に増大させるために、より高い頻度に増幅された圧縮行程エネルギー爆発を伴う定期的
な反復肺内部分１回換気量体積の送出しを調節する。このより高い頻度に増幅された圧縮
行程エネルギー爆発を伴う反復肺内部分１回換気量体積は、以前は利用不可能であった。
【０１４１】
　第３に、マニュアルで指定されるBi-Phasic（商標）拍動の気管支内に送り出される部
分１回換気量の高頻度パーカッション振幅は、圧縮空気Bi-Phasic（商標）インパルス振
幅スイッチに対して、患者が指（親指又は指）を押圧又はリラックスさせることによって
指定される。患者によるこのマニュアルパーカッション振幅の制御は、患者による指定さ
れた高頻度部分１回換気量送出しの洞様振幅のマニュアル制御を可能にし、平衡がとれた
肺内ガス交換を生み出す。洞様振幅のこのマニュアル制御は、同じ部分１回換気量送出し
頻度を維持すると同時に、より少ない１回換気量送出し振幅での患者の酸素吸収増大、及
びより高い振幅の部分１回換気量送出しによりＣＯ2を「吹き出す」ことを可能にする。
【０１４２】
　活性ＩＰＶ（登録商標）治療の間のBi-Phasic振幅に対してスイッチを切り換えること
によって活性化される患者の親指による総部分１回換気量振幅の制御は、先行技術の機器
には、過去に採用されてこなかった。
【０１４３】
　　明細書に添付された特許請求の範囲は、本発明の範囲及び精神の範囲内での改造及び
変形を含むものである。
【符号の説明】
【０１４４】
　１　圧縮機ヘッド出口
　２Ａ　振動子カートリッジ
　５　治療選択スイッチ
　７Ａ　操作ノブ
　１０　空気圧縮機
　１２　ハウジング
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