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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者インターフェースであって、
　顔に接触する側と、外部側面とを有する膨張可能な鼻シールを備え、該鼻シールは、軟
質の可撓性材料で形成されており、装着者の鼻の基底にわたって延びる中央部分と、中央
部分の各端部から鼻の側面にわたって延びる側部部分とを有し、
　鼻シールの顔に接触する側は、柔軟性があり、内部圧力下で鼻シールの側部部分におい
て鼻の側面の外表面を含め、装着者の鼻の表面に適合し、
　患者インターフェースはさらに、
　鼻シールに連結され、鼻シールよりも剛性の高い材料で形成され、鼻シールの外面側に
係合する鼻シール係合部分と、入口開口部とを有する本体と、
　装着者の上唇部分に対して係合するリップ支持体と、
　鼻インターフェースを装着者に固定するための、ボディから延びる頭部ストラップとを
備え、頭部ストラップは、弛緩状態からの１５０ｍｍの伸長当たり２Ｎ未満の硬さを有し
、
　前記鼻シールは、顔に接触する側に一対の鼻ロケータを含み、前記鼻シールは、前記鼻
ロケータおよび前記鼻ロケータに直接隣接する領域が、この領域を取り囲む領域よりも硬
い、
　ことを特徴とする患者インターフェース。
【請求項２】
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　鼻シールの側部部分は互いに実質的に平行であり、かつ鼻シールの中央部分に実質的に
垂直である、請求項１に記載の患者インターフェース。
【請求項３】
　一対の鼻ロケータは、柔軟な背部から延在し、各鼻ロケータは、先端と先端にある開口
部を含み、鼻ロケータは、背部から先端に向かって細くなり、開口部及び鼻ロケータの先
端部分の断面形状が、主軸長さ対短軸長さの比が１．５超である長円または楕円である、
請求項１又は２に記載の患者インターフェース。
【請求項４】
　鼻ロケータの先端部分が、先端開口部に隣接したリップを含み、リップが、チューブ状
部分の隣接部分と比較して厚みがつけられている、請求項３に記載の患者インターフェー
ス。
【請求項５】
　鼻ロケータは、背部に隣接した凸状基部と、凸状基部の頂点から延在するチューブ状部
分とを含み、凸状基部は、鼻ロケータの周辺の少なくとも６０％に延在する、請求項３又
は４に記載の患者インターフェース。
【請求項６】
　鼻シールの外面側は、柔軟な顔に接触する側よりも硬い領域を含み、この領域は、鼻シ
ールの側部部分内まで延びている、請求項１乃至５の何れか１項に記載の患者インターフ
ェース。
【請求項７】
　本体の入口開口部に連結された、自由に旋回するエルボ接続部をさらに備える、請求項
１乃至６の何れか１項に記載の患者インターフェース。
【請求項８】
　リップ支持体は、装着者の上唇部分に対して係合するための１つ以上のパッドを備える
、請求項１乃至７の何れか１項に記載の患者インターフェース。
【請求項９】
　リップ支持体は、鼻シールの両横方向領域において間隔をあけて２つの垂下式脚を含む
、請求項１乃至８の何れか１項に記載の患者インターフェース。
【請求項１０】
　リップ支持体は、本体から垂下し、鼻シールの下縁を越えて延出する、請求項１乃至９
の何れか１項に記載の患者インターフェース。
【請求項１１】
　リップ支持体は、シールと一体に形成されている、請求項１乃至９の何れか１項に記載
の患者インターフェース。
【請求項１２】
　頭部ストラップは、単一の非分岐状ストラップである、請求項１乃至１１の何れか１項
に記載の患者インターフェース。
【請求項１３】
　頭部ストラップは、両端部で、取り外し可能なコネクタによって本体に係合する、請求
項１乃至１２の何れか１項に記載の患者インターフェース。
【請求項１４】
　本体の入口開口に係合された、長さが２００ｍｍ未満の柔軟なガス供給導管を含む、請
求項１乃至１３の何れか１項に記載の患者インターフェース。
【請求項１５】
　装着者の口に向けられた出口を有する、口を覆う延出部をさらに備え、使用中、患者イ
ンターフェースは、出口を通って装着者の口に、鼻シールを通して鼻腔に、同時にガスが
送られるようにする、請求項１乃至１４の何れか１項に記載の患者インターフェース。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、患者に呼吸ガスを供給するための患者用インターフェースおよび患者用イン
ターフェースの態様に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、患者に呼吸ガスを供給する患者用インターフェースに関する。本発明は、特
に、患者、例えば、閉塞型睡眠時無呼吸（ＯＳＡ）に罹患している患者にＰＡＰ療法を行
うための患者用インターフェースに関して説明する。しかしながら、患者用インターフェ
ースを使用して、他の処置も行うことができる。さらに、患者用インターフェースの態様
は、ＰＡＰ療法で使用するかまたは他の療法で使用する他の患者用インターフェースの態
様と組み合わせることができる。
【０００３】
　ＰＡＰ療法で使用される患者用インターフェースに望ましい特性は、軽量であること、
快適であること、直感的に使用できること、封止性が良好であることおよび使用中安定し
ておりかつ安全であることを含む。
【０００４】
　特許明細書、その他の外部文献、または他の情報源を参照したこの明細書では、これは
一般的に、本発明の特徴を議論するための背景を提供することが目的である。特に他に明
記しない限り、そのような外部文献を参照することは、いずれの権限においても、そのよ
うな文献、またはそのような情報源が従来技術であるか、または当該技術分野において共
通の一般知識の一部を形成することを認めるとは解釈されない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、少なくとも市民に有用な選択肢を提供する患者用インターフェース、
または患者用インターフェースの態様を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一態様では、本発明は、概して、顔に接触する側を含む鼻シールであって、軟質の可撓
性材料で形成され、かつ鼻の基底にわたって延在する中央部分、および中央部分の各端部
から延出する側部部分を含み、各側部部分は鼻の側面にわたって延在する、鼻シールと、
柔軟性があって、内部圧力下で、シールの側部部分において鼻の側面の外表面を含め装着
者の鼻の表面に適合する、シールの顔に接触する側と、柔軟性のある内部側面よりも遙か
に硬い領域であって、シールの側部部分まで延在する領域を含む外部側面とを含む、患者
用インターフェースにあると言い得る。
【０００７】
　別の態様によれば、シールの側部部分は互いに実質的に平行であり、かつシールの中央
部分に実質的に垂直である。
【０００８】
　別の態様によれば、シールの側部部分の外壁は、それらの向きの間に０度～３０度の角
度をなすように位置合わせされる。
【０００９】
　別の態様によれば、シールは、顔に接触する側に一対の鼻ロケータを含み、シールの顔
に接触する側において、シールの、鼻ロケータに直接隣接しかつそれを含む領域が、この
領域を取り囲む領域よりも硬い。
【００１０】
　別の態様によれば、外部側面の顔に接触する側に接合するシールの周辺部分は柔軟性が
あり、シールの内部側面が外部側面に対して変位できるようにする。
【００１１】
　別の態様によれば、シールの中央部分の外部側面は、シールの内部に対してガスを通過
させるアパーチャを含む。
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【００１２】
　別の態様によれば、シールの柔軟部分は、厚さが０．０５ｍｍ～０．５ｍｍのシリコー
ン材料を含む。
【００１３】
　別の態様によれば、シールの柔軟部分は、厚さが０．１ｍｍ～０．２ｍｍのエラストマ
ーを含む。
【００１４】
　別の態様によれば、シールの硬い部分は、厚さが２ｍｍ～５ｍｍのシリコーン材料を含
む。
【００１５】
　別の態様によれば、シールの硬い部分は、厚さが２ｍｍ～３ｍｍのエラストマーを含む
。
【００１６】
　別の態様によれば、鼻ロケータに直接隣接しかつそれを含む領域は、厚さが０．５ｍｍ
～２ｍｍのシリコーン材料を含む。
【００１７】
　別の態様によれば、シールの、一方の側部部分の外表面から他方の側部部分の外表面ま
での全幅は、３０ｍｍ～６０ｍｍである。
【００１８】
　別の態様によれば、シールの、中央部分の外面から各側部部分の末端部に接合するライ
ンまでの全深さは、４０ｍｍ～６５ｍｍである。
【００１９】
　別の態様によれば、患者用インターフェースは、鼻シールに組み立てられた本体であっ
て、鼻シールよりも剛性の高い材料で形成され、かつ鼻シールと共に、入口開口部と患者
用出口開口部とを有する囲いを形成し、入口開口部にはスイベルエルボーが接続される本
体を含む。
【００２０】
　別の態様によれば、本体へのスイベルエルボーの接続は、本体に対するスイベルエルボ
ーの回転および少なくとも横軸の周りでの本体に対するスイベルエルボーの旋回をもたら
す。
【００２１】
　別の態様によれば、接続は玉継手を含む。
【００２２】
　別の態様によれば、エルボーは第１の端部、第２の端部、および第１の端部と第２の端
部との間の流路を含み、流路は、第１の端部において第１の方向におよび第２の端部にお
いて第２の方向に位置合わせされ、第１の方向および第２の方向は、１２０°～１８０°
の角度をなす。
　別の態様によれば、角度は１２０°～１５０°である。
【００２３】
　別の態様によれば、角度は１３０°～１４０°である。
【００２４】
　別の態様によれば、エルボーはガス逃がし通気孔（ｗａｓｈｏｕｔ　ｖｅｎｔ）を含む
。
【００２５】
　別の態様によれば、ガス逃がし通気孔は、鼻シールおよび本体アセンブリからエルボー
へのガス流路と位置合わせされている。
【００２６】
　別の態様によれば、ガス逃がし通気孔は、エルボーの壁を通る複数の穴を含む。
【００２７】
　別の態様によれば、患者用インターフェースは、シールに組み立てられた本体と、組み
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立て済みの本体と鼻シールから延出するループ状のストラップとを含み、ストラップは、
一方の端部において、組み立て済みの本体と鼻シールの第１の部分から、および他方の端
部において、組み立て済みの本体と鼻シールの第２の部分から出ている。
【００２８】
　別の態様によれば、ストラップは、装着者の頭部に係合するストラップの長さに沿って
単一の非分割バンドを含む。
【００２９】
　別の態様によれば、ストラップは、両端部で本体に係合する。
【００３０】
　別の態様によれば、本体は剛性材料から形成され、ストラップは、本体と比べて比較的
可撓性があり、かつ軟質部分を含み、ストラップの本体に係合する部分は、本体の材料よ
り可撓性が高くかつストラップの材料より可撓性が低い材料で形成され、軟質部分は、本
体に係合されると、本体の軟質の延出部を形成する。
【００３１】
　別の態様によれば、軟質部分はストラップに沿って５ｍｍ～６０ｍｍ延在する。
【００３２】
　別の態様によれば、ストラップは、両端部で、取り外し可能なコネクタによって本体に
係合する。
【００３３】
　別の態様によれば、ストラップは、取り外し可能なコネクタからストラップに沿って５
ｍｍ～６０ｍｍの距離で延在する軟質カバー部分を含み、軟質カバー部分は、本体よりも
軟質の材料で形成される。
【００３４】
　別の態様によれば、バンドは細く、好ましくは幅が１０ｍｍ未満である。
【００３５】
　別の態様によれば、バンドの幅は６ｍｍ未満である。
【００３６】
　別の態様によれば、バンドの硬さは、弛緩状態からの１００ｍｍの伸長当たり２Ｎ未満
である。
【００３７】
　別の態様によれば、バンドは、高弾性材料のフィラメントおよび遙かに硬い材料のフィ
ラメントを組み込む、編糸または編組糸で形成される。
【００３８】
　別の態様によれば、ストラップが、端部部分間のストラップよりも剛性が高いが本体よ
りも柔らかい軟質の端部部分を含み、軟質の端部部分がまた本体の軟質の延出部分として
の機能を果たす。
【００３９】
　別の態様によれば、患者用インターフェースは、シールおよび本体から垂れ下っている
チューブと、チューブに接続され、かつ患者の首または衣類に接続可能なチューブ支持体
とを含む。
【００４０】
　別の態様によれば、チューブ支持体は、装着者の首の周りで締結可能なカラーを含む。
【００４１】
　別の態様によれば、カラーは第１の端部部分および第２の端部部分を有し、第１の端部
部分および第２の端部部分は締結構成を含み、端部部分を、重なる量を選択して締結でき
るようにする。
【００４２】
　別の態様によれば、カラーは第３の端部部分、第４の端部部分、および第３の端部部分
を第４の端部部分に接続するコネクタを含む。
【００４３】
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　別の態様によれば、コネクタは、解放張力よりも大きい張力をコネクタにかけると第４
の端部部分から第３の端部部分を解放するように構成されており、解放張力は１０Ｎ未満
である。
【００４４】
　別の態様によれば、カラーの幅は３０ｍｍ～６０ｍｍである。
【００４５】
　別の態様によれば、カラーは、コア材料と、コア材料を取り囲むカバー材料とを含む。
【００４６】
　別の態様によれば、コア材料は、寸法安定性、通気性のあるメッシュである。
【００４７】
　別の態様によれば、カバー材料は、編組されたまたは編まれた天然繊維である。
【００４８】
　別の態様によれば、チューブ支持体は、カラーから延出するつなぎ部を含み、コネクタ
は、一方の端部において、チューブに固定されるかまたは固定可能である。
【００４９】
　別の態様によれば、つなぎ部は外側端部にコネクタを含み、カラーが第２のコネクタを
貫通する。
【００５０】
　別の態様によれば、つなぎ部は第１の端部、第２の端部、および第１の端部と第２の端
部を接続するコネクタを含み、コネクタは、解放張力よりも大きい張力をかけると解放す
るように構成されており、解放張力は１０Ｎ未満である。
【００５１】
　別の態様によれば、ストラップのコネクタは第１の部分および第２の部分を含み、係合
状態において、第１の部分は第２の部分に対して旋回する。
【００５２】
　別の態様によれば、チューブと係合するコネクタはリングを含む。
【００５３】
　別の態様によれば、患者用インターフェースは、シールに接続された本体を含み、本体
は、シールの外側に係合する鼻シール係合部分と、入口開口部と、インターフェースを患
者に固定するためのループストラップが延出する少なくとも１つのストラップ係合部分と
を含む。
【００５４】
　別の態様によれば、患者用インターフェースは、ストラップ係合部分からループストラ
ップが延出する軟質の中間部分を含み、軟質中間部分は、ストラップよりも剛性が高いが
、本体の材料よりも軟質の材料で形成される。
【００５５】
　別の態様によれば、本体は、２つのストラップ係合部分を含み、各ストラップ係合部分
は、入口開口部の対向する側から、入口開口部から横方向に離れて延出する。
【００５６】
　別の態様によれば、各ストラップ係合部分は、ストラップ係合部分がシールの外壁に重
なる領域において入口開口部から離れて延出する。
【００５７】
　別の態様によれば、本体の中央部分が、概して本体の外壁の凸形状に適合する凸形状を
画成し、ストラップ係合部分が中央部分の横方向末端部から延出し、ストラップ係合部分
は、略凸形状に対して外向きに位置合わせされた角度で中央部分から離れて延出する。
【００５８】
　別の態様によれば、ストラップ係合部分は、３０度超のねじ山の角度をなしてシールの
外壁から離れて延出する。
【００５９】
　別の態様によれば、シールの外壁から分岐する点からのストラップ係合部分が、シール
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の外壁の相当長さの５０％～１５０％の長さである。
【００６０】
　別の態様によれば、患者用インターフェースは、鼻シールと係合した本体を含み、本体
は、鼻シールよりも剛性が高く、本体からリップ支持体が垂れ下り、リップ支持体は、シ
ールの縁を越えて延出する。
【００６１】
　別の態様によれば、リップ支持体は、装着者の上唇部分に係合する１つ以上のパッドを
含む。
【００６２】
　別の態様によれば、リップ支持体は、シールの両横方向領域において間隔をあけて２つ
の垂下式脚を含み、各脚は、シールの下縁の横方向部分を越えて延出する。
【００６３】
　別の態様によれば、各脚は、上唇に面を向けるようにしてパッド部分を担持する。
【００６４】
　別の態様によれば、脚は、それらが接触する装着者の唇部分に平行な軸の周りにおいて
、唇の平面に垂直な軸の周りよりも硬さが柔らかくなるように成形される。
【００６５】
　別の態様では、本発明は、概して、患者用インターフェース用のヘッドギアであって、
ヘッドギアが、幅３ｍｍ～６ｍｍの弾性バンド、２Ｎ未満の力で１５０ｍｍの伸長をもた
らす硬さ、マスクの第１の横方向部分に接続されるかまたは接続可能な第１の端部、およ
びマスクの第２の横方向部分に接続されるかまたは接続可能な第２の端部を含む、患者用
インターフェース用のヘッドギアにあると言い得る。
【００６６】
　別の態様によれば、バンドの長さは、その弛緩長さにおいて３００ｍｍ～４００ｍｍで
ある。
【００６７】
　別の態様によれば、バンドは、１Ｎの伸長力がかけられると６０ｍｍ～１１０ｍｍ長く
なる。
【００６８】
　別の態様によれば、バンドは、編糸または編組糸から構成され、糸は、第１の材料のフ
ィラメント、および高弾性であるが第１の材料よりも遙かに硬さの柔らかい第２の材料の
フィラメントを含む。
【００６９】
　別の態様によれば、バンドが編組糸を含み、糸が、紡糸ラッパー（ｓｐｕｎ　ｗｒａｐ
ｐｅｒ）を備えるエラステインフィラメントを含む。
【００７０】
　別の態様によれば、バンドが複数の編組のスレッド束を含み、各スレッド束が少なくと
も２本のスレッドを含み、および各スレッドがエラステインの芯および紡糸ラッパーを含
む。
【００７１】
　別の態様によれば、第１のストラップ端部、第２のストラップ端部またはそれら双方が
、ストラップに沿って５ｍｍ～６０ｍｍ延在する軟質カバー部分を含み、軟質カバー部分
はストラップよりも剛性が高い。
【００７２】
　別の態様によれば、カバー部分は、接続されるマスクの横方向部分よりも軟質の材料で
ある。
【００７３】
　別の態様によれば、ヘッドギアは、第１の端部に第１のコネクタおよび第２の端部に第
２のコネクタを含む。
【００７４】
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　別の態様によれば、コネクタは、クリップ本体に係合された弾性的に変形可能なバネク
リップを含む。
【００７５】
　別の態様によれば、コネクタは、クリップ本体およびバンドの一部分を取り囲みかつ少
なくとも実質的に封入するカバーを含み、カバーは、バンドよりも剛性が高く、およびク
リップ本体の材料よりも柔らかい材料で形成されている。
【００７６】
　別の態様によれば、本発明は、上述の段落の任意の１つ以上によるストラップを含む患
者用インターフェースにあり得る。
【００７７】
　別の態様では、本発明は、概して、顔に接触する側を含む鼻シールであって、軟質の可
撓性材料で形成された鼻シール、鼻シールに組み立てられた本体であって、鼻シールより
も剛性の高い材料で形成され、かつ鼻シールと共に、入口開口部と患者用出口開口部とを
有する囲いを形成する本体、および本体から垂れ下がり、かつシールの縁を越えて延在す
るリップ支持体を含む患者用インターフェースにあると言い得る。
【００７８】
　別の態様によれば、リップ支持体は、装着者の上唇部分に係合するための１つ以上のパ
ッドを含む。
【００７９】
　別の態様によれば、リップ支持体は、シールの両横方向領域において相隔たる２つの垂
下式脚を含み、各脚は、シールの下縁の横方向部分を越えて延出する。
【００８０】
　別の態様によれば、各脚は、上唇に面を向けるようにしてパッド部分を担持する。
【００８１】
　別の態様によれば、脚は、それらが接触する装着者の唇部分に平行な軸の周りにおいて
、唇の平面に垂直な軸の周りよりも硬さが柔らかくなるように成形される。
【００８２】
　別の態様によれば、患者用インターフェースは、本体から垂れ下っているガス供給チュ
ーブ、および組み立て済みのフレームと鼻シールから延出する、ループ状のストラップを
含み、ストラップは、一方の端部において、組み立て済みの本体と鼻シールの第１の部分
、および他方の端部において、組み立て済みの本体と鼻シールの第２の部分から出ている
。
【００８３】
　別の態様では、本発明は、概して、マスクと、マスクから垂れ下っているチューブと、
チューブに接続され、かつ装着者の首の周りで締結可能なカラーを含むチューブ支持体と
を含む患者用インターフェースにあると言い得る。
【００８４】
　別の態様によれば、カラーは第１の端部部分および第２の端部部分を有し、第１の端部
部分および第２の端部部分は締結構成を含み、端部部分を、重なる量を選択して締結でき
るようにする。
【００８５】
　別の態様によれば、カラーは第３の端部部分、第４の端部部分、および第３の端部部分
を第４の端部部分に接続するコネクタを含む。
【００８６】
　別の態様によれば、コネクタは、解放張力よりも大きい張力をコネクタにかけると第４
の端部部分から第３の端部部分を解放するように構成されており、解放張力は１０Ｎ未満
である。
【００８７】
　別の態様によれば、カラーの幅は３０ｍｍ～６０ｍｍである。
【００８８】
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　別の態様によれば、カラーは、コア材料と、コア材料を取り囲むカバー材料とを含む。
【００８９】
　別の態様によれば、コア材料は寸法安定性、通気性のあるメッシュである。
【００９０】
　別の態様によれば、カバー材料は編組されたまたは編まれた天然繊維である。
【００９１】
　別の態様によれば、チューブ支持体は、カラーから延出するつなぎ部を含み、コネクタ
は、一方の端部において、チューブに固定されるかまたは固定可能である。
【００９２】
　別の態様によれば、つなぎ部は外側端部においてコネクタを含み、カラーが第２のコネ
クタを貫通する。
【００９３】
　別の態様によれば、つなぎ部は第１の端部、第２の端部、および第１の端部と第２の端
部とを接続するコネクタを含み、コネクタは、解放張力よりも大きい張力をかけると解放
するように構成されており、解放張力は１０Ｎ未満である。
【００９４】
　別の態様によれば、つなぎ部のコネクタは第１の部分および第２の部分を含み、係合状
態において、第１の部分は、第２の部分に対して旋回できる。
【００９５】
　別の態様では、本発明は、概して、顔に接触する側を含む鼻シールであって、鼻シール
は軟質の可撓性材料から形成され、かつ鼻の基底にわたって延在する中央部分、および中
央部分の各端部から延在する側部部分を含み、各側部部分が鼻の側面にわたって延在する
、鼻シールと、シールに接続された本体であって、シールの外に向く側に係合する鼻シー
ル係合部分、入口開口部、少なくとも２つのストラップ係合部分を含み、各ストラップ係
合部分が、入口開口部の対向する側から、入口開口部から横方向に離れて延出する、本体
と、ストラップ係合部分間に延在するストラップとを含む患者用インターフェースであっ
て、および本体の中央部分が、全体的に本体の外壁の凸形状に適合する凸形状を画成し、
ストラップ係合部分が中央部分の横方向末端部から延出し、ストラップ係合部分が、略凸
形状に対して外向きに位置合わせされた角度で中央部分から離れて延出する、患者用イン
ターフェースにあると言い得る。
【００９６】
　別の態様によれば、ストラップ係合部分が、３０度超のねじ山の角度をなしてシールの
外壁から離れて延出する。
【００９７】
　別の態様によれば、シールの外壁から分岐する点からストラップ係合部分が、シールの
外壁の相当長さの５０％～１５０％の長さである。
【００９８】
　別の態様によれば、患者用インターフェースは、ストラップ係合部分からループストラ
ップが延出する軟質中間部分を含み、軟質中間部分は、ストラップよりも剛性が高いが、
本体の材料よりも軟質な材料で形成される。
【００９９】
　別の態様では、本発明は、概して、単一のループ状頭部ストラップと、使用者の少なく
とも鼻孔を覆うマスクであって、単一のループ状頭部ストラップがマスクの両側から延在
する、マスクと、複数の直交軸の周りでの実質的な回転を含む自由なスイベル運動を行う
ためにマスクに結合された、長さが２００ｍｍ未満の供給導管とを含む患者用インターフ
ェースにあると言い得る。
【０１００】
　別の態様によれば、供給チューブは、図６４を参照して本明細書で説明される試験にチ
ューブが合格する程度に、可撓性である。
【０１０１】
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　別の態様では、本発明は、概して、使用者の少なくとも鼻孔を覆うマスクと、ガスの供
給を受け取るマスク上の供給ポートと、マスクの内側からマスクの外側に延在する、マス
ク上のバイアス流用通気孔であって、仮想上の装着者の頭部の前頭面に対して４５°未満
の方向におよび全体的に額に向かう方向に流れを向けるバイアス流用通気孔とを含む患者
用インターフェースにあると言い得る。
【０１０２】
　別の態様によれば、バイアス流用通気孔は、マスクの壁に少なくとも１つのバイアス流
アパーチャを含み、バイアス流アパーチャを有する壁の部分は、装着者の前頭面に対し４
５°超で位置合わせされている。
【０１０３】
　別の態様によれば、バイアス流用孔を有する壁の部分は、マスクの前壁内に配置され、
およびその部分が、前壁を取り囲む部分に対してシェルフを形成する。
【０１０４】
　別の態様によれば、複数のバイアス流用孔が、インターフェースの前面上部の周りに曲
線をなして分布している。
【０１０５】
　別の態様によれば、マスクが、全体的にＵ字形状またはＶ字形状を有して使用者の鼻を
包み込み、およびバイアス流用通気孔が、ＵまたはＶの基部に配置される。
【０１０６】
　別の態様によれば、シールは装着者の鼻梁を覆わない。
【０１０７】
　別の態様では、本発明は、概して、フレームおよびシールを含む患者用インターフェー
スであって、シールが、少なくとも１つの患者側開口部を備える患者面側と、少なくとも
１つのフレーム側開口部を備えるフレーム面側とを含み、シールが、フレーム側開口部の
周囲に画成されたリップにおいてフレームと係合し、フレームが第１の構成部品および第
２の構成部品を含み、第１の構成部品が、シールのリップを係合するためのチャネルの第
１の部分を含み、第２の構成部品が、シールのリップを係合するためのチャネルの第２の
部分を含み、シールが、チャネルを形成するように接続された第１および第２の構成部品
によってチャネルに対して係合可能および係合解除可能である、患者用インターフェース
にあると言い得る。
【０１０８】
　別の態様では、本発明は、概して、フレームおよびシールを含む患者用インターフェー
スであって、フレームが、互いに係合された第１の構成部品および第２の構成部品を含み
、第１の構成部品が、自由にスイベルするコネクタの可動部分と接触する表面を備える受
け口を形成する部分を含み、第２の部品が、開口部が第１の部品の受け口の個所にある状
態で外カバーを含み、および患者用インターフェースが、カバーを越えて第１の部品の受
け口まで突出する接合部分を備えるコネクタをさらに含んで、自由なスイベル運動を行う
ために第１の部品の受け口と係合される、患者用インターフェースにあると言い得る。
【０１０９】
　別の態様によれば、第１の構成部品は、カバーと異なる材料で形成され、カバーおよび
コネクタが同じ材料で形成される。
【０１１０】
　別の態様によれば、患者用インターフェースは、柔軟な背部から延在する対の鼻ロケー
タを含むシールであって、各鼻ロケータは先端を含み、鼻ロケータは、背部から先端に向
かって細くなる、シールと、鼻ロケータの先端にある開口部とを含み、開口部、および鼻
ロケータの先端部分の断面形状が、主軸の長さ対短軸の長さの比が１．５超である長円ま
たは楕円形である。
【０１１１】
　別の態様によれば、主軸の長さ対短軸の長さの比が１．５～３である。
【０１１２】
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　別の態様によれば、鼻ロケータの先端部分が、先端開口部に隣接したリップを含み、リ
ップが、チューブ状部分の隣接部分と比較して厚みがつけられている。
【０１１３】
　別の態様によれば、鼻ロケータが、背部に隣接したドーム状部分と、ドーム状部分の頂
点から延在するチューブ状部分とを含む。
【０１１４】
　別の態様によれば、ドーム状部分が、鼻ロケータの周辺の少なくとも６０％に延在する
。
【０１１５】
　別の態様によれば、ドーム状部分が鼻ロケータの周辺に完全に延在する。
【０１１６】
　別の態様によれば、チューブ状部分が、ドーム状部分から先端部分へとテーパ状に延在
している。
【０１１７】
　別の態様によれば、先端開口部の平面に平行する平面における鼻ロケータの断面が、チ
ューブ状部分とドーム状部分の上部とにわたって長円または楕円である。
【０１１８】
　別の態様によれば、長円断面の主軸の長さ対長円断面の短軸の長さの比が、チューブ状
部分の先端からドーム状部分のベースに向かうに従って、次第に低下する。
【０１１９】
　別の態様によれば、２つの鼻ロケータの流れ突出軸（ｆｌｏｗ　ｐｒｏｊｅｃｔｉｎｇ
　ａｘｅｓ）が、鼻ロケータの先端から１０ｍｍ～４０ｍｍの個所で集まる。
【０１２０】
　別の態様によれば、ロケータの先端を越えて突出する鼻ロケータの中心軸が、鼻ロケー
タの先端を越えて１０ｍｍ～２０ｍｍの個所で最も近くなるように集まる。
【０１２１】
　別の態様によれば、鼻ロケータの先端開口部が仮想上の装着者の前頭面に突出する場合
、先端開口部の長円形状が、主軸が６０度～１２０度の角度で集まるように、位置合わせ
される。
【０１２２】
　別の態様では、本発明は、概して、フレームおよびシールを含む患者用インターフェー
スであって、シールは、少なくとも１つの患者側開口部を備える患者面側と、少なくとも
１つのフレーム側開口部を備えるフレーム面側とを含み、シールは、フレーム側開口部の
周囲によって画成されたリップにおいてフレームと係合し、フレームは、供給導管へのス
イベル接続の領域において前面部分を含み、前面部分は、インターフェースの仮想上の装
着者の前頭面に対して傾斜して、その部分の下縁が、その部分の上縁よりも前頭面に近く
なるようにし、およびコネクタが、コネクタの入口からコネクタの出口への流れの向きを
、３０度～７０度の角度で変え、コネクタとマスクフレームの傾斜した外方面部分とが共
に、導管の自由なスイベル運動を可能にして、導管が、仮想上の装着者の前頭面とおおよ
そ平行した位置を取り、およびコネクタが装着者の顔の近くに留まるようにした、患者用
インターフェースにあると言い得る。
【０１２３】
　別の態様によれば、コネクタはバイアス流用通気孔を含まない。
【０１２４】
　別の態様では、本発明は、概して、フレームおよびシールを含む患者用インターフェー
スであって、シールは、少なくとも１つの患者側開口部を備える患者面側と、少なくとも
１つのフレーム側開口部を備えるフレーム面側とを含み、シールは、フレーム側開口部の
周囲によって画成されたリップにおいてフレームと係合し、フレームは、フレームの前壁
を通る供給開口部と、前壁から延在して、フレームの前壁の内面から突出する通路を画成
するリング部分と、リング部分の内部開放端部の周りを通過しかつシールのリップに係合
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する突出壁とを含み、フレームの前壁およびリング部分が、フレームの他の部分と共に、
プレナムチャンバを画成し、プレナムチャンバの壁を通るバイアス流用通気孔、およびリ
ング部分とチャネルの構造との間の開放部位が、シールの内部とプレナムチャンバとの間
に流路を提供する、患者用インターフェースにあると言い得る。
【０１２５】
　別の態様によれば、バイアス流用孔が、プレナムチャンバの上部の部位にあるフレーム
の壁を通って配置される。
【０１２６】
　別の態様によれば、リング部分は、フレームの第１の構成部品の一部として形成され、
およびフレームの前壁は、第２の構成部品の一部として形成され、２つの構成部品は、互
いに固定されて、プレナムチャンバを画成する。
【０１２７】
　別の態様によれば、突出壁はチャネルを含み、チャネルはシールのリップを収容する。
【０１２８】
　別の態様によれば、チャネルは、全幅が高さより大きい閉湾曲経路に従って、プレナム
チャンバが主にリング部分の両側に形成されるようにする。
【０１２９】
　別の態様によれば、リング部分は突出壁の上部および下部中央部分につながり、シール
からプレナムチャンバへの流路はリング部分の両側を通過する。
【０１３０】
　別の態様によれば、突出壁は、リング部分と同じ構成部品の一部として形成される。
【０１３１】
　別の態様によれば、バイアス流用通気孔は、第２の構成部品の前壁を通って形成される
。
【０１３２】
　別の態様によれば、第１の構成部品は、横方向に突出する遮蔽部分を含み、遮蔽部分の
内側面は、シールの外面壁の外面に取り付けられて、シールの外向きの撓みを抑制する。
【０１３３】
　別の態様によれば、第２の構成部品は、装着者の上唇領域で安定させるために、下方に
および横方向に垂下する安定材を含む。
【０１３４】
　別の態様によれば、第１のフレーム構成部品は骨格フレームを含み、構成部品の安定材
部分の最小部分が、オーバーモールドされた軟質材料を含む。
【０１３５】
　別の態様では、本発明は、概して、軟質の弾性シールと、剛性フレームと、フレームに
つながるヘッドギアと、フレームへのヘッドギアの接続部に剛性突起と、ヘッドギアはフ
レームの６０ｍｍ内では非常に柔軟であり、かつ、この個所と突起との間に、ヘッドギア
の柔軟な部分よりも剛性が高いが、剛性フレームよりも柔らかい材料で作製された軟質部
分とを含む、患者用インターフェースにあると言い得る。
【０１３６】
　別の態様によれば、突起は、ピンに似ており、長くて細い。
【０１３７】
　別の態様によれば、軟質部分は、ピンの全体的な経路から延出する。
【０１３８】
　別の態様によれば、突起は、マスクフレームの部分とヘッドギアのクリップ部分との組
み合わせから構成される。
【０１３９】
　別の態様によれば、軟質部分はヘッドギアの一部である。
【０１４０】
　別の態様によれば、ヘッドギアは単純な単一のループストラップである。



(13) JP 6105935 B2 2017.3.29

10

20

30

40

50

【０１４１】
　別の態様によれば、突起は、シールの幅を越えて横方向に突出する。
【０１４２】
　別の態様では、本発明は、概して、柔軟な背部から延出する対の鼻ロケータを含むシー
ルであって、各鼻ロケータは先端を含み、鼻ロケータは、背部から先端に向かって細くな
る、シールと、鼻ロケータの先端にある開口部とを含む患者用インターフェースであって
、鼻ロケータは、背部に隣接したドーム状部分と、ドーム状部分の頂点から延在するチュ
ーブ状部分とをさらに含む、患者用インターフェースにあると言い得る。
【０１４３】
　別の態様によれば、ドーム状部分が鼻ロケータの周辺の少なくとも６０％に延在する。
【０１４４】
　別の態様によれば、ドーム状部分が鼻ロケータの周辺に完全に延在する。
【０１４５】
　別の態様によれば、チューブ状部分が、ドーム状部分から先端部分へとテーパ状に延在
している。
【０１４６】
　別の態様によれば、先端開口部の平面に平行する平面における鼻ロケータの断面が、チ
ューブ状部分とドーム状部分の上部とにわたって長円または楕円である。
【０１４７】
　別の態様によれば、長円断面の主軸の長さ対長円断面の短軸の長さの比が、チューブ状
部分の先端からドーム状部分のベースに向かうに従って、次第に低下する。
【０１４８】
　別の態様によれば、２つの鼻ロケータの流れ突出軸が、鼻ロケータの先端から１０ｍｍ
～４０ｍｍの個所で集まる。
【０１４９】
　別の態様によれば、ロケータの先端を越えて突出する鼻ロケータの中心軸が、鼻ロケー
タの先端を越えて１０ｍｍ～２０ｍｍの個所で最も近くなるように集まる。
【０１５０】
　別の態様によれば、先端開口部、および鼻ロケータの先端部分の断面形状が、主軸の長
さ対短軸の長さの比が１．５超である長円または楕円形である。
【０１５１】
　別の態様によれば、主軸の長さ対短軸の長さの比が１．５～３である。
【０１５２】
　別の態様によれば、鼻ロケータの先端部分が、先端開口部に隣接したリップを含み、リ
ップが、チューブ状部分の隣接部分と比較して厚みがつけられている。
【０１５３】
　別の態様によれば、鼻ロケータの先端開口部が仮想上の装着者の前頭面に突出する場合
、先端開口部の長円形状が、主軸が６０度～１２０度の角度で集まるように、位置合わせ
される。
【０１５４】
　別の態様によれば、本発明は、上述の段落の任意のいくつかによるインターフェースに
あり得る。
【０１５５】
　用語「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」は、本明細書および特許請求の範囲において、
「少なくとも一部からなる」ことを意味して使用される。「含む」を包含する本願明細書
および特許請求の範囲における表現を解釈する際には、それ以外の特徴または用語によっ
て述べられる特徴もまた存在し得る。「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｅ、ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ）
」などの関連語は同じように解釈される。
【０１５６】
　特許明細書、その他の外部文献、または他の情報源を参照する本願明細書において、こ
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れは、概して、本発明の特徴を議論するための背景を提供するものである。特に他に明記
しない限り、そのような外部文献の参照は、いかなる権限においても、そのような文献、
またはそのような情報源が従来技術であるか、または当該技術分野で共通する一般知識の
一部をなすと認めるとみなすべきではない。
【０１５７】
　本発明の好ましい形態を、添付の図面を参照して説明する。
【図面の簡単な説明】
【０１５８】
【図１】患者用インターフェースを装着している人の斜視図である。
【図２】患者を図示しない、図１の患者用インターフェースの斜視図である。
【図３】図２のインターフェースを構成する構成部品を示す分解図である。
【図４Ａ】異なる角度から、図２の患者用インターフェースのシール構成部品を示す。外
面側から見たシール構成部品を示す。
【図４Ｂ】異なる角度から、図２の患者用インターフェースのシール構成部品を示す。患
者面側から見たシールを示す。
【図４Ｃ】異なる角度から、図２の患者用インターフェースのシール構成部品を示す。シ
ールの側面図を示す。
【図５Ａ】シールおよびマスクフレームを一緒にして組み立てる方法を示す、シールおよ
びマスクフレームの分解図である。
【図５Ｂ】部分的に分解されてエルボーとマスクフレームとの接続を示す、図２のインタ
ーフェースの側面図である。
【図５Ｃ】エルボーにガス逃がし通気孔が存在する、エルボーとマスクフレームとのアセ
ンブリを示す、図２のインターフェースの斜視前面図である。
【図６】組み立て済みのシールとマスクフレームの前面図である。
【図７Ａ】組み立て済みのシールとマスクフレームの上面図である。
【図７Ｂ】図７Ａの、断面でない、シールおよびフレームの側面図である。
【図７Ｃ】図４Ａおよび図４Ｃのシールの患者側の図である。
【図７Ｄ】線ＥＥに沿って取った断面の、図７Ｃのシールの側立面図である。
【図８】線ＤＤに沿って取った図７Ａのシールおよびマスクフレームの側面図である。
【図９Ａ】図７Ｄの線ＦＦに沿って取った断面の、図７Ｃのシールの上面図である。
【図９Ｂ】図７Ｄの線ＧＧに沿って取った断面の、図７Ｃのシールの上面図である。
【図１０Ａ】本明細書で説明するいくつもの発明を組み込む患者用インターフェースを示
す斜視図であり、図１０Ａは前面図である。
【図１０Ｂ】本明細書で説明するいくつもの発明を組み込む患者用インターフェースを示
す斜視図であり、図１０Ｂは側面図である。
【図１０Ｃ】本明細書で説明するいくつもの発明を組み込む患者用インターフェースを示
す斜視図であり、図１０Ｃは背面図である。
【図１１Ａ】図１０Ａ～図１０Ｃのインターフェースの軟質シール構成部品の上面図であ
る。
【図１１Ｂ】図１０Ａ～図１０Ｃのインターフェースの軟質シール構成部品の前面図であ
る。
【図１１Ｃ】図１０Ａ～図１０Ｃのインターフェースの軟質シール構成部品の図であり、
鼻ロケータの開放端部に直接面する位置から取った後面図である。
【図１１Ｄ】図１１ＣのセクションＣＣを通る断面である。
【図１１Ｅ】図１１Ｃの線ＤＤを通る断面である。
【図１１Ｆ】図１１Ｅの線ＥＥを通る断面である。
【図１１Ｇ】図１１Ｅの線ＧＧを通る断面である。
【図１１Ｈ】図１１Ｅの線ＨＨを通る断面である。
【図１２Ａ】図１０Ａ～図１０Ｃのインターフェースのフレームアセンブリの前面の斜視
図である。
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【図１２Ｂ】図１０Ａ～図１０Ｃのインターフェースのフレームアセンブリの後面の斜視
図である。
【図１２Ｃ】図１０Ａ～図１０Ｃのインターフェースのフレームアセンブリの側面図であ
る。
【図１２Ｄ】図１０Ａ～図１０Ｃのインターフェースのフレームアセンブリの２つの構成
部品の組立図である。
【図１２Ｅ】図１０Ａ～図１０Ｃのインターフェースのフレームアセンブリの背面図であ
る。
【図１２Ｆ】図１０Ａ～図１０Ｃのインターフェースのフレームアセンブリの前面図であ
る。
【図１２Ｇ】図１２Ｆの線ＡＡを通る側面の断面図である。
【図１２Ｈ】図１２Ｆの線ＢＢを通る上面の断面図である。
【図１２Ｉ】シールのリップを固定するために、異なるチャネル経路を有する代替的なフ
レームアセンブリの後面図である。
【図１３】膨張性シールを備えるインターフェースの別の実施形態を示す。インターフェ
ースはシール本体、フレーム、チューブおよび頭部ストラップを含む。
【図１４】図１３のインターフェースのシール本体を示す。
【図１５】図１３のインターフェースのフレームおよびシール本体の斜視図である。
【図１６】図１３のインターフェースのフレームおよびシール本体の前面図である。
【図１７】図１３のインターフェースのフレームおよびシール本体の側面図である。
【図１８】図１７のＢＢに沿って取ったフレームおよびシール本体の断面図である。
【図１９】シール本体の代替的な断面図である。
【図２０】図１６のＡＡに沿って取ったシール本体の断面図である。
【図２１】本発明のインターフェースのシール本体の代替的な実施形態である。
【図２２】本発明のインターフェースのシール本体のさらに別の実施形態である。
【図２３】本発明のインターフェースのシール本体の別の実施形態である。
【図２４】本発明のインターフェースと共に使用し得る頭部ストラップの第１の実施形態
を示す。
【図２４ａ】図２４の頭部ストラップの代替的な断面図である。
【図２４ｂ】図２４の頭部ストラップの代替的な断面図である。
【図２５】本発明のインターフェースと共に使用し得る頭部ストラップの第２の実施形態
を示す。
【図２５ａ】図２５の頭部ストラップの代替的な断面図を示す。
【図２５ｂ】図２５の頭部ストラップの代替的な断面図を示す。
【図２６】本発明のインターフェースと共に使用し得る頭部ストラップの第３の実施形態
を示す。
【図２７】本発明のインターフェースと共に使用し得る頭部ストラップの第４の実施形態
を示す。
【図２７ａ】図２７の頭部ストラップの伸長可能な部分を伸縮状態で示す。
【図２８】本発明のインターフェースと共に使用し得る頭部ストラップの第５の実施形態
を示す。
【図２９】本発明のインターフェースと共に使用し得る頭部ストラップの第６の実施形態
を示す。
【図２９ａ】本発明のインターフェースと共に使用し得る頭部ストラップの第６の実施形
態を示す。
【図３０】本発明のインターフェースのシール本体とフレームとの間の接続の第１の実施
形態を示す。
【図３１】本発明のインターフェースのシール本体とフレームとの間の接続の第２の実施
形態を示す。
【図３２】本発明のインターフェースのシール本体とフレームとの間の接続の第３の実施
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形態を示す。
【図３３】本発明のインターフェースのシール本体とフレームとの間の接続の第４の実施
形態を示す。
【図３４】インターフェースに接続されたチューブを使用者に取り付けるために本発明の
インターフェースと共に使用し得る装具の第１の実施形態を示す。
【図３５】インターフェースに接続されたチューブを使用者に取り付けるために本発明の
インターフェースと共に使用し得る装具の第２の実施形態を示す。
【図３６】インターフェースに接続されたチューブを使用者に取り付けるために本発明の
インターフェースと共に使用し得る装具の第３の実施形態を示す。
【図３７】インターフェースに接続されたチューブを使用者に取り付けるために本発明の
インターフェースと共に使用し得る装具の第４の実施形態を示す。
【図３８】インターフェースに接続されたチューブを使用者に取り付けるために本発明の
インターフェースと共に使用し得る装具の第５の実施形態を示す。
【図３９】インターフェースに接続されたチューブを使用者に取り付けるために本発明の
インターフェースと共に使用し得る装具の第６の実施形態を示す。
【図４０】インターフェースに接続されたチューブを使用者に取り付けるために本発明の
インターフェースと共に使用し得る装具の第７の実施形態を示す。
【図４１】支持カラーの斜視図である。
【図４２】図４１の支持カラーを装着している患者の斜視図である。
【図４３】異なる角度からの図４１のカラーの斜視図である。
【図４４】図４１のカラーを装着している患者の前面図である。
【図４５】図４１のカラーの上面図である。
【図４６】ドーム式締結コネクタを示す、図４１のカラーの部分の上面図である。
【図４７】代替的な締結具を含むカラーの部分の上面図である。
【図４８】代替的な締結具を含むカラーの部分の上面図である。
【図４９】別の代替的な締結具を含むカラーの部分の上面図である。
【図５０Ａ】係合構成において固定クリップを含むカラーの部分の側面図である。
【図５０Ｂ】係合解除状態にある図５０Ａからのカラーの部分の側面図である。
【図５１Ａ】係合解除状態にある代替的な実施形態による固定クリップを含むカラーの部
分の側面図である。
【図５１Ｂ】係合状態にある図５１Ａのカラーの部分の側面図である。
【図５２】つなぎ部がクイックディスコネクトコネクタを含み、カラーの部分から垂れ下
っているつなぎ部の斜視図である。
【図５３】つなぎ部が、スイベルで回転もし得るクイックディスコネクトコネクタを含む
、カラーから垂れ下っているつなぎ部を示す斜視図である。
【図５４Ａ】図５１Ｂのつなぎ部と同様であるが、最短のつなぎ部の上面図である。
【図５４Ｂ】着脱が容易なコネクタが係合解除されている、図５４Ａのつなぎ部の上面図
である。
【図５４Ｃ】図５４Ａのつなぎ部の側面図である。
【図５５】支持カラーから導管へのつなぎ部のリングの接続を示す分解図である。
【図５６】患者からの導管を支持する代替的な構成を含むインターフェースの斜視図であ
る。
【図５７】患者で導管を支持する別の代替的な構成を含むインターフェースを装着してい
る患者の斜視図である。
【図５８】フレームおよびシールの側立面図であり、フレームが、本書の別の発明に従っ
て垂下式のリップ安定材を組み込む。
【図５９】図５８のフレームおよびシールの上面図である。
【図６０】図５８のフレームおよびシールの前面図である。
【図６１】図５８のフレームおよびシールを組み込むインターフェースの斜視図である。
【図６２】サンプルストラップ材料の伸長に対して試験された伸長力のグラフである。
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【図６３Ａ】図１０Ａ～図１０Ｃのインターフェースの好ましいヘッドギアの態様を示し
、頭部ストラップの端部およびコネクタを含むヘッドギアの一部分の斜視図である。
【図６３Ｂ】図１０Ａ～図１０Ｃのインターフェースの好ましいヘッドギアの態様を示し
、ストラップおよびコネクタの上面図である。
【図６３Ｃ】図１０Ａ～図１０Ｃのインターフェースの好ましいヘッドギアの態様を示し
、コネクタ、および使用時にコネクタを収容するフレームアセンブリの受け口の双方を（
断面で）示す図である。
【図６３Ｄ】別の好ましいヘッドギアを示し、ヘッドギアの一部分、コネクタ、およびそ
れに接続するフレームアセンブリの一部分を示す。
【図６３Ｅ】図６３Ｄのアセンブリの上面図である。
【図６３Ｆ】図６３Ｅの線ＡＡを通る断面図である。
【図６３Ｇ】図６３Ｇのストラップ部分およびコネクタの側面図である。
【図６３Ｈ】図６３Ｇのコネクタおよびストラップの線ＢＢを通る断面である。
【図６３Ｉ】図６３Ｇのストラップ部分およびコネクタの分解図の組立図である。
【図６３Ｊ】図６３Ｂのストラップ部分およびコネクタの斜視図である。
【図６４】別のサンプルストラップ材料の伸長に対して試験した伸長力のグラフである。
【図６５】呼吸チューブの可撓性を測定するための試験装置を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０１５９】
　ここで、本発明は、これに限定されるものではないが、特に、柔軟な壁構造を有する膨
張性鼻シールを含むインターフェースに関する。膨張性シールは、使用者の鼻孔に係合す
る一対の位置決定突起を有する。位置決定突起は、使用者にシール内部からガス流を供給
する。シールの患者側には柔軟性があり、寸法および形状が十分であるので、使用者の鼻
孔に位置決定突起が係合された状態で使用者の顔に膨張性シールを押し付けても、シール
は使用者の顔の表面（特に鼻の側面および上唇）に適合し、封止を提供する。シールの外
側に向いた壁はより剛性があり、装着者の鼻の周りを包み込む位置にシールの内壁を支持
する。
【０１６０】
　シールは、十分な弾性および降伏強度がある材料から形成され、弾性と降伏強度との組
み合わせによって、覆いを柔軟にする。柔軟部分は、支障をきたすことなく、急激な変形
を繰り返し行うことができる。使用し得る材料としては、ラテックス、ビニル、シリコー
ンおよびポリウレタンが含まれる。一般に、シールの柔軟部分の肉厚は０．５ｍｍ未満で
あり、０．２ｍｍ未満ともし得る。
【０１６１】
　シール本体は、患者に向いた（患者面）壁から突出する一対の鼻ロケータを含む。好ま
しくは鼻ロケータはシールと一体式に形成される。各鼻ロケータは、覆いの内側から、イ
ンターフェースを装着している使用者までガスを供給するための出口開口部を含む。
【０１６２】
　シール本体は、鼻ロケータのほぼ反対側に入口開口部を含む。
【０１６３】
　シール本体または覆いのかなりの部分は柔軟である。鼻ロケータに隣接しかつそれを含
む領域、および入口開口部に隣接しかつそれを含む領域は、遙かに硬い。これらの部位は
シールの形状全体を保持し、任意の好適な硬さのあるものとし得る。これらの部位は、よ
り硬い材料で形成し得るか、または覆いの残りの部分と同じ材料により厚みをつけて形成
し得る。
【０１６４】
　シールはマスク本体またはフレームによって支持される。シールの入口開口部はフレー
ムに取り付けられるか、またはフレームを通って延在する導管に直接取り付けられる。
【０１６５】
　フレームは、好ましくは視覚的にほとんど邪魔にならない最小限の設計であり、視界を
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明瞭にでき、インターフェースを装着中にも使用者が眼鏡をかけることができるようにな
っている。
【０１６６】
　フレームは、射出成形によって、例えばシリコーンやポリウレタンなどのエラストマー
材料から形成し得る。あるいは、より剛性の材料、例えばポリカーボネート、またはポリ
エステル、ポリスチレンもしくはナイロンなどを使用し得る。
【０１６７】
　好ましいフレームは、フレームにストラップを接続させるための接続点を含む。ストラ
ップアタッチメント点でストラップを固定する。
【０１６８】
　他の形態では、鼻シール本体は、一体式のストラップアタッチメント点を含み得る。こ
れらのアタッチメントは、覆いの表面上の接続要素とし得る。しかしながら、それらは、
覆いの両側から延出する覆いに形成された一体式のストラップまたはウィングとし得る。
【０１６９】
　インターフェースは、頭部の後ろ側を通る単一のストラップによって支持されることを
意図される。ストラップは、弾性またはエラストマー材料から形成し得る。例えば好適な
ストラップ材料としては、織成弾性条片または発泡体およびファブリックの細い条片、例
えばＢｒｅａｔｈｏｐｒｅｎｅ（商標）などを含む。頭部の後ろ側を周って延在するスト
ラップは、マスクに圧力をかけ、使用者の顔にシールを保持するのを助ける。
【０１７０】
　ここで、１つ以上の発明による好ましいストラップを、本明細書で後述する。
【０１７１】
　フレキシブルチューブがフレームから延出する。フレキシブルチューブは、呼吸に適し
たガスを送る。フレキシブルチューブの遠位端部は、ＣＰＡＰ主送給チューブに接続され
る。
【０１７２】
　チューブとフレームとをコネクタが接続し得る。接続機構は任意の好適な接続とし得る
。これは、スナップ嵌め、シリコーンへのフック、キーホールインサート、オーバーモー
ルド、インサート成形、ねじアタッチメントもしくは接着、または任意の組み合わせを含
むことができる。
【０１７３】
　コネクタは、インターフェースからガスを逃すために限定された流れの排出口（または
バイアス流用排出口）を含み得る。排出口は、コネクタの小開口が集合した形態とし得る
。コネクタは内部に、通気孔から覆いの口に通じる漏斗または延在部を含み得る。あるい
は、コネクタは、バイアス流用通気孔を含まなくてもよい。
【０１７４】
　図１および図２に、本出願で開示する発明を組み込む例示的な患者用インターフェース
を示す。明確にするために、図２では患者用インターフェースを患者から切り離して示し
、図１では患者によって装着された状態で示す。
【０１７５】
　患者用インターフェース１０１は、概して、マスク１０３、マスクを患者に固定するた
めのストラップ１０４、マスク１０３と接続される可撓性供給導管１０７および患者に取
り付けられて導管部分１０７の重さを支持する導管支持構造１０９を含み、任意の接続さ
れた導管はガスを導管部分１０７の入口端部１１１に供給する。
【０１７６】
　この患者用インターフェースの特定の態様および各態様での変形例は、他の図面を参照
して説明する。インターフェースはいくつかの態様を組み込み得るが、他の態様は組み込
まないこともある。例えば、インターフェースはマスクの態様を組み込む一方、使用者へ
のマスクの固定には異なる構造を使用し得る。インターフェースは異なるマスクを含む一
方、使用者へのマスクの固定にはストラップの本発明の態様を使用し得る。インターフェ
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ースはマスクの態様を組み込み得るが、患者の体から導管の重さを支持するための類似の
または任意の構造は利用しない。これらの変形例は全て、この適用の範囲内にあるとみな
される。
【０１７７】
　図１を参照すると、患者の鼻孔にマスク１０３を着け、マスク１０３は、鼻の両側に沿
って湾曲する横方向部分を含む。これらの横方向部分は、鼻の横腹（ｆｌａｎｋ）の外側
に向いている面に周囲シールを形成する。ストラップ１０５が、使用者の耳の上で単純な
ループ状で使用者の頭部の周りを通る。
【０１７８】
　導管部分１０７は、マスク１０３の前側の中心接続部１１３から垂れ下っている。中心
接続部１１３は好ましくはスイベルエルボーであるため、患者の顔へのマスクの位置決め
に関する導管の経路は、患者が寝るときの位置に適合できる。スイベルエルボーは玉継手
の形態とし得るので、エルボーは、マスクとの接続に対して平行および垂直に軸の周りで
旋回できる。
【０１７９】
　図示の導管支持体１０９は、使用者の首の周りでつながれたカラー１１５を含む。カラ
ーと導管１０７との間をつなぎ部１１７が接続する。
【０１８０】
　図３にこの例示的なインターフェースの構成部品を示す。マスク１０３はシール３０１
、および本体またはフレーム３０３を含む。シールおよび本体は、図５Ａにより詳細に示
す。図５Ａおよび図８を参照してそれらの係合を詳細に説明する。
【０１８１】
　本体３０３は受け口３０５およびコネクタ部分３０７を含む。受け口３０５は、エルボ
ー３３３の係合部分３１１を受け入れる。エルボー３３３は、フレキシブルチューブ３１
５の長さ部分の端部に接続される。フレキシブルチューブ３１５の他方の端部はカフ３１
７で終端する。マスク本体３０３のコネクタ部分３０７は、頭部ストラップ１０５のコネ
クタ部分３２１と係合するためのものである。頭部ストラップ１０５は、伸長可能な材料
の単一の長さ部分３２３を有する。コネクタ部分３２１は長さ部分３２３の両側に設けら
れる。
【０１８２】
　カラー１１５は、睡眠中に装着しているときに快適であることを意図した材料のバンド
３２５を含む。バンドは、第１の調節可能な接続部３２７および第２の調節不能な接続部
３２９を含む。調節可能な接続部３２７では、バンドの自由端が重なり、この重なりの程
度を所望の量に変化させ、かつこの所望の量で固定し得る。調節不能な接続部３２９では
、バンドの自由端は、単純に固定されたりまたは解放されたりし得る。調節可能な接続部
３２７を調節したら、カラーは、調節不能な接続部３２９を分離したり接続したりするこ
とによって、患者に装着するために開放されたりまたは顧客から取り外され、顧客への装
着後に固定され得る。調節不能な接続部３２９は、予め定められた範囲内の張力がかけら
れると分離する着脱が容易なコネクタとし得る。これにより、なんらかの困難な状況が生
じる場合にも、患者を負傷させることなくカラーが外れることを保証する。
【０１８３】
　つなぎ部１０９は、カラーに取り付けられた第１の部分３３１と、導管に取り付けられ
た第２の部分３３３とを含む。これらの部分は、好ましくは別の着脱が容易なコネクタに
よって解放可能に係合されており、別の着脱が容易なコネクタは、好ましくは予め定めら
れた範囲内の張力がかけられると分離する。
【０１８４】
　つなぎ部分３３３は導管３１５に接続される。つなぎ部分３３３は、着脱が容易なコネ
クタの部分と、導管を係合する継手３３７とを含む。継手３３７は、開放型のクリップと
して、導管の波形またはカフ３１７の凹部に係合し得るか、または導管のほぼシリンダー
形状の周りに、またはカフのシリンダー状部分に係合し得る。あるいは、図示のように、
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部分３３７は、導管の一部分またはカフの一部分にぴったりと合うリングを含み得る。図
示の実施形態では、リング３３７はカフ３１７とスイベル３３５のコネクタ部分との間に
設けられている。リングはカフ３１７の部分３３９に適合し、かつ、リングの内径よりも
大きい直径を有するスイベル３３５の端部部分３４１によって捉えられて保持される。
【０１８５】
　図４Ａ～図４Ｃに好ましいシールの外形を示す。シール３０１は、概して図４Ｂに示す
患者面側と、概して図４Ａに示す外側に向いた側とを含む。一対の鼻ロケータ４０１は患
者面側から突出する。概して、患者面側を形成するシールの壁は、鼻ロケータ、鼻ロケー
タに直接隣接する領域、またはそれら双方を除いて、非常に柔軟性がある。柔軟性の程度
について、図７Ｄ、図８、図９Ａおよび図９Ｂに示す断面図を参照して詳細に説明する。
【０１８６】
　全体的な形状としては、シールは、患者面側に鼻ロケータと外面側に開口部４０３とを
含む中央部分を有する。この中央部分４０７の範囲を図４Ｃおよび図４Ａに破線４０９で
大ざっぱに示す。明確にするために、破線４０９はまた、インターフェースのマスク部分
の上面図を示す図７Ａにも含まれる。
【０１８７】
　横方向または側部部分４１１は中央部分４０７から延出する。各側部部分は、外方面４
１３、内方面４１５、内方面部分と外方面部分とを接合する周縁部分４１７とを含む。周
縁部分４１７は、上縁４１９、末端縁４２３および下縁４２０の周りに延在する。従って
、シールの内側から検討すると、側部部分４１１はポケットに似ている。
【０１８８】
　各側部部分はかなり広範囲にわたる。好ましくは、側部部分は、１０ｍｍ超（最も好ま
しくは２０ｍｍ超）延在するか、各鼻孔ロケータの基底を越えて鼻孔ロケータ４０１の中
心間の距離の少なくとも７０％の距離である。
【０１８９】
　各側部部分の少なくとも内壁４１５および外壁４１７には非常に柔軟性があるので、使
用者の顔の輪郭に、特に、使用者の鼻の側面の外側の輪郭に適合することができる。側部
部分の外面壁４１３の少なくとも一部にも柔軟性があるが、中央部分４０７の方へ向かう
につれて次第に柔軟性がなくなり得る。
【０１９０】
　シールの中央部分４０７は開口部４０３を含んで、マスク本体３０３に対してガス流を
通過させる。開口部４０３は、本体３０３のチャネルおよび／またはリップのような特徴
に係合するリップおよび／またはチャネルのような特徴を含み得る。開口部４０３はクリ
ップ部分によって形成し得るか、またはクリップ部分は、開口部４０３の周囲に取り付け
られるかまたはオーバーモールドされて、フレーム３０３との係合を促進し得る。一般に
、開口部４０３は、シール３０１の柔軟性のあるシーリング部分よりも実質的に厚くて剛
性がある。開口部４０３は少なくとも供給導管３１５の内部断面のサイズである必要があ
る。好ましくは、図示のように、開口部４０３はマスクの本体３０３の範囲と同じ大きさ
であり、この範囲は、インターフェースの一般的な幅と同じであり、かつ意図した装着者
の鼻の幅とほぼ同じである。
【０１９１】
　好ましい形態では、インターフェースは小型であることを目指し、マスクの本体部分３
０３は、装着者の上唇の輪郭にほぼ沿うように湾曲しており、シールは、開口部４０３が
平面図においてこの近似曲線に従うように形成されている。
【０１９２】
　シールの中央部分４０７は、開口部４０３の上下に延在する。開口部４０３および鼻孔
ロケータ４０１の上側では、中央部分は、外部面壁４３１、内面壁４３３および周囲部分
４３５を含む。少なくとも内面壁部分４３３および外面部分４３５は好ましくは薄くて柔
軟性がある。
【０１９３】
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　開口部４０３の下側では、中央部分４０７は、外壁部分４４１、内壁部分４４３および
周辺部分４４５を含む。少なくとも内側部分４４３および周辺部分４４５は好ましくは薄
くて柔軟性がある。
【０１９４】
　使用時、鼻ロケータの上下および両側の、柔軟性のある内壁部分は、（患者用インター
フェースに供給されたガスの流れからの）シール内部の圧力によって膨張して装着者の皮
膚に押し付けられ、装着者の鼻の外表面の輪郭に、および装着者の鼻の下側面の表面に、
鼻のすぐ下側にある装着者の上唇の表面に適合する。シールの柔軟性のある周囲または周
辺は、マスク本体が少なくともわずかに移動方向に動くことができるようにしているため
、マスク本体が動いてもこのシールは破られない。柔軟性のある周囲はマスク本体の位置
から鼻孔ロケータの位置を分離させ、マスク本体が（患者の顔の軸に対して）横方向およ
び垂直の双方に変位することを可能にする。側部部分４１１は、患者の鼻の側面に係合し
、それらに対してある程度の追加的なシールを形成して、マスクの位置を支持する。
【０１９５】
　図５Ａ、図５Ｂおよび図５Ｃにマスク本体およびシールをより大きく示す。前述のよう
に、シールは、シールをマスク本体に固定させる構成で開口部４０３を含む。マスク本体
は、供給導管に接続するための受け口５０２と、シールの開口部４０３と係合するための
シール開口部５０１とを含む。シール開口部５０１およびシールの開口部４０３は、それ
らを係合させるために相補的な特徴を備える。図示の形態では、シールの開口部４０３は
リップおよびチャネルの構成５０７を含み、マスク本体のシール開口部５０１の周辺は、
チャネルおよびリップの相補的な構成５０５を含む。チャネルおよびリップの構成は、シ
ールがマスク本体に適切に適合して、圧力下でガスが供給されるときに、この接合部から
の漏れがないことを確実にするように考案される。シールとマスク本体とを接続するため
の他の多くの方法も考案でき、この構成は例示にすぎない。
【０１９６】
　マスク本体では、シールに対する出口開口部５０１は、受け口５０２の開口部のちょう
ど反対側にあるため、開口部５０２は中心に配置されている。受け口５０２の両側は中央
側部部分５０９に延在する。中央側部部分５０９は、シールの開口部４０３の一部分を取
り囲む平坦な被覆壁とし得る。中央側部部分５０９は、ガス逃がし通気孔の一部として小
開口を含み得る。
【０１９７】
　図示の好ましい実施形態では、シール開口部５０１の範囲を越えてサイドアーム５１１
が延在し、図７Ａから最もよく分かるように、サイドアーム５１１は、好ましくはシール
の全幅を越えて延在する。各サイドアーム５１１は、ストラップのコネクタ部分３２１に
接続されるコネクタ部分５１３を含む。図示の実施形態では、コネクタ部分は、周囲に刻
み目のある固定ポストを含む。ストラップは、各端部に形成され、固定ポストに引っ掛け
て刻み目に係合する小さなループを有する。このコネクタの形態は単純かつ直感的である
が、他のコネクタ形態を設けてもよく、例えば、各サイドアーム５１１は、クリップの部
分（例えば雄型または雌型部分）を備えることができる。
【０１９８】
　図７Ａから最もよく分かるように、サイドアーム５１１は、例えば３０°～８０°の角
度７１３でシールの外壁から出ている。ポスト５１３に固定されたストラップは、図７Ａ
の線７１５で示すように、シールから離れかつ装着者の顔から離れた位置でサイドアーム
から離れる。これは、インターフェースの中心線７１９に対するサイドアーム５１１の先
端７１７の相対的位置によって示されている。中心線からサイドアームの先端までの距離
７２１は、好ましくは２５ｍｍ～５０ｍｍ、最も好ましくは約４５ｍｍである。これを、
好ましくは５ｍｍ～１０ｍｍ、最も好ましくは約７ｍｍである中心線７１９と鼻ロケータ
の中心軸との間の距離７２３と比べる。それをまた、シールの中央部分を離れる、シール
の側部部分の内壁面の近似位置と比較する。この位置は図７Ａにおいて破線７２５で示す
。好ましくはこの距離７２７は１０ｍｍ～２０ｍｍ、最も好ましくは約１５ｍｍである。
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さらに比較すると、側部部分の最も外側の範囲を破線７２９で示す。中心線７１９からの
破線７２９の距離７３１は好ましくは１５ｍｍ～３０ｍｍ、最も好ましくは約２５ｍｍで
ある。
【０１９９】
　前から後ろ側への方向において、先端７１７は好ましくは鼻ロケータの基底の後方にあ
るので、鼻ロケータの基底はマスク本体の中央部分と、先端７１７を結ぶ線との間にある
。
【０２００】
　さらに図７Ａを参照すると、概して、マスクシールの最も広い外部範囲７４１は３０ｍ
ｍ～６０ｍｍ、最も好ましくは約５０ｍｍとし得る。シールおよびマスクフレームの全深
さ７４３は、好ましくは４０ｍｍ～６５ｍｍ、最も好ましくは約５５ｍｍとし得る。この
深さ内で、使用時に使用者の鼻を包み込むシールによって規定された内部空間は、好まし
くは２０ｍｍ～４０ｍｍ、最も好ましくは約３０ｍｍである深さ７４５を有し得る。
【０２０１】
　図７Ａから分かるように、形状全体において、側部部分が互いにほぼ平行となりかつ鼻
を収容する空間にわたって対向するように、シールはかなり弓状に湾曲する。側部部分の
配向平面は、０°～４５°、好ましくは０°～２５°の角度をなすようにし得る。図９Ａ
および図９Ｂに示すように、好ましくは、これは内壁および外壁の双方に当てはまる。好
ましくはこれはまた、図９Ａおよび図９Ｂに示す異なるレベルによって示すように、シー
ル内に垂直方向に変位された、実質的に全てのレベルに対して真である。
【０２０２】
　図７Ａに示すように、シールの全体的な平面形態は、放物線、半楕円形、半長円形また
はＵ字形とみなし得る。全体的にみると、シールの中央部分は、シールの幅を規定し、シ
ールの側部部分は、互いに実質的に平行かつこの幅方向に実質的に垂直な方向に中央部分
の外側端から離れて延在する。
【０２０３】
　図５Ｂおよび図５Ｃはまた、マスク本体３０３へのスイベルエルボー３１３の接続を示
す。スイベルエルボー３１３はボール部分５１５および開口部５１７を含む。ボール部分
５１５の外面は、好ましくは円錐球（ｆｒｕｓｔｏｓｐｈｅｒｉｃａｌ）面であるが、変
形させて形成して、依然として受け口５０２とのシールをほぼ達成することができる。同
様に、受け口５０２は好ましくは、わずかに入り込むリップのある円錐球面である。これ
は図８から最もよく分かり、リップ８０２が、円錐球面８０４の残りの部分に対してわず
かに入り込んでいる。
【０２０４】
　スイベルエルボー３１３は、好ましくは導管の流れと、マスクへの接続の流れとの角度
を０°～９０°、好ましくは３０°～６０°、最も好ましくは約４５°に規定する。エル
ボーは、患者用インターフェース用のガス逃がし通気孔の一部または全てを形成するアパ
ーチャ５１９を組み込み得る。アパーチャは、好ましくは、エルボーの屈曲部の外側、実
質的にマスクから離れるガスの流路のラインに位置する。
【０２０５】
　図５Ｂおよび図５Ｃはまた、マスク本体のポスト５１３に係合されたストラップのコネ
クタ部分３２１を示す。
【０２０６】
　図７Ａ～図７Ｄは、図８、図７Ｄ、図９Ａおよび図９Ｂに示す断面図の背景を与える。
【０２０７】
　図７Ｄは、図７Ｃのシールの線ＥＥに沿って取った断面である。図７Ｄは、シールの垂
直中心面におけるシールの部分の厚さを示す。これは、鼻孔ロケータに直接隣接しかつ鼻
孔ロケータ間の領域７３１におけるシールに厚みがつけられていることを示す。断面はま
た、出口４０３の上側のシールの中央部分の外壁部分４３１にあるシールに厚みがつけら
れていること、および開口部４０３の下側の中央部分の外壁部分４４１に厚みがつけられ



(23) JP 6105935 B2 2017.3.29

10

20

30

40

50

ていることを示す。これらの厚みをつけられたセクションは、好ましくは、それぞれ厚さ
が約２ｍｍ～４ｍｍの、薄くて柔軟性のある周囲部分４３５および４４５から次第に厚く
される。周辺部分４３５および４４５ならびに下部内壁部分４４３および上部内壁部分４
３３である、柔軟性のある壁部分は、好ましくは０．０５ｍｍ～０．５ｍｍ、最も好まし
くは０．１ｍｍ～０．２ｍｍの肉厚を有する。
【０２０８】
　鼻ロケータ間の部分７３１は、好ましくは２ｍｍ～０．５ｍｍ、好ましくは０．８ｍｍ
～１ｍｍの厚さを有する。
【０２０９】
　これらの寸法は、約４０のショアＡ硬さを有するシリコーン材料に関して与えられる。
シールが、他の材料で形成される場合、同等の代替的な寸法も考えられ得る一方、好まし
い柔軟性のある領域に覆いの柔軟性を保持し、かつ覆いに形状をもたらすための領域には
その形態を与えるための十分な硬さを保持する。
【０２１０】
　図８は、図７Ａのマスクシールおよび本体のＤＤに沿って取った断面である。これは、
マスク本体の開口部へのシール開口部の接続を示すために図７Ｄを参照して既に説明した
、図示の外側に向いた側のシールの中央部分の断面を示す。しかしながら、図８の断面も
また、鼻ロケータの好ましい断面形態を示す。特に、鼻ロケータの壁８０６の材料の厚さ
は、好ましくは０．５ｍｍ～２ｍｍ、最も好ましくは０．８ｍｍ～１ｍｍである。
【０２１１】
　鼻ロケータは、ベース部分８０８と、中心開口部８１２のあるノズル部分８１０とを含
む。開口部８１２を含む部分は、使用者の鼻孔の内側に嵌る。ベース部分８０８は、鼻孔
への入口において主要な位置を提供する。
【０２１２】
　図９Ａは、シールの図７Ｄの線ＧＧに沿って取った断面である。これは、鼻孔ロケータ
を通過するほぼ水平中心面のシールの断面である。この断面は、鼻孔ロケータの壁部分８
０６、鼻孔ロケータの周囲の外側の直接隣接した領域９０２、および鼻孔ロケータ間の中
心部分７３１が全て、シールの側部部分の柔軟性のある壁部分４１５および４２３と比べ
て厚みをつけられた壁を有することを示す。特に、鼻ロケータに直接隣接しかつそれを含
む領域は、好ましくは０．５ｍｍ～２ｍｍ、最も好ましくは０．８ｍｍ～１ｍｍの厚さを
有する。
【０２１３】
　シールの側部部分の外壁部分４１３もまた、鼻孔ロケータに隣接した部分よりも実質的
に厚い。これらの部分は、好ましくは２ｍｍ～５ｍｍ、最も好ましくは３ｍｍ～５ｍｍの
厚さを有する。これらの部分は、次第に厚みが小さくなり、それらが周辺部分４２３とな
る部分で柔軟性のある厚さになる。
【０２１４】
　側部部分の外側壁４１３の厚みをつけられた部分は、好ましくは、側部部分の最も外側
の先端の１０ｍｍ以内にまで及ぶ。
【０２１５】
　これらの外側側部部分４１３の厚さおよび硬さは、シールに実質的な形態を、および適
所でのシールの安定性を与える。側壁は、供給によってシールが圧力下で膨張するときに
、シールの側部部分の外側への屈曲に耐える一方、壁部分４１３は圧力下で外側に屈曲し
、かつ十分な反作用の力を有して、装着者の鼻を包み込むシールを保持する。
【０２１６】
　シールの厚みのある領域によって生じる硬さは、複合材料、または部分の組み合わせに
よってもたらされ得る。例えば、硬さは、シリコーンの補強によって、または硬い材料の
可撓性のインサートによって生じ得る。硬い材料のインサートは、マスク本体と一体にし
得る。好ましくは、シールの側部部分が、約６０°の角度の側部部分の屈曲に対して、硬
くされた領域の端部において少なくとも１Ｎの力の効果的な硬さがあることによって屈曲



(24) JP 6105935 B2 2017.3.29

10

20

30

40

50

に耐えるような構成とされる。
【０２１７】
　図９Ｂは、図９Ａの断面の上方の別の実質的に水平な平面を示す。この断面は図７Ｄの
線ＦＦに沿って取ったものである。これもまた、内側壁部分４１５および周囲部分４２３
に対するおよび上部内壁部分４３３の厚さに対するシールの側部部分の外側壁部分４１３
の厚さを示す。
【０２１８】
　ここでも、側部部分４１３は好ましくは２ｍｍ～５ｍｍ、最も好ましくは５ｍｍ～３ｍ
ｍの厚さを有する。柔軟部分４１５、４２３および４３３は、０．０５ｍｍ～０．５ｍｍ
、最も好ましくは０．１ｍｍ～０．２ｍｍの厚さを有する。
【０２１９】
　図１０Ａ～図１０Ｃは、本明細書に説明するいくつもの発明を組み込む患者用インター
フェースを示す斜視図である。図１０Ａは前面図であり、図１０Ｂは、側面図であり、お
よび図１０Ｃは背面図である。
【０２２０】
　インターフェース１０００は、図１～図３を参照して説明したインターフェースと同様
である。シール１０１０は、図４のシールと多数の類似点がある。フレームアセンブリ１
００８は、図５のフレーム３０３と同じ特徴をいくつか有する。図１～図３のインターフ
ェースのように、インターフェース１０００は、玉継手またはスイベル接続によってフレ
ームアセンブリ１００８に結合された短い垂下式の導管を有する。また図１～図３のイン
ターフェースのように、インターフェースは、好ましくは、単一のループストラップによ
って装着者の頭部に固定される。このループストラップは、本明細書で後述する材料製と
し得る。フレームアセンブリは、図５８～図６１を参照して説明するように、リップ安定
材を含んでもよい。
【０２２１】
　図１０Ａ～図１０Ｃを参照すると、インターフェース１０００の全体的な構成は、フレ
ームアセンブリ１００８と、フレームアセンブリの内側にシール１０１０とを含む。フレ
ームアセンブリから供給導管１００４が垂下して、ガスをフレームアセンブリに、そこか
らシールに供給する。ヘッドギア１００２はフレームアセンブリにつながれて、インター
フェースを使用者の頭部に固定する。
【０２２２】
　フレームアセンブリは側部部分１０１６を含む。図５のアセンブリのように、側部部分
は、シールの外壁から離れるように延在し得る（それゆえ、使用時には装着者の顔から離
れる）。側部部分１０１６の少なくとも一方、好ましくは双方が、ヘッドギア１００２の
コネクタ１０１４の接続を提供する。
【０２２３】
　コネクタ１０１４は、ストラップ１０１２の端部を終端させるように接続される。好ま
しくはストラップ１０１２の各端部はコネクタを含み、および各側部部分１０１６は、適
合する協働式接続を含む。
【０２２４】
　供給部は好ましくは短いフレキシブルチューブ１０２６、供給コネクタ１０２２および
インターフェースコネクタ１００６を含む。
【０２２５】
　チューブ１０２６は多くの形態を取り得る。例えば、チューブ１０２６は、伸縮性導管
、通常弛緩状態では短い弾力性導管、押出し蛇管または螺旋状リブ（ｓｐｉｒａｌ　ｒｉ
ｂ）を有する巻回テープ管（ｗｏｕｎｄ　ｔａｐｅ　ｔｕｂｅ）とし得る。チューブは、
押し潰しに対して抵抗性を有する必要があり、広範囲な横方向の転回および曲げを可能に
する。チューブの長さは、好ましくは５０ｍｍ～１５０ｍｍである。
【０２２６】
　インターフェースコネクタは、バイアス流用通気孔を含んでもよい。しかしながら、図
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示のインターフェースでは、コネクタにバイアス流用通気孔が設けられていない。コネク
タ１００６は、好ましくはフレームアセンブリ１００８へのスイベル継手１０２０の部分
を含む。コネクタは、好ましくは玉継手またはスイベル継手の一部分を含み、最も好まし
くはフレームアセンブリの受け口まで延在する伸長中空プラグ部分を含む。
【０２２７】
　図１０Ｂを参照すると、コネクタは、好ましくは２５度～７５度の角度で供給流の向き
を変える。最も好ましくは、コネクタは、４０度～６０度の角度で流れの向きを変える。
この角度は、継手１０２０のすぐ周辺のフレームアセンブリの前面の角度（例えば装着者
の前頭面に対して）と組み合わさるため、チューブ１０２６はインターフェースの下に（
使用者が直立しているとき）容易に垂れ下り、使用者が横たわっているときには使用者の
近くに留まり、継手１０２０を患者付近に保つ。
【０２２８】
　供給コネクタ１０２２は、好ましくはスイベルを含む。
【０２２９】
　フレームアセンブリ１００８は、好ましくはバイアス流用通気孔１０１８を含む。バイ
アス流用通気孔１０１８は、少なくとも、インターフェースの内部から周囲環境までの流
路を含んでもよい。バイアス流用通気孔を全く含まない戻り流用タイプのベンチレータと
使用するためのインターフェースが設けられてもよい。
【０２３０】
　バイアス流用通気孔が含まれる場合、バイアス流用通気孔は、フレームアセンブリを画
成する壁を通って延在する少なくとも１つのアパーチャを含んでもよい。図示のインター
フェースでは、バイアス流用通気孔１０１８は複数のアパーチャを含む。アパーチャは、
ガスの出口流を装着者の頭部に対して主に上向きに向けるように配置される。主に上向き
とは、ガスが、顔の面に垂直な方向よりも顔の面（または前頭面）に平行な方向に、かつ
概して額に向かう方向に向けられることを意味する。
【０２３１】
　図１０Ｃから最もよく分かるように、フレームアセンブリは、シール１０１０の下方に
延在する垂下式支持部分１０２４を含んでもよい。垂下式支持部分は、鼻唇溝の近傍にお
いて装着者の上唇領域への支持をもたらすためのパッド１０３０を含む。一部の使用者で
は、パッド１０３０は、鼻唇溝のすぐ近くの下頬領域に延在し得る。パッドは、シールを
支持する必要がある場合には顔にのみ接触するものである。インターフェースのこの態様
は、図１８～図６１を参照して詳細に網羅する。
【０２３２】
　また図１０Ｃでは、シールが対の鼻ロケータ１０３６を含んでいることが分かる。各鼻
ロケータは開口部を含み、鼻ロケータは使用時に装着者の鼻孔内に配置される。鼻ロケー
タは、シールの柔軟な内壁部分１０４２から延在する。
【０２３３】
　図示のインターフェースでは、各鼻ロケータは、略チューブ状のノズル部分１０４０お
よび凸状ベース部分１０３８を含む。略チューブ状のノズル部分１０４０は、開放端部に
向かって幾分テーパが付けられていてもよい。凸状ベース部分はドーム形状とみなしても
よい。
【０２３４】
　一部の実施形態では、凸状ベース部分は、ロケータの周辺全体に延在し、チューブ状ノ
ズル部分を取り囲む。他の実施形態では、凸状ベース部分は、ロケータの周辺に完全にで
はなく、そのほとんどに延在してもよい。例えば、ベース部分は、ロケータの周辺に連続
して６０％以上延在してもよい。
【０２３５】
　各ロケータのノズル部分およびベース部分の双方とも、好ましくは断面が長円または楕
円である。これを、より詳細に図１１Ｅ～図１１Ｈに示す。
【０２３６】
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　図１１Ａ～図１１Ｈは、図１０Ａ～図１０Ｃのインターフェースの軟質シール構成部品
の図である。図１１Ａは上面図である。図１１Ｂは前面図である。図１１Ｃは、鼻ロケー
タの開放端部に直接対面する位置から取った後面図である。図１１Ｄは、図１１Ｃのセク
ションＣＣを通る断面図である。
【０２３７】
　これらの図面から、図４のシールとの多くの類似点が分かる。類似特徴の実用性および
機能は、詳細には繰り返さない。
【０２３８】
　一般論として、シールは、内側に面した壁部分と、外側に面した壁部分とを含む。内側
に面した壁部分は、装着者の顔の表面に対してシールを形成する。外側に面した壁部分は
、シールをフレームアセンブリにつなげ、シールの全体の形状を支持する。図４のシール
のように、シールの全体の形状は、Ｕ字形状またはＶ字形状であり、側部部分が中央横断
部分から後方へ延在している。
【０２３９】
　外側に面した部分は側部部分１０３２を含み、側部部分１０３２は、内側に面した壁よ
りも断面が大きい。内側に面した壁は、全体的に柔軟な背部１０５２に支持された鼻ロケ
ータを含む。柔軟な周辺１０３４、１０４４は、周縁の周りで外側に面した壁と内側に面
した壁をつなぐ。
【０２４０】
　特に図１１Ａおよび図１１Ｄを参照すると、各鼻ロケータは、好ましくはチューブ状部
分１０４２およびドーム状部分１０３８を含む。さらに各チューブ状部分は、開口部１０
５０を画成するリム１０４２で終端する。
【０２４１】
　チューブ状部分は開口部１０５０に向かってテーパが付けられている。テーパは、好ま
しくは直線的なテーパである。あるいは、テーパは、曲線テーパとしてもよい。ドーム状
部分およびチューブ状部分の表面は、例えば１２０度～１６０度の鈍角の開先角度をなす
。
【０２４２】
　図１１Ｄの断面は、チューブ状部分１０４２がほぼ円錐台（ｆｒｕｓｔｏ　ｃｏｎｉｃ
ａｌ）であり、かつドーム状部分１０３８が、ほぼ切頭球（ｆｒｕｓｔｏ　ｓｐｈｅｒｉ
ｃａｌ）であると提示している。しかしながら、いずれの場合にも、代替的な断面（図１
１Ｆ～図１１Ｈ）は、円形ではなく楕円である。それゆえ、ドームの形態は楕円体とみな
し得る。チューブ状部分の形態は楕円錐とみなし得る。しかしながら、いずれの場合にも
、形状は真の楕円である必要はなく、その代わりに、正規の楕円より劣った形状を含み、
ドームの形態を、卵形体または卵形体ドームとみなしてもよく、チューブの形態を卵形体
または卵形体円錐とみなすか、またはテーパ付きの卵形体または卵形体チューブとみなす
。
【０２４３】
　鼻ロケータのチューブ状部分は離間しているが、それらの軸がほぼ一点に集まるように
整列している。好ましくは、一点に集まる距離は、鼻ロケータの開口部から１０ｍｍ～４
０ｍｍである。
【０２４４】
　鼻ロケータのドーム状部分は、シールの中心線において割れ目１０４６の周りですぐ近
くになるかまたはそこでつながる。好ましくは、割れ目１０４６は、一方の鼻ロケータド
ームに、他方の鼻ロケータのドームに対するいくらかの運動の自由度を与えるように形成
される。
【０２４５】
　特に図１１Ｅ～図１１Ｈを参照して、各鼻ロケータの長円断面を詳細に示す。特に、鼻
ロケータの３つの断面を示す。これらの断面は、鼻ロケータの開放端部の開口部の平面に
平行な平面で取られている。
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【０２４６】
　これらの断面から分かることは、長円形である。特に、開口部１０５０の長円または楕
円は、約１．８対１のアスペクト比を有する。長円または楕円の主軸は、短軸の２倍超で
あり、好ましくは短軸の１．５～３倍である。
【０２４７】
　長円形は鼻ロケータのチューブ状部分およびドーム状部分にわたって保持される。しか
しながら、図示のシールでは、比ではなく、主軸と短軸との絶対差が保持される。それゆ
え、比は、開口部１０５０の形状から、チューブ状部分のベースに向かって離間した第１
の断面１０５４まで行くにつれて低下する。比は、断面１０５４から、ドーム状部分の中
間位置における断面１０５６まで行くにつれてさらに低下する。比は、断面１０５６から
、ドーム状部分のベースにおける断面１０５８まで行くにつれてさらに低下する。
【０２４８】
　例として、先端開口部の場合、主軸の寸法は約９ｍｍ、短軸は約５ｍｍとし得る。ＥＥ
におけるチューブ状部分の断面の場合、主軸の寸法は約１３ｍｍ、短軸の寸法は約９ｍｍ
とし得る。
【０２４９】
　ＧＧにおけるドーム状部分の場合、主軸の寸法は約１８ｍｍとし、短軸の寸法は約１５
ｍｍとし得る。
【０２５０】
　ＨＨにおけるドーム状部分の場合、主軸の寸法は約２２ｍｍとし、短軸の寸法は約１８
ｍｍとし得る。
【０２５１】
　図１０Ｃに最もよく示すように、鼻ロケータの長円形は、インターフェースの後ろ側か
ら見ると、好ましくは平行に整列されていない。特に、長円の上端部は、下端部よりも近
い。仮想上の装着者の前頭面に後方に突出する場合、長円の主軸は、６０～１２０度の角
度を形成する。
【０２５２】
　各鼻ロケータは、好ましくは開放端部１０５０にリップ１０４２を備える。リップ１０
４２における材料は、好ましくはチューブ状部分の残りの部分の材料、またはリップのす
ぐ近傍のチューブ状部分の領域の材料よりも厚い。厚みをつけられたリップは、装着者の
鼻孔にロケータを配置するときに、ロケータの端部にやや存在感（ｐｏｓｉｔｉｖｅ　ｆ
ｏｒｍ）を与える。これは、インターフェースの装着時に装着者にとってロケータの端部
の感触をよくするのに役立ち得る。
【０２５３】
　図１１Ｂおよび図１１Ｅはまた、シールをフレームアセンブリに固定するときに含まれ
るシールの特徴を示す。図１１Ｂから分かるように、シールの外側に面した部分は、フレ
ームアセンブリで固定するための主開口部を含む。主開口部は、開口部の周囲に延びるリ
ップ１０４８を含む。リップは、シールの外面壁の厚みのある領域によって構成されても
よい。例えばリップの下部を図１１Ｅに断面で示す。
【０２５４】
　ある位置、または複数の位置で、リップ上に、フレームアセンブリに対するシールの正
しい組立を保証するようにマーカまたは形体が設けられてもよい。図示しかつ説明したシ
ールは、間違った組立に敏感である。この実施形態では、シールは、フレームから取り外
し可能に配置される。
【０２５５】
　リップは、容易に位置決めするために、好ましくは突起を備え、突起は、シールが正し
い位置にあるときにフレームの切欠き部に係合する。リップは、内向きおよび外向き方向
のいずれかまたは双方に延在する突起１０４６を備えてもよい。図示の実施形態では、２
つの突起１０４６が設けられ、それらはフレームの切欠き部１０７４および１０９２に係
合する。
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【０２５６】
　シールのリップは、全体的に、屈曲した長円の形態を取る。これにより、長円の端部が
長円の中央部分に接線方向の平面から離れるように湾曲するように、屈曲された長円を意
味する。これは、一般的に、図１１Ａのシールの外面壁部分の形態から分かる。
【０２５７】
　図１２Ａ～図１２Ｈは、図１０Ａ～図１０Ｃのインターフェースのフレームアセンブリ
の図である。図１２Ａは、フレームアセンブリの前面の斜視図である。図１２Ｂは、フレ
ームアセンブリの後面の斜視図である。図１２Ｃは、フレームアセンブリの側面図である
。図１２Ｄは、フレームアセンブリの２つの構成部品の組立図である。図１２Ｅは、フレ
ームアセンブリの背面図である。
【０２５８】
　図１２Ｉは、わずかに構成の異なるフレームアセンブリの背面図であり、安定材部分を
図示していない。これは、シールを固定するためのチャネルの代替的な構成を示す。他の
点では、フレームアセンブリは、図１２Ａ～図１２Ｈのフレームアセンブリと実質的に同
じ方法で形成されかつ組み立てられ得る。
【０２５９】
　フレームアセンブリ１００８は、２つの主構成部品、第１の構成部品１０７０およびカ
バー１０６０を含む。
【０２６０】
　フレームアセンブリの２つの構成部品を組み合わせて、シールのリップ１０４８を固定
するためのチャネル１０９６を提供する。
【０２６１】
　第１の構成部品１０７０は、チャネルの第１の部分を含み得る一方、カバー１０６０は
、チャネルの第２の部分を提供する。構成部品１０７０は、内側フランジ部分１０７２を
提供し、カバーは外側フランジ部分１０９４を提供し得る。チャネル用のベース部分は、
いずれかの部分のフランジ部分から延在して設けられ得る。例えばベース部分１０８８は
、フランジ部分１０７２から設けられ得る。
【０２６２】
　フランジ部分１０７２は、シールのリップ１０４８の位置決定形体を収容するための切
欠き部１０７４を含み得る。フランジ部分１０９４は、シールのリップの追加的な位置決
定形体を収容するための切欠き部１０９２を含み得る。
【０２６３】
　シールおよびチャネルの好ましい形態によれば、チャネルは、全体的に外向きのフレア
部を有し、主開口部の両側にあるチャネルの部分が、チャネルのベースからチャネルの開
放縁部まで進むときに、互いに対して広がるようになっている。それゆえ、シールのリッ
プは引っ張られて内側フランジ部分１０７２を通過し、かつシールは、リップの弾性張力
によってチャネルに保持される。
【０２６４】
　図１２Ａ～図１２Ｈのフレームアセンブリでは、チャネルは、全体的に湾曲した楕円を
形成する。図１２Ｉの例では、チャネルは、湾曲した丸みのある長方形または台形のよう
な経路に従う。特に、チャネルの全経路は、図１２Ａ～図１２Ｈの実施形態のチャネルの
経路ほど広くない。さらに、チャネルは、比較的真っ直ぐな側部部分１２２０を含む。側
部部分１２２０は、下部１２２６の方へ延在するときにわずかに狭まり、および上部１２
１７の方へ延在するときにわずかに広がる。このアセンブリが全体的な形状を湾曲した長
円に保持する一方、真っ直ぐな側部部分は、図１２Ａ～図１２Ｈの湾曲した楕円の鋭く曲
がった端部部分と比較して、組立を容易にするように改善させることが分かった。
【０２６５】
　切欠き部および突起の位置合わせは、好ましくはチャネルの上部または下部に隣接して
、最も好ましくはチャネルの上部に隣接してもたらされる。それゆえ、リップ１０４８を
正しい位置でチャネルに載置することができ、次いでリップの残りの部分を内側フランジ



(29) JP 6105935 B2 2017.3.29

10

20

30

40

50

部分１０７２わたって引っ張ることができる。
【０２６６】
　第１の構成部品１０７０は、支持パッド１０３０を担持するための延出部を含み得る。
例えば下部遮蔽部分は、インターフェースの供給開口部の下側に湾曲して延在し得る。下
部遮蔽部分は側部部分を含み得る。側部部分の下部内面にパッド１０３０が設けられる。
【０２６７】
　遮蔽部の上部の内側面１０７８は、インターフェースの側面を包み込み、かつシールの
外面壁の外側に隣接して配置される。遮蔽部の上部は、ガス内圧下で、シールの覆いの外
側の外向きの撓みを抑制することによって、シールの形態を保持するのを支援し得る。
【０２６８】
　第１の構成部品は、スイベル接続１０２０の一部分を担持し得る。好ましくは、第１の
構成部品１０７０は、前後に開口したリング部分１０８０を含む。リング部分は、好まし
くは供給チューブコネクタの表面と係合する表面を含む。
【０２６９】
　好ましくは、リング部分１０８０は、内側に面した実質的に球面１０８４を含む。内向
きの面１０８４は、供給チューブコネクタの球部分の外向きの相補面と係合し得る。供給
チューブコネクタの球部分は、供給チューブからリング部分１０８０を通ってガスを導く
内部通路を有し得る。
【０２７０】
　この配置の１つの利点は、利用可能な材料の選択肢が改善されることである。供給チュ
ーブコネクタは、好ましくは、構成部品１０７０のリング部分１０８０とは異なるベース
ポリマー材料から作られる。互いに作用する異なるポリマー材料は、同じベース材料のポ
リマーよりも摩擦および騒音を低減させる傾向がある。さらに、外側カバー１０６０を供
給チューブコネクタと同じ材料から形成できるので、外観を美しくする。
【０２７１】
　例えば、構成部品１０７０のリング部分は、その強度および靭性から選択された材料、
例えばポリカーボネートプラスチックから形成し、かつカバー１０６０および供給チュー
ブコネクタは、主に仕上げ面および外観から選択したプラスチック、例えばアセタールプ
ラスチックから形成してもよい。アセタールプラスチックは、潤滑性コポリマー、例えば
ＰＴＦＥ（ポリテトラフルオロエチレン）を含んでもよい。
【０２７２】
　リング部分１０８０はまた、２つの構成部品１０６０および１０７０を固定する形体を
提供する。
【０２７３】
　例えばリング部分１０８０の外面は、窪みまたはチャネル１０８２などの外向きの形体
を備えて、カバー１０６０の開口部１０６８の周囲１０６６の内向きのクリップまたは内
向きの環状リッジ１０８７と協働してもよい。これを、図１２Ｇの断面に最もよく示す。
【０２７４】
　カバー１０６０の外周は、構成部品１０７０の表面の一部と一体となってもよい。例え
ばカバー１０６０の下部曲線縁は、構成部品１０７０の下部遮蔽部の上部曲線縁に当接し
得る。これは、図１２Ｇの１０８１において示す。側部部分における同様の当接縁を図１
２Ｈの１０８１において示す。
【０２７５】
　構成部品１０６０および１０７０は、バイアス流用通気孔１０１８に隣接して出口プレ
ナムを形成し得る。これは、図１２Ｄの分解図および図１２Ｂの後面図および図１２Ｇお
よび図１２Ｈの断面を考慮することにより最も理解される。プレナム１０７９は、アパー
チャ１０６８の近傍で、構成部品１０７０の湾曲した長円フレーム部分１０７２とカバー
１０６０の内面との間に規定される。
【０２７６】
　プレナム１０７９への開口部１０８６は、リング部分１０８０の後部縁および長円フレ
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ーム部分１０７３によって画成される。シールからバイアス流用通気孔へ流れるガスは、
これらの開口部を通過する。長円フレーム１０７３のフランジ１０７２の内面１０９８は
、好ましくは、プレナムの方へ行くにつれて狭まり、漏斗のように作用する、流れ方向付
け面を画成する。
【０２７７】
　バイアス流用通気孔１０１８の孔は、プレナム１０７９から通じている。
【０２７８】
　リング部分１０８０は、長円フレーム部分１０７３を通って本質的に中心に開口する。
これは、本質的にシールの開放端部にすぐ隣接する箇所において、シールへの流れとシー
ルからの流れを分割する。
【０２７９】
　リング部分は、この位置に、１つ以上の支持ストラット１０７６によって、またはリン
グおよび長円フレーム部分が一緒になる頂部および底部における領域によって支持され得
る。
【０２８０】
　バイアス流用孔１０９７は、プレナムチャンバ１０７９の上部１０８９の周りに湾曲し
て配置される。この上部は、リング部分１０８０の真上の、図１２Ｇに示す位置にかなり
限定されるが、両側により開放している。
【０２８１】
　上向きの出口流（一般的に装着者の前頭面に平行な）を提供するために、バイアス流用
孔は、カバー１０６０の壁のシェルフ部分１０９９に配置してもよい。
【０２８２】
　構成部品１０６０の下部遮蔽部分は、より剛性の高い骨格部またはフレーム１０８３を
覆う、軟質の被覆部１０８５、例えば軟質の生体適合性材料のオーバーモールド層を含み
得る。好ましい被覆部は、例えば、熱可塑性エラストマー、ポリウレタンフォーム、また
はシリコーンエラストマーとし得る。構成部品１０６０の骨格部またはフレーム１０８３
は、被覆材料と強く結合する量のプラスチック材料を含むコポリマーから形成し得る。例
えば、フレーム１０８３は、ポリカーボネートシロキサンコポリマーから形成し得る。シ
ロキサンは、耐化学薬品性に寄与し、オーバーモールドされたシリコーンカバーの結合性
を向上させる。
【０２８３】
　カバー１０６０の末端の側部部分１０１６は、構成部品１０７０の遮蔽部の外面から広
がる。側部部分１０１６は、ヘッドギアストラップのコネクタを収容する受け口１０６２
となる。
【０２８４】
　図１３～図２０は、包み込み式の膨張シールを備えるインターフェースの別の実施形態
を示す。インターフェース１１００は、シール本体１１０１およびフレーム１１０２を含
む。
【０２８５】
　フレーム１１０２には、ガス供給装置に取り付けられたチューブ１１１２が取り付けら
れる。チューブは、マスクフレームおよびシールにガスを供給する。チューブ１１１２は
、細ひも１１１３によって使用者（インターフェース１１００を装着している）につなが
れていてもよい。使用時、細ひも１１１３は使用者の首の周りに延在する。細ひも１１１
３は、公知の方法によってチューブに付着されるが、図示のものは、細ひも１１１３に取
り付けられた、チューブを掴むｃ字状のクリップ１１１４である。
【０２８６】
　インターフェース１１００は、頭部ストラップ１１１４によって使用者の鼻を覆って適
所に保持される。ストラップは、好ましくはシリコーンなどの可撓性タイプの材料または
ヘッドギアストラップの分野で周知の積層材料で作製される。ストラップ１１１４の各端
部は、好ましくはシール本体１１０１に形成されるかまたは取り付けられる対応するアイ
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レット１１１７に取り付けられるクリップ１１１６に、取り付けられる。ストラップは、
平坦な成形シリコーンストラップ、小型の中空シリコーンチューブ、または当該技術分野
で公知の適切な構成とし得る。
【０２８７】
　フレーム１１０２には複数のバイアス流用穴１１１５が形成されて、インターフェース
から、使用者が吐き出したガスを排出できるようにし得る。あるいは、バイアス流用穴は
シール本体１１０１に形成されて、ガスを排出できるようにし得る。
【０２８８】
　シール本体１１０１はここでも、柔軟性があるかまたは膨張性のシールである。シール
本体１１０１は、形状が湾曲していてヒトの顔の輪郭に適合し、かつ使用者の鼻の周りに
延在し、使用者の鼻を包む。シール本体１１０１は好ましくは使用者の鼻の側面に完全に
延在し、使用者の頬にも部分的に延在し得る。シール１１０１は、内面１１０３を備える
内壁と、外面１１０４を備える外壁とを含む。内面１１０３からは、それぞれ出口１１０
７、１１０８を備える鼻ロケータ１１０５、１１０６が突出している。
【０２８９】
　図１０～図１２の実施形態と同様に、シール本体１１０１は、鼻ロケータ１１０５、１
１０６の反対側に入口開口部１１０９を含み、フレーム１１０２を受け入れる。
【０２９０】
　シール１１０１は可変の肉厚を有し、シールの突出する部分の周りに剛性があり、鼻ロ
ケータ１１０５、１１０６とシールの入口開口部１１０９の周辺１１１０との間に可撓性
があるようにする。これは、マスクフレーム１１０２に続いて、鼻ロケータ１１０５、１
１０６と入口周辺１１１０との間にデカップリング効果があることを意味する。これは、
使用者の鼻孔での鼻ロケータ１１０５、１１０６の封止を壊さずに、マスクフレームがい
くらか動くことが可能であることを意味する。
【０２９１】
　図１８から分かるように、シールへのガス入口１１０５を規定する入口周辺１１１０は
、実質的に厚みのある断面を有する。これは、入口周辺１１１０に剛性をもたらす。同様
に、鼻ロケータ１１０５、１１０６は、実質的に厚みのある断面を有する。しかしながら
、鼻ロケータの厚さは、必ずしも、入口周辺１１１０と同程度に厚くなくてもまたはそこ
よりも厚くなくてもよい。好ましい形態では、鼻ロケータの厚さは入口周辺の厚さよりも
薄い。
【０２９２】
　入口周辺１１１０と鼻ロケータ１１０５、１１０６との間の部位は、好ましくは鼻の位
置および入口周辺の双方よりも断面において薄い。例えば、図１８では、ＸとＹとの間の
シール１１０１の長さは、入口周辺または鼻ロケータのいずれかよりも断面において実質
的に薄くなるように形成されている。これは、この長さ部分がより可撓性に富み、鼻ロケ
ータ１１０５、１１０６をより効果的に動かすことができることを意味する。さらに、外
側周辺１１１１を含むＸとＹとの間の長さが断面において薄いため、シールは容易に膨張
して、使用者の鼻の周りでのシールの封止を支援する。
【０２９３】
　図１８から分かるように、好ましくは各鼻ロケータの基底または底部に隣接する覆いの
領域１１１８は、厚みのつけられた断面を有する。図示のように、好ましくは、領域１１
１８と厚みのつけられた入口周辺１１１０との間のシールの長さまたは領域１１１９は、
入口周辺１１１０、鼻ロケータ１１０５、１１０６または領域１１１８のいずれかよりも
断面において実質的に薄くなるように形成される。
【０２９４】
　代替的な実施形態では、覆いは、鼻ロケータの底部に隣接した厚みのつけられた領域１
１１８を含み、鼻ロケータの断面の厚さは、厚みをつけられていない。例えば、鼻ロケー
タの断面の厚さは、鼻ロケータに隣接した領域１１１８と入口周辺１１１０との間に延在
する覆い領域１１１９の厚さと同様とし得る。鼻ロケータの底部に隣接する厚みのつけら
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れた領域１１１８は、鼻ロケータのベースが、典型的なＣＰＡＰ圧力下で過度に変形また
は膨張しないようにする。しかしながら、この実施形態における鼻ロケータ１１０５、１
１０６の薄い壁は、ＣＰＡＰ圧力下で膨らみ得る。
【０２９５】
　好ましくは、シール１１０１は、ショアＡ硬さ約４０のシリコーンから形成される。あ
るいは、類似の特性を有する他の材料を使用してもよい。ショアＡ硬さ４０のシリコーン
、または類似の特性を有する他の材料では、鼻ロケータと入口周辺との間に延在する覆い
領域１１１９の厚さは約０．５ｍｍ未満である。好ましくはこの領域１１１９の厚さは０
．１ｍｍ～０．２ｍｍである。あるいは、覆いのこの領域１１１９は、０．１ｍｍ未満、
例えば０．０５ｍｍの厚さを有し得る。
【０２９６】
　鼻ロケータのベースに隣接する領域１１１８の厚さは、好ましくは２ｍｍ未満の厚さを
有する。好ましくは、鼻ロケータのベースに隣接する領域１１１８の厚さは、約０．８ｍ
ｍ～１．０ｍｍである。あるいは、鼻ロケータのベースに隣接する領域１１１８の厚さは
、０．８ｍｍ未満、例えば０．５ｍｍとし得る。
【０２９７】
　入口周辺に隣接する領域の厚さは約３ｍｍ～５ｍｍとし得るが、例えば２ｍｍなど、そ
れよりも薄くすることもできる。
【０２９８】
　鼻ロケータの厚さは２ｍｍ未満である。好ましい実施形態では、鼻ロケータの厚さは約
０．８ｍｍ～１．０ｍｍである。あるいは鼻ロケータの厚さは０．８ｍｍ未満、例えば０
．５ｍｍである。
【０２９９】
　上述の代替的な実施形態では、鼻ロケータの厚さは、鼻ロケータと入口周辺との間に延
在する覆い領域１１１９の厚さと同様である。この実施形態では、鼻ロケータは約０．１
ｍｍ～０．２ｍｍの好ましい厚さを有する。あるいは鼻ロケータの厚さは０．２ｍｍ未満
、例えば０．０５ｍｍとし得る。
【０３００】
　好ましくは、シールのある領域から別の領域での厚さの変化は漸次的に生じる。例えば
、シールの厚さは、厚みをつけられた部分１１１８から薄い部分１１１９まで漸次的に変
化する。同様に、シールの厚さは、厚みをつけられた部分１１１０から薄い部分１１１９
まで漸次的に変化する。
【０３０１】
　ここで図２０を参照すると、図１６のＡＡに沿って取ったシール１１０１の断面を示す
。この図は、シールの部分の厚さの変動を示すシール１１０１の代替的な図を示す。特に
、入口周辺１１１０および鼻ロケータ１１０６、１１０８は、外側周辺１１１１と比較し
て断面において厚みがある。少なくとも横方向において、入口に隣接する厚みのつけられ
た領域１１１０は、入口から外周縁１１２１までの距離の少なくとも半分だけ延在する。
上向きの方向では、厚みのつけられた領域は、入口から上周縁１１２３までの距離の少な
くとも半分だけ延在する。下向きの方向では、厚みのつけられた領域は、下面部分１１２
５までの距離の少なくとも半分だけ延在する。鼻ロケータ１１０６と１１０７との間の、
全体的に１１１２で示すシールの部位もまた、断面において厚みがあり、これらの部位に
おいて鼻ロケータに追加的な安定性をもたらす。
【０３０２】
　図２１では、シールの代替的な実施形態を示す。この代替的な実施形態では、１１１３
で示す鼻ロケータ間の部位は、入口周辺１１１０および鼻ロケータ１１０６、１１０８よ
りも断面において実質的に薄い。この構成は、鼻ロケータ１１０６と１１０８との間に追
加的な可撓性をもたらす。
【０３０３】
　図２２に、本発明のシールのさらに別の実施形態を示す。ここでは、シールは膨張性で



(33) JP 6105935 B2 2017.3.29

10

20

30

40

50

あるが、シールは、使用時に使用者の口を塞ぐように下方に延在する。このシール１２０
０は、鼻ロケータ１２０１、１２０２を含み、上述の実施形態のいずれかで説明したもの
と同様のフレームに受け入れられる。シール１２００は、使用者の口を覆う延出部１２０
３を有し、シールを形成して口からの漏れを減少させる。
【０３０４】
　図２３に、本発明のシールの別の実施形態を示す。このシール１３００は、図２２のシ
ールと同じ形状であり、鼻ロケータ１３０１、１３０２および口を覆う延出部１２０３を
備えるが、使用者の口に向けられた出口１３０４を含み、使用者の口ならびに鼻ロケータ
１３０１、１３０２を通って使用者の鼻腔に同時にガスが送られるようにする。
【０３０５】
　図２４～図２９は、本書で説明したインターフェースの実施形態のいずれかと共に使用
し得る種々の頭部ストラップを示す。
【０３０６】
　図２４は、インターフェースおよび頭部ストラップの分野で公知のいずれかの適切な手
段によってインターフェース１４００、特に可撓性および膨張性シール１４０１に取り付
けられた単一の頭部ストラップ１４０２を示す。ストラップ１４０２は、図２４ａに示す
ような中空チューブ１４０２または図２４ｂに示すような中実チューブ１４０２’とし得
る。中空チューブは、例えば、直径３ｍｍ～６ｍｍおよび肉厚０．２ｍｍ～１ｍｍの伸長
シリコーンチューブとし得る。
【０３０７】
　図２５は、インターフェースおよび頭部ストラップの分野で公知のいずれかの適切な手
段によってインターフェース１４００、特に可撓性および膨張性シール１４０１に取り付
けられた単一の頭部ストラップ１４１０を示す。ストラップ１４１０は、図２５ａに示す
ような細長い中空チューブ１４１０または図２５ｂに示すような細長い中実チューブ１４
１０’とし得る。ストラップは、好ましくはシール１４０１に取り付けられるその端部１
４１１、１４１２において幅が細く、使用時に使用者の頭部の後ろ側にある中間点におい
て幅が広い。
【０３０８】
　図２６は、インターフェース１４００に取り付けられた二重頭部ストラップ１４２０を
示す。ストラップ１４２０は使用者の耳の周りに延在し、シール１４０１の各側に２つの
アタッチメント点を有し、そこでストラップがシール１４０１に取り付けられる。
【０３０９】
　図２７および図２７ａは、インターフェース１４００に取り付けられた延伸可能な頭部
ストラップ１４３０を示す。ストラップ１４３０は、ストラップを使用者の頭部に良好に
適合させるための伸縮可能な部位１４３１を有する。
【０３１０】
　図２８は、インターフェース１４００、特にシール１４０１に取り付けられた代替的な
頭部ストラップ１４４０を示す。頭部ストラップ１４４０は、好ましくは剛性部位１４４
２、１４４３を有するサイドストラップ１４４１を含み、サイドストラップ１４４１に追
加的な安定性をもたらす。頭部ストラップ１４４０はまた、好ましくは、それぞれ頭部ま
たは頭部の後ろ側に延在する上部ストラップ１４４４および後部ストラップ１４４５を含
む。この頭部ストラップは、Ｆｉｓｈｅｒ　ａｎｄ　Ｐａｙｋｅｌ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒ
ｅの米国特許出願第１２／３０７９９３号明細書で詳述されており、その内容を参照によ
り本願明細書に援用する。
【０３１１】
　図２９および図２９ａは、インターフェース１４００、特にシール１４０１に取り付け
られた、さらに別の代替的な頭部ストラップ１４５０を示す。頭部ストラップ１４５０は
湾曲しており、ストラップに追加的な支持または剛性をもたらす隔壁１４５１を有する。
【０３１２】
　上述の頭部ストラップは、任意の適切な材料、例えば、軟質プラスチック、シリコーン



(34) JP 6105935 B2 2017.3.29

10

20

30

40

50

、積層布、または他の適切な材料で形成し得る。
【０３１３】
　図３０～図３３は、インターフェースフレームを膨張性シール本体に取り付け得る種々
の方法を示す。図３０では、シール本体１５００は、オーバーモールドされたまたはボン
ドされた硬質プラスチックバーブ１５０２を含む。バーブ１５０２は、フレーム１５０１
に形成された対応して付形された凹部１５０３に留められ、かつフレーム１５０１とシー
ル係合した状態でシール本体１５００を保持する。
【０３１４】
　同様に、図３１では、シール本体１５００は、フレーム１５０１に留められる、オーバ
ーモールドされたまたはボンドされた硬質プラスチックループ状クリップ１５１３で形成
された周辺１５１２を有する。そのようなクリップ機構の詳細は、Ｆｉｓｈｅｒ　ａｎｄ
　Ｐａｙｋｅｌ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅの米国特許出願第１２／５０２５２８号明細書で
説明されており、その内容を参照により本願明細書に援用する。
【０３１５】
　あるいは、図３２に示すように、シール本体１５００は、フレーム１５０１の周りで伸
縮性締り嵌めを有する入口１５２２を有し得る。フレームは好ましくは溝１５２３および
隆起した縁１５２４を有し、入口１５２２がフレームと係合することを可能にする。
【０３１６】
　図３３に示すような別の代替的な形態では、シール本体１５００は、オーバーモールド
またはボンディングによってフレーム１５０１に永久的に取り付け得る。
【０３１７】
　図３４～図４０は、インターフェース１１００から延出するチューブ（１１１２、図１
３参照）を使用者に固定し得る種々の方法を示す。チューブを使用者に固定することの利
点は、チューブの重量をインターフェースから取り除いて、インターフェースが使用者の
顔から引張られる可能性を低減させることである。下記の装具の各々は、好ましくはファ
ブリックストラップ製である。ファブリックは通気性のあるタイプの材料であることが好
ましいが、他の適切なファブリックも使用し得る。本書で説明する全ての形態において、
チューブは、クリップまたはピンによって装具に取り付けられる。
【０３１８】
　図３４では、使用時に使用者の頭部および一方の肩の周りに置かれるファブリック製の
ループ状ストラップから作製された装具１６００を示す。
【０３１９】
　図３５では、代替的な装具１６１０を示す。この装具はまた、好ましくは、使用者の胸
の中心で交差するように形成されかつ使用者の各腕の周りでしっかりと留められるファブ
リック製である。
【０３２０】
　図３６では、別の代替的な装具１６２０を示す。ここでは、装具１６２０は、使用者の
胸の中心で交差するストラップを有するが、使用者の首と背中の周りでしっかりと留めら
れている。
【０３２１】
　あるいは、図３７に示すように、装具１６３０を使用してチューブを使用者に固定でき
、装具は、使用者の腕の下側で胸の周りに延在するループ状ストラップから形成される。
【０３２２】
　図３８または図３９に示すように、装具１６４０は、追加的に２つの肩ストラップ１６
４１、１６４２または単に１つの肩ストラップ１６４３を含んでもよい。
【０３２３】
　あるいは、図４０に示すように、本発明のインターフェースには、単に使用時に使用者
の肩または上腕に適合する単純な装具１６５０を使用し得る。
【０３２４】
　図４１～図５７を参照して追加的なチューブ支持構成を説明する。図４１～図５１は、
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使用者の首の周りに装着するための、つなぎ部によってチューブを支持し得る支持カラー
を説明する。図５２～図５５は、そのようなカラーと共に使用し得る、またはつなぎ部の
一方の端部を患者に固定するための他の構成と共に使用し得るつなぎ部の態様を説明する
。図５６および図５７は、つなぎ部を患者に固定するための２つのそのような構成を示す
。図３４～図４０は、そのようなつなぎ部を患者に固定するための他の構成を示す。
【０３２５】
　図４１～図４５は、図１～図３に関連して上で大まかに説明したカラーをさらに詳細に
示す。カラーは、調節可能な接続部３２７および二次接続部３２９を含む。調節可能な接
続部は、カラーの第１の端部４１００と第２の端部４１０２との間で動作する。調節可能
な接続部３２７は、設定すべき端部４１００および４１０２の重なる量を使用者が設定で
きるようにする。図４１～図４５は、ドーム式締結装置の形態の調節可能な接続部３２７
を示す。ある締結部分４１０４が第１のストラップ端部４１００に取り付けられる。いく
つもの相補的な締結部分４１０６が、第２のストラップ端部４１０２に沿って間隔をあけ
て設けられる。一連の締結部分４１０６の１つに締結具４１０４を係合することによって
、端部４１０２に対する端部４１００の重なりを設定する。締結部分４１０６は、２ｃｍ
～５ｃｍ、好ましくは３ｃｍ～４ｃｍの間隔で置かれ得る。これにより、３ｃｍ～４ｃｍ
単位でカラーの円周に程度の差をもたらす。
【０３２６】
　好ましくは、外側の重なり端部４１００は単一のコネクタ部分を含み、内側ストラップ
端部は一連の外向きの第２のコネクタ部分を含む。この構成によれば、患者の首の方に向
くコネクタ部分はない。従って、カラーの内側面には、邪魔になる突起がない。
【０３２７】
　コネクタ部分は、例えば、公知のタイプのドーム式締結具の部分とし得る。
【０３２８】
　内側端部４１０２の末端部は、カラーストラップの重なり部分に係合する、外側に突出
するループを含み得る。図４３にのみ示すこのループ４３０２は、カラーのサイズをきつ
く設定するときに、下にはみ出して重なる端部４１０２の自由端とカラーの重なり部分と
を位置合わせする。
【０３２９】
　図４６～図４９に、調節可能な接続部用の代替的なコネクタをしめす。図４６に、ドー
ム式締結具の接続を詳細に示す。
【０３３０】
　図４７に、係合する磁石を使用する代替的な締結具を示す。外側ストラップ端部４７０
２は、内向きの磁石部分４７０４を含む。内側ストラップ端部４７０６は、外向きの磁石
部分４７０８を含む。内向きの磁石部分４７０４は、好ましくは、内側に向く第１の磁性
に磁化されている。外向きの磁石部分４７０８は、好ましくは、外側に向く相補的な磁性
に磁化されている。一連の外向きの磁石４７０８は、内側ストラップ部分４７０６の外面
に沿って間隔をあけて置かれている。
【０３３１】
　磁石部分はベース部分４７１０に固定し、ベース部分はストラップに固定し得る。例え
ば、磁石は、ストラップに縫い合わせることができる基材材料に接着剤で付け得る。ある
いは、磁石は、磁石をストラップに直接縫い合わせられるような穴を含むように成形し得
る。
【０３３２】
　磁石４７０４は、磁石自体ではなく、磁石４７０８によって引きつけられる磁性材料で
置き換えることができる。あるいは、磁石４７０８は、磁性はあるがそれ自体が磁石では
ない材料の部分によって置き換えることができる。一例として、磁石はフェライトまたは
希土類とする一方、磁性材料は、鋼の小断片とし得る。可塑性ポリマーにボンドされたフ
ェライト粉末は磁石を可塑性にできると同時に、十分な強度を維持してカラーを固定でき
る。
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【０３３３】
　図４８は、面ファスナーシステムによって作製されている調節可能な接続部を示す。例
えば、外側端部部分４８０２は、突出するフックを備える材料の短い部分４８０４を含み
得る。内側ストラップ端部４８０６は、フックが係合および係合解除し得るループで覆わ
れた外向きの部分４８０８を含み得る。好適な面ファスナー材料はＶｅｌｃｒｏ（登録商
標）ブランドで販売されている。
【０３３４】
　外向きのループ材料は、カラーストラップに縫い合わせられるか、またはカラーストラ
ップは、ループを一体式に含む材料から形成し得る。ループ部分４８０８の長さは、フッ
ク部分４８０４の長さよりも遥かに長く、好ましくはカラーで利用できるよう求められる
調節と同等の長さに延在する。例えば、ループファスナー材料はカラーストラップに沿っ
て約１５ｃｍの長さを有し得る。
【０３３５】
　図４９は、ドーム式締結具と同様の代替的な機械的な締結具を示す。このタイプのドー
ム式締結具は、雌型部分に小型の受け入れアパーチャ４９０２、および雄型部分に小型の
突出ピン４９０４を含む。
【０３３６】
　図４３～図４５に戻ると、カラーは、好ましくは第３の端部４３０２と第４の端部４３
０４との間に第２の解放式接続部３２９を含む。それゆえ、カラーのリング全体は、２つ
の別個のストラップセクションに分割される。各ストラップセクションは、一方の端部部
分に調節可能な接続部３２７、および他方の端部部分に第２の接続部３２９を含む。
【０３３７】
　好ましくはこの第２の接続部は調整不能である。この第２の接続部３２９は、カラーの
使用毎に係合および係合解除するものと意図される。調節可能な接続部は長さを直して設
定するように調整でき、第２の接続部３２９は、カラーを固定および解放するために使用
できる。
【０３３８】
　この第２の接続部３２９は、図４６～図４９に示す例を含み、または図５０Ａおよび図
５０Ｂに示すような普通の取り外し可能な締結クリップを含む（図５０Ａは接続した状態
および図５０Ｂは開放状態）任意の好適な手段、または予め定められた範囲の張力がかけ
られると解放する分離コネクタによって形成し得る。
【０３３９】
　図４５に示す接続部３２９は、ストラップ端部４３０２に固定された第１の本体部分４
５０２と、第４のストラップ端部４３０４に固定された第２の本体部分４５０４とを有す
る分離コネクタを含む。第１および第２の本体部分は、各々、突出する中子と受け口とを
含む。一方の本体の突出する中子は、他方の本体の受け口に相補的である。突出する中子
および受け口は、好ましくは締り嵌めを有する。締めの量および受け口から中子を抜くの
に必要な力は、分離クリップの解放力を規定する。
【０３４０】
　図５１Ａおよび図５１Ｂにこの好ましい分離クリップを詳細に示す。図５１Ａでは、ク
リップを開放した構成で示し、中子５１０２が各クリップ本体部分から突出し、各中子５
１０２は小型の横方向突起５１０４を含む。クリップの各本体部分の受け口は横方向アパ
ーチャ５１０６を含む。中子５１０２を受け口に押し込むと、突起５１０４がアパーチャ
５１０６まで及ぶ。アパーチャ５１０６における突起５１０４の係合によって締り嵌めが
もたらされる。図５１Ｂにこのコネクタをその係合状態で示す。
【０３４１】
　再び図４１～図４５を参照すると、つなぎ部がカラーから延出する。つなぎ部４１１２
は一方の端部でカラーに接続され、その自由端でクリップ４１１４を係合する。係合クリ
ップ４１１４は、患者用インターフェース用の供給導管と接続するためのものである。図
５５に、係合クリップ４１１４を詳細に示し、導管のカフへの係合クリップの取り付けの
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拡大図を示す。好ましいコネクタは、カフのスリーブ部分に適合する開放環を含み、カフ
のフランジ５５０２と、カフに接続されるスイベル導管のフランジ５５０４との間の適所
に保持される。
【０３４２】
　好ましいつなぎ部は、カラーへの接続部と導管コネクタとの間のその長さに沿っていく
つかの位置に分離クリップを含む。分離コネクタは、図５１Ａおよび図５１Ｂを参照して
既に述べた形態とし得る。分離コネクタのその形態を図５２、図５４Ａおよび図５４Ｂに
示す。
【０３４３】
　あるいは、分離コネクタはまたスイベルを含んで、患者用インターフェースを装着する
前にカラーを導管に対して正しい向きにする必要をなくし得る。この場合、分離コネクタ
は、受け口部分５３０２および雄型部分５３０４を含み、雄型部分５３０４は回転対称と
し得る。例えば、雄型部分５３０４は、拡大した端部５３０８を有する突出するノブ５３
０６を含み得る。受け口５３０２は、開放端部に隣接した内側円周に突出部分または環状
の突出部分を含み得る。受け口５３０２は、後で一緒に固定される２部片に作製して、こ
の突出する１つまたは複数のリップを作製する必要があり得る。受け口部分５３０２は、
その他方の端部５３１０において開放し得るので、コネクタ部分５３０２を１部片に形成
できる。この端部は、つなぎ部のストラップ部分５３１２の端部を収容し得る。
【０３４４】
　あるいは、スイベルは、つなぎ部に沿って別の位置に含まれ得る。
【０３４５】
　好ましくは、つなぎ部を、カラーに接続するための一端部において摺動式コネクタ５２
０２で形成する。摺動式コネクタ５２０２は、好ましくは、カラーのウェブの両側に直線
部分を含みかつカラーの縁の上下の横断部分によって接合された成形ループを含む。ルー
プは、好ましくは、カラーに適度にぴったりと嵌っているので、ある位置まで動くと、そ
の位置に留まる傾向があるが、十分な力がかけられるとカラーに沿って動くことができる
。ループ５２０２は、カラーのウェブの輪郭を実質的に反映している。つなぎ部分はルー
プ５２０２から延出し、好ましくはループ５２０２と一体的に形成されている。好ましく
は、つなぎ部分およびループは、シリコーンなどの可撓性の弾性材料から形成される。
【０３４６】
　別のつなぎ部分は、着脱が容易なコネクタから、係合クリップの導管まで延出する。こ
こでも、これは、任意の好適な材料、好ましくは可撓性のある、好ましくはシリコーン材
料から形成し得る。
【０３４７】
　つなぎ部は、固定のまたは調節可能な長さとし得る。好ましくは、つなぎ部は、患者が
選択するために複数の長さが与えられ得る。つなぎ部は３ｃｍ～１５ｃｍの長さとし得る
。約３ｃｍのつなぎ部を図５４Ａ～図５４Ｂに示し、つなぎ部は、もしあるならば、限定
されたストラップ部分を含む。このつなぎ部は、ほとんど、カラーへのそのループコネク
タによって、着脱が容易なコネクタによって、および導管コネクタへのその接続によって
作製される。
【０３４８】
　図５２および図５３に、接続ループ５２０２と着脱が容易なコネクタとの間にかなりの
ストラップ部分を含み、着脱が容易なコネクタと導管コネクタとの間に別のかなりのスト
ラップ部分を含む長いつなぎ部を示す。つなぎ部のこれらの部分は入れ替えることができ
るので、例えば、つなぎ部のストラップ部分は、分離コネクタの一方の側または他方の側
に全て設けることができる。
【０３４９】
　図５６は、カラーの使用に対する代替的な支持構成を示す。つなぎ部５６０２は、カラ
ー用のコネクタで終端する代わりにクリップ５６０４で終端する。好ましくは洗濯ばさみ
（ｐｅｇ）、ワニ口クリップまたは把持顎を有する他の構成のタイプの形態のクリップ５
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６０４は、ネックラインまたは患者が着用している衣類の他の便利な部分に取り付けるた
めのものである。あるいは、つなぎ部は、先に説明したように患者が装着するための装具
構造に接続するためのコネクタで終端し得る。
【０３５０】
　つなぎ部は、分離コネクタを含んでも含まなくてもよい。
【０３５１】
　図５７は、患者の衣類５７０２に接続するための別の代替形態を示す。これは、衣類の
カラーラインに接続されかつ分離コネクタ５７０６を含むプッシュクリップ５７０４を示
す。
【０３５２】
　好ましいカラーは、装着者に快適な材料から構成される。最も単純な形態では、カラー
は、例えば、全体的なカラーの形状を保持するために十分な硬さ、任意の相当な伸長また
は引張りに耐える十分な強度を有し、かつ患者に向く内面が快適な柔らかい可撓性材料の
ストラップとし得る。１つの好適な材料は、例えば、いずれかの面が編地面となっている
発泡ウェブを有するＢｒｅａｔｈｏｐｒｅｎｅのような積層発泡材料とし得る。
【０３５３】
　しかしながら、好ましいカラーは、Ｂｒｅａｔｈｏｐｒｅｎｅ材料よりも引張りに耐え
、Ｂｒｅａｔｈｏｐｒｅｎｅ材料よりも通気性がある。皮膚に対して快適であるために、
カラーは好ましくは織られた、編まれたまたは編組された天然繊維のファブリック面とな
っている。例えば、綿または竹の糸で編組されたまたは編まれたチューブである。カラー
に形状を与えるために、編組されたまたは編まれたチューブは、可撓性のある骨格部を取
り囲む。可撓性のある骨格部は、一連のヒンジ式接続のフレーム、または開放式の骨組み
で形成された成形された可撓性ストラップを含み得る。好ましくはそれは、プラスチック
メッシュの細いストラップを含む。好適なメッシュの例は、ドイツのＭｕｌｌｔｅｒ　Ｔ
ｅｘｔｉ　Ｇｒｏｕｐ製の３ＭＥＳＨである。開放式の骨組みまたはメッシュ形態は、湿
分および熱が容易にカラーを通過できるようにし、長時間カラーを装着している患者の不
快感を軽減する。
【０３５４】
　カラーストラップは、好ましくは幅が３ｃｍ～６ｃｍおよび厚さが３ｍｍ～８ｍｍであ
る。
【０３５５】
　図１～図３に１つの好ましい単純な頭部ストラップを示す。これは、両端部においてコ
ネクタで終端する単一の非分岐状ストラップを含む。ストラップは、フレームの両端部に
永久的に接続できるが、好ましくは、コネクタは、マスクの本体から取り外し可能なよう
に構成する。図１０Ａ～図１０Ｃに好ましい頭部ストラップの別の例を示し、および図６
３Ａ～図６３Ｄに好ましい接続クリップを示す。
【０３５６】
　単一の非分岐状ストラップは、好ましくは、調整の必要なく、頭部のサイズのかなりの
変動に適応する。好ましいストラップの硬さは非常に柔らかく、完全に広げられたが未延
伸状態の４００ｍｍのキングストラップの、その元の長さの１．３倍の状態への伸長は、
４Ｎ以下、好ましくは２Ｎ以下の力を必要とする。図６２は、４種のサンプルストラップ
材料の力対伸長特性を示すグラフである。好ましい材料は、Ｌｙｃｒａの撚糸を組み込む
編まれたチューブナイロン糸または編組されたチューブナイロン糸を含む。ナイロン糸は
、十分に緩く形成され、きつくならないために必要な範囲を越えて伸長可能である。糸中
のＬｙｃｒａ撚糸の量は、ストラップの硬さを変えるために変動させ得る。ストラップの
全径または幅は、好ましくは１０ｍｍ未満、最も好ましくは６ｍｍ未満である。
【０３５７】
　ストラップの端部コネクタは任意の好適な方法でストラップに取り付け得る。好ましく
は、端部コネクタは、ストラップの端部にオーバーモールドされる。図６２に、代替的な
ストラップ材料の範囲の試験結果を示す。全ての試験結果は、「静止時」の長さが約４０
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０ｍｍの被試験材料の長さの伸長に対するものである。
【０３５８】
　線６２０２は、Ｌｙｃｒａフィラメントを組み込むナイロンの編糸の伸長試験結果を示
し、編まれたチューブの公称直径は５ｍｍである。これはまた、望ましいものよりも硬い
。
【０３５９】
　線６２０６は、本発明者らによって決定された、仮説上最も好ましい応答を示す。
【０３６０】
　線６２０９は、肉厚が０．２５ｍｍ、外径が３ｍｍの伸長シリコーン中空チューブの応
答を示す。
【０３６１】
　線６２０７は、肉厚が０．２５ｍｍ、外径が６ｍｍの伸長シリコーン中空チューブの応
答を示す。
【０３６２】
　これらのシリコーンの伸長の双方とも、満足のいく特性を示す。
【０３６３】
　線６２０５は、Ｌｙｃｒａフィラメントを組み込む好ましいナイロン編糸の応答を示す
。この編まれたチューブの公称直径は４ｍｍであった。
【０３６４】
　線６２０８は、長さ３ｍｍの織成弾性ウェビングの応答を示す。この製品は、好ましい
編糸と類似した特性を示したが、弾性ウェビングは、毛を捉えて弾性を失う傾向を示す。
【０３６５】
頭部ストラップ
　最も好ましい頭部ストラップは、編組の伸縮性バンドを含む。伸縮性のスレッドの長さ
部分は、複数のスプールに巻き付けられる。次いで、スレッドのスプールを編組機におい
て使用して、連続的な編組のチューブを作製する。チューブは、１つのローラまたは複数
のローラ、またはローラ間を通過させられ、チューブを平坦にしてバンドにする。
【０３６６】
　好ましい頭部ストラップの断面の寸法は、幅が約６ｍｍおよび厚さが１．５ｍｍである
。
【０３６７】
　最も好ましい実施形態によれば、スレッドは、紡糸ラッパーを備えるＬｙｃｒａ（エラ
ステインまたはスパンデックス）撚糸である。エラステイン撚糸は、例えば、９００デニ
ール撚糸のＬｙｃｒａ（エラステインまたはスパンデックス）とし得る。
【０３６８】
　紡糸ラッパーは、ナイロンフィラメントの少なくとも１つの糸を含み得る。ラッパーは
、主ラッパー糸および副ラッパー糸を含み得る。各糸は、複数のナイロンフィラメントを
含む紡績糸を含み得る。
【０３６９】
　例えば、各ラッパーは、ナイロンフィラメントの糸を含んでもよい。
【０３７０】
　ナイロンフィラメントは、伸縮性のスレッドの色に寄与する。例えば、白色の頭部スト
ラップの場合、ナイロンラッパーは白色のナイロンフィラメントを含む必要がある。
【０３７１】
　伸縮性のスレッドのスプールを準備する場合、好ましくは伸縮性のスレッドの複数のス
レッド（好ましくは３本のスレッド）を平行にスプールに巻き付けるので、編組プロセス
において各要素が実際に３本の平行したスレッドの束を含む。
【０３７２】
　好ましくは、編組は、１６スプールの編組機、例えばＴａｌｌｅｒｅｓ　Ｒａｔｅｒａ
　ＳＡ　ｏｆ　Ｂａｒｃｅｌｏｎａ，Ｓｐａｉｎから市販されているＲａｔｅｒａ１６／
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８０編組機で行われる。編組用のスレッドの各スプールは、上述の通り３本の平行したス
レッドで準備される。
【０３７３】
　編組機は、（例えば張力、速度またはそれら双方を設定することによって）好適な編組
を作製するように構成される。Ｒａｔｅｒａ１６編組機の速度制御の設定の例は、Ａ：４
５、Ｂ：２０、Ｃ：３０およびＤ：３５である。
【０３７４】
　この説明に従って作られた頭部ストラップは、段階的な伸長によって試験し、各伸長に
おける力を記録した。３００ｍｍ長さのプロトタイプストラップ材料の力対伸長の結果を
図６４に示す。
【０３７５】
　図６３Ａ～図６３Ｃは、好ましいヘッドギアストラップの特徴を示す。特に図６３Ａ～
図６３Ｃは、好適な伸縮性ストラップ材料の端部へコネクタを取り付けるための好ましい
構成を示す。図６３Ａ～図６３Ｃはまた、インターフェースのフレームにストラップを接
続するための好ましいコネクタを示す。
【０３７６】
　図６３Ｄ～図６３Ｉは、図６３Ａ～図６３Ｃのヘッドギアストラップの特徴と多くを共
有する別の同様のヘッドギアストラップを示す。注記がない限り、以下の説明では、実施
形態および参照符号の双方を共有する。
【０３７７】
　ストラップ６３０４の少なくとも一方の端部はコネクタ６３０２で終端し、好ましくは
両端部が終端する。インターフェースの組立が完了したら、コネクタ６３０２はフレーム
の側部部分１０１６に係合する。
【０３７８】
　コネクタを形成するために、扁平チューブ６３０６は、例えばオーバーモールドによっ
てプラスチック本体６３０８または６３５０に封入される。
【０３７９】
　図６３Ｄ～図６３Ｊの実施形態では、バンドは、比較的軟質の材料、例えば熱可塑性エ
ラストマーによって封入される。
【０３８０】
　プラスチック本体６３０８は、その外面に把持形体、例えば隆起またはリッジ６３２４
、または凹部６３５２を有してもよい。
【０３８１】
　本体６３０８は、その他方の端部で、好ましくは側部部分１０１６の端面に適合するよ
うなサイズおよび形状にされている端面において終端する。コネクタおよび受け口は、好
ましくはコネクタとフレームとの間に剛結合をもたらすように形成され、係合時に、コネ
クタがフレームの側部部分の剛性延出部となるようにする。これに従って、各コネクタは
、フレームまでのそれらの長さに寄与して、軟質ストラップがフレームから離れる個所を
規定する。
【０３８２】
　好ましい接続部は、コネクタ６３０２の端面から延在する金属プラグ部分を含み、フレ
ームの端面に形成された受け口１０６２に係合する。金属（好ましくは鋼またはチタニウ
ムまたは同様の材料）のプラグ部分は、硬さおよび強度が高いが、小型形態を保持する。
【０３８３】
　プラグ部分は、有利には、金属ワイヤ６３１０から形成し得る。例えば、プラグ部分は
、ある長さのステンレス鋼ワイヤから形成し得る。
【０３８４】
　ワイヤは、それ自体が戻るように曲げられ得て、かつ両端部がコネクタ６３０２に包み
込まれるので、ワイヤは、コネクタの端面から突出するループを形成する。このループと
協働するように、受け口はスロットの形態とし、その全体の形状は、ループによって形成
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された本質的に平坦なピンと適合し得る。
【０３８５】
　ループは、突出屈曲部または盛り上がり部を含むリム６３１６を含んでもよい。突出屈
曲部６３２２は、受け口１０６２の浅い切欠き部６３４４に係合するように適合されてい
る。切欠き部６３４４は、スロットの１つの縁面に沿って形成され得る。
【０３８６】
　ループは、コネクタ６３０２から最も遠い部分に突出端部部分６３１８を備えてもよい
。スロットは、端部部分６３１８の少なくとも横断面輪郭と厳密に適合する縁面を備えて
、ループがスロットに係合された状態で端部部分を密接して収容するようにしてもよい。
これにより、ループの平面における回転に対してコネクタを固定する。
【０３８７】
　スロットの厚さは、好ましくはワイヤの厚さに厳密に適合する。これにより、ループの
平面に直角の回転に対してコネクタを固定する。
【０３８８】
　ループは直線のリム６３２０を有し、およびスロットは、相補的、且つ直線的な縁面を
有し得る。これらの直線面は、係合中および係合後にコネクタを受け口に位置合わせする
摺動基準面を提供する。
【０３８９】
　ワイヤループのリムの一方が屈曲しかつ他方のリムが直線であり、およびスロットに相
補的な面が設けられる場合、コネクタは、受け口に対するコネクタの向きを確実に正しく
する形状を有するように形成され得る。例えば、コネクタは、フレームの形態から連続し
ていることが明らかな形態を有し得る。
【０３９０】
　コネクタおよび受け口がストラップの両端部に設けられる場合、コネクタ（および受け
口）は、逆の向きを有し得る。例えば、一方の受け口が下部縁面に窪み６３３４を有し、
および他方の受け口が上部縁面に窪みを有し得る。
【０３９１】
　あるいは、コネクタは、対象の受け口を確実に正しく選択する、および選択した受け口
に対する向きを正しく選択する形態または表示を有し得る。
【０３９２】
　図６３Ａおよび図６３Ｃから分かるように、ワイヤループの主リムの１つは、コネクタ
本体６３０８のキャビティ６３１４内で自由に動いてもよい。好ましくは、自由端部６３
４０は、突出屈曲部を有するリム６３１６の端部である。キャビティ６３１４内での移動
の自由度が小さいと、端部が拘束された場合よりもワイヤループは撓む。この撓みによっ
て、コネクタの接続および切り離し中に必要な（および受け口に発生される）ピーク力が
低下する。
【０３９３】
　キャビティ６３１４は、コネクタ本体の端面からコネクタ本体６３０８へのスロット開
口部を含む。
【０３９４】
　ワイヤループの他方の端部は、コネクタ本体の材料に差し込まれる部分を有するように
形成し得る。例えばワイヤの一部分は、湾曲状に曲げられ、かつコネクタ本体のプラスチ
ック材料によってオーバーモールドされ得る。この部分は、コネクタ本体内部で、ストラ
ップ６３０４の封入された端部と重複し得る。
【０３９５】
　このコネクタを形成するために、ワイヤループおよびストラップは、スリーブと組み立
てられ、およびアセンブリはオーバーモールドされる。例えば、スリーブ（プラスチック
とし得る）は、ワイヤループの端部６３４０を収容するめくらキャビティと、ワイヤルー
プの他方の端部（キャビティの一方の端部を通る）およびストラップの端部（キャビティ
の他方の端部を通る）を収容する開放端キャビティとを有してもよい。次いで、スリーブ
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は、オーバーモールドされてもよいし、またはストラップおよびループの固定対象端部を
保持する少なくとも開放端キャビティは、充填されてもよい。あるいは、スリーブは２つ
の半体で形成され、これらを一緒にワイヤループ上でクリップで留めてもよい。２つの半
体は、例えば、蝶番で結合されてもよい。半体はまた、バンド６３０６の端部上でクリッ
プで留めてもよく、およびオーバーモールド前にバンドの端部をおおよそ把持してもよい
。例えば、把持突起６３６０は、バンドの端部６３６２に係合し得る。
【０３９６】
　図６３Ｄ～図６３Ｊの実施形態によれば、軟質のカバー材料６３５０が、非常に可撓性
の高い柔軟なバンド６３０６の長さに沿って、スリーブを越えて、軟質材料、例えば熱可
塑性エラストマーでコネクタをオーバーモールドすることによって設けられる。これは、
コネクタの剛性部分６３７２と非常に柔軟性のあるストラップとの間の移行部である可撓
性部分６３７０に至る。好ましくはこの可撓性部分は、剛性部分６３７２から離れるに従
って、漸次的に可撓性が高くなる。例えば、オーバーモールドされたカバー部分は、スリ
ーブから離れて延在してテーパが付けられてもよいし、カバーに刻み目（例えば窪み６３
５２）が設けられてもよく、またはそれら双方である。
【０３９７】
　ヘッドギアストラップが剛性に突出してつながるマスクでは（例えば本明細書で説明す
るマスクの一部の実施形態では）、コネクタの延出する軟質部分が、突出する硬い部分ま
たはピンからの衝撃に対する軟質の緩衝部を提供する。
【０３９８】
　好ましくは、軟質部分は、バンドまたはストラップに沿って５ｍｍ～６０ｍｍ、最も好
ましくは１０ｍｍ～２０ｍｍ延出する。軟質材料は、ストラップ材料とスリーブ材料とを
結合させることを考慮して、広範囲の軟質プラスチックから選択し得る。
【０３９９】
　このコネクタの場合、受け口１０６２の縁面の一方は、ループの端部部分６３１８に適
合する第１の部分６３３２と、突出屈曲部６３２２に適合する窪みまたは切欠き部６３３
４と、切欠き部６３３４に屈曲部６３２２を固定する隆起部６３６６と、隆起部６３６６
を越えるように屈曲部６３２２を押すための最大の接続力を必要とする前に、ループがス
ロットに十分に入ることができるようにする凹型導入領域６３３８とを含んでもよい。
【０４００】
　説明のコネクタは小型であり、インターフェースのフレームの延出部としての機能を果
たし、および単純かつ直感的な接続および切り離し方法を有する。
【０４０１】
　図５８～図６１は、実質的に先に述べたようなシールを組み込み、図１０～図１２と同
様に、導管への追加的な支持の必要性をなくすかまたは低減し得る特徴を含む別の患者用
インターフェースを示す。この実施形態によれば、マスクの本体は垂下式の安定材６１０
２を含む。垂下式の安定材はマスク本体の各側部に設けられる。各垂下式の安定材は、マ
スクシールの周囲を越えて延在し、かつ足部６１０４を含んで装着者の上唇に係合する。
好ましくは、安定材はシールの内面を越えては延在しないが、シールの内面から前方に間
隔をあけておかれ、足部６１０４が、使用時に患者に対称的にマスクが装着されるとき、
垂下式の安定材の足部６１０４が装着者と接触しないような位置に配置される。各足部６
１０４は、軟質ポリマーやエラストマー発泡体などの軟質材料のパッド６１０６または中
空シリコーン押出し部分を含み得る。安定材は、フレームではなくシールに一体にされ、
例えば、中心開口部に隣接した部分から延在してシールの下縁を越えて突出する成形シリ
コーン体として一体式に形成される。この場合、マスク本体の特徴は、安定材のインボー
ド端部（ｉｎ　ｂｏａｒｄ　ｅｎｄｓ）の位置を固定できる。
【０４０２】
　各安定材は、シールの下側の領域まで下向きに延在し、口、鼻および鼻唇溝によって囲
まれた部位において患者の上唇の部位に係合するようになっており、好ましくは、患者の
頬には係合しない。従って、足部は、この部位に適合するようなプロファイルにされ、位
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置決めされている。各安定材６１２およびアーム６１０８は、マスク本体の横方向中央部
分６１１０から延在する。このアームの形態およびこのアームの材料は、アームが剛性で
あるか、またはアームが所望の可撓性を有するようにし得る。一般的に、このアームは剛
性であるべきである。
【０４０３】
　安定材の目的は、インターフェースが正しく配置されているときに使用者の上唇部分か
ら隙間をあけずに存在させること、および、例えば供給導管の影響を受けてインターフェ
ースが使用者の鼻に対して一方の側または他方の側に揺すられるときに、使用者の上唇領
域に接触することである。マスクの中心線から横方向に間隔のあけられている安定材の足
部６１０４に、好ましくはマスクの末端縁部の方に向かって軽く圧力をかけることによっ
て、導管からのこれらの横力に対してマスクを支持し、顔を横切ってマスクが揺れすぎて
シールを破ることを止める。
【０４０４】
　さらに、安定材は、マスクの下側に垂れ下り、導管の重量によってマスクが前方に回転
する傾向がある場合にマスクを支持する。その場合には、両安定材の脚部６１０４が使用
者の上唇に接触し、マスクの位置を支持する。
【０４０５】
　安定材を、実質的に剛性構成を有するが、可撓性または軟質のパッド６１０６を備える
ものとして、好ましい形態で示す。しかしながら、患者の形状寸法の変動のために、これ
らの安定材は選択可能な付属物とすることができ、マスクへの接続構成は、異なる形態の
安定材で置き換えることを可能にする。あるいは、安定材は、安定材の長さに沿って、ま
たはアームの接合部および足部もしくはその双方において複数の固定位置を可能にするヒ
ンジ部分を提供することなどによって調整できるように作製できる。あるいは、アームは
、相当に効果をもたらすことが可能な展性材料で形成できる。これによれば、アームは、
材料の効果によって所望の位置に屈曲でき、その位置に留まることができる。
【０４０６】
　アームまたは足部のヒンジを伴う実施形態では、安定材の各々の運動を連結するために
リンケージ構成を設けることができるか、または安定材は、１つまたは複数のバネまたは
他の弾性部材によって、ある位置に個別にまたは集合的に支持され得る。
【０４０７】
　安定材を追加することによって、マスクは、導管を追加的に支持する必要なく、患者に
十分にしっかりと置かれ得る。同様に、これは、可撓性結合チューブ６１２０の長さを短
くすることを可能にし得る。従って、可撓性結合チューブ６２１０（一般に主供給導管よ
りも遙かに可撓性がある）は、長さを５ｃｍ～１５ｃｍ、好ましくは約１０ｃｍに低減で
きる。加湿ガス供給および加熱主供給導管を含むシステムにおいて、この短い可撓性結合
チューブは、通常加熱されない。結合チューブが細ひもまたはカラーによって支持される
必要がある場合、最小長が一般的に１５ｃｍ超となる。カラーの細ひもへの条件が排除さ
れる場合、短い結合チューブは、可撓性のためにのみ設けられ、マスクから比較的剛性の
供給導管を分離して、装着者が頭部を自由に動かせるようになる。結合チューブは一般に
加熱されないので、チューブで運ばれるガスの湿度は、冷たい壁表面にレインアウトする
ことがあり、最終的には使用者の鼻孔に吹き込まれて不快感を生じ得る水の集まりを形成
する。リップ安定材によって可能にされたように短いチューブを提供することは、導管に
おいて起こり得るレインアウトを低減させる。
【０４０８】
　単一の柔軟な頭部ストラップ、鼻シール、上唇上で安定できる薄型のフレームを組み込
むインターフェース構成は、全て、万能サイズのパッケージであり（好ましくは頭部スタ
ップ（ｈｅａｄｓｔａｐ）およびシールの双方とも）、短い結合チューブが特に柔軟性を
有する場合、改良できる。チューブが柔軟であるとは、力がかけられるとチューブが容易
に曲がることを意味する。例えば、好適なチューブは、図６５を参照して以下説明する試
験基準に適合し得る。
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【０４０９】
　図６５の試験によれば、１５０ｍｍの長さのチューブを各端部においてシリンダー状の
支持体にクランプし、シリンダー状の支持体は、各端部においてチューブのボアに延在す
る。これにより、約１３０ｍｍのチューブが支持端部間に自由に吊るされるかまたは橋渡
しされるように残す。この橋かけ部分は、引っ込められたり伸長したりせず弛緩状態にあ
る必要がある。チューブの中心における５Ｎの横方向の力が、１３ｍｍ超の撓みをもたら
す。
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