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【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象の気道まで呼吸可能ガスの加圧流を送達するように構成される圧支持システムであ
って、
　前記呼吸可能ガスの加圧流を生成するように構成される圧力生成装置と、
　前記対象がブレススタッキング療法を受ける準備が出来ているかどうかに関する情報を
運ぶ出力信号を生成するように構成される１つ又は複数のセンサと、
　コンピュータプログラムモジュールを実行するように構成される１つ又は複数のプロセ
ッサであり、前記コンピュータプログラムモジュールは、
　前記圧力生成装置を制御して、圧力が制御される換気療法の治療計画に従って前記呼吸
可能ガスの加圧流を生成するように構成される制御モジュール、
　前記対象がブレススタッキング療法を受ける準備が出来ているということを示す前記出
力信号に応答して呼吸蓄積事象を決定するように構成される事象モジュール、及び、
　呼吸蓄積事象の決定に応答して、前記圧力生成装置を制御して、ブレススタッキング療
法の治療計画に従って前記呼吸可能ガスの加圧流を生成するように構成される呼吸蓄積モ
ジュール、
を含む、１つ又は複数のプロセッサと、
を含み、
　前記加圧流は、前記対象の一連の連続した呼吸において、吸入時の圧力レベルを前回の
吸入時の圧力レベルより高くし、呼息時の圧力レベルは変化させない、
圧支持システム。
【請求項２】
　前記呼吸蓄積モジュールは、前記圧力生成装置を制御して前記ブレススタッキング療法
の治療計画に従って前記呼吸可能ガスの加圧流を生成することが、前記圧力生成装置を制
御して、前記対象のすぐ前の吸入の間に生成された前記呼吸可能ガスの加圧流の第１の圧
力レベルよりも高い第２の圧力レベルの前記呼吸可能ガスの加圧流を吸入の間に生成する
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ことを含むように構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記呼吸蓄積モジュールは、前記出力信号に基づき前記第２の圧力レベルを決定するよ
うに構成される、請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記１つ又は複数のセンサは、前記対象がブレススタッキング療法を受ける準備が出来
ているという指標を前記対象から受けるように構成される準備度指示装置を含む、請求項
１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記呼吸蓄積モジュールは、前記圧力生成装置を制御して、前記ブレススタッキング療
法の治療計画に従って前記呼吸可能ガスの加圧流を生成することが、前記圧力生成装置を
制御して、前記対象による吸入のための所定の体積のガスを生成することを含むように構
成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　対象の気道まで呼吸可能ガスの加圧流を送達するように構成される圧支持システムであ
って、
　前記呼吸可能ガスの加圧流を生成する手段と、
　前記対象がブレススタッキング療法を受ける準備が出来ているかどうかに関する情報を
運ぶ出力信号を生成する手段と、
　圧力が制御される換気療法の治療計画に従って呼吸可能ガスの加圧流を生成するために
、前記呼吸可能ガスの加圧流を生成する手段を制御する手段と、
　前記対象がブレススタッキング療法を受ける準備が出来ているということを示す前記出
力信号に応答して呼吸蓄積事象を決定する手段と、
　呼吸蓄積事象の決定に応答してブレススタッキング療法の治療計画に従って呼吸可能ガ
スの加圧流を生成するために、呼吸蓄積事象の決定に応答して前記呼吸可能ガスの加圧流
を生成する手段を制御する手段と、
を含み、
　前記加圧流は、前記対象の一連の連続した呼吸において、吸入時の圧力レベルを前回の
吸入時の圧力レベルより高くし、呼息時の圧力レベルは変化させない、
圧支持システム。
【請求項７】
　前記呼吸蓄積事象の決定に応答して呼吸可能ガスの加圧流を生成する手段を制御する手
段は、前記呼吸可能ガスの加圧流を生成する手段を制御して、前記対象のすぐ前の吸入の
間に生成された前記呼吸可能ガスの加圧流の第１の圧力レベルよりも高い第２の圧力レベ
ルの前記呼吸可能ガスの加圧流を吸入の間に生成するように構成される、請求項６に記載
のシステム。
【請求項８】
　前記呼吸蓄積事象の決定に応答して呼吸可能ガスの加圧流を生成する手段を制御する手
段は、前記出力信号に基づき前記第２の圧力レベルを決定する、請求項７に記載のシステ
ム。
【請求項９】
　前記出力信号を生成する手段は、前記対象がブレススタッキング療法を受ける準備が出
来ているという指標を前記対象から受けるように構成される準備度指示装置を含む、請求
項６に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記呼吸蓄積事象の決定に応答して呼吸可能ガスの加圧流を生成する手段を制御する手
段は、前記呼吸可能ガスの加圧流を生成する手段を制御して、前記対象による吸入のため
の所定の体積のガスを生成する、請求項６に記載のシステム。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
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【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】ブレススタッキング療法に対する圧支持システム
【技術分野】
【０００１】
　本願は、２０１３年５月８日出願の米国仮特許出願第６１／８２０，９９７号に基づく
優先権を主張するものであり、参照により全内容を本願に援用する。
【０００２】
　本開示は、対象の気道まで呼吸可能ガスの加圧流を送達するように構成される圧支持シ
ステムに関係する。
【背景技術】
【０００３】
　従量式換気の間のブレススタッキング（ｂｒｅａｔｈ　ｓｔａｃｋｉｎｇ）療法は既知
である。ブレススタッキングは、多くの既知の物理的な利点を有する。例えば、呼吸蓄積
は、患者における肺胞換気を改善する。呼吸蓄積の治療計画は、小児神経筋疾患患者にお
ける胸郭の発育不全を防ぎ、成人の換気装置患者における骨関節の動きの範囲に威力を及
ぼし、さらに、予測された吸入又は咳の効果に対する最大強制吸気量の損失を防ぐ。圧力
制御換気を好む患者及び／又は臨床医に対するブレススタッキング療法のための機構はな
い。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従って、本開示の１つ又は複数の態様は、対象の気道まで呼吸可能ガスの加圧流を送達
するように構成される圧支持システムに関する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　当該圧支持システムは、圧力生成装置、１つ又は複数のセンサ、１つ又は複数のプロセ
ッサ、及び／又は、他の構成要素を含む。圧力生成装置は、呼吸可能ガスの加圧流を生成
するように構成される。１つ又は複数のセンサは、対象がブレススタッキング療法を受け
る準備が出来ているかどうかに関する情報を運ぶ出力信号を生成するように構成される。
１つ又は複数のプロセッサは、コンピュータプログラムモジュールを実行するように構成
される。コンピュータプログラムモジュールは、制御モジュール、事象モジュール、呼吸
蓄積モジュール及び／又は他のモジュールを含む。制御モジュールは、圧力生成装置を制
御して、圧力制御療法の治療計画に従って呼吸可能ガスの加圧流を生成するように構成さ
れる。事象モジュールは、対象がブレススタッキング療法を受ける準備が出来ているとい
うことを示す出力信号に応答して呼吸蓄積事象を決定するように構成される。呼吸蓄積モ
ジュールは、呼吸蓄積事象の決定に応答して、圧力生成装置を制御して、ブレススタッキ
ング療法の治療計画に従って呼吸可能ガスの加圧流を生成するように構成される。
【０００６】
　本開示のさらに別の態様は、圧支持システムを用いて対象の気道まで呼吸可能ガスの加
圧流を送達する方法に関する。圧支持システムは、圧力生成装置、１つ又は複数のセンサ
、１つ又は複数のプロセッサ、及び／又は、他の構成要素を含む。１つ又は複数のプロセ
ッサは、コンピュータプログラムモジュールを実行するように構成される。コンピュータ
プログラムモジュールは、制御モジュール、事象モジュール、呼吸蓄積モジュール及び／
又は他のモジュールを含む。当該方法は、圧力生成装置を用いて呼吸可能ガスの加圧流を
生成するステップ；１つ又は複数のセンサを用いて、対象がブレススタッキング療法を受
ける準備が出来ているかどうかに関する情報を運ぶ出力信号を生成するステップ；制御モ
ジュールを用いて、圧力生成装置を制御して、圧力制御療法の治療計画に従って呼吸可能
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ガスの加圧流を生成するステップ；事象モジュールを用いて、対象がブレススタッキング
療法を受ける準備が出来ているということを示す出力信号に応答して呼吸蓄積事象を決定
するステップ；及び、呼吸蓄積事象の決定に応答して、呼吸蓄積モジュールを用いて、圧
力生成装置を制御して、ブレススタッキング療法の治療計画に従って呼吸可能ガスの加圧
流を生成するステップ；を含む。
【０００７】
　本開示のさらに別の態様は、対象の気道まで呼吸可能ガスの加圧流を送達するように構
成される圧支持システムに関する。圧支持システムは、呼吸可能ガスの加圧流を生成する
手段；対象がブレススタッキング療法を受ける準備が出来ているかどうかに関する情報を
運ぶ出力信号を生成する手段；呼吸可能ガスの加圧流を生成する手段を制御して、圧力制
御療法の治療計画に従って呼吸可能ガスの加圧流を生成する手段；対象がブレススタッキ
ング療法を受ける準備が出来ているということを示す出力信号に応答して呼吸蓄積事象を
決定する手段；及び、呼吸蓄積事象の決定に応答して、呼吸可能ガスの加圧流を生成する
手段を制御して、ブレススタッキング療法の治療計画に従って呼吸可能ガスの加圧流を生
成する手段；を含む。
【０００８】
　本開示の上記及び他の目的、特徴、並びに特性だけでなく、作動方法及び関連する構造
要素及び部品の組み合わせの機能も製造経済も、付随の図面を参考にして以下の説明及び
添付の特許請求の範囲を考慮することによってより明らかになり、付随の図面の全てが本
明細書の一部を形成し、類似の参照番号は種々の図において対応する部分を示している。
しかし、図面は例示及び説明目的のためだけにあり、本開示の範囲を規定すると意図され
ないことを明確に理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】対象の気道まで呼吸可能ガスの加圧流を送達するように構成される圧支持システ
ムの概略図である。
【図２Ａ】ブレススタッキング療法を例示した図であり、一連の連続した呼吸に対する吸
入の間の増加した圧力レベルは、一定の量だけすぐ前の圧力レベルよりも高い。
【図２Ｂ】ブレススタッキング療法を例示した図であり、一連の連続した呼吸に対する吸
入の間の増加した圧力レベルは、時間の経過とともに変化する量（ｒａｍｐｅｄ　ａｍｏ
ｕｎｔ）だけすぐ前の圧力レベルよりも高い。
【図３】対象の気道まで呼吸可能ガスの加圧流を送達する方法を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本明細書において使用される場合、単数形の不定冠詞又は定冠詞は、その内容が何か他
に明確に指示していない限り、その複数形を含む。本明細書において使用される場合、２
つ以上の部品又は構成要素が「連結される」という記載は、連接が生じる限り、その部品
が結合されるか、又は、直接的若しくは間接的に、すなわち、１つ以上の中間の部品又は
構成要素を介して共に作動することを意味する。本明細書において使用される場合、「直
接連結される」は、２つの要素が互いに直接接触していることを意味する。本明細書にお
いて使用される場合、「固定して連結される」又は「固定される」は、２つの構成要素が
、互いに対して一定の向きを維持しながら１つのものとして移動するように連結されるこ
とを意味する。
【００１１】
　本明細書において使用される場合、「単体構造（ｕｎｉｔａｒｙ）」という単語は、構
成要素がシングルピース又はユニットとして作製されることを意味する。すなわち、別々
に作製され、次に、ユニットとして共に連結される部分品を含む構成要素は、「単体構造
」構成要素又は「単体構造」体ではない。本明細書において利用される場合、２つ以上の
部品又は構成要素が互いに「かみ合う」という記載は、その部品が、直接又は１つ以上の
中間の部品又は構成要素を介して互いに対して力を及ぼすことを意味する。本明細書にお
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いて利用される場合、「数」という用語は、１又は１以上の整数（すなわち、複数）を意
味する。
【００１２】
　例えば限定することなく、上、下、左、右、上方、下方、前、後ろ、及びその派生語等
、方向を示す句は、本明細書において使用される場合、図面において示されている要素の
向きに関し、明確に記載されていない限り、請求項の範囲を限定しない。
【００１３】
　図１は、対象１２に圧支持療法を提供するように構成される圧支持システム１０を概略
的に例示している。圧支持システム１０は、対象１２の気道に送達される呼吸可能ガスの
加圧流の形で圧支持療法を提供するように構成される。圧支持システム１０は、圧力制御
換気の間に、対象１２にブレススタッキング療法を提供するように構成される。ブレスス
タッキング療法は、人工呼吸が行われている患者が、間に部分的な呼息を有する及び／又
は呼息を有さない連続的な吸入の間に、患者の気道内に呼吸可能ガスを蓄積するのを可能
にする。ブレススタッキング療法の間、システム１０は、通常の圧力制御換気の過程の間
に提供される圧力よりも高い圧力の呼吸可能ガスの加圧流を提供するように構成される。
一部の実施形態においてシステム１０は、ブレススタッキング療法の間、対象１２に所定
の体積の呼吸可能ガスを提供する。
【００１４】
　例えば、システム１０は、各連続的な呼吸に対する一定の圧力変化、及び／又は、第１
の圧力変化のステップは大きく且つ各連続的な呼吸が蓄積されるに従い小さくなる勾配を
可能にするように構成されてもよい。別の例として、システム１０は、肺コンプライアン
スを評価する多くの方法のうちの１つを使用して、圧力増加が、そのコンプライアンスに
基づき所与の体積を目標にすることができるように構成されてもよい。第３の例として、
システム１０は、設定された一回換気量に達するまで、圧力を増加して一回換気量をモニ
ターしてもよい。この方法は、呼吸蓄積が可能にされながら従量式モードにおける呼吸蓄
積を効果的にまね、さらに、呼吸蓄積が完了した後ですぐに圧支持換気まで戻る。
【００１５】
　一部の実施形態において、呼吸蓄積は、外部の測定装置を介して用量設定されてもよく
、直接的な装置の制御を介して及び／又は事象をトリガする患者に対する指標として、蓄
積を実行するためのフィードバックを提供するために使用されてもよい。そのような測定
の一例は、終末呼気炭酸ガス濃度であり得る。システム１０は、対象１２がブレススタッ
キング療法を受ける準備が出来ているかどうかを決定し、さらに、呼吸蓄積準備の決定直
後の対象１２の吸入の間に、増加した圧力及び／又は体積のガスを送達するように構成さ
れる。一部の実施形態において、システム１０は、圧力生成装置１４、対象インターフェ
ース１６、１つ又は複数のセンサ１８、１つ又は複数のプロセッサ２０、ユーザインター
フェース２２、電子記憶装置２４及び／又は他の構成要素のうち１つ又は複数の構成要素
を含む。
【００１６】
　圧力生成装置１４は、対象１２の気道まで送達するためのガス流を生成するように構成
される。圧力生成装置１４は、治療目的に対して及び／又は他の目的に対して、ガス流の
１つ又は複数のパラメータ（例えば、流量、圧力、体積、温度、ガス組成等）を制御する
ことができる。非限定的な例として、圧力生成装置１４は、対象１２の気道へのガス流の
圧力及び／又は体積を制御するように構成されてもよい。
【００１７】
　圧力生成装置１４は、ガス源（例えば周囲大気等）からガス流を受け、さらに、対象１
２の気道まで送達するためのそのガスの圧力を上げる。一部の実施形態において、圧力生
成装置１４は、入口ポートを介してガス源からガス流を受ける。圧力生成装置１４は、患
者への送達のために受けたガスの圧力を上げる能力を持つ、例えば、ポンプ、ブロワー、
ピストン又はベローズ等、いかなる装置でもある。圧力生成装置１４は、ガスの圧力／流
れを制御するための１つ又は複数の弁を含んでもよい。本開示は、ブロワーの作動速度を
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、それのみ又はそのような弁と組み合わせて制御して、対象１２に提供されるガスの圧力
／流れを制御することも熟考する。
【００１８】
　対象インターフェース１６は、呼吸可能ガスの加圧流を対象１２の気道まで導くように
構成される。そのようなものとして、対象インターフェース１６は、導管４０、インター
フェースアプライアンス４２及び／又は他の構成要素を含む。導管４０は、インターフェ
ースアプライアンス４２までガスの加圧流を運ぶように構成される。導管４０は、可撓性
のホースの長さ、及び／又は、圧力生成装置１４と流通するようにインターフェースアプ
ライアンス４２を置く他の導管であってもよい。インターフェースアプライアンス４２は
、対象１２の気道までガス流を送達するように構成される。インターフェースアプライア
ンス４２は、対象１２の気道と連通するように導管４０を置く。一部の実施形態において
、インターフェースアプライアンス４２は、対象１２と非侵襲的にかみ合うように構成さ
れる。非侵襲的なかみ合せは、対象１２の気道とインターフェースアプライアンス４２と
の間でガスを導くために、対象１２の気道の１つ又は複数の外部の開口部（例えば、鼻孔
及び／又は口等）と取り外し可能にかみ合うことを含む。
【００１９】
　非侵襲的なインターフェースアプライアンス４２の一部の例は、例えば、鼻カニューレ
、鼻マスク、鼻／口マスク、フルフェースマスク、トータルフェースマスク、マウスピー
ス、「シッピング」ストロー、患者回路チューブの開放端、及び／又は、対象の気道とガ
ス流を連通させる他のインターフェースアプライアンスを含んでもよい。本開示は、これ
らの例に限定されず、さらに、気管内チューブ及び／又は他のアプライアンス等の侵襲的
なインターフェースアプライアンスを含むいかなるインターフェースアプライアンスも使
用した対象へのガス流の送達を熟考する。一部の実施形態において、インターフェースア
プライアンス４２は、導管４０に取り外し可能に連結される。インターフェースアプライ
アンス４２は、洗浄目的及び／又は他の目的で取り外されてもよい。
【００２０】
　１つ又は複数のセンサ１８は、対象１２がブレススタッキング療法を受ける準備が出来
ているかどうかに関する情報を運ぶ出力信号を生成するように構成される。１つ又は複数
のセンサ１８は、対象１２がブレススタッキング療法を受ける準備が出来ているかどうか
に関する情報を運ぶ出力信号が、システム１０内のガスの１つ又は複数のパラメータに関
する情報を運ぶ出力信号を含むように構成されてもよい。システム１０内のガスの１つ又
は複数のパラメータは、呼吸可能ガスの加圧流に関するガスパラメータ、対象１２の呼吸
に関する呼吸パラメータ及び／又は他のパラメータを含んでもよい。
【００２１】
　呼吸可能ガスの加圧流の１つ又は複数のガスパラメータは、例えば、圧力、流量、体積
、湿度、温度、加速度、速度及び／又は他のガスパラメータのうち１つ又は複数のパラメ
ータを含んでもよい。対象１２の呼吸に関する呼吸パラメータは、一回換気量、タイミン
グ（例えば、吸入の開始及び／又は終了、呼息の開始及び／又は終了等）、呼吸速度、（
例えば、吸入、呼息、１回の呼吸サイクル等の）持続期間、呼吸数及び／又は他の呼吸パ
ラメータを含んでもよい。
【００２２】
　センサ１８は、そのようなパラメータを（例えば、インターフェースアプライアンス４
２内のガス流との流通を介して）直接測定する１つ又は複数のセンサを含んでもよい。セ
ンサ１８は、間接的に１つ又は複数のパラメータに関する出力信号を生成する１つ又は複
数のセンサを含んでもよい。例えば、センサ１８は、圧力生成装置１４の作動パラメータ
（例えば、モーターの電流、電圧、回転速度からの流量、体積及び／若しくは圧力の推定
、並びに／又は、他の作動パラメータ等）に基づき出力を生成するように構成される１つ
又は複数のセンサ、及び／又は、他のセンサを含んでもよい。
【００２３】
　一部の実施形態において、センサ１８は、対象１２がブレススタッキング療法を受ける
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準備が出来ているという指標を対象１２から受けるように構成される準備度指示装置を含
む。準備度指示装置は、例えば、ボタン、スイッチ、カメラ、マイクロフォン、動作検知
装置（例えば、対象１２は手を振って準備度を示してもよい）、圧力検知装置（例えば、
対象１２は準備度指示装置を握って準備度を示してもよい）、対象インターフェース１６
から吸入される及び／若しくは対象インターフェース１６に呼息される特別な呼吸パター
ンを認識するように構成される装置、並びに／又は、他の装置を含んでもよい。準備度指
示装置は、システム１０の他の構成要素（例えばプロセッサ２０等）と無線で及び／又は
有線を介して通信するように構成されてもよい。対象１２は、ブレススタッキング療法を
トリガするために準備度指示装置を使用してもよい。
【００２４】
　センサ１８は、図１において、システム１０内の１つの位置にて例示されているけれど
も、これは、限定的であると意図されない。センサ１８は、例えば導管４０内の（若しく
は導管４０と連通する）種々の位置、圧力生成装置１４内の種々の位置、インターフェー
スアプライアンス４２内の（若しくはインターフェースアプライアンス４２と連通する）
種々の位置、ユーザインターフェース２２内の（若しくはユーザインターフェース２２と
連通する）種々の位置及び／又は他の位置等、複数の位置において配置されるセンサを含
んでもよい。一部の実施形態において、センサ１８は、１つ又は複数のスタンドアロンの
装置を含んでもよい。例えば、準備度指示装置は、対象１２によって保持される、対象１
２によって装着される、対象１２の近くに置かれる、及び／又は、他の構成を有する装置
であってもよい。
【００２５】
　プロセッサ２０は、システム１０において情報処理能力を提供するように構成される。
そのようなものとして、プロセッサ２０は、デジタルプロセッサ、アナログプロセッサ、
情報を処理するように設計されるデジタル回路、情報を処理するように設計されるアナロ
グ回路、ステートマシン、及び／又は、情報を電子的に処理するための他の機構のうち１
つ又は複数の機構を含んでもよい。プロセッサ２０は、図１において単一の実在物として
示されているけれども、これは、単に例示目的のためである。一部の実行において、プロ
セッサ２０は、複数の処理ユニットを含んでもよい。これらの処理ユニットは、同じ装置
（例えば圧力生成装置１４）内に物理的に置かれてもよく、又は、プロセッサ２０は、強
調して作動する複数の装置の処理機能性を表してもよい。
【００２６】
　図１において示されているように、プロセッサ２０は、１つ又は複数のコンピュータプ
ログラムモジュールを実行するように構成される。１つ又は複数のコンピュータプログラ
ムモジュールは、パラメータモジュール５０、制御モジュール５２、事象モジュール５４
、呼吸蓄積モジュール５６及び／又は他のモジュールのうち１つ又は複数のモジュールを
含んでもよい。プロセッサ２０は、ソフトウェア；ハードウェア；ファームウェア；ソフ
トウェア、ハードウェア及び／若しくはファームウェアのいくつかの組合せ；並びに／又
は、プロセッサ２０上の処理能力を構成するための他の機構によって、モジュール５０、
５２、５４及び／又は５６を実行するように構成されてもよい。
【００２７】
　モジュール５０、５２、５４及び５６は、単一の処理ユニット内の同じ場所に配置され
ているとして図１において例示されているけれども、プロセッサ２０が多数の処理ユニッ
トを含む実行において、モジュール５０、５２、５４及び／又は５６のうち１つ又は複数
のモジュールは、他のモジュールから離れて配置されてもよいということが正しく理解さ
れるべきである。モジュール５０、５２、５４及び／又は５６のいずれも、記載されるよ
りも多い又は少ない機能性を提供することができるため、以下に記載される異なるモジュ
ール５０、５２、５４及び／又は５６によって提供される機能性の説明は、例示目的であ
り、限定的であると意図されない。例えば、モジュール５０、５２、５４及び／又は５６
のうち１つ又は複数のモジュールは除去されてもよく、さらに、その機能性の一部又は全
てが、他のモジュール５０、５２、５４及び／又は５６によって提供されてもよい。別の
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例として、プロセッサ２０は、モジュール５０、５２、５４及び／又は５６の１つに起因
する機能性の一部又は全てを行うことができる１つ又は複数のさらなるモジュールを実行
するように構成されてもよい。
【００２８】
　パラメータモジュール５０は、システム１０内の１つ又は複数のパラメータを決定する
ように構成される。システム１０内の１つ又は複数のパラメータは、呼吸可能ガスの加圧
流に関するガスパラメータ、対象１２の呼吸に関する呼吸パラメータ、対象１２がブレス
スタッキング療法に対する準備が出来ているということを示すパラメータ、及び／又は、
他のパラメータを含んでもよい。パラメータモジュール５０は、センサ１８の出力信号及
び／又は他の情報に基づき１つ又は複数のパラメータを決定するように構成される。パラ
メータモジュール５０によって決定される情報は、圧力生成装置１４を制御するために使
用される、電子記憶装置２４において格納される、及び／又は、他の用途に対して使用さ
れてもよい。
【００２９】
　呼吸可能ガスの加圧流の１つ又は複数のガスパラメータは、例えば、圧力、流量、体積
、湿度、温度、加速度、速度及び／又は他のガスパラメータのうち１つ又は複数のパラメ
ータを含んでもよい。対象１２の呼吸に関する呼吸パラメータは、一回換気量、タイミン
グ（例えば、吸入の開始及び／又は終了、呼息の開始及び／又は終了等）、呼吸速度、（
例えば、吸入、呼息、１回の呼吸サイクル等の）持続期間、呼吸数及び／又は他の呼吸パ
ラメータを含んでもよい。対象１２がブレススタッキング療法に対する準備が出来ている
ということを示すパラメータは、ガスパラメータ、呼吸パラメータ及び／又は他のパラメ
ータのうち１つ又は複数のパラメータを含んでもよい。一部の実施形態において、対象１
２がブレススタッキング療法に対する準備が出来ているということを示すパラメータは、
準備度指示装置及び／又は他の装置から受け取った出力信号のレベルを含んでもよい。
【００３０】
　制御モジュール５２は、圧力生成装置１４を制御して、圧力制御換気療法の治療計画に
従ってガス流を生成するように構成される。制御モジュール５２は、センサ１８からの出
力信号、パラメータモジュール５０によって決定される情報、ユーザによってユーザイン
ターフェース２２に入力される情報、及び／又は、他の情報に基づき圧力生成装置１４を
制御するように構成される。圧力生成装置１４によって生成されるガスの加圧流は、対象
１２の通常の呼吸を交換する及び／又は補完するように制御される。圧力制御換気療法を
使用して、対象１２からの努力をほとんど及び／又は全く要求せずに酸素及び二酸化炭素
をより容易に交換することができるように、対象１２における気道を開ける及び／又は開
いた気道を維持することができる。制御モジュール５２は、吸入の間及び／又は他の時間
に、陽圧が対象１２の気道に加えられるように圧力生成装置１４を制御することができる
。陽圧のレベルは、ユーザインターフェース２２を介して医師、介護者、対象１２及び／
若しくは他のユーザによって設定される圧力レベルに基づき決定される；対象１２の以前
の呼吸に基づき制御モジュール５２によって決定される；並びに／又は、他の情報に基づ
き決定されてもよい。圧力制御換気療法の間に、制御モジュール５２は圧力生成装置１４
に、吸入の間に、設定された圧力の呼吸可能ガスの加圧流を送達させる一方、一回換気量
は変化することを許される。
【００３１】
　非限定的な例として、制御モジュール５２は、対象１２に提供される圧力制御換気療法
が、持続的強制換気（ＣＭＶ）、間欠的強制換気（ＩＭＶ）、補助調節（ＡＣ）、マウス
ピース換気（ＭＰＶ）としても既知の間欠的非侵襲的陽圧換気（ＩＰＰＶ）、及び／又は
、他のタイプの圧力制御換気療法を含むように圧力生成装置１４を制御することができる
。例えば、ＣＭＶは、医師、介護者、患者及び／又は他のユーザによって予め設定された
変数に従って、患者のニーズ及び／又は努力にかかわらず、患者まで人工呼吸器の呼吸（
呼吸可能ガスの加圧流）を送達する。ＩＭＶは、患者の努力及び／又はニーズに基づき、
患者まで人工呼吸器の呼吸を間欠的に供給する。ＡＣは、患者の吸気努力と、全ての人工



(9) JP 2016-523586 A5 2019.4.18

呼吸器の呼吸の送達を同期する。ＩＰＰＶは、非侵襲的なインターフェース（例えばイン
ターフェースアプライアンス４２等）を利用し、さらに、患者がマウスピースを付けた場
合に、人工呼吸器の呼吸を間欠的にのみ送達する。
【００３２】
　一部の実施形態において、制御モジュール５２は、圧力生成装置１４を制御して、上記
の換気に加えて、及び／又は、上記の換気の代わりにある療法の治療計画に従ってガス流
を生成するように構成される。例えば、制御モジュール５２は、圧力生成装置１４を制御
して、持続的気道陽圧（ＣＰＡＰ）支持療法の治療計画、バイレベル気道陽圧（ＢＰＡＰ
）支持療法の治療計画、従量式療法の治療計画、及び／又は、他の圧支持療法の治療計画
に従ってガス流を生成するように構成されてもよい。例えば、ＣＰＡＰは、固定された陽
圧を供給して、患者において持続レベルの気道陽圧を維持する。ＢＰＡＰは、第１の吸気
圧（ＩＰＡＰ）、及び、換気の間のより容易な呼息のために、第２の、典型的にはより低
い呼気圧（ＥＰＡＰ）を提供する。
【００３３】
　一部の実施形態において、制御モジュール５２は、対象１２の呼吸の間に、呼吸相（例
えば、吸入、呼息等）を決定するように構成される。モジュール５２によって行われる呼
吸相の決定は、センサ１８からの出力信号、パラメータモジュール５０によって決定され
る情報、及び／又は、他の情報に基づいている。呼吸相の決定は、圧力生成装置１４を制
御して、対象１２まで送達される呼吸可能ガスの加圧流を生成するように制御モジュール
５２によって使用される、電子記憶装置２４において格納される、及び／又は、他の用途
に対して使用されてもよい。一部の実施形態において、制御モジュール５２は、パラメー
タモジュール５０によって決定される圧力、流量及び／又は他のパラメータにおける変化
に基づき、呼吸相（例えば、吸入、呼息等）を決定するように構成される。
【００３４】
　事象モジュール５４は、呼吸蓄積事象を決定するように構成される。呼吸蓄積事象は、
対象１２からの、（例えば準備度指示装置を介した）対象が呼吸蓄積に対する準備が出来
ているという指標、ある量の呼吸可能ガスの加圧流における流量の変化、ある量の流量の
変化の欠如、呼吸回路における呼気量の非存在、（例えば対象１２が呼息しない場合の）
モニターされる期間の呼気までの対象１２の気道における圧力及び／又は体積の欠如、１
つ又は複数のユーザ設定の変化（例えば、対象１２が、ユーザインターフェース２２を介
して圧力制御療法の治療計画の加えられる圧力を上げる等）、（例えば、ブレススタッキ
ング療法がプレスケジュールベースで行われる場合の）プロセッサ２０からの予めプログ
ラムされたプロンプト、センサ１８からの直接の入力（例えば、ボタン、スイッチ、カメ
ラ、マイクロフォン、動作検知装置、圧力検知装置等）、及び／又は、他の呼吸蓄積事象
のうち１つ又は複数の事象を含んでもよい。呼吸蓄積事象は、即座の発生（例えば、準備
度指示装置を介した対象１２からの指標等）、及び／又は、ある期間続く状態／状況（例
えば、対象１２は、圧力が対象１２の気道において維持されるように、呼吸間に呼息しな
い等）を含んでもよい。
【００３５】
　事象モジュール５４は、対象がブレススタッキング療法を受ける準備が出来ているとい
うことを示す出力信号及び／若しくは決定されたパラメータに応答して、並びに／又は、
他の情報に基づき呼吸蓄積事象を決定するように構成される。一部の実施形態において、
呼吸蓄積事象は、１つの出力信号及び／又はパラメータに基づき決定される。例えば、事
象モジュール５４は、対象１２が呼吸蓄積に対して準備が出来ているということを示す準
備度指示装置からの出力信号に応答して呼吸蓄積事象を決定してもよい。一部の実施形態
において、呼吸蓄積事象は、出力信号のうち１つ又は複数の信号、及び／又は、決定され
たパラメータのうち１つ又は複数のパラメータの組合せに基づき決定される。例えば、対
象１２が呼吸蓄積に対して準備が出来ているということを示すパラメータは、ガスパラメ
ータ及び／又は呼吸パラメータのうち１つ又は複数のパラメータの組合せであってもよい
。所定の時間保持される対象１２の気道におけるガスの一定の圧力は、対象１２がブレス
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スタッキング療法に対する準備が出来ているということを示してもよい。
【００３６】
　一部の実施形態において、事象モジュール５４は、対象がブレススタッキング療法を受
ける準備が出来ているということを示すことが、閾値レベルを超える出力信号及び／又は
決定されたパラメータを含むように構成される。一部の実施形態において、出力信号及び
／又はパラメータに対する閾値レベルは、対象１２の以前の呼吸に基づき、ユーザインタ
ーフェース２２を介してユーザによって入力される及び／若しくは選択される情報に基づ
き、並びに／又は、他の情報に基づき決定されてもよい。ユーザは、医師、介護者、対象
１２及び／又は他のユーザを含んでもよい。非限定的な例として、ユーザは、ユーザイン
ターフェース２２を介して、閾値圧力レベル並びに閾値時間を入力及び／又は選択しても
よい。
【００３７】
　事象モジュール５４は、入力された閾値時間の間、入力された圧力閾値レベルを超えて
残る対象１２の気道におけるガスの圧力レベルに応答して（例えば、対象１２は呼息して
おらず、ブレススタッキング療法に対する準備が出来ているということを示す）呼吸蓄積
事象を決定してもよい。閾値レベルと比較して、対象１２がブレススタッキング療法に対
する準備が出来ているということを示すことができる他のパラメータの例として、ボタン
（例えば電気信号等）、カメラ（例えば参照画像等）、マイクロフォン（例えば音響レベ
ル等）、動作検知装置（例えば、手を振る等の特定の身振り等）、圧力検知装置（例えば
、対象１２は、所与の力を用いて準備度指示装置を握って、準備度を示してもよい等）、
対象インターフェース１６から吸入される及び／若しくは対象インターフェース１６に呼
息される特別な呼吸パターン（例えば、一連の圧力レベル及び／若しくは流量等）を認識
するように構成される装置に関するパラメータ、並びに／又は、他のパラメータが挙げら
れてもよい。
【００３８】
　呼吸蓄積モジュール５６は、呼吸蓄積事象の決定に応答して、圧力生成装置１４を制御
して、ブレススタッキング療法の治療計画に従って呼吸可能ガスの加圧流を生成するよう
に構成される。呼吸蓄積モジュール５６は、圧力生成装置１４を制御して、呼吸蓄積事象
の決定に続く対象１２の最新の吸入の間に、ブレススタッキング療法の治療計画に従って
呼吸可能ガスの加圧流を生成するように構成される。呼吸蓄積モジュール５６は、圧力生
成装置１４を制御してブレススタッキング療法の治療計画に従って呼吸可能ガスの加圧流
を生成することが、圧力生成装置１４を制御して、対象１２のすぐ前の吸入の間に生成さ
れた呼吸可能ガスの加圧流の第１の圧力レベルよりも高い第２の圧力レベルの呼吸可能ガ
スの加圧流を最新の吸入の間に生成することを含むように構成される。
【００３９】
　一部の実施形態において、一連の連続的な呼吸における各呼吸に先立ち個々の呼吸蓄積
事象が決定されるのに応答して、呼吸蓄積モジュール５６は、圧力生成装置１４を制御し
て、すぐ前の呼吸蓄積圧力レベルよりも高い圧力レベルの呼吸可能ガスの加圧流を、一連
の連続的な呼吸における最新の吸入の間に生成するように構成される。
【００４０】
　一部の実施形態において、１つの呼吸蓄積事象の決定に応答して、呼吸蓄積モジュール
５６は、圧力生成装置１４を制御して、さらなる呼吸蓄積事象の決定を要することなく、
（一連の後の吸入におけるすぐ前の吸入に対して）一連の１つ又は複数の後の吸入におけ
る吸入毎に呼吸可能ガスの加圧流の圧力レベルを上げるように構成されてもよい。一連の
後の吸入における吸入の数は、製造時にプログラムされる、対象１２の以前の呼吸に基づ
き決定される、ユーザインターフェース２２を介して受け取った情報に基づき決定される
、及び／又は、他の情報に基づき決定されてもよい。
【００４１】
　一部の実施形態において、呼吸蓄積モジュール５６は、１つ又は複数の上げられた圧力
レベル（例えば第２の圧力レベル等）が、所定の量だけ１つ又は複数のすぐ前の圧力レベ
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ル（例えば第１の圧力レベル等）よりも高いように構成される。所定の量は、製造時にプ
ログラムされる、ユーザインターフェース２２を介して医師によって設定される、介護者
によって設定される、対象１２によって設定される、及び／若しくは、他のユーザによっ
て設定される、並びに／又は、他の方法を介して決定されてもよい。一部の実施形態にお
いて、所定の量は一定であってもよい。一部の実施形態において、一連の連続した呼吸に
対するブレススタッキング療法の間等、所定の量は、最初の圧力増加は大きいが、次に、
一連の呼吸における各連続的な呼吸が蓄積されるに従い小さくなるように、時間の経過と
ともに変化してもよい。
【００４２】
　例えば、図２Ａは、一連の連続した呼吸２０６に対する吸入２０４の間の増加した圧力
レベル２０２が、一定の量２０８だけすぐ前の圧力レベルよりも高いブレススタッキング
療法２００を例示している。図２Ａは、（呼吸１乃至７が例示されている）対象の圧力制
御換気療法の間の呼吸４、５及び６に対応する連続した呼吸２０６を例示している。ブレ
ススタッキング療法２００は、呼吸４のすぐ前の呼吸蓄積事象、及び／又は、呼吸４、５
及び６のすぐ前に決定される個々の呼吸蓄積事象の決定に応答性であってもよい。吸入の
間の圧力レベル（Ｐ吸入）２１０は、ブレススタッキング療法２００の前及び／又は後の
圧力制御換気２１２の期間は、実質的に一定のままである。呼息の間の圧力レベル（Ｐ呼

息）２１４は、圧力制御換気療法に適切ないかなる値を有してもよい。例えば、Ｐ呼息２
１４は、正値、負値を有してもよく、及び／又は、ゼロであってもよい。一部の実施形態
において、Ｐ呼息は、Ｐ吸入２１０と同じであってもよい。
【００４３】
　図２Ｂは、一連の連続した呼吸２０６に対する吸入２０４の間の増加した圧力レベル２
０２が、時間の経過とともに変化する量２５０、２５２及び２５４だけすぐ前の圧力レベ
ルよりも高いブレススタッキング療法２００を例示している。増加した圧力レベル２０２
は、最初の圧力増加２５０が第２の圧力増加２５２よりも大きく、第２の圧力増加２５２
もまた第３の圧力増加２５４よりも大きいように、時間の経過とともに変化する。時間の
経過とともに変化するブレススタッキング療法２００は、呼吸４のすぐ前の呼吸蓄積事象
、及び／又は、呼吸４、５及び６のすぐ前に決定される個々の呼吸蓄積事象の決定に応答
性であってもよい。
【００４４】
　図１に戻ると、一部の実施形態において、呼吸蓄積モジュール５６は、出力信号、パラ
メータモジュール５０によって決定されるパラメータに基づき、及び／又は、他の情報に
基づき、１つ又は複数の上げられる圧力レベル（例えば第２の圧力レベル等）を決定する
ように構成される。例えば、呼吸蓄積モジュール５６は、（例えば出力信号及び／又は決
定されたパラメータを介して）対象１２の肺コンプライアンスを評価し、さらに、その肺
コンプライアンスに基づき、所与の一回換気量を目標にするよう１つ又は複数の圧力増加
を設定するように構成されてもよい。所与の一回換気量の目標は、製造時にプログラムさ
れる、対象１２の以前の呼吸に基づき決定される、ユーザインターフェース２２を介して
受け取った情報に基づき決定される、及び／又は、他の情報に基づき決定されてもよい。
【００４５】
　別の例として、呼吸蓄積モジュール５６は、終末呼気炭酸ガス濃度レベルを示す出力信
号及び／又は決定されたパラメータに基づき１つ又は複数の圧力増加を決定するように構
成されてもよい。呼吸蓄積モジュール５６は、終末呼気炭酸ガス濃度の閾値レベルに対す
る終末呼気炭酸ガス濃度レベルに基づき、１つ又は複数の圧力増加を調整するように構成
されてもよい。終末呼気炭酸ガス濃度の閾値レベルは、製造時にプログラムされる、対象
１２の以前の呼吸に基づき決定される、ユーザインターフェース２２を介して受け取った
情報に基づき決定される、及び／又は、他の情報に基づき決定されてもよい。第３の例と
して、呼吸蓄積モジュール５６は、酸素飽和度に基づき１つ又は複数の圧力増加を調整す
るように構成されてもよい。呼吸蓄積モジュール５６は、酸素飽和度を（例えば出力信号
及び／又は決定されたパラメータを介して）評価し、さらに、所与の酸素飽和度を目標に
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するよう１つ又は複数の圧力増加を設定するように構成されてもよい。
【００４６】
　一部の実施形態において、呼吸蓄積モジュール５６は、ブレススタッキング療法の１つ
又は複数の圧力レベルを最大圧力レベルに限定するように構成される。呼吸蓄積モジュー
ル５６は、ブレススタッキング療法の１つ又は複数の圧力レベルを最大圧力レベルに限定
して、対象１２を保護するように構成される。最大圧力レベルは、製造時にプログラムさ
れる；出力信号、パラメータモジュール５０によって決定されたパラメータ、対象１２の
以前の呼吸及び／若しくは他の情報に基づき呼吸蓄積モジュール５６によって決定される
；医師、介護者、対象１２及び／若しくは他のユーザによって設定される；並びに／又は
、他の情報に基づき決定されてもよい。呼吸蓄積モジュール５６は、続けられた呼吸蓄積
事象の決定にかかわらず、ブレススタッキング療法の１つ又は複数の圧力レベルを最大圧
力レベルに限定するように構成される。
【００４７】
　一部の実施形態において、呼吸蓄積モジュール５６は、圧力生成装置１４を制御して、
ブレススタッキング療法の治療計画に従って呼吸可能ガスの加圧流を生成することが、圧
力生成装置１４を制御して、最新の吸入の間の対象１２による吸入のための所定の体積の
ガスを生成することを含むように構成される。所定の体積のガスは、製造時にプログラム
される；出力信号、パラメータモジュール５０によって決定されたパラメータ、対象１２
の以前の呼吸及び／若しくは他の情報に基づき呼吸蓄積モジュール５６によって決定され
る；医師、介護者、対象１２及び／若しくは他のユーザによって設定される；並びに／又
は、他の情報に基づき決定されてもよい。
【００４８】
　一部の実施形態において、呼吸蓄積モジュール５６は、ブレススタッキング療法を、ユ
ーザインターフェース２２を介してユーザ（例えば、医師、介護者、対象１２及び／若し
くは他のユーザ等）によって可能にする及び／又は不可能にすることができるように構成
されてもよい。例えば、呼吸蓄積モジュール５６は、ユーザインターフェース２２を介し
たユーザによる入力及び／又は選択が、ブレススタッキング療法を可能にする及び／又は
不可能にすることができるように構成されてもよい。一部の実施形態において、呼吸蓄積
モジュール５６は、自動的にブレススタッキング療法を可能にする及び／又は不可能にす
るように構成されてもよい。呼吸蓄積モジュール５６は、出力信号、パラメータモジュー
ル５０によって決定されるパラメータ、対象１２の以前の呼吸及び／又は他の情報に基づ
きブレススタッキング療法を可能にする及び／又は不可能にするように構成されてもよい
。例えば、出力信号に基づき、呼吸蓄積モジュールは、ブレススタッキング療法が、所与
の圧力制御換気療法セッションの間に対象１２にとって有害であり得るということを決定
し、さらに、準備度指示装置を介してブレススタッキング療法をトリガする対象１２の能
力を不可能にすることができる。
【００４９】
　一部の実施形態において、呼吸蓄積モジュール５６は、圧力生成装置１４を制御して、
呼吸蓄積事象の決定にかかわらず、スケジュールベースでブレススタッキング療法の治療
計画に従って呼吸可能ガスの加圧流を生成するように構成される。スケジュールは、例え
ば、ユーザインターフェース２２を介して医師、介護者、対象１２及び／若しくは他のユ
ーザによって設定されてもよい。
【００５０】
　一部の実施形態において、呼吸蓄積モジュール５６は、対象１２が準備度指示装置を介
してブレススタッキング療法をトリガするべきであるということをユーザインターフェー
ス２２を介して対象１２に示すように構成される。呼吸蓄積モジュール５６は、対象１２
が出力信号、決定されるパラメータ及び／又は他の情報に基づきブレススタッキング療法
をトリガするべきであるということを対象１２に示すように構成される。
【００５１】
　ユーザインターフェース２２は、システム１０と対象１２及び／又は他のユーザとの間
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にインターフェースを提供するように構成され、そのインターフェースを介して対象１２
及び／又は他のユーザは、システム１０に情報を提供し、さらに、システム１０から情報
を受け取ることができる。上記のように、他のユーザは、例えば、介護者、医師及び／又
は他のユーザを含んでもよい。これは、ひとまとめにして「情報」と呼ばれるデータ、合
図、結果及び／又は命令、並びに、いかなる他の伝えられ得るアイテムが、ユーザ（例え
ば対象１２等）と、圧力生成装置１４、プロセッサ２０及び／又はシステム１０の他の構
成要素のうち１つ又は複数の構成要素との間で伝えられるのを可能にする。例えば、ユー
ザは、ブレススタッキング療法の圧力レベルの増加、最大のブレススタッキング療法の圧
力レベル、ブレススタッキング療法が可能にされる及び／若しくは不可能にされるかどう
か並びに／又は他の情報を、ユーザインターフェース２２を介して特定することができる
。別の例として、ブレススタッキング療法の頻度、療法の圧力、呼吸可能ガスの加圧流の
ガスパラメータ、対象１２の呼吸パラメータ及び／又は他の情報が、ユーザインターフェ
ース２２を介してユーザ（例えば対象１２等）に表示されてもよい。
【００５２】
　ユーザインターフェース２２における包含に適したインターフェース装置の例は、キー
パッド、ボタン、スイッチ、キーボード、ノブ、レバー、ディスプレイスクリーン、タッ
チスクリーン、スピーカー、マイクロフォン、表示灯、可聴警報、プリンター、触覚フィ
ードバック装置及び／又は他のインターフェース装置を含む。一実施形態において、ユー
ザインターフェース２２は、複数の別々のインターフェースを含む。一実施形態において
、ユーザインターフェース２２は、圧力生成装置１４と統合して提供される少なくとも１
つのインターフェースを含む。
【００５３】
　配線による又は無線の他の通信技術も、ユーザインターフェース２２として本開示によ
って熟考されるということが理解されたい。例えば、本開示は、ユーザインターフェース
２２が、電子記憶装置２４によって提供される取り外し可能なストレージインターフェー
スと統合されてもよいということを熟考する。この例において、情報は、取り外し可能な
記憶装置（例えば、スマートカード、フラッシュドライブ、取り外し可能ディスク等）か
らシステム１０にロードされてもよく、１人又は複数のユーザがシステム１０の実行をカ
スタマイズするのを可能にする。ユーザインターフェース２２としての、システム１０と
の使用のために適応される他の例証的な入力装置及び技術は、ＲＳ－２３２ポート、ＲＦ
リンク、ＩＲリンク、モデム（電話、ケーブル又はその他）を含むがそれらに限定されな
い。要するに、情報をシステム１０に伝えるためのいかなる技術も、ユーザインターフェ
ース２２として本開示によって熟考される。
【００５４】
　一部の実施形態において、電子記憶装置２４は、情報を電子的に格納する電子記憶媒体
を含む。電子記憶装置２４の電子記憶媒体は、システム１０と統合して提供される（すな
わち、実質的には取り外しのできない）システムの記憶装置、及び／又は、例えばポート
（例えば、ＵＳＢポート、ファイアワイアポート等）若しくはドライブ（例えばディスク
ドライブ等）を介してシステム１０に取り外し可能に接続することができる取り外し可能
な記憶装置のうち１つ又はその両方を含んでもよい。電子記憶装置２４は、光学的に可読
な記憶媒体（例えば光ディスク等）、磁気的に可読な記憶媒体（例えば、磁気テープ、磁
気ハードドライブ、フロッピー（登録商標）ドライブ等）、電荷ベースの記憶媒体（例え
ば、ＥＥＰＲＯＭ、ＲＡＭ等）、ソリッドステート記憶媒体（例えばフラッシュドライブ
等）、及び／又は、他の電子的に可読な記憶媒体のうち１つ又は複数を含んでもよい。電
子記憶装置２４は、ソフトウェアアルゴリズム、プロセッサ２０によって決定される情報
、ユーザインターフェース２２を介して受け取られる情報、及び／又は、システム１０が
適切に機能するのを可能にする他の情報を格納してもよい。電子記憶装置２４は、（全体
又は一部において）システム１０内の別々の構成要素であってもよく、又は、電子記憶装
置２４は、（全体又は一部において）システム１０の１つ又は複数の他の構成要素（例え
ば、ユーザインターフェース２２、プロセッサ２０等）と統合して提供されてもよい。
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【００５５】
　プロセッサ２０によって決定される、及び／又は、電子記憶装置２４によって格納され
る情報は、ブレススタッキング療法に関する情報（例えば、ブレススタッキング療法の頻
度等）、圧力制御換気療法に関する情報、及び／又は、他の情報を含んでもよい。電子記
憶装置２４によって格納される情報は、ユーザインターフェース２２を介して、電子記憶
装置２４を別のコンピュータに（有線及び／若しくは無線で）接続することによって、並
びに／又は、他の方法を介して見られてもよい。電子記憶装置２４によって格納される情
報は、例えば、ブレススタッキング療法の設定を調整するために使用される、医学的決定
を行うために医師によって使用される、及び／又は、他の用途に対して使用されてもよい
。
【００５６】
　図３は、圧支持システムを用いて対象の気道まで呼吸可能ガスの加圧流を送達する方法
３００を例示している。当該システムは、圧力生成装置、１つ又は複数のセンサ、１つ又
は複数のプロセッサ及び／又は他の構成要素を含む。以下に示される方法３００の作動は
例示的であると意図される。一部の実施形態において、方法３００は、記載されていない
１つ又は複数のさらなる作動を有して、及び／又は、上記作動のうち１つ又は複数の作動
を有することなく成し遂げられてもよい。加えて、方法３００の作動が図３において例示
され且つ以下に記載される順は、限定的であると意図されない。
【００５７】
　一部の実施形態において、方法３００は、１つ又は複数の処理装置（例えば、デジタル
プロセッサ、アナログプロセッサ、情報を処理するように設計されるデジタル回路、情報
を処理するように設計されるアナログ回路、ステートマシン、及び／又は、情報を電子的
に処理するための他の機構等）において行われてもよい。１つ又は複数の処理装置は、電
子記憶媒体上に電子的に格納される命令に応じて方法３００の作動の一部又は全てを実行
する１つ又は複数の装置を含んでもよい。１つ又は複数の処理装置は、方法３００の作動
のうち１つ又は複数の作動の実行に対して特に設計されるようにハードウェア、ファーム
ウェア及び／又はソフトウェアを介して構成される１つ又は複数の装置を含んでもよい。
【００５８】
　作動３０２にて、呼吸可能ガスの加圧流が、圧力生成装置を用いて生成される。一部の
実施形態において、作動３０２は、（図１において示され且つ本明細書において記載され
る）圧力生成装置１４と同じか又は類似の圧力生成装置によって行われる。
【００５９】
　作動３０４にて、対象がブレススタッキング療法を受ける準備が出来ているかどうかに
関する情報を運ぶ１つ又は複数の出力信号が、１つ又は複数のセンサを用いて生成される
。一部の実施形態において、１つ又は複数のセンサは、対象がブレススタッキング療法を
受ける準備が出来ているという指標を対象から受けるように構成される準備度指示装置を
含んでもよい。一部の実施形態において、作動３０４は、（図１において示され且つ本明
細書において記載される）センサ１８と同じか又は類似のセンサによって行われる。
【００６０】
　作動３０６にて、圧力生成装置が制御されて、圧力制御療法の治療計画に従って呼吸可
能ガスの加圧流を生成する。一部の実施形態において、作動３０６は、（図１において示
され且つ本明細書において記載される）制御モジュール５２と同じか又は類似のコンピュ
ータプログラムモジュールによって行われる。
【００６１】
　作動３０８にて、呼吸蓄積事象が決定される。呼吸蓄積事象は、対象がブレススタッキ
ング療法を受ける準備が出来ているということを示す出力信号に応答して決定される。一
部の実施形態において、作動３０８は、（図１において示され且つ本明細書において記載
される）事象モジュール５４と同じか又は類似のコンピュータプログラムモジュールによ
って行われる。
【００６２】
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　作動３１０にて、圧力生成装置が制御されて、ブレススタッキング療法の治療計画に従
って呼吸可能ガスの加圧流を生成する。呼吸蓄積事象の決定に応答して、圧力生成装置が
制御されて、ブレススタッキング療法の治療計画に従って呼吸可能ガスの加圧流を生成す
る。呼吸蓄積事象の決定に続く対象の最新の吸入の間に、圧力生成装置が制御されて、ブ
レススタッキング療法の治療計画に従って呼吸可能ガスの加圧流を生成する。
【００６３】
　一部の実施形態において、圧力生成装置を制御してブレススタッキング療法の治療計画
に従って呼吸可能ガスの加圧流を生成することは、圧力生成装置を制御して、対象のすぐ
前の吸入の間に生成された呼吸可能ガスの加圧流の第１の圧力レベルよりも高い第２の圧
力レベルの呼吸可能ガスの加圧流を最新の吸入の間に生成することを含む。第２の圧力は
、出力信号に基づき決定されてもよく、所定の圧力であってもよく、及び／又は、他の方
法によって決定されてもよい。一部の実施形態において、圧力生成装置を制御して、ブレ
ススタッキング療法の治療計画に従って呼吸可能ガスの加圧流を生成することは、圧力生
成装置を制御して、最新の吸入の間の対象による吸入のための所定の体積のガスを生成す
ることを含む。一部の実施形態において、作動３１０は、（図１において示され且つ本明
細書において記載される）呼吸蓄積モジュール５６と同じか又は類似のコンピュータプロ
グラムモジュールによって行われる。
【００６４】
　特許請求の範囲において、括弧内に置かれたいかなる参照番号も特許請求の範囲を限定
するとして解釈するべきではない。「含む」という動詞及びその変化形の使用は、請求項
に述べられたもの以外の要素又はステップの存在を除外しない。いくつかの手段を列挙す
る装置の請求項において、これらの手段のうちいくつかは、１つの且つ同じハードウェア
のアイテムによって実現することができる。単数名詞を言及する際に不定冠詞又は定冠詞
が使用されている場合は、その名詞の複数形の存在を除外しない。いくつかの手段を列挙
するいかなる装置の請求項においても、これらの手段のうちいくつかは、１つの且つ同じ
ハードウェアのアイテムによって実現することができる。特定の手段が互いに異なる従属
項において列挙されるという単なる事実は、これらの手段を組み合わせて使用することが
できないと示しているのではない。
【００６５】
　先に提供された記載は、最も実用的で好ましい実施形態であると現在考慮されるものに
基づき例示を目的として詳細を提供しているけれども、そのような詳細は単にその目的の
ためだけであり、本開示は明確に開示された実施形態に限定されないが、それどころか、
付随の特許請求の範囲の真意及び範囲内にある修正及び同等の構成をカバーするよう意図
されることを理解されたい。例えば、本開示は、可能な限り、いかなる実施形態の１又は
複数の特徴もいかなる他の実施形態の１又は複数の特徴とも組み合わせることができると
いうことを熟考すると理解されたい。
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