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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　呼吸可能な気体を患者に送達する患者とのインターフェースであって、
　使用時に患者の鼻の鼻腔をシールして前記鼻腔と連絡するように構築された１対の鼻プ
ロングを含む鼻プロングアセンブリと、
　前記鼻プロングアセンブリを患者の顔の所望の位置に維持するヘッドギアであって、第
１及び第２のサイドストラップおよび前記各サイドストラップに設けられた各リジダイザ
を含むヘッドギアとを備え、
　前記各リジダイザが、前記鼻プロングアセンブリの各端部と係合するように構成された
コネクタを備える第１の端部分と、前記コネクタの内側にカーブし、且つチークサポート
を形成する突出部の形態の第２の端部分とを含み、前記チークサポートが、患者の頬の輪
郭に従い、前記サイドストラップの各端部分を患者の頬に当たるように案内して安定した
チークサポートをもたらすように適合される、患者とのインターフェース。
【請求項２】
　前記鼻プロングアセンブリは、前記鼻プロングが設けられたベース領域をさらに備え、
前記各鼻プロングが、患者のそれぞれの鼻腔をシールするように適合されたヘッド部分と
、前記ヘッド部分を前記ベース領域と相互連結するストークとを含む、請求項１に記載の
患者とのインターフェース。
【請求項３】
　前記ヘッド部分が、内壁および前記内壁を囲む外壁を含む、２重またはダブル壁構成を
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含む、請求項２に記載の患者とのインターフェース。
【請求項４】
　前記各プロングが、前記ヘッド部分と前記ストークの間の上側のトランポリン様のサス
ペンションシステムと、前記ストークと前記ベース領域の間の下側のトランポリン様のサ
スペンションシステムとを含む、請求項２から３のいずれか一項に記載の患者とのインタ
ーフェース。
【請求項５】
　前記鼻プロングアセンブリが、空気の噴流の影響を低減しかつ／または無くす構造を含
む、請求項１から４のいずれか一項に記載の患者とのインターフェース。
【請求項６】
　前記チークサポートが、前記プロングが圧縮されるのを防止するために、ヘッドギアの
張力の実質的な部分が前記プロングではなく前記チークサポートにかかるように構成され
る、請求項１から５のいずれか一項に記載の患者とのインターフェース。
【請求項７】
　前記各リジダイザが、前記コネクタを前記リジダイザに支持するリブ補強のブラケット
を含む、請求項１から６のいずれか一項に記載の患者とのインターフェース。
【請求項８】
　前記ヘッドギアが、患者の頭の後部の周りを通る後部ストラップを含む、請求項１から
７のいずれか一項に記載の患者とのインターフェース。
【請求項９】
　前記各リジダイザがスロットを含み、前記スロットが、前記後部ストラップの各端部と
係合するように適合されたクロスバーを画定する、請求項８に記載の患者とのインターフ
ェース。
【請求項１０】
　前記各リジダイザが、縫合、溶接、および／または接着によって各サイドストラップに
取付可能である、請求項１から９のいずれか一項に記載の患者とのインターフェース。
【請求項１１】
　前記リジダイザの少なくとも片側の前記サイドストラップの幅が約５～９ｍｍである、
請求項１から１０のいずれか一項に記載の患者とのインターフェース。
【請求項１２】
　呼吸可能な気体を患者に送達する患者とのインターフェースであって、
　使用時に患者の鼻をシールして前記鼻と連絡する鼻用シールと、
　前記鼻用シールを患者の顔の位置に維持するヘッドギアであって、サイドストラップを
含むヘッドギアと、
　コネクタとチークサポートとを有するリジダイザを含む前記各サイドストラップであっ
て、前記コネクタが前記鼻用シールの各端部を係合するように構成され、前記チークサポ
ートが前記コネクタの内側に湾曲しており、前記チークサポートが患者の頬の輪郭に従い
、前記サイドストラップの各端部分を患者の頬に当たるように案内して、安定したチーク
サポートをもたらすように適合された、前記各サイドストラップとを備え、
　前記チークサポートは、前記チークサポートの自由端部が前記コネクタの自由端部から
離隔されて分離されるように前記コネクタの内側に湾曲する、患者とのインターフェース
。
【請求項１３】
　呼吸可能な気体を患者に送達する患者とのインターフェースであって、
　使用時に患者の鼻をシールして前記鼻と連絡する鼻用シールと、
　前記鼻用シールを患者の顔の所望の位置に維持するヘッドギアとを備え、
　前記ヘッドギアが、コネクタ及びチークサポートを有するリジダイザをそれぞれ有する
サイドストラップであって、前記コネクタが前記鼻用シールの各端部を係合するように構
成されており、前記チークサポートが患者の頬の輪郭に従い、前記サイドストラップの各
端部分を患者の頬に当たるように案内して安定したチークサポートをもたらすように適合
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される、サイドストラップと、スロット付のコネクタ部分と、スロット付の前記各コネク
タ部分に連結する端部を有する後部ストラップとを含み、
　前記チークサポートは、前記チークサポートの自由端部が前記コネクタの自由端部から
離隔されて分離されるように前記コネクタの内側に湾曲する、患者とのインターフェース
。
【請求項１４】
　前記鼻用シールに設けられたフレームをさらに備え、前記フレームが着脱可能かつ調節
可能に前記各リジダイザに連結される、請求項１３に記載の患者とのインターフェース。
【請求項１５】
　前記鼻用シールが、使用時に患者の鼻の鼻腔をシールして前記鼻腔と連絡するように構
成された１対の鼻プロングを含む鼻プロングアセンブリを含む、請求項１３に記載の患者
とのインターフェース。
【請求項１６】
　前記各鼻プロングが、患者のそれぞれの鼻腔をシールするように適合されたヘッド部分
と、前記ヘッド部分をベースと相互連結するストークとを含む、請求項１５に記載の患者
とのインターフェース。
【請求項１７】
　前記ヘッド部分が、内壁および前記内壁を囲む外壁を含む、２重またはダブル壁構成を
含む、請求項１６に記載の患者とのインターフェース。
【請求項１８】
　前記各鼻プロングが、空気の噴流の影響を低減しかつ／または無くす構成を含む、請求
項１７に記載の患者とのインターフェース。
【請求項１９】
　前記ベース領域がフレームおよびガセットを含み、前記ガセットが、前記フレームに設
けられ前記鼻プロングを支持するように適合され、前記ガセットが、十分なシールを維持
しながら、ある範囲の軸方向および横方向の動きを可能にするように構成される、請求項
２から１１のいずれか一項に記載の患者とのインターフェース。
【請求項２０】
　前記チークサポートは、前記患者の頬に亘ってヘッドギアの張力を分散するように構成
される、請求項１から１９のいずれか一項に記載の患者とのインターフェース。
【請求項２１】
　前記チークサポートのそれぞれは、フレキシブルな片持ち梁の構成を含む、請求項１か
ら２０のいずれか一項に記載の患者とのインターフェース。
【請求項２２】
　前記チークサポートは、前記患者の顔の正面上にヘッドギアの張力を向けるように構成
される、請求項１から２１のいずれか一項に記載の患者とのインターフェース。
【請求項２３】
　前記チークサポートは、前記鼻プロングをヘッドギアの張力から分離する、請求項１か
ら１１のいずれか一項に記載の患者とのインターフェース。
【請求項２４】
　前記チークサポートは、前記鼻用シールをヘッドギアの張力から分離する、請求項１２
から１８のいずれか一項に記載の患者とのインターフェース。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、患者に呼吸療法を供給する患者とのインターフェースに関する。その治療の
例には、持続陽圧気道圧（ＣＰＡＰ、ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　ｐｏｓｉｔｉｖｅ　ａｉｒ
ｗａｙ　ｐｒｅｓｓｕｒｅ）法、非侵襲性陽圧換気法（ＮＩＰＰＶ、Ｎｏｎ－Ｉｎｖａｓ
ｉｖｅ　Ｐｏｓｉｔｉｖｅ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｖｅｎｔｉｌａｔｉｏｎ）、および可変
陽圧気道圧法（ＶＰＡＰ、Ｖａｒｉａｂｌｅ　Ｐｏｓｉｔｉｖｅ　Ａｉｒｗａｙ　Ｐｒｅ



(4) JP 5459997 B2 2014.4.2

10

20

30

40

50

ｓｓｕｒｅ）がある。こうした療法は、閉塞性睡眠時無呼吸（ＯＳＡ）などの睡眠時呼吸
障害（ＳＤＢ、Ｓｌｅｅｐ　Ｄｉｓｏｒｄｅｒｅｄ　Ｂｒｅａｔｈｉｎｇ）を含む、様々
な呼吸器の症状を治療するために使用される。
【背景技術】
【０００２】
　出願の相互参照
　本出願は、２００７年７月３０日出願の米国仮出願第６０／９３５１７９号、２００７
年１１月５日出願の第６０／９９６１６０号、２００８年１月１１日出願の第６１／００
６４０９号、２００８年３月２８日出願の第６１／０６４８１８号、２００８年５月２日
出願の第６１／０７１５１２号、ならびに２００８年２月２５日出願のオーストラリア仮
出願第ＡＵ２００８９００８９１号、２００８年１月１１日出願の第ＡＵ２００８９００
１３４号、２００８年１月１１日出願の第ＡＵ２００８９００１３６号、２００８年１月
１１日出願の第ＡＵ２００８９００１３７号、２００８年１月１１日出願の第ＡＵ２００
８９００１３８号、２００８年１月１１日出願の第ＡＵ２００８９００１３９号、２００
８年１月１１日出願の第ＡＵ２００８９００１４０号、および２００８年１月１１日出願
の第ＡＵ２００８９００１４１号の利益を主張するものであり、各文献は、参照によりそ
の全体が本明細書に組み込まれている。
【０００３】
　マスクシステムは、患者と圧縮空気または呼吸気体の供給源を提供する装置との間のイ
ンターフェースを形成し、したがって、患者とのインターフェースと称されることがある
。本明細書では、マスクシステムおよび患者とのインターフェースという用語は、置換え
可能に使用される。本発明の分野のマスクシステムは、快適性を重要視するので、具体的
には航空産業および安全など、他の用途で使用されるマスクシステムとは異なる。患者は
おそらく残りの人生毎晩何時間もマスクを装着したままで眠らなければならないので、こ
のような高いレベルの快適性が望まれる。マスクシステムは、常にではないが、一般的に
、（ｉ）シェルまたはフレームと称されることが多い、剛性または半剛性の部分と、（ｉ
ｉ）クッションと称されることが多い、患者と接触する柔軟な部分と、（ｉｉｉ）フレー
ムおよびクッションを適位置に保持する、いくつかの形態のヘッドギアとを備える。マス
クシステムは、空気送達導管を連結する機構を含むことが多い。その空気送達導管は通常
、ブロワまたはフロージェネレータに連結される。
【０００４】
　患者とのインターフェースの範囲には、鼻マスク、鼻および口用マスク、全顔マスクお
よび鼻プロング、鼻枕、ノズルおよびカニューレが含まれることが知られている。マスク
は典型的には、鼻プロング、鼻枕、ノズルおよびカニューレより多く顔をカバーする。本
明細書では、全てをまとめて患者とのインターフェースまたはマスクシステムと称する。
鼻プロング、鼻枕、ノズルおよびカニューレを全てまとめて鼻プロングと称する。
【特許文献１】米国仮出願第６０／９３５１７９号
【特許文献２】米国仮出願第６０／９９６１６０号
【特許文献３】米国仮出願第６１／００６４０９号
【特許文献４】米国仮出願第６１／０６４８１８号
【特許文献５】米国仮出願第６１／０７１５１２号
【特許文献６】オーストラリア仮出願第ＡＵ２００８９００８９１号
【特許文献７】オーストラリア仮出願第ＡＵ２００８９００１３４号
【特許文献８】オーストラリア仮出願第ＡＵ２００８９００１３６号
【特許文献９】オーストラリア仮出願第ＡＵ２００８９００１３７号
【特許文献１０】オーストラリア仮出願第ＡＵ２００８９００１３８号
【特許文献１１】オーストラリア仮出願第ＡＵ２００８９００１３９号
【特許文献１２】オーストラリア仮出願第ＡＵ２００８９００１４０号
【特許文献１３】オーストラリア仮出願第ＡＵ２００８９００１４１号
【特許文献１４】米国特許出願公開第２００４－０２２６５６６号
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【特許文献１５】米国特許出願公開第２００６－０１３７６９０号
【特許文献１６】米国特許出願公開第２００５－０２４１６４４号
【特許文献１７】ＰＣＴ出願公開第ＷＯ２００５／０６３３２８号
【特許文献１８】ＰＣＴ出願公開第ＷＯ２００６／１３０９０３号（国際特許出願第ＰＣ
Ｔ／ＡＵ２００６／０００７７０号）
【特許文献１９】ＰＣＴ出願公開第ＷＯ２００７／０５３８７８号
【特許文献２０】米国仮出願第６０／８３５４４２号
【特許文献２１】米国仮出願第６０／８５２６４９号
【特許文献２２】国際特許出願第ＰＣＴ／ＡＵ２００７／００１０５１号
【特許文献２３】米国特許第４７８２８３２号
【特許文献２４】米国特許第５７２４９６５号
【特許文献２５】米国特許第６１１９６９４号
【特許文献２６】米国特許第６４３１１７２号
【特許文献２７】国際特許出願第ＷＯ２０００／７４７５８号
【特許文献２８】ＰＣＴ出願公開第ＷＯ０３／０９０８２７号（国際特許出願第ＰＣＴ／
ＡＵ０３／００４５８号）
【特許文献２９】米国特許第７３１８４３７号
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の第１の態様は、呼吸可能な気体を患者に送達する患者とのインターフェースに
関する。本発明の実施形態によるマスクシステムは、従来技術のマスクシステムと比較し
て、シール、適合性、快適性、安定性、調節機能および操作性を改善する。本発明の他の
態様は、小型で軽量の目立たないマスクシステムを提供することを含む。他の態様は、幅
広い範囲の異なる顔に適合するマスクシステムを提供することである。
【０００６】
　改善されたシールの一態様は、本発明の実施形態による２重壁の鼻枕の使用によっても
たらされる。他の態様は、チューブの引きずり、横向きに寝ること、および他の分断にも
かかわらずシールを維持する、本発明の実施形態によるマスクシステムの機能である。改
善されたシールおよび適合性の他の態様は、個々の患者の顔により合うように調節するこ
とを可能にする、本発明の実施形態によるマスクによって与えられた調節機能によるもの
である。
【０００７】
　本発明の実施形態によるマスクシステムは、可撓性があり様々な顔の形状に適合するこ
とができる。本発明の実施形態によるマスクシステムの可撓性の一態様は、半剛性のフレ
ームの使用によってもたらされる。半剛性のフレームの使用はまた、エルボーとのシール
を改善し、部品の総数を減少させる。
【０００８】
　本発明の実施形態によるマスクシステムは、シールを改善することによって快適性を改
善する。つまり、患者はシールを得るためにヘッドギアストラップを締め過ぎる必要がな
くなる。改善された快適性の他の態様は、同様の従来技術のマスクシステムと比較すると
後部バックルを取り除くことから起きる。快適性を改善する本発明の他の態様は、インタ
ーフェース安定機構の、例えば、頬領域全体にわたる補強部分の取付機構を改善すること
による。快適性を改善する本発明の他の態様は、従来技術と比較して「頬の跡」を軽減さ
せる、より快適なストラップおよび／または頬領域の詰め物の構成に起因する。
【０００９】
　本発明の実施形態による、マスクが有する安定性を改善する一態様は、患者の顔の寸法
に応じて一般的に上顎骨および／または頬骨の領域で顔の正面に当たる支持機能によるも
のである。
【００１０】
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　本発明の一態様は、患者とのインターフェースに関し、その患者とのインターフェース
は、使用時に患者の鼻の鼻腔をシールして連絡するように構築された１対の鼻プロングを
含む鼻プロングアセンブリと、鼻プロングアセンブリを患者の顔の所望の位置に維持する
ヘッドギアとを含む。ヘッドギアは、サイドストラップおよび各サイドストラップに設け
られたリジダイザを含む。各リジダイザは、鼻プロングアセンブリの各端部と係合するよ
うに構成されたコネクタを備える第１の端部分と、コネクタの前方でカーブするチークサ
ポートの形態のカーブした突出部とを含む。チークサポートは、患者の頬の輪郭に従い、
サイドストラップの各端部分を患者の頬に当たるように案内して安定したチークサポート
をもたらすように適合される。
【００１１】
　本発明の他の態様は、呼吸可能な気体を患者に送達する患者とのインターフェースに関
する。患者とのインターフェースは、使用時に患者の鼻をシールして連絡する鼻用シール
と、その鼻用シールを患者の顔の所望の位置に維持するヘッドギアとを含む。ヘッドギア
はサイドストラップを含む。各サイドストラップは、チークサポートの形態のカーブした
突出部を含み、その突出部は、患者の頬の輪郭に従い、サイドストラップの各端部分を患
者の頬に当たるように案内して安定したチークサポートをもたらすように適合される。
【００１２】
　本発明の他の態様は、呼吸可能な気体を患者に送達する患者とのインターフェースに関
する。患者とのインターフェースは、使用時に患者の鼻をシールして連絡する鼻用シール
と、その鼻用シールを患者の顔の所望の位置に維持するヘッドギアとを含む。ヘッドギア
は、サイドストラップを含み、各サイドストラップは、スロット付のコネクタ部分を有す
るリジダイザと、スロット付のコネクタ部分それぞれに連結する端部を有する後部または
バックストラップとを有する。
【００１３】
　本発明の他の態様は、呼吸可能な気体を患者に送達する患者とのインターフェースに関
する。患者とのインターフェースは、フレームと、フレームに設けられ、患者の鼻との効
果的なシールまたはインターフェースを設けるように適合された鼻プロングアセンブリと
、フレームに設けられ、呼吸可能な気体を患者に送達する空気送達チューブに連結される
ように適合されたエルボーと、患者とのインターフェースを患者の頭の所望の位置に支持
するように適合されたヘッドギアとを含む。フレームは、鼻プロングアセンブリより比較
的硬質であり、エルボーより比較的軟質であり可撓性がある。一実施形態では、フレーム
は、エルボーおよび／またはヘッドギアのヘッドギアヨークより比較的軟質であり可撓性
がある。一実施形態では、鼻プロングアセンブリはガセットを含み、そのガセットは、十
分なシールを維持しながらある範囲の軸方向および横方向の動きを可能にする。一実施形
態では、ヘッドギアのヘッドギアヨークは、ヨーク／フレーム間インターフェースを含み
、そのヨーク／フレーム間インターフェースの構成は、ヘッドギアヨークをフレームに保
持し、フレームに対して回転し、十分な回転トルクをもたらす摩擦要素を備える（例えば
、チューブの引きずりを低減し、クリック感／音響式のフィードバックをもたらす）よう
になっている。
【００１４】
　本発明の他の態様は、呼吸可能な気体を患者に送達する患者とのインターフェースに関
する。患者とのインターフェースは、フレームと、フレームに設けられ、患者の鼻との効
果的なシールまたはインターフェースを設けるように適合された鼻プロングアセンブリと
、フレームに設けられ、呼吸可能な気体を患者に送達する空気送達チューブに連結される
ように適合されたエルボーと、患者とのインターフェースを患者の頭の所望の位置に支持
するように適合されたヘッドギアとを含む。ヘッドギアは、サイドストラップおよび各サ
イドストラップに設けられたリジダイザを含む。各リジダイザはフレームとのインターフ
ェースを含み、そのフレームとのインターフェースの構成は、リジダイザをフレームに保
持し、そのフレームに対して回転し、十分な回転トルクをもたらす摩擦要素を備えるよう
になっている。
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【００１５】
　本発明の他の態様は、呼吸可能な気体を患者に送達する患者とのインターフェースに関
する。患者とのインターフェースは、患者の鼻との効果的なシールまたはインターフェー
スを設けるように適合された１対の鼻プロングと、それらの鼻プロングを患者の顔上の動
作位置に支持する支持構造とを含む。支持構造は、十分なシールを維持しチューブのひき
ずりおよびヘッドギアの張力を鼻プロングに加えることに抵抗しながら、ある範囲の回転
、軸方向および横方向の動きを鼻プロングにもたらすように構成される。
【００１６】
　本発明の他の態様は、呼吸用マスクを患者に固定するヘッドギアアセンブリの２つ以上
のストラップを互いに連結するヘッドギアリンク部材に関する。リンク部材は、可撓性で
あり、前記２つ以上のストラップに調節可能に連結するコネクタ部分を有する。
【００１７】
　本発明の他の態様は、呼吸用マスクを患者に固定するヘッドギアアセンブリに関し、そ
のヘッドギアアセンブリは、使用時に患者の頭の後部に位置する１対の後部ヘッドギアス
トラップと、後部ヘッドギアストラップを連結するヘッドギアリンク部材とを含む。スト
ラップおよびリンク部材の構成は、各ストラップが１重のＵ字形のリンク部材中を通りそ
れ自体に固定されるようになっている。
【００１８】
　本発明の他の態様は、１対のサイドストラップを含む患者とのインターフェース用のヘ
ッドギアに関する。各サイドストラップは、患者の頭頂部を通るように適合された上側ス
トラップ部分と、患者の頭の横に沿って通るように適合されたフロントストラップ部分と
、患者の頭の後部分の周りを通るように適合された後部ストラップ部分とを含む。各後部
ストラップ部分の自由端がフック材のタブを含み、各後部ストラップ部分の片面が切れ目
のないループ材でコートされ、それにより、フック材のタブを後部ストラップ部分の長さ
に沿ったどの位置にも固定することができる。
【００１９】
　本発明の他の態様は、フレームおよびそのフレームに設けられた鼻プロングアセンブリ
を含む、呼吸可能な気体を患者に送達する患者とのインターフェースに関する。鼻プロン
グアセンブリは、患者の鼻との効果的なシールまたはインターフェースを設けるように適
合された１対の鼻プロングを含む。鼻プロングアセンブリは、フレームに設けられたフレ
ームチャネル内に挿入され保持されるように適合された、フレームとの接触部分を含む。
フレームとの接触部分は、フレームチャネル内に設けられた対応する開口部中を通って突
き出すように適合された外部突起を含む。
【００２０】
　本発明の他の態様は、空気送達チューブをヘッドギアのヘッドギアストラップに保持す
るためのチューブリテーナに関する。チューブリテーナは、ヘッドギアのヘッドギアスト
ラップの周りで輪になるように適合された第１のストラップ部分と、第１のストラップ部
分に設けられ、空気送達チューブの周りで輪になるように適合された第２のストラップ部
分とを含む。第１および第２のストラップ部分は、柔軟かつ可撓性の材料から一体に形成
されて１部片になり、第２のストラップ部分が、第１のストラップ部分を横切るように延
びる。各ストラップ部分は、各ストラップ部分を適位置に固定するように適合された面フ
ァスナを含む。
【００２１】
　本発明の他の態様は、空気送達チューブを保持するためのチューブ保持アセンブリに関
し、そのチューブ保持アセンブリは、対向するロック部分を含み、そのロック部分が、ヘ
ッドギアの各ヘッドギアストラップと着脱可能かつ調節可能に連結するように適合された
、ヘッドギアバックルと、ヘッドギアバックルに設けられたチューブリテーナとを含む。
チューブリテーナは、空気送達チューブを保持するように適合された１対の円弧状のアー
ムを含む。
【００２２】



(8) JP 5459997 B2 2014.4.2

10

20

30

40

50

　本発明の他の態様、特徴および利点は、本開示の一部であり例示によって本発明の原理
を示す添付の図面と併せて、以下の詳細な説明から明らかになるであろう。
【００２３】
　添付の図面により、本発明の様々な実施形態の理解が容易になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　本発明の実施形態による患者とのインターフェースは、概して、（ｉ）インターフェー
ス接続、（ｉｉ）位置決めおよび安定化、ならびに（ｉｉｉ）空気送達という３つの機能
上の態様を含むことができる。これら３つの機能上の態様は、１つまたは複数の構造上の
構成要素から構築することができ、場合によっては、所与の構造上の構成要素１つで複数
の機能を満たす。例えば、マスクフレームは、位置決めおよび安定化機能の一部の働きを
することができ、空気供給を可能にする。
【００２５】
　さらに、本発明の実施形態による患者とのインターフェースは、吐き出した気体の排気
、シールを分裂させる潜在的な力の切り離し、および様々な寸法の顔に対する調節を含む
他の機能を実現することができる。排気は、フレーム、エルボーおよび／または導管など
、様々な構造によって行うことができる。
【００２６】
　特性および特徴を共有することができるいくつかの実施形態に関連して以下の説明を行
う。いずれか１つの実施形態の１つまたは複数の特徴は、他の実施形態の１つまたは複数
の特徴と組み合わせ可能であることを理解されたい。さらに、いずれかの実施形態の単一
の特徴も複数の特徴の組み合わせも、さらなる実施形態を構成することができる。
【００２７】
　本明細書では、「ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ」という単語は、「ｏｐｅｎ（排他的でない）
」意味、すなわち「ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ（含む）」という意味で理解すべきであり、した
がって、「ｃｌｏｓｅｄ（排他的）」意味、すなわち、「ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ　ｏｎｌ
ｙ　ｏｆ（～のみから構成される）」という意味に限定されない。対応する意味は、対応
する単語「ｃｏｍｐｒｉｓｅ」、「ｃｏｍｐｒｉｓｅｄ」および「ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ」
が使われる場合はそれらに帰するものである。
【００２８】
　用語「ａｉｒ（空気）」は、呼吸可能な気体、例えば、酸素を追加した空気を含むよう
に用いられる。本明細書に記載される陽圧気道圧（ＰＡＰ）装置またはフロージェネレー
タを、空気以外の流体をポンプ輸送するように設計することができることも確認されてい
る。
【００２９】
　図示の実施形態はそれぞれ、当業者には明らかであるように、米国特許出願公開第２０
０４－０２２６５６６号、第２００６－０１３７６９０号、および第２００５－０２４１
６４４号、ＰＣＴ出願公開第ＷＯ２００５／０６３３２８号、第ＷＯ２００６／１３０９
０３号、および第ＷＯ２００７／０５３８７８号、ならびに２００６年８月４日出願の米
国仮出願第６０／８３５４４２号、２００６年１０月１９日出願の第６０／８５２６４９
号に記載の実施形態および／または構成要素と共に使用することができる特徴を含む。上
記の出願はそれぞれ、参照によりその全体が本明細書に組み込まれている。しかし、いず
れの実施形態の単一の特徴も複数の特徴の組合せも、例えば、全顔マスクなど、他の適切
なマスク構成に適用することができることを理解されたい。
【００３０】
１　インターフェース接続
１．１　概説
　本発明の一形態では、インターフェース接続機能が、患者の鼻孔の入口に配置された１
対の鼻プロング（または「鼻枕」）によってもたらされる。各プロングは、それぞれの鼻
孔との適切なシールを形成するように構成され、ある範囲の異なる寸法および配置の鼻孔
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に合うように形成され、方向付けされ、寸法設定され、構築される。
【００３１】
　図２－１から図２－２に示すように、鼻プロングアセンブリ２０は、ベース２２と、ベ
ース２２に設けられた１対の鼻プロング２４とを含む。鼻プロング２４はそれぞれ、概し
て円錐形の「火山」またはマッシュルーム形のヘッド部分２５と支柱またはストーク２７
とを含み、そのヘッド部分２５（例えば、患者の鼻孔に合い、それらの鼻孔の縁部に接し
てシールするように設計された凹形で楕円形のプロング）は、患者の鼻腔それぞれをシー
ルし、かつ／またはそれらとシールして連絡するように適合され、その支柱またはストー
ク２７は、ヘッド部分２５をベース２２と相互連結する。鼻プロングアセンブリ２０（参
照によりその全体が本明細書に組み込まれているＷＯ２００７／０５３８７８に記載され
ている鼻プロングアセンブリなど）は、着脱可能かつ交換可能に実質上剛体のフレーム３
０に取り付けられクリップ２３によってフレーム３０に保持されるように構成される。Ｃ
Ｏ２の押流しのために、１つまたは複数の排気開口部３２をフレームおよび／またはベー
スに設けることができる。
【００３２】
　鼻プロングアセンブリ２０は、例えば、射出成形プロセス（例えば、ＬＳＲ（ｌｉｑｕ
ｉｄ　ｓｉｌｉｃｏｎｅ　ｒｕｂｂｅｒ、液状シリコンゴム）およびＣＭＳＲ（ｃｏｍｐ
ｒｅｓｓｉｏｎ　ｍｏｌｄｅｄ　ｓｉｌｉｃｏｎ　ｒｕｂｂｅｒ、圧縮成形シリコンゴム
）成形技術）のシリコンによって、１部片に一体成形することができる。しかし、鼻プロ
ングアセンブリ２０を、他の適切なプロセスで成形することができる。
【００３３】
　一実施形態では、鼻プロングアセンブリの一方の端部はプラグを備え、もう一方の端部
はエルボー（例えば、スイベル式エルボー）を備える。エルボーおよびプラグの配置は、
好み、例えば、患者の典型的な寝姿勢に応じて入れ替えることができる。代替の実施形態
では、鼻プロングアセンブリの両端がエルボーを備えることができる。空気送達チューブ
を１つのエルボーまたは複数のエルボーに連結して、圧縮ガス（例えば、２～３０ｃｍＨ

２Ｏ）の供給源と連絡する。
【００３４】
　一実施形態では、鼻プロングアセンブリは、異なる圧力流要件を伴う「低圧流」の種類
を含むことができる。
【００３５】
　鼻プロングアセンブリは、例えば、ＯＳＡの治療手段として陽圧気道圧法をもたらす、
軽量で目立たない構成を提供する。
【００３６】
　この詳細な説明の「インターフェース接続」の段落の以下の考察は、主として、プロン
グの円錐形の部分に関するものであり、ストークなど、プロングの他の態様は、後続の段
落でより詳細に考察する。
【００３７】
１．２　形状、形態および人体測定的特徴
　鼻プロングは、米国特許出願公開第２００４－０２２６５６６号、第２００６－０１３
７６９０号ならびにＰＣＴ出願公開第ＷＯ２００６／１３０９０３号および第ＷＯ２００
７／０５３８７８号に記載の鼻プロングと同様の形態および／または人体測定的特徴を含
むことができる。各文献は、参照によりその全体が本明細書に組み込まれている。
【００３８】
　さらに、ヘッドギアに対して鼻プロングアセンブリを回転させることにより、鼻に対し
て前方／後方に物理的にプロングが回転する。こうした可撓性により、効果的に、プロン
グを個々のユーザにとって「ちょうど」快適な位置にすえる。
【００３９】
　さらに、プロングのストークは、プロングの位置合わせおよびシールのメンテナンスを
可能にする可撓性のある点をもたらす。
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【００４０】
１．３　方向付け
　例えば、鼻プロングの方向は、出口孔および円錐形のシール面が鼻孔の開口部に対して
できるだけ直角をなすように設計される。これにより、シールの有効性が高まる。プロン
グは、平均的な人体測定に対してこのような方向をもたらすために、ベースに対して角度
付けされ、回転されている。
【００４１】
　図２－３の上面図（鼻孔の角度）に示すように、中心線ＣＬに対するプロング２４の回
転角αは、約２０～３５度、例えば、２７度とすることができる。図２－４の正面図（鼻
翼角）に示すように、中心線ＣＬに対するプロング２４の内方の回転角βは、約１５～２
０度、例えば、１７度とすることができる。しかし、他の適切な角度が可能である。
【００４２】
１．４　寸法設定
　このように方向付けする形態と組み合わせて、プロングを、患者間の鼻の形態の違いに
いくつかの方式で適合させることができる。最初に、複数の寸法（例えば、特小、小、中
、大、特大）のプロングを利用することができる。異なる寸法の間の様々な形態は、楕円
形のプロングのプロフィルの径とすることができる。
【００４３】
１．５　間隔
　枕同士の間隔は、以下で説明する図１６－８に示す。
【００４４】
１．６　構造
１．６．１　２重壁の鼻プロング
　一実施形態では、鼻プロング２４は、ＷＯ２００６／１３０９０３に記載の鼻プロング
と同様の鼻プロングとすることができる。その文献は、参照によりその全体が本明細書に
組み込まれている。
【００４５】
　例えば、図３－１に示すように、各鼻プロング２４のヘッド部分２５は、内壁２６（内
側メンブレンすなわち支持メンブレン）と、内壁２６を取り囲む外壁２８（外側メンブレ
ンすなわちシーリングメンブレン）とを含む、２重またはダブル壁構成を含むことができ
る。外壁２８は、患者の鼻の形状に適合し、よりコンプライアントなシールをもたらすよ
うに、比較的薄くてよい（例えば、０．３５ｍｍ）。さらに、外壁が薄いと、ほんの少し
だけひねることでそれ自体のシールが効果的に見つかり、それにより、準備時間が短縮さ
れる。一実施形態では、２重壁のプロング２４は、ＷＯ２００６／１３０９０３に記載さ
れているようにして、例えば、一方の壁をもう一方の壁に対して折るかまたは反転させる
ようにして製造することができる。
【００４６】
　噴流の性能を改善するために使用することができる２重壁の鼻プロングの利点の一つは
、シーリングの向きを外壁に対して「直角」に維持しながら、内側の出口孔をどの角度に
も向け直すことが可能なことである。
【００４７】
　２重枕構造の一態様は、外側メンブレンの内面を成形型から取り出すのを容易にするた
めにつや消しにできることである。さらに、例えば、貼り付きにくいことにより、快適に
するために、また鼻への適合性を改善するために外側メンブレンの外面をつや消しにする
ことができる。
【００４８】
１．６．２　鼻プロングの代替の実施形態
　以下の実施形態は、シーリングの快適性および／または適合性を改善するように構成さ
れた、代替のプロング構成を説明する。いくつかの実施形態では、プロング構成は、空気
の噴流の影響（ｊｅｔｔｉｎｇ　ｅｆｆｅｃｔ）を低減しかつ／または無くすように、例
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えば、空気の噴流の影響を低減しかつ／または無くすために、空気流の方向を（例えば、
鼻中隔など、敏感な領域から離れるように）向け直し、空気流を拡散させるかもしくは乱
流を起こし、かつ／またはプロングのオリフィスを変更するように構成することができる
。空気の噴流の影響を低減しかつ／または無くすことにより、幅広い圧力の範囲にわたっ
て快適性を改善し、かつ／または乾燥が一部分に集中することや冷たく焼けるような感覚
を軽減することができる。さらに、乱流を加えることにより騒音を低減することができる
。
【００４９】
　快適性および適合性を改善する、プロングの追加の構成は、２００６年８月４日出願の
米国仮出願第６０／８３５４４２号および２００６年１０月１９日出願の第６０／８５２
６４９号に記載されている。各文献は、参照によりその全体が本明細書に組み込まれてい
る。
【００５０】
　以下に示す鼻プロングの実施形態は、２重またはダブルの壁のヘッド部分を含む。以下
で説明する実施形態は、２重壁の鼻プロングに関するものであるが、本発明の実施形態は
、単一壁の鼻プロングおよび／または複数壁（例えば、２つ以上の壁）の鼻プロングと共
に使用するように適合することができることを理解されたい。
【００５１】
フードを備える２重壁
　図５－１は、本発明の他の実施形態による鼻プロング２２４を示す。図示の実施形態で
は、内壁２２６は、（例えば、内壁と一体に形成された）フード２３４を含み、そのフー
ド２３４は、空気の噴流の影響を低減しかつ／または無くすように出口孔の方向を変更し
空気流の方向を変更し、例えば、鼻中隔から離れる方向に向けるように適合される。
【００５２】
　図示のように、フード２３４は、オリフィスの外周に沿って、内壁２２６の前方および
内側部分（すなわち、正面および中間部分）に設けられる。フード２３４は、鼻腔に向か
って直線的にではなく、空気を後方に、例えば、後部に向けるように構成される。さらに
、フード２３４は、鼻中隔に向けるのではなく、空気を横方向に、例えば、側面に向ける
ように構成される。したがって、フード２３４は、フード２３４が空気流を鼻中隔から離
れる方に向け鼻の前方の敏感な領域に直接接するのを避けるような２つの面に、空気流を
変更するように構成される。
【００５３】
ドームを備える２重壁
　図５－２は、本発明の他の実施形態による鼻プロング３２４を示す。図示の実施形態で
は、内壁３２６は、（例えば、内壁と一体に形成された）ドーム３３５を含み、そのドー
ム３３５は、空気の噴流の影響を低減しかつ／または無くすように空気流の方向を変更し
、例えば、鼻中隔から離れる方向に向けるように適合される。ドーム３３５はまた、圧力
降下および／または抵抗を軽減することができる。
【００５４】
　図示のように、ドーム３３５は、患者の鼻の敏感な領域、例えば、鼻中隔から離れる方
向に空気を向けるように、形状が内壁３２６のオリフィス全体に延びる半球形であり、偏
心して配置された出口孔を設ける。一実施形態では、上述のフードと同様に空気を向け、
例えば、後方および横方向に空気を向けるように、出口孔を配置することができる。
【００５５】
オリフィスが塞がれ、内壁および外壁に孔を有する２重壁
　図５－３は、本発明の他の実施形態による鼻プロング４２４を示す。図示の実施形態で
は、内壁４２６のオリフィスは塞がれており、内壁４２６は１つまたは複数の孔４３６を
含む。図示のように、孔４３６は、内壁４２６の後ろ側に設けられる。しかし、内壁４２
６の適切な部分に沿って、孔４３６を設けることができる。また、孔４３６はそれぞれ、
形状が概して円形または楕円形である。代替の実施形態では、孔４３６はそれぞれ、他の
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適切な形状、例えば、細長いスロットあるいは正方形または矩形の開口部などの非円形で
よい。さらに、内壁４２６は、任意の適切な数の孔４３６、例えば、１つ、２つ、３つ、
またはそれより多い孔を有することができる。
【００５６】
　さらに、外壁４２８は、任意選択で、１つまたは複数の孔４３７を含むことができる。
図示の実施形態では、使用時に患者の顔（例えば、患者の上唇の近く）に向いている外壁
の内側部分の、外壁の上側の領域（例えば、オリフィスの近く）に孔４３７が設けられる
。内壁の孔４３６と同様に、外壁の孔４３７は、外壁の他の適切な部分に設けてもよく、
他の適切な形状にしてもよく、任意の適切な数の孔、例えば、１つ、２つ、３つ、または
それより多い孔を有することができる。
【００５７】
　図示の実施形態では、内壁の孔４３６は外壁の孔４３７より大きい。しかし、他の適切
な寸法が可能である。
【００５８】
　使用の際には、孔４３６、４３７は、例えば、乱流を生み出しかつ／または抵抗を軽減
するために、空気がプロング４２４を通るときにその空気を分散させる。
【００５９】
オリフィスが塞がれ、城砦形の開口部を有する２重壁
　図５－４は、本発明の他の実施形態による鼻プロング５２４を示す。図示の実施形態で
は、内壁５２６のオリフィスは塞がれ、内壁５２６は、塞がれたオリフィスに隣接して、
内壁５２６の外周または縁部に沿って１つまたは複数の開口部５３６を含む。図示のよう
に、開口部５３６はそれぞれ、形状が概して正方形または矩形であり、そのため内壁５２
６の上部に城砦形の構成をもたらす。しかし、開口部５３６は、他の適切な形状にしても
よく、任意の適切な数、例えば、５個、６個、７個またはそれより多い開口部を設けるこ
ともできる。
【００６０】
　使用の際には、開口部５３６は、塞がれたオリフィスから横方向に流れを向けて、例え
ば、乱流を生み出すように、空気がプロング中を通るときにその空気を分散させかつ／ま
たは拡散させる。
【００６１】
　代替の実施形態では、内壁５２６のオリフィスは塞がなくてよく、内壁５２６の上部は
、空気を分散させるように、城砦形の構成を含むことができる。
【００６２】
内壁が伸長した２重壁
　図５－５は、本発明の他の実施形態による鼻プロング６２４を示す。図示の実施形態で
は、内壁６２６が伸長または延在して、内壁６２６のオリフィスが外壁６２８のオリフィ
スより実質上高くなる。さらに、内壁６２６は、構成がチューブ様であり、内壁６２６の
オリフィスは、空気の噴流の影響を低減しかつ／または無くすように、空気流の方向を変
更するように向けられ、例えば、鼻中隔から離れる方向に向けられる。一実施形態では、
オリフィスは、上述のフードと同様に空気を方向付けし、例えば、空気を後方および横方
向に向けることができる。例えば、内壁６２６は、患者の鼻孔の内側にさらに延びて、内
側の鼻中隔から離れる方に流れを向ける。
【００６３】
インサートを備える２重壁
　図５－６は、本発明の他の実施形態による鼻プロング７２４を示す。図示の実施形態で
は、インサート７３８（すなわち、プロングとは別個に形成される）が、内壁７２６に設
けられ、そのインサート７３８は、空気流の方向を変更して、空気の噴流の影響を低減し
かつ／または無くし、例えば、鼻中隔から離れる方向に向けるように適合される。
【００６４】
　図示のように、インサート７３８はベース７３８（１）およびヘッド７３８（２）を含



(13) JP 5459997 B2 2014.4.2

10

20

30

40

50

み、そのベース７３８（１）は、内壁７２６のオリフィスに隣接する動作位置にインサー
ト７３８を支持するように適合され、ヘッド７３８（２）は、空気流の方向を変更するよ
うに出口開口部をもたらす。ヘッド７３８（２）の長さは変更することができ、例えば、
特定の患者のためにカスタマイズした長さにすることができ、内壁７２６からの出口の長
さを長くすることも短くすることもできる。図示の実施形態では、インサート７３８の壁
を、発泡体またはシリコン材料から構築することができる。あるいは、インサート７３８
の全体積を、例えば、以下で説明する発泡体インサートと同様の発泡体から構築すること
ができる。
【００６５】
　インサート７３８は、内壁７２６に固定されて、脱落および可能性のある使用時の吸い
込みを防止する。一実施形態では、内壁７２６は、オリフィスの周りに環状フランジまた
はショルダを含むことができ、その環状フランジまたはショルダは、インサート７３８を
適位置に支持または固定するように適合される。しかし、インサート７３８を、他の適切
な様式、例えば、接着剤、摩擦嵌め、機械式インターロックなどで、動作位置に支持する
ことができる。一実施形態では、例えば吸気中に、インサートがオリフィスを通って排出
されるのを防止するために、隣接するプロングのインサート間にコネクタを設けることが
できる。
【００６６】
　一実施形態では、フードと同様にして流れを向けるために、現行の鼻プロングにインサ
ート７３８を後から取り付けることができる。例えば、上述のフードと同様に空気を向け
る、例えば、空気を後方および横方向に向けるように、インサート７３８の出口開口部を
配置することができる。したがって、インサート７３８を、「別個の部品」または別個の
付属品として作り、患者が現行の鼻プロングアセンブリで噴流の影響を受けるときだけ使
用することができる。
【００６７】
内部レッジを備える２重壁
　図５－７－１は、本発明の他の実施形態による鼻プロング８２４を示す。図示の実施形
態では、プロング８２４は、内部レッジまたはシェルフ８３９を含み、その内部レッジま
たはシェルフ８３９は、内壁８２６のオリフィスから出る流れの少なくとも一部分を塞ぐ
ように、内壁８２６から内側に延びる。一実施形態では、レッジまたはシェルフ８３９は
、内壁８２６の内側部分に配置されて、使用時に患者の鼻中隔に最も近い流れを塞ぐよう
に適合される。しかし、レッジまたはシェルフ８３９は、内壁８２６の他の部分に設けて
、敏感な領域に向けられる空気流を塞ぐことができる。
【００６８】
　図示のように、レッジまたはシェルフ８３９は、オリフィスの縁部から内側に延びる。
代替の実施形態では、例えば、抵抗を軽減するために、オリフィスの縁部から下方向に間
隔をあけてレッジまたはシェルフ８３９を配置することができる。
【００６９】
　他の代替実施形態では、図５－７－２に示すように、単一の壁のプロングにレッジまた
はシェルフ８３９を設けることができる。例えば、レッジまたはシェルフ８３９は、オリ
フィスから出る流れの少なくとも一部分を塞ぐように、例えば、患者の鼻中隔に最も近い
流れを塞ぐように、プロングの壁から内側に延びることができる。
【００７０】
メッシュまたはガーゼを備える２重壁
　図５－８は、本発明の他の実施形態による鼻プロング９２４を示す。図示の実施形態で
は、プロング９２４はメッシュまたはガーゼ９４０を含み、そのメッシュまたはガーゼ９
４０は、空気流を拡散させるように、適切なメッシュまたはガーゼ材料（例えば、可能な
成長促進材料）から構築される。図示のように、メッシュまたはガーゼ９４０は、ヘッド
部分のベースに設けられる。しかし、メッシュまたはガーゼ９４０を、プロングに沿った
他の適切な位置、例えば、ストークのベースに設けることができる。一実施形態では、メ
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ッシュまたはガーゼ９４０を、現行の鼻プロングに後から取り付けるインサートとして設
けることができる。
【００７１】
　使用の際には、メッシュまたはガーゼ９４０は、空気がプロングのオリフィスから出て
患者の鼻腔に入るときに、その空気の分散および乱流を促進する。
【００７２】
　代替の実施形態では、メッシュまたはガーゼ９４０を窒息防止バルブ（ＡＡＶ、ａｎｔ
ｉ－ａｓｐｈｙｘｉａ　ｖａｌｖｅ）スタイルのフラップとして設計することができ、そ
のフラップは、吸気時にプロングのオリフィスをカバーし、呼気時に抵抗を軽減するよう
に下がって開くように適合される。
【００７３】
出口ゲートを備える２重壁
　図５－９－１は、本発明の他の実施形態による鼻プロング１０２４を示す。図示の実施
形態では、プロング１０２４は、内壁１０２６のリムまたは出口オリフィスに設けられた
、例えば、プロングに組み込まれたピン歯車形または星状のゲート１０４１を含む。図示
のように、ピン歯車形または星状のゲート１０４１は、ハブ１０４１（１）と、ハブ１０
４１（１）から径方向に延びる複数のベーンまたはレッグ１０４１（２）とを含む。各ベ
ーン１０４１（２）は、リムからハブに向かって先細りになる。
【００７４】
　使用の際には、ゲート１０４１は、空気がプロングのオリフィスから出て患者の鼻腔に
入るときに、その空気の分散および乱流を促進する。
【００７５】
　プロングに沿った他の適切な位置に（例えば、外壁において、ストークに沿ってなど）
ゲート１０４１を設けることができ、ゲート１０４１を他の適切な形状および方向にする
ことができることを理解されたい。さらに、ゲート１０４１は、任意の適切な数のベーン
１０４１（２）、例えば、３個、４個、５個、またはそれより多いベーンを有することが
できる。
【００７６】
　例えば、図５－９－２は、本発明の他の実施形態による、ゲート１１４１を備えるプロ
ング１１２４を示す。図示のように、ゲート１１４１は、ハブ１１４１（１）と、ハブ１
１４１（１）から径方向に延びる複数のベーン１１４１（２）とを含む。各ベーン１１４
１（２）は、空気がオリフィスから出るときにその空気を分散させ乱流を生み出すように
、らせん状またはプロペラブレードの形状である。
【００７７】
　代替の実施形態では、こうしたピン歯車形または星状のゲートを、単一の壁のプロング
に、例えば、プロングの出口オリフィスに設けることができる。
【００７８】
発泡体インサートを備える２重壁
　図５－１０は、本発明の他の実施形態による鼻プロング１２２４を示す。図示の実施形
態では、プロング１２２４は、空気流を拡散させるように、発泡体材料、例えば、低密度
発泡体材料から構築された発泡体インサート１２３８を含む。図示のように、発泡体イン
サート１２３８は、内壁１２２６によって画定された空所内に設けられる。しかし、プロ
ングに沿った他の適切な位置、例えば、ストーク内に、発泡体インサート１２３８を設け
ることができる。一実施形態では、発泡体インサート１２３８を、現行の鼻プロングに後
から取り付けるように適合された、「予備の部品」として設けることができる。
【００７９】
　発泡体インサート１２３８を、適切な様式、例えば、接着剤、摩擦嵌め、機械式インタ
ーロックなどで、内壁１２２６によって動作位置に支持することができる。例えば、発泡
体インサート１２３８を、空所中に押し込むことができ、次いでそのインサートは弾性的
に拡張し内壁１２２６と係合することができる。一実施形態では、例えば吸気中に、イン
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サートがオリフィスを通って排出されるのを防止するように、隣接するプロングの発泡体
インサートの間にコネクタを設けることができる。
【００８０】
　使用の際には、空気が発泡体インサート１２３８の厚さを通り、その発泡体インサート
１２３８は、空気がプロングのオリフィスから出て患者の鼻腔に入るときに、その空気の
分散および乱流を促進する。
【００８１】
　他の代替の実施形態では、プロングはそれぞれ１つのインサートを含むことができ、そ
のインサートは、シリコン材料から構築され、使用時に空気流を拡散させるためにその内
部を通る比較的小さいチャネルを備える。他の適切な材料、例えば、ゴアテックスから構
築されたインサートも可能である。
【００８２】
　他の実施形態では、インサート（例えば、発泡体またはシリコンインサート）は、機械
式バルブタイプの構成を提供することができる。例えば、インサートを、オリフィスをカ
バーし、吸気時にディフューザとして働き、呼気時にオリフィスを開いてカバーを外すよ
うに適合することができる。一実施形態では、インサートは、カバーする位置とカバーし
ない位置の間を動くことを容易にするために、円錐形の中空の中心部分を含むことができ
る。
【００８３】
内壁が切断された２重壁
　図５－１１は、本発明の他の実施形態による鼻プロング１３２４を示す。図示の実施形
態では、内壁１３２６のオリフィスおよび／または外壁１３２８のオリフィスは、空気流
を方向付けするために、ある角度、例えば、４５度で切断されている。オリフィス（１つ
または複数）に角度を付けると、空気の噴流の影響を低減しかつ／または無くすように空
気流の方向が変更され、例えば、鼻中隔から離れる方向に向けられる。さらに、オリフィ
ス（１つまたは複数）に角度を付けると、オリフィス（１つまたは複数）の寸法が（例え
ば、切断されていないまたは角度が付いていないオリフィスに対して）増大し、そのため
、抵抗が軽減される。プロングのオリフィス（１つまたは複数）を、適切な任意の角度で
切断することができ、例えば、患者の鼻孔の形状に応じて角度を変えることができる。
【００８４】
出口孔がシェブロンパターンの２重壁
　図５－１２－１および図５－１２－２は、本発明の他の実施形態による鼻プロング１４
２４を示す。図示の実施形態では、内壁１４２６のオリフィスおよび／または外壁１４２
８のオリフィスは、その外周に沿ってシェブロンパターンまたはのこぎり歯の配列（ｔｏ
ｏｔｈｅｄ　ａｒｒａｎｇｅｍｅｎｔ）を含む。図５－１２－１では、プロングは、内壁
１４２６のオリフィスに沿ってシェブロンパターンを含む。図５－１２－２では、プロン
グは、内壁１４２６および外壁１４２８のオリフィスに沿ってシェブロンパターンを含む
。
【００８５】
　しかし、オリフィスは、その外周に沿って他の適切な形状またはパターンを有すること
ができる。例えば、図５－１２－３および図５－１２－４は、プロングのオリフィスの上
面図であり、そのプロングのオリフィスは、１連のカーブした輪郭またはローブ１４４２
、例えば、３個、４個、５個、６個、またはそれより多い輪郭またはローブを含む。
【００８６】
　使用の際には、空気がプロングのオリフィスから出て患者の鼻腔に入るときに、その空
気の分散および乱流を促進する。
【００８７】
代替のベースを備える２重壁
　図５－１３－１および図５－１３－２は、本発明の代替の実施形態による鼻プロング１
５２４およびベース１５２２を示す。図示の実施形態では、プロング１５２４を支持する
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ベース１５２２の厚さを様々にして、ベース１５２２によってもたらされるトランポリン
またはバウンド効果を多様にすることができる。例えば、図５－１３－１は、ｄ１が約０
．６ｍｍ、ｄ２が約０．７５～０．８５ｍｍのベース１５２２を示し、図５－１３－２は
、ｄ１が約０．８５ｍｍ、ｄ２が約０．７５ｍｍのベース１５２２を示す。各実施形態で
は、ストーク１５２７は、長さｄ３が約５．２ｍｍ、厚さｄ４が約０．６～１．０ｍｍで
よい。また、各実施形態では、外壁１５２８は、厚さｄ５が約０．１から０．５ｍｍ、ま
たは約０．３５±０．１ｍｍ、または約０．３±０．１ｍｍ、または約０．４５ｍｍでよ
い。比較的薄い外壁１５２８は、より快適かつコンプライアントにすることができる。内
壁１５２６は、厚さｄ６が約０．４から１．０ｍｍでよい。
【００８８】
　これらの寸法および範囲は単に例示的なものであり、用途に応じて他の寸法および範囲
が可能であることを理解されたい。また、こうしたベースを、単一の壁面の構成の鼻プロ
ングに設けることができる。
【００８９】
製造
　一実施形態では、２重壁のプロングを、動作可能な２重壁の構成になるように成形する
ことができる。代替の実施形態では、内壁および外壁の一方を開いた姿勢に成形し、次い
で反転させるかまたは折って、２重壁の構成を形成する。
【００９０】
　他の実施形態では、図５－１３－３に示すように、プロング４４２４は、複数壁の構成
（例えば、３重壁構成）を含むことができ、その複数壁の構成では、２つ以上の壁４４２
６（１）、４４２６（２）が、開いた姿勢で成形され、次いで他の壁４４２６（３）に対
して反転させるかまたは折って、複数壁の構成（例えば、同軸の３つの壁の配置）を形成
する。例示的な折りたたんだ壁の構成は、ＷＯ２００６／１３０９０３号に記載されてお
り、その文献は、参照によりその全体が本明細書に組み込まれている。
【００９１】
薄い壁厚
　図５－１４－１は、本発明の他の実施形態による鼻プロング１６２４を示す。図示の実
施形態では、最も外側の壁１６２８（例えば、複数壁のプロングの外壁または単一壁のプ
ロングの単一の壁）は、壁厚が比較的薄く（例えば、約０．４５ｍｍより薄い（例えば、
０．３５ｍｍ））、そのため、最も外側の壁は、使用時に（図５－１４－１に破線で示す
ように）外側に膨らむかまたはわずかに膨張するように適合されて、使用時に患者の鼻を
収容し、かつ／または適合する。
【００９２】
　例えば、図５－１４－２は、概して楕円形または長円形を示す最も外側の壁１６２８の
平面図であり、図５－１４－３および図５－１４－４は、それぞれ最も外側の壁の短軸お
よび長軸を通る断面図である。図示のように、壁の側部は、使用時に、壁の端部より外側
に膨らむように構成される。具体的には、壁の側部は、使用時に、概して凹形から凸形に
動くように適合され（図５－１４－３参照）、端部は、使用時に、概して凹形から概して
直線または線形の形状に動くように適合される（図５－１４－４参照）。こうした構成に
より、薄い壁が患者の鼻の輪郭に適合することができるので、使用時の患者の鼻とのプロ
ングのシーリングおよびコンプライアンスを促進する。
【００９３】
薄い外壁の支持
　剛性を追加し、かつ／または使用前に患者の鼻との薄い外壁の位置合わせおよび係合を
容易にするために、（図５－１４－１から図５－１４－４に上述した外壁などの）薄い外
壁に支持構造を設けることができる。さらに、支持構造を、使用時に乱流を生み出すよう
に構成および配置することができる。
【００９４】
　例えば、図５－１５－１および図５－１５－２に示すように、薄い外壁１７２８は、１
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つまたは複数のリブ１７４３を含むことができ、そのリブ１７４３は、外壁の内面に沿っ
て延び、例えば、薄い外壁と一体に形成される。
【００９５】
　他の実施形態では、図５－１６に示すように、薄い外壁１８２８は、複数のリブ１８４
３を含むことができ、そのリブ１８４３は、外壁１８２８の内面に沿って同軸のリブまた
はリングを形成し、例えば、外壁と一体に形成される。リブ１８４３は、外壁の内周全体
に沿って延びることができ、かつ／または外壁の内周に沿って部分的に延びることができ
る。
【００９６】
　他の実施形態では、図５－１７に示すように、外壁１９２８は、薄い領域１９２８（１
）を含むことができ、その薄い領域１９２８（１）は、オリフィスに沿ったより厚いリム
１９２８（２）とより厚いベース１９２８（３）の間に配置される。
【００９７】
　他の実施形態では、図５－１８に示すように、外壁２０２８は、複数のノッチ２０４４
を含むことができ、そのノッチ２０４４は、外壁２０２８に沿って薄い部分２５０８（１
）を形成する。薄い部分２５０８（１）は、外壁の内周全体に沿って延びることができ、
かつ／または外壁の内周に沿って部分的に延びることができる。
【００９８】
　他の実施形態では、２重壁のプロングを備えることができ、内壁は、使用前に患者の鼻
と係合するように薄い外壁を支持および案内するために、実質上剛体（例えば、約０．４
ｍｍより厚い（例えば、０．４から０．８ｍｍ））とすることができる。すなわち、薄い
外壁は、シール形成用のより薄い壁をもたらし、内壁は、薄い外壁を使用前に患者の鼻と
係合および位置合わせするときに、薄い外壁にスティフネスを加える、構造画定用のより
厚い壁をもたらす。使用の際には、圧縮空気により、例えば、圧力支持によるシールのよ
うに外壁が外側に膨らんで、患者の鼻と適合する。
【００９９】
　他の実施形態では、図５－１９－１から図５－１９－３に示すように、支柱２１４５が
、使用前に患者の鼻と係合するようにプロングの外壁２１２８を支持および案内するため
に、プロングの外壁２１２８と動作可能に係合することができる。図５－１９－３に示す
ように、各プロングは、外壁２１２８のリムに設けられた、ピン歯車形または星状のゲー
ト２１４１を含む。支柱２１４５は、第１の端部２１４５（１）と第２の端部２１４５（
２）を含み、第１の端部２１４５（１）はゲート２１４１のハブと係合し、第２の端部２
１４５（２）はプロングを支持するベース２１２２中を通って延びる。使用の際には、患
者は、使用前に患者の鼻と係合するように外壁を十分に緊張した姿勢または延びた姿勢に
保持するために、露出した第２の端部２１４５（２）によって支柱２１４５を摺動可能に
動かすことができる（図５－１９－２参照）。
【０１００】
　他の実施形態では、図５－２０－１から図５－２０－２に示すように、プロングを支持
するベース２２２２に、支持用の突起部２２４６を設けることができ、その支持用の突起
部２２４６は、使用前に患者の鼻と係合するようにプロングの外壁を支持および案内する
ために、各プロングの外壁２２２８と動作可能に係合するように適合される。図示のよう
に、支持用の突起部２２４６はそれぞれ、各プロングと位置合わせしてベース２２２２の
壁の下方に設けられ、形状が概して円錐形である。使用の際には、患者は、支持用の突起
部２２４６がそれぞれ、各プロングの外壁２２２８と共に初期姿勢（図５－２０－１）か
ら係合姿勢（図５－２０－２）に動くように、ベース２２２２を曲げるかまたは変形させ
ることができる。図５－２０－２の係合姿勢では、支持用の突起部２２４６は、使用前に
患者の鼻と係合するように外壁２２２８を十分に緊張した姿勢または延びた姿勢に支持ま
たは保持する。
【０１０１】
１．６．３　ボール型インサート
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　図５－２１は、本発明の他の実施形態による鼻プロングアセンブリ２３２０を示す。図
示の実施形態では、ボール型インサート２３３８（例えば、シリコンまたはプラスチック
ボール）が、各プロング２３２４の内部に設けられる。ボール型インサート２３３８は、
例えば吸気中に、ボール型インサート２３３８がオリフィスを通って排出するのを防止す
るために、直径がプロングのオリフィスの直径より十分に大きい。使用の際には、ボール
型インサート２３３８は、プロング内部を自由に移動または回転して、様々な方向の空気
流、例えば、空気の不規則な拡散を取り入れて、空気の噴流の影響を低減しかつ／または
無くし、例えば、患者の鼻の特定の領域（例えば、鼻中隔）に対する空気流の時間を短縮
する。
【０１０２】
　一実施形態では、ボール型インサート２３３８は球形でよく、その外面に沿って１つま
たは複数の孔、溝、くぼみ、またはデテントを含むことができる。しかし、ボール型イン
サート２３３８は、他の適切な形状、例えば、非球形でよい。
【０１０３】
　一実施形態では、インサート２３３８が各オリフィスを通って排出するのを防止するよ
うに、隣接するプロングのボール型インサート２３３８の間にコネクタ２３３８（１）を
設けることができる。
【０１０４】
　ボール型インサート２３３８を２重壁の鼻プロングと共に使用するように適合すること
ができることを理解されたい。
【０１０５】
１．６．４　一方弁
　他の実施形態では、呼気の圧力を低下させ楽な鼻呼吸を可能にするために、鼻プロング
アセンブリの排気機構に一方弁を設けることができる。一方弁は、呼気中に排気を可能に
するように排気機構のカバーを外した開位置（１）と、吸気中に排気機構の少なくとも一
部分をカバーする閉位置（２）との間を枢動または移動するように適合される。その弁は
、閉位置において、例えば排気機構の閉じた部分に応じて様々な排気流をもたらすことが
できる。患者の肺から加えられた圧力が治療圧力を超えるときに呼気中に弁が開位置に移
動するように、圧力閾値を治療圧力に設定することができる。
【０１０６】
１．６．５　閉鎖用フラップ
　図５－２２－１および図５－２２－２は、本発明の他の実施形態による鼻プロングアセ
ンブリ２４２０を示す。図示のように、鼻プロングアセンブリ２４２０は、ベース２４２
２と、ベースに設けられた１対の鼻プロング２４２４とを含む。
【０１０７】
　図示の実施形態では、（例えば、空気が一方の端部を通してベースに入るかまたは両方
の端部を通ってベースに入るかに応じて）ベース２４２２の一方または両方の端部に、閉
鎖用フラップまたは弁２４４７を設けて、ベース２４２２、したがってその対の鼻プロン
グ２４２４に入る空気流を制御することができる。図示のように、閉鎖用フラップまたは
弁２４４７は、ベースの端部の少なくとも一部分のカバーを外して、吸気中に圧縮空気が
ベースに入るのを可能にする開位置または部分的開位置（１）（図５－２２－１参照）と
、ベースの端部を塞ぐかまたはカバーして、呼気および排気中に圧縮空気がベースに入る
のを防止する閉位置（２）（図５－２２－２参照）との間を枢動または移動するように適
合される。こうした構成は、呼気時にＰＡＰ装置から流入する流れを塞ぐように適合され
て、呼気の圧力を低下させ、楽な鼻呼吸を可能にする。
【０１０８】
　代替の実施形態では、空気の不規則な拡散を取り入れるように、流路に沿って振動可能
なフラップを設けることができる。
【０１０９】
１．６．６　振動数の変更
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　他の実施形態では、例えば、ジェットエンジンのように、振動数を変更するようにプロ
ングを構成することができる。
【０１１０】
１．６．７　共通のストーク
　図５－２３－１および図５－２３－２は、本発明の代替の実施形態による鼻プロングア
センブリ２５２０を示す。図示のように、鼻プロングアセンブリ２５２０はそれぞれ、ベ
ース２５２２と、１対の鼻プロング２５２４と、プロング２５２４をベース２５２２と相
互連結させる共通の支持体またはストーク２５２３とを含む。
【０１１１】
　図５－２３－１では、プロング２５２４はそれぞれ、共通のストーク２５２３に設けら
れた比較的短いストーク２５２７を含む。使用の際には、共通のストーク２５２３および
／または比較的短いストーク２５２７は、トランポリンまたはバウンド効果をもたらすこ
とができる。
【０１１２】
　代替の実施形態では、図５－２３－２に示すように、比較的短いストークを無くすこと
ができ、プロング２５２４はそれぞれ、共通のストーク２５２３に直接連結することがで
きる。こうした実施形態では、共通のストーク２５２３は、トランポリンまたはバウンド
効果をもたらすことができる。
【０１１３】
１．６．８　鼻インサート
　図５－２４－１および図５－２４－２は、本発明の代替の実施形態による鼻インサート
２６２４を示す。使用の際には、鼻インサート２６２４は、患者の鼻腔に挿入され、外壁
２６２８の膨張によってその中に保持される。
【０１１４】
　図示のように、鼻インサート２６２４は、内壁２６２６と、内壁２６２６を囲む外壁２
６２８とを有する、２重またはダブル壁構成である。内壁２６２６と外壁２６２８の間に
エアポケット２６４８が設けられる。使用の際には、空気がポケット２６４８に入って、
外壁２６２８を膨張させるか、または外壁２６２８がより外側に膨らむ。こうした構成に
より、外壁２６２８が患者の鼻腔をシールしその中で適合することができる。
【０１１５】
　図５－２４－１に示すように、インサート２６２４は、空気が内壁２６２６と外壁２６
２８の自由端の間の開口部を介してポケット２６４８に入るように適合された、開放式ポ
ケットを提供することができる。
【０１１６】
　あるいは、図５－２４－２に示すように、インサート２６２４は、空気が内壁２６２６
の中間部分を通して設けられた１つまたは複数の開口部２６３６を介して、ポケット２６
４８に入るように適合された、閉鎖式ポケットを提供することができる。
【０１１７】
１．６．９　代替の実施形態
　以下の図は、例えば、シール、安定性、および／または快適性を改善するように構築さ
れた、いくつかの実施形態を示す。
【０１１８】
　図５－２５は、本発明の他の実施形態による鼻プロング２７２４を示す。図示のように
、鼻プロング２７２４は、２重またはダブル壁のヘッド部分を含む。具体的には、ヘッド
部分は、外壁２７２８および内壁２７２６を含み、その内壁２７２６は、外壁２７２８の
上部で内側に裏返しにされるかまたはループ状にされて、２重壁構造を形成する。こうし
た構成は、上部に丸みをもたせて上部を強化し、これにより、プロング２７２４を挿入し
て患者の鼻孔と係合させるのを容易にすることができる。すなわち、こうした構成は、上
述の２重壁構成の実施形態などの２つの別々の壁ではなく、鼻孔と係合した、連続の１つ
の壁をもたらす。このような構成は、ヘッド部分のシールを強化することもでき、２重壁
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構成によりさらにシールの能力がもたらされるので、マスクの装着時間を短縮することが
できる。
【０１１９】
　図５－２６は、本発明の他の実施形態による２重壁の鼻プロング２８２４を示す。上述
のように、外壁は、患者の鼻の輪郭への適合性を高めるために比較的薄くてよい。図示の
実施形態では、外壁２８２８のリム２８２８（１）は、より厚いかまたはより剛性が高く
、そのため、外壁２８２８の上部が補強され、例えば、破線で示すように外壁からクリー
プするのを防止することができる。しかし、外壁２８２８は、外壁を補強し、かつ／また
はシールを強化するために、他の支持構造または機構、例えば、上述のリブを含むことが
できる。
【０１２０】
　図５－２７は、本発明の他の実施形態による２重壁の鼻プロング２９２４を示す。図示
の実施形態では、外壁２９２８は、内壁２９２６上でループ状にされるか、または丸めら
れる。すなわち、外壁２９２８は、縁部２９２８（１）が丸められ、その縁部２９２８（
１）は、内側に、内壁２９２６のオリフィスに少なくとも部分的に丸められるかカールす
る。内壁２９２６と外壁２９２８の自由端の体に隙間がある。丸められた縁部２９２８（
１）を、自由端に向かって先細りにすることができる。こうした構成は、例えば、図５－
２５に示すプロングと同様に、上部を強化するために上部を丸めて、使用時の挿入を容易
にする。また、この構成は、外壁２９２８を保持し、横方向への引っ張りを防止する。
【０１２１】
　図５－２８は、本発明の他の実施形態による２重壁の鼻プロング３０２４を示す。図示
のように、外壁３０２８は、内壁３０２６の上部で外側に裏返しにされるかまたはループ
状にされて、２重壁の構造を形成する。こうした構成は、例えば、図５－２５に示すプロ
ングと同様に、上部に丸みをもたせて上部を強化し、使用時の挿入を容易にする。代替の
実施形態では、外壁３０２８は内側に裏返しにされる。圧縮空気は、使用時にプロングの
形状を維持するのを助けることができる。
【０１２２】
　図５－２９は、本発明の他の実施形態による２重壁の鼻プロング３１２４を示す。図示
のように、外壁３１２８は、内壁３１２６の外側を覆って外側に裏返しにされるかまたは
外側に折り返されて、２重壁構造を形成する。こうした構成は、上部に丸みをもたせるか
または端部を巻いてロール状にして、使用時の挿入を容易にする。図示の実施形態では、
内壁３１２６および外壁３１２８は、使用時に可撓性をもたらすように、その長さに沿っ
て折り曲げられ、かつ／または輪郭を付けられる。圧縮空気は、内壁３１２６を使用時に
患者の鼻に引き入れるのを助けることができる。
【０１２３】
　図５－３０は、本発明の他の実施形態による鼻プロング３２２４を示す。図示のように
、鼻プロングのストーク３２２７は、ガセット部分または収縮式のディテール３２３３を
含み、そのため、使用時に鼻プロングの可撓性および関節を加える。すなわち、ガセット
部分３２３３は、使用時の鼻プロングの屈曲、伸長、および／または圧縮を容易にするこ
とができる。このような構成は、使用時のプロングのシールおよび安定性を改善すること
ができる。圧縮空気は、患者の鼻の上の突き出した表面積を増大させるようにガセット部
分３２３３を延長して、例えば、シールを改善することができる。
【０１２４】
　図５－３１は、本発明の他の実施形態による鼻プロングアセンブリ３３２０を示す。図
示のように、各プロング３３２４のストーク３３２７は、ベース３３２２中に沈むか、引
っ込むか、または差し込まれて、ストーク３３２７を囲む凹所３３４９を画定する。この
ような構成は、ベース３３２２に対するプロング３３２４の全体の長さを長くすることな
く、プロング３３２４の長さ／高さを増大する（例えば、ストーク３３２７に追加の長さ
を加える）。さらに、各ストーク３３２７とベース３３２２の間のインターフェースは、
トランポリンまたはバウンド効果をもたらす。こうした構成により、使用時のシーリング
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を容易にするように、各プロングの延長、圧縮および回転を強化することを可能にする。
さらに、（図５－３１に矢印で示すような）プロングの延長、圧縮、および回転は、シー
ルを破壊することなく、ベース３３２２がプロングから離れる方に動くことができるよう
に、「サスペンション」の形態として働く。さらに、凹所によるサスペンション構成によ
り、使用時にプロングを鼻の中で調節するために、患者の指がプロング３３２４の下に届
くことを可能にする。
【０１２５】
　一実施形態では、プロングは、ベースと共に１部片に成形することができ、各プロング
を囲む凹所は、例えば、アンダーカットを避けるために、成形型の開閉方向に露出される
。
【０１２６】
　図５－３２－１から図５－３２－５は、本発明の他の実施形態による鼻プロング３４２
４を示す。図示のように、プロング３４２４を、「オーバーセンター（ｏｖｅｒ－ｔｈｅ
－ｃｅｎｔｅｒ）」成形技術を用いて形成することができ、そこでは、プロング３４２４
が（図５－３２－１および図５－３２－３に示すように）延びた姿勢に成形され、ディテ
ールまたはオーバーセンターの特徴３４３９（例えば、薄い壁）により、プロング３４２
４が（図５－３２－２および図５－３２－４に示すように）ベース３４２２に沈むかまた
は引っ込むことが可能になる。すなわち、プロング３４２４は、組み立てられたときに図
５－３２－２および図５－３２－４に示すような姿勢を保持するように構成され、これは
図５－３１に示すプロングと同様である。上述のように、このような構成は、ストークの
長さおよびトランポリンベースを長くして、（例えば、図５－３２－５で回転したプロン
グによって示すように）使用時に各プロングの関節（例えば、伸長、圧縮および回転）を
より大きくすることを可能にする。また、各プロング３４２４を囲む凹所はアンダーカッ
トを含まない。
【０１２７】
　図５－３３は、本発明の他の実施形態による２重壁の鼻プロング３５２４を示す。図示
のように、外壁３５２８は、内壁３５２６を囲みループ状になる。図示の実施形態では、
内壁３５２６と外壁３５２８の両方が、内側にロール状になるかまたはカールした、ロー
ル状縁部３５２６（１）、３５２８（１）をそれぞれ備える。ロール状縁部３５２６（１
）、３５２８（１）を、自由端に向かって先細りにすることができる。こうした構成は、
患者の鼻孔への挿入を容易にし、２重壁の鼻または口用クッションによって設けられたシ
ール（例えば、ＲｅｓＭｅｄ社のＭｉｒａｇｅ（登録商標）マスク参照）と同様の、患者
の鼻孔とのシールを設けることができる。
【０１２８】
　図５－３４は、本発明の他の実施形態による鼻プロング３６２４を示す。図示のように
、鼻プロング３６２４は、使用時の鼻プロング３６２４の可撓性および快適性を改善する
ために、圧縮／伸長機構３６３３を含む。図示の実施形態では、圧縮／伸長機構３６３３
は、ストーク３６２７に設けられ、複数のプリーツを有する蛇腹またはアコーディオン様
の構成になっており、その構成は、使用時のプロングの圧縮および伸長を可能にする。こ
のような構成は、小さい領域で最大の伸長をもたらす。
【０１２９】
　図５－３５は、本発明の他の実施形態による鼻プロング３７２４を示す。図示のように
、鼻プロング３７２４は、以下で説明する図４－１に示されるベースなど、くぼんだトラ
ンポリンベース３６３１を含む。こうした実施形態では、プロング３７２４が完全に圧縮
されると、ベース３７２２によって設けられた鼻の支持領域上で患者の鼻を支持すること
ができ、これは、使用時にさらに安定性をもたらす。すなわち、プロング３７２４が完全
に圧縮されると、例えばマスクが動く場合に、プロングが患者の鼻と共に移動する。図示
のように、各プロングの軸はベースの中心線ＣＬに対して角度が付いている。
【０１３０】
　図５－３６－１は、本発明の他の実施形態による鼻プロングアセンブリ３８２０を示す
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。図示のように、支持構造、例えば、シリコンウイング３８４５が、鼻プロングアセンブ
リ３８２０から延びて、鼻プロングアセンブリ３８２０を患者の頬および／または顎に対
して安定させるか、または支持することができる。
【０１３１】
　一実施形態では、図５－３６－２に示すように、例えば、ウイングに設けられたクロス
バー３８４５（１）または他のヘッドギア取付け点を介して、ヘッドギアストラップ３８
５３を各ウイング３８４５に連結することができ、そのため、ヘッドギアストラップ３８
５３の張力がウイング３８４５を患者の顔に押すかまたは押し付けることができる。さら
に、プロングへの負荷を取り去る、すなわち、ヘッドギアをプロングから外すために、ヘ
ッドギアの負荷または張力がウイング３８４５に加えられる。こうした構成は、調節を容
易にし、患者の鼻孔内の快適性を改善する。
【０１３２】
　一実施形態では、ヘッドギアのヘッドギアストラップを、安定性を実現する（例えば、
ストラップの表面積を増大させる）ように、患者の顔の骨格の特徴を利用するように構成
することができる。例えば、図５－３７に示すように、ヘッドギアのサイドストラップ３
９５３および／またはサイドストラップ３９５３に設けられたシリコンパッドを、使用時
に患者の顔の頬骨を捕らえるように外形を作るかまたは輪郭付けすることができる。
【０１３３】
　図５－３８は、本発明の他の実施形態による鼻プロングアセンブリ４０２０を示す。図
示のように、ストラップ４０４５は、鼻プロング４０２４同士をリンクさせ使用時の鼻プ
ロング４０２４の調節を容易にするために鼻プロング４０２４に設けられる。図示の実施
形態では、ストラップ４０４５はリンク部材４０４５（１）を含み、そのリンク部材４０
４５（１）は、プロングが互いに連結され互いを支持するように、プロング４０２４同士
をリンクさせる。また、ストラップ４０４５はフィンガータブ４０４５（２）を含み、そ
のフィンガータブ４０４５（２）は、プロング４０２４の一方から外側に突き出す。フィ
ンガータブ４０４５（２）の自由端は、１つまたは複数の把持用突起部４０４５（３）を
含むことができる。使用の際には、フィンガータブ４０４５（２）を、引っ張り、かつ／
または押して、患者の鼻中でプロング４０２４の位置を調節することができる。
【０１３４】
　図示の実施形態では、ストラップ４０４５は、プロング４０２４のヘッド部分のベース
に沿って延びる。しかし、ストラップは、プロングを他の適切な位置で係合することがで
きる。一実施形態では、ストラップ４０４５を、プロング４０２４と一体に１部片に形成
することができる。代替の実施形態では、ストラップ４０４５を、プロングとは別個に（
例えば、引っ張り／押込みを可能にするのに十分な剛性を有するシリコン材料から）形成
し、プロング４０２４に取り付けるかまたは後から取り付けることができる。例えば、ス
トラップ４０４５は、間隔をあけて配置された開口部を含み、それらの開口部を通して各
プロング４０２４を受けることができる。
【０１３５】
　また、ストラップ４０４５は、チューブの引きずりにより、患者の鼻との係合を解除す
るようにプロングが引かれるのを防止することによって、プロング４０２４に安定性を加
える。すなわち、リンク部材は、通常、チューブの引きずりにより患者の鼻から引き抜か
れることが望まれるプロングが、もう一方のプロングによって適位置に保持されることを
可能にする。
【０１３６】
　図５－３９は、本発明の他の実施形態による鼻プロングアセンブリ４１２０を示す。図
示の実施形態では、インレットチューブ４１１４を心合わせしインターフェースの非対称
性（例えば、インレットチューブは通常鼻プロングアセンブリの片側にのみ設けられる）
の性質を無くすように、概してＵ字形のインレットチューブアダプタ４１１５が鼻プロン
グアセンブリ４１２０に設けられる（例えば、後から取り付けられる）。図示のように、
インレットチューブアダプタ４１１５は、側部４１１５（１）および中間部４１１５（２
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）を含み、側部４１１５（１）は、鼻プロングアセンブリ４１２０の各端部に連結するよ
うに適合され、中間部４１１５（２）は、インレットチューブ４１１４に連結するように
適合される。使用の際には、インレットチューブ４１１４から流れる気体は、中間部４１
１５（２）に流入し、側部４１１５（１）に入り、鼻プロングアセンブリ４１２０の各端
部に至る。こうした構成は、例えば、インレットチューブが鼻プロングアセンブリの一方
の端部に連結される場合の非対称性の構成に対して、安定性を改善するために対称的な構
成をもたらす。さらに、こうした構成は、可撓性をもたらして、例えば、頭を横向きに、
仰向けなど、様々な寝姿勢を受け入れる。
【０１３７】
　代替の実施形態では、チューブ入口ポイントは、鼻プロングアセンブリに対してフレー
ムの正面に移動させることができ、それにより、プラグ、シールリングなどの必要性を無
くすことができる。他の実施形態では、中心の柔軟なチューブ連結部を、鼻プロングアセ
ンブリに組み込むことができる。その柔軟なチューブ連結部を、可撓性および移動（例え
ば、切り離す力が増大する）を吸収するように構成することができ、ねじれまたは空気流
の減少を避けるように成形することができる。
【０１３８】
　図５－４０は、本発明の他の実施形態による鼻プロング４２２４を示す。図示のように
、鼻プロング４２２４は、典型的な推奨サイズより１サイズ大きい。次にサイズが大きい
プロング４２２４は、より大きく（ヘッド部分および／またはストークがより大きく）て
、曲げるかまたは変形させるのにより大きい力を必要とするので、安定性を改善するため
に経験のある患者が使用することができる。さらに、次にサイズが大きいプロング４２２
４は、シールを改善することができ、緩いヘッドギアを可能にするサスペンションシステ
ムを提供するので、快適性を改善することができる。一実施形態では、少なくともプロン
グ４２２４のヘッド部分は、快適性を改善するつや消し面の仕上げ、例えば、摺動を可能
にする潤滑なジョイントのようなつや消し面の仕上げを含むことができる。
【０１３９】
　図５－４１は、本発明の他の実施形態による鼻プロングアセンブリ４３２０および空気
送達導管４３１４を示す。図示の実施形態では、空気送達導管４３１４は、例えば、電話
のコードのらせん構成と同様の、らせん状のチューブの形状である。こうしたらせん状の
チューブ４３１４を使用することにより、安定性を改善することができ、使用時に鼻プロ
ングアセンブリ４３２０上でチューブがひきずるのを軽減する助けをすることができる。
【０１４０】
　図示の実施形態では、らせん状チューブ４３１４は、呼吸可能な圧縮気体を送達するた
めに、鼻プロングアセンブリ４３２０の一方の端部に設けられる。一実施形態では、らせ
ん状チューブ４３１４は、ばねにより負荷がかけられるかまたは付勢されて、チューブを
コンパクトに整頓して維持し、からまるのを防止することができる。
【０１４１】
　らせん状チューブ４３１４は、こうした鼻プロングアセンブリ４３２０と使用する場合
に特に有利にすることができる。具体的には、鼻プロングアセンブリ用のチューブは非対
称または鼻プロングアセンブリの片側にのみ設けられるので、典型的な細長いチューブ（
例えば、２ｍの細長いチューブ）は、（例えば、患者がベッドで動き回るときに）鼻プロ
ング構成を横に引っ張るのに十分な経路をもたらすことがあり、これは、鼻プロングと患
者の鼻孔の間のシールを破壊することがある。しかし、らせん状チューブ４３１４は、使
用時のチューブの十分な伸縮を可能にするフレキシブルな構成をもたらす。こうした構成
は、チューブの引きずりを軽減し、鼻プロングアセンブリからチューブを効果的に切り離
して、シールの破壊を防止する。
【０１４２】
１．６．１０　発泡体プロング
　代替の実施形態では、プロングの少なくとも一部分は、発泡体材料から構築することが
できる。例えば、プロングのヘッド部分全体は、発泡体材料から構築することができ、患
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者の鼻腔とインターフェース接続する発泡体接触面をもたらす。発泡体のヘッド部分は、
使用時の把持、温かい感触を与え、かつ／または快適性を改善することができる。
【０１４３】
１．６．１１　クエスチョンマーク形のプロング
　代替の実施形態では、プロングの側壁の構成は、クエスチョンマークまたは鎌の形にす
ることができる。
【０１４４】
代替の実施形態の鼻プロング
　図１６－１から図１６－１２に示すように、鼻プロングアセンブリ５０２０の各鼻プロ
ング５０２４は、患者のそれぞれの鼻腔をシールしかつ／またはそれをシールして連絡す
るように適合された、ヘッド部分５０２５と、ガセット５０２２を備えるヘッド部分５０
２５と相互連結する、支柱またはストーク５０２７とを含む。
【０１４５】
　図示の実施形態では、ヘッド部分５０２５はそれぞれ、内壁５０２６（内側メンブレン
または支持メンブレン）と、内壁５０２６を囲む外壁５０２８（外側メンブレンまたはシ
ーリングメンブレン）とを含む、２重またはダブルの壁構成を含む。外壁５０２８は、患
者の鼻の形状に適合しよりコンプライアントなシールをもたらすために、内壁５０２６（
例えば、０．７５ｍｍ）に対して比較的薄くてよい（例えば、０．３５ｍｍ）。
【０１４６】
　ストーク５０２７は、例えば、ガセット５０２２によってもたらされた可撓性によって
、比較的短くてよい（例えば、約２～８ｍｍ、例えば、５．１ｍｍ）。
【０１４７】
１．７　インターフェース構造の他の形態
　本発明の他の形態では、代替のインターフェース構造、例えば、国際特許出願第ＰＣＴ
／ＡＵ２００７／００１０５１号に記載されている鼻クレードルを使用することができる
。この文献は相互参照により本明細書に組み込まれている。
【０１４８】
　インターフェース構造の他の代替の形態は、米国特許第４７８２８３２号（Ｔｒｉｍｂ
ｌｅら）、米国特許第５７２４９６５号（Ｈａｎｄｋｅら）、米国特許第６１１９６９４
号（Ｃｏｒｒｅａら）、米国特許第６４３１１７２号（Ｂｏｒｄｅｗｉｃｋ）および国際
特許出願ＷＯ２０００／７４７５８（Ｌｏｖｅｌｌら）に記載されているものでよい。各
文献の内容は相互参照により本明細書に組み込まれる。
【０１４９】
２　位置決め、サスペンションおよび安定化
２．１　概説
　本発明の実施形態による患者とのインターフェースは、患者の気道の入口における、患
者とのインターフェースのインターフェース接続部分の適切な配置、サスペンションおよ
び安定化のための構造を提供する。こうした構造は、鼻プロングのストーク、ガセット部
分、安定装置を有するフレームおよびヘッドギアを含む。この構造は全体として、インタ
ーフェース接続部分の配置と考えることができる。鼻プロングのストークおよびガセット
部分は共に、サスペンションシステムの形態として機能を果たす。ヘッドギアおよび安定
装置は、（例えばチューブの引きずりからの）曲げに抵抗する構造を形成し、さらに、様
々な顔の形状に適合するか、または他の潜在的な破壊力に応答して動くように可撓性があ
る。サスペンションシステムと組み合わせて、従来技術のマスクシステムよりもシールを
破壊することなく、本発明の実施形態によるマスクシステムのより広い範囲の動きを吸収
することができる。
【０１５０】
　本発明の実施形態によるフレームは、ガセット、ヘッドギアの安定装置およびエルボー
をそれに連結することができる、連結点として働くことを含む、いくつかの機能を果たす
。所与の機能上の特徴は、異なる構造に属することができる。例えば、ヘッドギアの安定
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部分を、フレームの一部として、追加してまたはその代わりに形成することができる。
【０１５１】
２．２　サスペンションシステム
ストーク
　図４－１に示すように、各プロング２４は、ＷＯ２００６／１３０９０３に記載のよう
に、ストーク２７の両端にトランポリン様のサスペンションシステムを含むことができる
。具体的には、各プロング２４は、ヘッド部分２５とストーク２７の間の上側のトランポ
リン様のサスペンションシステム２９と、ストーク２７とベース２２の間の下側のトラン
ポリン様のサスペンションシステム３１を含むことができる。上側および下側のトランポ
リン様のサスペンションシステム２９、３１は、ヘッド部分２５を患者の鼻翼角および鼻
唇角に関節結合しそれらと位置合わせし、患者の鼻唇の高さに合うようにストークの長さ
を自己調節し、かつ／または鼻孔に快適なシール力をもたらすように、万能の機構として
働く。すなわち、上側および下側トランポリン様のサスペンションシステム２９、３１は
、ヘッド部分２５とベース２２の両方に対するストーク２７の回転を可能にし、ベース２
２に対するヘッド部分２５の高さを低くすることを可能にする。例えば、ベースが比較的
薄いと、ストークがベースに沈み込み、かつ／または（例えば、ボールジョイントのよう
に）ベースに対して回転することを可能にすることができ、ヘッド部分は、変形し（例え
ば、ボールジョイントのように）ストークに沈み込むことができる。回転および高さにつ
いてのこうしたコンプライアンスおよび可撓性により、全体の長さの範囲を効果的に大幅
に増減することが可能になり、そのため、様々な形態に対応することが可能になる。
【０１５２】
　一実施形態では、ストーク２７の高さＨは、５～１５ｍｍの間、例えば、７ｍｍ、８ｍ
ｍ、９ｍｍ、１２ｍｍなどでよい。
【０１５３】
　代替の実施形態では、図４－２に示すように、下側のトランポリン様のサスペンション
システム３１は、直角の縁部、例えば、ストーク２７の底部とベース２２の間に直角の縁
部を含むことができて、プロング２４のベース２２の部分に適切な折りたたみ点を設ける
。直角の縁部は、ベースに向かう関節の中心になることができ、これは、特定の長さのス
トーク２７に対してさらに関節を設けることができる。
【０１５４】
ガセット
　図１６－５、図１６－９、および図１６－１２に最良に示すように、鼻プロングアセン
ブリ５０２０のガセット５０２２は、鼻プロング５０２４を支持するように適合されたベ
ース５０２３．１と、横方向の側壁５０２３．２と、（使用時に患者の顔から離れる方に
向くように適合された）外側の側壁５０２３．３と、（使用時に患者の顔の方に向き、か
つ／またはそれに接するように適合された）内側の側壁５０２３．４とを含む。
【０１５５】
　ガセット５０２２は、軸方向または垂直の動きを強化するために軸方向の力を生み出す
構造を提供し（例えば、ガセットおよびプロング（例えば、プロングの圧縮）が一緒に、
軸方向または垂直に最大約１７ｍｍ動くことができる）、患者の上唇と接触し、鼻プロン
グのシールを強化するために軸方向の力を生み出す。ガセットはさらに、十分なシールを
維持するために、許容可能な量の漏出を伴う十分なシールを維持しながら安定性を強化す
るように横方向の動きを可能にし（例えば、ガセットおよびプロング（例えば、プロング
の可撓性および２重壁の動き）は一緒に、最大で合計約７～１０ｍｍ横方向に動くことが
でき、０．５Ｌ／分より少ない漏出を伴う）、比較的薄いベース（例えば、０．７５ｍｍ
）によりトランポリン様のベースを設け、それにより、鼻プロングの関節および可撓性の
追加が可能になり、圧縮性がもたらされ、広い範囲の患者に合う幅広い動きがもたらされ
る。
【０１５６】
　ガセットと組み合わせた２重壁の鼻プロングは、鼻プロングアセンブリの横方向の動き
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を強化する。また、各鼻プロングは、ヘッド部分とストークの間の上側のトランポリン様
のサスペンションシステムと、ストークとガセットベースの間の下側のトランポリン様の
サスペンションシステムを含むことができ、それにより、ヘッド部分とガセットベースの
両方に対するストークの回転が可能になり、ガセットベースに対するヘッド部分の高さを
低くすることが可能になる（例えば、ガセットベースが薄いと、ベース中にストークを引
っ込めることができる）。
【０１５７】
　ガセットは、ヘッドギアの締め過ぎを実質上防止するために調節可能な範囲を増大させ
、例えば、ガセットが軸方向に圧縮されてヘッドギアの張力を吸収することができる。
【０１５８】
　図１６－５、図１６－９、および図１６－１２に示すように、ガセットの上側部分（例
えば、ベース）は、ガセットの下側部分（例えば、側壁の下側部分）より壁厚が比較的薄
い。例示的な実施形態では、ガセットの上側部分の壁厚は約０．７５ｍｍであり、ガセッ
トの下側部分の壁厚は約１．５ｍｍである。しかし、例えば、剛性またはばね性（ｓｐｒ
ｉｎｇｉｎｅｓｓ）を調節するためにガセットの他の適切な壁厚が可能である。例えば、
代替の実施形態では、ガセットは、壁の全厚を０．７５ｍｍとすることができ、剛性を加
えるためにガセットの選択した部分が補強部材（例えば、リブ）を含む。
【０１５９】
　図１６－９の側面図に示すように、ガセット５０２２は、くさび様の断面（例えば、図
１６－９に示すように、くさびの角度αが約１５～４５度（例えば、３０度））を備え、
内側の側壁５０２３．４の表面積が外側の側壁５０２３．３より大きい。表面積がより大
きい内側の側壁５０２３．４は、患者の上唇と接触するように構成され、フレームおよび
エルボーを患者の顎および口から離れるように傾斜する。さらに、こうした構成により、
より堅いフレームの縁部が患者の唇から離れる方に移動し、シールが患者の鼻中に移動す
る。内側の側壁５０２３．４を、患者の上唇の輪郭に適合するように輪郭付けすることが
できる。しかし、ガセットは他の適切な形状でよい。
【０１６０】
　図１６－４および図１６－１２の正面図に示すように、ガセット５０２２は、プロング
に角度を付けて患者の鼻に関して正しい向きにするために、概してＶ字形の断面を備える
。
【０１６１】
枕とガセットの組合せ
　本発明の実施形態による枕とガセットの組合せのサスペンションシステムは、関連のお
よび従来の枕に対して大幅に改善する。その改善の性質の理解を容易にするには、以下を
考察することが助けになる。
【０１６２】
　表面に対する十分なシールをもたらすためには、システムは、顔（または鼻の表面）に
接するインターフェース構成要素（例えば枕の上部またはヘッド）に、顔の表面とインタ
ーフェース構成要素の表面の間に空気流を制限する適切な力を与えることができる。必要
以上に高いレベルの力は、不快であると共に健康に害があり、赤い跡から痛みおよび皮膚
の壊死までの範囲の症状を伴う。ほとんどのマスクシステムは、柔軟な緩衝材を使用し、
その緩衝材は、皮膚に接して配置され、マスクのより剛性のある構成要素と皮膚との間に
位置する。緩衝用構成要素を、１つまたは複数のばねとして機械的にモデル化することが
できる。
【０１６３】
　一般的に、考えられるクッションのばね機構は、それらが完全に圧縮されるかまたは「
ボトムアウト」する前に、ある範囲の圧縮が可能である。一度完全に圧縮されると、クッ
ションは通常、「緩衝」効果がほとんどなくなり、ヘッドギアの張力により生み出される
力を全て、単に顔に伝達する。快適性およびシールを改善するためには、クッションが完
全に圧縮される前に、より大幅な動きをもたらすことが望ましいことが分かった。現在説
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明しているように、現在考えられているタイプのマスクの従来の鼻枕構成（例えば、Ｐｕ
ｒｉｔａｎ　Ｂｅｎｎｅｔｔ社のＡｄａｍ’ｓ　Ｃｉｒｃｕｉｔ、ＲｅｓＭｅｄ社のＭｉ
ｒａｇｅ　Ｓｗｉｆｔ、Ｉｎｎｏｍｅｄ社のＢｒａｖｏ、Ｒｅｓｐｉｒｏｎｉｃｓ社のＯ
ｐｔｉｌｉｆｅ、Ｆｉｓｈｅｒ　＆　Ｐａｙｋｅｌ社のＯｐｕｓ）は、約１ｍｍから約６
ｍｍの垂直の動きをもたらし、本発明の実施形態による鼻枕システムは、枕が完全に圧縮
される前に最大約１０ｍｍの垂直の動きをもたらすことができる。
【０１６４】
　図２３は、異なる鼻枕マスクシステム間の違いを示す。３つのマスクシステムを示す。
テストされた各マスクシステムは、概して２つの領域、より平坦な領域および急勾配の領
域を有する。最初のより平坦な領域では、枕を介して顔に伝達される力は、ばねがさらに
圧縮されるにつれて徐々に増加する。一度ばねが完全に圧縮されると、顔にかかる力の増
加の割合がさらに大きくなる。テストした鼻枕マスクのうち、Ｐｕｒｉｔａｎ　Ｂｅｎｎ
ｅｔｔ社のＢＲＥＥＺＥマスクシステムは、枕が完全に圧縮される前に約２ｍｍの圧縮が
可能であり、顔にかかる力は著しく増加し始める。ＲｅｓＭｅｄ社のＳＷＩＦＴ　ＩＩは
、顔にかかる力がより著しく増加し始める前に約６～７ｍｍの圧縮が可能である。テスト
された他のマスクシステムは、ＢＲＥＥＺＥマスクとＳＷＩＦＴマスクの間である。本発
明の実施形態によるマスクシステムは、顔にかかる力がより著しく増加し始める前に約９
～１０ｍｍの圧縮が可能である。
【０１６５】
　既知の鼻枕マスクシステムによってもたらされるより大きい横方向（例えば、左から右
、右から左）の動きを、シールを壊すことなしに吸収することができる場合に、鼻枕マス
クシステムの快適性およびシールを改善することができることも発見した。例えば、より
大きい横方向の動きを備えると、横向きに寝ることが容易になる。本発明の実施形態によ
るマスクシステムは、許容できないほどに漏出することなしに、ＳＷＩＦＴ　ＩＩの約５
倍の横方向の動きを備える。
【０１６６】
　図２４は、横方向の動きを受けたときの本発明の例およびＲｅｓＭｅｄ社のＳＷＩＦＴ
鼻枕システムに対して測定された漏出量を示す。漏出量は、横方向の動きの大きさと共に
増加する。しかし、本発明の例はＳＷＩＦＴよりさらに動きを吸収するので、約２Ｌ／分
レベルの漏出では、ＳＷＩＦＴマスクの場合の約１ｍｍと比較して、本発明の例では横方
向の動きを合計約５ｍｍ吸収することができる。このテストで判定される値は、テストリ
グに応じて変わり、他のテストリグでは結果の値が異なることがある。さらに、動きの大
きさを測定するのに２Ｌ／分を選択したのは多少恣意的であり、単に本発明の例の利点を
示すことが意図される。
【０１６７】
　図２５ａから図２５ｇは、ある範囲の従来技術の鼻枕および本発明の例（図２５ｇ）を
含む、鼻枕システムの一部分を示す。具体的には、それらの図は、（垂直の）圧縮および
横方向の動きをもたらす枕の一部分を示す。上記で考察したように、様々な鼻枕の性能は
、いくつかの機械ばねとしてモデル化することができる。特定のばねのばね定数は、とり
わけ、材料固有の弾力性、その部分の厚さ、曲率半径、（例えば、ばねが片持ち梁のよう
に曲がるかまたはその長さに沿って圧縮される）構成、ならびに周囲の構成要素の性質の
関数とすることができる。以下の解説では、従来の鼻枕の欠点ならびに本発明の例が導く
改善結果の程度を考察する。
【０１６８】
　図２５ａは、Ｐｕｒｉｔａｎ－Ｂｅｎｎｅｔｔ社のＢＲＥＥＺＥマスクの鼻枕の一部分
を示す。枕は、図示のような明確な３つのコルゲーションを含むが、枕は、下の２つのコ
ルゲーションの間にある剛体のフレームに取り付けられ、したがって、使用時に可能な動
きは、図２５ａに「曲がる」のマークを付けた、上の２つのコルゲーション間の領域の柔
軟性によって与えられるものだけである。枕が完全に圧縮される前にＢＲＥＥＺＥ枕によ
って約２ｍｍの圧縮をもたらすことが可能であると評価される。第１のカーブ２５ａ－２
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と第２のカーブ２５ａ－４の曲率半径はほぼ同じであることが留意される。
【０１６９】
　米国特許第６４３１１７２号（Ｂｏｒｄｅｗｉｃｋ）がＢＲＥＥＺＥ鼻枕と同様の鼻枕
を示すように思われるが、その鼻枕は剛体の支持体に取り付けられる代わりに、膨張可能
なプレナムチャンバーに取り付けられることが留意される。認識している限りでは、市販
のサンプルがもはや製造されておらず、したがって、テストすることが不可能である。ベ
ース領域が「全体に弛緩している」および「鼻孔の要素と剛体の支持体の間の力の伝達に
効果的でない」と説明されているので、「ばね性」がない（すなわちばね定数の値がゼロ
）と思われる。
【０１７０】
　図２５ｂは、ＲｅｓＭｅｄ社のＳＷＩＦＴ　ＩおよびＳＷＩＦＴ　ＩＩ鼻枕システムの
断面プロフィルを示す。図示のように、枕の「ヘッド」は、ヘッドがベースに達する前に
約６ｍｍ圧縮することができる。第１のカーブ領域２５ｂ－２は、曲率が第２のカーブ領
域２５ｂ－４とほぼ同じであるが、第２のカーブ領域２５ｂ－４がずっと堅いプラットフ
ォーム（図示せず）に隣接するので、第１のカーブ領域２５ｂ－２は第２のカーブ領域２
５ｂ－４より柔軟である。
【０１７１】
　図２５ｃは、Ｆｉｓｈｅｒ　＆　Ｐａｙｋｅｌ社のＯＰＵＳ鼻枕を示す。この鼻枕のス
トーク領域は比較的柔軟ではない。もたらされる圧縮は、枕のヘッドの圧潰および座屈ま
たはストークのベースの圧潰によるものだけである。圧潰および座屈が予期できるもので
はないので、この枕はシールが非常に不良である。
【０１７２】
　図２５ｄは、Ｒｅｓｐｉｒｏｎｉｃｓ社のＯＰＴＩＬＩＦＥ鼻枕を示す。この枕の対応
する第１および第２のカーブ領域２５ｄ－２および２５ｄ－４は半径がほぼ同じである。
これら２つの領域のうち第１の領域（２５ｄ－２）は、より柔軟であり、使用時には、第
２の領域２５ｄ－４がほとんど曲がらないように思われる。ストークが完全に圧縮される
前に約５ｍｍの圧縮を実現することができる。ＯＰＴＩＬＩＦＥ枕の残りの部分は比較的
堅いので、さらに圧縮すると、力が著しく増加する。枕のベース領域の側壁はヘッド領域
の下に位置し、したがって、一度ストーク領域が（約５ｍｍ）圧縮されると、枕の座屈に
よってのみさらに圧縮することができることに留意されたい。
【０１７３】
　図２５ｅは、Ｉｎｎｏｍｅｄ社のＢＲＡＶＯ鼻枕を示す。この枕は、ボトムアウトする
前に約７ｍｍの圧縮をもたらすように思われる。この枕には、２つのカーブ領域２５ｅ－
２および２５ｅ－４がある。これら２つのカーブ領域のうち第２の領域は、第１の領域よ
り半径が大きいように見え、半径がより大きい領域は、より柔軟であり、その他は全て等
しいと思われる。しかし、枕が連結されるベース領域は比較的堅いので、曲げは第１の領
域２５ｅ－２でしか起こらない。枕のベースに隣接する、ＢＲＡＶＯ鼻枕マスクの他の部
分（図示せず）は、剛体のポリカーボネートから構築される。
【０１７４】
　Ｆｉｓｈｅｒ　＆　Ｐａｙｋｅｌ社のＯＰＵＳ　２マスクの枕の一部分が図２５ｆに示
される。枕のストーク／ネック領域には、２つのカーブ部分２５ｆ－２および２５ｆ－４
がある。カーブ領域両方の半径はほぼ同じに見える。枕は、ボトムアウトする前に約６ｍ
ｍの圧縮をもたらすように思われる。さらに、枕のベース領域２５ｆ－６がＲｅｓｐｉｒ
ｏｎｉｃｓ社のＯＰＴＩＬＩＦＥ鼻枕と同様に構成されることが留意される。したがって
、ストークのネック領域によってもたらされる圧縮を超える枕の圧縮は、枕の座屈、また
は少なくともその長さに沿って枕を圧縮しようとすることによってのみもたらすことがで
きる。
【０１７５】
　図２５ｇは、本発明の例による鼻枕の一部分を示す。第１のカーブ領域２５ｇ－２は、
枕の圧縮をもたらす。第２のカーブ領域２５ｇ－４は、領域２５ｇ－２と比較して曲率が
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小さく、したがって、領域２５ｇ－２より堅い。それにもかかわらず、なお領域２５ｇ－
４で曲げが起きることが可能である。ここまで考察してきた全ての従来技術の鼻枕領域と
は異なり、本発明の実施形態による鼻枕は、より平坦な部分に位置する追加の曲げ領域２
５ｇ－５、ガセットの上部または「プラットフォーム」領域２５ｇ－８も含む。ガセット
のプラットフォーム領域２５ｇ－８は、ストークとガセットとの連結点から約５から１０
ｍｍ延びる。枕が圧縮されるときに、こうした追加の曲げ領域２５ｇ－５は片持ち梁のよ
うにある程度曲がることができる。これは、さらに圧縮すると座屈力を受けることがある
他の鼻枕と対照をなす。
【０１７６】
　図２５ｇに示すように、６箇所の曲げ領域を挙げてきた。これらは、２５ｇ－１を「単
一の壁の枕」、２５ｇ－２を「枕／ストーク間の取付点」、２５ｇ－３を「ストーク」、
２５ｇ－４を「ストーク／プラットフォーム間の取付点」、２５ｇ－５を「プラットフォ
ーム」および２５ｇ－６を「ガセット」または「ベース領域」と名づけることができる。
ＳＷＩＦＴと本発明の例の間の対応する領域を比較することによって、異なる領域の相対
的なスティフネスが図２６に示される。例えば、領域２すなわち枕／ストーク間の取付点
のスティフネスは、本発明の例とＲｅｓＭｅｄ社のＳＷＩＦＴではほぼ同じである。しか
し、領域４すなわちストーク／プラットフォーム間の取付点は、本発明の例よりＳＷＩＦ
Ｔの方がスティフネスが低い。ＳＷＩＦＴにはガセットがないが、ＳＷＩＦＴのバレル／
ベース領域と本発明の例のガセットの間で比較を行うことができ、その結果は、本発明の
例のガセットがＳＷＩＦＴのバレル／ベース部分よりスティフネスが著しく低くなった。
これらは、スティフネスによってもたらされる動きの量の間では全く逆の対応であり、ば
ねが堅いほど、所与の力に対する少ない動きがもたらされる。
【０１７７】
　図２７ａから図２７ｌは、本発明の実施形態による鼻枕／ガセットアセンブリを示す。
いくつかの例示的な寸法を示す。しかし、本発明の原理は他の寸法および形状に応用する
ことができることに留意されたい。本発明の実施形態による好ましいプラットフォーム領
域は、厚さ約０．７５ｍｍであり、ショアＡ硬度が４０のシリコンから成形される。他の
寸法は図示の通りである。
【０１７８】
　例えば、図２７ａから図２７ｌに示すように、Ｄ１は約３ｍｍ、Ｄ２は約１ｍｍ、Ｄ３
は約１ｍｍ、Ｄ４は約５ｍｍ、Ｄ５は約２ｍｍ、Ｄ６約３ｍｍ、Ｄ７は約４ｍｍ、Ｄ８は
約５ｍｍ、Ｄ９は約６ｍｍ、Ｄ１０は先端が約０．６ｍｍ、Ｄ１１は約２０ｍｍ、Ｄ１２
は約７ｍｍ、Ｄ１３は約５ｍｍ、Ｄ１４は約９ｍｍ、Ｄ１５は約１０ｍｍ、Ｄ１６は約２
５ｍｍ、Ｄ１７は約１４ｍｍ、Ｄ１８は約２７度、Ｄ１９は約３２ｍｍ、Ｄ２０は約２ｍ
ｍ、Ｄ２１は約２１ｍｍ、Ｄ２２は約３０度、Ｄ２３（外側メンブレンの厚さの平均）は
約０．３５ｍｍ、Ｄ２４（内側メンブレンの厚さの平均）は約０．７５ｍｍ、Ｄ２５（ス
トークの厚さの平均）は約０．７５ｍｍ、Ｄ２６（プラットフォームの厚さの平均）は約
０．７５ｍｍ、Ｄ２７は約９ｍｍ、Ｄ２８は約１１ｍｍ、Ｄ２９は約５ｍｍ、Ｄ３０は約
７３度、Ｄ３１は半径が約１２ｍｍ、Ｄ３２は半径が約５ｍｍ、Ｄ３３は約５４ｍｍ、Ｄ
３４は約２９ｍｍでよい。特定の寸法を示したが、これらの寸法は単に例示的なものであ
り、用途によって他の寸法が可能であることを理解されたい。例えば、例示的な寸法は用
途に応じて１０～２０％程度変更してよい。
【０１７９】
　図２７ｄに示すように、ガセットは上唇の安定領域を含む。ガセットのこの部分は、使
用時に患者の上唇に軽く着座して、システムの安定性を助ける。その面積は約５ｃｍ２で
ある。ＲｅｓＭｅｄ社のＳＷＩＦＴマスク（約３．５ｃｍ２）、ＯＰＵＳ　１（約２ｃｍ
２）およびＯＰＵＳ　２（約２．５ｃｍ２）と比較すると、その領域の面積は比較的大き
く、それにより、上唇への圧力が小さくなり、力の集中が小さくなる。患者の唇と接触す
る正確な面積は、使用時のマスクの配置状態に応じて変わる。
【０１８０】
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　図２７ｄに示すように、ガセットのプラットフォーム領域は、ガセットのベースに対し
て約３０度の角度が付いている。使用時の枕およびガセットを示す概略図である図２８も
参照。こうした角度の付いた構成を取り入れることにより、フレームが上唇に接触するリ
スクが低下し、快適性が改善される。
【０１８１】
　図２９は、本発明の実施形態（上の列）および従来技術の構成（２番目の列）による鼻
枕を示す。圧縮力がかけられるとき（右側）は、使用時の場合にプラットフォーム領域な
ど、本発明の例のいくつかの領域は、屈曲および湾曲し始める。しかし、従来技術のマス
クアセンブリに同じ力がかかると、ストークの上部および枕のヘッドの領域が屈曲するだ
けである。
【０１８２】
　他の既知の形態の鼻枕がＷＯ２００６／１３０９０３として公開された、国際特許出願
第ＰＣＴ／ＡＵ２００６／０００７７０号（Ｌｕｂｋｅら、ＲｅｓＭｅｄ社に譲渡）に記
載されている。こうした鼻枕は、特に口鼻マスクに適している。口鼻マスクは口用クッシ
ョンから鼻枕が延びるので、上述の鼻枕よりストーク領域が著しく長い。こうしたストー
クの長い構成もまた、著しい量の可撓性および関節をもたらすが、こうしたストークの長
い構成は本発明の構成とは異なる。本発明の例では、著しい関節および動きは、ＷＯ２０
０６／１３０９０３の口鼻マスクと比較する場合、比較的短いストークでもたらされる。
さらに、長いストークの枕が連結される口用クッションの対応する上部領域は、本発明の
例の上部領域と比較して比較的堅い。
【０１８３】
ガセット／フレーム間の取付け
　図１６－１から図１６－１２に示すように、鼻プロングアセンブリ５０２０は、ガセッ
ト５０２２の下側端部から延びるフレームとの接触部分５０２９を含み、フレーム５０３
０（例えば、図１５－１から図１５－１２参照）に着脱可能かつ交換可能に、例えば、圧
入タイプの嵌込み、さねはぎ式の機械式インターロックなどで取り付けられるように構成
される。図示のように、フレーム５０３０のフレームチャネル５０３３がカーブに沿って
設けられる（例えば、図１５－７参照）。
【０１８４】
　図１６－５および図１６－６に最良に示されるように、フレームとの接触部分５０２９
は、シールリップ５０２９．２を有する端部分５０２９．１を含む。端部分５０２９．１
は、フレームチャネル５０３３内に簡単に挿入され保持されるように適合される（挿入を
容易にするために端部分５０２９．１を先細りにしてよい）。シールリップ５０２９．２
は、フレームチャネル５０３３の外周に沿ってシールを設け、さらに、フレームチャネル
５０３３の周りのビード５０３３．１（図１５－９および図１５－１２参照）と共に、図
１７に示すように、使用中に鼻プロングアセンブリ５０２０をフレーム５０３０上に保持
する。さらに、こうした構成により、例えば、クリーニングまたは交換のために、鼻プロ
ングアセンブリを簡単にフレームから取り外すことが可能になる。
【０１８５】
　シールリップ５０２９．２またはビード５０３３．１なしでも、端部分５０２９．１が
端部分５０２９．１とフレームとの締り嵌めのみでシールを設けることができることが留
意される。しかし、シールリップおよびビードの構成は、漏出を増加させることなしに、
フレームから鼻プロングアセンブリを大部分取り外すことを可能にするように構成される
。例えば、図１６－６－１は、フレーム５０３０と係合した端部分５０２９．１（理想的
なシールの組立て）を示し、図１６－６－２は、フレーム５０３０から部分的に取り外さ
れているが、シールリップ５０２９．２がシールを維持するためにビード５０３３．１と
係合したままである端部分５０２９．１を示す。一実施形態では、こうした構成は、鼻プ
ロングアセンブリの側部がフレームから少しはみ出すことを可能にし、外部キャッチ６０
２９．３は、フレーム６０３０と完全に係合したままである（例えば、以下で説明する図
１６－１４－１参照）。
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【０１８６】
　一形態では、フレームのビード５０３３．１は、０．４ｍｍから１．２ｍｍ、好ましく
は０．８ｍｍの突起を有する。ビードの下側の角度は、８５度から９５度、好ましくは９
０度である。他の突起の値および角度が可能である。複数のビードを使用することもでき
る。
【０１８７】
　図１７に示すように、シールリップ５０２９．２は、フレーム５０３０の内部体積に最
も近い、フレームチャネル５０３３の内壁に沿ってシールする。端部分５０２９．１とフ
レームチャネル５０３３の内壁の間の気圧は、気圧がシールリップ５０２９．２をフレー
ムチャネル５０３３の内壁中に押し込むので、シールを強化する。
【０１８８】
　一実施形態では、フレームとの接触部分５０２９の端部分５０２９．１は、端部分５０
２９．１をフレームチャネル５０３３に配置し、その後、挿入する力を加えて端部分５０
２９．１を適位置に固定するのを助けるのに十分長くすることができる（例えば、Ｄ２３
は長さ約５ｍｍである）。さらに、端部分５０２９．１は、挿入を助けかつ／またはチャ
ネルと締り嵌めさせて保持力を増大させるのに十分厚くなるように、少しだけ先細りにす
ることができる。端部分５０２９．１も、非常に長く、例えば、フレームチャネルの全深
と同じにして、保持力を増大させることができる。この長さは、例えば、正面および裏面
でのみ、（以下で説明する）突起５６２９．１間など、端部分の外周に沿って変わってよ
い。
【０１８９】
　一実施形態では、フレームとの接触部分５０２９およびフレームチャネル５０３３は、
鼻プロングアセンブリ５０２０をフレーム５０３０に対して適切に位置合わせする位置決
めし斜めに組み立てられるのを防止する機能を備えることができる。例えば、フレームと
の接触部分５０２９は、１つまたは複数の角／突起（以下で説明する例）を含み、その１
つまたは複数の角／突起を、フレームチャネル５０３３に設けられた対応する凹所に嵌ま
るように適合することができる。しかし、他の適切な位置決め機構が可能である。
【０１９０】
　図１６－１３－１から図１６－１３－７は、鼻プロングアセンブリ５６２０を示し、そ
の鼻プロングアセンブリ５６２０は、１つまたは複数の突起５６２９．１（例えば、４つ
の突起）を有するフレームとの接触部分５６２９を含む。フレームに組み立てられるとき
に、１つまたは複数の突起５６２９．１は、鼻プロングアセンブリ５６２０をフレームに
対して位置合わせするために、フレームチャネルに設けられた対応する凹所に嵌まるよう
に適合される（例えば、以下にさらに詳細に説明する図２２－１－２および図２２－１－
４のフレーム５６３０の凹所５６３３．１参照）。
【０１９１】
　図１６－１４－１から図１６－１４－３は、本発明の他の実施形態による、鼻プロング
アセンブリ６０２０およびフレーム６０３０を示す。この実施形態では、鼻プロングアセ
ンブリ６０２０のフレームとの接触部分６０２９は、外部キャッチまたは突起６０２９．
３をその両側に含む。フレーム６０３０に組み立てられるときに、外部キャッチ６０２９
．３は、フレーム６０３０のフレームチャネル６０３３に設けられた対応する開口部６０
３３．１と噛み合うように適合される。こうした構成は、フレーム６０３０に対する鼻プ
ロングアセンブリ６０２０の保持力を改善するように構成される。さらに、ユーザは、フ
レーム／鼻プロングアセンブリが適切に連結されたことを視覚的に確認することができる
。部品が可撓性であり柔軟であるので、分解は比較的簡単であり、例えば、フレームの外
に鼻プロングアセンブリを引き剥がす／引っ張ることによって分解する。さらに、組立て
も比較的簡単である。というのは、フレームが十分剛性であり、外部キャッチ６０２９．
３が十分厚く、（ｔ１とｔ２を足し合わせた厚さを含む（図１６－１４－２参照））フレ
ーム「ウインドウ」バー６０３３．２が、外部キャッチ６０２９．３上で伸びるのに十分
可撓性があり、適位置に嵌まるのに十分剛体であるからである（例えば、図１６－１４－
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２、図１６－１６－１、および１６－１６－７参照）。図１６－１６－７に示すように、
バー６０３３．２は、鼻プロングアセンブリの挿入／位置決めを助ける、面取りｃを含む
ことができる。
【０１９２】
　図１６－１５－１から図１６－１５－１０は、鼻プロングアセンブリ６０２０を示す。
図示のように、鼻プロングアセンブリ６０２０は、ガセット６０２２と、ガセット６０２
２に設けられた、対になった鼻プロング６０２４と、ガセット６０２２の下側端部から延
びるフレームとの接触部分６０２９とを含む。フレームとの接触部分６０２９は、４つの
位置合わせ用突起６０２９．１と、上述のような外周に沿ったシールリップ６０２９．２
とを含む。さらに、フレームとの接触部分６０２９の両側は、下側縁部から外側に突き出
す外部キャッチ６０２９．３を含む。
【０１９３】
　図１６－１６－１から図１６－１６－８はフレーム６０３０を示す。図示のように、フ
レーム６０３０は、チャネル６０３３を有する本体６０３２を含み、チャネル６０３３を
有する本体６０３２は、鼻プロングアセンブリ６０２０およびチューブ部分６０３５を保
持してエルボーを保持する。本体６０３２の両側には、ヘッドギアのヨークを組み付ける
円筒形のコネクタ６０３４が設けられる。フレームに対するヨークの組付け、フレームに
対するエルボーの組付けは、以下でより詳細に説明する。
【０１９４】
　フレームチャネル６０３３の両側は、チャネルからフレームの外に延びる開口部６０３
３．１を含む。フレームとの接触部分６０２９がフレームチャネル６０３３中に挿入され
保持されると、外部キャッチ６０２９．３は各開口部６０３３．１を通ってフレームの外
に突き出す。図示のように、例えば、成形のために、各開口部６０３３．１に隣接するフ
レームの外部に凹所部分６０３２．１が設けられる。凹所部分６０３２．１は、完全な組
立ての視覚的なフィードバックを可能にし、例えば、キャッチが引っかかった場合に、組
立てのためにキャッチ６０２９．１にアクセスするのを容易にすることも可能にする。
【０１９５】
　図１６－１６－７に示すように、寸法ｄは鼻プロングアセンブリの接触部分６０２９の
ための隙間を与えるのに十分である。これは、鼻プロングアセンブリをキャッチ６０２９
．３に対して十分遠くに押して、ウインドウバー６０３３．２を越えてスナップ嵌めする
ことが可能になる。同じ理由から、キャッチ６０２９．３は、キャッチ６０２９．３とガ
セット６０２２の間に十分な隙間を有する設計になっている。
【０１９６】
　図１６－１４－３は、フレーム６０３０を含む患者とのインターフェース６０１０と、
鼻プロングアセンブリ６０２０と、エルボー６０４０と、ヘッドギアのヨーク６０５５お
よびストラップ６０５３を含むヘッドギア（以下でさらに詳細に説明するヘッドギア）と
を示す。
【０１９７】
　一実施形態では、鼻プロングアセンブリは、（互いに１８０度の）２つの方向のいずれ
かの方向でフレームに取り付けることができ、使用時に患者の顔に対して鼻プロングアセ
ンブリを確実に正しい向きにするように、ヘッドギアを正確に取り付けなければならない
（例えば、ヘッドギアおよびフレーム／鼻プロングアセンブリが適切な組立て／方向を保
証するマーキングを含むことができる）。しかし、最初にヘッドギアがフレームに取り付
けられる場合は、鼻プロングアセンブリを正確に方向付けしフレームに取り付けなければ
ならない（同じマークを付ける）。
【０１９８】
　代替の実施形態では、正しい組立て／方向を保証するために、鼻プロングアセンブリを
フレームに一方向でのみ取り付けることができ、ヘッドギアをフレームに一方向でのみ取
り付けることができる（例えば、フレームの左側をヨークの左側にのみ、フレームの右側
をヨークの右側にのみ取り付けるような機械的な拘束を使用する）ように、患者とのイン
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ターフェースを構成することができる。
【０１９９】
　ガセット部分のカーブした端部（例えば図１６－４および図２７ｅ参照）により、鼻マ
スクシステムの重心が患者の顔に近くなり、そのためシステムがより安定する。
【０２００】
　他のガセットとフレームの間の機構を使用することができる。例えば、ＷＯ０３／０９
０８２７として公開された国際特許出願第ＰＣＴ／ＡＵ０３／００４５８号の開示を参照
。他の機構、例えば、Ｆｉｓｈｅｒ　＆　Ｐａｙｋｅｌ社のＯＰＵＳのクッションとフレ
ームの間の機構で使用される機構を使用することができる。その場合は、ビードの方向を
、図示の実施形態の方向に対して垂直にしなければならない。他の形態では、クッション
およびフレームを共成形することができ、したがって、ガセット／クッションとフレーム
の間の機構は必要がなくなる。
【０２０１】
　図１６－１７から図１６－３９は、本発明の代替の実施形態によるガセットとフレーム
の間の取付機構を示す。
【０２０２】
　図１６－１７は、図１６－１４－１から図１６－１６－８に示した構成と同様の構成、
すなわち、フレーム８０３０の対応する開口部８０３３．１と噛み合うように適合された
外部キャッチ８０２９．３を含む鼻プロングアセンブリ８０２０を示す。その一方、フレ
ーム８０３０は、各開口部８０３３．１に隣接する凹所部分８０３２．１を含まないか、
ほとんど含まない（例えば、図１６－１４－１から図１６－１４－３の細長い凹所部分６
０３２．１とは異なる）。
【０２０３】
　図１６－１８－１および図１６－１８－２は、鼻プロングアセンブリ８１２０を示し、
その鼻プロングアセンブリ８１２０は、フレーム８１３０の対応する開口部８１３３．１
と噛み合うように適合された、２つの外部キャッチ８１２９．３を両側に含む。図１６－
１８－３に示すように、フレーム８１３０は、例えば、フレームに剛性を加えるために、
フレームチャネル８１３３（例えば、チャネルの対向する端部および側部）に沿ってリブ
８１３６を含むことができる。
【０２０４】
　図１６－１９は、単一内部キャッチ構成を示す。図示の実施形態では、鼻プロングアセ
ンブリ８２２０はその両側にキャッチ（図示せず）を含み、それらのキャッチはフレーム
８２３０の対応する内部凹所と噛み合うように適合される（こうした内部凹所を提供する
突起８２３８のみが図示されている）。
【０２０５】
　図１６－２０は、鼻プロングアセンブリのフレームとの接触部分８３２９を示し、その
フレームとの接触部分８３２９は、シールリップ８３２９．２を有する端部分８３２９．
１を含む。図示のように、端部分８３２９．１は、フレーム８３３０のチャネル８３３３
で常に締り嵌めをもたらすのに十分幅広い。フレームチャネル８３３３の周りのビード８
３３３．１も、鼻プロングアセンブリをフレーム８３３０上に保持するのを助ける。さら
に、フレームとの接触部分との締まり嵌めを強化するために外壁８３３９の厚さを厚くす
ることができる。一実施形態では、フレームとの接触部分８３２９はチャネル８３３３と
約０．４ｍｍ当たることができる。
【０２０６】
　図１６－２１はフレーム８４３０を示し、例えば、剛性またはスティフネスを加えるた
めに、内壁部分８４３５が外周に沿って厚くなっている。図示のように、エルボー８４４
０を（例えば、スナップ嵌めで）保持するためのフレームのアンダーカットまたはエルボ
ーとフレームの間の切欠き８４３７は、必要な場合は維持される。一実施形態では、連結
されたときにエルボー８４４０とフレーム８４３０の間に約０．２～０．３ｍｍの隙間ｃ
を設けることができる。
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【０２０７】
　図１６－２２はフレーム８５３０を示し、そのフレーム８５３０では、フレーム８５３
０の内壁８５３５を補強するためにエルボー８５４０のスナップの長さを長くしている。
すなわち、（例えば、スナップ嵌めで）エルボー８５４０を保持するためのフレームのア
ンダーカットまたはエルボーとフレームの間の切欠き８５３７の位置は、さらにフレーム
８５３０中に移動する。
【０２０８】
　図１６－２３はフレーム８６３０を示し、そのフレーム８６３０では、鼻プロングアセ
ンブリのフレームとの接触部分８６２９の高さと合うように内壁８６３５の高さを高くし
ている。一実施形態では、フレームの選択した部分を、例えば、フレームの対向する正面
および背面部分のみ、内壁の高さを高くすることができる。
【０２０９】
　図１６－２４はフレーム８７３０を示し、そのフレーム８７３０では、内壁８７３５の
高さを、鼻プロングアセンブリのフレームとの接触部分８７２９の高さより高くしている
。さらに、フレームチャネル内にフレームとの接触部分８７２９をロックするように適合
されたフック部分８７３９が内壁８７３５に設けられる。一実施形態では、フレーム選択
した部分で、例えば、フレームの対向する正面および背面部分のみ、内壁およびフック部
分の高さを高くすることができる。
【０２１０】
　図１６－２５は鼻プロングアセンブリのフレームとの接触部分８８２９を示し、そのフ
レームとの接触部分８８２９では、リップ部を厚くすることによってシールリップ８８２
９．２のスティフネスが強化されている。例えば、内側部分Ａに沿って、上側端部分Ｂに
沿って、かつ／または下側部分Ｃに沿って、シールリップ８８２９．２を厚くすることが
できる。他の実施形態では、フレームとの接触部分からのリップ部の長さを短くすること
によって、シールリップ８８２９．２のスティフネスを強化することができる。
【０２１１】
　図１６－２６はフレームとの接触部分８９２９を示し、そのフレームとの接触部分８９
２９では、例えば、フレーム８９３０との係合点を下げるように、長さが長くされシール
リップ８９２９．２が下方に移動している。こうしたフレームとの接触部分を収容するた
めには、フレームチャネル８９３３の周りのビード８９３３．１が下方に移動し、チャネ
ル内のフレームのリブが取り除かれるかまたは下に移動する。
【０２１２】
　図１６－２７はフレームとの接触部分９０２９を示し、そのフレームとの接触部分９０
２９は、フレーム９０３０の内壁に沿ってそれぞれのビード９０３３．１とインターフェ
ース接続するように適合された、並列に配置された２つのシールリップ９０２９．２を有
する。
【０２１３】
　図１６－２８は、フレームとの接触部分９１２９を示し、そのフレームとの接触部分９
１２９は、フレーム９１３０の内壁に沿ってビード９１３３．１とインターフェース接続
するように適合されたシールリップ９１２９．２と、フレーム９１３０の外壁に沿ってビ
ード９１３３．２とインターフェース接続するように適合された凹所部分９１２９．５と
を含む。リップ部、凹所部分、およびビードそれぞれの位置決めおよび／または構成を変
えることができる。
【０２１４】
　例えば、図１６－２９では、フレーム９１３０の外壁に沿ったビード９１３３．２を、
フレームチャネル内でより下方に配置することができ、対応する凹所部分９１２９．５を
フレームとの接触部分９１２９に沿ってより下方に配置することができる。図１６－３０
では、フレームとの接触部分９１２９は、フレーム９１３０の内壁に沿ってビード９１３
３．１とインターフェース接続するように適合されたシールリップ９１２９．２と、フレ
ーム９１３０の外壁に沿ってビード９１３３．２とインターフェース接続するように適合
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された第２のシールリップ９１２９．３とを含む。図１６－３１では、フレームとの接触
部分９１２９は、フレーム９１３０の内壁とインターフェース接続するように適合された
シールリップ９１２９．２と、フレーム９１３０の外壁に沿ってビード９１３３．２とイ
ンターフェース接続するように適合された凹所部分９１２９．５とを含む。
【０２１５】
　図１６－３２および図１６－３３はフレームとの接触部分９２２９を示し、そのフレー
ムとの接触部分９２２９では、シールリップ９２２９．２がフレーム９２３０の内壁に沿
ってビード９２３３．１とインターフェース接続するように適合され、ノンスリップイン
ターフェース（ｎｏｎ－ｓｌｉｐ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）９２２９．５がフレーム９２３
０の外壁とインターフェース接続するように適合される。ノンスリップインターフェース
は、例えば、とげ状（図１６－３２）、リブ状（図１６－３３）、またはジグザグ状でよ
い。
【０２１６】
　他の実施形態では、フレームのチャネルに沿った、かつ／または鼻プロングアセンブリ
のフレームとの接触部分に沿った垂直のリブを使用して、フレームとの接触部分をフレー
ムチャネル内に固定するための締まり嵌めを生み出すことができる。
【０２１７】
　図１６－３４－１はフレームとの接触部分９３２９を示し、そのフレームとの接触部分
９３２９は、例えば、フレームチャネル中への挿入を助けるために、フレームチャネルで
締まり嵌めを生み出すために、フレームチャネルの保持力を強化するために、フランジの
長さまたは端部分９３２９．１が延長される。このように延長された長さを、フレームと
の接触部分の外周に沿って変えて、例えば、フレームのリブをフレームチャネル内に収容
することができる。一実施形態では、延長された端部分９３２９．１は、図１６－３４－
２に示すように、第２のシールリップ９３２９．３を含むことができる。
【０２１８】
　図１６－３５はフレーム９３３０を示し、そのフレーム９３３０は、鼻プロングアセン
ブリのフレームとの接触部分を収容するように適合されたフレームチャネル９３３３を含
む。図示のように、対向するフレームのリブＡ、Ｂ、ＣおよびＤが、例えば、フレームに
剛性を加えるために、フレームチャネル９３３３のベースに設けられる。一実施形態では
、１つまたは複数の対向するフレームのリブＡ、Ｂ、ＣおよびＤを取り除いて、図１６－
３４－１または図１６－３４－２に示すフレームとの接触部分など、フレームチャネルが
延長されたフレームとの接触部分９３２９を収容することができる。あるいは、１つまた
は複数の対向するフレームのリブＡ、Ｂ、ＣおよびＤを収容するように、フレームとの接
触部分９３２９を構成することができる。
【０２１９】
　例えば、フレームは、対向するフレームのリブＡのみを含むことができ、フレームとの
接触部分は、対向するフレームのリブＡが配置された位置を除き、その外周に沿って延長
されてよい。他の実施形態では、フレームは、対向するフレームのリブＡおよびＣのみを
含むことができ（フレームのリブＡおよびＣのみを有するフレーム９３３０を示す図１６
－３６参照）、フレームとの接触部分は、対向するフレームのリブＡおよびＣが配置され
た位置を除きその外周に沿って延長されてよい（フレームのリブＡおよびＣを収容する切
欠きまたは空間を有するフレームとの接触部分９３２９を示す図１６－３７参照）。他の
実施形態では、フレームは、対向するフレームのリブＡ、Ｂ、およびＤのみ含むことがで
き（フレームのリブＡ、ＢおよびＤのみを有するフレーム９３３０を示す図１６－３８参
照）、フレームとの接触部分は、対向するフレームのリブＡ、ＢおよびＤが配置される位
置を除き、その外周に沿って延長されてよい。この実施形態では、フレームの外壁を厚く
することができ、その場合、対向するフレームのリブＣがフレームチャネル中のさらに下
方に移動する。他の実施形態では、フレームはフレームのリブを含まないことができ、フ
レームとの接触部分はその全周に沿って延びることができる。
【０２２０】
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　図１６－３９は鼻プロングアセンブリのフレームとの接触部分９４２９を示し、そのフ
レームとの接触部分９４２９では、隙間をシリコン９４２９．８で充填することによって
シールリップ９４２９．２のスティフネスが強化される。
【０２２１】
プロング／ガセットアセンブリ
　図１６－１から図１６－１２に示すように、（例えば、シリコン（例えば、４０ショア
Ａシリコン）から構築された）鼻プロングアセンブリ５０２０は、ガセット５０２２と、
そのガセット５０２２に設けられた１対の鼻プロング５０２４とを含む。ガセット５０２
２は、トランポリン様のベースを備え、そのベースは、動きまたは可撓性によってシール
からの外力を切り離すことを可能にし（例えば、フレームの動きは鼻プロングのシールに
影響を及ぼさない）、説明したように安定性、シール、および快適性を向上させる。
【０２２２】
　一実施形態では、鼻プロングアセンブリ５０２０の外面の１つまたは複数の部分（例え
ば、外面全体）が、ダストの収集を減らすために、つや消しまたは微細表面仕上げ（例え
ば、サンドブラスト仕上げ）でよい。
【０２２３】
　鼻プロングアセンブリの実施形態（図１６－１から図１６－１２参照）では、Ｄ１は約
２５～３５ｍｍ、例えば３２．３ｍｍ、Ｄ２は約１５～２５ｍｍ、例えば２０．６ｍｍ、
Ｄ３は約１～２ｍｍ、例えば１．５ｍｍ、Ｄ４は約２５～３５度、例えば３０度、Ｄ５は
約１０～２０ｍｍ、例えば１３．６３ｍｍ、Ｄ６は約２０～３０度、例えば２７度、Ｄ７
は約５～１０ｍｍ、例えば７．９８ｍｍ、Ｄ８は約５～１５ｍｍ、例えば１０．２９ｍｍ
、Ｄ９は約１５～２５ｍｍ、例えば２０．１ｍｍ、Ｄ１０は約５～１０ｍｍ、例えば６．
９９ｍｍ、Ｄ１１は約３～８ｍｍ、例えば４．６３ｍｍ、Ｄ１２は約２０～３０ｍｍ、例
えば２５．１ｍｍ、Ｄ１３は約５～１０ｍｍ、例えば８．８７ｍｍ、Ｄ１４は約５～１５
ｍｍ、例えば１１．１４ｍｍ、Ｄ１５は約２～８ｍｍ、例えば５．１ｍｍ、Ｄ１６は約０
．５～１ｍｍ、例えば０．７５ｍｍ、Ｄ１７は約０．５～１ｍｍ、例えば０．７５ｍｍ、
Ｄ１８は約６５～７５度、例えば７２．５度、Ｄ１９は約５０～６０ｍｍ、例えば５４．
３７ｍｍ、Ｄ２０は約２５～３５ｍｍ、例えば２８．６ｍｍ、Ｄ２１は約２～３ｍｍ、例
えば２．２ｍｍ、Ｄ２２は約２～４ｍｍ、例えば３ｍｍ、Ｄ２３は約４～５ｍｍ、例えば
４．８ｍｍでよい。特定の寸法および範囲を示したが、これらの寸法および範囲は単に例
示的なものであり、用途によって他の寸法および範囲が可能であることを理解されたい。
例えば、例示的な寸法は用途に応じて１０～２０％程度変更してよい。
【０２２４】
　一実施形態では、鼻プロングアセンブリを複数の寸法、例えば、小、中、および大の寸
法で提供することができる。
【０２２５】
２．３　フレーム
　図１５－１から図１５－１２に示すように、フレーム５０３０は、本体５０３２と、本
体５０３２の各側部に設けられたチューブ状コネクタ５０３４とを含む。図示のように、
フレーム５０３０は、患者の顔を横切る幅が比較的細く、例えば、約４５～５５ｍｍ（例
えば、４８または４９ｍｍ）である。
【０２２６】
　図１５－８および図１５－１０を参照すると、本体５０３２は、鼻プロングアセンブリ
５０２０を保持するように構成されたチャネル５０３３と、エルボー５０４０を保持する
ように構成された開放型のチューブ部分５０３５とを含む。開放型のチューブ部分５０３
５は、フレームの開口部から後方に、フレームの内部体積中に突き出す。フレーム５０３
０に対するエルボー５０４０の取付けは、以下にさらに詳細に説明する。
【０２２７】
　フレームの各コネクタ５０３４はキャビティ５０３６を含み、そのキャビティ５０３６
はヘッドギア５０５０の各ヘッドギアヨーク５０５５を保持する構造を有する。さらに、
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各コネクタ５０３４の外面には、１つまたは複数のロック用バンプ５０３８（例えば、３
個のロック用バンプまたは６個のロック用バンプ）があり、そのロック用バンプ５０３８
は、各ヨーク５０５５のラチェットの歯と係合するように適合される。フレーム５０３０
へのヘッドギアのヨーク５０５５の取付けを以下により詳細に説明する。
【０２２８】
　フレーム５０３０は、比較的半剛性または軟質のプラスチック材料（例えば、硬質シリ
コン（例えば、ショアＡが３０～８０のシリコン、好ましくはショアＡが７０のシリコン
、ショアＡが約６０または８０のシリコン）、ＴＰＥ、熱可塑性ポリウレタン）から構築
される。その結果、フレーム５０３０は、ヘッドギア５０５０のエルボー５０４０および
ヨーク５０５５の比較的硬質のプラスチック材料より、比較的軟質かつより可撓性である
。フレームの可撓性を、調節することができ、例えば、フレームの可撓性の程度は異なっ
ていてよい。しかし、他の適切な材料、例えば、より硬度の高いプラスチック材料からフ
レームを構築することができることを理解されたい。さらに、フレームは、硬度を追加す
るためにより厚い部分を有することができる。例えば、フレーム材料の硬度は、ショアＤ
硬度の尺度は４５から８５の範囲、またはロックウェルＲ尺度では５０から１００の範囲
まで及ぶことができる。ゴム、ポリウレタン、ポリエステル、ＰＴＦＥ、ポリプロピレン
および他のプラスチックから作ることができる。
【０２２９】
　シリコンから構築されたフレームの構成は、（例えば、エルボーと一緒に）シールする
のが簡単であり、追加の部品を必要とせず、漏出を低減して（例えば、実施上漏出なしで
）、（例えば、エルボー／ヨークがフレームに対して回転する）使用時にきしり音がしな
い。
【０２３０】
　フレームの一実施形態（図１５－１から図１５－１２参照）では、Ｄ１は約２５～３５
ｍｍ、例えば３１．７ｍｍ、Ｄ２は約１５～２５ｍｍ、例えば１９．７ｍｍ、Ｄ３は約４
５～５５ｍｍ、例えば４８ｍｍ、Ｄ４は約３５～４５ｍｍ、例えば３９ｍｍ、Ｄ５は約２
５～３５ｍｍ、例えば２８ｍｍ、Ｄ６は約２０～３０ｍｍ、例えば２６．７６ｍｍ、Ｄ７
は約１０～２０ｍｍ、例えば１６．９ｍｍ、Ｄ８は約１５～２５ｍｍ、例えば２１．０６
ｍｍでよい。特定の寸法および範囲を示したが、これらの寸法および範囲は単に例示的な
ものであり、用途によって他の寸法および範囲が可能であることを理解されたい。例えば
、例示的な寸法は用途に応じて１０～２０％程度変更してよい。
【０２３１】
　フレームが可撓性なので、所与のマスクシステムが、例えば、幅が狭く尖った顔（いわ
ゆる「クロコダイル」または「ワニ」形）から幅広く平坦な形状（いわゆる「パンダ」形
）まで、様々な顔の形状の範囲に対応することが可能になる。軟質フレームもまた、見た
目が良く、感触がやわらかい。外面の仕上げは、内部のディテール（リブ）を隠しダスト
を低減する。表面仕上げを内面にも施すことができる。
【０２３２】
２．４　調節
鼻唇角の調節／ヨークとフレームの間
２．４．１　ヘッドギア／ヨークとフレームの間のインターフェース
　図示の実施形態では、ヘッドギアは、ヘッドギアヨーク５０５５（例えば、図１９－１
から図１９－５参照）を介してフレーム５０３０に取り付けられる。ヘッドギアヨーク５
０５５は、ヨークとフレームの間のインターフェース５０８５を含み、そのヨーク／フレ
ーム間インターフェース５０８５は、フレーム５０３０への組立ておよびフレーム５０３
０からの取外しを簡単にし（例えば、明確かつ直感的な組立て、クリック感のある係合の
フィードバック、クリーニングのための簡単な分解）、使用中にフレーム５０３０を保持
し（例えば、使用中の偶発的な分解を防止し）、フレーム５０３０に対して回転し、十分
な回転トルクをもたらす摩擦要素を備える（例えば、チューブの引きずりを低減し、クリ
ック感／音響式のフィードバックをもたらす）ように構成される。さらに、ヨークに対す
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るフレームの回転により抵抗が生じない。
【０２３３】
　フレームおよびそれに取り付けられた鼻プロングアセンブリは、患者の頭に配置された
ヨークに対して回転することができ、そのため、広い範囲の患者の鼻唇角に合うように調
節することを可能にする。さらに、こうした調節により、鼻プロングの移動が可能になり
、空気の噴流が避けられる。ヨーク／フレーム間インターフェースの回転点ＲＰ（図１３
－２参照）は、患者の鼻から（例えば、上述のヨーク５５／フレーム間インターフェース
に対して）十分外側に間隔をあけて配置されるので、フレームの回転角度は、鼻プロング
の回転角度と同じではなく、例えば、１：１の回転ではないことがある。例えば、フレー
ムが５度回転すると鼻プロングが２度回転することがある。
【０２３４】
　図１９－５から図１９－７に最良に示すように、ヨーク／フレーム間インターフェース
５０８５は、後壁５０８５．１、環状の側壁５０８５．２、および中心ハブ５０８５．３
を含む。側壁５０８５．２の内側縁部は、フレームに対して摩擦およびクリック感のある
フィードバックをもたらす複数のラチェットの歯５０８５．４を含む。中心ハブ５０８５
．３はチューブ状であり、内部は中空である／排出口が付いている。中心ハブ５０８５．
３は、フレーム５０３０（例えば、３個のスナップフィンガ）、ベアリング面５０８５．
６、および先端延長部５０８５．７に対してインターフェースを保持するスナップフィン
ガ５０８５．５を備える。サポートリブ５０８５．８は、中心ハブ５０８５．３と側壁５
０８５．２の間を延びる。さらに、スナップフィンガ５０８５．５の成形を可能にするた
めにウインドウ５０８５．９が後壁５０８５．１に設けられる。
【０２３５】
２．４．２　フレームの取付け
　図１９－８に示すように、ヨーク／フレーム間インターフェース５０８５は、フレーム
５０３０の各コネクタ５０３４に取り付けられるように構成される。フレームの各コネク
タ５０３４は、各ヘッドギアヨーク５０５５を保持する構成物、すなわち、環状の係合用
リップ部５０３７．１を有する、キャビティ５０３６と、ヨーク／フレーム間インターフ
ェース５０８５を収容する、ヨークとのスナップ嵌め用の隙間（ｙｏｋｅ　ｓｎａｐ　ｃ
ｌｅａｒａｎｃｅ）５０３７．２およびヨークの先端延長部用の孔（ｙｏｋｅ　ｔｉｐ　
ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ　ｈｏｌｅ）５０３７．３と、ベアリング面５０３７．４とを含む。
さらに、各コネクタ５０３４の外面は、１つまたは複数のロック用バンプ５０３８（例え
ば、３つのロック用バンプ）を含み、そのロック用バンプ５０３８は、ヨーク／フレーム
間インターフェース５０８５のラチェットの歯５０８５．４と係合するように適合される
。
【０２３６】
　図１９－９－１から図１９－９－６は、フレーム５０３０の各コネクタ５０３４へのヨ
ーク／フレーム間インターフェース５０８５の取付けを示す。図１９－９－１では、ヨー
ク／フレーム間インターフェースの先端延長部５０８５．７は、フレーム上の係合用リッ
プ部５０３７．１を越えて挿入されて、位置合わせを始める。図１９－９－２では、ヨー
クのスナップフィンガ５０８５．５とフレーム係合用リップ部５０３７．１が接触し、そ
のすぐ後でフレームのバンプ５０３８とヨークラチェットの歯５０８５．４が接触し、コ
ネクタ５０３４は（矢印で示したように）少しだけ引き寄せることができる。図１９－９
－３では、ヨークがさらに挿入されるにつれて、フレームの係合用リップ部５０３７．１
は低くなった状態に押しのけられ、コネクタ５０３４は（矢印で示したように）拡張する
。また、ラチェットの歯５０８４．４は、フレームのバンプ５０３８と係合する。図１９
－９－４では、フレームの係合用リップ部５０３７．１は、ヨークとのスナップ嵌め用の
隙間５０３７．２の内側にほとんどぴったり接するまで折りたたまれ、フレームコネクタ
５０３４の拡張は、周りのヨーク側壁５０８５．２によって（矢印で示したように）制限
される。図１９－９－５では、ヨークのスナップフィンガ５０８５．５の正面および先端
延長部５０８５．７がヨークの先端延長部用の孔５０３７．３の内側で奥まで達し（例え
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ば、ヨークが公称位置を越えて約１．６ｍｍ内側に圧縮され）、それにより、十分な空間
が設けられて、フレーム係合用リップ部５０３７．１が（矢印で示したように）緩やかに
または弾性的に元の姿勢に戻ることが可能になる。すなわち、ヨークとのスナップ嵌め用
の隙間５０３７．２およびヨークの先端延長部用の孔５０３７．２は、フレーム係合用リ
ップ部５０３７．１のための十分な空間を備えるのに十分長く、そのため、自然の円弧に
従う公称位置に戻り、例えば、弾性的に枢動して公称位置に戻る。図１９－９－６では、
係合用リップ部５０３７．１が緩むと、ヨーク／フレーム間インターフェース５０８５は
、公称位置まで戻る。図１９－１０に示すように、フレームコネクタ５０３４の外側縁部
とヨーク／フレーム間インターフェース５０８５の間に、少なくとも約０．５ｍｍの隙間
Ｃ１が設けられる。
【０２３７】
　スナップフィンガ５０８５．５および先端延長部５０８５．７は、フレームにヨークを
保持し、例えば、軸方向の保持およびレバーによる保持を行うように構成される。一実施
形態では、図１９－１１および図１９－１２に示すように、先端延長部５０８５．７の長
さＤ１は約２～４ｍｍ、例えば３ｍｍ、各スナップフィンガ５０８５．５の直径Ｄ２は約
６～８ｍｍ、例えば７ｍｍ、各スナップフィンガ５０８５．５の幅Ｄ３は約２～５ｍｍ、
例えば４ｍｍであり、各スナップフィンガ５０８５．５は、約５～１５度、例えば１０度
の係合面を備える。特定の寸法および範囲を示したが、これらの寸法および範囲は単に例
示的なものであり、用途によって他の寸法および範囲が可能であることを理解されたい。
例えば、例示的な寸法は用途に応じて１０～２０％程度変更してよい。
【０２３８】
　一実施形態では、ヨーク５０５５は、例えば、レバーによる保持および／またはフレー
ムの可撓性により、分解することなしにフレーム５０３０に対して約５～１５度の角度Ｄ
１だけ枢動することができる。
【０２３９】
　図１９－１４に示すように、フレーム５０３０のロック用バンプ５０３８およびヨーク
／フレーム間インターフェース５０８５のラチェットの歯５０８５．４は、ラチェット機
構を設けて、フレーム／鼻プロングアセンブリを動作位置にロックする。さらに、ラチェ
ット機構は、チューブの引きずりに抵抗する回転および十分なトルクの構成をもたらし、
鼻プロングが回転して患者の鼻から出るのを防止し、フレームに対して回転し、鼻唇角に
合うように調節を可能にし、調整する場合にクリック感のあるフィードバックをユーザに
与える。
【０２４０】
　例えば、こうした機構は、フレームに対するヨークの３６０度の回転を可能にし、１５
度刻みの位置のロックをもたらし、（比較的軟質のフレームが比較的硬質のヨークと係合
する）軟質と硬質の間のインターフェースは、調整する場合にクリック感のあるフィード
バックをユーザに与える。しかし、他の適切な増分の位置ロックをもたらすように、ラチ
ェットの歯／ロック用バンプを構成することができる。
【０２４１】
　ラチェットの歯５０８５．４およびロック用バンプ５０３８の寸法は、最多の増分（例
えば、６０度から５度の増分で６から７２個の歯、例えば、１５度の増分で２４個の歯）
を最小の直径の周りに合わせることによって決定することができる。一実施形態では、歯
の係合の長さ（すなわち、ロック用バンプとラチェットの歯の間の接触部分の長さ）を、
アセンブリ上でフレームに接触する、ヨークの最も浅い点によって決定することができる
（例えば、約２ｍｍ）。
【０２４２】
　図１９－１５－１から図１９－１５－５は、フレーム５０３０に対するヨーク５０５５
の回転、例えば、角度の調節を示す。図１９－１５－１および図１９－１５－２は、ヨー
ク５０４４およびフレーム５０３０の公称位置を示す。図１９－１５－３では、ヨーク５
０５５は公称位置から約３．２５度回転し、フレームのロック用バンプ５０３８は横方向
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に変形し内側に圧縮される。図１９－１５－４では、ヨーク５０５５は公称位置から約１
０．７５度回転し、フレームのロック用バンプ５０３８は、それぞれのラチェットの歯５
０８５．４によって平坦に著しく変形される。図１９－１５－５では、ヨーク５０５５は
公称位置から約１５度回転し、フレームのロック用バンプ５０３８は、次のラチェットの
歯５０８５．４内で元の形状に戻る。
【０２４３】
　トルク（例えば、チューブの引きずりに抵抗する）を調節することができ、例えば、フ
レームコネクタ５０３４にロック用バンプ５０３８をさらに追加することによって、トル
クが増大することを理解されたい。また、ラチェットタイプの構成の代わりに、例えば、
摩擦タイプ、磁石タイプなど、他の適切なトルク構成を設けることができる。
【０２４４】
　代替の実施形態では、フレームの１つまたは複数のロック用バンプを、先端を切るかま
たは直角にした歯によって隔てることができ、そのため、フレームに対してヨークをより
簡単に回転させることができる。例えば、図２２－１－１から図２２－１－８は、フレー
ム５６３０を示し、フレーム５６３０の各コネクタ５６３４は、先端を切った歯５６３９
（例えば、図２２－１－７参照）によって隔てられた、ロック用バンプ５６３８（例えば
、６個のロック用バンプ）を含む。
【０２４５】
　ロック用バンプと先端を切った歯の間のインデント５６３９．１により、ロック用バン
プ５６３８が長くなり、これらの要素のストレス、したがって、磨耗が少なくなる。さら
に、図２２－１－９および図２２－１－１０に示すように、ヨーク５６５５がフレーム５
６３０に対して回転するにつれて、各ロック用バンプ５６３８が横方向に押しのけられる
。インデント５６３９．１は、ロック用バンプ５６３８が完全にその上で曲がることを可
能にする隙間を設けるばね解放機構（ｓｐｒｉｎｇ　ｒｅｌｉｅｆ　ｆｅａｔｕｒｅ）を
画定する。これにより、徐々に起きる半剛性のロック用バンプ５６３８の磨耗が低減され
る。所望のトルクのためにロック用バンプ５６３８の数を調節することができる。コネク
タ５６３４のキャビティ５６３６は、クリック感のある連結性のためのヘッドギアヨーク
５６５５の中心ハブ５６８５．１とのスナップロックを可能にするために（例えば、１ｍ
ｍ）切り取ることができる。フレーム５６３０へのヘッドギアヨーク５６５５の取付けは
、以下により詳細に説明する。
【０２４６】
　図２２－２および図２２－３に示すように、各ヘッドギアヨーク５６５５の第１の端部
分５６５５（１）は、サポートアーム５６８０と、サポートアーム５６８０の端部に設け
られフレーム５６３０の各コネクタ５６３４と係合するように適合された、ヨーク／フレ
ーム間インターフェース５６８５と、（安定アームとも称される）チークサポート５６８
４とを含む。
【０２４７】
　ヨーク／フレーム間インターフェース５６８５は、フレーム５６３０への組立ておよび
フレーム５６３０からの取外しを簡単にし（例えば、明確かつ直感的な組立て、クリック
感のある係合のフィードバック、クリーニングのための簡単な分解）、使用中にフレーム
５６３０を保持し（例えば、使用中の偶発的な分解を防止し）、フレーム５６３０に対し
て回転し、十分な回転トルクをもたらす摩擦要素を備える（チューブの引きずりを低減し
、クリック感／音響式のフィードバックをもたらす）ように構成される。また、ラチェッ
トの歯だけでなく、ヨークとフレームの間の「シャフト」の干渉によってトルクがもたら
される。例えば、図２２－１６－１および図２２－１６－２は、ヨーク５６５５がフレー
ム５６３０のシャフト５６３４．１上で締り嵌めして、ラチェットの歯に追加のトルクを
もたらすように構成された、実施形態を示す。一実施形態では、締り嵌めは、フレームの
シャフト上の直径が約０．４ｍｍでよく、例えば、図２２－１６－２ではｄがそれぞれ約
０．２ｍｍである。
【０２４８】



(41) JP 5459997 B2 2014.4.2

10

20

30

40

50

　ヨーク／フレーム間インターフェース５６８５に関係するヨーク連結部は、主として、
環状の側壁５６８５．２、後壁５６８５．３および中心ハブ５６８５．１（例えば、図２
２－４から図２２－７－８参照）から成る。
【０２４９】
　側壁５６８５．２の内側の半径には、ヨークに対してフレームがいくらか回転すること
を可能にしながら摩擦をもたらすように、複数のラチェットの歯５６８５．４（例えば、
３個、４個、５個、またはそれより多い歯）がある（例えば、図２２－６および図２２－
７－８参照）。ヨーク／フレーム上のラチェットの歯／ロック用バンプの複数の実施形態
が存在でき、例えば、フレームまたはヨークのいずれかの２４個の歯／バンプが、フレー
ムまたはヨークのもう一方の３個以上の歯／バンプと係合するように適合されることを理
解されたい。回転することにより、ヘッドギアは睡眠中に患者の動きにより簡単に適合す
ることができる。さらに、ヨークのインターフェース接続側（すなわち、ヨークの、患者
の皮膚の最も近くに着座する側）では、側壁５６８５．２は、概してＣ字形の係合用リッ
プ部５６８５．５を形成するように径方向内側に（例えば、３ｍｍ）延びる（例えば、図
２２－４、図２２－６、および図２２－７－６参照）。これは、ヨーク／フレーム間イン
ターフェース５６８５の使用中の偶発的な分解を防止するためにヨークおよびフレームの
横方向の動きを抑制する、フレームコネクタ５６３４とのロック式の水平スライド式連結
を可能にするものである（図２２－２に示すスライド式連結の方向）。Ｃ字形の係合用リ
ップ部５６８５．５の先端部５６８５．５（１）は、フレームコネクタシャフトまたはベ
ース５６３４．１のためのリードインを設けるために凸状にカーブしており、それにより
、組立て中の位置合わせが可能になる（例えば、図２２－４および図２２－７－６参照）
。これら２つの先端部５６８５．５（１）間の幅を、フレームおよびヨークに組み立てる
のに必要な力を変化させるように調節することができる（例えば、組立てのための力を下
方向に調節する必要がある場合には、先端部５６８５．５（１）間の距離を長くすること
ができる）。
【０２５０】
　中心ハブ５６８５．１（例えば、図２２－４から図２２－６に示す）は、概して円形で
あり、中空のコアを有することができる。中心ハブ５６８５．１は、フレームコネクタ５
６３４のキャビティ５６３６とロックする（例えば、図２２－１２参照）。これは、フレ
ームとスライド式に連結されるときにさらに安定させることができ、また、噛み合ってい
る部分の切離しも助ける。フレームコネクタ５６３４が中心ハブ５６８５．１と係合する
ときに、部品が正確に組み立てられたことを示すクリック感のフィードバックをユーザに
与えることを目的とするスナップ音がする。中心ハブ５６８５．１は、アーム５６８５．
６を介して後壁５６８５．３に連結される（例えば、図２２－４参照）。アーム５６８５
．６の後ろ側は、図２２－４に示すように、後壁５６８５．３から例えば２ｍｍ高い、複
数のリブ５６８５．６（１）（例えば、２個または３個のリブ）を有することができる。
リブ５６８５．６（１）は、フレームをヨーク中に案内するように働き、したがって、確
実に部品を正確に組み立てる。
【０２５１】
　後壁５６８５．３は、ヨークに対するフレームの回転が妨げられないことを可能にする
ウインドウ５６８５．７を有する（例えば、図２２－５および図２２－６参照）。組立て
が正確な場合にそのことを患者が視覚的に評価することも可能になる。さらに、ウインド
ウ５６８５．７は、ラチェットの歯を成形するために設けられる。
【０２５２】
　図２２－８から図２２－１６は、フレーム５６３０の各コネクタ５６３４へのヨーク／
フレーム間インターフェース５６８５の取付けを示す。図２２－８および図２２－９では
、フレームコネクタベース５６３４．１は、ヨークの係合用リップ部５６８５．５の先端
部５６８５．５（１）を越えて挿入されて、位置合わせを開始する。また、リブ５６８５
．６（１）は、フレームコネクタ５６３４をコネクタの前側の適位置に案内する。図２２
－９は、部品が完全に係合していないときの、フレームコネクタ５６３４の前面との中心
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ハブ５６８５．１の相互作用を示す。中心ハブ５６８５．１は、アーム５６８５．６の周
りで外側に湾曲する。図２２－１０はこうした構成の画像（ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈ）であ
る。
【０２５３】
　図２２－１１および図２２－１２では、フレームコネクタベース５６３４．１は、ヨー
ク上の係合用リップ部５６８５．５の先端部５６８５．５（１）を貫通する。中心ハブ５
６８５．１は、キャビティ５６３６と係合し、（図２２－１２に示すように）湾曲位置か
ら元の位置にすぐに戻る。これにより、クリック感のある連結を生み出し、アセンブリが
正確に連結されたことを患者が聞くことが可能になる。一度コネクタ５６３４がヨーク中
に差し込まれると、ロック用バンプ５６３８がラチェットの歯５６８５．４と係合する（
例えば、図２２－１４および図２２－１５によって示される）。フレームコネクタ５６３
４のキャビティ５６３６は、ヨークとのスナップ嵌め用の隙間５６３６．１を含み、その
隙間５６３６．１は、中心ハブ５６８５．１が元の位置に消勢してまたは弾性的に戻るの
に十分な空間を設ける。ウインドウ５６８５．７と同様に、ヨークとのスナップ嵌め用の
隙間５６３６．１は、ヨーク／フレーム間インターフェース５６８５の回転運動に確実に
抵抗がなくなるように設計される（図２２－１２参照）。
【０２５４】
　図２２－１３および図２２－１６は、完全に組み立てられたフレーム５６３０およびヨ
ーク５６５５を示す画像である。また、図２２－１７－１および図２２－１７－２は、ヨ
ーク５６５５に対して回転しているフレーム５６３０を示す。
【０２５５】
　図２２－１８－１から図２２－１８－３は、本発明の実施形態によるフレーム５６３０
を成形するための成形型Ｍの様々な図である。図示のように、成形型Ｍは、フレーム５６
３０の本体を成形するための上側成形型ＵＭおよび下側成形型ＬＭと、フレーム５６３０
のフレームコネクタ５６３４を成形するための側部成形型ＳＭとを含むことができる。図
示のように、フレーム５６３０は、成形型Ｍから取り出すのを容易にするために、抜き勾
配機能（傾斜面）を含むことができる。
【０２５６】
　図２２－１９－１から図２２－１９－７は、本発明の実施形態によるヘッドギアヨーク
５６５５を示し、そのヘッドギアヨーク５６５５は、例えば、縫合によってヘッドギアス
トラップ５６５３に取り付けられる。図２２－２０－１から図２２－２０－５は患者との
インターフェース５６１０を示し、その患者とのインターフェース５６１０は本発明の実
施形態による完全に組み立てられる。図示のように、患者とのインターフェース５６１０
は、（図２２－１－１から図２２－１－８を参照して説明される）フレーム５６３０と、
（図１６－１３－１から図１６－１３－７を参照して説明される）鼻プロングアセンブリ
５６２０と、（図１８－８－１から図１８－８－７および図２０－５－１から図２０－５
－６を参照して説明される）エルボー５７４０、短いチューブ５７７０、およびスイベル
５７９０と、（図２２－２から図２２－１９－７を参照して説明される）ヘッドギアヨー
ク５６５５およびストラップ５６５３を含むヘッドギアと、（図５－４２－１から図５－
４２－６および図５－４３－１から図５－４３－７を参照して説明される）チューブリテ
ーナ５５６１およびヘッドギアのバックル５５６０とを含む。
【０２５７】
　図２２－２０－６および図２２－２０－７は、患者とのインターフェース５６１０の後
部またはバックストラップ５６５７を示す。図示のように、バックストラップ５６５７は
、より細い端部分５６５７（１）（例えば、幅１９ｍｍ）およびより太い中間部５６５７
（２）（例えば、幅３８ｍｍ）を含み、その端部分５６５７（１）は、ヘッドギアヨーク
５６５５の各スロット式コネクタ部分と係合するように適合される。より太い中間部５６
５７（２）は、中間部を離して広げるスロット５６５８を含み、そのため、より細い２本
のストラップ（例えば、１９ｍｍのストラップ２本）のように働くことができ、例えば、
スロットが、中間部が使用時に患者の後頭部に適合することを可能にする。スロット５６
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５８それぞれにストレス解消用の孔５６５９が設けられ、例えば、そのため、バックスト
ラップが引き裂かれない。一実施形態では、孔５６５９間を比較的直線に切断することに
よってスロット５６５８が形成される。さらに、バックストラップ５６５７を、切れ目の
ないループ（ＵＢＬ）側５６６０（１）とライクラ側５６６０（２）を含むＢｒｅａｔｈ
ｏｐｒｅｎｅヘッドギア材料から構築することができる。
【０２５８】
　図２２－２４および図２２－２５は、本発明の他の実施形態によるヨーク／フレーム間
の取付機構を示す。この実施形態では、少なくとも１つのヨーク、最適には両方のヨーク
７２５５が、玉継手７２８５によってフレーム７２３０と係合する。
【０２５９】
　玉継手７２８５は、より大きい軸方向の回転およびいくらかの横方向の回転を可能にす
る。ヨーク／フレーム間インターフェースにおける高度の回転により、呼吸用マスクをよ
り広い範囲の顔の形状および寸法に対応可能になるように改善することが可能になる。ま
た、無限に調節することにより、快適性および有効なシールを維持しながら、呼吸用マス
クを使用するときにより大きい範囲の患者の運動が可能である。玉継手７２８５は、なじ
みのある機構であり、視覚的に組立てが簡単であり、したがって、実質上患者が使用する
傾向がある。
【０２６０】
　図示の実施形態では、ヨーク７２５５に（例えば、それと一体に形成して１部片にした
）ソケット７２１０が設けられ、フレーム７２３０に（例えば、それと一体に形成して１
部片にした）ボール７２４０が設けられる。しかし、反対の構成、すなわち、フレーム上
のソケットおよびヨーク上のボールが可能であることを理解されたい。
【０２６１】
　図示のように、ヨーク７２５５上のソケット７２１０は、概して円形のプロフィルのキ
ャビティである。一実施形態では、ソケット７２１０は形状が半球形である。他の実施形
態では、ソケット７２１０は半球の一部である。ソケット７２１０は、図２２－２５に示
すように、外側縁部にリップ部７２１５を有することができ、リップ部７２１５は、ソケ
ット７２１０にボール７２４０を固定する助けをする。リップ部７２１５はまた、フレー
ム７２３０の所望の限度を越える動きを制限し、そのため呼吸用マスクがシールを維持す
ることができる。代替の実施形態では、ソケット７２１０は、接合部の連結を容易にする
ためにリードインを含むことができる。
【０２６２】
　一実施形態では、フレーム７２３０上のボール７２４０は、概して球形、長円、または
他の適切な円形でよい。他の実施形態では、ボール７２４０は、球または任意の円形、例
えば、半球の一部でよい。他の実施形態では、ボール７２４０は、中空または部分的に中
空でよい。
【０２６３】
　図示の実施形態では、ボール７２４０は、押込み嵌めによってソケット７２１０と係合
することができる。代替の実施形態では、ボール７２４０は、スライド式連結によってソ
ケット７２１０と係合することができる。一実施形態では、ボール７２４０は、直径Ｄが
締り嵌め用のソケット７２１０と同じかまたはそれより大きい（例えば、図２２－２５は
、ボール７２４０およびソケット７２１０の直径Ｄが同じ実施形態を示す。）。
【０２６４】
　他の代替の実施形態では、フレームおよびヨークを一体に成形して１部片にすることが
できる。一実施形態では、フレームおよびヨークは、互いに異なる色または透過性を有す
ることができる。
【０２６５】
２．４．３　ヨーク／フレーム間の回転インジケータ
　一実施形態では、ヨークに対してフレームが回転することができることをユーザに示す
ために、フレームおよび／またはヨークに回転インジケータを設けることができる。さら
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に、回転インジケータは、ヨークに対するフレームの位置を示すように、例えば、好まし
い鼻唇回転角のための基準として使用される位置マークの機能を果たすことができる。
【０２６６】
　例えば、フレームに１連のマーク（例えば、点、矢印、点／矢印の組合せなど）を設け
ることができ、それらのマークを、ヨークに設けられた位置マーク（例えば、線、点、矢
印など）と位置合わせして、フレームの位置を示す。
【０２６７】
　図１９－２１－１から図１９－２１－３では、フレーム５０３０は１連の点５００２を
含み、それらの点のうち（寸法がより大きい）中心の点が、フレーム５０３０の水平軸と
位置合わせされている（例えば、図１９－２１－３参照）。この実施形態では、フレーム
５０３０の片側にのみ点５００２が設けられる。隣接するヨーク５０５５は、フレーム５
０３０上の点５００２のうち選択した点と位置合わせする線５００４を含む。
【０２６８】
　図１９－２２－１から図１９－２２－４では、フレーム５０３０は、１連の点５００２
を含み、それらの点のうち（寸法がより大きい）中心の点がフレームの水平軸からオフセ
ット配置される（例えば、図１９－２２－４参照）。この実施形態では、フレーム５０３
０の両側に点５００２が設けられる。隣接するヨーク５０５５は、フレーム５０３０上の
点５００２のうち選択した点と位置合わせする線５００４を含む。図１９－２２－１から
図１９－２２－４の点の中心がずれているのは、ヨークの公称位置が大きい中心の点で示
されることを意図している。
【０２６９】
　図１９－２３－１から図１９－２３－４では、フレーム５０３０は、フレームの水平軸
と位置合わせされた点５００２（１）（例えば、図１９－２３－４参照）と、点５００２
（１）の両側に設けられた矢印５００２（２）とを含む。この実施形態では、フレーム５
０３０の片側にのみ点／矢印が設けられる。隣接するヨーク５０５５は、フレーム５０３
０上の選択した点／矢印と位置合わせする矢印５００４を含む。
【０２７０】
　各実施形態では、フレームおよびヨーク上のマークは、印刷、成形、エッチング、研磨
などでよい。また、フレームおよび／またはヨーク上のマークは、他の構成（例えば、色
分け、番号、寸法の変化、高さが高くなるバンドなど）を含むことができる。フレームの
片側または両側にマークを設けることができ、ヨークの片側または両側にマークを設ける
ことができる。さらに、フレームおよびヨーク上に適切な数のマークを設けることができ
、マークは適切な間隔を有することができる。
【０２７１】
２．４．４　ヨーク／鼻プロングアセンブリ間の回転インジケータ
　一実施形態では、ヨークに対して鼻プロングアセンブリ／フレームが回転することがで
きることをユーザに示すために、鼻プロングアセンブリおよび／またはヨーク上に回転イ
ンジケータを設けることができる。さらに、回転インジケータは、ヨークに対する鼻プロ
ングアセンブリの位置を示すように、例えば、好ましい鼻唇回転角のための基準として使
用される位置マークの機能を果たすことができる。
【０２７２】
　例えば、鼻プロングアセンブリに１連のマーク（例えば、点、矢印、点／矢印の組合せ
など）を設けることができ、それらのマークを、ヨークに設けられた位置マーク（例えば
、線、点、矢印など）と位置合わせして、鼻プロングアセンブリの位置を示す。
【０２７３】
　図１６－１５－４から図１６－１５－６に最良に示すように、鼻プロングアセンブリ６
０２０のガセット６０２２は、１連の点６０２５、例えば、２個、３個、４個またはそれ
より多い点を含む。点の寸法は変化してよく、例えば、それらの点のうち（寸法がより大
きい）中心の点が、鼻プロングアセンブリの水平軸と位置合わせされる。この実施形態で
は、鼻プロングアセンブリ６０２０の片側にのみ点６０２５が設けられる。図２２－２３



(45) JP 5459997 B2 2014.4.2

10

20

30

40

50

－７に最良に示すように、隣接するヨーク６５５５は、クッション６０２０上の点６０２
５のうち選択した点と位置合わせする（線または他の適切な位置合わせインジケータの形
態でもよい）突起または点６５０４を含む。
【０２７４】
　図１９－２１－１から図１９－２３－３に示す概念と同様に、鼻プロングアセンブリ６
０２０上に備える点６０２５は、ヨーク６５５５上の点６５０４と位置合わせして、ヨー
クに対する鼻プロングアセンブリの位置を示すことができる。それにより、毎回同じ設定
にするように患者とのインターフェースを配置し直すことができる。一実施形態では、ヨ
ークのアームに沿った適切な位置に、例えば、フレームとのヨークのインターフェースの
より近くに、ヨーク上の位置合わせ点またはマーカーを配置することができる。また、一
実施形態では、ヨークが鼻プロングアセンブリに対して回転するときに、ヨークは１つま
たは複数の点６０２５をカバーすることができる（すなわち、鼻プロングアセンブリとヨ
ークが合うときの位置合わせマーカーの代わりに、ある数の点が目に見えるまで、例えば
、位置合わせ点が１個だけまたは２個見えるまで、システムを調節することができる）。
【０２７５】
　こうした位置合わせの概念の他の利点は、点６５０４を有する隣接するヨーク６５５５
を点６０２５と位置合わせするようにして、フレームに鼻プロングアセンブリを配置すべ
きであることをユーザに示すことである。したがって、これは、患者の鼻孔と正確にイン
ターフェース接続し、すなわち、鼻プロングアセンブリがフレームの正しい位置に配置さ
れるように、鼻プロングアセンブリが方向付けされることを示す。例えば、患者とのイン
ターフェースが完全に分解された場合には、ヨークが外に向いた状態で、ヘッドギアスト
ラップを顔の横に沿って配置すべきであることが明らかである。次いで、ユーザは引き続
きフレームをヨークに連結する（フレームはいずれの向きにも配置することができさらに
機能する）。そのときに、鼻プロングアセンブリ上の位置合わせ点を、位置合わせ点を有
するヨークの横にくるように配置することができる。これは、鼻プロングアセンブリが正
しい方向、すなわち、ガセットの大きい方がユーザの顔と接触し、会社のロゴが外側に向
くようになっていることを示す。鼻プロングアセンブリ上の位置合わせ点が位置合わせ点
を有しないヨーク上にくるようにして、ユーザが鼻プロングアセンブリを位置合わせしよ
うとする場合は、鼻プロングアセンブリは間違った方に向いており、すなわち、会社のロ
ゴがユーザの顔に接している。
【０２７６】
　各実施形態では、鼻プロングアセンブリおよびヨーク上のマークは、印刷、成形、エッ
チング、研磨などでよい。また、鼻プロングアセンブリおよび／またはヨーク上のマーク
は、他の構成（例えば、色分け、番号、寸法の変化、高さが高くなるバンドなど）を含む
ことができる。鼻プロングアセンブリの片側または両側にマークを設けることができ、ヨ
ークの片側または両側にマークを設けることができる。さらに、鼻プロングアセンブリお
よびヨーク上に適切な数のマークを設けることができ、マークは適切な間隔を有すること
ができる。
【０２７７】
第１の端部分、第１の実施形態
　図６－１から図６－４は、ヘッドギアのヨーク５５の一実施形態を示す。図示のように
、第１の端部分５５（１）は、（保持部材またはコネクタとも称される）ヨークリング５
６を含み、そのヨークリング５６は、鼻プロングアセンブリ２０のフレームの各端部また
はコネクタ部分（例えば、図２－１および図２－２参照）と係合するように適合される。
さらに、シールリングまたはシール部分５８（図１－１参照）がヨークリング５６に設け
られ、プラグまたはエルボーをシールして係合するように適合される。こうしたヨークリ
ング５６およびシールリング５８（ならびにプラグまたはエルボーへの取付け）のさらな
る詳細は、米国特許出願公開第２００４－０２２６５６６号、第２００６－０１３７６９
０号および第２００５－０２４１６４４号に記載されており、各文献はその全体が参照に
より本明細書に組み込まれている。



(46) JP 5459997 B2 2014.4.2

10

20

30

40

50

【０２７８】
第１の端部分の代替の実施形態
　図１９－１から図１９－５に示すヘッドギアのヨーク５０５５の実施形態では、第１の
端部分５０５５（１）は、サポートアーム５０８０と、ヨーク／フレーム間インターフェ
ース５０８５と、（安定アームとも称される）チークサポート５０８４とを含み、そのヨ
ーク／フレーム間インターフェース５０８５は、サポートアーム５０８０の端部に設けら
れフレーム５０３０の各コネクタ５０３４に係合するように適合される。
【０２７９】
第２の端部分、第１の実施形態
　ヘッドギアヨーク５５の実施形態に関する図１－１、図６－１から図６－２、および図
６－５に示すように、第２の端部分５５（２）が、スロット６５を含むスロット付きコネ
クタ部分を備え、そのスロット６５は、後部ストラップ５７の各端部と係合するように適
合されたクロスバー６６を画定する。具体的には、後部ストラップ５７の各端部５７（１
）を、周知の様式でヨークのクロスバー６６の周りに巻きつけることができる。後部スト
ラップ５７の自由端を（例えば、スロット６５中を通すことを助けるために）先細りにす
ることができ、面ファスナ、例えば、ベルクロ（登録商標）によってストラップの残りの
部分に固定することができる。
【０２８０】
　ヘッドギアヨークでベルクロの取付具を使用すると、後部ストラップ５７を調節するた
めに後部バックルを使用しなくてよくなる。こうした構成は、患者が使用時に後部バック
ルの上に横になることによって起きる不快性および炎症を無くすことによって快適性を改
善する。
【０２８１】
第２の端部分の代替の実施形態
　ヘッドギアのヨーク５０５５の実施形態に関する図１３－１から図１３－４および図１
９－１から図１９－４に示すように、第２の端部分５０５５（２）が、スロット５０６５
を含むスロット付きコネクタ部分を備え、そのスロット５０６５は、後部ストラップ５０
５７の各端部と係合するように適合されたクロスバー５０６６を画定する。具体的には、
後部ストラップ５０５７の各端部５０５７（１）を、周知の様式でヨークのクロスバー５
０６６の周りに巻きつけることができる。後部ストラップ５０５７の自由端を（例えば、
スロット５０６５中を通すことを助けるために）先細りにしかつ／または局部的に薄くす
ることができ、面ファスナ、例えば、ベルクロ（登録商標）によってストラップの残りの
部分に固定することができる。
【０２８２】
　一実施形態では、スロットは、幅約３～５ｍｍ、例えば４ｍｍ、長さ約１５～２５ｍｍ
、例えば２１ｍｍでよい。しかし、これらの寸法および範囲は単に例示的なものであり、
用途によって他の寸法および範囲が可能である。
【０２８３】
ストラップの長さの調節
ヘッドギアのバックル
　図１－１に示すように、ヘッドギアのバックル６０は、ヘッドギア５０の対称的な調節
を可能にするために、患者の頭の中心に位置するように適合され、例えば、ストラップの
張力の調節は、患者の頭の上部の緩いタブを互いに反対方向に引くことによって実現する
ことができる。具体的には、ヘッドギアのバックル６０は、第１のロック部分６０（１）
および第２のロック部分６０（２）を含む。第１のロック部分６０（１）は、着脱可能か
つ調節可能に上側ストラップ部分５３（１）の一方と連結するように適合され、第２のロ
ック部分６０（２）は、着脱可能かつ調節可能に上側ストラップ部分５３（１）のもう一
方と連結するように適合される。上側ストラップ部分５３（１）はそれぞれ、周知の様式
でバックルの関連するロック部分のクロスバーの周りに巻きつけることができる。上側ス
トラップ部分５３（１）の自由端を（例えば、各ロック部分を通すことを助けるために）



(47) JP 5459997 B2 2014.4.2

10

20

30

40

50

先細りにすることができ、面ファスナ、例えば、ベルクロ（登録商標）によってストラッ
プの残りの部分に固定することができる。
【０２８４】
　ヘッドギアのバックル６０は、ヘッドギアストラップおよびヨークを連結してヘッドギ
アを形成し、ヘッドギアストラップの細かい無限の調節を可能にし、速く簡単にヘッドギ
アストラップを調節し緩めることを可能にし、かつ／またはストラップを頭に対して対称
的に引き、調節中に鼻プロングアセンブリが外れることを最小限に抑えることを可能にす
る。
【０２８５】
　上記のように、後部ストラップは、例えば、快適性を改善するために、後部バックルの
使用を無くし、ベルクロファスナを使用する。ヘッドギアのバックルによって起きること
がある不快性を無くすかもしくは低減する代替の実施形態は、取外す／交換するためにユ
ーザが頭上でヘッドギアを簡単に伸ばすことができる、独立した伸縮性の高い部分を使用
すること、バックル全体の高さを低くする（例えば、低プロフィルのバックル）こと、バ
ックルに詰め物を加えること、ユーザに炎症を引き起こさない、頭の領域に配置する（例
えば、後部ではなくヘッドの側部領域に沿って配置する）ことができるように、ユーザが
バックルの位置をカスタマイズすることを可能にすること、および／またはプラスチック
製バックルと同じ機能を備える布製のバックルを導入すること、バックルと同じ機能を備
えるヘッドギア材を導入することを含む。
【０２８６】
柔軟かつ可撓性のリンク
　代替の実施形態では、ヘッドギアのバックルは、（リンク用要素、リンク要素またはリ
ンク部材とも称される）柔軟かつ可撓性の形態でよい。こうしたリンクは、２００８年２
月２５日出願のオーストラリア仮出願第ＡＵ２００８９００８９１号に記載されており、
その文献は参照によりその全体が本明細書に組み込まれている。リンクは、ヘッドギアス
トラップのためのより快適なリンク用要素を設け、圧力によってマスクを患者の顔に固定
する十分な張力の強度を有する。
【０２８７】
　図５－４４－１から図５－４４－５は、それぞれ本発明の実施形態によるリンク６１３
４の側面図、上面図、長手方向断面図、底面図、および等角図である。
【０２８８】
　リンクの実施形態（図５－４４－１から図５－４４－５参照）では、Ｄ１は約０．５～
１．５ｍｍ、例えば１．０ｍｍ、Ｄ２は約１～３ｍｍ、例えば２．０ｍｍ、Ｄ３は約４５
～５０ｍｍ、例えば４８ｍｍ、Ｄ４は約１５～２５ｍｍ、例えば１９ｍｍ、Ｄ５は約２０
～２５ｍｍ、例えば２３．０ｍｍ、Ｄ６は約２～４ｍｍ、例えば３．０ｍｍ、Ｄ７は約１
７～２２ｍｍ、例えば１９．５ｍｍ、Ｄ８は約２～４ｍｍ、例えば、３．０ｍｍでよい。
特定の寸法および範囲を示したが、これらの寸法および範囲は単に例示的なものであり、
用途によって他の寸法および範囲が可能であることを理解されたい。例えば、例示的な寸
法は用途に応じて１０～２０％程度変更してよい。
【０２８９】
　図示のリンク６１３４は、比較的柔軟かつ可撓性の材料、好ましくはエラストマー、例
えば、熱可塑性エラストマー（ＴＰＥ）、より好ましくは、デュポン社によるハイトレル
（商標）など、熱可塑性ポリエステルエラストマーから形成される。あるいは、リンクを
、十分な強度および可撓性を有するナイロンまたは他の材料から構築することができる。
適切な方法、例えば成形によってリンクを作ることができる。
【０２９０】
　図示のリンク６１３４は、ストラップの長さに平行に配置するように適合された寸法で
細長くてよく、図示のように平面図ではほぼ長円でよい（図５－４４－２参照）。
【０２９１】
　横方向の最小の寸法ではリンクは薄く（例えば、約３ｍｍより薄く、より好ましくは厚



(48) JP 5459997 B2 2014.4.2

10

20

30

40

50

さ約０．７５から２．５ｍｍ）、湾曲していない状態では大部分は概して平坦である。好
ましくは、両端間および中心の長手方向平面の周りではリンクは対称的であり、そのため
、ヘッドギアの組立ておよび分解を容易にし、リンクの方向を考える必要がない。一実施
形態では、リンクはストラップの厚さより薄い。
【０２９２】
　リンク６１３４は、対向する端部分６１３６と、ストラップを受ける横断方向の１対の
スロット６１４０と、スロットの間でそれらのスロットに隣接する中心部分６１４２とを
有する。単一のスロットではなく１対のスロット６１４０を含むことにより、ヘッドギア
ストラップが使用中に斜めになる傾向が減少する。
【０２９３】
　図５－４４－１から図５－４４－５のリンクは、幅約１９ｍｍ、厚さ約２．７ｍｍの布
および発泡体のヘッドギアストラップと協働するように適合される。図示のリンクは、長
さ約４８ｍｍ、幅２３ｍｍ、厚さ１ｍｍから２ｍｍである。リンクの縁部を丸くすること
ができる。
【０２９４】
　図示の実施形態では、（リンクの一部分で使用時にストラップが重ねられる部分に実質
上対応する）端部分６１３６は厚さ約１ｍｍである。
【０２９５】
　図示のリンクはさらに、約３ｍｍ間隔をあけて配置された、平行な１９ｍｍ×３ｍｍの
１対の横断スロット６１４０と、それらのスロットに隣接する、補強した中心部分６１４
２とを含む。
【０２９６】
　リンクを、他の適切な長さ、幅および厚さのヘッドギアストラップと使用するように適
合することができ、例えば、リンクのスロットの寸法が適切な寸法のヘッドギアストラッ
プを収容するのに合うように寸法設定することができることを理解されたい。
【０２９７】
　図示の実施形態では、中心部分６１４２は、端部分６１３６に比べて厚くすることによ
って強化される。補強した中心部分６１４２は、厚さ２ｍｍのＩ字形の厚い部分を含むこ
とができる。Ｉ字形の中心バー６１４４は、２つのスロットの間に位置し、Ｉ字形のクロ
スバー６１４６は、スロット６１４０の端部とリンクの横の縁部の間に位置し、端部に向
かって薄くなる。
【０２９８】
　厚くする以外の方式で、例えば、他の材料との共成形または補強部材の取付けもしくは
包含によって中心部分６１４２を強化することができることが理解されよう。
【０２９９】
　使用時にリンクとストラップを合わせた最も厚い部分は、ストラップの２倍の厚さを端
部分６１３６の厚さと合わせたものである。使用時にストラップが中心部分に巻き付かな
いので、中心部分６１４２を補強し厚くすることによって、リンク用要素は、ストラップ
とリンクのアセンブリの全体の厚さを増やすことなく強化される。図５－４５参照。
【０３００】
　図５－４５は、リンクに連結したときの後部ストラップ部分６１３０ａ、６１３０ｂの
位置を示す、（図５－４４－３と同様の）リンク６１３４の概略部分である。
【０３０１】
　図５－４５に見られるように、リンク中のスロット６１４０の寸法は、ヘッドギアの適
合性および張力を調節するためにユーザがストラップをスロット中に通すことを可能にす
るようになっており、例えば、ストラップの端部分に縫い付けられるかまたは取り付けら
れた、（例えば、ベルクロ（商標）または同様の）フック材６１４８を使用して、ストラ
ップの端部を折り返して２重にして固定する。フックテープに面したストラップの表面に
は、相補的なループ材を取り付けることができるか、あるいは、フックテープをストラッ
プそのものの外側の布の層に接して固定することができる。
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【０３０２】
　したがって、リンク６１３４およびストラップ６１３０は、リンクを１回だけ通りＵ字
形を形成するストラップによって連結するように適合され、そのＵ字のレッグ部分は両方
とも患者の頭の隣接面に平行である。
【０３０３】
　リンク６１３４のより厚い部分６１４４は、好ましくは、ストラップ２本の厚さより薄
く、リンクに連結された、２重に重なったストラップの合わせた厚さを越えてはみ出すこ
とはない。
【０３０４】
　こうした構成では、ストラップ構成の全体の厚さは、ストラップの厚さの約２倍である
。これは、例えば、ラダーロックを使用することにより、２倍より厚いストラップが頭の
上に配置され、不快でかさばるものが置かれる従来技術の構成とは対照的である。従来技
術のラダーロックタイプのヘッドギアのバックル６２００およびストラップ６２０２を示
す図５－４６参照。テストにより示されるように、本発明の実施形態によるリンクを使用
すると、典型的な頭への圧力は約１３ｇ／ｍｍ２から約６ｇ／ｍｍ２にほぼ半減する。
【０３０５】
　本発明の好ましい形態によれば、面ファスナ（例えば、ベルクロ（商標））の長さを利
用して、ストラップの端部をそれ自体に固定し、ストラップに張力をかけた状態に保持す
る。
【０３０６】
　リンク用要素の丸くした角（例えば図５－４４－２および図５－４４－４参照）は、鋭
利な角が患者の頭に当たる可能性を低減し、快適性を改善する。
【０３０７】
　図示の構成は、現行のリンク部材の設計の調節を簡単なままにしながら、リンクのプロ
フィルを低くし患者に対する快適性を改善することを可能にするものである。
【０３０８】
　本発明の図示の実施形態は可撓性のリンク用要素であるが、他の形態はより剛性でもよ
く、完全に剛性でもよい。
【０３０９】
　こうした可撓性のリンク用要素を使用して、着脱可能かつ調節可能に（例えば、図１－
１のバックル６０と同様に）ヘッドギアの上側または上部ストラップ部分に連結すること
ができる。また、こうした可撓性のリンク用要素を使用して、着脱可能かつ調節可能にヘ
ッドギアの後部ストラップ部分に連結することができる（例えば、以下で説明する図２２
－２３－１から図２２－２３－６参照）。
【０３１０】
２．５　側部および後部の安定化部分
２．５．１　ヘッドギア
２．５．１．１　概説
　本発明の実施形態によるマスクアセンブリは、「ヘッドギア」と称される構成要素の組
合せによって、インターフェースに安定性をもたらす。ヘッドギアは、概して、頬および
上側部分／頭頂部ならびに後部分を含む、１対の側部を備えると説明することができる。
好ましい実施形態では、チーク部分は安定させる機能または「ヨーク」を含む。さらに、
上述のように、鼻唇角の調節は、ヨーク／フレーム間の連結機構によって行われる。
【０３１１】
　図１－１に示すように、ヘッドギア５０は２つの側部５２を含み、その２つの側部５２
はそれらを連結する後部分５４を含む。側部５２はそれぞれ、（例えば、Ｂｒｅａｔｈｏ
ｐｒｅｎｅから構築された）サイドストラップ５３と、サイドストラップ５３に取り付け
られた（例えば、ナイロンなどの成形プラスチックから構築された）ヘッドギアのヨーク
５５とを含む。（リジダイザ、剛性化要素、安定装置、安定要素、補強したヘッドギア要
素とも称される）ヘッドギアのヨーク５５は、スティフナまたはリジダイザとして働いて
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、ヘッドギアに剛性を加え、側部に安定性を加える。後部分５４は、（例えば、Ｂｒｅａ
ｔｈｏｐｒｅｎｅから構築された）後部ストラップ５７を含み、その後部ストラップ５７
は、患者の頭の後部分（例えば、後頭部の下方）の周りを通る。
【０３１２】
　各サイドストラップ５３は、患者の頭頂部の上を通る上側ストラップ部分５３（１）を
含む。サイドストラップ５３の上側ストラップ部分５３（１）は、ヘッドギアのバックル
６０によって互いに連結される。後部ストラップ５７は、各ヘッドギアのヨーク５５に連
結された端部分５７（１）を含む。
【０３１３】
　上側ストラップ部分５３（１）は、鼻プロングアセンブリ２０を患者の鼻の中に引っ張
るのでシール力を調節するように構成される。後部ストラップ５７は、患者の顔の上唇上
に鼻プロングアセンブリ２０を引っ張るので、鼻プロングアセンブリ２０の安定性を調節
するように構成される。
【０３１４】
　ヘッドギア５０は、首の付け根を避けながら（組み立てられたときは）患者の頭頂部を
捕捉し、広い範囲の目標とする人口をカバーするのに十分な範囲の調節に対応し、かつ／
または再調節を必要とせずにインターフェースを取り外すための十分な可撓性を与える。
一実施形態では、ヘッドギア５０を複数の寸法（例えば、小、中、大）で提供することが
できる。
【０３１５】
　他の実施形態では、図１３－１から図１３－４に示すように、ヘッドギア５０５０は、
２つの側部５０５２を含み、後部分５０５４がそれらの側部５０５２を連結する。ヘッド
ギア５０５０は、患者の頭の上で患者とのインターフェースを安定させ、シールのための
十分な力を加えるように構成される。さらに、ヘッドギアは、例えば、目立たない、快適
、使用が簡単など、以下に説明する１つまたは複数の機能を備えるように構成される。
【０３１６】
　側部５０５２はそれぞれ、（例えば、Ｂｒｅａｔｈｏｐｒｅｎｅから構築された）サイ
ドストラップ５０５３と、サイドストラップ５０５３に取り付けられた（例えば、ナイロ
ン、ハイトレルなどの硬質プラスチックから構築された）ヘッドギアのヨーク５０５５と
を含む。（リジダイザ、剛性化要素、安定装置、安定化要素、スティフナ、補強したヘッ
ドギア要素とも称される）ヘッドギアのヨーク５０５５は、スティフナまたはリジダイザ
として働いて、ヘッドギアに剛性を加え、側部に安定性を加える。後部分５０５４は、（
例えば、Ｂｒｅａｔｈｏｐｒｅｎｅから構築された）後部ストラップ５０５７を含み、そ
の後部ストラップは、患者の頭の後部分（例えば、後頭部の下方）の周りを通る。
【０３１７】
　各サイドストラップ５０５３は、患者の頭頂部の上を通る上側ストラップ部分５０５３
（１）を含む。サイドストラップ５０５３の上側ストラップ部分５０５３（１）は、（例
えば、ナイロン、ハイトレルなどの硬質プラスチックから構築された）ヘッドギアのバッ
クル５０６０によって互いに連結される。後部ストラップ５０５７は、各ヘッドギアのヨ
ーク５０５５に連結された端部分５０５７（１）を含む。
【０３１８】
　図２２－２１－１から図２２－２３－６は、本発明の他の実施形態によるヘッドギアを
示す。この実施形態では、後部ストラップ部分は、各サイドストラップに組み込まれる。
【０３１９】
　具体的には、図２２－２１－１から図２２－２１－８は、ヘッドギアのヨーク６５５５
Ｌを有する左側（ＬＨＳ、ｌｅｆｔ－ｈａｎｄ－ｓｉｄｅ）サイドストラップ６５５３Ｌ
を示し、図２２－２２－１から図２２－２２－８は、ヘッドギアのヨーク６５５５Ｒを有
する右側（ＲＨＳ、ｒｉｇｈｔ－ｈａｎｄ－ｓｉｄｅ）サイドストラップ６５５３Ｒを示
す。サイドストラップ６５５３Ｌ、６５５３Ｒはそれぞれ、患者の頭頂部の上を通るよう
に適合された、上側ストラップ部分６５５３（１）と、患者の頭の横に沿って通るように
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適合されたフロントストラップ部分６５５３（２）と、患者の頭の後部分の周りを通るよ
うに適合された後部ストラップ部分６５５３（３）とを含む。図示のように、各サイドス
トラップ６５５３Ｌ、６５５３Ｒは、例えば、ＲｅｓＭｅｄ社のＳＷＩＦＴ　ＩＩマスク
のヘッドギアと同様の、概してＹ字形の構成である。
【０３２０】
　図１３－５は、本発明の実施形態によるヘッドギアのベクトルを示す概略図である（例
えば、図１３－１から図１３－４に関するものであるが、例えば図２２－２１－１から図
２２－２１－８にも適用可能である）。一実施形態では、Ａ１は約１５２度、Ａ２は約１
２４度、Ａ３は約８４度である。しかし、例えば、用途によっては他の寸法が可能である
。こうしたヘッドギアのベクトルは、シールを維持するために鼻プロングに安定性をもた
らし、快適性のための十分な耳との隙間を設ける。
【０３２１】
　ヘッドギアのヨーク６５５５Ｌ、６５５５Ｒは、上述のヘッドギアのヨーク５６５５と
実質上同様である（例えば、図２２－７－１から図２２－７－８参照）。その一方、ヘッ
ドギアのヨーク６５５５Ｌ、６５５５Ｒの縫合用の溝６５５９は、その第２の端部分６５
５５（２）の縁部の周りでループを描く。
【０３２２】
　図示の実施形態では、上側ストラップ部分６５５３（１）およびフロントストラップ部
分６５５３（２）は、１部片に形成され、後部ストラップ部分６５５３（３）は、縫合（
例えば、６５５６で示す縫合接続部）によって上側およびフロントストラップ部分に取り
付けられる。しかし、例えば、それと１部片に形成する、接着剤で取り付ける、機械式コ
ネクタで取り付けるなど、上側およびフロントストラップ部分に他の適切な様式で、後部
ストラップ部分６５５３（３）を設けることができる。
【０３２３】
　図示のように、各後部ストラップ部分６５５３（３）の自由端は、ベルクロ（登録商標
）ファスナまたはフック材６５５７のタブを含む。さらに、各後部ストラップ部分６５５
３（３）の片面は、（例えば、ライクラの代わりに）切れ目のないループ（ＵＢＬ、ｕｎ
－ｂｒｏｋｅｎ　ｌｏｏｐ）材６５５８でコートされ、それにより、フック材６５５７の
タブを後部ストラップ部分６５５３（３）の長さに沿ったどの位置にも固定することがで
きる。フック材６５５７のタブは、そのタブの一部分のみがＵＢＬ材６５５８と係合し握
りやすくなる「はがすのが簡単な」構成を設ける。
【０３２４】
　図２２－２２－９および図２２－２２－１０は、フック材６５５７のタブの下面および
上面の図を示す。図２２－２２－９の下面図は、Ｂｒｅａｔｈｏｐｒｅｎｅヘッドギア材
料のＵＢＬ側６５５８と、フック材のベルクロフック６５５７（１）と、例えば、タブを
握り易くするかまたははがしやすくするために、フック６５５７（１）を取り除いた領域
６５５７（２）とを示す。領域６５５７（２）のフックは、削り取る、超音波による除去
、または他の適切な除去手段によって取り除くことができる。図２２－２２－１０の上面
図は、Ｂｒｅａｔｈｏｐｒｅｎｅヘッドギア材のライクラ側６５６０（ＵＢＬの反対側）
およびライクラ側６５６０へのタブの取付領域６５５７（３）を示す。一実施形態では、
タブをライクラ側６５６０に超音波結合することができる。
【０３２５】
　使用時には、上部ヘッドギアのバックルまたはリンクによって、サイドストラップ６５
５３Ｌ、６５５３Ｒの上側ストラップ部分６５５３（１）を互いに連結することができ、
サイドストラップ６５５３Ｌ、６５５３Ｒの後部ストラップ部分６５５３（３）を、後部
ヘッドギアのバックルまたはリンクによって互いに連結することができる。
【０３２６】
　例えば、図２２－２３－１から図２２－２３－６は、完全に組み立てられた患者とのイ
ンターフェース６５１０を示し、（図５－４２－１から図５－４２－６および図５－４３
－１から図５－４３－７を参照して説明されるように）上側ストラップ部分６５５３（１
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）がチューブリテーナ５５６１およびヘッドギアのバックル５５６０に連結され、（図５
－４４－１から図５－４５を参照して上述されるように）後部ストラップ部分６５５３（
３）がリンク用部材６１３４によって連結される。さらに、患者とのインターフェース６
５１０は、（図１６－１４－１から図１６－１６－８を参照して説明されるように）フレ
ーム６０３０および鼻プロングアセンブリ６０２０を含む。
【０３２７】
　図示の実施形態では、ヘッドギアのヨークは、フレームとは別個に形成されそのフレー
ムに取り付けられる。代替の実施形態では、ヘッドギアのヨークをフレームと一体に形成
して、フレームとヘッドギアのヨークは１部片構造をもたらすことができる。
【０３２８】
　ヘッドギアは、圧縮空気の送達中に鼻孔領域の周りの鼻プロングのシールの完全性を維
持するようにして、ユーザに鼻プロングアセンブリを支持し安定させること、圧縮空気の
送達中に鼻孔領域の周りの良好な鼻プロングのシールで「精密な適合性」を獲得し維持す
るように、ユーザが鼻プロングを所望の位置に調節し設定することを可能にすること、人
体測定の様々な範囲（例えば、男性および女性の人口の９５％）のユーザに対応すること
、異なるチューブ取付機構を支持する能力を含む、ある範囲の異なる寝姿勢および睡眠時
の姿勢の変化に対応すること（例えば、円筒様のベースおよび／またはプロングが外れる
ことなしに、患者が横向きに寝ることが可能になること）、調節機構を著しく緩めること
なしに、ユーザがインターフェースを取外しおよび交換することを可能にすること、人間
工学的に快適であり、ユーザにとって跡が付くまたは炎症の原因にならないこと、目立た
ず視覚的にも物理的にも最小であり、ユーザを息苦しくするかまたは閉所恐怖症を引き起
こすことを避けること、ユーザがインターフェースと共に眼鏡を着用できること、美的に
感じが良く、高品質でスタイリッシュであること、ブランド名を付けるための１つまたは
複数の領域を設けること、ユーザが鼻プロングアセンブリから簡単に組立て／分解するこ
とが可能になること、ならびに／あるいはユーザが簡単に頭に装着し頭から取り外すこと
を可能にすることのうち、１つまたは複数の機能を備える。
【０３２９】
２．５．１．２　ヘッドギアストラップの材料
　図示の実施形態では、各ヘッドギアストラップを、ライクラの外側の層の間に積層され
た連続気泡ポリウレタンを含む、Ｂｒｅａｔｈｏｐｒｅｎｅから構築することができる。
代替の実施形態では、外側の層の材料のナップを変更することができ、コア材料の密度を
変えることができ、かつ／または個々の材料の色を変えることができる。
【０３３０】
　例えば、各ストラップをマイクロファイバーのナイロン（例えば、タクテル）で構築す
ることができ、それにより、比較的柔軟な縁部および感触をもたらすことができる。
【０３３１】
　しかし、他の適切な材料が可能である。一実施形態では、ストラップの材料は、厚さ約
２～３ｍｍ、例えば２．５ｍｍである。
【０３３２】
　他の実施形態では、ストラップをより弾性のあるヘッドギア材料から構築して、ヘッド
ギアの位置をずらすことによってシール領域に大きく影響を及ぼすことがないように、ヘ
ッドギアを引き離す力を増大させることができる。
【０３３３】
　図３０は、本発明の実施形態によるＢｒｅａｔｈｏｐｒｅｎｅ材料の断面である。図示
のように、その材料は、ナイロン／スパンデックスループの層Ｌ１、連続気泡ポリウレタ
ンの層Ｌ２、およびポリエステル／ライクラジャージの層Ｌ３を含む。その材料は、柔軟
で軽く、可撓性があり快適であるという利点を有する。湿気が皮膚からその材料を通して
外に出ることが可能であり、熱の分散および通気性を最大にするように空気の通り抜けが
可能であり、これは、より長い期間装着するためにヘッドギアをより快適にする。
【０３３４】
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２．５．１．３　ヘッドギアストラップの寸法および角度
　一実施形態では、各サイドストラップ５０５３の中間ストラップ部分５０５３（２）（
例えば、図１３－２参照）の幅は約１７～２１ｍｍ、例えば１９ｍｍであり、各サイドス
トラップ５０５３の上側ストラップ部分５０５３（１）（例えば、図１３－４参照）の幅
は約１７～２１ｍｍ、例えば１９．８ｍｍである。また、後部ストラップ５０５７は、幅
が広い中心部分を含むことができ、後部ストラップ５０５７の端部分５０５７（１）（例
えば、図１３－３参照）の幅が約１７～２１ｍｍ、例えば１９ｍｍであり、後部ストラッ
プ５０５７の中心部分５０５７（２）（例えば、図１３－３参照）の幅が約３６～４０ｍ
ｍ、例えば３８ｍｍである。より幅の広い中心部分５０５７（２）は、患者の頭の後ろの
さらに下方に着座するように適合される。
【０３３５】
　図１３－１および図１３－４に最良に示すように、各サイドストラップ５０５３の上側
ストラップ部分５０５３（１）は、最も大きい患者にヘッドギアを合わせることができる
ように十分に長く、そのため、より小さい人に合わせるときは、上側ストラップ部分５０
５３（１）がヨーク５０５５の少なくとも一部分に垂れ下がる。例示的な実施形態では、
上側ストラップ部分５０５３（１）の（ヨークの最上部から測定した）ストラップの長さ
は、約１８０～２３０ｍｍ、例えば１９３ｍｍでよい。
【０３３６】
　図１３－３に最良に示すように、後部ストラップ５０５７の端部分５０５７（１）は、
最も大きい患者にヘッドギアを合わせることができるように十分に長く、そのため、より
小さい人に合わせるときは、端部分５０５７（１）が垂れ下がる。さらに、端部分５０５
７（１）の自由端同士の間に隙間を設けることができる。例示的な実施形態では、後部ス
トラップ５０５７のストラップの長さは、約５３０～５６０ｍｍ、例えば５４５ｍｍでよ
い。
【０３３７】
ベルクロのタブ
　図２１－１および図２１－２に示すように、ベルクロのタブ５０５９（フック材）は、
ストラップを適位置に固定するために、各後部ストラップの端部分５０５７（１）の端部
に設けられる（図１３－１から図１３－４参照）。こうしたベルクロ構成は、快適性およ
び操作性（位置決め、剥離、および再取付け）を改善する。さらに、こうしたベルクロ構
成は、ベルクロがバックストラップに取り付けられているときは目に見えない。一実施形
態では、ベルクロは、約３００～５００ｍｍ２、例えば３７５ｍｍ２の有効係合領域を備
える。一実施形態では、後部ストラップの端部分およびベルクロのタブは、先細りまたは
三角形にすることができる。こうした実施形態では、例えば、スティフネスおよび最小の
垂直移動のために、後部ストラップをヨーク連結部で幅広くすることができる。中心部分
５０５７（２）は、例えば、グリップ性の改善のために圧力を増大させるために、後部ス
トラップの残りの部分に対して薄くてよい。
【０３３８】
　一実施形態では、ベルクロのタブ５０５９は、後部ストラップに超音波結合することが
できる。例えば、ベルクロのタブ５０５９は、２箇所に（図２１－１参照）超音波溶接を
行うこともでき、取り囲んだパターン（図２１－２参照）に超音波結合することもできる
。しかし、他の適切な取付方法が可能である。
【０３３９】
２．５．２　安定化要素（ヨーク）
　ヘッドギアのヨーク５５はそれぞれ、（例えば、ナイロン、ポリプロピレン、ポリカー
ボネートなどから射出成形した）剛性または半剛性の材料から構築され、それぞれのサイ
ドストラップ５３に取り付けられる。ヨーク５５は、ヘッドギア５０の基本的な形状の少
なくとも一部分を保持し、それにより、ヘッドギア５０の装着を容易にすることができる
。
【０３４０】
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　図１－１および図６－１から図６－５に示すように、各ヨーク５５は、鼻プロングアセ
ンブリ２０の各端部を動作位置に固定するように適合された第１の端部分５５（１）と、
後部ストラップ５７の各端部と係合するように適合された第２の端部分５５（２）と、各
サイドストラップ５３に剛性を加えるように適合された、第１の端部分５５（１）と第２
の端部分５５（２）の間の中間部分５５（３）とを含む。
【０３４１】
　ヘッドギアヨーク５５は、（組み立てられたときに）インターフェースを安定させるた
めの剛性と、快適性のための可撓性とをもたらし、ヘッドギアストラップのための可撓性
の補強部分をもたらし、第１の端部分（ヨークリング）との保持用のインターフェースを
形成し、かつ／または鼻プロングアセンブリの正確な前後方向に対応する位置合わせマー
クをもたらす。
【０３４２】
ヨーク／ストラップ間の取付け
　各ヨーク５５を、例えば、縫合、溶接、接着剤、または他の機械式の付着によって、各
サイドストラップ５３に取り付けることができる。
【０３４３】
　一実施形態では、各ヨーク５５を、接着剤、例えば、ロックタイト（例えば、４０１１
メディカルグレード）で各ストラップ５３に取り付けることができる。こうした構成では
、接着剤は、ストラップ５３の側方の縁部から内側に間隔（例えば、１～５ｍｍ）をあけ
て配置された、接着剤用の経路に沿って塗布することができる。
【０３４４】
　他の実施形態では、両面テープ、ホットメルト接着剤、および／または（接着剤なしで
）熱を加えることで、各ヨーク５５を各ストラップ５３に取り付けることができる。
【０３４５】
　他の実施形態では、サイドストラップ５３にスリーブを作ることができ、そのスリーブ
にヨーク５５を挿入することができる。
【０３４６】
　他の実施形態では、製造プロセスによって、各ストラップにヨークまたは剛性化部分を
設けることができる。例えば、熱成形プロセスを利用して、剛性化部分との１部片のスト
ラップを形成することができる。こうした実施形態では、比較的厚いストラップを設ける
ことができ、次いで、所望の剛性を加えるために、ストラップの特定の部分に圧力および
／または熱を加えることができる。一実施形態では、ストラップを発泡体材料から構築し
、例えば、シールリング、商標などの構成を製造中に発泡体に作ることを可能にすること
ができる。
【０３４７】
　さらなる図示の実施形態では、各ヨーク５０５５は、各サイドストラップ５０５３に縫
い付けることによって取り付けられる。図１３－１から図１３－４および図１９－２に示
すように、縫合用の溝５０５８が縫い目を受けるためにヨーク５０５５の長さに沿って設
けられる。図示のように縫合用の溝５０５８は、ヨーク５０５５の中間部分に沿って設け
られる（例えば、縁部から内側に間隔をあけて配置される）。
【０３４８】
　縫合用の溝５０５８は、縫い目がヨークの上面と面一になるように縫い目を配置し、全
体的によりきれいな見た目にすることによって外観を改善し、ヘッドギアストラップの縁
部のスティフネスを低減することによって快適性のレベルを改善する（例えば、場合によ
っては顔に付く跡を減らす）ように１本の縫い目を設け、十分なレベルの取付けおよび安
定性を有する経路を設ける。また、縫合用の溝５０５８の構造がくぼんでいることにより
、縫い針が穿孔するヨークの壁部分が薄くなり（例えば、図１９－２０参照）、それによ
り、部品の変形が減少する。
【０３４９】
　図１９－１９は、縫合用の溝５０５８の実施形態の例示的な寸法を示す。図示のように
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、Ｄ１は約１～２ｍｍ、例えば１．５ｍｍ、Ｄ２は約０．２５～０．７５ｍｍ、例えば０
．４ｍｍ、Ｄ３は約１～２ｍｍ、例えば１．２ｍｍ、Ｄ４は約２５～７５度、例えば４５
度でよい。特定の寸法および範囲を示したが、これらの寸法および範囲は単に例示的なも
のであり、用途によって他の寸法および範囲が可能であることを理解されたい。例えば、
例示的な寸法は用途に応じて１０～２０％程度変更してよい。
【０３５０】
　他の適切な様式、例えば、溶接、接着剤、または機械式の付着によって各ヨーク５０５
５を各サイドストラップ５０５３に取り付けることができることを理解されたい。
【０３５１】
ヨークの幅
　図示の実施形態では、ヨーク５５の幅は、各サイドストラップ５３の幅より細く、例え
ば、中間部分５５（３）はサイドストラップ５３より細い。
【０３５２】
　ヨーク５５を各ストラップ５３に取り付けるのに縫合を使用しない（例えば、ヨークが
溶接または接着剤によって取り付けられる）場合には、中間部分５５（３）をさらに細く
することができる。
【０３５３】
　しかし、代替の実施形態では、中間部分５５（３）の幅は、各ストラップ５３の幅と実
質上同じでよい。
【０３５４】
　代替の実施形態では、ヨークの幅は、ヨークの長さに沿って先細りにするかまたは起伏
を付けることができる。例えば、図８－１は、太い方の幅Ｗから細い方の幅ｗまで先細り
になるヨーク２５５を示す。図８－２は、縁部３５９がヨークの長さに沿って凸状である
ヨーク３５５を示し、図８－３は、縁部４５９がヨークの長さに沿って凹形であるヨーク
４５５を示す。
【０３５５】
　他の実施形態では、図８－４に示すように、ヨーク５５５の一部分に沿って（例えば、
ヨークのカーブした部分の内径に沿って）１つまたは複数のスロット５６１を設けて、使
用時にヨークによって与えられるスプリングボードの作用を低減することができる。
【０３５６】
　さらなる図示の実施形態では、ヨーク５０５５の幅（例えば、約９ｍｍ）は、各サイド
ストラップ５０５３の幅（例えば、約１９ｍｍ）より細く、例えば、中間部分５０５５（
３）はサイドストラップ５０５３より細い。上述のように、こうした構成は、使用時に顔
に跡が付くのを無くすかまたは減らすことができる。
【０３５７】
　例えば、図１９－２０は、１本の縫い目５０５６によってストラップ５０５３に取り付
けられたヨーク５０５５を示す。一実施形態では、突き出した距離Ｄ１は約８．５～１０
．５、例えば９．５ｍｍである。
【０３５８】
安定装置／ヨークの材料および特徴
第１の形態
　上述のように、各ヘッドギアのヨーク５５は、剛性または半剛性の材料、例えば、ナイ
ロン、ポリプロピレン、ポリカーボネートから構築される。
【０３５９】
　一実施形態では、ヨーク５５は、患者の頭に合うように湾曲または適合することができ
るように十分に柔軟かつ可撓性があり、鼻プロングアセンブリ２０を患者の顔に配置する
ためにヘッドギアの力／ベクトルを効率的に伝達するのに十分に剛性がある。
【０３６０】
　他の実施形態では、ヨーク５５は、ゴム様でよく、例えば、サントプレンのシリコン材
料または熱可塑性材料から構築することができる。他の実施形態では、シリコンをヨーク
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上にオーバーモールドすることができる。
【０３６１】
　他の実施形態では、ヘッドギアストラップをヨーク５５に沿って設けなくてよく、例え
ば、ストラップは患者の頭を覆うためにのみ設けられる。あるいは、ヨークを設けなくて
よい。
【０３６２】
　他の実施形態では、シリコンのシールリングの延長によって、ヨークとフレームの間の
連結を曲げやすくすることができて、例えば、ヘッドギアを切り離す力を増大する。
【０３６３】
　他の実施形態では、例えば、インモールドのステンレス鋼ワイヤで、スティフネスをも
たらし、ユーザがヘッドギア領域を患者の顔の形にカスタマイズするために、ヘッドギア
ストラップのヨーク領域の周りに金属製の構成要素を挿入することができる。他の形態で
は、こうしたインサートを展性のプラスチックまたはＴＰＥから構築することができる。
【０３６４】
代替の形態、熱成形した発泡体ヨーク
　図１２－１２－１から図１２－１３は、熱成形した発泡体ヨークを有するヘッドギアを
示す。
【０３６５】
　図１２－１２－１では、ヘッドギアは、患者の後頭部を覆うヘッドギアストラップ３１
５３と、ヘッドギアストラップ３１５３を鼻プロングアセンブリに連結するヨーク３１５
５とを含む。ヨーク３１５５は熱成形した発泡体材料から構築される。また、ヨーク３１
５５の近位端に成形プラスチックのシールリング３１５６が設けられ、ヘッドギアストラ
ップ３１５３で横方向に調節するために、ヨーク３１５５の遠位端に成形プラスチックの
バックル３１６０が設けられる（図１２－１２－２参照）。
【０３６６】
　一実施形態では、熱成形した発泡体のサンドイッチによって、ヨーク３１５５にシール
リング３１５６およびバックル３１６０を設けることができる。例えば、図１２－１２－
３および図１２－１２－４は、成形プラスチックのシールリング３１５６またはバックル
３１６０を発泡体ヨーク３１５５に熱／圧力で連結する熱成形プロセスを示す。図１２－
１２－３に示すように、別個に成形された比較的硬質のプラスチック部品（例えば、シー
ルリング３１５６またはバックル３１６０）は、２部片の発泡体３１５５（１）と３１５
５（２）の間に配置され、プラスチックのリング３１５６またはバックル３１６０および
発泡体の部片３１５５（１）、３１５５（２）は、成形型の上半分Ｔ１と成形型の下半分
Ｔ２を有する成形型に配置される。成形型が加熱され、成形型の上半分と下半分Ｔ１、Ｔ
２が、発泡体の部片３１５５（１）、３１５５（２）およびプラスチックリング３１５６
またはバックル３１６０を圧縮し、それにより、発泡体の部片３１５５（１）、３１５５
（２）が互いに接合し、それらの間にプラスチックリング３１５６またはバックル３１６
０を保持する（図１２－１２－４参照）。他の実施形態では、シールリングをヨークと一
体にすることができる。
【０３６７】
　この実施形態は、一体構造で３次元形状のヘッドギアおよび横方向のヘッドギア張力の
調節など、直感的な機能に関して（例えば、具体的には装着および調節中の）操作性のレ
ベルを向上させる。
【０３６８】
　また、この実施形態は、熱成形した発泡体部分を利用するときに外観のレベルを向上さ
せ、それにより、外観のよいスタイルのための可能性を高める。図１２－１３では、ヘッ
ドギアは、熱成形した発泡体ヨーク３２５５を含み、その発泡体ヨーク３２５５には、快
適性のために（例えば、使用時に患者の頭に当たるように適合された面に沿って）Ｂｒｅ
ａｔｈｏｐｒｅｎｅの薄い層が取り付けられる。図１２－１２－１と同様に、この実施形
態は、一体構造で３次元形状のヘッドギアおよび横方向のヘッドギア張力の調節など、直
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感的な機能に関して（例えば、具体的には装着および調節中の）操作性のレベルを向上さ
せる。
【０３６９】
ブランド名
　ヨーク５５上にブランド名を成形および／または印刷することができ、こうしたブラン
ド名は、組立て中の正確な位置合わせを助ける機能も果たすことができる。ブランド名は
、色／色調の変化を含むことができる。
【０３７０】
代替のヘッドギアのヨーク
　図１２－１から図１２－４は、ヘッドギアのヨークの代替の構成を含む。各実施形態は
、ヨークの可撓性を調節するために局部的に薄くすること、快適性を改善すること、シー
ルリングをヨークに共成形すること、外観を改善すること、（例えば、組立ての場合の内
側／外側を示すために）ブランド名を付けること、および／またはより多くの人に合うよ
うに構築することのうち１つまたは複数の特徴を含むことができる。
【０３７１】
　図１２－１では、ヨーク２０５５は構成が流線形であり、可撓性を改善するために、ヨ
ーク２０５５がその長さに沿って局部的に薄くなるかまたは先細りになる部分を含み、例
えば、ヨークの内側縁部がその遠位端に向かって先細りになる。
【０３７２】
　図１２－２は、構成が流線形のヨーク２１５５の他の実施形態を示し、可撓性を改善す
るために、ヨーク２１５５がその長さに沿って局部的に薄くなるかまたは先細りになる部
分を含み、例えば、ヨークの内側縁部がその遠位端に向かって先細りになる。この実施形
態では、ヨーク２１５５の幅は図１２－１に示す幅より細い。
【０３７３】
　図１２－３では、ヨーク２２５５は構成が幾何学的または対称的であり、ヨーク２２５
５の厚さおよび形状がその長さに沿って実質上一様である。さらに、ヨーク２２５５の遠
位端は、ブランド名を付けるための部分２２８０を含み、例えば、その部分はブランド名
の切抜きを含む。
【０３７４】
　図１２－４では、ヨーク２３５５は、内側の半径または表面に起伏が付いており、ヨー
ク２３５５の遠位端は、ブランド名、例えば、外観による手がかりを加えるための鳥のロ
ゴ用の部分２３８０を含む。一実施形態では、柔軟なエラストマー材料２３８２、例えば
、サントプレンを、起伏が付いた表面に沿ってヨーク２３５５に共成形することができる
。さらに、ブランド名は、ヨーク２３５５の表面仕上げ、例えば、エラストマーの表面と
は異なる表面仕上げを含むことができる。図１２－４の実施形態は、ヨークの設計のため
に外観の良さを加えるものとしてブランド名を利用するときに、外観のレベルを向上させ
る。
【０３７５】
可撓性のヨーク／組み込まれたシールリング
　図１２－８から図１２－１１－２は、可撓性のヨークおよび組み込まれたシールリング
を有するヘッドギアを示す。
【０３７６】
　図１２－８では、ヘッドギアは、Ｂｒｅａｔｈｏｐｒｅｎｅヘッドギアストラップ２７
５３と、薄い熱可塑性／シリコン材料から成形されたヨーク２７５５とを含む。図示のよ
うに、ヨーク２７５５はその長さに沿ってプロフィルが変化する。また、ヨークリング２
７５６は、ヨーク２７５５の近位端に組み込まれ、ブランド名２７８０はヨークの遠位端
部分に組み込まれる。一実施形態では、ヘッドギアストラップはヨークに沿って設けられ
なくてよく、ヨークの遠位端に、患者の頭を覆うストラップと係合するスロットを設ける
ことができる。
【０３７７】
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　図１２－９－１では、ヘッドギアは、Ｂｒｅａｔｈｏｐｒｅｎｅヘッドギアストラップ
２８５３と、薄い熱可塑性／シリコン材料から構築されたヨーク２８５５とを含む。図示
のように、ヨーク２８５５は形状が概してＬ字形であり、シールリング２８５６が近位端
に設けられ、ブランド名２８８０が遠位端部分に組み込まれる。図１２－９－２に示すよ
うに、熱可塑性／シリコンヨーク２８５５は、曲がりやすくまたは撓みやすくするコルゲ
ーション、弓形の切欠き、局部的に薄くした部分、またはリッジ２８８８を含むことがで
き、そのため、（例えば、水泳用ゴーグルのストラップと同様に）ヨーク２８５５はユー
ザの顔のプロフィルに沿うことができる。熱可塑性／シリコンヨーク２８５５は、（例え
ば、患者の鼻への）シールの方向の強度を維持することができ、その方向は、ストラップ
によって作られる力のベクトルの方向に基本的には平行である。
【０３７８】
　図１２－１０では、ヘッドギアは、Ｂｒｅａｔｈｏｐｒｅｎｅヘッドギアストラップ２
９５３と、薄い熱可塑性／シリコン材料から構築されたヨーク２９５５とを含む。図示の
ように、ヨーク２９５５の近位端はシールリング２９５６を含み、ヨーク２９５５の遠位
端はＹ字形の構成２９８１を含む。ヨーク２９５５のＹ字形の遠位端は、異なる２つのス
トラップ、したがって、異なる２つのベクトルに沿ってリジダイザを備える。また、ヨー
ク２９５５の遠位端に隣接するストラップ部分は、ブランド名を付ける機能のための表面
テクスチャ２９８０を含むことができる。
【０３７９】
　図１２－１１－１では、ヘッドギアは、患者の後頭部を覆うヘッドギアストラップ３０
５３と、ヘッドギアストラップ３０５３を鼻プロングアセンブリと連結するヨーク３０５
５とを含む。ヨーク３０５５は、構成が細く、シリコン材料から形成することができる。
図示のように、ヨーク３０５５の近位端はシールリング３０５６を含み、ヨーク３０５５
の遠位端はヘッドギアストラップ３０５３との調節可能な取付けのためのクロスバー３０
６６を含む。また、発泡体のパッド３０９０がヨーク３０５５に設けられ、患者の顔の横
と接触するように適合される。図１２－１１－２に示すように、発泡体のパッド３０９０
は、ヨーク３０５５を包むことができるようにアンダーカットで成形される。すなわち、
発泡体のパッド３０９０のアンダーカットは、ヨーク３０５５を自然に捕捉し発泡体パッ
ド３０９０を適位置に保持する。
【０３８０】
ヨークに取り付けられた発泡体部分
　図１２－１５－１では、ヘッドギアは、ヘッドギアストラップ３４５３と、患者の顔の
両側に沿って延びる、成形プラスチックのヨーク３４５５と、ヨーク３４５５に取り付け
られ患者の顔の横に接触するように適合された（例えば、粘弾性の発泡体から構築された
）発泡体部分またはインサート３４９０とを含む。図１２－１５－２に示すように、発泡
体部分３４９０は、アンダーカットの形状で成形することができ、そのため、ヨーク３４
５５を包むかまたは捕捉することができる。すなわち、発泡体部分３４９０の成形したア
ンダーカットは自然にヨーク３４５５を捕捉し発泡体部分を適位置に保持する。一実施形
態では、アンダーカットの形状は、図１２－１５－１に示すように、発泡体部分３４９０
の片側にのみ設けることができる。
【０３８１】
　粘弾性の発泡体部分３４９０は、ヘッドギアの不快性の主な原因の一つであると思われ
る、患者の顔の敏感な頬の骨（頬骨）領域の周りに「非常に心地よい」材料を設ける。
【０３８２】
　また、この実施形態は、一体構造で３次元形状のヘッドギアおよび横方向のヘッドギア
張力の調節など、直感的な機能に関して（例えば、具体的には装着および調節中の）操作
性のレベルを向上させる。
【０３８３】
ヨークに取り付けられたシリコン／熱可塑性の発泡体
　図１２－１６－１では、ヘッドギアは、ヘッドギアストラップ３５５３と、患者の顔の
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両側に沿って延びる成形プラスチックのヨーク３５５５と、ヨーク３５５５に取り付けら
れ患者の顔の横に接触するように適合された（例えば、シリコン／熱可塑性発泡体を射出
成形した）発泡体部分またはインサート３５９０とを含む。図１２－１６－２および図１
２－１６－３に示すように、シリコン／熱可塑性発泡体部分３５９０を、アンダーカット
形状で成形することができ、そのため、ヨーク３５５５を包むかまたは捕捉することがで
きる。すなわち、発泡体部分３５９０の成形したアンダーカットは自然にヨーク３５５５
を捕捉するかまたはそれにかぶさり（ｓｌｉｐ　ｏｖｅｒ）、発泡体部分３５９０を適位
置に保持する。さらに、こうした構成は、ヨーク３５５５の内側の半径と外側の半径の両
方に発泡体を設ける。一実施形態では、発泡体を粘弾性の発泡体にすることができ、かつ
／または加熱活性化メモリを設けることができる。
【０３８４】
　シリコン／熱可塑性発泡体部分３５９０は、ヘッドギアの不快性の主な原因の一つであ
ると思われる、患者の顔の敏感な頬の骨（頬骨）領域の周りに「非常に心地よい」材料を
備える。
【０３８５】
　また、この実施形態は、一体構造で３次元形状のヘッドギアおよび横方向のヘッドギア
張力の調節など、直感的な機能に関して（例えば、具体的には装着および調節中の）操作
性のレベルを向上させる。
【０３８６】
２．５．３　代替のヘッドギアのヨーク
　図１９－１から図１９－４に示すように、各ヨーク５０５５は、フレーム５０３０のそ
れぞれの側部と係合し使用中にフレームおよび鼻プロングアセンブリを安定させ支持する
ように適合された第１の端部分５０５５（１）と、後部ストラップ５０５７のそれぞれの
端部と係合するように適合された第２の端部分５０５５（２）と、各サイドストラップ５
０５３に剛性を加えるように適合された、第１の端部分５０５５（１）と第２の端部分５
０５５（２）の間の中間部分５０５５（３）とを含む。
【０３８７】
　ヨーク５０５５は、ヘッドギアをフレームに取り付けること、使用中にフレームおよび
鼻プロングアセンブリを安定させ支持すること、ヨーク／フレーム間インターフェースを
設けること、使用中にフレームを保持すること、フレームからの簡単な組立て／分解、フ
レームに対して回転することおよび鼻唇角に合うように調節を可能にすること、耐久性（
例えば、１２か月以上）、広い適合範囲（例えば、男性および女性の人口の９５％）、見
た目が最小限で目立たないこと、快適性、ブランド名を付けるための１つまたは複数の領
域を設けること、ならびに／あるいは使いやすいことのうち１つまたは複数の機能を含む
。
【０３８８】
　ヨーク５０５５は、一体感のある見た目ならびに単純できれいなラインおよび形状に改
善するように構成され設計される。例えば、各ヨークの起伏のある形態が、平坦な顔を分
割してハイライト／影の線を作り、全体的により小さい印象を与える。ヨークを各ストラ
ップに取り付けるのに使用される１本の縫い目およびくぼんだ溝により、組み立てたとき
にきれいで流線形の形状になる。ヨークの第２の端部分は、接着されている場合にヘッド
ギアストラップから持ち上げて離すために最小限の縁部を残すように構成される。ヨーク
の全体の寸法は、ヨーク／フレーム間インターフェースの様々な機能、例えば、トルクお
よび回転を与えながら、全体の寸法および幅を最小限に抑えること、フレームを保持する
こと、ならびにヨーク／フレーム間とヨーク／ヘッドギアストラップ間の領域に十分な強
度を有することなどの機能によって決めることができる。
【０３８９】
２．５．４　チークサポート
　本発明の実施形態によれば、チークサポート６２が設けられる（例えば、図６－１から
図６－４参照）。それらは、顔の上においてマスクシステムの安定性を強化するために働
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く。一態様では、それらは、ヘッドギアの力が、より顔の正面、例えば、上顎骨および／
または頬骨に向くことを可能にする。
【０３９０】
　第１の端部分５５（１）はまた、ヨークリング５６の前方または内側にカーブするチー
クサポート６２の形態のカーブした突起を含む。チークサポート６２は、図１－１および
図６－４に示すように、（例えば、縫合および接着剤などによって）サイドストラップ５
３の端部分６３に取り付けられる。チークサポート６２は、頬の輪郭に従い、安定したチ
ークサポートを設けるために、患者の頬に当たるかまたはそれに沿うように適合される。
すなわち、チークサポート６２は、鼻プロングアセンブリ２０を適位置に安定して支持し
、全体のシーリングの安定性を維持する。
【０３９１】
　チークサポート６２は、頬に対して衝撃を吸収すると共に圧力点を生じることなしに一
様に顔に沿う機能を備える。こうした構成は、シールを維持し患者の快適性を最適化する
のに必要なストラップの張力を減少させることができる。したがって、チークサポート６
２のヘッドギアヨーク５５上で位置決めすることにより、鼻プロングを鼻孔領域に押し込
みシーリングの効果に影響を及ぼす恐れがある、ユーザがヘッドギアに過度な張力を加え
ることやヘッドギアを締めすぎることを妨げるべきである。
【０３９２】
　チークサポート６２は、マスクシステムに安定性をもたらすというプロングの役割を実
質上果たす。したがって、プロングは、与えられたヘッドギアの張力に対してほぼ独立に
働くことができ、安全なシールをもたらすためにプロング自体の拡張に集中する。
【０３９３】
　図６－４は、ストラップ部分６３が取り付けられた、あるタイプのチークサポート６２
を示す。図示のように、ストラップ６３は、患者の顔の輪郭に合うようにチークサポート
６２に沿って曲がる。チークサポート６２は、可撓性であるか、または患者に合うように
曲がるレバーの動作を行うことができる。
【０３９４】
　図７－１および図７－２は、加えられたヘッドギアの張力が、本発明の実施形態および
ＲｅｓＭｅｄ社のＭｉｒａｇｅ　Ｓｗｉｆｔヘッドギア１５０によるヘッドギア５０に異
なる影響を及ぼす様子を概略的に示す。Ｓｗｉｆｔヘッドギア１５０では、マスクを安定
させるために、パッドの付いたヘッドギアの小さい部分のみを使用してヘッドギアの張力
を吸収する。その結果、ヘッドギアの張力の大部分がプロングを通して直接加えられ（図
７－１参照）、非常に敏感な領域である鼻中隔および鼻孔を直接押す。患者によっては、
固定するためのヘッドギアの最小限の張力だけで枕を鼻に完全に押し付けるのに十分であ
る。その一方、ヘッドギア５０上のチークサポート６２は、あまり敏感ではない頬の領域
全体にヘッドギアの張力を分散し、許容可能なマスクの快適性をもたらすことができるよ
うに、担持する表面領域をプロングから移している。有利には、マスクの安定性はヘッド
ギア全体に帰するので、シール力はプロングに帰するままになる。したがって、チークサ
ポート６２は、ヘッドギアの張力のほとんどを受け入れ、プロングが圧縮されるのを防止
する。
【０３９５】
　図６－１から図６－４に示すように、リブで補強したブラケット６４がヨークリング５
６をヨーク５５上に支持する。こうしたブラケット６４は、ヨーク５５の可撓性に影響を
及ぼすことなくヨークリング５６に剛性を加える。すなわち、ブラケット６４は、ヨーク
リング５６、したがって、鼻プロングアセンブリ２０のフレームを適位置に保持するのを
助け、ヘッドギア５０を調節／きつくするときに、フレームが鼻プロングを鼻孔領域に対
して押し付けることを防止する。
【０３９６】
　さらに、チークサポート６２および／またはブラケット６４は、フレームの望ましくな
いずれを引き起こしかつ／またはシールの安定性に影響を及ぼす恐れがあるチューブの引
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きずりを低減するのを助けるように働くことができる。
【０３９７】
　図１３－１から図１３－４、図１４－１、および図１９－１から図１９－５に示すよう
に、各チークサポート５０８４は、ヨーク／フレーム間インターフェース５０８５の前方
にカーブする。チークサポート５０８４は、（例えば、縫合、接着剤などによって）サイ
ドストラップ５０５３の端部分５０６３に取り付けられる。一実施形態では、サイドスト
ラップ５０５３の端部分５０６３は、チークサポート５０８４から、先端部で約２．５ｍ
ｍ、上側および下側で約４．０ｍｍ張り出すことができる。しかし、ストラップの張り出
した部分は、例えば、用途、患者の快適性などによって他の適切な寸法を有することがで
きる。
【０３９８】
　チークサポート５０８４は、頬の輪郭に従い、安定したチークサポートを設け、したが
って、患者とのインターフェースをさらに支持するために、患者の頬に当たるかまたはそ
れに沿うように適合される。すなわち、チークサポート５０８４は、鼻プロングアセンブ
リ４０２０を適位置に安定して支持し、全体のシーリングの安定性を保持する。
【０３９９】
　チークサポート５０８４は、使用時に患者の頬、例えば、頬骨の下方に着座するように
適合される。こうした位置の利点は、敏感ではなく柔らかい皮膚、頬骨の支持構造、およ
び／または目立たない位置のうち１つまたは複数を含む。
【０４００】
　広い範囲の患者の頭の寸法に良好に適合するように、チークサポート５０８４の曲率を
人体測定の分析から決定することができる。図示の実施形態では、チークサポート５０８
４は、患者とのインターフェースのこの実施形態に好ましい安定性および快適性を与える
ために、頬の上で（例えば、上述のチークサポート６２に対して約２ｍｍ）垂直に高くな
っている。
【０４０１】
　一実施形態では、チークサポート５０８４は、患者の顔の輪郭に適合するために可撓性
でよい。チークサポートの選択した材料および／または厚さ（例えば、１．２ｍｍのナイ
ロン材料）、ならびに／あるいは可撓性を促進するために局部的に細くすることができる
チークサポートの片持ち梁構成（例えば、２２ｍｍの片持ち梁アーム）によって、こうし
た可撓性をもたらすことができる。
【０４０２】
　一実施形態では、図１９－１８に示すように、チークサポート５０３４間の距離Ｄ１は
約５５ｍｍでよく、それにより、ヘッドギアストラップ５０５３との距離Ｄ２が約５０ｍ
ｍ（例えば、ストラップの裏当てが両側にそれぞれ２．５ｍｍ）になる。このような距離
は、幅広い範囲の患者に対して患者の鼻の幅に対応するために十分な隙間を設ける。例え
ば、９７．５％の男性の鼻の幅は３９ｍｍである（１１ｍｍより広い隙間を設ける）。し
かし、こうした距離を長くする、例えば、チークサポート間の距離を６０～６５ｍｍにす
ることができる。
【０４０３】
　チークサポート５０８４は、十分な快適性およびマスクの安定性のために３次元の把持
機構を設け、ヘッドギアの少ない張力で鼻プロングをシールすることを可能にし、かつ／
あるいは、フレームの望ましくないずれを引き起こしかつ／またはシールの安定性に影響
を及ぼす恐れがあるチューブの引きずりを軽減する助けをすることができる。さらに、チ
ークサポート５０８４は、ヘッドギアの張力が上唇および／またはプロングではなくチー
クサポートにかかる（プロングが圧縮されるのを防止する）ように、シールの力を安定さ
せるための力から切り離す。
【０４０４】
　代替の実施形態では、複数のチークサポートを設けることができ、かつ／または１つま
たは複数のチークサポートを異なる角度で設けることができる。
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【０４０５】
　サポートアーム５０８０は、ヨーク／フレーム間インターフェース５０８５をヨーク５
０５５上に支持する。さらに、サポートアーム５０８０は、フレーム５０３０およびそれ
に取り付けられた鼻プロングアセンブリ５０２０を支持し安定させる。
【０４０６】
　図１９－１６に示すように、ヘッドギアストラップとフレームの取付点の間のヨーク５
０５５レバーの長さＤ１は、（例えば、上述のヨーク５５に対して）長くなっている。長
くなると、ガセット付の鼻プロングアセンブリ５０２０を収容するために十分な隙間が設
けられる。
【０４０７】
　図１９－１から図１９－５に示すように、サポートアーム５０８０は、サポートアーム
５０８０をその長さに沿って強化するために起伏が付くかまたはＣ字形になっている。具
体的には、サポートアーム５０８０は、その長さに沿って断面の構成が概してＣ字形であ
り、それにより、構造上の剛性をサポートアーム５０８０に、したがって、全体の安定性
をヨーク５０５５に与える。サポートアーム５０８０の長さに沿って断面を示す図１９－
１７－１から図１９－１７－４に示すように、サポートアーム５０８０は、比較的平坦な
部分（図１９－１７－４）から、Ｃ字形の３次元の部分（図１９－１７－２）に移行する
。平坦な部分（図１９－１７－４）は、各ヘッドギアストラップと係合する一様に平坦な
面を設ける。上側および下側リブの深さ（すなわち、Ｃ字形部分の上側の壁と下側の壁の
深さ）を、鼻プロングアセンブリ５０２０のガセット５０２２の幅によって決めることが
できる。
【０４０８】
　その長さに沿って異なる構造上の形状と共に、サポートアーム５０８０の壁部分は、さ
らに剛性を与えるためにヨーク５０５５の残りの部分の壁部分より厚い（例えば、サポー
トアーム５０８０の壁部分は、約１．２ｍｍ（主要な部分の壁厚）から約１．５ｍｍまで
厚くなる）。
【０４０９】
　サポートアーム５０８０の丸みのある外側に向いた面５０８０．１（図１９－２参照）
は、ブランド名、例えば、文字および／またはロゴのための、ブランド名を付ける面を設
ける。こうしたブランド名をサポートアーム上に成形および／または印刷することができ
る。しかし、ブランド名をヨークの他の適切な部分に設けることができることを理解され
たい。
【０４１０】
２．５．５　摩擦の増大および安定性
　ヘッドギア５０および／または鼻プロングアセンブリ２０は、安定性を改善する構造を
含むことができる。例えば、こうした構造は、患者の顔との摩擦を増大することができ、
追加された摩擦により、使用時の患者の顔へのマスクシステムの安定性が強化される。
【０４１１】
幅の広いヘッドギアストラップ
　一実施形態では、ヘッドギアストラップによって生じる摩擦を増大させるために、（例
えば、ＲｅｓＭｅｄ社のＳｗｉｆｔマスクに対して）ヘッドギアストラップの幅を広げる
ことができる。すなわち、ストラップの幅を広くして、患者の顔と接触する面積を広げ、
それにより、摩擦を増大する。加えられた摩擦により安定性が増し、そのため、快適性が
改善される。さらに、ストラップの幅が広いと、患者の頬の炎症を低減する助けをするこ
とができる。
【０４１２】
　図１０－１は、ヘッドギアストラップ７５３と、（例えば、縫い付けることによって）
ヘッドギアストラップ７５３に設けられたヘッドギアのヨーク７５５とを含むヘッドギア
ストラップ部分を示す。こうした実施形態では、ヨークの両側のストラップの幅は約５～
９ｍｍである。その一方、既知の実施形態は、ヨークの両側のストラップの幅が約４．５
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～５ｍｍである。
【０４１３】
　図１０－２－１および図１０－２－２は、より幅の広いヘッドギアストラップを含む他
の実施形態を示す。この実施形態では、摩擦をさらに増大させるためにヘッドギアストラ
ップ８５３を発泡体材料から構築することができる。さらに、ヘッドギアストラップ８５
３は、拡張部分８６３を含むことができ、その拡張部分８６３は、安定性を改善するため
に鼻プロングアセンブリ８２０と患者の頬の間を延びる。
【０４１４】
　代替の実施形態では、ヨークの両側のストラップの幅を広げるために、ヨークの幅を細
くすることができる。
【０４１５】
ヘッドギアの跡／炎症の軽減
　ヨークの側部のストラップ幅が広いと、ヘッドギアの「頬の跡」を軽減する助けになる
ことができる。
【０４１６】
　図示の実施形態では、ヘッドギアは、患者の顔の輪郭に密接に従い頬領域を「包み込む
」。Ｂｒｅａｔｈｏｐｒｅｎｅストラップは、インターフェースを安定させるために十分
な接触面積および摩擦をもたらし、ヨークは、ヘッドギアの形状を保持する剛体要素とし
て働く。
【０４１７】
　既知のヘッドギアの共通の副次的影響は「頬の跡」であり、これは、インターフェース
を長く着用した後で外す際に患者の顔の横および頬領域に沿って一時的に残る跡である。
ＲｅｓＭｅｄ社のＳＷＩＦＴヘッドギア１５０に関する領域Ｒが図１０－３－１に示され
る。図示のように、一時的に残る跡は、顔の横に沿ったヘッドギアストラップのプロフィ
ルに追従するように見える（例えば、スウッシュマーク（ｓｗｏｏｓｈ　ｍａｒｋ））。
また、縫合によってストラップに取り付けられたヨークは、ストラップ材料の内面の縫い
目の圧痕で、ヨークの周囲に沿って縫い目の跡および／または圧痕を残すことがある。
【０４１８】
　本発明の実施形態によれば、ヘッドギアによって残される顔の跡を軽減するために、ヨ
ークの内側に（すなわち、患者の鼻に）面する方のヘッドギアストラップ材の量を減らす
ことができる。
【０４１９】
　図１０－３－２は、ヨーク１５５の両側のストラップ１５３の幅ｗが約５ｍｍである、
既知の実施形態を示す。このような構成では、ストラップ材料１５３は患者の頬に食い込
み、頬に跡をつけることがある。
【０４２０】
　図１０－４は、ヨーク９５５の患者の鼻に向いた方のストラップ９５３の幅ｗが約８ｍ
ｍである、本発明の実施形態によるヘッドギア部分を示す。こうした構成により、ストラ
ップ９５３の一端が張り出す性質が強化され、そのため、ストラップ９５３がより可撓性
になり、実質上患者の頬に食い込んで頬に跡をつけることがない。
【０４２１】
　図１０－５および図１０－６は、顔の跡を軽減するように構築されたヘッドギアの代替
の実施形態を示す。図１０－５では、ストラップ１０５３は、全幅ｗ１が約２０ｍｍ、幅
またはヨーク１０５５の片側に張り出した部分ｗ２が約５．５ｍｍである。図１０－６で
は、ストラップ１１５３は、全幅ｗ１が約２５ｍｍであり、幅またはヨーク１１５５の片
側に張り出した部分ｗ２が約８．５ｍｍである。
【０４２２】
　頬に生じる顔の跡を無くすかまたは軽減する代替の実施形態は、ヘッドギアストラップ
材料の密度を低下させること、ストラップ表面により柔軟な材料を使用すること、コンプ
ライアンスの高い要素をストラップの内面に使用すること、顔に載っている鋭利な９０度
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の縁部を無くすこと（例えば、縁部のプロフィルを変えること）、ストラップおよびヨー
クの横方向の可撓性を改善すること、ヨークがフレームにインターフェース接続する方式
を変えること、柔軟なパッド付の外側層にヨークの機能を備える構成要素または材料を内
蔵すること（例えば、「ソックス」様のパッド付の外側層）、単一の平面／方向に沿って
可撓性をもたらす材料を使用すること（例えば、調節面に沿ってリジダイザの機能を備え
ながら顔の形状に曲がり輪郭に合わせる）、ヨークを保持するために縫合を使用しないこ
と、ストラップの内側をフロック加工する３ｍｍまたは４ｍｍの層を追加すること、上唇
および頭側にのみ接触するように、ヘッドギアストラップを頬領域に沿って顔から離れる
方で高くすること、プラスチックのヘッドギア構成要素にするためにトランスファ成形し
た、成形発泡体の構成要素を使用すること、ヘッドギアストラップ材の全体の厚さを減ら
すこと、プラスチックおよび発泡体の構成要素でなく薄い布、例えば、リネンを使用する
こと（例えば、こうした構成はストラップ全体の高さを低くすることができる）、ならび
に／あるいは現行ではヨークが行っている剛性化機能を備えるように、分離した領域で補
強されたヘッドギアを薄い布から構築すること（例えば、材料をエポキシで含浸させるこ
とによって補強することができる（例えば、スクリーン印刷））を含む。
【０４２３】
　また、耳たぶの上側で生じる跡／炎症を無くすかまたは軽減する代替の実施形態は、低
密度のストラップ材料を使用すること、完全に耳を避けるようにヘッドギアの形状を変更
すること、ヘッドギアが耳に接触する位置に、柔軟で丸みのある縁部材料または柔軟なパ
ッド付の構成要素を使用すること、耳の横の上に着座するヘッドギアを使用すること（例
えば、ヘッドフォンタイプ）、ストラップを耳から離して配置することができるように、
バックストラップ用の回転式の調節を組み込むこと、インターフェースを正確に位置決め
するかまたは全体の安定性を改善する助けをすることができる、位置決め／安定性の点と
して耳を使用すること（例えば、眼鏡）、および／あるいは耳を避けるためにバックスト
ラップを無くすことを含む。
【０４２４】
ヘッドギアに設けられた摩擦パッド
　他の実施形態では、摩擦を増大させるためにヘッドギアに摩擦パッドを設けることがで
きる。例えば、図１０－７－１は下側ヘッドギアストラップ部分を示し、その下側ヘッド
ギアストラップ部分は、ヘッドギアストラップ１２５３およびヘッドギアストラップ１２
５３に設けられた（ヨークリング１２５６を含む）ヘッドギアのヨーク１２５５を含む。
図示のように、（例えば、シリコンから構築された）摩擦パッド１２７０は、ヨーク１２
５５に設けることができ、安定性を改善しシール領域をさらに支持するように、患者の頬
または頬骨領域に接触するように適合される。
【０４２５】
　一実施形態では、こうした摩擦パッド１２７０をＲｅｓＭｅｄ社のＳｗｉｆｔヘッドギ
アに後付けすることができる。例えば、図１０－７－２および図１０－７－３は、Ｒｅｓ
Ｍｅｄ社のＳｗｉｆｔヘッドギアのヨーク１５５に設けられた摩擦パッド１２７０を示す
。図示の実施形態では、各摩擦パッド１２７０はリテーナ１２７１を含むことができ、そ
のリテーナ１２７１の寸法および構成は、ヨーク１５５に設けられた開口部で受けられる
ようになっている。図示のように、摩擦パッド１２７０は、安定性を改善するように患者
の顔に沿う。
【０４２６】
鼻プロングアセンブリに設けられた摩擦パッド
　他の実施形態では、摩擦を増大させるために鼻プロングアセンブリに摩擦パッドを設け
ることができる。例えば、図１０－８－１から図１０－８－３は、（例えば、シリコンか
ら構築された）ウイング１３７２を示し、そのウイング１３７２は、鼻プロングアセンブ
リ１３２０のベースまたは本体１３２２に設けられ、患者の頬または頬骨領域に接触する
ように適合されて、安定性を改善しシール領域をさらに支持する。図１０－８－３に示す
ように、ウイング１３７２は使用時に患者の顔に沿う。
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【０４２７】
　いくつかの実施形態では、ウイングは鼻プロングアセンブリのベースから延びてもよく
、フレームから延びてもよい。
【０４２８】
ヘッドギアに設けられた発泡体の詰め物
　他の実施形態では、摩擦を増大させるためにヘッドギアに発泡体の詰め物を設けること
ができる。例えば、図１０－９－１は下側ヘッドギアストラップ部分を示し、その下側ヘ
ッドギアストラップ部分は、（例えば、Ｂｒｅａｔｈｏｐｒｅｎｅから構築された）ヘッ
ドギアストラップ１４５３およびヘッドギアストラップ１４５３に設けられた（ヨークリ
ング１４５６を含む）ヘッドギアのヨーク１４５５を含む。図示のように、ストラップ１
４５３の後部でストラップ１４５３とヨーク１４５５の間に、発泡体の詰め物１４７４を
設けることができる。
【０４２９】
　図１０－９－２および図１０－９－３に示すように、発泡体の詰め物１４７４の輪郭は
、発泡体の詰め物１４７４が患者の顔の湾曲に沿ってストラップ１４５３を案内するのに
適切であり、ストラップ１４５３による表面積および顔との接触を増大し、したがって安
定性を改善する。
【０４３０】
　代替の実施形態では、図１０－９－４に示すように、ヨークとストラップの間に発泡体
の詰め物を設けることができない。図示のように、ストラップ１４５３は、使用時に患者
の顔に当たるように適合されたウイングを形成する。
【０４３１】
安定性を改善する代替の実施形態
　代替の実施形態では、使用時に口の下または顎の下に着座するウイングまたはストラッ
プ（例えば、顎用パッド、顎用ストラップ）によってシール領域をさらに支持し安定させ
ることができる。
【０４３２】
　例えば、例示的な顎用ストラップは、ヘッドギアストラップ／ヨークの平面に従って、
顎の下まで下方に延びることができる。こうした顎用ストラップは、口を閉じた状態に保
持する副次的な機能を支持することもできる。
【０４３３】
　他の実施形態では、シール領域をさらに支持するためにループが鼻の周りで患者の顔に
接触することができる。
【０４３４】
　ヘッドギアの安定性を改善する他の実施形態は、シリコン鼻プロングを皮膚に付着させ
ることによってさらに支持すること、プロングと患者の上唇の間の接触を増やすことによ
ってさらに支持すること、インターフェースを適位置に保持するために鼻腔の壁に対して
拡張する膨張可能なフードをプロングに使用することによってさらに支持すること、上唇
および頬骨領域全体に配置されるシリコンの骨組みによってさらに支持し、それにより顔
から全ての剛体のプラスチック要素を無くすことができること（例えば、骨組みがその機
能を果たすので、ヘッドギアはもはやシールを保持するように働く必要がなく、むしろヘ
ッドギアは顔に対して骨組みを保持する働きしかしない）、顔面に載るゲルの詰め物を設
けること、ならびに／あるいはフレームを適位置に保持するマウスピースを設けることを
含む。
【０４３５】
頭頂部
クラウンストラップスタイルのヘッドギア
　図１２－１９から図１２－２１－３は、クラウンストラップ式のヘッドギアを含む。
【０４３６】
　図１２－１９では、ヘッドギアは、ＷＯ２００６／１３０９０３に示されるのと同様の
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構成であり、その文献は参照によりその全体が本明細書に組み込まれている。図示のよう
に、ヘッドギアは、患者の頭頂部を覆うヘッドギアストラップ３８５３と、ヘッドギアス
トラップ３８５３と鼻プロングアセンブリの間に設けられたヨーク３８５５とを含む。ヘ
ッドギアストラップ３８５３は、サイドストラップ部分３８５３（１）、ブリッジストラ
ップ部分３８５３（２）、およびクラウンストラップ部分３８５３（３）を含む。サイド
ストラップ部分３８５３（１）は、ヨーク３８５５に対して横方向にベルクロを調節する
ことができる。また、患者の頭頂部でストラップに沿って追加の調節バックルを設けるこ
とができる。各ヨーク３８５５は、鼻プロングアセンブリと係合するヨークリング３８５
６と、各サイドストラップ３８５３（１）と係合するクロスバー３８６６とを含む。
【０４３７】
　図１２－２０－１および図１２－２０－２では、ヘッドギアは図１２－１９に示すのと
同様である。その一方、ヘッドギアは余分のブリッジストラップを含む。具体的には、ヘ
ッドギアストラップ３９５３は、サイドストラップ部分３９５３（１）と、上側ブリッジ
ストラップ部分３９５３（２Ｕ）と、下側ブリッジストラップ部分３９５３（２Ｌ）と、
上側ブリッジストラップ部分と下側ブリッジストラップ部分の間の中心ストラップ部分３
９５３（４）と、クラウンストラップ部分３９５３（３）とを含む。サイドストラップ部
分３９５３（１）は、ヨーク３９５５に対して横方向にベルクロを調節することができる
。使用の際には、余分のブリッジストラップは、ヘッドギアの力のバランスを保つのを助
けることができる。
【０４３８】
　図１２－２１－１から図１２－２１－３では、ヘッドギアは、図１２－２０－１および
図１２－２０－２に示すものと同様である。その一方、中心ストラップ部分が上側ブリッ
ジストラップ部分と下側ブリッジストラップ部分の間に設けられていない。したがって、
ヘッドギアストラップ４０５３は、サイドストラップ部分４０５３（１）と、上側ブリッ
ジストラップ部分４０５３（２Ｕ）と、下側ブリッジストラップ部分４０５３（２Ｌ）と
、クラウンストラップ部分４０５３（３）とを含む。サイドストラップ部分４０５３（１
）は、ヨーク４０５５に対して横方向にベルクロを調節することができる。
【０４３９】
後部ストラップ部分
　図９は後部ストラップ６５７の他の実施形態を示す。図示のように、後部ストラップ６
５７の中心部分は、幅ｗが端部分と比較して幅広い。さらに、ストラップ６５７の各端部
から（例えば、溶接、縫合などによって取り付けられた）フック材６６８が挿入されて、
ストラップ６５７の各端部が調節を容易にするプルタブ６６９を設ける。フック材６６８
は、ストラップ６５７を適位置に固定するように、ストラップの残りの部分（例えば、ル
ープタイプの材料）と係合するように適合される。
【０４４０】
代替のヘッドギア材料
　図１２－５から図１２－７－２は、ヘッドギア材料の代替の構成を示す。
【０４４１】
　図１２－５では、ヘッドギアのヘッドギアストラップ２４５３は、会社のブランド名を
付けたマイクロファイバー２４８４を内面（すなわち、使用時に患者の頭に接するように
適合された面）に有するＢｒｅａｔｈｏｐｒｅｎｅ材料から構築される。図１２－３と同
様に、ヨーク２４５５は、切抜きのロゴ２４８０を有する遠位端部分を含むことができる
。
【０４４２】
　図１２－６では、ヘッドギアのヘッドギアストラップ２５５３は、Ｂｒｅａｔｈｏｐｒ
ｅｎｅ材料から構築され、その材料の少なくとも一部分は穿孔されている２５８６。例え
ば、ヘッドギアストラップ２５５３の選択した部分が穿孔したＢｒｅａｔｈｏｐｒｅｎｅ
材料を含むこともでき、ヘッドギアストラップ２５５３の全体が穿孔したＢｒｅａｔｈｏ
ｐｒｅｎｅ材料を含むこともできる。また、例えば、鼻プロングアセンブリを適位置に固
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定するために、熱成形したリジダイザ部分２５５５をヘッドギアストラップ２５５３に設
けることができる。
【０４４３】
　図１２－７－１では、ヘッドギアのヘッドギアストラップ２６５３は、Ｂｒｅａｔｈｏ
ｐｒｅｎｅ材料から構築され、剛体化機能を備えるために、（例えば、発泡体から構築さ
れた）熱伝達ラベル２６５５（例えば、ストラップ上にアイロンで付けられたラベル）が
各サイドストラップに設けられる。図１２－７－２に示すように、熱伝達ラベル２６５５
は、コルゲーションまたは切欠き２６８８を含むことができ、熱伝達ラベル２６５５がユ
ーザの顔のプロフィルに沿うことができるように曲がりまたはたわむことを容易にする。
また、熱伝達ラベル２６５５は、広い範囲のブランド名の設計（例えば、ラベルに印刷さ
れたブランド名）のための機会を与えることができる。鼻プロングアセンブリのフレーム
と係合するシールリングを、例えばストラップの材料またはシリコンから構築しラベルの
端部に設けることができる。一実施形態では、ラベルの選択した部分を処理することがで
きる。
【０４４４】
着脱可能な発泡体のソックス
　図１２－１４－１では、ヘッドギアは、ヘッドギアストラップ３３５３と、患者の顔の
横にそれぞれ沿って延びる成形プラスチックのヨーク３３５５と、ヨーク３３５５の少な
くとも一部分封入する（例えば、発泡体から構築された）着脱可能なソックス３３９２と
を含む。図１２－１４－２および図１２－１４－３に示すように、発泡体のソックス３３
９２は、連続気泡または独立気泡の発泡体で構築することができ、ヨーク３３５５を被覆
するかまたは封入するスリーブを形成することがきる。図示の実施形態では、発泡体のソ
ックス３３９２は概してＬ字形であり、ヨーク３３５５に対して発泡体のソックス３３９
２を強制的に位置決めし適切に配置するために切欠き３３９３を含む。発泡体のソックス
３３９２は、独立気泡を押し出した部分でもよく、薄いスラブ状の連続気泡の発泡体を丸
め接着して必要な部分を形成したものでもよい。また、発泡体のソックス３３９２を様々
な色および寸法で市販することができ、例えば、発泡体のソックスは、ヘッドギアストラ
ップおよび／または鼻プロングアセンブリの一部分に沿って延びることができる。さらに
、発泡体のソックス３３９２は、様々な外観およびブランド名の可能性をもたらすことが
できる。
【０４４５】
　発泡体のソックス３３９２は、ヘッドギアの不快性の主な原因の一つであると思われる
患者の顔の敏感な頬骨（頬骨の）領域の周りに「非常に快適な」材料を備える。
【０４４６】
チューブリテーナ
　空気送達チューブをそれが患者の頭の横に沿った上方の位置にあるときに保持するため
に、チューブリテーナまたは保持用ストラップ（図示せず）を上側ストラップ部分５３（
１）に設けることができる（例えば、チューブリテーナはチューブとストラップ部分また
はバックルの両方に巻きつく）。例示的なチューブリテーナは、米国特許第７３１８４３
７号および米国特許出願公開第２００６－０１３７６９０号に記載されており、各文献は
参照によりその全体が本明細書に組み込まれている。
【０４４７】
　図５－４７－１から図５－４７－６は、本発明の実施形態による柔軟なループのチュー
ブリテーナ６３６１を示す。図示のように、チューブリテーナ６３６１は、ヘッドギアス
トラップの１つに巻きつくかその周りで輪になるように適合された第１のストラップ部分
６３６１（１）と、第１のストラップ部分６３６１（１）に設けられ空気送達チューブに
巻きつくかその周りで輪になるように適合された第２のストラップ部分６３６１（２）と
を含む。患者の頭の横に沿って、または頭頂部の上に空気送達チューブを保持するために
、上側ストラップ部分に沿った適切な位置にチューブリテーナ６３６１をヘッドギアに設
けることができる。また、チューブリテーナ６３６１を、２つ以上の異なる寸法のチュー
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ブ、例えば、短いチューブと２ｍの空気送達チューブに巻きつくかその周りで輪になるよ
うに構成することができる。
【０４４８】
　図示の実施形態では、チューブリテーナ６３６１は、一体に形成して１部片にし（例え
ば、ヘッドギア材料（例えば、Ｂｒｅａｔｈ－Ｏ－Ｐｒｅｎｅ（商標））または他の適切
な柔軟で可撓性の材料から切り取り）、第２のストラップ部分６３６１（２）は、第１の
ストラップ部分６３６１（１）を横切るように延びる。図示のように、第２のストラップ
部分６３６１（２）は、第１のストラップ部分６３６１（１）より薄く、各ストラップ部
分は、各ループを適位置に固定するように適合された、ベルクロ（登録商標）タブ６３６
２を含む。第１のストラップ部分６３６１（１）は、各端部に向かって先細りになり、第
２のストラップ部分６３６１（２）との連結を容易にするためにタブ６３６３を含む。図
５－４７－６は、第１および第２のストラップ部分６３６１（１）、６３６１（２）のル
ープの向きを示す。
【０４４９】
　代替の実施形態では、患者の頭頂部の上の位置に空気送達チューブを保持する（すなわ
ち、頭の横に沿うのと反対に、チューブが頭の上を通る）ために、チューブリテーナまた
は保持用ストラップをヘッドギアに設けることができる。こうした構成により、患者が、
例えば、頭を横向きに、仰向けなど、様々な寝姿勢をとることが可能になる。
【０４５０】
　空気送達チューブをそれが患者の頭の頭頂部または横に沿った上方の位置にあるときに
保持する（例えば、チューブリテーナクリップがチューブに巻きつきストラップ部分にロ
ックする）ために、例えば、チューブリテーナまたは保持用クリップをヘッドギアのバッ
クルに（例えば、図１－１に示すヘッドギアのバックル６０または図１３－４に示すヘッ
ドギアのバックル５０６０の位置に）設けることができる。こうした構成により、患者が
、例えば、頭を横向きに、仰向けなど、様々な寝姿勢をとることが可能になる。
【０４５１】
　図示の実施形態では、チューブリテーナ５５６１（図５－４２－１から図５－４２－６
）は、ヘッドギアのバックル５５６０（図５－４３－１から図５－４３－７）と調節可能
に噛み合うように構成される。（例えば、プラスチックから構築された）チューブリテー
ナ５５６１の構成は、少なくとも２本の異なる寸法のチューブを保持し、ヘッドギアのバ
ックル５５６０とインターフェース接続し、横向きに寝る場合に所望の位置にヘッドギア
のバックル内で回転し、ヘッドギアのバックルに連結し／それから切り離し、チューブの
損傷を避けるためにチューブの引きずりの限界までチューブが滑らないようにするように
なっている。図示のように、チューブリテーナ５５６１は概して円く（例えば、円形また
は楕円形）、その近位端に開口部５５６１．１がある。空気送達チューブは、チューブリ
テーナ５５６１の延長部分を介してこの開口部５５６１．１中を通ることができる。空気
送達チューブの配置および／または挿入を助けるために、開口部５５６１．１の各側部に
スライドまたは案内面５５６１．２を配置することができる。また、一度チューブリテー
ナ５５６１中にクリップ留めされると空気送達チューブがより適切に支持されるように、
チューブリテーナ５５６１の内側径方向アームまたは壁５５６１．３はそれぞれ、複数の
歯５５６１．４（例えば、３個、４個または５個の歯、あるいはそれより多いまたは少な
い）を含む。さらに、空気送達チューブを支持するために１つまたは複数の歯５５６１．
５を設けることができる。チューブリテーナ５５６１のアームまたは壁５５６１．３は、
２つ以上の異なる寸法のチューブ、例えば、短いチューブと２ｍの空気送達チューブ（異
なる２つの直径）を収容し、この製品の耐用年数にわたって収容するために曲がるように
構成される。
【０４５２】
　チューブリテーナ５５６１は、その遠位端に２つのボタン５５６１．６を有し、それら
のボタン５５６１．６は、タング５５６１．７を一緒に位置合わせするために弾性的に一
緒に圧縮されてよい。一度位置合わせされると、ボタン５５６１．６を解放しそれらを開
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口部５５６０．１中に曲げることによって、ボタン５５６１．６はヘッドギアのバックル
５５６０の開口部５５６０．１と係合することができる。これは、チューブリテーナ５５
６１をヘッドギアのバックル５５６０と機械的にロックし、チューブリテーナ５５６１が
ヘッドギアのバックル５５６０に対して回転することを可能にする。しかし、代替の固定
方法、例えば、バックル上の各溝と係合させたボタン、接着剤を使用することができる。
【０４５３】
　図示のように、ヘッドギアのバックル５５６０は対向するロック部分５５６０．２を含
み、そのロック部分５５６０．２は、各ヘッドギアストラップと着脱可能かつ調節可能に
連結するように適合され、例えば、ヘッドギアストラップは、関連するロック部分のクロ
スバーの周りに既知の様式で巻きつくことができる。
【０４５４】
　また、チューブリテーナ５５６１は、その位置を調節するためにヘッドギアのバックル
５５６０に対して回転することができる。デテントアセンブリがチューブリテーナ５５６
１の所望の位置での拘束を助け、チューブリテーナ５５６１の動きと共にクリック感のあ
るフィードバックを与える。具体的には、バックル５５６０の開口部５５６０．１がデテ
ント５５６０．３を含み、そのデテント５５６０．３は、チューブリテーナ５５６１のボ
タン５５６１．６それぞれに設けられた突起５５６１．８と相互作用する。さらに、バッ
クル５５６０は、１連の凹所５５６０．４を含み、それらの凹所５５６０．４は、チュー
ブリテーナ５５６１の下側に設けられた突起５５６１．９と相互作用する。チューブリテ
ーナ５５６１が回転するかまたは調節されるときに、チューブリテーナ５５６１の突起５
５６１．８、５５６１．９は、バックル５５６０の各デテント５５６０．３／凹所５５６
０．４と係合および係合解除するように動く。突起５５６１．８、５５６１．９は、チュ
ーブリテーナ５５６１を所望の位置に拘束するのを助けるために、各デテント５５６０．
３／凹所５５６０．４内に着座する。
【０４５５】
代替のチューブリテーナおよびバックル
　図５－４８から図５－８６は、本発明の代替の実施形態による、チューブを管理するよ
うに構成された、チューブリテーナ７１００およびヘッドギアのバックル７０００を示す
。
【０４５６】
　各実施形態では、チューブリテーナは、空気送達チューブを安定させるように構成され
、それにより、効果的なシールを形成する可能性が高まる。空気送達チューブが安定する
と、より広い範囲の寝姿勢を可能にし、チューブの干渉による炎症の発生を軽減すること
によって、患者の快適性が高められる。
【０４５７】
　チューブリテーナの構成は、空気送達チューブを固定位置に維持するように設計される
。チューブリテーナを、ハイトレル、ＨＴＰＣなど、半剛性または剛性の材料から形成す
ることができる。
【０４５８】
　バックルは、（例えば、図１－１に示すヘッドギアのバックル６０または図１３－４に
示すヘッドギアのバックル５０６０の位置で）ヘッドギアの張力を調節可能にする、２つ
のヘッドギアストラップの間をつなぐ部材である。バックルを、ハイトレル、ＨＴＰＣな
ど、半剛性または剛性の材料から形成することができる。
【０４５９】
　以下で説明する実施形態では、各チューブリテーナ７１００（図５－６８から図５－８
６）を、各バックル７０００（図５－４８から図５－６７）に連結することができる。一
実施形態では、各チューブリテーナ７１００は、簡単に繰り返し各バックル７０００に連
結することができる。一実施形態では、各チューブリテーナ７１００は、一度バックル７
０００に連結されると、規定のようにまたは自由に回転することができる。
【０４６０】
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バックル
　図５－４８から図５－６７に示すように、各バックル７０００は、ヘッドギアの上側ス
トラップ部分（例えば、ヘッドギアストラップは関連するストラップロックのクロスバー
の周りに既知の様式で巻きつくことができる）と係合するための２つの開口部またはスト
ラップロック７０４０（例えば、ラダー式のストラップロック）と、チューブリテーナと
係合するための、中心の切欠き部分またはキーホール７０６０とを含む。
【０４６１】
　一実施形態では、各バックル７０００は、図５－４８に示すように、高さＨ、例えば２
ｍｍでよい。この実施形態では低プロフィルのバックルを検討することができ、低プロフ
ィルのバックルはあまり目立たず患者にとってより快適なので有益であることができる。
図５－４８では、バックルは、キーホール７０６０の両側に外側縁部に沿って切欠き７０
９０を含む。一実施形態では、こうした切欠き７０９０は、図５－４９に示すように、そ
の長さに沿ってさらにカーブしてよく、それにより、柔軟でカーブした縁部が快適性を向
上させヘッドギアの見た目の魅力を増大させる。
【０４６２】
ストラップロック
　一実施形態では、バックル７０００上のストラップロック７０４０は、図５－４８から
図５－５３に示すように隙間７０４１および歯７０４２を形成するように、最も長い側部
に沿った中間またはいずれかの位置に切欠きを含むことができる。隙間７０４１により、
ヘッドギアの上側ストラップ部分の簡単な係合および係合解除が可能になる。代替の実施
形態では、図５－５０に示すように、歯７０４２は先細りの先端部７０４３を有すること
ができ、その先細りの先端部７０４３はヘッドギアストラップがより簡単に隙間７０４１
中を通って摺動することを可能にする。他の実施形態では、図５－５１に示すように、歯
７０４２は先細りの縁部７０４４を有することができ、その先細りの縁部７０４４はヘッ
ドギアストラップがより簡単に隙間７０４１中を通って摺動することを可能にする。スト
ラップロック７０４０は、図５－５３に示すように、ラダーロックプロフィル７０４５を
有することもできる。
【０４６３】
キーホール
　キーホール７０６０をバックル７０００の中心に配置することができるが、バックルの
他の適切な位置、例えば、バックルの中心からずらして配置することもできる。
【０４６４】
　キーホール７０６０は、図５－５２に示すように、概して形状が鍵形である。あるいは
、キーホール７０６０は、他の適切な形状、例えば、図５－５６から図５－６７に示すよ
うに概して円形でよい。いくつかの実施形態では、キーホール７０６０は、キーホール７
０６０から延びる、（例えば、正方形、円形、三角形の）成形加工した開口７０６１（例
えば、１個、２個、３個またはそれより多い成形加工した開口）を有することができる。
一実施形態では、開口７０６１は、図５－６６に示すように形状が概して円錐形でよい。
それらの開口７０６１を、均等に間隔をあけて配置する（例えば、９０度ごとに設ける）
ことも、不均等に間隔をあけて配置することもできる。それらの開口は、バックルに連結
されているときに、回転、したがってチューブリテーナの調節を可能にすべきである。キ
ーホール７０６０は、図５－６７に示すように先細りの入口７０６２を有することができ
る。先細りの入口７０６２は、バックル７０００とのチューブリテーナ７１００の確実に
正確な位置合わせをするためにチューブリテーナ７１００用のリードインを設ける。
【０４６５】
　キーホール７０６０はまた、図５－５４から図５－６３に示すようにキーホール７０６
０の周りに１つまたは複数の追加の孔７０６５を有することもできる。一実施形態では、
それらの追加の孔７０６５は、（図５－５４および図５－５５に示すように）キーホール
７０６０の全体的な経路に追従してもよく、追加の孔７０６５は、（図５－５６に示すよ
うに）キーホール７０６０とは異なる経路に追従してもよい。いくつかの実施形態では、
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追加の孔７０６５は、キーホール７０６０と実質上同じ長さでもよく、（図５－５６およ
び図５－６３に示すように）キーホール７０６０より長くてもよく、（図５－５４および
図５－５５に示すように）キーホール７０６０より短くてもよい。追加の孔７０６５の幅
は、比較的細くても（例えば、０．５ｍｍ、図５－５７および図５－５９参照）比較的太
くても（例えば、４ｍｍ、図５－５８および図５－６１参照）よく、太さが長さに沿って
変わってもよい。他の実施形態では、追加の孔７０６５は数を変えてもよく、例えば、１
個、２個、３個、４個、またはそれより多い追加の孔（図５－５９参照）があってよい。
他の実施形態では、追加の孔７０６５は、（図５－５６から図５－５９に示すように）キ
ーホール７０６０に接してもよく、（図５－５４および図５－５５に示すように）キーホ
ール７０６０から離れていてもよい。
【０４６６】
　キーホール７０６０とチューブリテーナ７１００の係合中に、さらに、キーホール７０
６０と係合しているときのチューブリテーナ７１００の回転中に、ばねまたは弾性的な可
撓性を可能にするために追加の孔７０６５が設けられる。孔７０６５の長さを調節すると
ばねの性質が変化し、したがって、係合および係合解除、また、バックル７０００とのチ
ューブリテーナ７１００の回転が簡単になる。
【０４６７】
　一実施形態では、キーホール７０６０の周り（図５－６０参照）またはキーホール７０
６０および追加の孔７０６５の周りに（図５－６２および図５－６３参照）の周りに、ロ
ック用カラー７０７０を設けることができる。図５－６０および図５－６５に示すように
、ロック用カラー７０７０は、キーホール７０６０の経路に追従することができる。ロッ
ク用カラー７０７０は、キーホール７０６０の全周に沿って延びてもよく（図５－６０お
よび図５－６５参照）、キーホール７０６０の１つまたは複数の部分に追従してもよい（
図５－６４参照）。バックル７０００（例えば、デテントアセンブリ）に対するチューブ
リテーナ７１００の規定の回転を可能にするために、（図５－６０に示す）ロック用カラ
ー７０７０に沿ってロック用バンプ７０７１を設けることができる。ロック用バンプ７０
７１は、（図５－６０に示すように）概して半円形、円錐形、または他の適切な形状でよ
い。バックル７０００に対するチューブリテーナ７１００の位置の規定の数を変更するた
めに、ロック用バンプ７０７１の数（例えば、３個、６個、または他の適切な数）を変更
することができる。
【０４６８】
チューブリテーナ
　図５－６８から図５－８２に示すように、各チューブリテーナ７１００は、概して丸い
湾曲と、チューブがその円周を通ることを可能にする開口部と、バックル７０００と係合
するように適合されたタブとを有する。
【０４６９】
アーム
　図示の実施形態では、各チューブリテーナ７１００は２つのアーム７１３０を有し、ア
ーム７１３０はそれぞれ概して丸い湾曲している。一実施形態では、アーム７１３０は、
図５－６８に示すように概して円形でもよく、図５－６９に示すように概して長円でもよ
い。代替の実施形態では、アーム７１３０は図５－７０に示すように異形でよい。さらに
、アーム７１３０の下側部分は、（例えば、図５－７１に示す凹所部分７１３１参照）可
撓性を向上させるためにくぼんでいてよい。
【０４７０】
　一実施形態では、（図５－６９から図５－７４に示すように）アーム７１３０のベース
にリブ７１４０を設けることができる。一実施形態では、図５－６９、図５－７１および
図５－７２に示すように、リブ７１４０は概して半球またはカーブしてよい。代替の実施
形態では、図５－７０および図５－７４に示すように、リブ７１４０は概して矩形（また
は正方形）でよい。他の実施形態では、図５－７３に示すように、リブ７１４０はアーム
７１３０の表面から高くなってよい（例えば、Ｔ字形）。リブ７１４０は、一度チューブ
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リテーナ７１００と係合すると、空気送達チューブが不規則に摺動するのを防止し、つま
りヘッドギアおよび空気送達チューブを固定位置に保持することができるという意味であ
る。
【０４７１】
　一実施形態では、アーム７１３０は、ボール／クラスプタイプのジョイント（ｂａｌｌ
　ａｎｄ　ｃｌａｓｐ　ｔｙｐｅ　ｊｏｉｎｔ）で動作するロック機構７１３５を有する
ことができる（例えば、図５－７２から図５－７５、図５－７７、および図５－７８参照
）。図示のように、ロック機構７１３５は、一方のアーム７１３０にボール７１３６を、
もう一方のアーム７１３０にクラスプ７１３７を含む。使用の際には、ボール７１３７お
よびクラスプ７１３７を一緒に押し、噛み合わせて、空気送達チューブの周りでアーム７
１３０を閉じる。一実施形態では、クラスプ７１３７は、内側の半径上に１つまたは複数
の歯７１３７．１を有することができ、それらの歯７１３７．１は、図５－７５に示すよ
うにボール７１３６上の各溝７１３６．１と係合するように適合される。歯／溝の機能は
、さらにロック機構７１３５をロック位置で固定し保持する。
【０４７２】
　他の実施形態では、図５－７６に示すように、アーム７１３０の上側の端部はリードイ
ン７１５０を含むことができる。リードイン７１５０は、アーム７１３０間の隙間を通る
空気送達チューブの挿入をより簡単にすることを可能にする。図５－７７および図５－７
８に示すように、リードイン７１５０は、ロック機構７１３５と組み合わせることもでき
る。図５－７８では、各リードイン７１５０の表面の下にリブ状構造（ｒｉｂｂｉｎｇ）
７１５１を設けることができる。リブ状構造７１５１は、空気送達チューブを取り外すた
めにアーム７１３０を外側に引くとき、またはロック機構７１３５を取り外すときに、ユ
ーザがさらに把持しやすくすることができる。他の実施形態では、図５－７９および図５
－８０に示すように、空気送達チューブと接触し、空気送達チューブをさらに安定させる
ために、リードイン７１５０の内面に歯７１５２を設けることができる。歯７１５２は、
（図５－７９に示すように）概して正方形でもよく、（図５－８０に示すように）概して
丸くてもよく、他の適切な形状を有してもよい。
【０４７３】
　アーム７１３０の内側の半径に、図５－８１に示すように１つまたは複数のリブ７１３
１を設けることもできる。使用の際には、リブ７１３１は空気送達チューブを横方向に支
持する。適切な数の（例えば、２個、４個、７個、またはそれより多い）リブ７１３１が
あってよく、これらのリブを一様にまたは不規則に間隔をあけて配置することができる。
リブ７１３１の寸法を変更してもよく、例えば、リブを全て同じ寸法にしてもよく、異な
る形状のチューブを支持するために長くなっていてもよい。
【０４７４】
タブ
　図示の実施形態では、各チューブリテーナ７１００はベースにタブ７１６０を有し、そ
のタブ７１６０は、バックル７０００に設けられたキーホール７０６０と係合するように
構成される。図５－６８から図５－８６は、タブ７１６０のいくつかの実施形態を示す。
【０４７５】
　一実施形態では、図５－７６に示すように、タブ７１６０は概して丸くてよい。代替の
実施形態では、図５－８２に示すように、タブ７１６０は他の適切な形状、例えば、十字
形を呈することができる。他の形態では、図５－７９に示すように、タブ７１６０にはそ
の長さを通して割れ目７１７０があってよい（例えば、分裂した構成）。他の実施形態で
は、タブ７１６０は複数の割れ目７１７０を含むことができる（例えば、複数のプロング
構成）。その割れ目７１７０は、適切な形状、例えば、正方形、円形または長円でよい。
バックルのキーホール７０６０との係合および係合解除を簡単にすることを可能にするた
めに、タブ７１６０がさらに曲がるように割れ目７１７０が設けられる。タブ７１６０が
曲がると、タブ７１６０がバックルキーホール７０６０にロックされるとき、やはりスナ
ップ音を出し、システムが正確に位置合わせされたことを示す、クリック感のあるフィー



(73) JP 5459997 B2 2014.4.2

10

20

30

40

50

ドバックを与える。他の実施形態では、図５－８６に示すように、タブ７１６０は、その
長さの一部分を通る切欠き７１６１を有することができる。いくつかの実施形態では、例
えば、１個、２個、４個、７個、または他の適切な数のタブに１つまたは複数の切欠き７
１６１を設けることができる。切欠き７１６１は、概してＣ字形または円弧状でもよく、
他の適切な形状でもよい。使用の際には、切欠き７１６１によりタブ７１６０の可撓性を
さらに高めることを可能にする。
【０４７６】
　他の実施形態では、図５－７６に示すように、タブ７１６０はその遠位端から延びるリ
ップ部７１６５を有することができる。そのリップ部７１６５は、バックルキーホール７
０６０のタブ７１６０を締り嵌めによってロックするように適合される。一実施形態では
、リップ部７１６５は（例えば、図５－７６および図５－８５に示すように）タブ７１６
０の遠位端の全周に沿って延びることができる。代替の実施形態では、リップ部７１６５
は（例えば、図５－８３に示すように）タブ７１６０の遠位端の一部分または複数の部分
に沿って延びることができる。他の実施形態では、リップ部７１６５の深さおよび長さを
変更することができる。代替の実施形態では、（図５－８４に示すように）タブに１つま
たは複数のフィンガータブ７１６５．１を設けることができ、そのフィンガータブ７１６
５．１は、リップ部７１６５の先端から上方向に延びる。一実施形態では、フィンガータ
ブ７１６５．１は、概して矩形、円形、三角形または他の適切な形状でよい。使用の際に
は、フィンガータブ７１６５．１は、一度バックル７０００と係合すると、チューブリテ
ーナ７１００の規定の回転を可能にする。
【０４７７】
　一実施形態では、図５－７６に示すように、タブ７１６０はその近位端に（例えば、ア
ーム７１３０とのインターフェースと隣接して）連結用リッジ７１６６を有することもで
きる。一実施形態では、連結用リッジ７１６６は、概して円形でもよいが他の適切な形状
でもよい。連結用リッジ７１６６は、チューブリテーナ７１００がバックル７０００に対
して横方向に動くのを避けるために、バックルキーホール７０６０とタブ７１６０の確実
にぴったりと嵌合するように設けられる。代替の実施形態では、図５－８５に示すように
、１つまたは複数のフィンガータブ７１６６．１が連結用リッジ７１６６の下側から下方
に延びる。一実施形態では、フィンガータブ７１６６．１は、概して矩形、円形、三角形
、または他の適切な形状でよい。使用の際には、フィンガータブ７１６６．１は、一度バ
ックル７０００と係合すると、チューブリテーナ７１００の規定の回転を可能にする。
【０４７８】
　様々な寝姿勢に対応するためにヘッドギアの可撓性を向上させる他の代替形態は、導管
システムを通してチューブをヘッドギアに組み込むこと、および／または玉継手によって
より幅広い動きに対応するエルボーを使用することを含む。玉継手エルボーは、チューブ
の位置をずらすことによって力を切り離すこともできる。
【０４７９】
　チューブの位置をずらすことによる力の切り離しを向上させる他の代替形態は、軸方向
の可撓性のレベルが高いチューブを設けること、エルボーの下で可撓性の高い要素（すな
わち、薄いシリコン要素）でチューブを遮ること、全体により堅い材料から構築されたチ
ューブを設けること、および／または全体的により軽量の材料から構築されるチューブを
設けることを含む。
【０４８０】
２．６　他の面
ヘッドギアのコスト削減
　ヘッドギアのコストを削減するには、ヘッドギアは、布の構成要素を成形の構成要素に
替えること、ヘッドギア用の部品の数を減らすこと、ヘッドギアで使用する材料を減らす
こと、ヘッドギアを組み立てるのに必要な労働者を減らすこと、組立てプロセスの機械化
を促進すること、および／または材料の切断プロフィルを新しくして浪費を減らすことの
うち１つまたは複数を取り入れることができる。



(74) JP 5459997 B2 2014.4.2

10

20

30

40

50

【０４８１】
　図１１－１および図１１－２は、浪費を減らす、ヘッドギアストラップの例示的な切断
プロフィルを示す。図示の実施形態では、ヘッドギアは、２つのストラップの構成、すな
わち、１つはサイドストラップ５３、もう１つは後部ストラップ５７の構成を含む。図１
１－１は、概してブーメラン形のサイドストラップ５３の切断プロフィルを示し、図１１
－２は、概して直線の後部ストラップ５７の切断プロフィルを示す。各実施形態では、ス
トラップは材料の浪費を減らすために並列に配置される。
【０４８２】
ヘッドギアの存在感を薄くする
　ヘッドギアの認識される存在感を薄くする（例えば、さらに最小／軽量に感じ、皮膚と
の接触を最小限に抑え、閉所恐怖の可能性を低減するために視界への侵入を小さくするよ
うに作られたヘッドギアの）代替の実施形態は、完全に弾性のヘッドギアストラップを設
計すること、ヘッドギアが接触するユーザの皮膚の全体量を減らすこと、皮膚の色調また
は透明のヘッドギア（例えば、カメレオンヘッドギア）を使用すること、バックルおよび
ヨークなど、全ての硬質プラスチックの構成要素を無くすこと、皮膚との接触材料として
綿を使用すること（例えば、綿は皮膚に適しており衣類と同義と言える）、頭頂部を捕捉
するためにカップまたはパラシュート材の部分を使用すること（例えば、綿から作ること
ができるネット様の部分）、ヘッドギアの全ての部品の材料の全体の厚さを薄くすること
、フレームをヘッドギア本体に連結するために、２または３本の細い（例えば、１ｍｍの
）ワイヤ型ストリップのナイロンを使用すること（例えば、こうした構成は、細かい調節
に対応することができ、ユーザ上で外観を非常に小さくすることができ、こうした構成を
ネット型のヘッドギアに組み込んで、ユーザの髪の間でほとんど見えなくすることができ
る）、ヘッドギアを無くし、その機能を、枕を適位置に保持するために鼻腔の壁に対して
膨張する、バルーンスタイルの枕に替えること、ならびに／あるいは良好なシールを維持
するために、磁石を組み込んだ口内ガードを使用して、枕およびフレームアセンブリを上
唇に接して適位置に保持すること（例えば、ヘッドギアを完全に無くすために、こうした
構成をバルーンスタイルのプロングシステムに組み込むことができる）を含む。
【０４８３】
ヘッドギアの操作性
　正確な適合性／良好なシールを実現する調節の数／複雑さを低減する代替の実施形態は
、可撓性が高く十分な通気性をもたらす、単一の部片のヘッドギアを使用すること、頭頂
部を捕捉するために可撓性の高いネットスタイルのヘッドギアを使用すること、および／
またはバックルを無くし、より単純な一連の調節機構を利用するヘッドギアを使用するこ
とを含む。
【０４８４】
　ヘッドギアの調節の直感性を改善する代替の実施形態は、ヘッドギアの正確な装着に関
する明確な視覚的な手がかりを与える、３次元形状のヘッドギアを使用すること、調節に
よって影響を受ける領域（例えばシール領域）のより近くに、調節がより直感的である調
節機構を配置すること、より直感的な調節方法をもたらすベルクロのタブを使用すること
、および／またはヘッドギアヨークに替わる剛体化要素として大型のベルクロのタブ部分
を使用することを含む。
【０４８５】
　ヘッドギアの「自動（ｓｅｔ　ａｎｄ　ｆｏｒｇｅｔ）」機能（例えば、ヘッドギアを
取り外した後で再設定／再調節が不要である）を改善する代替の実施形態は、ヘッドギア
の速い取外し／交換を助けるために切り離すように伸びることが可能なヘッドギアの点に
可撓性の高い要素を組み込むこと、および／またはヘッドギアの速い取外し／交換に対応
するように鼻枕の可撓性を向上させることを含む。
【０４８６】
　ヘッドギアの部品の総数を減らす代替の実施形態は、単一部品のヘッドギア（例えば、
布または成形ヘッドギア）を設けること、別個のバックルを有するのではなく、ベルクロ
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のタブを使用すること、シールリングをヨークにオーバーモールド／インサートモールド
すること、シールリングとヨークを単一の部品にすること、ならびに／あるいはヘッドギ
アヨークに替わる剛体化要素として大型のベルクロのタブ部分を使用することを含む。
【０４８７】
　組立て／分解をさらに簡単にする代替の実施形態は、部品の総数を減らすこと、分解を
防止する機能を組み込むこと（例えば、１度限りの組立て）、（例えば、カラーコードま
たは物理的なロケータ／インジケータによって）組立ておよび分解の直感性を改善するこ
と、「開放型の端部」の総数を減らすこと（例えば、背部のバックルを無くす）、２色の
ヘッドギアを使用すること（例えば、製造時の間違った組立てを減少することができるよ
うに内面と外面に異なる色を用いる）、シールリングを無くすこと、ならびに／あるいは
ヘッドギアのバックルを介したヘッドギアの（例えば、形状によって制限された）１方向
の組立てをすることを含む。
【０４８８】
　全ての表面のクリーニングをさらに簡単にする代替の実施形態は、部品の総数を減らす
こと、殺菌のためにインターフェースを完全に分解する必要がなくなるように熱殺菌に適
したヘッドギアを作ること、ならびに／あるいは布製のヘッドギアを無くすこと（例えば
、布製のヘッドギアを、インターフェースの他の構成要素と同様にヘッドギアをふくこと
を可能にし耐久性を高めることができ、油分および水分を収集しないエラストマーまたは
熱可塑性の材料に替える）を含む。
【０４８９】
　ヘッドギアの全体の耐久性を向上させる代替の実施形態は、布製のヘッドギアを無くす
こと（例えば、布製のヘッドギアを、インターフェースの他の構成要素と同様にヘッドギ
アをふくことを可能にし耐久性を高めることができ、油分および水分を収集しないエラス
トマーまたは熱可塑性の材料に替える）、調節の必要性を減らすこと、部品（例えば、イ
ンターフェース部品）の総数を減らすこと、ならびに／あるいは積層構成ではなく単一の
材料の構成からヘッドギアストラップを作ること（例えば、発泡体のみのヘッドギアスト
ラップ）を含む。
【０４９０】
ヘッドギアの代替形態
　図１２－１から図１２－２６－２は、患者とのインターフェースのヘッドギアの代替形
態を示す。いずれか１つの実施形態の１つまたは複数の特徴は、他の実施形態の１つまた
は複数の特徴と組み合わせ可能であることを理解されたい。さらに、いずれかの実施形態
の単一の特徴も複数の特徴の組み合わせも、さらなる実施形態を構成することができる。
【０４９１】
機械式ヒンジ
　図１２－１７から図１２－１８－２は、機械式ヒンジを備えるヘッドギアを示す。こう
したヒンジは、シール領域の横方向の力の影響を減らすかまたは無くすように構成される
。さらに、横方向のヒンジは、ユーザの様々な顔の幅に対応し顔の圧力を取り去ることが
できるで、頬の跡を減らすかまたは無くすのを助けることができる。
【０４９２】
　図１２－１７では、ヘッドギアは、（例えば、参照によりその全体が本明細書に組み込
まれているＷＯ２００６／１３０９０３に示すのと同様の）患者の頭頂部を覆うヘッドギ
アストラップ３６５３と、ヘッドギアストラップ３６５３と鼻プロングアセンブリの間に
設けられたヨーク３６５５とを含む。図示のように、横方向のヒンジ３６９５は、使用時
のヨーク３６５５の横方向の動きを可能にするために、例えば、頬領域からオフセットは
位置された、ヨーク３６５５の中間部分に設けられる。患者の顔から外れた位置でヒンジ
３６９５を支持するために、チークパッド３６９０（例えば、高摩擦のシリコンチークパ
ッド）が、ヒンジ３６９５に隣接してヨーク３６５５に設けられる。一実施形態では、チ
ークパッド３６９０をヨーク３６５５と共成形またはインサートモールドすることができ
る。また、ヒンジ３６９５は、ヒンジ３６９５を簡単に外すことができヘッドギアを速く
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取り外すことを可能にするクイックリリース機能を備えることができる。ヘッドギアスト
ラップ構成と高摩擦シリコンチークパッドの組合せは、ヘッドギアの全体的な安定性のレ
ベルを高めることができる。
【０４９３】
　図１２－１８－１では、使用時にヨーク３７５５の横方向の動きを可能にするために、
ヨーク３７５５の端部分のいずれかに（例えば、鼻プロングアセンブリ３７２０および／
またはヘッドギアストラップ３７５３において）横方向のヒンジ３７９５が設けられる。
図示の実施形態では、ヒンジ３７９５は鼻プロングアセンブリ３７２０とヨーク３７５５
の近位端の間に設けられる。患者の顔から外れた位置でヒンジ３７９５を支持するために
、パッド（図示せず）がヨーク３７５５に沿って設けられる。図１２－１８－２に示すよ
うに、鼻プロングアセンブリ３７２０のフレームの端部は、エルボーまたはエンドプラグ
と係合するためのくぼみ３７９６および開口３７９７を備える。ヨーク３７５５の近位端
は、フレームの端部の各くぼみ３７９６に嵌め込んで横方向のヒンジ３７９５を形成する
、間隔をあけて配置されたアーム３７９８を備える。また、ヒンジ３７９５は、ヒンジ３
７９５を簡単に外すことができヘッドギアを速く取り外すことを可能にするクイックリリ
ース機能を備えることができる。
【０４９４】
「イヌの耳」スタイルのストラップなしのヘッドギア
　図１２－２２から図１２－２５－２は、「イヌの耳」スタイルのストラップのないヘッ
ドギアを示す。
【０４９５】
　図１２－２２では、ヘッドギアは、（例えば、Ｂｒｅａｔｈｏｐｒｅｎｅから構築され
た）サイドストラップ部分４１５３と、サイドストラップ部分に設けられたヘッドギアの
ヨーク４１５５と、サイドストラップ部分に連結するように構成された、上側および下側
連結ストラップ部分４１５７（Ｕ）、４１５７（Ｌ）とを含む。図示のように、連結スト
ラップ部分４１５７（Ｕ）、４１５７（Ｌ）の各端部と係合し長さの調節を可能にするた
めに、サイドストラップ部分の端部に成形プラスチックのクリンプ４１９６が配置される
。連結ストラップ部分４１５７（Ｕ）、４１５７（Ｌ）は、ヘッドギアの簡単な装着／取
外しに対応するように可撓性の高い弾性要素を含むことができる。また、プラスチックク
リンプ４１９６は、最も可能性のある寝姿勢、例えば、頭を下や横にする姿勢では、患者
の頭に押し込むのを避けるように配置される。
【０４９６】
　図１２－２３－１および図１２－２３－２では、ヘッドギアは、（例えば、Ｂｒｅａｔ
ｈｏｐｒｅｎｅから構築された）サイドストラップ部分４２５３と、サイドストラップ部
分に連結するように構成された、上側および下側連結ストラップ部分４２５７（Ｕ）、４
２５７（Ｌ）とを含む。図示のように、成形プラスチック／シリコンクリンプ４２９６は
、連結ストラップ部分と係合し長さの調節を可能にするように配置される。連結ストラッ
プ部分４２５７（Ｕ）、４２５７（Ｌ）は、ヘッドギアの簡単な装着／取外しに対応する
ように可撓性の高い弾性要素を含むことができる。また、例えば、患者がクリンプの上に
横になるのを避けるように、連結ストラップ部分に沿ったどの位置にも成形プラスチック
／シリコンクリンプ４２９６を配置することができる。図１２－２３－１は、各連結スト
ラップ部分４２５７（Ｕ）、４２５７（Ｌ）に連結するように設けられた１つのクリンプ
４２９６を示し、図１２－２３－２は、各連結ストラップ部分４２５７（Ｕ）、４２５７
（Ｌ）に連結するように設けられた２つのクリンプ４２９６を示す。一実施形態では、ク
リンプは、例えば、図１２－２５－２に示すクリップなど、調節のために開き、クリンプ
留めのために閉じることができるヒンジ式のＣ字形クリップの形態でよい。
【０４９７】
　図１２－２４－１では、ヘッドギアは、（例えば、Ｂｒｅａｔｈｏｐｒｅｎｅから構築
された）サイドストラップ部分４３５３と、サイドストラップ部分に連結するように構成
された、上側および下側連結ストラップ部分４３５７（Ｕ）、４３５７（Ｌ）とを含む。
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図示のように、連結ストラップ部分の各端部は、（例えば、プラスチックから構築された
）２部クリップ４３９６を含み、その２部クリップ４３９６は、サイドストラップ部分に
沿って設けられたインクリメンタル式（ｉｎｃｒｅｍｅｎｔａｌ）の孔４３９７の選択さ
れた１つと係合するように適合される。図１２－２４－２および図１２－１４－３に示す
ように、各２部クリップ４３９６は、ストラップ部分の選択した孔４３９７を通って突き
出る上側部分４３９６（１）と、（例えば、上側部分に設けられたプロングを介して）ク
リップを適位置に固定する、上側部分４３９６（１）上にスナップ嵌めする下側部分４３
９６（２）とを含む。連結ストラップ部分４３５７（Ｕ）、４３５７（Ｌ）を、ヘッドギ
アの簡単な装着／取外しに対応するように、可撓性の高いシリコン／エラストマー材料か
ら構築することができる。
【０４９８】
　図１２－２５－１では、ヘッドギアは、（例えば、Ｂｒｅａｔｈｏｐｒｅｎｅから構築
された）サイドストラップ部分４４５３と、サイドストラップ部分に連結するように構成
された上側および下側連結ストラップ部分４４５７（Ｕ）、４４５７（Ｌ）とを含む。図
示のように、ストラップ部分の各端部と係合し長さの調節を可能にするように、サイドス
トラップ部分の端部に単一部片のリビングヒンジ構成要素４４９６（例えば、プラスチッ
ク成形）が配置される。図１２－２５－２に示すように、リビングヒンジ構成要素４４９
６は、第１および第２の部分４４９６（１）、４４９６（２）と、それぞれの部分に溝４
４９６（３）とを含み、溝４４９６（３）は、ストラップ部分を受け入れストラップ部分
を適位置にクリンプ留めまたはクランプ留めする。連結ストラップ部分４４５７（Ｕ）、
４４５７（Ｌ）は、ヘッドギアの簡単な装着／取外しに対応するように、可撓性の高いシ
リコン／エラストマー材料から構築することができる（例えば、可撓性の高い弾性要素が
ヘッドギアの取外しを可能にするために弾性的に変形することができる）。
【０４９９】
インクリメンタル式の横方向の調節
　図１２－２６－１では、ヘッドギアは、患者の頭頂部を覆うヘッドギアストラップ４５
５３と、ヘッドギアストラップ４５５３と鼻プロングアセンブリ４５２０の間に設けられ
たヨーク４５５５（例えば、シリコン／成形プラスチックのヨーク）とを含む。この実施
形態では、各ヨーク４５５５を「カム」スタイルのロックまたはラチェット機構４５７５
によって調節することができ、その「カム」スタイルのロックまたはラチェット機構４５
７５は、ヘッドギアストラップ４５５３の側部の成形プラスチック部分４５７６に組み込
むことができる。図１２－２６－２に示すように、成形プラスチックの部分４５７６は、
その中を通してヨーク４５５５の端部分を受けるように構成され、プラスチック部分４５
７６は、ヨークの端部分を適位置にロックするロック機構を含む。そのロック機構は、ヨ
ーク４５５５を解放する単純な解放ボタン４５７７を含む。また、ヨーク４５５５の端部
分は、ストラップの張力を調節する際にユーザにクリック感のあるフィードバックを与え
る薄いリッジまたは歯を有することができる。
【０５００】
　この実施形態は、単一の部片の３次元形状のヘッドギアなどの直感的な機能および横方
向のヘッドギアの張力の調節に関する（例えば、具体的には装着および調節中の）操作性
のレベルを向上させる。
【０５０１】
安定性を改善するヘッドギアの代替の実施形態
　頭の上のヘッドギアを取り除くこと、および／または頭頂部領域を捕捉することを無く
すことによって、ヘッドギアの安定性を改善することができる。
【０５０２】
　安定性を改善する例示的なヘッドギアの実施形態は、耳の下を通る副次的なストラップ
によって頭の周りをさらに支持すること、異なるヘッドギアの形状で頭頂部領域を捕捉す
ることによって頭の周りをさらに支持すること、（例えば、呼吸を可能にするかまたは材
料のネット状の部分の形態をとるように穿孔することができ、２本のストラップを有する
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パラシュートタイプのヘッドギアの形態をとることもできる）頭頂部に着座するフリーサ
イズの頭頂部キャップまたは単一部片の材料によって頭の周りをさらに支持すること、テ
クスチャード加工したゴムまたは布（例えば、ベルクロ）などの高摩擦材料を組み込むこ
とによってヘッドギアの安定性を向上させること、シリコンは摩擦係数が高いので皮膚に
接触するシリコン部品のより多くの使用によって安定性を向上させること、および／ある
いはヘッドギアが頭頂部を捕捉する方式を変えること、例えば、頭のさらに前方に着座し
頭頂部を細くする１平面に沿って延びるストラップを有すること（これは耳たぶの隙間な
どに役立つ）を含む。
【０５０３】
ヘッドギアの特徴
　上述のヘッドギアの実施形態はそれぞれ、ヘッドギアの装着範囲を拡大し、ヘッドギア
の快適性を向上させ、ヘッドギアのコストを削減し、ヘッドギアの外観を改善し、かつ／
またはブランド名を目立たせる、１つまたは複数の特徴を含むことができる。
【０５０４】
　例えば、ヘッドギアの実施形態は、可能性のある人間工学的なホットスポット（ｈｏｔ
ｓｐｏｔ）を無くすことによって全体的な快適性を向上させ、跡／炎症の原因を無くし、
軽量な感覚をもたらし、かつ／または高いレベルの材料の通気性を維持することができる
。ヘッドギアの実施形態は、「医療用品」の美的価値観から離れ、「ライフスタイル製品
」の美的価値観を反映し、全体的により高品質の見た目の製品を作るようにして設計する
ことができる。また、ヘッドギアの実施形態は、最適なブランド名の位置および周りの材
料からのブランド名の増大した差別化によって、より目立つブランド名を組み込み支持す
ることができる。
【０５０５】
追加の実施形態
　上述したいずれか１つの実施形態の１つまたは複数の特徴を、上述した他の実施形態の
１つまたは複数の特徴と組み合わせることによって、追加の実施形態を作ることができる
。こうした追加の実施形態は、以下の１つまたは複数の特徴を含むことができる。
【０５０６】
　安定性
　　頭頂部領域を十分に捕捉する、
　　ヘッドギアの力を適切に切り離す、
　　様々な寝姿勢に対応する、
　　顔の上での優れた安定性（安定性のために顔を包み顔の構造を利用する）、および／
または
　　頭の上でのヘッドギアの優れた安定性（滑らない）。
【０５０７】
　快適性
　　頬の炎症／跡（スウッシュマーク）を軽減するかまたは無くす、
　　バックルによって起きる炎症を軽減するかまたは無くす、
　　耳たぶの上に生じる跡／炎症を軽減するかまたは無くす、および／または
　　感触の質が良好（可能な位置ではどこでも柔軟な感触）。
【０５０８】
　操作性
　　直感的な装着、
　　単純かつ速い調節、
　　適切な適合性を実現する最少の調節の数、
　　良好なシールを維持するために精密な調節をする能力、
　　自動的な機能、および／または
　　最少の部品の数。
【０５０９】
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　目立たないこと
　　ユーザが認識する存在感が薄い（ユーザの視線を避ける）、
　　ユーザの着用中にインターフェースの最小の全体の寸法／見た目のインパクト、なら
びに／または
　　最小の皮膚接触および患者の過熱または閉所恐怖の低い可能性。
【０５１０】
　外観およびブランド名
　　ライフスタイル製品の美的感覚（「非医療用品」）、
　　外観によって改善された全体の機能（例えば、位置決めおよび調節のための見た目の
手がかり）、
　　「非常に快適な」外観、
　　満足のいく外観および高品質のユーザと製品の関係を築く特徴（例えば、カスタマイ
ズ可能な特徴、色など）、
　　ブランド名が目立つこと、および／または
　　高品質のブランド名。
【０５１１】
　クリーニング／メンテナンス
　　組立て／分解が簡単（例えば、よく知られていること）、
　　全ての表面のクリーニングの簡単さ（例えば、詰まったり汚れがたまったりしない領
域を含む）、および／または
　　全体的な耐久性。
【０５１２】
３　空気供給部との連結
エルボー
　図１８－１から図１８－７に示すように、（例えば、ポリプロピレン、ハイトレル、Ｈ
ＴＰＣなど、比較的硬質のプラスチック材料から構築された）エルボー５０４０は、第１
の部分５０４２および第２の部分５０４４を含み、その第１の部分５０４２はフレーム５
０３０に設けられ、第２の部分５０４４は、空気送達チューブに連結されるように適合さ
れ、短いチューブ５０７０（例えば、図１４－１および図１７参照）に設けられる。
【０５１３】
　エルボー５０４０は、フレームとの組立て／分解を簡単にし、許容可能なレベルのトル
ク、シールおよび排気を伴ってフレームに対して回転するように構成される。さらに、エ
ルボーは、著しく流れを制限せずに空気を患者とのインターフェースに向ける。
【０５１４】
　エルボーの実施形態（図１８－１から図１８－７参照）では、Ｄ１は約１５～２０ｍｍ
、例えば１７．９９ｍｍ、Ｄ２は約１０～２０ｍｍ、例えば１５ｍｍ、Ｄ３は約５～１０
ｍｍ、例えば７．８ｍｍ、Ｄ４は約５～１５ｍｍ、例えば９．６ｍｍ、Ｄ５は約１０～１
５ｍｍ、例えば１３．５ｍｍでよい。特定の寸法および範囲を示したが、これらの寸法お
よび範囲は単に例示的なものであり、用途によって他の寸法および範囲が可能であること
を理解されたい。例えば、例示的な寸法は用途に応じて１０～２０％程度変更してよい。
【０５１５】
　図示のように、例えば、チューブのリップ部５０７５．１を表面５０４８に対してシー
ルする（例えば、図１７参照）ために、第２の部分５０４４は先細りしてＤ５で内径が小
さくなる（例えば、約１３．５ｍｍ）。さらに、気体は、小さい直径（例えば、約１３．
５ｍｍ）のＤ５を通り、大きい直径（例えば、約１５ｍｍ）のＤ２に至り、それにより、
エルボーによる圧力降下が低減されて、十分な抵抗のレベルが維持される。
【０５１６】
　図示の実施形態では、第１の部分５０４２は、第２の部分５０４４に対して約９０度の
角度が付いている。こうした構成は使用時の低プロフィルをもたらし、例えば、９０度の
エルボーおよび取り付けられたチューブが回転時に外側に突き出さず、マスクの寸法を小
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さくする。さらに、９０度のエルボーにより、排気構造が静かになり、排気孔のピンの面
で９０度の平坦なブランク材による成形／製造がより簡単になる。しかし、エルボーの第
１および第２の部分は、互いに対して他の適切な角度、例えば、１２０度の角度を有する
ことができる。代替の実施形態では、エルボーは、内面に沿って１つまたは複数のバッフ
ルを含むことができる。
【０５１７】
　フレームの取付け
　エルボー５０４０の第１の部分５０４２は、先細りの保持部分５０４３．１と、円周の
フランジ５０４３．２と、保持部分５０４３．１とフランジ５０４３．２の間の円周のリ
ブ５０４３．３とを含む。第１の部分５０４２は、フレーム５０３０のチューブ部分５０
３５と係合可能である。チューブ部分５０３５は、内側の端部の内側に向いた円周のリブ
５０３５．１と、外側の端部の内側に向いた円周シールリップ５０３５．２（例えば、図
１５－１０および図１５－１１参照）を含む。
【０５１８】
　エルボー５０４０の第１の部分５０４２はフレーム５０３０のチューブ部分５０３５に
挿入され、保持部分５０４３．１はリブ５０３５．１とスナップ嵌めで係合する（比較的
硬質のエルボーが比較的軟質のフレームにスナップ式に嵌まる）。すなわち、保持部分５
０４３．１は、図１７に示すように、リブ５０３５．１が元の形態に戻った動作位置に達
するまでリブ５０３５．１を内側に変形させ圧縮する。図示のように、フレーム５０３０
のシールリップ５０３５．２は、第１の部分５０４２の外周および／またはエルボー５０
４０の一部分５０４３．２の表面が斜めの部分に沿ってシールを提供する。フレームが、
比較的硬質のエルボーと係合する比較的軟質の部分を備えるので、フレームとエルボーの
間をシールするために追加のシールリングを必要としない。
【０５１９】
　エルボー５０４０に設けられた円周フランジ５０４３．２および円周リブ５０４３．３
（リブ５０４３．３は任意選択とすることができる）は、フレームに対するエルボー５０
４０の回転を防止するのを助ける（例えば、揺動または振動を防止し、エルボーとフレー
ムを同軸に保つ）。一実施形態では、摩擦を減らすために、円周リブ５０４３．３を、（
連続ではなく）間隔をあけて配置した複数のリブにすることができる。
【０５２０】
　図示の実施形態では、円周のフランジ５０４３．２とフレームの内部体積への開口部の
縁部の間に、小さい隙間を設けることができ、例えば、接触点をシールリップ５０３５．
２とエルボーならびに保持部分５０４３．１とフレームだけにする。したがって、フレー
ムへのエルボーの挿入長さは、ほぼ長さＤ４（例えば、約９～１１ｍｍ（例えば、９．６
ｍｍ））であり、エルボーをフレームに固定して保持するのに十分な長さがある。さらに
、エルボーは、その全長にわたってフレームと係合するわけではないので、エルボーとフ
レームの間の摩擦が少なくなる。一実施形態では、関連するエルボーの直径（Ｄ２）に対
する挿入長さ（Ｄ４）の割合は約５０～７５％、例えば９．６／１５または約６５％でよ
い。
【０５２１】
　また、シールリップ５０３５．２は、フレームの開口部の入口に向かって角度が付けら
れており、図１７に示すように円周のフランジ５０４３．２の下側端部と係合する。こう
した構成により、例えば、チューブの引きずりまたはエルボーにかかる他の力が第１の部
分をフレームに対して横方向に曲げるときに、シールリップ５０３５．１がエルボー５０
４０とのシールを維持することが可能になる。例えば、エルボーが外力によってフレーム
に対して枢動するときに、シールリップ５０３５．１は円周フランジ５０４３．２の先細
りの表面との接触を弾性的に維持する。
【０５２２】
　しかし、他の適切な構成、例えば、ボールジョイントでエルボー５０４０をフレーム５
０３０に取り付けることができることを理解されたい。
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【０５２３】
　図１８－９－１から図１８－１８－３は、本発明の代替の実施形態によるエルボー／フ
レーム間の取付部を示す。
【０５２４】
　図１８－９－１から図１８－９－３は、玉継手によってフレーム７３３０に取り付けら
れたエルボー７３４０を示す。図示の実施形態では、エルボー７３４０にはボール７３４
５が設けられ、フレーム７３３０にはソケット７３３５が設けられる。しかし、反対の構
成、すなわちソケットがエルボーにボールがフレームにある構成が可能であることを理解
されたい。
【０５２５】
　図示のように、フレーム７３３０上のソケット７３３５は、概して曲線的な内側に向い
た面を備え、エルボー７３４０上のボール７３４５は、ソケット７３３５と締り嵌めで係
合するように適合された、概して曲線的または球形の外側に向いた面を有する。
【０５２６】
　また、フレーム７３３０は、鼻プロングアセンブリを保持するように構成されたチャネ
ル７３３３を備え、エルボー７３４０の本体は、排気機構のための比較的平坦な部分を含
む。排気機構は、気体を押し流すための複数の排気孔７３２８を含む。図示の実施形態で
は、排気孔７３２８は概して円形または円弧状に配置される。しかし、エルボー上の他の
適切な孔の構成、孔の数および／または孔の形状が可能である。
【０５２７】
　図１８－１０－１から図１８－１０－３は、フレーム７４３０に取り付けられた比較的
軟質の（例えば、比較的半剛性または軟質プラスチック材料（例えば、硬質シリコン（例
えば、３０～８０ショアＡシリコン）））エルボー７４４０を示す。図示のように、フレ
ーム７４３０はチューブ部分７４３５を含み、そのチューブ部分７４３５はリブ７４３５
．１および内側に向いたシーリング面７４３５．２を有する。エルボー７４４０は、リブ
７４３５．１と（例えば、スナップ嵌めで）係合するように適合された保持部部分７４４
３．１と、シールを設けるように、シーリング面７４３５．２と係合するように適合され
たシーリング用端部分７４４３．２とを含む。また、エルボー７４４０は、フランジ７４
４３．３を含み、そのフランジ７４４３．３はチューブ部分７４３５の端部面に係合する
ように適合される。エルボーはフレームに係合する比較的軟質の部分を備えるので、フレ
ームとエルボーの間をシールするためのさらなるシールリングを必要としない。
【０５２８】
　また、フレーム７４３０は、鼻プロングアセンブリを保持するように構成されたチャネ
ル７４３３を備え、エルボー７４４０の本体は、排気機構のための比較的平坦な部分を含
む。排気機構は、気体を押し流すための複数の排気孔７４２８を含む。図示の実施形態で
は、排気孔７４２８は概して円形または円弧状に配置される。しかし、エルボー上の他の
適切な孔の構成、孔の数および／または孔の形状が可能である。
【０５２９】
　図１８－１１－１から図１８－１１－３は、フレーム７５３０に取り付けられた比較的
軟質のエルボー７５４０と、比較的硬質のスイベル７５６０を示す。図示のように、フレ
ーム７５３０は、チューブ部分７５３５を含み、そのチューブ部分７５３５、リブ７５３
５．１および内側に向いたシーリング面７５３５．２を有する。エルボー７５４０の一方
の端部は、リブ７５３５．１と（例えば、スナップ嵌めで）係合するように適合された保
持部分７５４３．１と、シールを設けるように、シーリング面７５３５．２と係合するよ
うに適合されたシーリング用端部分７５４３．２を含む。また、エルボー７５４０は、フ
ランジ７５４３．３を含み、そのフランジ７５４３．３は、チューブ部分７５３５の端部
面と係合するように適合される。
【０５３０】
　スイベル７５６０は、リブ７５６５．１および内側に向いたシーリング面７５６５．２
を含む。エルボー７５４０のもう一方の端部は、リブ７５６５．１と（例えば、スナップ
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嵌めで）係合するように適合された保持部分７５４５．１と、シールを設けるように、シ
ーリング面７５６５．２と係合するように適合されたシーリング用端部分７５４５．２を
含む。また、エルボー７５４０はフランジ７５４５．３を含み、そのフランジ７５４５．
３はスイベル７５６０の端部面と係合するように適合される。
【０５３１】
　エルボーはフレームおよびスイベルに係合する比較的軟質の部分を備えるので、フレー
ムとエルボーの間またはスイベルとエルボーの間をシールするためのさらなるシールリン
グを必要としない。
【０５３２】
　また、フレーム７５３０は、鼻プロングアセンブリを保持するように構成されたチャネ
ル７５３３を備え、エルボー７５４０の本体は、排気機構のための比較的平坦な部分を含
む。排気機構は、気体を押し流すための複数の排気孔７５２８を含む。図示の実施形態で
は、排気孔７５２８は概して円形（例えば、同心の円）に配置される。しかし、エルボー
上の他の適切な孔の構成、孔の数および／または孔の形状が可能である。
【０５３３】
　図１８－１２－１から図１８－１２－３は、フレーム７６３０に取り付けられたシール
リングを有する比較的硬質のエルボー７６４０を示す。図示のように、フレーム７６３０
は、ショルダ７６３５．１を有するチューブ部分７６３５を含む。エルボー７６４０は、
ショルダ７６３５．１と（例えば、スナップ嵌めで）係合するように適合された保持部分
７６４３．１を含む。スナップ嵌めによる取付け中に撓みやすくするために、エルボー７
６４０の両側にスロット７６４１が設けられる。
【０５３４】
　また、フレーム７６３０は、鼻プロングアセンブリを保持するように構成されたチャネ
ル７６３３を備え、エルボー７６４０の本体は、排気機構のための比較的平坦な部分を含
む。排気機構は、気体を押し流すための複数の排気孔７６２８を含む。図示の実施形態で
は、排気孔７６２８は概して円形または円弧状に配置される。エルボー上の他の適切な孔
の構成、孔の数および／または孔の形状が可能である。
【０５３５】
　図１８－１３－１から図１８－１３－３は、口径が比較的大きいフレーム７７３０に取
り付けられた比較的軟質のエルボー７７４０を示す。図示のように、フレーム７７３０は
、リブ７７３５．１を有するチューブ部分７７３５を含む。エルボー７７４０は、リブ７
７３５．１と（例えば、スナップ嵌めで）係合するように適合された保持部分７７４３．
１を含む。また、エルボー７７４０はフランジ７７４３．３を含み、そのフランジ７７４
３．３はチューブ部分７７３５の端部面と係合するように適合される。
【０５３６】
　また、フレーム７７３０は、鼻プロングアセンブリを保持するように構成されたチャネ
ル７７３３を備え、エルボー７７４０の本体は、排気機構のための比較的平坦な部分を含
む。排気機構は、気体を押し流すための複数の排気孔７７２８を含む。図示の実施形態で
は、排気孔７７２８は偏心した列（例えば、偏心した６本の列）に配置される。しかし、
エルボー上の他の適切な孔の構成、孔の数および／または孔の形状が可能である。
【０５３７】
　さらに、エルボー７７４０は、バッフル７７５０を含み、そのバッフル７７５０は、エ
ルボーの上側アームを空気送達通路および排気通路に分割するように配置される。図示の
ように、バッフルは構成が波状またはｗ字形である。しかし、他のバッフルの形状が可能
である。
【０５３８】
　図１８－１４－１から図１８－１４－３は、口径が比較的大きいフレーム７８３０に取
り付けられた比較的軟質のエルボー７８４０を示す。図示のように、フレーム７８３０は
リブ７８３５．１を有するチューブ部分７８３５を含む。エルボー７８４０は、リブ７８
３５．１と（例えば、スナップ嵌めで）係合するように適合された保持部分７８４３．１
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を含む。また、エルボー７８４０は、フランジ７８４３．３を含み、そのフランジ７８４
３．３は、チューブ部分７８３５の端部面と係合するように適合される。
【０５３９】
　また、フレーム７８３０は、鼻プロングアセンブリを保持するように構成されたチャネ
ル７８３３を備え、エルボー７８４０の本体は、排気機構のための比較的平坦な部分を含
む。排気機構は、気体を押し流すための複数の排気孔７８２８を含む。図示の実施形態で
は、排気孔７８２８は偏心した列（例えば、偏心した３本の列）に配置される。しかし、
エルボー上の他の適切な孔の構成、孔の数および／または孔の形状が可能である。
【０５４０】
　さらに、エルボー７８４０は、バッフル７８５０を含み、そのバッフル７８５０は、エ
ルボーの上側アームを空気送達通路および排気通路に分割するように配置される。図示の
ように、バッフルは構成が概して平坦または平面である。しかし、他のバッフルの形状が
可能である。
【０５４１】
　図１８－１５－１から図１８－１５－３は、口径が大きいフレーム７９３０に取り付け
られたエルボー７９４０を示す。図示のように、フレーム７９３０はリブ７９３５．１を
有するチューブ部分７９３５を含む。エルボー７９４０は、リブ７９３５．１と（例えば
、スナップ嵌めで）係合するように適合された保持部分７９４３．１を含む。また、エル
ボー７９４０は、フランジ７９４３．３を含み、そのフランジ７９４３．３は、チューブ
部分７９３５の端部面と係合するように適合される。
【０５４２】
　また、フレーム７９３０は、鼻プロングアセンブリを保持するように構成されたチャネ
ル７９３３を備え、エルボー７９４０の本体は、排気機構のための比較的平坦な部分を含
む。排気機構は、気体を押し流すための複数の排気孔７９２８を含む。図示の実施形態で
は、排気孔７９２８は円弧状に配置され、各排気孔は概して楕円形またはカプセル形であ
る。しかし、エルボー上の他の適切な孔の構成、孔の数および／または孔の形状が可能で
ある。
【０５４３】
　さらに、エルボー７９４０は、バッフル７９５０を含み、そのバッフル７９５０は、エ
ルボーの上側アームを空気送達通路および排気通路に分割するように配置される。図示の
ように、バッフルは構成が概して逆Ｕ字形である。しかし、他のバッフルの形状が可能で
ある。
【０５４４】
　図１８－１６－１から図１８－１６－３は、図１８－１５－１から図１８－１５－３に
示すのと同様のエルボー／フレーム間の取付部を示し、それらを同様の参照番号で示す。
その一方、排気孔７９２８は曲率半径が大きい円弧状に配置され、バッフル７９５０は曲
率半径が大きい（すなわち、排気孔の円弧と同様である）。
【０５４５】
　図１８－１７－１から図１８－１７－３は、図１８－１５－１から図１８－１５－３に
示すのと同様のエルボー／フレーム間の取付部を示し、それらを同様の参照番号で示す。
その一方、各排気孔７９２８は形状が概してＵ字形であり、排気孔はエルボーの外面に対
して引っ込んだ平坦な部分に配置される。さらに、バッフル７９５０は構成が概してＵ字
形である。
【０５４６】
　図１８－１８－１から図１８－１８－３は、図１８－１５－１から図１８－１５－３に
示すのと同様のエルボー／フレーム間の取付部を示し、それらを同様の参照番号で示す。
その一方、排気孔７９２８はオフセット配置された柱に配置され、エルボーの外面に対し
て引っ込んだ平坦な部分に配置される。さらに、バッフル７９５０は構成が概してＵ字形
である
【０５４７】
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排気機構
　エルボー５０４０の比較的平坦な部分に排気機構５０４５が設けられる。図示のように
、比較的平坦な部分の形状は概して円形である。
【０５４８】
　図示の実施形態では、排気機構５０４５は複数の孔５０４７を含み、その複数の孔５０
４７は、同心のリング、例えば、同心の３つのリングＲ１、Ｒ２、Ｒ３に配置される。図
１８－１、図１８－２、および図１８－７に示すように、中心のリングＲ１は３～１０個
の孔、例えば６個の孔を含み、中間のリングＲ２は５～３０個の孔、例えば１４個の孔を
含み、外側のリングＲ３は５～５０個の孔、例えば２２個の孔を含む。
【０５４９】
　図示の実施形態では、各孔５０４７の形状は、概して部分円錐でよく、その部分円錐は
、対向する壁を含み、気体の排出方向に見てより大きい（内側）直径からより小さい（外
側）直径に収束する（図１８－５および図１８－６参照）。一実施形態では、各孔５０４
７の最大長さは約２．５ｍｍ、小さい方の外径は約０．７ｍｍ、抜き勾配が５度でよい。
【０５５０】
　しかし、排気機構５０４５が、他の適切な孔の構成、孔の数、および／または孔の形状
を含むことができることを理解されたい。
【０５５１】
　さらに、図１８－４、図１８－５、および図１８－７では、エルボーは、エルボーの角
の騒音を低減するために、内面に沿って縁部を湾曲させる。こうした構成により、外側リ
ングＲ３の排気孔を中心および中間リングＲ１、Ｒ２の排気孔より大きくすることができ
る（例えば、図１８－６参照）。
【０５５２】
代替の排気機構を有するエルボー
　図１８－８－１から図１８－８－１５は、本発明の他の実施形態による（例えば、ポリ
プロピレンから構築された）エルボー５７４０を示す。図示のように、第１の部分５７４
２は、第２の部分５７４４に対して約９０～１３０度、例えば１０５度の角度が付いてい
る。さらに、第１および第２の端部分５７４２、５７４４は、それぞれフレームおよび短
いチューブと係合する代替の構造を備える。
【０５５３】
　排気機構５７４５は、エルボー５７４０の比較的平坦な部分に配置され、オフセット配
置した列に並べられた複数の孔５７４７を含む。図１８－８－５および図１８－８－８に
示すように、機構５７４５は１～１５の列、例えば９列含むことができ、各列が３～１０
個の孔、例えば５個、６個、または７個の孔を含む。一実施形態では、排気機構は全部で
４０～７０個の孔、例えば５３個の孔を含むことができる。
【０５５４】
　図示の実施形態では、各孔５７４７の形状は概して部分円錐でよく、その部分円錐は対
向する壁を含み、気体の排出方向に見てより大きい（内側の）直径からより小さい（外側
の）直径に収束する（図１８－８－１１、図１８－８－１３、および図１８－８－１５参
照）。一実施形態では、より小さい外側の直径Ｄ１は約０．６ｍｍ、抜き勾配Ｄ２が約５
度でよい。より大きい（内側の）直径の縁部は湾曲してよく、例えば、入口の半径Ｄ４が
約０．２５～０．５ｍｍ（例えば０．３４ｍｍ）である。
【０５５５】
　この実施形態では、各排気孔５７４７の直径（約０．６ｍｍ）はＲｅｓＭｅｄ社のＳｗ
ｉｆｔ　ＩＩマスクの各排気孔の直径（約０．７ｍｍ）より小さい。したがって、Ｒｅｓ
Ｍｅｄ社のＳｗｉｆｔ　ＩＩマスクと比較して、各排気孔５７４７は、排気面積（排気面
積＝孔の数×各孔の面積）がより小さく、排気流が少なく、ピッチ（孔間の距離）が狭い
。
【０５５６】
　図１８－８－１０、図１８－８－１２、および図１８－８－１４に示すように、エルボ
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ー５７４０のツーリングにより、滑らかな内側通路をもたらし、例えば、エルボーは、例
えば、騒音を減らすために内面に沿って縁部を湾曲させる。こうした構成により、外側の
排気孔を内側の排気孔より長くすることができ、図１８－８－１３に示すように、例えば
、長さＤ５は約２～３ｍｍ（例えば２．４７ｍｍ）、長さＤ６は約１．５～２．５ｍｍ（
例えば１．８１ｍｍ）である。図１８－８－１１では、垂直軸に沿った排気孔の長さＤ３
は約１．５～２．５ｍｍ、例えば１．７ｍｍである。
【０５５７】
　しかし、排気機構５７４５が、他の適切な孔の構成、孔の数、孔の大きさ、および／ま
たは孔の形状を含むことができることを理解されたい。
【０５５８】
　エルボー５７４０は、フレームと短いチューブアセンブリの間にインターフェースを設
けるように構成される（例えば、図２０－５－１から図２０－５－６参照）。マスクシス
テムの排気は、エルボーの回転位置にかかわらず排気方向が一定である、エルボーに配置
された小さい排気孔５７４７の列によってもたらされる。エルボーは、フレームに対して
３６０度回転することによってチューブからフレームへのねじり力を分断する。（任意選
択のチューブリテーナに関連した）こうした回転により、ユーザが短いチューブおよび空
気送達チューブを睡眠のための好ましい位置に配置することも可能になる。エルボー／フ
レーム間インターフェースは、使用中にエルボーが連結されたままであり、ユーザが夜間
に簡単なクリーニングのためにチューブを速く組立て分解することが確実に可能になる。
【０５５９】
　エルボーは、チューブをフレームに取り付ける手段を設けること、（患者とのインター
フェースの残りの部分には限られた空間しかないので）排気のための十分な領域を提供す
ること、安全な使用およびフロージェネレータの互換性のために（マスクシステムの残り
の部分と併せて）全排気流を供すること、（マスクシステムの残りの部分と併せて）Ｒｅ
ｓＭｅｄ社の「Ｍｉｒａｇｅ」のフロージェネレータのカーブ設定の規格内の抵抗をもた
らすこと、（マスクシステムの残りの部分と併せて）十分なＣＯ２押流し性能をもたらす
こと、３６０度の回転によってチューブの位置の調節を行うこと、回転および／またはス
イベルの動作によってチューブのひきずりの力を切り離すシステムを提供すること、マス
クとの簡単な組立ておよび分解を行うこと、適切な排気騒音性能を備えること、患者また
は一緒に寝る人の快適性に悪影響を及ぼさない排気方向を設けること、ユーザが簡単にマ
スクのクリーニングを行うことを可能にすること、ユーザが息苦しくまたは閉所恐怖を感
じるのを避けるために目立たず見た目も物理的にも最小であること、および／または外観
が良く品質が高くスタイルが良いことを反映することの機能のうち１つまたは複数を含む
。
【０５６０】
　一実施形態では、図２２－２３－１から図２２－２３－６の患者とのインターフェース
の場合の全流量の規格は、ＲｅｓＭｅｄ社のＳｗｉｆｔ　ＩＩマスクの流量の規格より低
くすることができる（例えば、４ｃｍＨ２Ｏから２０ｃｍＨ２Ｏの最少流量曲線はＳｗｉ
ｆｔ　ＩＩの公称流量曲線の約７５％である）。流量の規格が低いことの利点は、マスク
の騒音を低減し、ユーザの鼻の内側の空気の噴流による不快さを低減することである。一
実施形態では、エルボーの入口の長さは、流れが層状になるための時間を与えるのに十分
長い。
【０５６１】
　図示の実施形態では、排気機構５７４５はエルボー５７４０上に配置される。あるいは
、排気口を他の適切な位置、例えば、フレーム、短いチューブなどの上に配置することが
できる。図示の実施形態では、十分な排気流をもたらすために、排気口の設計は公称直径
０．６ｍｍの５３個の孔の列から成る。
【０５６２】
　次に、排気機構の特徴をさらに詳細説明する。排気ピンのブランクオフは、約７５度の
ブランクオフを有する平坦な面を設ける。１０５度のエルボーの角度は、見た目を改善し
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チューブの配置の範囲を最適にする。１０５度のエルボーは、例えば１２０度エルボーよ
り静かにすることもできる。ブランクオフのための平坦な面は、ツーリングのリスク、成
形型の寿命／メンテナンスおよびフラッシュを最小限に抑える。
【０５６３】
　より小さいφ０．６ｍｍの排気孔の寸法は、騒音をあまり発生せず、加湿を維持した許
容可能なＣＯ２に関する性能をもたらす。
【０５６４】
　排気孔の抜き勾配（すなわち、抜き勾配５度を含む収束する排気孔）により騒音が減る
。
【０５６５】
　約０．３４ｍｍの排気孔の入口半径は騒音を減らすために（ＲｅｓＭｅｄ社のＳｗｉｆ
ｔ　ＩＩの約０．２５ｍｍより）大きい（例えば、孔の間で最大限可能）。
【０５６６】
　排気孔の長さは内側の孔の約１．７ｍｍから外側の孔の２．５ｍｍの範囲でよい。騒音
を減らすために長い排気孔が設けられる。孔の長さは、例えば、エルボーの曲率、例えば
、騒音を減らす入口と出口の間の内壁の滑らかな移行のために設けられた曲率によって変
わる。
【０５６７】
　図１８－８－８に示すように、排気孔の間隔は、Ｄ７約１．４５ｍｍ、Ｄ８約０．７０
ｍｍである。約１．４５ｍｍの中心間距離は、例えば、ツーリングのために、入口半径の
接線間の最短距離約０．７ｍｍに対応する。
【０５６８】
　一実施形態では、排気孔の直径、抜き勾配、入口半径、長さおよび間隔は、所望の空間
に合う寸法にすることができる。
【０５６９】
　エルボー内側の形状は、入口と出口の間の比較的滑らかな内壁の移行部分を備える。入
口と出口の間の内壁の移行部がより滑らかなになると騒音が減る。図示のように、外側の
孔に許容可能な孔の長さを維持しながらも、平坦なブランクオフの表面積によって、内側
の曲率はゆるやかである。
【０５７０】
　患者とのインターフェースのマスクの騒音を小さくすることは、流量の規格を低くする
こと（流動手段を小さくすると騒音も小さくなる）、排気孔の直径を小さくφ０．６ｍｍ
にすること、（外側の孔の場合の）排気孔の長さを長くし、入口半径を大きくすること、
エルボーの内側の移行部の入口と出口の間の移行部をできるだけゆるやかにすること、排
気孔の間隔を近くして（集中を高めて）隣接する噴出口の間に相互作用を起こし騒音を減
らすこと、マスク全体の騒音の一因となる、患者とのインターフェースの残りの部分での
漏出を無視できる程度にすることのうち１つまたは複数の特徴によって実現することがで
きる。
【０５７１】
　一実施形態では、（例えば、やはり同じ圧力で流量を少なくすることによって）排気機
構は音響出力が約２５ｄＢＡであり、これは、当技術分野で知られた排気口（例えば、Ｒ
ｅｓＭｅｄ社のＳｗｉｆｔ　ＩＩ（２８～２９ｄＢＡ）、Ｏｐｕｓ（３１ｄＢＡ）、Ｏｐ
ｔｉＬｉｆｅ（３４ｄＢＡ））より著しく静かになる。
【０５７２】
　図１８－８－１６に示すように、エルボー５７４０の排気の方向はＲｅｓＭｅｄ社のＳ
ｗｉｆｔ　ＩＩマスクと同じ方向である（暗い部分Ｓ２で示す）。排気方向はエルボーが
回転するにつれて回転することはないが、軸方向に固定されている。鼻プロングアセンブ
リからフレームとのインターフェースとプロングから患者とのインターフェースの間の３
０度の角度により、ＲｅｓＭｅｄ社のＳｗｉｆｔ　ＩＩマスクと等価の排気方向を実現す
ることができる。また、ヨーク／フレーム間の方向を調節することによって排気方向の微
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調整が可能である（鼻プロングアセンブリの可撓性によってプロング／患者間のシールを
維持することができる）。
【０５７３】
　排気孔の直径が小さく流量の規格が低いことは噴流を最小限に抑える助けになる。さら
に、細いビーム中で排気されるので、噴流は小さい領域に制限され、したがって、患者ま
たは一緒に寝る人に影響を及ぼす可能性が低い（またはより簡単に管理する）。
【０５７４】
　エルボーの設計は、ＲｅｓＭｅｄ社の「Ｍｉｒａｇｅ」の流量曲線の抵抗要件に合うよ
うに構成されている。このように抵抗特性に合うことは、ＲｅｓＭｅｄ社のフロージェネ
レータとの互換性を保証する助けをする。しかし、エルボーを他の適切なフロージェネレ
ータと共に使用することができることを理解されたい。
【０５７５】
　図１８－８－１６は、上述のフレーム６０３０および鼻プロングアセンブリ６０２０に
取り付けられたエルボー５７４０を示す。図示の実施形態では、エルボー／フレーム間イ
ンターフェースは、ポリプロピレンのエルボーとシリコンフレーム（ショアＡデュロメー
タ硬さ７０～７５）の間の連続した環状のスナップ嵌めである。こうした硬質／軟質の間
のタイプのインターフェースには、エルボー／フレーム間インターフェースに対して以下
に示すようにいくつかの利点がある。
【０５７６】
　エルボーがフレームに組み付けられると、薄いシリコンのリップ部６０３５．２（厚さ
０．３～０．４ｍｍまたはそれより薄い）が曲がってエルボーのシーリング面５７４１と
の締まり嵌めによるシールを作る。締まり嵌めの量は保持機構との軸方向の重なりと直径
の重なりの両方によって決まる。こうしたインターフェースは、静的な動作状態では実質
上漏出しないインターフェースを提供する。締まり嵌めの量はある程度のチューブの引き
ずりに対応するように設計されている。
【０５７７】
　フレームに対するエルボーの保持力は、短いチューブのアセンブリが使用中に偶発的に
外れないことを確実にするために重要である。チューブの引きずりの１０Ｎの負荷が、全
ての方向で十分な保持力であると考えられており、例えば、この力で患者に対するマスク
のシールが壊され顔から完全に離れる可能性がある。全周に沿った０．７ｍｍのスナップ
係合によってエルボーの保持が行われる。エルボーのバーブ５７４３．１の６０度の戻り
角度Ａ１は、十分な保持力を維持しながらユーザが分解するのを助けるように構築されて
いた。
【０５７８】
　組立ておよび分解は、小型の部品を考慮して、特別器用ではない典型的なユーザが実行
するのに十分簡単にすべきである。フレームに対するエルボーの組付けは、エルボーバー
ブ５７４３．１の３０度の挿入角度Ａ２に助けられる。その目的は、軸方向の組立ての力
を約４０Ｎ以下にすることであった。主観的には、ユーザがエルボーを所定の位置に少し
角度を付けてまたはねじって扱う可能性が高く、これはあまり力を必要としないので組立
ては実際に簡単である。エルボーの取外しはエルボーの保持力と関連するが、ユーザがず
っと小さい力でエルボーを剥ぎ取ることができるので、取外しは保持力より実際には簡単
である。
【０５７９】
　エルボーは、チューブの配置をフレキシブルにし、睡眠時の移動中のチューブを引きず
る力を分断するためにフレーム内で３６０度回転することができる。フレームにエルボー
をシールするための硬質／軟質間の締まり嵌めにより、回転抵抗をある程度与えることが
できる。偶発的に振り回し着用者を困らせることなしにチューブを特定の方向に配置する
ことができるので、自由に回転する際にある程度の抵抗が好ましいことがある。回転トル
クに影響を及ぼす要因には、シールリップの締まり嵌め、シールリップの厚さ、および／
またはシリコンフレーム硬さがある。



(88) JP 5459997 B2 2014.4.2

10

20

30

40

50

【０５８０】
　インターフェースの他の位置（例えば、エルボーフランジ５７４９とフレーム６０３０
の間）の十分な隙間が、公差の範囲にわたって確保されて、最小限の接触およびトルクの
寄与を確実にする。隙間をある範囲で制御して、チューブの引きずりの負荷の下で漏出を
引き起こす恐れがある、フレーム内でのエルボーの動きを最小限に抑える。
【０５８１】
　一実施形態では、エルボーの回転トルクの規格は３０Ｎｍｍより小さく、主観的には、
短いチューブがその自重で回転することができる場合は、許容可能であると考えられる。
【０５８２】
　図１８－８－１７は、エルボー５７４０と短いチューブ５７７０の間のインターフェー
ス、例えば、バーブ付き、摩擦タイプの嵌合を示す。例えば、ハイトレル５５５６から作
られた、短いチューブの材料は可撓性および耐久性を高め、熱抵抗が非常に高く、より高
温の熱殺菌を可能にする。エルボー／短いチューブ間のインターフェースは、他の適切な
構成、例えば、スナップ嵌め、スイベル式の嵌合などでよい。
【０５８３】
　１０５度の角度のエルボーは、チューブが頭の上を通るのに十分遠くに曲がることを確
実にしながら、短いチューブが患者の胸部にぶつかる可能性を低減すること、騒音が少な
いこと、目立たないことのうち１つまたは複数の利点を含む。
【０５８４】
　エルボーの壁厚のばらつきが最小限に抑えられたが、いくつかの壁の厚い部分が構築さ
れて、エルボーの外観および目立たない点を改善している。エルボーフランジ５７４９の
円形の溝が構築されて、エルボーのこの領域から材料の体積を取り除き、成形の質および
／または寸法の制御を改善する。
【０５８５】
短いチューブおよびスイベル
　短いチューブ５０７０は、患者とのインターフェースを標準的な空気送達チューブ（例
えば、２２ｍｍのチューブ）と相互連結するように適合される。図１４－１および図２０
－１に示すように、短いチューブ５０７０は、チューブ部分５０７２および端部継ぎ手５
０７４を含み、その端部継ぎ手５０７４は、チューブ部分５０７２の各端部に設けられる
。端部継ぎ手５０７４は同じ構造を含み、端部継ぎ手５０７４の一方がエルボー５０４０
の第２の部分に取付可能であり、端部継ぎ手のもう一方が、空気送達チューブに連結する
ように適合されたスイベル５０９０に取付可能である。こうした構成により、（例えば、
クリーニング、殺菌などのための）組立ておよび分解が容易になり、漏出を低減するため
にシールを設け、組立て／分解のステップを減らすために部品の数を制限する。
【０５８６】
　チューブ部分５０７２（例えば、内径１３～１５ｍｍ（例えば、内径１３．５ｍｍ））
の長さを短く（例えば、３０～４０ｍｍ（例えば、３５ｍｍ））して、抵抗を低減するこ
とができる。また、短いチューブの可撓性を調節するために、チューブ部分５０７２の幅
、高さ、ピッチ、および／またはらせんのリブを調節することができる。例えば、チュー
ブ部分の周りのらせんのピッチの寸法を調節して可撓性を調節することができる。
【０５８７】
端部継ぎ手
　端部継ぎ手５０７４（例えば、ＴＰＥ、シリコンなどの半剛性材料から構築される）は
それぞれ、（例えば、ポリプロピレン、ＰＴＥ、デュポン社のＨｙｂｒｉｄ、ハイトレル
、Ｒｉｔｅｆｌｅｘ、不透明のリブ、半透明のフィルム、またはそれらの組合せなど、硬
質プラスチック材（例えば、ショアＤ硬度４５～５５）から構築された）チューブ部分５
０７２と一体に形成され１部片にすることもでき、チューブ部分５０７２とは別々に形成
しそれに取り付ける（例えば、接着、溶接）こともできる。一実施形態では、端部継ぎ手
５０７４をチューブ部分５０７２の各端部にオーバーモールドすることができる。
【０５８８】
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　図２０－２および図２０－４に最良に示すように、端部継ぎ手５０７４はそれぞれ、自
由端のシールリップ５０７５．１と、スナップ機構を備える環状のフランジ５０７５．２
と、フィンガーグリップを設ける１つまたは複数の環状のリブ５０７５．３（例えば、２
つのリブ）とを含む。
【０５８９】
スイベルの取付け
　スイベル５０９０（例えば、ポリプロピレン、ハイトレル、ＨＴＰＣなどの硬質プラス
チック材から構築される）は、短いチューブ５０７０に連結するように適合された第１の
部分５０９２と、空気送達チューブに連結するように適合された第２の部分５０９４とを
含む。
【０５９０】
　図２０－２から図２０－４に示すように、第１の部分５０９２は、スイベル側壁を通り
正反対に対向するウインドウ５０９５．１と、内側に向いた先細り面５０９５．２とを備
える。第２の端部分５０９４は、空気送達チューブに連結するための先細りの側壁を備え
る。スイベル５０９０にはさらに、間隔をあけて配置されたフランジ５０９６が設けられ
、空気送達チューブを保持するように適合されたチューブリテーナクリップのためにフラ
ンジ５０９６の間の空間を画定する。
【０５９１】
　短いチューブ５０７０の端部継ぎ手５０７４は、スナップ嵌めまたはプレス嵌めでスイ
ベル５０９０の第１の部分５０９２と係合するように構成され、すなわち、環状のフラン
ジ５０７５．２が弾性的に曲がりウインドウ５０９５．１中に入る。さらに、端部継ぎ手
５０７４のシールリップ５０７５．１が弾性的に曲がり内側に向いた先細りの面５０９５
．２と係合して、スイベルの内周に沿ってシールするために締り嵌めをする。スイベル５
０９０の第１の部分５０９２は、スイベル５０９０に対する端部継ぎ手５０７４の組立て
／分解を容易にする指用の隙間を設けるように切欠き５０９８（図２０－２および図２０
－３参照）も含む。
【０５９２】
　代替の実施形態では、スイベルを短いチューブの端部継ぎ手にオーバーモールドして、
例えば、構成要素の数の減少、寸法の縮小などをすることができる。他の代替形態では、
スイベルを接着剤または溶接で端部継ぎ手に結合させることができる。
【０５９３】
エルボーの取付け
　短いチューブ５０７０の端部継ぎ手５０７４のもう一方は、スイベル５０９０と同様に
してエルボー５０４０に取り付けることが可能である。具体的には、図１７に示すように
、短いチューブ５０７０の端部継ぎ手５０７４は、エルボー５０４０の第２の部分５０４
４とスナップ嵌めで係合するように構成され、すなわち、環状のフランジ５０７５．２が
弾性的に曲がりウインドウ５０４６中に入る（図１８－１および図１８－３参照）。さら
に、端部継ぎ手５０７４のシールリップ５０７５．１は、弾性的に曲がり内側に向いた先
細りの面５０４８と係合して、エルボーの内周に沿ってシールするために締り嵌めをする
。エルボー５０４０の第２の部分５０４４は、エルボー５０４０に対する端部継ぎ手５０
７４の組立て／分解を容易にする指用の隙間を設けるように切欠き５０４９（図１８－１
および図１８－３参照）も含む。
【０５９４】
　図２０－５－１から図２０－５－６は、本発明の他の実施形態による、エルボー５７４
０およびスイベル５７９０を備える短いチューブ５７７０を示す。例えば、摩擦嵌め、機
械式インターロック、および／またはオーバーモールドによって、（図１８－８－１から
図１８－８－７に関して上述した）エルボー５７４０およびスイベル５７９０を短いチュ
ーブ５７７０の各端部に取り付けることができる。図示の実施形態では、スイベル５７９
０と結合するための小口径のチューブアダプタ５７９１が短いチューブに設けられ、例え
ば、アダプタがバーブ付きの連結部を備える。
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【０５９５】
　短いチューブは、システム要件によって指定されているように抵抗のレベルが許容可能
なレベル内であるフロージェネレータからの空気供給源を患者とのインターフェースに連
結すること、フロージェネレータチューブの重さおよびこのチューブが絡まることにより
引き起こされることがあるチューブの引きずりによる、マスクおよびシーリングを不安定
にすることがある力を低減すること、マスク全体の寸法が外観および物理的に目立たない
ようにすること、チューブの内側が滑らかで空気の乱流による騒音の発生を最小限に抑え
ること、チューブのスティフネスが通常の使用状況の下でのねじれまたは伸びを防止する
のに十分なものとすること、チューブの継手は臭いがしないものであること、チューブは
チューブ内の結露の発生または「雨」を低減するために断熱の性質を有するものであるこ
と、美的に感じが良く品質が高くスタイルが良いことを反映すること、チューブはマスク
との組立て／分解が簡単であること、短いチューブのアセンブリの全漏出量によりマスク
全体の流量が特定の流量の限界を超えないこと、チューブの端部継ぎ手がフィンガーグリ
ップ領域、すなわちエルボーまたはスイベルからのチューブの組立ておよび分解中に握る
ことができる領域を有することのうち１つまたは複数の機能を含む。
【０５９６】
　一実施形態では、チューブの長さは約２００～４００ｍｍ、例えば３００ｍｍであり、
エルボー／チューブ間の保持力は約２０Ｎより大きく、スイベル／チューブ間の保持力は
約２０Ｎより大きい。
【０５９７】
　短いチューブは、１つまたは複数の以下の機能を含むことができる。
【０５９８】
　貫通抵抗
　短いチューブアセンブリ（例えば、短いチューブおよび端部継ぎ手またはコネクタ）の
貫通抵抗特性により、マスクシステムの抵抗が許容可能な限度を越えて上昇すべきではな
い。短いチューブの長さおよび直径、コネクタの内側および短いチューブ内の表面仕上げ
、エルボーの継手の形状、および流れの方向の変化量が、短いチューブのアセンブリの貫
通抵抗に影響を及ぼす要因になることがある。さらに、鼻プロングアセンブリに対する空
気流入口の位置も空気流の抵抗の一因になることがある。
【０５９９】
　ねじれおよび閉塞
　ベッドの横板の上または保育器の扉の上を通して配置するときに、短いチューブを、ね
じれの可能性を最小限に抑えるのに十分に剛性にするかまたはそのように構築することが
できる。患者の頭または腕が短いチューブ上にあるときを含め、患者の周りの領域に配置
されるときに、閉塞を防止するように短いチューブを構成することができる。短いチュー
ブのねじれおよび閉塞に対する抵抗は、短いチューブの材料硬度、短いチューブの壁およ
びリブの厚さ、ならびに短いチューブの長さ、らせんのピッチ距離、および直径など、短
いチューブの寸法に基づくことができる。
【０６００】
　短いチューブの可撓性
　短いチューブは、空気チューブのどんな動きの間にもマスクシステムにかかる力を低減
するのに十分に可撓性であるべきである。様々なエルボーの位置への短いチューブの動き
は、鼻プロングと鼻腔の間に追加の漏出を起こすべきではない。
【０６０１】
　短いチューブアセンブリの漏出
　一実施形態では、短いチューブアセンブリの漏出は２０ｃｍＨ２Ｏで１Ｌ／分より少な
い。
【０６０２】
　チューブの保持力
　一実施形態では、短いチューブアセンブリは、部品が外れることなしに３０ｃｍＨ２Ｏ
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の圧力に約１２時間耐えるように構成され、部品の連結は、破損またはマスクのエルボー
から外れることなしに様々な角度で２０Ｎの引っ張り力に耐えるように構成される（力の
限度は、人の顔に加えて我慢できる最大の力のおよそ倍である）。
【０６０３】
　スイベルの回転要件
　スイベルの目的は、患者が寝姿勢を変えるときにマスクシステムにかかるねじり力を軽
減することである。スイベルは、チューブアダプタまたは下側スイベルに対して３６０度
回転することができる。一実施形態では、スイベルは短いチューブまたはマスクシステム
の通常の動きの間にきしり音がしない。一実施形態では、スイベルは下側スイベルに固定
してスナップ嵌めすることができる。
【０６０４】
　快適性の要因
　睡眠中に患者が動くときに快適性を最適化するように、短いチューブを構成することが
できる。例えば、短いチューブアセンブリの部品全てを外面の仕上げを非常に滑らかにす
ることができる。
【０６０５】
　アセンブリの完全性
　一実施形態では、短いチューブアセンブリは、寝具に引っかかりマスクシステムを外す
か、またはシールを遮る可能性のある部品を有しない。
【０６０６】
　生体適合性
　一実施形態では、短いチューブの構成要素はすべて生体適合性である。
【０６０７】
　化学的人的要因
　一実施形態では、チューブアセンブリは組立ておよび分解が簡単である。例えば、構成
要素は、組立ておよび分解が直感的に分かるものでもよく、短いチューブアセンブリの端
部が異なる連結部を有する場合はフェールセーフ（一方向にのみ組み立てることができる
）でもよい。
【０６０８】
　脱落
　マスクシステムは、小型の部品が外れて吸い込まれることがないように構成することが
できる。
【０６０９】
　使用中の耐久性
　短いチューブアセンブリ（マスクを含む）は、耐久性があってもよく使い捨てでもよい
。
【０６１０】
　一実施形態では、短いチューブは直径約１３～１３．５ｍｍ（例えば１３．５ｍｍ）、
長さ約２００～２５０ｍｍ（例えば２５０ｍｍ）でよい。しかし、上述のように他の寸法
が可能である。
【０６１１】
　短いチューブは、（例えば、チューブを透明にすることができる）ポリオレフィン、ハ
イトレル（例えば、ハイトレル５５５６）、またはＲｉｔｅｆｌｅｘ材から製造すること
ができる。一実施形態では、短いチューブおよびコネクタは、コネクタ上に短いチューブ
をオーバーモールドすることを可能にするハイトレルまたはＲｉｔｅｆｌｅｘ材の組合せ
から作ることができる。
【０６１２】
４　他の態様
患者とのインターフェース
　図１－１および図２－１から図２－２は、本発明の実施形態による患者とのインターフ
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ェースまたはマスクシステムを示す。図示のように、患者とのインターフェースは、患者
の鼻との効果的なシールまたはインターフェースを設けるように適合された鼻プロングア
センブリ２０（図２－１から図２－２）と、患者とのインターフェースを患者の頭の所望
の位置に支持するように適合されたヘッドギア５０（図１－１）とを含む。
【０６１３】
快適性およびシール
　本発明の実施形態は、患者の顔との快適かつ効果的なシールを設ける構造を有する患者
とのインターフェースを対象としている。さらに、本発明の実施形態は、静的なシーリン
グ性能（例えば、シール力を生み出すためにヘッドギアからのストラップの張力を低くす
ることが可能な機能）を改善し、動的なシーリング性能（例えば、ベッドの上で動き回る
患者による大きな動きに耐え、シールを維持し、かつ／または短期間（顔が弛緩している
ときおよび頬が圧縮空気で満たされているとき）および長期間（例えば、体重の変化など
に基づいて、患者の顔の造りが変化する場合）の患者の顔の変化に耐える機能）を改善し
た、患者とのインターフェースを対象としている。例えば、本発明の実施形態は、単独で
または他の特徴と組み合わせて、全体としてシールを壊すことも快適性を損なうこともな
くある範囲の動きを可能にする（例えば、患者の鼻から鼻プロングを外すことなく患者が
横向きに寝ることができる）装置を提供する、１つまたは複数の特徴を有する患者とのイ
ンターフェースを対象としている。このようなインターフェースの特徴を以下にさらに詳
細に説明する。
【０６１４】
代替の患者とのインターフェースの実施形態
　図１３－１から図１３－４および図１４－１から図１４－２は、本発明の他の実施形態
による患者とのインターフェースまたはマスクシステム５０１０を示す。図示のように、
患者とのインターフェース５０１０は、フレーム５０３０と、フレーム５０３０に設けら
れ、患者の鼻との効果的なシールまたはインターフェースを設けるように適合された鼻プ
ロングアセンブリ５０２０と、フレーム５０３０に設けられ、呼吸可能な気体を患者に送
達する空気送達チューブに連結されるように適合されたエルボー５０４０と、患者とのイ
ンターフェースを患者の頭の所望の位置に支持するように適合されたヘッドギア５０５０
とを含む。図示のように、患者とのインターフェースは、中心のスイベルを有する比較的
幅の狭い構成であり、この構成は、使用時にある範囲の動きを可能にする快適なインター
フェースを設ける（以下により詳細に説明する）。
【０６１５】
快適性、シール、および寝姿勢の可能な範囲
　図示のように、患者とのインターフェース５０１０は、構成要素の数が少ないこと、比
較的小型で狭いフレーム（より小さいプロフィル、流線形、目立たない）を含む全体の寸
法が比較的小さいこと、シールリング、エンドキャップ、またはベントキャップが無いこ
と、比較的細いヘッドギアヨークがあまり目立たない（例えば、外観の目立つ部分が少な
い）こと、組立てが簡単なこと、調節機能が強化されていること、および軽量で小型であ
ると認識できることを含む構成を備える。さらに、患者とのインターフェース５０１０の
構成は、横向きに寝る人にとってより快適であり、それどころかシールを維持しながら患
者が顔面を下にすることを可能にする。例えば、患者とのインターフェース５０１０は、
シールを壊すことも快適性を損なうこともなくある範囲の動きを可能にする（例えば、患
者の鼻から鼻プロングを外すことなく患者が横向きに寝ることができる）。
【０６１６】
　一実施形態では、図１３－２および図１３－４に示すように、患者とのインターフェー
スは、幅Ｗ（すなわち、鼻プロングアセンブリの幅）約５０～６０ｍｍ、例えば５４ｍｍ
、高さＨ（すなわち、鼻プロングの先端からエルボーの下端までの高さ）約６５～７５ｍ
ｍ、例えば６９ｍｍ、および深さＤ（すなわち、鼻プロングアセンブリの縁部からエルボ
ーの縁部までの深さ）約３５～４５ｍｍ、例えば３９ｍｍでよい。これらの寸法は単に例
示的なものであり、用途に応じて他の寸法が可能である。
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【０６１７】
鼻プロングを配置および支持するための代替のシステム
　図３１－１から図４５－２は、呼吸器の治療、例えば、ＣＰＡＰ療法の提供のための、
患者の鼻孔に１対の鼻プロングを配置および支持するための代替のシステムを示す。本発
明のいくつかの態様は、こうしたシステムの寸法を縮小または最小化することに関するも
のである。
【０６１８】
　例えば、一実施形態では、ＲｅｓＭｅｄ社のＳｗｉｆｔマスクは、フレーム上のチュー
ブの出っ張りをフレームの内側に移動することによって幅を縮小することができ、エルボ
ーを短くすることができ、ポートプラグまたはエルボーにシールリング（例えば、Ｏリン
グ）を追加することができ、ヨークをフレームに直接連結することができる。
【０６１９】
　図３１－１および図３１－２はマスクシステム９５１０を示し、そのマスクシステム９
５１０では、ヨーク／フレーム間インターフェース９５８５がヨーク９５５５から延び、
細いフレーム／鼻プロングアセンブリ９５２０に連結される。図示のように、例えば、チ
ューブの引きずりによってシールを損なうリスクを低減するために、側部のチューブ出口
が設けられる。
【０６２０】
　図３２－１および図３２－２は他のマスクシステム９６１０を示し、その他のマスクシ
ステム９６１０では、ヨーク／フレーム間インターフェース９６８５がヨーク９６５５か
ら延び、細いフレーム９６３０および鼻プロングアセンブリ９６２０に連結される。図示
のように、例えば、チューブの引きずりによってシールを損なうリスクを低減するために
、側部のチューブ出口が設けられる。この実施形態では、ヨーク９６５５およびフレーム
９６３０を一体成形して１部片構造にしてもよく、２部片に成形してもよい。
【０６２１】
　図３３－１および図３３－２はマスクシステム９７１０を示し、そのマスクシステム９
７１０では、鼻プロングアセンブリ９７２０がヨーク９７５５に設けられたクレードル９
７５９によって支持される。こうしたクレードル構造は、鼻プロングアセンブリの端部（
２地点）から回転の支持部を鼻プロングアセンブリの中心に（１地点）ずらすことによっ
てマスクの幅を縮小する。
【０６２２】
　図３４はマスクシステム９８１０を示し、そのマスクシステム９８１０では、中心に取
り付けるためにＹ字形の部品のインレットチューブ９８７０がマスクに設けられる。マス
ク上の側部のチューブ出口は、チューブの引きずりによってシールを損なうリスクを低減
することができる。こうしたインレットチューブは、図３２－１から図３３－２に示すヨ
ーク／フレーム間インターフェースと共に使用することができる。
【０６２３】
　図３５はマスクシステム９９１０を示し、そのマスクシステム９９１０では、単一のプ
ラスチックのフレーム９９３０がインレットチューブ９９７０に設けられたシリコン成形
のプロング９９２４を支持または保持し、例えば、プロングはフレームに設けられた開口
部を通して挿入されその中に保持される。こうした構成により、マスクシステムの部品の
数が少なくなる。
【０６２４】
　図３６はマスクシステム１００１０を示し、そのマスクシステム１００１０では、シリ
コンの鼻プロングアセンブリ１００２０がそのアセンブリに内蔵されるかまたは組み込ま
れた角度調節機能を含む。例えば、鼻プロングアセンブリ１００２０はピン１００２１を
含むことができ、それらのピン１００２１は、例えば、摩擦嵌めによってヨーク１００５
５の各開口部で受けられる。鼻プロングアセンブリ１００２０の両側のキャビティ１００
２３によりある程度の回転が可能になる。
【０６２５】
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　図３７はマスクシステム１０１１０を示し、そのマスクシステム１０１１０では、シリ
コン鼻プロングアセンブリ１０１２０が剛性のプラスチックのチューブ１０１３０の周り
に巻きついている。剛性のチューブ１０１３０は空気の通路として働き、剛性のチューブ
の２つの孔１０１３１は圧縮空気を鼻プロングアセンブリ１０１２０に解放する。こうし
た構成により、部品の数が減りマスク幅が縮小する。
【０６２６】
　図３８はマスクシステム１０２１０を示し、そのマスクシステム１０２１０は、剛性の
内側チューブ１０２３０と、そのチューブ１０２３０に設けられた可撓性のシリコンの外
側フレーム１０２３１と、剛性の内側チューブ１０２３０に係合するかまたは押し込まれ
た鼻プロング１０２２４とを含む。例えば、チューブの引きずりによってシールを損なう
リスクを低減するために、側部のチューブ出口が設けられる。
【０６２７】
　図３９－１および図３９－２はマスクシステム１０３１０を示し、そのマスクシステム
１０３１０は、シリコン成形のプロングインターフェース１０３２０を支持または保持す
る単一のプラスチックのフレーム１０３３０を含む。図示のように、プロングインターフ
ェース１０３２０はピン１０３２１を含み、それらのピン１０３２１は、例えば、摩擦嵌
めによってフレーム１０３３０の各開口部で受けられる。また、プロングインターフェー
ス１０３２０は、インレットチューブ１０３７０に係合するように適合されたチューブ部
分１３０２３を含む。フレーム１０３３０は、各ヘッドギアストラップと係合するための
開口部を含み、ヘッドギアストラップに対するリジダイザとして働く。こうした構成によ
り、部品の数が少なく、専用面積が小さい／狭いことを含む、マスクシステムの設計が必
要最低限度になる。
【０６２８】
　図４０は鼻プロング１０４２４を示し、その鼻プロング１０４２４は、副次的な剛性の
構成要素１０４４０内のカーブした通路に沿って回転自在または平行移動自在である。こ
うしたプロング構成を、上述の１つまたは複数の実施形態に組み込むことができる。一実
施形態では、各鼻プロングを、二次的な剛性の構成要素１０４４０に関して独立に回転さ
せるかまたは調節することができる。
【０６２９】
　他の実施形態では、鼻プロングアセンブリの幅を縮小することができる。例えば、図４
１－１は、幅がＷの鼻プロングアセンブリ１０５２０を示し、図４１－２は、幅ｗが鼻プ
ロングアセンブリ１０５２０の幅より約４０％細い鼻プロングアセンブリ１０６２０を示
す。図４１－３に示すように、鼻プロングアセンブリの各端部１０６２１でフレーム１０
６３０のリップ部１０６３１を覆い、次いで、ヨーク１０６５５を端部１０６２１上に係
合させることによって、鼻プロングアセンブリ１０６２０を適位置に固定することができ
る。
【０６３０】
　図４２はフレームのないマスクシステム１０７１０を示す。図示のように、鼻プロング
アセンブリ１０７２０の端部（例えば、１部片構成）は、ヨーク１０７５５によって保持
され、ヨーク１０７５５はさらにエルボー１０７４０も支持する。
【０６３１】
　図４３はフレーム１０８３０に押込み嵌めした鼻プロング１０８２４を示す。一実施形
態では、オーバーモールドしたシールリング１０８５８を、フレーム１０８３０の端部に
設けることができる。
【０６３２】
　図４４はフレームのないマスクシステム１０９１０の他の実施形態を示す。図示のよう
に、鼻プロングアセンブリ１０９２０の端部は、シールするためにヨーク１０９５５の周
りに巻きつく。鼻プロングアセンブリ１０９２０はそれ自体がシールすることもでき、シ
ールを促進するためにクリップを設けることもできる。（例えば、エルボーにオーバーモ
ールドされた）Ｏリング１０９４１によって、エルボーまたは短いチューブ１０９４０を
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ヨーク１０９５５に対してシールすることができる。図示の実施形態では、マスクの側部
はそれぞれ入り口ポート（すなわち、両側のポート）を含み、片方を塞ぐことができる。
あるいは、マスクの片側のみがポートを含むことができ（すなわち、片方のポート）、し
たがって、プラグを不要にすることができる。側部に取り付けられたエルボーとヨークの
間の構成は、例えば、正面に取り付けられたエルボーとフレーム／鼻プロングアセンブリ
の間の構成と比較して、マスクの安定性を改善することができる。
【０６３３】
　図４５－１は中心軸Ａを有する鼻プロングアセンブリ１１０２０を示し、図４５－２は
、幅を縮小するために鼻の中のプロングを長くするようにずらした中心軸ａを有する鼻プ
ロングアセンブリ１１１２０を示す。こうした構成は、使用時に患者の上唇から離れるよ
うにプロングを持ち上げることによって快適性を改善することもできる。一実施形態では
、ヨーク１１１５５が鼻プロングアセンブリ１１１２０を支持するようにフレームなしの
マスクシステムを提供することができる。
【０６３４】
移動範囲
　一実施形態では、患者とのインターフェースは、概して、患者の鼻との効果的なシール
またはインターフェースを設けるように適合された１対の鼻プロングと、鼻プロングを患
者の顔の動作位置に支持するように適合された支持構造とに分けることができる。支持構
造は、十分なシールを維持しチューブのひきずりおよびヘッドギアの張力を前記鼻プロン
グに加えることに抵抗しながら、ある範囲の回転、軸方向および横方向の動きを鼻プロン
グにもたらすように構成される。一実施形態では、支持構造は、鼻プロングに加えて全て
を含むことができ、鼻プロングの部品、例えば、上述のようなガセット、フレーム、およ
び／またはヘッドギアさえも含むことができる。したがって、患者とのインターフェース
は、単独でまたは協働して、シールを壊すことも快適性を損なうこともなくある範囲の動
きを可能にする、１つまたは複数の特徴を備える。
【０６３５】
　現在最も実用的かつ好ましい実施形態と考えられているものに関連して、本発明を説明
してきたが、本発明は、開示した実施形態に限定されるべきではなく、逆に、本発明の精
神および範囲内に包含される様々な改変形態および等価物の構成をカバーするものである
ことを理解されたい。また、上述の様々な実施形態は、他の実施形態と併せて実施するこ
とができ、例えば、一実施形態の態様は、他の実施形態の態様と組み合わせて、さらに他
の実施形態を実現することができる。さらに、所与のアセンブリのそれぞれ独立の特徴ま
たは構成要素は、追加の実施形態を構成することができる。さらに、本発明は、ＯＳＡを
患う患者への特定の用途を有するが、他の病気（例えば、鬱血性心不全、糖尿病、病的肥
満、脳卒中、肥満手術など）を患う患者が、上記の教示から利益を得ることができること
を理解されたい。さらに、上記の教示は、医療とは関係のない用途において、患者にも患
者ではない人にも同様に適用性を有する。
【図面の簡単な説明】
【０６３６】
【図１－１】本発明の実施形態による、患者とのインターフェースのためのヘッドギアの
斜視図である。
【図２－１】本発明の実施形態による、患者とのインターフェースのための鼻プロングア
センブリの斜視図である。
【図２－２】本発明の実施形態による、患者とのインターフェースのための鼻プロングア
センブリの斜視図である。
【図２－３】本発明の実施形態による、例示的な寸法を示す患者とのインターフェースの
ための鼻プロングアセンブリの上面図である。
【図２－４】本発明の実施形態による、例示的な寸法を示す患者とのインターフェースの
ための鼻プロングアセンブリの正面図である。
【図３－１】本発明の実施形態による、２重壁の鼻プロングの斜視図である。
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【図４－１】本発明の実施形態による、例示的な寸法を示す鼻プロングのためのトランポ
リン様のサスペンションシステムの概略図である。
【図４－２】本発明の実施形態による、鼻プロングのためのトランポリン様のサスペンシ
ョンシステムの概略図である。
【図５－１】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブリを示
す。
【図５－２】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブリを示
す。
【図５－３】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブリを示
す。
【図５－４】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブリを示
す。
【図５－５】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブリを示
す。
【図５－６】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブリを示
す。
【図５－７－１】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブリ
を示す。
【図５－７－２】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブリ
を示す。
【図５－８】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブリを示
す。
【図５－９－１】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブリ
を示す。
【図５－９－２】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブリ
を示す。
【図５－１０】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブリを
示す。
【図５－１１】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブリを
示す。
【図５－１２－１】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブ
リを示す。
【図５－１２－２】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブ
リを示す。
【図５－１２－３】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブ
リを示す。
【図５－１２－４】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブ
リを示す。
【図５－１３－１】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブ
リを示す。
【図５－１３－２】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブ
リを示す。
【図５－１３－３】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブ
リを示す。
【図５－１４－１】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブ
リを示す。
【図５－１４－２】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブ
リを示す。
【図５－１４－３】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブ
リを示す。
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【図５－１４－４】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブ
リを示す。
【図５－１５－１】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブ
リを示す。
【図５－１５－２】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブ
リを示す。
【図５－１６】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブリを
示す。
【図５－１７】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブリを
示す。
【図５－１８】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブリを
示す。
【図５－１９－１】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブ
リを示す。
【図５－１９－２】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブ
リを示す。
【図５－１９－３】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブ
リを示す。
【図５－２０－１】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブ
リを示す。
【図５－２０－２】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブ
リを示す。
【図５－２１】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブリを
示す。
【図５－２２－１】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブ
リを示す。
【図５－２２－２】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブ
リを示す。
【図５－２３－１】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブ
リを示す。
【図５－２３－２】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブ
リを示す。
【図５－２４－１】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブ
リを示す。
【図５－２４－２】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブ
リを示す。
【図５－２５】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブリを
示す。
【図５－２６】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブリを
示す。
【図５－２７】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブリを
示す。
【図５－２８】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブリを
示す。
【図５－２９】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブリを
示す。
【図５－３０】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブリを
示す。
【図５－３１】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブリを
示す。
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【図５－３２－１】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブ
リを示す。
【図５－３２－２】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブ
リを示す。
【図５－３２－３】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブ
リを示す。
【図５－３２－４】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブ
リを示す。
【図５－３２－５】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブ
リを示す。
【図５－３３】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブリを
示す。
【図５－３４】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブリを
示す。
【図５－３５】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブリを
示す。
【図５－３６－１】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブ
リを示す。
【図５－３６－２】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブ
リを示す。
【図５－３７】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブリを
示す。
【図５－３８】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブリを
示す。
【図５－３９】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブリを
示す。
【図５－４０】本発明の代替の実施形態による鼻プロングおよび鼻プロングアセンブリを
示す。
【図５－４１】本発明の他の実施形態による、鼻プロングアセンブリおよび空気送達導管
を示す。
【図５－４２－１】本発明の実施形態による、チューブリテーナの図である。
【図５－４２－２】本発明の実施形態による、チューブリテーナの図である。
【図５－４２－３】本発明の実施形態による、チューブリテーナの図である。
【図５－４２－４】本発明の実施形態による、チューブリテーナの図である。
【図５－４２－５】本発明の実施形態による、チューブリテーナの図である。
【図５－４２－６】本発明の実施形態による、チューブリテーナの図である。
【図５－４３－１】本発明の実施形態によるヘッドギアバックルの図である。
【図５－４３－２】本発明の実施形態によるヘッドギアバックルの図である。
【図５－４３－３】本発明の実施形態によるヘッドギアバックルの図である。
【図５－４３－４】本発明の実施形態によるヘッドギアバックルの図である。
【図５－４３－５】本発明の実施形態によるヘッドギアバックルの図である。
【図５－４３－６】本発明の実施形態によるヘッドギアバックルの図である。
【図５－４３－７】本発明の実施形態によるヘッドギアバックルの図である。
【図５－４４－１】本発明の実施形態によるリンクの側面図である。
【図５－４４－２】本発明の実施形態によるリンクの上面図である。
【図５－４４－３】本発明の実施形態によるリンクの（図５－４４－２の線５－４４－３
に沿った）断面図である。
【図５－４４－４】本発明の実施形態によるリンクの底面正射図である。
【図５－４４－５】図５－４４－１から図５－４４－４に示すリンクの等角図である。
【図５－４５】図５－４４－１から図５－４４－４に示すリンクとヘッドギアストラップ
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の間の連結部を示す断面図である。
【図５－４６】従来技術のヘッドギアの使用時のバックルおよびストラップアセンブリの
一部分を示す。
【図５－４７－１】本発明の実施形態によるチューブリテーナの図である。
【図５－４７－２】本発明の実施形態によるチューブリテーナの図である。
【図５－４７－３】本発明の実施形態によるチューブリテーナの図である。
【図５－４７－４】本発明の実施形態によるチューブリテーナの図である。
【図５－４７－５】本発明の実施形態によるチューブリテーナの図である。
【図５－４７－６】本発明の実施形態によるチューブリテーナの図である。
【図５－４８】本発明の実施形態によるバックルの等角図である。
【図５－４９】本発明の他の実施形態によるバックルの等角図である。
【図５－５０】本発明の他の実施形態によるバックルの側面図である。
【図５－５１】本発明の他の実施形態によるバックルの側面図である。
【図５－５２】本発明の他の実施形態によるバックルの等角図である。
【図５－５３】本発明の他の実施形態によるバックルの等角図である。
【図５－５４】本発明の他の実施形態によるバックルの上面図である。
【図５－５５】本発明の他の実施形態によるバックルの上面図である。
【図５－５６】本発明の他の実施形態によるバックルの上面図である。
【図５－５７】本発明の他の実施形態によるバックルの上面図である。
【図５－５８】本発明の他の実施形態によるバックルの上面図である。
【図５－５９】本発明の他の実施形態によるバックルの上面図である。
【図５－６０】本発明の他の実施形態によるバックルの上面図である。
【図５－６１】本発明の他の実施形態によるバックルの上面図である。
【図５－６２】本発明の他の実施形態によるバックルの上面図である。
【図５－６３】本発明の他の実施形態によるバックルの上面図である。
【図５－６４】本発明の他の実施形態によるバックルの上面図である。
【図５－６５】本発明の他の実施形態によるバックルの上面図である。
【図５－６６】本発明の実施形態によるバックルのキーホールの等角図である。
【図５－６７】本発明の他の実施形態によるバックルの上面図である。
【図５－６８】本発明の実施形態によるチューブリテーナの等角図である。
【図５－６９】本発明の他の実施形態によるチューブリテーナの等角図である。
【図５－７０】本発明の他の実施形態によるチューブリテーナの等角図である。
【図５－７１】本発明の他の実施形態によるチューブリテーナの等角図である。
【図５－７２】本発明の他の実施形態によるチューブリテーナの正面図である。
【図５－７３】本発明の他の実施形態によるチューブリテーナの正面図である。
【図５－７４】本発明の他の実施形態によるチューブリテーナの正面図である。
【図５－７５】本発明の他の実施形態によるチューブリテーナの正面図である。
【図５－７６】本発明の他の実施形態によるチューブリテーナの等角図である。
【図５－７７】本発明の他の実施形態によるチューブリテーナの等角図である。
【図５－７８】本発明の他の実施形態によるチューブリテーナの等角図である。
【図５－７９】本発明の他の実施形態によるチューブリテーナの正面図である。
【図５－８０】本発明の他の実施形態によるチューブリテーナの正面図である。
【図５－８１】本発明の他の実施形態によるチューブリテーナの等角図である。
【図５－８２】本発明の他の実施形態によるチューブリテーナの等角図である。
【図５－８３】本発明の実施形態によるチューブリテーナのタブの等角図である。
【図５－８４】本発明の他の実施形態によるチューブリテーナのタブの等角図である。
【図５－８５】本発明の他の実施形態によるチューブリテーナのタブの等角図である。
【図５－８６】本発明の他の実施形態によるチューブリテーナのタブの等角図である。
【図６－１】本発明の実施形態による、ヘッドギアのためのヘッドギアヨークを示す。
【図６－２】本発明の実施形態による、ヘッドギアのためのヘッドギアヨークを示す。
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【図６－３】本発明の実施形態による、ヘッドギアのためのヘッドギアヨークを示す。
【図６－４】本発明の実施形態による、ヘッドギアのためのヘッドギアヨークを示す。
【図６－５】本発明の実施形態による、ヘッドギアのためのヘッドギアヨークを示す。
【図７－１】ＲｅｓＭｅｄ社のＭｉｒａｇｅ　Ｓｗｉｆｔヘッドギアにかかるヘッドギア
の張力を概略的に示す。
【図７－２】本発明の実施形態によるヘッドギアにかかるヘッドギアの張力を概略的に示
す。
【図８－１】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアヨークを概略的に示す。
【図８－２】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアヨークを概略的に示す。
【図８－３】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアヨークを概略的に示す。
【図８－４】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアヨークを概略的に示す。
【図９】本発明の実施形態による、ヘッドギアのための後部ストラップを示す。
【図１０－１】本発明の実施形態による、ヘッドギアストラップおよびヘッドギアヨーク
を含むヘッドギアストラップの一部分を示す。
【図１０－２－１】本発明の実施形態による発泡体のヘッドギアストラップを示す。
【図１０－２－２】本発明の実施形態による発泡体のヘッドギアストラップを示す。
【図１０－３－１】ＲｅｓＭｅｄ社のＳｗｉｆｔヘッドギアに関する頬の跡の領域を示す
。
【図１０－３－２】既知のヘッドギアストラップの一部分を示す。
【図１０－４】本発明の実施形態によるヘッドギアストラップの一部分を示す。
【図１０－５】本発明の代替の実施形態による、ヘッドギアストラップおよびヘッドギア
ヨークを示す。
【図１０－６】本発明の代替の実施形態による、ヘッドギアストラップおよびヘッドギア
ヨークを示す。
【図１０－７－１】本発明の実施形態による、摩擦パッドを含むヘッドギアを示す。
【図１０－７－２】本発明の実施形態による、摩擦パッドを含むヘッドギアを示す。
【図１０－７－３】本発明の実施形態による、摩擦パッドを含むヘッドギアを示す。
【図１０－８－１】本発明の実施形態による、ウイングを含む鼻プロングアセンブリを示
す。
【図１０－８－２】本発明の実施形態による、ウイングを含む鼻プロングアセンブリを示
す。
【図１０－８－３】本発明の実施形態による、ウイングを含む鼻プロングアセンブリを示
す。
【図１０－９－１】本発明の実施形態による、発泡体の詰め物を含むヘッドギアを示す。
【図１０－９－２】本発明の実施形態による、発泡体の詰め物を含むヘッドギアを示す。
【図１０－９－３】本発明の実施形態による、発泡体の詰め物を含むヘッドギアを示す。
【図１０－９－４】本発明の他の実施形態による、発泡体の詰め物なしのヨークおよびウ
イングを有するヘッドギアを示す。
【図１１－１】本発明の実施形態によるヘッドギアストラップの切断プロフィルを示す。
【図１１－２】本発明の実施形態によるヘッドギアストラップの切断プロフィルを示す。
【図１２－１】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアを示す。
【図１２－２】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアを示す。
【図１２－３】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアを示す。
【図１２－４】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアを示す。
【図１２－５】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアを示す。
【図１２－６】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアを示す。
【図１２－７－１】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアを示す。
【図１２－７－２】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアを示す。
【図１２－８】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアを示す。
【図１２－９－１】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアを示す。
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【図１２－９－２】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアを示す。
【図１２－１０】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアを示す。
【図１２－１１－１】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアを示す。
【図１２－１１－２】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアを示す。
【図１２－１２－１】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアを示す。
【図１２－１２－２】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアを示す。
【図１２－１２－３】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアを示す。
【図１２－１２－４】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアを示す。
【図１２－１３】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアを示す。
【図１２－１４－１】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアを示す。
【図１２－１４－２】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアを示す。
【図１２－１４－３】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアを示す。
【図１２－１５－１】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアを示す。
【図１２－１５－２】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアを示す。
【図１２－１６－１】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアを示す。
【図１２－１６－２】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアを示す。
【図１２－１６－３】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアを示す。
【図１２－１７】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアを示す。
【図１２－１８－１】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアを示す。
【図１２－１８－２】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアを示す。
【図１２－１９】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアを示す。
【図１２－２０－１】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアを示す。
【図１２－２０－２】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアを示す。
【図１２－２１－１】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアを示す。
【図１２－２１－２】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアを示す。
【図１２－２１－３】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアを示す。
【図１２－２２】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアを示す。
【図１２－２３－１】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアを示す。
【図１２－２３－２】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアを示す。
【図１２－２４－１】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアを示す。
【図１２－２４－２】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアを示す。
【図１２－２４－３】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアを示す。
【図１２－２５－１】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアを示す。
【図１２－２５－２】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアを示す。
【図１２－２６－１】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアを示す。
【図１２－２６－２】本発明の代替の実施形態によるヘッドギアを示す。
【図１３－１】本発明の実施形態による、患者の頭上の患者とのインターフェースの図を
示す。
【図１３－２】本発明の実施形態による、患者の頭上の患者とのインターフェースの図を
示す。
【図１３－３】本発明の実施形態による、患者の頭上の患者とのインターフェースの図を
示す。
【図１３－４】本発明の実施形態による、患者の頭上の患者とのインターフェースの図を
示す。
【図１３－５】本発明の実施形態によるヘッドギアのベクトルを示す概略図である。
【図１４－１】ヘッドギアストラップを取り外した状態の、図１３－１から図１３－４に
示す患者とのインターフェースの図を示す。
【図１４－２】ヘッドギアストラップを取り外した状態の、図１３－１から図１３－４に
示す患者とのインターフェースの図を示す。
【図１５－１】図１３－１から図１３－４に示す患者とのインターフェースのフレームの
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図を示す。
【図１５－２】図１３－１から図１３－４に示す患者とのインターフェースのフレームの
図を示す。
【図１５－３】図１３－１から図１３－４に示す患者とのインターフェースのフレームの
図を示す。
【図１５－４】図１３－１から図１３－４に示す患者とのインターフェースのフレームの
図を示す。
【図１５－５】図１３－１から図１３－４に示す患者とのインターフェースのフレームの
図を示す。
【図１５－６】図１３－１から図１３－４に示す患者とのインターフェースのフレームの
図を示す。
【図１５－７】図１３－１から図１３－４に示す患者とのインターフェースのフレームの
図を示す。
【図１５－８】図１３－１から図１３－４に示す患者とのインターフェースのフレームの
図を示す。
【図１５－９】図１３－１から図１３－４に示す患者とのインターフェースのフレームの
図を示す。
【図１５－１０】図１３－１から図１３－４に示す患者とのインターフェースのフレーム
の図を示す。
【図１５－１１】図１３－１から図１３－４に示す患者とのインターフェースのフレーム
の図を示す。
【図１５－１２】図１３－１から図１３－４に示す患者とのインターフェースのフレーム
の図を示す。
【図１６－１】図１３－１から図１３－４に示す患者とのインターフェースの鼻プロング
アセンブリの図を示す。
【図１６－２】図１３－１から図１３－４に示す患者とのインターフェースの鼻プロング
アセンブリの図を示す。
【図１６－３】図１３－１から図１３－４に示す患者とのインターフェースの鼻プロング
アセンブリの図を示す。
【図１６－４】図１３－１から図１３－４に示す患者とのインターフェースの鼻プロング
アセンブリの図を示す。
【図１６－５】図１３－１から図１３－４に示す患者とのインターフェースの鼻プロング
アセンブリの図を示す。
【図１６－６】図１３－１から図１３－４に示す患者とのインターフェースの鼻プロング
アセンブリの図を示す。
【図１６－６－１】図１３－１から図１３－４に示す患者とのインターフェースの鼻プロ
ングアセンブリの図を示す。
【図１６－６－２】図１３－１から図１３－４に示す患者とのインターフェースの鼻プロ
ングアセンブリの図を示す。
【図１６－７】図１３－１から図１３－４に示す患者とのインターフェースの鼻プロング
アセンブリの図を示す。
【図１６－８】図１３－１から図１３－４に示す患者とのインターフェースの鼻プロング
アセンブリの図を示す。
【図１６－９】図１３－１から図１３－４に示す患者とのインターフェースの鼻プロング
アセンブリの図を示す。
【図１６－１０】図１３－１から図１３－４に示す患者とのインターフェースの鼻プロン
グアセンブリの図を示す。
【図１６－１１】図１３－１から図１３－４に示す患者とのインターフェースの鼻プロン
グアセンブリの図を示す。
【図１６－１２】図１３－１から図１３－４に示す患者とのインターフェースの鼻プロン
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グアセンブリの図を示す。
【図１６－１３－１】本発明の実施形態による鼻プロングアセンブリを示す。
【図１６－１３－２】本発明の実施形態による鼻プロングアセンブリを示す。
【図１６－１３－３】本発明の実施形態による鼻プロングアセンブリを示す。
【図１６－１３－４】本発明の実施形態による鼻プロングアセンブリを示す。
【図１６－１３－５】本発明の実施形態による鼻プロングアセンブリを示す。
【図１６－１３－６】本発明の実施形態による鼻プロングアセンブリを示す。
【図１６－１３－７】本発明の実施形態による鼻プロングアセンブリを示す。
【図１６－１４－１】本発明の他の実施形態による、鼻プロングアセンブリとフレームの
組立図を示す。
【図１６－１４－２】図１６－１４－１に示す鼻プロングアセンブリおよびフレームの分
解図を示す。
【図１６－１４－３】図１６－１４－１の鼻プロングアセンブリおよびフレームの患者と
のインターフェースの斜視図である。
【図１６－１５－１】図１６－１４－１の鼻プロングアセンブリの図を示す。
【図１６－１５－２】図１６－１４－１の鼻プロングアセンブリの図を示す。
【図１６－１５－３】図１６－１４－１の鼻プロングアセンブリの図を示す。
【図１６－１５－４】図１６－１４－１の鼻プロングアセンブリの図を示す。
【図１６－１５－５】図１６－１４－１の鼻プロングアセンブリの図を示す。
【図１６－１５－６】図１６－１４－１の鼻プロングアセンブリの図を示す。
【図１６－１５－７】図１６－１４－１の鼻プロングアセンブリの図を示す。
【図１６－１５－８】図１６－１４－１の鼻プロングアセンブリの図を示す。
【図１６－１５－９】図１６－１４－１の鼻プロングアセンブリの図を示す。
【図１６－１５－１０】図１６－１４－１の鼻プロングアセンブリの図を示す。
【図１６－１６－１】図１６－１４－１のフレームの図を示す。
【図１６－１６－２】図１６－１４－１のフレームの図を示す。
【図１６－１６－３】図１６－１４－１のフレームの図を示す。
【図１６－１６－４】図１６－１４－１のフレームの図を示す。
【図１６－１６－５】図１６－１４－１のフレームの図を示す。
【図１６－１６－６】図１６－１４－１のフレームの図を示す。
【図１６－１６－７】図１６－１４－１のフレームの図を示す。
【図１６－１６－８】図１６－１４－１のフレームの図を示す。
【図１６－１７】本発明の他の実施形態による、鼻プロングアセンブリおよびフレームの
斜視図である。
【図１６－１８－１】本発明の他の実施形態による、鼻プロングアセンブリおよびフレー
ムの斜視図である。
【図１６－１８－２】図１６－１８－１に示す鼻プロングアセンブリおよびフレームの分
解図を示す。
【図１６－１８－３】本発明の実施形態によるフレームを示す。
【図１６－１９】本発明の他の実施形態による鼻プロングアセンブリおよびフレームの斜
視図である。
【図１６－２０】本発明の実施形態による、鼻プロングアセンブリのフレームとの接触部
分およびフレームの断面図である。
【図１６－２１】本発明の実施形態によるフレームの断面図である。
【図１６－２２】本発明の他の実施形態によるフレームの断面図である。
【図１６－２３】本発明の他の実施形態によるフレームの断面図である。
【図１６－２４】本発明の他の実施形態によるフレームの断面図である。
【図１６－２５】本発明の実施形態による、鼻プロングアセンブリのフレームとの接触部
分の断面図である。
【図１６－２６】本発明の実施形態による、鼻プロングアセンブリのフレームとの接触部
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分およびフレームの断面図である。
【図１６－２７】本発明の他の実施形態による、鼻プロングアセンブリのフレームとの接
触部分およびフレームの断面図である。
【図１６－２８】本発明の他の実施形態による、鼻プロングアセンブリのフレームとの接
触部分およびフレームの断面図である。
【図１６－２９】本発明の他の実施形態による、鼻プロングアセンブリのフレームとの接
触部分およびフレームの断面図である。
【図１６－３０】本発明の他の実施形態による、鼻プロングアセンブリのフレームとの接
触部分およびフレームの断面図である。
【図１６－３１】本発明の他の実施形態による、鼻プロングアセンブリのフレームとの接
触部分およびフレームの断面図である。
【図１６－３２】本発明の他の実施形態による、鼻プロングアセンブリのフレームとの接
触部分およびフレームの断面図である。
【図１６－３３】本発明の他の実施形態による、鼻プロングアセンブリのフレームとの接
触部分およびフレームの断面図である。
【図１６－３４－１】本発明の実施形態による鼻プロングアセンブリのフレームとの接触
部分の断面図である。
【図１６－３４－２】本発明の実施形態による鼻プロングアセンブリのフレームとの接触
部分の断面図である。
【図１６－３５】本発明の実施形態によるフレームおよびフレームチャネルの背面図であ
る。
【図１６－３６】本発明の他の実施形態によるフレームおよびフレームチャネルの背面図
である。
【図１６－３７】本発明の実施形態による、フレームとの接触部分を含む鼻プロングアセ
ンブリの斜視図である。
【図１６－３８】本発明の他の実施形態によるフレームおよびフレームチャネルの背面図
である。
【図１６－３９】本発明の他の実施形態による、鼻プロングアセンブリのフレームとの接
触部分の断面図である。
【図１７】図１３－１から図１３－４に示す患者とのインターフェースの断面図である。
【図１８－１】図１３－１から図１３－４に示す患者とのインターフェースのエルボーの
図を示す。
【図１８－２】図１３－１から図１３－４に示す患者とのインターフェースのエルボーの
図を示す。
【図１８－３】図１３－１から図１３－４に示す患者とのインターフェースのエルボーの
図を示す。
【図１８－４】図１３－１から図１３－４に示す患者とのインターフェースのエルボーの
図を示す。
【図１８－５】図１３－１から図１３－４に示す患者とのインターフェースのエルボーの
図を示す。
【図１８－６】図１３－１から図１３－４に示す患者とのインターフェースのエルボーの
図を示す。
【図１８－７】図１３－１から図１３－４に示す患者とのインターフェースのエルボーの
図を示す。
【図１８－８－１】本発明の他の実施形態によるエルボーの図を示す。
【図１８－８－２】本発明の他の実施形態によるエルボーの図を示す。
【図１８－８－３】本発明の他の実施形態によるエルボーの図を示す。
【図１８－８－４】本発明の他の実施形態によるエルボーの図を示す。
【図１８－８－５】本発明の他の実施形態によるエルボーの図を示す。
【図１８－８－６】本発明の他の実施形態によるエルボーの図を示す。
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【図１８－８－７】本発明の他の実施形態によるエルボーの図を示す。
【図１８－８－８】本発明の他の実施形態によるエルボーの図を示す。
【図１８－８－９】本発明の他の実施形態によるエルボーの図を示す。
【図１８－８－１０】図１８－８－５の線１８－８－１０－－１８－８－１０に沿った断
面図である。
【図１８－８－１１】図１８－８－１０の拡大部分である。
【図１８－８－１２】図１８－８－１０の線１８－８－１２－－１８－８－１２に沿った
断面図である。
【図１８－８－１３】図１８－８－１２の拡大部分である。
【図１８－８－１４】図１８－８－１０と同様の断面斜視図である。
【図１８－８－１５】図１８－８－１４の拡大部分である。
【図１８－８－１６】本発明の実施形態による、フレームおよび鼻プロングアセンブリに
取り付けられたエルボーを示す。
【図１８－８－１７】本発明の実施形態による、エルボーと短いチューブの間のインター
フェースを示す。
【図１８－９－１】本発明の実施形態によるエルボー／フレーム間の取付部の図である。
【図１８－９－２】本発明の実施形態によるエルボー／フレーム間の取付部の図である。
【図１８－９－３】本発明の実施形態によるエルボー／フレーム間の取付部の図である。
【図１８－１０－１】本発明の他の実施形態によるエルボー／フレーム間の取付部の図で
ある。
【図１８－１０－２】本発明の他の実施形態によるエルボー／フレーム間の取付部の図で
ある。
【図１８－１０－３】本発明の他の実施形態によるエルボー／フレーム間の取付部の図で
ある。
【図１８－１１－１】本発明の他の実施形態によるエルボー／フレーム間の取付部の図で
ある。
【図１８－１１－２】本発明の他の実施形態によるエルボー／フレーム間の取付部の図で
ある。
【図１８－１１－３】本発明の他の実施形態によるエルボー／フレーム間の取付部の図で
ある。
【図１８－１２－１】本発明の他の実施形態によるエルボー／フレーム間の取付部の図で
ある。
【図１８－１２－２】本発明の他の実施形態によるエルボー／フレーム間の取付部の図で
ある。
【図１８－１２－３】本発明の他の実施形態によるエルボー／フレーム間の取付部の図で
ある。
【図１８－１３－１】本発明の他の実施形態によるエルボー／フレーム間の取付部の図で
ある。
【図１８－１３－２】本発明の他の実施形態によるエルボー／フレーム間の取付部の図で
ある。
【図１８－１３－３】本発明の他の実施形態によるエルボー／フレーム間の取付部の図で
ある。
【図１８－１４－１】本発明の他の実施形態によるエルボー／フレーム間の取付部の図で
ある。
【図１８－１４－２】本発明の他の実施形態によるエルボー／フレーム間の取付部の図で
ある。
【図１８－１４－３】本発明の他の実施形態によるエルボー／フレーム間の取付部の図で
ある。
【図１８－１５－１】本発明の他の実施形態によるエルボー／フレーム間の取付部の図で
ある。
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【図１８－１５－２】本発明の他の実施形態によるエルボー／フレーム間の取付部の図で
ある。
【図１８－１５－３】本発明の他の実施形態によるエルボー／フレーム間の取付部の図で
ある。
【図１８－１６－１】本発明の他の実施形態によるエルボー／フレーム間の取付部の図で
ある。
【図１８－１６－２】本発明の他の実施形態によるエルボー／フレーム間の取付部の図で
ある。
【図１８－１６－３】本発明の他の実施形態によるエルボー／フレーム間の取付部の図で
ある。
【図１８－１７－１】本発明の他の実施形態によるエルボー／フレーム間の取付部の図で
ある。
【図１８－１７－２】本発明の他の実施形態によるエルボー／フレーム間の取付部の図で
ある。
【図１８－１７－３】本発明の他の実施形態によるエルボー／フレーム間の取付部の図で
ある。
【図１８－１８－１】本発明の他の実施形態によるエルボー／フレーム間の取付部の図で
ある。
【図１８－１８－２】本発明の他の実施形態によるエルボー／フレーム間の取付部の図で
ある。
【図１８－１８－３】本発明の他の実施形態によるエルボー／フレーム間の取付部の図で
ある。
【図１９－１】図１３－１から図１３－４に示す患者とのインターフェースのヘッドギア
ヨークの図である。
【図１９－２】図１３－１から図１３－４に示す患者とのインターフェースのヘッドギア
ヨークの図である。
【図１９－３】図１３－１から図１３－４に示す患者とのインターフェースのヘッドギア
ヨークの図である。
【図１９－４】図１３－１から図１３－４に示す患者とのインターフェースのヘッドギア
ヨークの図である。
【図１９－５】図１３－１から図１３－４に示す患者とのインターフェースのヘッドギア
ヨークの図である。
【図１９－６】図１９－１から図１９－５に示すヘッドギアヨークのヨーク／フレーム間
インターフェースの拡大図である。
【図１９－７】図１９－１から図１９－５に示すヘッドギアヨークのヨーク／フレーム間
インターフェースの拡大図である。
【図１９－８】本発明の実施形態による、各フレームコネクタに取り付けられたヨーク／
フレーム間インターフェースを示す断面図である。
【図１９－９－１】本発明の実施形態による、各フレームコネクタに取り付けられたヨー
ク／フレーム間インターフェースの取付けを示す連続図である。
【図１９－９－２】本発明の実施形態による、各フレームコネクタに取り付けられたヨー
ク／フレーム間インターフェースの取付けを示す連続図である。
【図１９－９－３】本発明の実施形態による、各フレームコネクタに取り付けられたヨー
ク／フレーム間インターフェースの取付けを示す連続図である。
【図１９－９－４】本発明の実施形態による、各フレームコネクタに取り付けられたヨー
ク／フレーム間インターフェースの取付けを示す連続図である。
【図１９－９－５】本発明の実施形態による、各フレームコネクタに取り付けられたヨー
ク／フレーム間インターフェースの取付けを示す連続図である。
【図１９－９－６】本発明の実施形態による、各フレームコネクタに取り付けられたヨー
ク／フレーム間インターフェースの取付けを示す連続図である。
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【図１９－１０】本発明の実施形態によるヘッドギアのヨークの例示的な寸法を示す。
【図１９－１１】本発明の実施形態によるヘッドギアのヨークの例示的な寸法を示す。
【図１９－１２】本発明の実施形態によるヘッドギアのヨークの例示的な寸法を示す。
【図１９－１３】本発明の実施形態によるヘッドギアのヨークの例示的な寸法を示す。
【図１９－１４】本発明の実施形態による患者とのインターフェースの回転移動を示す側
面図である。
【図１９－１５－１】本発明の実施形態による、フレームに対するヘッドギアのヨークの
回転式の調節を示す連続図である。
【図１９－１５－２】本発明の実施形態による、フレームに対するヘッドギアのヨークの
回転式の調節を示す連続図である。
【図１９－１５－３】本発明の実施形態による、フレームに対するヘッドギアのヨークの
回転式の調節を示す連続図である。
【図１９－１５－４】本発明の実施形態による、フレームに対するヘッドギアのヨークの
回転式の調節を示す連続図である。
【図１９－１５－５】本発明の実施形態による、フレームに対するヘッドギアのヨークの
回転式の調節を示す連続図である。
【図１９－１６】本発明の実施形態による、患者の頭上の患者とのインターフェースの上
面図である。
【図１９－１７－１】本発明の実施形態によるヘッドギアのヨークを通る断面図を示す。
【図１９－１７－２】本発明の実施形態によるヘッドギアのヨークを通る断面図を示す。
【図１９－１７－３】本発明の実施形態によるヘッドギアのヨークを通る断面図を示す。
【図１９－１７－４】本発明の実施形態によるヘッドギアのヨークを通る断面図を示す。
【図１９－１８】本発明の実施形態による、例示的な寸法を示す患者とのインターフェー
スの斜視図である。
【図１９－１９】本発明の実施形態による、例示的な寸法を示すヘッドギアのヨークの断
面図である。
【図１９－２０】本発明の実施形態による、ヘッドギアストラップに取り付けられたヘッ
ドギアのヨークを示す断面図である。
【図１９－２１－１】本発明の実施形態によるヨーク／フレーム間の回転インジケータを
示す。
【図１９－２１－２】本発明の実施形態によるヨーク／フレーム間の回転インジケータを
示す。
【図１９－２１－３】本発明の実施形態によるヨーク／フレーム間の回転インジケータを
示す。
【図１９－２２－１】本発明の他の実施形態によるヨーク／フレーム間の回転インジケー
タを示す。
【図１９－２２－２】本発明の他の実施形態によるヨーク／フレーム間の回転インジケー
タを示す。
【図１９－２２－３】本発明の他の実施形態によるヨーク／フレーム間の回転インジケー
タを示す。
【図１９－２２－４】本発明の他の実施形態によるヨーク／フレーム間の回転インジケー
タを示す。
【図１９－２３－１】本発明の他の実施形態によるヨーク／フレーム間の回転インジケー
タを示す。
【図１９－２３－２】本発明の他の実施形態によるヨーク／フレーム間の回転インジケー
タを示す。
【図１９－２３－３】本発明の他の実施形態によるヨーク／フレーム間の回転インジケー
タを示す。
【図１９－２３－４】本発明の他の実施形態によるヨーク／フレーム間の回転インジケー
タを示す。
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【図２０－１】本発明の実施形態による短いチューブの斜視図である。
【図２０－２】本発明の実施形態による、短いチューブ／スイベル間の取付部を示す図で
ある。
【図２０－３】本発明の実施形態による、短いチューブ／スイベル間の取付部を示す図で
ある。
【図２０－４】本発明の実施形態による、短いチューブ／スイベル間の取付部を示す図で
ある。
【図２０－５－１】本発明の他の実施形態による、エルボーおよびスイベルを備える短い
チューブを示す。
【図２０－５－２】本発明の他の実施形態による、エルボーおよびスイベルを備える短い
チューブを示す。
【図２０－５－３】本発明の他の実施形態による、エルボーおよびスイベルを備える短い
チューブを示す。
【図２０－５－４】本発明の他の実施形態による、エルボーおよびスイベルを備える短い
チューブを示す。
【図２０－５－５】本発明の他の実施形態による、エルボーおよびスイベルを備える短い
チューブを示す。
【図２０－５－６】本発明の他の実施形態による、エルボーおよびスイベルを備える短い
チューブを示す。
【図２１－１】本発明の実施形態による、ヘッドギアストラップのためのベルクロのタブ
を示す。
【図２１－２】本発明の実施形態による、ヘッドギアストラップのためのベルクロのタブ
を示す。
【図２２－１－１】本発明の実施形態によるフレームの図である。
【図２２－１－２】本発明の実施形態によるフレームの図である。
【図２２－１－３】本発明の実施形態によるフレームの図である。
【図２２－１－４】本発明の実施形態によるフレームの図である。
【図２２－１－５】本発明の実施形態によるフレームの図である。
【図２２－１－６】本発明の実施形態によるフレームの図である。
【図２２－１－７】本発明の実施形態によるフレームの図である。
【図２２－１－８】本発明の実施形態によるフレームの図である。
【図２２－１－９】本発明の実施形態による、フレームに対するヨークの回転を示す。
【図２２－１－１０】本発明の実施形態による、フレームに対するヨークの回転を示す。
【図２２－２】本発明の実施形態による、フレームに対するヘッドギアのヨークの取付け
を示す。
【図２２－３】本発明の実施形態による、フレームに対するヘッドギアのヨークの取付け
を示す。
【図２２－４】本発明の実施形態によるヘッドギアのヨークの図である。
【図２２－５】本発明の実施形態によるヘッドギアのヨークの図である。
【図２２－６】本発明の実施形態によるヘッドギアのヨークの図である。
【図２２－７－１】本発明の実施形態によるヘッドギアのヨークの図である。
【図２２－７－２】本発明の実施形態によるヘッドギアのヨークの図である。
【図２２－７－３】本発明の実施形態によるヘッドギアのヨークの図である。
【図２２－７－４】本発明の実施形態によるヘッドギアのヨークの図である。
【図２２－７－５】本発明の実施形態によるヘッドギアのヨークの図である。
【図２２－７－６】本発明の実施形態によるヘッドギアのヨークの図である。
【図２２－７－７】本発明の実施形態によるヘッドギアのヨークの図である。
【図２２－７－８】本発明の実施形態によるヘッドギアのヨークの図である。
【図２２－８】本発明の実施形態による、フレーム／ヘッドギアヨーク間の取付部を示す
図である。
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【図２２－９】本発明の実施形態による、フレーム／ヘッドギアヨーク間の取付部を示す
図である。
【図２２－１０】本発明の実施形態による、フレーム／ヘッドギアヨーク間の取付部を示
す図である。
【図２２－１１】本発明の実施形態による、フレーム／ヘッドギアヨーク間の取付部を示
す図である。
【図２２－１２】本発明の実施形態による、フレーム／ヘッドギアヨーク間の取付部を示
す図である。
【図２２－１３】本発明の実施形態による、フレーム／ヘッドギアヨーク間の取付部を示
す図である。
【図２２－１４】本発明の実施形態による、ヘッドギアヨークとフレームの間のラチェッ
ト構成を示す。
【図２２－１５】本発明の実施形態による、ヘッドギアヨークとフレームの間のラチェッ
ト構成を示す。
【図２２－１６】本発明の実施形態による、完全に組み立てられたフレームおよびヘッド
ギアのヨークを示す。
【図２２－１６－１】本発明の実施形態による、ヨークとフレームの間の締り嵌めを示す
。
【図２２－１６－２】本発明の実施形態による、ヨークとフレームの間の締り嵌めを示す
。
【図２２－１７－１】本発明の実施形態による、フレームとヘッドギアヨークの間の相対
的な回転を示す。
【図２２－１７－２】本発明の実施形態による、フレームとヘッドギアヨークの間の相対
的な回転を示す。
【図２２－１８－１】本発明の実施形態による、フレームを成形するための成形型を示す
。
【図２２－１８－２】本発明の実施形態による、フレームを成形するための成形型を示す
。
【図２２－１８－３】本発明の実施形態による、フレームを成形するための成形型を示す
。
【図２２－１９－１】本発明の実施形態による、ヘッドギアストラップに取り付けられた
ヘッドギアヨークを示す。
【図２２－１９－２】本発明の実施形態による、ヘッドギアストラップに取り付けられた
ヘッドギアヨークを示す。
【図２２－１９－３】本発明の実施形態による、ヘッドギアストラップに取り付けられた
ヘッドギアヨークを示す。
【図２２－１９－４】本発明の実施形態による、ヘッドギアストラップに取り付けられた
ヘッドギアヨークを示す。
【図２２－１９－５】本発明の実施形態による、ヘッドギアストラップに取り付けられた
ヘッドギアヨークを示す。
【図２２－１９－６】本発明の実施形態による、ヘッドギアストラップに取り付けられた
ヘッドギアヨークを示す。
【図２２－１９－７】本発明の実施形態による、ヘッドギアストラップに取り付けられた
ヘッドギアヨークを示す。
【図２２－２０－１】本発明の実施形態による、完全に組み立てられた患者とのインター
フェースを示す。
【図２２－２０－２】本発明の実施形態による、完全に組み立てられた患者とのインター
フェースを示す。
【図２２－２０－３】本発明の実施形態による、完全に組み立てられた患者とのインター
フェースを示す。
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【図２２－２０－４】本発明の実施形態による、完全に組み立てられた患者とのインター
フェースを示す。
【図２２－２０－５】本発明の実施形態による、完全に組み立てられた患者とのインター
フェースを示す。
【図２２－２０－６】本発明の実施形態による、患者とのインターフェースのためのバッ
クストラップを示す。
【図２２－２０－７】本発明の実施形態による、患者とのインターフェースのためのバッ
クストラップを示す。
【図２２－２１－１】本発明の実施形態による、ヘッドギアのヨークを備える左側（ＬＨ
Ｓ）のサイドストラップを示す。
【図２２－２１－２】本発明の実施形態による、ヘッドギアのヨークを備える左側（ＬＨ
Ｓ）のサイドストラップを示す。
【図２２－２１－３】本発明の実施形態による、ヘッドギアのヨークを備える左側（ＬＨ
Ｓ）のサイドストラップを示す。
【図２２－２１－４】本発明の実施形態による、ヘッドギアのヨークを備える左側（ＬＨ
Ｓ）のサイドストラップを示す。
【図２２－２１－５】本発明の実施形態による、ヘッドギアのヨークを備える左側（ＬＨ
Ｓ）のサイドストラップを示す。
【図２２－２１－６】本発明の実施形態による、ヘッドギアのヨークを備える左側（ＬＨ
Ｓ）のサイドストラップを示す。
【図２２－２１－７】本発明の実施形態による、ヘッドギアのヨークを備える左側（ＬＨ
Ｓ）のサイドストラップを示す。
【図２２－２１－８】本発明の実施形態による、ヘッドギアのヨークを備える左側（ＬＨ
Ｓ）のサイドストラップを示す。
【図２２－２２－１】本発明の実施形態による、ヘッドギアのヨークを備える右側（ＲＨ
Ｓ）のサイドストラップを示す。
【図２２－２２－２】本発明の実施形態による、ヘッドギアのヨークを備える右側（ＲＨ
Ｓ）のサイドストラップを示す。
【図２２－２２－３】本発明の実施形態による、ヘッドギアのヨークを備える右側（ＲＨ
Ｓ）のサイドストラップを示す。
【図２２－２２－４】本発明の実施形態による、ヘッドギアのヨークを備える右側（ＲＨ
Ｓ）のサイドストラップを示す。
【図２２－２２－５】本発明の実施形態による、ヘッドギアのヨークを備える右側（ＲＨ
Ｓ）のサイドストラップを示す。
【図２２－２２－６】本発明の実施形態による、ヘッドギアのヨークを備える右側（ＲＨ
Ｓ）のサイドストラップを示す。
【図２２－２２－７】本発明の実施形態による、ヘッドギアのヨークを備える右側（ＲＨ
Ｓ）のサイドストラップを示す。
【図２２－２２－８】本発明の実施形態による、ヘッドギアのヨークを備える右側（ＲＨ
Ｓ）のサイドストラップを示す。
【図２２－２２－９】本発明の実施形態によるフック材のタブの上面を示す。
【図２２－２２－１０】本発明の実施形態によるフック材のタブの下面を示す。
【図２２－２３－１】本発明の実施形態による、完全に組み立てられた患者とのインター
フェースを示す。
【図２２－２３－２】本発明の実施形態による、完全に組み立てられた患者とのインター
フェースを示す。
【図２２－２３－３】本発明の実施形態による、完全に組み立てられた患者とのインター
フェースを示す。
【図２２－２３－４】本発明の実施形態による、完全に組み立てられた患者とのインター
フェースを示す。



(111) JP 5459997 B2 2014.4.2

10

20

30

40

50

【図２２－２３－５】本発明の実施形態による、完全に組み立てられた患者とのインター
フェースを示す。
【図２２－２３－６】本発明の実施形態による、完全に組み立てられた患者とのインター
フェースを示す。
【図２２－２３－７】本発明の実施形態による、完全に組み立てられた患者とのインター
フェースを示す。
【図２２－２４】本発明の実施形態による、玉継手によってフレームと係合したヨークを
示す斜視図である。
【図２２－２５】図２２－２４の玉継手を示す断面図である。
【図２３】従来技術の鼻枕マスクシステム（Ｐｕｒｉｔａｎ－Ｂｅｎｎｅｔｔ社のＢｒｅ
ｅｚｅ）、関連技術の鼻枕システム（ＲｅｓＭｅｄ社のＳｗｉｆｔ　ＩＩ）および本発明
の実施形態の、ボトムアウト前の圧縮の差を示す。
【図２４】本発明の実施形態に従って得ることができる横方向の動きをＲｅｓＭｅｄ社の
Ｓｗｉｆｔ鼻枕と比較したときの違いを示す。
【図２５ａ】従来および関連の鼻枕システム、ならびに本発明の実施形態の断面プロフィ
ルを示す。
【図２５ｂ】従来および関連の鼻枕システム、ならびに本発明の実施形態の断面プロフィ
ルを示す。
【図２５ｃ】従来および関連の鼻枕システム、ならびに本発明の実施形態の断面プロフィ
ルを示す。
【図２５ｄ】従来および関連の鼻枕システム、ならびに本発明の実施形態の断面プロフィ
ルを示す。
【図２５ｅ】従来および関連の鼻枕システム、ならびに本発明の実施形態の断面プロフィ
ルを示す。
【図２５ｆ】従来および関連の鼻枕システム、ならびに本発明の実施形態の断面プロフィ
ルを示す。
【図２５ｇ】従来および関連の鼻枕システム、ならびに本発明の実施形態の断面プロフィ
ルを示す。
【図２６】ＲｅｓＭｅｄ社のＳＷＩＦＴマスクおよび本発明の実施形態の相対的な特性を
比較する表を示す。
【図２７ａ】本発明の他の実施形態による鼻枕およびガセットアセンブリの、図１６と同
様の図を示す。
【図２７ｂ】本発明の他の実施形態による鼻枕およびガセットアセンブリの、図１６と同
様の図を示す。
【図２７ｃ】本発明の他の実施形態による鼻枕およびガセットアセンブリの、図１６と同
様の図を示す。
【図２７ｄ】本発明の他の実施形態による鼻枕およびガセットアセンブリの、図１６と同
様の図を示す。
【図２７ｅ】本発明の他の実施形態による鼻枕およびガセットアセンブリの、図１６と同
様の図を示す。
【図２７ｆ】本発明の他の実施形態による鼻枕およびガセットアセンブリの、図１６と同
様の図を示す。
【図２７ｇ】本発明の他の実施形態による鼻枕およびガセットアセンブリの、図１６と同
様の図を示す。
【図２７ｈ】本発明の他の実施形態による鼻枕およびガセットアセンブリの、図１６と同
様の図を示す。
【図２７ｉ】本発明の他の実施形態による鼻枕およびガセットアセンブリの、図１６と同
様の図を示す。
【図２７ｊ】本発明の他の実施形態による鼻枕およびガセットアセンブリの、図１６と同
様の図を示す。
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【図２７ｋ】本発明の他の実施形態による鼻枕およびガセットアセンブリの、図１６と同
様の図を示す。
【図２７１】本発明の他の実施形態による鼻枕およびガセットアセンブリの、図１６と同
様の図を示す。
【図２８】使用時の鼻枕およびガセットの顔との位置合わせの状態を示す概略図である。
【図２９】圧縮力を受けるときの本発明の実施形態の鼻枕と従来技術の鼻枕を比較する概
略図である。
【図３０】本発明の実施形態によるヘッドギア材の断面図である。
【図３１－１】本発明の他の実施形態によるマスクシステムの斜視図である。
【図３１－２】本発明の他の実施形態によるマスクシステムの斜視図である。
【図３２－１】本発明の他の実施形態によるマスクシステムの斜視図である。
【図３２－２】本発明の他の実施形態によるマスクシステムの斜視図である。
【図３３－１】本発明の他の実施形態によるマスクシステムの側面図を示す。
【図３３－２】本発明の他の実施形態によるマスクシステムの正面図を示す。
【図３４】本発明の他の実施形態によるマスクシステムの斜視図である。
【図３５】本発明の他の実施形態によるマスクシステムの分解図である。
【図３６】本発明の他の実施形態によるマスクシステムの斜視図である。
【図３７】本発明の他の実施形態によるマスクシステムの斜視図である。
【図３８】本発明の他の実施形態によるマスクシステムの斜視図である。
【図３９－１】本発明の他の実施形態によるマスクシステムの斜視図である。
【図３９－２】本発明の他の実施形態によるマスクシステムの斜視図である。
【図４０】本発明の他の実施形態によるマスクシステムの断面図である。
【図４１－１】本発明の実施形態による、ある幅を有する鼻プロングアセンブリを示す。
【図４１－２】本発明の実施形態による、幅がより狭い鼻プロングアセンブリを示す。
【図４１－３】図４１－２に示す鼻プロングアセンブリの断面図である。
【図４２】本発明の他の実施形態によるマスクシステムの断面図である。
【図４３】本発明の他の実施形態によるマスクシステムの断面図である。
【図４４】本発明の他の実施形態によるマスクシステムの断面図である。
【図４５－１】中心軸を有する鼻プロングアセンブリを示す。
【図４５－２】本発明の実施形態による、中心軸がずれた鼻プロングアセンブリを示す。
【符号の説明】
【０６３７】
　２０　　鼻プロングアセンブリ
　２２　　ベース
　２３　　クリップ
　２４　　鼻プロング
　２５　　ヘッド部分
　２７　　ストーク
　３０　　フレーム
　５０　　ヘッドギア
　５２　　側部
　５３　　サイドストラップ
　５５　　ヨーク
　５６　　ヨークリング
　５７　　後部ストラップ
　５８　　シールリング
　６０　　バックル
　６２　　チークサポート
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