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(57)【要約】
センサにより、自発呼吸が感知される。吸息動作の最後
に、ジェットガス流により、肺に追加量の酸素が投与さ
れる。呼吸量、吸息中の酸素の吸収、および呼息中の二
酸化炭素の除去が改善される。必要に応じて、気道の虚
脱を回避するために、逆流により患者の呼息動作を抑制
または減速しうる。酸素ポンプを含む装置は、酸素源に
接続でき、カテーテルを介して接続できる人工気管が含
まれる。呼吸感知センサは、酸素ポンプを起動させるた
めの制御ユニットに接続される。人工気管には、カテー
テルの接続部を伴う管状の支持体本体が含まれ、支持体
本体にセンサが伴われている。人工気管およびジェット
カテーテルは、患者が自由に呼吸し、無制約に発話でき
る大きさにつくられる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
患者の呼吸を補助するための装置であり、
　酸素含有ガス源に動作可能に接続されたガスポンプと、
　前記ガスポンプを作動させるための制御ユニットと、
　前記患者の自発呼吸を感知するために、前記制御ユニットにより制御されるセンサと、
　前記酸素含有ガス送達デバイスに流動的に接続された、前記患者の呼吸器系に挿入され
るのに適したカテーテル
　を含む、装置。
【請求項２】
前記センサには、サーミスタ、圧力センサ、シリコーンワイヤひずみゲージ、レスピバン
ド、レスピトレース、経胸腔的電気的インピーダンス測定デバイス、口または鼻のフロー
センサ、またはカプノメータが含まれる、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
前記センサが、前記制御ユニットにワイヤレスで接続されている、請求項１に記載の装置
。
【請求項４】
前記カテーテルが、気管内の人工気管に接続されている、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
前記人工気管が、プロングまたはペタルをさらに含む、請求項４に記載の装置。
【請求項６】
前記人工気管が、抗菌剤、薬物、潤滑被覆、ヒドロゲル麻酔薬、肉芽組織防止処置、また
は粘液形成被覆防止処置をさらに含む、請求項４に記載の装置。
【請求項７】
前記カテーテルが、ジェットノズルをさらに含む、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
前記気管の壁に接触する、前記カテーテルのコイルまたは屈曲を利用して、前記カテーテ
ルの出口ポートが、前記気管内のほぼ中心におかれる、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
前記カテーテルが、クリップまたはバルーンをさらに含む、請求項７に記載の装置。
【請求項１０】
前記カテーテルが、単一の円周バルーンまたは複数のバルーンを有する、請求項９に記載
の装置。
【請求項１１】
前記クリップが、弾性材料でできている、請求項９に記載の装置。
【請求項１２】
前記カテーテルが、内側管腔および外側管腔を含む、請求項１に記載の装置。
【請求項１３】
前記外側管腔の壁が、複数のポートを含む、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
前記複数のポートが、ほぼ円形、六角形、楕円形、またはスリットである、請求項１３に
記載の装置。
【請求項１５】
前記カテーテルが、前記ポートを通る酸素含有ガスの流れを制御するのに適したフローレ
ギュレータを更に含む、請求項１３に記載の装置。
【請求項１６】
前記フローレギュレータが、すべりシース、シャッタ、ルーバ、またはスラットを含む、
請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
ベンチレータをさらに含む、請求項１に記載の装置。
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【請求項１８】
少なくとも一つのナノデバイスセンサが、前記患者の体内に移植される、請求項１に記載
の装置。
【請求項１９】
前記酸素含有ガス源からの前記酸素含有ガスが、芳香剤、エアロゾル化した薬物、または
水をさらに含む、請求項１に記載の装置。
【請求項２０】
前記酸素含有ガスが加熱される、請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
前記呼吸デバイスが、前記酸素含有ガス源から、持続的流れの酸素含有ガスを投与し、必
要な時のみジェットブーストが起動されるように、前記制御ユニットがプログラムされる
、請求項１に記載の装置。
【請求項２２】
前記センサが、異なる位置に設けられる、請求項１に記載の装置。
【請求項２３】
センサのシグナル応答が、追加的センサのシグナル応答に比べて弱められ、シグナルドリ
フト、一時的シグナル、および人為結果を修正するために、前記センサの前記シグナル応
答と、前記追加的センサの前記シグナル応答とが比較される、請求項２２に記載の装置。
【請求項２４】
前記ガスポンプ、酸素含有ガス源、および制御ユニットが共に収容される、請求項１に記
載の装置。
【請求項２５】
患者の呼吸を補助する方法であり、
　前記患者の発話能力を妨げずに、前記患者の呼吸器系にカテーテルを挿入するステップ
と、
　前記患者の自発呼吸をセンサで感知するステップと、
　吸息プロセスの最後を識別するステップと、
　前記患者の発話能力を妨げずに、追加量の酸素含有ガスを肺に投与するステップ
　を含む、方法。
【請求項２６】
前記酸素含有ガスが、持続的に、断続的に、またはパルスにより投与される、請求項２５
に記載の方法。
【請求項２７】
前記センサには、サーミスタ、圧力センサ、シリコーンワイヤひずみゲージ、レスピバン
ド、レスピトレース、経胸腔的電気的インピーダンス測定デバイス、口または鼻のフロー
センサ、またはカプノメータが含まれる、請求項２５に記載の方法。
【請求項２８】
前記カテーテルが、人工気管に接続される、請求項２５に記載の方法。
【請求項２９】
前記人工気管が、プロングまたはペタルにより気管内で固定される、請求項２８に記載の
方法。
【請求項３０】
抗菌剤、薬物、潤滑被覆、ヒドロゲル麻酔薬、肉芽組織防止処置、または粘液形成防止処
置を被覆した人工気管を提供することにより、抗菌剤、薬物、潤滑被覆、ヒドロゲル麻酔
薬、肉芽組織防止処置、または粘液形成防止処置を、前記患者に供給するステップをさら
に含む、請求項２８に記載の方法。
【請求項３１】
前記カテーテルが出口ポートを含み、前記カテーテルの前記出口ポートが前記患者の気管
内のほぼ中心におかれる、請求項２５に記載の方法。
【請求項３２】
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前記カテーテルの前記出口ポートが、前記気管の壁に接触する、前記カテーテルのコイル
または屈曲を利用して、前記気管内のほぼ中心におかれる、請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
前記カテーテルの前記出口ポートが、前記カテーテルに取り付けられたクリップまたはバ
ルーンを利用して、前記気管内のほぼ中心におかれる、請求項３１に記載の方法。
【請求項３４】
前記カテーテルが、単一の円周バルーンまたは複数のバルーンを有する、請求項３３に記
載の方法。
【請求項３５】
前記クリップが弾性材料でできている、請求項３３に記載の方法。
【請求項３６】
前記カテーテルが、口または鼻を経由して前記患者の呼吸器系に導入される、請求項２５
に記載の方法。
【請求項３７】
前記カテーテルが外側管腔および内側管腔を含み、前記外側管腔の壁が複数のポートを含
む、請求項２５に記載の方法。
【請求項３８】
吸息中に、前記内側管腔を通して前記酸素含有ガスを投与し、呼息中に、前記外側管腔を
通して前記酸素含有ガスを投与するステップをさらに含む、請求項３７に記載の方法。
【請求項３９】
粘液除去を改善するために、振動流を適用するステップをさらに含む、請求項２５に記載
の方法。
【請求項４０】
前記気管内の高圧を感知して、酸素含有ガスの前記投与を止めるステップをさらに含む、
請求項２５に記載の方法。
【請求項４１】
前記酸素含有ガスが、ほぼ純粋な酸素、酸素および窒素の混合物、酸素および不活性ガス
の混合物、大気、またはこれらの様々な組み合わせを含む、請求項２５に記載の方法。
【請求項４２】
前記酸素含有ガスが、芳香剤、エアロゾル化した薬物、または水をさらに含む、請求項４
１に記載の方法。
【請求項４３】
前記酸素含有ガスが加熱される、請求項４１に記載の方法。
【請求項４４】
前記酸素含有ガス送達デバイスが、持続的流れの酸素含有ガスを投与し、必要な時のみジ
ェットブーストが起動されるように、制御ユニットがプログラムされる、請求項２５に記
載の方法。
【請求項４５】
管状支持体本体と、
　ジェットカテーテルの接続部と、
　前記管状支持体本体に連結された少なくとも二つのセンサ
　を含む、人工気管であり、
　前記センサが、サーミスタ、圧力センサ、シリコーンワイヤひずみゲージ、経胸腔的電
気的インピーダンス測定デバイス、フローセンサ、またはカプノメータを含む、人工気管
。
【請求項４６】
前記センサのうちの一つを、前記管状支持体本体の中、または保護フィルムの下に埋め込
むことにより、ブリッジ回路が補正される、請求項４５に記載の人工気管。
【請求項４７】
前記ブリッジ回路が、応答時間の異なるセンサを使用することにより補正される、請求項
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４６に記載の人工気管。
【請求項４８】
内側管腔および外側管腔をさらに含むカテーテルをさらに含む、請求項４５に記載の人工
気管。
【請求項４９】
前記カテーテルの前記外側管腔の壁が、複数のポートを含む、請求項４８に記載の人工気
管。
【請求項５０】
前記複数のポートが、ほぼ円形、六角形、楕円形、またはスリットである、請求項４９に
記載の人工気管。
【請求項５１】
前記カテーテルが、前記ポートを通る酸素の流れを制御するのに適したフローレギュレー
タをさらに含む、請求項５０に記載の人工気管。
【請求項５２】
前記フローレギュレータが、すべりシース、シャッタ、ルーバ、またはスラットを含む、
請求項５１に記載の人工気管。
【請求項５３】
内側管腔および外側管腔
　を含む、呼吸補助のための二重管腔カテーテルであり、
　前記内側管腔の端に、ジェットノズルが提供され、前記外側管腔の壁が複数のポートを
含む、二重管腔カテーテル。
【請求項５４】
前記複数のポートが、ほぼ円形、六角形、楕円形、またはスリットである、請求項５３に
記載の二重管腔カテーテル。
【請求項５５】
前記カテーテルが、前記ポートを通る酸素の流れを制御するのに適したフローレギュレー
タをさらに含む、請求項５４に記載の二重管腔カテーテル。
【請求項５６】
前記フローレギュレータが、すべりシース、シャッタ、ルーバ、またはスラットを含む、
請求項５５に記載の二重管腔カテーテル。
【請求項５７】
少なくとも第一センサをさらに含む、請求項５６に記載の二重管腔カテーテル。
【請求項５８】
第二センサをさらに含む、請求項５７に記載の二重管腔カテーテル。
【請求項５９】
前記第一および第二センサが、サーミスタ、圧力センサ、シリコーンワイヤひずみゲージ
、経胸腔的電気的インピーダンス測定デバイス、フローセンサ、またはカプノメータであ
る、請求項５８に記載の二重管腔カテーテル。
【請求項６０】
患者の呼吸を補助する方法であり、
　酸素含有ガス送達デバイスを、前記患者の呼吸器系に挿入するステップと、
　前記患者の自発呼吸を、センサで感知するステップと、
　吸息相と呼息相を識別するステップと、
　吸気を増やすために吸気中に、および／または呼息を増やすために呼息中に、追加量の
酸素含有ガスを肺に投与するステップ
　を含む、方法であって、
　前記酸素含有ガスの前記投与が、前記センサからのフィードバックに基づいて、増加、
減少、スイッチオン、またはスイッチオフされる、方法。
【請求項６１】
患者の呼吸を補助するためのデバイスであり、
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　前記患者の自発呼吸を感知し、吸息相と呼息相を識別するためのセンサと、
　前記患者の呼吸器系に挿入された、酸素含有ガス送達デバイスと、
　吸気を増やすために吸気中に、および／または呼息を増やすために呼息中に、追加量の
酸素含有ガスを肺に投与するために、前記センサに接続された制御ユニット
　を含む、デバイスであって、
　前記酸素含有ガスの前記投与が、前記センサからのフィードバックに基づいて、増加、
減少、スイッチオン、またはスイッチオフされる、デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（優先権主張）
　本出願は、米国特許出願第６０／７０８，３１８号「Ｓｙｓｔｅｍｓ，Ｍｅｔｈｏｄｓ
　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｒｅｓｐｉｒａｔｏｒｙ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　ｆ
ｏｒ　ａ　Ｐａｔｉｅｎｔ」（２００５年９月２０日出願）に対する優先権を主張し、こ
の米国出願は、本明細書中でその全体が参考として援用される。
【０００２】
　（発明の分野）
　本発明は、一般に呼吸システムに関し、特に、患者の換気を改善するための、専門のシ
ステム、方法、およびデバイスに関する。
【背景技術】
【０００３】
　（発明の背景）
　体が酸素を取り入れ、二酸化炭素を排出するには、ガスを入れ替える臓器としての肺と
、肺に空気を送り込み、再び送り出す換気臓器としての呼吸ポンプという、呼吸気管支シ
ステムの二つの構成要素が機能していなければならない。呼吸ポンプが正しく機能するた
めには、脳の呼吸中枢、中枢神経および末梢神経、胸郭および呼吸筋肉組織、ならびに、
自由で安定した気道が必要である。
【０００４】
　一定の病気においては、呼吸ポンプの定常的な過負荷または消耗がみられる。代表的な
症候群は、横隔膜の平低化を伴う肺気腫である。平低化した横隔膜は、収縮できない。肺
気腫の場合においては、気道が通常非常に弛緩し、虚脱しやすい。横隔膜の平低化、過拡
張の結果、患者は息を十分深く吸い込めない。さらに、患者は、気道の虚脱のために、息
を十分吐き出すこともできない。その結果、酸素の供給不足と血液中の二酸化炭素の増加
を伴う、呼吸不十分、すなわち換気不全が生じる。
【０００５】
　吸息困難の治療には、呼吸デバイスを伴うことが多い。在宅ベンチレータは、呼吸ポン
プを補助し、または完全に代替するための人工呼吸器である。患者が必要に応じて着脱で
きる、鼻または口マスクを介して、非侵襲的に人工呼吸を行いうる。しかし、鼻または口
マスクは、患者が自由に呼吸および発話するのを妨げるため、極めて侵襲的である。
【０００６】
　治療の別の選択肢は、侵襲的換気である。侵襲的換気は、通常、口および喉頭から気管
に通されるカフ付き気管内チューブにより行われるか、または、気管切開術により行われ
る。気管切開術では、手術により、気管に開口が設けられる。ブロッキングバルーンまた
はカフを伴う、指の直径ほどのカテーテルが、開口から気管内に挿入され、周期的陽圧を
加えるベンチレータに接続される。この方法では、十分深い呼吸が可能になるが、患者の
発話が妨げられる。
【０００７】
　マスクによる在宅ベンチレータおよび侵襲的換気に加えて、より細いカテーテルによる
、経気管酸素投与もある。特許文献１または特許文献２が、対応する実施形態を開示する
。この方法では、高濃度の酸素が、換気回数が不変に調節された持続的な流れで、患者に
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投与される。酸素の流速は、レギュレータにより手動で制御される。しかし、呼吸の深さ
が改善されないため、患者の自然の呼吸プロセスを模倣できない。これらの経気管カテー
テルと関連した一般的な問題は、気管の敏感な内側の皮膚（気管粘膜）の刺激および損傷
である。呼吸運動により、小型カテーテルの先端が気管の内壁にぶつかることが一般的に
観察される。このような機械的損傷に加えて、大量の酸素流によって周辺組織が乾燥する
。
【０００８】
　さらに、いわゆる「モンゴメリＴチューブ」を気管に挿入でき、患者は、体外のＴピー
スのシャンクより酸素を得ることができる。患者は、必要に応じて、吸引用カテーテルお
よび真空ポンプを用いて、分泌物を抜くことができる。フロントシャンクが閉じていると
きには、患者は自由に呼吸し、発話できるが、導入された空気が、上方の口腔または咽頭
エリアに漏れるため、モンゴメリＴチューブにより、通常の人工陽圧換気を行うことはで
きない。上述の療法のさらなる制限は、換気の不十分または装置の大きさによって、患者
の可動性が損なわれることである。
【０００９】
　ジェットベンチレータは最高水準の技術であるが、これらのデバイスは患者の呼吸と同
調しない。一方で、カフ付きチューブを伴う侵襲的ベンチレータは、膨張した肺の内部圧
力が、呼吸器内のセンサに直接フィードバックされるため、同調する。しかし、体内のセ
ンサからのフィードバックを用いて、ベンチレータを適切に同調させ、制御する呼吸シス
テムはない。
【特許文献１】米国特許第５，１８１，５０９号明細書
【特許文献２】米国特許第５，２７９，２８８号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　呼吸障害がＣＯＰＤ／気腫、線維症、睡眠無呼吸、またはその他でも、呼吸困難は深刻
であり、致命的な問題であることが多い。したがって、多くの疾患の治療に使用でき、低
侵襲的であり、動きやすくて患者が携帯でき、および／または信頼して使える、患者の呼
吸を補助するために、より有効な方法を提供する呼吸システムが必要とされている。さら
に、患者の発話能力に悪影響を与えずに、患者の自発呼吸を模倣する、呼吸補助システム
が必要である。さらに、体内からの圧力またはフローシグナルを用いて、ベンチレータを
適切に同調させ、制御できる、呼吸補助システムが必要である。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　（例示的実施形態の要旨）
　本発明には、呼吸補助を必要とする患者の生活の質を改善する、システム、方法、およ
び装置が含まれる。これらの呼吸システム、方法、および装置は、本発明の原理にしたが
って必要な時に追加の酸素を供給することにより、患者の呼吸を補助する、より有効な方
法を提供できる。
【００１２】
　一実施形態では、本発明の原理による、人工気管およびカテーテルは、患者が発話する
ことを可能にしたまま、患者の自発呼吸と同調させうる、呼吸補助を提供できる。
【００１３】
　本発明のさらなる特色、利点、および実施形態は、以下の詳細な記載、図面および請求
項に記載され、またはその考察から明らかとなる。さらに、当然のことながら、前述の発
明の要旨、および以下の詳細な記載は例示的であり、本発明の請求の範囲を制限すること
なく、さらなる説明を提供することを意図したものである。
【００１４】
　本発明の理解を深めるために含まれる添付の図面は、本明細書に組み込まれ、その一部
を構成し、本発明の好ましい実施形態を示し、詳細な記載とともに、本発明の原理を説明
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する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　（好ましい実施形態の詳細な説明）
　本発明は、好ましい実施形態において、患者の呼吸を補助するためのシステム、方法、
および装置を提供する。これは、方向をつけた酸素含有ガス流による、制御された同調換
気を提供することにより達成できる。酸素含有ガスは、ほぼ純粋な酸素、酸素および窒素
の混合物、酸素および不活性ガスの混合物、大気、またはこれらの様々な組み合わせでよ
い。さらに、酸素含有ガスには、芳香剤、エアロゾル化した薬物、加湿または加熱も含ま
れうる。必要に応じて吸息および／または呼気時に、患者の自発呼吸の感知に基づいて、
酸素含有ガスを提供しうるのが好ましい。
【００１６】
　吸気時に、必要に応じて酸素含有ガスのジェットブーストを提供することにより、患者
が、より多くの酸素を吸入できる。追加の酸素は、吸息の最後に、特に、吸気流のピーク
が感知された後に投与されるのが好ましい。追加の酸素投与により、吸息中の呼吸の深さ
を改善できる。しかし、追加の酸素は、吸息中のいかなる時点で与えられてもよい。さら
に、気道の虚脱を回避するために、呼気中に逆流または逆パルスを提供することにより、
理学療法で用いられる口すぼめ呼吸と同様の気道の背圧をつくることができる。呼気時に
、酸素含有ガスを逆パルスで提供することにより（たとえば呼気中の流れと反対方向に向
けられた、酸素含有ガスの噴射またはパルス）、気道の動的虚脱を最小化または防止でき
、肺の過度の膨張を最小限にでき、肺からの二酸化炭素の除去を改善できる。したがって
、本発明の原理によれば、吸息および／または呼息のいずれに使用される場合にも、呼吸
に必要なエネルギーが減少し、患者の痛み、呼吸困難および消耗が軽減される。さらに、
本発明のシステム及び方法は、ＣＯＰＤ、気腫、線維症、および睡眠無呼吸をはじめとす
る、多くの呼吸障害の治療に利用できる。
【００１７】
　図１を参照すると、本発明の一実施形態にしたがい、患者Ｐは、呼吸筋の過負荷および
消耗を伴う、肺気腫等の呼吸障害を患う患者を表わす。その結果、肺機能の低下により、
患者は酸素を十分に吸い込めない。さらに、患者は、気道の弛緩、虚脱により、二酸化炭
素を十分に吐き出せない。図１のシステムには通常、患者の自発呼吸を感知する機能、お
よび自発的吸気および／または呼息中に、患者の肺に酸素を提供する機能が含まれる。
【００１８】
　示されるように、本発明の原理にしたがった患者Ｐの呼吸補助は、小型および／または
携帯型でありうるシステム、方法、または装置において実施しうる。図１３に例示される
ように、ベンチレータまたは酸素源を伴った使用を提供することを含む、他のシステムも
予定される。本発明のシステム全体が図２５に記載され、ガス源Ｏ２、ポンプ装置１およ
び制御システム１２、カテーテル５および内部センサ８、９、および患者Ｐが示されてい
る。ガス源Ｏ２、ポンプ装置１および制御システム１２は、システムの独立した構成要素
または一体化した構成要素でありうる。制御ユニット１２は、内部センサ８、９および／
または外部センサ１３、１４に接続されうる。
【００１９】
　図１の実施形態によれば、一般に、患者Ｐの自発呼吸を、センサにより感知しうる。必
要に応じて酸素を肺に導入するために、カテーテル５が使用されうる。センサおよびカテ
ーテルは、さまざまな態様で患者と関連しうる。図１に示されるように、カテーテル５が
気管内に導入される。また、カテーテル５は、患者Ｐの口または鼻を通してなど、他のポ
イントで患者Ｐの中に導入されてもよく、または、体のどこかに人工的に作成したエント
リポイントから内部に、気管へとくぐらせることにより、気管内にアクセスされうる。カ
テーテル５は、さまざまな方法で気管内に固定されうる。一実施形態では、カテーテル５
は、たとえば後述のように人工気管に伴うか、同じく図３および４に関連して後述される
、位置決めカテーテルの使用に関連しうる。
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【００２０】
　図１のシステムは一般に、酸素含有ガス源（図示せず）、ガスポンプ１、可搬式の呼吸
デバイス４、一組の外側センサ１３、１４、および患者Ｐの気管内に設けられた一組の内
側センサ（図示せず）を含む。図のように、酸素含有ガスポンプ１を、ガス源（図５を参
照）およびカテーテル５に接続して、酸素含有ガスを気管経由で患者の肺に導入しうるが
、上述のとおり、他のエントリポイントを本発明の原理にしたがって用いてもよい。図１
によれば、酸素含有ガスポンプ１は、小型の携帯容易な呼吸デバイス４の構成要素として
示されている。これにかわり、デバイス４は、図１３に示されるように、ガスタンクまた
は酸素含有ガス源を伴う構成要素に収容されてもよい。本発明の原理にしたがったセンサ
により、患者の自発呼吸を感知できる。センサからの情報は通常、ガスポンプ１に伝えら
れる。しかし、センサからの情報は、医療提供者／病院等が２４時間体制でモニタリング
および応答を行うために、医療提供者／病院等に情報を伝えられる携帯電話や、その他の
無線システムに伝えられてもよい。その後患者は、必要に応じて、本発明の原理にしたが
い、酸素含有ガスのブースト圧を得ることができる。図２は、本発明を伴わない患者Ｐの
自発呼吸（右）、および、本発明の原理にしたがい補助された呼吸（左）を示す。この図
のｘ軸は時間を表し、ｙ軸は、酸素含有ガスの流量（時間にともなう体積の変化）を、リ
ットル／秒または他の適切な単位で表す。患者Ｐの、呼吸補助を伴わない吸気流と呼息流
の自発呼吸プロセスが、図２の左半分に示されている。吸息の曲線がＥ１で表され、呼息
の曲線がＡ１で表わされている。曲線Ｅ１で示されるように、吸息中に吸い込まれる一回
換気量は、正常な患者より少ない。たとえば、横隔膜が平低化した気腫患者、または肺が
硬化した線維症の患者は、一度に十分な空気（酸素）を吸い込むことができない。いずれ
の患者も、浅呼吸となるのが典型的である。したがって、患者が必要量の酸素を得、二酸
化炭素を取り除くためには、より多くの呼吸サイクルが必要となる。呼息中は、気道が弛
緩し、適切な量の二酸化炭素が肺から放出される前に虚脱する傾向があるため、曲線Ａ１
で示されるように、気腫患者の呼息流は減少する。
【００２１】
　酸素含有ガスのジェットフローを、本発明の原理にしたがって供給できるように、すな
わち、より深い呼吸が必要なときに供給できるように、患者Ｐの呼吸をセンサで持続的に
モニタできる。特に、以下に詳述するように、肺の吸息プロセスの最後に、追加量（酸素
）を患者Ｐに投与しうる。この呼吸流が、図２の右半分に示されている。図示されるよう
に、患者Ｐに供給される追加量の酸素含有ガスにより、曲線上部に暗色で示されＥ３で表
わされている量の差だけ、曲線Ｅ２による吸息中の呼吸量が増加する。追加量の酸素含有
ガスによる、余分の一回換気量は、２５ｍｌ～１５０ｍｌでありうる。
【００２２】
　さらに、患者の呼息プロセスを、逆流により制動または減速しうる。その結果、呼息中
の呼吸流は、Ａ２で表わされる曲線に沿ってシフトする。このような、呼息と反対に作用
する意図的な抵抗により、呼息中の気道虚脱が防止される。このようにして、同様に暗色
で示されＡ３で表わされる量だけ、呼息量を増加できる。吐き出される二酸化炭素の量は
、統計学的に有意な量だけ増加しうる。吐き出される二酸化炭素の量は、少なくとも５％
増加しうる。吐き出される二酸化炭素の量は、５％～３０％増加するのが好ましい。吐き
出される二酸化炭素の量が、約２０％～３０％増加するのが、より好ましい。
【００２３】
　結果的に、本発明により、酸素の供給不足および血液中の二酸化炭素の増加による呼吸
不足を回避できる。患者Ｐは、大幅にストレスが軽減され、動きやすくなり、空気不足の
減少または解消を感じるだろう。
【００２４】
　呼吸を感知およびモニタするためのセンサについて、さらに詳しく述べる。患者Ｐの自
発呼吸を感知するために、患者Ｐの気管内に設けられるカテーテルの端にセンサを伴いう
る。一実施形態では、本発明は、より確実かつ正確に、酸素流を患者の気管壁から離して
気道内に導くために、カテーテルの人工気管への接続部（たとえば図３、４、および７）
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、または、カテーテル位置決めデバイス（たとえば図１４、１５、および１６Ａ～１６Ｅ
）を含みうる。本発明の原理によれば、患者Ｐが自由に呼吸し、無制約に発話できるよう
に、酸素が患者Ｐに導入されるのが好ましい。
【００２５】
　一実施形態では、図３および４に示すように、センサを、人工気管２、３上に設けうる
。各人工気管２、３は、カテーテル５の接続部７を伴う、管状支持体本体６を有して示さ
れる。図示されるように、二つのセンサ８、９が、患者Ｐの自発呼吸を感知し、支持体本
体６に伴いうる。センサ８、９は、サーミスタ、すなわち、温度に依存する抵抗体であれ
ばよい。吸気と呼気が異なる温度を有するため、センサ８、９で患者の気管の流れを感知
できる。サーミスタ８、９は、大気温度の変化を相殺するために、装置のブリッジ回路に
おいて、共に接続されうる。後述の圧力センサ等を含む他のタイプのセンサを、本発明の
原理にしたがって用いることもできる。センサ８、９を、両方とも支持体本体６の内壁１
０の上（図３）に設置するか、または、一方のセンサ８を支持体本体６の内壁１０に取り
付け、もう一方のセンサ９を支持体本体６の外壁１１に設置しうる（図４）。センサ８、
９は、酸素ジェットポンプ１を起動させるための制御ユニット１２と通信する。センサ８
、９は、有線または無線通信で接続していればよい。制御ユニット１２は、本発明にした
がって収集されたデータを処理できる、任意の種類のマイクロプロセッサでありうる。図
５に、制御ユニット１２が、その入力（Ｉ）および出力（Ｏ）とともに、概略的に示され
ている。入力（Ｉ）は、センサから来る情報を表す。出力（Ｏ）は、ポンプ１を制御する
ために用いられる情報を表す。
【００２６】
　図３の人工気管２においては、ジェットカテーテル５を、接続部７から、支持体本体６
に挿入しうる。支持体本体６内に配置されたジェットカテーテル５の端１５は、支持体本
体６の縦軸Ｌにほぼ平行に誘導または屈折させるのが好ましい。センサ８、９から制御ユ
ニット１２へのデータラインが、カテーテル５の内部を走る。本発明は、データラインに
限られず、センサからの送信は、無線を含む任意のタイプの送信でありうる。放出側は、
ジェットカテーテル５の端１５が、ジェットノズル２５として設計されているのが好まし
い。ジェットノズル２５によって、カテーテル５から放出される酸素流の速度が高まり、
流れが気管支管の方向に導かれる。支持体本体６の直径は、一体型カテーテル５であって
も患者Ｐが自由に呼吸および発話できるように、管腔が十分に空く大きさに設定される。
【００２７】
　別の実施形態では、図４により、人工気管３の接続部７上に、独立したカップリング１
８が提供される。独立したカップリング１８により、カテーテル５を人工気管３に接続で
きる。この場合には、縦軸Ｌに平行に調整された、固定された縦セクション１９が、支持
体本体６のカテーテル端としての役割をすることができ、ジェットノズル２６を介して、
気管支管の方向に酸素の流れが導かれる。
【００２８】
　人工気管を使用する場合には、様々な形態、形状、および大きさのものが含まれうる。
たとえば、チューブは、Ｔ字状、またはＬ字状、またはそれ以外でありうる。サイズ、形
状、および／または横断面は、たとえば、カテーテルを除去または方向付けしやすいよう
に、変化させうる。たとえば、人工気管は、半円形の横断面を有するチューブの一部であ
りうる。さらに、気管開口部で、拡張可能および自己拡張可能なプロングまたはペタルを
用いて、人工器官を適所に固定しうる。一実施形態では、人工器官には、アクセス穴を全
体的または部分的に囲むプロングまたはペタルを含む、気管側開口部を伴う管状部材が含
まれうる。プロングまたはペタルは、ネック開口部において鋲のように機能しうる。人工
気管は、粘液貯留を回避し、肉芽組織の形成を防止するために、被覆することもでき、ま
たは薬物放出デバイスとしての役割を果たすこともできる。人工気管には、潤滑被覆およ
びヒドロゲル麻酔薬などの、他の被覆が含まれてもよい。このように、人工気管は、カテ
ーテルのガイドとして役立ち、検出デバイスを保持し、薬物送達デバイスとして役立ち、
および／またはカテーテル先端部に生じうる粘液栓を最小限にすることができる。



(11) JP 2009-508645 A 2009.3.5

10

20

30

40

50

【００２９】
　内部センサに加えて、外部センサを提供しうる。図１には、好ましくはインピーダンス
電極またはレスピバンドである、呼吸センサ１３、１４も示されている。センサ１３、１
４からのシグナルは、患者Ｐの自発呼吸の努力を感知するためのものでもある。センサ８
、９および１３、１４から得た計測値を処理することにより、患者Ｐの呼吸プロセスの正
確なイメージを得られる。さらに、重複により、センサ８、９、および／または１３、１
４のうちの一つが誤測定または故障した場合の安全性を高められる。センサは患者Ｐの一
定の位置に示されているが、センサで直接または間接的に患者の呼吸を感知できる、他の
位置を用いてもよい。たとえば、後述のとおり、カテーテル上にセンサを提供しうる。あ
るいは、本発明の原理にしたがって、ピルタイプのセンサまたはナノデバイスを使用およ
び／または移植して、無線通信等により制御ユニットと通信して、カテーテルを通る酸素
流を操作してもよい。
【００３０】
　カテーテル上にセンサが提供される一実施形態が、図６に示される。図６は、長い、可
撓性のチューブ２９と、湾曲３０で曲げられた放出側の端３１とを有する、カテーテル２
８を示す。望ましい湾曲３０を提供するために、カテーテル２８を予備成形しうる。適切
な湾曲３０によって、人工器官の使用の有無を問わず、カテーテル２８を気管内に入れる
ことができる。本実施形態においては、患者Ｐの自発呼吸を感知するための二つのセンサ
３２、３３が、カテーテル２８の端に固定されうる。センサ３２、３３はサーミスタであ
るのが好ましいが、本明細書の全ての実施形態同様、他のタイプのセンサであってもよい
。さらに、本発明の別の実施形態では、追加のセンサを使用しうる。本発明のさらに別の
実施形態では、より少ないセンサを使用しうる。データラインは、簡単のために図示され
ておらず、任意の形のデータ送信を含みうる。配線の実施形態では、カテーテル２８の中
にデータラインを走らせればよい。図７に示されるように、カテーテルフランジ３４は、
支持体本体３６に使用するストップを表わす。カテーテル２８の端３１が、ジェットノズ
ル３５を伴って提供されることも分かる。供給される酸素の放出速度が速まるように、ジ
ェットノズル３５内では、ガス流の横断面がカテーテル２８の横断面と比べて減少する。
【００３１】
　図７に示されるように、カテーテル２８を、支持体本体３６に導入できる。支持体本体
３６は、患者Ｐの気管内に設置される。接続部３７により、外部への接続が確立される。
体内では、カテーテル２８の先端部またはジェットノズル端３５が、気管内に設けられれ
ばよい。カテーテル２８の先端部は、気管壁に触れないのが好ましい。支持体本体３６は
、従来のモンゴメリＴステントであればよい。
【００３２】
　図８Ａおよび８Ｂは、呼吸器病を模倣した肺モデルの測定値を示す。図８Ａおよび８Ｂ
は、本発明によって増加した一回換気量を、視覚的に示している。図８Ａは、呼吸量（ｍ
ｌ）の棒グラフを示し、気腫患者の病的な低呼吸、約９０ｍｌと、本発明の原理にしたが
って吸息時にジェット酸素を伴う量、約２６０ｍｌと、本発明の原理にしたがって吸息時
にジェット酸素を伴い、呼息時にフローブレーキ（酸素ジェット）を伴う量、約３００ｍ
ｌとを比較したものである。図８Ｂは、気腫患者の呼吸の、時間に対する呼吸の流れ（リ
ットル／秒）、本発明の原理にしたがって吸息時にジェット酸素を伴う流れ、および、本
発明の原理にしたがって吸息時にジェット酸素を伴い、呼息時にフローブレーキ（酸素ジ
ェット）を伴う流れのグラフを示す。
【００３３】
　図９および１０に示される別の実施形態では、サーミスタ８１および８２が、気管内部
のカテーテル先端部上に提供されうる。カテーテル壁の内側（または保護フィルムの下）
にあるために急速な温度変化から守られるサーミスタ８２よりも、サーミスタ８１の方が
ガス流にさらされている。あるいは、応答時間が異なる複数のサーミスタを使用しうる。
時間を経ると（たとえば１０秒）、両者の平均温度は等しく（均衡状態）なり、ブリッジ
（図１０）が再調整される。これにより、周囲温度、熱等の変化が相殺される。冷たい空
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気を吸い込み、暖かい空気を吐き出すことに基づく急速な変化が、サーミスタ８１により
感知される。識別器によって、出力シグナルが送られる。サーミスタシグナルのピークは
、最高流速にマッチする。識別されたシグナルの最小値は、吸気流のピークおよび呼息流
のピークにマッチする。未識別および識別されたシグナルは、マイクロプロセッサに送ら
れる。吸気流のピーク（酸素の導入を開始する誘因）を判定する一つの方法は、絶対温度
の最小値（冷気が入る）と、温度変化がゼロである箇所（識別されたシグナルがゼロ）を
探すことである。上記の複数のサーミスタのアプローチを使用する利点は、二つのサーミ
スタからのシグナルの間の差によって、振動やその他の予想される事象などにより生じる
、呼吸流パターンの測定値に見られる流れの不自然な結果が相殺され、外部または内部の
温度や湿度条件の変化などにより生じる、サーミスタシグナルのドリフトが補正されるこ
とである。
【００３４】
　図１１および１２に示される別の実施形態では、図１１は、変成シリコーンワイヤひず
みゲージ要素９０である、圧力トランスデューサを示す。典型的なシリコーン膜の代わり
に、カテーテルの壁が使用される。カテーテルの壁が気管内の圧力スイング（呼吸努力）
下で変形すると、ブリッジ増幅器からの電気シグナルがマイクロプロセッサに送られる。
この実施形態は、余分のシグナルまたはバックアップシグナルとして、サーミスタの代わ
りに使用できる。他のセンサは、半導体フローセンサまたは圧力センサでありうる。図１
２は、ブリッジ増幅器の回路図を示す。
【００３５】
　本発明にしたがって、他のセンサを使用することもできる。たとえば、センサおよび／
または第二制御センサは、レスピバンド（胸壁ひずみゲージ）、レスピトレースシグナル
（コンダクタンスプレチスモグラフ）、体内または体外の圧力センサ、経胸腔的電気的イ
ンピーダンス測定デバイス、口または鼻の（呼吸気流計）フローセンサ、および／または
カプノメータ（二酸化炭素センサ）でありうる。さらに、本発明によるセンサは、任意の
デバイス、メカニズム、または方法により、制御ユニットにデータまたは情報を通信でき
る。たとえば、ワイヤ、ワイヤレス、または遠隔伝達により通信を行いうる。サーミスタ
ではないセンサを使用する利点は、サーミスタアプローチでは、サーミスタヘッドに気道
粘液が貯留するという不都合がありうることである。これは、クリーニングなど、さまざ
まな方法で修正しうるが、サーミスタではない他のセンサでは、粘液貯留のような問題が
より発生しにくい。さらに、サーミスタセンサでは、周囲温度の回避不能な変化は、サー
ミスタシグナル処理アルゴリズムで補正されうるとしても、システムの信頼性にとっては
潜在的に問題となる。したがって、上に記載した他のタイプのセンサが、サーミスタセン
サよりも、あるいはサーミスタセンサに加えて、有益であろう。
【００３６】
　呼吸パターンの測定に加え、安全上の理由から、気道内圧を測定することが望ましいこ
とが多いが、そのためにはサーミスタセンサは最良のアプローチではないだろう。したが
って、前述のセンサのいくつかを、安全制御デバイスとしても使用できる。たとえば、圧
力センサは、患者の吸息を感知するために使用（サーミスタ同様）しうるが、気圧障害（
高圧による損傷）を防止するために、気管内の高圧を感知して、ジェットマシンを停止す
るためにも使用できる。
【００３７】
　酸素含有ガスは、ガスポンプ１により、必要に応じて提供される。ガスポンプ１は、図
５に概略的に示されている。ガスポンプ１は、シリンダ２７内に準備された複動ピストン
２０を伴う、ピストンポンプでありうる。本実施形態のピストンポンプには、Ｖ１～Ｖ４
の四つのバルブが含まれる。他のピストンポンプ（図示せず）は、四つより多いか、また
は少ないバルブを有しうる。外部酸素貯蔵部から、接続部２１を通じて酸素の供給が出て
くる。バルブＶ１～Ｖ４の切換状態および供給ラインおよび除去ラインが、ａ～ｇの文字
で表わされている。他のタイプのポンプも、本発明の原理にしたがって使用できる。
【００３８】
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　ガスポンプ１は、呼吸補助の間に、装置において以下のように機能する。バルブＶ１が
ｃからａに開いており（ｂからｃが閉じている）、バルブＶ２がｂからｅに開いている（
ｅからｄが閉じている）場合には、ピストン２０が図の平面で左へ動き、酸素が、出口２
２およびジェットカテーテル５を通って、患者Ｐに流れる。患者Ｐの吸息プロセス中に、
追加量の酸素Ｅ３が投与される。
【００３９】
　バルブＶ１がｂからｃに開いており（ｃからａが閉じている）、バルブＶ２がｅからｄ
に開いている（ｂからｅが閉じている）場合には、ピストン２０が図の平面で右へ動き、
バルブＶ３の方向に酸素が流れる。バルブＶ３は、出口２３を介して大気につながってい
る。バルブＶ３がｄからｇに開いている場合には、酸素は、呼息ブレーキなしで流出する
。つまり、呼息プロセスは、逆流によって制動されない。
【００４０】
　バルブＶ３がｄからｇに閉じており、ｄからｆに開いている場合には、酸素は、アクセ
ス経路２４を通って出口２２およびカテーテル５の方向に流れ、呼息プロセス中に患者Ｐ
に投与され、呼吸流を制動する。逆流によって、気道の虚脱が防止され、気道が開いた状
態に保たれ、より深い呼息が可能になる。
【００４１】
　さらに、バルブＶ４は装置のアクセス経路２４内に配置され、これを介して、（ｆから
ａ）を通る流れを可変に調整できる。これは、パルス幅変調を伴う比例バルブであれば好
都合である。
【００４２】
　上述のとおり、カテーテルには、ジェットノズルが含まれるのが好ましい。任意のタイ
プのジェットノズルを使用して、必要なジェット流を得られる。本発明にしたがったジェ
ット流の速度は、１００ｍ／ｓを大幅に上回るものでありうる。これに比較すると、従来
のベンチレータチューブまたはマスクを通る速度は、１００ｍ／ｓを大幅に下回る。ジェ
ット流速が十分に高い場合には、十分な速度によって、流れの方向付けが達成され、シー
リングチューブカフを要しない。通常換気における、体積による吸気流速は、２秒間で約
５００ｍ３～１０００ｃｍ３の範囲である。ピークの吸気流の最大値は、１０００ｃｍ３

／秒でありうる。通常の侵襲的換気の場合には、１０００ｃｍ３／ｓ（ピーク）の流れが
、直径約８ｍｍのチューブを通過する。体積による吸気流速をチューブの面積で割って得
られる、このガス流の速度は、１０００ｃｍ３／（０．４）２ｃｍ２＊Ｐｉ＝２０００ｃ
ｍ／ｓ＝２０ｍ／ｓである。ジェット換気の間に、この流れのほぼ半分が、直径１．５ｍ
ｍのジェットカニューレ内を通過する。フロープロフィルが長方形であるため、ピーク流
速は５００ｃｍ３／ｓである。したがって、ジェットガス流の速度は、５００ｃｍ３／（
０．０７５）２ｃｍ２＊Ｐｉ＝２８３１３ｃｍ／ｓ＝２８３ｍ／ｓである。本発明の好ま
しい実施形態によれば、１００ｍｌ（ｃｍ３）が、直径約１．５ｍｍのカテーテルに、二
分の一秒で押し通される。この実施形態のピークフローは、好ましくは、０．２５秒に１
００ｃｍ３＝４００ｃｍ３／ｓである。このガス流の速度は、４００ｃｍ３／（０．０７
５）２ｃｍ２＊Ｐｉ＝２２６５０ｃｍ／ｓ＝２２６ｍ／ｓである。他の好ましい実施形態
では、ガス流の速度は、約１００ｍ／ｓ～約３００ｍ／ｓである。好ましくは、ガス流の
速度は、約２００ｍ／ｓ～約３００ｍ／ｓである。好ましくは、ガス流の速度は、約２５
０ｍ／ｓ～約３００ｍ／ｓである。
【００４３】
　カテーテルの先端部が気管の壁に触れる場合には、組織損傷の潜在的リスクがある。カ
テーテル先端部、または高流量のガス流によって、粘膜が損なわれうる。体内で効率的お
よび効果的に空気を導くために、方向をつけた酸素の流れを提供するように、カテーテル
を形成しうる。特に、酸素のジェットフローが直接気管壁に向くのを避けるために、カテ
ーテルの出口端からの空気の出口から、空気が気管の中心に放出されて下るように、カテ
ーテルを形成するのが好ましい。また、カテーテル先端部は、ベンチュリおよびカテーテ
ル外壁上の、ベンチュリの近位の粘液形成を最小化するように形成されるのが好ましい。
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その問題を解決するために、上述の遮へいモンゴメリＴチューブを使用できる。図１４お
よび１５では、カテーテル先端部またはジェットノズルが気道壁と接触しないように、カ
テーテルが形成され、先端部は気管内のほぼ中心にある。これは、局所的圧力を分散させ
るためにカテーテルが複数の地点で気管壁に接触し、カテーテルから酸素のジェットフロ
ーが出る先端部が、気管内のほぼ中心にくるようにカテーテルを形成することにより、達
成できる。したがって、人工気管の使用は必要ない。先端部（ジェットノズル）と気道壁
の接触を回避する一つの方法は、図１４に示されるように、二つの平面によるジグザグの
ように、カテーテルを曲げることである。別の実施形態は、図１５に示される螺旋である
。
【００４４】
　図１６Ａ～１６Ｅは、カテーテル先端部を中心におくために、バルーン（図１６Ａおよ
び１６Ｂ）またはクリップ（図１６Ｃ～１６Ｅ）を使用しうる、カテーテルを中心におく
ための代替的実施形態を示す。図１６Ａは、カテーテル先端部を中心におくためのバルー
ンを示し、バルーンは、線Ｊ―Ｊでほぼ円形の断面を有する。バルーンの開口を、カテー
テルの縦方向に設置すればよい。図１６Ｂは、バルーンが複数の延長部を有しうる、カテ
ーテル先端部を中心におくためのバルーンを示す。延長部は、カテーテルの縦方向に沿っ
て断面Ｋ―Ｋにおいて、円錐形の突起として見えうる。図１６Ｃは、カテーテルから放射
状に外向きに広がるクリップを示す。本実施形態におけるクリップは、比較的平坦で、反
対方向の二つが一組で放射状に広がる。図１６Ｄは、クリップの端に延長部を伴う、クリ
ップの別の実施形態を示す。クリップおよび延長部は、カテーテル先端部を気管内で中心
におくために、カテーテルに対して複数の角度で広がっていればよい。図１６Ｅは、カテ
ーテルに沿った様々な位置に、成形された突起を有する、クリップの別の実施形態を示す
。突起は、上部が平坦で、エッジおよびアンダーカットが、丸みをつけられていればよい
。様々な実施形態のクリップは、弾性材料でできているのが好ましい。
【００４５】
　次に、図１７～２３に関して、二重管腔カテーテルを説明する。本発明には、方向をつ
けた流れを、よりよく分散させる機能（図１７～１９）、および／または流れの方向を変
える機能（図２０～２３）も含みうる。図１７～１９は、二重管腔カテーテル１７２を示
す。概して１７０で示されるカテーテル先端部が、気管１７４内に設けられている。カテ
ーテル１７２は、内側カニューレ１７６および外側カニューレ１７８により形成された、
二つの管腔を有する。上述のように、内側カニューレ１７６によって、流れがカテーテル
ノズル１８０に導かれる。図１８に示されるように、吸気時には、内側カニューレを通る
ジェットフローによる空気の混入、および追加のジェットフロー自体１７６によって、吸
気流が改善される。呼気時（図１９）には、ポート１８２を通る逆流による乱流によって
、気道を支えて開かせることによって、呼息流が改善される。ポート１８２は、いずれか
の特定の形状である必要はなく、たとえば円形、六角形、楕円形、またはスリットであれ
ばよい。図示されてはいないが、望ましい効果に応じて呼息流を改善するために、呼息中
に内側カニューレ１７６を通じて乱流が提供されてもよい。
【００４６】
　図２０～２３では、カテーテルの別の実施形態が示されている。カテーテル２００が、
遠位先端部２０２を伴って、気管２０４内に示されている。カテーテル先端部２０２には
、内側管腔２０６と、内側管腔と同心の外側管腔２０８と、すべりシース２１０とを伴う
、カニューレ形態が含まれる。図２０対図２１にて図示され、図２２対図２３に接写され
るとおり、この実施形態では、すべりシース２１０がカニューレに対して動くことにより
、ポート２１０の酸素流の方向を変えることができる。図２２に示されるように、呼気時
には、すべりシース２１０の動きにより生じた、流れを制動する乱流により、口すぼめ呼
吸時のような抵抗をつくることができ、それによって気道の開きを支え、呼息量を増やす
ことができる。または、図２３に示されるように、すべりシース２１０の動きにより生じ
た、口に向かう追加のベンチュリ流が、呼気流に混入し、全体の呼息量を増やすことがで
きる。すべりシース２１０が動くものとして示されているが、この実施形態の方向をつけ
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た流れを達成するために、それ以外の部分も、またはそれ以外の部分が、動くように作ら
れてもよい。たとえば、シャッタ、ルーバ、またはスラットを用いて、流れを制動する乱
流、または口に向かうベンチュリ流を作ればよい。
【００４７】
　いずれにせよ、必要に応じて、流れを口の方向、または肺に戻る方向に向ければよい。
患者の呼気流のフローブレーキは、妨害（口すぼめ効果）から、あるいは増加（ベンチュ
リ原理）まで、調整できる。カテーテル全体は、外径が４ｍｍを超えないのが好ましいが
、極めて多用途でありうる。本発明の他の実施形態と同様に、この実施形態を用いて、気
道に振動流を適用して、使用粘液除去を改善することもできる。
【００４８】
　本発明の原理にしたがったシステムは、移植可能でありうる。一実施形態においては、
ジェットカテーテルとシステムセンサとを含むシステムを、体内に移植しうる。ポンプを
移植することは可能であるが、ポンプに付属するチューブは、体外のコネクタに接続しう
ることが想定される。本発明の原理にしたがって、酸素含有ガスが、移植されたジェット
カテーテルを通って患者に流れ込むように、ポンプチューブを従来の方法でコネクタに取
り付けうる。患者のニーズに合わせて、システムを調整できる。ジェット圧力、およびパ
ルスのタイミングおよび継続時間をモニタし、患者の呼吸状態および全身状態に基づいて
、必要に応じて制御および調節しうる。図１に示すように、カテーテルは、体の外側に沿
って伸びうる。あるいは、患者の体内にカテーテルを移植しうる。たとえば、カテーテル
は、ポンプと接続するための一つの露出端を有し、カテーテルの残りの部分の一部または
全てが、患者の体内および／または患者の皮膚の下に移植されうる。たとえば、カテーテ
ルの出口端は、人工気管への接続のために露出させるか、または鼻または口の中に配置さ
せうる。さらに、患者の中にカテーテルが設けられた部分を、処置しうる。たとえば、抗
菌剤、薬物、潤滑被覆、粘液形成防止処置、またはその他により、処置しうる。
【００４９】
　図２４は、本発明の方法の実施形態を示した流れ図である。本発明の本実施形態によれ
ば、本発明にしたがって、患者にシステムが供給される。システムを使用して、患者の自
発呼吸が感知される。吸気流のピークまたはその付近で、システムが、患者に追加の酸素
が必要かを判断する。必要な場合は、システムが、患者に酸素のジェットブーストを供給
する。そして、呼気流のピークまたはその付近で、システムが、患者がもっと二酸化炭素
を吐き出す必要があるかを判断する。もっと吐き出されなければならない場合には、シス
テムが、患者に酸素の逆流を供給する。必要に応じてプロセスが繰り返される。この実施
形態の利点は、患者のニーズに合わせた治療が可能になることである。他のベンチレータ
システムは、患者の状態の変化に関係なく、臨床医がベンチレータの設定を変えるまで、
予め決められた治療を適用する傾向がある。他のベンチレータシステムは、広範囲な患者
の状況に応じて最適に治療できず、多くの場合には、過剰治療により、患者が人工呼吸に
依存しすぎてしまうか、または治療不足により、患者の臨床状態を悪化させてしまう。そ
のため、本発明では、ベンチレータが、患者のニーズに基づいて患者への出力を調節する
。ベンチレータは、呼吸率、呼吸の深さ、吸息または呼息の長さ、興奮、またはガス濃度
レベル等の、センサで得られた患者情報を用いて判断できる。たとえば、患者が運動して
おり、呼息中に気道が異常に虚脱していることを示す、異常に低い呼息流速をセンサが感
知すると、呼息の逆流がスイッチオンまたは増加されて、気道の開きが支えられ、呼息流
を改善しうる。または、たとえば、患者が息切れを補っていることを示す、患者の異常に
速い呼吸を呼吸センサが測定すると、吸気増加パルスがスイッチオンまたは増加されて、
患者の呼吸困難を軽減できる。または、別の例としては、気道内のＣＯ２およびＯ２レベ
ルを感知する、ガス組成センサによって、治療が適切かを判断し、必要に応じて治療を増
加または減少させうる。
【００５０】
　前述のように、本発明の原理を用いて、様々な呼吸障害および／または呼吸困難を治療
し、および／または治療を補助できる。このような治療において、本発明は、患者の任意
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の気道内に、酸素含有ガスを供給できる。そのような実施形態の一つでは、酸素含有ガス
を、肺内に導く代わりに、たとえばカテーテル、より具体的には気管カテーテルまたは被
覆カテーテルの使用を含めて、上気道に導きうる。
【００５１】
　一実施形態においては、睡眠無呼吸の治療または治療補助のために、酸素含有ガスを上
気道に導きうる。睡眠無呼吸は、人の呼吸が睡眠中に繰り返し中断される場合に生じる、
深刻な睡眠障害である。睡眠無呼吸を治療していない人は、睡眠中に繰り返し、時には一
晩に数百回も、呼吸が止まる。睡眠無呼吸の一つの種類を、閉塞性睡眠無呼吸（ＯＳＡ）
と呼ぶことができる。ＯＳＡは通常、喉の後部の軟組織が睡眠中に虚脱する場合に、気道
の閉塞により生じる。現在では、睡眠無呼吸は、患者が鼻および／または口をおおうマス
クを着用する、持続的気道陽圧法（ＣＰＡＰ）により治療しうる。エアブロワによって、
上気道に強制的に空気を通過させる。上気道組織の睡眠中の虚脱を防ぐ上で過不足のない
ように、気圧が調節される。圧力は一定かつ持続的であり、流速は、バイレベルの陽気道
圧（ＢｉＰＡＰ）機械により、ニーズに応じて時々調節される。ＣＰＡＰは、使用中は気
道閉塞を防止できるが、ＣＰＡＰが停止されたり、不適切に使用されると、無呼吸症状が
再発する。鼻マスクの使用、およびガス／酸素／大気の経口送達は、煩わしく、患者の妨
げとなる。これに対して、本発明の原理によれば、気管カテーテルを含めたカテーテルに
より、酸素含有ガスを患者に供給できる。本発明にしたがい、センサによりモニタされる
呼吸に基づき、酸素含有ガスを患者に供給しうる。これには、組織の動きまたは虚脱を感
知する、上気道組織に配置されたセンサが含まれる。これらのセンサは、ワイヤレスまた
はハードワイヤにより、ポンプに通信できる。センサで、呼吸サイクルを感知でき、その
情報に基づいて、酸素の流れと量を制御できる。酸素含有ガスは、必要に応じて、持続的
、断続的、またはパルスにより供給されうる。あるいは、上述のように、ジェットフロー
において酸素含有ガスを供給しうる。さらに、酸素含有ガスの流れが持続的に送達され、
必要なときだけジェットブーストが起動するように、携帯型呼吸デバイスをプログラムで
きる。その結果、患者のニーズに合わせて酸素を調整できる。
【００５２】
　本発明は、肺胞換気および酸素摂取が損なわれる、任意の種類の病気の治療に使用でき
る。これには、肺気腫を含む慢性閉塞性気道肺疾患、ならびに、肺線維症、多臓器肉芽腫
性疾患、胸膜癒着、胸壁疾患、神経筋疾患、および横隔膜神経麻痺等の拘束性疾患が含ま
れる。基本的に、患者が十分に深く呼吸するのが困難な場合には、常に本発明が有用であ
りうる。
【００５３】
　本発明とは対照的に、典型的な侵襲的換気は、常に供給されるが、患者は全く運動（歩
行、物を運ぶ等）できない。患者は、喉にチューブを着け、ベッドに固定される（通常は
集中治療）。マスクによる非侵襲的換気は、患者の弱い呼吸筋肉の回復を助けるために、
時々供給される。たとえば、患者が夜間に換気を受ければ、横隔膜および付随の筋肉を休
めることができ、昼間の調子が良くなる。しかし、患者が最も助けを必要とする時（運動
中）には、常に自力で呼吸しなければならない。本発明による低侵襲的または経皮的換気
、およびシステムからの同調されたジェットによれば、必要な時（たとえば運動中）に補
助が与えられる。
【００５４】
　以上の記載は、本発明の好ましい実施形態を目的とするが、他の変化形および修正が当
業者に明白であり、本発明の精神または範囲から逸脱して行われうる。さらに、本発明の
一実施形態と関連して記載された特色は、上に明示されていない場合であっても、他の実
施形態とともに使用されうる。本発明は、その精神または主要な特徴から逸脱して、他の
いろいろな形で実施されうる。記載された実施形態は、あらゆる点で例示的であり、限定
的とみなされてはならない。したがって本発明の範囲は、以上の記載によってではなく、
添付の請求の範囲によって示される。請求項と等価の意義および範囲内の、一切の変更が
、その範囲に含まれるものとする。
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【図面の簡単な説明】
【００５５】
　図面の説明は以下の通りである。
【図１】図１は、本発明の原理にしたがった、呼吸補助のためのシステムの実施形態を携
帯する、患者の上体を示す。
【図２】図２は、本発明の原理にしたがった、呼吸補助を伴わない、および呼吸補助を伴
う、気腫患者の呼吸流を表示した図を示す。
【図３】図３は、本発明の原理にしたがった、人工気管の実施形態の、技術的に単純化さ
れた図を示す。
【図４】図４は、本発明の原理にしたがった人工気管の、別の実施形態を示す。
【図５】図５は、本発明の原理にしたがった、空気の伝導および制御ユニットが示された
、酸素含有ガスタンクおよびポンプの実施形態の概略図を示す。
【図６】図６は、本発明の原理にしたがった、カテーテルの端部の実施形態を示す。
【図７】図７は、本発明の原理にしたがった、支持体本体に挿入された、図６のカテーテ
ルを示す。
【図８】図８Ａおよび８Ｂは、本発明の原理にしたがったベンチモデルテストから作成さ
れた、呼吸データのグラフを示す。
【図９】図９は、本発明にしたがった、カテーテルおよびセンサの実施形態を示す。
【図１０】図１０は、本発明にしたがった、回路の実施形態の概略図を示す。
【図１１】図１１は、本発明にしたがった、カテーテルおよびセンサの別の実施形態を示
す。
【図１２】図１２は、本発明にしたがった、別の回路の実施形態の概略図を示す。
【図１３】図１３は、ポンプおよび制御ユニットが酸素タンクと一体化されている、本発
明の実施形態にしたがったシステムを示す。
【図１４】図１４は、本発明にしたがった、カテーテルの遠位端の実施形態を示す。
【図１５】図１５は、本発明にしたがった、カテーテルの遠位端の別の実施形態を示す。
【図１６】図１６Ａ～１６Ｅは、本発明にしたがったカテーテルの実施形態を示す。
【図１７】図１７は、本発明にしたがった二重管腔カテーテルの実施形態を示す。
【図１８】図１８は、本発明の原理にしたがった、吸気中の、図１７のカテーテルを通る
流れの実施形態を示す。
【図１９】図１９は、本発明の原理にしたがった、呼気中の、図１７のカテーテルを通る
流れの実施形態を示す。
【図２０】図２０は、本発明にしたがった、すべり壁を有する二重管腔カテーテルの実施
形態を示す。
【図２１】図２１は、すべり壁が異なる位置にある、図２０のカテーテルを示す。
【図２２】図２２は、図２０のカテーテルの空気出口の拡大図を示す。
【図２３】図２３は、図２１のカテーテルの空気出口の拡大図を示す。
【図２４】図２４は、本発明の実施形態の働きを示す流れ図である。
【図２５】図２５は、システム全体の図である。
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