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(57)【要約】
　本発明は、口腔に印加される負圧を適切に制御し、呼
吸を容易にし、且つ、睡眠時無呼吸及びいびきを治療す
るためのデバイス及びシステム並びにその方法を提供す
る。システムは、真空源を提供する負圧システムと、シ
ールドを含む口腔デバイスと、シールドを貫通するチュ
ーブと、シールド又はチューブに連結された可撓性負圧
送達可能部分と、任意選択の舌保護部と、を含む。負圧
送達可能部分は上口蓋の輪郭に適合する。口腔内の空気
空間を除去するために負圧送達可能部分を介して口腔内
部の前領域及び後領域に負圧が送達される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　口腔内の空気空間を除去するための口腔デバイスであって、
　唇と前歯との間に配置されるシールドと、前記シールドを貫通するチューブと、前記シ
ールド又は前記チューブに連結された負圧送達可能部分と、を含み、
　前記負圧送達可能部分が舌と上口蓋との間の空間に配置され、上口蓋の輪郭に適合し、
それにより、当該口腔デバイスが、前記負圧送達可能部分を介して口腔の前部及び後部の
両方に負圧を送達し、舌と上口蓋との間の空気空間を除去する、口腔デバイス。
【請求項２】
　前記シールドが可撓性である、請求項１に記載の口腔デバイス。
【請求項３】
　前記シールドが、前歯及び唇の形状に適合する曲げられる構造を含む、請求項２に記載
の口腔デバイス。
【請求項４】
　前記シールドがシールとして更に機能する、請求項２に記載の口腔デバイス。
【請求項５】
　前記シールドが少なくとも１つの空気孔を更に含む、請求項１に記載の口腔デバイス。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの空気孔が、唇により前記空気孔を覆うことが可能な位置に配置さ
れる、請求項４に記載の口腔デバイス。
【請求項７】
　前記空気孔が一方向弁を含む、請求項４に記載の口腔デバイス。
【請求項８】
　前記負圧送達可能部分が可撓性チューブを含む、請求項１に記載の口腔デバイス。
【請求項９】
　前記可撓性チューブが、１～２０個の中間開口部を含む、請求項８に記載の口腔デバイ
ス。
【請求項１０】
　前記可撓性チューブが２つの中間開口部を含む、請求項８に記載の口腔デバイス。
【請求項１１】
　前記可撓性チューブが、真空源に連結するための前端部を含む、請求項８に記載の口腔
デバイス。
【請求項１２】
　前記真空源が負圧制御システムによって送達される、請求項１１に記載の口腔デバイス
。
【請求項１３】
　前記可撓性チューブの中間部分が前記チューブの残り部分よりも細い、請求項８に記載
の口腔デバイス。
【請求項１４】
　前記可撓性チューブが、前記チューブの剛性を付与するため後端部近傍により広い構造
を有する、請求項８に記載の口腔デバイス。
【請求項１５】
　前記後端部近傍のより広い構造が湾曲した縁端を有する、請求項１４に記載の口腔デバ
イス。
【請求項１６】
　当該口腔デバイスが、舌の先端に歯が直に当たることを防止するための舌保護部を更に
含む、請求項１に記載の口腔デバイス。
【請求項１７】
　前記舌保護部が、舌の先端の下部と下前歯の裏側との間に配置される、請求項１６に記
載の口腔デバイス。
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【請求項１８】
　前記舌保護部が、舌小帯の形状に適応するためのくぼみを更に含む、請求項１６に記載
の口腔デバイス。
【請求項１９】
　前記可撓性チューブ及び前記シールドが着脱式である、請求項８に記載の口腔デバイス
。
【請求項２０】
　前記着脱式シールド部分が、前記着脱式可撓性チューブの曲げられる中間部分の一部を
収容するための内部チャンバを有する、請求項１９に記載の口腔デバイス。
【請求項２１】
　前記着脱式可撓性チューブが、前記着脱式シールド部分の内部表面と接触し、密閉界面
を形成して口腔内の負圧環境を維持する外部表面を有する、請求項２０に記載の口腔デバ
イス。
【請求項２２】
　前記着脱式可撓性チューブ及び前記着脱式シールド部分が、様々なサイズを有し、且つ
、患者の異なる解剖学的構造に適応させるために交換可能である、請求項１９に記載の口
腔デバイス。
【請求項２３】
　前記着脱式可撓性チューブが摺動可能である、請求項１９に記載の口腔デバイス。
【請求項２４】
　様々な位置に複数のアンカー停止部を備えたシールドを更に含む、請求項２３に記載の
口腔デバイス。
【請求項２５】
　前記可撓性チューブが、該可撓性チューブに沿って開きょを更に含む、請求項８に記載
の口腔デバイス。
【請求項２６】
　前記開きょの数が、前記可撓性チューブ上の中間開口部の数に一致する、請求項２５に
記載の口腔デバイス。
【請求項２７】
　前記可撓性チューブが、該可撓性チューブ上に２つの開きょを含む、請求項２６に記載
の口腔デバイス。
【請求項２８】
　前記開きょが、前記可撓性チューブの後端部まで延在する、請求項２５に記載の口腔デ
バイス。
【請求項２９】
　前記可撓性チューブの開きょを有する部分が頑丈である、請求項２８に記載の口腔デバ
イス。
【請求項３０】
　前記可撓性チューブが、負圧の印加時に前記開きょが潰れないように支持するための１
～２０個の支持手段を更に含む、請求項２９に記載の口腔デバイス。
【請求項３１】
　前記チューブが少なくとも１つの中間開口部を含む、請求項１に記載の口腔デバイス。
【請求項３２】
　前記負圧送達可能部分が、拡張舌保護部を含み、且つ、前記シールドに連結されている
、請求項３１に記載の口腔デバイス。
【請求項３３】
　前記拡張舌保護部が少なくとも１つの開きょを有する、請求項３２に記載の口腔デバイ
ス。
【請求項３４】
　前記拡張舌保護部が、上口蓋の形状に適合するように予め成形される、請求項３３に記
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載の口腔デバイス。
【請求項３５】
　前記少なくとも１つの開きょが、前記少なくとも１つの中間開口部に連結されている、
請求項３４に記載の口腔デバイス。
【請求項３６】
　前記舌保護部が前記負圧送達可能部分に一体化されている、請求項３５に記載の口腔デ
バイス。
【請求項３７】
　請求項１に記載の口腔デバイスと、真空源を提供する負圧制御システムと、を含む、口
腔内の空気空間を除去するためのシステム。
【請求項３８】
　口腔内の空気空間を除去するための方法であって、請求項１に記載の口腔デバイスを患
者の口に取り付けるステップと、可撓性チューブの中間開口部及び後端部の負圧制御シス
テム、あるいはそのいずれか一方によって、患者の口腔の前部及び後部の両方に負圧を印
加し、舌と上口蓋との間の空気空間を除去するステップと、を含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療機器に関し、より詳細には、口腔に印加される負圧を適切に制御し、呼
吸を容易にし、睡眠時無呼吸及びいびきを治療するためのデバイス及びシステムに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　閉塞性睡眠時無呼吸（ＯＳＡ：ｏｂｓｔｒｕｃｔｉｖｅ　ｓｌｅｅｐ　ａｐｎｅａ）、
呼吸低下及び上気道抵抗症候群（ＵＡＲＳ：ｕｐｐｅｒ　ａｉｒｗａｙ　ｒｅｓｉｓｔａ
ｎｃｅ　ｓｙｎｄｒｏｍｅ）は、睡眠中、麻酔中又は麻酔後等の完全又は部分的上気道閉
塞の症状発現を特徴とする種々の周知の疾患の例である。ＯＳＡ、呼吸低下及びＵＡＲＳ
は睡眠時の断続的な呼吸停止を引き起こし、場合によっては酸化ヘモグロビンの著しい不
飽和化を招く結果となる。一般に、ＯＳＡ、呼吸低下及び／又はＵＡＲＳに罹患する者は
酸素欠乏に応じて睡眠からの頻繁な覚醒を繰り返す。覚醒により、睡眠断片化及び乏しい
睡眠連続性を生じることとなる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　いくつかの理論を用いた睡眠時無呼吸及びいびき治療用の口腔及び外部デバイスについ
ては複数の刊行物に開示されている。舌の後部を持ち上げて気道の奥から離すため、患者
の口の前端部、通常、唇又は唇の真裏に負圧を印加し、舌を前方に引っ張ることが提案さ
れている。例えば、閉塞性睡眠障害治療用の口腔デバイスは、デバイスの使用時、舌を歯
から保護し且つ分離することを特徴とする（例えば、米国特許第４３０４２２７号明細書
を参照のこと）。口腔デバイスは舌を受けるための舌形状の空洞を更に含み、この場合、
空洞内に舌を保持するため舌の軟組織に負圧が直接印加される。しかしながら、このよう
な負圧は舌の軟組織を損傷する原因となりうる。
【０００４】
　口腔負圧（ｏｒａｌ　ｎｅｇａｔｉｖｅ　ｐｒｅｓｓｕｒｅ）を用いることによる、Ｏ
ＳＡ、呼吸低下又はＵＡＲＳに罹患している者の呼吸を容易にするための種々のデバイス
が開発されてきたが、口腔に印加される負圧の適切な制御には依然問題がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、口腔に印加される負圧を適切に制御し、呼吸を容易にし且つ睡眠時無呼吸及
びいびきを治療するためのデバイス及びシステムを提供する。
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　本明細書中の一態様においては、唇と前歯との間に配置されたシールドと、シールドを
貫通するチューブと、シールド又はチューブに連結された負圧送達可能部分と、を含む、
口腔内の空気空間を除去するための口腔デバイスを提供する。負圧送達可能部分が舌と上
口蓋との間の空間に配置され、上口蓋の輪郭に適合し、それにより、口腔デバイスが負圧
送達可能部分を介して口腔に負圧を送達し、舌と上口蓋との間の空気空間を除去する。
【０００６】
　いくつかの実施形態では、シールドは可撓性である。いくつかの実施形態においては、
シールドは、前歯及び唇の形状に適合する曲げられる構造を含む。いくつかの実施形態で
は、シールドはシールとして更に機能する。いくつかの実施形態では、シールドは少なく
とも１つの空気孔を更に含む。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの空気孔は、唇
により空気孔を覆うことが可能な位置に配置される。特定の実施形態においては、空気孔
は一方向弁を含む。特定の実施形態においては、可撓性チューブは１～２０個の中間開口
部を含む。特定の実施形態においては、可撓性チューブは２つの中間開口部を含む。
【０００７】
　いくつかの実施形態では、負圧送達可能部分は可撓性チューブを含む。いくつかの実施
形態では、可撓性チューブは、真空源に連結するための前端部を含む。特定の実施形態に
おいては、真空源は負圧制御システムによって送達される。いくつかの実施形態では、可
撓性チューブは、上口蓋及び舌の輪郭に適合する、曲げられる中間部分を含む。いくつか
の実施形態では、中間部分はチューブの残り部分よりも細い。いくつかの実施形態では、
可撓性チューブは、チューブの剛性を付与するため後端部近傍により広い構造を有する。
特定の実施形態においては、後端部近傍のより広い構造は湾曲した縁端を有する。いくつ
かの実施形態では、口腔デバイスは、舌の先端に歯が直に当たることを防止するための舌
保護部を更に含む。特定の実施形態においては、舌保護部は舌先端の下部と下前歯の裏側
との間に配置される。特定の実施形態においては、舌保護部は、舌小帯の形状に適応する
ためのくぼみを更に含む。
【０００８】
　いくつかの実施形態では、可撓性チューブ及びシールドは着脱式である。いくつかの実
施形態では、着脱式シールド部分は、着脱式可撓性チューブ部分の曲げられる中間部分の
一部を収容するための内部チャンバを有する。特定の実施形態においては、着脱式チュー
ブ部分は、着脱式シールド部分の内部表面と接触し、密閉界面を形成して口腔内の負圧環
境を維持する外部表面を有する。特定の実施形態においては、着脱式チューブ部分及び着
脱式シールド部分は様々なサイズを有し、且つ、患者の異なる解剖学的構造に適応させる
ために交換可能である。いくつかの実施形態では、可撓性チューブは摺動可能である。特
定の実施形態においては、口腔デバイスは、様々な位置に複数のアンカー停止部を備えた
シールドを更に含む。特定の実施形態においては、可撓性チューブは、可撓性チューブに
沿って開きょ（ｏｐｅｎ　ｃｈａｎｎｅｌｓ）を更に含む。いくつかの実施形態では、開
きょの数は可撓性チューブ上の中間開口部の数に一致する。特定の実施形態においては、
可撓性チューブは可撓性チューブ上に２つの開きょを含む。
【０００９】
　いくつかの実施形態では、可撓性チューブは曲げられる中間部分を含む。いくつかの実
施形態では、曲げられる中間部分はチューブの残り部分よりも細い。いくつかの実施形態
では、チューブは、チューブの残部よりも後端部近傍により広い構造を有する。特定の実
施形態においては、後端部近傍の構造は湾曲した縁端を有する。特定の実施形態において
は、開きょは可撓性チューブの後端部まで延在する。特定の実施形態においては、前記開
きょを有する可撓性チューブの部分は頑丈である。特定の実施形態においては、可撓性チ
ューブは、負圧の印加時に開きょが潰れないように支持するための１～２０個、１～１５
個、１～１０個又は１～７個の支持手段を更に含む。
【００１０】
　いくつかの実施形態では、負圧送達可能部分は、上口蓋の輪郭に適合し、且つ、シール
ドに連結される拡張舌保護部を含む。いくつかの実施形態では、拡張舌保護部は少なくと
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も１つの開きょを含む。いくつかの実施形態では、拡張舌保護部は上口蓋の形状に適合す
るように予め成形される。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの開きょは少なくと
も１つの中間開口部に連結される。いくつかの実施形態では、舌保護部は負圧送達可能部
分に組み込まれる。
【００１１】
　本明細書中の別の態様においては、唇と前歯との間に配置されるシールドと、シールド
を貫通するチューブと、を含む、口腔内の空気空間を除去するための口腔デバイスを提供
する。チューブは、舌と上口蓋との間の空間に配置され、上口蓋の輪郭に適合する可撓性
負圧送達可能部分を含み、それにより、口腔デバイスは負圧送達可能部分を介して口腔に
負圧を送達し、舌と上口蓋との間の空気空間を除去する。いくつかの実施形態では、可撓
性負圧送達可能部分は、可撓性負圧送達可能部分に沿って少なくとも１つの開きょを更に
含み、それにより、口腔デバイスが負圧送達可能部分及び少なくとも１つの開きょを通じ
て口腔の前部及び後部に負圧を送達し、舌と上口蓋との間の空気空間を除去する。いくつ
かの実施形態では、シールドは、シールドが歯の向き及び形状に順応し且つ合致すること
を可能にする折線を有する。いくつかの実施形態では、シールドはチューブが貫通する接
合部近傍に凹部を有し、チューブが自由に曲がることを可能にする。
【００１２】
　本明細書中の別の態様においては、本発明の口腔デバイスと、真空源を提供する負圧制
御システムと、を含む、口腔内の空気空間を除去するためのシステムが提供される。いく
つかの実施形態では、シールドは可撓性である。いくつかの実施形態では、シールドは、
前歯及び唇の形状に適合する曲げられる構造を含む。いくつかの実施形態では、シールド
はシールとして更に機能する。いくつかの実施形態では、シールドは少なくとも１つの空
気孔を更に含む。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの空気孔は、唇により空気孔
を覆うことが可能な位置に配置される。特定の実施形態においては、空気孔は一方向弁を
含む。特定の実施形態においては、可撓性チューブは、１～２０個の中間開口部を含む。
特定の実施形態においては、可撓性チューブは２つの中間開口部を含む。いくつかの実施
形態では、負圧送達可能部分は可撓性チューブを含む。いくつかの実施形態では、可撓性
チューブは、真空源に連結するための前端部を含む。特定の実施形態においては、真空源
は負圧制御システムによって送達される。いくつかの実施形態では，可撓性チューブは、
上口蓋及び舌の輪郭に適合する、曲げられる中間部分を含む。いくつかの実施形態では、
中間部分はチューブの残り部分よりも細い。いくつかの実施形態では、可撓性チューブは
、チューブの剛性を付与するため後端部近傍により広い構造を有する。特定の実施形態に
おいては、後端部近傍のより広い構造は湾曲した縁端を有する。いくつかの実施形態では
、口腔デバイスは、舌の先端に歯が直に当たることを防止するための舌保護部を更に含む
。特定の実施形態においては、舌保護部は舌先端の下部と下前歯の裏側との間に配置され
る。特定の実施形態においては、舌保護部は、舌小帯の形状に適応するためのくぼみを更
に含む。いくつかの実施形態では、可撓性チューブ及びシールドは着脱式である。いくつ
かの実施形態では、着脱式シールド部分は、着脱式可撓性チューブ部分の曲げられる中間
部分の一部を収容するための内部チャンバを有する。特定の実施形態においては、着脱式
チューブ部分は、着脱式シールド部分の内部表面と接触し、密閉界面を形成して口腔内の
負圧環境を維持する外部表面を有する。特定の実施形態においては、着脱式チューブ部分
及び着脱式シールド部分は様々なサイズを有し、且つ、患者の異なる解剖学的構造に適応
させるために交換可能である。いくつかの実施形態では、可撓性チューブは摺動可能であ
る。特定の実施形態においては、口腔デバイスは、様々な位置に複数のアンカー停止部を
備えたシールドを更に含む。特定の実施形態においては、可撓性チューブは、可撓性チュ
ーブに沿って開きょを更に含む。いくつかの実施形態では、開きょの数は可撓性チューブ
上の中間開口部の数に一致する。特定の実施形態においては、可撓性チューブは可撓性チ
ューブ上に２つの開きょを含む。いくつかの実施形態では、可撓性チューブは曲げられる
中間部分を含む。いくつかの実施形態では、曲げられる中間部分はチューブの残り部分よ
りも細い。いくつかの実施形態では、チューブは、チューブの残部よりも後端部近傍によ
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り広い構造を有する。特定の実施形態においては、後端部近傍の構造は湾曲した縁端を有
する。特定の実施形態においては、開きょは、可撓性チューブの後端部まで延在する。特
定の実施形態においては、前記開きょを有する可撓性チューブの部分は頑丈である。特定
の実施形態においては、可撓性チューブは、負圧の印加時に開きょが潰れないように支持
するための１～２０個、１～１５個、１～１０個又は１～７個の支持手段を更に含む。い
くつかの実施形態では、負圧送達可能部分は、上口蓋の輪郭に適合し、且つ、シールドに
連結される拡張舌保護部を含む。いくつかの実施形態では、拡張舌保護部は少なくとも１
つの開きょを含む。いくつかの実施形態では、拡張舌保護部は上口蓋の形状に適合するよ
うに予め成形される。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの開きょは少なくとも１
つの中間開口部に連結される。いくつかの実施形態では、舌保護部は負圧送達可能部分に
組み込まれる。
【００１３】
　本明細書中の別の態様においては、本発明の口腔デバイスを患者の口に取り付けるステ
ップと、可撓性チューブの中間開口部及び／又は後端部の負圧制御システムによって患者
の口腔の前部及び後部の両方に負圧を印加し、舌と上口蓋との間の空気空間を除去するス
テップと、を含む、口腔内の空気空間を除去するための方法が提供される。いくつかの実
施形態では、シールドは可撓性である。いくつかの実施形態では、シールドは、前歯及び
唇の形状に適合する曲げられる構造を含む。いくつかの実施形態では、シールドはシール
として更に機能する。いくつかの実施形態では、シールドは少なくとも１つの空気孔を更
に含む。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの空気孔は、唇により空気孔を覆うこ
とが可能な位置に配置される。特定の実施形態においては、空気孔は一方向弁を含む。特
定の実施形態においては、可撓性チューブは、１～２０個の中間開口部を含む。特定の実
施形態においては、可撓性チューブは２つの中間開口部を含む。いくつかの実施形態では
、負圧送達可能部分は可撓性チューブを含む。いくつかの実施形態では、可撓性チューブ
は、真空源に連結するための前端部を含む。特定の実施形態においては、真空源は負圧制
御システムによって送達される。いくつかの実施形態では、可撓性チューブは、上口蓋及
び舌の輪郭に適合する、曲げられる中間部分を含む。いくつかの実施形態では、中間部分
はチューブの残り部分よりも細い。いくつかの実施形態では、可撓性チューブは、チュー
ブの剛性を付与するため後端部近傍により広い構造を有する。特定の実施形態においては
、後端部近傍のより広い構造は湾曲した縁端を有する。いくつかの実施形態では、口腔デ
バイスは、舌の先端に歯が直に当たることを防止するための舌保護部を更に含む。特定の
実施形態においては、舌保護部は舌先端の下部と下前歯の裏側との間に配置される。特定
の実施形態においては、舌保護部は、舌小帯の形状に適応するためのくぼみを更に含む。
いくつかの実施形態では、可撓性チューブ及びシールドは着脱式である。いくつかの実施
形態では、着脱式シールド部分は、着脱式可撓性チューブ部分の曲げられる中間部分の一
部を収容するための内部チャンバを有する。特定の実施形態においては、着脱式チューブ
部分は、着脱式シールド部分の内部表面と接触し、密閉界面を形成して口腔内の負圧環境
を維持する外部表面を有する。特定の実施形態においては、着脱式チューブ部分及び着脱
式シールド部分は様々なサイズを有し、且つ、患者の異なる解剖学的構造に適応させるた
めに交換可能である。いくつかの実施形態では、可撓性チューブは摺動可能である。特定
の実施形態においては、口腔デバイスは、様々な位置に複数のアンカー停止部を備えたシ
ールドを更に含む。特定の実施形態においては、可撓性チューブは、可撓性チューブに沿
って開きょを更に含む。いくつかの実施形態では、開きょの数は可撓性チューブ上の中間
開口部の数に一致する。特定の実施形態においては、可撓性チューブは可撓性チューブ上
に２つの開きょを含む。いくつかの実施形態では、可撓性チューブは曲げられる中間部分
を含む。いくつかの実施形態では、曲げられる中間部分はチューブの残り部分よりも細い
。いくつかの実施形態では、チューブは、チューブの残部よりも後端部近傍により広い構
造を有する。特定の実施形態においては、後端部近傍の構造は湾曲した縁端を有する。特
定の実施形態においては、開きょは可撓性チューブの後端部まで延在する。特定の実施形
態においては、前記開きょを有する可撓性チューブの部分は頑丈である。特定の実施形態



(8) JP 2016-502918 A 2016.2.1

10

20

30

40

50

においては、可撓性チューブは、負圧の印加時に開きょが潰れないように支持するための
１～２０個、１～１５個、１～１０個又は１～７個の支持手段を更に含む。いくつかの実
施形態では、負圧送達可能部分は、上口蓋の輪郭に適合し、且つ、シールドに連結される
拡張舌保護部を含む。いくつかの実施形態では、拡張舌保護部は少なくとも１つの開きょ
を含む。いくつかの実施形態では、拡張舌保護部は上口蓋の形状に適合するように予め成
形される。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの開きょは少なくとも１つの中間開
口部に連結される。いくつかの実施形態では、舌保護部は負圧送達可能部分に組み込まれ
る。
（参照による援用）
　本明細書中に本明細書中で言及した全ての刊行物、特許及び特許出願は、各個々の刊行
物、特許又は特許出願が参照により援用されると具体的且つ個々に示す程度と同程度参照
により援用される。
【００１４】
　添付の特許請求の範囲に記載する本発明の新規な特徴を詳細に説明する。本発明の特徴
及び利点の一層の理解は、本発明の原理が用いられた例証的な実施形態及び添付の図面を
説明する以下の詳細な説明を参照することにより得られるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一態様であって、上口蓋の輪郭に適合し睡眠時における患者の口腔内の
空気空間を除去する負圧送達可能部分（例えば可撓性チューブ）を含む口腔デバイスを備
えた例示的システムの概略図を示す。
【図２Ａ】上口蓋の輪郭に適合し睡眠時における患者の口腔内の空気空間を除去する可撓
性チューブを有する例示的口腔デバイスの等角図を示す。
【図２Ｂ】上口蓋の輪郭に適合し睡眠時における患者の口腔内の空気空間を除去する可撓
性チューブを有する例示的口腔デバイスの上面図を示す。
【図３Ａ】例示的口腔デバイスを示す本発明の別の態様であって、負圧を印加していない
可撓性チューブを有する口腔デバイスの側面図を示す。
【図３Ｂ】例示的口腔デバイスを示す本発明の別の態様であって、負圧を印加した可撓性
チューブを有する口腔デバイスの側面図を示す。
【図３Ｃ】例示的口腔デバイスを示す本発明の別の態様であって、舌と軟口蓋との間の空
気空間が除去された、上口蓋の輪郭に適合する可撓性チューブを有する口腔デバイスの前
部断面図を示す。
【図３Ｄ】例示的口腔デバイスを示す本発明の別の態様であって、舌と軟口蓋との間の空
気空間が除去された、より平らな上口蓋に適合する可撓性チューブを有する口腔デバイス
の側面図を示す。
【図４Ａ】舌と軟口蓋との間の空気空間が除去された、下顎直列（ｉｎｌｉｎｅ　ｌｏｗ
ｅｒ　ｊａｗ）に適合する可撓性シールドを有する例示的な口腔デバイスの側面図を示す
。
【図４Ｂ】舌と軟口蓋との間の空気空間が除去された、下顎後退に適合する可撓性シール
ドを有する例示的な口腔デバイスの側面図を示す。
【図４Ｃ】舌と軟口蓋との間の空気空間が除去された、下顎前突に適合する可撓性シール
ドを有する例示的な口腔デバイスの側面図を示す。
【図５Ａ】本発明の別の態様であって、可撓性チューブ及びシールドを有する口腔デバイ
スの上部断面図を示す。
【図５Ｂ】本発明の別の態様であって、可撓性チューブ及びシールドを有する口腔デバイ
スの後部断面図を示す。
【図５Ｃ】本発明の別の態様であって、可撓性チューブ及びシールドを有する口腔デバイ
スの側部断面図を示す。
【図６Ａ】着脱式可撓性チューブ及び着脱式シールドを有する例示的な口腔デバイスを示
す。
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【図６Ｂ】着脱式可撓性チューブ及び着脱式シールドを有する例示的な口腔デバイスを示
す。
【図６Ｃ】着脱式可撓性チューブ及び着脱式シールドを有する例示的な口腔デバイスを示
す。
【図６Ｄ】着脱式可撓性チューブ及び着脱式シールドを有する例示的な口腔デバイスを示
す。
【図７Ａ】本発明の別の態様であって、舌保護部を備えた例示的な着脱式シールドを示す
。
【図７Ｂ】本発明の別の態様であって、舌保護部を備えた例示的な着脱式シールドを示す
。
【図７Ｃ】本発明の別の態様であって、舌保護部を備えた例示的な着脱式シールドを示す
。
【図７Ｄ】本発明の別の態様であって、舌保護部を備えた例示的な着脱式シールドを示す
。
【図８】本発明の別の態様であって、空気孔を備えた着脱式シールドの側部断面図を示す
。
【図９Ａ】初期位置にある摺動可能な可撓性チューブを有する口腔デバイスの側部断面図
を示す。
【図９Ｂ】前方位置にある摺動可能な可撓性チューブを有する口腔デバイスの側部断面図
を示す。
【図１０Ａ】舌と軟口蓋との間の空気空間が除去された、初期位置にある摺動可能な可撓
性チューブを有する口腔デバイスの側部断面図を示す。
【図１０Ｂ】舌と軟口蓋との間の空気空間が除去された、前方位置にある摺動可能な可撓
性チューブを有する口腔デバイスの側部断面図を示す。
【図１１Ａ】様々な位置にアンカー点を有する摺動可能な可撓性チューブを有する口腔デ
バイスの側部断面図を示す。
【図１１Ｂ】様々な位置にアンカー点を有する摺動可能な可撓性チューブを有する口腔デ
バイスの側部断面図を示す。
【図１１Ｃ】様々な位置にアンカー点を有する摺動可能な可撓性チューブを有する口腔デ
バイスの側部断面図を示す。
【図１２Ａ】開きょを備えた着脱式可撓性チューブを示す。
【図１２Ｂ】開きょを備えた着脱式可撓性チューブを示す。
【図１３Ａ】後端部に開口部がなく、種々の開きょを有するチューブを含む可撓性チュー
ブの変形形態を示す。
【図１３Ｂ】後端部に開口部がなく、種々の開きょを有するチューブを含む可撓性チュー
ブの変形形態を示す。
【図１３Ｃ】後端部に開口部がなく、種々の開きょを有するチューブを含む可撓性チュー
ブの変形形態を示す。
【図１３Ｄ】後端部に開口部がなく、種々の開きょを有するチューブを含む可撓性チュー
ブの変形形態を示す。
【図１３Ｅ】後端部に開口部がなく、種々の開きょを有するチューブを含む可撓性チュー
ブの変形形態を示す。
【図１４Ａ】本発明の別の態様であって、口腔の後部から前部に負圧を送達するための中
間開口部のない、後端部と連結された開きょを含む例示的口腔デバイスを示す。
【図１４Ｂ】本発明の別の態様であって、口腔の後部から前部に負圧を送達するための中
間開口部のない、後端部と連結された開きょを含む例示的口腔デバイスを示す。
【図１４Ｃ】本発明の別の態様であって、口腔の後部から前部に負圧を送達するための中
間開口部のない、後端部と連結された開きょを含む例示的口腔デバイスを示す。
【図１４Ｄ】本発明の別の態様であって、口腔の後部から前部に負圧を送達するための中
間開口部のない、後端部と連結された開きょを含む例示的口腔デバイスを示す。
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【図１４Ｅ】本発明の別の態様であって、口腔の後部から前部に負圧を送達するための中
間開口部のない、後端部と連結された開きょを含む例示的口腔デバイスを示す。
【図１４Ｆ】本発明の別の態様であって、腔の後部から前部に負圧を送達するための中間
開口部のない、後端部と連結された開きょを含む例示的口腔デバイスを示す。
【図１５Ａ】本発明の別の態様であって、本明細書中に記載される舌保護部と、予め成形
され且つ上口蓋の形状に適合する可撓性チューブの機能とを併せ持つ拡張舌保護部を備え
た例示的な口腔デバイスを示す。
【図１５Ｂ】本発明の別の態様であって、本明細書中に記載される舌保護部と、予め成形
され且つ上口蓋の形状に適合する可撓性チューブの機能とを併せ持つ拡張舌保護部を備え
た例示的な口腔デバイスを示す。
【図１５Ｃ】本発明の別の態様であって、本明細書中に記載される舌保護部と、予め成形
され且つ上口蓋の形状に適合する可撓性チューブの機能とを併せ持つ拡張舌保護部を備え
た例示的な口腔デバイスを示す。
【図１５Ｄ】本発明の別の態様であって、本明細書中に記載される舌保護部と、予め成形
され且つ上口蓋の形状に適合する可撓性チューブの機能とを併せ持つ拡張舌保護部を備え
た例示的な口腔デバイスを示す。
【図１５Ｅ】本発明の別の態様であって、本明細書中に記載される舌保護部と、予め成形
され且つ上口蓋の形状に適合する可撓性チューブの機能とを併せ持つ拡張舌保護部を備え
た例示的な口腔デバイスを示す。
【図１６Ａ】本発明の更に別の態様であって、可撓性チューブ及び舌保護部を含み、舌保
護部が可撓性チューブに組み込まれている例示的口腔デバイスを示す。
【図１６Ｂ】本発明の更に別の態様であって、可撓性チューブ及び舌保護部を含み、舌保
護部が可撓性チューブに組み込まれている例示的口腔デバイスを示す。
【図１６Ｃ】本発明の更に別の態様であって、可撓性チューブ及び舌保護部を含み、舌保
護部が可撓性チューブに組み込まれている例示的口腔デバイスを示す。
【図１６Ｄ】本発明の更に別の態様であって、可撓性チューブ及び舌保護部を含み、舌保
護部が可撓性チューブに組み込まれている例示的口腔デバイスを示す。
【図１６Ｅ】本発明の更に別の態様であって、可撓性チューブ及び舌保護部を含み、舌保
護部が可撓性チューブに組み込まれている例示的口腔デバイスを示す。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　ここで、本例示的実施形態について詳細に述べる。これら実施例は添付の図面に示され
る。可能であれば、図面及び明細書中では同じ又は同一部分の参照のために同じ参照符号
が使用される。
【００１７】
　図１を参照すると、負圧送達可能部分（例えば可撓性チューブ１１０）と、任意選択の
舌保護部１６０と、シールド１５０と、を含む口腔デバイス１００と、負圧制御システム
１９０と、を含む例示的な発明システムの概略図が示される。患者の口腔内に配置するた
めの口腔デバイス１００は、唇と前歯との間に配置されるシールド１５０を含み、チュー
ブ１１０がシールドを貫通する箇所は、可撓性があり且つ上口蓋の輪郭に適合する部分（
すなわち負圧送達可能部分）に連結される。可撓性チューブ１１０は、真空源を提供する
負圧制御システム１９０に連結された前端部１２０と、舌と上口蓋との間に配置される後
端部１３０と、を有する。可撓性チューブ１１０は、更に、任意選択的に、シールド１５
０近傍に少なくとも１つの中間開口部１４０を有する。いくつかの実施形態では、可撓性
チューブ１１０は、１～２０個、１～１５個、１～１０個、１～５個、１～３個又は１～
２個の中間開口部を有する。図１に示すように、いくつかの実施形態では、中間開口部１
４０の位置は、チューブの、患者の口腔内の軟組織によって塞がれる可能性が低い側面で
ある。特定の実施形態においては、可撓性チューブ１１０は、チューブの側面に配置され
た２つの中間開口部１４０を有する。可撓性チューブ１１０は、負圧を口腔の前部及び後
部の両方に送達して舌と上口蓋との間の空気空間を除去する。当業者であれば、真空源を
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提供する適切な負圧制御システムを容易に適用するであろう（例えば、参照により本明細
書中に援用する米国特許出願公開第２００９／０２８８６６０号明細書に開示される電子
ポンプ等によって）。
【００１８】
　いくつかの実施形態では、シールド１５０は、また、口腔に印加される負圧の適切な制
御を容易にするためのシールとして機能する。当業者であれば、後端部１３０の開口部及
びチューブの少なくとも１つの中間開口部１４０により、並びに任意選択的に、シールと
して機能するシールドにより、口腔に印加される負圧の適切な制御が得られることを容易
に理解するであろう。
【００１９】
　図２Ａ及び図２Ｂは、図１による例示的な口腔デバイスを更に示す。図２Ａは、シール
ド１５０を貫通する可撓性チューブ１１０を含む口腔デバイス１００の等角図を示す。い
くつかの実施形態では、シールド１５０は、患者の前歯及び唇の形状に適合する、曲げら
れる構造１５１を含む。特定の実施形態においては、可撓性チューブ１１０は、上口蓋及
び舌の輪郭に適合する、曲げられる中間部分１１１を有する。いくつかの実施形態では、
中間部分１１１はチューブの残り部分よりも細い。可撓性チューブ１１０は、（例えば、
負圧制御ユニットを介して）真空源に連結するための前端部１２０と、舌と上口蓋との間
の空間に配置される後端部１３０と、を有する。図２Ａでは、任意選択の中間開口部１４
０はシールド１５０の中心近傍に示される。図２Ｂは、図１に示される実施形態による例
示的な口腔デバイスの頂面図を示す。シールド１５０は前歯と唇との間に配置され、いく
つかの実施形態では、可撓性チューブ１１０は舌の中心線に沿って配置される。いくつか
の実施形態では、可撓性チューブ１１０は、チューブの剛性を付与するために後端部１３
０近傍により広い構造１３１を有し、これにより、舌及び上口蓋によって圧迫されること
による潰れを防止する。
【００２０】
　図３Ａ～３Ｄを参照すると、本発明を用いた例示的方法及びシステムが記載されている
。図３Ａは、負圧を印加していない可撓性チューブを含む例示的な口腔デバイスの側面図
を示す。口腔デバイス１００は患者の口腔内に配置されている。口腔デバイス１００は、
舌と上口蓋との間に配置された負圧送達可能部分（すなわち可撓性チューブ１１０）を有
する。シールド１５０は前歯と唇との間に配置されている。口腔デバイス１００の前端部
１２０は真空源に連結されている。口腔デバイス１００の後端部１３０及び任意選択的に
少なくとも１つの中間開口部１４０は、それぞれ、舌と上口蓋との間、及びシールド１５
０の中間部分近傍に配置されている。口腔デバイス内に負圧を印加すると、舌と上口蓋と
の間の空気空間が徐々に減少する。当業者であれば、負圧送達可能部分として機能するチ
ューブ１１０が可撓性であり、患者の上口蓋のあらゆる輪郭に適合することを容易に理解
するであろう。図３Ｂは、任意選択的に少なくとも１つの中間開口部１４０及び舌と軟口
蓋との間の空気空間を更に除去する後端部１３０を通じた負圧の印加によって舌が前方及
び上方に引き込まれ、上口蓋の輪郭に適合するように可撓性チューブ１１０を押して、変
形させることを示す。図３Ｃは、舌と軟口蓋との間の空気空間が減少した、図３Ｂによる
上口蓋の輪郭に適合する可撓性チューブを有する口腔デバイスの前部断面図を示す。可撓
性チューブ１１０は最小断面を有し、口腔内の非常にわずかな空間を占める。図３Ｄは、
舌と軟口蓋との間の空気空間が除去された、（図３Ｂに示されるものと比較して）より平
らな上口蓋に適合する可撓性チューブを有する口腔デバイスの側面図を示す。いくつかの
実施形態では、可撓性チューブ１１０は、種々の患者の上口蓋の異なる解剖学的構造に適
応するために更に曲げられる部分１１１（図３Ｂを参照）を更に含む。当業者であれば、
曲げられる部分１１１は図３Ｂに示される特定の部分に限定されず、上口蓋の輪郭に適合
する任意選択の部分であることは容易に理解するであろう。
【００２１】
　図４Ａ～４Ｃは、口腔デバイス１００の更なる変形形態を示す。図４Ａは、（上顎に対
する）下顎直列（ｉｎｌｉｎｅ　ｌｏｗｅｒ　ｊａｗ）に適合する可撓性シールドを含む
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口腔デバイス１００の側面図を示す。シールド１５０は可撓性であり、更に、種々の患者
、下顎後退（例えば図４Ｂに示すような）及び下顎前突（例えば図４Ｃに示すような）を
それぞれ有する患者の前歯及び唇の異なる解剖学的構造に適応しうる曲げられる構造（不
図示）を有してもよい。
【００２２】
　図５Ａ～５Ｃは、可撓性チューブ２１０がシールド２５０を貫通する、可撓性チューブ
２１０及びシールド２５０を含む口腔デバイス２００の上部、後部及び側部断面図を示す
本発明の口腔デバイスの別の変形形態を示す。いくつかの実施形態では、シールド２５０
は、前歯及び唇の形状に適合する、曲げられる構造２５１を有する。いくつかの実施形態
では、可撓性チューブ２１０は、更に、上口蓋及び舌の輪郭に適合する、曲げられる中間
部分２１１（すなわち負圧送達可能部分）を有する。したがって、いくつかの実施形態で
は、シールドを貫通するチューブは本明細書中に記載される可撓性チューブの一部である
か、可撓性チューブに直接連結される。この場合、可撓性チューブは負圧送達可能部分と
して機能する。特定の実施形態においては、中間部分２１１はチューブの残り部分よりも
細く、一層の可撓性を付与する。特定の実施形態においては、中間部分２１１は、チュー
ブの残り部分と同じ太さのままであるが、なお所望の柔軟性を維持する。当業者であれば
、構造設計（例えば、強化コーティング（ｒｅｉｎｆｏｒｃｅｄ　ｃｏａｔｉｎｇ）によ
って）又は使用される材料（例えば、より剛性のある製造材料）により容易にこれを実施
するであろう。いくつかの実施形態では、中間部分がチューブの残部よりも細い場合、中
間部分２１１を作製するのに使用される材料はチューブの残部と同じである。特定の実施
形態においては、中間部分２１１を作製するのに使用される材料はチューブの残部と同じ
ではなく、より可撓性の特性を付与する。可撓性チューブ２１０は、いくつかの実施形態
では、チューブの剛性を付与するために後端部２３０近傍により広い構造を有し、この構
造は、舌及び上口蓋によって圧迫されることによる潰れを防止する。特定の実施形態にお
いては、後端部２３０近傍のより広い構造は湾曲した縁端を有する。可撓性チューブ２１
０は、真空源に連結するための前端部２２０と、舌と上口蓋との間の空間に配置される後
端部２３０と、を有する。可撓性チューブ２１０は、更に任意選択的に、シールド２５０
の中心近傍に少なくとも１つの中間開口部２４０を有する。いくつかの実施形態では、可
撓性チューブ２１０は前端部２２０から後端部２３０まで一体の部品である。いくつかの
実施形態では、可撓性チューブ２１０は、シールドを貫通するチューブに連結されている
。いくつかの実施形態では、口腔デバイス２００は、舌の先端に歯が直に当たることを防
止するための舌保護部２６０を更に有する。舌保護部２６０は、舌先端の下部と下前歯の
裏側との間に配置される。特定の実施形態においては、舌保護部２６０は、更に、舌小帯
の形状に適応するためのくぼみ２６１を有する。
【００２３】
　本発明のいくつかの実施形態においては、図６Ａ～６Ｄの種々の図に示される着脱式チ
ューブ部分３０１及び着脱式シールド部分３０２を含む口腔デバイス３００が提供される
。図６Ａは、上口蓋及び舌の輪郭に適合する可撓性チューブ３１０を有する例示的な着脱
式チューブ部分３０１を示す。いくつかの実施形態では、可撓性チューブ３１０は曲げら
れる中間部分３１１を含む。特定の実施形態においては、中間部分３１１はチューブの残
り部分よりも細い。特定の実施形態においては、中間部分３１１はチューブの残り部分と
同じ太さのままであるが、なお所望の柔軟性を維持する。同様の可撓性を異なる厚みの中
間部分３１１によって実現するためには、使用する材料、中間部分３１１の形状及び／又
は長さをそれに応じて調整する必要があることを当業者であれば容易に理解するであろう
。可撓性チューブ３１０は、いくつかの実施形態では、チューブの剛性を付与するため後
端部３３０近傍により広い構造を有し、この構造は、舌及び上口蓋によって圧迫されるこ
とによる潰れを防止する。特定の実施形態においては、後端部３３０近傍のより広い構造
は湾曲した縁端を有する。可撓性チューブ３１０は、真空源に連結するための前端部３２
０と、舌と上口蓋との間の空間に配置される後端部３３０と、を有する。可撓性チューブ
３１０は、更に任意選択的に、シールド３５０の中心近傍に少なくとも１つの中間開口部



(13) JP 2016-502918 A 2016.2.1

10

20

30

40

50

３４０（図６Ａ及び図６Ｄを参照）を有する。図６Ｂは、前歯及び唇の形状に適合する曲
げられる構造３５１を含むシールド３５０を有する着脱式シールド部分３０２を示す。着
脱式シールド部分３０２は、可撓性チューブ３１０の曲げられる中間部分３１１（図６Ａ
を参照）の一部を収容するための内部チャンバ３３（図６Ｂを参照）を有する。着脱式チ
ューブ部分３０１及び着脱式シールド部分３０２は様々なサイズを有してもよく、且つ、
患者の異なる解剖学的構造に適応させるために交換可能であってもよい。いくつかの実施
形態では、着脱式チューブ部分３０１は、着脱式シールド部分３０２の内部表面３２（図
６Ｂ／６Ｃを参照）と接触し、密閉界面を形成して口腔内の負圧環境を維持する外部表面
３１（図６Ａを参照）を有する。良好なフィット性を確保するため、直径Ｄ１は直径Ｄ２
に一致すべきである。完成アセンブリは図６Ｄに示される。
【００２４】
　図７Ａ～７Ｄは、舌保護部４６０を備えた着脱式シールド部分４０２の種々の図を示す
本発明の別の実施形態を示す。この場合、舌保護部４６０は舌先端の下部と下前歯の裏側
との間に配置される。図７Ａ／Ｂは、曲げられる中間部分４５１と、シールド４５０と、
舌保護部４６０と、を含む着脱式シールド部分４０２の側部断面図を示す。いくつかの実
施形態では、着脱式シールド部分４０２は、着脱式チューブ部分に適応して密閉界面を形
成する内部表面４２（図７Ｂ及び図７Ｄを参照）を更に含む。特定の実施形態においては
、舌保護部４６０は、舌小帯の形状に適応するためのくぼみ４６１（例えば図６Ｃを参照
）を更に含む。
【００２５】
　図８を参照すると、舌保護部５６０と、シールド５５０と、空気孔５７０と、を含む着
脱式シールド部分５０２の側部断面図を示す。着脱式シールド部分は曲げられる中間部分
５５１を含む。着脱式シールド部分は、着脱式チューブ部分に適応して密閉界面を形成す
る内部表面５２を更に含む。空気孔５７０は、患者が口を開けようとする際又は口から息
を吐く際に患者がより自由に呼吸することを可能にする。いくつかの実施形態では、空気
孔は、着脱式シールドのシール機能を維持するための一方向弁を含む。一方向弁は、外部
から入る空気を制限するが、空気が口腔から出ることは可能にする。いくつかの実施形態
では、空気孔は唇により空気孔を覆うことが可能な位置にある。例えば、空気孔は切縁面
のわずかに上又は下に配置され、この場合、空気孔は、上前歯又は下前歯の前、且つ、唇
の裏側にある。
【００２６】
　ここで図９Ａ～９Ｂを参照すると、それぞれ初期位置（Ｗ１、図９Ａ）及び前方位置（
Ｗ２、図９Ｂ）にある摺動可能な可撓性チューブ６１０を含む口腔デバイス６００を示す
本発明の別の態様を示す。口腔デバイスは、可撓性チューブ６１０と、可撓性チューブ６
１０がシールド６５０を貫通する、曲げられる中間部分６５１を含むシールド６５０と、
を含む。可撓性チューブ６１０は、更に任意選択的に、少なくとも１つの中間開口部６４
０を含む。可撓性チューブ６１０は、真空源に連結するための前端部６２０と、舌と上口
蓋との間の空間に配置される後端部６３０と、を有する。摺動可能な可撓性チューブ６１
０は、舌と上口蓋との間に負圧を送達するのにより快適な又は効果的な位置を提供するた
めに、後端部６３０の位置を患者が調整することを可能にする。
【００２７】
　図１０Ａ～１０Ｂは、舌と軟口蓋との間の空気空間が除去された、それぞれ初期位置（
Ｗ１、図１０Ａ）及び前方位置（Ｗ２、図１０Ｂ）にある摺動可能な可撓性チューブ７１
０を含む口腔デバイス７００の側部断面図を示す。口腔デバイス７００は患者の口腔内に
配置されている。口腔デバイス７００は、舌と上口蓋との間に配置された摺動可能な可撓
性チューブ７１０を有する。シールド７５０は前歯と唇との間に配置されている。口腔デ
バイス７００の前端部７２０は真空源に連結されている（不図示）。口腔デバイス７００
の後端部７３０及び少なくとも１つの中間開口部７４０は、舌と上口蓋との間に、及びシ
ールド７５０の中間部分近傍にそれぞれ配置されている。患者の異なる解剖学的構造に適
応させるため、着脱式チューブ部分７０１は着脱式シールド部分７０２から取り外すこと
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ができ、これにより、後端部７３０の位置も前方に移動する。特定の実施形態においては
、後部開端部７３０は硬口蓋と軟口蓋との間の境界の前側に位置するため、軟口蓋の軟組
織が後部開端部７３０を遮蔽すること、又は後部開端部７３０内に吸引されることが防止
される。口腔デバイス７００は、更に、舌の先端に歯が直に当たることを防止するための
舌保護部７６０を有しうる。
【００２８】
　ここで図１１Ａ～１１Ｃを参照すると、口腔デバイス８００が、異なる位置にアンカー
点８８０を有する摺動可能な可撓性チューブ８１０を含む本発明の別の態様を示す。口腔
デバイス８００は、患者が摺動チューブ８１０を異なる位置（例えば、Ｗ１、Ｗ２、Ｗ３
）に調整することを可能にする複数のアンカー停止部８７０を備えたシールド８５０を更
に含む。口腔デバイスは、摺動可能な可撓性チューブ８１０と、可撓性チューブ８１０が
シールド８５０を貫通する、曲げられる中間部分８５１を含むシールド８５０と、を含む
。可撓性チューブ８１０は、少なくとも１つの中間開口部８４０を更に含む。可撓性チュ
ーブ８１０は、真空源に連結するための前端部８２０と、舌と上口蓋との間の空間に配置
される後端部８３０と、を有する。摺動可能な可撓性チューブ８１０は、異なる位置にあ
るアンカー点８８０によって患者が後端部８３０の位置を異なる位置（例えば、Ｗ１、Ｗ
２、Ｗ３）に調整することを可能にし、舌と上口蓋との間に負圧を送達するのにより快適
な又は効果的な位置を提供する。可撓性チューブ８１０は、いくつかの実施形態では、開
きょ８４１（例えば、可撓性チューブの両側に示される）を更に含む。可撓性チューブ８
１０に沿う開きょ８４１は、負圧分配を可能にし、且つ、中間開口部８４０の軟組織又は
舌による閉塞を防止する。
【００２９】
　図１２Ａ～１２Ｂを参照すると、開きょ９４１を備えた可撓性チューブ９１０を有する
着脱式チューブ部分９０１の異なる図が記載されている。いくつかの実施形態では、可撓
性チューブ９１０は曲げられる中間部分９１１を含む。特定の実施形態においては、中間
部分９１１はチューブの残り部分よりも細い。特定の実施形態においては、中間部分９１
１は、チューブの残り部分と同じ太さのままであるが、なお所望の柔軟性を維持する。可
撓性チューブ９１０は、真空源に連結するための前端部９２０と、舌と上口蓋との間の空
間に配置される後端部９３０と、を有する。いくつかの実施形態では、可撓性チューブ９
１０は、チューブの剛性を付与するため後端部９３０近傍により広い構造を有し、この構
造は、舌及び上口蓋によって圧迫されることによる潰れを防止する。いくつかの実施形態
では、後端部９３０は、軟組織又は舌による完全な閉塞のリスクを低減する湾曲した縁端
を有する。可撓性チューブ９１０はアンカー停止部９８０近傍に少なくとも１つの中間開
口部９４０を更に含む。いくつかの実施形態では、着脱式チューブ部分９０１は、着脱式
シールド部分の内部表面と接触し、密閉界面を形成して口腔内の負圧環境を維持する外部
表面９１（図１２Ａを参照）を有する。可撓性チューブ９１０に沿う開きょ９４１は、負
圧分配を可能にし、且つ、中間開口部９４０の軟組織又は舌による閉塞を防止する。いく
つかの実施形態では、可撓性チューブ９１０は、少なくとも１つの開きょ、２つの開きょ
、３つの開きょ、４つの開きょ、又はこれを超える数の開きょを含む。開きょの数は可撓
性チューブ上の中間開口部の数に一致する。特定の実施形態においては、可撓性チューブ
９１０は、可撓性チューブ９１０の両側の中間開口部９４０を連結する２つの開きょ９４
１を含む。
【００３０】
　図１３Ａを参照すると、少なくとも１つの中間開口部１０４０を含む可撓性チューブ１
０１０が側面図及び上部断面図にて示される。図１３Ｂ～１３Ｅは、それぞれ種々の設計
の開きょ１１４１、１２４１、１３４１及び１４４１を備えた可撓性チューブ１１１０（
図１３Ｂ）、１２１０（図１３Ｃ）、１３１０（図１３Ｄ）及び１４１０（図１３Ｅ）を
示す本発明の種々の実施形態を更に示す。可撓性チューブに沿う開きょは、負圧分配を可
能にし、且つ、中間開口部１１４０，１２４０，１３４０及び１４４０の軟組織又は舌に
よる閉塞を防止する。図１３Ｂは、開きょ１１４１が曲げられる部分の範囲内にあり、後
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端部まで延在しないことを示す。特定の実施形態においては、開きょは可撓性チューブの
後端部まで延在する（例えば、可撓性チューブ１２１０，１３１０及び１４１０の後端部
まで延在する開きょ１２４１、１３４１及び１４４１を参照のこと）。この場合、可撓性
チューブのこれらの部分は頑丈であり、したがって、舌と上口蓋との間に負圧を送達する
（例えば図１３Ｃ～１３Ｅを参照）後端部（１０３０及び１１３０）の機能に取って代わ
るものとなる。いくつかの実施形態では、図１３Ｄ及び図１３Ｅに示されるように、可撓
性チューブは、可撓性チューブ内に、負圧の印加時に開きょが潰れないように支持するい
くつかの支持手段１３４２又は１４４２を更に含む。いくつかの実施形態では、可撓性チ
ューブは、１～２０個、１～１５個、１～１０個、１～７個、１～６個、１～５個、１～
４個、１～２個、又は１個の支持手段を含む。支持手段のサイズ及び位置は開きょの長さ
次第である。当業者であれば、適切な位置及びサイズとともに、可撓性チューブに負圧を
印加する際に開きょが潰れないように支持するための適切な数を容易に認識するであろう
。
【００３１】
　図１４Ａ～Ｆを参照すると、口腔の後部から前部に負圧を送達するための、中間開口部
のない、後端部と連結された開きょを含む本発明の口腔デバイスの別の変形形態が種々の
図にて示される。示される口腔デバイスは、唇と前歯との間に配置されるシールド１４５
０と、シールドを貫通するチューブと、負圧送達可能部分（すなわち可撓性チューブ１４
１０であり、シールドを貫通するチューブの一部であるか、シールドを貫通するチューブ
と連結している）と、くぼみを有する後端部１４３０と連結するいくつかの開きょ１４４
１（例えば、図では２つが示される）と、舌保護部１４６０と、を含む。いくつかの実施
形態では、図１３Ｄ及び図１３Ｅに示されるように、当該可撓性チューブは、可撓性チュ
ーブ内に、負圧の印加時に開きょが潰れないように支持するいくつかの支持手段を更に含
む。いくつかの実施形態では，可撓性チューブは、１～２０個、１～１５個、１～１０個
、１～７個、１～６個、１～５個、１～４個、１～２個又は１個の支持手段を含む。支持
手段のサイズ及び位置は開きょの長さ次第である。当業者であれば、適切な位置及びサイ
ズとともに、可撓性チューブに負圧を印加する際に開きょが潰れないように支持するため
の適切な数を容易に認識するであろう。
【００３２】
　患者の上口蓋の異なる輪郭に適応する可撓性チューブ以外に、口腔デバイスは、デバイ
スが様々な患者の顎、前歯及び唇の異なる解剖学的構造に適合することを可能にするため
の（曲げられる）折線１４５４及び凹部１４５３を有する。シールド上の折線１４５４は
、シールドが歯の向き及び形状に順応し且つ合致することを可能にする。チューブが貫通
する接合部近傍の凹部１４５３は、可撓性チューブ１４１０が自由に曲がることを可能に
する。後端部にあるくぼみは、後端部開口部が軟組織により完全に塞がれることを防止す
る。この実施形態においては、中間開口部はないが、尚、負圧は口腔の後部から前部に開
きょを通じて送達される。
【００３３】
　図１５Ａ～１５Ｅを参照すると、舌保護の機能と可撓性負圧送達可能部分とを併せ持つ
拡張舌保護部を含む本発明の口腔デバイスの別の変形形態が、種々の図にて示される。示
される口腔デバイスは、（前歯と唇との間に配置される）シールド１５５０と、シールド
を貫通するチューブ１５４２と、拡張舌保護部１５６０と、シールド１５５０の中心近傍
の１つ又は複数の中間開口部１５４０（例えば１つが示される）と、を含み、この場合、
中間開口部はいくつかの開きょ１５４１（例えば、３つの開きょが示される）に連結され
る。可撓性拡張舌保護部は舌の前領域及び上領域の両方を覆う。当該可撓性拡張舌保護部
は上口蓋の形状に適応する（適合する）ように予め成形され（舌形状のより良好なフィッ
ト性を提供する）、したがって、患者が口腔デバイスを容易に装着することを可能にする
。拡張舌保護部の開きょは口腔の前部から後部に負圧を送達するために中間開口部に連結
されている（後端部開口部はない）。複数の開きょが負圧をより一様に分配する。
【００３４】
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　図１６Ａ～１６Ｅを参照すると、一体型舌保護部を有する予め曲げられた可撓性チュー
ブを含む本発明の口腔デバイスの別の変形形態が種々の図にて示される。これら図は、舌
保護部が可撓性チューブと連結されているが、前述のようにシールドとは連結されていな
い別の実施形態を示す。示される口腔デバイスは、シールド１６５０（前歯と唇との間に
配置される）と、シールドを貫通する負圧送達可能部分（すなわち予め曲げられた可撓性
チューブ１６１０）と、舌保護部１６６０と、を含み、この場合、舌保護部は予め曲げら
れたチューブと一体化されている。予め曲げられたチューブは上口蓋の形状に適応する（
適合する）ように成形され、患者が口腔デバイスを容易に装着することを可能にする。予
め曲げられたチューブ上の一体型舌保護部は舌形状に適応し（適合し）、適切な舌保護を
可能にする。
【００３５】
　本明細書中に本発明の好適な実施形態を示し且つ記載してきたが、このような実施形態
が単に例として提供されていることは当業者には明らかであろう。本発明から逸脱するこ
となく多くの変形形態、変更形態及び交換形態が当業者には想起されよう。本発明の実施
にあたり本明細書中に記載される本発明の実施形態の種々の代替形態を用いてもよいこと
は理解すべきである。以下の特許請求の範囲は本発明の範囲を定義することを意図するも
のであり、これによりこれら特許請求の範囲の範囲内の方法及び構造並びにこれらの均等
物は包含される。

【図２Ａ】 【図３Ａ】
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【図３Ｂ】 【図５Ａ－Ｃ】

【図６Ａ－Ｄ】 【図７Ａ－Ｄ】
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【図８】 【図９Ａ－Ｂ】

【図１０Ａ－Ｂ】 【図１１Ａ－Ｃ】
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【図１２Ａ－Ｂ】 【図１４Ａ－Ｂ】

【図１４Ｃ－Ｅ】 【図１４Ｆ】

【図１５Ａ－Ｃ】
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【図１５Ｄ－Ｅ】 【図１６Ａ－Ｃ】

【図１６Ｄ－Ｅ】
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【図１】
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【図２Ｂ】

【図３Ｃ】
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【図３Ｄ】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】
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【図４Ｃ】

【図１３Ａ】

【図１３Ｂ】

【図１３Ｃ】
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【図１３Ｄ】

【図１３Ｅ】

【手続補正書】
【提出日】平成27年8月28日(2015.8.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　口腔内の空気空間を除去するための口腔デバイスであって、
　唇と前歯との間に配置されるシールドと、前記シールドを貫通するチューブと、を含み
、前記チューブが、舌と上口蓋との間の空間に配置され、上口蓋の輪郭に適合する可撓性
負圧送達可能部分を含み、それにより、当該口腔デバイスが、前記負圧送達可能部分を介
して口腔に負圧を送達し、舌と上口蓋との間の空気空間を除去する、口腔デバイス。
【請求項２】
　前記シールドが、前歯及び唇の形状に適合する曲げられる構造を含む、請求項１に記載
の口腔デバイス。
【請求項３】
　前記シールドがシールとして更に機能する、請求項１に記載の口腔デバイス。
【請求項４】
　前記シールドが少なくとも１つの空気孔を更に含む、請求項１に記載の口腔デバイス。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの空気孔が、唇により前記空気孔を覆うことが可能な位置に配置さ
れる、請求項４に記載の口腔デバイス。
【請求項６】
　前記空気孔が一方向弁を含む、請求項４に記載の口腔デバイス。
【請求項７】
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　前記チューブが、真空源に連結するための前端部を含む、請求項１に記載の口腔デバイ
ス。
【請求項８】
　前記真空源が負圧制御システムによって送達される、請求項７に記載の口腔デバイス。
【請求項９】
　前記チューブが、剛性を有するように後端部近傍により広い構造を有する、請求項１に
記載の口腔デバイス。
【請求項１０】
　前記後端部近傍のより広い構造が湾曲した縁端を有する、請求項９に記載の口腔デバイ
ス。
【請求項１１】
　当該口腔デバイスが、舌の先端に歯が直に当たることを防止するための舌保護部を更に
含む、請求項１に記載の口腔デバイス。
【請求項１２】
　前記舌保護部が、舌の先端の下部と下前歯の裏側との間に配置される、請求項１１に記
載の口腔デバイス。
【請求項１３】
　前記舌保護部が、舌小帯の形状に適応するためのくぼみを更に含む、請求項１２に記載
の口腔デバイス。
【請求項１４】
　前記チューブ及び前記シールドが着脱式である、請求項１に記載の口腔デバイス。
【請求項１５】
　前記着脱式チューブ及び前記着脱式シールド部分が、様々なサイズを有し、且つ、患者
の異なる解剖学的構造に適応させるために交換可能である、請求項１４に記載の口腔デバ
イス。
【請求項１６】
　前記着脱式チューブが摺動可能である、請求項１４に記載の口腔デバイス。
【請求項１７】
　前記チューブが、該チューブに沿って開きょを更に含む、請求項１に記載の口腔デバイ
ス。
【請求項１８】
　前記チューブが、負圧の印加時に前記開きょが潰れないように支持するための１～２０
個の支持手段を更に含む、請求項１７に記載の口腔デバイス。
【請求項１９】
　前記負圧送達可能部分が、拡張舌保護部を含み、且つ、前記シールドに連結されている
、請求項１に記載の口腔デバイス。
【請求項２０】
　前記拡張舌保護部が少なくとも１つの開きょを有する、請求項１９に記載の口腔デバイ
ス。
【請求項２１】
　前記舌保護部が前記負圧送達可能部分に一体化されている、請求項２０に記載の口腔デ
バイス。
【請求項２２】
　前記負圧送達可能部分が、該負圧送達可能部分に沿って少なくとも１つの開きょを更に
含む、請求項１に記載の口腔デバイス。
【請求項２３】
　前記シールドが、歯の向き及び形状に順応し且つ合致するように折線を有する、請求項
１７に記載の口腔デバイス。
【請求項２４】
　前記シールドが、前記チューブが自由に曲がるように該チューブが貫通する接合部近傍
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に凹部を有する、請求項１に記載の口腔デバイス。
【請求項２５】
　請求項１に記載の口腔デバイスと、真空源を提供する負圧制御システムと、を含む、口
腔内の空気空間を除去するためのシステム。
【請求項２６】
　口腔内の空気空間を除去するための口腔デバイスの作動方法であって、患者の口に取り
付けた請求項１７に記載の口腔デバイスを用いて、患者の口腔の前部及び後部の両方に対
して負圧を印加して、舌と上口蓋との間の空気空間を除去するように、前記負圧送達可能
部分の後端部及び前記開きょを介して負圧制御システムを作動するステップを含む、方法
。
【請求項２７】
　口腔内の空気空間を除去するための口腔デバイスの作動方法であって、患者の口に取り
付けた請求項２３に記載の口腔デバイスを用いて、患者の口腔の前部及び後部の両方に対
して負圧を印加して、舌と上口蓋との間の空気空間を除去するように、前記負圧送達可能
部分の後端部及び前記開きょを介して負圧制御システムを作動するステップを含む、方法
。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　図１２Ａ～１２Ｂを参照すると、開きょ９４１を備えた可撓性チューブ９１０を有する
着脱式チューブ部分９０１の異なる図が記載されている。いくつかの実施形態では、可撓
性チューブ９１０は曲げられる中間部分９１１を含む。特定の実施形態においては、中間
部分９１１はチューブの残り部分よりも細い。特定の実施形態においては、中間部分９１
１は、チューブの残り部分と同じ太さのままであるが、なお所望の柔軟性を維持する。可
撓性チューブ９１０は、真空源に連結するための前端部９２０と、舌と上口蓋との間の空
間に配置される後端部９３０と、を有する。いくつかの実施形態では、可撓性チューブ９
１０は、チューブの剛性を付与するため後端部９３０近傍により広い構造を有し、この構
造は、舌及び上口蓋によって圧迫されることによる潰れを防止する。いくつかの実施形態
では、後端部９３０は、軟組織又は舌による完全な閉塞のリスクを低減する湾曲した縁端
を有する。可撓性チューブ９１０はアンカー停止部９８０近傍に少なくとも１つの中間開
口部９４０を更に含む。いくつかの実施形態では、着脱式チューブ部分９０１は、着脱式
シールド部分の内部表面と接触し、密閉界面を形成して口腔内の負圧環境を維持する外部
表面９１（図１２Ａを参照）を有する。開きょ９４１は、可撓性チューブ９１０の上面と
下面との間で、その可撓性チューブの対向側面に沿って配設されている。開きょ９４１は
それぞれ、可撓性チューブ９１０の長手方向に沿って延在する長さと、可撓性チューブ９
１０の対向側面の一方から側方内側に延在する深さとを有する溝を画定する。開きょ９４
１は、負圧分配を可能にし、且つ、中間開口部９４０の軟組織又は舌による閉塞を防止す
るように、中間開口部９４０と連通している。いくつかの実施形態では、可撓性チューブ
９１０は、少なくとも１つの開きょ、２つの開きょ、３つの開きょ、４つの開きょ、又は
これを超える数の開きょを含む。開きょの数は可撓性チューブ上の中間開口部の数に一致
する。特定の実施形態においては、可撓性チューブ９１０は、可撓性チューブ９１０の両
側の中間開口部９４０を連結する２つの開きょ９４１を含む。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００３０】
　図１３Ａを参照すると、少なくとも１つの中間開口部１０４０を含む可撓性チューブ１
０１０が側面図及び上部断面図にて示される。図１３Ｂ～１３Ｅは、それぞれ種々の設計
の開きょ１１４１、１２４１、１３４１及び１４４１を備えた可撓性チューブ１１１０（
図１３Ｂ）、１２１０（図１３Ｃ）、１３１０（図１３Ｄ）及び１４１０（図１３Ｅ）を
示す本発明の種々の実施形態を更に示す。開きょ１１４１、１２４１、１３４１及び１４
４１はそれぞれ、対応する可撓性チューブ１２１０，１３１０及び１４１０の上面と下面
との間で、その可撓性チューブの対向側面に沿って配設されている。開きょ１１４１、１
２４１、１３４１及び１４４１はそれぞれ、対応する可撓性チューブ１２１０，１３１０
及び１４１０の長手方向に沿って延在する長さと、その可撓性チューブの対向側面の一方
から側方内側に延在する深さとを有する溝を画定する。開きょ１１４１、１２４１、１３
４１及び１４４１はそれぞれ、負圧分配を可能にし、且つ、中間開口部１１４０，１２４
０，１３４０及び１４４０の軟組織又は舌による閉塞を防止するように、中間開口部１１
４０，１２４０，１３４０及び１４４０と連通している。図１３Ｂは、開きょ１１４１が
曲げられる部分の範囲内にあり、後端部まで延在しないことを示す。特定の実施形態にお
いては、開きょは可撓性チューブの後端部まで延在する（例えば、可撓性チューブ１２１
０，１３１０及び１４１０の後端部まで延在する開きょ１２４１、１３４１及び１４４１
を参照のこと）。この場合、可撓性チューブのこれらの部分は頑丈であり、したがって、
舌と上口蓋との間に負圧を送達する（例えば図１３Ｃ～１３Ｅを参照）後端部（１０３０
及び１１３０）の機能に取って代わるものとなる。いくつかの実施形態では、図１３Ｄ及
び図１３Ｅに示されるように、可撓性チューブは、可撓性チューブ内に、負圧の印加時に
開きょが潰れないように支持するいくつかの支持手段１３４２又は１４４２を更に含む。
いくつかの実施形態では、可撓性チューブは、１～２０個、１～１５個、１～１０個、１
～７個、１～６個、１～５個、１～４個、１～２個、又は１個の支持手段を含む。支持手
段のサイズ及び位置は開きょの長さ次第である。当業者であれば、適切な位置及びサイズ
とともに、可撓性チューブに負圧を印加する際に開きょが潰れないように支持するための
適切な数を容易に認識するであろう。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　図１４Ａ～Ｆを参照すると、口腔の後部から前部に負圧を送達するための、中間開口部
のない、後端部と連結された開きょを含む本発明の口腔デバイスの別の変形形態が種々の
図にて示される。示される口腔デバイスは、唇と前歯との間に配置されるシールド１４５
０と、シールドを貫通するチューブと、負圧送達可能部分（すなわち可撓性チューブ１４
１０であり、シールドを貫通するチューブの一部であるか、シールドを貫通するチューブ
と連結している）と、くぼみを有する後端部１４３０と連結するいくつかの開きょ１４４
１（例えば、図では２つが示される）と、舌保護部１４６０と、を含む。図１４Ｃは口腔
デバイスの側面図であり、図１４Ｄは口腔デバイスの側断面図である。図１４Ｃ及び図１
４Ｄに示されるように、開きょ１４４１は、可撓性チューブ１４１０の上面と下面との間
で、その可撓性チューブの対向側面に沿って配設されている。開きょ１４４１はそれぞれ
、可撓性チューブ１４１０の長手方向に沿って延在する長さと、可撓性チューブ１４１０
の対向側面の一方から側方内側に延在する深さを有する溝を画定する。いくつかの実施形
態では、図１４Ｄ及び図１４Ｅに示されるように、当該可撓性チューブは、可撓性チュー
ブ内に、負圧の印加時に開きょが潰れないように支持するいくつかの支持手段を更に含む
。いくつかの実施形態では，可撓性チューブは、１～２０個、１～１５個、１～１０個、
１～７個、１～６個、１～５個、１～４個、１～２個又は１個の支持手段を含む。支持手
段のサイズ及び位置は開きょの長さ次第である。当業者であれば、適切な位置及びサイズ
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とともに、可撓性チューブに負圧を印加する際に開きょが潰れないように支持するための
適切な数を容易に認識するであろう。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
　図１５Ａ～１５Ｅを参照すると、舌保護の機能と可撓性負圧送達可能部分とを併せ持つ
拡張舌保護部を含む本発明の口腔デバイスの別の変形形態が、種々の図にて示される。示
される口腔デバイスは、（前歯と唇との間に配置される）シールド１５５０と、シールド
を貫通するチューブ１５４２と、拡張舌保護部１５６０と、シールド１５５０の中心近傍
の１つ又は複数の中間開口部１５４０（例えば１つが示される）と、を含み、この場合、
中間開口部はいくつかの開きょ１５４１（例えば、３つの開きょが示される）に連結され
る。図１５Ａ、図１５Ｂ及び図１５Ｃは、口腔デバイスの上面図、正面図及び背面図をそ
れぞれ示す。図１５Ａに示されるように、複数の開きょ１５４１が可撓性チューブの上面
に位置している。さらに、図１５Ｂ及び図１５Ｃは、口腔デバイスの詳細を示す。開きょ
１５４１はそれぞれ、可撓性チューブ１５１０の長手方向に沿って延在する長さと、可撓
性チューブ１５１０の対向側面の一方から側方内側に延在する深さを有する溝を画定する
。可撓性拡張舌保護部は舌の前領域及び上領域の両方を覆う。当該可撓性拡張舌保護部は
上口蓋の形状に適応する（適合する）ように予め成形され（舌形状のより良好なフィット
性を提供する）、したがって、患者が口腔デバイスを容易に装着することを可能にする。
拡張舌保護部の開きょは口腔の前部から後部に負圧を送達するために中間開口部に連結さ
れている（後端部開口部はない）。複数の開きょが負圧をより一様に分配する。
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