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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者界面材であって、
　接続部と、該接続部に接続され、前記接続部から延びる外殻と、該外殻の遠位末端に供
される緩衝体と、を有する部材であって、前記接続部、前記外殻及び前記緩衝体は、弾性
材料から一体的に形成され、前記接続部の長手方向軸は、前記外殻の長手方向軸に平行で
あり、前記外殻は、当該部材の内部空洞を形成する、部材と、
　前記部材に一体に形成される隔壁であって、当該隔壁は、前記外殻によって囲まれ、か
つ、患者の鼻を収容するように構成された第１の室と第２の室とに前記部材の内部空洞を
分割する、隔壁と、
　前記隔壁に一体に形成されかつ前記隔壁から前記第１の室内に突出し、前記患者界面材
が前記患者の顔面上に動作可能に装着されるとき、少なくとも部分的に前記患者の鼻孔内
に挿入される、一対の鼻枕と、
　を含み、
　前記接続部は、前記鼻枕を通じて患者に気体を送出しかつ患者からの気体を排出するた
めに、前記第２の室と流体接続される、
　患者界面材。
【請求項２】
　前記鼻枕の各々と前記隔壁とに一体に形成されかつ前記隔壁に対して移動可能に前記鼻
枕を接続する手段を更に有する、請求項１に記載の患者界面材。
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【請求項３】
　前記の移動可能に接続する手段の各々は、前記患者の顔面上に動作可能に前記患者界面
材を取付けるとき、前記患者の一方の鼻孔内に、対応する鼻枕を付勢する、請求項２に記
載の患者界面材。
【請求項４】
　前記鼻枕の各々は、頂部に開口部を有する、請求項１に記載の患者界面材。
【請求項５】
　前記鼻枕の各々は、半球状構造体である、請求項４に記載の患者界面材。
【請求項６】
　前記緩衝体は、第１の室から外側に離間して拡張するフランジを有する、請求項１に記
載の患者界面材。
【請求項７】
　前記緩衝体は、第１の室内に向って内側に湾曲するフランジを有する、請求項１に記載
の患者界面材。
【請求項８】
　患者界面材であって、
　接続部と、該接続部に接続され、前記接続部から延びる外殻と、該外殻の遠位末端に供
される緩衝体と、を有する部材であって、前記接続部、前記外殻及び前記緩衝体は、弾性
材料から一体的に形成され、前記接続部の長手方向軸は、前記外殻の長手方向軸に平行で
あり、前記外殻は、当該部材の内部空洞を形成する、部材と、
　患者の鼻を収容するように構成された第１の室と、第２の室と、に前記内部空洞を分割
する、分割手段と、
　前記分割手段から前記第１の室内に突出して、前記患者の少なくとも１つの鼻孔に気体
を送出しかつ前記鼻孔から気体を排出する、送出手段と、
　を含み、
　前記接続部は、前記第２の室と前記送出手段とを通じて前記患者に気体を送出しかつ前
記患者からの気体を排出するために、前記第２の室と流体接続される、
　患者界面材。
【請求項９】
　前記患者の顔面上に動作可能に前記患者界面材を取付けて、前記第１の室内に前記患者
の鼻を配置するとき、前記患者の少なくとも１つの鼻孔に向って前記送出手段を付勢する
付勢手段を更に備える、請求項８に記載の患者界面材。
【請求項１０】
　前記付勢手段は、前記患者の少なくとも１つの鼻孔に対し前記送出手段を付勢して緊密
に流体接続させる、請求項９に記載の患者界面材。
【請求項１１】
　前記送出手段は、前記患者の少なくとも１つの鼻孔に流体密封構造体を形成する、請求
項８に記載の患者界面材。
【請求項１２】
　前記緩衝体は、前記患者の顔面上に動作可能に前記患者界面材を取付けて、前記患者の
鼻を前記第１の室に収容するとき、前記患者の単数又は複数の鼻孔周辺で前記患者の顔面
に接触する、請求項８に記載の患者界面材。
【請求項１３】
　前記患者の顔面上に動作可能に前記患者界面材を取付けるとき、緩衝体の少なくとも一
部は、前記患者の顔面と接触して、流体密封構造を形成する、請求項１２に記載の患者界
面材。
【請求項１４】
　前記緩衝体は、前記第１の室から外側に拡張するフランジを有する、請求項１２に記載
の患者界面材。
【請求項１５】
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　前記緩衝体は、前記第１の室内に向って内側に湾曲するフランジを有する、請求項１２
に記載の患者界面材。
【請求項１６】
　前記第１の室内に延伸する一対の半球状構造体を前記送出手段に設け、
　前記半球状構造体の各々は、気体を通過させる開口部を頂部に有する、
　請求項８に記載の患者界面材。
【請求項１７】
　前記半球状型構造体の各々は、楕円形状である、請求項１６に記載の患者界面材。
【請求項１８】
　患者界面材であって、
　接続部と、該接続部に接続され、前記接続部から延びる外殻と、該外殻の遠位末端に供
される緩衝体と、を有する部材であって、前記接続部、前記外殻及び前記緩衝体は、弾性
材料から一体的に形成され、前記接続部の長手方向軸は、前記外殻の長手方向軸に平行で
あり、前記外殻は、当該部材の内部空洞を形成する、部材と、
　前記部材から、前記部材の内部空洞へと延伸して、患者の鼻孔領域の少なくとも一部に
接触する少なくとも１つの鼻枕であって、当該少なくとも１つの鼻枕は、前記外殻によっ
て囲まれる、少なくとも１つの鼻枕と、
　を含み、
　前記接続部は、前記患者に気体を供給するように、前記少なくとも1つの鼻枕と流体接
続される、
　患者界面材。
【請求項１９】
　前記鼻枕は、前記患者の鼻孔に隣接する、請求項１８に記載の患者界面材。
【請求項２０】
　前記鼻枕の少なくとも一部は、前記患者の鼻孔内に延伸する、請請求項１８に記載の患
者界面材。
【請求項２１】
　前記緩衝体は、外側に拡張するフランジを有する、請求項１８に記載の患者界面材。
【請求項２２】
　前記緩衝体は、内側に湾曲するフランジを有する、請求項１８に記載の患者界面材。
【請求項２３】
　前記緩衝体は、前記部材の内部空洞へと通じる開口部を画成し、
　前記隔壁は、前記接続部より上の第１の位置から、前記開口部の底部に隣接する第２の
位置へと、下方に傾斜する、
　請求項１に記載の患者界面材。
【請求項２４】
　前記緩衝体は、前記部材の内部空洞へと通じる開口部を画成し、
　前記分割手段は、前記接続部より上の第１の位置から、前記開口部の底部に隣接する第
２の位置へと、下方に傾斜する、
　請求項８に記載の患者界面材。
【請求項２５】
　前記緩衝体は、前記部材の内部空洞へと通じる開口部を画成し、
　前記少なくとも１つの鼻枕は、前記接続部より上の第１の位置から、前記開口部の底部
に隣接する第２の位置へと、下方に傾斜する部材から伸びる、
　請求項１８に記載の患者界面材。
【請求項２６】
　前記緩衝体は、前記隔壁よりも、より弾性が大きい、請求項２３に記載の患者界面材。
【請求項２７】
　前記緩衝体は、前記分割手段よりも、より弾性が大きい、請求項２４に記載の患者界面
材。
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【請求項２８】
　前記緩衝体は、前記の下方に傾斜している部材よりも、より弾性が大きい、請求項２５
に記載の患者界面材。
【発明の詳細な説明】
【優先権主張】
【０００１】
　本願は、２００５年１０月２４日に特許出願された米国仮特許出願第６０／７２９，５
１６号に基づく米国特許法第１１９条(e)項の規定による優先権を主張すると共に、参照
することにより前記仮特許出願の内容を本願の一部とする。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、患者の気道内に気体流を供給する圧力支援システムに使用される患者界面材
、特に、一体化された緩衝体と、一体化された鼻枕とを有する支持装置を備える患者界面
材に関する。
【背景技術】
【０００３】
　例えば、非侵襲的又は外科的に患者の食道内気管に挿入せずに、患者の気道内に呼吸気
体流を供給することが必要又は望ましい数多くの状況が存在する。例えば、公知の非侵襲
性換気法として知られる技術を使用して、患者に換気を行うことは、公知である。また、
患者の呼吸周期により変化する２段階圧又は患者の監視状態により変化する自動滴定圧等
の可変気道圧又は持続気道陽圧（ＣＰＡＰ）を供給することも知られる。通常の圧力支援
治療を施して、睡眠時無呼吸症候群、特に閉塞性睡眠時無呼吸症（ＯＳＡ）、チェーンス
トークス呼吸症又は鬱血性心不全等の医学的な障害を治療している。
【０００４】
　非侵襲性の換気圧力支援治療では、鼻用マスク、鼻／口用マスク又はフルフェースマス
ク（全面型面体）の患者界面材を患者の顔面上に通常取付けなければならない。患者界面
材を通じて人工呼吸器又は圧力支援システムを患者の気管に気体接続すると、気体流発生
装置又は気体圧発生装置から呼吸用気体流が患者の気道に送出される。
【０００５】
　通常長期間患者界面材を着用するので、様々な課題を考慮しなければならない。例えば
、持続気道陽圧を供給して閉塞性睡眠時無呼吸症を治療するとき、睡眠時間中、患者は一
晩中常に患者界面材を着用しなければならない。この状況では、可能な限り快適に患者界
面材を着用できなければ、患者が界面材装置の着用を拒否して、所定の圧力支援治療目的
を達成できない課題がある。また、患者界面材の不快な着用感を患者が感ぜずに、十分に
密着する密封構造を患者の顔面に形成することが重要である。マスクの周辺付近での気体
の過度漏洩を防止して、患者の顔面にマスクを取付けると、患者の顔面に過度の力でマス
クが押圧されて、患者が頻繁に不快感を感じる難点もある。
【０００６】
　患者界面材は、通常外郭に取付けられる筐体殻及び緩衝体（密封体又は密封部材ともい
う）を有する。患者の顔面に配置される緩衝体は、患者の皮膚表面に接触して、患者の顔
面との界面を密封する。患者界面材は、患者の頭部に捲回されるヘッドギア組立体により
同一箇所に保持される。患者界面材及びヘッドギアは、共に患者界面組立体を形成する。
ヘッドギア組立体は、患者界面材から延伸する可撓性で可調性の帯紐を通常備え、帯紐に
より患者に患者界面材が取付けられる。
【０００７】
　前記患者界面材に加え、患者の鼻孔内を密封する鼻枕を備える患者界面材も公知である
。図１に明示する鼻枕は、管状の気体送出装置に連結され、頭頂部に取付けられる半剛性
又は剛性のあるヘッドギア102が気体送出装置に装着される。詳述すると、図１に示す従
来の鼻枕104は、外郭106により支持され、外郭106は、回転環（スイベル）108に接続され
、回転環108は、頭上管110に接続され、頭上管110は、気体供給源112に接続される。患者
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の頭頂部に取付けられるヘッドギア102は、鼻枕を通過する患者の呼吸気体を適切に搬送
可能にヘッドギア組立体を適正な位置に固定する。図１の頭上管の代わりに、患者の顔面
又は耳に可撓性管を捲回する他の代替装置（図示せず）もある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従来の鼻枕は、良好に機能しているが、更に改善することが望ましい。例えば、現在の
鼻枕では、鼻孔と鼻枕との間に適切な密封構造を形成して患者の顔面上に鼻枕を確実に配
置するため、鼻枕により患者の鼻孔内を圧迫することが多い。また、確実に患者界面材を
保持しかつ配置するため、かなり大きくかつ嵩張るヘッドギア組立体を使用する必要のあ
る場合が多い。図１に明示するように、鼻枕は、フック形状で上方に延伸する。このフッ
ク形状は、上方に強制的に患者の鼻を吊り上げて、患者に不快感を与える傾向がある。第
２に、患者の顔面に対する接触度を最小化する点に本患者界面材の長所があるが、小領域
に集中する吊上げ力を生ずる点は、本患者界面材の欠点でもある。更に、患者界面材を確
実に配置して適切な密封構造を形成するには、ヘッドギア組立体に多数の調整部分を設け
る必要があろう。また、必要な安定性を欠く鼻枕では、究極的に患者と鼻枕との間の密封
性が犠牲となる。
【０００９】
　従って、鼻枕を有する患者界面材を新規に改善する必要がある。
【００１０】
　従って、本発明は、前記従来技術での複数の欠陥のうち、１又は２以上の欠陥を解決す
ることを目的とする。外縁を有する部材と、この部材に一体に形成される隔壁とを備える
単一の一体構造体として成形され、患者が使用する患者界面材を有する本発明の一実施の
形態により、この目的が達成される。患者界面材の内部空洞は、隔壁により患者の鼻を収
容する第１の室と、第２の室とに分割される。隔壁と一体に形成される一対の鼻枕は、隔
壁から第１の室に向って突出し、患者の顔面上に動作可能に患者界面材を取付けるとき、
一対の鼻枕は、患者の鼻孔内に完全に又は部分的に挿入される。前記部材は、第２の室に
流体接続及び一体形成される接続部を備え、１対の鼻枕を通じて患者に気体を送出しかつ
患者からの気体を排出する。
【００１１】
　本発明の他の実施の形態では、内部空洞を形成する一体型で単一体の患者界面材と、患
者の鼻を収容する第１の室と第２の室とに内部空洞を分割する分割手段とを備える。患者
界面材は、分割手段から第１の室に向って突出する突出手段を備え、突出手段は、患者の
少なくとも１つの鼻孔に気体を送出しかつ鼻孔からの気体を排出する。最後に、患者界面
材は、第２の室に流体接続される接続手段を備え、接続手段は、第２の室と送出手段とを
通じて患者に気体を送出しかつ患者からの気体を排出する。
【００１２】
　更に、別の実施の形態では、本発明は、患者が使用する患者界面材に関連する。患者界
面材は、気体を送出する一対の突出部を備える。一対の突出部は、隔壁から延伸し、隔壁
は、第１の室と、第２の室とに患者界面材を分割し、第１の室は、患者の顔面上に動作可
能に患者界面材を取付けるとき、患者の鼻を収容すると共に、一対の突出部が第１の室内
に延伸し、第２の室は、第２の室を通じて一対の突出部に気体を送出しかつ突出部からの
気体を排出する接続部（ポート）を有する。
【００１３】
　参照符号により各図の対応する部分を示す添付図面に関する以下の説明、特許請求の範
囲及び本明細書の全構成部分により、本発明の前記目的及び他の目的、特徴及び特性、構
造の関連要素の動作法及び機能、部品の組み合わせ並びに製造経済性は、明らかとなろう
。しかしながら、図面は、図示及び説明の目的に過ぎず、発明の範囲を制限しないもので
あることは、明確に理解できよう。別途明記しない限り、明細書及び特許請求の範囲に使
用する用語「１つ(a)」、「１つ(an)」及び「その(the)」の単数形は、複数の対象を含む
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。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明は、各部材に対応する各参照符号を添付の図面に記載する。
【００１５】
　図２～図４に示すように、本発明は、部材11を備える患者界面材10に関連し、部材11は
、外殻12と、緩衝体13とを備え、緩衝体13は、患者界面材10の内部空洞18に連絡する開口
部16を包囲する外縁部14を有する。緩衝体13は、フランジ20を備え、図示の実施の形態で
は、フランジ20は、内部空洞18から外側にラッパ状に広がり、内部空洞18の追加空間を形
成する。
【００１６】
　図２～図４に続き、図５に示すように、内部空洞18を第１の室24と、第２の室26とに分
割する隔壁22が患者界面材10に設けられ、第１の室24は、患者の鼻を収容する。患者界面
材10は、更に一対の鼻枕28を有し、一対の鼻枕28は、隔壁22に一体に形成されかつ第１の
室24に向って突出し、図６に示す患者の顔面Aに動作可能に患者界面材10を取付けると、
患者の鼻孔内に鼻枕28が全部又は部分的に挿入される。
【００１７】
　患者界面材10は、第２の室26に流体接続される一体形成口（接続部）30を有し、一体形
成口30及び鼻枕28を通じて患者に気体を送出しかつ患者からの気体を排出する。公知のあ
らゆる適切な呼吸用気体を患者に供給する気体に使用できる。気体供給源32と気体送出管
34とを通じて、患者に気体を供給できる。
【００１８】
　全前図と共に図７に示すように、各鼻枕28と隔壁22との間に形成される伸縮部（蛇腹部
）36が患者界面材10に設けられる。各伸縮部36の伸縮により、各鼻枕28は、隔壁22に対し
移動可能に接続される。図７に示すように、伸縮部36は、湾曲する隔膜である。しかしな
がら、本発明の範囲から逸脱しない種々の他の形態の伸縮部36を使用することができる。
各伸縮部36により、対応する鼻枕28を移動させて、患者の鼻孔内又は鼻腔内に鼻枕28を容
易に整合させかつ挿入できる。各鼻枕28の頂点に孔40を有する楕円状半球部38を各鼻枕28
に設けることが望ましい。しかしながら、この構成により本発明を限定解釈すべきではな
い。本発明の範囲から逸脱せずに、その他種々の幾何学的構成を使用することができる。
【００１９】
　図５と図７に明示するように、隔壁22は、接続部30の上部位置から開口部16の底面周辺
の位置に下方に傾斜する。気体流路の専用通路を形成する孔40を鼻枕28の頂点に設ける場
合を除き、第１の室24と第２の室26との間の隔壁22によりほぼ緊密な気密封止構造を形成
することが望ましい。
【００２０】
　開口部16に隣接する隔壁22は、伸縮部36と鼻枕28を移動可能又は変形可能な位置に支持
する楕円形の一対の端部42を有するので、患者の顔面A上に動作可能に患者界面材10を取
付けるとき、楕円形の鼻孔内に細長い半球状の鼻枕28を挿入することができる。例えば、
図５に明示するように、各端部42の高さは、最大でも開口部16に隣接させると共に、開口
部16からの距離を増加させながら、高さを減少することができる。
【００２１】
　付加的又は別法として、図９に明示するように、必要に応じて、外殻部12の側部に近い
各端部42の高さを、患者界面材10の縦軸44に近い端部42の高さより高くしてもよい。患者
の顔面A上に患者界面材10を動作可能に取付けるとき、前記高低差により縦軸44に対して
内側に各鼻枕28が傾斜するので、ほぼ楕円形を有する患者の両鼻孔内に鼻枕28の楕円状半
球部38を容易に挿入することができる。
【００２２】
　患者の顔面A上に患者界面材10を動作可能に取付けるとき、患者の楕円形状を有する両
鼻孔に対する所望の位置に各伸縮部36と各鼻枕28を容易に配置できるが、この点が各楕円
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型端部42の利点となることは、当業者に良好に理解されよう。しかしながら、隔壁22、楕
円型端部42及び伸縮部36の１つの機能を多くの適切で好適な方法で実現できるのであるか
ら、隔壁22、単数又は複数の楕円型端部42及び一方又は両方の伸縮部36に関する前記記載
により、本発明を限定解釈すべきではない。例えば、各端部42を省略し、省略した端部42
の位置決め機能を代用するように各鼻枕28の下部を修正し、例えば、省略した端部42の形
に各鼻枕28の下部を下方に延伸させることができる。このように鼻枕28を変更すれば、変
更した鼻枕28の下方に延伸する下部と隔壁22との間に対応する伸縮部36を接続することが
できる。
【００２３】
　全前図と図８及び図９から明らかなように、患者界面材10の縦軸44に対し、各鼻枕28の
縦軸46は、角度48で配置される。各鼻枕28が外側に傾斜する角度48と、各鼻枕28を回動さ
せる端部42と、患者の両鼻孔に嵌合される各鼻枕28の楕円状半球部38と、伸縮部36の伸縮
運動との組み合わせにより、患者の顔面A上に患者界面材10を動作可能に取付けるとき、
患者の鼻孔内に各鼻枕28がぴったりと嵌合し、この場合に、液密に嵌合することが望まし
い。患者の顔面A上に患者界面材10を動作可能に取付けるとき、患者の各鼻孔内に対応す
る鼻枕28を各伸縮部36により押圧（付勢）することが望ましい。しかしながら、これは、
本発明を限定するものと解釈すべきではない。
【００２４】
　全前図と共に図１０～図１２に示すように、患者界面材10の他の実施の形態では、周辺
端部14が第１の室内に対面するように、フランジ20は、内部空洞の第１の室24内に向って
内側に丸まり又は湾曲する。本実施の形態は、第１の室24から外側にフランジ20が湾曲す
る図２～図９の患者界面材10の実施の形態とは対照的である。第１の室24から外側にラッ
パ状に広がって湾曲する図２～図９のフランジ20とは異なり、図１０～図１２に示すフラ
ンジ20は、第１の室24内に内側に湾曲するが、図１０～図１２に示す患者界面材10の実施
の形態は、図２～図９に示す患者界面材10の実施の形態に類似する。従って、図１０～図
１２に示す患者界面材10の実施の形態の更なる詳細な説明を省略して、不必要な冗長説明
を回避する。
【００２５】
　図示の通り、本発明は、患者が使用する一体型又は単一の患者界面材に関する。射出成
形、回転成形、ブロー成形等の単一構造体を形成するあらゆる適切な成形法により患者界
面材を形成できる。製造工程の完了時に、弾性のある適切な生体親和性材料により患者界
面材を形成することが望ましい。前記患者界面材10の各実施の形態によるフランジ20及び
／又は鼻枕28が、患者快適性を目的として、単一構造の他の部分より柔らかい弾性を有し
、使用時に、患者の顔及び／又は鼻孔に対して適切な気密密封（流体密封）構造を容易に
形成できることが望ましい。しかしながら、患者の両鼻孔及び／又は顔面に対して鼻枕28
及び／又はフランジ20が気密密封構造を形成しても、患者界面材10のいずれかの実施の形
態の使用に単一又は２つの気密密封構造を必要としないことも企図できる以上、気密密封
構造に本発明を限定して解釈すべきではない。
【００２６】
　あらゆる適切な方法で、患者の顔面A上に前記記載の患者界面材10を動作可能に取付け
ることができる。動作可能に患者の顔面A上に患者界面材10を取付ける適切な手段の一例
は、バーネットら名義の米国特許第６６５１６６３号に開示されるが、参照によりこの米
国特許を本願の明細書の一部とする。前記米国特許は、患者界面材に組み合わせられる環
状部材を開示し、患者界面材に設けられる多数の切欠部は、ヘッドギアを環状部材に固定
するヘッドギア装着部として機能する。上記米国特許に示される環状部材の実施の形態で
は、ヘッドギア装着部に３つの切欠部が設けられる。しかしながら、ヘッドギア装着部の
数は、２又は４等のあらゆる所望数でよいから、本発明の限定事項として解釈すべきでは
ない。患者の顔面A上に患者界面材10を動作可能に取付ける他の手段を図２２Ａ～図２２
Ｃに示すが、これらは、ホら名義の米国特許公開第２００５／００７６９１３号の明細書
に開示され、この米国特許公開公報の内容を参照により、本願の明細書の一部とする。患
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者の顔面A上に動作可能に患者界面材10を取付ける種々の手段は、当業者に周知であるが
、簡便のため、患者の顔面A上に動作可能に患者界面材10を取付ける他のあらゆる手段の
みならず、ヘッドギアHにより前記手段を図６に図示する。
【００２７】
　本発明の新規な特徴は、患者の鼻周辺に密着する緩衝体（緩衝部材）13と、患者の鼻孔
内に密着する鼻枕28との両構成を患者界面材に設ける点にある。この新規な形態により、
患者と患者界面材10との間に密封構造を形成する機能に対して、患者界面材を安定して装
着する機能とを分離することができる。ほぼ円錐形に形成される緩衝体は、所定の位置に
マスクを固定しかつ安定させる機能がある。患者の顔面Aに向って接続部30を通る軸方向
に外力が作用するとき、外力の大部分は、鼻枕28よりもフランジ20に加えられる。患者の
鼻孔周囲の領域は、特に繊細であることが周知である。従来の鼻枕の構造では、この繊細
な領域に過剰な押圧力を集中させることが多い。これとは異なり、本発明では、患者の鼻
の周囲に前記押圧力を分散させて、不快感を軽減することができる。鼻枕を使用する従来
の患者界面材では、多数の複雑な構造をヘッドギア組立体に設けて、患者の顔面上に適切
に鼻枕を配置しなければならなかった。本発明は、複雑な構成を要しない。鼻枕28は、患
者に気体を送出するのに十分な密封構造を患者とマスクとの間に維持する機能に優れる。
事実、他の実施の形態では、蒸気を排出する複数の通気孔を第１の室24に設けて、患者が
経験する快適性を増進することが望ましいことを本発明者は、企図する。第２の室26と鼻
枕28とに密封構造を維持でき、前記他の実施の形態を達成できる。
【００２８】
　本発明の更なる他の実施の形態では、単一構造で形成される患者界面材の部品を逸失す
る可能性を最小化することができる。例えば、隔壁に一体に鼻枕を形成することが好まし
い。別法として、鼻枕を隔壁から分離して形成しかつマスクに接着し又は他の方法で接合
することもできる。これにより、患者の特定形状の鼻孔に適合する大きさと形状の鼻枕を
患者が選択することができ、適切な鼻枕と交換しなければ、過度の摩擦が生ずるであろう
。いずれの実施の形態でも、鼻枕28を通じて患者に送出する前に、患者に供給される気体
は、第２の室26で混合される。この混合過程により、同一圧力で同一の気体を確実に患者
の両鼻孔に送出することができる。
【００２９】
　また更に、本発明では、患者の鼻孔内に適正に嵌合する楕円状半球部（鼻枕）が患者界
面材10に設けられる。解剖学的にほぼ正確な構造で構成される楕円状半球部は、患者にと
って極めて快適である。また、楕円状半球部は、患者の鼻孔長さに沿って大きな密封構造
を形成すると共に、気流を妨害する干渉作用を最小化する。更に、伸縮部又は湾曲隔膜36
上に鼻枕を形成できる。この特徴により、各患者の特定の鼻孔構造に鼻枕28を円滑に適合
させて、患者の快適性と、気密密封構造の整合性を向上することができる。
【００３０】
　本発明の更に別の特徴は、内側でなく、外側にフランジ20が湾曲する実施の形態も採用
できる点である。どの形態でも適切な支持体になるが、外側にフランジ20を湾曲させる構
造により、鼻枕28に対して追加の間隙を患者に与えられるので、特に有利である。
【００３１】
　現在最も実用的かつ好適と思われる実施の形態を図示して詳記したが、前記記載は単に
説明の便宜に過ぎず、本発明を開示した実施の形態に限定されず、本発明は、特許請求の
範囲内に該当すると共に、特許請求の範囲と同趣旨の変更態様並びに同等の装置を包含す
ること企図する。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】動作可能に患者に取付けられる従来の鼻枕と流体供給装置を示す斜視図
【図２】本発明による患者界面材を示す開口部から見た斜視図
【図３】図２に示す患者界面材の外観斜視図
【図４】図２に示す患者界面材の平面図
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【図５】図４の５－５線に沿う断面図
【図６】患者の顔面上に動作可能に図２の患者界面材を取付けた状態を示す概略図
【図７】図４の６－６線に沿う断面図
【図８】図２に示す患者界面材の側面図
【図９】図８の９－９線に沿う断面図
【図１０】本発明の他の実施の形態による患者界面材の斜視図
【図１１】図９に示す患者界面材の開口部から見た正面図
【図１２】図１１の１２－１２線に沿う断面図
【符号の説明】
【００３３】
　(10)・・患者界面材、　(12)・・部材、　(13)・・緩衝体、　(16)・・開口部、　(20)
・・フランジ、　(22)・・隔壁、分割手段、　(24)・・第１の室、　(26)・・第２の室、
　(28)・・鼻枕、突出手段、　(30)・・接続部、送出手段、　(36)・・付勢手段、　(38)
・・半球状構造体

【図１】 【図２】

【図３】
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