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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】患者の呼吸の流れを測定することなく、呼吸の
圧力治療、検出する方法および装置を提供する。
【解決手段】呼吸圧力治療装置のコントローラすなわち
プロセッサ３１２が、流れ発生器によって作られた流れ
に関連した圧力の大きさ３０２と、サーボ制御式ブロワ
モータの回転速度などの流れ発生器の周波数の大きさ３
０４とに基づいて、患者の呼吸流れの推定値３０８を評
価する。この推定値３０８は、呼吸に基づく流れセンサ
からのデータなしで作ることができる。周波数の大きさ
３０４は流れ発生器の特性に基づいて予想された圧力へ
と変換することができ、測定された圧力３０２から減算
されて、流れ推定値３０８が決定される。この流れ推定
値３０８は、流れ発生器を用いる呼吸圧力治療装置の設
備において、流れ推定の信号が検出されると、患者の呼
気中に呼気圧力軽減装置をトリガするために、この流れ
推定値３０８を使用することができる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　呼吸流れ発生装置によって作られた圧力の大きさを決定するステップと、
　該呼吸流れ発生装置によって作られた周波数の大きさを決定するステップと、
　前記圧力の大きさ及び前記周波数の大きさの関数として、患者の呼吸流れの推定値を得
るステップと
　を含んでなる、呼吸流れ発生装置のための方法。
【請求項２】
　前記周波数の大きさが回転速度である請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記推定値を得るステップは、前記周波数の大きさの関数として予想された圧力を決定
することを含む請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記推定値を得るステップは、決定した前記予想された圧力と前記圧力の大きさの差を
計算することを含む請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記呼吸流れから得られた推定値の関数として、前記呼吸流れ発生装置による圧力を配
送するステップをさらに含む請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記呼吸流れから得られた推定値の前記関数が、前記呼吸流れから得られた推定値のピ
ーク値を決定することを含む請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記呼吸流れ発生装置による圧力を配送するステップは、呼吸圧力除去装置をトリガす
ることを含む請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　流れセンサからの患者の呼吸流れを測定することなく、該患者の呼吸サイクルに同期し
て前記圧力の変化が配送されるものである請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　患者インターフェースにおいて患者に生じた変動を補償するために、前記呼吸流れ発生
装置によって配送された圧力を調整するステップをさらに含み、前記調整するステップが
前記患者の呼吸流れから得られた推定値に基づくものである請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　呼吸に適したガスの流れを患者に伝えるための患者インターフェースと、
　呼吸に適したガスの流れを発生するための、前記患者インターフェースに接続された流
れ発生器と、
　前記流れ発生器に関連した圧力を示す圧力信号を提供する圧力変換器と、
　前記流れ発生器の速度を表示する速度信号を提供するための回転計と、
　前記圧力変換器に接続されて圧力信号を処理し、前記回転計に接続されて速度信号を処
理する前記流れ発生器を制御するためのプロセッサと
　を含んでなり、該プロセッサが、
　前記圧力信号を用いて圧力の大きさを決定し、
　前記速度信号を用いて周波数の大きさを決定し、
　圧力の大きさ及び周波数の大きさの関数として患者の呼吸流れの推定値を得る、
　ことにより制御するよう構成されている、呼吸流れを発生するための装置。
【請求項１１】
　前記周波数の大きさが回転速度である請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記推定値を得ることが、前記周波数の大きさの関数として予想された圧力を決定する
ことを含む請求項１０に記載の装置。
【請求項１３】



(3) JP 2009-148539 A 2009.7.9

10

20

30

40

50

　前記推定値を得ることが、決定した前記予想された圧力と前記圧力の大きさの差を計算
することを含む請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記プロセッサが、前記呼吸流れから得られた推定値の関数として、前記流れ発生器を
用いて圧力の発生を制御するようにさらに構成されている請求項１０に記載の装置。
【請求項１５】
　前記呼吸流れから得られた推定値の前記関数が、前記呼吸流れから得られた推定値のピ
ーク値を決定することを含む請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　前記流れ発生器を用いて圧力の発生を制御することが、呼気圧力軽減装置をトリガする
ことを含む請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　流れセンサからの患者の呼吸流れを測定することなく、該患者の呼吸サイクルに同期し
て圧力の変化が配送される請求項１４に記載の装置。
【請求項１８】
　前記患者インターフェースにおいて患者に生じた変動を補償するために、前記プロセッ
サが前記流れ発生装置によって配送された圧力を調整するように制御し、前記調整するこ
とが前記患者の前記呼吸流れから得られた推定値に基づくものである請求項１０に記載の
装置。
【請求項１９】
　呼吸に適したガスの流れを伝えるインターフェース手段と、
　呼吸に適したガスを発生するために、インターフェース手段に接続された流れ手段と、
　圧力を測定し、呼吸に適したガスの測定された圧力を表す圧力信号を発生するための圧
力感知手段と、
　前記流れ手段の周波数を測定し、測定された周波数を表す周波数信号を発生するための
周波数感知手段と、
　前記圧力信号と前記周波数信号とを処理するための処理手段と
　を含んでなり、該処理手段が、
　（ａ）前記圧力信号を用いて圧力の大きさを決定し、
　（ｂ）前記速度信号を用いて周波数の大きさを決定し、
　（ｃ）前記圧力の大きさ及び前記周波数の大きさの関数として患者の呼吸流れの推定値
を得る、
　ように構成されている、呼吸流れを患者に配送するためのシステム。
【請求項２０】
　前記周波数の大きさが回転速度である請求項１９に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記推定値を得ることが、前記周波数の大きさの関数として予想された圧力を決定する
ことである請求項２０に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記推定値を得ることが、決定した前記予想された圧力と前記圧力の大きさの差を計算
することを含む請求項２１に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記処理手段が、前記呼吸流れから得られた推定値の関数として、前記流れ手段を用い
て圧力の発生を制御するようにさらに構成されている請求項２２に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記呼吸流れから得られた推定値の前記関数が、患者の呼吸流れから得られた推定値の
ピーク値を決定することを含む請求項２３に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記流れ手段を用いて圧力の発生を制御することが、呼気圧力軽減装置をトリガするこ
とを含む請求項２４に記載のシステム。
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【請求項２６】
　流れセンサを用いることなく、患者の呼吸サイクルに同期して圧力を配送する請求項２
５に記載のシステム。
【請求項２７】
　プロセッサに読取り可能な情報を有する情報伝達媒体であって、該プロセッサに読取り
可能な情報は、圧力治療を行うための装置を制御するためのものであり、
　流れ発生器によって作られた圧力の大きさを決定し、
　前記流れ発生器の周波数の大きさを決定し、
　圧力の大きさ及び周波数の大きさの関数として患者の呼吸流れの推定値を得る、
　ように構成されている、情報伝達媒体。
【請求項２８】
　前記周波数の大きさが回転速度である請求項２７に記載の情報伝達媒体。
【請求項２９】
　前記推定値を得ることが、周波数の大きさの関数として予想された圧力を決定すること
を含む請求項２７に記載の情報伝達媒体。
【請求項３０】
　前記推定値を得ることが、決定した前記予想された圧力と前記圧力の大きさの差を計算
することを含む請求項２９に記載の情報伝達媒体。
【請求項３１】
　前記呼吸流れから得られた推定値の関数として、前記流れ発生器により圧力を配送する
ことをさらに含む請求項２７に記載の情報伝達媒体。
【請求項３２】
　前記呼吸流れから得られた推定値の前記関数が、前記呼吸流れから得られた推定値のピ
ーク値を決定することを含む請求項３１に記載の情報伝達媒体。
【請求項３３】
　前記流れ発生器により圧力を配送することが、呼気圧力軽減装置をトリガすることを含
む請求項３１に記載の情報伝達媒体。
【請求項３４】
　流れセンサからの患者の前記呼吸流れを測定することなく、該患者の呼吸サイクルに同
期して圧力の変化が発生される請求項３１に記載の情報伝達媒体。
【請求項３５】
　患者インターフェースにおいて患者に生じた変動を補償するために、圧力治療配送装置
の中の圧力を制御する方法であって、
　流れ発生器に隣接して配置されている圧力センサを用いて、該流れ発生器によって配送
された圧力の大きさを決定するステップと、
　（ａ）前記流れ発生器の全体にわたる圧力低下の大きさ、（ｂ）前記流れ発生器に接続
された患者インターフェースのインピーダンスの大きさ、及び（ｃ）前記流れ発生器のイ
ンピーダンスの大きさの関数として、前記圧力の大きさを調整するステップと、
　調整された前記圧力の大きさが目標の圧力設定値を満足するように、前記流れ発生器を
制御するステップと
　を含む方法。
【請求項３６】
　前記関数が、前記圧力低下の大きさを、前記患者インターフェースのインピーダンスの
大きさと前記流れ発生器のインピーダンスの大きさとの比率に乗算するものである、請求
項３５に記載の方法。
【請求項３７】
　前記関数の結果が前記圧力の大きさから減算される請求項３６に記載の方法。
【請求項３８】
　前記圧力低下の大きさが、前記圧力の大きさと、前記流れ発生器の周波数の決定された
関数である圧力の得られた大きさとの差である、請求項３７に記載の方法。
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【請求項３９】
　呼吸に適したガスの流れを患者に伝える患者インターフェースと、
　呼吸に適したガスの流れを、前記患者インターフェースを通じて発生する、前記患者イ
ンターフェースに接続された流れ発生器と、
　前記流れ発生器に関連した圧力を表示する圧力信号を提供する圧力センサと、
　圧力信号を処理するために前記圧力センサに接続された、前記流れ発生器を制御するた
めのプロセッサと
　を含んでなり、該プロセッサが、
　前記流れ発生器に隣接して配置されている前記圧力センサを用いて、前記流れ発生器に
よって配送された圧力の大きさを決定し、
　（ａ）前記流れ発生器の全体にわたる圧力低下の大きさ、（ｂ）前記患者インターフェ
ースのインピーダンスの大きさ、及び（ｃ）前記流れ発生器のインピーダンスの大きさの
関数として圧力の大きさを調整し、
　前記調整された圧力の大きさが目標の圧力設定値を満足するように、前記流れ発生器を
制御する、
　ように構成されている、患者に生じた変動を補償するための圧力治療配送装置。
【請求項４０】
　前記関数が、前記圧力低下の大きさを、前記患者インターフェースのインピーダンスの
大きさと前記流れ発生器のインピーダンスの大きさとの比率に乗算するものである、請求
項３９に記載の装置。
【請求項４１】
　前記関数の結果が前記圧力の大きさから減算される、請求項４０に記載の装置。
【請求項４２】
　前記圧力低下の大きさが、前記圧力の大きさと、前記流れ発生器の周波数の決定された
関数である圧力の得られた大きさとの差である請求項４１に記載の装置。
【請求項４３】
　呼吸に適したガスの流れを患者に伝えるための患者インターフェース手段と、
　呼吸に適したガスの流れを、前記患者インターフェースを通じて発生する、前記患者イ
ンターフェースに接続された流れ発生器手段と、
　前記流れ発生器に関連した圧力を表示する圧力信号を提供するセンサ手段と、
　前記流れ発生器手段によって配送された圧力の大きさを決定し、（ａ）前記流れ発生器
の全体にわたる圧力低下の大きさ、（ｂ）前記患者インターフェースのインピーダンスの
大きさ、及び（ｃ）前記流れ発生器のインピーダンスの大きさの関数として、前記圧力の
大きさを調整し、前記調整された圧力の大きさが目標の圧力設定値を満足するように前記
流れ発生器を制御するために、前記センサ手段と前記流れ発生器手段とに接続された、制
御手段と
　を含んでなる、患者に生じた変動を補償するための圧力治療配送システム。
【請求項４４】
　前記関数が、前記圧力低下の大きさを、前記患者インターフェースのインピーダンスの
大きさと前記流れ発生器のインピーダンスの大きさとの比率に乗算するものである請求項
４３に記載のシステム。
【請求項４５】
　前記関数の結果が前記圧力の大きさから減算される請求項４４に記載のシステム。
【請求項４６】
　前記圧力低下の大きさが、前記圧力の大きさと、前記流れ発生器の周波数の決定された
関数である圧力の得られた大きさとの差である請求項４５に記載のシステム。
【請求項４７】
　患者に生じた変動を補償するように圧力治療を行うための装置を制御する、プロセッサ
に読取り可能な情報を有する情報伝達媒体であって、該プロセッサに読取り可能な情報は
、
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　流れ発生器に隣接して配置されている圧力センサを用いて、前記流れ発生器によって配
送された圧力の大きさを決定し、
　（ａ）前記流れ発生器の全体にわたる圧力低下の大きさ、（ｂ）前記流れ発生器に接続
された患者インターフェースのインピーダンスの大きさ、及び（ｃ）前記流れ発生器のイ
ンピーダンスの大きさの関数として圧力の大きさを調整し、
　前記調整された圧力の大きさが目標の圧力設定値を満足するように、前記流れ発生器を
制御する、
　ための制御命令を含むものである、プロセッサに読取り可能な情報を有する情報伝達媒
体。
【請求項４８】
　前記関数が、前記圧力低下の大きさを、前記患者インターフェースのインピーダンスの
大きさと前記流れ発生器のインピーダンスの大きさとの比率と乗算する請求項４７に記載
の媒体。
【請求項４９】
　前記関数の結果が前記圧力の大きさから減算される請求項４８に記載の媒体。
【請求項５０】
　前記圧力低下の大きさが、前記圧力の大きさと、前記流れ発生器の周波数の決定された
関数である圧力の得られた大きさとの差である請求項４７に記載の媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
［関連出願との相互参照］
　本願は、２００７年８月１７日に出願された米国仮特許出願第６０／９６５，１７１号
及び２００８年４月２２日に出願された米国仮特許出願第６１／１２５，０６６号の出願
日に関する利益を請求する。それらの開示内容を引用することにより、本明細書の一部を
なすものとする。
【０００２】
［発明の分野］
　本技術は、閉塞性睡眠時無呼吸・呼吸低下シンドローム（obstructive sleep apanea h
ypopnea syndrome：以下、「ＯＳＡＨＳ」とよぶ）または閉塞性睡眠時無呼吸（obstruct
ive sleep apnea：以下、「ＯＳＡ」とよぶ）に関連した容態などの呼吸症状を治療する
ための方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ＯＳＡの患者は、睡眠中に無呼吸又は呼吸低下が頻発する。これらの症状は、患者が目
覚めることによってのみ終わる。これらの頻発する事象は、睡眠の細分化及び交感神経系
を刺激する原因になる。このことは、（自動車事故の可能性が伴う）昼間の眠気、精神状
態不良、記憶不具合、うつ病及び高血圧症がある患者にとって重大な結果をもたらすこと
がある。ＯＳＡの患者は、大きないびきをかくこともあるため、配偶者の睡眠を妨げるこ
ともある。ＯＳＡの患者に対する最良の治療方法は、接続するホースとマスク（患者用イ
ンターフェース）を介して、ブロワ（コンプレッサ）によって一定の正の気道圧力（cons
tant positive airway pressure）を加えることである。正の気道圧力は、呼吸中に患者
の気道がつぶれることを防ぐため、頻発する無呼吸又は呼吸低下及びそれらの後遺症を防
止する。
【０００４】
　正の気道圧力は、多くの方法により与えることができる。例えば、ほぼ一定のレベルで
患者の呼吸サイクルの吸気及び呼気のレベルにわたって正の気道圧力レベルを維持するこ
とができる。別の方法では、患者の呼吸サイクルに同期して変化するように圧力レベルを
調整することができる。例えば、患者を心地良くするために、吸気中にあるレベルに、そ
して呼気中に別のより低いレベルに圧力を設定することができる。そのような圧力治療シ
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ステムは、２レベル（bi－level）と呼ばれることがある。別の方法では、圧力レベルが
連続して調整されて、患者の呼吸サイクルの中の変化を円滑に再現する。呼気中のより低
い圧力設定は、一般に、呼気圧力軽減（expiratory pressure relief）と呼ばれる。
【０００５】
　圧力にそのような変化を与える場合及び／又は治療圧力を調整するための条件を検出す
る場合には、患者の呼吸流れ（respiratory flow）を測定することは有用である。例えば
、患者の呼吸流れを測定することは、患者が吸気から呼気に変化する時期を検出して、呼
気圧力治療設定（expiratory pressure treatment setting）又は吸気圧力治療設定を与
える時期を決定するために利用できる。同様に、測定された患者の呼吸流れの信号は、治
療圧力の調整を行うために患者の流れの限界を検出するために利用することができる。そ
のような調整は、米国特許第５，７０４，３４５号明細書の中で例証されている。これら
の目的のために、測定された流れの信号は、差動圧力変換器又は呼吸タコグラフなどの流
れセンサから得ることができる。
【０００６】
　現行の方法及び装置を改良するために、流れを評価するためのさらに別の方法及び装置
を開発すること、及び／又は、新しい圧力治療及び検出方法及び装置を開発することが望
ましい。
【発明の開示】
【０００７】
　本技術の一態様は、呼吸流れ発生装置に関する方法を含む。１つの方法では、呼吸流れ
発生装置によって作られた圧力の大きさ及び呼吸流れ発生装置の周波数の大きさが測定さ
れる。そして、この方法は、圧力の大きさ及び周波数の大きさの関数として、患者の呼吸
流れの推定値を得る。幾つかの実施形態では、周波数の大きさは回転速度とすることがで
きる。さらに、推定値を得る動作は、周波数の大きさの関数として予想された圧力を測定
するステップをさらに含むことがあり、決定した前記予想された圧力と圧力の大きさの差
を計算する動作をさらに含みうる。呼吸流れ発生装置による圧力治療は、呼吸流れから得
られた推定値の関数として設定又は調整することができる。
【０００８】
　一実施形態では、本技術は呼吸流れを発生する装置を含む。この装置は、必要に応じて
、呼吸に適したガスの流れを患者に搬送するための患者インターフェースを含みうる。こ
の装置は、患者インターフェースに接続された流れ発生器をさらに含み、患者インターフ
ェースを通過する呼吸に適したガスの流れを発生することができる。この装置は、患者イ
ンターフェース又は流れ発生器に関連した部分の圧力を表示する圧力信号を提供する圧力
変換器、及び流れ発生器の速度を表示する速度信号を提供する回転計などの測定センサも
含みうる。この装置は、流れ発生器を制御するコントローラも含みうる。このコントロー
ラは、圧力変換器に接続されて圧力信号を処理し、回転計に接続されて速度信号を処理す
る。このコントローラは、圧力信号を用いて圧力の大きさを決定すること、速度信号を用
いて周波数の大きさを決定すること、及び圧力の大きさ及び周波数の大きさの関数として
患者の呼吸流れの推定値を得ることなどの本願で説明される方法によって、患者の呼吸流
れを評価する方法を制御するように又は配送された治療圧力を設定するように構成されて
適用される。
【０００９】
　さらに別の実施形態では、呼吸流れを患者に搬送するシステムは、呼吸に適したガスの
流れを伝えるためのインターフェース手段を含んでいる。このシステムは、呼吸に適した
ガスを発生するための、インターフェース手段に接続された流れ手段も含みうる。このシ
ステムは、圧力を測定するため及び呼吸に適したガスの測定された圧力を示す圧力信号を
発生するための圧力感知手段と、流れ手段の周波数を測定するため及び測定された周波数
を示す周波数信号を発生するための周波数感知手段とを含みうる。このシステムは、一般
に、圧力信号及び周波数信号を処理するための処理手段も含みうる。この処理手段は、圧
力信号を用いて圧力の大きさを決定すること、周波数信号を用いて周波数の大きさを決定
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すること、及び圧力の大きさ及び周波数の大きさの関数として患者の呼吸流れの推定値を
得ることを処理するように構成されるか又は適合されうる。この処理手段は、呼吸流れか
ら得られた推定値の関数として圧力の発生を制御するようにも構成されうる。このシステ
ムの実施形態では、圧力治療に対する変化は、流れセンサを用いずに又は流れセンサから
の信号を利用せずに、患者の呼吸サイクルに同期して得ることができる。
【００１０】
　別の実施形態では、技術の手法が、ソフトウェア又はファームウェアとして情報伝達媒
体にコード化される。例えば、情報伝達媒体は、プロセッサに読取り可能な情報すなわち
プロセッサ制御命令を含みうる。このプロセッサが読取り可能な情報は、圧力治療を行う
ための装置を制御することができる。このプロセッサに読取り可能な情報すなわちプロセ
ッサ制御命令は、流れ発生器によって作られた圧力の大きさを測定する動作と、流れ発生
器の周波数の大きさを測定する動作と、圧力の大きさ及び周波数の大きさの関数として患
者の呼吸流れの推定値を得る動作とを実行することを含みうる。
【００１１】
　本技術のさらに別の実施形態及び特徴は、下記の詳細な開示内容や、クレーム及び図面
から明らかになるであろう。
【００１２】
　添付の図面の中の実施例によって本技術を例示するが、限定する目的ではない。図面で
は、同じ参照番号は同じ要素を示している。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　図１を参照すると、本技術は、サーボ制御式ブロワ１０２などの流れ発生器を含む圧力
治療配送装置を用いて実現することができる。ブロワ１０２は、一般に、空気吸込口及び
モータ（図示せず）により駆動される羽根車を含んでいる。
【００１４】
　図１で例示される実施形態では、周波数センサ１０４を含んでいる。このセンサは、ブ
ロワの回転速度を測定するように構成されている。例えば、回転計は、ブロワのモータす
なわちブロワの羽根車の毎分の回転数（ＲＰＭ）を測定することができる。周波数センサ
１０４は、センサの測定値を示す周波数信号ｆ（ｔ）を発生するように構成することがで
きる。
【００１５】
　図１の装置は、圧力変換器などの圧力センサ１０６をさらに含んでいる。この圧力セン
サ１０６は、ブロワ１０２によって発生された圧力を測定するように構成されている。こ
の実施形態では、圧力センサ１０６はブロワ１０２の最も近くに置かれるが、好ましくは
ブロワの下流に配置される。この圧力センサ１０６は、圧力の測定値を示す圧力信号ｐ（
ｔ）を発生する。圧力センサ１０６及び周波数センサ１０４は、他の構成や他の構成要素
がブロワ１０２に関連した周波数や圧力を測定するように実行することができることは理
解できるため、図１では記号を使って示されているに過ぎない。
【００１６】
　圧力治療配送装置は、多くの場合には、空気の流れすなわち呼吸に適したガスを患者に
及び／又は患者から運ぶための空気配送ダクト１０８及びマスク１１０などの患者インタ
ーフェースも含んでいる。ブロワ１０２は空気配送ダクト１０８及びマスク１１０に連結
されて、呼吸に適したガスをブロワ１０２から提供することができる。患者インターフェ
ースから排気孔１１１を介して排気ガスを逃がすことができる。
【００１７】
　周波数ｆ（ｔ）及び圧力ｐ（ｔ）信号は、コントローラすなわちプロセッサ１１２に送
られる。周波数センサ及び圧力センサから送られた信号がデジタル形式ではなく、コント
ローラがデジタルコントローラの場合には、アナログ－デジタル（Ａ／Ｄ）変換器／サン
プラ（別個には図示せず）を任意選択的に利用できる。これらのセンサ及び／又は他の選
択自由なセンサからの入力信号に基づいて、コントローラが今度はブロワ制御信号を発生
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することができる。例えば、コントローラは、ＲＰＭ要求信号を発生して、望ましい周波
数回転速度設定値を設定し、それを周波数センサの測定条件と比較することによって、ブ
ロワ１０２の速度を制御することができる。別の方法では、そのような変化は、望ましい
圧力設定値を決定し、それを圧力センサの測定条件と比較する動作に基づくことができる
。一般に、モータ速度に対するそのような変化は、閉ループのフィードバック方法などの
ように設定条件と測定条件との間の測定された相違に基づいて、その相違を電流に変換す
ることによって、サーボを用いて印加されたモータ電流を増加又は減少することによって
達成される。このため、プロセッサ１１２すなわちコントローラは、ブロワ１０２によっ
て患者インターフェースに送られる圧力に対して制御された変化を作ることができる。希
望すれば、そのような圧力に対する変化は、比較的一定のブロワ速度を維持する間に排気
ガスを増加又は減少するために、機械的な放出弁（図示せず）を用いて排気ガスを制御す
ることによって実現することができる。
【００１８】
　コントローラすなわちプロセッサ１１２は、典型的には、本願でより詳細に説明される
方法などの特別な制御手法を実行するように構成されて適合される。このため、このコン
トローラは、集積されたチップ、メモリ、及び／又は、他の制御命令、データもしくは情
報記憶媒体を含みうる。例えば、そのような制御手法を包含するプログラム化された命令
は、装置のメモリ内の集積されたチップ上でコード化することができるか、又はそのよう
な命令は適切な媒体を用いてソフトウェア又はファームウェアとしてロードすることがで
きる。そのようなコントローラすなわちプロセッサを用いて、この装置は、ブロワの速度
すなわち圧力を設定するために使用される圧力配送方程式又は放出弁により排気ガスの排
出を調整することによって、前述した圧力治療などの多くの異なる圧力治療法に対して使
用することができる。
【００１９】
　例えば、そのような構成に基づいて、このシステムの実施形態は、流れセンサからの流
れ信号がなくても、患者の呼吸流れを測定又は評価することができ、次に評価された流れ
信号から又はそれを用いて検出された患者の呼吸状態に基づいて、装置が配送した圧力治
療を調整することができる。マスクに対するホースの流れ特性は圧力の測定にも影響する
が、そのような流れ評価モデルは、ｒｐｍ制御システムでは、負荷の変動（すなわち、患
者の呼吸流れ）が装置の圧力の出力に反映されるという前提に基づくことができる。同様
に、圧力制御システムでは、負荷の変動は装置のｒｐｍ出力に反映される。
【００２０】
　従って、一実施形態では、圧力及び流れ発生器システムの周波数（例えば、ＲＰＭのよ
うなブロワの回転速度）などの２つの測定値は、総合すれば流れの大きさを与えることが
できる。ある適当な患者の流れ推定値では、測定された圧力及び周波数の大きさから得ら
れた予想された圧力値は、両方ともその関数として流れを得るために利用できる。これは
、下記の関数を用いて例示することができる。
　　　　流れ＝関数（ＰＭ－ＰＲＰＭ＿ｄｅｒｉｖｅｄ）
　ここで、
　　ＰＭは、測定された圧力であり、
　　ＰＲＰＭ＿ｄｅｒｉｖｅｄは、ブロワの周波数又は回転速度（例えば、ＲＰＭ）など
の圧力以外の測定されたシステム変数から測定又は計算された特定の流れにおける予想圧
力である。流れ発生器の特性及び要求された精度により、それは一定の値又は較正された
値のいずれかにすることができる。
【００２１】
　一実施形態では、ＰＲＰＭ－ｄｅｒｉｖｅｄは、測定するか又は下記のように静的なフ
ァン曲線によって計算することができる。
　　　　ＰＲＰＭ－ｄｅｒｉｖｅｄ＝Ｋ２＊ω２＋Ｋ１＊ω＋Ｋ０

　ここで、
　　ωは、流れ発生器の角周波数（それは角速度、ラジアル周波数、及びラジアン周波数
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とも呼ばれる）であり、そして
　　Ｋ２，Ｋ１及びＫ０は、流れ発生器すなわちブロワの特定の構造的な特性（例えば、
羽根車設計）に基づいて、配送された圧力の実験的な大きさをブロワの測定された角周波
数に関連付けるための実験的に予め決められた定数とすることができる。必要に応じて、
定数が小さい場合は、定数を均一に拡大して、装置のプロセッサすなわちコントローラ上
の小数点演算の動作的なオーバーヘッドを減らすことができる。
【００２２】
　一実施形態では、流れを次に下記の方程式を利用して、ＰＭとＰＲＰＭ＿ｄｅｒｉｖｅ

ｄとの間の差の関数として決定することができる。
　　　　流れ＝Ａ３＊ｘ３＋Ａ２＊ｘ２＋Ａ１＊ｘ＋Ａ０

　ここで、
　　ｘは、前述したように、ＰＭ－ＰＲＰＭ＿ｄｅｒｉｖｅｄであり、
　　Ａ３，Ａ２，Ａ１及びＡ０は、システムの特定の構造的な特性に基づいて、流れの実
験的な大きさをブロワの測定された角周波数及び測定された圧力に関連付けるための実験
的に予め決められた定数とすることができる。
【００２３】
　しかしながら、３２ビット処理の限度を考えると、上記の方程式を用いて流れ線形化の
性能の望ましいレベルに到達するためには、計算の複雑性が極めて高いことが判明した。
このため、本技術の別の実施形態では、決定を単純化するために、上記の方程式に基づい
て、ルックアップテーブルを事前に作成する。周波数の入力値の範囲及び圧力の入力値の
範囲に基づいて、適切なテーブルを数式を用いて事前に計算することができる。そして、
圧力の瞬間的な入力値及び周波数の瞬間的な入力値に基づいて、テーブルの出力により瞬
間的な流れ値が得られる。
【００２４】
　本技術のさらに別の実施形態では、得られた流れ値は、測定された圧力と周波数から得
られた圧力（例えば、ＰＭ－ＰＲＰＭ＿ｄｅｒｉｖｅｄ）との間の差から決定することが
できる。このため、下記の方程式によって、流れを一層簡単に評価することができる。
　　　　流れ＝ＰＭ－ＰＲＰＭ＿ｄｅｒｉｖｅｄ　
　ここで、
　　ＰＭは、測定された圧力であり、そして、
　　ＰＲＰＭ＿ｄｅｒｉｖｅｄは、ブロワの周波数又は回転速度（例えば、ＲＰＭ又はω
）などの圧力以外の測定されたシステム変数から、前述された任意の方法によって測定又
は計算された予想圧力である。
【００２５】
　この特別な予想は、線形化されていないが、流れ偏位（flow excursion）に関する予想
を行うことができる。このため、この特別な予想は、サイクル検出に依存するアルゴリズ
ムに対して極めて好適である。この特別な予想は、さらなる処理がない場合には、より正
確な流れの値又はより正確な流れの形状を必要とするアルゴリズムに対して、単に極めて
好適であるだけではない。しかしながら、その簡略化が、システムプロセッサの負荷を減
らすためのハードウェア要素として又はシステムプロセッサ用のファームウェア／ソフト
ウェアとして動作するために、特に好ましいものとなりうる。
【００２６】
　患者の呼吸流れが結合されている連続的なシステム排気流れ又はリークを採用するシス
テムでは、上記の決定された流れ値はさらに処理されて、下記の方程式によって例示され
たような適切な動作によって、患者の呼吸流れからシステムの流れ又はリークの流れを分
離することができる。
　　　　呼吸流れ＝ＦＬＷ－ＬＰＦ（ＦＬＷ）
　ここで、
　　ＦＬＷは、任意の前述された方法から得られた流れ値を連続的に又は周期的に決定さ
れ、
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　　ＬＰＦ（ＦＬＷ）は、比較的一定のリーク又はシステムの流れに関連付けることがで
きる流れの一定の成分を除くために選択されたフィルタ処理動作を行う、流れ値に対する
ローパス・フィルタ処理動作である。実施例の動作は、時定数が１０秒のローパス・フィ
ルタ処理である。
【００２７】
　図３は、コントローラすなわちプロセッサ３１２に関連した流れ評価手法を例示してい
る。測定された圧力値信号３０２（ｐ（ｔ））及び測定された周波数値信号３０４（ω（
ｔ））が、評価された流れ値信号３０８を得るために、流れ評価アルゴリズム３０６に入
力される。この流れ評価アルゴリズム３０６は、１つ以上の流れルックアップテーブル３
３０などの前述されたような計算値又は関数のいずれかに基づいている。
【００２８】
　本願において説明した方法のいずれかによって作られた流れの評価（例えば、評価され
た患者の呼吸流れ）を、一般に、圧力治療装置によって作られる任意の適切な流れベース
の決定中に使用することができる。例えば、得られた推定値を使用して、患者の呼吸サイ
クルの特徴を検出したときに圧力の変化を作ることができる。例示的な実施形態では、得
られた流れ推定値を使用して、呼気圧力軽減装置をトリガすることができる。そのような
実施形態では、ピーク呼吸流れの関数であるトリガしきい値などの比率測定トリガしきい
値（ratiometric trigger threshold）を、呼気の開始を検出するために利用することが
できる。実際の患者の流れからわずかに逸れる可能性がある流れの幾つかの上記の推定値
との特別な組合せの中でそのようなトリガを利用することにより、より信頼できる又は弾
力性がある呼吸サイクルの検出及び適切な圧力応答を提供することができる。
【００２９】
　この実施形態では、下記の擬似コードに基づいて、本技術を実行することができる。
    if (RespiratoryFlow > PeakRespiratoryFlow/Y) or
　  (EPR has been on for over 15 sec) then
　　　　 Turn EPR off
    else if (RespiratoryFlow < 0) then
　　　　 Turn EPR on
　ここで、
　　ＲｅｓｐｉｒａｔｏｒｙＦｌｏｗは、前述された幾つかの方法によって得られた流れ
推定値である。
　　ＰｅａｋＲｅｓｐｉｒａｔｏｒｙＦｌｏｗは、前の呼吸サイクルの中で測定されたピ
ークのような、事前ピーク呼吸流れ値である。
　　Ｙは、ピーク呼吸流れのある除数（例えば、４）であり、
　　ＥＰＲは、患者を快適にするために、配送された治療圧力の設定を低減する手順であ
る。
【００３０】
　この実施形態では、減少された圧力レベルが患者の呼吸の間にＥＰＲによって配送され
、ＥＰＲで低減されないより高い治療圧力レベルが患者の吸気の間に配送されるような、
２レベルの圧力治療法が作られる。モータの立下り時間や立上り時間などの流れ発生器の
特性又は設定に応じて、吸気圧力治療レベルと呼気圧力治療レベルとの間により滑らかな
変化が生じるように、吸気レベルと呼気レベルとの間の変化を穏やかにすることができる
。
【００３１】
　本技術に基づいて配送される実施例の圧力波形が、図４のグラフに例示されている。図
４は、患者流れシミュレーション装置が発生した患者シミュレーション流れ波形４０２の
プロットを含む。この患者流れシミュレーション装置は、本願において説明される流れ評
価技術を実現する圧力治療装置の患者インターフェースと連結されている。図４は、圧力
治療装置内の本願において説明した流れ評価・トリガ技術を用いて発生された圧力波形４
０４のグラフも含む。このグラフは、評価された流れ技法に基づいて、患者シミュレーシ
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ョン流れ波形４０２のサイクルに同期して調整された圧力を配送できることを例示してい
る。
【００３２】
　　圧力治療装置は、患者の呼吸サイクルが発生したシステム内の圧力に対する変化によ
って影響される可能性がある。患者インターフェースのマスクに対する圧力レベルを制御
するために使用されるセンサが、患者インターフェースのマスクではなく流れ発生器の近
くに配置される場合には、患者の呼吸がマスクの圧力に望ましくない変動を発生すること
がある。これらの望ましくないマスクの圧力の変動はコントローラで調整されて、この評
価された患者流れ技術を用いてより安定した圧力レベルを維持することができる。
【００３３】
　例えば、別の実施形態では、圧力治療装置は、モータのｒｐｍを制御するのではなく圧
力を制御し、制御するために使用される圧力センサは、流れ発生器に又はそれに隣接して
配置される。この実施形態では、圧力を制御するためにフィードバックループ内で使用さ
れる圧力の大きさは、流れの推定値の関数として調整される。この調整は、患者の呼吸サ
イクルによって引き起こされるマスクの変動を妨げるために予測的方法により実行される
。例えば、下記の方法に従って、測定された制御圧力を調整することができる。
　　　　ＭｅａｓｕｒｅｄＰｒｅｓｓｕｒｅａｄｊｕｓｔｅｄ＝ＭｅａｓｕｒｅｄＰｒｅ
ｓｓｕｒｅ－ＦｌｏｗＦａｃｔｏｒ　
　ここで、
　　ＦｌｏｗＦａｃｔｏｒは、前述された方法のいずれかによって決定された流れの推定
値の関数である。
【００３４】
　一実施形態では、この流れの推定値の関数は、値Ｋで推定値を乗算することができる。
ここで、Ｋは正の流れ（例えば、患者の吸気）とは異なる値であり、負の流れ（例えば、
患者の呼気）とは異なるものである。患者の呼吸に応答してより安定したマスク圧力を発
生する変動を減少するための最適な値を明確にするために、Ｋに対する値を要望どおりに
正及び負の流れに対して実験的に選択することができる。
【００３５】
　次に、下記のように、擬似微分フィードバック（Pseudo Derivative Feedback）制御を
実行する制御ループなどの圧力制御フィードバックループに対して、調整された圧力の大
きさを適用することができる。
　　　　Ｅｒｒｏｒ＝ＤｅｓｉｒｅｄＰｒｅｓｓｕｒｅ－ＭｅａｓｕｒｅｄＰｒｅｓｓｕ
ｒｅａｄｊｕｓｔｅｄ

　　　　ＭｏｔｏｒＣｏｍｍａｎｄ＝Ｐ＊Ｅｒｒｏｒ＋Ｉ∫Ｅｒｒｏｒ　
　ここで、
　ＤｅｓｉｒｅｄＰｒｅｓｓｕｒｅは、吸気又は呼気の治療圧力レベルなどの測定された
治療圧力の設定値である。
　ＭｅａｓｕｒｅｄＰｒｅｓｓｕｒｅａｄｊｕｓｔｅｄは、前に説明したような調整され
た圧力である。
　Ｐ及びＩは、モータの特性に基づいて、特定のモータの速度を調整するために、圧力の
設定値を流れ発生器のモータに加えられる電流の調整に変換するために選択された要素で
ある。
【００３６】
　そのような変動補償制御用のコントローラの構成要素を、図５に示している。推定され
た流れ値又は信号は、圧力センサ５５６によって測定された圧力値又は信号とともに測定
圧力調整器５５０に与えられる。圧力設定値又は信号は、調整及び測定された圧力値又は
信号とともにサーボ５５２に与えられる。これらの信号に基づいて、このサーボはモータ
電流を調整して、流れ発生器のモータ５５４の出力すなわち速度を制御し、これにより流
れ発生装置によって配送される圧力を調整して、患者の呼吸によって取り入れられたマス
ク圧力の変動を予測的に減少する。
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【００３７】
　さらに別の実施形態では、変動制御方程式の修正版を用いて、変動補償制御を実現する
ことができる。そのような実施形態では、流れ発生器における圧力は、望ましい圧力設定
値を圧力センサからの測定値と比較することによって制御される。換言すると、圧力設定
値が流れ発生器における圧力センサからの測定された圧力の大きさに等しくなるように、
流れ発生器を制御することができる。
【００３８】
　しかしながら、流れ発生器における圧力が設定値に制御されているため、マスクにおけ
る圧力の変動は、患者インターフェース又は配送系を通る圧力低下に関連した流れの結果
である。これは、下記の方程式によって表すことができる。
　　　　ＭａｓｋＰｒｅｓ＝ＰｒｅｓＳｅｔＰｏｉｎｔ－ＰｒｅｓＬｏｓｓＩｎＤｅｌｉ
ｖｅｒｙＣｉｒｃｕｉｔ　
　ここで、
　　ＭａｓｋＰｒｅｓは、患者のマスク又は患者インターフェースの中の圧力である。
　　ＰｒｅｓＳｅｔＰｏｉｎｔは、望ましい圧力すなわち目標圧力である。
　　ＰｒｅｓＬｏｓｓＩｎＤｅｌｉｖｅｒｙＣｉｒｃｕｉｔは、配送系のインピーダンス
による圧力損失である。
【００３９】
　下記のようにまた前述されたように、測定された圧力を修正することによって、マスク
における圧力の変動を減少することができる。
　　　　ＭｅａｓｕｒｅｄＰｒｅｓｓｕｒｅａｄｊｕｓｔｅｄ＝ＰＭ－ＦｌｏｗＦａｃｔ
ｏｒ　
　ここで、
　　ＰＭは、圧力変換器などのセンサからの圧力の大きさである。
このＦｌｏｗＦａｃｔｏｒは、配送径内の圧力低下を表し、流れの推定値に比例すると仮
定することができる。例えば、
　　　　ＦｌｏｗＦａｃｔｏｒ＝ＩｍｐｅｄＯｆＤｅｌｉｖｅｒｙＣｉｒ＊Ｆｌｏｗ
　ここで、
　　ＩｍｐｅｄＯｆＤｅｌｉｖｅｒｙＣｉｒは、配送系又は患者インターフェースのイン
ピーダンスである。
　　Ｆｌｏｗは、前に明らかにされたように流れの推定値である。
【００４０】
　しかしながら、流れの推定値が前に説明されたように、流れ発生器の全体にわたって圧
力低下の関数と考えられるため、この圧力低下は下記の方程式に基づいて、流れの推定値
に比例するように近似することができる。
　　　　Ｆｌｏｗ＝ＰｒｅｓＤｒｏｐＡｃｒｏｓｓＴｕｒｂｉｎｅ／Ｉｍｐｅｄａｎｃｅ
ＯｆＴｕｒｂｉｎｅ
　ここで、
　　ＰｒｅｓＤｒｏｐＡｃｒｏｓｓＴｕｒｂｉｎｅは、測定された圧力と前述されたよう
な得られた圧力との間の差（例えば、ＰＭ－ＰＲＰＭ＿ｄｅｒｉｖｅｄ）として測定され
たものなどの流れ発生器の全体にわたる圧力低下である。
　　ＩｍｐｅｄａｎｃｅｏｆＴｕｒｂｉｎｅは、流れ発生器の特別な設計に依存する流れ
発生器のインピーダンスであり、システムのコントローラのメモリの中に予め決定する又
は設定することができる。
【００４１】
　前の流れ係数の方程式をこの直前の流れ方程式に組み合わせることにより、前に説明さ
れた流れ評価の１つの明白な計算は、変動を補償するために行う必要はない。それどころ
か、下記の方程式を検討する場合には、測定を暗黙的に実行することができる。
　　　　ＦｌｏｗＦａｃｔｏｒ＝ＰｒｅｓＤｒｏｐＡｃｒｏｓｓＴｕｒｂｉｎｅ＊Ｉｍｐ
ｅｄＯｆＤｅｌｉｖｅｒｙＣｉｒ／ＩｍｐｅｄａｎｃｅＯｆＴｕｒｂｉｎｅ
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　このＦｌｏｗＦａｃｔｏｒを調整された圧力の大きさに対する方程式に適用することに
より、下記のように測定された圧力の調整に対して更なる式を得ることができる。
　　　　ＭｅａｓｕｒｅｄＰｒｅｓｓｕｒｅＡｄｊｕｓｔｅｄ＝ＰＭ－Ｋ＊Ｐｒｅｓｓｕ
ｒｅＤｒｏｐＡｃｒｏｓｓＴｕｒｂｉｎｅ
　ここで、
　　Ｋは、ＩｍｐｅｄａｎｃｅＯｆＴｕｒｂｉｎｅによって除算されたＩｍｐｅｄＯｆＤ
ｅｌｉｖｅｒｙＣｉｒｃｕｉｔなどの２つのインピーダンスの比率である。
【００４３】
　そして、調整された圧力の大きさが目標すなわち望ましい圧力の設定に適合する圧力を
発生するように呼吸治療装置を制御することによって、本技術の圧力治療配送装置内の変
動補償を制御するために、そのような方程式を実現することができる。
【００４４】
　前述の説明中及び添付の図面中において、特別な専門用語、方程式及び図面記号が、本
技術の十分な理解が得られるように記述される。場合によっては、これらの専門用語及び
記号が、本技術を実施するために必要ではない特別な細部を意味することがある。さらに
、本願の技術を特定の実施形態を参照して説明してきたが、これらの実施形態は本技術の
原理及び用途を単に例証するものであることは理解されよう。このため、これらの例証と
なる実施形態に対して多数の変形例を作ることができること、本技術の精神及び範囲から
逸脱することなく、別の装置を発明することができることが理解されるであろう。
【００４５】
　例えば、この流れ評価技術は、患者の流れの限界を検出するため、又は圧力治療装置の
配送された治療圧力に対して別の調整を行うために利用されるシステムの中で実現するこ
とができる。さらに、この流れ評価技術は、流れセンサを有するシステムの中で利用する
ことができる。そのようなシステムでは、本願において説明された流れ評価技術は、流れ
ベースの測定に使用される流れセンサが故障した場合には、バックアップ用の流れ測定装
置として動作することができる。別の方法では、流れデータの推定値を流れセンサからの
データと組み合わせて、組み合わされた流れデータを発生し、流れセンサ又は本願で説明
され得られた流れの推定値からのいずれかの流れ信号のより一時的なエラーからシステム
を隔離することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】呼吸流れの評価及び圧力治療ベースの理論用の装置の実施例の構成要素を示す図
である。
【図２】本技術の圧力治療又は流れ評価装置用の方法のフローチャートである。
【図３】流れ評価技術を実行する回路すなわちプロセッサを制御するための例証となる入
力図／出力図である。
【図４】本発明の流れ評価技術を利用する圧力治療装置が実行する典型的な圧力治療波形
の図表である。
【図５】変動調整をマスクするための、流れ評価技術を利用する圧力治療装置のフィード
バック制御ループの適当な構成要素を例示する図である。
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