
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
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気道に陽圧を作用させている間にマスク（６０）を着用者の顔に密閉状態で接続するた
めのマスク用クッション（３０）であって、

該クッション（３０）は、弾性材料からなり鼻を受けるキャビティをなすフレーム（３
２）を備え、

該フレーム（３２）は、上鼻梁領域と、下領域と、該上鼻梁領域と該下領域とを接続す
る鼻の横周辺の領域とを備えると共に、着用者の鼻を実質的に取り囲むリム（４０）を備
えた、マスク用クッションにおいて、

少なくともフレーム（３２）の上鼻梁領域において、リム（４０）から隔てられた外面
（４１）を有するようにフレーム（３２）に備えられ且つフレーム（３２）から離れる方
向に延在する薄膜（３４）にして、マスク用クッションの使用前に該薄膜（３４）とフレ
ーム（３２）との間にギャップが形成されるようにした薄膜（３４）であって、断面にお
いてリム（４０）よりも長く該リム（４０）の上に十分に延在する薄膜（３４）と、

顔に接する密閉部を形成する上記外面（４１）のシール形成部（４５）であって、薄膜
（３４）上にのみ備えられ、着用者の顔に対して凸状のシール面をなすシール形成部（４
５）と、を備え、

上記薄膜（３４）は、弾性材料からなると共に、薄膜（３４）は、着用者の顔の輪郭に
略適合するように予め形成され上鼻梁領域を受け入れるノッチ（４２）を備え、

上記シール形成部（４５）は、使用時に、リム（４０）の方向に向けて上記ギャップ内



【請求項２】
　

【請求項３】
　

【請求項４】
　

【請求項５】
　

【請求項６】
　

【請求項７】
　

【請求項８】
　

【請求項９】
　

　

【請求項１０】
　

【請求項１１】
　

【請求項１２】
　

【請求項１３】
　

【請求項１４】
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に弾性変形することを特徴とする、マスク用クッション。

上記リム（４０）は、上記上鼻梁領域を受け入れるべく、上記ノッチ（４２）と共に配
置される予め形成されたノッチ（４４）を備えた、請求項１記載のマスク用クッション。

上記リム（４０）と上記薄膜（３４）とは、実質的にサドル形に予め形成されている、
請求項１又２記載のマスク用クッション。

上記薄膜（３４）は、上記シール形成部（４５）が使用時に少なくとも着用者の鼻に接
するように形成されている、請求項１～３のいずれかに記載のマスク用クッション。

上記シール形成部（４５）は、使用時に、上記上鼻梁領域上と横周辺の顔の組織に接す
ると共に、鼻の基部と上唇との間の顔の組織に接する、請求項１～４のいずれかに記載の
マスク用クッション。

上記リム（４０）と上記シール形成部（４５）とは、上記上鼻梁領域上と横周辺の顔の
組織の輪郭と、鼻の基部と上唇との間の顔の組織の輪郭とに略適合するように予め形成さ
れている、請求項１～５のいずれかに記載のマスク用クッション。

上記フレーム（３２）と上記薄膜（３４）とは、一体成形されている、請求項１～６の
いずれかに記載のマスク用クッション。

上記リム（４０）の厚さは、上記薄膜（３４）の厚さよりも大きい、請求項１～７のい
ずれかに記載のマスク用クッション。

さらに、マスク用クッション（３０）を着用者の顔に固定するためのストラップ（６８
，７８）を備え、

該ストラップ（６８，７８）に通常の張力が作用しているときには、上記シール形成部
（４５）は、上記リム（４０）から隔てられており、該ストラップ（６８，７８）に過剰
な張力が作用するときには、上記シール形成部（４５）は、変形して上記リム（４０）に
当接する、請求項１～８のいずれかに記載のマスク用クッション。

上記薄膜（３４）は、シリコンから形成されている、請求項１～９のいずれかに記載の
マスク用クッション。

上記薄膜（３４）は、成形されている、請求項１～１０のいずれかに記載のマスク用ク
ッション。

上記薄膜（３４）は、マスク用クッションが使用されない時においても、着用者の顔の
輪郭に略適合するように成形されている、請求項１～１１のいずれかに記載のマスク用ク
ッション。

上記薄膜（３４）の上記外面（４１）は、少なくともマスク用クッション（３０）の下
凹部及び頬領域において、上記フレーム（３２）の上記リム（４０）と実質的に略同一形
状を有している、請求項１～１２のいずれかに記載のマスク用クッション。

上記ギャップは、上記下領域と頬領域とにおける上記フレーム（３２）と上記薄膜（３
４）との間に形成され、

該薄膜（３４）は、使用時に、フレーム（３２）の方向に向けて上記ギャップ内に弾性
変形することができる、請求項１～１３のいずれかに記載のマスク用クッション。



【請求項１５】
　

【請求項１６】
　

【請求項１７】
　

【請求項１８】
　

【請求項１９】
　

【請求項２０】
　

【請求項２１】
　

【請求項２２】
　

　
　

【請求項２３】
　

【請求項２４】
　

【請求項２５】
　

　
　

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鼻に掛ける鼻マスクおよび鼻の持続的陽圧気道治療装置に関する。これらは
、例えば、呼吸器系の治療および呼吸補助のために使用されるものである。
【背景技術】
【０００２】
　　鼻マスクは、患者の呼吸を助ける呼吸ガス流を送り込んで、呼吸器系の治療および睡
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上記フレーム（３２）の上記リム（４０）は、通常の使用において、薄膜（３４）の最
大変形位置を規定するように構成されている、請求項１～１４のいずれかに記載のマスク
用クッション。

さらに、マスク用クッション（３０）を着用者の顔に固定するためのストラップ（６８
，７８）を備え、上記外面（４１）は、着用者の顔への装着時に該ストラップ（６８，７
８）に最小の力を作用させたときにシールをなす、請求項１～１５のいずれかに記載のマ
スク用クッション。

上記フレーム（３２）の上記リム（４０）の厚さは、約１．５ｍｍである、請求項１～
１６のいずれかに記載のマスク用クッション。

上記薄膜（３４）の厚さは、約０．３５ｍｍである、請求項１～１７のいずれかに記載
のマスク用クッション。

上記フレーム（３２）は、シリコンから形成されている、請求項１～１８のいずれかに
記載のマスク用クッション。

上記フレーム（３２）は、成形されている、請求項１～１９のいずれかに記載のマスク
用クッション。

上記下領域は、上唇領域である、請求項１～２０のいずれかに記載のマスク用クッショ
ン。

請求項１～２１のいずれかに記載のマスク用クッションを備えたマスク（６０）であっ
て、

呼吸可能なガスを供給する接続用のマスク本体（４６）を備え、
該マスク本体（４６）とクッション（３０）とは、鼻を受け入れるキャビティを形成す

る、マスク。

上記マスク本体（４６）は、取り付けポイント（５０，５２，５４，７４，７６）を備
えた、請求項２２記載のマスク。

さらに、上記取り付けポイント（５０，５２，５４，７４，７６）に固定される固定用
ストラップ（６８，７８）を備えた、請求項２２又は２３記載のマスク。

請求項１～２１のいずれかに記載のマスク用クッション、若しくは請求項２２～２４の
いずれかに記載のマスクを備えたＣＰＡＰ治療装置であって、

大気圧以上の圧力をもってガスを供給するガス流発生装置と、
該ガス流発生装置に接続されたガス供給導管と、を備えた、ＣＰＡＰ治療装置。



眠障害 (例えば、閉塞睡眠無呼吸 )を治療するのに、一般的に使用されている。通常、これ
らの鼻マスクには、マスクの壁部で構成されたチャンバ内にガスを送り込むガス供給ライ
ンが連結される。マスク壁部は、通常は半硬質であって、着用者の鼻孔に整合される開口
部を含む顔面接触部分を備える。顔面接触部分は、柔軟で可撓性を有するエラストマー材
料で構成することができ、種々の顔面形状にフィットする。このようなマスクは、通常は
、着用者の頭部にストラップで固定される。ストラップを調整してマスクを十分な力で顔
面に圧接させると、マスクと顔面との間での気密シールを達成することができる。この後
マスクに供給されたガスは、上記開口部を通過して着用者の鼻孔内に送り込まれる。
【０００３】
　上記形状のマスクでは、問題がたびたび生じる。例えば、マスクがずれると、マスクと
顔面との間の気密シールが損なわれる。このことは、着用者が寝返りをうったときにも生
じるであろう。寝返りにより、ガス供給ラインに引張力が生じ、それがマスクに伝達して
、気密シールが損なわれる。閉塞睡眠無呼吸（睡眠妨害無呼吸、 obstructive sleep apne
a）の持続的陽圧気道治療 (Continuous Positive Airway Pressure treatment,ＣＰＡＰ  t
reatment)の実施（管理）に使用されるマスクの場合には、そのようなリークが生じると
、着用者のエアウェイ (通気装置、 airway)入口に供給される圧力が治療値を下回り、治療
効果が減じられる。
【０００４】
　他の問題は、着用者の顔面に対する顔面接触部分の圧力が過剰で、装着感が悪く、皮膚
が炎症を起すこともある、ということである。これにより過剰な力が生じる。これらの過
度の圧力および力により、着用者の顔面が顔面接触部分に沿って変形し、不快感が増し、
顔面に痛みや潰瘍が生じる。
【０００５】
　小さな鼻孔当て (ピロー )が着用者の頭部に結び付けられたハーネスによって所定位置に
保持されてなる、他のタイプの装置も存在する。例えば、特許文献１に開示されたもので
ある。この構成は、シールの漏れや皮膚の擦りむけという問題を緩和することはできるが
、そこで使用されるハーネスは、ガス供給ラインと同じように非常に扱い難いものである
。また、鼻孔内に送り込まれるエアのジェットが患者を刺激するので、一般にこのような
装置は使用感が良くない。
【０００６】
　まず、図１～３において、特許文献２に示されたものと略同様の従来技術にかかる鼻ク
ッション 10を説明する。
【０００７】
　図示したように、クッション 10はベース 11を備えており、そこから、エラストマー材料
で構成された半硬質のクッションフレーム 12が延びている。フレーム 12の外側にはメンブ
レイン（薄膜） 15が取り付けられるが、これもエラストマー材料で構成されている。メン
ブレイン 15は、その末端部分に、顔面接触部分 14を備えている。フレーム 12およびメンブ
レイン 15は全体としてチャンバ 17を構成し、このチャンバ 17内に着用者の鼻が位置する。
フレーム 12は、着用者の鼻梁（鼻柱）を受け入れる切欠き 19を備える。ベース 11は、スト
ラップ (図示せず )が通されるスロット 13を備える。このストラップによって、クッション
10およびマスク本体 (図示せず )が一体となって着用者の頭部に固定される。
【０００８】
　メンブレイン 15のフレーム 12から見て遠い方の端部には開口部 16が形成されており、着
用者の鼻 20は、この開口部 16からチャンバ 17にアクセスすることができる。図示したよう
に、開口部 16は、折り畳まない状態では、ほぼ円形 (または楕円形 )であって、着用者の鼻
の部分的な進入を許容できる程度の大きさである。メンブレイン 15を構成する材料は可撓
性（弾力性、 resilience）を有するので、顔面接触部分 14および開口部 16は、着用者の鼻
を受け入れたときに折り返される。折り返されたメンブレインは、マスク内に供給される
ガス圧によって、着用者の顔面に対する有効なシールを作り出す。このシールは、“ロー
リングエッジシール”として特徴づけられる。すなわち、着用者の顔面に対してクッショ
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ン 10が移動したとしても、シールが維持される。しかしながら、開口部が円形形状である
ため、タック 22が上唇近傍領域で立ち上がる。そして、睡眠中における頭部および身体の
動きに起因して、このタックからリーク（漏れ）が生じる。
【０００９】
【特許文献１】米国特許第４，７８２，８３２号明細書
【特許文献２】米国特許第５，２４３，９７１号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の目的は、上述の不都合を解消し、または少なくとも改善することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　　主要な形態において、本発明は、装着者の顔に密着する鼻マスク用クッションを開示
する。このクッションは、
　弾力ある材料からなり、装着者の鼻の周りを囲むリムを有する、実質的に三角形形状の
フレームと、
　これも弾力ある材料からなる膜（薄膜、 membrane）であって、該膜は、上記フレームに
比べ相対的に曲がりやすく、上記リムと全体的に同じ形状であり、上記フレームに固定さ
れかつフレームから隔てられる方向に延在し上記リムから離れた外面を有し、該外面の一
部は顔と接触するシール部（密閉部）を形成する、膜と、
　上記フレームおよび上記膜により形成される鼻受け入れ凹部（キャビティ）と、を備え
る。
【００１２】
　上記シール部は、上記リムに対して大略、堺を接し、クッション使用時に上記リムに向
かって弾力的に変形する。
【００１３】
　好ましくは、上記リムと上記密閉部とは、鼻梁の上と横周辺の顔の組織の顔の輪郭と、
鼻の基部と上唇との間の顔の組織の顔の輪郭とに大略適合するように形成されている。
【００１４】
　特に好ましい形態において、膜は実質的にサドル形状である。さらに、膜は、中央に配
置された孔を有し、装着者の鼻はこの孔を通って上記凹部に入る。
【００１５】
　クッションと膜は、装着者の鼻梁に合うために、それぞれ、共に配置された切り目（ノ
ッチ）を含むことが好ましい。典型的には、シール部は少なくとも装着者の鼻に接触し、
好ましくは、鼻梁の横の周り、鼻梁の上、及び鼻の基部と上唇との間の顔の組織に接触す
る。
【００１６】
　本発明は、さらに、装着者の顔に接続するための鼻マスクを開示する。この鼻マスクは
、
　呼吸することができるガスの供給元に接続されるマスク本体（マスクボデー）と、
　鼻の受け入れ凹部を形成する鼻当てクッション（鼻用クッション、 nasal cushion）と
を備える。このクッションは、
　弾性（可撓性）を有する材料からなり、装着者の鼻の周りを囲むリムを有する、実質的
に三角形形状のフレームと、
　これも弾性（可撓性）を有する材料からなる膜であって、該膜は、上記フレームに比べ
相対的に曲がりやすく、上記リムと全体的に同じ形状であり、上記フレームに固定されか
つフレームから隔てられる方向に延在し上記リムから離れた外面を有し、該外面の一部は
顔と接触するシール部を形成する、膜とを有する。
【００１７】
　上記シール部は、上記リムに対して大略、堺を接し、クッション使用時に上記リムに向
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かって弾力的に変形する。
【００１８】
　マスク本体は、取り付け部（取り付けポイント、 attachment points）をさらに含むこ
とが可能である。取り付け部に固定ストラップを取り付け、マスクを装着者の頭に固定す
ることができる。また、鼻マスクは、上記本体から延在するアームをさらに備え、そこに
１または２以上のストラップを取り付けることも可能である。
【００１９】
　本発明は、さらに、鼻の持続的陽圧気道治療（ＣＰＡＰ）装置を開示する。この装置は
、周囲の圧力より高くした圧力で気体供給管（気体案内管、気体搬送管）に気体を供給す
るためのフロージェネレータ（ flow generator）を備える。この気体供給管は、上述の鼻
マスクに順に接続される。
【００２０】
　好ましい１つの形態において、上記凹部（キャビティ）にガスを供給することが可能で
ある。ガスの供給は、クッション使用時に装着者の顔に上記膜の上記シール部を形成する
部分によって、上記シール部を維持するのを補助するが、単独でそのようにするのではな
い。
【００２１】
　好都合なことに、膜とリムは、大略、顔の輪郭に形成され、従来技術のように、膜が内
側に曲がる必要がないので、しわや折り目なしに顔に接触する。クッション／マスクを装
着者の頭に固定するとき、ヘッドストラップは、マスクを顔から持ち上げる傾向のあるマ
スクガス圧とバランスを取るために引っ張ることだけが必要である。このように、マスク
対顔の相対的に低い圧力によって、より一層耐えやすく楽になり、皮膚の刺激（炎症、 ir
ritation）が減少するものと考えられる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　　図 4は、本発明の実施形態に係る鼻用クッションの斜視図である。図 5は、 5-5線で切
断した断面図である。クッション 30は、メンブレイン（薄膜） 34が延在する、実質的に三
角形に成形されたフレーム 32を備えている。フレーム 32は、図示するように、クッション
30がマスクボデーに付加された貝殻状エッジ（扇形のエッジ） 36を有している。
【００２３】
　メンブレイン 34は、クッション 30の使用時に、着用者の鼻を受け入れる開口部 38を有し
ている。メンブレイン 34は、フレーム 32のリム 40から間隔を置いて配置されている。その
外側表面 41は、リム 40と実質的に同じ形である。メンブレイン 34の外側表面 41とフレーム
32のリム 40とは、通常、サドル形である。メンブレイン 34の外側表面 41とフレーム 32のリ
ム 40との形状は、それぞれ、クッション 30を使用する際に、着用者の鼻の鼻梁を受け入れ
るノッチ 42， 44を備えている。
【００２４】
　最良のものを図 5に示すように、フレーム 32とメンブレイン 34とは、代表的にはワンシ
ョット成形プロセスによって、一体成形されている。フレーム 32とメンブレイン 34とは、
弾力のある材料からできている。ダウ・コーニング（ Dow Corning）で製造されるシリコ
ーンエラストマーであるシラスティック（ Silastic Ｔ Ｍ ）が、そのような材料に適して
いる。好ましい実施形態において、フレーム 32の厚みは、代表的には、リム 40のところで
、 1.5ｍｍである。好ましい実施形態において、メンブレイン 34の厚みは、典型的には、 0
.35ｍｍである。このように、メンブレイン 34は、リム 40より比較的柔軟性がある。
【００２５】
　クッション 30を使用する際に、着用者の鼻は、開口部 38の中に挿入され、外側表面のシ
ール形成部 45（断続線の間に形成される）に係合し、メンブレイン 34を変形させる。メン
ブレイン 34に加えられる固定力に依存して、フレーム 32のリム 40に対して突出するポイン
トまで変形する。フレーム 32は、クッション 30の使用時に、普通の固定圧に耐える程度に
十分な剛性を備えており、保形するとともに変形に耐える。このように、それは、支持構
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造として作用する。
【００２６】
　図 6を参照すると、鼻用クッション 30は、フレーム 32のエッジ 36によって、マスクボデ
ー 46に取り付けられているか、あるいは、マスクボデー 46のフランジ 48に付着されるか固
定されている。メンブレイン 34の外側表面 41だけを、示している。フランジ 48は、 3つの
スロット 50～ 54を有し、それらによって、張力のかかったストラップが、クッション 30を
固定するために取り付けられ、マスクボデー 46を着用者の鼻に取り付けられる。
【００２７】
　マスクボデー 46は、開口部 38によって着用者の鼻を受け入れるキャビティを形成するこ
とができる。ポート 56は、それによって呼吸可能なガス（気体）をチャンバーに供給する
ことができるマスクボティ 46の上部に設けられている。
【００２８】
　図 7を参照すると、マスクボデー 46とマスククッション 30とを備える鼻用マスク 60を示
している。結合チューブ 62は、一端で吸込みポート 56に結合されており、他端でソケット
64に結合されている。ソケット 64は、呼吸可能なガス（気体）をマスクボデー 46のチャン
バー内部に供給するためのガス吐出チューブ（不図示）を受け入れることができる。マス
クボデー 46は、 2つの開孔 66を有しており、それによって、吐息ガスが排出される。第 1の
固定ストラップ 68は、下側の 2つのスロット 50， 54の間に固定される。上側のスロット 52
はアーム 70を受け入れ、その上端は、着用者の前頭に係合するために弾力のあるパッド 72
を有する。アーム 70は、その側端に沿って 2つのスロット 74， 76を有し、それによって、
第 2の固定ストラップ 78が固定される。
【００２９】
　鼻用マスク 60をフィットさせる際に、着用者の鼻は、開口部 38を通して、マスクボデー
46内のチャンバーに受け入れられる。このように、シール形成部 45は、着用者の鼻の表面
と、鼻のベース部（基部）と上唇との間に位置する着用者の顔の部分と、鼻梁の上と横側
の周囲とに位置する着用者の顔の部分とに接触する。シール形成部 45の形状は、鼻の側部
と顔面との間のしわである顔面の輪郭部の難しい領域を部分的にシールすることに適して
いる。固定ストラップ 68， 78によって作用せしめられる張力に依存して、シール部（密閉
部）が、クッションフレーム 32のリム 40から間隔を置いて配置されるメンブレイン 34で形
成される。マスクボデー 46のチャンバーに加圧されたガスを供給することによって、メン
ブレイン 34と着用者の鼻及び顔面との間のシール性を維持するが、そのことは、ほとんど
の場合、重要ではなく、そのように加圧されたガスがなくても有効にシールされる。メン
ブレイン 34と着用者の鼻及び顔面との間で形成されたシール部は、図 1～ 3において従来技
術として示したローリングシールとしての性質を備えていない。図 1～ 3のように、着用者
の頭に対してマスクが相対的に動く際に、鼻はフレーム 32と接触することによって制限さ
れる。マスク 60と着用者の鼻及び顔面との間での相対的な動きが制限される。
【００３０】
　メンブレイン 34は、顔面の輪郭に良く似ており、フレーム 32より相対的に剛性が小さい
ために、最小の力で、折り目又はひだを形成することなく、顔面構造に適合する。
【００３１】
　固定ストラップ 68， 78に過剰な張力が働いているならば、メンブレイン 34が変形してク
ッション 32のリム 40と接触する。このように、フレーム 32は「エンドリミット」として作
用する。このような構成において、マスク 60と着用者の頭との間の相対的な移動は、ゼロ
である。
【００３２】
　しかしながら、鼻用クッション 30と鼻用マスク 60とは、持続的陽圧気道治療や呼吸の補
助治療を参照して記載されており、本発明が、ガス及び /又は霧状液体（噴霧された液体
）が鼻の気道の入り口に供給されるあらゆる応用例に、通常、適用可能であることは理解
されるであろう。そのような応用例としては、噴霧器、ガスマスク、及び麻酔装置がある
。
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【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】従来の鼻マスクの分解斜視図である。
【図２】図１の従来の鼻マスクの斜視図である。
【図３】図１の従来の鼻マスクを装着したときの斜視図である。
【図４】本発明の実施形態の鼻マスクを後ろから見た斜視図である。
【図５】線５ -５に沿って切断した断面図である。
【図６】図４および図５のクッションを含む鼻マスクの斜視図である。
【図７】図６の鼻マスクを頭に装着した斜視図である。
【符号の説明】
【００３４】
　１０　鼻クッション
　１１　ベース
　１２　クッションフレーム
　１３　スロット
　１５　メンブレイン
　１６　開口部
　１７　チャンバ
　２０　着用者の鼻
　３０　クッション
　３２　フレーム
　３４　メンブレイン
　３６　エッジ
　３８　開口部
　４０　リム
　４１　外側表面
　４２　ノッチ
　４４　ノッチ
　４５　シール形成部
　４６　マスクボデー
　４８　フランジ
　５０　スロット
　５２　スロット
　５４　スロット
　５６　ポート
　６０　マスク
　６２　結合チューブ
　６４　ソケット
　６６　開孔
　６８　第１の固定ストラップ
　７０　アーム
　７２　パッド
　７４　スロット
　７６　スロット
　７８　第２の固定ストラップ

10

20

30

40

(8) JP 4031422 B2 2008.1.9



【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】
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