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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の鼻気道の入口のみへ供給加圧空気または呼吸用供給ガスを送出するための患者イ
ンタフェースのためのフレームアセンブリであって、
　リング部材と、
　前記リング部材上に径方向に位置付けられた下側アーム接続ポイントから延在する下側
アームと、
　前記リング部材上の上側位置で前記リング部材から後方へ延在する連結部材と、
　前記連結部材の遠位端部にある上側アーム接続ポイントから、前記下側アーム接続ポイ
ントが前記上側アーム接続ポイントから離間又はオフセットされて前記上側アーム接続ポ
イントよりも前方の位置にあるように延在する上側アームであって、前記上側アームが使
用時に患者の頬を越えて延在するようになっている、上側アームと、
を備え、
　前記上側アーム接続ポイントおよび前記下側アーム接続ポイントは、患者の顔面に対す
る前記フレームアセンブリに最大傾斜範囲を与えるモーメントアームを画定するように所
定の距離を隔てて離間又はオフセットされており、
　使用時に力が前記上側アームに加わって前記上側アーム接続ポイントに伝わる場合に、
前記モーメントアームにより、前記フレームアセンブリの回転の中心または回動点が前記
フレームアセンブリの下側に設けられる、
　フレームアセンブリ。
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【請求項２】
　前記上側アームが上側ヘッドギアストラップと解放可能に係合でき、前記上側アームは
、前記上側ヘッドギアストラップの張力ベクトルをフランクフォート水平方向と略平行な
方向に向けるとともに、患者の耳を横切って延在することを回避する請求項1に記載のフ
レームアセンブリ。
【請求項３】
　前記上側アーム接続ポイントが前記リング部材上の最上位置にあり、前記下側アーム接
続ポイントが前記上側アーム接続ポイントから約80°～約160°に位置付けられている請
求項1に記載のフレームアセンブリ。
【請求項４】
　前記下側アーム接続ポイントが前記上側アーム接続ポイントから約90°に位置付けられ
ている請求項3に記載のフレームアセンブリ。
【請求項５】
　前記上側アームは、前記フレームアセンブリに対して解放可能に取り付けることができ
る、複数のサイズのクッションアセンブリを受け入れることができるように、互いに離間
されている請求項1に記載のフレームアセンブリ。
【請求項６】
　前記上側アームは、様々な患者の顔幅を受け入れることができるように矢状面内におい
て他の面よりも可撓性が高い請求項1に記載のフレームアセンブリ。
【請求項７】
　前記上側アームが前記下側アームよりも可撓性が高い請求項1に記載のフレームアセン
ブリ。
【請求項８】
　前記下側アームが遠位自由端部を有し、前記遠位自由端部がそれぞれ磁石を有する請求
項1に記載のフレームアセンブリ。
【請求項９】
　前記磁石が前記下側アーム内に完全に封入されている請求項8に記載のフレームアセン
ブリ。
【請求項１０】
　前記磁石の封入により、前方に延在する隆起面が形成されており、前記隆起面は、ヘッ
ドギアクリップの外周縁部に対する機械的な係合を可能にする請求項9に記載のフレーム
アセンブリ。
【請求項１１】
　前記磁石および前記隆起面は、略円形または楕円の断面を有し、前記断面を有すること
により、ヘッドギア張力が加えられるときに下側ヘッドギアストラップがねじれることを
最小限に抑えるように、前記ヘッドギアクリップが磁気的に係合されるときに、前記ヘッ
ドギアクリップが前記下側アームに対して回転できる請求項10に記載のフレームアセンブ
リ。
【請求項１２】
　前記上側アームが遠位自由端部を有し、前記遠位自由端部がそれぞれ磁石を有する請求
項1に記載のフレームアセンブリ。
【請求項１３】
　前記リング部材は、空気回路に接続するための接続ポートの周囲に径方向に配置された
多穴通気孔を有する請求項1に記載のフレームアセンブリ。
【請求項１４】
　前記空気回路は、前記リング部材に接続されているカフを有するガス送出チューブを備
え、前記リング部材は、周期的な雑音を減らすために、加圧空気の流路を前記通気孔を介
した排ガスの流路から分離する、後方に突出した径方向壁を有する請求項13に記載のフレ
ームアセンブリ。
【請求項１５】
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　前記カフが前記リング部材に対して回転不能に接続されている請求項14に記載のフレー
ムアセンブリ。
【請求項１６】
　前記カフが機械的な連結を介して前記リング部材に取り外し不能に接続されている請求
項14または請求項15に記載のフレームアセンブリ。
【請求項１７】
　前記フレームアセンブリがクッションアセンブリと解放可能に係合でき、
　前記クッションアセンブリは、
　フレーム部材との繰り返し可能な係合および前記フレーム部材からの繰り返し可能な離
脱のための保持構造体と、
　前記保持構造体に取り外し不能に接続されるシール形成構造体であって、該シール形成
構造体が単一のオリフィスによって患者の両方の鼻孔を扱う、シール形成構造体と、
を備え、
　前記シール形成構造体が第1の材料から形成され、前記保持構造体は、前記第1の材料と
は異なる、前記第1の材料よりも硬質の第2の材料から形成され、
　前記クッションアセンブリ内の空気圧の増大は、前記シール形成構造体と前記フレーム
部材との間のシール力を増大させる請求項1に記載のフレームアセンブリ。
【請求項１８】
　前記シール形成構造体は、患者の上唇に加わる圧力を軽減するために略平坦な下壁を有
する請求項17に記載のフレームアセンブリ。
【請求項１９】
　前記フレーム部材および前記保持構造体は、解放可能な硬質－硬質間接続を形成するた
めに半硬質材料から構成されている請求項17または請求項18に記載のフレームアセンブリ
。
【請求項２０】
　前記クッションアセンブリは、前記保持構造体および前記フレーム部材が互いに取り付
けられるときに前記フレーム部材に対してシールを形成するシールリップを備え、前記ク
ッションアセンブリ内の空気圧が増大すると、シール力が増大する請求項17から19のいず
れか一項に記載のフレームアセンブリ。
【請求項２１】
　供給加圧空気または呼吸用供給ガスの送出のためのチューブを更に備え、前記チューブ
が旋回エルボーなしで前記フレームアセンブリに接続されている請求項1から20のいずれ
か一項に記載のフレームアセンブリ。
【請求項２２】
　前記チューブが前記フレームアセンブリに取り外し不能に接続されている請求項21に記
載のフレームアセンブリ。
【請求項２３】
　周囲気圧に対して持続的に陽圧の呼吸用ガス流を少なくとも患者の鼻孔の入口を含む患
者の気道への入口にシール状態で送出するための患者インタフェースであって、
　前記患者インタフェースは、睡眠呼吸障害を改善するために、患者が眠っている間、患
者の呼吸サイクルの全体にわたって、使用時の周囲気圧よりも約4cmH2O～約30cmH2O上回
る範囲内に治療圧を維持するように構成され、
　前記患者インタフェースは、
　患者の気道に対してシールを形成するようになっているシール形成構造体と、使用時の
周囲圧力を上回る圧力で加圧されるプレナムチャンバとを含むクッションアセンブリと、
　患者の気道への入口で治療圧を維持しつつ、前記クッションアセンブリを患者の気道へ
の前記入口を取り囲む部位とシール接触している状態に維持するための位置決め安定化構
造体と、
　患者により吐き出されるCO2の再呼吸を最小限に抑えるために、患者が吐き出すCO2が前
記患者インタフェースの外部へ流出するのを可能にするように構成されるガス流出通気孔
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と、
　請求項1から22のいずれか一項に記載のフレームアセンブリと、
を備える患者インタフェース。
【請求項２４】
　呼吸器疾患を処置するための機器であって、
　請求項23に記載の患者インタフェースと、
　空気回路と、
　陽圧の空気源と、
を備える機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　2　（B）関連出願の相互参照
　この出願は、2013年4月12日に出願された米国仮出願第61/811,385号、2013年4月30日に
出願された米国仮出願第61/817,674号、2013年5月14日に出願された米国仮出願第61/823,
192号、2013年10月8日に出願された米国仮出願第61/888,357号、2013年12月12日に出願さ
れた米国仮出願第61/915,320号、2013年4月12日に出願された欧州仮出願第13163546.8号
、2013年1月18日に出願されたオーストラリア仮出願第2013900168号、2013年6月24日に出
願されたオーストラリア仮出願第2013902305号、2013年8月6日に出願されたオーストラリ
ア仮出願第2013902945号、および、2013年9月12日に出願されたオーストラリア仮出願第2
013903509号の利益を主張する。先に参照された出願のそれぞれは、参照によりその全体
が本願に組み入れられる。
【０００２】
　3　（C）技術の背景
　3.1（1）技術の分野
　本技術は、呼吸器疾患の、診断、処置、および、改善のうちの1つ以上に関するととも
に、呼吸器疾患を防止するための手順に関する。特に、本技術は、呼吸器疾患を処置する
とともに呼吸器疾患を防止するための医療機器および該医療機器の使用に関する。
【背景技術】
【０００３】
　3.2（2）関連技術の説明
　身体の呼吸器系は、ガス交換を容易にする。鼻および口は、患者の気道への入口を形成
する。
【０００４】
　気道は一連の分岐管を含み、これらの分岐管は、それらが肺の中へとより深くまで入り
込むにつれて、より細くなり、より短くなり、より多くなる。肺の主な機能はガス交換で
あり、それにより、酸素が空気から静脈血中へと移動できるとともに、二酸化炭素が外部
へ移動できる。気管は左右の主気管支へと分かれ、更に、主気管支は最終的に終末細気管
支へと分かれる。気管支は、誘導気道を形成するものであり、ガス交換には関与しない。
気道の更なる分割は、呼吸細気管支をもたらし、最終的に肺胞をもたらす。肺の肺胞領域
は、ガス交換が行われる場所であり、呼吸域と称される。
【０００５】
　一連の呼吸器疾患が存在する。
【０００６】
　睡眠呼吸障害（SDB）の一形態である閉塞性睡眠時無呼吸（OSA）は、睡眠中の上部気道
の閉塞によって特徴付けられる。それは、異常に小さい上気道と、睡眠中の舌、軟口蓋、
および、後口腔咽頭壁の領域における筋緊張の正常損失との組み合わせに起因する。病状
により、罹患患者は、一般に30～120秒の持続期間にわたって、時として夜ごとに200～30
0回呼吸を停止する。それにより、しばしば、過度の日中傾眠を引き起こすとともに、循
環器疾患および脳損傷を引き起こす場合がある。該症候群は特に中高年の肥満男性に一般
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的な疾患であるが、罹患者はその問題に気付いていない場合がある。これについては、米
国特許第4,944,310号（Sullivan）を参照されたい。
【０００７】
　チェーン－ストークス呼吸（CSR）は、動脈血の脱酸素および再酸素化の繰り返しを引
き起こす、換気量の増大および減少の律動的な交互の周期が存在する患者の呼吸制御器の
疾患である。CSRは、反復性の低酸素症に起因して有害であると考えられる。一部の患者
において、CSRは、重度の睡眠乱れ、交感神経作用の増大、および、後負荷の増大を引き
起こす、睡眠からの反復的な覚醒と関連付けられる。これについては、米国特許第6,532,
959号（Berthon-Jones）を参照されたい。
【０００８】
　肥満低換気症候群（OHS）は、低換気の他の既知の原因がない場合の重度の肥満と覚醒
慢性的高炭酸ガス血症との組み合わせとして規定される。症状としては、呼吸困難、起床
時の頭痛、および、過度の日中の眠気が挙げられる。
【０００９】
　慢性閉塞性肺疾患（COPD）は、特定の共通の特徴を有する任意の一群の下気道疾患を包
含する。これらの特徴としては、空気移動に対する抵抗の増大、呼吸の長い呼気相、およ
び、肺の正常な弾力性の損失が挙げられる。COPDの例は、肺気腫および慢性気管支炎であ
る。COPDは、慢性的なタバコ喫煙（第一危険因子）、職業被爆、空気汚染、および、遺伝
因子によって引き起こされる。症状としては、労作時の呼吸困難、慢性咳、および、痰が
出ることが挙げられる。
【００１０】
　神経筋疾患（NMD）は、内在筋病変を介して直接的にまたは神経病変を介して間接的に
筋肉の機能を低下させる多くの疾患および病気を包含する広義語である。一部のNMD患者
は、歩行能力の喪失をもたらす進行性筋肉機能障害、車いすに束縛されること、嚥下障害
、呼吸筋力低下、および、最終的には呼吸不全による死によって特徴付けられる。神経筋
疾患は急速進行性と緩徐進行性とに分けられ得る。すなわち、（i）急速進行性疾患は、
数か月にわたって悪化して数年内に死をもたらす筋肉機能障害を特徴とし（例えば、十代
の若者の筋萎縮側索硬化症（ALS）およびデュシェンヌ型筋ジストロフィー（DMD））；（
ii）可変進行性または緩徐進行性の疾患は、数年にわたって悪化して平均余命をほんの少
し減少させる筋肉機能障害を特徴とする（例えば、肢帯筋ジストロフィー、顔面肩甲上腕
型筋ジストロフィー、および、筋強直性ジストロフィー）。NMDにおける呼吸不全の症状
としては、逓増的な全身衰弱、嚥下障害、労作時および安静時の呼吸困難、疲労、眠気、
起床時の頭痛、および、集中および情緒変化の困難が挙げられる。
【００１１】
　胸壁疾患は、呼吸筋と胸郭との間の非効率的な結合をもたらす一群の胸郭変形である。
疾患は、通常、拘束性障害によって特徴付けられるとともに、長期高炭酸ガス性呼吸不全
を共有する。脊柱側弯症および／または脊椎後側弯症が重度の呼吸不全を引き起こす場合
がある。呼吸不全の症状としては、労作時の呼吸困難、末梢浮腫、起座呼吸、反復性肺感
染症、起床時の頭痛、疲労、睡眠の質の低下、および、食欲不振が挙げられる。
【００１２】
　それ以外には、健常人が、呼吸器疾患の発症を防止するためにシステムおよび装置をう
まく利用してもよい。
【００１３】
　3.2.1　システム
　SDBを処置するために使用される1つの既知の製品は、レスメドリミテッドにより製造さ
れるS9睡眠治療システムである。
【００１４】
　3.2.2　治療
　閉塞性睡眠時無呼吸（OSA）を処置するために鼻持続的気道陽圧（CPAP）治療が使用さ
れてきた。前提は、持続的気道陽圧が、空気圧スプリントとして作用するとともに、軟口



(6) JP 6474733 B2 2019.2.27

10

20

30

40

50

蓋および舌を後口腔咽頭壁から離れるように前方へ押し進めることによって上気道閉塞を
防止し得ることである。
【００１５】
　OHS、COPD、MD、および、胸壁疾患を処置するために非侵襲的換気（NIV）が使用されて
きた。
【００１６】
　3.2.3　患者インタフェース
　患者の気道の入口に対する所定供給量の陽圧空気の印加は、鼻マスク、フルフェースマ
スク、または、鼻枕などの患者インタフェースの使用によって容易にされる。フルフェー
スマスクは、少なくとも鼻孔および口を覆う1つのシール形成部または少なくとも鼻孔お
よび口を個別に覆う複数のシール形成部を有するマスクを含む。一連の患者インタフェー
ス装置が知られているが、それらの多くは、非常に目立ち、審美的に望ましくなく、取り
付け具合いが悪く、使用するのが難しく、特に長期間にわたって着用されるときまたは患
者がシステムに不慣れなときに不快である、といったことの1つ以上に見舞われる。飛行
士のために、個人的保護器具の一部として、または、麻酔薬の投与のためにのみ設計され
たマスクは、それらの当初の用途においては許容できる場合があるが、それにもかかわら
ず、長期間にわたって、例えば睡眠中に着用するには不快であり、望ましくない。
【００１７】
　3.2.3.1　シール形成構造体
　患者インタフェースは一般にシール形成構造体を含む。
【００１８】
　1つのタイプのシール形成構造体は、患者インタフェースの外周にわたって延在すると
ともに、シール形成構造体をユーザの顔面と突き合わせ係合させた状態で力が患者インタ
フェースに印加されるときにユーザの顔面に対してシールするようになっている。シール
形成構造体は、空気充填クッションまたは流体充填クッション、または、ゴムなどのエラ
ストマーから成る弾性シール要素の成形面または形成面を含む場合がある。この種のシー
ル形成構造体を用いると、嵌め合いが適切でなければ、シール形成構造体と顔面との間に
隙間が存在し、また、患者インタフェースを顔面に押して付けてシールを達成するために
更なる力が必要とされる。
【００１９】
　他のタイプのシール形成構造体は、陽圧がマスク内に印加されるときにユーザの顔面に
対する自己シール作用をもたらすようにマスクの外周にわたって位置付けられる薄い材料
のフラップシールを組み込む。これまでのスタイルのシール形成構造体のように、顔面と
マスクとの間の適合が良くなければ、シールを行うために更なる力が必要とされる場合が
あり、または、マスクが漏れる場合がある。また、シール形成構造体の形状が患者の形状
と適合しなければ、シール形成構造体が使用時に折れ、または座屈する場合があり、それ
により、漏れが生じる。
【００２０】
　他の形態のシール形成構造体は、シールを行うために接着剤を使用する場合がある。一
部の患者は、接着剤を自分達の顔面に絶えず塗布して除去することが不便であると感じる
場合がある。
【００２１】
　一連の患者インタフェースシール形成構造体技術は、レスメドリミテッドに譲渡された
以下の特許出願、すなわち、国際公開第1998/004,310号；国際公開第2006/074,513号；国
際公開第2010/135,785号に開示される。
【００２２】
　3.2.3.2　位置決め安定化
　陽圧空気治療のために使用される患者インタフェースのシール形成構造体は、シールに
支障を来す空気圧の対応する力に晒される。したがって、シール形成構造体を位置決めし
てそれを顔の適切な部分とのシール関係に維持するために様々な技術が使用されてきた。
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【００２３】
　1つの技術は接着剤の使用である。これについては、例えば米国特許出願第2010/000053
4号を参照されたい。
【００２４】
　他の技術は、1つ以上のストラップおよび安定化ハーネスの使用である。多くのそのよ
うなハーネスは、似合わない、嵩張る、不快、および、使用し難いといったことの1つ以
上に見舞われる。
【００２５】
　「リジダイザ」としても知られる硬質要素が拡張性のヘッドギアと共にこれまで使用さ
れてきた。1つの既知の問題は、大面積の拡張性材料に取り外し不能に取り付けられる（
例えば、積層され、または縫い合わされる）リジダイザが、材料の伸長可能長さを制限し
、したがって、ヘッドギア全体の弾性特性に影響を及ぼすという事実と関連付けられる。
他の問題は、リジダイザおよび拡張性材料の両方をそれらが互いに取り外し不能に取り付
けられることから一緒に洗浄する必要があるヘッドギアの洗浄に関係する。
【００２６】
　3.2.3.3　通気孔技術
　患者インタフェースシステムの幾つかの形態は、吐き出された二酸化炭素の流出を可能
にするための通気孔を含んでもよい。多くのそのような通気孔は雑音がある。他の通気孔
は、使用時に塞がって不十分な流出をもたらす場合がある。一部の通気孔は、例えば雑音
または集束気流によって、患者のベッドパートナーの睡眠を乱す場合がある。一部の通気
孔は、適切に洗浄することができず、それらが塞がった後に廃棄しなければならない。一
部の通気孔は、短い継続期間、すなわち、3か月未満の期間にわたって使用されるように
なっており、したがって、洗浄または頻繁な洗浄を防止して通気孔のより頻繁な交換を促
すべく脆弱な材料から製造される。
【００２７】
　レスメドリミテッドは多くの改良されたマスク通気孔技術を開発してきた。これについ
ては、国際公開第1998/034,665号；国際公開第2000/078,381号；米国特許第6,581,594号
；米国特許出願第2009/0050156号；米国特許出願第2009/0044808号を参照されたい。
【００２８】
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【表１】

【００２９】
　様々な対象の音圧値が以下に挙げられる。
【００３０】
【表２】

【００３１】
　3.2.3.4　鼻枕技術
　1つの形態の鼻枕がPuritan Bennettにより製造されるAdam Circuitにおいて見出される
。他の鼻枕または鼻パフは、Puritan Bennettコーポレーションに譲渡された米国特許第4
,782,832号（Trimbleおよびその他）の主題である。
【００３２】
　レスメドリミテッドは、鼻枕を組み込む以下の製品、すなわち、SWIFT（商標）鼻枕マ
スク、SWIFT II（商標）鼻枕マスク、SWIFT LT（商標）鼻枕マスク、SWIFT FX（商標）鼻
枕マスク、および、LIBERTYフルフェースマスクを製造してきた。レスメドリミテッドに
譲渡された以下の特許出願、すなわち、国際特許出願国際公開第2004/073,778号（数ある
中でも、ResMed SWIFT（商標）鼻枕の態様について記載する）、米国特許出願2009/00448
08（数ある中でも、ResMed SWIFT LT鼻枕の態様について記載する）、国際特許出願国際
公開第2005/063,328号および国際公開第2006/130,903号（数ある中でも、ResMed LIBERTY
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（商標）フルフェースマスクについて記載する）、国際特許出願国際公開第2009/052,560
号（数ある中でも、ResMed SWIFT FX（商標）鼻枕の態様について記載する）は、鼻枕マ
スクについて記載する。
【００３３】
　3.2.4　PAP装置
　陽圧空気は、一般に、モータ駆動ブロワなどのPAP装置によって患者の気道へ供給され
る。ブロワの出口は、可撓性の送出導管を介して、前述した患者インタフェースに接続さ
れる。
【００３４】
　3.2.5　下顎再配置
　下顎再配置装置（MRD）は、睡眠時無呼吸のための処置オプションのうちの1つである。
この装置は、睡眠中に下顎を前方位置に保持する歯科医から入手できる特注の調整可能な
口腔器具である。この機械的な突出は、舌の背後の空間を広げて、張力を咽頭壁に作用さ
せ、気道のつぶれを減少させるとともに、口蓋振動を減少させる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００３５】
　4　（D）技術の簡単な概要
　本技術は、快適さ、コスト、有効性、容易な使用、および、製造可能性の向上のうちの
1つ以上を有する、呼吸器疾患の診断、改善、処置、または予防において使用される医療
装置を提供することを対象とする。
【課題を解決するための手段】
【００３６】
　本技術の1つの態様は、呼吸器疾患の診断、改善、処置、または予防において使用され
る機器に関する。
【００３７】
　本技術の他の態様は、患者インタフェース、空気回路、および、陽圧空気源を含む呼吸
器疾患を処置するための機器に関する。
【００３８】
　本技術の他の態様は、呼吸器疾患の診断、改善、処置、または予防において使用される
方法に関する。
【００３９】
　本技術の他の態様は、周囲気圧に対して持続的に陽圧の呼吸用ガス流を少なくとも患者
の鼻孔の入口を含む患者の気道への入口にシール状態で送出するための患者インタフェー
スであって、患者インタフェースが、睡眠呼吸障害を改善するために、患者が眠っている
間、患者の呼吸サイクルの全体にわたって、使用時の周囲気圧よりも約4cmH2O～約30cmH2
O上回る範囲内に治療圧を維持するように構成される、患者インタフェースに関する。一
例において、患者インタフェースは、患者の気道に対してシールを形成するようになって
いるシール形成構造体と、使用時の周囲圧力を上回る圧力で加圧されるプレナムチャンバ
とを含むクッションアセンブリと、患者の気道への入口で治療圧を維持しつつ、クッショ
ンアセンブリを患者の気道への入口を取り囲む部位とシール接触している状態に維持する
ための位置決め安定化構造体と、患者により吐き出されるCO2の再呼吸を最小限に抑える
ために、患者が吐き出すCO2が患者インタフェースの外部へ流出するのを可能にするよう
に構成されるガス流出通気孔と、クッションアセンブリと解放可能に係合するとともに位
置決め安定化構造体に対する接続を行うためのフレームアセンブリとを含む。
【００４０】
　本技術の1つの形態の1つの態様は、洗浄のために取り外しできるシール形成構造体を有
する患者インタフェースである。本技術の望みは、従来技術の患者インタフェースと比べ
て軽量で、従来技術の患者インタフェースと比べて目立たず、および、従来技術の患者イ
ンタフェースと比べて使用時に静かである患者インタフェースを提供することである。ま
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た、治療開始前にマスク構成要素を接続する際に患者が直観的に理解できるとともに、治
療のために調整して着用することが簡単な患者インタフェースを提供することが望ましい
。
【００４１】
　本技術の1つの形態の一態様は、硬質－硬質間接続を介して患者インタフェース上の所
定位置に位置決めできるシール形成構造体を有する患者インタフェースである。本技術の
1つの形態の他の態様は、患者インタフェースのヘッドギア部分の分離を必要とすること
なく洗浄のために取り外すことができる患者インタフェースのシール形成構造体である。
本発明の他の態様は、シール形成構造体に設けられる保持構造体のフレームアセンブリか
らの離脱を可能にするためにシール形成構造体の側面を圧搾することによってフレームア
センブリから取り外しできるシール形成構造体を有する患者インタフェースである。
【００４２】
　本技術の1つの形態の他の態様は、患者の気道の入口へ供給加圧空気または呼吸用供給
ガスを送出するための患者インタフェースであって、保持構造体と、該保持構造体に取り
外し不能に接続されるシール形成構造体とを含むクッション部材と、フレーム部材とを含
み、保持構造体とフレーム部材とが繰り返し互いに係脱可能であり、ガスチャンバが少な
くとも部分的にクッション部材とフレーム部材との係合によって形成され、クッション部
材内の空気圧の増大がシール形成構造体とフレーム部材との間のシール力を増大させ、シ
ール形成構造体が単一のオリフィスによって患者の両方の鼻孔を扱う、患者インタフェー
スである。シール形成構造体は保持構造体と共成形されてもよい。クッション部材は、ク
ッション部材の側面上の2つの両側の場所をつまむことによって繰り返してフレーム部材
に対して取り外し可能に係脱されてもよい。クッション部材は、保持構造体とフレーム部
材とが互いに取り付けられるときにフレーム部材に対してシールを形成するシールリップ
を備えてもよく、クッション部材内の空気圧が増大するときに、シール力が増大してもよ
い。シールリップは、シール形成構造体と一体の連続する内周縁であってもよい。保持構
造体およびフレーム部材がシール形成構造体よりも硬質であってもよい。クッション部材
は、使用時に患者の上唇と隣り合って位置付けられるように構成されて配置された後壁を
有するプレナムチャンバを備えてもよく、プレナムチャンバが保持構造体とシール形成構
造体との間に位置付けられてもよい。患者インタフェースは、フレーム部材に直接に接続
される位置決め安定化構造体または位置決め安定化構造体のためのコネクタを更に備えて
もよい。プレナムチャンバがシールリップを備えてもよく、シールリップがプレナムチャ
ンバのプレナム接続領域に位置付けられ、また、シールリップは、クッション部材とフレ
ーム部材との間に空気圧シールを形成するようになっていてもよく、シールリップは、プ
レナムチャンバの内周の一部または全体あるいは外周の一部または全体にわたって配置さ
れてもよい。患者インタフェースは、プレナムチャンバの内周の一部または全体にわたっ
てあるいはプレナムチャンバの外周の一部または全体にわたって配置された更なるシール
リップを更に備えてもよい。シールリップは、プレナムチャンバからシール形成構造体と
は略反対の方向に角度を成して延在してもよい。シールリップは、シール形成構造体へと
ほぼ向かう方向で変形できるように構成されて配置されてもよく、それにより、フレーム
がプレナム接続領域を介してプレナムチャンバに取り付けられるときにプレナムチャンバ
とフレームとの間に空気圧シールが形成されてもよい。シールリップとプレナムチャンバ
とが一体を成してもよい。プレナム接続領域とプレナムチャンバとが共成形または射出成
形によって取り付け固定されてもよい。プレナム接続領域およびプレナムチャンバが異な
る材料を備えてもよく、また、プレナムチャンバは、プレナム接続領域よりも柔軟な材料
を備えてもよい。プレナムチャンバがエラストマー材料を備えてもよく、また、プレナム
接続領域は、プレナムチャンバのエラストマー材料よりも高いデュロメータを有する熱可
塑性高分子、高デュロメータシリコーン、熱硬化性または熱可塑性のエラストマーを備え
てもよい。プレナム接続領域およびフレームが等価な材料から形成されてもよい。プレナ
ム接続領域は、フレームとの接続を容易にするために少なくとも1つの保持機能部を備え
てもよく、フレームは、少なくとも1つの相補的なフレーム接続領域を備えて、それに対
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応する少なくとも1つの保持機能部を受けてもよい。一例において、少なくとも1つのフレ
ーム接続領域に対する少なくとも1つの保持機能部の完全な係合は、プレナム接続領域が
フレームに取り付けられるときに、聞き取れるクリック音を発生させてもよい。少なくと
も1つの保持機能部が第1の保持機能部および第2の保持機能部を備えてもよく、少なくと
も1つのフレーム接続領域が第1のフレーム接続領域および第2のフレーム接続領域を備え
てもよい。第1の保持機能部は、第2の保持機能部を第1のフレーム接続領域に係合させる
ことができないように、第1のフレーム接続領域に対して相補的に寸法付けられてもよい
。保持機能部が鉤状部であってもよく、また、フレーム接続領域がスロットであってもよ
い。
【００４３】
　本技術の1つの形態の他の態様は、呼吸用ガスを患者に与えるための患者インタフェー
スである。患者インタフェースは、プレナム接続領域を有するプレナムチャンバと、プレ
ナムチャンバに配置されたシール形成構造体であって、シール形成構造体が単一のオリフ
ィスによって患者の両方の鼻孔を扱う、シール形成構造体と、フレーム接続領域とヘッド
ギア接続領域とを備えるフレームと備え、フレーム接続領域は、プレナム接続領域でプレ
ナムチャンバに取り付くように構成され、シールリップがプレナム接続領域とフレーム接
続領域との間に空気圧シールを形成するようになっている。フレーム接続領域は、プレナ
ム接続領域との接続を容易にするために少なくとも1つの保持機能部を備えてもよく、プ
レナム接続領域は、少なくとも1つの相補的な接続領域を備えて、それに対応する少なく
とも1つの保持機能部を受けてもよい。少なくとも1つの保持機能部のそれぞれが鉤状部を
備えてもよく、鉤状部が前面および後面を有し、また、少なくとも1つの相補的な接続領
域が引き込み面および保持面を備えてもよい。
【００４４】
　本技術の1つの形態の他の態様は、患者の鼻気道の入口のみへ供給加圧空気または呼吸
用供給ガスを送出するための患者インタフェースである。患者インタフェースは、保持構
造体と、該保持構造体に取り外し不能に接続されるシール形成構造体とを含むクッション
部材と、単一のオリフィスによって患者の両方の鼻孔を扱うシール形成構造体と、フレー
ム部材とを含み、保持構造体とフレーム部材とが繰り返し互いに係脱可能であり、クッシ
ョン部材内の空気圧の増大がシール形成構造体とフレーム部材との間のシール力を増大さ
せる。
【００４５】
　本技術の1つの形態の他の態様は、患者の気道の入口へ供給加圧空気または呼吸用供給
ガスを送出するための患者インタフェースのためのクッション部材である。クッション部
材は、フレーム部材との繰り返し可能な係合およびフレーム部材からの繰り返し可能な離
脱のための保持構造体と、保持構造体に取り外し不能に接続されるシール形成構造体であ
って、該シール形成構造体が単一のオリフィスによって患者の両方の鼻孔を扱う、シール
形成構造体とを含み、シール形成構造体が第1の材料から形成され、保持構造体は、第1の
材料とは異なる機械的特性を有する第2の材料から形成され、第2の材料が第1の材料より
も硬質であり、また、クッション部材内の空気圧の増大は、シール形成構造体とフレーム
部材との間のシール力を高める。第1の材料がシリコーンであってもよく、第2の材料は、
第1の材料よりも高いデュロメータを有するシリコーンであってもよい。クッション部材
は、保持構造体とシール形成構造体との間に位置付けられるプレナムチャンバを更に備え
てもよい。第1の材料は、シール形成構造体が指圧に容易に順応できるようにし、第2の材
料は、保持構造体が指圧に容易に順応しないようにする。
【００４６】
　本技術の1つの形態の他の態様は、患者の気道の入口へ供給加圧空気または呼吸用供給
ガスを送出するための患者インタフェースのためのクッション部材である。クッション部
材は、フレーム部材との繰り返し可能な係合およびフレーム部材からの繰り返し可能な離
脱のための保持構造体と、保持構造体に取り外し不能に接続されるシール形成構造体であ
って、該シール形成構造体が単一のオリフィスによって患者の両方の鼻孔を扱う、シール
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形成構造体とを含み、シール形成構造体が第1の材料から形成され、保持構造体は、第1の
材料とは異なる、第1の材料よりも硬質の第2の材料から形成され、第1の材料は、シール
形成構造体が指圧に容易に順応できるようにし、第2の材料は、保持構造体が指圧に容易
に順応しないようにする。
【００４７】
　本技術の1つの形態の他の態様は、患者の気道の入口へ供給加圧空気または呼吸用供給
ガスを送出するための患者インタフェースのためのクッション部材である。クッション部
材は、フレーム部材との繰り返し可能な係合およびフレーム部材からの繰り返し可能な離
脱のための保持構造体と、保持構造体に接続されるシール形成構造体であって、該シール
形成構造体が単一のオリフィスによって患者の両方の鼻孔を扱う、シール形成構造体とを
含み、シール形成構造体が第1の材料から形成され、保持構造体は、第1の材料とは異なる
、第1の材料よりも硬質の第2の材料から形成され、また、保持構造体は、フレーム部材と
接触する前側に連続的な外周縁を有する。
【００４８】
　本技術の1つの形態の他の態様は、患者の気道の入口へ供給加圧空気または呼吸用供給
ガスを送出するための患者インタフェースであって、単一のオリフィスによって患者の両
方の鼻孔を扱うシール形成構造体を含むクッション部材と、フレーム部材と、フレーム部
材に取り外し不能に接続されて呼吸機器から呼吸用ガスを供給するためのガス送出チュー
ブとを含む患者インタフェースである。ガス送出チューブは、複数の隣り合うコイルから
構成される螺旋コイルであって、隣り合うコイルのそれぞれが、一定幅だけ離間され、且
つコイル直径を画定する外面を有する、螺旋コイルと、螺旋コイルと同軸で、複数の隣り
合うコイルのうちの隣り合うコイル間で螺旋コイルに取り付けられる材料のウェブであっ
て、複数の隣り合うコイルのうちの隣り合うコイル間で径方向外側に延在する少なくとも
1つの折り曲げ部を有し、少なくとも1つの折り曲げ部が所定の折り曲げ線によって画定さ
れる、材料のウェブとを含む。少なくとも1つの折り曲げ部の頂点が折り曲げ部直径を画
定する。ガス送出チューブがニュートラル状態にあるときに、コイル直径が折り曲げ部直
径にほぼ等しく、ニュートラル状態では隣り合うコイルが互いに離間され、また、螺旋コ
イルおよび材料のウェブは熱可塑性材料から形成される。ガス送出チューブは、3つの異
なる状態、すなわち、ガス送出チューブがニュートラル長さを備えるニュートラル状態、
ガス送出チューブがその長手方向軸線に沿ってニュートラル長さよりも長い伸張長さまで
伸ばされる伸長状態、および、ガス送出チューブがその長手方向軸線に沿ってニュートラ
ル長さよりも短い圧縮長さまで圧縮される圧縮状態のうちの1つを含む。
【００４９】
　本技術の1つの形態の他の態様は、患者の気道の入口へ供給加圧空気または呼吸用供給
ガスを送出するための患者インタフェースであって、単一のオリフィスによって患者の両
方の鼻孔を扱うシール形成構造体を含むクッション部材と、フレーム部材と、フレーム部
材に取り外し不能に接続されて呼吸機器から呼吸用ガスを供給するためのガス送出チュー
ブとを含む患者インタフェースである。ガス送出チューブは、複数の隣り合うコイルから
構成される螺旋コイルであって、隣り合うコイルのそれぞれが一定幅だけ離間される螺旋
コイルと、螺旋コイルと同軸で、複数の隣り合うコイルのうちの隣り合うコイル間で螺旋
コイルに取り付けられる材料のウェブであって、複数の隣り合うコイルのうちの隣り合う
コイル間で径方向外側に延在する少なくとも1つの折り曲げ部を有し、少なくとも1つの折
り曲げ部が所定の折り曲げ線によって画定される、材料のウェブと、チューブをフレーム
部材に対して取り外し不能且つ回転不能に接続するための第1の端部カフと、チューブア
ダプタと解放可能且つ回転可能に接続するための第2の端部カフとを含む。ガス送出チュ
ーブは、3つの異なる状態、すなわち、ガス送出チューブがニュートラル長さを備えるニ
ュートラル状態、ガス送出チューブがその長手方向軸線に沿ってニュートラル長さよりも
長い伸張長さまで伸ばされる伸長状態、および、ガス送出チューブがその長手方向軸線に
沿ってニュートラル長さよりも短い圧縮長さまで圧縮される圧縮状態のうちの1つを含む
。



(13) JP 6474733 B2 2019.2.27

10

20

30

40

50

【００５０】
　本技術の1つの形態の他の態様は、患者の気道の入口へ供給加圧空気または呼吸用供給
ガスを送出するための患者インタフェースであって、単一のオリフィスによって患者の両
方の鼻孔を扱うシール形成構造体を含むクッション部材と、フレーム部材と、フレーム部
材に取り外し不能に接続されて呼吸機器から呼吸用ガスを供給するためのガス送出チュー
ブとを含む患者インタフェースである。ガス送出チューブは、それぞれが一定幅だけ離間
される複数のコイルと、コイルと同軸で、複数のコイルのうちの隣り合うコイル間でコイ
ルに取り付けられる材料のウェブであって、複数のコイルのうちの隣り合うコイル間で径
方向外側に延在する少なくとも1つの折り曲げ部を有し、少なくとも1つの折り曲げ部が山
によって画定される、材料のウェブとを含む。材料のウェブは、コイルの第1の側と隣り
合う瘤部と、コイルの第2の側と隣り合う傾斜部とを含み、第2の側が第1の側の反対側に
ある。ガス送出チューブがニュートラル状態にあるときに、傾斜部から隣り合う山までの
材料のウェブの傾きは、瘤部から隣り合う山までの材料のウェブの傾きよりも急である。
【００５１】
　本技術の1つの形態の他の態様は、患者の気道の入口へ供給加圧空気または呼吸用供給
ガスを送出するための患者インタフェースであって、単一のオリフィスによって患者の両
方の鼻孔を扱うシール形成構造体を含むクッション部材と、フレーム部材と、フレーム部
材に取り外し不能に接続されて呼吸機器から呼吸用ガスを供給するためのガス送出チュー
ブとを含む患者インタフェースである。ガス送出チューブは、複数の隣り合うコイルから
構成される螺旋コイルであって、隣り合うコイルのそれぞれが一定幅だけ離間される、螺
旋コイルと、螺旋コイルと同軸で、複数の隣り合うコイルのうちの隣り合うコイル間で螺
旋コイルに取り付けられる、材料のウェブとを含む。複数の隣り合うコイルのうちの隣り
合うコイル同士を離間させる幅は、ガス送出チューブがニュートラル状態にあるときの螺
旋コイルの幅にほぼ等しい。
【００５２】
　本技術の1つの形態の他の態様は、患者の気道の入口へ供給加圧空気または呼吸用供給
ガスを送出するための患者インタフェースのためのクッション部材であり、クッション部
材は、フレーム部材との繰り返し可能な係合およびフレーム部材からの繰り返し可能な離
脱のための保持構造体と、保持構造体に接続されるシール形成構造体であって、該シール
形成構造体が単一のオリフィスによって患者の両方の鼻孔を扱う、シール形成構造体とを
含む。シール形成構造体が第1の材料から形成され、保持構造体は、第1の材料とは異なる
、第1の材料よりも硬質の第2の材料から形成される。シール形成構造体は、患者の上唇に
加わる圧力を軽減するために略平坦な下壁を有する。
【００５３】
　本技術の1つの形態の一態様は、本明細書中に記載される患者インタフェースを製造す
る方法である。本技術の望みは、製造効率を高めるために従来技術の患者インタフェース
を製造する方法よりも複雑さが低く、少ない原材料を使用するとともに、操作者による組
み付けに要する時間が少ない製造方法を提供することである。
【００５４】
　本技術の1つの形態の他の態様は、意図される着用者（すなわち、患者）の外周形状と
一致するとともに意図される着用者の顔面と密に適合するようになっている明確に画定さ
れる外周形状を伴って成形されまたはその他の方法で構成される患者インタフェースであ
る。
【００５５】
　本技術の1つの形態の他の態様は、患者インタフェースの位置決め安定化構造体のため
のヘッドギアクリップであって、ヘッドギアクリップをフレームアセンブリのヘッドギア
接続ポイントに機械的に係合させるとともに、ヘッドギアクリップがヘッドギア接続ポイ
ントに対して回転できるようにするための機械的構造体と、ヘッドギアクリップをヘッド
ギア接続ポイントと磁気的に係合させるための磁石と、ヘッドギアストラップが挿通され
るスロットであってヘッドギアストラップを受けるためのスロットとを含むヘッドギアク
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リップであり、機械的構造体は、ヘッドギア張力が加えられるときにフランクフォート水
平方向と略平行な方向でのヘッドギアクリップの直線移動を防止し、機械的構造体は、ヘ
ッドギア接続ポイントを受けるようにされた空間を画定する隆起壁を含む。隆起壁が半円
の形状を成してもよく、また、ヘッドギア接続ポイントは、隆起壁と係合するように構造
化された隆起面を与える円筒部を含んでもよい。磁石は、プラスチック材料の上端層とプ
ラスチック材料の下端層とによってヘッドギアクリップ内に保持されてもよい。機械的構
造体は、プラスチック材料の下端層から離れるように突出する隆起壁であってもよい。隆
起壁は、磁石の周囲の外周部から突出してもよい。隆起壁が半円断面を有してもよい。磁
石がプラスチック材料中に完全に封入されてもよい。スロットは細長く、スロットの長手
方向軸線が使用時に名目上の垂直軸線と平行に方向付けられてもよい。ヘッドギアクリッ
プがヘッドギア接続ポイントと係合されてヘッドギア張力が加えられるときに、スロット
が下側アームおよびフレームアセンブリによって遮られなくてもよい。ヘッドギア接続ポ
イントが磁石を備えてもよい。ヘッドギア接続ポイントの磁石がプラスチック材料中に完
全に封入されてもよい。ヘッドギア接続ポイントの磁石は、下側アーム内に完全に封入さ
れてもよい。ヘッドギア接続ポイントは、ヘッドギア張力が加えられるときに隆起壁に当
接するようにフレームアセンブリの下側アームから隆起される面であってもよい。ヘッド
ギアストラップの長さを調整することによってヘッドギア張力が加えられるときに、ヘッ
ドギアクリップは、下側アームとの機械的且つ磁気的な係合を維持して、下側アームに対
して回転してもよい。ヘッドギアクリップおよび／またはヘッドギア接続ポイントの磁石
は、強磁性材料、永久磁石、または、電磁石であってもよい。
【００５６】
　本技術の1つの形態の他の態様は、患者の気道の入口へ供給加圧空気または呼吸用供給
ガスを送出するための患者インタフェースのためのフレームである。フレームは、本体と
、本体から延在する少なくとも1つのアームとを含む。少なくとも1つのアームは、該アー
ムの遠位端部にヘッドギア接続ポイントを備える。ヘッドギア接続ポイントは、患者イン
タフェースの位置決め安定化構造体と磁気的に接続するように構造化された磁石を含む。
【００５７】
　本技術の1つの形態の他の態様は、患者の気道の入口へ供給加圧空気または呼吸用供給
ガスを送出するための患者インタフェースのためのフレームである。フレームは、供給加
圧空気または呼吸用供給ガスの送出のためのチューブと連通するようになっている接続ポ
ートと、患者インタフェースからの呼気またはガスの流出を許容するように構造化された
通気孔と、通気孔を介した呼気またはガスを、接続ポートを介した供給加圧空気または呼
吸用供給ガスから分離するように構造化されたバッフルとを含む。
【００５８】
　本技術の1つの形態の他の態様は、患者の鼻気道の入口のみへ供給加圧空気または呼吸
用供給ガスを送出するための患者インタフェースのためのフレームアセンブリである。フ
レームアセンブリは、リング部材と、リング部材上に位置付けられる下側アーム接続ポイ
ントから径方向に延在する下側アームと、リング部材上の上側位置でリング部材から後方
へ延在する連結部材と、連結部材の遠位端部にある上側アーム接続ポイントから、下側ア
ーム接続ポイントが上側アーム接続ポイントよりも前方の位置にあるように延在する上側
アームとを含む。上側アーム接続ポイントおよび下側アーム接続ポイントは、患者の顔面
に対するフレームアセンブリに最大傾斜範囲を与えるように所定の距離を隔てて離間され
る。
【００５９】
　本技術の1つの形態の他の態様は、患者の気道の入口へ供給加圧空気または呼吸用供給
ガスを送出するための患者インタフェースを分解する方法である。方法は、シール形成構
造体のフレームからの離脱を可能にするためにシール形成構造体の側面を圧搾するあるい
はつまむことを含む。
【００６０】
　本技術の1つの形態の一態様は、患者インタフェースを製造する方法である。
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【００６１】
　無論、態様の一部が本技術の下位態様を形成してもよい。また、下位態様および／また
は態様のうちの様々な態様部分は、様々な方法で組み合わされてもよく、また、本技術の
更なる態様または下位態様も構成する。
【００６２】
　本技術の他の特徴は、以下の詳細な説明、要約、図面、および、特許請求の範囲に含ま
れる情報を考慮することにより明らかである。
【００６３】
　5　（E）図面の幾つかの図の簡単な説明
　本技術は、以下の添付図面の図に一例として示されており、限定的に示されるものでは
ない。図中、同様の参照数字は同様の要素を示す。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
　5.1　処置システム
【図１ａ】本技術に係るシステムを示す。患者インタフェース3000を着用する患者1000は
、PAP装置4000から陽圧の空気の供給を受ける。PAP装置4000からの空気は、加湿器5000で
加湿されて、空気回路4170に沿って患者1000へと通過する。
【図１ｂ】鼻マスクを伴う患者1000に用いるPAP装置4000を示す。
【図１ｃ】フルフェースマスクを伴う患者1000に用いるPAP装置4000を示す。　5.2　治療
　5.2.1　呼吸器系
【図２ａ】鼻腔および口腔、喉頭、声帯、食道、気管、気管支、肺、肺胞嚢、心臓、およ
び、横隔膜を含む人の呼吸器系の全体図を示す。
【図２ｂ】鼻腔、鼻骨、側鼻軟骨、大鼻翼軟骨、鼻孔、上唇、下唇、喉頭、硬口蓋、軟口
蓋、中咽頭、舌、喉頭蓋、声帯、食道、および、気管を含む人の上気道の図を示す。　5.
2.2　顔面生体構造
【図２ｃ】上唇、上唇紅、下唇紅、下唇、口幅、目頭部分、鼻翼、鼻唇溝、および、口角
点を含めて特定された表面生体構造の幾つかの特徴を伴う顔の正面図である。
【図２ｄ】眉間、鼻根、鼻尖、鼻棘、上唇、下唇、上顎、鼻稜部、上耳底、および、下耳
底を含めて特定された表面生体構造の幾つかの特徴を伴う頭部の側面図である。また、上
および下、並びに、前および後の方向も示される。
【図２ｅ】頭部の更なる側面図である。フランクフォート水平面および鼻唇角のおおよそ
の位置が示される。
【図２ｆ】鼻の底面図を示す。
【図２ｇ】鼻の表面特徴の側面図を示す。
【図２ｈ】外側軟骨、中隔軟骨、大鼻翼軟骨、小鼻翼軟骨、および、線維脂肪組織を含む
鼻の皮下構造を示す。
【図２ｉ】特に中隔軟骨および大鼻翼軟骨の内側脚を示す、矢状面から約数ミリメートル
の鼻の内側剥離を示す。
【図２ｊ】前頭骨、側頭骨、鼻骨、および、頬骨を含む頭蓋骨の骨の正面図を示す。鼻甲
介が示され、同様に、上顎、下顎、および、オトガイ隆起も示される。
【図２ｋ】頭部の表面の輪郭および幾つかの筋肉を伴う頭蓋骨の側面図を示す。以下の骨
、すなわち、前頭骨、蝶形骨、鼻骨、頬骨、上顎骨、下顎骨、頭頂骨、側頭骨、および、
後頭骨が示される。オトガイ隆起が示される。以下の筋肉、すなわち、二腹筋、咬筋、胸
鎖乳突筋、および、僧帽筋が示される。
【図２ｌ】鼻の前方側面図を示す。　5.3　PAP装置および加湿器
【図３ａ】本技術の一例に係るPAP装置の分解図を示す。
【図３ｂ】本技術の1つの形態に係る加湿器の斜視図を示す。
【図３ｃ】本技術の1つの形態に係るPAP装置の空気圧回路の概略図を示す。上流方向およ
び下流方向が示される。　5.4　患者インタフェース
【図４】本技術の一例に係るニュートラル状態の短チューブを示す。
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【図５】本技術の一例に係る圧縮状態の短チューブの側面図である。
【図６】本技術の一例に係る伸長状態の短チューブの側面図である。
【図７】本技術の一例に係る湾曲状態の短チューブの側面図である。
【図８】本技術の一例に係る図7に示される線163－163に沿ってとられた短チューブの断
面図を示す。
【図９】本技術の一例に係る湾曲された伸長状態の短チューブの斜視図を示す。
【図１０】伸長が始まる前にチューブの下端におけるチューブの長手方向軸線が伸長方向
に対して垂直な状態でチューブの下端が所定位置に保持される、30mm、60mm、90mm、およ
び、120mmの長さだけ伸長される本技術の1つの形態に係るチューブを示す。
【図１１】伸長が始まる前にチューブの下端におけるチューブの長手方向軸線が伸長方向
に対して垂直な状態でチューブの下端が所定位置に保持される、30mm、60mm、90mm、およ
び、120mmの長さだけ伸長される本技術の1つの形態に係るチューブを示す。
【図１２】伸長が始まる前にチューブの下端におけるチューブの長手方向軸線が伸長方向
に対して垂直な状態でチューブの下端が所定位置に保持される、30mm、60mm、90mm、およ
び、120mmの長さだけ伸長される本技術の1つの形態に係るチューブを示す。
【図１３】伸長が始まる前にチューブの下端におけるチューブの長手方向軸線が伸長方向
に対して垂直な状態でチューブの下端が所定位置に保持される、30mm、60mm、90mm、およ
び、120mmの長さだけ伸長される本技術の1つの形態に係るチューブを示す。
【図１４】伸長が始まる前にチューブの下端におけるチューブの長手方向軸線が伸長方向
に対して垂直な状態でチューブの下端が所定位置に保持される、30mm、60mm、90mm、およ
び、120mmの長さだけ伸長される本技術の1つの形態に係るチューブを示す。
【図１５】伸長が始まる前にチューブの下端でその長手方向軸線が伸長方向に対して垂直
な状態でチューブの下端が所定位置に保持される、30mm、60mm、90mm、および、120mmの
長さだけ伸長されるResMed（商標）Swift FX（商標）鼻枕マスクチューブを示す。
【図１６】伸長が始まる前にチューブの下端でその長手方向軸線が伸長方向に対して垂直
な状態でチューブの下端が所定位置に保持される、30mm、60mm、90mm、および、120mmの
長さだけ伸長されるResMed（商標）Swift FX（商標）鼻枕マスクチューブを示す。
【図１７】伸長が始まる前にチューブの下端でその長手方向軸線が伸長方向に対して垂直
な状態でチューブの下端が所定位置に保持される、30mm、60mm、90mm、および、120mmの
長さだけ伸長されるResMed（商標）Swift FX（商標）鼻枕マスクチューブを示す。
【図１８】伸長が始まる前にチューブの下端でその長手方向軸線が伸長方向に対して垂直
な状態でチューブの下端が所定位置に保持される、30mm、60mm、90mm、および、120mmの
長さだけ伸長されるResMed（商標）Swift FX（商標）鼻枕マスクチューブを示す。
【図１９】伸長が始まる前にチューブの下端でその長手方向軸線が伸長方向に対して垂直
な状態でチューブの下端が所定位置に保持される、30mm、60mm、90mm、および、120mmの
長さだけ伸長されるResMed（商標）Swift FX（商標）鼻枕マスクチューブを示す。
【図２０】伸長が始まる前にチューブの下端でその長手方向軸線が伸長方向に対して垂直
な状態でチューブの下端が所定位置に保持される、30mm、60mm、90mm、および、120mmの
長さだけ伸長されるPhilips（商標）Respironics（商標）GoLife（商標）鼻枕マスクチュ
ーブを示す。
【図２１】伸長が始まる前にチューブの下端でその長手方向軸線が伸長方向に対して垂直
な状態でチューブの下端が所定位置に保持される、30mm、60mm、90mm、および、120mmの
長さだけ伸長されるPhilips（商標）Respironics（商標）GoLife（商標）鼻枕マスクチュ
ーブを示す。
【図２２】伸長が始まる前にチューブの下端でその長手方向軸線が伸長方向に対して垂直
な状態でチューブの下端が所定位置に保持される、30mm、60mm、90mm、および、120mmの
長さだけ伸長されるPhilips（商標）Respironics（商標）GoLife（商標）鼻枕マスクチュ
ーブを示す。
【図２３】伸長が始まる前にチューブの下端でその長手方向軸線が伸長方向に対して垂直
な状態でチューブの下端が所定位置に保持される、30mm、60mm、90mm、および、120mmの
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長さだけ伸長されるPhilips（商標）Respironics（商標）GoLife（商標）鼻枕マスクチュ
ーブを示す。
【図２４】伸長が始まる前にチューブの下端でその長手方向軸線が伸長方向に対して垂直
な状態でチューブの下端が所定位置に保持される、30mm、60mm、90mm、および、120mmの
長さだけ伸長されるPhilips（商標）Respironics（商標）GoLife（商標）鼻枕マスクチュ
ーブを示す。
【図２５】伸長が始まる前にチューブの下端におけるチューブの長手方向軸線が伸長方向
に対して垂直な状態でチューブの下端が所定位置に保持される、30mm、60mm、90mm、およ
び、120mmの長さだけ伸長されるPhilips（商標）Respironics（商標）Wisp（商標）鼻枕
マスクチューブを示す。
【図２６】伸長が始まる前にチューブの下端におけるチューブの長手方向軸線が伸長方向
に対して垂直な状態でチューブの下端が所定位置に保持される、30mm、60mm、90mm、およ
び、120mmの長さだけ伸長されるPhilips（商標）Respironics（商標）Wisp（商標）鼻枕
マスクチューブを示す。
【図２７】伸長が始まる前にチューブの下端におけるチューブの長手方向軸線が伸長方向
に対して垂直な状態でチューブの下端が所定位置に保持される、30mm、60mm、90mm、およ
び、120mmの長さだけ伸長されるPhilips（商標）Respironics（商標）Wisp（商標）鼻枕
マスクチューブを示す。
【図２８】伸長が始まる前にチューブの下端におけるチューブの長手方向軸線が伸長方向
に対して垂直な状態でチューブの下端が所定位置に保持される、30mm、60mm、90mm、およ
び、120mmの長さだけ伸長されるPhilips（商標）Respironics（商標）Wisp（商標）鼻枕
マスクチューブを示す。
【図２９】伸長が始まる前にチューブの下端におけるチューブの長手方向軸線が伸長方向
に対して垂直な状態でチューブの下端が所定位置に保持される、30mm、60mm、90mm、およ
び、120mmの長さだけ伸長されるPhilips（商標）Respironics（商標）Wisp（商標）鼻枕
マスクチューブを示す。
【図３０】本技術の第1の例に係る使用時のヘッドギアのおおよその相対位置を示すため
に患者の頭部上に示される患者インタフェースの斜視図である。
【図３１】本技術の第1の例に係る患者インタフェースを着用するための典型的なステッ
プを示す順次的な図である。
【図３２】本技術の第1の例に係る患者インタフェースを着用するための典型的なステッ
プを示す順次的な図である。
【図３３】本技術の第1の例に係る患者インタフェースを着用するための典型的なステッ
プを示す順次的な図である。
【図３４】本技術の第1の例に係る患者インタフェースを着用するための典型的なステッ
プを示す順次的な図である。
【図３５】本技術の第1の例に係る短チューブを部分的に示す患者インタフェースの斜視
図である。
【図３６】本技術の第1の例に係る短チューブ全体を示す患者インタフェースの斜視図で
ある。
【図３７】本技術の第2の例に係る使用時のヘッドギアのおおよその相対位置を示すため
に患者の頭部上に示される患者インタフェースの斜視図である。
【図３８】本技術の第2の例に係る患者インタフェースを着用するための典型的なステッ
プを示す順次的な図である。
【図３９】本技術の第2の例に係る患者インタフェースを着用するための典型的なステッ
プを示す順次的な図である。
【図４０】本技術の第2の例に係る患者インタフェースを着用するための典型的なステッ
プを示す順次的な図である。
【図４１】本技術の第2の例に係る患者インタフェースを着用するための典型的なステッ
プを示す順次的な図である。
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【図４２】本技術の第3の例に係るフレームの様々な図を示す。
【図４３】本技術の第3の例に係るフレームの様々な図を示す。
【図４４】本技術の第3の例に係るフレームの様々な図を示す。
【図４５】本技術の第3の例に係るフレームの様々な図を示す。
【図４６】本技術の第3の例に係るフレームの様々な図を示す。
【図４７】本技術の第3の例に係るフレームの様々な図を示す。
【図４８】本技術の第3の例に係るフレームの様々な図を示す。
【図４９】本技術の第3の例に係るフレームの様々な図を示す。
【図５０】本技術の一例に係る乗り越え防止機能部の様々な図を示す。
【図５１】本技術の一例に係る乗り越え防止機能部の様々な図を示す。
【図５２】本技術の一例に係る乗り越え防止機能部の様々な図を示す。
【図５３】本技術の第4の例に係る患者インタフェースのためのフレームの斜視側面図で
ある。
【図５４】本技術の第4の例に係る患者インタフェースのためのフレームに接続される短
チューブを部分的に示すフレームの斜視側面図である。
【図５５】図53のフレームの正面図である。
【図５６】図54のフレームの側面図である。
【図５７】図54のフレームの下面図である。
【図５８】図54のフレームの上面図である。
【図５９】通気孔を示さない、本技術の第5の例に係る患者インタフェースのためのフレ
ームの斜視側面図である。
【図６０】図59のフレームの正面図である。
【図６１】図59のフレームの側面図である。
【図６２】図59のフレームの下面図である。
【図６３】図59のフレームの上面図である。
【図６４】本技術の第4の例に係る使用時のヘッドギアのおおよその相対位置を示すため
に患者の頭部上に示される患者インタフェースの斜視側面図である。
【図６５】本技術の第4の例に係る使用時のヘッドギアのおおよその相対位置を示すため
に患者の頭部上に示される患者インタフェースの正面図である。
【図６６】本技術の第4の例に係る使用時のヘッドギアのおおよその相対位置を示すため
に患者の頭部上に示される患者インタフェースの側面図である。
【図６７】本技術の第4の例に係る使用時のヘッドギアのおおよその相対位置を示すため
に患者の頭部上に示される患者インタフェースの背面図である。
【図６８】本技術の第4の例に係る使用時のヘッドギアのおおよその相対位置を示すため
に患者の頭部上に示される患者インタフェースの拡大斜視図である。
【図６９】本技術の第4の例に係るフレームから分離されるクッションクリップを示す患
者インタフェースの斜視図である。
【図７０】本技術の第4の例に係る患者インタフェースのための位置決め安定化構造体の
下側ヘッドギアストラップ上に位置付けられるヘッドギアクリップを部分的に示す斜視図
である。
【図７１】本技術の第4の例に係る患者インタフェースのためのシール形成構造体の上平
面図である。
【図７２】本技術の第4の例に係る患者インタフェースの斜視図である。
【図７３】本技術の第4の例に係る患者インタフェースのシール形成構造体の背面図であ
る。
【図７４】図73のシール形成構造体の拡大図である。
【図７５】本技術の第4の例に係るクッションアセンブリの背面図である。
【図７６】本技術の第4の例に係るクッションアセンブリの背面図である。
【図７７】下側アーム上に位置付けられる磁石を示す、図53のフレームの拡大図を示す。
【図７８】図54～図58に示される短チューブのカフに成形されるフレームを備える、本技
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術に係る患者インタフェースを示し、患者インタフェースは、フレームに対して解放可能
な態様でシール係合されるクッションアセンブリを更に備える。
【図７９】本技術の他の例に係る患者インタフェースを示す。患者インタフェースは、磁
石を備える位置決め安定化構造体を備える。位置決め安定化構造体は、通気孔を有するフ
レームに対して解放可能に係合されるとともに、短チューブのカフに成形される。フレー
ムは、クッションアセンブリに対して解放可能に係合される。
【図８０】本技術の第4の例に係るクッションアセンブリの断面斜視図である。
【図８１】本技術の第4の例に係るクッションアセンブリの側断面図である。
【図８２】取り外し可能なアセンブリを示す本技術の一例に係る患者インタフェースの分
解斜視図である。
【図８３】本技術の第4の例に係るクッションアセンブリおよび短チューブを伴わないフ
レームアセンブリの分解斜視図である。
【図８４】本技術の第4の例に係る患者インタフェースの斜視図である。
【図８５】ヘッドギアストラップが示されない本技術の第4の例に係る患者インタフェー
スの背面斜視図である。
【図８６】互いに取り付けられたアセンブリを示す本技術の第4の例に係る患者インタフ
ェースの側面斜視図である。
【図８７】互いに取り付けられたアセンブリを示す本技術の第4の例に係る患者インタフ
ェースの正面斜視図である。
【図８８】ヘッドギアストラップが示されない本技術の第4の例に係る患者インタフェー
スの斜視図である。
【図８９】本技術の1つの形態に係るプレナムチャンバの前拡大断面図である。
【図９０】本技術の1つの形態に係るプレナムチャンバの前拡大断面図である。
【図９１】プレナム接続領域の拡大断面図である。
【図９２】本技術の1つの形態に係るプレナムチャンバの拡大側断面図である。
【図９３】プレナムチャンバとフレームとが係合されない、接続部およびフレーム接続領
域の断面図である。
【図９４】プレナムチャンバとフレームとが接触するが完全に係合されない、接続部およ
びフレーム接続領域の断面図である。
【図９５】保持機能部が撓まされるようにプレナムチャンバとフレームとが互いにほぼ完
全に係合する、接続部およびフレーム接続領域の断面図である。
【図９６】保持機能部が撓まされるようにプレナムチャンバとフレームとが係合されるが
離間される、接続部およびフレーム接続領域の断面図である。
【図９７】プレナムチャンバとフレームとが完全に係合される、接続部およびフレーム接
続領域の断面図である。
【図９８】本技術の一例に係るフレームの様々な図である。
【図９９】本技術の一例に係るフレームの様々な図である。
【図１００】本技術の一例に係るフレームの様々な図である。
【図１０１】本技術の一例に係るフレームの様々な図である。
【図１０２】本技術の一例に係るプレナム接続領域の様々な図を示す。
【図１０３】本技術の一例に係るプレナム接続領域の様々な図を示す。
【図１０４】本技術の一例に係るプレナム接続領域の様々な図を示す。
【図１０５】本技術の一例に係るプレナム接続領域の様々な図を示す。
【図１０６】フレームアセンブリおよびフレームアセンブリに接続されるガス送出チュー
ブのカフの断面図である。
【図１０７】ガス送出チューブのカフを示す側断面図である。
【図１０８】図107のカフの一部を示す拡大断面図である。
【図１０９】本技術の1つの形態に係る位置決め安定化システムのためのヘッドギアクリ
ップの側断面図である。
【図１１０】本技術の1つの形態に係るクッションアセンブリの背面図である。
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【図１１１】呼気を通気孔へと流出させる気流路から流入加圧気流路を分離する構造体を
含むフレームアセンブリの側断面図である。
【図１１２】本技術の1つの形態に係るフレームアセンブリの下側アームに埋め込まれる
磁石と磁気的且つ機械的に係合されるヘッドギアクリップの側断面図である。
【図１１３】本技術の1つの形態に係るフレームアセンブリの断面図である。
【図１１４】図113のフレームアセンブリの一部を示す拡大断面図である。
【図１１５】本技術の1つの形態にしたがって患者インタフェースを患者に取り付けるた
めの順次的なステップを示す。
【図１１６】本技術の1つの形態にしたがって患者インタフェースを患者に取り付けるた
めの順次的なステップを示す。
【図１１７】本技術の1つの形態にしたがって患者インタフェースを患者に取り付けるた
めの順次的なステップを示す。
【図１１８】本技術の1つの形態にしたがって患者インタフェースを患者に取り付けるた
めの順次的なステップを示す。
【図１１９】本技術の1つの形態にしたがって患者インタフェースを患者に取り付けるた
めの順次的なステップを示す。
【図１２０】本技術の1つの形態にしたがって患者インタフェースを患者に取り付けるた
めの順次的なステップを示す。
【図１２１】本技術の1つの形態にしたがって患者インタフェースを患者に取り付けるた
めの順次的なステップを示す。
【図１２２】本技術の1つの形態にしたがって患者インタフェースを患者から取り外すた
めの順次的なステップを示す。
【図１２３】本技術の1つの形態にしたがって患者インタフェースを患者から取り外すた
めの順次的なステップを示す。
【図１２４】本技術の1つの形態にしたがって患者インタフェースを分解するための様々
な図を示す。
【図１２５】本技術の1つの形態にしたがって患者インタフェースを分解するための様々
な図を示す。
【図１２６】本技術の1つの形態にしたがって患者インタフェースを分解するための様々
な図を示す。
【図１２７】本技術の1つの形態にしたがって患者インタフェースを再組み付けするため
の様々なステップを示す。
【図１２８】本技術の1つの形態にしたがって患者インタフェースを再組み付けするため
の様々なステップを示す。
【図１２９】本技術の1つの形態にしたがって患者インタフェースを再組み付けするため
の様々なステップを示す。
【図１３０】本技術の1つの形態にしたがって患者インタフェースを再組み付けするため
の様々なステップを示す。
【図１３１】本技術の1つの形態に係る患者インタフェースの様々な図を示す。
【図１３２】本技術の1つの形態に係る患者インタフェースの様々な図を示す。
【図１３３】本技術の1つの形態に係る患者インタフェースの様々な図を示す。
【図１３４】本技術の1つの形態に係る患者インタフェースの様々な図を示す。
【図１３５】本技術の1つの形態に係る患者インタフェースの様々な図を示す。
【図１３６】本技術の1つの形態に係る患者インタフェースの様々な図を示す。
【図１３７】本技術の1つの形態に係る患者インタフェースの様々な図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００６５】
　6　（F）本技術の実施例の詳細な説明
　本技術を更に詳しく説明する前に、本技術が本明細書中に記載される変更可能な特定の
実施例に限定されないことを理解するべきである。また、この開示の中で使用される用語
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は、本明細書中で論じられる特定の実施例を説明するという目的のためにすぎず、限定し
ようとするものでないことも理解されるべきである。
【００６６】
　6.1　処置システム
　1つの形態において、本技術は、呼吸器疾患を処置するための機器を備える。機器は、
図1aに示されるように、患者インタフェース3000に通じる空気回路4170を介して空気など
の加圧呼吸ガスを患者1000へ供給するためのフロージェネレータまたはブロワを備えても
よい。
【００６７】
　6.2　治療
　1つの形態において、本技術は、患者1000の気道の入口に陽圧を印加するためのステッ
プを備える呼吸器疾患を処置する方法を備える。
【００６８】
　6.2.1　OSAのための鼻CPAP
　1つの形態において、本技術は、鼻連続陽性気道圧を患者に印加することによって患者
の閉塞性睡眠時無呼吸を処置する方法を備える。
【００６９】
　6.3　患者インタフェース3000
　図82を参照すると、本技術の1つの態様に係る非侵襲的な患者インタフェース3000は、
以下の機能的態様、すなわち、フレームアセンブリ3001と、シール形成構造体3100（図73
～76、図80、図81参照）およびプレナムチャンバ3200を備えるクッションアセンブリ3002
（図71参照）と、位置決め安定化構造体3300（図72参照）とを備える。幾つかの形態では
、機能的態様が1つ以上の物理的構成要素によって与えられてもよい。幾つかの形態では
、1つの物理的構成要素が1つ以上の機能的態様を与えてもよい。使用時、シール形成構造
体3100は、陽圧の空気の気道への供給を容易にするために患者1000の気道への入口を取り
囲むように配置される。シール形成構造体3100は一般にクッションと称されてもよい。
【００７０】
　図69、図71、図72を参照すると、フレームアセンブリ3001は中心ハブとして機能し、こ
の中心ハブには、短チューブ4180、クッションアセンブリ3002、および、位置決め安定化
構造体3300が取り外し可能な態様であるいはより恒久的な態様で接続される。フレームア
センブリ3001は、空気回路4170の短チューブ4180に接続するための接続ポート3600（図53
参照）を有する。本技術の1つの例において、フレームアセンブリ3001は、フレーム3310
、短チューブ4180、および、通気孔3400のサブアセンブリを含む。
【００７１】
　フレーム3310は、一般にフレーム筺体と称されてもよい。フレーム3310は、位置決め安
定化構造体3300に対する4ポイント接続をもたらすべくクッションアセンブリ3002と取り
外し可能に係合する。フレーム3310は、接続ポート3600を取り囲む多穴通気孔3400を更に
備える。短チューブ4180は、短チューブ4180の一端にオーバーモールドされるあるいはさ
もなければ接続される非旋回カフ10610を備える。カフ10610は、クッションアセンブリ30
02のプレナムチャンバ3200と流体連通するためにフレーム3310の接続ポート3600にオーバ
ーモールドされあるいはさもなければ接続される。
【００７２】
　一例において、短チューブ4180は、エルボーまたは旋回エルボーを使用することなくフ
レーム3310に直接に取り付けられあるいはさもなければ設けられ、これにより、1部品少
ないより軽量な構成がもたらされる。一例において、短チューブ4180は、特定の方向でチ
ューブトルクを切り離すために、エルボーまたは旋回エルボーと同様な機能を果たすのに
十分な可撓性を与えてもよい。
【００７３】
　一例では、プレナムチャンバ3200とシール形成構造体3100とが一体に成形される。他の
例では、これらが2つ以上の別個の構成要素として形成される。
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【００７４】
　図71において、クッションアセンブリ3002は、シール領域251またはシールカフ、側壁
または側壁領域457、保持構造体3242、および、取り付け領域158を備えてもよい。一例で
は、クッションアセンブリ3002が可撓性のエラストマーまたはゴムから形成されてもよい
。同様に、クッションアセンブリ3002は、シール領域251、側壁または側壁領域457、およ
び、保持機能部3244，3245を備える保持構造体3242を備えてもよい。保持機能部3244，32
45は、クッションアセンブリ3002をフレーム3310に対して解放可能な態様でシール係合さ
せるためにフレーム3310に位置付けられるそれぞれのフレーム接続領域3312，3313（例え
ば、図98および図100参照）に挿通嵌合するようになっている鉤状部3246の形態を成して
もよい。
【００７５】
　6.3.1　シール形成構造体3100
　本技術の1つの形態において、シール形成構造体3100は、シール形成表面を与えるとと
もに、クッション機能を更に与えてもよい。
【００７６】
　本技術に係る非侵襲的な患者インタフェース3000のシール形成構造体3100は、シリコー
ンなどの柔軟な、可撓性のある、弾性材料から構成されてもよい。シール形成構造体3100
は、PAP装置4000からの空気のためのシール経路の一部を形成してもよく、また、鼻の内
側に部分的に位置付けられることなく両方の鼻孔を取り囲むシールを患者の気道に対して
形成するように構成されて配置される。シール形成構造体3100は、単一のオリフィスによ
って、例えば鼻クッションまたは鼻クレードルによって両方の鼻孔を扱う。鼻クッション
は、プラスチッククリップ構成要素／保持構造体3242上に恒久的にオーバーモールドされ
る柔軟なシリコーンクッションである。クッションアセンブリ3002は、プレナムチャンバ
3200の壁上にわたってフレーム3310を保持するための保持構造体3242を備える。シール形
成構造体3100は、フレームアセンブリ3001と患者の顔面との間のインタフェースとしての
役目を果たす。シール形成構造体3100は、空気チャンバ／プレナムチャンバ3200を備える
とともに、所定のPAP（気道陽圧）を患者の鼻の気道へ送出するために必要なエアシール
を患者の鼻の周囲に備える。
【００７７】
　シール形成構造体3100は鼻梁よりも下側をシールする。これは、患者インタフェース30
00を目立たなくし、その上快適にして漏れを回避するべく安定させることを目的とする。
シール形成構造体3100は、快適なシールのために改良された二重壁形態（すなわち、アン
ダークッション構造体265を伴う）を有する。これは二重壁クッション膜形態である。薄
い可撓性の外膜260が膨張して顔面に適合する。アンダークッション構造体または内膜265
は、シールを向上させるために二次的な構造的支持を与える。
【００７８】
　図69、図71、図80～83を参照すると、本技術の1つの形態において、クッションアセン
ブリ3002は、シール形成構造体3100と、保持構造体3242を伴うプレナム接続領域3240とを
含む。クッションアセンブリ3002は円錐台形状を有してもよい。保持構造体3242は、幅広
い保持機能部3244と、フレーム3310の対応する接続領域3312，3313と係合するための幅狭
い保持機能部3245とを有する。シール形成構造体3100がシールフランジ3110と支持フラン
ジ3120とを備えてもよい。シールフランジ3110は、約1mm未満、例えば約0.25mm～約0.45m
mの厚さを有する比較的薄い部材を備えてもよい。支持フランジ3120がシールフランジ311
0よりも相対的に厚くてもよい。支持フランジ3120は、スプリング状要素でありまたはス
プリング状要素を含んでもよく、使用時にシールフランジ3110を座屈しないように支持す
るべく機能する。使用時、シールフランジ3110は、該シールフランジを、患者の顔面との
緊密なシール係合状態へと付勢するべくシールフランジの下面に作用するプレナムチャン
バ3200内のシステム圧力に容易に応答し得る。プレナムチャンバ3200は、シリコーンなど
の軟質材料から形成される。
【００７９】
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　図81を参照すると、本技術の1つの形態において、クッションアセンブリ3002はシール
フランジ3110を有する。シールフランジ3110はシール領域251の膜260-1を含み、また、支
持フランジ3120はシール領域251のアンダークッション構造体またはバックアップバンド2
65を含む。シールフランジ3110は、プレナムチャンバ3200の外周3210にわたって延在する
。支持フランジ3120は、シールフランジ3110とプレナムチャンバ3200の境界縁部3220との
間に配置されるとともに、プレナムチャンバ3200の外周3210にわたる経路の少なくとも一
部にわたって延在する。
【００８０】
　本技術の1つの形態では、シール形成構造体3100が上シール部3102と下シール部3104と
を備える（図81参照）。上シール部3102および下シール部3104は例えば互いに隣接して位
置付けられ、また、一方の領域が他方の領域へと混入されてもよい。
【００８１】
　上シール部3102
　上シール部3102は、鼻の軟骨骨格の一部にシールを形成するように構成されて配置され
る。一例において、上シール部3102は、比較的薄い材料、例えば材料のフラップ、フラン
ジ、または、膜、例えば熱可塑性エラストマーまたはシリコーンゴムから構成され、更に
は、非使用時に軽い指圧に応じて容易に屈曲するあるいは折れ曲がる材料から構成される
。上シール部3102の相対的に狭い幅は、それが使用されている鼻の形状に応じて、シール
を形成するべく鼻稜部と係合してもよい。上シール部3102の相対的に幅広い部分は、シー
ルを形成するべく側鼻軟骨に隣接する皮膚と係合してもよい。
【００８２】
　上シール部3102は、鼻の全体を覆い隠すように形成されない。一例において、上シール
部3102は、例えば薄く且つ可撓性を有することにより、鼻稜部の異なる高さに適合できる
ように構成されて配置される。このようにすると、良好なシールを得ることができる顔面
の範囲が増大する。
【００８３】
　また、所定の顔面および鼻に関して、上シール部3102の可撓性は、例えば短チューブ41
80の動きに応じてプレナムチャンバ3200を動かすことができればシールを維持できること
を意味する。
【００８４】
　上シール部3102は、それが使用時に鼻骨を覆い隠さないように構成されるが、上シール
部3102の特定の部分は、患者インタフェース3000が正にどのように使用されるのかに応じ
て、また、特定の患者の顔のサイズおよび形状に応じて、一部の顔面上の鼻骨の何らかの
部分を覆い隠してもよい。別の形態において、上シール部3102は、使用時に鼻骨でシール
を形成するように構成されて配置される。
【００８５】
　下シール部3104
　下シール部3104は、患者1000の上唇の一部でシールを形成するとともに、シール力の少
なくとも一部を患者1000の上顎骨へ方向付けるように構成されて配置される。使用時、下
シール部3104の一部は、鼻翼最下点および鼻翼頂点の近傍に位置付けられる。
【００８６】
　1つの形態において、下シール部3104は、上歯および歯茎に対する過度な圧力を回避す
るように構成される。一例では、下シール部3104が骨（例えば、上顎骨前頭突起）に沿っ
て鼻翼頂点の上方に延在しないが、他の例では下シール部がそのように延在してもよいこ
とは言うまでもない。
【００８７】
　下シール部3104は、例えば約1mm～2mmの厚さを有する単一の相対的に更に厚い材料のフ
ラップ、周縁、または、フランジ、例えばシリコーンゴムまたは熱可塑性エラストマーか
ら構成されてもよい。1つの形態において、下シール部3104は、二重のフラップ、周縁、
または、フランジから構成されてもよく、例えば、一方が相対的に薄く、他方が相対的に
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厚い。あるいは、下シール部3104がゲル充填嚢から構成されてもよい。
【００８８】
　「W」形状領域
　図75は、本技術の他の例に係るクッションアセンブリ3002を示す。この例において、ク
ッションアセンブリ3002は、上唇領域255に略「W」形状を有する、すなわち、上唇領域25
5内の膜260-2の外（下）縁260（o）に沿って略「W」形状を有する。
【００８９】
　他の例の図76において、クッションアセンブリ3002は、上唇領域255内の膜260-3の内（
上）縁260（i）および膜260-3の外（下）縁260（o）の両方に沿って略「W」形状を有する
シール形成構造体3100を備える。1つの形態において、上唇領域255の「W」部は、シール
形成構造体3100が使用時に上側に（上方へ）移動して、鼻孔の下側または左右の鼻翼最下
点のそれぞれの周囲に（アンダークッション265の内縁とプレナムチャンバ3200の内面と
の間にある）隙間または空間が残る場合に、「W」の中央部が使用時に鼻棘または鼻柱に
当接し得るように構成されて配置される。
【００９０】
　図110に示される他の例において、クッションアセンブリ3002は、上唇領域255内におい
て、膜260-3の内（上）縁260（i）に沿って略「W」形状を有するとともに、膜260-3の外
（下）縁260（o）に沿って略平坦形状または略平面形状を有してもよい。一例において、
図110における略平坦状または略平面状の外縁あるいは略平坦な下壁260（o）は、患者の
上唇に加わる圧力を軽減してもよい。
【００９１】
　一例において、シール部3102，3104の一部は、クエスチョンマーク形状、鎌形状、また
は、c形状の断面を有してもよい。クエスチョンマーク形状、鎌形状、または、c形状の断
面は、使用時に患者の顔面へと向かうより大きな範囲の動きあるいは可撓性をシール部31
02，3104に与える。図示の例において、クエスチョンマーク形状、鎌形状、または、c形
状の断面は、アンダークッション265の下部および／または側壁領域457（図71参照）に対
して与えられ、それにより、アンダークッション265の下部よりも下側と側壁領域457の近
傍とに空間が設けられる。例えば、アンダークッション265の下部は、側壁領域457の外側
へ向けて径方向にオフセットされる。そのような断面がシール形成構造体3100の全周にわ
たって設けられてもよいことあるいはシール形成構造体3100の選択された領域にのみ、例
えば上唇領域255にのみ設けられてもよいことが理解されるべきである。また、そのよう
な断面のサイズおよび／または形態が選択された領域で異なってもよい。
【００９２】
　図73および図74の図示の例において、D6は約40mm～50mm（例えば約42mm）であり、D7は
約55mm～75mm（例えば約68mm）であり、D8は約20mm～30mm（例えば約24mm）である。特定
の寸法が与えられるが、これらの寸法が単なる典型例であり、用途に応じて他の寸法が想
定し得ることが理解されるべきである。例えば、典型的な寸法は、用途に応じて±10％～
20％以上または以下だけ変化してもよい（図75参照）。
【００９３】
　シール領域251
　本技術の他の形態に係る図73を参照すると、シール形成構造体3100はシール領域251を
備える。シール領域251は、患者1000と適合して患者の気道にシールを形成するようにな
っている。シール領域251は、鼻稜部領域252と、鼻側部領域253と、鼻角部領域254と、上
唇領域255とを含んでもよい。シール領域251は、膜またはフラップ型のシール260を備え
てもよい。一例において、膜260-1の内縁は、例えば引き裂けを防止するため、縁に沿う
シール性を向上させるために、ビード260-1を含んでもよい。シール領域251は、シール領
域251の外周の一部または全周にわたって延在するアンダークッション構造体またはバッ
クアップバンド265を更に備えてもよい。本技術の更なる態様は、その上側範囲が鼻の頂
部よりも概ね上側にある鼻の領域でシールするとともに患者の鼻の鼻翼またはフレア部を
横切って延在するマスク3000のためのシール形成構造体3100である。
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【００９４】
　一例において、シール領域251は、患者の顔面形態に適合するように予め成形されある
いは他の態様で予め形成されてもよい。
【００９５】
　鼻稜部に沿うシール
　本技術の1つの態様は、鼻稜部領域252でのシール領域251のシールに関する。一例にお
いて、鼻稜部領域252内のシール領域251は、鼻尖と鼻根との間で患者の鼻稜部に沿って係
合するとともに、鼻稜部の鼻軟骨領域に沿って鼻骨よりも下側または下方で係合するよう
になっている。すなわち、患者インタフェース3000は、患者の鼻の軟骨骨格の少なくとも
一部上にあって鼻骨上にないシール形成構造体3100、つまり、鼻梁／鼻骨上の皮膚と接触
することなく鼻稜部に沿ってシールするシール形成構造体3100を有するように構成される
。
【００９６】
　例えば、シール領域251は、その上側範囲が概ね鼻の頂部よりも上側（すなわち、鼻尖
よりも上側）にある鼻の領域内に位置付けられて該領域をシールするとともに、患者の鼻
の鼻翼またはフレア部を横切って延在し、例えば患者の鼻の骨上にわたってあるいは骨を
横切って延在しない。
【００９７】
　一例において、シール領域251は、より大きな鼻を有する一連の人々においては、骨と
軟骨との間の接合部にほぼ近い鼻の領域内にその上側範囲が位置付けられ、また、より小
さい鼻を有する患者1000の視野に影響を及ぼすことを避ける。
【００９８】
　鼻稜部領域252
　図74を参照すると、鼻稜部領域252は、患者1000の鼻稜部と係合するようになっていて
もよい。一例において、鼻稜部領域252は、患者の鼻稜部を受け入れるように形成されあ
るいは予め成形されてもよく、鼻稜部領域252は、鼻側部領域253よりも下側にあってもよ
い（鼻側部領域253よりも取り付け領域158に近くてもよい）。鼻稜部領域252は、アンダ
ークッションまたはバックアップバンドを伴わないシール用の膜260-1を備えてもよい。
一例において、そのような構成は、敏感な鼻稜部領域252で過度の圧力を防止する。一例
において、鼻稜部領域252の膜260-1は、シール領域251の他の領域内、例えば上唇領域255
内の膜260-1よりも相対的に長くてもよい。鼻稜部領域252内の膜260-1は例えば長さが約2
mm～5mmであってもよい。一例では、鼻稜部領域252内の膜260-1の長さが約2mm～4mmであ
ってもよい。一例では、鼻稜部領域252内の膜260-1の長さが約3mmであってもよい。
【００９９】
　鼻側部領域253
　図74を参照すると、鼻側部領域253は、患者の鼻の側部と係合するようになっていても
よい。一例において、鼻側部領域253は、患者の鼻の側部を受け入れるように、また、場
合により患者の頬を受け入れるように予め成形されてもよい。鼻側部領域253は、鼻稜部
領域252にあるシール形成構造体3100の頂点から鼻角部領域254へと延在する。鼻側部領域
253は、鼻稜部領域252から鼻角部領域254へ向かって上方へ傾斜する。鼻側部領域253は、
アンダークッションまたはバックアップバンドを伴わないシール用の膜260-1を備えても
よい。一例において、そのような構成は、患者やの鼻の側部または鼻の鼻翼あるいはフレ
ア部で過度の圧力を防止する。これらの領域に作用する過度の圧力は、鼻の軟骨を鼻中隔
へ向けて内側に潰し、それにより、患者の気道を塞ぐあるいは部分的に塞ぐ場合がある。
【０１００】
　鼻角部領域254
　図74を参照すると、鼻角部領域254は、患者の鼻の角部と共にシールを形成するように
なっていてもよい。鼻角部領域254は、シール領域251の最大高さである頂点または先端を
有する。この高さは、鼻角部が顔面の骨領域であり、したがって、圧力にあまり敏感でな
いため、大部分の力が鼻角部領域254でシール領域251に加えられるようにするためである
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。また、患者の顔のこの領域はシールすることが特に難しい。これは、この領域における
顔の幾何学的形態がかなり複雑であり、そのため、この領域でシールするために加えられ
る力が大きければ大きいほど、シールが生じる見込みが大きくなるからである。また、鼻
稜部領域252および鼻側部領域253では（快適さのために、また、閉塞を回避するために）
より低いシール力が求められるため、シール領域251は鼻角部領域254で固定されなければ
ならない。鼻角部領域254は、膜または膜シール260と、アンダークッション構造体または
バックアップバンド265とを備えてもよい。膜260-1およびアンダークッション構造体265
の両方の使用は、鼻角部領域254においてより高いシール力を確保することができる。一
例において、膜260-1は、約0.1～0.5mm、例えば約0.3mmの厚さを有してもよい。一例では
、アンダークッション構造体265が約0.3mm～2mmの厚さを有してもよい。
【０１０１】
　上唇領域255
　図74を参照すると、上唇領域255は、患者の上唇と鼻の付け根との間の表面と係合する
ようになっていてもよい。一例において、上唇領域255は、鼻稜部領域252よりも相対的に
短い膜長さ、例えば約0.5mm～2.5mm、例えば約1.5mm～2.5mmの長さを有してもよい。一例
では、より短いこの膜長さが有利である。これは、一部の患者が自分達の上唇と自分達の
鼻の付け根との間に小さい空間しか有さないからである。上唇領域255は、膜シール260と
、アンダークッション構造体またはバックアップバンド265とを有してもよい。膜260-1お
よびアンダークッション構造体265の両方の使用は、上唇領域255においてより高いシール
力を確保することができる。一例において、膜260-1は、約0.1～0.5mm、例えば約0.3mmの
厚さを有してもよい。一例では、アンダークッション構造体265が約0.3mm～2mm、例えば
約1.5mmの厚さを有してもよい。一例では、アンダークッション構造体265の厚さが上唇領
域255の長さに沿って変化してもよい。例えば、鼻角部領域254における約0.3mmから上唇
領域255の中心における約1.2mmまで変化してもよい。
【０１０２】
　シール
　アンダークッション構造体265またはバックアップバンドの使用は、単一の支持されな
いフラップが使用されなかった場合よりも膜260-1または顔面フラップをかなり薄くする
ことができるようにする。これは、フラップが薄ければ薄いほど、可撓性が高く、より柔
軟で快適に感じるとともに、顔の輪郭の凹凸に容易に適合するという点において非常に有
益である。また、それにより、フラップは、それを患者の顔との緊密なシール係合状態へ
と付勢するべくプレナムチャンバ3200内でその下面に作用するシステム圧に対してより容
易に応答することができる。
【０１０３】
　前述したように、患者インタフェースは、実質的に鼻の軟骨骨格上にあって（すなわち
、鼻骨上になく）鼻を塞がないシール形成領域を有するように構成される。一例において
、これは、患者の鼻上ではなく患者の上唇（例えば、下シール部3104）に沿って（例えば
アンダークッション構造体265を使用して）圧縮シールを与えることによって達成されて
もよい。患者の鼻上のシール（例えば、上シール部3102）は、膜260-1の張力および／ま
たは空気圧シールによって達成されてもよい。
【０１０４】
　1つの例において、アンダークッション構造体またはバックアップバンド265は、シール
形成構造体3100の上唇領域255および鼻角部領域254のみに設けられる。すなわち、シール
領域251は、鼻稜部領域252および鼻側部領域253において単一層または膜260-1のみの構造
体を含み、また、シール領域251は、上唇領域255および鼻角部領域254において二重の層
または膜260-1とアンダークッション構造体265とを含む。二重層構造体は、上唇領域255
および鼻角部領域254に沿って圧縮シールをもたらす。一方、鼻稜部領域252および鼻側部
領域253は、膜260-1（膜260-1に加えられる張力に起因してシール係合状態へと伸長され
る膜260-1の縁部）の張力および／または膜260-1に作用するプレナムチャンバ3200内の圧
力を使用してシールをもたらす。また、単一層は、患者の鼻を塞ぐ任意の可能性を避ける
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、すなわち、患者の鼻の側部あるいは鼻翼またはフレア部に作用することにより軟骨を内
側に押し潰して場合により患者の気道を少なくとも部分的に塞ぐ場合がある過度の圧力を
防止する、より柔軟でより可撓性のあるシールをもたらすためにも鼻稜部領域252および
鼻側部領域253に設けられる。
【０１０５】
　したがって、本技術の一例に係るクッションアセンブリ3002は、シール形成構造体3100
の異なる部分に異なるシール機構を与える。例えば、クッションアセンブリ3002は、シー
ル形成構造体3100の上部に1つのシール機構（例えば、膜260-1の張力によるシールおよび
／または空気圧シール）を与えるとともに、シール形成構造体3100の下部に異なるシール
機構（例えば、圧縮シール）を与えてもよい。図示の例において、クッションアセンブリ
3002は、二重の層または膜260-1とアンダークッション構造体265とによって圧縮シールを
与える。しかしながら、別の構造体、例えばゲル充填ポケットまたは発泡体充填ポケット
、より厚い単一壁（例えば、約0.8mm～1.2mm厚のシリコーン）によって圧縮シールが与え
られてもよいことが理解されるべきである。
【０１０６】
　使用時にクッションアセンブリ3002が患者の顔と係合されて収縮されあるいは膨張され
ると、すなわち、陽圧の供給空気がクッションアセンブリ3002に印加されると、使用時に
シール部3102，3104の幅または接触部位280が患者の顔面と係合される。幅または接触部
位は、例えばオリフィス275（図73参照）の縁に沿う内縁280（i）と、外縁280（o）とを
含む。上シール部3102の相対的に狭い幅は、例えば、それが使用されている鼻の形状に応
じて、シールを形成するべく鼻稜部と係合してもよい。上シール部3102の相対的に幅広い
部分は、シールを形成するべく側鼻軟骨に隣接する皮膚と係合してもよい。下シール部31
04では、該下シール部3104のほぼ全幅がシールを形成するべく鼻角部領域254および上唇
領域255に沿って皮膚と係合してもよい。したがって、使用時に患者の顔面と係合される
シール部3102，3104の幅または接触部位は、シールを形成するべくクッションアセンブリ
3002の外周にわたって変化してもよい。
【０１０７】
　シールフラップ
　図73および図74に示される一例において、シール領域251の鼻側部領域253のそれぞれは
、膜260-1の縁部からその内周に沿って突出する部分270、例えば翼またはシールフラップ
を含む。各シールフラップ270は、患者の鼻の大鼻翼軟骨と側鼻軟骨との間の接合部の近
傍の領域（鼻翼皺とも称される）にシールを形成するようになっている。使用時における
顔面上のシールフラップ270の正確な位置は、それが使用されている鼻のサイズおよび形
状に応じて変化してもよい。
【０１０８】
　図示のように、各シールフラップ270は、少なくとも一部がシール形成構造体3100のプ
レナムチャンバ3200から外側に離れるように傾斜されあるいは事前に付勢される。シール
フラップ270は、患者の鼻と係合されると、プレナムチャンバ3200の方へ向けて撓まされ
、それにより、前述した接合部にシールのための付勢を与える。すなわち、シールフラッ
プ270の形状、可撓性、および、事前付勢により、フラップ270は、使用時にシールを維持
して漏れを防止するために、この接合部における曲率または輪郭の変化（例えば、使用時
に鼻翼または「フレア部」のときに連続的に変化する傾向がある）に対応できる。
【０１０９】
　図73および図74を参照すると、一例において、シールフランジ3110（膜260-1およびシ
ールフラップ270を含む）は略T形状のオリフィスを画定する。膜260-1のその内周に沿う
縁部は、各シールフラップ270のその内周に沿う縁部と共に、プレナムチャンバ3200内へ
のオリフィス275を画定するべく協働する。一例において、そのようなオリフィス275は、
（図73において見られるような垂直軸線vに沿う）上側オリフィス部275（1）と、上側オ
リフィス部275（1）に対して略垂直に延在する（図73において見られるような水平軸線h
に沿う）下側オリフィス部275（2）とを含む略T形状を有する。
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【０１１０】
　鼻側部領域253のシールフラップ270は、オリフィス275を画定する縁部の曲率および／
または角度を変える。すなわち、オリフィス275の縁部は、少なくともシールフラップ270
に沿ってプレナムチャンバ3200から上方外側に離れるように湾曲する。
【０１１１】
　クッションの曲率
　シール形成構造体3100の曲率は、例えば患者の顔の異なる領域でシールを容易にするた
めに、シール形成構造体3100の異なる領域で膜260-1の患者接触面に沿って変化してもよ
い。
【０１１２】
　例えば、図73に示されるように、鼻稜部領域252および上唇領域255はそれぞれ、湾曲が
局所的にサドル形状を成す部分、例えば、一方向で上方に湾曲するとともに異なる方向で
下方へ湾曲する部分を少なくとも含む。前述した湾曲形状がおおよその形状であってその
ような形状の厳格な数学的定義に限定されるべきでないことを理解すべきである。また、
これらの領域が同様の湾曲形状を有してもよいがそのような湾曲の大きさが異なってもよ
いことが理解されるべきである。例えば、鼻稜部領域252および上唇領域255の両方が局所
的にサドル形状を成す部分を少なくとも含んでもよいが、そのようなサドル形状の一方お
よび／または両方の主方向の曲率の大きさが各領域で異なってもよい。
【０１１３】
　開口
　女性集団の約85％に適合するために単一のマスクが使用されるべき一例において、アン
ダークッション開口幅は（例えば、図76にuwで示される）、約36mm～約42mm、または、約
38mm～約40mmである。男性集団の約85％に適合するために単一のマスクが使用されるべき
一例において、アンダークッション開口幅は、約40mm～約46mm、または、約42mm～約44mm
である。1つの形態では、様々な民族性の鼻幅変化を考慮して、平均的な母集団の最大で9
5％に適合するべく、アンダークッション開口幅が約50mm～約56mm、または、約52mm～約5
4mmである。
【０１１４】
　女性集団の約85％に適合するために単一のマスクが使用されるべき一例において、膜開
口幅は（例えば、図76にmwで示される）、約23mm～約29mm、または、約25mm～約27mmであ
る。男性集団の約85％に適合するために単一のマスクが使用されるべき一例において、膜
開口幅は、約39mm～約45mm、または、約41mm～約43mmである。1つの形態では、様々な民
族性の鼻幅変化を考慮して、平均的な母集団の最大で95％に適合するべく、膜開口幅が約
49mm～約55mm、または、約51mm～約53mmである。
【０１１５】
　側壁領域457
　図71を参照すると、側壁領域457は、クッションアセンブリ3002のシール領域251と取り
付け領域158との間で延在してもよい。側壁領域457は略円錐形である。すなわち、側壁領
域は、取り付け領域158付近で第1の直径を有するとともに、シール領域251付近で第2の直
径を有してもよく、この場合、第1の直径は第2の直径よりも小さい。側壁領域457は、約1
.5～5mm、例えば約1.5～3mm、例えば約2mmの厚さを有してもよい。そのような厚さは、シ
ール形成構造体3100が使用時にヘッドギア張力によって潰れないようにするべくシール領
域251に対して何らかの支持を与えてもよい。
【０１１６】
　薄肉壁部分
　図71を参照すると、シール領域251と取り付け領域158との間の側壁領域457は、シール
領域251の鼻稜部領域、鼻側部領域、および、鼻角部領域の近傍の対応する厚さよりも薄
い厚さを含む部位をシール領域251の上唇領域255の近傍に含む。すなわち、この部位は、
シール領域251の上唇領域255の近傍に薄肉壁状の断面を含む。薄肉断面のそのような部位
は、上唇領域255のこの断面に沿ってシール領域251により与えられる力を軽減する。例え
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ば、そのような部位は、患者の鼻のより敏感な領域である患者の鼻の鼻柱または鼻中隔で
過度の圧力を回避するために、鼻角部領域254よりも低い圧力を上唇領域255に沿って与え
る（すなわち、鼻角部領域254に沿って上唇領域255よりも硬く、それにより、鼻角部領域
254に沿って（鼻翼付近の唇の角部に沿って）相対的に大きい圧力を生じるあるいはもた
らす）。
【０１１７】
　図74は、鼻稜部領域252における単一層または膜260-1のみの構造体と、上唇領域255に
おける二重の層または膜260-1およびアンダークッション構造体265とを示す、鼻稜部領域
252および上唇領域255を描く。上唇領域255付近の側壁領域457における薄い断面部位は、
例えば、鼻柱または鼻中隔で過度の圧力を回避する。
【０１１８】
　6.3.2　プレナムチャンバ3200
　本技術の1つの形態の一態様に係るプレナムチャンバ3200は、患者の鼻孔間での空気の
流れとPAP装置4000から短チューブ4180を介した空気の供給とを可能にするように機能す
る。このようにすると、プレナムチャンバ3200は、呼吸サイクルの吸気部分の最中には入
口マニホールドとして、および／または、呼吸サイクルの呼気部分の最中には排気マニホ
ールドとして、選択的に機能し得る。
【０１１９】
　プレナムチャンバ3200は、保持構造体3242と、プレナム接続領域3240とを含む。
【０１２０】
　プレナムチャンバ3200は一部が側壁によって形成される。1つの形態では、側壁がシー
ル領域251の側壁領域457を含む。プレナムチャンバ3200は、平均的な人の顔面の表面輪郭
にほぼ適合するように形成される外周3210を有する（例えば、図73～図76参照）。使用時
、プレナムチャンバ3200の境界縁部3220は、患者の顔の隣接表面に近接して位置付けられ
る（図80および図81参照）。患者の顔面との実際の接触はシール形成構造体3100によって
もたらされる。一例において、シール形成構造体3100は、使用時に、プレナムチャンバ32
00の外周3210の全体にわたって延在する。一例において、プレナムチャンバ3200は、鼻尖
を含む患者の鼻の一部を受けるようになっており、例えば、プレナムチャンバ3200は、鼻
尖を含む鼻の軟骨骨格の一部を覆って取り囲む。
【０１２１】
　一例において、プレナムチャンバ3200の壁は、可撓性があるあるいは半硬質である。一
例では、プレナムチャンバ3200が硬質のフレームまたは外殻を含まない。一例では、プレ
ナムチャンバ3200の壁が硬質ではなく、例えば、プレナムチャンバ3200の壁が軟質ではな
い。特定の形態において、プレナムチャンバ3200の壁の可撓性は、シールに支障を来さな
いようにチューブ抵抗力を切り離すのに役立つ。
【０１２２】
　1つの形態では、プレナムチャンバ3200の壁がシリコーンゴムから成形される。一例に
おいて、プレナムチャンバ3200の壁は、約35～約40のA型圧入硬度を有するとともに約2mm
～約4mmの範囲内の厚さを有するシリコーンゴムから構成される。本技術の特定の形態に
おいて、プレナムチャンバ3200は、異なる領域に異なる厚さを有してもよい。
【０１２３】
　プレナムチャンバ3200はエラストマー材料から構成されてもよい。
【０１２４】
　プレナムチャンバ3200は、本技術の1つの形態の他の態様によれば、シール形成構造体3
100と位置決め安定化構造体3300との間にクッション機能を与える。
【０１２５】
　プレナムチャンバ3200の1つの形態では、同じ物理的構成要素によって入口／出口マニ
ホールド機能およびクッション機能が果たされるが、本技術の別の形態では、これらの機
能が2つ以上の構成要素によって形成される。
【０１２６】
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　シール形成構造体3100およびプレナムチャンバ3200は、単一の一体の構成要素として形
成され、例えば成形される。
【０１２７】
　プレナムチャンバ3200の境界縁部3220は、シール形成構造体3100との接続部を形成する
。境界縁部3220は、例えば約35～約45の範囲内のA型圧入硬度を有するシリコーンゴムか
ら構成されてもよい。しかしながら、同様のレベルの力を得るべく境界縁部3220の厚さが
適宜に調整されれば、より幅広い範囲も想定し得る。
【０１２８】
　1つの形態では、プレナムチャンバ3200がシールリップ3250（図80参照）を更に備えて
もよい。シールリップ3250は、可撓性のある弾性材料、例えば約30～約50の範囲内のA型
硬度を有するシリコーンゴムから構成されてもよく、それにより、比較的柔軟な構成要素
を形成する。シールリップ3250は、プレナムチャンバ3200の内面または内周に位置付けら
れまたは内面または内周の一部を形成してもよく、または、プレナムチャンバ3200の内周
領域全体に位置付けられてもよい。しかしながら、シールリップ3250がプレナムチャンバ
3200の外面または外周にわたってまたはプレナムチャンバ3200の外周領域全体にわたって
配置されてもよいことも想起される。シールリップ3250は、以下で更に詳しく説明される
ように、プレナムチャンバ3200とフレーム3310との間に空気圧シールを形成してもよい。
シールリップ3250およびプレナムチャンバ3200が一体部品を成してもよい。
【０１２９】
　他の患者インタフェース装置は、シリコーンなどの弾性変形可能な材料から形成される
プレナムチャンバを圧縮してプレナムチャンバをフレームに係合させると同時に空気圧シ
ールを形成するために、圧縮シールを使用してプレナムチャンバとフレームとの間に空気
圧シールを形成する。一方、本技術の1つの例は、フレーム3310に当て付いて撓むシール
リップ3250からの干渉によってプレナムチャンバ3200が最初にフレーム3310に固定される
ときに空気圧シールを形成する。呼吸障害を処置するためにプレナムチャンバ3200内の圧
力が大気圧を上回って増大すると、より大きな力によってシールリップ3250がフレーム33
10に押し付けられるため、空気圧シールが強化されてシール力を高める。これらの他の患
者インタフェース装置のシール形成構造体3100内／プレナムチャンバ3200内の空気圧は、
シール形成構造体3100とフレーム3310との間のシール力に影響を及ぼさない。また、これ
らの他の患者インタフェース装置は、フレームおよびシールリップと係合するための側壁
を伴うクッションを有する。シールリップは、指圧に容易に順応し、硬質ではなく、僅か
な労力で伸長され得るまたは弾性的に曲げられ得るため、軟質である。特に、鼻クッショ
ンのサイズおよびアスペクト比が比較的大きいため、これがクッションの軟質性に寄与す
る。フレーム係合のための側壁は、非常に軟質であるため、非常に僅かな指力でクッショ
ンの両側を一緒につまんで互いに接触させることができる。フレーム係合のための側壁の
変形のこの容易さは、これらの他の患者インタフェースにおいて手に関節炎を伴う患者が
クッションをフレームに素早く接続する困難さの主な根源となる場合がある。また、十分
な剛性を有する前述したプレナムチャンバ3200の特徴を形成することにより、シール形成
構造体により形成されるシールの安定性を向上させることができてもよいことも理解され
るべきである。また、プレナムチャンバがプレナム接続領域3240からシール形成構造体31
00へ向かって次第に薄くなるようにプレナムチャンバ3200の厚さを変えることができても
よい。本技術の1つの例において、プレナムチャンバ3200は、プレナム接続領域3240また
はその近傍で約2～3mm厚であってもよく、プレナム接続領域3240とシール形成構造体3100
との間のポイントで1mm厚であってもよく、および、シール形成構造体3100またはその近
傍で0.75mm厚であってもよい。これらの特徴を有するプレナムチャンバ3200の形成が射出
成形製造によって達成されてもよい。プレナムチャンバ3200の厚さにおけるこの漸進的な
減少は、シール部3102，3104の接触部位により近いシリコーン材料のより大きな変形能を
可能にして、患者の快適さを高めるとともに、シール破壊の可能性を減少させる。
【０１３０】
　一部の鼻用患者インタフェースは、（i）プレナムチャンバ、（ii）ヘッドギア接続、
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および、（iii）シール形成構造体の組み付け順序を有する。一方、本技術の患者インタ
フェース3000の1つの例は、（i）ヘッドギア接続、（ii）プレナムチャンバ、および、（
iii）シール形成構造体の組み付け順序を有する。配置におけるこの違いは、シール力に
支障を来す場合があるプレナムチャンバ3200およびシール形成構造体3100の変形をヘッド
ギア張力が引き起こさないことを意味する。
【０１３１】
　6.3.3　フレーム3310
　フレーム3310は、Eastman Chemical Companyによって製造されるTritan（商標）、EMS-
Chemie AGによって製造されるGrilamid（商標）、または、Arkema, Inc.によって製造さ
れるRilsan（商標）G170を含む熱可塑性材料から形成されてもよい。好ましくは、フレー
ム3310に関しては、半透明材料または不透明材料ではなく、無色透明の熱可塑性物質が使
用される。これは、患者1000の視野を妨げない目立たない透明な眼下フレーム3310を与え
るとともに、患者インタフェース3000に安定性を与える。他の例において、フレーム3310
は、一方側または両側が艶消しされてもよい。
【０１３２】
　技術の1つの例では、フレーム3310がポリプロピレンから形成されてもよい。他の例で
は、フレーム3310がナイロンまたはポリエステルから形成されてもよい。フレーム3310は
短チューブカフ10610上へオーバーモールドされ、一方、回転スイベル端部4190は締まり
圧嵌めによって短チューブ4180に結合する。短チューブ4180の可撓性および拡張可能特性
は、360°回転スイベル末端部4190と共に、空気回路4170の更なるガス送出チューブ4178
からマスク3000を機械的に切り離すようになっている。
【０１３３】
　技術の他の例では、フレーム3310が1つのサイズで形成されてもよいが、プレナムチャ
ンバ3200およびシール形成構造体3100は、本明細書中に記載される共通に寸法付けられた
接続機能部によって単一のフレーム3310に取り付け可能な複数のサイズで形成されてもよ
い。一例において、シール形成構造体は、3つのサイズで形成されてもよいが、フレーム
に取り付け可能な同じ保持構造体を使用してもよい。しかしながら、より大きいサイズま
たはより小さいサイズのシール形成構造体が想定し得ることが理解されるべきである。
【０１３４】
　技術の一例において、フレーム3310は、それが成形された後に屈曲を伴わずに金型から
除去され得るように逃げ溝を何ら伴うことなく成形されてもよい。
【０１３５】
　図59～図63を参照すると、本技術の他の例において、患者インタフェース3000のシール
形成構造体3100は、位置決め安定化構造体3300に対する4点接続によってシール位置に保
持される。フレーム3310は、対向するアームの2つの対、すなわち、2つの上側アーム1032
0と2つの下側アーム10330とを備える。上側アーム10320は、対向する上側ヘッドギア接続
ポイント10325の対を備える。下側アーム10330は、対向する下側ヘッドギア接続ポイント
10331の対を備える。1つの形態において、下側ヘッドギア接続ポイント10331は、下側ア
ーム10330と一体に形成される円筒形状を有する。
【０１３６】
　図示のように、フレーム3310は、接続ポート3600を画定するリング部材またはリング部
10315の形態を成す本体と、リング部材10315上の上側位置でリング部材10315から後方へ
延在する連結部材または連結部10316とを含む。これについては、例えば図59～図61を参
照されたい。下側アーム10330は、リング部材10315に径方向に位置付けられる下側アーム
接続ポイント10317から延在する。上側アーム10320は、下側アーム接続ポイント10317が
上側アーム接続ポイント10305よりも前方の位置にあるように連結部材10316の遠位端部で
上側アーム接続ポイント10305（トップフレーム接続ポイントとも称される）から延在す
る。
【０１３７】
　一例では、図60に最も良く示されるように、上側アーム接続ポイント10305がリング部
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材10315上の最も上側の位置にあり、また、下側アーム接続ポイント10317が上側アーム接
続ポイント10305から約80°～約160°、例えば約90°の位置にある。
【０１３８】
　一例において、上側アーム10320およびそれらの上側ヘッドギア接続ポイント10325は、
それらが上側ヘッドギアストラップ10230により与えられる力／張力を上向きの力ベクト
ルへと向けるように位置付けられて方向付けられる。上向きの力ベクトルは、患者インタ
フェース3000のシール形成構造体3100が上唇および軟骨骨格を最適にシールできるように
するための力を与える。上側ヘッドギアストラップ10230は、フレーム3310の上部に作用
する上向きの力ベクトルを、この力をシール形成構造体3100へ伝える態様でシール領域25
1の上端鼻稜部領域252へと方向付ける。上側アーム10320は、トップフレーム接続ポイン
ト10305から上方向に向けて弓形に曲がるあるいは湾曲する。
【０１３９】
　一例において、下側アーム10330およびそれらの下側ヘッドギア接続ポイント10331は、
それらが鼻マスク3000のずり上がりと上向きの任意のシール破壊力とに抵抗するための反
作用力を与えることにより安定性を高めるための下向きの力ベクトルへと下側ヘッドギア
ストラップ10220を方向付けるような位置及び向きに設けられる。また、反作用力は、使
用時の患者インタフェース3000の短チューブ4180のチューブ上向き形態において安定性を
高める下向きの力ベクトルを与えてもよい。
【０１４０】
　前述したように、上側アーム接続ポイント10305および下側アーム接続ポイント10317は
、所定の距離を隔てて離間される。すなわち、上側アーム接続ポイント10305は、下側ア
ーム接続ポイント10317よりも後側または後方に位置し、それにより、患者の顔面に対す
る最大の傾斜範囲をフレーム3310に与える。そのようなオフセット間隔は、最大傾斜範囲
を与えるモーメントアームMAを画定する（例えば図111参照）。このオフセット間隔は、
部分的には、連結部10316の使用によって与えられる。
【０１４１】
　図111は、回転の中心または回動点PPをフレームの下側に伴う、上側アーム接続ポイン
ト10305と下側アーム接続ポイント10317との間のモーメントアームMAを示す。一例におい
て、回動点PPは、シール形成構造体3100が取り付けられて患者の顔面に接触するときには
、図示よりも下側であってもよくおよび／または図示よりも患者の顔面に近くてもよい。
患者の顔面に対するフレームの回動点／回転の中心PPは、フレーム3310上の上側アーム接
続ポイント10305の単一の中心の位置に起因して更に下側に下げられる。これは、患者イ
ンタフェース3000が患者にうまく取り付くようにするべく、上側ヘッドギアストラップ10
230が調整され／締め付けられるときに傾斜をもたらす。フレーム3310は、患者の顔面と
望ましい嵌め合いとに応じて、上側ストラップ10230が下側ストラップ10220とは異なる張
力を有し得るように上側アーム10320を下側アーム10330から分離する。
【０１４２】
　上側ヘッドギアストラップ10230は、単一の中心の上側アーム接続ポイント10305で上側
アーム10320を介してフレーム3310に接続され、したがって、ヘッドギア張力が印加され
るときの上側ヘッドギアベクトルUVは、フランクフォート水平方向に対して略平行である
。これは、マスク3000のずり上がりあるいはずり下がりを最小限に抑えるとともに、良好
な安定性をもたらす。すなわち、上側アーム10320は上側ヘッドギアストラップ10230と解
放可能に係合することができ、また、上側アーム10320は、上側ヘッドギアストラップ102
30の張力ベクトルをフランクフォート水平方向と略平行な方向に向けるとともに、患者の
耳を横切って延在することを回避する。一例において、下側アーム10330は、ヘッドギア
張力が印加されるときにフランクフォート水平方向と略平行な下側ヘッドギアベクトルLV
を与える。
【０１４３】
　図111は、最大傾斜範囲態様、および、ヘッドギア力ベクトルまたは張力ベクトルとの
その関係を示す。上側ヘッドギアストラップ10230が締め付けられると、上側ヘッドギア
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ストラップ10230は、上側アーム10320を引っ張るとともに、フレーム3310の前面の断面が
フランクフォート水平方向に対して略垂直となるように患者インタフェース3000がより良
く傾いて嵌まり付くおよび／またはシールするようにする。これは、マスク3000が患者の
顔面に対してずり上がるあるいはずり下がることを防止する。
【０１４４】
　また、一例において、上側アーム10320は、上側ヘッドギアストラップ10230からのヘッ
ドギア張力により上側アーム10320が実質的に変形しないあるいはそれらの形状または外
形を変化させないように十分な硬質性／剛性を含む。例えば、上側アーム10320は、フレ
ーム3310に対して回動しないようにするとともにヘッドギア張力が印加されるときに上側
アーム10320が真っ直ぐになるあるいは平らになることを防止するべく、十分に硬質であ
るあるいは剛性が高い。むしろ、上側ヘッドギアストラップ10230を締め付けるヘッドギ
アからの張力は上側アーム接続ポイント10305へ伝えられ、それにより、フレーム3310の
リング部材10315は、クッションアセンブリ3002が最適なシールを与えるように、前述し
たように回動点／回転の中心PP周りで傾く。
【０１４５】
　国際公開第2009/108995号は、上側ヘッドギアコネクタおよび下側ヘッドギアコネクタ
を備える上側アームおよび下側アームを伴う覆体を含むマスクシステムの一例を開示する
。本技術の一例に係るフレーム3310とは対照的に、国際公開第2009/108995号における回
転／傾斜の中心は、上側ヘッドギア接続ポイントおよび下側ヘッドギア接続ポイントと同
じ前頭面内に位置付けられる。すなわち、国際公開第2009/108995号は、オフセットした
上側および下側のヘッドギア接続ポイントを有さない。つまり、本技術の一例に係るフレ
ーム3310は、上側ヘッドギア接続ポイントおよび下側ヘッドギア接続ポイントと同じ前頭
面内に位置付けられない回転／傾斜の中心を与える。また、本技術の一例に係る患者イン
タフェース3000は、例えば国際公開第2009/108995号に開示されるようなフルフェースマ
スクよりも小さい顔面占有領域を与えるとともに、ヘッドギア張力を調整する際に異なる
ベクトルおよび傾斜を与える鼻インタフェースまたは鼻マスクをもたらす。
【０１４６】
　リング部材10315上の単一のポイントで、すなわち、上側アーム接続ポイント10305で上
側アーム10320をリング部材10315に連結する連結部材10316は、力がほぼ完全に伝えられ
るように比較的剛性が高いとともに、連結部材10316での破壊を防止するように十分に強
度がある。剛性は、構造的要素（補強リブ）または材料特性（より厚いあるいはより硬質
な材料）のいずれかあるいはこれらの両方の組み合わせによって達成されてもよい。
【０１４７】
　本技術の1つの例では、フレーム3310の上側アーム10320が左右対称である。上側アーム
10320は、トップフレーム接続ポイント10305でフレーム3310から延在するとともに、患者
の眼と耳との間のほぼ中間位置で終端する。上側アーム10320は、使用時に患者の頬上に
わたって延在するとともに、障害を最小限に抑えるべく患者の顔面の外形に適合するよう
に湾曲した形状を有する。上側アーム10320は、不快感を回避するべく上側アーム10320と
患者の顔面との間の接触を最小限に抑えるように患者の顔面から外側へ延在する。更なる
例において、上側アーム10320は、フレーム3310のトップフレーム接続ポイント10305から
80mm～100mmにわたって延在する。
【０１４８】
　下側アーム10330は、横断面内において上側アーム10320の第2の湾曲部分10311とほぼ平
行な方向でフレーム3310から所定の角度を成して外側に延在する（図62および図63参照）
。下側アーム10330は矢状面内で何らかの曲率を有し、また、曲率の方向は下向きである
。下側アーム10330は、目立つのを最小限に抑えるべく使用時に患者の顔面に適合するよ
うに湾曲した形状を有するとともに、患者の顔面との何らかの緊密な適合性を有する。
【０１４９】
　下側アーム10330は上側アーム10320の長さのほぼ半分である。下側アーム10330は、使
用時に患者の頬のほぼ底部上のポイントまで延在する。更なる例において、下側アーム10
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330は、フレーム3310の接続ポート3600の底部から20mm～40mmにわたって延在する。
【０１５０】
　6.3.3.1　フレーム3310のためのアームの形状
　図56～図61を参照すると、上側アーム10320は、最初にトップフレーム接続ポイント103
05から、接続ポート3600の曲率をほぼ辿って弓形に湾曲して下向きに延在する。フレーム
3310から延在する細長い空隙10306が上側アーム10320を下側アーム10330から分離する。
これは上側アーム10320を下側アーム10330から切り離し、したがって、フレーム3310の4
本のアーム10320，10330のそれぞれは、他のアーム10320，10330に対して最小限にしか影
響を及ぼさないはずである。一方、Y形状のあるいは枝分かれしたアーム部材は、一般に
、上側ヘッドギアポイントと下側ヘッドギアポイントとの間で動きを容易に伝える。
【０１５１】
　各上側アーム10320は、トップフレーム接続ポイント10305から第1の屈曲部10308まで延
在する第1の湾曲部分10307を有する。第1の湾曲部分10307の内面の形状は、クッションア
センブリ3002の外面の形状に対応するように湾曲される。第1の湾曲部分10307の下縁部お
よび接続ポート3600の外側径方向縁部並びに下側アーム10330の上縁部は細長い空隙10306
を画定する。ほぼ直線状の部分10309が第1の屈曲部10308から第2の屈曲部10310まで延在
する。
【０１５２】
　第2の湾曲部分10311が第2の屈曲部10310から上側アーム10320の遠位端部まで延在する
。第2の湾曲部分10311における湾曲の方向は上向きである。上側アーム10320の第2の湾曲
部分10311は、付加的な支持および剛性をもたらす。第2の湾曲部分10311は、上側アーム1
0320のより薄い遠位端部10323を形成するべく幅が鋭くあるいは滑らかに移行するように
上側ヘッドギア接続ポイント10325へ向けて延在する。
【０１５３】
　上側アーム10320の遠位端部10323は、上側ヘッドギアストラップ10230を受けるために
細長いスロット10325の形態を成す上側ヘッドギア接続ポイント10325を有する上側アーム
10320の拡大部である。遠位端部10323は、使用時に上側ヘッドギア接続ポイント10325を
患者1000の眼と耳との間にほぼ位置させるために第2の湾曲部分10311から上方へ傾けられ
る。遠位端部10323の内面形状は、使用時に、上側頬領域で、および、実質的に眼と耳と
の間で、患者の顔面形状に適合する。細長いスロット10325の長手方向軸線は、上側アー
ム10320の長手方向軸線に対して略垂直に方向付けられる（例えば、スロット10325の長手
方向軸線は、例えば図61で見られるように上側アーム10320の第2の湾曲部分10311の長手
方向軸線に対して略垂直である）とともに、スロットを通過する上側ヘッドギアストラッ
プ10230を受けるように寸法付けられる。
【０１５４】
　上側アーム10320は、それが三次元形状を有するとともに平坦ではないため、矢状面内
、前頭面内、および、横断面内に曲率を有する。上側アーム10320の形状は、患者の頬を
たどり、患者の顔面を枠で囲み、患者の視線から外れるようになっている。上側から見た
上側アーム10320の形状は、直線部分10309の内面が使用時に頬領域付近で患者の顔面の曲
率に適合するように湾曲されることを示す（図58参照）。また、上側アーム10320は、フ
レーム3310に対して解放可能に取り付けることができる、複数のサイズのクッションアセ
ンブリ3002を受け入れることができるように、湾曲されて互いに離間される。例えば、上
側アーム10320の第1の湾曲部分10307は、クッションアセンブリ3002における幅広い範囲
のサイズに対応するべく所定距離だけ互いに離間されてもよい。
【０１５５】
　上側アーム10320の湾曲の形状は、患者の頬を厳密にたどるようになっている。使用中
に患者の頬と接触する上側アーム10320の相対位置は、上側アームが患者の顔面上で滑ら
ないようになっている。例えば、上側アーム10320は、該上側アーム10320が上方へスライ
ドするのを防止する患者の頬骨よりも僅かに下側に位置してもよい。また、上側アーム10
320の内側面の大部分または全てと患者の顔面との間の接触は、滑りを防止して最終的に
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シール力に支障を来すのを最小限に抑えるべく摩擦を増大させてもよい。上側アーム1032
0の湾曲した外形の形状は、位置決め安定化構造体3300を人体測定学的範囲の大部分にわ
たって眼と耳との間に方向付ける。この方向付けは、それが患者1000および患者のベッド
パートナー1100の観点から審美的であって目立たないため有益である。
【０１５６】
　6.3.3.2　フレーム3310のためのアームの可撓性
　上側アーム10320は、アーム10320および／またはフレーム3310に対する上側アーム1032
0に沿う特定の位置で特定の方向において、より大きな可撓性を有する。より大きな可撓
性を有することにより、上側アーム10320は、特定の方向に移動されるときに、患者1000
に対してより大きな快適さを与えるとともに、チューブトルクにより引き起こされるシー
ル破壊の可能性を低くし、したがって、使用の頻度および治療持続時間に関して患者の治
療遵守の向上をもたらす。一例では、上側アーム10320が下側アーム10330よりも可撓性が
ある。いずれのアーム10320，10330も、ヘッドギアストラップ10230，10220が締め付けら
れるときに伸長するようになっていない。
【０１５７】
　上側アーム10320の異なる方向における相対的な可撓性も重要な考慮すべき事項である
。例えば、上側アーム10320は、様々な患者の顔幅に対応するべく、図60に示される矢状
面内（例えば、側方に外れた方向）において他の面よりも大きな可撓性を有してもよい。
図60に示される横断面内（例えば、垂直下方向）の可撓性が高すぎる（すなわち、側方に
外れた方向に等しい）場合には、シール不安定性が存在し得る。1つの例において、上側
アーム10320は、側方に外れた方向で、垂直下方向よりも大きな可撓性を有する。上側ア
ーム10320は、側方に外れた方向で、垂直下方向よりも9～10倍大きな可撓性を有する。好
ましくは、上側アーム10320は、側方に外れた方向で、垂直下方向よりも約9.23倍大きな
可撓性を有する。チューブトルクを、短チューブ4180を有するような他のマスク構成要素
（例えば、それを軽量にしたり、体の線によりぴったり合うようにしたり、または、可撓
性をより高くしたりするもの）と共に扱ってもよく、スイベルコネクタ、ボールソケット
ジョイント、または、ガセット、または、プリーツ付き部分を使用して扱ってもよい。し
かしながら、多様な顔幅は大部分が上側アーム10320の可撓性によって対処され、したが
って、上側アーム10320は、垂直下方向と比べて側方に外れた方向で大きな可撓性を有す
る必要がある。
【０１５８】
　下側アーム10330の中心領域10313は、下側アーム10330の遠位端部よりも幅が狭い（図6
0参照）。この幅が狭い中心領域10313は、矢状面内で屈曲するための何らかの可撓性を下
側アーム10330に与える。下側アーム10330は、前頭面内および横断面内では、実質的に可
撓性がなくあるいは矢状面内のその可撓性と比べて可撓性がない。下側アーム10330の可
撓性を制御することにより、マスク3000をより安定させることができるとともに、患者10
00にとって快適にすることができる。ヘッドギアストラップ10230，10220は、調整可能な
フックアンドループ接続機構950を使用してヘッドギアストラップの長さを調整すること
によって締め付けられる。下側ヘッドギアストラップ10220の長さの調整により、下側ア
ーム10330が患者1000へ向けて僅かに屈曲できる。これは、ヘッドギアクリップ10210の機
械的な保持部材10215が関与されて下側アーム10330の下側ヘッドギア接続ポイント10331
を反対方向に引くからである。
【０１５９】
　従前のマスクの幾つかの硬化ヘッドギア構成要素は、フレームよりも硬質である。一般
に、これらの剛性が高いヘッドギア構成要素は、ヘッドギアを手動調整してそれを患者の
頭部に嵌め付けるためにネジ付きのアームとボルトとを使用する。可撓性フレームは、マ
スクの快適さを向上させて、良好なシールをもたらし、不慮の漏れを最小限に抑えるとと
もに、ヘッドギアストラップが治療のための低圧レベルにとって締め付けすぎるリスクを
最小にするが、可撓性フレームがシール形成構造体と解放可能に取り外しできるものであ
る必要があった場合には何らかの困難が生じる。シール形成構造体は、それらが患者の気
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道に対するシールを形成するように弾性的に可撓性がある。シール形成構造体およびフレ
ームの両方が同様の可撓性を有する（すなわち、非常に可撓性があるあるいは非常に軟質
である）場合、これらの2つの部分を互いに係合させることは、患者1000にとって、特に
暗い部屋にいる手に関節炎を患っている患者1000にとっては困難である。
【０１６０】
　従前のマスクの幾つかの硬化ヘッドギア構成要素は、フレームから取り外しできる。一
般に、これは、いずれも硬質で剛性が高い構成要素であるリジダイザアームとマスクフレ
ームとの間のスナップ嵌合またはクリップ接続によってなされる。リジダイザアームとフ
レームとの間のこのタイプの硬質－硬質間接続は、接続ポイントで低い可撓性をもたらし
得る。このことは、このポイントで屈曲するためにより大きな力が必要とされ、それによ
り、顔幅が大きい患者に不快感を引き起こすことを意味する。これは、リジダイザアーム
を外側に強制的に曲げるときに締め付け力を受ける場合があるからである。これらのリジ
ダイザヘッドギア構成要素の一部は、フレームとの解放可能な接続のためにリジダイザア
ームの遠位端部に硬質クリップを有する。硬質クリップはヘッドギアストラップに取り外
し不能に接続されており、そのため、ヘッドギアが洗浄機内で洗浄される際に洗浄機チュ
ーブまたは他の洗濯物を損傷させる場合がある。また、これらの硬化ヘッドギア構成要素
の一部は、幅広フレームを有する患者インタフェースを必要とする傾向があり、このこと
は、ヘッドギアストラップが他からより大きく距離を隔てたフレーム位置から始まること
を意味する。幅広フレームは横方向アームを有してもよく、これらの横方向アームは、そ
れらが同じ材料から形成されるため、フレームの一部と見なされる。幅広フレームは、顔
面上でより大きな占有領域を占めるものであるため、患者1000および患者のベッドパート
ナー1110はこれを一段と目立ち、且つ審美的に望ましくないと感じる場合がある。一方、
本技術の1つの例において、上側アーム10320は、ヘッドギアストラップ3301よりも可撓性
が低い材料から形成される。言い換えると、ヘッドギアストラップ3301は、主に弾性織物
から形成されるため、位置決め安定化構造体3300の最も可撓性がある構成要素である。位
置決め安定化構造体3300の2番目および3番目に可撓性が大きい構成要素はそれぞれ、1つ
の例では、上側アーム10320、その次に下側アーム10330である。最も硬質なあるいは最も
剛性が高い構成要素は、容易にあるいは全く屈曲しない、伸長しない、または、曲がらな
いようになっているフレーム3310、特に接続ポート3600付近のフレーム3310の部位である
。これは、シール形成構造体3100が弾性変形によって患者の気道とのシールを形成するよ
うになっているからである。個々の構成要素の可撓性の違いは、特定の場所で屈曲の大き
さを制御できるとともに、特定の力が加えられるとき、例えばチューブトルクが作用する
ときまたは大きな顔幅を受け入れるときに特定の構成要素が屈曲し始める順序を決定でき
る。個々の構成要素の可撓性の違いは、力が特定の態様または順序でシール形成構造体31
00のシールに支障を来し始め得る前に、これらの力を切り離してもよい。これらの因子は
、快適さ、安定性、および、良好なシールの形成という患者インタフェース3000のための
要件に同時に対処することを狙っている。
【０１６１】
　6.3.4　プレナムチャンバとフレームとの間の接続
　本技術の1つの形態において、プレナムチャンバ3200は、例えば洗浄を容易にするため
、または、異なって寸法付けられたシール形成構造体3100の交換のために、フレーム3310
に対して取り外し可能に取り付けることができる。これにより、プレナムチャンバ3200を
フレーム3310および短チューブ4180よりも頻繁に洗って洗浄できるようにしてもよい。ま
た、それにより、プレナムチャンバ3200をヘッドギアストラップ3301とは別個に洗って洗
浄できるようにしてもよい。別の形態では、プレナムチャンバ3200をフレーム3310から容
易に取り外すことができない。
【０１６２】
　プレナムチャンバ3200はプレナム接続領域3240（図81参照）を備えてもよい。プレナム
接続領域3240の保持構造体3242は、対応するフレーム接続領域3312（図83参照）の形状お
よび／または形態に対して相補的な形状および／または形態を有する。プレナム接続領域



(37) JP 6474733 B2 2019.2.27

10

20

30

40

50

3240の保持構造体3242は、プレナムチャンバ3200の他の部分よりも硬質であり、フレーム
3310と同じ材料、例えばポリプロピレンまたはポリアミドから形成されてもよい。他の実
施形態では、プレナム接続領域3240がナイロンから形成されてもよく、また、フレーム33
10がポリプロピレンから形成されてもよい。ナイロン、ポリアミド、および、ポリプロピ
レンは、軟質材料ではなく、指圧に容易に順応しない。したがって、プレナム接続領域お
よびフレームが互いに係合されると、聞き取れるクリック音および硬質－硬質間接続が存
在する。図83および図102～図105には、保持構造体3242の形状が円、放物柱または双曲柱
に似た形状を成して描かれる。保持構造体3242は、それがフレーム3310と係合するときお
よびフレーム3310から離脱するときにその一般的形状を維持するために、伸長不可能であ
り、伸び縮みしない。保持構造体3242の形状は、僅かな程度の屈曲を許容するが、保持構
造体3242の両側が指圧によって一緒につままれる場合に互いに触れることができる程度ま
で屈曲を許容しない。言い換えると、保持構造体3242の両側は、通常の治療状況下では生
じない患者1000により意図された大きな締め付け力によってのみ互いに接触し得る。保持
構造体3242は、成形後、技術の一例にしたがって、プレナムチャンバ3200に（例えば接着
剤を使用して）接着されてもよい。他の例において、保持構造体3242とプレナムチャンバ
3200との間で一体の化学結合（分子付着）が利用されてもよい。
【０１６３】
　技術の一例において、保持構造体3242は、それが成形された後に屈曲を伴わずに金型か
ら除去され得るように逃げ溝を何ら伴うことなく成形されてもよい。保持構造体3242は、
フレーム3310と接触する前側に連続的な外周縁を有する。この連続的な外周縁は、それが
フレーム3310と接触して軟質－硬質間係合を形成するように露出される。これは、大部分
の軟質－硬質間接続とは対照的であり、軟質－硬質間接続では、一部の従前のマスクにお
いて、取り外し可能な硬質保持構造体の大部分を覆ってこれと重なるシール形成構造体の
前唇部が存在する。前唇部は、LSRから形成されており、保持構造体を一緒に保持するた
めに保持構造体上にわたって巻き付く。しかしながら、そのような従前のマスクでは、取
り外し可能なクリップ上に前唇部を巻き付けることが困難であって煩わしく、また、クリ
ップを誤って配置することが想定でき、その結果、シール形成構造体をフレームに接続で
きなくなる。
【０１６４】
　保持構造体3242の1つの目的は、フレーム3310と係合するときにプレナムチャンバ3200
を位置合わせすることである。これは、フレーム3310のフレーム接続領域3312と干渉部33
14との間に画定される空間内でプレナムチャンバ3200の保持構造体3242の形状が（場合に
より多様な深さで）保持されるからである（図97参照）。
【０１６５】
　保持構造体3242の他の目的は、プレナムチャンバ3200をフレーム3310に対して、これら
の2つの部品間の相対的な横方向の垂直な相対動作を防止することによって保持すること
である。プレナム接続領域3240は少なくとも1つの保持機能部3244，3245を備えてもよく
、また、少なくとも1つの相補的なフレーム接続領域3312，3313が存在してもよい。プレ
ナム接続領域3240が1つ以上の保持機能部3244，3245を備えてもよい（図81）。プレナム
チャンバ3200とフレーム3310との間の相対的な横方向の垂直な動きを防止することに加え
て、保持機能部3244，3245の他の目的は、これらの2つの部品間の相対的な長手方向の動
きを防止することである。プレナムチャンバ3200の残りの部分は、保持構造体3242および
プレナム接続領域3240よりも可撓性がある材料を備えてもよい。
【０１６６】
　1つの形態において、プレナム接続領域3240は、硬質材料または半硬質材料、例えば高
デュロメータシリコーンまたはTPE、プラスチック、ナイロン、耐温度性材料、ポリプロ
ピレン、および／または、ポリカーボネートから構成される。プレナム接続領域3240は、
プレナムチャンバ3200の他の部分とは異なる材料から構成されてもよい。例えば、プレナ
ム接続領域3240は、プレナムチャンバ3200の接続部3202（図81）と取り外し不能に接続さ
れる、一体的に結合される、または、機械的に連結される別個の構成要素であってもよい
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。図89を参照すると、プレナムチャンバ3200の接続部3202は、プレナム接続領域3240の保
持構造体3242とほぼ同じ厚さを有してもよい。プレナム接続領域3240は、チャネル部3211
.1、例えばフレーム3310（図92）のチャネル部により嵌合状態で受けられるように構成さ
れて配置された舌部3211を含んでもよい。このようにすると、チャネル部3211.1が舌部32
11のための嵌め合い機能部を形成することができ、逆もまた同様である。また、舌部3211
およびチャネル部3211.1は、この領域でシール表面積を最大にするように寸法付けられて
もよい。
【０１６７】
　6.3.4.1.1　プレナムチャンバの取り付けおよびフレームからの取り外し
　プレナムチャンバ3200は、フレーム3310に対して取り付け固定されてもよいが、フレー
ム3310に対して取り外し可能に取り付けられてもよい。図90は、フレーム3310に対する接
続位置にあるプレナムチャンバ3200の接続部3202を示す。プレナム接続領域3240は、この
例では、接続領域3240に位置付けられる保持機能部3244のみを含む。図90は、鉤状部3246
を貫通する断面を示し、一方、図92は、例えばチャネルまたは溝3211.1を形成する、鉤状
部3246が存在しない他の断面を示す。弾性鉤状部3246は、（偶発的な外れを防止するため
の）高い保持力を与えるとともに比較的容易い意図的な取り外しも可能にするある種のス
ナップ式圧縮嵌合部材である。図92において、プレナム接続領域3240およびフレーム3310
は、舌－溝状態様で互いに簡単に嵌合する。フレーム3310および保持構造体3242は、保持
機能部3244，3245がフレーム3310と係合する前に舌部3211とチャネル部3211.1とが係合す
るように形成されてもよい。これは、接続のために保持機能部3244，3245を位置合わせす
るのに役立ち得る。
【０１６８】
　フレーム3310に接続するプレナム接続領域3240（図81参照）は、上端および下端に位置
付けられる2つの「スナップ機能部／鉤状部」（幅が異なる、例えば保持機能部3244，324
5）から成る。これは、フレームとの容易な一方向組み付けを可能にするとともに、使用
中に十分な保持をもたらす。フレーム3310に組み付けられると、図90に示されるように、
クッションアセンブリ3002の内周付近のシリコーンシールリップ3250がフレーム3310上の
干渉部3314に当て付いて撓ませられる。この干渉は、加圧下で積極的に強化されるエアシ
ールをクッションアセンブリ3002とフレームアセンブリ3001との間にもたらす。フレーム
アセンブリ3001からのクッションアセンブリ3002の取り外しは、上端部および下端部にお
ける2つの「スナップ機能部」位置（例えば、保持機能部3244，3245）でクッションアセ
ンブリ3002をつまんでフレーム3310から引き離すことによって助けられる。一例において
、保持構造体3243は、フレームに対して繰り返し係脱できるように構造化されてもよい。
【０１６９】
　各保持機能部3244，3245は、前面3246.1および後面3246.2を有する鉤状部3246（図89お
よび図90）の形態を成してもよい。前面3246.1は、プレナムチャンバ3200とフレーム3310
とが互いとの係合状態へと移動される際にフレーム3310のフレーム接続領域3312の引き込
み面3312.1と係合するようになっている。図95および96に示されるように、保持機能部32
44が所定位置へと押し込まれると、該保持機能部が変形する。また、フレーム3310のフレ
ーム接続領域3312の上側領域および下側領域並びに干渉領域3314も僅かに変形してもよい
。また、保持構造体3242も特に保持機能部3244付近で僅かに変形してもよい（例えば、図
95および図96の破線参照）。図98～図102を参照すると、フレーム3310のフレーム接続領
域3312および干渉部3314の変形は、許容される変形量に関して、および、変形が起こるよ
うになっている区域に関しても、リブ3294の使用によって制御される。本技術の1つの例
では、干渉部3314の周囲で離間されて干渉部3314に当て付く4つのリブ3294が存在するが
、4つを上回るあるいは4つを下回るリブも想定し得る。リブ3294の間隔および位置は、干
渉部3314の変形の区域を、保持機能部3244，3245に近い区域だけに制限する。リブ3294は
、プレナムチャンバ3200がフレーム3310と係合されるときにプレナム接続領域3240とフレ
ーム接続領域3312との間のより強固な係合をこれらの接触点でもたらすためにプレナム接
続領域3240の内面に当接して変形してもよい。プレナムチャンバ3200から独立したプレナ
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ム接続領域3240を示す図102～図105を参照すると、プレナムチャンバ3200のプレナム接続
領域3240は、リブ3294と対応するように切り欠き3295を有してもよい。切り欠き3295は、
プレナムチャンバ3200とフレーム3310との組み付け中にリブ3294に当て付くプレナム接続
領域3240の摩擦を最小限に抑えるために面取りであってもよい。鉤状部3246が十分な量で
押し込まれる時点で、鉤状部は、鉤状部3246が図90に示される保持位置をとるように径方
向外側へとスナップ係合する。スナップ作用は、安心感を与えるクリック音などの聞き取
れる音をユーザにもたらし、それにより、適切な接続が確立されたというフィードバック
をユーザまたは患者に与える。保持位置では、図90に示されるように、鉤状部3246の後面
3246.2がフレーム接続領域3312の保持面3312.2と係合する。この安心感を与えるクリック
音は、技術の1つの例では、十分な剛性のプレナム接続領域3240を形成することによって
容易にされてもよく、その剛性はプレナム接続領域3240の近傍で最も大きい。この剛性は
、オーバーモールド製造によって達成されてもよい。
【０１７０】
　使用の容易さを促進させるために、鼻マスク形態では、ユーザ／患者が識別できるサブ
アセンブリの数を減らすべくオーバーモールド技術が使用される。フレーム3310およびチ
ューブサブアセンブリ4180を構成する構成要素は、1つの完全に一体化されたフレームア
センブリ3001へとオーバーモールドされる。これらの構成要素は、フレーム3310と、下側
アーム10330上の2つの磁石10340と、短チューブ4180とを含む。スイベルアダプタおよび
回転スイベル4190がその後に短チューブ4180の遠位端部に取り付けられる。組み付けられ
た時点で、アーム10320，10330から回転スイベル端部4190にまで至るこの一体化されたフ
レーム3310および短チューブアセンブリ4180は、取り外しの必要なく、取り扱われ、洗浄
され、および、消毒されるようになっている。フレーム3310は、スナップ機能部または接
続領域3312，3313を介して接続するクッションアセンブリ3002のための筐体としての役目
を果たすとともに、クッション3100とフレーム3310とのエアシールを得るためのシール面
も与える。
【０１７１】
　スイベルアセンブリ4190自体は、1つのユニットへと取り外し不能に組み付けられる2つ
の部分から成る。スイベルアダプタ4190は、短チューブ4180とスイベルとの間を接続する
。スイベル構成要素は、スイベルアダプタ4190とPAPシステム空気送出ホース4178との間
で360°全体にわたって回転できる。
【０１７２】
　図90において分かるように、鉤状部3246およびフレーム接続領域3312の表面は、プレナ
ムチャンバ3200とフレーム3310との間のスライド接続を容易にするために特定の態様で傾
けられる。例えば、先に述べられたように、前面3246.1および引き込み面3312.1は、これ
らの表面が相対的な容易さをもって互いにスライド係合できるように互いに対応する角度
をもって形成されてもよい。同様に、後面3246.2および保持面3312.2は、接続された時点
で、フレーム3310およびプレナムチャンバ3200を保持するのに役立つように互いに対して
傾けられてもよい。後面3246.2と保持面3312.2との間の角度は、例えばシール形成構造体
3100の軸線にほぼ沿って印加される引張力が鉤状部3246を内側に屈曲させることによりプ
レナムチャンバ3200をフレーム3310から解放するのに十分であるように選択される。この
引張力は、患者1000が最初に例えばプレナムチャンバ3200を前後方向に圧搾することによ
って鉤状部3246を径方向内側に撓ませることを要しない。むしろ、関連する角度に起因し
て、鉤状部3246の径方向の撓みは、印加される軸方向の引張力の結果としてのみ生じる。
本技術の1つの例では、プレナム接続領域3240が撓まされ、また、フレーム3310からのプ
レナムチャンバ3200の分解は、プレナムチャンバ3200（例えば、プレナムチャンバ3200を
その横方向寸法（左右）で圧搾する）をつまんでプレナムチャンバ3200をフレーム3310か
ら引き離すことによって行われる。
【０１７３】
　図90において分かるように、プレナムチャンバ3200は、プレナム接続領域3240を介して
フレーム3310に取り付けられ、また、保持機能部3244は、鉤状部3246によってフレーム接
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続領域3312と係合される。この図にも示されるように、フレーム接続領域3312の保持面33
12.2および鉤状部3246の後面3246.2は、係合されて互いに同一平面である。患者がプレナ
ムチャンバ3200をフレーム3310から取り外すために、患者1000は、後面3246.2に当て付く
保持面3312.2の抵抗に打ち勝つべくプレナムチャンバ3200を十分な力を伴ってフレーム33
10に対して引っ張らなければならない。本技術の1つの例において、プレナムチャンバ320
0を挟圧すると、プレナムチャンバ3200をフレーム3310から取り外すために必要とされる
軸方向引張力が減少する。この抵抗は、これらの表面3312.2，3246.2が互いに係合する角
度を変えることによって所望のレベルに「合わせられ」得るまたは選択的に調整され得る
。これらの表面3312.2，3246.2がプレナムチャンバ3200をフレーム3310から取り外すため
に患者1000により加えられる力の方向に対して垂直に近ければ近いほど、取り外しをもた
らすために必要とされる力が大きくなる。この角度は、後面3246.2が公称垂直軸線3246.4
（フレーム3310に対するプレナムチャンバ3200の軸方向の引張方向に対応する）に対して
傾けられる図91にβとして示される。βが増大するにつれて、プレナムチャンバ3200をフ
レーム3310から取り外すために必要とされる力が増大する。また、βが増大するにつれて
、取り外しが患者1000にとってより急激と感じる。1つの例では、約75°の角度βが、患
者にとって快適な取り外し感触を生み出すことが分かってきた。更なる例において、βは
、取り外しに対する理想的な抵抗レベルをもたらすために、30°から110°まで、または
、40°から90°まで、または、65°から85°までさまざまであってもよい。これは、偶発
的な外れの可能性を最小限に抑えるように、また、患者1000による意図的な取り外しのみ
を許容するように選択されてきた。
【０１７４】
　公称垂直軸線3246.4と前面3246.1との間の角度である角度αも、患者1000がプレナムチ
ャンバ3200をフレーム3310に取り付けるときに特定のレベルの力を必要とするように同様
に「合わせられ」得るまたは選択的に調整され得る。角度αが増大するにつれて、保持機
能部3244をフレーム接続領域3312と係合させるために必要とされる力が増大するとともに
、これらの構成要素3244，3312を係合させる患者にとっての取り付け感触もより急激とな
る。言い換えると、保持機能部3244の前面3246.1がフレーム接続領域3312の引き込み面33
12.1に沿ってスライドする際に、患者1000は、角度αが減少するにつれて、より滑らかな
係合感触を受けることができる。1つの例では、約30°の角度αが、患者1000にとって快
適な取り外し感触を生み出すことが分かってきた。更なる例において、角度αは、取り外
しに対する理想的な抵抗レベルをもたらすために、50°から70°まで、または、15°から
60°までさまざまであってもよい。
【０１７５】
　また、プレナムチャンバ3200とフレーム接続領域3312との係合および離脱の感触および
力を互いに無関係に合わせるまたは選択的に調整することができるため、角度αおよびβ
は、取り外しの抵抗のレベルとは異なる取り外しに対する抵抗のレベルを患者に感じさせ
るように選択されてもよい。技術の1つの例において、角度αおよびβは、角度βが角度
αよりも大きいように選択されてもよく、それにより、患者は、取り外し抵抗よりも小さ
いプレナムチャンバ3200とフレーム3310との取り付け抵抗を感じる。言い換えると、プレ
ナムチャンバ3200をフレーム3310から取り外すことの方がそれらを接続することよりも困
難であると患者1000が感じ得る。
【０１７６】
　図82において分かるように、技術の1つの例は一対の保持機能部3244，3245を含む。ま
た、この図に示されるように、典型的な保持機能部3244，3245は異なって寸法付けられる
。特に、この図は、プレナム接続領域3240の下部に配置された幅狭い方の保持機能部3245
がプレナム接続領域3240の上部に配置された幅広い方の保持機能部3244よりも幅狭いこと
を示す。保持機能部3244，3245を異なって寸法付けることにより、患者1000は、1つの方
向でのみプレナムチャンバ3200をフレーム3310に取り付けることができ、位置合わせミス
を防止できる。そのような構成が図82に示される。これは、取り付け中の患者のフラスト
レーションを回避し、不正確な取り付けによって起こり得る患者インタフェース3000の損
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傷を最小限に抑えるとともに、患者の気道に対して適切なシールを与えるべくシール形成
構造体3100が正しい方向となるようにして、特に患者1000の上唇で接触力の集中を減らす
あるいは回避することによって快適さを与える。
【０１７７】
　図88には、フレーム接続領域3312が対応する保持機能部3244と係合して示される。幅広
い方の後保持機能部3244は、対応して寸法付けられたフレーム接続領域3312と係合される
。ここに描かれる例では、幅狭い方の保持機能部3245が幅狭い方の前フレーム接続領域33
13に対応するように寸法付けられるが、それらの係合は見えない。1つの保持機能部が対
応する一意的に寸法付けられたフレーム接続領域と係合するように一意的に寸法付けられ
るこのような構成は、患者がプレナムチャンバ3200を1つの方向でのみフレーム3310に取
り付けることができるという利点を有する。取り付け方向を制限することにより、患者10
00は、患者インタフェース3000を不適切に組み付けることが防止されるとともに、不適切
に組み付けられた患者インタフェース3000に起因して次善の治療を受けることが防止され
る。技術のこの特定の例に関して記載された構成は、構成要素が適切に位置合わせされる
場合にのみ患者1000が患者インタフェース3000を完全に組み付けることができるため、視
覚問題に起因して構成要素を正確に係合させる方法を理解するのが困難な場合がある患者
1000、または、暗い部屋、例えば就寝前のベッドルームで患者インタフェース3000を組み
付けているかもしれない患者1000に有利である。
【０１７８】
　前述したように、鉤状部3246の前面3246.1および後面3246.2は、患者インタフェース30
00の組み付けおよび分解に対する最適な大きさの抵抗を与えるのに重要である。また、組
み付け時に構成要素の適切な方向付けが確保されるようにそれぞれの保持機能部3244，32
45およびフレーム接続領域3312，3313を対応して寸法付ける利点についても前述した。保
持機能部3244，3245およびフレーム接続領域3312，3313を適切に寸法付けることは、プレ
ナムチャンバ3200をフレーム3310の方へと案内するのに役立ち得る。言い換えると、フレ
ーム接続領域3312，3313および保持機能部3244，3245は、フレーム接続領域3312，3313の
外周および保持機能部3244，3245の外周が保持機能部3244，3245をそれぞれのフレーム接
続領域3312，3313へと方向付けて位置合わせするのに役立つように互いに緊密に適合して
寸法付けられてもよい。これは、疾病（例えば関節炎）に起因して機敏さが制限される患
者、または、就寝前の暗いベッドルーム内であろうがまたは限られた視力に起因していよ
うが視界が損なわれる場合に患者インタフェース3000を組み付ける患者にとって有益とな
り得る。また、保持機能部3244，3245およびフレーム接続領域3312，3313を互いに緊密に
適合して寸法付けることにより、これは、プレナムチャンバ3200とフレーム3310との間の
シールがこれらの2つの構成要素間の強固な接続を容易にすることによって維持されるよ
うにするのに役立つ。また、保持機能部3244，3245とフレーム接続領域3312，3313との間
の緊密な適合は、フレーム3310に対するプレナムチャンバ3200の同等の位置合わせを容易
にするのに役立ち得る。本技術の1つの例では、保持機能部3244，3245とフレーム接続領
域3312，3313との間に0.3mm～2mmの差が組み入れられてもよい。
【０１７９】
　また、前述したおよび後述するフレーム3310とプレナムチャンバ3200との間の接続が他
のタイプのマスクと共に使用されてもよいことも理解されるべきである。そのような特徴
は、フルフェースマスクにも同様に適用できてもよい。コンパクトな鼻マスクまたはコン
パクトなフルフェースマスクなどの鼻梁下をシールするマスクは、本明細書中に記載され
る接続機能部を組み込んでもよい。また、前頭支持体を欠くマスクは、これらの接続機能
部を含んでもよい。また、鼻クレードル／鼻フランジ3101を有するマスクなどの鼻尖部下
をシールするマスクを含む本技術の例がこれらの接続機能部を使用してもよいことも想起
される。
【０１８０】
　6.3.4.1.2　プレナムチャンバおよびフレームの取り付けおよび取り外しシーケンス
　図93～図97は、プレナムチャンバ3200の接続部3202およびフレーム3310のフレーム接続
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領域3312の一連の断面図を示す。これらの順次的な図は、フレーム3310に対するプレナム
チャンバ3200の取り付けのプロセスを示す。これらの図は1つのフレーム接続領域3312に
対する1つの保持機能部3244の取り付けのみを示すが、図53～55、図69および図81におい
て分かるようにおよび前述したように、複数の保持機能部3244および複数のフレーム接続
領域3312が存在してもよいことが理解されるべきである。したがって、プレナムチャンバ
3200およびフレーム3310の取り付けシーケンス中に、プレナムチャンバ3200とフレーム33
10との完全な取り付けを達成するために、図示の取り付けシーケンスの複数の事例が行わ
れてもよい。
【０１８１】
　図93は、プレナムチャンバ3200の接続部3202およびフレーム3310のフレーム接続領域33
12の断面図を示し、この場合、接続部3202およびフレーム接続領域3312は互いの近傍に位
置するが接触しない。矢印は、接続部3202とフレーム接続領域3312とが結合しようとして
いることを示す。言うまでもなく、これらの図に関しては、簡単にするため、プレナムチ
ャンバ3200およびフレーム3310の更なる部分が含まれていない。したがって、例えば図90
において分かるように、フレーム接続領域3312および該フレーム接続領域3312の干渉部33
14がいずれもフレーム3310の一部であることも理解されるべきである。また、フレーム接
続部3312および該フレーム接続部3312の干渉部3314が取り付けシーケンスにわたって互い
に対して移動することは言うまでもない。図93に戻ると、この図は、シールリップ3250が
形成されないとともに、保持機能部3244が変形されないことを示す。これは、これらの構
成要素3250，3244のいずれもフレーム3310と接触しないからである。
【０１８２】
　図94は、保持機能部3244の鉤状部3246がフレーム3310のフレーム接続領域3312と接触し
始めていることを示す。具体的には、この図は、フレーム接続領域3312の引き込み面3312
.1と接触する鉤状部3246の前面3246.1を示す。この図において、保持機能部3244およびフ
レーム接続領域3312は、保持機能部3244が撓まされないように互いに接触しているにすぎ
ない。また、シールリップ3250は、それがフレーム接続領域3312の干渉部3314と未だ接触
していないため、撓まされてしまっていない。前述したように、前面3246.1の角度αは、
プレナムチャンバ3200とフレーム接続領域3312との係合に対して患者1000が感じる抵抗に
影響を及ぼし始める。これは、前面3246.1が引き込み面3312.1と摩擦接触状態で係合し始
めるからである。
【０１８３】
　図95は、保持機能部3244がフレーム接続領域3312との接触によって撓まされるように取
り付けシーケンスに更に従うプレナムチャンバ3200およびフレーム3310を示す。この図に
おいて分かるように、フレーム接続領域3312およびフレーム接続領域3312の干渉部3314は
接続部3202に更に近づいている。また、この図に示されるように、鉤状部3246の前面3246
.1は、保持面3312.2に更に近い引き込み面3312.1の部分と接触する。言い換えると、鉤状
部3246は、フレーム接続領域3312との取り付けの更に近くまで移動してしまっているとと
もに図94に示される位置に対して移動してしまって見える。前述したように、プレナムチ
ャンバ3200の接続部3202およびプレナム接続領域3240は、患者1000により生み出される締
め付け力によって撓まされてもよい。また、図95は、保持機能部3244がフレーム接続領域
3312との接触によって撓まされてしまっていることも示し、破線は、非変形状態の保持機
能部3244の輪郭を示す。また、図95は、シールリップ3250がフレーム接続領域3312の干渉
部3314と未だ接触せず、したがって、シールリップ3250が変形されていないことも示す。
この図に示されないが、これらの部分3312，3244が互いに押し進められる力に起因してフ
レーム接続領域3312が保持機能部3244から離れるように撓み得ることも理解されるべきで
ある。
【０１８４】
　図96では、プレナムチャンバ3200とフレーム3310とがほぼ取り付けられて、保持機能部
3244がフレーム接続領域3312とほぼ完全に係合される。この図では、保持機能部3244が依
然として変形されるが、鉤状部3246はフレーム接続領域3312の異なる部分と接触する。具
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体的には、このとき、鉤状部3246の後面3246.2がフレーム接続領域3312の保持面3312.2と
接触する。また、後面3246.2と保持面3312.2とが互いに接触する角度に起因して、保持機
能部3244およびフレーム接続領域3312は、撓まされた保持機能部3244のその非変形状態へ
と戻ろうとする固有の傾向によって係合状態へと付勢され、それにより、実際には、特定
の挿入距離に達した後にこれらの部分が互いに引き寄せられる。また、図96は、非変形状
態の保持機能部3244の輪郭を破線によって示す。また、この図では、シールリップ3250が
フレーム接続領域3312の干渉部3314と接触していることも分かる。取り付けシーケンスの
この時点では、シールリップ3250とフレーム接続領域3312の干渉部3314との接触によって
シールが形成され始めてもよい。シールリップ3250は、フレーム接続領域3312の干渉部33
14に当て付く接触によって僅かに撓まされてもよい。
【０１８５】
　図97は、保持機能部3244の鉤状部3246とフレーム接続領域3312との係合によって完全に
取り付けられるプレナムチャンバ3200およびフレーム3310を示す。この図では、保持面33
12.2が後面3246.2に比較的ぴったりとくっついている。また、保持機能部3244は、フレー
ム接続領域3312との接触によってもはや撓まされ得ない。保持機能部3244は、図96に示さ
れるその撓んだまたは変形された状態から非変形状態へと戻り、鉤状部3246および保持機
能部3244が図98に示される位置から図97に示される位置へと移動する際に聞き取れるクリ
ック音を発生させてもよい。この安心感を与える聞き取れるクリック音は、プレナムチャ
ンバ3200とフレーム3310とが完全に係合されるというフィードバックをクリック音が患者
1000に与えるという点において有益となり得る。係合の完了時にこのフィードバックを患
者1000に与えることにより、患者1000は、プレナムチャンバ3200とフレーム3310とがしっ
かりと取り付けられて患者1000が就寝して治療を受けている間に分離しないという確信を
もって患者インタフェース3000を使用できてもよい。
【０１８６】
　また、所望のレベルのシール接触は、プレナムチャンバ3200とフレーム3310とが図97に
示されるように取り付けられるときに達成されてもよい。シールリップ3250は、フレーム
接続領域3312の干渉部3314に当て付いて撓まされているのが分かる。図示のように撓まさ
れることにより、シールリップ3250は、シールリップ3250がその非変形形状に戻ろうとす
る傾向に起因して十分な力でフレーム接続領域3312の干渉部3314にそれ自体が押し付けら
れてもよく、それにより、所望のシールがこれらの構成要素間にもたらされる。更に、治
療が施されるときにプレナムチャンバ3200内の空気圧が増大するにつれて、シールリップ
3250は、フレーム接続領域3312の干渉部3314へ向けて強制的に撓ませられ、それにより、
この領域でシール力を増大させる。プレナムチャンバ3200がフレーム3310と係合されると
きに保持構造体3242とフレーム接続領域3312との間に圧縮シールが形成される場合であっ
ても、係合時に、シールリップ3250とフレーム接続領域3312の干渉部3314との間には、内
部の空気圧が増大するにつれて強くなる圧力作動シールも形成される。特定の例では、圧
縮シールが気密ではなく、それにより、望ましくない漏れが生じることが想定され得る。
【０１８７】
　また、圧縮シールを形成するために構成要素の非常に大きな圧縮量が必要とされる場合
には、これにより、フレーム3310に対するプレナムチャンバ3200の容易な取り付けおよび
取り外しが妨げられる場合があり、その結果、場合により、その操作を行うために片手で
は済まず、または、かなりの量の労力を必要とする。したがって、本技術の1つの例にお
いて、圧縮シールは、主に、シールよりはむしろ保持の目的のために機能し、また、圧力
作動シールは、主に、気密シールを形成して維持する目的のために機能する。そのような
シール作用がプレナムチャンバ3200とフレーム3310との間の接合部の周囲にわたって生じ
ていてもよいことが理解されるべきである。例えば、図92は、保持機能部3244とは別個の
領域でフレーム接続領域3312に当て付く同様に撓まされた状態のシールリップ3250を示す
。また、図80および図81においては、例えば、シールリップ3250がプレナムチャンバ3200
の外周にわたって延在することが分かる。シールリップ3250をプレナムチャンバ3200とフ
レーム3310との間の接合部の周囲にわたって内側で延在させることにより、この領域の全
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体にわたって所望のレベルのシールを得ることができ、それにより、加圧ガスの望ましく
ない漏れが防止される。
【０１８８】
　また、シールリップ3250がこれらの部分を分離付勢している力によってフレーム接続部
3312の干渉部3314に押し付いていてもよいことが理解されるべきである。しかしながら、
鉤状部3246の後面3246.2とフレーム接続領域3312の保持面3312.2との構造的な係合に起因
する摩擦力は、シールリップ3250が非変形状態に戻ってプレナムチャンバ3200をフレーム
3310から分離しようとする傾向の力に抵抗するのに十分でなければならない。
【０１８９】
　プレナムチャンバ3200とフレーム3310との取り外しに関しては、このプロセスが前述し
たプロセスとはほぼ逆の順序であることが理解されなければならない。言い換えると、患
者1000は、これらの構成要素を反対方向に引くことによってプレナムチャンバ3200をフレ
ーム3310から分離してもよく、また、図97が分離プロセスの始まりであってもよく、図25
は、プレナムチャンバ3200とフレーム3310とが完全に分離される図を表してもよい。プレ
ナム接続領域3240付近でプレナムチャンバ3200を締め付けてまたはプレナム接続領域3240
を締め付けてフレーム3310から引き離すことは、フレーム3310からのプレナムチャンバ32
00の取り外しに役立ち得る。また、患者1000がプレナムチャンバ3200を握る目的でプレナ
ムチャンバ3200を任意の場所で、締め付けて単にフレーム3310から引き離してもよいこと
も想起される。引っ張りつつひねる動作も、プレナムチャンバ3200をフレーム3310から離
脱させることに役立ち得る。
【０１９０】
　6.3.4.1.3　硬質－硬質間接続
　プレナム接続領域3240およびフレーム3310は、図93～図97に示されるように組み付けら
れて取り付けられてもよい。前述したように、プレナム接続領域3240および／または保持
構造体3242は、半硬質材料、例えば高デュロメータシリコーン（プレナムチャンバ3200よ
りも高いデュロメータ）／TPE、プラスチック、ナイロン、ポリプロピレン、ポリアミド
、および／または、ポリカーボネートから構成されてもよい。プレナム接続領域3240は、
連続したリングまたは楕円形の2つのC形状クリップ、1つのC形状クリップ、または、単一
の連続する断片の形態を成すがプレナムチャンバ3200の一部のみを取り囲んで構成され得
る。クリップは、スプリングクリップとして機能してもよく、また、C断面または二重C断
面の形態を成してもよい。スプリングクリップのバネ力は、プレナム接続領域3240がフレ
ーム3310のフレーム接続領域3312，3313または干渉部3314に抗して伸長される弾力性によ
って与えられてもよい。他の例では、クリップ形態が必要でなくてもよく、保持機能部32
44，3245のみが接続領域3312，3313と係合するためにプレナム接続領域3240および／また
は保持構造体3242を伴わずにプレナムチャンバ3200に取り外し不能に直接に接続される。
また、本技術の1つの例がプレナム接続領域3240と同じまたは同様の半硬質材料から構成
されるフレーム3310を含んでもよいことも想起される。フレーム3310およびプレナム接続
領域3240を半硬質材料から製造することにより、「硬質－硬質間」接続インタフェースま
たは結合インタフェース、例えば解放可能な硬質－硬質間接続が形成されてもよい。この
「硬質－硬質間」接続は、プレナム接続領域3240およびフレーム接続領域3312の構造的特
徴と併せて、患者インタフェース3000を組み付けるときにプレナムチャンバ3200とフレー
ム3310との間の接続の確信的感触を（例えば、聞き取れるスナップ嵌合または安心感を与
えるクリック音をもたらすことによって）患者1000に与えることができる。プレナムチャ
ンバ3200とフレーム3310との間の確実な嵌合は、患者1000が患者インタフェース3000を介
して最適な治療を受けるようにするのに役立つため、容易な使用と確実な嵌合が達成され
たという確信を患者1000に与える構造は有益である。本明細書中に記載される硬質－硬質
間接続は、それがシール形成構造体3100により形成されるシールに対して安定性を加える
ことができるという点においても有益となり得る。これは、プレナムチャンバおよびフレ
ームのいずれか一方または両方が軟質材料から形成され、それにより、特に暗い部屋でプ
レナムチャンバとフレームとを容易に適切に係合させることを関節炎の手にとって難しく
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する、硬質－軟質間接続または軟質－軟質間接続とは対照的である。また、「硬質－硬質
間」接続は、フレーム3310に対するシール形成構造体3100の簡単な取り付けおよび再取り
付けをもたらす。
【０１９１】
　保持機能部3244，3245がプレナムチャンバ3200に設けられるように説明されるとともに
、接続領域3312，3313がフレーム3310に設けられるが、その場所をフレーム上の保持機能
部およびプレナムチャンバ上の接続領域に切り換えることができてもよい。また、一方の
部分には、他方の部分にある接続領域および保持機能部と対応する保持機能部と接続領域
との組み合わせが存在してもよい。
【０１９２】
　6.3.5　プレナムチャンバを形成する方法
　プレナムチャンバ3200を製造する方法は、第1の金型内でプレナム接続領域3240を成形
して、成形されたプレナム接続領域3240を第1の金型から除去するとともに、プレナム接
続領域3240を第2の金型内へ挿入して、第2の金型内で接続部3202を備えるプレナムチャン
バ3200の一部を成形するステップを備えてもよい。プレナム接続領域3240は、接続部3202
に対して化学的に結合されおよび／または機械的に連結されてもよい。
【０１９３】
　1つの形態において、シールリップ3250は、プレナムチャンバ3200とフレーム3310とが
互いに組み付けられるときにフレーム接続領域3312の干渉部3314と干渉する（図90）よう
に構成されて配置される。使用時、シールリップ3250は、フレーム接続領域3213の干渉部
3314と組み付けられるときに静止位置（図89）から離れるように弾性的に屈曲させられる
とともに、少なくとも部分的には弾性材料である結果として干渉部3314に押し付いて（図
90）、シールリップ3250と干渉部3314との間での空気の漏れに抵抗するまたは漏れを防止
する。シールリップ3250がプレナムチャンバ3200に設けられるように説明してきたが、シ
ールリップ3250がフレーム3310に設けられてもよい。1つのシールリップを説明してきた
が、2つ以上のシールリップが設けられてもよいことが想定され、その場合、少なくとも1
つのシールリップがプレナムチャンバ3200に設けられ、また、少なくとも1つのシールリ
ップがフレーム3310に設けられる。
【０１９４】
　6.3.6　位置決め安定化構造体3300
　本技術の1つの形態では、多くの構造的特徴が位置決め安定化構造体3300の一部、例え
ばヘッドギアアセンブリ（単にヘッドギアと称される場合がある）を形成することに留意
されたい。本技術の別の形態では、これらの特徴のうちの1つ以上がフレーム3310に位置
付けられる。
【０１９５】
　本技術の患者インタフェース3000のシール形成構造体3100は、使用時に、位置決め安定
化構造体3300によってシール位置に保持されてもよい（図75、図76および図166）。1つの
形態において、位置決め安定化構造体3300はヘッドギアを備える。言うまでもなく、位置
決め安定化構造体3300は、本技術の1つの形態では、ヘッドギアと称されてもよい。
【０１９６】
　ヘッドギアストラップ3301は、フレーム3310の上側アームおよび下側アーム10320，103
30を介して位置決め安定化構造体3300などの患者インタフェース3000の一部分に対して取
り外し可能に接続できてもよい。
【０１９７】
　位置決め安定化構造体3300は、首ストラップ10227または円形のクラウンストラップ102
25に接続される2対のサイドストラップ、すなわち、一対の上側サイドストラップ10230と
、一対の下側サイドストラップ10220とを備えてもよい。上側サイドストラップ10230は、
上側ヘッドギア接続ポイント10325に接続して、実質的に患者1000の眼と耳との間からク
ラウンストラップ10225まで延在する患者の顔面の両側に沿って位置付けられてもよい主
ヘッドギアループを画定する。サイドストラップ10230，10220は、Y形状のヘッドギアコ
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ネクタ800上またはフレーム3310上のヘッドギア接続ポイント10325，10331に接続するた
めに調整可能なフックアンドループ（Velcro（商標））接続機構950を含む。
【０１９８】
　接続ポイント10325，10331はいずれも、コネクタに対するヘッドギアストラップ3301の
接続を保持するための保持機構と、シールのためにヘッドギアストラップ張力を調整する
ための別個の調整機構とを備える。保持機構と調整機構との分離は、コネクタに対するヘ
ッドギアストラップ3301の接続とは独立してヘッドギアストラップ3301を調整できるよう
にする。独立した調整は、ヘッドギアストラップ3301を調整または‘設定’した後、ヘッ
ドギアストラップ3301を着用するあるいは取り外す際にこの調整された位置のままにして
おくことができるようにし、それにより、患者1000が自分達の以前の設定を‘忘れる’こ
とができるようにする「設定および忘れ機能部」を可能にする。
【０１９９】
　位置決め安定化構造体3300は、首ストラップ10227または円形のクラウンストラップ102
25に接続される2対のサイドストラップ、すなわち、一対の上側ヘッドギアストラップ102
30と、一対の下側ヘッドギアストラップ10220とを備えてもよい。上側ヘッドギアストラ
ップ10230は、上側ヘッドギア接続ポイント10325に接続して、実質的に患者の眼と耳との
間からクラウンストラップ10225まで延在する患者の顔面の両側に沿って位置付けられて
もよい主ヘッドギアループを画定する。上側ヘッドギアストラップ10230は、フレーム331
0の上側アーム10320上の上側ヘッドギア接続ポイント10325に接続するために調整可能なV
elcro（商標）状の接続機構950を備える。
【０２００】
　典型的な位置決め安定化構造体3300は、参照によりその全体が本願に組み入れられる20
10年5月28日に出願された国際特許出願公開2010/0135785号に開示される。
【０２０１】
　一例において、本技術の患者インタフェース3000のシール形成構造体3100は、使用時に
、位置決め安定化構造体3300によってシール位置に保持される。
【０２０２】
　本技術の他の形態において、本技術の患者インタフェース3000のシール形成構造体3100
は、位置決め安定化構造体3300に対する4点接続によってシール位置に保持される。
【０２０３】
　位置決め安定化構造体3300は、クッションアセンブリ3002を患者1000の顔面上に保持す
る。ヘッドギアストラップ3301は、患者1000の頭部に適合するように形成される。ヘッド
ギアストラップ3301は、顔マーキングを減少させるとともに快適で嵌め付けが容易な高級
なロールエッジ布地から形成されてもよい。ヘッドギアストラップ3301は、頭冠を被包す
る円形のクラウン構造から成る。2対の水平に方向付けられた上側ヘッドギアストラップ1
0230は、上端クラウンストラップ10225から患者の顔の前面へと延在し、これらはフレー
ム3310に固定される。2つの上側ヘッドギアストラップ10230の端部は、上側アーム10320
に通されて、後方に折り返された後、調整部材または締結部材、例えばVelcro（商標）状
のフックタブ950を使用して締結される。これらの上側ヘッドギアストラップ10230は、患
者の鼻梁部位の周囲でエアシールを容易にする。同様に、下側ヘッドギアストラップ1022
0は、2つのオーバーモールドされた磁気ヘッドギアクリップ10210に通されて同じタイプ
のVelcro（商標）状のフックタブ950を使用して固定される。ヘッドギアクリップ10210は
、自動位置決めして、フレーム3310の下側アーム10330に位置付けられる2つの対応する半
体と係合する。これらの2つの下側ヘッドギアストラップ10220は、患者の顔に対してシリ
コーンシール形成構造体3100を保持するとともに、シール形成構造体3100の下端および両
側部が患者の顔面と共にエアシールを達成できるようにする。
【０２０４】
　ヘッドギアストラップ3301の長さは、Velcro（商標）状のフックタブ950を外して、ス
トラップ10220，10230を上側アーム10320またはヘッドギアクリップ10210のいずれかに通
してスライドさせ、フックタブ950を再び締結することによって容易に調整される。フッ
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クタブ950がひとたび締結されてセットされると、ヘッドギアクリップ10210のうちの一方
を解放することによりヘッドギアを迅速且つ容易に取り外すことができる。締結されたVe
lcro（商標）状のフックタブ950は、次の使用のためにヘッドギア設定を維持するのに役
立つ。例示されるように、ヘッドギアは、ストラップ10220，10230，10225，10226および
首ストラップ10227へとカットされる互いに超音波溶着される三層の積層体（布地、発泡
体、および、布地）から形成される。一例では、例えばコストを節約するために、ストラ
ップの少なくとも一部（例えば、10220，10230，10225，10226）が、直線状のカットによ
って形成されてもよく、また、直線状の縁部を伴って一直線を成す。これは、それらのス
トラップが材料のシートからカットされれば、材料廃棄物が少ないからである。
【０２０５】
　図115～図121は、本技術の1つ形態に係る患者インタフェース3000を患者に嵌め付ける
ための連続するステップを示す。例えば、シール形成構造体3100が最初に患者の顔面と係
合され、上端クラウンストラップ10225、首ストラップ10227、側部クラウンストラップ10
226、および、下側ヘッドギアストラップ10220が図115に示されるように患者の頭部の上
端を乗り越えて通される。上端クラウンストラップおよび側部クラウンストラップ10225
，10226が頭冠を被包するように患者の頭部と係合され（図116）、その後、下側ヘッドギ
アストラップ10220と関連付けられるヘッドギアクリップ10210がフレーム3310の下側アー
ム10330と係合される（図116）。上側ヘッドギアストラップ10230および／または下側ヘ
ッドギアストラップ10220の長さが手動調整されてもよい（図118および図119）。最後に
、空気回路4170が患者インタフェースに設けられる短チューブ4180に接続されてもよく（
図120）、その後、快適さのためおよび適合させるために、患者インタフェースが顔面上
において手動で調整されあるいは微調整されてもよい（図121）。
【０２０６】
　図122および図123に示されるように、患者インタフェース3000は、ヘッドギアクリップ
10210のうちの一方を外して（図122）、患者の頭部を乗り越えるようにヘッドギアを引き
上げる（図123）ことによって患者の頭部から迅速且つ容易に取り外すことができる。
【０２０７】
　図124～図126は、本技術の1つの形態に係る患者インタフェース3000を分解するための
様々なステップを示す。例えば、図124は、外されて上側アーム10320から引っ張られて離
脱される上側ヘッドギアストラップ10230のVelcro（商標）状のフックタブ950を示し、ま
た、図125は、クッションアセンブリをフレーム3310から取り外すためにクッションアセ
ンブリ3002がその横側から圧搾されて挟持されている状態を示し、また、図126は、上側
アーム10320からスライドして外されて除去される上側アームスリーブ10312を示す。
【０２０８】
　図127～図130は、本技術の1つの形態に係る患者インタフェース3000を再び組み付ける
ための様々なステップを示す。例えば、図127は、クッションアセンブリ3002がその横側
で圧搾されてフレーム3310に押し込まれてこれと係合される状態を示し、図128は、上側
アーム10320上へとスライドされて上側アーム10320に組み付けられる上側アームスリーブ
10312を示し、図129は、上側アーム10320に通される上側ヘッドギアストラップ10230のVe
lcro（商標）状のフックタブ950を示し、および、図130は、ヘッドギアクリップ10210に
通されて、後方へ折り返された後に、締結される下側ヘッドギアストラップ10220のVelcr
o（商標）状のフックタブ950を示す。
【０２０９】
　図64～図67、図72、図84、図86は、開示技術に係る位置決め安定化構造体3300のための
ヘッドギアストラップ3301を描く。ヘッドギアのクラウンアセンブリは、首ストラップ10
227と、側部クラウンストラップ10226と、上端クラウンストラップ10225を備える。首ス
トラップ10227は、側部クラウンストラップ10226および下側ヘッドギアストラップ10220
に接続される。側部クラウンストラップ10226および上端クラウンストラップ10225は、高
い可撓性を与える薄肉接続部10223で接続される。薄肉接続部10223は、略V形状を有して
もよく、また、少なくとも部分的に互いに離間されることが好ましい。薄肉接続部10223
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が溶着部であってもよい。
【０２１０】
　首ストラップ10227は2つの大側縁部10228，10229を備える。この例では、大側縁部1022
8，10229が略湾曲形状を有する。大側縁部10228，10229は2つの小側縁部10231，10232を
相互に接続する。小側縁部10231，10232は、首ストラップ10227の対称軸線から離れてあ
るいは対称軸線の側方に位置付けられる。小側縁部10231，10232はそれぞれ3つのエッジ
部を備える。
【０２１１】
　首ストラップ10227の対称軸線に対して垂直な軸線と直交する方向で測定される首スト
ラップ10227の幅は、両側の大側縁部10228，10229の凹状の湾曲部で減少される。側部ク
ラウンストラップ10226は、それぞれの上側接続部10222で首ストラップ10227に接続され
あるいは接続可能である。下側ヘッドギアストラップ10220は、それぞれの下側接続部102
21で首ストラップ10227に接続されあるいは接続可能である。描かれた例の下側接続部102
21は、それぞれの下側ヘッドギアストラップ10220の主軸線に対して略垂直に延在する。
ここで、上側接続部10222は、それぞれの側部クラウンストラップ10226の延在の主軸線に
対して鋭角を成して方向付けられる。
【０２１２】
　フレーム3310に接続する各ストラップ10230，10220にはフックアンドループタブ950が
設けられる。下側ヘッドギアストラップ10220に溶着される側部クラウンストラップ10226
に対して上端クラウンストラップ10225を溶着することにより、最終的な三次元クラウン
アセンブリが得られる。
【０２１３】
　6.3.6.1　磁気的なヘッドギア係合
　位置決め安定化構造体3300とフレーム3310との間の係合の1つの形態が磁気的係合によ
るものであってもよい。これは、患者1000がヘッドギアストラップ3301の長さを調整しな
ければならないとともに患者が患者インタフェース3000を着脱する度にフックアンドルー
プタブ950を使用することを回避する「設定および忘れ」メモリとして磁気的係合が機能
するため、患者1000に利便性を与える。また、磁気的係合は、使用の容易さを与えるとと
もに、関節炎の手を有する患者1000を微光状態において助ける。これは、磁気的吸引力が
直観的にヘッドギアクリップ10210を下側アーム10330上の下側ヘッドギア接続ポイント10
331の方へとそれらが互いに接近しているときに至らせるあるいは案内するからである。
これは自動位置合わせをもたらし、また、良好な係合時の可聴クリックは、患者が治療を
より迅速に開始または再開できるようにする素早い嵌め付けを患者1000にとって可能にす
る。
【０２１４】
　下側アーム10330は、下側ヘッドギア接続ポイント10331で下側アーム10330の遠位自由
端部に収容されるあるいは埋め込まれる磁石10340を備えてもよい。磁石10340は、下側ア
ーム10330と同じ材料中に完全に封入される。一例において、下側アーム内の磁石の封入
は、例えばオーバーモールドまたは超音波溶着によって行われてもよい。磁石10340は、
例えば磁極吸引力によってヘッドギアクリップ10210内に埋め込まれる磁石10216に磁気的
に引き付けられる。ヘッドギアクリップ10210は、位置決め安定化構造体3300の下端ヘッ
ドギアストラップ10220上に位置付けられて下端ヘッドギアストラップ10220に沿って自由
に移動できる。図109は、ヘッドギアクリップ10210および該ヘッドギアクリップ内に埋め
込まれた磁石10216の断面を示す。図示のように、ヘッドギアクリップ10210は、ヘッドギ
アストラップ10220を通すことができるようにするスロットまたは空隙10217を画定するク
ロスバー10218を備える。一例において、スロット10217は、細長く、そのため、使用時に
その長手方向軸線が名目上の垂直軸線と平行に方向付けられる。ヘッドギアクリップ1021
0がヘッドギア接続ポイント10331と係合されてヘッドギア張力が加えられるときに、スロ
ット10217は下側アーム10330およびフレーム3310によって遮られない。
【０２１５】
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　磁石10340と磁石10216との間の磁気的吸引力は、ヘッドギアクリップ10210を下側アー
ム10330の下側ヘッドギア接続ポイント10331へと案内して位置合わせする。また、これら
の磁石は、ヘッドギアクリップ10210と下側ヘッドギア接続ポイント10331との機械的な係
合に加えて、下側ヘッドギア接続ポイント10331でフレーム3310に対するヘッドギアクリ
ップ10210の何らかの係合力を与えるのに役立ってもよい。一例において、ヘッドギアク
リップ10210およびフレーム3310は、ヘッドギアシステムと称されるサブアセンブリを形
成してもよい。
【０２１６】
　磁石10216は、ヘッドギアクリップ10210を形成する材料によって完全に覆われる。磁石
10216を覆う材料は、モールドラインを何ら伴うことなくほぼ滑らかな外面を有してもよ
い。同様に、磁石10340も下側アーム10330内に完全に封入される。磁石10340を覆う材料
は、モールドラインを何ら伴うことなくほぼ滑らかな外面を有してもよい。磁石10216，1
0340を覆う材料のほぼ滑らかな外面は、視覚的および審美的に良好であることに加えて、
任意の相対的な摩擦および物理的障害を最小限に抑え、それにより、容易な相対回転を可
能にする。
【０２１７】
　図70を参照すると、ヘッドギアクリップ10210は、フレーム3310の下側アーム10330の下
側ヘッドギア接続ポイント10331と機械的に係合するようになっている機械的構造体また
は機械的保持部材10215を備えてもよい。下側アーム10330は、該下側アーム10330と共に
下端ヘッドギアストラップ10220を解放可能に保持するための磁石10340を備える。1つの
例において、機械的な保持部材10215は、下側ヘッドギア接続ポイント10331の円筒部1033
4（例えば、図57および図59参照）の半円外周領域と機械的に係合するための半円の形状
を成す保持壁または隆起壁、縁部またはリムである（例えば、図70および図109における
隆起壁の半円断面またはU形状を参照）。すなわち、磁石10340の封入は、前方に延在する
円筒部10334によって隆起面10335をもたらし、また、隆起面10335は、ヘッドギアクリッ
プ10210の外周隆起縁部10215に対する機械的な係合を可能にする。これは、雄部分がヘッ
ドギアクリップ10210の隆起縁部10215内に画定される円形空間である雌部分（図70参照）
と嵌合する下側ヘッドギア接続ポイント10331の筒体または円筒部10334（図56参照）の半
円外周領域となる嵌め合い関係である。すなわち、隆起壁または縁部10215は、ヘッドギ
ア接続ポイント10331を受けるようにされた空間を画定する。この幾何学的形態は、雌部
分と雄部分との間の止まり嵌めあるいは機械的なロックをもたらす。例えば、機械的構造
体は、ヘッドギア張力が加えられるときにフランクフォート水平方向と略平行な方向での
ヘッドギアクリップ10210の直線移動を防止する。一例において、円筒部10334による隆起
面10335は、円筒部10334に対するヘッドギアクリップ10210の保持を容易にするためにア
ンダーカットを与えるべく傾けられあるいは傾斜されてもよい。円形嵌め合いの幾何学的
形態は、ヘッドギア接続ポイント10331に対するヘッドギアクリップ10210の360°回転も
可能にし、この場合、剪断力は、磁石10216，10340間の磁力に対応する。すなわち、磁石
10340、および、下側ヘッドギア接続ポイント10331の円筒部10334によって与えられる隆
起面10335は、略円形または楕円の断面を有し、このような断面を有することにより、例
えばヘッドギア張力が加えられるときに下側ヘッドギアストラップ10220がねじれること
を最小限に抑えるように、ヘッドギアクリップ10210およびその隆起縁部10215が磁気的に
係合されるときに、ヘッドギアクリップ10210は下側アーム10330に対して回転できる。例
えば、ヘッドギアストラップ10220の長さを調整することによってヘッドギア張力が加え
られるときに、ヘッドギアクリップ10210は、下側アーム10330との機械的および磁気的な
係合を維持して、下側アーム10330に対して回転する。磁石10340は、それらの全表面がプ
ラスチック材料の薄層によって完全に覆われるように完全に封入されてもよい。これは、
下側アーム10330を形成する同じプラスチック材料であってもよく、したがって、継ぎ目
がなく、視覚的に審美性があるとともに、一体的に形成される。下側アーム10330の磁石1
0340は、使用時にヘッドギアクリップ10210を下側アーム10330上の特定の位置に案内して
位置決めするべくヘッドギアクリップ10210を磁気的に引き付ける。下側アーム10330は、
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患者1000によって意図的に解放されるまで確実な機械的係合を維持するべく前述した嵌め
合い関係を使用してヘッドギアクリップ10210と機械的に係合する。また、図112は、下側
アーム10330とヘッドギアクリップ10210との間の磁気的で機械的な係合も示し、この場合
、ヘッドギアクリップ10210の隆起縁部10215が下側アーム10330の円筒部10334の隆起面10
335と係合される。
【０２１８】
　本技術の一例に係る磁気的なヘッドギア係合の典型的な利点は、ヘッドギアクリップ10
210が、より低いプロファイルであって、それにより例えばあまり嵩張らない、物理的障
害が少ない、重量が少ない、および、視覚的により多く訴える、ことを含むという点であ
る。他の典型的な利点は有用性の向上であり、例えば、ヘッドギアクリップ10210を下側
アーム10330から取り外すための離脱力は、特定の方向では低いが、他の方向では高い。
この構成は、使用時に不測の離脱を防止するが、容易な意図的離脱を可能にする。他の典
型的な利点は、ヘッドギアクリップ10210および下側アーム10330の円筒部10334の形状と
幾何学的な嵌め合い形態とに起因する下側アーム磁石10340に対するヘッドギアクリップ
磁石10216の正確な案内である。すなわち、磁石10216，10340の平坦な表面は、磁気的な
吸引力がこれらの磁石を互いに特定の距離を隔てて引き付けるときに、互いに対して同心
的にほぼ位置合わせする（例えば、図112参照）。
【０２１９】
　他の例において、保持部材10215の外周隆起縁部は、回転が望ましくない他のマスク、
例えば口鼻マスクのためにクリップを使用できるようにする切り欠きを有してもよい。そ
のような口鼻マスクにおけるヘッドギアコネクタポイントは、切り欠きと係合するための
突起を有し、したがって、相対回転を防止する。
【０２２０】
　ヘッドギアクリップ10210がマスク3000の内面で下側アーム10330の磁石10340と磁気的
に係合されるとき、組み付けられたヘッドギアクリップ10210およびフレーム3310の表面
における磁場強度は、ガウスメータまたは磁気探知機により測定して380ミリテスラ（mT
）未満である。磁場強度が約160mT～約190mTであってもよい。磁場強度が約180mTであっ
てもよい。Health Physics 96(4):504-514; 2009において公開されたICNIRP Guidelines 
on Limits of Exposure to Static Magnetic Fieldsに起因して、磁場強度は400mTを超え
るべきでない。また、磁場強度が強すぎる場合には、下側アーム10330からヘッドギアク
リップ10210を容易に取り外すことが患者1000にとって困難な場合がある。磁場強度が低
すぎれば、下側アーム10330からのヘッドギアクリップ10210の不測の離脱が頻繁となる場
合があり、また、協働する磁石10340，10216の案内位置合わせ機能がかなり低下されて患
者1000にとって利益を欠く場合がある。一例では、磁石10340，10216が強磁性材料、永久
磁石、または、電磁石であってもよい。
【０２２１】
　ヘッドギアクリップ10210は、下側アーム10330との磁気吸引力によって自動位置決めし
ており、これは、例えば暗い部屋において、特に高齢者や関節炎患者により、非視覚的に
有益である。また、ヘッドギアクリップ10210は、下側アーム10330との機械的係合がうま
くいったことを示すための聞き取れる触覚フィードバックを与える。磁石10216，10340は
、方向付けを案内し、下側アーム10330とヘッドギアクリップ10210との間の係合を維持す
るためだけではない。ヘッドギアストラップ3301を締め付けることによってヘッドギア張
力が加えられると、ヘッドギアクリップ10210と下側アーム10330との間の機械的係合は、
ヘッドギアクリップ10210が下側アーム10330から外れることを防止する。2つの磁石を説
明してきたが、1つの磁石（クリップ10210または下側アーム10330）と1つのフェライト材
料（クリップ10210または下側アーム10330）とが存在することも想定し得る。
【０２２２】
　Sleepnet Corporationによって製造されるMojo（登録商標）フルフェースマスクは、磁
気ヘッドギアコネクタと調整可能な前頭支持体とを備える。Mojo（登録商標）マスクは、
マスクの比較的硬質な外殻に取り外し不能に接続されるゲルが充填されたクッションを有
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する。通気孔付きの旋回エルボーが外殻から延在する。一対の磁石が外殻の側面付近の外
殻内に収容される。各磁石の中心領域は、その上端面および下端面で環境に晒され、任意
のプラスチック材料によって覆われない。同様に、それぞれの三角形状のヘッドギアクリ
ップ内の磁石もその上端面および下端面で環境に晒される。これに対し、本技術の磁石は
、プラスチック材料中に完全に封入されあるいは被包される。これについては、例えばプ
ラスチック材料の上端層とプラスチック材料の下端層とによってクリップ10210／下側ア
ーム10330内に磁石10216，10340が保持され、隆起壁10215がプラスチック材料の下端層か
ら離れるように突出し（例えば、隆起壁10215が磁石10216の周囲で外周部から突出し）、
それにより、引っ掻きによって引き起こされる磁石への損傷を最小限に抑えるあるいは防
止するとともに、外気との接触を防止して酸化または腐食を回避することを示す図109お
よび図112を参照されたい。本技術のフレーム3310の下側アーム10330内の磁石10340は、M
ojo（登録商標）マスクの外殻内の磁石よりも更に離間される。Mojo（登録商標）マスク
の外殻内の磁石は、クッションの最大幅よりも小さい外殻の最大幅分だけしか離間させる
ことができない。これに対し、本技術のフレーム3310の下側アーム10330内の磁石10340は
、クッションアセンブリ3002の最大幅よりも更に離間される。この位置決めおよび配置は
、患者1000がヘッドギアクリップ10210をフレーム3310の下側アーム10330に対して取り付
けて取り外すことを更に容易にする。また、それは、下側ヘッドギア張力ベクトルLVをフ
ランクフォート水平方向とより接近して位置合わせされるように向上させ、したがって、
ヘッドギア張力が特定の顔部位に集中することなく患者の顔面上により均一に分配される
。また、これは、マスク3000の安定性を向上させる。
【０２２３】
　Mojo（登録商標）マスクでは、ヘッドギアクリップが外殻内の磁石と磁気的に係合する
。ヘッドギアクリップが外殻内の磁石と磁気的に係合されると、ヘッドギアクリップが回
転できない。これは、外殻から外側に延在する突起が、ヘッドギアストラップによっても
ループして通るために使用されるヘッドギアクリップ内に画定される空隙を通じて突出す
るからである。これに対し、本技術のヘッドギアクリップ10210は、フレーム3310の下側
アーム10330内の磁石10340と磁気的に係合されるときに360°回転することができる。鼻
マスクのためのヘッドギアクリップ10210の回転は、患者1000の顔および頭の異なる形状
とサイズとに起因して、快適さと安定性とを向上させる。また、患者1000が眠りながら動
く場合には、ヘッドギアクリップ10210の不測の外れの可能性を減らすこともできる。こ
れは、ヘッドギアストラップ10220が異なる方向に引っ張られる場合にヘッドギアクリッ
プが回転できるからである。また、Mojo（登録商標）マスクの三角形状のヘッドギアクリ
ップおよび外殻の突起は、ヘッドギアクリップを外殻から離脱させることを困難にする。
これは、それによって、患者が最初にヘッドギアクリップを上方へ持ち上げあるいは傾け
て突起を乗り越えなければならないからである。これに対し、本技術のヘッドギアクリッ
プ10210は、クロスバー10218付近の機械的保持部材10215とは反対側のヘッドギアクリッ
プ10210の端部をつかんで外側へねじって動かすことによって下側アーム10330から外れる
ことができ、そして、磁石10340，10216を離脱させることができる。
【０２２４】
　また、本技術のヘッドギアクリップ10210における空隙10217の幅は、Mojo（登録商標）
マスクのヘッドギアクリップにおける空隙よりも少なくとも2倍だけ幅広い。このことは
、Mojo（登録商標）マスクと比べてヘッドギアストラップ10220とヘッドギアクリップ102
10との間に摩擦が少なくより大きな空間が存在するため、ヘッドギアストラップ長さを調
整するときに、本技術の位置決め安定化構造体3300の下端ヘッドギアストラップ10220が
比較的容易に空隙10217を通り抜けて移動できることを意味する。これにより、患者1000
は、ヘッドギアストラップ10220がヘッドギアクリップ10210を通り抜けてスムーズに自由
に移動しないことによる多くのフラストレーションを伴わずに、最適な快適さおよび安定
性のために患者インタフェース3000のヘッドギア張力を迅速且つ都合良く調整することが
できる。
【０２２５】
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　治療中、患者の頭部は、寝ている間に左右にあるいは上下に向きを変える場合がある。
患者1000により睡眠時に使用される患者インタフェース3000において、ストラップおよび
シールの配置は、無意識のあるいは反射的な頭部および身体の動きにも対応しなければな
らない。対応しなければ、処置が損なわれ、患者1000が患者インタフェース3000によって
不適切に扱われる。磁石10216，10340を同時に締結するあるいは解放することができる。
磁石10216，10340の相補的な磁気結合面のほぼ同一の寸法の結果として、磁石10216，103
40は、それらが接触した時点でほぼ自動的な位置合わせの状態となり、したがって、一般
に、初期接触およびその後の係合のために外的な助けが必要とされない。磁石10216，103
40の結合面は正反対のあるいは相補的な極性を有しているため、また、通常は結合面とほ
ぼ垂直なあるいは直交する方向で磁気結合力が最も強いため、相互の横方向の吸引力は比
較的弱く、そのため、磁石10216，10340を横方向に引っ張ることによって磁石10216，103
40の横方向の変位が比較的容易に生じる場合があり、それにより、横方向の張力が加えら
れるときに締結具の不用意なあるいは不測の外れが引き起こされる場合がある。したがっ
て、望ましくない横方向の動きを阻止するべく、機械的な保持部材10215がヘッドギアク
リップ10210に設けられた。これらの締結具は、ヘッドギアクリップ10210と下側アーム10
330とを引き離して互いに離間させることによって簡単に分離される。これらの締結具は
、磁石10216，10340が互いに接近しているときに自動的に締結される。
【０２２６】
　磁石10216，10340は、消磁または劣化をもたらす場合がある磁石10216，10340の酸化ま
たは腐食の可能性を最小にするあるいは排除するために、完全に囲繞されるとともに、水
密または気密であることが好ましい。磁石10216，10340の囲繞は、磁石10216，10340を環
境から保護するとともに磁石が製品のプレゼンテーションおよび外観にとって重要なそれ
らの当初の視覚的訴求を維持するようにするための化粧カバーによってもたらされる。一
例において、磁石10216，10340は、例えば磁石に対する引っ掻き傷／損傷を防止するため
に、コーティング（例えば、磁石10216，10340がニッケルまたは亜鉛でコーティングされ
る）を含んでもよい。
【０２２７】
　本技術の1つの例では、患者1000の様々な頭部サイズに対応するために、全体的に長さ
調整できる複数のヘッドギアストラップ3301（上側および下側のストラップ10220，10230
）が使用される。患者1000は、一般に患者1000が睡眠中に無意識に自分の頭の向きを左右
または上下に変えることにより引き起こされる回転力に抗するべく、しばしばストラップ
3301を少々締め付け過ぎる場合がある。CPAP治療のために患者インタフェースに関連付け
られない一部の従前の磁気的な留め具は、患者1000が自分の頭部を無意識に動かすことに
よって直面される大きさの回転力に抗するように形成されていない。また、従前のマスク
の幾つかのヘッドギアストラップは、全ての患者1000に適合するように十分に締め付ける
ことができない。しかしながら、本技術において、磁気的なヘッドギアクリップ10210は
、複数のヘッドギアストラップ3301と共に使用される際に、磁気的な下側アーム10330と
ともに、患者1000の様々な頭部サイズに対応するべく十分に調整できるとともに、患者10
00が寝ている間に自分の頭部の向きを無意識に左右または上下に変えることによって一般
に引き起こされる回転力に抗することができる。一例では、ほぼ全ての患者を網羅するべ
く幅広いヘッドギア適合範囲を与えるために2つのヘッドギアサイズのみが与えられても
よい。しかしながら、それよりも多いあるいは少ないヘッドギアサイズも想定し得ること
が理解されるべきである。
【０２２８】
　別の例において、上側アーム10320は、上側ヘッドギア接続ポイント10325で上側アーム
10320の遠位自由端部10323内に収容されあるいは埋め込まれる磁石を備えてもよい。
【０２２９】
　6.3.7　通気孔3400
　1つの形態において、患者インタフェース3000は、呼気（吐き出される二酸化炭素を含
む）の流出を可能にするように構成されて配置された通気孔3400を含んでもよい。通気孔
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3400は大きくない。通気孔3400は、排気をフレーム3310から離れるように方向付ける。
【０２３０】
　図78を参照すると、本技術に係る通気孔3400の1つの形態は、複数の非常に小さい穴340
5（例えば、図106および図114参照）、言い換えると、多穴通気孔を備える。2つ以上の多
穴通気孔3400がフレーム3310に設けられてもよい。
【０２３１】
　一例において、排気通気孔3400は、フレーム3310に組み込まれるとともに、少なくとも
30個の通気孔穴、例えば少なくとも40個の通気孔穴3405の配列として実施され、これらの
穴は、接続ポート3600に隣接して短チューブカフ10610の周囲で環状を成す。言い換える
と、通気孔3400は略円形状を有する。すなわち、リング部材10315は、空気回路に接続す
るための接続ポート3600の周囲に径方向に配置された多穴通気孔3400を有する。個々の通
気孔穴3405は、排気を拡散するように（すなわち、指向性ではない）形成され、それによ
り、適したCO2流出を行いつつ、排気雑音および「空気噴流」の作用を減少させる。この
拡散通気孔3400は、患者1000および患者のベッドパートナー1100の両方に対する睡眠障害
を最小限に抑えるようになっている。クッションアセンブリ3022－1が取り外されると、
洗浄のためにデッドスペースのフレーム側にアクセスできる。そのため、両側から通気孔
穴3405を洗浄できる。
【０２３２】
　通気孔3400は、0.317mm2の穴面積と2.9mmの入口通気孔隙間とを有し、また、通気孔リ
ングの直径は34.7mmである。通気孔3400が60個の穴を有する場合には、20cmH2Oでの流量
は毎分59リットルである。通気孔3400が41個の穴を有する場合には、20cmH2Oでの流量は
毎分45リットルである。
【０２３３】
　拡散空気流の角度は、通気孔穴の寸法を変えることによって調整され得る。拡散空気流
は、より大きな面積にわたって通気を行って噴流を回避するとともに、雑音も減らすこと
ができる。離間トラックがそれぞれの通気孔穴に隣接してもよい。トラックは略長方形で
ある。しかしながら、トラックは、流出ガスを方向付けるのに適した形状、例えば楕円形
を有してもよい。一例では、トラックの配置が環状バッフルの使用を組み入れてもよい。
【０２３４】
　例えば、図106、図111、図113、図114に示されるように、フレーム3310のリング部材10
315は外側径方向壁10350および内側径方向壁10351を含み、これらの壁はいずれも接続ポ
ート3600に沿って後方へ突出する。径方向壁10350，10351は、通気孔穴3405に通じる径方
向チャネル10352を画定する。前述したように、離間トラック10355は、患者からの呼気を
通気孔穴3405へと方向付けるために外側径方向壁10350から径方向内側に延在する。
【０２３５】
　一例において、チューブ4180の短チューブカフ10610は、機械的な連結を介して、フレ
ーム3310のリング部材10315に対して接続され、例えば取り外し不能に接続されてもよい
。例えば、図106、図107、図108に示されるように、カフ10610は、内側径方向壁10351に
設けられる環状リブ10360（例えば、図114参照）を受けるように構造化された環状の溝ま
たは凹部10611を含み、これにより、カフ10610は内側径方向壁10351と機械的に連結する
ことができる。図示のように、凹部10611の内側面のうちの少なくとも1つは、例えば連結
、成形を容易にするために傾斜形態を含んでもよい。図106および図114に最も良く示され
るように、内側径方向壁10351は、径方向内側に延在するストッパ面10353を含み、ストッ
パ面10353は、カフ10610がフレームへと更に挿入されることを防止するためのストッパと
なる。また、ストッパ面10353は、カフ10610、したがってチューブ4180がフレーム3310に
完全に取り付けられるという目安を与える。一例において、カフ10610は、内側径方向壁1
0351を介してフレーム3310のリング部材10315に回転不能に接続される。
【０２３６】
　一例において、チューブ4180のカフ10610は、取り外し不能で回転不能な接続をもたら
すべくフレーム3310に対してインサート成形されてもよい。あるいは、機械的な連結がカ
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フ10610とフレーム3310との間の一方向スナップ嵌合であってもよい。
【０２３７】
　使用時、図106に示されるように、内側径方向壁10351は、バッフルとして機能して、PA
P装置から入ってくる加圧空気の流路を通気孔3400を介した排気の流路から分離するよう
に、後方へ突出する。一例において、カフ10610は、内側径方向壁10351と共に空気流路（
PAP装置4000から入ってくる加圧空気および患者から吐き出される空気）の分離を促進さ
せるために十分後方へ突出してもよい。
【０２３８】
　6.3.8　接続ポート3600
　接続ポート3600は、図83に示されるように、空気回路4170の短チューブ4180に対する患
者インタフェース3000の接続を可能にする。本技術の1つの例において、短チューブ4180
は、接続ポート3600によって患者インタフェース3000に直接に接続されてもよい。短チュ
ーブ4180は、短チューブ4180に対して、特に短チューブカフ10610に対してフレーム3310
をインサート成形することにより、接続ポート3600でフレーム3310に接続されてもよい。
接続ポート3600は、患者インタフェース3000に位置付けられてもよく、また、ガス送出チ
ューブ4180に対する固定接続部または可動接続部のいずれかを備えてもよい。
【０２３９】
　接続ポート3600は、フレーム3310が接続ポート3600を一体で含むべく成形されるように
フレーム3310の一部であってもよい。また、接続ポート3600は、その外周の限られた1ま
たは複数の部分でフレーム3310に接続されてもよい。これは、接続ポート3600とフレーム
3310との間に開放領域をもたらしてもよく、また、これらの開放領域が本明細書中に記載
される通気孔3400を含んでもよい。接続ポート3600は、フレーム3310に対して任意の角度
で且つ任意の方向に傾けられてもよい。接続ポート3600は、一般に処置中にチューブ4180
が下方へ向けられる患者の大部分に応じるべくフレーム3310に対して下方に傾けられても
よい。これは、チューブ4180のルーピングを最小限に抑えるとともに、処置中に患者イン
タフェース3000のシールおよび安定性を向上させることができる。また、接続ポート3600
をフレーム3310とは別個に形成してこれらの構成要素を接続ポート3600がスイベル接続を
使用してフレーム3310に対して回転できるように接続することができてもよい。そのよう
な例は、シール力に支障を来す短チューブ4180のチューブトルクを減少させることができ
、または、短チューブ4180が患者の頭部の上の方にチューブを上にした位置で設定される
場合に快適さおよびシールを向上させることができる。
【０２４０】
　また、本技術の例では、空気回路4170を患者インタフェース3000に接続するためにエル
ボーが使用されない場所で、患者インタフェース3000へのガスの流入がより均一に分配さ
れ得ることが理解されるべきである。エルボーの鋭い屈曲部は、エルボーの一方側で高密
度の流線を引き起こし得る。これは、流れが密にされる噴流を引き起こす場合があり、ま
た、これは、患者インタフェース3000、特にシール形成構造体3100への次善の流れをもた
らす場合がある。前述した通気孔3400が噴流の減少に寄与し得ることが理解されるべきで
ある。従前のマスクにおけるエルボーの使用は、空気回路4170とフレーム3310との間の少
なくとも相対的な回転動作を許容することによってチューブトルクを切り離すためであっ
たが、本技術の1つの形態は、従来のエルボーが関与するチューブトルクを切り離すこと
ができる特に軟質な短チューブ4180を有する。
【０２４１】
　6.3.9　前頭支持体
　本技術の1つの形態において、患者インタフェース3000は前頭支持体を含まない。1つの
形態において、患者インタフェース3000は、前頭支持体が必要とされない十分な安定性を
与え、それにより、あまり目立たないとともに、眼および鼻骨が開放される。
【０２４２】
　1つの別の形態では、患者インタフェース3000が前頭支持体を含む。
【０２４３】
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　6.3.10　窒息防止
　本技術の1つの形態では、患者インタフェース3000が窒息防止弁（AAV）を含んでもよい
。本技術の更なる例では、フルフェースマスクが使用されるときに、AAVが分離構造体419
0（図1b参照）、空気回路4170（図1a～図1c参照）、または、患者インタフェース3000と
共に含まれてもよい。
【０２４４】
　6.3.11　ポート
　本技術の1つの形態において、患者インタフェース3000は、プレナムチャンバ3200内の
空間にアクセスできるようにする1つ以上の酸素補給ポート4185を含んでもよい。1つの形
態において、これは、臨床医が補給酸素を供給できるようにする。1つの形態において、
これは、圧力などのプレナムチャンバ3200内のガス特性の直接的な測定を可能にする。
【０２４５】
　6.4　分離構造体4190
　1つの形態において、患者インタフェース3000は、少なくとも1つの分離構造体、例えば
、図1bおよび図1cに示されるような回転可能なカフまたはアダプタ4190、または、ボール
およびソケットを含む。図1bおよび図1cを参照すると、チューブ抵抗力の分離は、少なく
とも部分的に短チューブ4180によって行われる。このようにすると、短チューブ4180は、
少なくとも部分的に分離構造体4190として機能する。
【０２４６】
　図1bおよび図1cを参照すると、少なくとも1つの態様では短チューブ4180と異なっても
よい更なるガス送出チューブ4178の第3の端部への接続を容易にするために、短チューブ4
180の端部に回転可能なカフまたはアダプタ4190がある。回転可能なカフ4190は、短チュ
ーブ4180および更なるガス送出チューブ4178がそれぞれの端部で互いに対して回転できる
ようにする。更なるガス送出チューブ4178は、短チューブ4180と同様の特徴を組み込んで
もよいが、より大きな内径（例えば18mm～22mm）を有してもよい。チューブに与えられる
この更なる自由度は、空気回路4170のねじれ、したがって空気回路4170のもつれを軽減す
ることによってチューブ抵抗力を減少させるのに役立ち得る。更なるガス送出チューブ41
78の他端はPAP装置4000に接続されてもよい。
【０２４７】
　6.4.1　短チューブ4180
　本技術の1つの形態において、短チューブ4180は、図82に示されるように、PAP装置4000
に接続される更に長いチューブ（更なるガス送出チューブ）4178を介して、接続ポート36
00でフレーム3310に接続される。短チューブ4180は空気回路4170の一部を形成する。
【０２４８】
　短チューブ4180は、本技術の一態様に係るガス送出チューブであり、PAP装置4000と患
者インタフェース3000との間で呼吸可能ガスの流れを可能にするように構成されて配置さ
れる。
【０２４９】
　ガス送出チューブは、使用している間にチューブが受ける力に相当するチューブ抵抗力
に晒される。これは、送出チューブが使用中に患者の上または他の表面（例えば、ベッド
、寝室用小卓、病院ベッド、テーブル、床など）上に横たわるからである。短チューブ41
80は呼吸可能ガスを患者1000へ供給するために患者インタフェース3000に接続されるため
、これらのチューブ抵抗力は、患者インタフェース3000と患者1000との間の接続に影響を
及ぼし得る。例えば、引張りやねじれのチューブ抵抗力により、患者インタフェース3000
が患者の顔面から移動し、それにより、患者インタフェース3000からの呼吸可能ガスの漏
れが引き起こされる場合がある。したがって、チューブ抵抗力を減少させることが望まし
い。これは、短チューブ4180の重量を減少させることによって、短チューブの可撓性を向
上させることによって（例えば、チューブ4180をよりきつく湾曲させることができるよう
にチューブの曲げ半径を減少させることによって）、および、短チューブ4180のための少
なくとも1つの自由度を加えることによって達成されてもよい。また、そのようなチュー
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ブ抵抗力の減少は、例えば患者が自分の腕をチューブ4180の上に置くときまたはキンク位
置へとねじられるときにチューブが閉塞力に抵抗できるようにチューブ4180の強度を大き
く低下させることなく達成されなければならない。
【０２５０】
　図4～図6は、3つの異なる状態の典型的の短チューブ4180の3つの側面図を示す。図4は
、ニュートラル状態または通常状態の短チューブ4180を示す。ニュートラル状態において
、短チューブ4180はいかなる外力にも晒されない。すなわち、短チューブは伸長されずま
たは圧縮されない。短チューブ4180は、螺旋コイル4174の隣り合うコイル間で間隔が隔て
られる材料のウェブ4172から構成されてもよい。短チューブ4180の螺旋コイル4174はWCの
幅を有してもよい。材料のウェブ4172は、隣り合うコイル間の距離WFに跨ってもよい。ま
た、図4に示されるように、材料のウェブ4172は、折り曲げ部の頂点または山4182が隣り
合うコイル間から径方向外側へ延在するように折り曲げられてもよい。材料のウェブ4172
の折り曲げ部4182に起因して、材料のウェブ4172を構成する材料の幅が隣り合うコイル間
の幅WFよりも幅広くてよいことが理解されるべきである。また、材料のウェブ4172は、所
定の折り曲げ線4186に沿って折り曲げられてもよい。
【０２５１】
　また、図4に示されるように、隣り合うコイル間の距離WFは、短チューブ4180がニュー
トラル状態にあるときに、螺旋コイルの幅WCに等しくてもよく、または、ほぼ等しくても
よい。そのような配置では、チューブ4180の最大曲げ半径R（図7に示される）が減少され
て、可撓性が向上される。これは、隣り合うコイル間の距離に跨るように従来技術のチュ
ーブよりも多くの量の材料が使用されなければならないからである。一例として、距離WF
がコイルの幅WCに等しいことは、その距離に跨るためにより多くの量の材料をもたらし、
また、コイルが折り曲げられるため、材料のウェブ4172を備えるべく、より一層多くの材
料が設けられなければならない。この原理は、図7に関連して更に詳しく説明される。折
り曲げ部4182の形状は、チューブ4180の全体の可撓性にとって重要である。ウェブの折り
曲げ部4182の半径を大きくすればするほど、より可撓性の高いチューブ4180がもたらされ
る。非常に鋭い折り目は、チューブ4180の可撓性を低下させる。複数の熱消毒サイクルの
後、折り曲げ部4182が弛緩し始め、チューブ4180の可撓性が低くなる。折り曲げ部4182が
弛緩されると、折り曲げ部直径がコイル直径に対して減少され、そのため、折り曲げ部41
82の山4186が下降されることが観察される。
【０２５２】
　また、図4では、材料のウェブ4172の折り曲げ部が短チューブ4180から径方向外側に延
在するだけでなく、材料のウェブ4172の折り曲げ部が螺旋コイル4174の隣り合うコイル間
の中心に位置付けられるのが分かる。また、図4は、材料のウェブ4172の傾きが螺旋コイ
ル4174の隣り合うコイルから折り曲げ部の頂点または山4182へ向かってどのように増大し
得るのかも示す。言い換えると、材料のウェブ4172は、所定の折り曲げ線または山4186か
ら離れるにつれて平坦になり、また、材料のウェブ4172は、折り曲げ部4182の頂点または
山4186の付近で急勾配となって先が尖る。
【０２５３】
　また、図4では、以下で更に詳しく説明するように、螺旋コイル4174の外側部分または
外表面4184が幅広い角度にわたって丸みを帯びた湾曲形状を有することが分かる。言い換
えると、螺旋コイル4174は、楕円形の外周の一部分の形状を有してもよい。丸みを帯びた
外表面または形状4184を螺旋コイル4174に与えることにより、より柔軟で且つより滑らか
な触感が患者1000に与えられてもよい。また、この丸みを帯びた外表面4184は、使用して
いる間に寝具類、患者の衣類、ベッドルームまたは病院の家具などの表面に引っかかる短
チューブ4180の傾向を減らすこともできる。図4において分かるように、短チューブ4180
の長手方向軸線に対して垂直に測定される複数の螺旋コイル4174のうちの1つの直径であ
るコイル直径DCを見ることができる。
【０２５４】
　図4において見られ得る他の特徴において、短チューブ4180は、そのニュートラル状態
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で、折り曲げ部の頂点または山4182が螺旋コイル4174の外表面4184とほぼ同じ高さまたは
同じ高さであるようにガス送出チューブ4180から径方向外側に立ち上がる材料のウェブ41
72の折り曲げ部4182を有する。また、材料のウェブ4172の折り曲げ部4182は、折り曲げ部
の両側の頂点4182間に、短チューブ4180の長手方向軸線に対して垂直に測定される折り曲
げ部直径DFを画定する。言い換えると、短チューブ4180がそのニュートラル状態にあると
き、ガス送出チューブ4180の長手方向軸線を横切ってその折り曲げ部のそれぞれの頂点41
82に跨る材料のウェブ4172の直径は、長手方向軸線を横切るそれぞれの外表面4184に跨る
螺旋コイル4174の直径に等しくてもよい。また、短チューブ4180がニュートラル状態で真
っ直ぐに配置されれば、単一の円筒が折り曲げ部の頂点または山4182と螺旋コイル4174の
外表面4184とに対して同一平面に外接され得ると言うこともできる。また、短チューブ41
80がニュートラル状態にあるときに折り曲げ部直径DFがコイル直径DCに等しいまたはほぼ
等しいと言ってもよい。
【０２５５】
　そのような構成は、螺旋コイル4174の丸みを帯びた外形状4184と併せて、触感の向上を
もたらすことができ、それにより、患者にとってより滑らかで且つより柔軟な感触を生み
出す。また、短チューブ4180の引っかかる傾向の減少は、折り曲げ部4182の頂点または山
4186と螺旋コイル4174の外表面4184とを同じ高さまで立ち上がらせることによって促進さ
せることができる。これは、外表面に引っかかるように著しく突出する単一表面が存在し
ないからである。
【０２５６】
　本技術の他の例において、材料のウェブ4172は、螺旋コイル4174の隣り合うコイル間で
複数回折り曲げられてもよい。これは、それぞれの隣り合うコイル間にある付加的な材料
の量に起因して、短チューブ4180の付加的な可撓性を更なる伸縮性と共に可能にする。ま
た、本技術の他の例においては、材料のウェブ4172が螺旋コイル4174の隣り合うコイル間
で折り曲げられる短チューブ4180の長さに沿う特定の領域または部分と、材料のウェブが
折り曲げられないガス送出チューブの他の領域とが存在してもよい。そのような構成は、
ガス送出チューブの長さに沿って可撓性および伸縮性の度合いを変えることができるよう
にしてもよい。例えば、患者インタフェース3000およびPAP装置4000の近傍の位置で剛性
の増大または減少を伴う短チューブ4180の部分を設けることができてもよい。1つの例に
おいて、患者インタフェース3000およびPAP装置4000の近傍の短チューブ4180の部分は、
これらの領域でチューブ4180の剛性を高めてこれらの領域でキンクが減少されるようにす
るために、チューブ4180の単位長さ当たりの折り曲げ部の数が少なくてもよい。材料のウ
ェブ4172の一部分を折り曲げない他の理由は、製造理由のためであってもよい。例えば、
カフ10610，4190のオーバーモールドが行われるようになっている遠位端部ではウェブ417
2に折り曲げ部4182を有さない。これにより、ウェブがカフ10610，4190と接合する場所で
ウェブ4172に脆弱スポットを形成する傾向を減少させることができる。これは、これらの
位置で折り曲げられたウェブが弱い締め付け状態で捕捉される可能性があるからである。
【０２５７】
　図5は、典型的な短チューブ4180の他の側面図を示す。この図では、短チューブ4180が
圧縮状態または収縮状態にある。この状態において、短チューブ4180の長さは、それが図
4に示されるニュートラル状態にあるときのその長さよりも短い。例えば、短チューブ418
0は、ニュートラル状態におけるよりも最大で50％短い長さまで圧縮されてもよい。短チ
ューブ4180がその圧縮状態まで圧縮されると、材料のウェブ4172は、その折り曲げ部4182
が更に急勾配になって螺旋コイル4174の隣り合うコイル間の距離WFが減少するように圧縮
される。圧縮状態において、隣り合うコイル間の距離WFは、螺旋コイルの幅WCよりも小さ
くなるように減少してもよい。また、材料のウェブ4172の折り曲げ部4182の頂点または山
4186は、頂点または山が螺旋コイル4174の外面4184よりも上側に立ち上がるように更に径
方向外側に押し進められてもよい。言い換えると、材料のウェブ4172の丈が更に高くなっ
てもよい。この作用は、隣り合うコイルWF間の材料の量と、材料のウェブ4172の折り曲げ
部の角度および厚さTWとによって制御されてもよい。また、螺旋コイルの幅WCが短チュー
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ブ4180の圧縮中に減少しなくてもよい一方で、他のバネには普通にあることだが、螺旋コ
イル4174の隣り合うコイル同士が近づけられてもよいことも理解されるべきである。また
、図5においては、短チューブ4180が圧縮状態にあるときに、材料のウェブ4172の折り曲
げ部4182の頂点または山4186における角度（すなわち、所定の折り曲げ線の両側にある材
料のウェブ4172のそれぞれの部分間の角度）が減少されて、先と同様に、材料のウェブ41
72の丈が更に高くなってもよいことが分かる。
【０２５８】
　図6は、短チューブ4180のそれがその拡張状態または伸長状態にあるときの更なる側面
図を示す。この状態において、短チューブ4180は、図4に示されるニュートラル状態にお
けるよりも長い長さを有し得る。例えば、短チューブ4180は、ニュートラル状態にあると
きのその長さの最大200％まで伸長されてもよい。また、この図では、螺旋コイル4174の
隣り合うコイル間の距離WFが増大して、材料のウェブ4172の折り曲げ部4182が更に平らに
なることが分かる。また、隣り合うコイル間の距離WFは、螺旋コイルの幅WCよりも大きい
幅まで増大し得る。更に、図6において分かるように、材料のウェブ4172の折り曲げ部の
頂点または山4182は、頂点または山4186が螺旋コイル4174の外表面4184の高さよりも下側
まで下がるように径方向内側に押し進められ得る。この場合も先と同様、これは、隣り合
うコイルWF間の材料の量と折り曲げ部4182の角度とによって制御されてもよい。また、螺
旋コイルの幅WCが短チューブ4180の伸長中に増大しなくてもよい一方で、他のバネには普
通にあることだが、螺旋コイル4174の隣り合うコイルが引き離されてもよいことも理解さ
れるべきである。また、図6においては、短チューブ4180が伸長状態にあるときに、材料
のウェブの折り曲げ部4182の頂点または山における角度（すなわち、所定の折り曲げ線の
両側にある材料のウェブのそれぞれの部分間の角度）が増大して、先と同様に、材料のウ
ェブ4172が更に平坦になってもよいことが分かる。
【０２５９】
　図7は、2つの端部間で湾曲された典型的な短チューブ4180を示す。図7に示されるよう
に湾曲されると、螺旋コイル4174の隣り合うコイル間の材料のウェブ4172が湾曲部の外側
4179で伸長され得るとともに、屈曲部の内部4176の材料のウェブが圧縮され得る。このよ
うに湾曲されると、屈曲部半径Rの限界をより良く理解できる。1つの例において、チュー
ブは、13mm直径を有する円筒体上にわたってまとわれると、それ自体の重量下で44mmの屈
曲部半径Rを有してもよい（付加的な重量が加えられない状態）。材料のウェブ4172を構
成する材料の量が多ければ多いほど、想定し得る屈曲部半径Rは小さくなる。これは、図7
において分かるように、隣り合うコイル間の最大可能距離WFまでだけ湾曲部の外側4179を
伸ばすことができるからである。屈曲部の外部4179において、短チューブ4180は、隣り合
うコイルWF間に設けられる材料のウェブ4172の幅に至るまでしか屈曲して伸びることがで
きない。したがって、隣り合うコイルWF間の材料のウェブ4172のために更に多くの材料が
設けられれば、屈曲部の外部4179が更に伸長されるように短チューブ4180を屈曲できると
ともに、最大屈曲部半径Rが減少されるため、可撓性が向上される。
【０２６０】
　また、屈曲部の湾曲内部4176の内側における隣り合うコイル間の距離WFは、螺旋コイル
4174の隣り合うコイルWFがほぼ接触しているポイントまで減少されるのが分かる。したが
って、屈曲部の内部4176にある材料のウェブ4172によって屈曲部半径Rも制限される。図8
において分かるように、材料のウェブ4172は、屈曲部の内部4176では、螺旋コイル4174の
隣り合うコイル間で圧縮される。そのため、材料のウェブ4172が厚くなればなるほど、最
大屈曲部半径Rが大きくなる。これは、隣り合うコイルWF間の材料の量が多ければ多いほ
ど、コイル同士が屈曲部の内部4176で互いに近づきにくくなるからである。
【０２６１】
　したがって、短チューブ4180の屈曲部半径Rを最適化するためには、屈曲部の外部4179
が伸長して所望の屈曲部半径を満たすことができるようにするべく十分な幅の材料のウェ
ブ4172が設けられなければならないが、螺旋コイル4174の隣り合うコイルWFが屈曲部の内
部4176で近づいて所望の屈曲部半径を達成できるようにするべく十分な厚さの材料のウェ
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ブ4172も設けられなければならない。
【０２６２】
　図8は、図7に示されるようにとられた典型的な短チューブ4180の断面図を示す。短チュ
ーブ4180のこの断面図は、隣り合うコイル間の距離WFが螺旋コイルの幅WCに等しいように
ガス送出チューブ4180をそのニュートラル状態で示す。また、短チューブ4180は、約18mm
である内径DIを有してもよい。短チューブ4180は、3.2mm～4.7mm、または、好ましくは4.
5mm～4.7mmのピッチPを有してもよい。また、この図は、螺旋コイル4174が材料のウェブ4
172の厚さTWよりも大きい厚さTCを有してもよいことも示す。螺旋コイル4174が材料のウ
ェブ4172よりも厚いと、螺旋コイル4174が構造的強度を与えることができるとともに、こ
れが短チューブ4180にバネ作用を与える。また、この図では、材料のウェブ4172が略均一
のおよび／または連続する厚さを有してもよいことが分かる。
【０２６３】
　図8は、材料のウェブ4172の少なくとも一部が所定の折り曲げ線4186の周りで非対称で
あってもよいことも示す。例えば、材料のウェブ4172は、所定の折り曲げ線4186の一方側
で螺旋コイル4174に隣接する瘤部4181を含んでもよく、また、他方側には、他方側の螺旋
コイル4174に隣接して傾斜部4183が含まれてもよい。また、折り曲げ部の頂点または山41
82に対する材料のウェブ4172の傾斜は、瘤部4181の側よりも傾斜部4183の側で急であって
もよい。勾配の険しさが異なるため、短チューブ4180がニュートラル状態にあるときに、
傾斜部4183の側の螺旋コイル4174の縁部と所定の折り曲げ線4186との間の幅WFSは、瘤部4
181の側の螺旋コイル4174の縁部と所定の折り曲げ線との間の幅WFFよりも小さくてよい。
したがって、伸長されると、材料のウェブ4172は、WFSがWFFよりも増大するように伸長さ
れ得る。これは、より多くの量の材料がその領域に含まれるからである。言い換えると、
短チューブ4180は、第1の方向で（例えば、傾斜部4183から瘤部4181へと）特定の量だけ
伸ばされてもよく、また、第1の方向と反対の第2の方向で（例えば、瘤部から傾斜部へと
）異なる量だけ伸ばされてもよい。そのような構成は、患者インタフェース3000が短チュ
ーブ4180の一端に取り付けられるとともにPAP装置4000が他端に取り付けられる場合に有
益となり得る。これは、患者1000が、患者インタフェース3000を着用しながら移動する場
合があり、したがって、患者1000の方向でより大きな量の伸縮性を必要とする場合がある
からである。チューブ4180の非対称な形状は、一般に、チューブ4180がどのように形成さ
れたかの結果である。しかしながら、もう1つの方法として、材料のウェブ4172が所定の
折り曲げ線4186の周りで略対称な形状を有することも想定し得る。
【０２６４】
　図8において分かるように、瘤部の幅WHおよび傾斜部の幅WSが異なってもよい。したが
って、材料のウェブ4172は、瘤部4181を横切るよりも大きな範囲にわたって傾斜部4183を
横切って隣り合うコイルWFへ向けて屈曲されてもよい。言い換えると、WSにおける大きな
隙間に起因して、小さい隙間を有するWHにおけるよりも大きな大きさの可撓性（すなわち
、より小さい屈曲部半径）がこの特定の領域に存在してもよい。また、WHにおける小さい
隙間に起因して、この部分は、材料のウェブ4172がWHにおいてWSにおけるよりも既にコイ
ル4174に近づいているため、WSにおけるよりも少ない度合いまで圧縮できてもよい。
【０２６５】
　図8に示される他の特徴は、螺旋コイル4174が一般にウェブ4172よりも良いと感じる場
合、特にウェブ4172の折り曲げ部が非常に鋭利である場合には、外見上の表面積（例えば
、短チューブ4180の最も外側の表面積）が材料のウェブ4172よりも大きな割合で螺旋コイ
ル4174の外表面4184によって占められ得ることである。これにより、患者にとってより良
い触感を与えることができる。これは、図8において分かるように、螺旋コイル4174の外
表面4184が、丸みを帯びており、したがって、材料のウェブ4172の折り曲げ部の頂点また
は山4182よりも滑らかだからである。
【０２６６】
　また、図8において分かるように、材料のウェブ4172および螺旋コイル4174は、短チュ
ーブ4180の内面が滑らかで連続するように一体に結合されてもよい。滑らかで連続する内
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面を形成するために材料のウェブ4172の隣り合う側を互いに接合でき、または、材料のウ
ェブ4172を螺旋コイル4174の隣り合うコイルの隣り合う側に結合できることが理解される
べきである。このようにして、内面が滑らかで連続するように短チューブ4180を形成する
ことにより、呼吸可能ガスのよりスムーズな流れがガス送出チューブ4180を通じても垂ら
されてもよい。一般に、テープ締め付けを防止するために、折り曲げ部4182は、短チュー
ブ4180の両端にカフ10610，4190をオーバーモールドした後に形成される。
【０２６７】
　また、材料の任意の適した組み合わせが材料のウェブ4172および螺旋コイル4174を構成
してもよいことも理解されるべきである。それぞれの各構成要素4172，4174の材料は、同
じであってもよく、または、少なくとも1つの局面で異なってもよい。本技術の1つの例に
おいて、材料のウェブ4172および螺旋コイル4174は、熱可塑性エラストマー（TPE）また
は熱可塑性ポリウレタン（TPU）から形成されてもよい。ウェブ4172およびコイル4174は
いずれも、ウェブ4172とコイル4174との間に一体的な化学結合（分子付着）をもたらすの
に有利な同じプラスチック材料（または、同じプラスチック材料の異なる混合）から形成
されてもよい。材料選択は多くの因子によって制約される。可撓性を与えることができる
ようにするウェブ4172用の材料の機械的特性は、決定的な因子である。熱消毒に耐えるこ
とができる能力がもう1つの重要な因子である。べとついて粘着性がないことが他の因子
である。また、短チューブ4180は、患者の手足が短チューブ4180の上に位置する場合に起
こり得るようなチューブ4180の外周面に対する外力の印加時に閉塞を回避してフープ応力
に耐えなければならない。これは、短チューブ4180に最小の内径を与えて、螺旋コイル41
74の螺旋ピッチおよび構造的剛性を定めることによって対処される。
【０２６８】
　また、材料の選択は、短チューブ4180のバネ剛性（P＝kx、ここで、Pは負荷であり、k
は剛性であり、xは撓みである）にも影響を及ぼし得る。バネの剛性kが大きくなればなる
ほど、一定の負荷下での撓みが小さくなる。バネ率は、測定単位当たりのバネ（任意のバ
ネ）を撓ませるために必要な重量の大きさである。例えば、異なる弾性率および異なる曲
げ剛性を有する材料は、所望のバネ剛性をもたらすために、材料のウェブ4172および螺旋
コイル4174のそれぞれのために使用されてもよい。同様に、バネ剛性は、材料のウェブ41
72および螺旋コイル4174の両方において同じ弾性率を有する材料を使用することによって
選択されてもよい。また、図8に関連して説明した螺旋コイル4174のピッチは、ガス送出
チューブ4180のバネ剛性にも影響を及ぼし得る。1つの例において、バネ剛性は約0.03N/m
mであってもよい。
【０２６９】
　図9は、屈曲状態または湾曲状態の典型的な短チューブ4180の他の図を示す。この図に
おいても図7と同様に、短チューブ4180が半径Rにわたって湾曲される。しかしながら、こ
の図では、チューブ4180が重力に起因して一端で張力を受けるときにどのように曲がるこ
とができるのかを明らかにするために、短チューブ4180が平坦な高い表面（例えばテーブ
ル）の縁上に垂らしてかけられて見える。テーブルの角を越えて垂れ下がる短チューブ41
80の部分の重量は、チューブ4180の伸長と、テーブルの縁付近のチューブ4180の領域での
曲げとを引き起こし得る。この図は、図7に示される曲げ特性と同様の曲げ特性を描く。
具体的には、材料のウェブ4172は、WFが湾曲の内側よりも外側で大きくなるように、屈曲
部領域の外側4179で伸長されるとともに、屈曲部の内部4176で圧縮される。
【０２７０】
　図82は、患者インタフェース3000に対して直接に取り付けられる典型的な短チューブ41
80を示す。従前のマスクでは、ガス送出チューブが旋回エルボーを介してマスクに取り付
けられる。ガス送出チューブを患者インタフェースとのその接合部で旋回エルボーによっ
て変向させることにより、従来技術のアセンブリはチューブ抵抗力を減少させようとして
いる。しかしながら、旋回エルボーの含ませることにより重量および部品が増大し、それ
により、チューブ抵抗力の減少が抑制され得る。したがって、本技術によれば、短チュー
ブ4180がマスクフレーム3310に直接に接続されてもよい。短チューブ4180がマスクフレー
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寄与し得る。下向き角度は、部分的には接続ポート3600によって円滑にされてもよい。
【０２７１】
　再び図1bおよび図1cを参照すると、本技術に係る短チューブ4180は、第1の端部に患者
インタフェース3000を接続して見える。この接続は、図82に関連して前述した固定接続で
あってもよい。この例では、カフ10610がチューブ4180の第1の端部にオーバーモールドさ
れ、その後、チューブ4180の第1の端部が患者インタフェース3000に形成される対応する
接続ポート3600にオーバーモールドされる。この例は、チューブ4180とマスクフレーム33
10との間にエルボーが存在しないという意味でエルボーレスである。他の例では、スイベ
ルエルボーをチューブ4180とマスクフレーム3310との間に位置させて、スイベルエルボー
およびチューブ4180がマスクフレーム3310に対して自由に回転できるようにすることがで
きる。様々な異なる患者インタフェースが短チューブ4180に接続されてもよいことを示す
ために、これらの図に示される患者インタフェース3000が破線で示されることが理解され
るべきである。短チューブ4180の第2の端部は、短チューブ4180（図36および図82参照）
とは異なってもよい更なるガス送出チューブ4178の第3の端部に対する接続を容易にする
ための回転可能なカフ、スイベルカフ、または、アダプタ4190である。回転可能なカフ41
90は、短チューブ4180および更なるガス送出チューブ4178がそれぞれの端部で互いに対し
て回転できるようにする。短チューブ4180は、ほぼ任意の睡眠姿勢に対応するべく360°
のスムーズな動きを与える一体型チューブをスイベル4190と共にもたらす。
【０２７２】
　更なるガス送出チューブ4178は、短チューブ4180と同様の特徴を組み込んでもよいが、
更に大きな直径（例えば、18mm～22mm）を有してもよい。チューブ4178，4180に対して与
えられるこの更なる自由度は、短チューブ4180のねじれを軽減して、短チューが受ける任
意のチューブ抵抗力を切り離し、したがって、キンクを切り離すことによって、チューブ
抵抗力を減少させるのに役立ち得る。更なるガス送出チューブ4178の第4の端部はPAP装置
4000に接続されてもよい。スナップ式に取り付けられる二部品スイベルがカフ4190にイン
モールド成形で組み付けられる。または、スナップ式の一部品スイベルも想定し得る。
【０２７３】
　図10～図29を参照すると、本技術のチューブ4180が、螺旋コイルを有する従前の短チュ
ーブと比較される。比較は、本技術のチューブ4180の曲げ剛性または軟質性が優れている
ことを示す。これは、チューブ4180が伸長されるときに該チューブがより低いグラム重量
（gf）を有するからである。チューブの下端は、短チューブを伸長するするために印加さ
れる力の方向に対して垂直である角度からチューブの長手方向軸線が始まるように固定位
置に保持される。言い換えると、短チューブの下端は、それが最初に水平面に対して平行
で接するように保持される（図10、図15、図20、図25参照）。短チューブの上端は、短チ
ューブの保持された下端の真上でInstron機により保持される。Instron機は、0から30mm
まで、60mmまで、90mmまで、および、120mmまで、一連のステップで30mmずつ短チューブ
を垂直上方向で伸長させる。また、Instron機は、短チューブのバネ剛性に対応してもよ
い力をニュートン単位でそれぞれの距離ごとに測定する。短チューブが伸長されるそれぞ
れの距離ごとに短チューブの固定された下端でグラム重量を測定するために、トルクゲー
ジおよび力ゲージ（Torque Gauge RM No. MTSD05997およびMecmesin Force Gauge RM No,
 MFGX05996）が使用される。チューブは異なる重量および長さを有するため、初期位置で
、Instron機、トルクゲージ、および、力ゲージがゼロに合わされる。このようにして測
定機器をゼロに合わせることにより、測定値が各チューブの重量および長さとは無関係に
なる。それぞれの距離ごとに短チューブの角度を大まかに示すために、背景には1cmのマ
ス目も配置される。比較は以下を示す。
【０２７４】
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【表３】

【０２７５】
　前記比較は、本技術の短チューブ4180だけが30mmと60mmとの間の伸長でチューブトルク
を受け始め、一方、従前のチューブは、30mm伸長によってチューブトルクを既に受ける。
測定された全ての距離で、従前のチューブは、それらが本技術のチューブ4180と比べて軟
質性が低いととともに高い曲げ剛性を有することを示すかなり高いグラム重量を有する。
したがって、チューブ4180においては、従前のチューブと比べてチューブトルクの結果と
してのシール破壊が生じる可能性が殆どない。また、チューブ4180の軟質性は、チューブ



(63) JP 6474733 B2 2019.2.27

10

20

30

40

50

トルクを扱うために一般に使用されるスイベルエルボーまたはボールソケットエルボーを
必要とすることなくチューブをフレーム3310に直接に接続できるようにする。これは付加
的な部品を排除し、それにより、患者インタフェース3000における全体の重量の減少がも
たらされる。チューブ4180が患者1000によって感じられることが殆どなく、また、何らか
のチューブ抵抗がシール形成構造体3100を患者の顔面から引き抜くように作用する前にチ
ューブがより大きな動作自由度を患者1000に与えるため、快適さが向上される。
【０２７６】
　前述したように、短チューブ4180が患者インタフェース3000に対して移動されるにつれ
て、短チューブがチューブ抵抗力をもたらす場合がある。チューブ抵抗力は、ここでは、
力および／またはモーメントを含んでもよいが、別段に述べられなければ、チューブ抵抗
力という用語が力および／またはモーメントを包含することが理解され得る。
【０２７７】
　そのようなチューブ抵抗力のうちの1つが短チューブ4180の曲げであってもよい。例え
ば、患者1000が自分の身体をPAP装置4000から背ける際に短チューブ4180で生み出される
曲げは、患者インタフェース3000でチューブ抵抗力をもたらす場合があり、それにより、
随意的に、シールに支障を来し、および／または、不快感を患者にもたらす。
【０２７８】
　チューブ抵抗力の作用を実証するために、患者インタフェース3000と短チューブ4180と
を備えるシステムの簡単な描写が考えられてもよい。このシステムでは、患者インタフェ
ースが患者1000に配置されて、ヘッドギアが患者インタフェースから切り離されることが
想定されてもよい。このケースでは、何らかのチューブ抵抗に患者インタフェース3000が
反応せざるを得ない。この場合、例えば何らかのモーメントが偶力として患者1000に作用
する場合があり、および／または、何らかの力が等しい、相反する反力によって患者1000
に作用する場合がある。
【０２７９】
　結果として患者インタフェース3000に生じるチューブ抵抗力は、短チューブ4180の構造
に関連付けられてもよい。より具体的には、短チューブ4180が曲げられると、短チューブ
4180の曲げ剛性が患者インタフェース3000でもたらされるチューブ抵抗力に影響を及ぼし
得る。
【０２８０】
　一般的には、一定の断面をもつ円筒状の管状物体が固定端で固定されて自由端部で荷重
を受ける（すなわち、片持ち）と、結果として固定端に生じる力およびモーメントは、
【数１】

（重力を無視する）として表すことができる。ここで、dは撓みであり、Pは垂直力であり
、lはチューブの長さであり、Eは材料の弾性率であり、Iは断面の断面に二次モーメント
である。ここでは、結果として固定端で生じる反作用は、逆向きのPの垂直力、および、l
Pのモーメントとなる。
【０２８１】
　これを患者インタフェース3000と短チューブ4180とを備えるシステムに適用すると、近
位端部における反作用は、チューブ抵抗力の一部を形成してもよいPの垂直力およびlPの
モーメントとなる。先の式が
【数２】
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へと書き換えられてもよい。このとき、所定の撓みd（すなわち、患者1000により与えら
れる動作）およびチューブ長さlに関して、チューブ抵抗力は、EIが増大するにつれて増
大し、または、EIが減少されるにつれてチューブ抵抗が減少されるのが分かる。
【０２８２】
　断面が一定の円形チューブに関して、Iは、方程式
【数３】

を使用して計算されてもよい。したがって、一例として、15mmの所定の内径（di）に関し
て、外径（do）の19mmから18mmへの減少は、チューブ抵抗力を約32％減少させる。同様に
、使用される材料の弾性率の減少は、チューブ抵抗力の減少をもたらすが、この場合の関
係は直線的であってもよい。
【０２８３】
　したがって、本技術における短チューブ4180は断面が一定の円形でなくてもよいが、短
チューブ4180の全体の曲げ剛性は、材料のウェブ4172および螺旋コイル4174などの短チュ
ーブ4180の様々な部分の幾何学的形態および材料特性の結果となり得る。
【０２８４】
　短チューブ4180の曲げ剛性の減少は、短チューブ4180の構造的完全性の低下をもたらす
場合がある。すなわち、一例として、短チューブ4180の外径を減少させることによって材
料のウェブ4172の厚さが変えられた場合には、曲げ剛性、したがってチューブ抵抗力が減
少され得るが、これは、短チューブ4180のより脆弱な構造をもたらすとともに、通常の使
用中に短チューブ4180の閉塞を引き起こす場合がある。
【０２８５】
　したがって、本技術の利点は、閉塞を回避して耐久性をもつべく適切な強度を維持しつ
つ曲げ剛性を低下させるように作用する短チューブ4180の幾何学的形態と材料との組み合
わせである。
【０２８６】
　チューブ4180は、チューブ4180の軸方向の圧縮および伸長によって生じ得る厄介な雑音
／静止摩擦力を伴わず、実質的に静かである。雑音を減らすまたは排除するための1つの
例は、螺旋コイル4174のコイル同士が互いに固着しないようにするために添加剤を加える
ことであってもよい。患者インタフェースのための従前のチューブは、寝ようとするとき
にそれが断続的な雑音であることから患者1000および患者1000のベッドパートナー1100を
不快にさせ得るこの種の雑音に見舞われることで知られてきた。チューブ4180は、重力下
でチューブ4180の重量により引き起こされるチューブ抵抗力を最小にするために軽量とな
るように意図される。本技術の1つの例では、ニュートラル状態において、チューブ4180
の長さが端部カフ10610，4190を含めて約285mm～305mmであってもよく、また、重量が約1
8.7グラム～19.1グラムであってもよい。したがって、端部カフ10610，4190を伴うチュー
ブ4180の重量は約62.6g/m～65.6g/mであってもよい。チューブ4180とチューブ4180の端部
にオーバーモールドされる端部カフ10610，4190との間で空気漏れは存在しない。端部カ
フのうちの一方は、短チューブ4180と長チューブ4178との間の360°の相対回転を可能に
するためにスイベルカフ4190であってもよく、一方、他方の端部カフは、旋回しないフレ
ームカフ10610である。スイベルカフ4190は、患者1000の人差し指によってチューブ4180
を長チューブ4178に接続されるチューブアダプタ4190から離脱させることができる感触の
ある外周縁を与える隆起部を有してもよい。隆起部は、長チューブ4178に対する係脱の繰
り返し後のスイベルカフ4190および短チューブ4180の耐久性を高めるために、より大きな
力に耐えてもよい。
【０２８７】
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　単一の螺旋コイル4174について説明してきたが、より多くの螺旋コイルがチューブ4180
に設けられてもよいことが想起される。複数の螺旋コイルをチューブ4180に設けると、マ
ルチスタート（ダブルスタート、トリプルスタートなど）、言い換えると、多条が可能と
なる。これは、チューブ4180の軟質度を高めてチューブ抵抗力を減少させるが強力な構造
を有することによりキンクおよび閉塞も防止するまたはそれに抵抗するために、各螺旋コ
イルを異なる材料から形成できるまたは各螺旋コイルが異なる寸法を有することができる
ようにし得る。
【０２８８】
　6.5　代替的な患者インタフェース
　図30～図36を参照すると、本技術の一例における患者インタフェース3000は、フレーム
アセンブリ3001、クッションアセンブリ3003、および、位置決め安定化構造体3300を備え
る。クッションアセンブリ3003はフレームアセンブリ3001と取り外し可能に係合できる。
位置決め安定化構造体3300はフレームアセンブリ3001と取り外し可能に係合できる。クッ
ションアセンブリ3003はシール形成構造体3100とプレナムチャンバ3200とを有する。フレ
ーム3310は、空気回路4170に対する接続のための接続ポート3600を有する。フレーム3310
は、位置決め安定化構造体3300に対する4点接続をもたらす。
【０２８９】
　プレナムチャンバ3200の外面には3つの保持機能部が存在し、それにより、プレナムチ
ャンバは、該プレナムチャンバ3200の外面上にわたってフレーム3310を所定位置に保持す
る。図33において、フレーム3310は、上側アーム10320および下側アーム10330である2対
の対向するアーム10320，10330を備える。上側アーム10320は、対向する上側ヘッドギア
接続ポイント10325の対を備え、一方、下側アーム10330は、対向する下側ヘッドギア接続
ポイント10331の対を備える。上側アーム10320およびそれらの上側ヘッドギア接続ポイン
ト10325は、それらが上側ヘッドギアストラップ10230により与えられる力を上向きの力ベ
クトルへと方向付けるように位置付けられ、上向きの力ベクトルは、患者インタフェース
3000がシール形成構造体3100により上唇および軟骨骨格をシールできるようにするための
力を与える（図33参照）。下側アーム10330およびそれらの下側ヘッドギア接続ポイント1
0331は、それらが患者インタフェース3000のずり上がりと上向きの任意のシール破壊力と
に抵抗するための反作用力を与える下向きの力ベクトルへと下側ヘッドギアストラップ10
220を方向付けるように位置付けられる。これは、マスク3000の安定性を高めるとともに
、シール破壊を最小限に抑える。この反作用力は、使用時の患者インタフェース3000のチ
ューブ上向き形態において安定性を高めることができるようにする下向きの力ベクトルを
与えてもよい。
【０２９０】
　6.4.1.1　Y形状ヘッドギアコネクタ800
　図37～図41を参照すると、本技術の他の例において、2つのヘッドギアコネクタ156がシ
ール形成構造体3100に作用可能に接続される。2つのヘッドギアコネクタ156はY形状ヘッ
ドギアコネクタ800に接続し、Y形状ヘッドギアコネクタ800はヘッドギアストラップ10220
，10230に接続される。Y形状ヘッドギアコネクタ800は、ヘッドギア張力によって与えら
れる力ベクトルをフランクフォート水平方向と平行な方向にほぼ方向付ける。ほぼフラン
クフォート水平方向の力ベクトルは、フランクフォート水平方向と直交する垂直方向で力
の均一な分配をもたらす。力の均一な分配は、ヘッドギア張力により与えられる力の上方
または下方の任意の偏り防止し、ずり上がりあるいはずり下がりに抵抗する。安定性が高
まることにより、患者インタフェース3000をチューブ上向き形態（短チューブ4180が頭部
よりも上側にある形態）およびチューブ下向き形態で安定的に使用することができる。
【０２９１】
　患者インタフェース3000は、位置決め安定化構造体3300に対する4点接続をもたらす一
対のY形状ヘッドギアコネクタ800を含むクッションアセンブリ3005を有する。位置決め安
定化構造体3300は、2つのY形状ヘッドギアコネクタ800を介してプレナムチャンバ3200に
接続する。
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【０２９２】
　コネクタが、位置決め安定化構造体3300でY形状ヘッドギアコネクタ800を受けるように
されたラグまたはインタフェースを備えてもよい。Y形状ヘッドギアコネクタ800またはフ
レーム3310は、クッションアセンブリ3005と一体に形成されてもよく、あるいは、クッシ
ョンアセンブリ3005との取り外し可能な係合のための別個の構成要素を形成してもよいこ
とが理解される。
【０２９３】
　フレーム3310のアーム10320，10330上に位置付けられるヘッドギア接続ポイント10331
，10325のY形状ヘッドギアコネクタ800の形態およびその相対的な位置は、前頭支持体ま
たは垂直ヘッドギアストラップの必要性を打ち消すあるいは排除するようにシール力をシ
ール領域251へ方向付ける。言い換えると、シール力は、フランクフォート水平方向と略
平行な方向に向けられる。
【０２９４】
　Y形状ヘッドギアコネクタ800は、Yの上端が患者の耳へ向けて延在するが患者の耳の手
前で終端するように、ほぼフランクフォート水平方向で患者インタフェース3000の両側に
位置付けられてもよい。Y形状ヘッドギアコネクタ800は、シリコーンなどの可撓性材料か
ら形成されてもよい。Y形状ヘッドギアコネクタ800のそれぞれは、上側ヘッドギアストラ
ップ接続ポイント810と下側ヘッドギアストラップ接続ポイント820とをクッションアセン
ブリ3005の両側に与える2つのアームを有する。上側ヘッドギアストラップ10230および下
側ヘッドギアストラップ10220はそれぞれ患者の耳よりも上側および下側で延びる。上側
および下側のヘッドギアストラップ10230，10220は、その後、後頭骨に沿う、後頭骨より
も下側、または、後頭骨の下方で患者の頭部の背部または後部に沿って係合するための円
形のクラウンストラップ10225を形成するべく首ストラップ10227に接続する。
【０２９５】
　6.4.1.2　乗り越え防止機能部791
　図50～図52を参照すると、本技術の一例に係る乗り越え防止機能部の1つの形態は、Vel
cro（商標）状の接続機構950に近接して下側ヘッドギアストラップ10220上に位置付けら
れる重合部または乗り越え防止機能部791である。下側ヘッドギアストラップ10220は、乗
り越え防止機能部791によって接続が維持されるようにフレーム3310の下側アーム10330に
接続される。乗り越え防止機能部791は、Velcro（商標）状の接続機構950に近接する下側
ヘッドギアストラップ10220の部分を備え、この場合、下側ヘッドギアストラップ10220は
、乗り越え防止機能部791を与えるループが形成されるように該ストラップ自体の上に重
ね合わせられて接続される。乗り越え防止機能部791を形成するループは、下側ヘッドギ
アストラップ接続ポイント820を一方向で嵌合挿通するように圧縮させることができ、そ
れにより、下側ヘッドギアストラップ10220は、該下側ヘッドギアストラップ10220がフレ
ーム3310から外れるように反対方向で下側ヘッドギアストラップ接続ポイント820を乗り
越えるのを防止することによって、フレーム3310に対するその接続を保持することができ
る。
【０２９６】
　乗り越え防止機能部は、乗り越え防止機能部791の保持ループを圧縮することによって
のみフレーム3310の下側ヘッドギアストラップ接続ポイント820を乗り越えることができ
る。下側ヘッドギアストラップ10220は、下側ヘッドギアストラップ接続ポイント820によ
って与えられる穴を乗り越えることによってフレーム3310の下側アーム10330に接続され
てもよい。接続後、乗り越え防止機能部791のループは、下側ヘッドギアストラップ10220
がフレーム3310の下側アーム10330から外れるように反対方向に乗り越えるのを防止する
べく拡張する。
【０２９７】
　乗り越え防止機能部791は、ヘッドギアストラップが下側ヘッドギアストラップ接続ポ
イント820を乗り越えるのを防止するとともに、下側ヘッドギアストラップ10220とフレー
ム3310の下側アーム10330との間の接続を保持する。
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【０２９８】
　ヘッドギアは、ヘッドギアストラップ3301上に乗り越え防止機能部791を備える。乗り
越え防止機能部791がヘッドギアコネクタに対して前記ヘッドギアコネクタに存在する接
続ポイント穴を通ってスライドすることにより接続された後は、乗り越え防止機能部が逆
向きにスライドすることによってヘッドギアコネクタから外れることはできない。乗り越
え防止機能部791は、ヘッドギアストラップ3301とヘッドギアコネクタとの間の接続を保
持するための保持機能部としての役目を果たす。乗り越え防止機能部791は、ヘッドギア
ストラップ3301の端部に存在する厚肉部、重合部、または、更なる構造体を、厚肉部、重
合部、または、更なる構造体がヘッドギアコネクタ上の接続ポイント穴を嵌合挿通できな
いように備え、それにより、ヘッドギアストラップ3301がヘッドギアコネクタを完全に乗
り越えてヘッドギアコネクタから外れることを防止してもよい。
【０２９９】
　6.4.1.3　代替的なフレーム3310
　図42～図49を参照すると、フレーム3310が略硬質の材料から形成されてもよい。フレー
ム3310は、プレナムチャンバ3200を備えるクッションアセンブリ3002と解放可能に係合し
てもよい。フレーム3310とクッションアセンブリ3002との間の係合は、クッションアセン
ブリ3002の保持機能部3244，3245がフレーム3310のフレーム接続領域3312，3313と係合す
ることによる。フレーム接続領域3312，3313は、保持機能部3244，3245が通過できるよう
にする。
【０３００】
　フレーム3310は略三角形の外周部720を備え、この場合、クッションアセンブリ3002上
に嵌合するために丸みのある角部と接続ポート3600とが外周部720にある。外周部720は、
クッションアセンブリ3002の形状と適合するための湾曲形状を有する。接続ポート3600は
、クッションアセンブリ3002の前開口の形状と適合するべく略円形である。フレーム3310
は、一対の上側アーム10320と一対の下側アーム10330とを更に備える。上側アーム10320
は、フレーム3310の外周部720の上端から延在して、患者の眼と耳との間のほぼ中間位置
で終端する。上側アーム10320は、使用時に患者の頬上にわたって延在するとともに、障
害を最小限に抑えるべく患者の顔の形状に適合するために湾曲形状を有する。上側アーム
10320は、該上側アーム10320と患者の顔面との間の接触を最小限に抑えて不快感を回避す
るために患者の顔面から外側に延在する。更なる例において、上側アーム10320は、フレ
ーム3310の外周部720の上端から80mm～100mmにわたって延在する。上側アーム10320は、
上側ヘッドギアストラップ10230を挿通して受けるために細長いスロットの形態を成す上
側ヘッドギア接続ポイント10325を有する。下側アーム10330は、下側ヘッドギアストラッ
プ10220を挿通して受けるために細長いスロットの形態を成す下側ヘッドギア接続ポイン
ト10331を有する。ヘッドギア接続ポイント10325，10331は、位置決め安定化構造体3300
がフレーム3310に接続する、引き続いてクッションアセンブリ3002に接続するための4点
接続をもたらす。4点接続は、患者インタフェース3000の安定性を向上させる。上側アー
ム10320は、一般に、フレーム3310のトップフレーム接続ポイント10305でフレーム3310に
接続する。トップフレーム接続ポイント10305の上端中心位置における単一の上側ヘッド
ギア張力ベクトルは、フランクフォート水平方向と平行な方向で、シール破壊を防止する
とともに、空気回路4170からのチューブトルクに対処できる。2つの下側ヘッドギア接続
ポイント10331は2つの平行な下側ヘッドギア張力ベクトルを与える。
【０３０１】
　フレーム3310は、患者インタフェース3000に安定性を与えるとともに、無色透明のプラ
スチック材料から形成される。上側アーム10320は患者の頬よりも下側に位置し、したが
って、患者インタフェース3000は、目立たないとともに、患者の顔面を開放する。
【０３０２】
　6.4.1.4　エルボーアセンブリ120を有するマスク
　図30～図41を参照すると、本技術の1つの例に係る患者インタフェース3000は、位置決
め安定化構造体3300、エルボーアセンブリ120、空気回路4170、および、クッションアセ
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ンブリ3003，3005を備える。エルボーアセンブリ120は、二酸化炭素を含む呼気の流出の
ための通気孔を有する。位置決め安定化構造体3300は、クッションアセンブリ3003，3005
を患者の顔面上に支持する、安定させる、および／または、位置決めするようになってい
てもよい。
【０３０３】
　クッションアセンブリ3003，3005は、患者の鼻を含む患者の気道とシール係合するよう
になっていてもよい。クッションアセンブリ3003，3005は、空気回路4170および／または
エルボーアセンブリ120から呼吸用ガスを受けるとともに、位置決め安定化構造体3300に
よって患者の顔面上の位置を維持してもよい。
【０３０４】
　6.6　上側アームスリーブ10312
　図68を参照すると、織布材料から形成される上側アームスリーブ10312が設けられる。
上側アームスリーブ10312は、使用時に患者の頬付近にあってもよい上側アーム10320の部
分を巻回する。上側アームスリーブ10312は、上側アーム10320と解放可能に係合すること
ができ、したがって、フレーム3310とは別個に洗浄されてもよい。上側アームスリーブ10
312は、上側アーム10320のプラスチック材料を覆って、使用時に上側アーム10320の内側
面および上下縁が患者の顔面と直接に触れることを防止する。アームスリーブ10312の織
布材料は、柔軟で快適に感じ、あまり「医療的に」見えないものとして患者により認識さ
れる。これは、より良い治療遵守をもたらし得る。上側アームスリーブ10312は、特に患
者1000が仰向けではなく横向きで寝る場合に、典型的な治療期間から上側アーム10320に
よって引き起こされる顔マーキングを防止するあるいは最小限に抑えることができる。ま
た、織布材料は、汗からの表面熱および凝縮物を保持せず、そのため、患者の顔面とプラ
スチック上側アーム10320との間の直接的な接触と比べて都合が良い。下側アーム10330が
同様のアームスリーブ10312を有してもよいことが想起される。
【０３０５】
　6.7　マスクシステム
　マスク構成要素のうちの1つ以上は、シール破壊の可能性を最小限に抑えるためにチュ
ーブトルクを切り離すように共に構成されて配置されてもよい。短チューブ4180は、その
高い軟質さと伸長できる能力とに起因して、チューブトルクを切り離すことができる。短
チューブ4180が分離できることよりもチューブトルクが大きい場合には、位置決め安定化
構造体3300もチューブトルクを切り離す。フレーム3310の上側アーム10320は、チューブ
トルクを切り離すために矢状面内で屈曲してもよい。また、プレナムチャンバ3200および
／またはシール形成構造体3100のクッション機能はチューブトルクの一部を切り離す。こ
れらの特徴のうちの2つ以上の任意の組み合わせは、チューブトルクを切り離すことがで
きる能力を高める。これらの特徴の全ての組み合わせは、より大きなチューブトルクを切
り離すことができる能力を更に高める。
【０３０６】
　マスク構成要素のうちの1つ以上は、患者1000にとっての快適さを高めるべく共に構成
されて配置されてもよい。短チューブ4180は軽量であり、また、プレナムチャンバ3200お
よびシール形成構造体3100も軽量であり、したがって、位置決め安定化構造体3300により
与えられるヘッドギア張力は、良好なシールをもたらすために不快に高くならないで済む
。エルボーが短チューブ4180をフレーム3310に接続する必要性を減らすと、患者インタフ
ェース3000の全体の重量も減少し、それにより、位置決め安定化構造体3300により必要と
されるヘッドギア張力のレベルが下がる。また、患者インタフェース3000が軽量であると
きの患者1000による認識は、それが「そこに殆どない」というものであり、それにより、
患者インタフェース3000を着用しているように感じず、不安神経症や閉所恐怖症を殆ども
たらさない。アーム10320，10330の形状および可撓性は患者1000に快適さを与える。これ
は、これらのアームが、頬骨の下側に位置するとともに、患者1000にとって敏感な顔面領
域となり得る患者の耳の周囲でヘッドギアストラップ3301を方向付けるからである。ヘッ
ドギアストラップ3301および上側アームスリーブ10312は、織布から形成されるとともに
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、それがプラスチックヘッドギアストラップと比べて汗からの表面熱および凝縮物を保持
しないため、患者の皮膚に接触して良好に感じる。また、ヘッドギアストラップ3301は織
布から形成されるため、プラスチック材料よりも密度が低く、これは、重量および嵩の減
少につながる。これらの特徴のうちの2つ以上の任意の組み合わせは、患者1000にとって
の快適さを高める。これらの特徴の全ての組み合わせは、患者1000にとっての快適さを大
きく高める。
【０３０７】
　マスク構成要素のうちの1つ以上は、患者1000との最適なシールの機会を増やすように
共に構成されて配置されてもよい。これは、より良い治療コンプライアンスをもたらすと
ともに、平均的な毎日の使用を更に36分だけ増大させる。前述したようなチューブトルク
の切り離しの向上と患者1000にとっての高い快適さとの組み合わせによって最適なシール
を得ることができる。また、フレームアーム10320，10330によって与えられる最大傾斜範
囲は、最適なシールの機会を高める。
【０３０８】
　マスク構成要素のうちの1つ以上は、特に初めての患者1000において、より良好な治療
コンプライアンスをもたらす患者インタフェース3000の視覚的訴求を高めるように共に構
成されて配置されてもよい。患者インタフェース3000は、低いプロファイルを有するとと
もに、患者の顔面上に小さい占有領域を有する。これは、フレーム3310があまり幅広くな
いとともに顔の幾何学的形態に対応して湾曲されるからであり、また、前頭支持体が存在
しないからである。これらの特徴の2つ以上の任意の組み合わせは、患者インタフェース3
000の視覚的訴求を向上させる。これらの特徴の全ての組み合わせは、患者インタフェー
ス3000の視覚的訴求を大きく高める。
【０３０９】
　マスク構成要素のうちの1つ以上は、患者インタフェース3000の組み付けおよび分解を
向上させるように共に構成されて配置されてもよい。患者インタフェース3000は患者1000
に対して簡潔さを与える。これは、患者インタフェースが、シール形成構造体3100および
ヘッドギアストラップ3301であるフレーム3310から取り外しできる2つの構成要素を含む3
ピースマスクシステムをもたらすからである。また、取り外しできる構成要素が少ないこ
とは、患者インタフェース3000を洗浄する必要があるときに患者インタフェース3000を組
み付けるおよび分解するこが容易であることも意味する。フレーム3310、プレナムチャン
バ3200／シール形成構造体3100、および、ヘッドギアストラップ3301は、個別に異なるス
ケジュールで洗浄されてもよく、例えば、プレナムチャンバ3200／シール形成構造体3100
がヘッドギアストラップ3301よりも頻繁に洗浄されてもよい。構成要素の形状および構造
は、患者インタフェース3000を直観的態様で組み付けるおよび分解する方法を患者1000に
対して視覚的および触覚的に示唆する。例えば、係合が正しいときに聞き取れるクリック
音を発生させるプレナムチャンバ3200とフレーム3310との間の嵌め合い関係は、患者1000
に直観的である。また、フレーム3310、プレナムチャンバ3200、および、位置決め安定化
構造体3300に視覚的および触覚的な指標を設けること、および、磁気ヘッドギアクリップ
10210を設けることは、患者1000がマスク構成要素の誤った組み付け／分解または誤った
方向付け／位置ずれを回避するための更なるガイドを付加する。これらの特徴の一部は、
暗い環境の中にいる手に関節炎を伴う患者1000にとって特に有益である。例えば、可聴ク
リック音が聞かれてもよく、あるいは、マスク構成要素の形状の手触りおよび感触、並び
に、触覚指標または磁気吸引力の感覚も、微光状態において有用である。これらの特徴の
うちの2つ以上の任意の組み合わせは、患者インタフェース3000の簡素化を向上させる。
これらの特徴の全ての組み合わせは、患者インタフェース3000の簡素化を大きく高める。
【０３１０】
　本技術の1つの例において、フレームアセンブリ3001は、フレーム3310、短チューブ418
0、および、通気孔3400のサブアセンブリを含む。フレームアセンブリ3001のサブアセン
ブリは互いに取り外し不能に接続され、例えば、フレーム3310と一体の通気孔3400と短チ
ューブ4180とが互いに取り外し不能に接続される。クッションアセンブリ3002がフレーム
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アセンブリ3001と取り外し可能に係合できる。クッションアセンブリ3002は、シール形成
構造体3100とプレナムチャンバ3200とを含む。ヘッドギアストラップ3301は、フレームア
センブリ3001と、特にフレーム3310のアーム10320，10330と取り外し可能に係合できる。
【０３１１】
　図131～図137は、前述した1つ以上の態様を含む本技術の1つの形態に係る患者インタフ
ェースの様々な図を示す。
【０３１２】
　6.8　PAP装置4000
　本技術の1つの態様に係るPAP装置4000は、機械的な空気圧式の構成要素4100と電気的構
成要素4200とを備えるとともに、1つ以上のアルゴリズム4300を実行するようにプログラ
ミングされる。PAP装置は外部ハウジング4010を有してもよく、外部ハウジング4010は、2
つの部分を成して、すなわち、外部ハウジング4010の上部4012と、外部ハウジング4010の
下部4014とを成して形成される。別の形態では、外部ハウジング4010が1つ以上のパネル4
015を含んでもよい。PAP装置4000は、PAP装置4000の1つ以上の内部構成要素を支持する筐
体4016を備えてもよい。1つの形態では、空気圧ブロック4020が筐体4016によって支持さ
れまたは筐体4016の一部として形成される。PAP装置4000はハンドル4018を含んでもよい
。
【０３１３】
　PAP装置4000の空気圧経路は、入口空気フィルタ4112と、入口マフラと、陽圧の空気を
供給できる制御可能な圧力装置（例えば、制御可能なブロワ4142）と、出口マフラとを備
えてもよい。1つ以上の圧力センサおよび流量センサが空気圧経路中に含まれてもよい。
【０３１４】
　空気圧ブロック4020は、外部ハウジング4010内に位置付けられる空気圧経路の一部を構
成してもよい。
【０３１５】
　PAP装置4000は、電源4210と、1つ以上の入力装置4220とを有してもよい。電気構成要素
4200が単一の印刷回路基板アセンブリ（PCBA）4202上に装着されてもよい。別の形態では
、PAP装置4000が複数のPCBA4202を含んでもよい。
【０３１６】
　6.8.1　PAP装置の機械的な空気圧式の構成要素4100
　6.8.1.1　空気フィルタ4110
　本技術の1つの形態に係るPAP装置4000は、1つの空気フィルタ4110または複数の空気フ
ィルタ4110を含んでもよい。
【０３１７】
　1つの形態では、入口空気フィルタ4112が制御可能なブロワ4142の上流側の空気圧経路
の冒頭に位置付けられる。図3c参照。
【０３１８】
　1つの形態では、出口空気フィルタ4114、例えば抗菌フィルタが空気圧ブロック4020の
出口と患者インタフェース3000との間に位置付けられる。図3c参照。
【０３１９】
　6.8.1.2　圧力装置4140
　本技術の一形態では、陽圧の空気の流れを生み出すための圧力装置が制御可能なブロワ
4142である。例えば、ブロワ4142は、1つ以上のインペラが渦巻きを成して収容されるブ
ラシレスDCモータを含んでもよい。ブロワ4142は、約4cmH2O～約20cmH2Oの範囲内、また
は、他の形態では最大で約30cmH2Oの陽圧の例えば約120リットル／分の供給空気を送出す
ることができてもよい。
【０３２０】
　6.9　加湿器5000
　6.9.1　加湿器概要
　本技術の1つの形態では、図3bに示されるように、水リザーバと加熱プレートとを備え
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てもよい加湿器5000が設けられる。
【０３２１】
　6.10　用語解説
　本技術の開示目的のため、本技術の特定の形態では、以下の定義のうちの1つ以上が適
用される場合がある。本技術の他の形態では、別の定義が適用される場合がある。
【０３２２】
　6.10.1　総論
　空気：本技術の特定の形態では、患者へ供給される空気が大気であってもよく、また、
本技術の他の形態では、大気に酸素が補給されてもよい。
【０３２３】
　持続的気道陽圧（CPAP）：CPAP処置は、大気に対して持続的にプラスで且つ好ましくは
患者の呼吸サイクルにわたってほぼ一定の圧力で供給空気または呼吸可能供給ガスを気道
への入口に印加することを意味するべく解釈される。幾つかの形態において、気道への入
口における圧力は、単一の呼吸サイクル内で数センチメートルの水だけ変化し、例えば吸
気中において高く、呼気中において低い。幾つかの形態において、気道への入口における
圧力は、呼気中においては僅かに高く、吸気中においては僅かに低い。幾つかの形態にお
いて、圧力は、患者の異なる呼吸サイクル間で変化し、例えば、部分上気道閉塞の兆候の
検出に応じて増大し、また、部分上気道閉塞の兆候がない場合には減少される。
【０３２４】
　6.10.2　PAP装置の態様
　空気回路：使用時に供給空気または呼吸可能供給ガスをPAP装置と患者インタフェース
との間で送出するように構成されて配置された導管またはチューブ。特に、空気回路は、
空気圧ブロックの出口および患者インタフェースと流体接続してもよい。空気回路が空気
送出チューブと称されてもよい。ある場合には、吸気および呼気のための回路の別個の肢
が存在してもよい。他の場合には、単一の肢が使用される。
【０３２５】
　APAP：自動気道陽圧。SDB事象の兆候の存在または不存在に応じて最小限界と最大限界
との間で連続的に調整できる気道陽圧。
【０３２６】
　ブロワまたはフロージェネレータ：周囲圧力を上回る圧力の空気流を送出する装置。
【０３２７】
　コントローラ：入力に基づいて出力を調整する装置または装置の一部。例えば、コント
ローラの1つの形態は、装置への入力を構成する制御下の変数－制御変数－を有する。装
置の出力は、制御変数の現在の値の関数、および、変数のための設定点である。サーボ換
気装置は、入力としての換気、設定点としての目標換気量、および、出力としての圧力サ
ポートレベルを有するコントローラを含んでもよい。他の形態の入力は、酸素飽和度（Sa
O2）、二酸化炭素の分圧（PCO2）、動作、プレチスモグラフからの信号、および、ピーク
流量のうちの1つ以上であってもよい。コントローラの設定点は、固定、可変、または、
学習のうちの1つ以上であってもよい。例えば、換気装置における設定点は、患者の測定
された換気量の長期平均値であってもよい。他の換気装置は、時間に伴って変化する換気
量設定点を有してもよい。圧力コントローラは、特定の圧力の空気を送出するためにブロ
ワまたはポンプを制御するように構成されてもよい。
【０３２８】
　治療：本文脈における治療は、陽圧療法、酸素療法、二酸化炭素療法、死腔の制御、お
よび、薬剤の投与のうちの1つ以上であってもよい。
【０３２９】
　モータ：電気エネルギーを部材の回転動作へと変換するための装置。本文脈において、
回転部材は、回転軸に沿って移動する空気に対して圧力増大を与えるために固定軸を中心
に所定位置で回転するインペラである。
【０３３０】
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　気道陽圧（PAP）装置：陽圧の供給空気を気道へ供給するための装置。
【０３３１】
　トランスデューサ：1つの形態のエネルギーまたは信号を他の形態のエネルギーまたは
信号へと変換するための装置。トランスデューサは、機械エネルギー（動作など）を電気
信号へ変換するためのセンサまたは検出器であってもよい。トランスデューサの例として
は、圧力センサ、流量センサ、二酸化炭素（CO2）センサ、酸素（O2）センサ、エフォー
トセンサ、動作センサ、ノイズセンサ、プレチスモグラフ、および、カメラが挙げられる
。
【０３３２】
　6.10.3　呼吸サイクルの態様
　無呼吸：好ましくは、無呼吸は、所定の持続時間、例えば10秒にわたって流量が所定の
閾値を下回って降下するときに起こると言われる。閉塞性無呼吸は、患者努力にもかかわ
らず気道の何らかの閉塞が空気の流れを許容しないときに起こると言われる。中枢性無呼
吸は、呼吸努力の減少または呼吸努力の欠如に起因する無呼吸が検出されるときに起こる
と言われる。
【０３３３】
　デューティサイクル：総呼吸時間Ttotに対する吸気時間Tiの割合。
【０３３４】
　努力（呼吸）：好ましくは、呼吸努力は、呼吸しようとする自発的に呼吸する人によっ
て行われる作業であると言われる。
【０３３５】
　呼吸サイクルの呼気部分：呼気流の開始から吸気流の開始までの期間。
【０３３６】
　流量限界：好ましくは、流量限界は、患者による努力の増大が対応する流量の増大を引
き起こさない患者の呼吸における事象の状態であると解釈される。呼吸サイクルの吸気部
分中に流量限界が起こる場合、それは、吸気流量限界と見なされてもよい。呼吸サイクル
の呼気部分中に流量限界が起こる場合、それは、呼気流量限界と見なされてもよい。
【０３３７】
　呼吸低下：好ましくは、呼吸低下は、流れの中断ではなく、流量の減少であるであると
解釈される。1つの形態において、呼吸低下は、所定の持続時間にわたって閾値を下回る
流量の減少があるときに起こると言われる。成人における1つの形態では、以下のうちの
いずれかを来すと、呼吸低下と見なされてもよい。
　（i）少なくとも10秒にわたって呼吸する患者における30％減少＋関連する4％脱飽和、
または、
　（ii）少なくとも3％の関連する脱飽和または覚醒を伴う、少なくとも10秒にわたって
呼吸する患者における減少（しかし、50％未満）。
【０３３８】
　呼吸サイクルの吸気部分：好ましくは、吸気流の開始から呼気流の開始までの期間が呼
吸サイクルの吸気部分であると解釈される。
【０３３９】
　開通性（気道）：気道が開放している度合い、または、気道が開放する範囲。開通気道
は開放している。気道開通性は、例えば開通している1の値および閉塞しているゼロ（0）
の値を用いて定量化されてもよい。
【０３４０】
　呼気終末陽圧（PEEP）：呼気の終わりに存在する肺内の大気圧を上回る圧力。
【０３４１】
　ピーク流量（Qpeak）：呼吸流波形の吸気部分中の流量の最大値。
【０３４２】
　呼吸流量、気流量、患者気流量、呼吸気流量（Qr）：これらの同義語は、通常はリット
ル／分の単位で表される患者が直面する実際の呼吸流量である「真の呼吸流量」または「
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真の呼吸気流量」とは対照的に、PAP装置の呼吸気流量の推定値を示すものと理解されて
もよい。
【０３４３】
　1回換気量（Vt）：余分な努力が加えられないときの通常の呼吸中に吸い込まれるまた
は吐き出される空気の量。
【０３４４】
　（吸気）時間（Ti）：呼吸流波形の吸気部分の持続時間。
【０３４５】
　（呼気）時間（Te）：呼吸流波形の呼気部分の持続時間。
【０３４６】
　（総）時間（Ttot）：1つの呼吸流波形の吸気部分の開始と後続の呼吸流波形の吸気部
分の開始との間の総持続時間。
【０３４７】
　典型的な最近の換気量：何らかの所定のタイムスケールにわたる最近の値がその周囲に
集まる傾向がある換気量の値、すなわち、換気量の最近の値の中心的傾向の指標。
【０３４８】
　上気道閉塞（UAO）：一部上気道閉塞および完全上気道閉塞の両方を含む。これは、上
気道にわたる圧力差が増大するにつれて流量のレベルが僅かだけ増大するまたは更には減
少してもよい流量限界の状態（スターリング抵抗挙動）と関連付けられてもよい。
【０３４９】
　換気量（Vent）：吸気流量および呼気流量の両方を含む、患者の呼吸器系によって交換
されるガスの単位時間当たりの総量の指標。1分当たりの量として表される際、この量は
、しばしば、「分時換気量」と称される。分時換気量は、時として、単に、1分当たりの
量であると理解されるボリュームとして与えられる。
【０３５０】
　6.10.4　PAP装置パラメータ
　流量：単位時間当たりに送出される空気の瞬時の量（または質量）。流量および換気量
は単位時間当たり同じ大きさの量または質量を有するが、流量は、かなり短い時間にわた
って測定される。流量は、患者の呼吸サイクルの吸気部分においては名目上プラスであっ
てもよく、そのため、患者の呼吸サイクルの呼気部分においてはマイナスであってもよい
。ある場合には、流量への言及は、スカラー量、すなわち、大きさのみを有する量への言
及となる。他の場合には、流量への言及は、ベクトル量、すなわち、大きさおよび方向の
両方を有する量への言及となる。流量には記号Qが与えられる。総流量Qtは、PAP装置から
出る空気の流量である。通気孔流量Qvは、吐き出されたガスの流出を可能にするための通
気孔から出る空気の流量である。漏れ流量Qlは、患者インタフェースシステムからの意図
しない漏れの流量である。呼吸流量Qrは、患者の呼吸器系内へ受けられる空気の流量であ
る。
【０３５１】
　漏れ：好ましくは、漏れという用語は、周囲環境への空気の流れであると解釈される。
漏れは、例えば吐き出されるCO2の流出を可能にするために意図的であってもよい。漏れ
は、例えばマスクと患者の顔面との間の不完全なシールの結果として意図的でなくてもよ
い。
【０３５２】
　圧力：単位面積当たりの力。圧力は、cmH2O、g-f/cm2、ヘクトパスカルを含む一連の単
位で測定されてもよい。1cmH2Oは、1 g-f/cm2に等しいとともに、約0.98ヘクトパスカル
である。この明細書中では、別段に述べられなければ、圧力がcmH2Oの単位で与えられる
。OSAの鼻CPAP処置に関して、処置圧力への言及は、約4～20cmH2Oの範囲内の圧力、また
は、約4～30cmH2Oへの言及である。患者インタフェース内の圧力には記号Pmが与えられる
。
【０３５３】
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　音響パワー：音波によって伝えられる単位時間当たりのエネルギー。音響パワーは、音
圧の平方と波面の面積との積に比例する。音響パワーは、通常、デシベルSWLの単位、す
なわち、通常は10-12ワットとして解釈される、基準パワーに対するデシベルの単位で与
えられる。
【０３５４】
　音圧：媒体を通じて進む音波の結果としての所定の時刻での周囲圧力からの局所的な偏
り。音圧は、通常、デシベルSPLの単位、すなわち、人の聴力の閾値と見なされる、通常
は20×10-6パスカル（Pa）として解釈される、基準パワーに対するデシベルの単位で与え
られる。
【０３５５】
　6.10.5　顔面の生体構造
　鼻翼（ala）：各鼻孔の外側の外壁または「翼」（複数形：alar）。
【０３５６】
　鼻翼最外点（alare）：鼻翼の最も外側にある点。
【０３５７】
　鼻翼湾曲（または鼻翼頂部）点：頬との鼻翼の結合により形成される折れ目で見出され
る各鼻翼の湾曲ベースラインにおける最も後側の点。
【０３５８】
　耳介（auricula）または耳介（pinna）：耳の視認できる全体の外側部分。
【０３５９】
　（鼻）骨格：鼻の骨格は、鼻骨、上顎骨前頭突起、および、前頭骨の鼻部を備える。
【０３６０】
　（鼻）軟骨骨格：鼻の軟骨骨格は、鼻中隔、外側軟骨、大鼻翼軟骨、小鼻翼軟骨を備え
る。
【０３６１】
　鼻柱：鼻孔を分離するとともに鼻尖点から上唇まで延在する皮膚片。
【０３６２】
　鼻柱角：鼻孔開口の中点を通って引かれるラインと鼻棘を横切りつつフランクフォート
水平面に対して垂直に引かれるラインとの間の角度。
【０３６３】
　フランクフォート水平面：眼窩縁の最下点から左耳珠点まで延在するライン。耳珠点は
、耳介の耳毛よりも上側の切痕における最深点である。
【０３６４】
　眉間：軟組織上に位置付けられる、額の正中矢状面内の最隆起点。
【０３６５】
　側鼻軟骨：軟骨の略三角形プレート。その上縁は鼻骨および上顎骨前頭突起に付いてお
り、また、その下縁は大鼻翼軟骨に接続される。
【０３６６】
　大鼻翼軟骨：側鼻軟骨の下側に位置する軟骨のプレート。大鼻翼軟骨は、鼻孔の前部の
周囲で湾曲される。その後端は、鼻翼の3つまたは4つの小軟骨を含む頑丈な線維膜によっ
て上顎骨前頭突起に接続される。
【０３６７】
　鼻孔（鼻の穴）：鼻腔への入口を形成する略楕円形の開口。鼻孔（nares）の単数形は
鼻孔（naris(nostril)）である。鼻孔は、鼻中隔によって分離される。
【０３６８】
　鼻唇溝（Naso-labial sulcus）または鼻唇溝（Naso-labial fold）：頬を上唇から分離
する、鼻の両側から口の角まで延在する皮膚の襞または溝。
【０３６９】
　鼻唇角：鼻棘を横切る状態での鼻柱と上唇との間の角度。
【０３７０】
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　耳下基点：顔面の皮膚に対する耳介の取り付け最下点。
【０３７１】
　耳上基点：顔面の皮膚に対する耳介の取り付け最上点。
【０３７２】
　鼻尖点：頭部の一部の残りの側面図で特定され得る鼻の最突出点または頂点。
【０３７３】
　人中：鼻中隔の下縁から上唇領域の唇の上端まで延在する正中溝。
【０３７４】
　ポゴニオン：軟組織上に位置付けられる、顎の最前中点。
【０３７５】
　稜部（鼻堤）：鼻稜部は、鼻根から鼻尖点まで延在する鼻の正中突起。
【０３７６】
　矢状面：身体を右半分と左半分とに分ける前（正面）から後（背面）まで通り過ぎる垂
直面。
【０３７７】
　鼻根：軟組織上に位置付けられる、前頭鼻骨縫合の領域上に横たわる最凹点。
【０３７８】
　中隔軟骨（鼻中隔軟骨）：鼻中隔軟骨は、中隔の一部を形成するとともに、鼻腔の前部
を分ける。
【０３７９】
　鼻翼最下点：鼻翼基部が上（上側）唇の皮膚と結合する鼻翼基部の下縁。
【０３８０】
　鼻棘：軟組織上に位置付けられる、鼻柱が正中矢状面内で上唇と合流する点。
【０３８１】
　スプラメンターレ：下唇中点と軟組織ポゴニオンとの間の下唇の中線における最凹点。
【０３８２】
　6.10.6　頭蓋骨の構造
　前頭骨：前頭骨は、額として知られる領域に対応する、大垂直部、すなわち、前頭鱗を
含む。
【０３８３】
　下顎：下顎は下側の顎を形成する。オトガイ隆起は、オトガイを形成する顎の骨隆起で
ある。
【０３８４】
　上顎：上顎は、上側の顎を形成するとともに、下顎よりも上側および眼窩よりも下側に
位置付けられる。上顎骨前頭突起は、鼻の側面によって上方へ突出するとともに、鼻の側
面境界の一部を形成する。
【０３８５】
　鼻骨：鼻骨は、異なる個体でサイズおよび形状が異なる2つの小さい楕円形の骨である
。鼻骨は、顔面の中央部および上部に並んで配置されるとともに、それらの接合によって
鼻の「梁」を形成する。
【０３８６】
　ナジオン：前頭骨と2つの鼻骨との交わりであり、眼と鼻梁の上部とのちょうど間にあ
る陥凹領域である。
【０３８７】
　後頭骨：後頭骨は頭蓋の後下部に位置付けられる。後頭骨は、楕円開口、すなわち、大
後頭孔を含み、この大後頭孔を通じて頭蓋腔が脊柱管と連通する。大後頭孔の背後の湾曲
板が後頭鱗である。
【０３８８】
　眼窩：眼球を収容するための頭蓋骨の腔。
【０３８９】
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　頭骨頭頂部：頭骨頭頂部は、互いに接合されるときに頭蓋の天盤および側面を形成する
骨である。
【０３９０】
　側頭骨：側頭骨は、頭蓋骨の基部および側部に位置付けられるとともに、こめかみとし
て知られる顔面の部分を支持する。
【０３９１】
　頬骨：顔面は、顔面の上部および側部に位置付けられて頬の隆起を形成する2つの頬骨
を含む。
【０３９２】
　6.10.7　呼吸器系の構造
　横隔膜：胸郭の底部を横切って延在する筋層。横隔膜は、心臓、肺、肋骨を収容する胸
腔を腹腔から分離する。横隔膜が収縮すると、胸腔の容積が増大して、空気が肺内へ引き
込まれる。
【０３９３】
　喉頭：喉頭または発声器は、声帯を収容するとともに、咽頭の下部（下咽頭）を気管と
接続する。
【０３９４】
　肺：人の呼吸器。肺の伝導領域は、気管、気管支、細気管支、および、終末細気管支を
含む。呼吸器領域は、呼吸細気管支、肺胞管、および、肺胞を含む。
【０３９５】
　鼻腔：鼻腔（nasal cavity）（または鼻腔（nasal fossa））は、顔面の中央の鼻の上
後にある大きい空気充填空間である。鼻腔は、鼻中隔と呼ばれる垂直ひれによって2つに
分けられる。鼻腔の両側には、鼻甲介（conchae）（単数形「concha」）または鼻甲介（t
urbinate）と呼ばれる3つの水平な延出部がある。鼻腔の前方には、背部が後鼻孔を介し
て鼻咽頭へと一体化する鼻がある。
【０３９６】
　咽頭：鼻腔の真下（下方）に位置付けられるとともに食道および喉頭の上に位置付けら
れる咽喉の一部。喉頭は、通常、3つの部分、すなわち、鼻咽頭（上咽頭）（咽頭の鼻部
分）と、中咽頭（oropharynx）（中咽頭（mesopharynx））（咽頭の口腔部分）と、咽喉
頭（下咽頭）とに分けられる。
【０３９７】
　6.10.8　材料
　シリコーンまたはシリコーンエラストマー：合成ゴム。この明細書において、シリコー
ンへの言及は、液状シリコーンゴム（LSR）または圧縮成形シリコーンゴム（CMSR）への
言及である。市販のLSRの1つの形態は、Dow Corningにより製造されるSILASTIC（この商
標の下で販売される一連の製品に含まれる）である。LSRの他の製造業者はWackerである
。正反対のことが別段に明示されなければ、LSRの好ましい形態は、ASTM D2240を使用し
て測定される約35～約45の範囲内のショアA（またはタイプA）圧入硬度を有する。
【０３９８】
　ポリカーボネート：ビスフェノールAカーボネートの一般的に透明な熱可塑性高分子。
【０３９９】
　6.10.9　患者インタフェースの態様
　窒息防止弁（AAV）：フェイルセーフ方式で大気へ開放することによって患者による過
剰なCO2再呼吸の危険を減らすマスクシステムの構成要素またはサブアセンブリ。
【０４００】
　エルボー：所定の角度にわたって方向を変えるべく空気流の軸線を方向付ける導管。1
つの形態では、角度が約90°であってもよい。他の形態では、角度が90°未満であっても
よい。導管が略円形断面を有してもよい。他の形態では、導管が楕円または長方形の断面
を有してもよい。
【０４０１】
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　フレーム：フレームは、位置決め安定化構造体との2つ以上の接続点間の張力負荷を支
持するマスク構造体を意味するように解釈される。マスクフレームは、マスクにおける気
密でない負荷支持構造体であってもよい。しかしながら、気密なマスクフレームの形態で
あってもよい。
【０４０２】
　位置決め安定化構造体：位置決め安定化構造体は、頭部上で用いるようになっている位
置決め安定化構造体の一形態を意味するように解釈される。好ましくは、位置決め安定化
構造体は、呼吸療法を与えるために患者インタフェースを患者の顔面上の所定位置に位置
決めして保持するように構成される1つ以上の支柱、紐、補強材の集合体を備える。幾つ
かの紐は、発泡体と織物との積層複合体などの柔軟な可撓性の弾性材料から形成される。
【０４０３】
　膜：膜は、例えばシール部および／または顔面接触部との関連で、好ましくは曲げ耐性
を実質的に有さないが伸長耐性を有する一般的に薄い要素を意味するように解釈される。
【０４０４】
　プレナムチャンバ：マスクプレナムチャンバは、所定容積の空間を封入する壁を有する
患者インタフェースの部分を意味するように解釈され、前記空間は、使用時に大気圧を上
回って加圧される空気を内部に有する。外殻がマスクプレナムチャンバの壁の一部を形成
してもよい。1つの形態では、患者の顔面の領域がプレナムチャンバの壁のうちの1つを形
成する。
【０４０５】
　シール：名詞形（「シール」）は、2つの表面の界面を通じた空気の流れに意図的に抵
抗する構造体または障壁を意味するように解釈される。動詞形（「シールする」）は、空
気の流れに抵抗することを意味するように解釈される。
【０４０６】
　外殻：好ましくは、外殻は、曲げ剛性、引張剛性、および、圧縮剛性を有する湾曲構造
体、例えばマスクの湾曲構造壁を形成するマスクの一部を意味するように解釈される。好
ましくは、外殻は、その全体の寸法と比べて比較的薄い。幾つかの形態では、外殻が面取
りされてもよい。好ましくは、そのような壁が気密であるが、幾つかの形態では、それら
の壁が気密でなくてもよい。
【０４０７】
　補強材：補強材は、他の構成要素の曲げ抵抗を少なくとも1つの方向で高めるようにな
っている構造的な構成要素を意味するように解釈される。
【０４０８】
　支柱：支柱は、他の構成要素の圧縮抵抗を少なくとも1つの方向で高めるようになって
いる構造的な構成要素であるように解釈される。
【０４０９】
　スイベル：（名詞）好ましくは低トルク下で、好ましくは独立に、共通の軸の周りで回
転するように構成される構成要素のサブアセンブリ。1つの形態において、スイベルは、
少なくとも360°の角度にわたって回転するように構成されてもよい。他の形態において
、スイベルは、360°未満の角度にわたって回転するように構成されてもよい。構成要素
のサブアセンブリは、空気送出導管との関連で使用されるときには、好ましくは、円筒状
の導管の適合された対を備える。好ましくは、使用中スイベルからの空気流の漏れが殆ど
または全くない。
【０４１０】
　紐：紐は、張力に抵抗するようになっている構造的な構成要素であると解釈される。
【０４１１】
　通気孔：（名詞）吐き出された二酸化炭素（CO2）の流出および酸素（O2）の供給を可
能にするための、マスクの内部からの空気の意図的な制御された割合の漏れを許容する構
造体、または、外気への導管。
【０４１２】
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　6.10.10　患者インタフェースに関して使用される用語
　（表面の）曲率：1つの方向で上方に曲がるとともに異なる方向で下方に曲がるサドル
形状を有する表面の領域は、マイナスの曲率を有すると言われる。2つの主方向で同じよ
うに曲がるドーム形状を有する表面の領域は、プラスの曲率を有すると言われる。平坦な
表面は、ゼロ曲率を有するように解釈される。
【０４１３】
　軟質：以下の特徴の組み合わせである材料、構造体、または、複合体の品質。
　指圧に容易に順応する。
　それ自体の重量を支持させられるときにその形状を保つことができない。
　硬質ではない。
　僅か労力で弾性的に伸長され得るまたは曲げられ得る。
【０４１４】
　軟質であるという性質は、方向と関連付けられてもよく、したがって、特定の材料、構
造体、または、複合体は、第1の方向で軟質であるが、第2の方向で、例えば第1の方向と
垂直な第2の方向で高剛性または硬質であってもよい。
【０４１５】
　弾性：1秒などの比較的短い時間内で、ほぼ弾力的に変形できるとともに、荷重除去時
にエネルギーのほぼ全てを解放できる。
【０４１６】
　硬質：指圧に応じて、および／または、患者インタフェースを患者の気道への入口との
シール関係に設定して維持するときに一般に直面される張力または負荷に応じて、容易に
変形しない。
【０４１７】
　半硬質：気道陽圧治療中に一般に印加される機械的な力の作用下で実質的に歪まないよ
うに十分に硬質であることを意味する。
【０４１８】
　6.11　他の所見
　この特許文献の開示の一部は、著作権保護を受ける題材を含む。著作権所有者は、特許
文献または特許開示のうちのいずれかによる複製に何ら異存はない。これは、複製が、特
許商標局の特許ファイルまたは記録に現れるが、そのほかの点では全ての著作権を何であ
れ留保するからである。
【０４１９】
　文脈が別段に明確に指示する場合を除き、値の範囲が与えられる場合、その範囲の上限
と下限との間にある下限の単位の1/10までのそれぞれの値、および、任意の他の述べられ
た値またはその述べられた範囲内にある値は、本技術内に含まれることが理解される。こ
れらの介在範囲の該介在範囲内に独立に含まれてもよい上限および下限も、述べられた範
囲内の任意の特に排除された限界値の制約下で本技術内に含まれる。述べられた範囲がそ
の限界値の一方または両方を含む場合、それらの含まれた限界値のいずれか一方または両
方を排除する範囲も本技術内に含まれる。また、1または複数の値が本技術の一部として
実施されるように本明細書中で述べられる場合には、別段に述べられなければ、そのよう
な値が近似されてもよいことが理解され、また、そのような値は、任意の適した有効数字
まで利用されてもよい。ただし、実用的な技術的実施がそれを許容するまたは必要とする
場合に限る。また、任意の全ての述べられた値は、述べられた値から10～20％増変可能で
あってもよいことが理解されるべきである。
【０４２０】
　別段に規定されなければ、本明細書中で使用される全ての技術用語および科学用語は、
この技術が属する技術分野における当業者により一般に理解される意味と同じ意味を有す
る。本明細書中に記載される方法および材料と同様または等価な任意の方法および材料を
本技術の実施または試験で使用することもできるが、本明細書中には、限られた数の典型
的な方法および材料が記載される。



(79) JP 6474733 B2 2019.2.27

10

20

30

40

50

【０４２１】
　特定の材料が一構成要素を構成するために使用されるのが好ましいと見なされる場合、
同様の特性を有する自明な別の材料が代替物として使用されてもよい。また、反対のこと
が明示されなければ、本明細書中に記載される任意の全ての構成要素は、一緒にまたは個
別に製造され得る、したがって製造されてもよいと理解される。
【０４２２】
　本明細書中でおよび添付の特許請求の範囲で使用される単数形「1つの（a）」、「1つ
の（an）」、および、「その（the）」は、文脈が別段に明確に指示しなければ、それら
の複数の等価物を含むことが留意されなければならない。
【０４２３】
　本明細書中で言及される全ての刊行物は、それらの刊行物の主題である方法および／ま
たは材料を開示して説明するべく、参照により本願に組み入れられる。本明細書中で論じ
られる刊行物は、本出願の出願日前のそれらの開示のためだけに与えられているにすぎな
い。本明細書中のいずれも、本技術が従前の発明に基づきそのような刊行物に先行する権
利を有さないという自白として解釈されるべきでない。また、与えられる刊行物の日付は
、実際の公開日とは異なる場合があり、公開日は独立に確認される必要がある場合がある
。
【０４２４】
　また、開示内容を解釈する際、全ての用語は、文脈と一致する最も広い妥当な態様で解
釈されるべきである。特に、「備える（comprises）」および「備えている（comprising
）」という用語は、非排他的態様で要素、構成要素、または、ステップに言及していると
して解釈されるべきであり、言及された要素、構成要素、または、ステップが存在し、ま
たは、利用され、または、明確に言及されない他の要素、構成要素、もしくは、ステップ
と組み合わされてもよいことを示唆している。
【０４２５】
　詳細な説明で使用される主題の表題は、読者の参照を容易にするためだけに含まれてお
り、開示または特許請求の範囲の全体にわたって見出される主題を限定するために使用さ
れるべきでない。主題の表題は、1または複数の特許請求項の範囲を限定的に解釈して使
用されるべきでない。
【０４２６】
　本明細書中の技術を特定の実施形態に関連して説明してきたが、言うまでもなく、これ
らの実施例は、本技術の原理および用途の単なる例示にすぎない。ある場合には、専門用
語および記号は、本技術を実施するために必要とされない特定の詳細を示唆する場合があ
る。例えば、「第1」および「第2」という用語が使用される場合があるが、別段に明記さ
れなければ、それらの用語は、任意の順序を示すように意図されず、別個の要素間を区別
するために利用される場合がある。また、方法論におけるプロセスステップが所定の順序
で説明されまたは図示される場合があるが、そのような順序付けは必要とされない。当業
者であれば分かるように、そのような順序付けが変更されてもよく、および／または、そ
の態様が同時にまたは更には同期して行われてもよい。
【０４２７】
　したがって、本技術の思想および範囲から逸脱することなく、例示された実施形態に対
して多数の変更が成されてもよく、また、他の構成が考え出されてもよいことが理解され
るべきである。
【符号の説明】
【０４２８】
　　120　エルボーアセンブリ
　　156　ヘッドギアコネクタ
　　158　取り付け領域
　　251　シール領域
　　252　鼻稜部領域
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　　253　鼻側部領域
　　254　鼻角部領域
　　255　上唇領域
　　260（i）　内（上）縁
　　260（o）　外（下）縁
　　260-1　膜
　　260-2　膜
　　260-3　膜
　　265　アンダークッション構造体
　　270　シールフラップ
　　275　オリフィス
　　275（1）　上側オリフィス部
　　275（2）　下側オリフィス部
　　280（i）　内縁
　　280（o）　外縁
　　457　側壁領域
　　720　三角形の外周部
　　791　乗り越え防止機能部
　　800　Y形状のヘッドギアコネクタ
　　810　上側ヘッドギアストラップ接続ポイント
　　820　下側ヘッドギアストラップ接続ポイント
　　950　フックアンドループ接続機構
　　1000　患者
　　1100　ベッドパートナー
　　3000　患者インタフェース
　　3001　フレームアセンブリ
　　3002　クッションアセンブリ
　　3003　クッションアセンブリ
　　3005　クッションアセンブリ
　　3100　シール形成構造体
　　3101　鼻クレードル
　　3102　上シール部
　　3104　下シール部
　　3110　シールフランジ
　　3120　支持フランジ
　　3200　プレナムチャンバ
　　3202　接続部
　　3210　外周
　　3211　舌部
　　3211.1　チャネル部
　　3213　フレーム接続領域
　　3220　境界縁部
　　3240　プレナム接続領域
　　3242　保持構造体
　　3244　幅広保持機能部
　　3245　幅狭保持機能部
　　3246　鉤状部
　　3246.1　前面
　　3246.2　後面
　　3246.4　公称垂直軸線



(81) JP 6474733 B2 2019.2.27

10

20

30

40

50

　　3250　シールリップ
　　3294　リブ
　　3295　切り欠き
　　3300　位置決め安定化構造体
　　3301　ヘッドギアストラップ
　　3310　フレーム
　　3312　幅広フレーム接続領域
　　3312.1　引き込み面
　　3312.2　保持面
　　3313　幅狭フレーム接続領域
　　3314　干渉部
　　3400　通気孔
　　3405　通気孔穴
　　3600　接続ポート
　　4000　PAP装置
　　4010　外側ハウジング
　　4012　外側ハウジングの上部
　　4014　外側ハウジングの下部
　　4015　パネル
　　4016　筐体
　　4018　ハンドル
　　4020　空気圧ブロック
　　4100　空気圧構成要素
　　4110　空気フィルタ
　　4112　入口空気フィルタ
　　4114　出口空気フィルタ
　　4140　圧力装置
　　4142　制御可能ブロワ
　　4170　空気回路
　　4172　材料のウェブ
　　4174　螺旋コイル
　　4176　屈曲部の内部
　　4178　長チューブ
　　4179　屈曲部の外部
　　4180　短チューブ
　　4181　瘤部
　　4182　折り曲げ部の山
　　4183　傾斜部
　　4184　螺旋コイルの外面
　　4185　酸素補給ポート
　　4186　折り曲げ線
　　4190　スイベルカフ
　　4200　電気構成要素
　　4202　印刷回路アセンブリ（PCBA）
　　4210　電源
　　4220　入力装置
　　4300　アルゴリズム
　　5000　加湿器
　　10210　ヘッドギアクリップ
　　10215　機械的な保持部材
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　　10216　磁石
　　10217　空隙
　　10218　クロスバー
　　10220　下側ヘッドギアストラップ
　　10221　下側接続部
　　10222　上側接続部
　　10223　薄肉接続部
　　10225　上端クラウンストラップ
　　10226　側部クラウンストラップ
　　10227　首ストラップ
　　10228　大側縁部
　　10229　大側縁部
　　10230　上側ヘッドギアストラップ
　　10231　小側縁部
　　10232　小側縁部
　　10305　上端フレーム接続ポイント
　　10306　細長い空隙
　　10307　第1の湾曲部分
　　10308　第1の屈曲部
　　10309　直線状の部分
　　10310　第2の屈曲部
　　10311　第2の湾曲部分
　　10312　上側アームスリーブ
　　10313　狭い中心領域
　　10315　リング部材
　　10316　連結部材
　　10317　下側アーム接続ポイント
　　10320　上側アーム
　　10323　遠位端部
　　10325　上側ヘッドギア接続ポイント
　　10330　下側アーム
　　10331　下側ヘッドギア接続ポイント
　　10334　円筒部
　　10335　隆起面
　　10340　磁石
　　10350　外側径方向壁
　　10351　内側径方向壁
　　10352　径方向チャネル
　　10353　ストッパ面
　　10355　トラック
　　10360　環状リブ
　　10610　短チューブカフ
　　10611　凹部
【０４２９】
　7.1　特許文献
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