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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者に鼻腔を介して治療ガスを投与するための手持ちディスペンサであって、　筒体と
、調節可能な流量調整弁と、ガス流出口とを有し、
　筒体は治療ガスを加圧下で収容し、
　ガス流出口は筒体に連結されており、ガス流出口はノズルを有し、且つ人間の外鼻孔を
密封するようになっており、
　調節可能な流量調整弁は、筒体とガス流出口との間に連結されており、調節可能な流量
調整弁は、軸方向に並進可能なディスペンサヘッド、穿孔ニードル、及び可変環状流れ区
域とを有し、
　治療ガスは二酸化炭素、酸化窒素、酸素、気体状酸又はヘリウムであり、
　ディスペンサヘッドの軸方向への並進移動量は、ガス流出口を通じての、ガスの実質的
に一定の流量を決定する、ことを特徴とする手持ちディスペンサ。
【請求項２】
　治療ガスは、二酸化炭素と、その他のガスを含む、ことを特徴とする請求項１に記載の
ディスペンサ。
【請求項３】
　治療ガスは、少なくとも５０容量％の二酸化炭素を含む、ことを特徴とする請求項１に
記載のディスペンサ。
【請求項４】
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　治療ガスは二酸化炭素であり、この二酸化炭素は実質的に純粋である、ことを特徴とす
る請求項１に記載のディスペンサ。
【請求項５】
　軸方向に並進可能なディスペンサヘッドは、筒体の密封キャップに可変環状流れ区域を
形成するため、密封キャップを穿孔する穿刺ニードルを有する、ことを特徴とする請求項
１に記載のディスペンサ。
【請求項６】
　穿刺ニードルが可変環状流れ区域内に挿入する度合いで、流量が決定される、ことを特
徴とする請求項5に記載のディスペンサ。
【請求項７】
　ヘッドは、軸方向に並進するように回転可能である、ことを特徴とする請求項１に記載
のディスペンサ。
【請求項８】
　ヘッドは、予め決定された流量の選択を許容する戻止めを有する、ことを特徴とする請
求項７に記載のディスペンサ。
【請求項９】
　更に、軸方向に並進可能な下カラーを有し、下カラーは、筒体と調節可能な流量調整弁
との間に連結されており、下カラーは、筒体の密封キャップを穿孔するのに利用される、
ことを特徴とする請求項１に記載のディスペンサ。
【請求項１０】
　軸方向に並進可能なディスペンサヘッドは、更に、テーパされた区域と弁座とを有し、
軸方向に並進可能なディスペンサヘッドを回転させることにより、テーパ領域と弁座との
間の隙間の大きさが決定されて流量を調節し、テーパ領域と弁座との間の隙間が可変環状
流れ区域である、ことを特徴とする請求項９に記載のディスペンサ。
【請求項１１】
　最適の治療ガス流量は、軸方向に並進可能なディスペンサヘッドを０流量位置に対して
実質的に３０度から１２０度だけ軸周りに回転させることにより得られ、最大流量は、実
質的に１２０度だけ軸周りに回転させることにより得られる、ことを特徴とする請求項６
に記載のディスペンサ。
【請求項１２】
　更に、回転しないように筒体に固定されたカラーを有し、軸方向に並進可能なディスペ
ンサヘッドは、上記固定されたカラーに螺合されており、軸方向並進可能なディスペンサ
ヘッドを上記固定されたカラーに対して回転させることによって、ガスの実質的に一定の
流量の調節が行われる、ことを特徴とする請求項１に記載のディスペンサ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
〔関連出願の相互参照〕
本願は、３７ＣＦＲセクション１．７８の規定による仮米国特許出願第６０／１４３,１
６４号（出願日：１９９９年７月１２日）、第６０／１４８,７３６号（出願日：１９９
９年８月１６日）、第６０／１６４．１２５号（出願日：１９９９年１１月８日）及び第
６０／１８５,４９５号（出願日：２０００年２月２８日）の利益を主張する出願である
。これら米国特許出願の各々の開示内容全体を本明細書の一部を形成するものとしてここ
に引用する。
【０００２】
〔発明の背景〕
１．発明の分野
本発明は、一般に医用器具及び方法に関する。特に、本発明は、頭痛（例えば、偏頭痛、
緊張性頭痛、群発性頭痛）、顎の痛み、顔面の痛み（例えば、三叉神経痛）、アレルギー
（鼻炎及び結膜炎）、喘息、神経疾患（例えば、癲癇、パーキンソン病）及び他のありふ
れた病気と関連した症状を改善又は軽減するために二酸化炭素及び他のガスを患者に投与
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する方法及び器具に関する。
【０００３】
どの薬局の頭痛及びアレルギー部門を通って歩いても、頭痛、アレルギー、喘息及び他の
ありふれた病気と通常関連した症状を改善する治療薬に多大な関心があることがすぐに分
かる。一般に利用されている治療手段としては、経口薬、経鼻スプレー、経口吸入器、経
鼻吸入器、点眼液、点鼻液、及び恐らくは何年間にもわたって開発されてきた他の器具及
び方法が挙げられる。依然として利用が多いと考えられる治療手段は、患者の医者から出
される処方箋で薬局から入手できる（例えば、注射剤、吸入剤）。非常に多くの治療法が
利用できるにもかかわらず、全ての患者の要望を満たす治療法は１つも無く、治療法の多
くは非常に顕著な欠点を持っている。例えば、今日の治療手段は作用が緩慢で、多くの副
作用（例えば、悪心（吐き気）、嗜眠状態、鎮痛薬の使い過ぎによる反跳頭痛、うっ血除
去薬の使い過ぎによる反跳うっ血、めまい感、鎮静状態、嗜癖及び他の多くの状態）があ
り、効能が低く、患者の大部分（例えば、高血圧、冠動脈疾患、脳血管疾患（障害）、消
化性潰瘍のある人、妊娠している人、相互に作用する同時投薬をしている人、子供、高齢
者及びその他の人）にとっては禁忌となる。かかるありふれた症状及び病気を治療するた
めの改良方法及び装置を提供する関心が相変わらず存在することを指摘しておく。
【０００４】
１９４０年代及び１９５０年代では、頭痛、アレルギー、喘息、神経疾患及び他のありふ
れた病気に関連した症状を治療するために吸入法により希釈二酸化炭素を用いることが行
われた。治療プロトコルは一般に、比較的多量の希釈二酸化炭素を送り出して患者が意識
不明になるまで口及び（又は）鼻を通して肺の中へ吸入するようにする呼吸用マスク又は
他の器械を利用している。この治療法の効能は、吸入ガスの全身性の効果があらわれるか
どうかで決まるので、多量のガスが必要となる。代表的な吸入二酸化炭素容積は、１回の
治療中に、３０％～７０％の酸素希釈二酸化炭素について０．５～２５ｌであり、この治
療を１週間に数回繰り返して２５～５０回の治療が行われるようにしていた。吸入二酸化
炭素を用いることは、多くの指標又は徴候を得るのに極めて有効であることが判明してい
るが、このように送り出されて用いる二酸化炭素の普及は決して評判のよいものではなく
なった。その原因となる問題は、患者を意識不明にしなければならないということ、治療
時間及び治療過程が長いこと、必然的に大きくて嵩張った携帯できないボンベが必要であ
ること、医師による管理が必要であることである。たいへていの従来型システムは非常に
大きくて重いのでドリー又はカートを用いてこれらを運ばなければならず、かくして、病
院又は家の外での使用に向いていない。手持ち二酸化炭素ディスペンサが提案されたが（
例えば、過換気の治療目的のような他の目的のため）、これらディスペンサは、吸入用に
多量の希釈二酸化炭素を送り出すように設計されている。
【０００５】
これらの利用により、頭痛、アレルギー、喘息等と通常関連した症状を治療するための改
良型器具及び方法を提供することが望ましい。かかる器具及び方法は、家から遠出をした
場合でも使いやすいように少量のガスを送り出すこと、実質的に症状の即時改善を可能に
すること、安全であって副作用が僅かであり或いは全く無いこと、意識不明にする必要な
く効能が得られること、多くの患者に効能があること、今日の治療にとって禁忌となる人
についての治療が得られること、並行して行われる投薬との相互作用を生じさせないで治
療が行われること、低コストであること、有効寿命が長いこと（少なくとも幾つかの例に
おいては）をもたらす必要があり、これら器具及び方法により、患者は、治療を受けて最
大限の快適さ及び有効性が得られるよう製剤用量を適合させることができる。これら目的
のうち少なくとも幾つかは、以下に説明する本発明によって達成されよう。
２．背景技術の説明
米国特許第３，７７６，２２７号は、吸入による過換気の治療を目的として希釈二酸化炭
素を送り出す手持ちディスペンサを記載している。加うるに、この手持ちディスペンサは
、二酸化炭素を呼吸できないほど高い濃度で送り出すようには設計されていない。二酸化
炭素及び他のガス並びにエーロゾルを患者に投与する他の吸入器具、システム及び方法が
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米国特許第３，５１３，８４３号、第３，８７０，０７２号、第３，９７４，８３０号、
第４，１３７，９１４号、第４，５５４，９１６号、第５，２６２，１８０号、第５，４
８５，８２７号、第５，５７０，６８３号に記載されている。
【０００６】
頭痛、アレルギー、喘息及び他の症状並びに関連の生理学的状態の治療に向いたガス治療
法が、医学文献中の以下の刊行物に記載されている。
Ａ．二酸化炭素治療
Diamond S Migraine headache-its diagnosis and treatment.　13th Anual
Practicing Physician's Approach to the Difficult Headache
Patient, Rancho Mirage, CA, Feb 5-19, 2000
Fisher HK et al., Am Rev Respir Dis 114(5):861, Nov 1976
Fisher HK et al., Am Rev Respir Dis 101:855-896, 1970
Gillman MA et al., Br J Psychiatry 159:672-5, 1991
Grosshans VA et al., Z Gesamte Inn Med 42(23): 667-70, 1987
Harrowes WMC, Selinger Z Fractional administration of carbon dioxide
in the treatment of neuroses, in Carbon Dioxide Therapy A
Neurophysiological Treatment of Nervous Disorders. Second
Edition. LJ Meduna Ed, Charles C. Thomas publisher, Springfield,
IL 1958
Jozefowicz RF Neurologic manifestations of Systemic Disease 7(3):
605-616, Aug 1989
La Verne AA Dis Nerv System 14:5, 1953
Leake CD et al., Calif West Med 31:20, 1929
Loevenhart AS et al., JAMA 92(11), 1929
MacRae D Carbon dioxide in pediatrics, in Carbon Dioxide Therapy A
Neurophysiological Treatment of Nervous Disorders. Second
Edition. LJ Meduna ed, Charles C. Thomas publisher, Springfield,
IL, 1958
Marcussen RM, Wolff HG, Arch Neurol Psychiatry 63:42-51,1950
Meduna LJ Dis Nerv System 8(2), 1947
Meduna LJ J Nerv & Ment Dis 108:373, 1948
Meduna LJ Ed, Carbon Dioxide Therapy A Neurophysiological Treatment of
Nervous Disorders. Second Edition. Charles C. Thomas publisher,
Springfield, IL 1958
Moriarty JD Prognosis with carbon dioxide therapy, including the
epinephrinemecholyl test(Funkenstein test), in Carbon Dioxide
Therapy A Neurophysiological Treatment of Nervous Disorders.
Second Edition. LJ Meduna Ed, Charles C. Thomas publisher,
Springfield,
IL, 1958
Moriarty JD J Clin & Exper Psychopath 13(3), 1952
National Headache Foundation. A patients guide to migraine prevention
& treatment, Chicago, IL, Aug 1996
Rodarte JR et al., Resp Physiol 17:135-145, 1973
Singh V et al., Lancet 335:1381-3, 1990
Wilkinson WE Some clinical observations pertaining to the effects of
carbon dioxide on the biology of mental disease, in Carbon
Dioxide Therapy A Neurophysiological Treatment of Nervous
Disorders. Second Edition. LJ Meduna Ed, Charles C. Thomas
publisher, Springfield, IL, 1958
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Wilmoth DF et al., AACN Clin Issues 7(4):473-81, Nov 1996
Ｂ．酸化窒素治療
Pagano D et al., Eur J Cardiothorac Surg 10(12):1120-6, 1996
Ream RS et al., Crit Care Med 27(5):989-96, May 1999
Schenk P et al., Ann Emerg Med 33(6):710-4, Jun 1999
Ｃ．ヘリウム治療
Hollman G et al., Crit Care Med 26(10):1731-6, Oct 1998
Jolliet P et al., Crit Care Med 27(11):2422-9, Nov 1999
Schaeffer EM et al., Crit Care Med 27(12):2666-70, Dec 1999
Ｄ．生理学
Aizawa et al., Eur Respir J 13(4):775-80, Apr 1999
Cha EJ et al., J Appl Physiol 62(4):1544-50, Apr 1987
Fiermonte G et al., Acta Neurol Scand 92(2):166-9, Aug 1995
Glovsky MM Cur Opin in Pulm Med 4:54-58, 1998
Leak CD Sci Monthly 20:320, 1925
Loh E et al., Ann Thorac Surg 67(5):1380-5, May 1999
Lorente de No'R Studies of the Rockefeller Institute 131:148-194, 1947
Nielsen TM et al., Acta Physiol Scand 98(2):192-9, Oct 1976
Saqueton CB et al., Am J Physiol 276(6 Pt 1):L925-L932, Jun 1999
Schuttauf F et al., Opthalmologe 95(4):225-8, Apr 1998
Sterling GM et al., J of Appl Physiol 32(1):39-43, Jan 1972
Tang A et al., Clinical Research 20:243, 1972
〔発明の背景〕
本発明によれば、種々のありふれた病気、特に、頭痛、鼻炎、喘息及び癲癇と関連した症
状を軽減する方法、器具及びキットが提供される。特定の症状としては、頭の痛み、顎の
痛み、顔面の痛み、洞性うっ血、くしゃみ、喉の掻痒、目の掻痒、鼻漏、呼吸困難、発作
等が挙げられる。この病気及び症状のリストは、網羅的であるというわけではなく、本発
明は、以下に説明する治療ガスを注入すると症状の軽減が得られる他の病気又は障害に用
いることができる。本発明により、吸入を行わないでも少量の治療ガスを高濃度で直接局
部的に鼻道内に送り込むことができ、それにより摂取され、注入され又は吸入される全身
性薬剤の副作用を生じないで迅速な軽減が得られる。
【０００７】
本発明は、症状を軽減する治療効果を生じさせる治療ガスを注入し又はこの治療ガスに患
者の身体部位、例えば鼻及び（又は）口及び（又は）目の粘膜を浸すやり方を利用してい
る。例示の治療ガスは、二酸化炭素であるが、他のガス、例えば、酸化窒素、酸素、気体
状の酸の等炭酸ガス混合気、ヘリウム等も又使用できる。治療用のガス（本明細書では「
治療ガス」という）を、治療ガスを希釈させ又は他の生物学的活動を持つ他のガス、活性
剤又は他の物質を含まないで実質的に純粋な形態で用いることができる。しかしながら、
場合によっては、治療ガスを、これらの効果を増強（促進）するために他のガス、例えば
不活性キャリヤガス、活性ガスと組み合わせ、固形物と組み合わせてエーロゾルを形成し
、液滴と組み合わせてエーロゾル、スプレー、粉等を形成するのがよい。逆に、治療ガス
と組み合わせたこれら薬剤は、治療ガスの効果を増強することができる。かかる場合、治
療ガス及び混合物は、上述したようなありふれた病気に伴う症状の軽減に加えて、生物学
的活動を有する場合がある。しかしながら、全ての場合において、二酸化炭素又は他の主
成分としての治療ガスは、量単位で且つ経時的に送られ、その結果、治療中の症状の軽減
又は除去が得られる。この発明の好ましい特徴は、患者が注入ガス流量及び特定の患者に
とって有効且つ許容できる全ガス用量又は投与量を選択できるということにあり、かかる
流量及び用量は一般に、従来技術で用いられていた場合よりも非常に少ない。
【０００８】
本発明は、患者が必ずしも治療ガスを吸入しなくても、治療ガスを鼻腔及び（又は）口腔
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内へ注入することにより所望の症状の軽減が得られるようにする。特に、患者が呼吸ガス
を吸入しないようにすることにより、即ち、患者が呼吸を止めることにより、或いは治療
ガスが注入されていない経路を介して鼻又は口で呼吸することにより、治療ガスが気管又
は肺の中に入るのが実質的に阻止され、治療対象の身体部位の容積が著しく減少すること
が判明した。それにより、比較的少量の二酸化炭素又は他の治療ガスを用いても所望の治
療効果を達成できる。加うるに、肺からの相当多くの排除を行うことにより、鼻及び口の
粘膜を介して効果が最大の治療結果を達成するのに必要な高い（長時間にわたっては呼吸
できないほど高い）濃度（これは１００％に近い実質的に純粋なものである場合が多い）
で治療ガスを用いることができる。さらに、不活性キャリヤガスと酸化窒素の長時間にわ
たっては呼吸できないほどの混合物の経鼻又は経口注入により、酸化窒素を酸化させない
で酸化窒素を直接、被治療粘膜に投与することができ、かかる酸化窒素の酸化は、キャリ
ヤガスが酸化窒素と空気又は酸素の長時間にわたって呼吸できる混合物である場合に生じ
る。
【０００９】
軽度の頭痛、鼻炎又はこれに類似した状態の場合、全量が１ｃｍ3　（１ｃｃ）という少
ない量の二酸化炭素を１秒という短い時間にわたって送り出しても、適当な症状の軽減が
達成できる。当然のことながら、より重い症状、例えば、偏頭痛と関連した症状の場合、
二酸化炭素の全治療容積及び治療回数は非常に多いもとなる場合がある。
【００１０】
呼吸を行わないで濃厚二酸化炭素を経鼻的に及び（又は）経口的に投与することにより、
鼻気管支反射と呼ばれている生理学的現象により喘息について適度の症状の軽減が得られ
る場合がある。しかしながら、全ての場合において患者の症状を首尾よく軽減できるかど
うかは主として、十分に長い持続時間にわたって治療ガスの全量を患者に送り出せるかど
うかにかかっている。即ち、治療ガスの投与速度は、症状の軽減に殆ど影響が無く、一般
に、患者は、目標としての総用量を達成して治療に必要な時間を短くするために患者が快
適であり又は我慢できる程度に迅速な投与速度を用いるのがよい。特定の病気と関連した
ありふれた症状についての鼻腔及び（又は）口腔内への注入のための用量及び治療回数に
関するガイドラインが、以下の用量ガイドラインに記載されている。
【００１１】
【表１】

本発明は又、治療ガスを目の上にカップ状にした手の後ろで又は高濃度の治療ガスを治療
期間にわたって目の上に局限する他のカップ手段を用いて治療ガスを目の上に注入するこ
とによりアレルギー性の目の過敏症（例えば、結膜炎）の所望の症状の軽減を行うことが
できる。目の治療のための時間及び用量は、経鼻及び経口治療の場合と類似している。
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【００１２】
本発明の第１の特徴は、治療ガス、例えば、二酸化炭素、酸化窒素、酸素、気体状酸の等
炭酸ガス混合気等を人の患者に投与する方法を提供する。この方法は、二酸化炭素又は他
の治療ガスの流れを生じさせる段階と、粘膜又は目にガスの流れを注入する段階とを有し
ている。上述のように、経鼻及び（又は）経口治療のための治療ガスの注入を制限集中さ
せるため患者は通常、鼻の粘膜又は口の粘膜に注入を行っている間、治療ガスを吸入する
のを差し控え、或いは、患者は、治療ガスが注入されていない経路を介して鼻又は口で呼
吸をする。このように、流れている治療ガスで満たされる鼻腔及び（又は）口腔の容積は
最小限に抑えられ、ガスの濃度は最大になる。というのは、治療ガスは、肺の大きな容量
を満たす必要が無いからであり、これにより治療効果が得られる。
【００１３】
治療ガスを吸入しないのが望ましいが、ガスは有毒ではなく、ガスが気管及び（又は）肺
の中に多少流れても治療が著しく損なわれることはない。さらに、実際問題として、多く
の患者は、鼻又は口の経路を通って周囲空気の呼吸を続けることができると同時に口又は
鼻の粘膜への治療ガスの注入が行われる。即ち、場合によっては、患者は、鼻内通路又は
鼻道に治療ガスを注入しながら口で呼吸をし続けることができ、或いは、口腔に治療ガス
を注入しながら鼻で呼吸をし続けることができる。かくして、本発明の第１の特徴では、
患者は、治療ガスを治療対象の鼻又は口の通路内に局限し又は集中させるために治療ガス
が気管及び（又は）肺の中に入るのを制限し又は阻止すれば済む。
【００１４】
特定の実施形態では、治療ガスは本質的に純粋な二酸化炭素から成るのがよい。「本質的
に純粋な」という用語は、二酸化炭素又は他の治療ガスには他のガスがそれほど存在して
いないことを意味し、即ち、ガスの全容積は、少なくとも５０％の二酸化炭素、好ましく
は少なくとも７０％の二酸化炭素、より好ましくは９５％以上の二酸化炭素を含むことを
意味している。他のガスが存在しないことに加えて、二酸化炭素には、生理学的又は生物
学的効果を持つ他の生理学的又は生物学的に活性な成分、例えば、薬剤、界面活性剤及び
他の物質が含まれていない（ただし、比較的小さな濃度で存在する場合がある）。
【００１５】
しかしながら、他の実施形態では、かなり大きな存在割合の二酸化炭素又は他の治療ガス
がキャリヤ中に存在する場合があり、即ち、二酸化炭素の全容量は、少なくとも６％二酸
化炭素、好ましくは少なくとも３０％の二酸化炭素、より好ましくは４９％の二酸化炭素
から成る。キャリヤは不活性であってもよく、或いは生物学的に活性であってもよい。例
示の不活性キャリヤガスとしては、窒素、空気、酸素、ハロゲン化炭化水素等が挙げられ
る。好ましい実施形態では、治療ガスを１ｃｃ／秒～２０ｃｃ／秒、好ましくは2ｃｃ／
秒～１０ｃｃ／秒の範囲の流量で生じさせる。小児用としては、１ｃｃ／秒未満（例えば
、０．５ｃｃ／秒）の流量が好ましい。注入は好ましくは、治療ガスの流れを一方の外鼻
孔に差し向けてこの流れが鼻道中に入って他方の外鼻孔から外方に流れることができるよ
うにすることから成る。かかる注入は、一方の外鼻孔内に放出されている治療ガスの存在
下で生じ、即ち、患者は、吸入を行っておらず又は治療ガスを鼻道中に入るようにしてい
ない。かかる鼻道注入プロトコルでは、患者の口は、ガスが口から出るのを阻止するため
に閉じられている。別の注入プロトコルでは、治療ガスを患者の口の中に差し向けて外鼻
孔の何れか一方又は両方から出すようにする。さらに別の注入プロトコルでは、治療ガス
を一方の外鼻孔又は両方の外鼻孔内へ差し向けてこれが開いた口から出るようにする。後
に述べた２つのプロトコルでは、口の粘膜と鼻の粘膜の両方に治療ガスが注入される。患
者は、治療ガスで灌流されている口又は鼻の中の通路を通って実質的に呼吸するのを避け
る必要がある。患者は鼻道を灌流しながら口で呼吸をすることができると共に口腔を灌流
しながら鼻で呼吸をすることができることは認識されるべきである。更に、患者は、長い
注入段階の実施中、その段階の全注入時間を実質的に変えないで１回の呼吸を行うことが
できる。
【００１６】
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治療段階は、１回の注入又は多数回の注入として行われる場合がある。任意特定の注入段
階の時間的長さは、とりわけ、患者に与えられている軽減の度合いで決まり、即ち、患者
は、軽減が達成されるまで注入を続けると共に（或いは）繰り返すことができる。１回の
注入段階は一般的に、鼻炎の軽減については１秒～２０秒、頭痛の軽減については１秒～
６０秒、より一般的に、鼻炎については２秒～１５秒、頭痛については１０秒～３０秒の
時間をかけて行われることになろう。注入段階は、上記の表に記載した所望の全治療時間
を達成するためには１回、２回、３回、４回又は５回以上繰り返されることが多い。通常
、治療方法は、流量を調節できる機能を持つ手持ち又は他の送出し器具を用いて行われる
ことになろう。即ち、かかる送出し器具は、１ｃｃ／秒～２０ｃｃ／秒の範囲内の特定の
値の比較的一定した治療ガス流量を送り出すよう調節できるものであるのがよい。かくし
て、かかる治療方法は、ガス流量を患者が快適であると感じるレベルに調節する段階を更
に有するのがよい。ガス流量を調節した後、ガス流量及び送り出されるべきガスの所望の
総量に基づいて全治療持続時間を決定するのがよい。かかる治療流量及び治療時間をまず
最初に例えば上記の表Ｉに記載されたデータに基づいて選択するのがよいが、患者は、ど
れほどの治療流量、治療時間及び治療回数が自分自身にとってうまく症状の軽減が得られ
るかを最終的に知るようになることは理解されよう。確かに、今日の医療では、ガス治療
法は、使用量を特定しない“titrate to effect ”（効果があらわれるまで用量を調節す
る）治療法である。
【００１７】
本発明の第２の特徴は、治療使用量の二酸化炭素又は他の治療ガスを生じさせる方法に関
する。この方法は、手持ちディスペンサから１ｃｃ／秒～２０ｃｃ／秒の二酸化炭素を含
む治療ガスの流れを放出する段階を有する。好ましくは、ガスの流れは本質的には二酸化
炭素から成り、即ち、上述したように純粋な二酸化炭素である。しかしながら、変形例と
して、ガスの流れは、二酸化炭素をこれ又上述すると共に（或いは）固体又は液体の薬剤
又は他の物質を含むキャリヤガス中に存在させたものであってもよい。手持ちディスペン
サは、ガスを患者に送り出すのに適した出口を有している。好ましい実施形態では、出口
は、人の外鼻孔の中に漏れないように設けられ又はこれに密着するのに適したものである
。変形実施形態では、出口は、人の口の中に漏れないように設けられ又はこれに密着する
のに適したものである。別の変形実施形態では、出口は、人の片目又は両目の周りに密着
するのに適したものである。１以上の治療段階を、各段階の持続時間が、治療されるべき
状態及びその深刻さに応じて１秒～１００秒、好ましくは２～３０秒、多くは１～２０秒
の状態で行うのがよい。治療段階の総数は、症状の深刻さに応じて選択されることになろ
う。代表的には、軽度の症状では１又は２の治療段階が必要であり、中等度の症状では２
又は３の治療段階が必要であり、重度の症状では３～８の治療段階が必要である。治療段
階の総数は、二酸化炭素について総目標用量が得られるようにするために流量に応じて選
択されることになろう。代表的には、流量は、１ｃｃ／秒～２０ｃｃ／秒の範囲内の目標
値に調節可能である。かかる治療方法は、ガス流量を患者が快適であると感じるレベルに
調節する段階を更に有するのがよい。ガス流量を調節した後、ガス流量及び送り出される
べきガスの所望の総量に基づいて全治療持続時間を決定するのがよい。かかる治療流量、
治療時間及び治療段階の数をまず最初に例えば上記の表Ｉに記載されたデータに基づいて
選択するのがよいが、患者は、自分自身にとってうまく症状の軽減が得られる治療法を最
終的に知るようになることは理解されよう。
【００１８】
さらに別の特徴では、本発明は、治療ガスを患者に送り出すディスペンサに関する。この
ディスペンサは、治療ガス、代表的には、二酸化炭素、又は上述した他の治療ガスのうち
任意のものを収容した容器を有している。ディスペンサは、容器から人の外鼻孔、口又は
目に密着するようになった出口に至る治療ガスの流れを放出する流量調整弁を更に有して
いる。かくして、ディスペンサは、概要を上述した方法により粘膜への注入のために治療
ガスを外鼻孔、口又は目に送り出すのに役立つ。上述した方法の場合と同様、治療ガスは
好ましくは二酸化炭素であり、実質的に純粋な二酸化炭素又は二酸化炭素キャリヤガス又
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はキャリヤ液体中に存在させると共に（或いは）他の活性又は非活性物質と組み合わせた
ものである。流量調整弁は好ましくは、患者が流量を１ｃｃ／秒～２０ｃｃ／秒又は上述
の他の範囲内に選択できるように調節可能である。ディスペンサの例示の実施形態では、
容器は、筒体から成り、調節可能な流量調整弁は、筒体の一端部に設けられた回転可能な
キャップを有し、出口は、キャップに設けられたノズルから成る。流量調整弁は、ディス
ペンサを開けて二酸化炭素又は他の治療ガスの流れを生じさせるよう回転可能であるのが
よい。次に、適当にキャップを回すことにより、流量をユーザの好ましい流量に調節する
のがよく、次に出口を患者の適当なオリフィス内又はその周りに挿入して上述の方法に従
って注入を開始するのがよい。
【００１９】
別の特徴では、二酸化炭素を患者に送り出す本発明のディスペンサは、二酸化炭素を加圧
下で収容する容器を有している。容器には流量調整弁が設けられ、この流量調整弁は、１
ｃｃ／秒～２０ｃｃ／秒の流量で二酸化炭素の流れを容器から放出する。好ましくは、デ
ィスペンサは、出口を更に有し、出口は、人に備わっているオリフィスに密着するように
なっているのがよい。通常、二酸化炭素は実質的に純粋である。ただし、場合によっては
、二酸化炭素がキャリヤガス又はキャリヤ液体中に存在し、或いは他の活性又は非活性物
質と組み合わせたものであってもよい。或る特定の実施形態では、二酸化炭素は、容器内
に液体として存在し、比較的多量の二酸化炭素を貯蔵することができる。他の場合では、
二酸化炭素は、容器内に加圧ガスとして存在する。後者のディスペンサは二酸化炭素収容
量が少ないが、かかるディスペンサは、非常に高い圧力で液体二酸化炭素を収容する容器
ほど頑丈である必要はない。好ましくは、流量調整弁は、流量範囲内の目標値に調節可能
である。さらに別の特徴では、本発明のキットは、治療ガスを収容した容器及び治療ガス
を患者に投与するための上述の方法のうち任意のものを記載した取扱説明書を有する。容
器は、上述の好ましいディスペンサのうち任意のものから成るのがよく、取扱説明書及び
容器は通常は、従来型医用器具パッケージ、例えば、チューブ、トレー、パウチ、箱等内
に一緒に包装されることになろう。
【００２０】
〔特定の実施形態の説明〕
１．アレルギー性鼻炎及び頭痛の治療
本発明者の知見によれば、鼻、鼻道及び口の粘膜に１秒という短い時間、気体状二酸化炭
素を浸すと、トリガ、例えば空気や風で運ばれるアレルゲン及び（又は）抗原や接触によ
り伝染するアレルゲン及び（又は）抗原により引き起こされる粘膜の急性刺激反応の開始
を抑制できる。さらに、アレルゲン及び（又は）抗原への長時間にわたル暴露によって生
じる粘膜の慢性炎症及びこれと関連した窮迫感を、かかる二酸化炭素の適用を繰り返すこ
とにより数分以内に軽減することができる。上述の局所二酸化炭素治療の作用の考えられ
る仕組みは以下の通りである。二酸化炭素を鼻道内へ注入することにより高濃度の二酸化
炭素（炭酸ガス過剰）を生じさせることにより、粘膜のｐＨが非常に迅速に下がり（酸性
の度合いが一層高くなる）、鼻の粘膜に物質供給し直接脳幹につながる神経のニューロン
の活動の度合いが抑制される（炎症性伝達物質、例えばヒスタミンの放出が抑制される）
。喘息は、アレルギー鼻炎の共存症であることが知られている。二酸化炭素は、喘息を持
つ大人の中央気道と周辺気道の両方を弛緩させることが知られている。加うるに、ヘリウ
ムの吸入により喘息発作重積状態、慢性閉塞性肺疾患及び細気管支炎を持つ患者の酸素付
加が改善されるということが知られている。また、吸入した酸化窒素は、低酸素症を呈し
た、或いはその特徴的症状を呈した急性呼吸不全を持つ大抵の小児の酸素付加及び換気を
改善する。この理由で、二酸化炭素、ヘリウム又は酸化窒素を用いる上述の治療を施すこ
とにより呼吸に関するこれら症状を軽減し又は改善することができる。更に、頭痛（例え
ば、偏頭痛、緊張性頭痛、群発性頭痛、顎の痛み、顔面の痛み）は、トリガが神経を過興
奮状態にし、炎症性伝達物質、例えばヒスタミン及びセロトニンを放出することによるも
のであると考えられる。この理由で、上述の二酸化炭素を用いる治療を施すことにより頭
痛を軽減し又は改善することができる。癲癇（これは、神経の過興奮状態でもある）は、
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頭痛の共存症であることが知られており、偏頭痛の予防のための抗癲癇作用を持つ医薬が
用いられる。この理由で、上述の二酸化炭素による治療を施すことにより癲癇を軽減し又
は緩和することができる。従来型の手持ちの制御が容易な二酸化炭素ディスペンサは、こ
の二酸化炭素の適用を実施する適当且つ最適な手段であることがわかっている。更に、他
のガス、例えば、酸化窒素、酸素、ヘリウムその他を従来型手持ちの制御が容易なディス
ペンサにより治療ガスとして同じように投与することができる。
【００２１】
刺激性の症状、痛み及び炎症を二酸化炭素の使用により首尾よく抑制するうえでの本質的
な要素は、具合良く二酸化炭素又は他の治療ガスを１度に制御された流量で且つユーザに
よって選択された持続時間の間、小出しすることにある。二酸化炭素は急性の発作を迅速
又は即座に抑えることができるので二酸化炭素適用手段は刺激性の症状がトリガへの暴露
の際にあらわれた時点で、ユーザの要望に応じて即座に利用可能であるべきである。状況
によってかかる即座適用を行うことができない場合、適用手段は、状況によって使用可能
になった時点で暴露後直ぐに結果的に生じる炎症及び窮迫感を軽減するよう連続的に利用
可能でなければならない。
【００２２】
さらに、ユーザが有効性の下限と我慢又は許容度の上限との間にある二酸化炭素の流量及
び流れ持続時間を楽であって正確に且つ制御自在に選択できることが望ましい。これら限
度は、ユーザの個々の個人的感受性、ユーザの刺激に対する反応の度合い及び範囲、二酸
化炭素注入部位に応じて主観的であることが判明した。１ｃｃ／秒という低い流量を鼻の
中へ１～２秒間送り出すことが、急性のアレルギー性症状の発生の抑制に有効であり、こ
れに対し、４～５ｃｃ／秒の流量を５～１０秒間送り出すことは代表的には、軽度の慢性
アレルギー発作の最適な軽減を得るうえで選択される。これよりもひどい炎症状態の粘膜
及び（又は）口の中への注入の場合、１０ｃｃ／秒以上の高い流量を１５秒間以上の長い
時間にわたって送り出すことが、最適の軽減を得るうえで選択される場合が多い。緊張性
頭痛及び偏頭痛の治療の場合、流れの持続時間は、上記の使用量ガイドライン（表Ｉ）に
大まかに記載したように実質的にこれよりも長い場合がある。
【００２３】
流量が低い場合、二酸化炭素が存在していると、炭酸飲料を飲んでいるときに炭酸飲料が
不注意にも鼻の通路に入り、例えば、「泡立って鼻に抜けてくる」際の感覚と類似した「
刺痛」の感覚が生じる。これは、有効流量であり、刺痛は、歓迎すべき感覚である。とい
うのは、これは通常は、症状の迅速な軽減と符合するからである。ある主観的に決められ
た流量以上の流量では、感覚は不快なものとなり、これは、「チクチク」感又は「ヒリヒ
リ」感として説明できる。これよりも高い流量（最大許容流量）では、チクチク感は、我
慢できないようになり、被験者は、この器具を自分の外鼻孔から外すことになる。少数の
人については、この許容レベルは、鼻の中への注入については１秒間未満で１～２ｃｃ／
秒という低い流量の場合があることが判明した。より一般的に言えば、たいていのユーザ
にとって鼻の中に注入して５秒間以上許容できる注入量及びほぼ全てのユーザにとって口
の中に注入して５秒間以上許容できる注入量は、最高１０ｃｃ／秒である。しかしながら
、許容レベルは、順次的な適用段階並びにその段階での炎症及び（又は）痛みの程度で強
く左右される。許容レベルは一般に、特に慢性の炎症及び（又は）痛みがある場合、最初
の二酸化炭素の注入の開始時には低い（例えば、代表的には３ｃｃ／秒未満）。数秒後、
許容レベルは、すでに説明したレベルまで実質的に上がる。事実、「チクチク」感は、ア
レルギー性の発作が起こっている間にくしゃみ又は他の窮迫感を引き起こす「むずむず」
感に対する歓迎すべき即時軽減現象として説明され、即ち、皮膚の刺激反応部を引っ掻く
ことにより痒みを軽減することに類似している。同様に、「チクチク」感は、頭痛の発作
が起きている間に痛み及び他の窮迫感を引き起こす「圧迫」感に対する歓迎すべき即時軽
減現象として説明される。
【００２４】
したがって、二酸化炭素の有効且つ許容可能な流量の範囲は、１ｃｃ／秒～２０ｃｃ／秒
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、好ましくは、１ｃｃ／秒～１０ｃｃ／秒、最も好ましくは２ｃｃ／秒～１０ｃｃ／秒で
ある。二酸化炭素の流れは好ましくは、容易且つ制御自在に、しかも、この流量の範囲内
でのユーザによる迅速な応答で調節される。
【００２５】
一般的な窮迫感の主要な部位は、頭であるのが殆どであり、この場合、好ましい二酸化炭
素注入モードは、外鼻孔中への直接注入である。二酸化炭素を吸入していない間、二酸化
炭素を外鼻孔中へ注入し、完全な軽減が得られるまでこれを続行する。これは通常は、反
対側の外鼻孔及び（又は）口から出る二酸化炭素の流れが検出されたときに生じる。アレ
ルギー性の発作の場合、鼻道は、粘膜の腫脹により閉塞されることが多く、この場合、十
分な圧力が自動的に生じて各外鼻孔を通る通路を開いてこれを別々に灌流する。両方の通
路が開くと、一方の外鼻孔を閉じた状態に保つと共に口を開いた状態で各通路を別々に灌
流することができ、或いは、口を閉じ、流れを一方の外鼻孔に入れて他方から出すことが
できるようにすることにより両方の通路を灌流することができる。上側口腔の炎症、腫脹
及び痒みはアレルゲン及び（又は）抗原に対する刺激反応を伴うことが多い。この場合、
二酸化炭素をすぼめた口唇から口の中に直接注入し、呼吸を止めている間に鼻から出すよ
うにすることが最も有効である。特別な技術は経験で分かるようになり、最適な手順は、
個人的な好みで決まる。患者が治療プロトコルを最適化できることは本発明の器具によっ
て得られる完全に調節可能な流量及び選択可能な注入部位によって可能になる。
２．ディスペンサの初期型実施形態
図１～図５は、設計し、製作し、そして試験したディスペンサの初期型の実施形態１０を
示しており、試験結果は以下に示されている。これと類似した基本的機能を備えているが
、改良を施した以下の項目４に記載しているような後で構成され現時点において好ましい
実施形態としてのディスペンサも又、設計し、製作し、そして試験しており、試験結果が
以下に示されている。初期型実施形態としてのディスペンサでは、二酸化炭素カートリッ
ジハウジング１２が、カートリッジのネック１５に設けられたねじ山１４を有している。
かかるねじ付き二酸化炭素カートリッジは現在、他の用途での使用のために市販されてい
る（ニュージャージー州サウスプレインフィールド所在のLeland Limited, Inc.から入手
できる）。ただし、かかる二酸化炭素カートリッジの内容物は、人への投与適格性を持っ
ていない。ねじ付き二酸化炭素カートリッジ１２は、穿孔及び流量調整ニードル１８及び
流れ小出しポート２０を備えたねじ付きディスペンサヘッド１６にねじ込まれる。ねじ山
（１インチ当たり２８個（１ｃｍ当たり１１個））は、市販のねじ付きカートリッジに通
常用いられているものである。
【００２６】
図１～図５に示すような初期型実施形態のディスペンサの形態によれば、カートリッジ密
封キャップの穿孔により生じる弁座を通る許容できるほどの少ない漏れで許容可能な流量
調整度が得られる。図４Ａに示すサイズ及び形状を備えた焼入れ鋼製のニードルは、カー
トリッジ１２のネック１５を密封したプラグタイプのキャップ３０を穿通するのに十分鋭
く且つ強固である。キャップの数種類の設計は軟鋼で構成されていて、業界の安全基準を
満たす市販のカートリッジに用いられており、このうちの１つが図２、図３、図５及び図
７にプラグタイプのキャップ３０として示されている。カートリッジ及びキャップ壁の所
要の肉厚及び材料強度を含むこれら基準を満たすカートリッジ及びキャップの設計は、高
圧ガスカートリッジ設計における当業者には周知であり、大量生産された消費者用製品の
形態で長年にわたり完全に満足のいくものとして広く受け入れられている。上述の寸法の
ニードル１８は、以下に記載する限界寸法を持つキャップ３０と共に用いられた場合、本
発明の漏止めシールと最適流量の両方をもたらすことになろう。図３Ｂに示すように、ニ
ードル支持ヘッド１６を完全に二酸化炭素カートリッジに螺着すると、カートリッジの端
はニードルが設けられている表面又は別の限界部に当たる。ニードルが密封キャップ３０
を穿通できる距離はそれにより正確に限定され、これにより生じた穴は、カートリッジか
らの二酸化炭素の流量を制御してこれを安全且つ効果的な適用が得られる所望の流量範囲
（例えば、１～２０ｃｃ／秒）内に制限する正確に定められた寸法を持つ。ニードル１８
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は、これがキャップに貫入してこれを穿通するときに圧力タイプの弁座又は受座を生じさ
せる。例えば、ヘッド１６がネック１５と係合することによって得られる停止手段又は制
限手段は、ニードルが弁座（孔）を歪ませ又は拡大させるのを防止する。制御された流れ
は、ニードルが図３Ｃに示すように弁座から制御自在に引き抜かれたときに生じる。
【００２７】
ニードル１８を、比較的弾性の高い材料、例えばプラスチックポリマーで作られたヘッド
１６内に取り付けることにより、ヘッドの回転中に生じる軸外れ「ブレ」を吸収するのに
十分な度合いのコンプライアンスが得られ、それにより、ニードルを金属製のヘッド内に
取り付けたとき、軸外れ「ブレ」と関連した非円形で且つ漏れを生じる貫通穴が生じるの
が回避される。弾性取付け法によって、ニードルを繰り返しオリフィス内に挿入した後で
もニードルをしっかりと着座状態に保つ圧縮コンプライアンスも得られる。
【００２８】
ディスペンサヘッドに直接ねじ込まれた二酸化炭素収容カートリッジを有する図１～図５
に示すディスペンサの実施形態により追加の利点が得られる。従来型手持ちディスペンサ
内に収容される二酸化炭素の量はそれにより、外部カートリッジハウジングを用いる形態
と比べて大幅に増大する。ねじ付きネックを備えた市販のカートリッジは、８ｇ、１２ｇ
、１６ｇ、３８ｇ以上の二酸化炭素を収容した種々のサイズで入手できる。図示のディス
ペンサの実施形態で用いられる適当なサイズは、特定の用途に必要なカートリッジのサイ
ズ及び治療のための投与回数の相対的重要性で決まる。例えば、研究結果の示すところに
よれば、アレルギー性鼻炎の治療のための手持ち製品は数百回の投与を可能にしなければ
ならず、このためには、比較的大型の二酸化炭素カートリッジが必要になる。これとは対
照的に、頭痛の治療のための手持ち製品は、ほんの２、３回の投与が必要なだけであり、
この場合比較的小型のカートリッジが必要である。これらの要件に対して、種々のユーザ
の好みに応じ、例えば、ディスペンサを財布又はポケットに入れて楽に持ち運びできるよ
うにサイズの相対的重要性のバランスが取られる。１６ｇサイズのカートリッジは、これ
らの要因相互の現時点において好ましい妥協策となっている。図示の実施形態の標準ねじ
を持つヘッド及びカートリッジ設計について容易に入手できるオプション品は、設計の融
通性の度合いが高い。同様に、図示のディスペンサヘッドの実施形態の構造の単純性が比
較的高く且つ生産性が容易であることにより、小出しヘッド及びカートリッジを特に成形
プラスチックポリマーヘッド付きの単一の使い捨て器具として製作できる。
【００２９】
　ディスペンサ１０を図３Ａ～図３Ｃに示す段階を用いて都合良く操作できる。図３Ａで
は、ディスペンサヘッド１６は、「棚上げ」状態で示されており、この状態では、ヘッド
はカートリッジ本体１２に対して十分に高い位置にあり、従ってニードル１８がキャップ
３０の露出面の上方に位置するようになっている。当然のことながらこの時点では、キャ
ップ３０は穴あけされていない。ヘッド１６を完全に取り外し、そしてヘッド１６及びカ
ートリッジ１２を確かに、別々に保管すると共に（或いは）商品流通させることができ、
この場合ヘッド１６は使い捨て又は再使用可能であることは理解されよう。患者がディス
ペンサ１０を使用し始めたいと思ったときヘッド１６を図３Ａに矢印４０で示す方向に回
して図３Ｂに示すようにヘッド１６がカートリッジ本体１２に対して下降してニードル１
８がキャップ３０に貫入するようにする。キャップ１６を完全に閉じてこれを図３Ｂに示
すようにネックの上面に押し当てることにより、ニードル１８は図５に示すように所望の
幾何学的形状（ニードルの幾何学的形状によって定められる）を持つ貫通部４２を正確に
生じさせることになろう。このとき、ディスペンサ１０は何時でも使用可能な状態にある
。変形例として、ニードルがキャップを穿通した状態でディスペンサを商品供給できる。
このようにすると、ディスペンサヘッドを捩じることにより収容したガスの品質管理用試
料採取を製造工場で実施することができる。ユーザは、ディスペンサヘッド１６を図３Ｃ
の矢印４２で示すように逆方向に回すことによりこれを開けることができる。ディスペン
サヘッドを、ニードル１８を上方に持ち上げてこれを貫通部４２及びキャップ３０から離
すのに十分に回す。貫通部４２からのニードルの取外しの度合いは、気体状二酸化炭素又
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は他の治療ガスの流量を定めることになる。即ち、ニードル１８の外面と貫通部４２の内
面との間に残された隙間は、ガスを通過させることができる可変環状流れ区域を生じさせ
るよう可変である。かくして、ガス流量は、キャップ１６の回転の度合いで決まることに
なる。
【００３０】
次に図６～図８を参照すると、ディスペンサ１０は、校正された小出しヘッド１６′を備
えるよう設計変更されており、その下端部には流量の設定値を示す数字５０が印刷又は刻
印されている。第１の実施形態では、数字をヘッド１６のそれ以上の設計変更を行わない
で設けてユーザが指示した数字で又はこれら数字相互間で任意の流量にダイヤル調整でき
るようにしてもよい。第２の実施形態では、ディスペンサヘッド１６′をばねアーム５２
を備えるよう設計変更し、このばねアームは、カラー９４に形成された複数の戻止め５４
内に受け入れられる。戻止め５４の配置場所は、ディスペンサヘッド１６′がディスペン
サヘッド上の数字５０によって指示された設定値の各々について「カチッという音」がし
て定位置を取るようになるように選択される。ディスペンサヘッド１６′を利用するため
、ユーザがキャップを矢印５６の方向に回すと、流量の数字５０がカートリッジ本体１２
上に印刷又はエンボスされた指示矢印５８とついには整列するようになる。目視整列方式
に加えて、ユーザは、ばねアーム５２が所望の流量に該当する戻止め５４に入った時点を
感じ取ったり聞くことになろう。最も好ましい実施形態では、切欠き６０がカラー９４に
形成される。切欠き６０は、回転制限停止部として働いてユーザが不用意にディスペンサ
ヘッド１６′を取り外すことができないようになっている。すなわち、ばねアーム５２を
矢印５６の方向に回すと、これが最終的に切欠き６０に入ることになる。切欠きの端部の
ところの壁６２が急なので回転の続行が阻止され、不用意なヘッドの取り外しが防止され
る。当然のことながらばねアーム５２が設けられているので回転キャップ１６′の再使用
が防止され、従って、図６～図８の設計は一般に使い捨て向きであるようになっている。
【００３１】
ディスペンサヘッドの回転方法以外の方法を用いても貫通オリフィスを通る流量を制御自
在に変えることができるということは明らかであり、例えば、ニードルをレバー装置を用
いて軸方向に移動させると上述した穴あけ及び流量調整を本明細書に記載した流量の好ま
しい範囲内に納めた状態で制御自在に達成できる。本明細書に記載した回転手段と類似し
た指による調節の最適感度及び範囲を持つ手持ち実施形態におけるかかる構成は、同一結
果を達成できる。
３．別々の穿通及び流量制御手段を備えた実施形態
次に、図９Ａを参照して、変形実施形態としてのディスペンサヘッド８０について説明す
る。ディスペンサヘッド８０は、組立体のニードルによる穴あけ段階と流量調整手段が別
々であることを除き、図１～図５の参照している上述した実施形態と同一である。特に、
ディスペンサヘッド８０は、下カラー８２及び下カラーの上端部に螺合した流量調整キャ
ップ８４を有している。ニードル８６は流量調整キャップ８４の下方部分内に固定され、
このニードルは、２つのテーパ領域を有している。第１のテーパ領域８８は、シール９０
を穿通するニードル先端部として働き、このシール９０は、高圧ガスボトル９４の上端部
９２を覆って設けられている。シール９０は、ガスボトルのねじ付きネック９６上に延び
ている。下カラー８２は、シール９０が下カラー８２の上端部内の高圧ガスチャンバ９８
内に延びるような仕方でねじ付きネック９６に螺着されている。Ｏリングシール１００が
、高圧ガスの漏れを防ぐために設けられている。
【００３２】
ディスペンサヘッド８０内の流量調整は、第２のテーパ領域１０２によって可能になり、
この第２のテーパ領域は、下カラー８７の両端部に形成された弁座又は受座１０４内に受
け入れられる。ディスペンサヘッド８０は、流量制御孔を形成するためにニードルによる
穿通を利用するのではなく、ニードルに設けられたテーパ領域１０２と嵌合する予備形成
円錐形弁座１０４を利用している。このようにすると、正確なガス流量制御を行うように
するために、弁座１０４とテーパ領域１０２の両方の寸法形状を注意深く制御することが
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できる。かくして、流量調整キャップ８４を捩じってキャップを下カラー８２に対して上
昇させると、テーパ領域１０４は持ち上げられて弁座１０４から離れることになる。この
ようにすると、ガスの流量調整を制御することができる。加うるに、カートリッジを回し
て取り外そうとしたときのガスの流れの封止が、テーパしたニードル部分１０２が弁座１
０４に着座すると共にニードル先端部がシール９０に形成された貫通部に着座することに
よって可能になる。弁座９０（これは、従来型硬質合金、セラミック又は他の弁材料で作
られたものであるのがよい）を用いると、ディスペンサヘッド８０の有効寿命を大幅に長
くすることができる。かくして、かかる設計は、ディスペンサヘッド８０を再使用できる
非使い捨てユニットに特に有用である。当然のことながら、これと関連したガスカートリ
ッジは、入れてあるガスが無くなったときは交換されることになろう。
４．好ましい実施形態のディスペンサ
初期型実施形態としてのディスペンサに関する試験結果から、幾つかの改良を行って好ま
しい実施形態が得られ、これについても製作と試験を行った。本発明の好ましいディスペ
ンサは、便利な手持ち形態の場合の所望の流量範囲と比較して、正確ではあるが容易な流
量制御を可能にすることが判明した。図９Ｂに示す特定の好ましい実施形態では、二酸化
炭素又はユーザにより選択された他の治療ガスの流量と、この流量を得るために必要なカ
ートリッジに対するディスペンサヘッドの回転の度合いとの間には最適な関係があること
が判明した。所要の回転の度合いが小さすぎる場合、ユーザは最適流量を選択することが
困難であり、即ち、調節感度が粗すぎることになる。回転の度合いが大きすぎると、最適
流量が得られるようにするための調節では、一般的なユーザがヘッドを回転させるために
行う親指及び人差し指の必要な位置決めは２回以上であり、即ち、調節はしづらく、しか
も、その感度は必要程度以上のものになる。後者の点において、よく慣れた大人のユーザ
でなければ、多くの人によって採用される調節モードでは、ディスペンサを片手の手のひ
らに入れ、第３、第４及び第５の指で保持し、ディスペンサヘッドをその手の親指及び人
差し指で回すようになっている。
【００３３】
具体的に説明すれば、たいていのユーザによって用いられる最大流量、例えば、１０ｃｃ
／秒を得るのに必要な好ましい実施形態のディスペンサの回転の度合いは、完全に適した
調節感度を得るため且つ親指及び人差し指の連続動作で気持ちよく達成できる回転の度合
いを越えないようにするためには、約１２０゜を越えてはならず、しかもこれを越える必
要はない。逆に、かかる代表的な最大流量を得るための回転の度合いは、約３０゜以下で
あれば、上述した代表的な最適流量の１～１０ｃｃ／秒の範囲に対する流量の感度調節が
粗くなり過ぎる。流量とヘッドの回転の度合いとの最適な関係は、穿孔オリフィスサイズ
、ヘッド直径及びカートリッジのねじ山の目の細かさ（fineness）（１インチ当たりのね
じ山の数）の適当な組合わせを選択することによって得られることは明らかである。
【００３４】
図４Ａに示す初期型形態のニードルを用いる際、ニードルを軸方向にほんの約０．００１
インチ動かすだけで、ガス流量が０ｃｃ／秒から２０ｃｃ／秒の最大所要流量まで変化す
ることが判明した。これは、市販のガスカートリッジに設けられた１インチ当たり２８の
標準ねじを用いた場合のほんの約１０゜のディスペンサヘッドの回転の度合いに相当して
いる。この構成により初期型形態についての試験について許容可能な流量調節が得られた
が、１０°の回転は、上述の３０～１２０゜の最適回転の度合いを遙かに下回る。したが
って、より細目のねじ山を使用可能にする変形実施形態としてのディスペンサヘッド及び
これよりも大きな軸方向移動を可能にする変形形態としてのニードルを、図９Ｂに示す好
ましい実施形態としてのディスペンサに組み込んだ。したがって、本発明の好ましい特徴
は、ニードルの寸法形状並びに上述の有効且つ許容可能な範囲内の最適な制御可能流量を
得るためにニードルによる正確な穿孔オリフィスの形成及び信頼性のあるその再密封の繰
り返しを行う範囲及び手段にある。
【００３５】
図９Ｂに示す好ましい実施形態としてのディスペンサは、上述の初期型実施形態の主要な
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特徴を保持するが、これに加えて、初期型実施形態の単一のディスペンサヘッド部品に代
えてヘッド１６′及びカラー９４から成る２部品組立体が用いられていることが分かる。
ヘッド１６′は、小出しされたガスを送り出すためのポート２０′と共に穿孔及び流量調
整ニードル１８′を有している点において、初期型ディスペンサヘッド１６と類似してい
る。カラー９４は、二酸化炭素カートリッジのネック１５′に螺着され、回転しないよう
例えばジャムねじ（jamthread）１４′によってこれに固定されている。ヘッド１６′は
、カラーに設けられた細目ねじ９６に螺着されている。細目ねじ９６（例えば、１インチ
当たり４８～５６のねじ山）を用いると、カートリッジネックに設けられた荒目ねじ１４
′（代表的には、１インチ当たり代表的には２８のねじ山）よりも一層細かい回転調節を
行うことができる。
【００３６】
図４Ｂに示す好ましい形態のニードルを用いると、ニードルの比較的大きな軸方向変位に
よりオリフィス面積の所要の非常にわずかな変化を得ることができる。ニードルの最も下
に位置する部分は、カートリッジ密封キャップ３０の厚さにほぼ等しい距離に関し、ディ
スペンサの初期型実施形態で用いられたような図４Ａに示す穴あけ箇所９７と本質的に同
一の寸法形状を持っている。この箇所の形態は、穴あけ工程における尖っていない先端部
の強度と尖った先端部の力に関する要件の緩和との間の最適な妥協の産物である。しかし
ながら、穴あけ箇所を越えていて、有孔キャップ壁に隣接したニードル領域９８′により
、ニードルを少し引き抜いたときの弁座４２の環状流量制御オリフィスのサイズが定まる
。ニードルの流量制御弁座領域９８′の形態は、ディスペンサの所要の流量調整機能を得
るのに有利である。
【００３７】
図４Ｃに分析的に示すように、流量制御環状オリフィスの所要サイズを与えるニードルの
軸方向変位は、弁座領域のニードルのテーパ角αに反比例の関係をなして依存している。
このテーパ角αは、図４Ａに示すニードルの初期型形態では約２０゜であり、これを達成
するには、０の流量と１インチ当たり２８のねじ山を持つヘッドの１０゜の回転によって
得られる全流量との間で約０．００１インチのニードル変位ｘが必要である。したがって
、１２０゜の最適ヘッド回転を得るためには、ニードル受座のテーパ角αは、１インチ当
たり２８個のねじ山の場合については約１．７゜、１インチ当たり好ましくは４８個のね
じ山の場合は約３゜でなければならない。
【００３８】
したがって、ニードル１８，１８′及びキャップ３０についての例示の寸法が、以下の表
ＩＩに記載されており、加圧下で液体二酸化炭素を収容するカートリッジ１２について１
ｃｃ／秒～２０ｃｃ／秒の範囲の所望の流量をもたらすものである。図４Ｂに示す好まし
い形態のニードル及び図６～図８に示す校正及び戻止め手段を、図３Ａ～図３Ｃ及び図７
に示す一体形（１部品構成）のディスペンサヘッド又は図９Ｂに示す２部品構成のディス
ペンサヘッドと併用でき、これに付随する利点が得られることは明らかである。２部品構
成の好ましい実施形態では、カートリッジのねじ山１４′に戻止めスロットを設けること
は必要ではないが、カラーねじ山９６だけには必要である。
【００３９】
【表２】
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５．別々の穿通及び弁密封機構を備えた実施形態
次に、図９Ａを参照して、変形実施形態としてのディスペンサヘッド８０について説明す
る。ディスペンサヘッド８０は、組立体のニードルによる穴あけ段階と流量調整手段が別
々であることを除き、図１～図５の参照している上述した実施形態と同一である。特に、
ディスペンサヘッド８０は、下カラー８２及び下カラーの上端部に螺合した流量調整キャ
ップ８４を有している。ニードル８６は流量調整キャップ８４の下方部分内に固定され、
このニードルは、２つのテーパ領域を有している。第１のテーパ領域８８は、シール９０
を穿通するニードル先端部として働き、このシール９０は、高圧ガスボトル９４の上端部
９２を覆って設けられている。シール９０は、ガスボトルのねじ付きネック９６上に延び
ている。下カラー８２は、シール９０が下カラー８２の上端部内の高圧ガスチャンバ９８
内に延びるような仕方でねじ付きネック９６に螺着されている。Ｏリングシール１００が
、高圧ガスの漏れを防ぐために設けられている。
【００４０】
ディスペンサヘッド８０内の流量調整は、第２のテーパ領域１０２によって可能になり、
この第２のテーパ領域は、下カラー８７の両端部に形成された弁座又は受座１０４内に受
け入れられる。ディスペンサヘッド８０は、流量制御孔を形成するためにニードルによる
穿通を利用するのではなく、ニードルに設けられたテーパ領域１０２と嵌合する予備形成
円錐形弁座１０４を利用している。このようにすると、正確なガス流量制御を行うように
するために、弁座１０４とテーパ領域１０２の両方の寸法形状を注意深く制御することが
できる。かくして、流量調整キャップ８４を捩じってキャップを下カラー８２に対して上
昇させると、テーパ領域１０４は持ち上げられて弁座１０４から離れることになる。この
ようにすると、ガスの流量調整を制御することができる。加うるに、カートリッジを回し
て取り外そうとしたときのガスの流れの封止が、テーパしたニードル部分１０２が弁座１
０４に着座すると共にニードル先端部がシール９０に形成された貫通部に着座することに
よって可能になる。弁座９０（これは、従来型硬質合金、セラミック又は他の弁材料で作
られたものであるのがよい）を用いると、ディスペンサヘッド８０の有効寿命を大幅に長
くすることができる。かくして、かかる設計は、ディスペンサヘッド８０を再使用できる
非使い捨てユニットに特に有用である。当然のことながら、これと関連したガスカートリ
ッジは、入れてあるガスが無くなったときは交換されることになろう。
６．変形例としてのガス発生手段
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次に、図９を参照すると、本発明の方法を、臨床的設備、病院及び長期在宅介護設備の大
容量システムにも使用できる。大容量二酸化炭素又は他のガスボトルを準備し、これを従
来型圧力調整弁７２を介して連結する。圧力調整弁７２の出力は好ましくは、ガス流量計
７４を通り、適当なホース又は管類７６により手持ちディスペンサノズル７８に連結され
ることになろう。ノズル７８は、手持ち実施形態について上述したように外鼻孔又は口と
インタフェースするようになった出口７９を有する。ノズル７８は代表的には、流量制御
弁を更に有し、この流量制御弁は、本質的には、手持ちディスペンサについての初期型実
施形態の説明の際に図示したようなものであるのがよい。必要となる唯一の違いは、ノズ
ル７８が、小型二酸化炭素又は他のガスカートリッジに連結されるのではなく、ユーザが
所望の流量を選択して調節できるようにするインライン型流量計を備えた可撓性管又はホ
ース７６を介してより大型のガスボトル７０に連結されるということにあり、インライン
型流量計を用いるかどうかは任意である。
【００４１】
これまで説明したように、本発明のディスペンサの種々の実施形態は、液体二酸化炭素又
は他の治療ガスを収容した高圧システムを利用したものである。低圧システムを少なくと
も２つの手法で組み立てることができる。図１０に示すように、第１の例示の低圧システ
ム１２０は、気体状二酸化炭素又は他の治療ガスを比較的低い圧力、例えば、１００ｐｓ
ｉで収容する薄肉容器１２２を有するのがよい。容器１２２は、種々の消費者の用途に利
用できる低圧スプレー缶用として従来用いられた形式のものであるのがよい。これとは対
照的に、上述の高圧二酸化炭素カートリッジの内部圧力は通常、約１，０００ｐｓｉであ
る。低圧容器１２２を、上述したように全体構成したディスペンサヘッド１２４と組み合
わせるのがよい。しかしながら、流れ通路のサイズを低い源圧力に合うようにするために
改変してもよい。第２の実施形態１４０では、二酸化炭素及び他の治療ガスを、図１１及
び図１２に示すように化学的発生システムを用いて低圧で生じさせてもよい。例えば、容
器１４２には、混合時に二酸化炭素を放出する反応物が入っているのがよい。特定の実施
形態では、乾燥状態のくえん酸粉末及び炭酸水素ナトリウムが、水と分けた状態で容器１
４２内に設けられている。次に、図１２に示すように代表的には容器１４２を押し潰すこ
とにより水と乾燥成分とを混ぜ合わせる。水を種々の方法で放出させることができる。例
えば、水を、水と乾燥成分との間に設けられた脆弱なバリヤによって分離してもよい。好
ましくは、水は脆い水収容マイクロカプセル内に収容されていて、容器を押し潰したとき
に、水が自由になるようにする。しかしながら、自由になる水の量は、容器１４２の押し
潰しの度合いで決まるのでシステムの有効寿命を比較的長くすることができる。従来型シ
ステムの場合と同様、患者への流量を選択的に制御できる流れ通路を備えたディスペンサ
ヘッド１４４が設けられる。
７．ディスペンサの実施形態の使用法についての説明
次に、図１３を参照すると、二酸化炭素又は他の治療ガスを経鼻方式又は経口方式で患者
に投与することによって上述のディスペンサのうち任意のものを利用できる。図１３に示
すように、ディスペンサ１０の小出しヘッド１６は、患者Ｐによって一方の外鼻孔内へ入
れられ、その際、患者は治療ガスを吸入するのを差し控え、例えば、自分の呼吸を止める
。かくして、ディスペンサ１０からの二酸化炭素又は他の治療ガスは、外鼻孔中に入り、
鼻道内へ上方に流れ、そして、他方の外鼻孔から外方に流れ出るが、その間、好ましくは
患者は治療ガスを吸入するのを差し控える。通常、患者は、鼻への注入中、自分の口を閉
じた状態に保ち、かくして、下方に流れ口の中に入るガスの量が制限される。しかしなが
ら、場合によっては、患者が自分の口を開けて（治療ガスの吸入を引き続き差し控えた状
態で）、二酸化炭素又は他の治療ガスが鼻道に流れるだけでなく喉を通って下方に且つ口
を通って外方に流れるようにすることが望ましい場合がある。このようにすると、鼻道及
び喉の上方部位の粘膜が治療されることになる。
【００４２】
他の実施形態では、ユーザは、カートリッジ１０を自分の口の中に入れることができ、か
くして二酸化炭素又は他の治療ガスが喉を通って上方に流れ、外鼻孔を通って外方に流れ
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ることができるようにする。この場合も又、患者は一般に、治療ガスの吸入を差し控えて
治療ガスが気管又は肺に入らないようにする。治療中の部位を鼻道に限定し、場合によっ
ては、鼻道及び喉の上方部位に限定すると、治療に必要なガスの量はほんの僅かになり、
ガスの高い（呼吸できないほどの）濃度を一層効率的に用いることができる。これは、二
酸化炭素又は他の治療ガスの量が制限されている手持ちシステムを用いる場合に特に有利
である。以下に記載する実験例で注目されるように、ほんの僅かの量の二酸化炭素でも、
上述のありふれた病気と関連した多くの症状の治療に非常に有効な場合があることが判明
した。
【００４３】
図１４に示すように本発明のキットは、取扱説明手段１１２と組み合わせた二酸化炭素又
は他の治療ガスディスペンサ１０を有している。取扱説明手段は、上述の本発明の方法の
うち任意のものに対応した取扱説明書から成る。特に、取扱説明書は、上述のありふれた
病気の症状を改善するカートリッジ１０の使用方法を具体的に説明している。カートリッ
ジ１０及び取扱説明書１１２に加えて、キットは通常、例えば着脱自在なキャップ１１６
を備えた円筒形容器１１４の形態をした包装手段を有している。ディスペンサ１０及び取
扱説明手段１１２は、容器内に一緒に都合よく包装され、キャップ１１６によって覆われ
る。
【００４４】
以下の実験例は、限定的なものではなく例示として与えられている。
【００４５】
実　験　例
１．ディスペンサモデルの製作及び試験
図２に示す初期型の１部品から成るヘッドの実施形態についての２つのモデル、即ち、一
方は図４Ａに示す初期型形態のニードルを備え、もう一方は図４Ｂに示す好ましい形態の
ニードルを備えた状態で、製作し試験した。これと同様に、図９Ｂに示す好ましい２部品
から成る実施形態についての２つのモデル（１インチ当たり４８のねじ山を備える）、即
ち、一方は図４Ａに示す初期型形態のニードルを備え、もう一方は図４Ｂに示す好ましい
形態のニードルを備えた状態で、製作し試験した。ディスペンサヘッドを、焼入れ炭素鋼
を素材から機械加工したニードルを埋め込んだ状態でデルリン（Delrin）プラスチックの
素材から機械加工により製作した。全てのモデルにおいて、ねじ付きネック（１インチ当
たり２８のねじ山）を備え、１６ｇの二酸化炭素を収容した市販の鋼製カートリッジを用
いたニードルの形態は、図４Ａ及び図４Ｂに示すものであり、好ましいニードル形態の受
座領域９８′のテーパは３゜であった。
【００４６】
図１５は、初期型ニードル形態を備えた１部品構成及び２部品構成の実施形態並びに好ま
しいニードル形態を備えた好ましい２部品構成のディスペンサヘッドの組合わせについて
の流量特性の実験測定値を示している。初期型ニードル形態を用いて得られたデータは、
非常に誤差があってプロットすることができず、即ち、大きなヒステリシス及び非再現性
の他の流れ特性を備えていた。しかしながら、破線は、これらのモデルについてヘッドの
回転に対する全体的な流量の感度を示している。好ましいニードル形態１８′は、患者に
よる自己治療に必要な再現性のある管理及び感度の大幅な向上をもたらすことが分かる。
これらの実験例においては、上述の本発明の器具の１部品構成の実施形態を用いた。
２．人への適用の予備試験
Ａ．材料及び方法
・試験装置
試験装置は手持ち型で複数投与型の使い捨てディスペンサであり、上記のように長さ約３
～４インチ、直径６／８～７／８インチで構成されている。装置は、液体二酸化炭素を含
有する圧力のかかったスチール製のカートリッジの上に装着したプラスチック製の先端が
分岐している流量調整弁から成る。流量調節弁の先端部は、気体の投与のために外鼻孔に
当ててこれを封止する最適なサイズ及び形態の鼻あてを有する。実験室の装置を用い、多
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数の被験者において、二酸化炭素の経鼻及び経口における有効な流量、経鼻及び経口にお
ける最大許容流量を測定した。この装置は、流量計と二酸化炭素の大型タンクを管によっ
てつないだ流量調整弁から成る。治療中、気体が投与された秒数と共にこれらの流量デー
タを用いて、気体の用量をミリリットルで算出した。
・被験者
分析にかけられた合計１５人の被験者のうち、１１人は３５回の頭痛のためにこの治療法
を用い、９人の被験者は、９回のアレルギー症状のために用いた。３人の被験者は、頭痛
及びアレルギーの両方を別々の日に治療した。被験者には、軽度、中等度及び重度の頭痛
を有する、又は植物、動物、若しくは空気中のアレルゲンに対するアレルギーを有する、
一般的な健康状態は良好な成人、高齢者、及び子供の男女が含まれていた。偏頭痛及び緊
張性の頭痛、顎の痛み並びにアレルギー（副鼻腔の充血、くしゃみ、及び喉と目の掻痒を
含む症状を伴ったアレルギー性鼻炎）を治療するのに該装置を用いた。該装置による治療
の前での症状の持続時間に制限はなかった。該装置を今までに使ったことのない被験者及
び（アレルギー症状を治療するために）それを以前使ったことがある被験者がもいた。
・経粘膜治療
呼吸を止めている間、又は服用時間が長い場合は、時々空気を吸いながら、外鼻孔を介し
て鼻の経路を数秒間満たすことによって、被験者により経鼻的に二酸化炭素（１００％）
を投与した。気体は他方の外鼻孔から出て行った。かかる経鼻投与は、投与された気体が
吸入されないことを除いて、現在市販されている経鼻吸入器に似ている。すぼめた口唇を
介して二酸化炭素を経口投与し、外鼻孔から出す投与は、口腔に広がったアレルギー性の
炎症にはさらに有効であることが判っている。被験者は、症状の軽減に必要なだけの用量
を服用した。使用者にとって、特定された服用回数、服用持続時間、服用の時間間隔、又
は気体流量が無かったことに注目するのは重要なことである。被験者は、症状の軽減のた
めに自らの投与計画を選択した。同様に、今日の医療では、気体療法は、特定の投与量を
定めない“titrate to effect ”治療法である。
・結果の目安
国際頭痛協会（ＩＨＳ）は、頭痛の強度を３つのカテゴリー：軽度、中等度及び重度に分
けている。強度レベルのランク分けは、頭痛が、行動する能力を妨害する程度に依存する
。軽度の頭痛は、行動する能力を妨害しない、中等度の頭痛は、行動する能力を妨害する
が、床に就く必要はない、そして重度の頭痛は、耐えられないほどであり、床に就くこと
を必要とする。ＩＨＳは、今日の頭痛薬研究に対して、主要な結果の目安を２時間時点に
おいての頭痛の軽減としている。本発明の治療法は、今日の薬剤よりもはるかに速く作用
するので、この分析のために選択した主要な結果の目安は、３０分における頭痛の軽減で
あった。本分析で使用した頭痛後の目安は以下のとおりである：
－治療後１、５、１５、及び３０分における頭痛の軽減の有効性－頭痛の軽減の有効性は
、治療前の頭痛の重症度、軽度、中等度又は重度が、それぞれ、治療後、なし、軽度又は
中等度に改善された時点で得られる。
－治療後１、５、１５、及び３０分における頭痛からの解放の有効性－頭痛から解放され
ることへの有効性は、治療前の頭痛の重症度、軽度、中等度又は重度が、治療後、重症度
無しになった時点で得られる。
－治療後２４時間以内における頭痛の再発－２４時間以内の再発は、治療後の頭痛の重症
度が無し又は軽度であったものが、悪化する前に補助薬を使用しないで２４時間以内に中
等度又は重度に悪化すると定義される。
－安全性のパラメータ－安全性は、治療の有害な後遺症がないと定義される。
【００４７】
アレルギーについては、強度レベルのランク分けは、アレルギーが行動する能力を妨害す
る程度に依存する。軽度のアレルギーは行動する能力を妨害しない、中等度のアレルギー
は行動する能力を妨害するが、行動を完全に妨げることはない、そして重度のアレルギー
は、耐えられないほどであり、行動する能力を完全に妨げる。アレルギーについても頭痛
と同じ結果の目安を用いた。
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Ｂ．結果及び考察
・用量
最初に、実験室の装置を用いて、７人の被験者において、経鼻及び経口における有効な流
量、及び二酸化炭素の最大許容流量を測定した。有効である、又は最大許容の選択流量は
個人によって異なっている。低い流量では、二酸化炭素の存在は、炭酸飲料を飲んでいる
ときに不注意でそれが鼻に入った場合に生じる例えば「泡立って鼻に抜けてくる」のに似
た「刺痛」感を生じる。これは有効な流量であり、通常、症状の即時の軽減に一致するの
で、刺痛感は好ましい感覚である。特定の主観的に定めた流量を越えると、感覚は、「チ
クチク」感又は「ヒリヒリ」感と記載してもよい不愉快なものになる。さらに高い流量で
は（最大許容量）、感覚は許容できないものになり、被験者は、装置を外鼻孔から取り出
す。また、被験者は１回の発作に対する一連の用量の最初の用量にさらに敏感であり、以
後の用量では感覚は少なくなるか又は無くなる。流量のデータは、以前に治療経験のない
被験者はさらに低い有効流量と最大許容流量を選択したことを示している（以下の表ＩＩ
Ｉを参照のこと）。
【００４８】
高い流量は、経鼻よりも経口の方が許容性が良かった。典型的な有効流量は、経鼻で１～
５ｍｌ／秒、及び経口で５～１０ｍｌ／秒であった。
【００４９】
【表３】

【００５０】
治療法に関して、投与回数、投与持続時間、投与の時間間隔、又は気体の流量が、使用者
について特定されないことに注目することが重要である。被験者は、症状の軽減について
自らの投与計画を選択した。治療法データの分（表ＩＶを参照）は、治療が用量依存性で
あることを示している。一般に、軽度の発作の方が重度の発作よりも、持続時間の短い、
少ない投与量、従って低い気体容量を要した。また、緊張性頭痛の方が偏頭痛よりも、短
い平均投与時間を要し（緊張性頭痛：２４秒で６～５６秒の範囲；偏頭痛：５７秒で３０
～８３秒の範囲）、一般に低い容量の気体を要した（緊張性：１２２ｍｌで２８～２８８
ｍｌの範囲；偏頭痛：１５８ｍｌで８２～２３３ｍｌの範囲）。頭痛及びアレルギーの治
療に対する平均時間及び合計投与量は、合計治療時間（頭痛：７分；アレルギー５分）と
同様に似通っていた（頭痛：３２秒、１２４ｍｌ；アレルギー：３９秒、１３３ｍｌ）。
【００５１】
【表４】
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・頭痛
３５回の頭痛を伴った合計１１人の頭痛被験者を評価した。被験者は、男４９％、女５１
％で、年齢は９～７３歳（平均５５歳）であり、軽度が２６％、中等度が４３％、重度が
３１％であり、偏頭痛２９％、緊張性６６％及び顎頭痛５％が含まれていた。治療前の頭
痛持続時間は、平均２時間（偏頭痛：２．４時間；緊張性：１．５時間）であり、偏頭痛
では０．３から１８時間未満及び緊張性では０．１から４時間の範囲であった。偏頭痛を
持った被験者は０～８回装置を使用し、緊張性頭痛を持った被験者は０～１３回装置を使
用したが、１人は頭痛に対しては装置を使用したことはなかったが、アレルギーに対して
１，０００回を超えて使用した。
【００５２】
上記で定義した有効性への結果の目安を用いると（軽度の頭痛を含めて、軽度、中等度又
は重度がそれぞれなし、軽度又は中等度に軽減すると定義された軽減を伴う）、本治療は
治療後３０分の頭痛に関して、９４％の頭痛の軽減の有効性（偏頭痛：９０％；緊張性：
９６％）、及び８０％の頭痛からの解放の有効性（偏頭痛：９０％；緊張性：８０％）を
有した（以下の表Ｖを参照のこと）。
【００５３】
治療後１５分でもかなりの頭痛の軽減が得られた（頭痛の軽減の有効性；８６％；頭痛か
らの解放の有効性：７４％）。被験者は、最初の投与を受けている間、数秒以内に症状の
軽減の即時的発生を報告した。気体療法による治療後２４時間以内における頭痛の再発例
はなく、治療後の有害効果を報告した被験者もいなかった。
【００５４】
【表５】
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さらに厳密なＩＨＳの有効性への結果の目安（軽度頭痛を除外して、中等度又は重度が軽
度又はなしに軽減すると定義の軽減を伴う）を用いると、３０分における頭痛に関して、
治療は、上記分析と同様の頭痛からの解放の有効性の平均値８０％（偏頭痛：７５％；緊
張性：８０％）を有した（以下の表ＶＩを参照のこと）。このような基準で、３０分の頭
痛に関して治療は、８４％の頭痛の軽減の有効性（偏頭痛：１００％；緊張性；７７％）
を有した。治療後１５分でもかなりの頭痛の軽減が得られた（頭痛の軽減の有効性：７２
％；頭痛からの解放の有効性：７２％）。
【００５５】
【表６】

要約すれば、本発明による偏頭痛及び緊張性頭痛の治療は、たとえこれが、最適な投与量
が定義されていない用量探索分析であったとしても、現在の薬剤の２～４時間における５
０～７０％の有効性に比べて、数秒～数分（平均治療時間、７分）で生じる８０～９４％
の有効性を示している。この実行可能性のある要約には、装置を用いたことがない、又は
頭痛にそれを用いたことはないが、結果として個人的に最も有効な投与計画を覚えた後、
治療がさらに効果的であった多数の例を生じた多数の被験者がいた。例えば、重度の緊張
性頭痛に悩まされていた被験者は、３回の機会に、短い持続時間の度重なる用量（８秒を
６回、各２４０ｍｌ）を用いて、頭痛を解消しようとして、中程度の成功を収めたにすぎ
なかった。続いて彼女は、より長い持続時間での少ない用量（１５秒間で３回、各２２５
ｍｌ，及び４５秒間で３回、各６７５ｍｌ）によって、重度の緊張性頭痛及び顎／歯の痛
みを完全に解消することができた。もう１つの例として、いままでに頭痛に装置を用いた
ことのない中等度の緊張性頭痛を持った被験者は、極めて少ない用量（１秒間で１回、２
ｍｌ）で頭痛を解消しようとして上手く行かなかった。最終的に、偏頭痛で悩んでいる患
者の１人は、彼が初めて装置を用いた時点（３０秒間で１回、６０ｍｌ）では軽度の偏頭
痛を改善することができなかった。しかしながら、彼は、自分で見つけた、気体容量を増
やした投与量計画によって（２５秒間で２～３回、各１２０ｍｌ）軽度及び重度の偏頭痛
のすべてを完全に解消することができた。彼は２５年間にわたる２ヵ月に一度の重度偏頭
痛という病歴を持ち、装置を受け取る前は、注射によるスマトリプタン（イミトレックス
（Imitrex ：登録商標）を治療法として選択していた。彼は本発明の装置を試して以来、
他の頭痛薬は使用しなかったし、中等度や重度の偏頭痛は無くなった。彼は偏頭痛の発症
を感じるとまず、本発明に従って２０～２５秒間、２回服用する。これによって偏頭痛は
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完全になくなり、再び起きることはない。偏頭痛発症の頻度も低下している。
・アレルギー
９回のアレルギー発作とともに９人のアレルギー被験者を評価した。被験者は、男６７％
、女３３％、９～７２歳（平均３９歳）であり、軽度１１％、中等度２２％及び重度６７
％で、鼻、喉及び目における症状を含んでいた。治療前のアレルギーの持続時間は、０．
２～１．５時間であった。被験者は０～１０００回以上装置を使用した。
【００５６】
治療によって、１５分及び３０分の両方において１００％のアレルギーの軽減の有効性及
び８９％のアレルギーからの解放の有効性が達成された（以下の表ＶＩＩを参照のこと）
。さらに厳密な有効性への結果の目安（軽度のアレルギーを除外し、軽減は、中等度又は
重度から軽度又は無しに軽減されると定義する）を用いると、治療は本質的に、上記分析
と同じアレルギーの軽減の有効性及びアレルギーからの解放の有効性を有していた。被験
者は、最初の投与を受けている間、数秒以内に症状の軽減の即時的発生を報告した。アレ
ルギー症状には５０％の再発があったが、この判定ではＮが小さかった（Ｎ＝４）。治療
後３時間以上経過して初めて再発した。
【００５７】
【表７】

*　刺痛感の一層強い結果の目安の定義
要約すれば、本発明によるアレルギー性鼻炎の治療は、現在の薬剤による数分～数時間に
比べて数秒～数分（平均治療時間、５分）で生じる８８～１００％の有効性を示している
。被験者は、治療後いかなる有害効果も報告しなかった。
【００５８】
上記は、発明の好ましい実施態様の完全な記載ではあるが、種々の変形、改造及び均等例
を使用してもよい。したがって、上記記載は、特許請求の範囲の記載によって定められる
本発明の範囲を限定するものと解釈すべきではない。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の原理に従って構成された手持ちガスディスペンサを示す図である。
【図２】　図１のディスペンサの初期型実施形態の軸方向断面図である。
【図３Ａ】　図１及び図２のディスペンサのディスペンサヘッド及び流量調整弁の詳細断
面図である。
【図３Ｂ】　図１及び図２のディスペンサのディスペンサヘッド及び流量調整弁の詳細断
面図である。
【図３Ｃ】　図１及び図２のディスペンサのディスペンサヘッド及び流量調整弁の詳細断
面図である。
【図４Ａ】　ディスペンサヘッドの流量調整弁ニードルの詳細図であり、第１のニードル
形態の例示の寸法を示す図である。
【図４Ｂ】　ディスペンサヘッドの流量調整弁ニードルの詳細図であり、好ましいニード
ル形態の例示の寸法を示す図である。
【図４Ｃ】　臨界ニードルテーパ角αとニードル変位量ｘについて環状のオリフィスｄの
サイズの分析的関係を示す図である。
【図５】　図１及び図２のディスペンサの加圧ガス容器内に配置された穿通可能なキャッ
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プを、図４Ａのニードルによって穿通した後の状態で示す詳細図である。
【図６】　図３Ａ～図３Ｃの流量調整弁を校正する好ましい実施形態である。
【図７】　図６の７－７線矢視断面図である。
【図８】　図７の８－８線矢視断面図である。
【図９】　高圧ガス供給源に連結された手持ちガスディスペンサの略図である。
【図９Ａ】　互いに別個の穿通手段及び流量調整手段を有するディスペンサヘッドの変形
構成例を示す図である。
【図９Ｂ】　好ましい２部品から成る実施形態としてのディスペンサヘッドを示す図であ
る。
【図１０】　比較的低圧のガス源を利用した変形例としての手持ちディスペンサを示す図
である。
【図１１】　本発明のディスペンサの別の変形実施形態を示す図であり、本発明の方法に
従ってガスを生じさせるための化学的ガス生成システムを示す図である。
【図１２】　本発明のディスペンサの別の変形実施形態を示す図であり、本発明の方法に
従ってガスを生じさせるための化学的ガス生成システムを示す図である。
【図１３】　患者がありふれた病気と関連した症状の治療のために図１のディスペンサを
用いている状態を示す図である。
【図１４】　本発明の原理に従って構成されたキットを示す図である。
【図１５】　互いに異なる設計のニードルを用いて達成される流量制御感度を比較したグ
ラフ図である。

【図１】 【図２】
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