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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薬剤を吐出して吸入口から利用者に吸入させるための吸入装置であって、
　薬剤を吐出するための薬剤吐出部を有する吸入装置本体と、
　前記薬剤吐出部から吐出された薬剤を前記吸入口へと導く気流路を前記吸入装置本体上
に形成する気流路形成部材と、
　非使用時に前記気流路形成部材を前記吸入装置本体に対して収納して、前記気流路の空
間を消失させるためのスライド機構及び／又は回転機構と、を備え、
　前記気流路形成部材は、前記収納の動作によって前記薬剤吐出部を保護するキャップを
有することを特徴とする吸入装置。
【請求項２】
　前記収納の動作によって、前記気流路形成部材の一端に設けられた前記吸入口が閉塞さ
れることを特徴とする請求項１に記載の吸入装置。
【請求項３】
　前記収納の動作によって、利用者の吸入の際に前記気流路の中に外気を導入するための
空気取り入れ口が閉塞されることを特徴とする請求項１又は２に記載の吸入装置。
【請求項４】
　前記気流路形成部材は、前記吸入装置本体に対してスライドするスライド部と、前記吸
入装置本体に対して回転する回転部と、を有することを特徴とする請求項１ないし３のい
ずれか１項に記載の吸入装置。
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【請求項５】
　前記回転部に、前記キャップが設けられていることを特徴とする請求項４に記載の吸入
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液体を液滴として吐出し利用者に吸入させる吸入装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　マウスピースを介して吸入される空気が流れる気流路中に、インクジェット方式の吐出
原理を利用して薬剤の微小液滴を吐出させて利用者に吸入させる吸入装置が開発されてい
る（特許文献１、２参照）。このような吸入装置は、所定量の薬剤を均一化した粒径によ
って精密に噴霧することができるという利点を有している。
【０００３】
　これまで、動作信頼性の高い吸入装置を実現するために、薬剤吐出部を吸入待機時に保
護するキャップと、気流路を吸入待機時に保護するためのマウスピース用のキャップとい
った２種類のキャップを有する吸入装置が提案されている（特許文献３、４参照）。
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－２９０５９３号公報
【特許文献２】特開２００４－２８３２４５号公報
【特許文献３】特開２００４－２３０１１３号公報
【特許文献４】特開２００４－２８３４２４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら上記従来の技術によれば、吸入時と吸入待機時（非使用時）を切り替える
際に、２種類のキャップを動作させたり、マウスピースを動作させたりする必要があり、
動作が複雑である。そのため、利用者がこの切り替え動作を手動で行う構成では、操作ミ
スにより液剤吐出の動作信頼性が失われる可能性が高い。また、吸入装置内に自動的に切
り替え動作をする機構を設けると、装置の構成が複雑になり、大型化するため、携帯性が
失われるという未解決の課題がある。
【０００６】
　本発明は、吸入時と吸入待機時の切り替えが簡単であり、しかも高い動作信頼性と携帯
性を兼ね備えた吸入装置を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の吸入装置は、薬剤を吐出して吸入口から利用者に吸入させるための吸入装置で
あって、薬剤を吐出するための薬剤吐出部を有する吸入装置本体と、前記薬剤吐出部から
吐出された薬剤を前記吸入口へと導く気流路を前記吸入装置本体上に形成する気流路形成
部材と、非使用時に前記気流路形成部材を前記吸入装置本体に対して収納して、前記気流
路の空間を消失させるためのスライド機構及び／又は回転機構と、を備え、前記気流路形
成部材は、前記収納の動作によって前記薬剤吐出部を保護するキャップを有することを特
徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　気流路形成部材をスライド及び／又は回転させて吸入時と吸入待機時（非使用時）の切
り替えを行うものであるから、動作が簡単で、装置構成も単純である。また、このような
動作に連動して薬剤吐出部の保護を行うことができるため、利用者の操作性が向上する。
【０００９】
　また、吸入待機時の装置サイズは、吸入時の装置サイズと比較して、気流路の空間が消
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失した分だけ小型化できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明を実施するための最良の形態を図面に基づいて説明する。
【００１１】
　図１～４は、一実施形態による吸入装置を示す。これは、図１に示すように、利用者が
薬剤を吸入するために携帯して所持するように構成されており、薬剤を粒子サイズ均一性
が高い微小液滴として定量吐出するインクジェット方式の薬剤吐出部である吐出ヘッド１
を有する吸入装置本体２を備える。また、図２に示すように、薬剤を収容する薬剤タンク
３と、薬剤タンク３から供給される薬剤を微小液滴として吐出するための複数の吐出口を
有する吐出ヘッド１は、吐出装置本体２に着脱可能に装着することが可能なカートリッジ
を構成している。
【００１２】
　吐出ヘッド１と薬剤タンク３は、複数回の吸入に使用可能な構成であり、薬剤タンク内
の薬剤量が１回の吸入で投薬すべき薬剤の量より少なくなると交換する。例えば、吸入装
置本体内に吐出量をカウントする機能があり、この吐出量カウント機能により残量を算出
できるので、交換時期を告知し、利用者に交換を促すか、または交換が完了するまで吐出
を行わないことも可能である。
【００１３】
　気流路形成部材４は、図３及び図４に示すように、吸入装置本体上に気流路７を形成す
る。気流路７は、利用者の吸入によって生じた気流が通過する空間であり、吐出ヘッド１
から吐出された薬剤を吸入口６に導くためのものである。本発明の吸入装置は気流路形成
部材４を、吸入装置本体２に対してスライドさせて吸入装置本体２の上部（気流路収納部
）に被せて収納するためのガイドレールのようなスライド機構８が設けられ、非使用時は
気流路形成部材４を吸入装置本体２に対してスライドさせて収納する。これによって気流
路７の空間が消失し、気流路７の内壁が吐出ヘッド１を覆い、保護する構成となっている
。つまり、吐出ヘッド１は、気流路７中に薬剤を吐出できるように、吐出ヘッド１の吐出
口面は気流路形成部材４の内壁に面するように設けられている。また、気流路形成部材４
の内壁面に吐出ヘッドが設けられているため、スライド機構８によって気流路７の空間を
消失させることによって、気流路７の内壁が吐出ヘッドを保護することが可能となる。た
だし、吐出ヘッド１の位置は本実施形態に限られることはない。気流路形成部材４を吸入
装置本体に対して収納して、気流路７の空間を消失させたときに気流路内壁によって保護
されるような位置に吐出ヘッド１があればよい。
【００１４】
　このように、利用者は気流路形成部材４をスライドさせるだけで、吸入装置の使用時と
非使用時の状態を切り替えることができる。
【００１５】
　なお、気流路形成部材の全体をスライドさせて吸入装置本体の上部に嵌合させる代わり
に、気流路形成部材の一部を吸入装置本体内にスライドさせて収納し、気流路形成部材の
残りの部位を回転させて薬剤吐出部に被せる構成でもよい。あるいは、気流路形成部材全
体を回転させて、円弧状のスライド機構により吸入装置本体内に収納する構成でもよい。
また、後述する例のようにスライド機構を設けず、気流路形成部材を回転機構によって単
に折り畳み、吸入装置本体に対して収納するような構成でもよい。これらのような構成で
も、気流路７を消失させることができる。そして、いずれの実施形態においても上記の収
納の動作によって気流路７を消失させた結果、気流路形成部材４の内壁面によって薬剤吐
出部が保護されることが特徴となる。これにより簡単な構成で、非使用時に衛生面で好ま
しくより小型化できる吸入装置が実現する。
【実施例１】
【００１６】
　図１～４は、実施例１による吸入装置を示す。図１は、吸入装置の外観を示すもので、
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（ａ）は吸入時（使用時）の状態を示す斜視図、（ｂ）は吸入待機時（非使用時）の状態
を示す斜視図である。この装置は、薬剤吐出部であるインクジェット方式の吐出ヘッド１
、吸入装置本体２、気流路形成部材４、カバー５、吸入口６、スライド機構８、表示部１
０、吐出スイッチ１１、電源スイッチ１２、設定スイッチ１３等を有する。吸入口６は気
流路形成部材４の一端に設けられている。
【００１７】
　図２（ａ）は、スライド機構８によって、気流路形成部材４と吸入装置本体２を分離し
た状態を示す図である。気流路形成部材４は、利用者が吸入する時に外気を吸入装置本体
２に導入するための導入吸気口（空気取り入れ口）９を有し、吐出ヘッド１には、複数の
吐出口が設けられている。吐出エネルギーの発生方法は、電気熱変換素子を用いたサーマ
ルインクジェット方式や電気機械変換素子を用いたピエゾジェット方式である。
【００１８】
　図２（ｂ）は、吸入装置本体２から吐出ヘッド１を取り出した状態を示す。薬剤タンク
３は吐出ヘッド１と一体になっており、吐出ヘッド１に薬剤を供給するように連通してい
る。図２（ｃ）は、吐出ヘッド１と薬剤タンク３が吸入装置本体２にセットされ、吸入装
置本体２のカバー５を開けた状態を示している。
【００１９】
　図３（ａ）は、吸入時の気流路形成部材４を断面で示す図、（ｂ）は、吸入待機時の気
流路形成部材４を断面で示す図である。
【００２０】
　利用者が吸入を行う際のプロセスを説明する。まず、利用者は、電源スイッチ１２を押
すことで、吸入装置の電源を入れる。次に、表示部１０を見ながら、設定スイッチ１３を
操作し、所望の薬剤吐出モードを決定する。利用者は、吐出スイッチ１１を押すことで、
吐出ヘッド１から薬剤を吐出させ、吸入口６から薬剤を吸入する。利用者が吸気をする際
の気流は、吸気口９、気流路７、吸入口６の順に流れる。
【００２１】
　利用者は、吸入が終了すると、スライド機構８によって気流路形成部材４をスライドさ
せて吸入装置本体２の上部に嵌合させて収納し、吸入装置本体上の気流路７を消失させる
。これにより、吸入口６と吸気口９が吸入装置本体２の側面によって塞がれる。
【００２２】
　このように、吸入待機時は気流路７が消失し、吸入口６と吸気口９が閉塞されることで
、装置内部に気流路７からゴミや細菌が進入するのを防止している。また、気流路形成部
材４の上壁は、吐出ヘッド１に密着することで、吐出ヘッド１の吐出口からの薬剤の蒸発
を防ぐ。
【００２３】
　吐出ヘッド１の吐出口を形成する材料と気流路形成部材４の材料の関係によっては、吐
出口の潰れを防止するために、吐出ヘッド１と気流路形成部材４の間に凹部を設けると好
ましい。
【００２４】
　また、利用者は、図２（ａ）に示すように、気流路形成部材４を吸入装置本体２から取
り外すことで、気流路７の内壁を洗浄することができる。
【００２５】
　図４（ａ）は、吸入時のスライド機構８を断面で示す図、（ｂ）は吸入待機時のスライ
ド機構８を断面で示す図である。スライド機構８は、吸入装置本体２側に２つの凹部、気
流路形成部材４側に２つの凸部を有し、それらの凹凸が噛み合うようになっている。吸入
時と吸入待機時のそれぞれの気流路形成部材４の位置決めはこれらの凹凸の組み合わせで
行われる。２つの凹部間の距離及び２つの凸部間の距離は、気流路７の高さと等しくなっ
ており、１～２ｃｍ程度である。
【実施例２】
【００２６】
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　図５に示すように、本実施例は、より効果的に吐出ヘッド１を保護するためのキャップ
１４を実施例１の吸入装置に付加したものである。本実施例は、吐出ヘッド１の吐出口を
形成する材料が樹脂のように柔らかい場合に特に有効である。
【００２７】
　図５（ａ）は、本実施例の吸入装置の気流路形成部材４と吸入装置本体２を分離した状
態を示す図である。気流路形成部材４の上壁には吐出ヘッド１を保護するキャップ１４が
設けられている。キャップ１４は、スライド機構８によって気流路形成部材４をスライド
させることで吐出ヘッド１を覆うように、気流路内壁の吐出ヘッド１の対面に位置してい
る。キャップ１４の材料はゴムであり、中心部には溝を設けてある。なお、本実施例にお
いては気流路形成部材４をスライド機構８によって上下方向にスライドさせるため、キャ
ップ１４は気流路内壁の吐出ヘッド１の対面に位置するが、本発明はそれに限られること
はない。気流路形成部材の内壁面のうち、気流路が畳まれたときに吐出ヘッドを保護する
ような位置にヘッド保護部材であるキャップ１４が設けられていればよい。
【００２８】
　これにより、吐出口近傍は直接ゴムと接することがなく、また、ゴムが吐出ヘッド１に
接触した際に変形することでキャップ１４の密閉度が高まる。吐出口付近とキャップ１４
が直接接触することで吐出口を傷つけることを防止し、吐出口からの薬剤の蒸発を防止す
ることができる。これによって、吐出口の潰れや、吐出口付近の薬剤の固着、吐出口内の
薬剤の変質による吐出特性の変化等を予防し、投薬効果の劣化を防ぐという効果が得られ
る。
【実施例３】
【００２９】
　図６～１０は、実施例３を示す。本実施例の吸入装置は、図６（ａ）に示すように、吐
出ヘッド１の表面と平行な位置に開口する吸入口２６を有する気流路形成部材２４を備え
る。気流路形成部材２４は、図６（ｂ）に示すように、吸入装置本体内の気流路収納部２
ａに収納されるスライド部２４ａと、吐出ヘッド上に回転して保護する回転部２４ｂとに
分割されている。
【００３０】
　図７は、気流路形成部材２４を収納する工程を示すもので、（ａ）は吸入時の状態を示
す斜視図、（ｂ）は吸入時から吸入待機時への移行する時の状態を示す斜視図、（ｃ）は
吸入待機時の状態を示す斜視図である。吐出ヘッド１、吸入装置本体２、スライド機構８
等は実施例１と同様であるから、同一符号で表し、説明は省略する。
【００３１】
　図７（ａ）及び図８に示すように、吸入時は、スライド部２４ａと回転部２４ｂによっ
て気流路２７が形成されている。利用者は、吐出ヘッド１から吐出した薬剤を吸入口２６
から吸入する。このとき、利用者の吸入による気流の流れは、吸気口２９、気流路２７、
吸入口２６の順になる。
【００３２】
　利用者は吸入が終了すると、図７（ａ）に示す状態から、（ｂ）を経て（ｃ）に示すよ
うに気流路形成部材２４を収納する。
【００３３】
　まず、図７（ａ）に示す状態から、（ｂ）に示すようにスライド機構８によって、スラ
イド部２４ａを吸入装置本体内部の気流路収納部２ａに完全に収納する。スライド機構８
は、気流路形成部材２４の回転部２４ｂと吸入装置本体２の気流路収納部２ａのそれぞれ
に凸部を設け、スライド部２４ａの凹部を嵌合させる機構である。この凸部と凹部が噛み
合うことで、スライド部２４ａは上下にスライドすることができる。回転部２４ｂには、
吸入口２６の付近に、スライド部２４ａが外れないようにリブを設けてある。また、吸入
装置本体２の気流路収納部２ａの深さは、スライド部２４ａの高さよりも大きく、スライ
ド部２４ａを完全に吸入装置本体内に収納することができる。
【００３４】
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　次に、蝶番のような回転機構２５ａを軸にして、回転部２４ｂを吸入装置本体２に向か
って折り返す。回転部２４ｂと吸入装置本体２の間にはバネ２５ｂが設けてあり、図７（
ａ）、（ｂ）に比べて、（ｃ）の状態が安定になる方向にバネ２５ｂの力が働いている。
そのため、図７（ａ）及び図８に示す状態ではスライド部２４ａに支えられていた回転部
２４ｂは、利用者がスライド部２４ａを気流路収納部２ａに押し込むだけで、回転部２４
ｂがバネ２５ｂの力で自動的に図７（ｃ）及び図９に示すように折り返り、安定する。
【００３５】
　図９に示すように、キャップ３４は、吐出ヘッド１を覆うように回転部２４ｂに設けて
ある。また、スライド部２４ａは、回転部２４ｂがバネ２５ｂの力で吸入装置本体２に押
さえつけられて収納される。
【００３６】
　図９に示す状態では、吸入口２６と気流路２７は消失し、吸気口２９は吸入装置本体２
に収納されることで塞がれるため、装置内部に気流路２７からゴミや細菌が進入するのを
防止することができる。また、吐出ヘッド１はキャップ３４により覆われるため、吐出ヘ
ッド１の吐出口からの薬剤の蒸発及び吐出口が傷つくのを防ぐことができる。これによっ
て、吐出口の潰れや、吐出口付近の薬剤の固着、吐出口内の薬剤の変質による吐出特性の
変化等を予防し、投薬効果の劣化を防ぐという効果が得られる。上記ではスライド動作の
後に回転動作をする例を記載したが、本発明はそれに限られず、回転動作により吐出ヘッ
ド１を保護した後に、スライド動作を行い気流路を完全に消失させるようにしても構わな
い。
【００３７】
　本実施例では、気流路形成部材２４が分割され、そのうちの一部分がスライド機構を有
し、他の一部分が回転機構を持つ構成を説明したが、図１０に示すように、気流路形成部
材２４が単体のまま、その全体を回転させて吸入装置本体内にスライドさせ、収納する機
構を持つ構成でもよい。その場合、スライド機構及び気流路収納部は回転機構の軸を中心
とした円弧形状になる。
【００３８】
　あるいは、気流路形成部材が複数に分割され、それぞれがすべて回転機構を持つ構成で
もよい。この場合、分割された気流路形成部材はすべて吸入装置本体の上部に覆い被さる
ように折りたたまれる。この場合は、スライド機構は必要ではなく、気流路形成部材が回
転機構によって折り畳まれて吸入装置本体の上部に覆い被さるようにして吸入装置本体に
対して収納される。そして、このとき最初に折り畳んだ気流路形成部材によって吐出ヘッ
ドが保護される。吐出ヘッドを保護するキャップを有する場合には、分割された気流路形
成部材のうちの最初に折り畳まれるものに設けられている。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】実施例１による吸入装置を示すもので、（ａ）は吸入装置の吸入時の状態を示す
斜視図、（ｂ）は待機時の状態を示す斜視図である。
【図２】図１の装置を示すもので、（ａ）は気流路形成部材を取り外した状態を示す斜視
図、（ｂ）は吐出ヘッドと薬剤タンクを吸入装置本体から取り外した状態を示す斜視図、
（ｃ）はカバーを開いた状態を示す斜視図である。
【図３】図１の気流路形成部材を断面で示すもので、（ａ）は吸入時の状態を示す模式断
面図、（ｂ）は待機時の状態を示す模式断面図である。
【図４】図１の装置のスライド機構を断面で示すもので、（ａ）は吸入時の状態を示す模
式断面図、（ｂ）は待機時の状態を示す模式断面図である。
【図５】実施例２による吸入装置を示すもので、（ａ）は気流路形成部材を取り外した状
態を示す斜視図、（ｂ）は気流路形成部材を収納した状態を示す断面図である。
【図６】実施例３による吸入装置を示すもので、（ａ）は吸入時の状態を示す斜視図、（
ｂ）は内部構成を示すために一部分を分解して示す分解斜視図である。
【図７】図６の装置の吸入時から待機時の状態に変化するまでの工程を示す斜視図である
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【図８】図６の装置の吸入時の状態を示すもので、（ａ）はその上面図、（ｂ）は気流路
形成部材を断面で示す模式断面図である。
【図９】図６の装置の待機時の状態を示すもので、（ａ）はその上面図、（ｂ）は気流路
形成部材を断面で示す模式断面図である。
【図１０】実施例３の一変形例を示すもので、（ａ）は吸入装置の吸入時の状態を示す斜
視図、（ｂ）は待機時の状態を示す斜視図である。
【符号の説明】
【００４０】
　１　　吐出ヘッド
　２　　吸入装置本体
　２ａ　　気流路収納部
　３　　薬剤タンク
　４、２４　　気流路形成部材
　５　　カバー
　６、２６　　吸入口
　７、２７　　気流路
　８　　スライド機構
　９、２９　　吸気口
　２４ａ　　スライド部
　２４ｂ　　回転部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(9) JP 5339797 B2 2013.11.13

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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