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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
出口を有する薬品保管及び供給装置と、
該薬品保管及び供給装置に結合されるフィードバック及びコンプライアンス装置とを含
む、
呼吸医薬供給装置であって、
前記フィードバック及びコンプライアンス装置は、開口を有し、前記薬品保管及び供給
装置の前記出口は、前記開口を通じて受け入れられ、
前記フィードバック及びコンプライアンス装置は、
（ｉ）複数のセンサと、
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（ｉｉ）１つ又はそれよりも多くのフィードバック装置と、
（ｉｉｉ）処理装置とを含み、
前記複数のセンサの個々のセンサは、前記薬品保管及び供給装置の作動によって導入さ
れる薬品の流れを変更又は妨害せずに、当該呼吸医薬供給装置の使用に関するパラメータ
と関連する出力伝達情報を提供するよう構成され、
前記複数のセンサは、
（Ａ）前記薬品保管及び供給装置の震動と関連する出力伝達情報を提供するよう構成さ
れる運動感知装置、
（Ｂ）患者の顔に対する当該呼吸医薬供給装置の位置と関連する出力伝達情報を提供す
るよう構成される近接センサ、
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（Ｃ）前記薬品保管及び供給装置の吸入及び／又は作動を示す音を検出する１つ又はそ
れよりも多くのマイクロフォン、及び
（Ｄ）弁付き保持チャンバの吐出弁の開放を感知するためのセンサを含み、
前記処理装置は、前記１つ又はそれよりも多くのフィードバック装置に、前記複数のセ
ンサのうちの少なくとも１つのセンサの出力に基づき、当該呼吸医薬供給装置の使用に関
するフィードバック情報を患者に提供させるようプログラムされる、
呼吸医薬供給装置。
【請求項２】
前記複数のセンサは、更に、（ｉ）患者による吸入と関連する出力伝達情報を提供する
よう構成される流動センサ、及び、（ｉｉ）前記薬品保管及び供給装置の作動と関連する
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出力伝達情報を提供するよう構成される力感知装置を含む、請求項１に記載の呼吸医薬供
給装置。
【請求項３】
前記運動感知装置は、加速度計であり、前記流動センサは、ＭＥＭＳ型の流動センサで
あり、前記力感知装置は、荷重計又はひずみ計である、請求項２に記載の呼吸医薬供給装
置。
【請求項４】
前記処理装置は、１つ又はそれよりも多くのフィードバック装置に、（ｉ）前記薬品保
管及び供給装置が前記フィードバック及びコンプライアンス装置内に挿入されたという決
定に応答して、前記薬品保管及び供給装置を振り動かすという指示、（ｉｉ）前記薬品保
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管及び供給装置が振り動かされたという決定に応答して、前記薬品保管及び供給装置を作
動させるという指示、（ｉｉｉ）前記薬品保管及び供給装置が作動させられたという決定
に応答して、第一の特定の方法において吸入するという指示、及び、（ｉｖ）前記第一の
特定の方法における吸入が完了したという決定に応答して、患者に第二の特定の方法にお
いて自分の息を止めるよう指示するという指示の形態のフィードバック情報を提供させる
ようプログラムされる、請求項２に記載の呼吸医薬供給装置。
【請求項５】
前記処理装置は、前記１つ又はそれよりも多くのフィードバック装置に、
（ｉ）前記薬品保管及び供給装置が前記フィードバック及びコンプライアンス装置内に挿
入されたという決定に応答する、前記薬品保管及び供給装置が前記フィードバック及びコ
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ンプライアンス装置内に挿入されたことを示す第一の表示、（ｉｉ）前記薬品保管及び供
給装置が振り動かされたという決定に応答する、前記薬品保管及び供給装置が適切に振り
動かされたことを示す第二の表示、（ｉｉｉ）前記薬品保管及び供給装置が作動させられ
たという決定に応答する、前記薬品保管及び供給装置が適切に作動させられたことを示す
第三の表示、（ｉｖ）第一の特定の方法における吸入が完了したという決定に応答する、
吸入が適切に遂行されたことを示す第四の表示、及び、（ｖ）患者が第二の特定の方法に
おいて自分の息を止めたという決定に応答する、息止めが適切に遂行されたことを示す第
五の表示の形態のフィードバック情報を提供させるようプログラムされる、請求項２に記
載の呼吸医薬供給装置。
【請求項６】
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前記フィードバック及びコンプライアンス装置は、開口を定めるハウジングを含み、該
ハウジングは、前記開口より上に配置される頂部と、前記開口より下に配置される底部と
、前方側部と、後方側部とを含み、前記出口は、前記前方側部から外向きに延び、前記力
感知装置は、前記底部において前記ハウジング内に設けられる、請求項２に記載の呼吸医
薬供給装置。
【請求項７】
前記底部は、前記後方側部から前記前方側部まで貫通して延びる通路を含み、該通路は
、前記ハウジングを通じる流体流を可能にするよう構成され、前記流動センサは、前記通
路に近接して前記底部内に位置付けられる、請求項６に記載の呼吸医薬供給装置。
【請求項８】
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前記フィードバック及びコンプライアンス装置は、前記開口を定めるハウジングを含み
、該ハウジングは、前記開口より上に配置される頂部と、前記開口より下に配置される底
部と、前方側部と、後方側部とを含み、前記出口は、前記前方側部から外向きに延び、前
記近接センサは、前記前方側部の上で前記頂部内に設けられる、請求項１に記載の呼吸医
薬供給装置。
【請求項９】
呼吸薬品保管及び供給装置と共に使用するためのフィードバック及びコンプライアンス
装置であって、
開口を有するハウジングと
複数のセンサと、
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１つ又はそれよりも多くのフィードバック装置と、
処理装置とを含み、
前記開口は、前記呼吸薬品保管及び供給装置の出口を受け入れるよう構成され、
前記複数のセンサの個々のセンサは、前記呼吸薬品保管及び供給装置の作動によって導
入される薬品の流れを変更又は妨害せずに、前記呼吸薬品保管及び供給装置の使用に関す
るパラメータと関連する出力伝達情報を提供するよう構成され、
前記複数のセンサは、
（Ａ）前記呼吸薬品保管及び供給装置の震動と関連する出力伝達情報を提供するよう構
成される運動感知装置、
（Ｂ）患者の顔に対する前記呼吸薬品保管及び供給装置の位置と関連する出力伝達情報
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を提供するよう構成される近接センサ、
（Ｃ）前記呼吸薬品保管及び供給装置の吸入及び／又は作動を示す音を検出する１つ又
はそれよりも多くのマイクロフォン、及び
（Ｄ）弁付き保持チャンバの吐出弁の開放を感知するためのセンサを含み、
前記処理装置は、前記１つ又はそれよりも多くのフィードバック装置に、前記複数のセ
ンサのうちの少なくとも１つのセンサの出力に基づき、前記呼吸薬品保管及び供給装置の
使用にするフィードバック情報を患者に提供させるようプログラムされる、
フィードバック及びコンプライアンス装置。
【請求項１０】
前記複数のセンサは、更に、（ｉ）患者による吸入を感知するための流動センサと、（
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ｉｉ）前記呼吸薬品保管及び供給装置の作動を感知するための力感知装置とを含む、請求
項９に記載のフィードバック及びコンプライアンス装置。
【請求項１１】
前記処理装置は、１つ又はそれよりも多くのフィードバック装置に、（ｉ）前記呼吸薬
品保管及び供給装置が前記フィードバック及びコンプライアンス装置内に挿入されたとい
う決定に応答する、前記呼吸薬品保管及び供給装置を振り動かすという指示、（ｉｉ）前
記呼吸薬品保管及び供給装置が振り動かされたという決定に応答する、前記呼吸薬品保管
及び供給装置を作動させるという指示、（ｉｉｉ）前記呼吸薬品保管及び供給装置が作動
させられたという決定に応答する、第一の特定の方法において吸入するという指示、及び
、（ｉｖ）前記第一の特定の方向における吸入が完了したという決定に応答する、患者が
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第二の特定の方法において自分の息を止めることを指示するという指示の形態のフィード
バック情報を提供させるようプログラムされる、請求項１０に記載のフィードバック及び
コンプライアンス装置。
【請求項１２】
前記処理装置は、１つ又はそれよりも多くのフィードバック装置に、（ｉ）前記呼吸薬
品保管及び供給装置が前記フィードバック及びコンプライアンス装置内に挿入されたとい
う決定に応答する、前記呼吸薬品保管及び供給装置が前記フィードバック及びコンプライ
アンス装置内に適切に挿入されたことを示す第一の表示、（ｉｉ）前記呼吸薬品保管及び
供給装置が振り動かされたという決定に応答する、前記呼吸薬品保管及び供給装置が適切
に振り動かされたことを示す第二の表示、（ｉｉｉ）前記呼吸薬品保管及び供給装置が作
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動させられたという決定に応答する、前記呼吸薬品保管及び供給装置が適切に作動させら
れたことを示す第三の表示、（ｉｖ）吸入が第一の特定の方法において完了したという決
定に応答する、吸入が適切に遂行されたことを示す第四の表示、及び、（ｖ）患者が第二
の特定の方法において自分の息を止めたという決定に応答する、息止めが適切に遂行され
たことを示す第五の決定の形態のフィードバック情報を提供させるようプログラムされる
、請求項１０に記載のフィードバック及びコンプライアンス装置。
【請求項１３】
弁付き保持チャンバの主チャンバに結合されるよう構成されるアダプタを更に含み、該
アダプタは、前記出口を受け入れ且つ保持するよう構成される、請求項９に記載のフィー
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ドバック及びコンプライアンス装置。
【請求項１４】
前記ハウジングは、弁付き保持チャンバの主チャンバに結合されるよう構成されるアダ
プタに取り外し可能に取り付けられるよう構成され、該アダプタは、前記出口を受け入れ
且つ保持するよう構成される、請求項９に記載のフィードバック及びコンプライアンス装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は呼吸医薬を患者に供給するための装置に関し、具体的には、特に患者が呼吸医
薬供給装置を使用して自分で定期的に治療することを必要とする状況において、呼吸医薬
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供給装置の使用に関するフィードバックを患者にもたらすフィードバック及びコンプライ
アンス装置(feedback

and

compliance

device)を含む呼吸医薬供給装置に関する。

【背景技術】
【０００２】
呼吸医薬供給装置を使用して病状を治療するために患者の呼吸系に薬品を供給すること
は周知である。例えば、霧状ミストの形態のアルブテロール（サルブタモール）のような
気管支拡張薬を患者の呼吸系に供給するために、急性喘息発作を患う患者が呼吸医薬供給
装置を使用し得る。
【０００３】
１つの既知の呼吸医薬供給装置は、計量投与量吸入器（ＭＤＩ）と、スペーサ又は弁付
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き保持チャンバとで構成される。単に「吸入器」としても知られるＭＤＩは、加圧下の薬
品を収容するキャニスタ又はネブライザ（噴霧器）と、一般的にはブートと呼ばれるキャ
ニスタホルダとを含み、キャニスタホルダは、典型的には「Ｌ」形状である。患者が煙霧
状薬品をブートのエアロゾル(aerosol)計量分配脚部から直接的に気道内に受け入れるた
めのマウスピースとしてブートを使用するのは一般的であるが、この構造は薬品と空気の
混合を最適化し得ない。何故ならば、煙霧状薬品は気道内に直接的に噴射されるからであ
る。医薬が空気と十分に混合されなければ、薬品を患者の効果的な肺内に吸入し得ず、患
者の口内に堆積され且つ所望の医学的効果を伴わずに飲み込まれる液滴のようになり得る
。
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【０００４】
薬品と空気との混合を強化するために、一般的に弁付き保持チャンバとも呼ばれるスペ
ーサを設けることが知られており、スペーサはブートのエアロゾル計量分配端部に取り付
けられる。スペーサは、下流端部に一方向弁を備える小さな中空のシリンダであるのが典
型的であり、キャニスタからエアロゾルを受け入れ、患者の気道内への吸入のためにエア
ロゾルが霧状ミストになるのを可能にする。選択的に、薬品を受け入れるために患者が自
分の口を通じて呼吸し得るよう、ＭＤＩと反対側のスペーサの端部にマスクを設け得る。
従来的なスペーサ及び関連構成部品の実施例が、Ｎｏｗａｃｋｉ

ｅｔ

ａｌ．に発効し

た米国特許第４，４７０，４１２号、４，８０９，６９２号、及び、４，８３２，０１５
号、Ｆｏｌｅｙ

ｅｔ

ａｌ．に発効した米国特許第５，０１２，８０３号、Ｆｏｌｅｙ

に発効した米国特許第５，０４２，４６７号、Ｓｍｉｔｈに発効した米国特許第５，３８
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ｅｔ

ａｌ．に発効した米国特許第５，８４８，５９９号、
ａｌ．に発効した米国特許第６，５５７，５４９号に示

されている。他の既知の呼吸医薬供給装置は、乾燥粉末吸入器（ＤＰＩ）及びネブライザ
を含む。
【０００５】
呼吸医薬供給装置のような医療装置の適切な使用は本質的であり、病状を管理するため
に患者が自分で規則的に治療することを必要とする状況において特にそうである。これは
患者が呼吸医薬供給装置を典型的に備え且つ患者が呼吸医薬供給装置を使用して病状を自
己管理することが期待される状況において頻繁に当て嵌まる。普通、呼吸薬品を適切に自
己投与するために、医療専門家は呼吸医薬供給装置をどのように使用するかについての初
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期教育を患者に提供する。理解されるように、この訓練の方法の有効性は、医療専門家の
知識及び技能レベル並びにこの医療専門家が患者と費やす時間の量に概ね基づくが、それ
はしばしば限定的である。
【０００６】
呼吸医薬供給の領域では、ＭＤＩ又は弁付き保持チャンバを備えるＭＤＩのような呼吸
医薬供給装置を使用した薬品の適切な投与に関する医療専門家の知識レベルを定量化する
ための数多くの評価が行われた。残念なことに、そのような評価は励みになるものではな
かった。医療専門家を巻き込む１つの具体的な研究は、ＭＤＩのみの使用のための適切な
ステップを正しく完了した参加者の割合が６７．６％であり、スペーサを具備するＭＤＩ
の使用のための適切なステップを正しく完了した参加者の割合が４９．９％であり、ネブ
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ライザの使用のための適切なステップを正しく完了した参加者の割合が３８％であること
を示した。この研究はLaura
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て報告された。
【０００７】
ＭＤＩのみを使用した薬品の投与に関する患者の知識レベルを定量化するための他の研
究が行われた。その結果は参加者の２８〜６８％がそれらのＭＤＩを効果的に使用しなか
ったことを示した。加えて、ＭＤＩを使用することにおいて、患者の読解レベルが不適切
な技法に相関した。具体的には、正しく遂行されたステップが３つ以下であることが明ら
かにされた不満足な技法は、小学校３年生レベルで読解する患者の８９％及び高校レベル
で読解する患者の４８％に見出された。この研究はJames
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【０００８】
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その上、呼吸医薬供給装置のような医療装置は、典型的には、一組の書面の指示書を備
える。しかしながら、多くの場合において、そのような指示書は患者によって読まれず、
調べられず、且つ／或いは、装置の使用中に使用されない（患者は指示書を廃棄するか或
いは指示書を装置自体とは別に保管し得る）。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
よって、患者による装置の適切な使用を奨励することによって治療を増進する呼吸医薬
供給装置のための長年に亘る切実な未解決の必要があることは明らかである。呼吸疾患管
理の場合に良く当て嵌まるように、これは患者が保健専門家の監視から離れて自己治療す
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ることを必要とする状況において特に当て嵌まる。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
１つの実施態様では、呼吸医薬供給装置が提供され、呼吸医薬供給装置は、計量投与量
吸入器(metered

dose

inhaler)、乾燥粉末吸入器、又は、水性液計量分配システムのよ

うな薬品貯蔵及び供給装置を含み、出口と、薬品保管及び供給装置に結合されるフィード
バック及びコンプライアンス装置とを有する。フィードバック及びコンプライアンス装置
は、開口を有し、薬品保管及び供給装置の出口は、開口を通じて受け入れられる。フィー
ドバック及びコンプライアンス装置は、（ｉ）１つ又はそれよりも多くのセンサと、（ｉ
ｉ）１つ又はそれよりも多くのフィードバック装置と、（ｉｉｉ）処理装置とを含み、１
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つ又はそれよりも多くのセンサの各々は、薬品保管及び供給装置の作動によって導入され
る薬品の流れを変更又は妨害せずに、呼吸医薬供給装置の使用に関するパラメータを感知
するよう構成され、処理装置は、１つ又はそれよりも多くのフィードバック装置に、１つ
又はそれよりも多くのセンサの少なくとも１つのセンサの出力に基づき呼吸医薬供給装置
の使用に関するフィードバック情報を患者に提供させるようプログラムされる。フィード
バック情報は、可聴、視覚的、若しくは、触覚的、又は、それらの任意の組み合わせであ
り得る。
【００１１】
他の実施態様では、薬品保管及び供給装置を含む呼吸医薬供給装置の適切な使用を奨励
する方法が提供される。当該方法は、フィードバック及びコンプライアンス装置を提供す

20

ることを含み、フィードバック及びコンプライアンス装置は、１つ又はそれよりも多くの
センサを含み、１つ又はそれよりも多くのセンサの各々は、薬品保管及び供給装置の作動
によって導入される薬品の流れを変更又は妨害せずに、呼吸医薬供給装置の使用に関する
パラメータを感知するよう構成され、当該方法は、薬品保管及び供給装置の出口をフィー
ドバック及びコンプライアンス装置内に設けられる開口を通じて挿入することによって、
薬品保管及び供給装置をフィードバック及びコンプライアンス装置に結合することを含み
、当該方法は、１つ又はそれよりも多くのセンサのうちの少なくとも１つのセンサの出力
に基づき、呼吸医薬供給装置の使用に関するフィードバック情報を患者に提供することを
含む。
【００１２】

30

本発明のこれらの及び他の目的、機能、及び、特徴、並びに、構造の関連素子の動作方
法及び機能、部品の組み合わせ、及び、製造経済は、添付の図面を参照して以下の記載及
び付属の請求項を検討した後により明らかになるであろう。それらの全ては、本出願の一
部を形成し、類似の参照番号は、様々な図面中の対応する部分を指している。しかしなが
ら、図面は例示及び記載の目的のためだけであり、本発明の限界を定めるものとして意図
されていないことが、明示的に理解されるべきである。明細書及び請求項中で使用される
とき、不定冠詞及び定冠詞の単数形は、文脈が明らかにその他を指図しない限り、複数の
参照を含む。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
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【図１】本発明の１つの具体的な実施態様に従った呼吸医薬供給装置を前方から示す等角
図である。
【図２】本発明の１つの具体的な実施態様に従った呼吸医薬供給装置を後方から示す等角
図である。
【図３】患者の口内に挿入された図１及び２の呼吸医薬供給装置を示す側断面図である。
【図４】１つの具体的な実施態様に従った図１及び２の呼吸医薬供給装置のフィードバッ
ク及びコンプライアンス装置を示すブロック図である。
【図５】呼吸医薬供給装置の動作の様々な局面を例示する患者の口内に挿入された図１及
び２の呼吸医薬供給装置を示す側断面図である。
【図６】呼吸医薬供給装置の動作の様々な局面を例示する患者の口内に挿入された図１及
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び２の呼吸医薬供給装置を示す側断面図である。
【図７】呼吸医薬供給装置の動作の様々な局面を例示する患者の口内に挿入された図１及
び２の呼吸医薬供給装置を示す側断面図である。
【図８Ａ】本発明の１つの具体的な非限定的な実施態様に従った図１乃至７の呼吸医薬供
給装置の動作を示すフローチャートである。
【図８Ｂ】本発明の１つの具体的な非限定的な実施態様に従った図１乃至７の呼吸医薬供
給装置の動作を示すフローチャートである。
【図９】本発明の他の具体的な実施態様に従った呼吸医薬供給装置を前方から示す等角図
である。
【図１０】本発明の代替的な例示的な実施態様に従った呼吸医薬供給装置を前方から示す
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等角図である。
【図１１】本発明の代替的な例示的な実施態様に従った呼吸医薬供給装置を後方から示す
等角図である。
【図１２】図１０及び１１の呼吸医薬供給装置を示す側断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
例えば、並びに、無制限に、頂部、底部、左、右、上方、下方、前方、後方、及び、そ
れらの派生語のような、ここで使用される方向表現は、図面に示される素子の向きに関し
、請求項中で明示的に引用されない限り、請求項を限定しない。
20

【００１５】
ここで使用されるとき、２つ又はそれよりも多くの部分（部品）又は構成部品が共に「
結合される」という言い方は、それらの部品が直接的に或いは１つ又はそれよりも多くの
中間の部分又は構成部品を通じて接合され或いは共に動作することを意味する。
【００１６】
ここで使用されるとき、２つ又はそれよりも多くの部分（部品）又は構成部品が互いに
「係合する」という言い方は、それらの部分が直接的に或いは１つ又はそれよりも多くの
中間の部分又は構成部品を通じて互いに力を加え合うことを意味する。
【００１７】
ここで使用されるとき、「数」という用語は、１又は１よりも大きい整数（即ち、複数

30

）を意味する。
【００１８】
図１及び２は、それぞれ、本発明の１つの具体的な実施態様に従った呼吸医薬供給装置
２の前方及び後方の等角図である。図３は、患者４の口内に挿入された呼吸医薬供給装置
(respiratory

drug

delivery

apparatus)２の側断面図である。呼吸医薬供給装置２は

、弁付き保持チャンバ６を含み、弁付き保持チャンバ６は、本明細書中の他の場所に記載
するようなブート１２内に受け入れられるキャニスタ１０を有する計量投与量吸入器（Ｍ
ＤＩ）８との関係で使用されるよう構成されている。弁付き保持チャンバ６は、概ね円筒
形の主チャンバ１４を含み、主チャンバ１４は、その前方端部に結合される弾性ダックビ
ル弁のような一方向弁１６（図３）を有する。１つの例示的な実施態様において、主チャ
ンバ１４は透明な帯電防止材料から成る。加えて、マウスピース組立体１８が主チャンバ
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１４の前方端部に結合され、呼吸医薬供給装置２の使用中に患者４の舌内に受け入れられ
るよう構成されるマウスピース（口金）と、マウスピースに動作的に結合される吸入弁素
子２２とを含み、吸入弁素子２２は、例示の実施態様では、フラップ吸入弁の形態にある
。
【００１９】
呼吸医薬供給装置２は、二部ＭＤＩアダプタ２４を更に含み、二部ＭＤＩアダプタ２４
は、マウスピース組立体１８と反対側の主チャンバ１４の端部（即ち、後方端部）に取り
外し可能に取り付けられるよう構成される。二部ＭＤＩアダプタ２４は、ＭＤＩ８を受け
入れ且つ保持するよう構成される。二部ＭＤＩアダプタ２４は、例えば、主チャンバ１４
の後方端部に選択的に取り付け可能であるよう構成される硬化プラスチック又は何らかの
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他の適切な剛性材料から成る、剛的なエンドキャップ２６を含む。二部ＭＤＩアダプタ２
４は、他の適切な材料の中でも、シリコン、ゴム、ＴＰＥ、又は、フォームのような可撓
な材料から成る、可撓な内側部分２８を更に含む。内側部分２８はエンドキャップ２６内
に受け入れられ且つエンドキャップ２６によって保持されるよう構成され、内側部分を洗
浄し且つ／或いは損傷時に交換し得るよう内側部分２８を取り外し可能に作製し得るし、
或いは、代替的に、外側被覆プロセスのようなプロセスによって、内側部分２８をエンド
キャップ２６に恒久的に固定し得る。可撓な内側部分２８は、ＭＤＩ８のブート１２の出
口３０を受け入れるよう構成される孔を定める壁を含む。内側部分２８の可撓性は、内側
部分が異なる形状及び大きさのＭＤＩを保持するのを可能にする。
10

【００２０】
当該技術分野において既知であるように、本発明の１つの具体的な実施態様との関係に
おいてここにより詳細に記載するように、弁付き保持チャンバ６が患者４によって使用さ
れるとき、患者４はＭＤＩ８及び弁付き保持チャンバ６を振り動かし(shake)、マウスピ
ース２０を患者の口内に挿入し、肺の気体を少なくとも部分的に空にするために息を吐き
出す。吐き出された気体は、吐出弁素子２２の動作を通じて、吐出弁素子２２によって覆
われる１つ又はそれよりも多くの吐出ポートを通じて、マウスピース組立体１８内から周
囲環境に流れることが可能にされる。そのような気体は、主チャンバ１４内に設けられる
一方向吸入弁１６の動作の結果として、主チャンバ１４の内部に流入することが許容され
ない。吐出に続き、ある投与量の（エアロゾル柱の形態にある）薬品を主チャンバ１４内
に吹き付けさせるために、患者４はＭＤＩ８を作動し、然る後、吸入を開始する。吸入中
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、一方向吸入弁１６は、（主チャンバ１４内で空気と混合される）薬品を患者４の肺内に
堆積し得るよう、主チャンバ１４内からマウスピース組立体１８内に至りマウスピース２
０を通じて外に出る流体流を許容する。具体的な患者の必要に依存して、このプロセスを
１回又は数回反復し得る。
【００２１】
呼吸医薬供給装置２は、ＭＤＩアダプタ２４の後方端部に取り外し可能に結合されるフ
ィードバック及びコンプライアンス装置(feedback

and

compliance

device)３２を更

に含む。機械的な接続機構又は接着材によってフィードバック及びコンプライアンス装置
３２をＭＤＩアダプタ２４の後方端部に結合し得る。例えば、図９は、機械的接続機構を
使用してフィードバック及びコンプライアンス装置３２をＭＤＩアダプタ２４の後方端部
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に選択的に結合し得る１つの具体的な実施態様を示しており、機械的接続機構は、フィー
ドバック及びコンプライアンス装置３２から延びるコネクタ６４を含み、それはＭＤＩア
ダプタ２４内に設けられるスロット６６内に受け入れられ且つ保持されるよう構成される
。代替的に、フィードバック及びコンプライアンス装置３２をＭＤＩアダプタ２４の後方
端部に結合し、且つ、ブート１２の出口３０がＭＤＩアダプタ２４の内側部分２８によっ
て保持される結果として、フィードバック及びコンプライアンス装置３２を所定位置に保
持し得る。その場合、フィードバック及びコンプライアンス装置３２は、ＭＤＩアダプタ
２４とＭＤＩ８との間に保持され且つ挟装される。代替的な実施態様では、フィードバッ
ク及びコンプライアンス装置３２を一体形の組立体内のＭＤＩアダプタ２４の一部として
組み込み得る。これは患者又は介護者がそのような一体形の組立体を既存のチャンバアダ

40

プタと直ちに交換することを可能にする。
【００２２】
フィードバック及びコンプライアンス装置３２は、外側ハウジング３４を含み、外部ハ
ウジング３４は、例示的な実施態様において、硬化プラスチック又は何らかの他の適切な
剛性材料のような剛性材料から成る。外側ハウジング３４は、ＭＤＩ８のブート１２の底
部を受け入れるよう構成される中央凹部３６を含み、ブート１２の底部、具体的には、外
側ハウジング３４を通じてＭＤＩ８のブート１２の出口３０を挿入し、且つ、可撓な内側
部分２８によって受け入れ且つ保持し得るよう、開口を含む（図３）。ここで更に詳細に
記載するように、フィードバック及びコンプライアンス装置３２は、患者４による呼吸医
薬供給装置２の使用を自動的に監視し、指示の形態のフィードバック及び呼吸医薬供給装
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置２の適切な使用に関するコンプライアンス情報を患者４に提供するよう構成され、ＭＤ
Ｉ８のキャニスタ１０から薬品を計量分配することを妨げない（例えば、供給される投与
量は影響されない）。外側ハウジング３４は、フィードバック及びコンプライアンス装置
３２がＭＤＩアダプタ２４の後方端部に結合されるときにＭＤＩアダプタ２４のエンドキ
ャップ２６内に設けられる通路４０と流体連絡する通路３８も含む。通路３８及び４０の
目的を本明細書中のその他の場所に記載する。
【００２３】
図４は、１つの具体的な実施態様に従ったフィードバック及びコンプライアンス装置３
２の選択的な構成部品を示すフィードバック及びコンプライアンス装置３２のブロック図
である。この具体的な実施態様におけるＭＤＩ８のキャニスタ１０からの薬品の計量分配
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を妨げないような、それらの構成部品の特定の構成部品の位置付けが、図３に示されてい
る。フィードバック及びコンプライアンス装置３２は、処理装置４２を含み、処理装置４
２は、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、又は、任意の他の適切なプロセッサ
を含み、処理装置４２は、処理装置によって実行されるべきプログラム／ルーチンを記憶
する適切なメモリに動作的に結合される。具体的には、マイクロプロセッサ、マイクロコ
ントローラ、又は、他の適切なプロセッサと別個であり、且つ／或いは、マイクロプロセ
ッサ、マイクロコントローラ、又は、他の適切なプロセッサの内部にあり得るメモリは、
本明細書中の別の場所により詳細に記載するように、フィードバック及びコンプライアン
ス装置３２の動作を制御するための１つ又はそれよりも多くのルーチンを記憶する。フィ
ードバック及びコンプライアンス装置３２は、フィードバック及びコンプライアンス装置
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３２の構成部品に電力を提供するための電池４４又は類似の電源も含む。
【００２４】
１つ又はそれよりも多くのＩＲセンサ４６が処理装置４２に動作的に結合される。例示
的な実施態様では、図１及び図３に見られるように、２つのＩＲセンサ４６が外側ハウジ
ング３４の前方端部の頂部に設けられている。図５を参照すると、ＩＲセンサ４６の第一
のものは、図５中の破線によって示されるように、外側ハウジング３４の前方端部と患者
４の顔との間の距離を感知し、呼吸医薬供給装置２が患者４の顔の前方の所定位置に保持
されているか否かを決定するよう構成される。以下により詳細に記載するように、患者４
が自分の息を指示通りに止めているか否かを決定するよう、この情報を流体流情報との関
連で使用し得る。図５も参照すると、ＩＲセンサ４６の第二のものは、図５中の矢印によ
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って示されるように、吐出弁素子２２の動作又は吐出弁素子２２を通じて移動する音若し
くは温度を感知することによって、吐出弁素子２２の動作、よって、患者４による吐出を
感知するよう構成される。
【００２５】
加えて、１つ又はそれよりも多くのＬＥＤ４８、及び、ＬＤＣのようなディスプレイ５
０が、処理装置４２に動作的に結合される。例示的な実施態様では、図１及び図３に見ら
れるように、第一の複数のＬＥＤ４８が、外側ハウジング３４の前方端部の頂部に設けら
れ、第二の複数のＬＥＤ４８及びＬＣＤの形態のディスプレイ５０が、外側ハウジング３
４の側部に設けられる。ＬＥＤ３４及びディスプレイ５０は、ここにより詳細に記載する
ように、フィードバック及び指示のような視覚的情報を患者４に提供するよう構成される
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。選択的に、本質的に触覚性のフィードバック及び指示を患者４に提供するよう、バイブ
レータのような触覚フィードバック装置を処理装置４２に結合し得る。
【００２６】
フィードバック及びコンプライアンス装置３２は、処理装置４２に動作的に結合される
多数の追加的なセンサも含む。具体的には、呼吸医薬供給装置２が患者４によって振り動
かされるか或いは他の方法で移動されるときを感知するために、加速度計５２又は他の適
切な運動感知装置がフィードバック及びコンプライアンス装置３２の一部として提供され
る。図３に示される例示的な実施態様では、加速度計５２が通路３８より上で外側ハウジ
ング３４内に設けられた通路５８内に設けられている。
【００２７】
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加えて、通路３８及び４０並びに主チャンバ１４を通じる流体流、よって、患者４によ
る吸入を感知するために、流動センサ５４がフィードバック及びコンプライアンス装置３
２の一部として設けられている。図３に示される例示的な実施態様では、流動センサ５４
が外側ハウジング３４内の通路３８に隣接して設けられている。流動センサ５４は、無制
限に、ＭＥＭＳ型の流動センサであり得る。図６を参照すると、ＭＤＩ８の作動に起因す
る流体流が矢印Ａによって示され、吸入の故に通路３８及び４０を通じる空気流が矢印Ｂ
によって示されている。患者４による吸入を感知するための代替的な方法及び機構も利用
し得る。例えば、出口３０と通路４０との間の圧力差を監視し得る。その圧力差は患者が
吸入するときに変化する。また、患者４による吸入を示す音を聞き且つ検出するよう、音
響マイクロフォンを外側ハウジング３４内に設け得る。他の代替として、主ハウジング１

10

４内の温度を監視し、且つ、患者４による吸入の故のＭＤＩ８の作動によるエアロゾル柱
の除去に起因する温度変化を検出するために、温度センサを外側ハウジング３４内に設け
得る。他の代替として、患者４の吸入の故の一方向弁１６の動作を検出するために、ＩＲ
センサ又は音響運動センサを外側ハウジング３４内に設け得る。
【００２８】
最後に、ＭＤＩ８のブート１２によってフィードバック及びコンプライアンス装置に加
えられる概ね下向きの力を感知するために、荷重計(load

cell)又はひずみ計(strain

g

auge)５６がフィードバック及びコンプライアンス装置３２の一部として設けられる。そ
のような下向きの力は、フィードバック及びコンプライアンス装置３２内へのＭＤＩ８の
挿入及び患者４によるＭＤＩ８の作動又は点火に起因し得る（その場合には、そのような

20

作用を検出するために、関連する力の検出を使用し得る）。図３に示される例示的な実施
態様では、荷重計及びひずみ計５６が外側ハウジング３４内の通路５８に隣接して設けら
れている。図７を参照すると、ＭＤＩ８を作動又は点火するようキャニスタ１０に加えら
れる力に起因するブート１２の移動がブート１２に隣接して配置された矢印によって示さ
れている（ブート１２は内側部分２８の可撓性の故に外側ハウジング３４に対して旋回し
得る）。その移動に起因する力を荷重計若しくはひずみ計５６又は他の種類の適切な力検
出装置によって検出し得る。
【００２９】
患者４によるＭＤＩ８の作動又は点火を感知するための代替的な方法及び機構も利用し
得る。例えば、ＭＤＩ８の作動又は点火を示す音を聞き且つ検出するために、音響マイク
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ロフォンを外側ハウジング３４内に設け得る。他の代替として、主ハウジング１４内の温
度を監視し、且つ、ＭＤＩ８の作動によるエアロゾル柱の導入に起因する温度変化（減少
）を検出するために、温度センサを外側ハウジング３４内に設け得る。他の代替として、
ＭＤＩ８を作動させるようキャニスタ１０に加えられる下向きの力に起因するＭＤＩ８、
従って、呼吸医薬供給装置の動作を検出するために、加速度計５２を使用し得る。更に他
の代替として、ＭＤＩ８から放出されるエアロゾルの存在を検出するために（エアロゾル
は光ビームを破損する）、ＩＲエミッタ及び検出器を使用し得る。具体的には、エミッタ
／検出器の対は、エアロゾル柱に対して垂直な向きを伴って主チャンバ１４の上に或いは
主チャンバ１４の内側に位置付けられる。フィードバック及びコンプライアンス装置３２
が（上述の）一体形の組立体としてＭＤＩアダプタ２４と組み合わせられる１つの例示的
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な実施態様において、それらはフィードバック及びコンプライアンス装置３２の一部であ
る。
【００３０】
加えて、フィードバック及びコンプライアンス装置３２内へのＭＤＩ８の挿入を感知す
るための代替的な方法及び機構も利用し得る。例えば、本願の譲受人が所有する米国特許
出願第６１／０９１，５４６号に記載されているように、外側ハウジング３４から延び且
つ中央凹部３６を部分的に越えて延びるよう構成される可撓で弾性的なタブ作動部材を設
け得る。ＭＤＩ８がフィードバック及びコンプライアンス装置３２内に挿入されるとき、
タブ作動部材の先端は、処理装置４２に結合されるスイッチに対して下向きに押される。
この実施態様において、スイッチの作動は、ＭＤＩ８の挿入を示す。

50

(11)

JP 5873805 B2 2016.3.1

【００３１】
１つの具体的な実施態様では、流動センサ５４及びＩＲセンサ４６及び／又は加速度計
５２を使用して、患者４による息止めを検出し且つ確認し得る。１つの実施態様では、流
動センサ５４を使用して吸入動作の終了を感知し、且つ、（ｉ）患者４が（本明細書中の
他の場所に記載する）ＩＲセンサ４６の１つによって決定されるように吐出弁素子２２を
通じて息を吐き出していないこと、（ｉｉ）患者４が呼吸医薬供給装置２を移動せず、呼
吸医薬供給装置２を加速度計５２によって決定されるような図５に示される所定位置に保
持していること、及び、（ｉｉｉ）患者が流動センサ５４によって決定されるような他の
吸入動作を開始していないことの各々が正しいことを決定することによって、処理装置４
２は患者４が自分の息を止めていることを検出及び確認し（且つ時間を計り）得る。他の

10

実施態様において、処理装置４２は、患者４が流動センサ５４を使用して吸入動作の終了
を感知することによって患者が息を止めていることを検出及び確認し（且つ時間を計り）
、（ｉ）患者４が（本明細書中の他の場所に記載する）ＩＲセンサ４６の１つによって決
定されるように吐出弁素子２２を通じて息を吐き出していないこと、（ｉｉ）患者４が（
本明細書中の他の場所に記載する）ＩＲセンサ４６の他の１つによって決定されるような
図５に示されるような所定位置に呼吸医薬供給装置２を保持していること、及び、（ｉｉ
ｉ）患者が流動センサ５４によって決定されるような他の吸入動作を開始していないこと
の各々が正しいことを決定し得る。息止め決定の目的は、図８Ａ及び図８Ｂとの関係で、
本明細書中の他の場所に記載する。
【００３２】
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その上、例示的な実施態様において、フィードバック及びコンプライアンス装置３２は
、患者４が処理装置４２内に情報を入力することを可能にするために、ボタン又は複数の
ボタン又はタッチスクリーンのような入力装置６０を含む。フィードバック及びコンプラ
イアンス装置３２は、指示又は本明細書中の他の場所に記載するような他のフィードバッ
クのような可聴出力を患者４に提供するために、処理装置４２に動作的に結合されたスピ
ーカ６２も含む。
【００３３】
図８Ａ及び図８Ｂは、本発明の１つの具体的な非限定的な実施態様に従った呼吸医薬供
給装置２の動作を例示するフローチャートである。例示的な実施態様において、図８Ａ及
び図８Ｂは、フィードバック及びコンプライアンス装置３２の処理装置４２内に記憶され
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且つフィードバック及びコンプライアンス装置３２の処理装置４２によって実行される１
つ又はそれよりも多くのプログラム／ルーチンにおいて実施される。この方法は、ステッ
プ１００で開始し、ステップ１００では、ＭＤＩ８がフィードバック及びコンプライアン
ス装置３２内に挿入されたか否かについての決定が行われる。本明細書中の他の場所に記
載するように、その決定は、フィードバック及びコンプライアンス装置３２の一部として
設けられる荷重計又はひずみ計５６或いはタブ作動部材及び関連スイッチのような他の自
動検出機構による、そのような挿入と関連する力の検出に基づき行われ得る。代替的に、
その決定は、患者４が入力装置６０の一部を作動してＭＤＩ８が挿入され且つ治療が開始
し得ることを示すこと（例えば、入力装置６０の一部を形成するボタンを押すこと）に応
答して行われ得る。ステップ１００での返答が「はい」であるならば、処理装置４２は、
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ステップ１０２で、第一ＬＥＤを（例えば、初期的な赤の状態から）緑に変えさせ、患者
４に呼吸医薬供給装置２を振り動かすよう指示する音声指示を、スピーカ６２を通じて提
供させる。次に、ステップ１０４で、処理装置４２は、呼吸医薬供給装置２の震動(shaki
ng)が検出されたか否かについての決定を行う。本明細書中の他の場所に記載するように
、加速度計５２を使用して震動を検出し得る。ステップ１０４での返答が「いいえ」であ
るならば、ステップ１０６で、振り動かすことの指示が反復され、方法はステップ１０２
に戻る。しかしながら、ステップ１０４での返答が「はい」であるならば、処理装置４２
は、ステップ１０８で、第二ＬＥＤ４８を（例えば、初期的な赤の状態から）緑に変えさ
せ、ＭＤＩ８を５秒のような所定時間内作動させるよう患者４に指示する可聴指示を、ス
ピーカを通じて提供させる。ステップ１１０で、処理装置４２は、ＭＤＩ８が所定時間（
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例えば、振り動かされる５秒）内に実際に作動させられたか否かを決定する。本明細書中
の他の場所に記載するように、荷重計又はひずみ計５６を使用してそのような作動によっ
て引き起こされる力を感知することによって、上記のことを行い得る。
【００３４】
ステップ１１０での返答が「いいえ」であるならば、ステップ１１２で、第二ＬＥＤ４
８は処理装置４２によって赤に変えられ、処理装置４２は、呼吸医薬供給装置２を振り動
かすという可聴指示を、スピーカ６２を通じて再び提供させる。次に、本方法はステップ
１０４に戻る。しかしながら、ステップ１１０での返答が「はい」であるならば、ステッ
プ１１４で、処理装置４２は、第三ＬＥＤ４８を（例えば、初期的な赤の状態から）緑に
変えさせ、ゆっくり息をして、所定の数、例えば、５を数えることを患者４に指示する可
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聴指示を、スピーカ６２を通じて提供させる。次に、本方法は、図８Ｂのステップ１１６
に進む。ステップ１１６で、処理装置４２は、患者４による吸入が少なくとも５秒のよう
な所定時間に亘って検出されたか否かの決定を行う。本明細書中の他の場所に記載するよ
うに、流動センサ５４を使用して吸入を検出し得る。ステップ１１６での返答が「いいえ
」であるならば、ステップ１１８で、処理装置４２は、吸入を継続することを患者４に指
示する指示を、スピーカ６２を通じて提供させる。次に、本方法はステップ１１６に戻る
。
【００３５】
ステップ１１６での返答が「はい」である、即ち、少なくとも所定時間（例えば、５秒
）に亘る吸入が検出されたことを意味するならば、ステップ１２０で、処理装置４２は、
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第四ＬＥＤ４８を（例えば、初期的な赤の状態から）緑に変えさせ、自分の息を止め、所
定の数、例えば、３を数えることを患者に指示する可聴指示を、スピーカ６２を通じて提
供させる。次に、ステップ１４０で、処理装置４２は、例えば、３秒のような、少なくと
も所定の時間期間の息止めが検出されたか否かについての決定を行う。例示的な実施態様
において、息止めは、ＩＲセンサ４６及び流動センサ５４及び／又は加速度計５２を使用
して、本明細書中の他の場所に記載されたように検出される（図５）。ステップ１４０で
の返答が「いいえ」であるならば、ステップ１４５で、処理装置４２は、呼吸医薬供給装
置２を使用するとき、患者４が少なくとも３秒のような所定時間期間に亘って息を止めな
ければならないことを示す可聴の注意喚起(reminder)を、スピーカ６２を通じて提供させ
る。ステップ１４０での返答が「はい」であるならば、ステップ１５０で、処理装置４２
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は、第五ＬＥＤを（例えば、初期的な赤の状態から）緑に変えさせ、治療が完了したこと
を示す可聴指示を、スピーカ６２を通じて提供させる。
【００３６】
選択的に、１つ又はそれよりも多くの治療セッション中の呼吸医薬供給装置２の使用に
関する情報を記憶するよう処理装置４２をプログラムし得る。そのように記憶される情報
は、１つ又はそれよりも多くの治療セッションのために、呼吸医薬供給装置２を操作する
各ステップが正しく遂行されたか（例えば、ＬＥＤが緑に変わったか）否かに関する情報
、及び、そのようなステップのタイミング及び長さ（例えば、ＭＤＩ８はどれぐらい長く
振り動かされるか、ＭＤＩ８が振り動かされたどれぐらい後にＭＤＩ８は作動させられる
か、検出される吸入の長さ、及び、検出される息止めの長さ）に関する情報を含む。次に
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、患者４及び／又は患者の介護者は、上記情報をダウンロードし且つ検討及び／又は分析
し得る。
【００３７】
図１０及び図１１は、それぞれ、本発明の代替的な例示的な実施態様に従った呼吸医薬
供給装置７０の前方及び後方の等角図である。図１２は、呼吸医薬供給装置７０の側断面
図である。図１０乃至１２の実施態様において、呼吸医薬供給装置７０は、フィードバッ
ク及びコンプライアンス装置７２に結合されたＭＤＩ８のみを含む。換言すれば、図１０
乃至１２の実施態様は、ＭＤＩ８と共に使用されるべきスペーサ又は弁付き保持チャンバ
を必要としない。呼吸医薬供給装置７０のフィードバック及びコンプライアンス装置７２
は、機能性においてフィードバック及びコンプライアンス装置３２と類似し、例示的な実
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施態様では、そのハウジング７４内に、図４に示され且つ本明細書中の他の場所に記載さ
れるフィードバック及びコンプライアンス装置３２の構成部品の全てを含む（類似の構成
部品は類似の参照番号で印されている）。図１２を参照すると、フィードバック及びコン
プライアンス装置７２は、剛性ハウジング７４内に取り付けられ且つ支持される可撓な内
側部分２８を含む。可撓な内側部分２８は、ブート１２がハウジング７４の中央凹部７８
を通じて受け入れられるとき、本明細書中の他の場所に記載するようなＭＤＩ８のブート
１２の出口３０を受け入れるよう構成される孔を定める壁を含む。フィードバック及びコ
ンプライアンス装置７２は、薬品流のための中央通路がハウジング７４を通じて存在する
よう、ハウジング７４の前方端部にマウスピース７６も含む。上述のように、フィードバ
ック及びコンプライアンス装置７２は、本明細書中の他の場所に記載するフィードバック
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及びコンプライアンス装置３２のフィードバック及びコンプライアンス機能性の全てをも
たらすよう構成される。よって、患者はマウスピース７６を通じて直接的に薬品を受け入
れ得るので、フィードバック及びコンプライアンス装置７２は、ＭＤＩ８に直接的に結合
可能であり且つ弁付き保持チャンバ又はスペーサを備えずに使用し得るその機能性をもた
らすための装置を提供する。
【００３８】
本発明の他の場所に記載する本発明の例示的な実施態様の各々は、計量投与量吸入器（
ＭＤＩ）の形態の薬品保管及び供給装置(medication

storage

and

delivery

device)

を利用するが、それは例示的であることだけを意味し、限定的であることを意味しないこ
とが理解されるべきである。他の種類の既知の或いは今後開発される薬品保管及び供給装
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置もフィードバック及びコンプライアンス装置３２及びフィードバック及びコンプライア
ンス７２と共に利用し得る。例えば、無制限に、フィードバック及びコンプライアンス装
置３２及びフィードバック及びコンプライアンス装置７２を乾燥粉末吸入器（ＤＰＩ）又
は水性液計量分配システムに結合し且つ乾燥粉末吸入器（ＤＰＩ）又は水性液計量分配シ
ステムと共に使用し得る。
【００３９】
例示の目的のために現時点で最も実用的且つ好適であると考えられる実施態様に基づき
本発明を詳細に記載したが、そのような詳細は専らその目的のためであること、並びに、
本発明は開示の実施態様に限定されず、逆に付属の請求項の精神及び範囲内にある変形及
び均等な構成をカバーすることが意図されることが理解されるべきである。例えば、本発
明は、可能な限り、任意の実施態様の１つ又はそれよりも多くの機能を任意の他の実施態
様の１つ又はそれよりも多くの機能と組み合わせ得ることが理解されるべきである。
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